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序論
研究の目的
最古層の現在他方仏として阿閦仏や阿弥陀仏が説かれる。特に阿閦仏国経や無量寿経は
経典の構成として共通点が多く、比較研究によく用いられてきた。しかし阿弥陀仏に代表
されるいわゆる浄土思想の起源や原初形態を論ずる視点で比較されることが多く、阿弥陀
仏よりも自利的な傾向が強いという指摘がされる。しかし一方において、両仏はもともと
独立して別個に説かれはじめたという指摘もある。
これらのことを考えるならば、阿閦仏とは何かという問題を考える際、従来の比較研究
だけでは不十分である。つまり阿弥陀仏との比較による相対的な指摘を踏まえつつ、阿閦
仏そのものがどのような文脈の中で説かれるかを検討し、阿閦仏の負った役割を明らかに
する必要があると考える。
そこで、阿閦仏に言及する経典のグループ、すなわち阿閦仏国経、小品般若経、維摩経
において、阿閦仏がどのような役割を負って説かれているかを検討する。それ以外に阿閦
仏と阿弥陀仏の両方を説く経典において、両仏の役割に何らかの区別が見られるかどうか
も検討する。

先行研究
阿閦仏は東方に住する現在他方仏である。阿閦仏に関するこれまでの研究は、阿閦仏国
経を中心に行われてきた。本経は阿閦仏の事跡を中心に説く経典であり、大乗経典として
は成立年代、漢訳年代共に最古層に属する1。経典全体の概要は後述するが、阿閦仏の菩薩
時代の事跡（発心、誓願、授記など）及びその仏国の荘厳、仏国の声聞、仏国の菩薩、阿
閦仏の般涅槃、阿閦仏国への往生、これらが各章の主な内容であり、品名もそれを示す。
これまでの阿閦仏に関する研究は次の二つのアプローチによってなされたものが多い。
一つは、無量寿経との比較研究である。経典の内容や構成、菩薩時代の事跡、なによりも
現在他方仏とその国土という面に着目して比較が行われてきた。一方、阿閦仏が言及し、

1本稿で以下の三本を総称する場合には、阿閦仏国経と表記する。

・
『阿閦仏国経』二巻 支婁迦讖訳（2c 中）T.11,pp.751b-764a(No.313)
・
『大宝積経』
「不動如来会」二巻 菩提流志訳（8c 初）T.11,pp.101c-112c(No.310-6)

・'phags pa de bshin gsheg pa mi 'khrugs pa'i bkod pa shes bya ba theg pa chen po'i mdo.
Tr. by Jinamitra,Surendrabodhi,Ye shes sde.(9c 初) Pek.22, dzi,1a-80a,(No.760-6)
梵本は現存していないが、パキスタンのバジャワル地区から、カローシュティー文字の
ガンダーラ語で記された「阿閦仏国経との類似を有する大乗経典(Mahqyqnas[tra, with
parallels to the Ak2obhyavy[ha (Ingo Strauch[2007]))」が出土しており、その一部の翻刻と
英訳が公開されている(Strauch[2007]、[2008])。
『阿閦仏国経』の訳者について、支婁迦讖訳とすることには訳語などから問題があると
指摘されている。例えば支婁迦讖訳とされている経典の中で、『阿閦仏国経』のみが
sarvasattva に「衆生」という訳語を用い、
『道行般若経』などでは「一切人」などを用いて
いる。
（宮崎展昌[2007]）
1

阿閦仏国経所説の菩薩思想との共通性から、小品般若経との比較研究が行われてきた。ま
ずこの二点から先行研究をまとめておく。そしてどちらの研究でも、阿閦仏の研究として
は同一の課題が残される。また上記の研究において、阿閦仏の起源や性格についても指摘
があり、これも別にまとめておく。
①無量寿経との関係
これまでの阿閦仏国経や阿閦仏についての研究での主流の一つが、浄土思想研究の面か
らの比較検討である。そこでは無量寿経や法蔵菩薩との比較による見解、中でも誓願内容
の相違が注目されてきた。
椎尾[1972]2は、
『阿閦仏国経』
（以下『阿閦』）の所説と比較しながら、般舟三昧経や無量
寿経について論じる。
『阿弥陀三耶三仏薩楼仏檀過度人道経』(『大阿弥陀経』
、以下『大阿』)
の内容に即して『阿閦』の相当する内容を対照させ、相違点や記述の有無を検討し、
『阿閦』
は「純他力の法門」としては不十分な点が多く、現証を重視した教義であると述べる。『阿
閦』から『大阿』へという前後関係は認めるものの、両経間に影響関係があったかどうか
については触れない。
『阿閦』所説の阿閦仏は、過去仏から現在他方仏へと仏陀観が変化す
る中で、東方国土にて菩薩の願行を指導する仏陀として崇拝されるようになったと述べる。
誓願について内容の列挙はしないが、『阿閦』は自行に関する願文が多く、『大阿』は浄仏
国土・成就衆生を説くと指摘し、阿閦仏国の功徳荘厳は極楽世界に似ている点もあるが、
極楽には及ばないとする。
誓願内容の検討は望月[1930]でなされる。本経の誓願内容は『大宝積経』「不動如来会」
や悲華経の願文と比べて著しい差異はないとみて、阿閦の信仰が阿弥陀の信仰のように盛
んでなかったために増補改訂されなかったと述べる。この指摘は無量寿経諸本の願文が次
第に増広されていったことなどと比較しての見解と考えられる3。望月氏は本経第二品の内
容について、それらが誓願であるか否かは論じないが、阿弥陀仏の四十八願に准じて願文
数を計上する。『大阿』や『放光般若経』の誓願と比較すると、『阿閦』の誓願にはさほど
重要でないものが含まれ、体裁が整っていないと指摘する。そしてそれは『阿閦』の誓願
が諸仏の別願としては最初の試みであったためであり、
『大阿』などの諸経に先行して編纂
されたことを示すと推察する。
赤沼[1939]は、過去仏において燃燈仏が登場したことが契機となって釈尊以外の現在仏を
説くようになったとし、この過去仏から現在他方仏へという仏陀論の展開の影響下で『阿
2椎尾[1972]pp.267-269。本論文では[1972]『椎尾辨匡選集』第三巻を用いている。序文に

よれば、この第三巻「仏教経典概説」は椎尾氏の博士論文を章立てを細分化して収録した
ものである。当該の論文の正確な提出時期が不明であり、大正 12 年(1923 年)以前であるこ
としか明らかでない。したがって本論文中では使用した選集の発刊年に従って 1972 年と表
記したが、研究史上は 1923 年以前の研究として扱っている。
3 望月[1930] pp.554-555（本論文では 1972 年発行の復刊本（三喜房仏書林）を使用し、頁
数もこれに従っている）
2

閦』や『大阿』が成立したと述べる。『大阿』は阿弥陀仏に重点をおき、本願、往生思想、
浄土の説相が整備され、
『阿閦』は菩薩4に重きをおき、本願は戒律に関連しているから原始
的、往生思想や浄土の説相は幼稚であると述べる。そして『阿閦』と『大阿』は同じ編纂
意図によって成立し、利他精神を強調し、娑婆世界の衆生は他方仏国土に往生すべしとい
うことを説示せんとするものであるとしている5。阿閦菩薩の誓願については、誓願の内容
に着目しており、誓願の形式には特に触れない。また誓願として取上げるのも一部分であ
る。
色井[1967]は前半十五願と、それ以降をさらに二分して、全体として三段に分ける。それ
らは内容的に①「在俗にも通ずる自己抑制の対自的徳行の実践」
、②「対他的実践をなして
二利を満足する出家菩薩の行」
、③「成道後の依正の相」と区分できると述べる。そして阿
閦菩薩の願文は仏道修行における菩薩のあり方を内容とし、法蔵菩薩の誓願は全て成道後
の事柄に関して説かれている点に大きな違いがあると指摘する。
藤田[1970]は『阿閦』の誓願が無量寿経に先行するかどうかを問題とし、菩薩記事の構成
や誓願形式などの点から、阿弥陀仏の本願説に先行する、或は並行するとものとして取上
げられる。本経第二品の記述はあくまで国土の描写であって、本願説と見るには無理があ
るとする6。また阿閦と阿弥陀は同じような思想基盤に基づいて伝えられるようになった他
方仏であるが、信仰の系統を異にしていたと述べられる7。これまでの傾向に見られた阿閦
仏から阿弥陀仏へという展開とは異なる指摘である。
これらのような『阿閦』と『大阿』との誓願の内容による比較は静谷[1974]でもなされて
いる。阿閦菩薩の誓願には自己の修行に関するものが多く、利他に関係する項目について
は精彩がないとする。このような傾向は阿閦菩薩の偉大さを強め、衆生には近寄りがたく、
大悲の救済仏という面が希薄になっていると指摘する。その原因として、過去の菩薩の本
願と僧那僧涅を説くという経の発端と、各誓願文の「諸仏を欺く」という大げさな宣言（こ
れについては後述）が作用していると述べている。そして「浄土信仰を説く経典として捉
えるならば」と前置きした上で、
『阿閦』は浄土観や生因論は『大阿』より未熟(現実的)・
混沌で、また自力難行的であると述べる。阿閦菩薩の自利的な誓願内容については光川

4

ここで言われる「菩薩」とは、菩薩時代の阿閦を指しているのか、あるいは菩薩一般を指
しているのかは、明言されていないため不明である。
5 赤沼［1939］
（ここでは赤沼[1993]『仏教経典史論』赤沼智善著作選集 第三巻 法藏館を
参照。頁数もこれに従う）pp.219-233
6『阿閦』の誓願を十一願としてまとめているが、阿閦菩薩として立てた部分の趣旨をまと
めたものである。藤田[1970]pp.422-424
7

藤田[1970] pp.232-233 ここでいう異なる信仰の傾向として平川氏の指摘を註に引用し

ている。平川[1989]によれば、初期の大乗経典(支讖、支謙などの訳)は、般若経とそれに関
連する『阿閦』『首楞厳三昧経』『維摩経』などのグループと、『般舟三昧経』『大阿』など
の阿弥陀仏に関係のある経典のグループとに分かれる。(平川[1989]p.195)
3

[1988]は既存の声聞乗に対する配慮であると述べる。また「諸仏を欺く」という誓願の表現
について、佐藤[2008]は、無量寿経の誓願との叙述形式の違いに触れ、阿閦菩薩の誓願は(諸)
仏への帰依心を強調していると述べる8。
②小品般若経との関係
無量寿経と比較される一方で、本経と小品般若経との関係が指摘されている。小品般若
経では阿弥陀仏への言及はなく、阿閦仏に言及している9。
赤沼[1939]では阿閦仏国経と小品般若経との共通点を列挙する。以下に挙げると、
『阿閦』
には大乗の語が無い、
『阿閦』は経典書写だけで経典崇拝までは説かない、空などの大乗教
理についての記述が『阿閦』では少ない10、女人に関する記述が違う、『阿閦』は不退転重
視で小品般若経は不退転のみならず無生法忍も説く、他方仏国への往生思想は『阿閦』や
『大阿』などの他方浄土建立思想の影響である、宝幢菩薩の説相が『阿閦』の方が自然、
香象菩薩の記述は『阿閦』仏般泥洹品を基にしていると見るべきである。これらの諸点か
ら小品般若経が『阿閦』を素材として成立したとする。無生法忍への言及の有無など、下
記の静谷[1974]の指摘と共通する項目が見られる。
静谷[1974]では共通点を列挙した上で、小品般若経と同一系統の思想であると述べられる。
『小品般若経』
（以下『小品』
）以後の大乗経典であることを認める基準として、①「大乘」
の語、②「無生法忍」の語、③一切法の「不可得空」、④世間即涅槃、諸法本浄の思想、⑤
般若波羅蜜の強調、⑥二乗の立場の捨離、⑦仏塔供養批判、経典崇拝、
「法師」への献身11、
⑧「僧那僧涅」の語、⑨無上菩提への「廻向」の強調、の有無を挙げ、『大阿』はこれらの
全てを欠き、
『阿閦』は⑤以下の五項目を有すると指摘する。これにより本経は『小品』以
後ではないが、
『小品』以前でそれに接近していると述べられる12。ただし述語などから考
えても菩薩思想としては小品般若経の方が進んでいると述べる13。
岸[1977]では、小品般若経の阿閦仏言及箇所の一つである恒伽提婆品第十八の直前(深功
徳品第十七の末尾)に説かれる誓願は阿閦仏国経からの影響で説かれるようになったもので
8

佐藤[2008]pp.109-111
加藤[1925]は『小品般若経』が阿閦仏にのみ言及するのは、編纂当時の現在他方仏(国)の
代表が阿閦であったためであるとしている。
10 この点は加藤[1925]でも指摘される。例えば、本経第四品に阿難と須菩提との会話が唐
突に説かれ、虚空を見る如くに仏国を見るべきことが説かれるなど、全体として般若や空
などの教説は断片的にしか見られない。
11 阿閦仏が入滅すると人々は七宝で塔を作り千葉の金色蓮華で供養したと述べるが、これ
は釈尊の先例に従ったものであり、批判も奨励もしていないと見なす。ただし経典の書写・
受持・諷誦などを勧めている点から、仏塔供養には否定的な立場であったと推察している。
また仏像への言及がないことは小品般若経と異なるとする。(静谷[1974] p.116) また同氏
は法師について、
『阿閦』編纂者は『小品』と同様に「法師」と称した宗教者であったと考
えているが、思想の系譜は同一であっても、隔たりがあると見ている。（静谷[1974]p.112）
12 静谷[1974]pp.111-112
13 静谷[1974]p.113
9
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あると指摘する。
しかしながら経典成立の先後については明確な結論は出ていない。例えば前述の赤沼
[1939]では小品般若経の記述は『阿閦』を前提としていると述べる。平川[1989]では、小品
般若経が現在の『阿閦』を前提としていたか否かは不明とし、「阿閦仏について説く経典」
が『道行』に先行すると述べている14。平川氏は般若経と阿閦仏の信仰とが何故結合したの
かという問題を提起するが結論には言及しない。あるいは大田[1990]では『阿閦』の願文に
僧那僧涅の語がある点や、その他に六波羅蜜の修行を説く点を挙げ、般若経の思想を前提
としていると述べる15。
③阿閦仏の起源や性格について
椎尾[1972]では阿閦仏出現の背景に言及する。まず過去仏である尸棄仏(Sikh])は現在東方
奇光如来へと転換された16ことを論じたうえで、同様の関わりが尸棄仏と阿閦仏との間にも
見られることを指摘する17。それは語義の面からの指摘であるが、過去を表わす pubbo に東
方の意味があり、また『長阿含経』所収の大本経にみられる「尸棄光無動」18といった尸棄
仏の形容が、東方阿閦(無動、ak2obhya)仏に関わっていると述べる19。また尸棄仏から阿閦
仏への転換を次のように推察する。仏滅後、現在仏が求められる一方で、一世界一仏の規
定があり、その中で他方世界の現在仏として多仏観念が発達した。そこで尸棄仏は奇光如
来、あるいは阿閦仏となったとする。奇光如来が説かれる『増一阿含経』の一節は、目連
の神通第一を諸比丘に示すために神足をもって奇光如来の世界に赴くのであり、奇光如来
そのものは東方に現在することが知られるのみであるが、他方、阿閦仏はその菩薩行や往
生など説かれ、現在衆生の利益に関わる仏陀として現われたと述べる20。
望月[1930]では、椎尾[1972]の指摘に触れつつ、阿閦仏は忍辱波羅蜜を神格化した仏陀と
考える方が妥当ではないかと述べる21。これは阿閦菩薩の誓願などから阿閦仏は無瞋恚を標
榜する仏陀であると見、これを忍辱波羅蜜の神格化としているのである。
また望月氏は、阿閦仏国の東方説は常啼菩薩の東方求法の説話から転じたと推察する。
望月氏はこの東方求法を事実に基づいたものとみており、阿閦仏国も西方諸国から東方の

14

平川[1989]pp.195-199
15 大田[1990] pp.120-123
16 S.N.Aruzavat] において、過去尸棄(Sikh])仏の弟子阿毘浮(Abhibh[)が尸棄仏の言に従い、
神足にて梵天に赴き説法する事が説かれている。この説法の偈頌は、
『増一阿含経』六重品
でもほぼ同一の偈頌が説かれているが、そこでは目連が釈尊の言に従って東方奇光如来の
御許に赴き、そこからさらに梵天に昇るという話になっている(T2, pp.709c-710c)。
17 椎尾[1972]pp.452-470
18 T1, p.2c
ただし当該の記述は漢訳のみで D.N.には伝わらない。
19 椎尾[1972]pp.466-467
20 椎尾[1972]pp.478-479
21 望月[1930]pp.447448
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インドを崇拝し、理想郷として描いたものと想像できるとし、全く概念的な国土ではなく
何らかの事実を理想化したものではないかと述べる。ここで望月氏はインドからそれほど
離れていない西方諸国を想定する。直接これらを裏付けることはできないが、パキスタン
北西国境付近からガンダーラ語で記された阿閦仏に言及する大乗経典が出土していること
22を考えると、望月氏の想定も考慮しておかなければならない。

このガンダーラ語写本は、Strauch[2010]において、分析途中の現段階では「阿閦仏国経
に関係する初期大乗経典（early Mahayana sutra related to the Ak2obhyavy[ha）
」と呼称
される 23 。本写本を含む出土資料群は出土した地方の名前からバジャワルコレクション
(Bajaur Collection)と呼ばれ、中でも最大の分量が保存された上記初期大乗経典は BC2 と
いう分類番号が与えられている。この資料はまだ分析途中であり適切な名称を付し難いた
め、本論文でも BC2 と表記しておく。Strauch[2010]によれば BC2 の内容の中心は、八万
四千の天人が仏陀に菩薩行(Bhodhisattva1ik2q)の実践方法を問うことである。その中で阿閦、
及びその国土を指す阿比羅提（Skt.Abhirati）という語がどのように用いられているかを検
討し、その結果、全て「ような(like)」や「今、ここで(now, here)」という語によって先行
されて現われることが指摘される。阿比羅提そのものに言及するのではないが、同様の他
の諸仏国土を想定した文章であると述べる。また授記の一部と見られる仏国土の描写にお
いては、「ちょうど阿閦如来の仏国土のように」という表現が何度も現われる24。しかしこ
れらの描写と、阿閦仏国経、悲華経、小品般若経、維摩経での阿閦仏国の描写とを比較し
た結果、BC2 が阿閦仏国経などを前提としているか否かは立証し難く、BC2 の阿比羅提の
概念は阿閦仏国経や悲華経と密接に関連しているが、文献的には独立しているとみなす方
が妥当であると述べる。
上記の望月[1930]で阿閦と忍辱波羅蜜との関係が指摘されるが、Strauch[2010]でも BC
２における法忍(Skt. dharmak2qnti)の重要性に着目している。ただし、それは忍辱波羅蜜と
してではない。大品般若経において、adhivqsanak2qnti と dharmqvabodhak2qnti によって
k2qntipqramitq を成就し、それによって anutpattikadharmak2qnti を得るという三つの階位によ
って説かれる忍を例に挙げ、BC２にそのよう階位的理解は現われないと述べる。BC２にお
ける法忍は無上の目標として現れており、上記のような無生法忍へと階位的に展開する忍
の概念以前の、発展上の一つの段階であるとみている。

問題の所在
望月[1930]、赤沼[1939]に指摘されるように、阿閦仏国経が無量寿経より発展的か原始的
か、信仰が隆盛であるか衰退(又は停滞)したかという指摘は、静谷氏が付言するように少な
くとも『阿閦』を『大阿』と同じ「浄土信仰を説く経典」として捉えた場合のものである
22
23
24

Strauch[2007/2008]
Strauch[2010].この呼称は Strauch[2007/2008]から表現が変更されている（註１参照）。
Strauch[2010] Figure4: Extract4(BC2, part5 recto)
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と言える。このように阿閦仏国経は無量寿経を通して検討され、共通部分点にのみ焦点が
当てられ、相違点は原始的などと結論付けられる傾向が見られる。また相違点の中でも阿
閦菩薩記事の構造や誓願の形式についてはこれまでほとんど触れられていない。広い意味
での浄土思想における指摘としてはこれまでの研究は重要であるが、阿閦仏とは何かを論
じるには不十分である。阿閦仏国経と無量寿経が直接に影響せず独立して成立したという
藤田氏の指摘を考慮すれば、両経の相違点に着目し、阿閦仏が負った役割を明らかにする
ことが必要となる。ここにおいて静谷氏の指摘は重要な示唆を含んでいると考える。それ
は阿閦仏国経を「浄土信仰を説く経典」として見ないならば、厳しい菩薩行に進まんとす
る菩薩一般にとって、阿閦菩薩は理想的な菩薩の姿として理解され得るからである。
そこで本論文では阿閦仏国経における阿閦仏について、次の諸点から検討し、阿閦仏の
役割を明らかにする。
・阿閦菩薩記事の構造（第二章）
・阿閦菩薩の誓願（第三章）
・阿閦仏国の菩薩（第四章）
また阿閦仏国経と小品般若経との関係では、共通性については指摘されるが、なぜ阿閦
仏が小品般若経に言及されているのかという点は未解決である。これは阿閦仏が小品般若
経においてどのような役割を果たしているかという問題として取上げる。阿閦仏国経にお
ける阿閦仏の役割を踏まえて、これまでに指摘される共通性の中で阿閦仏がどのような役
割を負って小品般若経に説かれるかを検討する。特に次の点に着目する。
（第五章）
・阿閦仏言及箇所の位置付け
・阿閦仏や阿閦仏国が説かれる文脈
・阿閦仏言及箇所における諸本の相違
望月[1930]は阿閦仏と忍辱波羅蜜との関わりを指摘するが、阿閦仏国経や小品般若経を見
る限り、六波羅蜜の中でとりわけ忍辱波羅蜜の関わりを示す文脈において阿閦仏が登場す
る記述は見られない。阿閦仏の無瞋恚、不動、無怒といった性質は、菩薩の不退転と関わ
っていると考える。このことは阿閦仏国経における阿閦菩薩の誓願構造、阿閦仏と菩薩一
般との関係性、阿閦仏国の菩薩の性質などの点から、阿閦仏の役割として論じていく。
また他方仏国の仏陀として阿閦仏にのみ言及する経典以外に、阿閦仏と阿弥陀仏を併記
するものがある。しかしその中にも阿閦仏独自の役割が認められる場合や、阿弥陀仏を筆
頭とする他方浄土の諸仏の中に位置づけられる場合も見られる。特に後者の場合はいわゆ
る浄土思想として見るべきものと言えるが、そこに含まれる阿閦仏の記述は阿閦仏国経や
小品般若経の教説を受けていると思われる。
（第六章）
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第一章

本論
阿閦仏国経の概要

阿閦仏国経には漢訳二本とチベット訳が現存している。
・
『阿閦仏国経』二巻 支婁迦讖訳（2c 中）T.11,pp.751b-764a(No.313)
・
『大宝積経』
「不動如来会」二巻 菩提流志訳（8c 初）T.11,pp.101c-112c(No.310-6)
・'phags pa de bshin gsheg pa mi 'khrugs pa'i bkod pa shes bya ba theg pa chen po'i mdo.
Tr. by Jinamitra,Surendrabodhi,Ye shes sde. (9c 初)Pek.22, pp.128-160(dz, 1a-80a),
No.760-6
ここでは本経の全体構造と各品の内容をまとめ、次章以降の論述の助けとしたい。
章立ては支讖訳『阿閦』で五品、流志訳「如来会」とチベット訳では六品であるが、
『阿閦』
第五品が前分後分に分かたれて他二訳の第五、第六品に相当している。したがってその所
説が相違しているわけではない。本章で示す各品の内容は原則として支讖訳『阿閦』によ
ってまとめる。最古訳である支讖と同時代の他の漢訳経典との比較などの場合に、『阿閦』
を起点に論述しているためである。しかし『阿閦』第五品は他二訳のごとく二品に分けた
方が理解しやすいため、全六品構成を採用した。したがって品名は流志訳「如来会」のも
のを用いることとした。以下に漢訳二本の品名の対応を示しておく。
『阿閦』

「如来会」

発意受慧品第一

授記荘厳品第一

阿閦仏刹善快品第二

仏刹功徳荘厳品第二

弟子学成品第三

声聞衆品第三

諸菩薩学成品第四

菩薩衆品第四

仏般泥洹品第五

涅槃功徳品第五

〃

往生因縁品第六

以下に本経各品の内容をまとめる。論述の利便を考えて、各品の中にも番号を付して小
見出しを設けたが、原文にはそのような分割は見られない。

第一品 授記荘厳品
１．舎利弗の請問
釈尊が耆闍崛山におられたとき、舎利弗が過去の諸菩薩の所願や精進の鎧について質問す
る。その質問の意図は、現在未来の諸菩薩も過去の諸菩薩が修行した通りに修行すること
で、不退転や最正覚を得ることができるからであるとする。
２．東方阿比羅提における阿閦の発心と誓願

8

釈尊はこれに答えて、東方阿比羅提25で大目如来26が説法していた時のことについて説き始
める。大目如来が六波羅蜜などの法を説いていた会座で、ある比丘が自身も菩薩行を学び
たいと申し出る。これに対して大目如来は菩薩行が困難であることとその理由を説く。そ
こでこの比丘は大目如来の説示に応じて、それを実践しなければ諸仏を欺いたとなすとい
う誓願を立てる。
誓願は大きく三段に分けて説かれている27。誓願内容は省略する28。
まず誓願を一部立てた所で、その比丘は阿閦と名づけられ、また菩薩摩訶薩と呼ばれる
ようになる。
次いで阿閦菩薩がさらに数十の項目の誓願を立てた後、そのような鎧を被して無上正等
覚を求める者はそれを成就するであろう言われ、阿閦菩薩の誓願は諸菩薩の誓願として一
般化されて説かれる。
そして最後にさらに数願を説いて誓願の列挙を終っている。それらの誓願は「菩薩の法
事」あるいは最正覚成就のための「種子」でること、それらを成就して衆生の為に説法す
ることを説く一文で締め括られている29。
３．誓願の達成の証明
そしてこの直後に、阿閦菩薩の誓願に対して疑いを持つ比丘が登場する。阿閦菩薩はそ
の比丘から、それらの誓願を立ててから退転することが無いならば大地を震動させてみせ
るように求められる。阿閦菩薩はその通りに大地を震動させてみせている。この一節は菩
薩の誓願を疑う者とそれに対する本経編纂者の立場が示されているため、後で改めて述べ
ることにしたい。
阿閦菩薩による大地震動を説いた後、釈尊は舎利弗に、最正覚を成就しようとする菩薩
は阿閦菩薩の行を学ぶべきであることを説く。この一文により、ここまでの教説が本経冒
頭の舎利弗の質問に答えたものであることが理解できる。
これに続き二つの事柄が説かれる。まず阿閦菩薩が誓願を立てた時、会座に諸天が集ま
り、阿閦菩薩の被たような僧那はそれまで聞いたことがなく、阿閦菩薩が無上正等覚を成
就した時、その国土には優れた善根を具えた衆生が住していることを語る。次いで、阿閦
菩薩のような僧那や無上正真道を学ぶ他の菩薩は少なく、阿閦菩薩に及ばないということ
が説かれている。これら二つに共通して説かれているのは、阿閦菩薩の僧那をこれまで聴
流志訳：妙喜、チベット訳：mngon par dga' ba
流志訳：広目、チベット訳：sbyan chen po
27 この誓願の三段については色井秀譲氏によって指摘されている。実際に誓願は記述は連
続してとかれていないし、さらに色井氏は内容的にも①「在俗にも通ずる自己抑制の対自
的徳行の実践」
、②「対他的実践をなして二利を満足する出家菩薩の行」、③「成道後の依
正の相」と区分できると述べている。[1967]「阿閦仏の本願と阿弥陀仏の本願」
『天台学報』
8
28 本経三訳の誓願内容については佐藤[2008]に詳しい。
29 上で触れた「諸仏を欺いたとなす」という誓願形式に注目すると、その定型表現に当て
はまらない願文がいくつか確認できるが、それらはこの三段目の数願に集中している。
25
26
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いたことがないということである。30
４．大目如来による授記とその功徳
大地振動や阿閦菩薩の僧那の讃歎のあと、大目如来は阿閦菩薩に記別を授ける。授記内
容は、将来阿閦という名の仏となることのみであるが、その授記は釈尊が燃灯仏より授記
された如くであると説かれる。
そして阿閦菩薩が授記を得たときの奇瑞が列挙されており、それらは釈尊が一切智者の
智慧を得た時と同じであるとされている。奇瑞は十五種説かれている。例えばはじめの奇
瑞では、
「大目如来が阿閦菩薩摩訶薩に無上正真道の決を授けたとき、大光明が世界を満た
した。譬えば私（釈尊）が一切智者の智慧を得た時に、大光明が世界を満たしたように」
と説かれている。全体として本経三訳ともにこの形式が繰り返されている31。
５．阿閦菩薩の初発心の僧那と功徳を広説する
阿閦菩薩が授記を得た時の諸奇瑞が説かれた後、舎利弗は阿閦菩薩が初発意より学して
これらの功徳を得たのであり、そのような阿閦菩薩の授記は不可思議であると述べる。そ
してここまでの所説は略説であるとされ32、舎利弗は釈尊に現在未来の諸菩薩のために説き
尽くされなかった阿閦菩薩の初発心の僧那や功徳を広く宣説せんことを勧請する。
釈尊はそれに答えて阿閦菩薩が得た功徳などをさらに説いていく。
阿閦菩薩は初発心のとき、虚空は（固定的でなく）変化するが、自分の誓願は変化する
ことは無いと考えて僧那を被たと説かれる33。
次に、阿閦菩薩と同じように僧那を被た菩薩は賢劫中にはいないとされる。そして阿閦
菩薩の行や僧那が宝幢菩薩や他の無量の諸菩薩と比較されている34。この初発心より堅く僧
30

支讖訳では、阿閦や釈尊がこのような僧那を学んだことによって仏となったこと（為作
如是之名）をこれまで聞いたことがないと舎利弗が述べている。これは支讖訳の冒頭で、
過去の諸菩薩は願や精進の甲をもって最正覚成就し、衆生に仏の光明を照らしているが、
その名を聞いたことが無い（而名無有(T.11, p.751c)）、と説かれていることとよく対応して
いる。
31 ここで挙げた大光明の事例は、流志訳とチベット訳を基にして示したのであるが、この
二訳は支讖訳に比べて類似点が多い。支讖訳に無い項目が流志訳、チベット訳に含まれて
いたり、支讖訳で各奇瑞の記述の後半に釈尊との比較が記されているが、他二訳では欠け
ているなどのように、内容に大差は無くとも記述上は流志訳とチベット訳が一致する場合
が多い。しかし大半において、阿閦菩薩が授記を得たことは、釈尊が一切智者の智慧を得
たことと同一に扱われている。
32 略説云々については阿難と舎利弗との会話で説かれる。この内容の会話を説くのは流志
訳とチベット訳で、支讖訳にはみられない。流志訳などでは、そこまでに説かれた初発意
や僧那については釈尊によって略説されたものであると説く。これに対して支讖訳では、
阿難は「阿閦菩薩の初発意と学僧那と号を得たことは以上の如くである」と述べ、略説や
広説については触れないまま、さらなる初発心の功徳について列挙する。
33 変化とは流志訳によれば退転を意味している。
「假使虚空而有変異。我之弘誓終無退転」
(T11, p.104a)
34 ここに支讖訳と流志訳、チベット訳とで相違がある。支讖訳では、宝幢菩薩は阿閦菩薩
に従い学行しており、無央数の菩薩は阿閦菩薩の被た僧那僧涅に及ばないとされている。
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那を被たことによって、阿閦菩薩は最正覚を得て仏となり現在していると説かれている。
さらに、阿閦は菩薩行を行ずる間、手足、頭目、肌肉35であっても、求められれば必ず布
施した。阿閦菩薩には初発意より種々の病36が無かった。阿閦菩薩は諸仏国土を遍歴し、常
に諸仏にまみえ、諸仏と同様に自身も梵行を為したと説かれる。またこれをもって阿閦菩
薩と名づけるとも説かれる37。
その諸仏国土で説法するとき、多くは波羅蜜を説き、声聞道を説くことは少ない38。また
その説法の功徳は無上正真道に回向すること、さらに最正覚を成就したときの仏国土の菩
薩も同様に諸仏国を遍歴して一生補処に至らんとするようにとの願を持つことが説かれて
いる39。
次いで、阿閦仏は、最正覚を成就したとき、一切の魔事を破壊したとされ、阿閦仏国の
声聞や菩薩もまた魔事を為さないと説かれる。また阿閦菩薩が説法を聞くとき、心身に疲
れが無く40、自身の仏国土の諸菩薩もそのように疲労を生じさせないと願ずる。
以上で第一品が終了する。

第二品 仏刹功徳荘厳品
流志訳、チベット訳では宝幢菩薩の行は阿閦菩薩の行の一部にも及ばず、何百何千もの菩
薩の中にも阿閦菩薩と等しい僧那を被た菩薩はいないと説かれている。無量の菩薩との対
比は三訳に共通するが、宝幢菩薩の位置づけは支讖訳では不明確で、流志訳、チベット訳
では阿閦菩薩の方が優れている。これは般若経の宝幢と阿閦との関係の中で後述する。
35 流志訳：頭目髓腦手足支節（T11, p.104b）
、Tib.：lag pa ’am / rkang pa ’am / mgo ’am /
mig gam /(Pek.22, dis, 20a)
36 支讖訳：頭痛、風気上隔之病(T11, p.754b)、流志訳：風、黃痰、頭痛等、和合諸病(T11,
p.104b)、 Tib.：頭の病(klad pa na ba)、風より生じたもの(rlun las gyur pa)や胆汁から
生じたもの(mkhris pa-)や痰から生じたもの(bad kan-)や〔それらの〕集まったもの(’dus pa)
から生じた病(nad)(Pek.22, dis, 20a)
37 これは三訳に共通しており、本経における阿閦（不動）の意味が常に梵行を修すること
を含んでいると考えられる。ただし前述の発心の場面を考慮すると、単に常に梵行を修す
ることに限定はできない。
38 ここまでの菩薩行を総じてチベット訳では「堅固なる精進の鎧」とし、流志訳では「発
心」と訳している。支讖訳に相当箇所はない。
39 支讖訳では「即住於兜術天得一生補処之法」
（T11, p.754c）とあり、続けて、自らの神
力ををもって母中に入り右脇より生じて、大地が振動すると説かれている。しかし、流志
訳では「唯除至兜率天宮補処之位」
（T11, p.104b）とあり、チベット訳でも兜率天の一生補
処の菩薩は除くと説かれている。これら二訳では、一生補処の菩薩を除く理由として、支
讖訳同様に下生や右脇より生ずることを記している。つまり一生補処の菩薩は次の生では
仏となるのであるから、兜率天から別の仏国土へ生じることはないのである。三訳で記述
している文言はほぼ同じであるが、文脈がわずかに違っている。これが原典によるものか、
翻訳時によるものかは不明である。
40 疲労を感じない理由は、支讖訳では「法を好む（如是好法）
」
（T11, p.755a）ためである
と説かれ、流志訳では「法身の威力を得たため（得法身威力故）
」(T11, p.104c)、チベット
訳では「法身をよく修習したため（chos kyi sku rab tu bsgoms par gyur pa’i phyir ro）
」
(Pek.22, dzi, 22b )でると説かれている。
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舎利弗は釈尊に、ここまでに阿閦仏の菩薩時代の徳41について説かれたので、次は阿閦仏
国の荘厳42について説くように願う。それは、それらを聞けば菩薩あるいは声聞は、阿閦仏
の清浄の行を恭敬するからであると言う。これに対して釈尊は阿閦仏国の荘厳を説き始め
る。阿閦仏国の荘厳の内容については省略する43。ここでは第二章の構成についてのみ述べ
たい。
まず荘厳を説示する形式についてである。本経第一品の誓願列挙に見られたような、定
型表現を反復する形式は用いられていない。釈尊によって、その国土の環境や人民の徳性
が説かれている。しかし国土の荘厳を説いた後に、それが阿閦仏の菩薩時代の所願を維持
したために成就したということが、何箇所かで繰り返し説かれている。これらは国土の荘
厳と菩薩時代の誓願に因果関係があることを強調している。国土の荘厳を列挙する中で、
仏国土を取らんとする諸菩薩に対して、阿閦仏の菩薩時代の所願のように国土を取るべき
ことが三訳に共通して説かれている44。
ここにみられる国土の荘厳と誓願との関係は、本経における阿閦菩薩の誓願を無量寿経
における法蔵菩薩の誓願と比べると、仏国土やその人民についての項目が少ないという事
実にも関わる問題である。つまり本経の誓願に対する立場は、自身が最正覚を成就するた
めの修行を誓願によって堅持する面と、自身が最正覚を成就したときの仏国土とその人民
について誓願によって決定する面とがあり、前者は第一品、後者は第二品で説かれている。
これらに当てはまらない記述もあり完全には区別できないが、法蔵菩薩の誓願との比較に
は、このような構造上の相違に注意しなければならない45。
支讖訳「徳号」(T11, p.755a)、流志訳「功徳」(T11, p.104c)、チベット訳「徳性(yon tan )」
(Pek.22, dzi, 22b)
42 支讖訳「善快」(T11, p.755a)、流志訳「功徳厳勝」(T11, p.104c)、チベット訳「徳性の
配列(yon tan bkod pa)」(Pek.22, dzi,22b)
43 国土の荘厳については佐藤[2008]に詳しい。佐藤[2008]p.22-26
44 支讖訳：若有菩薩摩訶薩。欲取嚴淨佛剎者。當如阿閦佛昔行菩薩道時。所願嚴淨取其剎。
(T11, p.756b)
流志訳：若菩薩摩訶薩欲攝佛土者。應當攝受如是功德。及淨修佛國如不動如來行菩薩行。
攝受佛剎功德莊嚴(T11, p.106a)
チベット訳：チベット訳：「仏国土の功徳の配列を完成せんと欲する菩薩摩訶薩は、世尊
如来応供正等覚たる阿閦が、かつて菩薩行を為したとき仏国土の円満された功徳の配列を
完全に得て、仏国土を完全に浄めたように、仏国土の円満された功徳の配列を完全に得る
べきであり、そのように仏国土を完全に浄めるべきである。(byang chub sems dpa' sems
dpa' chen po sangs rgyas kyi zhing gi yon tan bkod pa yongs su sgrub par 'dod pas ji ltar
bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas
mi 'khrugs pa de / sngon byang chub sems dpa'i spyad pa spyod pa na / sangs rgyas kyi
zhing gi yon tan bkod pa phun sum tshogs pa dag yongs su gzung ba dang / sangs rgyas
kyi zhing yongs su sbyangs pa de ltar sangs rgyas kyi zhing gyi yon tan bkod pa phun
sum tshogs pa dag yongs su gzung bar bya / de ltar sangs rgyas kyi zhing yongs su
sbyang bar bya'o //)（Pek.22, dzi, 32a）
45 藤田宏達氏は本経第二章は仏国土の描写で誓願とはみていない。これは無量寿経の法蔵
菩薩の誓願を基準とした見解であるから、それに相当する本経の記述として第一章の誓願
41
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第三品 声聞衆品
１．四沙門果
前品に引き続く形で、阿閦仏国の声聞について説かれる。阿閦仏の説法によって無数の
衆生が阿羅漢果を現証し、八解脱を得る。そのような弟子衆は無量無数で計り知ることは
できないと説かれる。
ここで娑婆世界の四向四果などと比較しながら、阿閦仏の教化と弟子衆とが勝れている
ということが説明される。まず弟子衆は預流（須陀洹）、一来（斯陀含）、阿那含（不還）、
阿羅漢の道を歩むが、前三果に住する者は少ない。釈尊は娑婆世界の懈怠の預流は得果ま
でに七度生死するが、阿閦仏国では一度の説法で阿羅漢果を得られず、一度目の説法で預
流果を、二度目に一来果を、三度目に不還果を、四度目になって阿羅漢果を得る者たちは
懈怠者であるとされる。その他の多くの弟子衆は一度の説法で阿羅漢果を得る46。そして阿
羅漢もそのまま阿閦仏国などに留まるのではなく般涅槃するのである。
阿閦仏国には天と閻浮提とを結ぶ三宝の梯陛があると説かれ、衆生は梯陛によって天に
行くこともできるが、声聞衆は天の諸徳よりも、天下に住した阿閦仏を供養せんことを楽
うとされる47。
２．声聞の種々の樣子
上記の四沙門果は三訳でほぼ一致し、三宝梯陛は記述箇所の点で漢訳二本が一致してい
た。しかしこの後の部分では三訳一致の項目と、支讖訳とチベット訳で一致する項目との
二種にほぼ大別できる。また国土の荘厳とは異なり、記述順序の相違は無く、流志訳で記
述されない内容が一部に見られるのである。
三訳に一致する内容は、
・声聞は食物について考えない
・阿閦仏の説法を聞くとき、一心に聞き、よそ見をしない
・阿閦仏が虚空にて説法するとき、神足のある者もない者も、仏威神によって虚空にて三
威儀をもって法を聞く
・般涅槃するときは結跏趺坐する
・般涅槃するとき大地は震動し、般涅槃しおわると諸天人が供養する
・自ら火を出して身を焼いて般涅槃する
を取り上げたことは適切であると考える。しかしその比較が直ちに本経の誓願の分析結果
として適応されるものではないことに注意しなければならない。藤田[1970]p.
46 チベット訳では、預流、一来、不還とは名称にすぎないと説かれ、流志訳では声聞の行
位を差別してそのような聖果を安立したと説明される。不動如來。於彼剎中說諸聲聞行位
差別。乃至安立如是聖果。(T11, p.106b)
47 チベット訳ではこれを阿閦仏国の荘厳の記述として第二章に説いている。漢訳二本のこ
の記述が教説の混乱などと見ることもできるが、本論文では漢訳に依って阿閦仏国の声聞
についての記述として理解した。
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・風のようにして般涅槃し、五色の雲が消えて迹を残さないように、肉体の迹（舎利）を
残さない
・虚空にて身体から水を放って滅する
・四無礙解を得ている者が多く、得ていない者は少ない
・四神足を得ている者が多く、得ていない者は少ない
次に支讖訳とチベット訳に見られて、流志訳では説かれていない項目である。ただし支
讖訳よりもチベット訳の方が各項目の記述が詳細に説かれているため、文言が完全に一致
しているわけではない。以下の諸項目は共通する趣意のみを列挙する。またこれらは上記
共通項目の食物の記述(第二項目)の後に全て説かれている。
・乞食はせず、食物は自然に生じる
・衣鉢をも求めず、仏力により生じる
・悪を為すものがいない48ため、阿閦仏は声聞衆に罪事49を説かない
・憍慢が無い
・声聞衆は善本を具えている50
・声聞衆は逆を断じているため、五逆は説かれない
・少欲知足であるため、飲食、衣鉢などに貪着しない51
・娑婆世界のような戒は授けられず、苦、空、非常、非身を戒とする
・娑婆世界のような受戒は無い52
・複数の声聞が共に行ずることは無く、各々で行ずる
・懈怠者はいない53
これらの列挙を受けて、舎利弗が阿閦仏国の声聞の所行54に極まりの無きこと55を述べ、
チベット訳では「五濁(snyig ma lnga)」
支讖訳では「十四句法」(T11, p.757b)、チベット訳では「陥ってはならない四法(ltung ba
bzhi po dag)」
佐藤直美氏はチベット訳の四法を四波羅夷法と見ている。
50 善本具足を理由として、支讖訳では、娑婆世界の声聞が精舍で律を行ずるのとは違い、
阿閦仏国の声聞は律を作す者はいない「不如此剎諸弟子於精舍行律。其剎弟子無有作是行
者也。
」(T11, p.757c)と説かれ、チベット訳では
51 チベット訳では「受け取らない(lhur len pa ma yin zhin)」
52 支讖訳では、阿閦仏国の声聞たちは自在に聚会することができ怨仇はいないからである
「所以者何。其阿閦佛剎諸弟子。得自在聚會無怨仇。」(T11, p.757c)と説かれているが、チ
ベット訳では阿閦仏国の声聞衆は「全てを理解するものばかりであり（cang shes pa sha
stag yin la）
」阿閦仏国には「不浄が無い(snyigs ma med pa)」から、阿閦仏国の声聞は「戒
本を破ることは無い(bslab pa’i gzhi ’dral bar byed pa med do//)」と説かれる。戒について
の所説ではあるが、内容は異なる。
53 支讖訳では懈怠者だけでなく精進に過ぎたる者もいないことが併記されている「其剎無
有過精進者」(T11, p.757c)。
48
49
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第三品は終わる。

第四品 菩薩衆品
前章と同じように舎利弗は菩薩衆の功徳を問い、再び釈尊がそれに答える。
１．仏力による法の受持・諷誦
まず菩薩衆は無量の菩薩より成るとされ、阿閦仏の御許で出家した菩薩は仏力によって、
阿閦仏所説の法を受持、諷誦する56と説かれている。阿閦仏の説法は無量無数で、釈尊が娑
婆世界で説いた法を遥かに上回っている57。そのような説法の実現は、菩薩時代にそのよう
に誓願を立てたことによるとされる58。
２．見仏のための往生
菩薩は他方仏国土に行こうと欲すれば、その時行くことができる59。他方仏国で仏にまみ
え、法を聞き、礼拝し、諷誦する。そして再び阿閦仏国へ還ると説かれている。これに付
随して、賢劫千仏の内、まだ出世していない 996 仏を見たい菩薩も阿閦仏国に願生すべき
ことが述べられている60。
３．往生と二乗
またあらゆる世界から阿閦仏国に往生者全てについて、支讖訳では弟子縁一覚地に住す
ることができると説くが、流志訳では諸声聞地に信住しない、チベット訳では声聞縁覚の

支讖訳(T11, p.758a)、流志訳「功徳」(T11, p.107a)、チベット訳「大円満(phun sum tshogs
pa chen po)」(Pek.22, dzi, 39a)
55支讖訳(T11, p.758a) 、流志訳「熾盛広大成就」(T11, p.107a)、チベット訳「希有(ngo
mtshar)」(Pek.22, dzi, 39a)
56 支讖訳
「悉受法語諷誦持」流志訳「領悟受持讀誦」(T11, p.107a)、チベット訳「把握し(’dzin
pa byed)、保持し(’chang bar byed)、読誦し(klog par byed)、完全に精通し(kun chub par
byed)、他の人々に詳細に正しく説く(gzhan dag la yang rgya cher yang dag par rab tu
ston par byed do)」(Pek.22, dzi, 40a)
57 チベット訳では釈尊の説法との比較に続き、弥勒及び賢劫の諸仏の説法とも同様の比較
が説かれている。
54

58

漢訳二本では、諸菩薩は阿閦仏の力によって受持、諷誦すると説かれているのであるが、

チベット訳を見ると仏力に加えて菩薩各々の善根力によるとされている。支讖訳「仏威神」
(T11, p.758b)、流志訳「本願神力」(T11, p.107a)、チベット訳「各々の善根の果報(rang rang
gi dge ba’i rtsa ba’i rnam par smin pa)」(Pek.22, dzi, 40b)
59 チベット訳では、
「仏力と各々の善根力を生じたことにより(sangs rgyas kyi mthu dang
rang rang gi dge ba’i rtsa ba’i stobs bskyed pas)」(Pek.22, dzi, 41a)他の国土に行く(’gro
ba)と説かれるが、漢訳二本ではこれらの力には言及されていない。
60 「見たい」としたのはチベット訳の「lta bar ’dod pa」とあったことによる。漢訳二本で
はどちらも「見」(支讖訳 T11, p.758b、流志訳 T11, p.107b)とあり、
「まみえる」と訳すこ
ともできる。また「願生」については支讖訳で「当願生」(同上)、流志訳で「応願生」(同
上)とあることによった。チベット訳では「願」とは訳されないが「生まれるべきである(skye
bar bya’o)」(Pek.22, dzi, 41a)とある。
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地に堕ちないと説かれる。続いてその理由がいくつか説かれている61。
４．阿閦仏国の菩薩は不退転菩薩
次に阿閦仏国の菩薩が不退転であることが説かれ、往生者が諸仏の住62に入り恐懼が無い
と説かれる63。菩薩には出家と在家とが説かれる64。そして阿閦仏の説法を仏威神によって
受持、諷誦する65。在家菩薩が仏の面前にいない時には仏威神によっていながらにして受持、
諷誦することができる。出家菩薩もまた同様である。そしてその菩薩が他の仏国土に往生
しても阿閦仏所説の法を失わないと説かれる。
５．諸仏供養の福徳と波羅蜜行の福徳
無量の諸佛を見たいと望む菩薩は阿閦仏国へ往生すべきであるとされ、諸仏を見て善根
を種え、また無量の人々に法を説いて善根を種えさせるのである。しかし賢劫の諸仏を種々
の資具によって供養する福徳よりも、阿閦仏国の一生涯において波羅蜜を行ずる福徳の方
が遥かに勝っていると説かれる。
６．阿閦仏国の弊魔
阿閦仏国に生まれる菩薩は皆、不退転を得る66。これは阿閦仏国では諸魔が菩薩を乱すこ
とが無いからである。阿閦仏国に魔はいるのであるが、阿閦仏の本願によって他を乱すこ
とは無く、過去の業により弊魔として存在しているのみである67。
７．七宝の布施により阿閦仏国へ往生①
61

それらの中で、流志訳とチベット訳では、二乗地における相続が立たれているためであ
るとされており、ここでの往生者を菩薩として捉えている。流志訳ではこの往生者を「善
男子善女人」とするが、チベット訳では「菩薩摩訶薩（byang chub sems dpa’ sems dpa’ chen
po）
」と明記している。菩薩について記述するこの章の主旨に沿っている。
他方支讖訳では「所以は何ん。其れ因縁有りて如来に見える者、及び衆僧〔に見える者〕
は、為を以て弊魔の羅網を断じ去り、弟子縁一覚及び仏地に近するを得て、当に無上正真
道の最正覚を得べし」云々と説かれ、二乗地に親しむこと自体を否定していない。本経第
一章の誓願にも説かれているが、支讖訳でも菩薩となるにあたっては二乗の意を発さない
ことが説かれている。したがって支讖訳ではここでの往生者を、菩薩道に入る以前の者を
も含めて説き、流志訳とチベット訳では菩薩に限定して説いているものと考えられる。流
志訳 T11, p.107b、チベット訳 Pek.22, dzi, 41b
62 支讖訳「諸仏住」(T11,p.758b)、流志訳「如来室」(T11, p.107b)、チベット訳「如来の
蔵(de bzhin gshegs pa’i mdzod)」(Pek.22, dzi, 42a)
63 支讖訳「入無恐懼」(T11,p.758b)、流志訳「住無畏城」(T11, p.107b)、チベット訳「無
畏城(mi ’jigs pa’i grong khyer)」(Pek.22, dzi, 42a)
64 流志訳とチベット訳では出家が多く在家は少ないとされている。
65 チベット訳では前述の聞法同様、仏力に加えて諸菩薩の善根力によるとされている。
「各々の善根力(rang rang gi dge ba’i rtsa ba’i stobs)」(Pek.22, dzi, 42a)
66 チベット訳では不退転の授記とされている。
「無上正等覚から退転しないことにおいて記
別を得るであろう(bla na med pa yang dag par rdzogs pa’i byang chub las phyir mi ldog
par lung bstan pa ’thob par ’gyur ro)」(Pek.22, dzi, 43b)
67支讖訳では幣魔は人々を出家学道せしめるとしているが、流志訳とチベット訳では幣魔が
出家の心を起すとされる。しかし幣魔が菩薩を乱さず、菩薩は不退転を得るという点では
三訳で一致している。
16

この部分は舎利弗が説き、それを釈尊が承認と補足をなして説かれる。支讖訳では、三
千大千世界を七宝で満たして布施することで阿閦仏国に往生する善男子善女人は、惜しむ
ことなく布施するであろうと説かれ、それは弟子縁一覚道に再び堕ちないからとされる。
さらにそれは何故かというと、その者は不退転地に立ち、諸仏国に往生を繰り返して無量
の諸仏にまみえ、常に無量諸仏の許で徳本を積むからであると説かれる68。これを精製され
て不純物のなくなった金に譬えて、阿閦仏国の菩薩が清浄に住している69と説かれる。そし
て彼らは皆、如来となるための一種類の道70にあると説かれ、ここでの「一」とは如来の行
に住しているということであるとされている。またそれは声聞縁覚の地を超過していると
いうことであると説かれる71。
８．釈尊から見た阿閦仏国への往生
釈尊が諸菩薩を阿閦仏国へ往生させることについて説かれる。釈尊は娑婆世界の弊魔72か
ら諸菩薩を護るため、阿閦仏国へ往生させるのだとする。阿閦仏国で弊魔が諸菩薩を乱す
ことの無いことは先に触れた通りである。したがって釈尊はその諸菩薩を見捨てたのでは
ないと説かれる73。
９．舎利弗が阿閦仏国を見る―不退転菩薩
68

流志訳とチベット訳ではこの布施を「善捨」などと表している。またチベット訳では、
この七宝を「声聞独覚の地より変わらんと望み、確かな状態に現ぜんと望んで」布施する
ことによって往生するから、その布施が正しい棄捨であると説いている。表現に一致しな
い部分はあるが、七宝の布施による往生を説く中で、阿閦仏国の菩薩が二乗地を越えて無
上正等覚に不退転となっていることを強調している。流志訳「善捨」(T11, p.108a)、チベ
ット訳「正しい棄捨(legs par btang ba )」(Pek.22, dzi, 44b)、「正しく喜捨して(legs par
btang la)」(Pek.22, dzi, 45a)
69 支讖訳「清淨微妙住清淨共會」(T11, p.759b)、流志訳「清浄集会」(T11, p.108a)、チベ
ット訳「清浄なる有情(sems can dag pa)」(Pek.22, dzi,45b )。またチベット訳ではこれに
続けて「不退転(phyir mi ldog pa)」(同上)と言い換えてもいる。
70 支讖訳「皆一種類道行悉等。諸菩薩當成如来」(T11, p.759b)、流志訳「菩薩皆行一行。
所謂住如来行」(T11, p.108a)、チベット訳「彼らは皆、次のように、依所が一つであり、
如来に依る(者)と呼ばれるような名を得る(de dag thams cad ni ’di lta ste rten gcig ste / de
bzhin gshegs pa la rten pa zhes bya ba de lta bu’i grangs su ’gro ste /)」(Pek.22, dzi, 45b)
71 支讖訳「過諸弟子縁一覚地」(T11, p.759b)、流志訳「所謂超過声聞辟支仏地。言行一行
者是彼仮名。」(T11, p.108a)、チベット訳「依所が一つとは、声聞と独覚の一切の地より
完全に越えた(者)と呼ばれることの異名である(rten gcig pa zhes bya ba de ni gang nyan
thos dang / rang sangs rgya kyi sa thams cad las shin tu ’das pa zhes bya ba’i tshig bla
dags so //)」(Pek.22, dzi, 45b)
72 流志訳「於菩薩行人勤為障礙」(T11, p.108b)、チベット訳「害する状態にあるマーラ達
(mtho ’tsham pa la zhugs pa’i bdud rnams)」(Pek.22, dzi, 46b)
73 この部分については支讖訳は難解であったため、流志訳、チベット訳によって示した。
流志訳「是諸菩薩生彼佛剎者我不捨離」
、チベット訳「私(釈尊)が応供・如来・正等覚たる
阿閦の面前に喜捨した諸の菩薩摩訶薩は、私が決して捨離したのではない(ngas byang
chub sems dpa’ sems dpa’ chen po gang dag bcom ldan ‘das de bzhin gshegs pa dgra
bcom pa yang dag par rdzogs pa’i sangs rgyas mi ’khrugs pa’i drung du btang ba de dag
ni ngas yongs su spangs pa ma yin no//)」(Pek.22, dzi, 45b)
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ここで舎利弗が阿閦仏とその弟子衆74を見たいと念じると、釈尊は神力により居ながらに
してそれを見せる。皆天の資具をによって共に娯楽し、また阿閦仏が中央にて説法してい
る。また阿閦仏国の四衆に空欠無く、阿閦仏の説法は三千大千世界に遍満しているとも説
かれる。ここではそういう功徳によって、仏国の天人が平等であることが説かれる。さら
に大海の中央にいて陸の端が見えないように、阿閦仏の諸弟子の果てを知ることができな
いこと、また聞法中は座定して動揺しないことが舎利弗によって語られる。
１０．七宝の布施により阿閦仏国へ往生②
ここで再び、先に見たような七宝の布施による往生が説かれる。三千大千世界を七宝で
満たして布施、喜捨する者は安穏に阿閦仏国の菩薩に生まれるとし、それはその者が不退
転を得ているからであると説かれる。前述の箇所では、如来のみを依り所とするという教
説へと続いていた。ここでは七宝の布施によって、障害なく往生し、さらに諸仏国土への
往生を重ね、常に諸仏に師事して75無上正等覚を成就することが説かれる。
１１．阿閦仏国の菩薩と娑婆世界の四沙門果
ここで舎利弗は、娑婆世界の預流が悪趣に堕ちないように、阿閦仏国の諸菩薩は悪趣に
堕ちず、再び二乗にも住さず、諸仏国へ往生して諸仏と離れないことを述べると、釈尊は
それを承認する。しかしさらに舎利弗が、娑婆世界の一来、不還、阿羅漢と、阿閦仏国の
菩薩が等しいと言うと、そのように言ってはならないと説く。それは釈尊は娑婆世界にお
いて無上正等覚の授記を得た菩薩と、阿閦仏国の菩薩とが等しいからであると正す76。
１２．虚空を見るように阿閦仏国を見る
阿難は須菩提に、自分たちは声聞衆と共にいる阿閦仏とその仏国を見るべきであると言
うと、須菩提は阿難に上空を見るように言う。上空を見た阿難は、空寂であったと述べる
と、阿閦仏やその仏国もそのように見るべきであると答える。須菩提はこの部分にのみ登
場する。
１３．娑婆世界の授記を得た菩薩と阿閦仏国の菩薩
74

チベット訳では「仏国土と応供如来…(中略)…阿閦と、声聞僧団と、無量無数の菩薩衆
(sangs rgyas kyi zhing de dang bcom ldan ’das de bzhin gshegs pa…mi ’khrugs pa de
dang / nyan thos kyi dge ’dun de dag dang / byang chub sems dpa’i tshogs dpag tu med
cing grangs med pa de dag)」(Pek.22, diz, 47b)とある。
75 支讖訳「皆諷誦仏道事。常楽於仏天中天。」(T11, p.760a)、流志訳「常不遠離諸仏世尊」
(T11, p.108b)、チベット訳「一切〔の生処〕においても如来応供正等覚をよろこばせ、一
切〔の生処〕においても仏菩提を求め、一切〔の生処〕においても諸仏世尊と諸菩薩と仏
の諸声聞と離れないであろう(thams cad du yang de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang
dag par rdzogs pa’i sangs rgyas mnyes par byed par ’gyur ba dang / thams cad du yang
sangs rgyas kyi byang chub tshol bar ’gyur ba dang / thams cad du yang sangs rgyas
bcom ldan ’das rnams dang / byang chub sems dpa’ rnams dang / sang rgyas kyi nyan
thos rnams dang mi ’bral bar ’gyur ba dang /)」(Pke.22, dzi, 49a-b)
76 チベット訳ではさらに、娑婆世界の無生法忍を得た菩薩と、阿閦仏国の菩薩が等しいと
も説かれる。
「ここ(娑婆世界)で無生法忍を得た菩薩摩訶薩と、その仏国土に生まれた菩薩
摩訶薩とは等しいからである」(Pek.22, dzi, 50b)
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舎利弗は、娑婆世界において授記を得た菩薩と阿閦仏国の菩薩が等しいとの所説につい
て、釈尊にその理由を問う。釈尊は法が等しいからであると説く。
第四品は、法が等しいという釈尊の言葉で終わる。

第五品 涅槃功徳品
１．衆香手菩薩への授記
舎利弗の問いに答えて、釈尊は阿閦仏般涅槃の日の樣子を説く。
阿閦仏は般涅槃の日に三千大千世界に化身を現じ、無数の有情を教化する77。
また般涅槃の時、衆香手78菩薩に将来作仏して金色蓮華79仏となり、その仏国は阿閦仏国
と等しいという記別を与える。
２．般涅槃時の奇瑞
引き続き阿閦仏が般涅槃するときに生じる奇瑞などが列挙される。内容は三訳でほぼ一
致しているので以下にまとめておく。相違する部分は適宜補足した。
・三千大千世界(又は大地)が震動する
・三千大千世界に音声が生じて、色究竟天にまで至る
・樹木や薬草が阿閦仏に向かって礼をなす
・諸天や人民が種々の香などを仏上に散ずると、虚空四十里に至って華蓋となる(支讖訳)、
または散じられたものが周囲と高さ一由旬にまでなる(流志訳、チベット訳)。
・天竜八部衆が阿閦仏に向かって合掌礼拝し(流志訳、チベット訳)、他方80の諸天は仏の
威神によって阿閦仏の般涅槃を見る(支讖訳、流志訳)
・諸天や人民は、阿閦仏が疾く般涅槃為されたと、昼夜81常に愁憂する
次に阿閦仏国に往生する諸菩薩が授記を得るという記述が三訳に共通するが、これが阿
閦仏の般涅槃の時のことなのかどうかは明記されていない。そしてその百千もの諸菩薩は
他方仏国に遊行して、不退転となると説かれている。また百千という数の諸菩薩は、百千
の如来、仏、一切智者と見るべきであるとされ、不退転であることや、無上最正覚成就に
決定していることが強調される。
３．阿閦仏の徳号法経の功徳と法の諷誦
支讖訳では人々を「便令住阿羅漢道」(T11, p.760b)とあり、流志訳でも「皆当証得阿羅
漢果」(T11, p.109a)とするが、チベット訳ではある者は「声聞乗(nyan thos kyi theg pa)」
、
ある者は「独覚乗(rang sangs rgyas kyi theg pa)」
、ある者は「十力無上乗(stobs bcu’i theg
pa bla na med pa)」(Pek.22, dzi, 52b)において教化されるとある。
78 支讖訳(T11, p.760b)、流志訳「香象」(T11, p.109a)、チベット訳「香象(spos kyi glang po
che)」(Pek.22, dzi, 52b)
79 支讖訳「羞洹那洹波頭摩漢言金色蓮華」(T11, p.760b)、流志訳「金蓮」(T11, p.109a)、
チベット訳「金色蓮華(gser gyi pad ma)」(Pek.22, dzi, 52b)
80 支讖訳ではその三千世界の天龍八部衆とされる。
81 流志訳とチベット訳では「七昼夜」とされる(T11, p.109a、Pek.22, dzi, 54b(nyin mtshan
bdun))
77
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この後、阿閦仏の徳号の法教82を聞く菩薩はそれによって魔の羅網を離れると説かれる83。
続いて阿閦仏滅後の菩薩について説かれ、彼らは八百の法門84を諷誦すべきであり、諷誦
し終われば諸法を諷誦するであろうとされる。そうして説法も仏国も仏の在世時と等しく
保たれるのである85。
４．般涅槃の樣子
次に阿閦仏の般涅槃の仕方と遺骸について説かれる。般涅槃は身体から自ら火を出して
燃えるとされる。遺骸は金色となり細かく分断されると説かれる86。そして三千大千世界の
衆生は七宝によって塔を作り、舎利を供養する。
５．阿閦仏国の菩薩の臨終
そしてここで阿閦仏国の菩薩が命終に臨んで見る種々の相について説かれる。諸菩薩は
死に際して心乱れること無く87、また以下の仏伝のような諸相88を見る。チベット訳がもっ
とも詳細であるが、ここでは三訳に共通する項目を中心に挙げることとする89。
82

平川氏はこの初期大乗経典の原型について述べた際に、無量寿経に説かれる「六波羅蜜
経」などと同じく、阿閦仏国経にも原型として「阿閦仏徳号法経」なるものが存在したの
ではないかと述べているが、その内容は不明である。しかし支讖訳でみると、これが第一
章を指している可能性がある。本文でも第五章の冒頭に、阿閦仏の菩薩時代、仏国土とそ
の声聞と菩薩についてすでに説かれたという舎利弗の言葉があることは述べた。これは第
一章から第四章までの内容を指す。支讖訳ではそこで阿閦仏の菩薩時代のことを「行菩薩
道時徳号」とし、仏国についてはその「善快」、声聞と菩薩についてはその「所学成」とし
ており、
「徳号」の語は第一章について用いられている。流志訳やチベット訳ではこのよう
な対応は確認できず、経典全体を指して「称讃不動如来功徳法門」(T11, p.109b)、
「阿閦の
功徳を完全に示した法門(mi 'khrugs pa de'i yon tan yongs su brjod pa'i chos kyi rnams
grangs)」(Pek.22, dzi, 55b)としていると思われる。
83 流志訳とチベット訳では、上記の不退転菩薩を除いた菩薩の中で、阿閦仏の功徳を説い
たこの法門を聞かない菩薩は悪魔に摂受されていると説かれる。三訳で阿閦仏の法門を聞
くべきことが説かれているが異なる表現をする。
84 支讖訳「八百門」(T11, p.761a)、流志訳「百八法門」
、
「一百八法門本性」(T11, p.109b)、
チベット訳「百八の法門の基体(chos kyi sgo'i gzhi brgya rtsa brgyad)」チベット訳の gzhi
は流志訳の「本性」を参照し、Skt.adhikaraxa として訳した。
85 内容は三訳でおよそ一致するが、記述箇所はチベット訳のみ異なる。ここでは漢訳の記
述順序に従ってまとめているが、チベット訳では上に列挙した阿閦仏般涅槃時の奇瑞中、
樹木の礼拝の直後に説かれる。そして百八法門の記述の後に、諸天や人民による散華が説
かれる。
86 支讖訳「即碎若芥子。不復還復。訖已便自然生。
」(T11, p.761a、脚注２に、生＝去【宋】
【元】
【明】
【宮】ともある)、流志訳「隨分斷處皆有卍音萬字之文。
」(T11, p.109b)、チベッ
ト訳「」(Pek.22, dzi, 55b)
87 支讖訳「意無乱」(T11, p.761a)、流志訳「不失念」(T11, p.109c)、チベット訳「畏れず
に(mi mjed par)」(Pek.22, dzi, 56a)
88 支讖訳「瑞応」(T11, p.761b)、流志訳「種種瑞相」(T11, p.109c)、チベット訳「予兆(snga
ltas)」(Pek.22, dzi, 56a)
89 流志訳がもっとも簡素で、次いで支讖訳にチベット訳と一致する内容が一部見られ、チ
ベット訳においては上記の間にさらに細かい記述が見られるほか、諸相の初めは菩薩が兜
率天に生まれるところから説かれ、最期は転法輪に後に諸菩薩への授記と無余涅槃まで説
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・
（他方世界の（以下省略）
）諸菩薩が母中に入るのを見る
・諸菩薩が生まれて、七歩行くを見る（流志訳・欠）
・諸菩薩が女性の従者らの中で笑っているのを見る（流志訳・欠）
・諸菩薩が出家するのを見る
・諸菩薩が菩提道場に住したのを見る（流志訳・欠）
・諸菩薩が魔を降伏したのを見る
・諸菩薩が一切智者の智慧を得たのを見る
・諸仏が法輪を転じたのを見る
６．阿閦仏の正法の久住と法滅
最後に阿閦仏の正法が百千劫住することが説かれ、次いで法滅の原因として法が次第に
滅していく様子が説明されている。まとめると次の通りである。
人々の正法を聞く意欲が小さくなる
→ 法師比丘の許に行かなくなる
→ 正法を聞かなくなる
→ 法師比丘も人々の意欲の小さいことを知って法を説かなくなる
このようにして法は滅していくと説かれ、この章は終わる。

第六品 往生因縁品
１．往生方法
舎利弗が釋尊に、阿閦仏国に生まれるための因縁を質問している。これに対し、釈尊は
十四の往生方法を説く。
・阿閦仏の菩薩時代の行を修して、「阿閦仏国に往生しよう」と願う90。
・布施波羅蜜を行じて無上正等覚に回向する。
（以下、戒、忍辱、精進、禅、智慧の各波羅蜜について同文が反復される）
（・一切の波羅蜜（六波羅蜜）を具足した善根によって往生する。
（チベット訳のみ））
・阿閦仏の光明が三千大千世界を照らすのを見ることを願い、それから自らも無上正等覚
を成じて仏国を同様に照らそうと願う。
・阿閦仏国の無央数の声聞衆を見て、それから自らも無上最正覚を成じて、その仏国土
に同様の声聞衆が有るようにしようと願う。
（・阿閦仏国があらゆる点の最高を備えていることを見て、自らも無上正等覚を成じて
仏国土をそのようにしようと心を発す。
（チベット訳のみ））
・波羅蜜91の善根を回向する92
かれる。
90 チベット訳には往生を願うという一節は説かれず、阿閦菩薩の行を執する点のみである。
91 この部分の波羅蜜については、
三訳で相違している。支讖訳「合会諸度無極」(T11, p.762a)、
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・四維上下の諸仏国の三宝を憶念して、阿閦仏に廻向する（あるいは往生を願う）
・自身の国土も阿閦仏国と等しい荘厳と菩薩を備えるようにしようと心を発す
２．往生と阿閦仏
次に、阿閦仏国への願生者の臨終の時に、諸の声聞菩薩と共に阿閦仏が現前し、願生者
は心乱れることなく命終し往生すると説かれ、これも阿閦仏の本願であると説かれる93。
３．国土を荘厳せんとする菩薩
続いて、釋尊の国土と比較して、阿閦仏国の荘厳に及ばないことが説かれる。これを受
けて、国土を荘厳せんとする菩薩は、阿閦仏が菩薩時代に行じた通りにすべきことが説か
れる。この後も、釈尊だけでなく弥勒やその他の賢劫諸仏の声聞僧伽の数や阿羅漢の数よ
りも多く無央数であることが説かれ、阿閦仏の教化の優れたることが強調される94。
十方国土の諸仏、菩薩、あるいは声聞がこの徳号法経を諷誦することを通じて、阿閦仏は
十方世界を炎照するのである。
４．徳号法経の受持諷誦と往生
さらに徳号法経を受持諷誦する者は阿閦仏に護念され、弊魔などに乱されることなく阿
閦仏国に往生すると説かれる95。こうして日輪が閻浮提を照らすように阿閦仏は他方世界を
流志訳「与般若波羅蜜相応善本」(T11, p.110a)、チベット訳「一切の波羅蜜を備えた善根(pha
rol tu phyin pa thams cad dang ldan pa'i dge ba'i rtsa ba rnams)」(Pek.22, dzi, 61a)。流
志訳では般若波羅蜜と明記しているが、支讖訳では「諸度無極」としており「諸」を直ち
に「六」と見なしうるかどうか経文からは判断しにくい。ただしチベット訳では、三項目
に挙げたように、六波羅蜜の各項目を説いた直後に同じく「一切の波羅蜜を備えた善根」
(Pek.22, dzi, 60a)と説いていることから、これが六波羅蜜の全てを「一切の波羅蜜」と説い
ていると考えられる。しかし支讖訳では六波羅蜜各項目の後は、次の阿閦仏の光明の項目
に移っているため、チベット訳ほど明確でない。以上のような三訳の事情の相違により、
本論中では単に「波羅蜜」とだけ記した。
92 この項目は、聞名によって往生するのであれば、波羅蜜の善根を回向して往生するのは
当然であると説かれるもので、聞名による往生も含まれるが、文意から重点は波羅蜜の善
根の方にあるみなした。聞名については無量寿経でも説かれ、「聞」（√1ru）に「信じる」
の意が含まれており、聞名とは仏の功徳や国土の荘厳について信じることでもあると指摘
されている。大田利生[1990]『無量寿経の研究―思想とその展開―』永田文昌堂 p.119
93 阿弥陀仏の臨終来迎に類似しているが、チベット訳にしか説かれていない。漢訳では別
の箇所で、阿閦仏が願生者を護念することで、幣魔に乱されること無く往生することが説
かれるのみである。本品「４．徳号法経の受持諷誦と往生」参照。
94 支讖訳「所以者何。阿閦佛一一說法時。人民得道者不可復計。」(T11, p.762b)、流志訳
「応知舍利弗。由彼如来於一說法。善能調伏無量有情。然彼世尊之所摂受。無有能知其数
量者。」(T11, p.110c)、チベット訳「何故かと言えば、舎利弗よ、世尊、如来、応供、正等
覚者たる阿閦がその時々の説法によって教化した衆生の量も、また誰によっても把握でき
ないからである(de ci'i phyir zhe na / sha ra dwa ti'i bu bcom ldan 'das de bzhin gshegs
pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas mi 'khrugs pa des chos bshad pa
lan re res / sems can gang dag btul bar gyur pa de dag gi tshad kyang sus kyang gzung
bar mi nus pa'i phyir ro //)」(Pek.22, dzi, 64b)
95 チベット訳ではある種の来迎と護念の二種が説かれることになる。本品「２．往生と阿
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も照らし、天眼得た比丘のように他方世界の菩薩を見、他心通を得た比丘のように人の所
念を知り、天耳通を得た比丘のように人が往生を望む言葉を聞きその種姓を知るのである。
阿閦仏はそのように徳号法経を受持諷誦する菩薩を摂受するが、それは諸仏の滅後に備
えてのことであると説かれる。仏滅後に正法の乏しくなる時、諸菩薩が仏となって説法す
るためである。そして徳号法経を受持諷誦する菩薩が阿閦仏国への往生を願わなくとも、
その菩薩は不退転であるとされる96。
５．徳号法経の受持諷誦と不退転
さらに徳号法経の受持諷誦の功徳が説かれる。現身にて諸漏が尽きる、声聞乗の者は現
身にて阿羅漢果を得ると説かれる。また徳号法経は悪知識の手には留まらず善知識の手中
に留まるとされ、その善知識とは菩薩であり、徳号法経を受持した菩薩は不退転であると
説かれる。
６．経典書写
釈尊はこの後、経典の受持諷誦に加え、書写すべきことを説いている。支讖訳ではこの
途中で97終わっている。
ここからは流志訳とチベット訳との内容に従ってまとめておく。
７．釈尊滅後の聞法
徳号法経の受持に関連して、今は釈尊によって阿閦仏の徳号法経が説かれるが、釈尊滅
後は阿閦仏の威神力によって聞くことができるとされる。そしてこの法門の功徳として、
災害など何らかの恐ろしい事態に直面した時に、阿閦仏とその名号を念じることで、その
閦仏」参照
96 特にチベット訳では、授記を得ており、各々の仏国で無上正等覚を覚ると説かれる。流
志訳では往生を願わないとは説いていないが、主旨は一致する。支讖訳「若有菩薩摩訶薩。
聞是阿閦仏德号法経。聞已即受諷誦持。雖不願生阿閦仏剎者。當知是菩薩摩訶薩。為比阿
惟越致。」(T11, p.763b)、流志訳「於此世界有諸菩薩。當聞不動如来功德法門。能善受持
読誦通利。於彼仏剎願欲受生。應知此人得不退転。」(T11, p.111b)、チベット訳「(阿閦)仏
国に生まれるための誓願を立てなかったとしても、諸の菩薩摩訶薩は不退転であると知る
べきであり、無上正等覚を授記されたと知るべきであり、彼らは各々の仏国において無上
正等覚を究竟円満に覚るであろう。(sang rgyas kyi zhing der skye bar bya ba'i phyir smon
lam ma btab kyang / byang chub sems dpa' sems dpa' chen po de dag ni phyir mi ldog
par rig par bya zhing / bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu lung bstan
par rig par bya ste / de dag ni rang rang gi sangs rgyas kyi zhing dag tu bla na med pa
yang dag par rdzogs pa'i byang chub mngon par rdzogs par 'tshang rgya bar 'gyur ro //)」
(Pek.22, dzi, 69a)
97 支讖訳の最後は、釈尊が舎利弗に経典を書写すべきことを説く言葉で終わっている。流
志訳やチベット訳では教説はさらに続き、最後は舎利弗や諸天が釋尊の説法に歓喜するこ
とを説いて終わる。記述の分量の近い支讖訳と流志訳とを比較すると、経典書写の部分に
大きな相違は無く、支讖訳にも続きの部分が存在しているように思われる。また支讖訳の
記述から考えると、釈尊が舎利弗に書写すべきことを説いただけで、舎利弗の返答が無い
のは、他の部分と比較しても不自然である。以上のことから本論文では、支讖訳は最後の
部分が欠落しているものと考え、どれほど一致するかは不明であるが、本来は流志訳やチ
ベット訳に相当する内容が説かれていたと考える。
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事態は解消されると説かれる98。
８．阿閦仏の如き無上正等覚成就
以上のような徳号法経受持に関する説を受けて、無上正等覚を覚りたい菩薩は阿閦仏の
覚った通りに無上正等覚を覚るであろうとされる99。そして阿閦仏と同等の国土を具足した
菩薩は少ないが、彼らは皆、仏性、一切智、摂受した仏国という点において等しいとされ
る。
その後、釈尊は神力によって帝釈天らに阿閦仏国とその人民を見せ、菩薩乗の人々は往
生によってそのような利益を得ることを説く。それは阿閦仏国への往生に発心すれば、菩
薩は不退転に住するからであるとしている。
最後に釈尊がこの法門を説いたとき、三千大千世界が六種震動し、また舎利弗などが歓
喜したことを説いて経典は終わる。

ただし、その者自身の宿業の果は消えない。流志訳「唯除有情宿業成熟」(T11, p.112a)、
チベット訳「衆生の宿業の報いは除く(sems can de dag gi sngon gyi las kyi rnam par smin
pa ni ma gtogs so //)」(Pek.22, dzi, 76b)
99 流志訳「是諸菩薩現身欲証無上菩提者。応如不動如来往修願行。」(T11, p.112a)、チベ
ット訳「菩薩摩訶薩が無上正等覚を究竟円満に覚ることを望むならば、世尊、如来、応供、
正等覚者たる阿閦が無上正等覚を究竟円満に覚ったように、無上正等覚を究竟円満に覚る
であろう(byang chub sems dpa' sems dpa' chen po bla na med pa yang dag par rdzogs
pa'i byang chub mngon par rdzogs par 'tshang rgya bar 'dod pas ji ltar bcom ldan 'das de
bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas mi 'khrugs pas bla
na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub mngon par rdzogs par sangs rgyas pa de
ltar bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub mngon par rdzogs par 'tshang
rgya bar bya'o //)」(Pek.22, dzi, 76b-77a)
98
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第二章 阿閦菩薩記事100の構造と主眼
第一節 阿閦菩薩の授記内容と燃燈仏授記
先の阿閦仏国経の概要で示した通り、本経第一品に阿閦仏の菩薩時代の事跡が説かれて
いる。そこでは阿閦の発心、誓願、受記という三つの事跡から構成されている。この阿閦
菩薩記事は言わば阿閦仏の本生である。発心や誓願については次章で取上ることとし、こ
こでは受記についてとりあげる。これは発心や誓願を受けて説かれるものであるが、ここ
での授記内容から阿閦菩薩記事全体の構成について触れるため、先立って述べておく。
授記の記述をみると、本経が燃燈仏授記を前提としていることは明らかである。授記内
容と共に挙げる。
『阿閦』
仏語舍利弗。爾時其大目如来無所著等正覚。授阿閦菩薩無上正真道決。汝為当来仏。
号阿閦如来無所著等正覚。成慧之行。而為師父。安定世間。無上大人。為法之御。天上
天下尊佛天中天。亦如提洹竭仏101授我決。102
仏、舎利弗に語りたまふ。その時、其の大目如来無所著等正覚は、阿閦菩薩に無上正
真道の決を授けたり。汝、当来に仏と為り、阿閦如来無所著等正覚と号さむ。慧の行を
成じ、而して師父と為り、世間を安定し、無上の大人にして、法の御、天上天下尊、仏、
天中天と為らむ、と。亦た提洹竭仏の我に決を授けたるが如し、と。
釈尊は大目如来の授記を説示した後、それを自身が燃燈仏より授記を得たときに比して
説いている。その授記内容は未来作仏とその名号のみである。燃燈仏授記を記す資料は多
く見られ、それぞれ授記内容は異なる。田賀[1974]によれば103、作仏の時節と名号のみを
記すのは、
『増一阿含経』104と『大悲経』105とに説かれる授記である。他方、この他の資料
の中には、作仏する世における種姓や、父母の名、あるいは作仏後の弟子の名などを説く
ものがある。これらの授記内容は釈尊のいわゆる仏伝の内容に対応するものである。
本経が前提とした燃燈仏授記がどのようなものかは不明であるが、訳出年代の遅い流志
訳やチベット訳でも授記内容は変わらず未来作仏と名号のみであることを考えると、燃燈
100

本論文では本経第一章所説の、阿閦仏の菩薩時代の受記に至るまでの事跡を含んだ記事
全体を阿閦菩薩記事と呼ぶこととする。厳密には阿閦が菩薩と呼ばれる以前の事跡も含ま
れるが受記に向かう一連の事跡であるので、同様に上記のごとく呼ぶ。
101 燃燈仏を指す「提洹竭仏」は西村[1988]で言語をガンダーラ語とする訳語の一つとして
指摘される「提和竭羅」に近い。
『大正新脩大蔵経』の『阿閦』の該当箇所には「洹＝和【宋】
【元】
【明】
【宮】
」との注記が付される。
102 支讖訳 T11, p.753b、流志訳 T11, p.103b、チベット訳 Pek.22, dzi,13b-14a
103 田賀[1974]pp.153-155
104 汝速還起。將来之世当成作仏。号釈迦文如来至真等正覺。
（T2, p.758b）
105 汝於來世阿僧祇 當得成佛號釋迦…(以下略)
(T12, p.962a)
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仏授記や仏伝の展開とは別に、本経の授記としては上記の内容で用を満たしていたと考え
られる。本経には授記が説かれた後、阿閦菩薩は阿閦仏と表記されるようになり、阿閦仏
の最後生やそこでの成道などの事跡は説かれていない。その代わりに、授記の記述に続い
て授記を得た時に生じた種々の奇瑞が説かれており、これを釈尊が最正覚を成就したとき
の奇瑞と同じであると説いている。以下に一例を挙げると、阿閦菩薩が授記を得たときに、
三千大千世界の樹木が阿閦菩薩に向かって礼をなしたと説かれる。そしてこの奇瑞は釈尊
が一切智を得たときの奇瑞の如くであるとという一文が続く。つまり阿閦菩薩の授記と釈
尊の一切智獲得を同列に見て説かれるのである。釈尊は舎利弗に以下のように説く。
『阿閦』
舍利弗。阿閦菩薩摩訶薩授無上正真道決時。是三千大千世界中諸藥樹木。一切皆自
曲低。向阿閦菩薩作禮。譬我亦如是。成無上正真道最正覺得薩芸若慧時。是三千大千
世界諸藥樹木。一切皆自曲低向我作禮。106
舎利弗よ、阿閦菩薩摩訶薩の無上正真道の決を授かる時、是の三千大千世界中の諸
の薬樹木は一切皆自ら曲低し、阿閦菩薩に向かいて礼を作せり。譬えば我（釈尊）も
亦た是くの如く、無上正真道の最正覚を成じ、薩芸若の慧を得たる時、是の三千大千
世界の諸の薬樹木は一切皆自ら曲低し我に向かいて礼を作す。
このような奇瑞は十六項目列挙される。三訳でほぼ対応するのが十五項目、他に流志訳
とチベット訳にのみ見られるものが一項目ある。また上記の支讖訳でいう「阿閦菩薩摩訶
薩の無上正真道の決を授かる時…（奇瑞）…譬えば我（釈尊）も亦た是くの如く…（奇瑞
の再説）
」という形式が三訳の全項目で必ずしも一致しているわけではないが、三訳全てあ
るいは二訳において上の形式を備えて説かれる奇瑞は十六項目中に十二項目ある。
①三千大千世界が大明となる。
②大地が六反振動。
③諸薬、樹木が阿閦菩薩に向かって礼す。
④妙喜世界の三千大千世界の諸天・龍・鬼神などが阿閦菩薩に向かって叉手し、礼す。
⑤妊婦は安穏に出産し、盲者は視、聾者は聞く。
⑥人非人が皆、香を焼く。
⑦諸天・阿須倫・世間の人の意が安穏となる。
⑧和夷羅鬼神(Vajra 鬼神)が常に阿閦菩薩を護るようになる。
⑨諸天・阿脩羅・世間の人が天華・天香を以て阿閦菩薩を供養。
⑩地が大動し、自然に優鉢華、蓮華、拘文華、分陀利華が生じて地に布かれる。

106

T11, p.753b、流志訳 T11, p.103b、チベット訳 Pek.22, dzi, 14a-b
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⑪諸の天人が虚空から阿閦菩薩に天衣を散じて、「この菩薩は疾く正覚成就するであろ
う」と説く。
⑫諸天、阿脩羅・世間の人が、親が子を哀れむ以上に相愛する。
支讖訳では阿閦菩薩授記の奇瑞と、釈尊の一切智を得た時の奇瑞との対応が完全でない
部分もあり、流志訳、チベット訳でも釈尊の一切智を得た時の奇瑞に言及していないもの
もある。しかし全体として阿閦菩薩の授記と釈尊の一切智獲得を同一の奇瑞によって関連
付けているのである。
釈尊が一切智を得た時の奇瑞とされるこれらの現象の一部は、例えば『仏本行経』など
にみられる。
「三千世界六変動」は①に、
「諸天側塞満空中 歓喜散花普遍地」は⑨に、
「伎
楽不鼓自然鳴

諸天鼓楽空中作」は上記形式を有していないが漢訳に、「樹神各各献奇花

須弥喜與諸山礼」は③に、
「地獄涼息餓鬼飽 衆生相愛除慊仇」は⑬支讖訳『阿閦』の記述
に、ほぼ対応した記述がみられる107。これらの点を考えるならば、阿閦仏国経が阿閦菩薩
の受記と釈尊の一切智の獲得とを同列に位置づけようとしていると見ることができる。
仮に阿閦仏国経が『仏本行経』の説くような仏伝を前提としていなかったとすると、い
くら奇瑞を列挙しても、釈尊の一切智獲得との同一性を示すことにはならない。やはり釈
尊成道の記述としてこれらの奇瑞がある程度認知されていたからこそ、ここに用いられて
いると考えられる。
授記とその後の奇瑞の記述について考えてみると、授記の場景の説明としては燃燈仏授
記と同じであるが、その授記には最正覚成就と同等の意味が含まれていると言える。だか
らこそ授記以降は阿閦は阿閦仏として表記されるのである。したがって本経は授記を説く
ことによって成道までを示したことになっているのである。
燃燈仏授記を通して釈尊との関わりを説いてはいるが、それは最正覚成就の決定という
点において等しいことを説くのみであって、そのほかの事跡については阿閦と釈尊の接点
を強調する記述は見られない。

第二節

阿閦菩薩の出自

では本経に記される阿閦仏の事跡として何が必要であったのかを考察し、阿閦菩薩記事
の主眼について述べてみたい。
阿閦仏国経が仏伝を前提としていたことは上述したが、これを踏まえて考えると、本経
が導入したのは成道時の奇瑞のみであり、釈尊の生涯を模倣した事跡を述べようとしてい
るわけではないことがわかる。釈尊が王子として生まれ出家するまでの事跡は、阿閦菩薩
記事には反映していない。同様の点が受記内容にも現われている。阿閦菩薩の受けた記別

107

『仏本行経』T4, pp.78c-79a
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では最後生における種姓などには触れられていなかった。これは授記の役割が最正覚成就
の決定を示すことのみであり、世俗的な事跡を必要としていなかったためと考えられる。
本経では阿閦の最後生の事跡は説かれていないが、阿閦菩薩記事の冒頭を見ると次のよう
にある。
支讖訳
東方去是千仏剎有世界名阿比羅提。其仏名大目如来無所著等正覚。為諸菩薩說法及六
度無極之行者。乎時有比丘。従座起正衣服。右膝著地。向大目如来。叉手白大目如来言。
…（後略）108
東方、是を去ること千仏刹に世界有りて阿比羅提と名づく。其の仏、大目如来無所著
等正覚と名づく。諸菩薩の為に法、及び六度無極の行たることを説けり、。時に比丘有
り。座より起ち衣服を正し、右膝を地に著し、大目如来に向かい、叉手して大目如来に
白して言わく。…（後略）
この後、この比丘（以下、阿閦比丘）が誓願を立てる中で阿閦菩薩と名称を変えるので
ある。つまり阿閦比丘はいち出家修行者であると述べられているだけで、出家に至る在俗
時代の事跡は説かれていないのである。
例えば先行研究において多く比較されてきた無量寿経の法蔵菩薩についてみてみると、
国王としての出自が確認できる。
『大阿』では、
乃爾時世有大國王。王聞仏経道。心即歓喜開解。便棄國捐王。行作沙門。字曇摩迦。
作菩薩道。109
乃ちその時、世に大国王有り。王、仏の経道を聞き、心即ち歓喜開解せり。便ち国を
棄て王を捐て、行きて沙門と作り、曇摩迦と字し、菩薩道を作せり。
このことには仏伝からの影響が認められるとされる110。藤田[1970]によれば、無量寿経
の法蔵説話は阿弥陀仏の過去の因縁物語でありアヴァダーナの形式111を用い、またそれを
現在仏に結び付ける点でジャータカとしての性格をも有しているとされる。阿閦仏国経で
はここでいうアヴァダーナの形式は明確には見られないが、阿閦菩薩記事は過去の諸菩薩
摩訶薩(Tib.snon gyi byang chub sems dpa' sems dpa' chen po rnam)

112の発心などを説か

T11, pp.751c-752a、流志訳 T11, p.102a、チベット訳 Pek.22, dzi, 3a-3b
T12, p.300c。この他に『平等覚経』と『無量寿経』でも出家前の身分を国王としている。
110 藤田[1970]pp.349-350
111 藤田氏がここで言うアヴァダーナの形式とは、法蔵説話が bh[tap[rvam から始まる点で
ある。この点に限って言えば、阿閦仏国経にはアヴァダーナの形式は見られない。藤田
[1970]pp.347-348
112 支讖訳 T11, p.751c、流志訳 T11, p.102a、チベット訳 Pek.22, dzi, 2a
108
109

28

んとして始まっており、これにより過去の事跡であることが理解される。現在仏である阿
閦仏の菩薩時代の事跡を説くという構造は、無量寿経と同じものである。燃燈仏に言及し
ている点から考えても、阿閦仏国経編纂者が仏伝やジャータカを知らなかったとは考えに
くい。
また阿閦仏の本生や誓願を説く悲華経においては、阿閦菩薩は転輪聖王の九番目の王子
とされている。悲華経には釈尊の穢土成仏と他方諸仏の浄土成仏との対比が説かれている。
阿弥陀仏を初めとする他方諸仏の前生が転輪聖王と十一人の王子として列挙され、阿弥陀
仏・阿閦仏は前生において転輪聖王・第九王子という親子関係に位置付けられている。阿
閦仏の前生を王子とする説が阿閦仏の起源的な説であるかもしれないが、それならばなお
さら、阿閦仏国経にそのような出自が見られないのはそれを説く必要が無かったと考える
べきである。

第三節

阿閦菩薩記事の主眼

上述のように阿閦菩薩記事は過去の諸菩薩の発心などとして説き始められている。つま
り阿閦菩薩は諸菩薩の代表なのであり、その限りにおいて出自は必要ないのである。阿閦
菩薩記事の中で阿閦菩薩の誓願や受記は作仏の根拠として説示されているが、その阿閦菩
薩記事自体が過去の諸菩薩について説示することを目的としているならば、阿閦菩薩記事
は諸菩薩一般の菩薩行として還元されるのである。舎利弗が過去の諸菩薩の発心を釈尊に
質問したとき、その理由を以下のように結んでいる。
若有求菩薩道者。当如昔者諸菩薩摩訶薩所願。及行明照并僧那。令入德号以聞者。当
如是学奉行之。113
若し菩薩道を求める者有らば、当に昔者の諸菩薩の所願、及び行、明照并びに僧那の
如く、聞く者を以て徳号に入らしめ、当に是くの如く学び之を奉行すべし
菩薩道を求める者は過去の諸菩薩の願や行を学ぶべきであると説かれている。そしてこ
の後、釈尊によって阿閦仏の菩薩時代について説かれることによって、過去の諸菩薩の行

支讖訳 T11, p.751c、流志訳：使諸菩薩聞此法已。於真如法性精勤修学(T11, p.102a)、
チベット訳：de lta lags pas byang chub sems dpa' theg pa pa'i gang zag rnams kyis
sngon gyi byang chub sems dpa' sems dpa' chen po de dag gi 'jig pa dang / spyod pa dang
/ spro ba dang / sems bskyed pa dang / go cha dang / yon tan yongs su brjod pa dag thos
na / de bzhin du bslob cing de bzhin du sgrub par 'gyur ro // (Pek.22, dzi, 2b)そのよう（有
情の利益と諸菩薩の光明）であることにより、菩薩上の有情が過去の諸菩薩摩訶薩の入門
と、実践と、喜びと、発心と、鎧と、功徳とを普く解説するのを聞くならば、その如くに
学び、その如くに行ずるであろう。
（bslob は、他の箇所の同様の文にみられるように bslab
として訳した(Pek.22, dzi, 12b)）
113
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は阿閦菩薩の行として言い換えられることになるのである。この過去の諸菩薩の願や行を
学ぶべきということは、阿閦菩薩記事以降、阿閦仏の菩薩時代の行を学ぶべきであるとい
う教説として繰り返されている。この阿閦菩薩の行とは誓願の中で明かされるため、次章
で誓願について述べた後、改めて阿閦仏国経全体を通して説かれる教説として取上げる。
阿閦菩薩記事は以上のような目的で説かれているため、阿閦菩薩の事跡や記別の中に在
俗時のことが説かれていないと考えられるのである。つまり阿閦菩薩記事は、単に阿閦菩
薩の事跡を説き讃歎する為に説かれるのではなく、阿閦仏という行の達成者を模範として
諸菩薩一般の学ぶべき行を明示することに主眼があるのである114。

Strauch[2010]では、BC2 での阿閦仏国土（阿比羅提）は模範的な仏国土として認めら
れていると指摘している。
114
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第三章

阿閦菩薩の誓願の構造とその真実性の証明
第一節 誓願と仏国土の描写

前章では阿閦菩薩記事の全体的構成から、菩薩一般の為すべき行を説示することが記事
の主たる目的であると指摘した。その行とは阿閦菩薩の立てた誓願として列挙される。誓
願の内容についてはこれまでにも、無量寿経など他の大乗経典所説の誓願との共通点や相
違点が指摘されてきたのは、本論文序論において述べたとおりである115。特に相違点とし
ては、法蔵菩薩の誓願は作仏後の仏国土やその衆生についての願文が充実しており、阿閦
菩薩の誓願は自身の修行についての願文が大半を占めるという点が指摘されている。この
ことは事実であるが、阿閦菩薩の自利的な傾向の強い点を根拠として、阿閦仏国経が無量
寿経よりも原始的であるとする見方には問題があると考える。それは上記の比較が誓願内
容によってなされたもので、誓願の構造の相違についてはほとんど触れられていないから
である。そこで本章では、誓願が説かれる経緯やその形式に着目し、他の大乗経典の誓願
と比較しつつ、自利的内容の誓願と誓願の構造との関係を考えてみたい。
本経には二種の誓願があると指摘されている。正確には誓願としてこれまで見解が一致
していいる部分と、研究者によって見解が分かれる部分とであり、両部分は文脈も形式も
異なっている。前者は本経第一品の阿閦菩薩記事において大目如来の面前で立てる誓願で
ある。こちらは法蔵菩薩が世自在王仏の面前で立てた誓願と、事跡上では類似している。
後者は本経第二章の内容であり、阿閦仏国の荘厳を描写する中で、それらが阿閦菩薩の誓
願によって成就したものであると説明されている116。次節で言及するが、法蔵菩薩の誓願
は仏国土の荘厳について立てられた誓願である。その意味では阿閦仏国経では仏刹功徳荘
厳品第二が主な対応箇処となり、このような点から本経第二品も誓願の記述として取上げ
られることがある。しかし第二品はあくまで仏国土の描写であり誓願とはみなされない場
合もある。
本経第二品の記述では次のように、阿閦仏国の描写の最後にそれが昔時の所願の通りで
あると説かれる
『阿閦』
其仏剎亦不大寒。亦不大熱。風徐起甚香快。是風用諸天龍人民故。隨所念風便起。若
一人念。欲令風起自吹。風即独吹之。意念不欲令風起。風便不起。風起時不動人身。風

115

藤田[1970]では、法蔵菩薩の誓願文との比較として、阿閦菩薩、観音菩薩、普賢菩薩、
文殊菩薩、弥勒菩薩に固有の誓願（特殊願、別願）を検討し、誓われている内容は同一の
思想的系譜のもとに現れた説であると述べられる。
（pp.422-426）
116 藤田[1970]は、浄土の光景として記されているため、本願説と見るには無理があると述
べている（pp.423-424）。岸[1977]では「本願を示すもの」と述べている。望月[1930]は本
経第二章の記述を阿閦菩薩の願文数に含めている（pp.554-555）
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隨人所念起。舍利弗。是為阿閦如来仏剎之善快。如昔時所願。117
その仏刹は亦大いには寒からず、亦大いには熱からず。風は徐に甚だ香快を起こす。
是の風は諸天、龍、人民を用ての故に、所念に随いて風便ち起く。若し一人念じて、風
起きて自らを吹かしめんと欲せば、風即ち独り之のみを吹く。意に風をして起こさしむ
るを欲せざるを念ぜば、風即ち起きず。風起くる時、人身を動ぜず。風人の所念に随い
て起く。舎利弗よ、是れ、阿閦如来の仏刹の善快と為すこと、昔時の所願の如し。
全ての描写に誓願との関連が説かれるわけではないが、支讖訳では計十二回繰り返し説
かれている。つまり第二品の記述からは、仏国土の荘厳は誓願によって決定するという立
場を見て取るとこができるのである。
しかし上掲の記述が誓願を説いているとはいえないと考える。この章は冒頭で舎利弗が
釈尊に「願はくは、仏、当に復其の仏刹の善快を広説したまへ」118と勧請することに始ま
っている。これに対して釈尊は、阿閦菩薩の誓願との関わりを述べながら、阿閦仏国の荘
厳を説示しているのである。したがって、誓願が説かれる第一品と章立てが区別されてい
る事実も考慮し、本論文では本経第二品の仏国土の描写を誓願として扱うことはせず、本
経における誓願とは第一品の阿閦菩薩記事にみられるものを指すものとする。
また阿閦菩薩記事において、阿閦菩薩が誓願を立て授記された後にも阿閦菩薩の行や仏
国土についての記述がある（本論文第一章 経典概要 第一品の５）
。これは授記までを説示
した釈尊に舎利弗が、そこまでの教説は略説であり、阿閦菩薩の僧那についてさらに広説
することを勧請して説かれたものである。最正覚成就の因行などが説かれている点では、
この部分も誓願に近い役割を果たしていると言える。しかし形式上は別物であることから、
誓願とは表記しない119。本論文において誓願と表記するのは、授記の前提として一定の形
式によって記述されたものを指す。この方が法蔵菩薩の四十八願などに言及する際に便利
なためである。

T11, p.756b、流志訳 T11, p.105c、チベット訳の相と箇所には阿閦菩薩の誓願には言及
していないが、次の描写においては菩薩時代の誓願によって成就したことが説かれている。
(Pek.22, dzi, 29b)
118 支讖訳 T11, p.755a、流志訳 T11, p.104c、チベット訳 Pek.22, dzi, 22b
119 佐々木[2009]は、この部分の記述を最正覚を成就する条件としての誓願ではなく、自分
の仏国土の在りようについての単なる「望み」であるとしている。本論文ではこの「望み」
をも誓願に準ずるものとするが、授記の前提となる誓願とは文脈からも、形式からも区別
される。漢訳ではこの「望み」の部分に「願」の訳語を用いているが、チベット訳では相
当する語（smon lam,や dam bcas pa など）は用いられておらず、誓願とどの程度区別さ
れていたか明確ではない。
117
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第二節
第一項

誓願の構造
発願の経緯

東方妙喜世界で大目如来が諸菩薩に法を説いていた時、ある一人の比丘が発心し、誓願
を発す。この比丘は阿閦菩薩と名付けられ、阿閦仏となる。本経で説かれる阿閦菩薩の誓
願は、これまで阿弥陀仏の本願の内容や仏国土の比較において取り上げられてきた。その
ため主に誓願内容が注目され、どちらが原始的または発展的内容であるか、願文における
自利利他の比重120、あるいは成立の先後関係121、などの諸点が論じられてきた。しかし阿
閦菩薩の誓願の構造そのものが言及されることは少ない122。そこで本節では、阿閦比丘が
願を立てるに至る経緯と、菩薩行を実践しなかったならば「諸仏を欺いたことになれ」と
説かれる誓願の構造に着目し、阿閦の誓願が師仏からの教えに忠実に従ったものであるこ
とを述べたい。
はじめに阿閦菩薩が誓願を発すまでの経緯を含めた全体の構造を整理しておく。以下は
支讖訳によって示した。
東方妙喜世界で説法していた大目如来の会座で、ある比丘（以下、阿閦菩薩とする）が
次のように申し出る。
①【阿閦の意志表明】
唯天中天。我欲如菩薩結願学所当学者。123
唯、天中天よ、我れ菩薩の結願したるが如く当に学ぶべきを学ばむと欲す。

120

阿閦菩薩の誓願は法蔵菩薩の誓願に比べて自身の修行に関する項目が多い。特に仏国土
やその人民については誓願中にはあまり説かれず、阿閦仏国土の樣子を説示した第二章に
おいて誓願の結果であることが明かされている。赤沼[1939]では、自身の修行に関する項目
が多いため、阿弥陀仏よりも阿閦仏は衆生を自分の国土に引接する力が弱いとし、これを
理由の一つとして『大阿弥陀経』よりも『阿閦仏国経』の成立の方が早いと述べる。
（pp.231-232）
121 成立時期は小品般若経や『大阿弥陀経』とほぼ同時期の紀元前後と位置付けられている。
しかし阿閦仏国経と『大阿弥陀経』や『平等覚経』とは直接交渉を有せず成立したとされ
る。(赤沼 [1998] pp.224-233、静谷［1971］
、静谷[1974] pp.103-117,pp.246-258 など)。
122 以下に述べる誓願の、菩薩行を実践しなければ諸仏を欺くことになるという表現につい
ては言及は少ない。静谷[1974]は、
「諸仏を欺く」という大げさな宣言は、阿閦菩薩の偉大
さを強め、衆生には近寄りがたくし、大悲の救済仏という面を希薄にした原因の一つとし
て指摘する。また佐藤[2008]は阿彌陀仏の本願の表現と比較し、正覚を得ることを目的とす
る法蔵菩薩の誓願に対し、阿閦菩薩の誓願は覚りの獲得よりも諸仏を欺かない行為を目的
としていると述べる。
（静谷[1974] pp.112-113、佐藤[2008] pp.109-110）
123 支讖訳 T.11,p.752a、流志訳：如佛所說。菩薩法教志願修行。
（T.11,p.102a）
、チベット
訳：btsun pa bcom ldan ’das bdag byang chub sems dpa’i bslab pa ji ltar bcas pa ’di la
slob par ’tshal lo //(Pek.22,dzi,3b)「尊者世尊よ、私は〔諸仏が〕菩薩の習学(1ik2q)をどのよ
うに備えたかという、このことを実践たいのです。
」
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これに対して大目如来は次のように答える。
②【大目如来の説示】
如結願学諸菩薩道者甚亦難。所以者何。菩薩於一切人民及蜎飛蠕動之類。不得有瞋恚。
124

結願の如く諸菩薩道を学ぶことは甚だ難し。所以は何ん。菩薩は一切人民、及び蜎飛
蠕動の類に、瞋恚有るを得ず。
阿閦菩薩はこの説示を受けて、以下のように誓願を発す125。
③【誓願】
唯天中天。我発是薩芸若意。審如是願。為無上正真道者。若於一切人民蜎飛蠕動之類。
起是瞋恚第一意。若発弟子縁一覚意第二。唯意念婬欲第三。若発意念睡眠念衆想由誉第
四。発意念狐疑第五。乃至成最正覚。我為欺是諸仏世尊。諸不可計無央数。不可思議無
量世界中。諸仏天中天今現在說法者。126
支讖訳 T.11,p.752a、流志訳：汝今當知。菩薩教法難可修習。何以故。菩薩於諸衆生不
生瞋害心故。
（T.11,p.102a）
、チベット訳：dge slong byang chub sems dpa’i bslab pa ji ltar
bcas pa la deng sang bslab par shin tu dka’o// de ci’i phyir zhe na / dge slong ’di ltar
byang chub sems dpa’ sems can thams cad la mi ’khrugs par bya ba dang / gnod sems
can gyi sems mi bskyed par bya ba’i phyir ro //(Pek.22,dzi,3b)「比丘よ、菩薩の習学をど
のように備えたかということを、今、実践することは大変難しい。それは何故ならば、比
丘よ、以下のように、菩薩は一切衆生に動揺せず、危害心を有する心を発さないからであ
る。
」
125 誓願の直前には以下の一文が説かれ、誓願への導入の役割を果たす。チベット訳が最も
詳しい。
btsun pa bcom ldan ’das bdag deng slan chad ’di ltar g-yo ma mchis pa dang / sgyu ma
mchis par dam pa’i tshig dang gzhan du mi ’gyur pa’i tshig gis bla na med pa yang dag
par rdzogs pa’i byang chub tu semas bskyed par bgyi / bla na med pa yang dag par
rdzogs pa’i byang chub tu sems ’dud par bgyi / yongs su bsngo bar yang bgyi’o
//(Pek.22,dzi,3b)「尊者世尊よ、私はこれより後、以下のように、動ずること無く、偽るこ
と無く、正しい言葉と他に変わることの無い言葉によって、無上正等覚に心を生じましょ
う、無上正等覚に心を向けましょう、完全に〔心を〕捧げもしましょう。
」
ここでの「正しい言葉」などは、後に続く諸誓願を指していると考える。それは誓願を
説き終わった後に、それを「真実の誓い(bden pa’i dam bcas pa)」
（Pek.22,dzi,12a-b）など
と言い換えていることから分かる。
126 支讖訳 T.11,p.752a
以下、誓願の定型句部分のみ挙げる。
流志訳：世尊。我從今日發阿耨多羅三藐三菩提心。以無諂無誑實語不異語。求一切智智。
乃至未得無上菩提。若 …（中略）… 者。則為違背無量無數無邊世界中現在說法諸佛如來。
（T.11,p.102a-b）
チベット訳：btsun pa bcom ldan ’das bdag de ltar thams cad mkhyen pa’i sems bskyed
pa rin po che ’di bskyed de / de ltar bla na med pa yang dag par rdzogs pa’i byang chub
bsngos shing // yongs su bsngos la ’di nas bzung ste / bla na med pa yang dag par rdzogs
124
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唯、天中天よ、我是の薩芸若の意を発し、審らかに是くの如く願ふ。無上正真道者為
らむに、若し一切人民蜎飛蠕動の類に、是れ瞋恚を発し（第一）、若し弟子縁一覚の意
を発し（第二）
、唯だ意に婬欲を念じ（第三）
、若し発意して睡眠を念じ衆想を念じ由誉
し（第四）
、発意して孤疑を念じ（第五）
、乃至最正覚を成ぜむには、我、是の諸仏世尊
の、諸の不可計無央数、不可思議無量世界中の、諸仏天中天にして今現在説法したまへ
るを欺きたりと為す。
このような①【阿閦の意思表明】→ ②【大目如来の説示】→③【誓願】という一連の形
式が整っているのは、上記の最初の願文だけである。以降は①や②は説かれず、③【誓願】
と同じ表現の願文のみが繰り返し説かれている127。それらの願文は③【誓願】で下線を付
pa’i byang chub mngon par rdzogs par sangs ma rgyas kyi bar du / gal te …na / bdag gis
phyogs bcu kun gyi ’jig rten gyi khams dpag tu ma mchis / grangs ma mchis / bsam gyis
mi khyab / gzhal du ma mchis pa thams cad na sangs rgyas bcom ldan ’das gang dag da
ltar bzhugs te / ’tsho zhing gzhes la chos kyang ston pa’i sangs rgyas bcom ldan ’das de
dag bslus par gyur cig//(Pek.22,dzi,3b-4a)「尊者世尊よ、私はそのように一切智の心を発
すというこの宝を生じて、そのように無上正等覚に〔一切智心〕を捧げ、完全に捧げてか
ら、これより保持して、無上正等覚を究竟円満に覚らない間、もし…ならば、私が、無量、
無数、不可思議、不可計の全十方世界の一切において、現在ましまして、生存され、住し
ておられ、説法しておられる諸仏世尊を欺いたことになれ。
」
流志訳の「以無諂～一切智智」は前注に示した誓願列挙の導入に当たる文言であり、以
降の願文にはとかれていない。支讖訳では誓願の前に「當令無諛諂所語至誠所言無異」な
どと説かれている。
127 本経においては「諸仏を欺く」という定型句による誓願が主流であり蔵訳では二十九回
説かれる（
「諸仏を欺く」という一度の定型句の中に複数の願文が含まれる場合が多いため、
願文数と定型句の用例数とは一致しない）
。授記以前に定型句以外の表現によって説かれて
いる誓願は三箇所にみられる。蔵訳によって以下に示しておく。
(A) sha ra twa t’i bu yang byang chub sems dpa’i spyod pa la zhugs pa’i byang chub sems
dpa’ des gal te dgum par ’os pa’i sems can la la zhig khrid de mchis pa mthong na/ de
yongs su thar par ma bgyis kyi bar du / bla na med pa yang dag par rdzogs pa’i
byang chub mngon par rdzogs par ’tshang mi rgya’o zhes smras so // (Pek.22,dzi,10b)
「舎利弗よ、また菩薩行に進んだその菩薩（阿閦菩薩）は『もし殺すべき衆生を誰か連
行しているのを見るならば、それを完全に自由にしない限りは、無上正等覚を究竟円満
に覚らないでしょう』と言ったのである。
」
(B) ci nas bdag bla na med pa yang dag par rdzogs pa’i byang chub mngon par rdzogs
par sangs rgyas pa’i sangs rgyas kyi zhing de yongs su dag par ’gyur ba dang / yon
tan yongs su rdzogs pa ji snyed pa dag yongs su ’dzin par ’gyur ba de ltar btsal bar
bgyi’o// (Pek.22,dzi,11a)「必ず私は、無上正等覚を究竟円満に覚った仏の国土が、完全
に清浄であり、功徳は大いに満たされ、あらゆるものを完全に得るように求めましょ
う」
btsun pa bcom ldan ’das ci nas bdag bla na med pa yang dag par rdzogs pa’i byang
chub mngon par rdzogs par sangs rgyas pa’i sangs rgyas kyi zhing der byang chub
sems dpa’i theg pa pa dang / nyan thos kyi theg pa pa’i rigs kyi bu ‘am / rigs kyi bu
mo gang dag khyim gyi gnas nas nges par byung zhing rab tu byung bar gyur pa dag
/ tha na g-yar lam na yang khu ba mi ’byin pa de ltar / bdag gis btsal zhing bsgrub
par bgyi’o // (Pek.22,dzi,11b)「尊者世尊よ、必ず私は無上正等覚を究竟円満に覚った仏
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した部分に種々の行が入れ替えられ、前後の文は定型句となっている。
③【誓願】の下線部の内容は②【大目如来の説示】を受けて説かれている。そして阿閦
菩薩自身は一切衆生に対して動揺しないと自発的に述べたわけではなく、大目如来の説示
を受けて、一切衆生に対して動揺した心を発せば諸仏128を欺いたことになると述べている
のである。ここで重要となるのが①【阿閦の意思表明】であろう。この一文は「学ばむと
欲す」つまり実践したいという意思を明かしているのであるから、そこで大目如来が説く
であろう行を実践するという誓いが予想されているのである。流志訳の相当箇所に「如仏
所說。菩薩法教志願修行」とあることからもそのように考えることができる。したがって、
③【誓願】以下、定型句の反復によって説かれている全ての願文は、①【阿閦の意思表明】
を前提としていると見るべきである。本節第四項で改めて述べるように、この構造は無量
寿経の法蔵菩薩の誓願にはみられない構造なのである。

第二項

誓願の表現形式

上記のような「仏を欺くことになれ」という表現の誓願の事例を取り上げて、その構造
と比較してみたい。
為すべき行が実行されなければ仏を欺くとする誓願は、本経以外でも数例確認できる。
大宝積経 妙慧童女会第三十では、長者の娘である妙慧が釋尊に菩薩行について十項目の質
問をしている。釈尊は十問それぞれに四法を以て答え、合計四十の行を説き示す。これを
聞いた妙慧は以下のように述べている。比較のためチベット訳を挙げておく。
の国土において、菩薩乗と声聞乗にして、家より確かに出て出家となる善男子善女人は、
夢中においてさえも精を出ださないように、私は求め達成しましょう。」
例えば『無量寿経』の法蔵菩薩の誓願（設我得佛。國有地獄餓鬼畜生者。不取正覺。
(T.12,p.267c))では、誓願内容の完成は自身の正覚成就と対になっており、上記の(A)に類似
している。ただし上記の願は各々直前に同じ内容をより詳細に記した願文を、定型句によ
って説いていることから、それらの趣意を以て言い換えていると考えられる。
128 本経の冒頭で、舎利弗が過去の諸菩薩の行について釈尊に質問したことが、阿閦の事跡
について説く契機となっている。
btsun pa bcom ldan ’das sngon gyi byang chub sems dpa’ sems dpa’ chen po bla na
med pa yang dag par rdzogs pa’i byang chub la yang dag par zhugs pa rnams kyi ’jug
pa dang / spyod pa dang spro ba dang / sems bskyed pa gang gis sngon gyi byang
chub sems dpa’ sems dpa’ chen po rnams bla na med pa yang dag par rdzogs pa’i
byang chub la yang dag par zhugs par gyur pa’i sems bskyed pa dang / go cha dang
yon tan yongs su brjod pa legs par bshad du gsol / (Pek.22,dzi,2a)「尊者世尊よ、無上
正等覚〔の道〕に正しく入った(無上正等覚に悟入した)過去の諸菩薩の入門と、実践と、
喜びと、心を発して過去の諸菩薩が無上正等覚〔の道〕に正しく入ったところの発心と、
鎧と、功徳を、遍く説いて正しく明らかにしてください。」
つまり本経で説かれる菩薩行は、大目如来に従って為される阿閦の行として示されるが、
これは舎利弗のこの言葉により説かれていることから、大目如来や阿閦仏などの諸仏が過
去に為した菩薩行であると考えられる。したがって大目如来を欺くことは諸仏を欺くこと
に言い換えることができる。
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チベット訳 妙慧童女会
btsun pa bcom ldan ’das / byang chub sems dpa’i bslab pa ji skad bcas pa ’di dag la /
bdag gis bslab par ’tshal te / bcom ldan ’das gal te bdag gis bzhi ba bcu po ji skad du
bka’ stsal pa ’di dag las chos gcig gcig ma spyad na yang / bdag gis de bzhin gshegs
pa’i sku bslus par gyur cig /129
「尊者、世尊よ、
（世尊が）お説きになったこれらのどの菩薩の教えをも、私は実践し
たいのです。世尊よ、もし私が〔世尊が〕お説きになったこれら四十〔の法〕より、ど
れか一法でも行じなかったならば、私が如来身を欺いたことになれ」
これによると、釈尊の説示を聞いた妙慧はまずその四十行を全て学びたいと述べること
によって、実践されなかった場合には如来身を欺いたことになるのである。この「私は学
びたい」と「欺いたことになれ」という構造は、前述の①【阿閦の意思表明】と③【誓願】
の構造と同じであることは、両チベット訳からも明らかである。「妙慧童女会」の構造と、
前述の阿閦菩薩の誓願の構造とを対照させると次のようになる。
阿閦仏国経

「妙慧童女会」

－

妙慧の請問

阿閦「菩薩の習学を実践したい」

釈尊の説示

大目如来の説示

妙慧「所説の法を実践したい」

実行しなければ諸仏を欺くことになれ

実行しなければ諸仏を欺くことになれ

妙慧が「実践したい」と述べた部分は、
【阿閦の意思表明】と同じ表現である。仏の説示
との順序は異なるが、二つは同様の役割を果たす一文であると考えられる。少なくとも菩
提流志は『大宝積経』「不動如来会」及び「妙慧童女会」のどちらにおいても、「実践した
い」の部分において「如仏所説」云々と訳している。したがって、阿閦菩薩は【阿閦の意
思表明】で所説の如くに行ずることを大目如来に誓ったことによって、行を実践しなかっ

129

Pek.24,zi,227a-b

『大宝積経』妙慧童女会 第三十 菩提流志訳
如佛所說菩薩諸行。我當奉行。世尊。若我於是四十行中。闕於一行而不修者。則違佛
教欺誑如來。
（T.11,p.548b）
異訳の菩提流支訳『須摩提経』
（これは菩提流志訳の誤りであるのと指摘がある。（金倉
[1971]）
）にも同じ記述がある。しかし竺法護訳『須摩提菩薩経』では「若失一義我為斷佛
劫法減衆弟子」
、鳩摩羅什訳『須摩提菩薩経』でも「若失一事我為斷佛法滅衆弟子」とあり、
仏を欺くことには触れていない。しかし仏法の断滅などが、釈尊の所説の如く行じなかっ
た結果である点は同じである。
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た場合に「欺く」という結果が導き出されると理解される130。
以上のことから、
「仏を欺く」という表現の願文では、仏に対して所説の如くに行ずるこ
とを誓っていることが前提となっている考えられる。したがって【阿閦の意思表明】は、
説法を請う役割を担いつつ、
「説かれる如くに」行ず、あるいは「所説の行の全てを」行ず
という誓いの意味を予想し、全ての願文の根拠となっていると理解できる。

第三項

誓願の内容と形式の関係

上記の事例の共通点として、菩薩が自ら説法を請うてはいるが、その菩薩行は菩薩が自
発的に語った独自の行ではないということが指摘できる。この点において対照的な形式を
有しているのは、法蔵菩薩の誓願である。例えば『無量寿経』では「設し我仏を得て、国
に地獄、餓鬼、畜生有らば、正覚を取らじ」
（第一願）131という表現を用いる。法蔵菩薩は
世自在王仏の面前で誓願を発すが、それらは世自在王仏が示した二百十億の仏国土の善悪
から善妙なるものを、法蔵菩薩自らが思惟し自身の国土に合わせ取って発した誓願である。
したがって仏の所説の如くに行ずとする誓願よりも、法蔵菩薩の自発性と独自性が見られ
る。他に『薬師如来本願経』
、
『弥勒菩薩所問本願経』、などの誓願でも「仏を欺く」という
表現は用いられない。これら『無量寿経』などでは、菩薩の誓願と仏陀との関わりが文言
に現れていないのである。また、願文は正覚を成就する時の国土やその人民について、或
は自身の状態（光明や寿命）などの果報についてであり、正覚成就までに継続的に為すべ
き因行ではない。これに対して、阿閦菩薩の「仏を欺く」という表現の誓願では、果報に
ついて述べているのはおよそ三十願のうち一願のみである。
一方、阿閦仏国経との関係が指摘されている小品般若経の誓願は、願文のみを見ると阿
閦仏国経とも無量寿経とも異なるようであるが、前述のような誓願が説かれる経緯などか
ら考えると、阿閦仏国経の誓願の構造と共通するものがある。
小品般若経の誓願は特定の菩薩による所謂特殊願ではなく、菩薩一般の誓願として説か
130

同じ構造の誓願が大宝積経 無垢施菩薩応弁会にも見られる。無垢施童女が菩薩行につ
いて質問し、釈尊がそれに答えて種々の菩薩行を説示する。無垢施童女はこれに対して以
下のように述べる。
bcom ldan ’das gal te bcom ldan ’das kyis ji skad chos pa ’di dag / bdag gis yang dag
par blangs ste / gnas par ma bgyis na / bdag gis sangs rgyas bcom ldan ’das gang dag
phyogs bcu’i ’jig rten gyi khams na / mcho zhing bzhes la / chos kyang ston pa de dag
thams cad bslus par gyur cig / (Pek.24,zi,271a)「世尊よ、もし世尊がお説きになった
これらの法を、私が正しく受け、保たなかったならば、私は十方世界において、存し住
して、法をも示しておられる一切の仏世尊を欺いたことになれ」
チベット訳では釈尊の説法の如く行ずるという記述は見られないが、聶道真訳『大宝積
経』
「無垢施菩薩応弁会」では、以下のように説かれている。
世尊。如所說菩薩行。我當奉行之。如世尊所說。諸菩薩行。於此法中不行一法。則為欺
誑十方現在說法諸佛。（T.11,p.563a）
131 設我得佛。國有地獄餓鬼畜生者。不取正覺。(T.12,p.267c)
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れている。その一つを『小品般若経』によって示すと次の通りである。
般若波羅蜜を行ずる菩薩とはどういう菩薩かを釈尊が説示する中で、授記を得た、得て
いる、得るであろうなどという念を懐かないと説かれた後、
『小品般若経』深功徳品第十七
菩薩応常不驚不怖。若在悪獣之中。不応驚怖。何以故。菩薩応作是念。我今若為悪獣
所噉。我当施与。願以具足檀波羅蜜。当近阿耨多羅三藐三菩提。我当如是勤行精進。得
阿耨多羅三藐三菩提時。世界之中。無一切畜生道。132
菩薩応に常に驚かず怖れず。若し悪獣の中に在るも、応に驚怖すべからず。何を以て
の故にか。菩薩応に是の念を作すべし。「我今、若し悪獣の噉らふ所とならむに、我当
に施与すべし。願はくは檀波羅蜜を具足するを以て、当に阿耨多羅三藐三菩提に近づか
む。我当に是くの如く勤行精進し、阿耨多羅三藐三菩提を得む時、世界中に一切の畜生
道無からしめむ」と。
これは深功徳品の終わりの部分であるが、次の恒伽提婆品第十八の冒頭において、上記
の所説を受けても驚怖せず、将来その教説の要を衆生に説くことを望んだ恒伽提婆が、授
記を得ることが説かれている。その授記の中で恒伽提婆は阿閦仏国へ往生するとも説かれ
ている。恒伽提婆の授記については後に改めて述べるとして、上記の菩薩一般の誓願から
恒伽提婆の授記に至るまでの経緯を追ってみたい。
まず誓願は釋尊によって示されたものであり、直接の対告者である舎利弗や恒伽提婆が
立てたものではない。そしてその教説を受けて驚怖しなかった恒伽提婆は、阿閦仏国への
往生とその後の作仏を授記されるのである。これは、阿閦菩薩が大目如来の説示を受けて、
その通りに行ずることを誓う構造と同じである。
また誓願内容についてみても、小品般若経の願文でも国土に言及しているが、あくまで
菩薩が常に驚怖せざることを説いており、主眼は阿耨多羅三藐三菩提を得るまでの菩薩行
にある。
阿閦仏国経や妙慧童女会、無量寿経、小品般若経における誓願の形式・経緯と誓願内容
との関係をみてきたが、同様の関係を区別して用いている事例がある。大宝積経 文殊師利
授記会では、自身が菩提を得るための誓願と、仏国土の荘厳のための誓願が区別され、別
の場所に説かれている。前者は「仏を欺く」という表現を用い、後者は成就すべき荘厳を
列挙し上述の『無量寿経』の「…正覚を取らじ」と同様の表現によって説かれている。
まず自身の菩薩行についての誓願は、文殊の初めて発心した時の前生話よって説かれて
いる。そこで文殊（前生は大王）は雷音王（’brug sgra’i dbyangs kyi rgyal po）如来に菩
薩行を問い、それに対して如来は菩薩の所願を説く。

132

『小品般若経』T8, p.568a
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『大宝積経』文殊師利授記会
大王汝諦聴
我亦於往昔

我当次第說

発起菩提心

一切因緣法

為諸衆生故

隨根欲所行

願当作利益

如其所有願

如我所作願

得如是果報

如昔所発心

得

不退菩提 意願速円満 大王応堅固 修習於諸行 汝当得広大 無上仏菩提
大王よ汝諦かに聞け、我当に次第して説くべし。一切の因縁法は、根欲の所行に随
い、其のあらゆる願の如く、是くの如き果報を得る。我亦往昔に於いて、菩提心を発
起し、諸の衆生の為の故に、願ひて当に利益を作すべし。我が所作の願の如く、昔心
を発したるが如く、菩提より退せざるを得て、意願は速やかに円満せり。大王よ応に
堅固に、諸行を修習すべし。汝当に広大なる、無上仏菩提を得べし。
これを受けた文殊が説示に対応した誓願を発す。
『大宝積経』文殊師利授記会
今対一切衆
備修菩薩行

発大菩提心

救諸衆生苦

為一一衆生

従今若違誓

誓尽未来際

起於貪欲心

受無量生死

及慳嫉怨恨

而作大饒益

則誑十方仏

…

（後略）133
今一切衆に対し、菩提心を発す。一一の衆生の為に、誓いて未来の際を尽くし、無
量の生死を受け、大饒益を作さむ。備に菩薩行を修し、諸の衆生の苦を救う。今従り
若し誓いを違え、貪欲の心及び慳嫉怨恨を起こさば、則ち十方仏を誑すなり。…（後
略）
この後も梵行の修習や衆生利益などが説かれているが、自身の仏国土についての記述は
無い。これは前述の阿閦仏国経や妙慧童女会と同じ形式と経緯による誓願であり、内容も
菩提を得るまでの行についてである。
またこれより前の部分であるが、菩薩一般の行を問題として、菩薩が四法を成就するこ
とで、所願を全て満足することができると説かれる。一、勝れた志楽を発す、二、衆生に
悲愍心を起す、三、精進を発起する、四、善知識に承事する。次いで詳細な行について法
数一から十までを列挙する。その一法に阿閦仏が言及されている。
『大宝積経』文殊師利授記会
何謂一法。是菩薩応当楽学不動如来為菩薩時。本所修行立弘誓願。我当所在生処初
生之時。若不出家。則為欺誑十方諸仏。如是舍利弗。是諸菩薩応隨順学。若仏出世若

133

Pek.23,wi,317b、『大宝積経』
「文殊師利授記会」
：則誑十方佛（T.11,p.346a）
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不出世。一切生処皆悉決定捨家出家134。
何をか一法と謂う。是れ菩薩応当に楽ひて不動如来の菩薩為る時に、もと修行して
立てたる所の弘誓願を学ぶべし。「我当に所在の生処に初めて生まるるの時、もし出
家せざれば、則ち十方諸仏を欺誑すと為す」と。是くの如く、舎利弗よ、是れ菩薩は
応に随順して学び、若しは仏の出世し、若しは出世せざるも、一切の生処に皆悉く決
定して家を捨て出家すべし。
阿閦仏の菩薩時代の行を学ぶべきであるとして、出家が説かれており、文殊の過去世と
同様「則為欺誑十方諸仏」という形式で説かれている。ここでは特に出家に関して、阿閦
仏は菩薩一般の模範である。
文殊師利授記会では、誓願を立てるに至る経緯や、諸仏を欺くという誓願形式が、作仏
までの菩薩行について用いられていることが分かる。
一方、国土の荘厳についての誓願は文殊の前生話などとは別に、現世の文殊によって述
べられている。
『大宝積経』文殊師利授記会
世尊。我有是願以恒河沙等諸仏世界。為一仏剎。無量妙宝間錯荘厳。若不爾者我終不
証無上菩提。…（中略）…我復有願。如阿彌陀仏刹以法喜為食。而我刹中菩薩初生起食
念時。即便百味盈満於鉢在右手中。135
世尊よ、我是の願有りて恒河沙等の諸仏世界を以て、一仏刹と為し、無量の妙宝間錯
わりて荘厳せむ。若し爾らずば、我終に無上菩提を証せじ。…（中略）…我復願有り。
阿彌陀仏刹の如く、法喜を以て食と為さむ。我が刹中の菩薩は初めて食の念を生起せむ
時、即便ち百味鉢に盈満して右手中に在らむ。
諸仏の世界を一つの仏刹とするとし、またそうでなければ無上菩提を証さないという記
述は、無量寿経の法蔵菩薩の誓願と同一の説である。実際にその後で「如阿彌陀仏刹」と
説いている。
以上のように、仏から菩薩行についての説示を受けて誓願を立てるという経緯と、「仏を
欺く」という誓願形式は、菩薩の修行を誓願内容とする場合に用いられると考えられる。
この点で前述の阿閦仏国経、妙慧童女会、無垢施菩薩応弁会は同一系統の思想を含み、誓
願形式は異なるが小品般若経の誓願も同様の文脈上に説かれている。これに対して誓願に
よって作仏後の果報や仏国土の荘厳を記述する系統として、無量寿経、薬師如来本願経、
弥勒菩薩所問本願経が挙げられる。そして文殊師利授記会においては、両系統の誓願が区
別して用いられている。
134
135

T11, p.341b
T11, p.347b-c
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このような誓願の構造から考えると、阿閦菩薩記事の誓願は最正覚成就の因となる菩薩
行を示そうとしたものであると考えられる。そして同一構造の誓願を有する他の経典では、
文殊の前生話を除けば、誓願内容は菩薩一般の行として示される傾向がある。この点は本
論文第二章で述べたように、阿閦仏を通して菩薩一般の行を示すという阿閦菩薩記事に一
致している。

第一項

第三節 誓願の真実性の証明
真実語 ―誓願の真実性への疑問とその証明―

阿閦菩薩が誓願を立てた後、比丘は阿閦菩薩が退転することなく誓願を達成するかどう
かを、その場で証明するよう求めている。これに対して、支讖訳ではおそらく大目如来の
ものであろう仏威神に、自ら「高明力」を加えて大地を震動させている。
『阿閦』
爾時有一比丘。謂阿閦菩薩摩訶薩。乃作是結願。若使不退轉者。當以右指案地令大
震動。爾時阿閦菩薩。應時承佛威神。自蒙高明力乃令地六反震動。136
爾の時、一比丘有りて、阿閦菩薩摩訶薩に謂へり。乃じ是の結願を作し、若し退転
せざらしめば、当に右指を以て地を案じ大震動せしむべし、と。爾の時阿閦菩薩、時
に応じて仏威神を承け、自ら高明力を蒙り、乃ち地をして六反に震動せしめたり。
比丘は阿閦菩薩に向かって大地震動を要請していることから、重点は仏威神よりも「高
明力」にあると見るべきである。しかしこれがいかなる力であるのか支讖訳からでは明ら
かにできない。そこで流志訳『如来会』とチベット訳を見ると次のように説かれている。
『如来会』
時有比丘。白不動菩薩言。大士。若此誠心不退至言無妄者。願以足指搖動大地。時
不動菩薩。以仏神及本願善根力故。令彼大地六種搖動。所謂動。大動。遍動。搖。大
搖。遍搖。137
時に比丘有り。不動菩薩に白して言はく。大士よ、若し此の誠心は不退にして至言
無妄なれば、願はくは足指を以て大地を揺動せしめよ。時に不動菩薩、仏神及び本願
の善根力を持っての故に、彼の大地をして六種に揺動せしめたり。所謂、動、大動、
遍動、揺、大揺、遍揺なり。
チベット訳 阿閦仏国経
T.11, p.753a
T.11, p.103a

136
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skyes bu dam pa khyod kyis dam bcas pa ’di gal te yang dag pa’i smon lam yin
zhing / bla na med pa yang dag par rdzogs pa’i byang chub las phyir mi ldog
par ’gyur pa’i yang dag pa yin na bden pa dang / bden pa’i tshig ’dis rkang pa g-yas
pa’i mthe bos stong gsum gyi stong chen po’i ’jig rten gyi khams kyi sa chen po ’di
g-yo ba dang / rab tu g-yo ba dang / kun tu rabtu g-yo ba dang / ’gul ba dang / rab
tu ’gul ba dang / kun tu rab tu ’gul ba dang / ldeg pa dang / rab tu ldeg pa dang /
kun tu rab tu ldeg par byos shig / sha ra dwa ti’i bu de nas byang chub sems dpa’
sems dpa’ chen po mi ’khrugs pa des / de’i tshe sangs rgyas kyi mthu dang / rang
nis bden pa’i dam bcas pa’i dge ba’i rtsa ba’i stobs bskyed pa des / rkang pa g-yas
pa’i mthe bos stong gsum gyi stong chen po’i ’jig rten gyi khams kyi sa chen po ’di
rnam pa drug du g-yos bar byas te / …ldeg par byas so //138
「汝は、この誓いが、もし正しい誓願であり、無上正等覚から退転することの無い正
しいものであるならば、この真実と真実の言葉により、右足の母指を以てこの三千大
千世界の大地を動じ、大いに動じ、遍く大いに動じ、揺らし、大いに揺らし、遍く大
いに揺らし、震えさせ、大いに震えさせ、遍く大いに震えさせよ。」舎利弗よ、それ
から阿閦菩薩摩訶薩は、その時、仏の力と自身の真実の誓いの善根力を生じたことに
より、右足の母指をもってこの三千大千世界の大地を六種に動じ、…(中略)… 震えさ
せた。
誓願を立ててから退転することが無いかどうかを問題にしている点は三訳で同じである。
チベット訳では、
比丘は大地震動を起こすのに「この真実と真実の言葉により(bden pa dang
/ bden pa’i tshig ’dis)」と言い、漢訳では特に何も示されない。
そして阿閦菩薩は大地震動の因として、仏力は三訳共通である。さらに『阿閦』では「高
明力」
、
『如来会』では「本願善根力」
、チベット訳では「自身の真実の誓いの善根力(rang nis
bden pa’i dam bcas pa’i dge ba’i rtsa ba’i stobs)」が加わって大地が震動する。
チベット訳では比丘がすでに「真実の言葉により」と明言していることから、後に出る
「真実の誓い」もそれに対応したものと考えられる。この真実の言葉、いわゆる真実語
(satyavacana)が明示されているのはチベット訳のみである。
『如来会』の比丘の言葉には「誠
心」、「至言無妄」とあり、誓願という言葉の真実性が問題となってはいるが、真実語に相
当する訳語は見られない。
『阿閦』の「高明」は、
『阿閦』の他の箇所において菩薩の説法内容には「無所罣礙高明
之行」が有るべきであると説く部分に現われる。チベット訳では「無量なる弁才(spobs pa
tshad ma mchis pa)」
、流志訳では「無礙辯才說諸妙法」なっている139。「高明」にあたる
訳語は蔵訳にはないが、流志訳では「妙」とあり、優れたることを示す語（Skt.: sat など）
138
139

Pek.22,dzi,12a-b
支讖訳 T11, p.752b、流志訳 T.11, p.102c、チベット訳 Pek.22, dzi, 7b
43

を訳したものと考えられる。支讖訳における「高明」を「真実(satya)」の訳語であるとは見
なし難い。そうするとこの「高明力(優れたる力)」が真実語の力を指すのか、仏や菩薩の神
通を指すのかなどは判別できない。真実語の用例のある小品般若経でみてみると、支讖訳
『道行般若経』では八千頌般若経の真実語(satyavacana)を記した部分に「真」や「至誠」と
いう訳語を用いている140。『阿閦』の「高明」の原語は真実(satya)ではなかったと考えるほ
うが妥当であろう。
また『如来会』やチベット訳では「真実」ということと、それを「語る(あるいはその言
葉)」141という善根力が大地震動を引き起こしている。
『阿閦』には前述の「真実」だけでな
く「語る(言葉)」という要素も訳語には現れない。『阿閦』が原語に忠実な翻訳であるとす
れば、この六種震動の場面に真実語は説かれていなかったと考えられる。そして後代訳出
の『如来会』に言葉の無妄という視点、チベット訳に真実語が現われることから考えると、
『阿閦』より後の時代（紀元２世紀後半以降）に真実語がその場面に用いられるようにな
ったと推測される。支讖訳の「承佛威神。自蒙高明力」の仏威神と高明力とが同じもので
あると考えるならば、阿閦菩薩は仏より威神力を承け、その高明なる力(仏威神)を自ら蒙り
地を震動させたとも理解できる。つまり真実語ではなく、阿閦菩薩の誓願の不退を大目如
来が承認したということになるのである。そしてこの場面に、言葉の無妄や真実という観
念が加わり、真実語が説かれるようになったが、仏力の記述もそのまま残ったと考えられ
る。
無量寿経においても重誓偈の最後142に奇瑞を生じさせる一節がある。真実語に相当する
語は見られないが、真実の証明を示した一節であると指摘されている143。
『無量寿経』では、
三千世界が六種震動し、天によって散華され、自然に音楽が生じ、空中に必ず無上正覚を
成就するとの声が生じるというものである。この記述そのものに諸訳で大きな差異は無い
が、訳出年代の早い『大阿弥陀経』と『平等覚経』とには偈そのものが無く、奇瑞の記事
も無い。
前節にて小品般若経の菩薩一般の誓願について触れたが、その誓願やそれに続く恒伽提
婆の授記の記事の中でも、真実語も奇瑞の発現も説かれていない。小品般若経の真実語の
用例144では、真実を証明するために真実語を用いて奇瑞を示すというものではない。
『道行般若経』T.8, p.460a、Vaidya.p.191
satyavacana の語義について八木[2002]は、真実を宣言する行為という意味で「真実の宣
言」であり、また宣言されたものという意味で「真実の言葉」と述べている。
142 『無量寿経』では、偈の最期に奇瑞の発生を願い、その後の散文において奇瑞の発生が
説かれる。
法藏比丘說此頌已。應時普地六種震動。天雨妙華以散其上。自然音樂空中讚言。決
定必成無上正覺。(T12, p.269c)
また『大乗無量寿荘厳経』では奇瑞を願う記述は無く、偈の最後に「發是大願時 三千
大千界 震動遍十方」云々とのみ説かれている。
143 若原 [1994]
144 ここで言う用例については次項で触れる。
140
141
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以上のことから考えると、現在他方仏国土を説く最初期の経典とされる阿閦仏国経や無
量寿経、あるいはそれらと同時期に成立したと考えられる小品般若経においては、菩薩が
誓願の真実性を真実語によって証明するということは伝えられていなかったと言える。そ
れらは阿閦仏国経や無量寿経の後期の諸本に現われる。
『無量寿経』の事例を真実語とみな
すならば、
『阿閦』訳出の紀元２世紀後半から『無量寿経』訳出の紀元５世紀頃までの間に
説かれるようになったと思われる。
しかし真実語そのものは、これらの誓願説の中で現われたものではなく、また使用目的
も真実の証明だけではない。次項以下にこの真実語の用例について述べ、阿閦仏国経に見
られる真実語の背景について考える。

第二項

真実語の二種の用法

前項で挙げた阿閦仏国経の例からわかるとおり、真実語とは、何らかの真実を宣言する
こと145によって願望を成就するというものである146。上記の事例の場合、誓願が真実であ
り真実語であったのである。
真実語の用例については、これまで奈良[1973]、若原[1994]に多く紹介され、特にその真
実の内容や願望の内容によって整理されている。どちらの論考においても、真実の内容と
それにより求められる願望の内容とによって、真実語の分類がなされている点が共通して
いる。奈良[1973]では、真実語は真実そのものに付帯する力への信仰に基づいた、本質的に
は世俗的呪術から展開したものであり、このことは仏教徒の間でも公認であったと指摘さ
れた。そして仏教における真実語の用例には、三つの展開があることを指摘した。まずも
っとも素朴な形として、どんな内容であっても真実であれば、目的が成就されるという用
例。これには Jqtaka、M[la Sarvqstivqda Vinaya、Mahqvastu、Divyqvadqna、Avadqna 1ataka、
Milindapa`hq の用例を挙げている。次に真実の内容が仏教的観念に基づいたものとなる。こ
れも上とほぼ同じ資料から用例を引いている。ここまでは若原[1994]でも同様の指摘がされ
ている。最後に誓願(prazidhqna, prazidhi)と関わる真実語が指摘されているが、奈良[1973]
と若原[1994]とで異なる指摘が見られる。奈良[1973]では、捨身などを行うという決意を真
実として、出世間的な結果を願う真実語が誓願(prazidhqna, prazidhi)として説かれている用例

Brown[1940]によれば、リグヴェーダにおける真実(satya)とは宇宙の理法(3ta)に調和し
た生活や行為であるとされる。またその行為とは各々の個人的義務を誠実に果たすことで
あり、したがって一般化されたものではないとする。
146 真実語の基本的な構造は、ある「真実の宣言」があり、次いでその真実によって成就さ
れる「願望の宣言」が続くというものである。「真実の宣言」が示されず、文脈によって判
断される場合もある。本発表で言及している用例Ｂでも「真実の宣言」は示されないが、
前後の内容によって判断される。このような類型については八木[2002]において整理されて
いる。宣言される真実の内容は幅広く、文脈上無関係な一般的事実から、仏教の修行徳目
などが見られる。
（奈良[1973]、若原[1994]）
145
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を挙げる。これも Divyqvadqna、Avadqna 1ataka からの用例である。またこの三つ展開とは
別の指摘として、真実語の観念が satya adhi2whqna147の内容として説かれる例を法華経、小品
般若経、Jqtakamqlq から指摘し、真実語が菩薩や修行者など高次の資格の上に成り立つ呪的
儀礼として考えられていると述べている。一方、若原[1994]では、三昧王経、小品般若経、
法華経の例を挙げ、作仏への不退転の意思が真実の内容とされていることを指摘し、一般
的な真理や過去の美徳などを真実として宣言する第一、二の展開とは相違していることを
述べる。用いた資料は異なるが、真実の内容が未来への意思であることを指摘した点は奈
良[1973]と共通する。しかし若原[1994]ではさらに、本論文前項でも触れた無量寿経の事例
を挙げ、誓願が真実であることの証としての奇瑞の描写であると述べる。この用例として
他に勝鬘経、華厳経の真実語が指摘される。
以上の真実語の展開は、特に宣言される真実の内容に注目され、そこに仏教的観念が含
まれ、誓願と関わるようになるという経緯が描かれている。これらとは少し視点を変え、
これまでの研究で指摘されてきた真実語の用例を、それを用いる目的に注目してみると二
種類の用法が確認できる。一つは何らかの願望（奇跡的な現象）を成就するために真実語
を用いる場合であり、願望の成就そのものを目的としている。もう一つは、ある事柄が真
実であることを証明するために真実語を用いて奇瑞を起こす場合であり、こちらは真実の
内容が重要なのであり奇瑞そのものは目的ではない。この二つの用法をジャータカよりそ
れぞれ一例ずつ以下に挙げる。
Ａ

仏が魚の王であった時、干ばつで苦しむ同族の魚たちを救うために、以下のように

言って雨を降らせる。
‘‘ … mayA samAnajAtikAnaM khAdanaTThAne nibbattitvA taNDulapamANam pi macchaM AdiM
katvA khAditapubbo nAma n’ atthi, aJJo pi me pANo jIvitA na voropitapubbo, iminA saccena
devaM vassApetvA JAtisaMghaM me dukkhA mocehi iti ’’148
「…私は同族を食べる境界に生まれているが、たとえ米粒ほども魚をはじめとして
生き物をいままで食べたことは無く、他の生き物の命を奪ったこともない。この真実
によって、雨を降らし、私の親族たちを苦悩から脱せしめるように。
」と。
Ｂ

ある時、ブラフマダッタ王は薪拾いの女性と関係して子供（菩薩）を生ませたが、

後にその女性が子供を連れて王宮に訪れた時、王はこれを恥じて自分の子供ではないと述
べる。それに対してその女性は次のように言う。
“ deva idAni ThapetvA saccakiriyaM aJJo mama sakkhA n’ atthi, sac’ AyaM dArako tumhe
paTicca jAto AkAse tiTThatu, noce bhUmiyaM patitvA maratU ’’ ’ti bodhisattaM pAde gahetvA
147

パーリ語の sacca adhiwwhqna「真実への誓い」には真実語のような呪的な観念は含まれて
いないと述べられている（奈良[1973]）
148 jAtaka I p.331(PTS)
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AkAse khipi.149
「王よ、今となっては真実の宣言(saccakiriyA)150を除いて、他に私の証拠はありませ
ん。もしこの子があなたによって生まれたのならば、虚空に止まるように。もしそう
でないなら、地に落ちて死ぬように。」と言って、菩薩の両足を捕って空中に投げた。
投げられた子供はそのまま空中に座して法を説き、王は自分の子供であることを認めた
と説かれている。二例を整理すると以下のようになる。
〈真実〉

〈願望の成就〉

Ａ：殺生をしたことが無い

→ 雨が降る

Ｂ：子供は王の子供

→ 子供は虚空に浮く

⇒ 王の子供であるという証明

これら二つの例は、真実語によって願った通りの現象が起こる点は同じであるが、Ａで
は雨を降らせることが目的であり、Ｂでは王の子供であると証明されることが目的である。
真実語の事例は真実の内容に注目すればさらに細分化されるが、このように真実語を用い
る目的に着目すれば二種類の方向性が確認できる151。ただし用例Ｂや阿閦仏国経のような
証明のための真実語は、真実語の基本的概念の上に成り立つものである。用例Ａのような
奇瑞を起こす真実語の用法の中から出てきたものと思われる。
前述の阿閦仏国経の場合、阿閦菩薩が大地を震動せしめたのは、ある比丘の要請に応じ
たものである。しかし大地震動そのものが目的ではなく、大地が震動することにより、阿
閦菩薩の誓願が正しい誓願であると証明されることが目的である。真実語を用いる目的と
いう点で前掲の用例Ｂと同じ用法と言える。したがって用例Ｂや阿閦仏国経にみられる特
徴的な要素として、真実を証明しなければならない相手が登場している点もまた指摘でき
る。

149

jAtaka I p.135(PTS)

150

藤田[1984]では「真実の誓い」と訳し、真実語（saccavacana）と同じであるとする。
（藤田[1984]
p.152,423）本論文では誓願などの言葉と区別するため、
「宣言」と訳した。
151

指摘した二種の用法にまたがる用例もあり、完全に二分化することはできない。

samburajAtaka(jAtaka V pp.88-98)では、病の為に森で暮らすようになったソッティセーナ王
子が、看病をする妻サンブラの自分に対する愛情に疑いを抱く話が説かれている。王子か
ら、他に誰か愛しい者がいるのではないかと言われたサンブラは、王子以外に愛しい者は
いないという真実語(saccavajja)により、王子の病を癒してみせる。この用例ではサンブラは
愛情の証明の為に真実語を用いているが、看病をしていることから病の治癒も目的と考え
られる。ただしこの本生話はサンブラの王子への献身を描いたものであるので、病の治癒
は副次的な目的である。
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第三項

誓願と真実語

用例Ｂに登場した真実を証明すべき相手は、阿閦仏国経だけでなく他の大乗経典の真実
語の場面にも現われる。本項ではこれらの記事を含む大乗経典が編纂された状況として、
菩薩の誓願に何らかの疑問を持つ者が存在したことについて述べる。
阿閦仏国経と同じ形式の誓願を説く大宝積経の妙慧童女会において、釈尊に説かれた菩
薩行（四十の法）の実践を誓う誓願の後に真実語の記事が見られる。誓願を立てた妙慧に
対して目連が次のように言う。
チベット訳 妙慧童女会
bu mo byang chub sems dpa' rnams kyi spyod pa ni / nyams 'og tu chud par dka' na
/ khyod 'di lta bu yang dag par len par byed na / khyod kyi sems la dbang thob bam
//

152

「童女よ、諸菩薩の行が、心を従えることにおいて困難であるならば153、汝はこのよ
うなこと(四十の法)を実に得るようになり、汝の心に自在を得るのか154」
これに対して妙慧は真実語を用いた奇瑞を示して応える。
チベット訳 妙慧童女会
btsun pa mo'u dgal gyi bu bden pa dang bden pa'i tshig gang gis / bdag gis chos
thams cad yongs su rdzogs par byed par 'gyur ba'i bden pa dang / bden pa'i tshig
des stong gsum gyi stong chen po'i 'jig rten gyi khams 'di rnam pa drug tu g-yos ste
/ lha'i me tog gi char 'bab par gyur cig / ma dkrol bar yang sil snyan gyi sgra 'byung
bar gyur cig ces byas so //155
「尊者目連よ、この真実と真実語によって、
〔すなわち〕私が一切の法(四十の法)を普
く完全に行じようという真実と真実の言葉によって、三千大千世界は六種に動じ、天
の花の雨は降れよかし、演奏されること無くまた伎楽の音も起これよかし」と言った。

Pek.24, dzi, 27b
北京版では nyams 'og tu chud par bka' na とあり、
「（菩薩行が）心を従えるよう戒める
ものであるならば」となるが、この部分はデルゲ版の dka'に従った(sDe.9, ca, 436)。
『大宝
積経』妙慧童女会の相当箇所でも「菩薩之行甚難可行。汝今発斯殊勝大願。豈於是願得自
在耶。
」
（T11, p.548b）とある。
154 デルゲ版では ci khyod kyis sems la dbang thob bam(sDe.9, ca, 436)「どうして汝は心
に自在を得るのか？」とあり、北京版より疑いの色合いが明確である。漢訳もデルゲ版に
同じである（前注を参照）
。
155 Pek.24, zi, 27b
152
153
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また同じく「仏を欺く」という誓願形式の大宝積経 無垢施菩薩応弁会においても、菩薩
行の成就に疑問を持った目連に対して、真実語による大地震動などの奇瑞を示す。156
阿閦仏国経では一人の比丘に対して奇瑞を示し、妙慧童女会や無垢施菩薩会では目連に
対して奇瑞を示している。出家修行者を対象とした奇瑞である。
勝鬘経でも誓願に続いて真実語の記事があるが、比丘や目連といった特定の立場の者か
らの要請によってではなく、
「善根の微弱な衆生たち」157の疑惑を除くために勝鬘夫人が自
ら奇瑞を示す。また、先に触れた無量寿経の真実語は重誓偈の末尾に説かれ、そこには法
蔵菩薩に誓願の真実性の証明を求める者は示されない。これら二経の例では、阿閦仏国経
などより奇瑞を示す対象が一般化している。また他者からの要請や疑問を受けてではなく、
誓願者自身が能動的に奇瑞を示す。さらにこれら二経の奇瑞の中には、虚空に声が生ずる
というものがある。勝鬘経ではその声によって勝鬘夫人の言葉が真実であると言われ、無
量寿経では無上正覚の成就に決定していると言われることが説かれる。これら二経の真実
語は、阿閦仏国経、妙慧童女会、無垢施菩薩応弁会のものよりも、奇瑞の描写や用法の点
において形式化が進んでいるようである。
支讖訳『阿閦』では真実語ではなく、仏力によって奇瑞を示していたものが、流志訳や
チベット訳には仏力を残したまま真実語を明示するようになる。無量寿経の諸訳において
も、
『大阿』と『平等覚経』に無かったものが後の諸訳には説かれるようになる。特に『大

156

目連が無垢施菩薩に次のように言う。
bu mo khyod ’di skad smra pa ni ngo mtshar to // byang chub sems dpa’ rnams kyi
byang chub sems dpa’i spyod ba bsgrub dka’ bar mi shes sam //「童女よ、汝がこのよ
うに言ったことは驚くべきことである。
〔汝は〕諸菩薩の実践を成し遂げることは困難
であると知らないのか？」
これに無垢施菩薩が真実語を用いて応える。
btsun ba mo’u dgal gyi bu chen po bden pa dang / bden pa’i tshig gang gis / bdag
ma ’ongs pa’i dus na / ji ltar da ltar de bzhin gshegs pa mngon gsum du bzhugs pa
bzhin tu / de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa’i sangs rgyas
su ’gyur pa dang / ji ltar btags pa’i chos ’di dag kyang yang dag par blangs te / gnas
par ’gyur zhes na / bden dang bden pa’i chig gang gis des / stong gsum gyi stong chen
po’i ’jig rten gyi khams ’di rnam pa drug du g-yos par gyur cig / sems can gang la
yang gnod pa med par gyur cig / … (Pek.24, zi, 271a-b) 「尊者大目乾連よ、私は未来
の時に、如来が明らかにまします如くに、如来・応供・正等覚となり、（目乾連が）批
判したこれらの事柄をも正しく得て、住するようになるならば、その真実と真実の言葉
によって、この三千大千世界は六種に動じるように、いかなる衆生もまた過失がなくな
るように、…」
妙慧童女会や無垢施菩薩応弁会の誓願と真実語について Schuster[1981]は、仏前でなされ
る決心という点においては似た機能を果たし、区別が困難であることを述べる。しかし仏
前であるとはいえ、どちらの場合も誓願と真実語とは目的を異にしている。誓願は最正覚
の成就や国土の荘厳に向けられており奇瑞を願うものではなく、真実語は奇瑞を願うもの
で最正覚の成就を奇跡的に実現するものではない。
157 sems can dge ba’i rtsab chung ngu la la dag (Pek.24, ’i, 261a)、諸眾生善根微薄 (T12,
p.217)
49

阿』などには重誓偈そのものが説かれないのであるから、単に真実語が後に挿入されたと
いうよりも、挿入される重誓偈が作られた時には誓願の場面にその真実性を証明する一節
を付すという形式がすでに現われていたと考えられる。
以上のように、阿閦菩薩の誓願はその真実性を疑う出家修行者を意識して説かれるので
ある。では何故、他の修行者に誓願の真実性を証明する必要があるのか考えなければなら
ない。先に燃燈仏授記と阿閦菩薩記事との構造上の違いに触れ、阿閦菩薩記事や授記内容
に出自などが説かれないのは、菩薩一般の菩薩行を阿閦菩薩を通して明示するためである
と述べた。同様に、他の修行者の疑いを意識しなければならないのも、阿閦菩薩の行を菩
薩一般の行へと展開させることを目的としているからと考えられる。
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第四章
第一節

阿閦仏国経における菩薩
菩薩一般と阿閦仏の関係

阿閦仏国経全体にわたって繰り返される一文がある。そこでは、最正覚を成就したい菩
薩は阿閦菩薩の行を学ぶべきであると説かれる。その初出は前節で述べた真実語の直後に
釈尊が舎利弗に語ったものである。
『阿閦』発意受慧品第一
若有菩薩欲成無上正真道最正覚者。當学阿閦菩薩摩訶薩行。菩薩摩訶薩以学阿閦菩
薩行者。不久亦當即取仏刹土。當復成無上正真道最正覚也。158
若し菩薩の、無上正真道の最正覚を成ぜむと欲する者有らば、当に阿閦菩薩摩訶薩
の行を学ぶべし。菩薩摩訶薩の、以て阿閦菩薩の行を学ぶ者、久しからずして亦た当
に即ち仏刹土を取るべし、当に復た無上正真道の最正覚を成ずべきなり。
先行する真実語による証明は授記を与える大目如来に向けられたものではなく、誓願達
成に疑いを抱く修行者、とりわけ最正覚の成就を求める菩薩に向けられたものであること
が分かる。それは彼らに阿閦菩薩の行を学ばせるためである。
同様の文は阿閦仏国への往生方法が記された往生因縁品第六にも説かれる。往生方法は
いくつか列挙され、その第一の方法として阿閦仏の菩薩時代の行を実践すべきことが説か
れる。
『阿閦』仏般泥洹品第五
是菩薩摩訶薩。當学阿閦仏昔求菩薩道時行。當発如是意願。令我生阿閦仏剎。菩薩摩
訶薩用是行故得生彼仏剎。159
T11, p.753a、流志訳：是故菩薩摩訶薩欲証阿耨多羅三藐三菩提者。應学不動菩薩摩訶薩。
若有菩薩善修其行。當獲如彼仏剎。及能速証阿耨多羅三藐三菩提。(T11, p.103a)、チベッ
ト訳：de lta bas na byang chub sems dpa' sems dp' chen po bla na med pa yang dag par
rdzogs pa'i byang chub mngon par rdzogs par 'tshang rgya bar 'dod pas / byang chub
sems dpa' sems dpa' chen po mi 'khrugs pa de'i spyod pa'i rjes su bslab par bya'o // sha ra
dwa ti'i bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po mi 'khrugs pa'i rjes su slob pa'i
byang chub sems dpa' sems dpa' chen po ni / de 'dra ba kho na'i sang rgyas kyi zhing
yongs su 'dzin cing / myur du bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub mngon
par rdzogs par 'tshang rgya'o //(Pek.22, dzi, 12b)「それ故、無上正等覚を究竟円満に覚る
ことを望む菩薩摩訶薩は、阿閦菩薩摩訶薩の行に従って学ぶべきである。舎利弗よ、阿閦
菩薩摩訶薩に従う菩薩摩訶薩は、ちょうどそれと等しい仏国土を完全に得て、速やかに無
上正等覚を究竟円満に覚るであろう。」
159 T11, p.761b、流志訳：若菩薩摩訶薩。欲生妙喜世界者。應学不動如来往昔行菩薩行。発
弘誓心願生其国。如是行願能作因縁生彼仏剎。(T11, p.109c)、チベット訳：'di la byang chub
sems dpa' sems dpa' chen pos bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa dgr bcom pa yang dag
158
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是れ菩薩摩訶薩、当に阿閦仏の昔に菩薩道を求めたる時の行を学ぶべし。当に是くの
如き意願を発すべし。我をして阿閦仏刹に生ぜしめむ、と。菩薩摩訶薩、是の行を用て
の故に彼の仏刹に生ずるを得む。
真実語の後の記述の中に、仏国土を取ることが最正覚成就と併記されていた。この仏国
土についてもやはり阿閦菩薩を模範とすることが説かれている。阿閦仏国の荘厳を列挙し
た仏刹功徳荘厳品第二、及び往生因縁品第六(支讖訳では仏般泥洹品第五)に以下のように説
かれる。
『阿閦』阿閦仏刹善快品第二
若有菩薩摩訶薩。欲取厳浄仏剎者。當如阿閦仏昔行菩薩道時。所願厳浄取其剎。160
若し菩薩摩訶薩有りて、厳浄の仏刹を取らむと欲せば、当に阿閦仏の昔菩薩道を行じ
たる時に厳浄を願いその刹を取りたるが如くすべし。
『阿閦』仏般泥洹品第五
若菩薩欲淨其佛剎之善快者。欲取者。當如是清淨取之。如阿閦佛昔行菩薩道時。所取
清淨佛剎之善快。161
par rdzogs pa'i sangs rgyas mi 'khrugs pa de sngon byang chub sems dpa'i spyad pa
spyod pa'i spyod par gyur pa gang yin pa'i spyod pa de dag la spyad par bya zhing /
spyod pa de dag bsgrub par bya'o zhes de ltar sems bskyed cing smon lam btab na /
sangs rgyas kyi zhing 'jig rten gyi khams mngon par dga' ba zhes bya ba der bcom ldan
'das de bzhin gshegs pa dgra bcom pa la yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas mi 'khrugs
pa de'i drung du skye bar 'gyur te / shq ra dwa ti'i bu byang chub sems dpa' sems dpa'
chen po sangs rgyas kyi zhing der skyes par 'gyur ba'i rgyu ni de yin rkyen ni de yin no
//(Pek.22, dzi, 58b)「ここ(娑婆世界)において、菩薩が、世尊如来応供正等覚たる阿閦が過
去に菩薩行を行ずるところの行を、何であれそれらの行を行ずべきであり、
『それらの行を
完成しよう』と、そのように心を生じて、誓願を立てたならば、妙喜世界と呼ばれる仏国
土において、世尊如来応供正等覚たる阿閦の御前に生まれるだろう。舎利弗よ、菩薩摩訶
薩が仏国土に生まれるための因であり、縁である。
」
160 T11, p.756b、流志訳：若菩薩摩訶薩欲摂仏土者。應當摂受如是功德。及浄修仏国。如不
動如来行菩薩行。摂受仏剎功德荘厳。(T11, p.106a)、チベット訳：de lta bas na byang chub
sems dpa' sems dpa'chen po sangs rgyas kyi zhing gi yon tan bkod pa yongs su sgrub par
'dod pas ji ltar bcom ldan 'das … mi 'khrugs pa de sngon byang chub sems dpa'i spyad
pa spyod pa na sangs rgyas kyi zhing gi yon tan bkod pa phun sum tshogs pa dag yongs
su gzung ba dang / sangs rgyas kyi zhing yongs su sbyangs pa de ltar sang rgyas kyi
zhing gyi yon tan bkod pa phun sum tshogs pa dag yongs su gzung bar bya / de ltar
sangs rgyas kyi zhing yongs su sbyang bar bya'o //(Pek.22, dzi, 32a)「それ故、仏国土の
功徳の配列を完全に成し遂げんと欲する菩薩摩訶薩は、世尊…阿閦が過去に菩薩行を為し
たとき、仏国土の円満された諸の功徳の配列を完全に得て、仏国土を完全に浄めたように、
仏国土の円満された諸功徳の配列を得るべきであり、そのように仏国土を完全に浄めるべ
きである」
161 T11, p.762b、流志訳：若菩薩摩訶薩。願當摂受清淨仏剎者。應如不動如来往修菩薩行。
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若し菩薩其の仏刹の善快を浄めむと欲さば、取らむと欲さば、当に是くの如く清浄に
之を取るべし。阿閦仏の昔に菩薩道を行じたる時に取りたる所の清浄なる仏刹の善快の
如し。
このように仏国土についても阿閦仏の菩薩時代を模範とすべきことが説かれる。
さらに、阿閦仏の菩薩時代というようなことは明記されないが、阿閦仏国の諸菩薩は二
乗に堕ちることがないのは不退転であるからであり、さらにそれを詳しく説明して、諸仏
国土へ往生し常に諸仏にまみえることが説かれる。
『阿閦』諸菩薩学成品第四
所以者何。其人即為立不退転地。従一仏剎復至一仏剎。目常悉見諸仏。皆悉諷誦仏道
行。當成無上正真道最正覚。常當見若干百仏若干千仏若干億那術百千仏。於彼積德本。
162

所以は何ん。その人即ち為に不退転地に立てばなり。一仏刹従り復た一仏刹に至り、
目して常に悉く諸仏を見て、皆悉く仏の道行を諷誦し、当に無上正真道の最正覚を成ず
べし。常に当に若干百仏、若干千仏、若干億那術百千仏を見て、彼にて徳本を積むべし。
この最正覚成就への道程は阿閦菩薩が歩んだものと同じである。阿閦菩薩記事において
植衆德本厳浄仏刹已。及當如是摂取功德。(T11, p.110b)、チベット訳：de lta bas na byang
chub sems dpa' sems dpa' chen po sangs rgyas kyi zhing gi yon tan bkod pa yongs su
sbyong bar 'dod pa dang / yongs su 'dzin par 'dod pas ji ltar bcom ldan 'das … mi
'khrugs pa de sngon byang chub sems dpa'i spyad pa spyod pa na sangs rgyas kyi zhing
gi yon tan bkod pa yongs su sbyangs shing / yongs su bzung ba de ltar yongs su sbyang
zhing de ltar yongs su gzung bar bya'o //(Pek.22, dzi, 64a)「それ故、仏国土の功徳の配列
を清めんと欲し、完全に得んと欲する菩薩摩訶薩は、世尊…阿閦が過去に菩薩行を為した
とき、仏国土の功徳の配列を完全に浄めて、完全に得たように、そのように完全に浄めて、
そのように完全に得るべきである」
162 T11, p.759a、流志訳：従一仏剎至一仏剎。歷事供養諸仏如来。於諸仏所聴聞正法。雖未
証得無上菩提。
而能見彼無量百千乃至億那由他百千諸仏。
於諸仏所種諸善根。
(T11, p.108a)、
チベット訳：de ci'i slad du zhe na / de ni phyir mi ldog pa'i sa la gnas par 'gyur zhing /
yang dag par rdzogs pa'i byang chub mngon par rdzogs par sangs rgyas par ma gyur gyi
bar du sangs rgyas kyi zhing nas sangs rgyas kyi zhing du mchi bar 'gyur ba dang /
thams cad du yang de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs
rgyas mngon du gyur pa dag mnyes par bgyid pa dang / thams cad du yang sangs rgyas
kyi byang chub tshol bar 'gyur ba dang / sangs rgyas brgya phrag mang po dang / …
sangs rgyas bye ba khrag khrig brgya stong phrag mang po dag kyang mthong bar 'gyur
zhing / sangs rgyas bcom ldan 'das de dag la dge ba'i rtsa ba dag kyang skrun par 'gyur
ba'i slad du ste /…(Pek.22, dzi, 44b)「それは何故かと言えば、彼(阿閦仏国の菩薩)が不退
転地に住し、無上正等覚を究竟円満に覚らない間に、仏国土から〔また別の〕仏国土へ赴
き、どこにおいても、如来応供にして正等覚を証した方々を喜ばせ、どこにおいても、仏
の菩提を求め、百もの諸仏 … 百千億那由他もの諸仏をも見て、仏世尊の御許で諸善根を
も生じるからである。…」
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授記の後で阿閦菩薩の行をさらに広説する中に、以下のように諸仏にまみえることが同様
の文言で説かれる。
『阿閦』発意受慧品第一
阿閦如来昔行菩薩道時。世世見如来一切常奉梵行世世亦作。是名阿閦菩薩。従一仏剎
復遊一仏剎。所至到処目常見諸天中天生於彼。…（中略）…阿閦如来行菩薩道行。世世
常自見如来無所著等正覚。常修梵行。163
阿閦如来、昔に菩薩行を行じたる時、世世に如来一切の常に梵行を奉じたまへるを見
て、世世に亦た作せり。是を阿閦菩薩と名づく。一仏刹従り復た一仏刹に遊び、至到せ
る所の処にて、目して常に諸の天中天の彼に生じたまへるを見たり。…（中略）…阿閦
如来、菩薩の道行を行じたる〔時〕、世世に常に自ら如来無所著等正覚を見て、常に梵
行を修せり。
以上のように阿閦仏国経において、阿閦仏、特にその菩薩時代が諸菩薩の模範として説
かれていることは明らかである164。行については「阿閦菩薩の…を学ぶべし」
、国土につい
ては「阿閦菩薩の…の如し」というように説かれる。この説かれ方は Strauch[2010]で指摘
されたＢＣ２における阿閦仏国土（阿比羅提）の言及箇所の特徴と同じと言ってよい。Ｂ
Ｃ２でも「ちょうど阿閦如来の仏国土のように」という表現で他の諸仏国土を描写する。
Strauch[2010]によれば、ＢＣ２と阿閦仏国経との間に共通点はみられるが、文献上は別個
のものであり、影響関係も立証し難いとされる。また BC２は現在も調査中であり、公開さ
れているのも半分に満たないため、今後、諸菩薩の模範という位置付けとは異なる記述が
現われる可能性もある。しかし少なくとも仏国土については、阿閦仏国土は菩薩一般の求
める仏国土の模範として位置づけられている。
前章で述べた誓願の構造にさかのぼると、阿閦菩薩は大目如来の説いた菩薩行に従って
誓願を立てて、後に阿閦仏となった。その菩薩行は大目如来の為した行としてではなく、
菩薩一般のあり方として示される。そのため誓願は実践されなければ大目如来だけでなく
T11, p.754c、流志訳：彼由往昔於生生処供養奉事諸仏如来。於彼仏所常修梵行。由是因
縁生生之処。還復本名号為不動。従一仏剎至一仏剎。生有仏世常見如来。…（中略）…彼
不動菩薩往昔行菩薩行時。生生之処常修梵行供養諸仏。(T11, p.104b)、チベット訳：
「世尊
如来応供正等覚たる阿閦は過去に菩薩行を為したる時、全ての生涯において、諸の如来を
喜ばせ厭わせなかった。常にまた、梵行を修し、常にまた以下の如く、阿閦(不動)という御
名の如くになって、仏国土から〔また別の〕仏国土に行き、仏世尊が現前に住される随所
に生まれたのである。
」
164 阿閦仏は現在仏でありながら、その菩薩時代の行を示すことにその説示の意図があった
とすれば、過去に重点が置かれていると言える。椎尾[1972]において東方阿閦仏説の背景の
一つとして、過去を表わす pubbo に東方の意味がある点が指摘されている。この指摘は語
義上の分析によるものであるが、菩薩一般に対して菩薩行を示すという思想的背景も備わ
っていると言える。
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同様の菩薩行を完成した諸仏をも欺くことになると考えられる。そして本章で見たように、
阿閦菩薩の行はさらに菩薩一般の行として拡大される。つまり阿閦仏国経では、菩薩一般
の行を説示するために阿閦仏の事跡に置き換えて説き、それを踏まえて、菩薩一般に対し
て阿閦仏の菩薩時代の行を学ぶべきことなどを繰り返すのである。これが阿閦仏国経にお
ける阿閦仏の役割であり、菩薩一般との関わりであると考える。

第二節

阿閦仏国の諸菩薩 ―不退転―

阿閦仏国経にはまとまった菩薩の階位を説く部分は見られないが、阿閦仏国の菩薩の特
徴として不退転が繰り返し説かれる。前節の内容を踏まえると、阿閦仏の菩薩時代を模範
として学ぶ菩薩が、無上正等覚を成就する過程で目標とする境地と言える。それ故、不退
転を阿閦仏国の菩薩として説いたと考えられよう。そこで菩薩衆品に説かれる不退転の内
容を検討し、本経の菩薩道における問題意識を明らかにしたい。
本経の不退転菩薩の記述はいくつかの決まった文言と共に現われる。特に繰り返される
のは、二乗を超越し退堕しないことと、諸仏を離れないことである。本経ではこの二点を
中心に不退転菩薩の相を種々に説くのである。これらの記述は菩薩衆品第四の全体に散見
され、本品の中心的教説となっている。
① まず阿閦仏国の菩薩が不退転菩薩であり、決定して菩提に向かうことが説かれる。
『阿閦』
菩薩生阿閦仏刹者。其行皆住清浄。為行諸法。為在諸法士。為以住於法。為仏道不
可動転。復當堅住阿惟越致。仏語舍利弗。若善男子善女人。於是世界若他方世界。終
亡往其剎者等輩。得入諸仏住。其菩薩為得覚意入無恐懼。覚意菩薩。合会於智慧度無
極在所各同義。見世尊知所住。165
T11, p.758b、流志訳：若住不動如来清浄仏剎者。彼諸衆生終不退墮。不可引摂。亦不退
還。住無上菩提。有大勢力不可搖動。永無退転。舍利弗。若有善男子善女人。於此世界或
他世界。若命終後生於彼土。即於生時得如是念。我已入如来室住無畏城。舍利弗。彼諸菩
薩所有言議。皆与般若波羅蜜相応。互相遵敬起導師想。(T11, p.107b)、チベット訳： shq
ra dwa ti'i bu bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i
sangs rgyas mi 'khrugs pa de'i sangs rgyas kyi zhing gi byang chub sems dpa' gang yin
pa de dag ni rnam par dag pa dang / snying po la gnas pa dang / phyir mi ldog pa'i chos
can dang / mi 'phrogs pa'i chos can dang / phyir mi zlogs pa'i chos can sha stag ste / de
dag ni byang chub tu nges pa dang / byang chub las mi bskyod mi g-yo zhing / byang
chub sems dpa' de dag ni bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub las phyir
mi ldog pa'i gnas la gnas pa sha stag tu rig par bya'o // shq ra dwa ti'i bu byang chub
165
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菩薩の阿閦仏刹に生じたる者、その行は皆清浄に住し、為に諸法を行じ、為に諸法
士に在り、為を以て法に住し、仏道を為して動転すべからず。復た当に堅く阿惟越致
に住すべし。善男子善女人、是の世界、若しくは他方世界に於いて、終に亡し其の刹
に住する者等の輩は、諸仏の住に入るを得。其の菩薩為に覚意を得て無恐懼に入る。
覚意の菩薩、智慧度無極に於いて合会して各義を同じくする所に在りて、世尊と見て
住する所を知る。
「為仏道不可転動」や「阿惟越致」についてチベット訳では「菩提に決定し、菩提より
動じず動ぜられず」
、「無上正等覚から不退転の位」とし、菩提に向かうことが決定した者
たちであることが説かれる166。また「智慧度無極」云々の部分は難解であるが、チベット
訳では「般若波羅蜜と相応した言葉を話し、互いに師の念を抱くようになる」とある。
②

支讖訳で説くところの「入諸仏住」や「無恐懼」がどのような状態かについては、弊

魔167に害されない状態を指す。次に示すように、阿閦仏国の菩薩が不退転である理由とし
て弊魔による障礙が無いことが説かれ、それが阿閦菩薩の行と願によるものであると説か
れる。
『阿閦』
若一世菩薩於是世界他方世界終亡。生阿閦仏刹者。甫當生者皆得阿惟越致。所以者何。
其仏剎無有憋魔事在前立。憋魔亦不嬈人。…(中略)…如是舍利弗。阿閦仏昔求菩薩道時。
sems dpa' sems dpa' chen po gang la la dag 'jig rten gyi khams 'di nas shi 'phos sam 'jig
rten gyi khams gzhan dag nas shi 'phos kyang rung ste / sangs rgyas kyi zhing der skyes
sam / skye 'am / skye bar 'gyur ba de dag thams cad ni de bzhin gshegs pa'i mdzod du
zhugs par rig par bya'o // mi 'jigs pa'i grong khyer du zhugs par rig par bya'o // shq ra
dwa ti'i bu sangs rgyas kyi zhing de na byang chub sems dpa' de dag ni shes rab kyi pha
rol tu phyin pa dang ldan pa'i gtam brjod cing / gcig la gcig ston pa'i 'du shes nye bar 'jog
par byed do //(Pek.22, dzi, 41b-42a)「舎利弗よ、世尊如来応供正等覚たる阿閦の仏国土の
諸菩薩は皆、完全に清浄であり、甘露に住し、不退転の性質を持ち、
（他に心を）奪われな
い性質を持ち、
（他に心を）転じない性質を持つ者ばかりであり、彼らは菩提に決定し、菩
提より動じず動ぜられず、その菩薩たちは無上正等覚から不退転の位に住する者ばかりで
あると知るべきである。舎利弗よ、この世界から死のうとも、あるいは他の世界から死の
うとも、その仏国土に已に生まれ、生まれ、生まれるであろう一切の諸菩薩は、如来の蔵
に入ると知るべきである。無畏の城に入ると知るべきである。舎利弗よ、その仏国土にお
いて諸菩薩は般若波羅蜜と相応した言葉を話し、互いに師の念を抱くようになる。
」
166 支讖訳では阿閦仏国に生まれることを「入諸仏住」と説く。阿閦仏の許で修行すること
は、阿閦仏のみならず諸仏の住に進み入ることであり、阿閦仏が諸仏を代表して菩薩一般
の模範となっていることを示している。ただし流志訳では「如来室」
、チベット訳では「如
来の蔵(de bzhin gshegs pa'i mdzod)」とあり単数で説かれる。
167 『阿閦』では十一箇所で「憋魔」と訳され、
「弊魔」の訳語は一例のみである。ただし
「憋＝弊【宋】
【元】
【明】
【宮】
」(T11, p.753, 脚注 5)などの注記があり、本論文ではこれ
に従い「弊魔」と表記した。ただし原文はそのまま「憋魔」として挙げることとした。
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行願德本如是乃得仏道。消除於憋魔毒不復嬈人。阿閦仏成無上正真道最正覚時。憋魔不
能復来嬈。亦不能復嬈諸菩薩摩訶薩及凡人。168
若し一世の菩薩、是の世界、他方世界に於いて終に亡し、阿閦仏刹に生まれたる者、
甫めて当に生まるべき者、皆阿惟越致を得。所以は何ん。其の仏刹に弊魔の事、前に在
りて立つこと有る無し。弊魔亦た人を嬈さず。…(中略)…是くの如く舎利弗よ、阿閦仏、
昔に菩薩道を求めたる時、行願の徳本は是く如くにして、乃ち仏道を得て、弊魔の毒を
消除し復た人を嬈さざらしめたり。阿閦仏、無上正真道の最正覚を成じたる時、弊魔復
た来たりて嬈すことあたはず、亦た復た諸菩薩摩訶薩及び凡人を嬈すことあたはず。
三訳通じて弊魔の他を乱すなどの作用が無くなると説かれ、阿閦仏国に弊魔が存在しな
いとは説かれない。それだけでなく弊魔は出家学道を勧めるとされる。菩薩の退転・不退
転の相違の一つは出家学道の有無であると考えられる。このことは阿閦菩薩記事にも表れ
ており、阿閦は名も無い「比丘」から「阿閦菩薩」へと表記を変えた後で出家修行の詳細
について誓願を立てる。つまり菩薩と呼ばれることに出家は条件となっていないのである。
③

出家在家による退転・不退転は菩薩道の中でのものであるが、本経で何度も説かれる

のは菩薩乗と二乗との関わりにおける退転・不退転である。善男子善女人は七宝で三千大
千世界を満たして布施することで阿閦仏国に生まれると説かれ、その根拠として声聞・縁
覚の道に堕ちないからであり、不退転だからであると説かれている。
『阿閦』
賢者舍利弗白仏言。唯天中天。若善男子善女人。以七宝満三千大千世界。持用布施得
生阿閦仏刹者。其人不當惜也。便當布施。所以者何。其人不復墮弟子縁一覚道。所以者
何。其人即為立不退転地。従一仏剎復至一仏剎。目常悉見諸仏。皆悉諷誦仏道行。當成

(T11, p.758c-759a)、流志訳、チベット訳：byang chub sems dpa' sems dpa' chen po
gang la la dag 'jig rten gyi khams 'di nas shi 'phos sam / 'jig rten gyi khams gzhan dag
nas shi 'phos kyang rung ste / bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag
par rdzogs pa'i sangs rgyas mi 'khrugs pa de'i sangs rgyas kyi zhing du skyes sam / skye
'am / skye bar 'gyur ba de dag thams cad ni bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i
byang chub las phyir mi ldog par lung bstan pa 'thob par 'gyur ro //de ci'i phyir zhe na /
sha ra dwa ti'i bu sangs rgyas kyi zhing de na bar chad byed pa'i bdud dang bdud kyi ris
kyi lha rnams nye bar gnas pa med la / bdud kyi las rnams nye bar gnas pa med cing /
mtho 'tsham par zhugs pa med pa'i phyir ro // (Pek.22, dzi, 43b)「この世界から死のうと
も、別の世界から死のうとも、世尊如来応供正等覚たる阿閦の仏国土にすでに生まれ、生
まれ、生まれるであろう一切の諸菩薩摩訶薩は、無上正等覚から退転しないことにおいて
授記を得るだろう。なぜかと言えば、舎利弗よ、その仏国土において障礙となるマーラと
マーラ族の諸天が近づくことはなく、マーラの諸の所作が及ぶことはなく、害させること
はないからである。
」
168

57

無上正真道最正覚。常當見若干百仏若干千仏若干億那術百千仏。於彼積德本。169
賢者舎利弗仏に白して言はく。唯天中天よ、善男子善女人、七宝を以て三千大千世界
を満たし、持て布施するを用て阿閦仏刹に生まるるを得る者、その人当に惜しむべから
ざるなり。便ち当に布施すべし。所以は何ん。其の人復た弟子・縁一覚道に堕ちざれば
なり。所以は何ん。其の人即ち為に不退転地立てばなり。一仏刹より復た一仏刹に至り、
目に常に悉く諸仏を見て、皆悉く仏の道行を諷誦し、当に無上正真道の最正覚を成ずべ
し。常に当に若干百仏、若干千仏、若干億那術百千仏を見て、彼に於いて徳本を積むべ
し。
二乗に堕ちないことは不退転に住することと併記され、その道行として常に諸仏にまみ
えて徳本を積むことが説かれる。舎利弗のこの言葉を釈尊は承認し、阿閦仏国に住する諸
菩薩は清浄であると説き170、さらに如来のみを依り所とすると説く。
169 T11, p.759a、流志訳：時舍利弗白仏言。世尊。若有善男子善女人。以七宝満三千大千
世界。持用布施願生彼国。由茲行願此善男子善女人。終不退墮声聞辟支仏地。従一仏剎至
一仏剎。歷事供養諸仏如来。於諸仏所聴聞正法。雖未証得無上菩提。而能見彼無量百千乃
至億那由他百千諸仏。於諸仏所種諸善根。 (T11, p.107c)、チベット訳： btsun pa bcom ldan
'das gal te rigs gyi bu 'am / rigs kyi bu mo sangs rgyas kyi zhing de la dga' zhing / nyan
thos dang / rang sags rgyas kyi sa las ldog par 'tshal ba dang / nges pa'i gnas su mchi
bar 'tshal ba las / stong gsum gyi stong chen po'i 'jig rten gyi khams 'di rin po che sna
bdun gyis yongs su bkang ste / sbyin pa stsal na de sbyin pa stsal pas sangs rgyas kyi
zhing der skye bar 'gyur bas sbyin pa de ni legs par btang ba lags so // de ci'i slad du zhe
na / de nyan thos nyid dam / rang sangs rgyas nyi du ldog pa'i skal pa can ma lags pa'i
slad du'o // de ci'i slad du zhe na / de ni phyir mi ldog pa'i sa la gnas par 'gyur zhing /
yang dag par rdzogs pa'i byang chub mngon par rdzogs par sangs rgyas par ma gyur gyi
bar du sangs rgyas kyi zhing nas sangs rgyas kyi zhing du mchi bar 'gyur ba dang /
thams cad du yang de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs
rgyas mngon du gyur pa dag mnyes par bgyid pa dang / thams cad du yang sangs rgyas
kyi byang chub tshol bar 'gyur ba dang / sangs rgyas brgya phrag mang po dang / sangs
rgyas stong phrag mang po dang / sangs rgyas brgya stong phrag mang po dang / sangs
rgyas bye ba khrag khrig brgya stong phrag mang po dag kyang mthong bar 'gyur zhing
/ sangs rgyas bcom ldan 'das de dag la dge ba'i rtsa ba dag kyang skrun par 'gyur ba'i
slad du ste / …(Pek.22, dzi, 44b)「尊者世尊よ、もしも善男子善女人がその仏国土におい
て、歓喜し、声聞・独覚の地より変わらんと望み、この決定した状態に現ぜんと望むこと
によって、三千大千世界を七宝によって完全に満たして布施するならば、そのように布施
することによって、仏国土に生まれるので、その布施は正しい喜捨なのございます。それ
は何故かと言えば、彼(善男子善女人)は声聞の性質や独覚の性質に後退する果報を備えてい
ないからです。それは何故かと言えば、彼は不退転の地に住し、正等覚を究竟円満に覚ら
ない間に、仏国土から仏国土へ赴き、一切処において如来応供正等覚を現証した方々を喜
ばせ、一切処において仏の菩提を求め、百もの諸仏、千もの諸仏、百千もの諸仏、百千億
那由他もの諸仏をも見て、仏世尊の御許で諸善根をも生じるであろうからです。
」
流志訳のこの箇所では不退転には言及しないが、後述の七宝布施の箇所では不退転を説
く。
170支讖訳：阿閦仏剎諸菩薩摩訶薩。
清浄微妙住清浄共会。是諸菩薩摩訶薩行也。(T11, p.759b)、
流志訳：彼佛剎中菩薩摩訶薩。住於真實亦復如是。然彼菩薩摩訶薩清淨集會(T11, p.108a) 'di
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『阿閦』
其有生阿閦仏剎者。甫當生者。皆一種類道行悉等。諸菩薩當成如来。其人以過諸弟子
縁一覚地。是謂為一類道。無有衆邪異道。菩薩欲得一類者。當願生阿閦仏剎。171
其れ阿閦仏刹に生まるる者、甫めて当に生まるべき者有りて、皆一種類にして道行悉
く等し。諸菩薩当に如来を成ずべし。其の人、諸の弟子縁一覚地を過ぐるを以て、是れ
を謂ひて一類道と為し、衆の邪異道有る無し。菩薩の一類を得むと欲さば、当に阿閦仏
刹に願生すべし。
如来のみを依り所とすることが二乗との対比によって説かれる。つまりこの一段は七宝
布施の記述に始まっているが、往生方法としての布施を説くことは目的ではなく、二乗に
堕さず如来のみを依り所として修行する不退転菩薩となるべきことを往生によって説明し
ているのである。
④

上記の部分のあと、舎利弗が釈尊の神通によって阿閦仏国を見て、再び七宝布施によ

る往生について述べる。その中で、諸仏国土へ往生して諸仏にまみえること、二乗を過ぎ
ること、不退転であることなどは上掲箇所とほぼ同様に説かれるが、最正覚成就にまで言

lta ste / sems can dag pa zhes bya ba de lta bu'i grangs su 'gro'o // de dag thams cad 'di
lta ste / phyir mi ldog pa zhes bya ba de lta bu'i grangs su 'gro'o //(Pek.22, dzi, 45b)「す
なわち「清浄な有情」というものとして数えられる。彼らは皆、すなわち「不退転」とい
うものとして数えられる。
」
ここでチベット訳のみ不退転に言及する。
171 T11, p.759b、流志訳：彼仏剎中所有菩薩。若已生若現生若当生。如是菩薩皆行一行。所
謂住如来行。舍利弗。云何如来行。所謂超過声聞辟支仏地。言行一行者是彼假名。是故舍
利弗。若菩薩摩訶薩楽行一行者。応当願生彼仏刹土。(T11, p.108a)、チベット訳：de dag
thams cad ni 'di lta ste rten gcig ste / de bzhin hshegs pa la rten pa zhes bya ba de lta
bu'i grangs su 'gro ste /sha ra dwa ti'i bu ji ltar na byang chub sems dpa' sems dpa' chen
po rten gcig pa yin zhe na / sha ra twa ti'i bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po
gang de bzhin gshegs pa la rten par gyur pa de ni rten gcig pa zhes bya'o // gzhan yang
rten gcig pa zhes bya ba de ni gang nyan thos dang / rang sangs rgyas kyi sa thams cad
las shin tu 'das pa zhes bya ba'i tshig bla dags so // sha ra dwa ti'i bu de lta bas na byang
chub sems dpa' sems dpa' chen po rten gcig pa de bzhin gshegs pa la rten pa rjes su thob
par 'dod pas bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i
sangs rgyas mi 'khrugs pa de'i sangs rgyas kyi zhing du skye bar bya'o //(Pek.22, dzi,
45b)「彼らは皆、すなわち一依であり、
「如来に依る者」というものとして数えられる。舎
利弗よ、どのように菩薩摩訶薩は「一依」であるのかと言えば、舎利弗よ、如来に依るよ
うになった菩薩摩訶薩が「一依」と言われるべきである。さらにまた、「一依」と呼ばれる
者は、一切の声聞・独覚の地より完全に越えた者という言葉の別名である。舎利弗よ、そ
うであるから、菩薩摩訶薩は一依で、如来に随うことを得ようと望むことによって、世尊
如来応供正等覚たる阿閦の仏国土に生まれるべきである。」
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及される172。そして先の七宝布施の一段では如来一依を説いていたが、ここでは最正覚成就
への決定が強調される。舎利弗が娑婆世界の預流果が悪趣への流れが断たれているように、
阿閦仏国の諸菩薩も二乗に堕ちず諸仏と離れないと述べると、釈尊はそれを承認する。
『阿閦』
佛言如是。舍利弗。若有菩薩摩訶薩。於是世界若他方世界終亡。生阿閦仏剎者。為以
現過弟子縁一覚地。従一仏剎復遊一仏剎。皆諷誦諸仏道事。皆面見諸如来。至成無上正
真之道最正覚。173
仏言はく、是くの如し。舎利弗よ、若し菩薩摩訶薩、是の世界若しくは他方世界に於
いて終亡して、阿閦仏刹に生まるる者有らば、為を以て現に弟子縁一覚地を過ぎ、一仏
刹従り復た一仏刹に遊び、皆諸の仏道の事を諷誦し、皆面して諸如来を見て、無上正真
の道の最正覚を成ずるに至る。
チベット訳の方が預流果との対比に合った表現をしているが、内容は同じで最正覚成就
172

支讖訳：(前略)…従一仏刹復遊一仏刹。皆諷誦仏道事。常楽於仏天中天。至成無上正真
道最正覚。(T11, pp.759c-760a)、流志訳：(前略)…従一仏刹至一仏刹。常不遠離諸仏世尊。
皆当速証無上菩提。(T11, p.108b-c)、チベット訳：…sangs rgyas kyi zhing nas sangs rgyas
kyi zhing du 'gro bar 'gyur ba dang / … thams cad du yang sangs rgyas bcom ldan 'das
rnams dang / byang chub sems dpa' rnams dang / sng rgyas kyi nyan thos rnams dang
mi 'bral bar 'gyur ba dang / myur du bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub
mngon par rdzogs par 'tshang rgya bar 'gyur bar rig par bya'o //(Pek.22, dzi, 49a-b)「…
仏国土から仏国土へ赴くであろう、…一切処において諸仏世尊と諸菩薩と仏の諸声聞と離
れないであろう、そして速やかに無上正等覚を究竟円満に覚るであろう、と知るべきであ
る。
」
173 T11, p.760a、流志訳：仏告舍利弗。如是如是。是諸菩薩摩訶薩受生彼国。不墮声聞辟支
仏地。及至未証無上菩提。従一仏土至一仏土。常得現前供養諸仏。及當証得仏菩提果。(T11,
p.108c)、sha ra dwa ti'i bu byang chub sems dpa' sems dpa' chen po gang la la dag 'jig
rten gyi khams 'di nas shi 'phos sam / 'jig rten gyi khams ghan dag nas shi 'phos kyang
rung ste / sangs rgyas kyi zhing der skyes sam / skye 'am / skye bar 'gyur ba de dag
thams cad ni log par ltung ba rgyun chad pa yin par blta ba dang / nyan thos dang rang
sangs rgyas kyi sa thams cad rgyun chad pa yin par blta ba dang / bla na med pa yang
dag par rdzogs pa'i byang chub mngon par rdzogs par sangs rgyas par ma gyur kyi bar
du sangs rgyas kyi zhing nas sangs rgyas kyi zhing du 'gro par 'gyur ba dang / thams
cad du yang sangs rgyas kyi byang chub tshol bar 'gyur ba dang / thams cad du yang de
bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas mngon du gyur pa
dag mnyes par byed par 'gyur ba dang / thams cad du yang sangs rgyas bcom ldan 'das
rnams dang / byang chub sems dpa' rnams dang / sangs rgyas kyi nyan thos rnams dang
mi 'bral bar 'gyur ro //「舎利弗よ、この世界から死に、あるいは他の諸世界から死のうと
も、その仏国土に已に生まれ、生まれ、生まれるであろう諸菩薩摩訶薩は皆、誤りに堕ち
る流れが絶えていると見なされ、声聞・独覚の一切の地への流れが絶えていると見なされ、
無上正等覚を究竟円満に覚らない間、仏国土から仏国土へと赴くであろう、そして一切処
において仏の菩提を求めるであろう、一切処において如来応供正等覚を現証した方々を喜
ばせるであろう、一切処において諸仏世尊と諸菩薩と仏の諸声聞と離れないであろう。」
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に至ることが説かれる。この承認に続いて、舎利弗がさらに一来果乃至阿羅漢かも同様に
阿閦仏国の諸菩薩に等しいと述べると、それは釈尊に否定されていることから、階位上の
問題で預流果との対比が為されているわけではなく、あくまで最正覚成就に決定している
という性質を取上げているのである。このことは釈尊の否定の理由に表れている。
『阿閦』
所以者何。是間菩薩摩訶薩受無上正真道決。菩薩生阿閦仏剎者。是適174等耳。175
所以は何ん。是の間の菩薩摩訶薩の無上正真道の決を受けたるは、菩薩の阿閦仏刹に生
まれたる者と、是れ適に等しきのみ。
この一段も七宝布施に始まっているが、重点は不退転や最正覚成就への決定にあり、布
施を勧めることが目的ではない。ここでは如来一依よりさらに進んで最正覚成就に言及し
ているが、その道行は同じである。
以上のように本経における阿閦仏国の菩薩は不退転を中心に説かれる。これらは以下の
ようにまとめられる。
①往生者は不退転となり、決定して菩提に向かう(「入諸仏住」、「無恐懼」)。
②弊魔による障碍が無いから退転しない
③不退転菩薩：二乗に堕ちない、諸仏国土への往生して諸仏と離れない、如来一依
④不退転菩薩：二乗に堕ちない、諸仏国土への往生して諸仏と離れない、最正覚成就に決
定(授記、無生法忍)
前節で述べたように、本経では諸菩薩は阿閦仏の菩薩時代の行を学ぶべきであると説か
本文には「這」とあるが脚注 2 に「這＝適【宋】【元】【明】【宮】」とあるのに従った。
(T11, p.760b)
175 T11, p.760b、流志訳：何以故。於此仏剎。菩薩摩訶薩仏授記者。与彼所生菩薩等無有異。
(T11, p.108c)、チベット訳：de ci'i phyir zhe na / sha ra dwa ti'i bu gang 'di na bla na med
pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub tu lung bstan pa'i byang chub sems dpa' sems
dpa' chen po dang / sangs rgyas kyi zhing der skyes pa'i byang chub sems dpa' sems dpa'
chen po de mtshungs la gang 'di na mi skye ba'i chos la bzod pa thob pa'i byang chub
sems dpa' sems dpa' chen po dang / sangs rgyas kyi zhing der skyes pa'i byang chub
sems dpa' sems dpa' chen po de mtshungs pa'i phyir ro //(Pek.22, dzi, 50b)「それは何故か
と言えば、舎利弗よ、ここ(娑婆世界)で無上正等覚に授記された菩薩摩訶薩と、その仏国土
に生まれた菩薩摩訶薩とは等しく、ここで無生法忍を得た菩薩摩訶薩と、その仏国土に生
まれた菩薩摩訶薩とは等しいからである。」
チベット訳にのみ授記と同列に無生法忍の獲得が説かれる。静谷[1974]の指摘では小品般
若経の思想の影響を受けているか否かの基準のひとつとして無生法忍の語の有無があげら
れる。
『阿閦仏国経』ではこれがみられないため小品般若経の影響を受けていない「原始大
乗」に分類されている。このことに従えば、阿閦仏国経チベット訳は小品般若経の系統か
らの影響を受けていると言える。静谷[1974] pp.111-112
174
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れ、同時に阿閦仏国への往生条件ともなっていた。これに従うことにより、二乗に堕すこ
となく最正覚成就に決定した不退転の菩薩となり、諸仏国土へ往生を繰り返し諸仏と離れ
ず徳本を積み、最正覚成就へと至るのである。したがって最正覚成就を目指す菩薩にとっ
て阿閦仏国への往生は絶対不可欠なものではない。それは娑婆世界で授記や無生法忍を得
た菩薩と、阿閦仏国の菩薩とが等しいと説かれることから理解される。

第五章 小品般若経における阿閦仏
第一節 阿閦仏の言及箇所
小品般若経が阿閦仏を説き、阿弥陀仏に言及しないことは既に指摘されている176。阿閦
仏に言及する箇所は以下の三箇所に分かれる（品名と品数は『小品般若経』による）
。
・恒伽提婆品第十八177

→

阿閦仏国への往生、諸仏国への往生、燃燈仏

・称揚菩薩品第二十三178 → 阿閦仏、宝相菩薩（Ratnaketu 宝幢）
・見阿閦仏品第二十五179 → 阿閦仏国を見せる、香象菩薩(『阿閦』
「仏般泥洹品」の記
述と一致)
恒伽提婆品では、菩薩一般が立てるべき誓願を聞いた恒伽提婆という女性が、その教え
に恐怖せず菩薩行を実践することを誓う場面が説かれる。それにより恒伽提婆は釈尊より
授記されるが、その中で阿閦仏国を初めとする諸仏国土への往生が説かれる。
次に称揚菩薩品ではまず不退転菩薩が十方諸仏に讃歎されることが説かれ、さらに不退
転に至っていなくても讃歎される菩薩が説かれている180。その菩薩とは阿閦仏の菩薩時代
の行を学ぶ菩薩であるとされている。阿閦仏の菩薩時代の行を学ぶべきとすることについ
ては、阿閦仏国経における菩薩行であることは先に述べたとおりである。小品般若経にお
いても、菩薩一般の模範として阿閦仏が説かれているのである。
次に見阿閦仏品では、釈尊が神通によって阿閦仏国とそこに住する阿閦仏や菩薩衆など
を見せることが説かれる。この一節は一切は虚空の如くであり把握されないことをなどを
176

小品般若経の阿閦仏への言及箇所は先行する経典或は思想の影響を受けて編纂された
とされている。
（梶芳 [1980] p.719）また小品般若経と阿閦仏国経の菩薩思想には共通点が
指摘されている。静谷氏は小品般若経以後の大乗であることを認定する基準として九項目
を立て、その内、
『阿閦』は以下の四項目を有していると述べておられる(したがって『阿閦』
は小品般若経以前に位置付けておられる)。・般若波羅蜜が特別に強調される ・二乗の立場
の捨離が強調される ・経巻の書写や供養が説かれる ・「僧那僧涅」が出てくる ・無上菩
提への「迴向」が強調される。静谷[1974]pp.103-117,pp.246-258。
177 『小品般若経』T.8, pp.568b-569c
178 『小品般若経』T.8, pp.575c-577a
179 『小品般若経』T.8, pp.578b-579b
180 不退転に匹敵しながら無生法忍を得ていない菩薩は、小品般若所説の四位の菩薩のうち、
一生補処、不退転に次ぐ久修の菩薩の相当するとみられる。梶山[1983]pp.48-51
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説く契機となっている。そしてそのように学習する菩薩の例として阿閦仏国に住する香象
菩薩が説かれ、見阿閦仏品は終わる。ただし見阿閦仏品第二十五の前には嘱累品第二十四
があり、上記の二品と編纂時期に違いがある。
小品般若経における阿閦仏の言及箇所は上記の三箇所に限られる。この各品の位置付け
を考えると、まず恒伽提婆品は不退転菩薩の特徴(阿惟越致相品第十六)や、空性に基づいた
六波羅蜜の実践(深功徳品第十七)などが説かれ、それを受けて菩薩一般の誓願や恒伽提婆へ
の授記に続く。ここで注目されるのが阿惟越致相品である。阿閦仏国経では般若波羅蜜や
空性などについての記述は少ないが、不退転菩薩に関する記述が多いことは先に示した通
りである。阿閦仏国経の菩薩衆品で見られた不退転菩薩の記述は、小品般若経の阿惟越致
相品の所説とよく合致する。そして称揚菩薩品に至って阿閦仏の菩薩時代の行が諸菩薩の
模範として説かれ、嘱累品へと続く。さらに見阿閦仏品で菩薩の代表として香象菩薩を挙
げながら、常啼菩薩の東方求法が説かれ、阿閦仏に関する記述は言及されなくなる。つま
り小品般若経は阿閦仏を菩薩一般の模範として位置づけた後、そこからさらに阿閦仏とは
直接関わらない常啼菩薩の東方求法へと展開しているのである。
次節以下で、阿惟越致相品、恒伽提婆品そして称揚菩薩品という流れの中で、阿閦仏が
菩薩一般の模範として説かれることを、前述の阿閦仏国経の所説と比較しながら述べる。

第二節

不退転菩薩

前章において、阿閦仏国経所説の阿閦仏国の菩薩について不退転に注目して述べ、四項
目にまとめた。ここで再度、それらを挙げると以下の通りである。
①往生者は不退転となり、決定して菩提に向かう。
②弊魔による障碍が無いから退転しない
③不退転菩薩：二乗に堕ちない、諸仏国土へ往生して諸仏と離れない、如来一依
④不退転菩薩：二乗に堕ちない、諸仏国土へ往生して諸仏と離れない、最正覚成就に決定
小品般若経の阿惟越致相品では阿閦仏に言及しないため、そこに説かれる不退転菩薩の特
徴は阿閦仏国とは無関係であるが、恒伽提婆品で説かれる阿閦仏国への往生へと連なる内
容である。上記の不退転菩薩の特徴をそれぞれ『小品般若経』阿惟越致相品でみていきた
い。
①について、往生と不退転の関係は③や④で言われ、いずれかの仏国土への往生者が不
退転となるという説は見られず、また菩提に決定して向かうことも④において示す。
『阿閦』
で見た不退転と「無恐懼」との関係は恒伽提婆品に示されている。よってここでは②以降
の記述に注目する。
②

菩薩の退転・不退転は弊魔によるとされる。阿閦仏国経では弊魔に言及するだけで具

体的な弊魔の作用には触れない。それに比べて小品般若経では、弊魔が菩薩を種々に妨害
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する様が説かれる。以下に挙げた例では、弊魔は菩薩に対して、八大地獄を化作して、阿
惟越致の授記を得ながら地獄に堕ちた菩薩を見せる。そして菩薩に、不退転の記別は実は
地獄の記別であると言う。ここで心が動じることなく(Tib. sems mi 'khrug mi g-yo)、悪道
に堕すことは無いという念を持っているなら、その菩薩は不退転であるであるとされる。
『小品』
復次須菩提。若悪魔至菩薩所。化作八大地獄。一一地獄化作若干百千万菩薩。作是言。
是諸菩薩。仏皆与授阿惟越致記。而今墮此大地獄中。汝若受阿惟越致記者。即受地獄記。
汝今若能悔是心者。不墮地獄當生天上。是菩薩若聞是語心不動恚。而作是念。阿惟越致
菩薩。若墮悪道無有是処。須菩提。以是相貌當知是阿惟越致菩薩。181
(T8, p.564b)
復た次ぎに須菩提よ、若し悪魔、菩薩の所に至り、八大地獄を化作して、一一の地獄
に若干百千万の菩薩を化作し、是の言を作す。是の諸菩薩、仏皆な阿惟越致の記を与授
したまひ、而して今此の大地獄中に堕したり。汝、若し阿惟越致の記を受けたれば、即
ち地獄の記を受けたるなり。汝今若し能く是の心を悔いなば、地獄に堕せずして、当に
天上に生まれむ、と。是の菩薩、若し是の語を聞きて、心は動恚せざれば 是の念を作
す。阿惟越致菩薩、若し悪道に堕すこと、是の処に有ること無し、と。須菩提よ、是の
相貌を以て、当に是れ阿惟越致菩薩と知るべし。
このようにして弊魔の言葉を聞いても心の動じない不退転菩薩が、この他いくつかの弊
魔の所作によって説かれる。では次に、退転とはどのようなものか考えてみたい。
③－1 ここでは不退転菩薩が声聞や独覚に退転しないことが説かれる。他語、つまり二乗
の言葉に随わず、不退転の性質に住するとされる。
『小品』
須菩提菩薩亦如是求声聞。辟支仏者。所不能破。不復退転。必至薩婆若。住阿惟越致
性中。不隨他語。須菩提以是相貌。當知是阿惟越致菩薩。182
須菩提よ、菩薩亦た是くの如く、声聞・辟支仏を求むる者の能く破せざる所にして、
復た退転せずして、必ず薩婆若に至る。阿惟越致の性の中に住して、他語に随はず。須
菩提よ、是の相貌を以て、当に是れ阿惟越致菩薩と知るべし。
『小品』では「不復退転」が二乗への不退転を示しているのかどうか不確かであるが、

181
182

T8, p.564b、Pek.21, mi, 194b-195a
T8, p.564c、Pek.21, mi, 195b
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チベット訳では二乗の地に退転しないことが明言されている。
チベット訳 小品般若経
… nyan thos kyi sa 'am rang sangs rgyas kyi sar phyir mi ldog pa'i chos can du
'gyur ro /
… 声聞地や独覚地に退転しない性質を具するであろう。
③－2 弊魔は阿羅漢を化作して、菩薩の心の動揺を誘うが、不退転菩薩であればそれに惑
わされることはないことが説かれる。弊魔は阿耨多羅三藐三菩提ではなく、阿羅漢果を求
めるように語っており、ここにも二乗への退転・不退転が見られる。そして不退転菩薩は
諸仏の説く通りに六波羅蜜を行じ学ぶと説かれる
悪魔即時復化作諸比丘。作是言。是諸比丘。皆漏尽阿羅漢。先皆発心。欲求仏道。而
今皆住阿羅漢地。何況於汝。當得阿耨多羅三藐三菩提。菩薩若作是念。我従他聞。為無
所失。若心不転。不生異念如是魔事。若菩薩如是行諸波羅蜜。如是学諸波羅蜜。不得薩
婆若。無有是処。須菩提若菩薩如諸仏說。隨所聞学。隨所聞行。不離是道。不離薩婆若
念。不得薩婆若。無有是処。須菩提以是相貌，當知是阿惟越致菩薩。183
悪魔即ち時に復た諸比丘を化作して是の言を作す。「是の諸比丘は皆、漏尽の阿羅漢
にして先に皆な発心して仏道を求めむと欲し、今皆阿羅漢地に住す。何をか況や汝にお
いて、当に阿耨多羅三藐三菩提を得べき。」菩薩若し是の念を作し「我他に従い聞くも、
失する所無しと為し、若し心転じず、異念を生じず、是くの如きは魔事なりとし、若し
菩薩是くの如く諸波羅蜜を行じ、是くの如く諸波羅蜜を学べば、薩婆若を得ざること、
是の処有ること無し」と。須菩提よ、若し菩薩諸仏の説きたまへるが如く、聞く所に随
ひ学び、聞く所に随い行じ、是の道を離れず、薩婆若の念を離れざれば、薩婆若を得ざ
ること、是の処有ること無し。須菩提よ、是の相貌を以て、当に阿惟越致菩薩と知るべ
し。
③－3 また上記の諸仏の所説の通りに行じ学ぶという点に近いが、他方仏国土に往生して
諸仏を供養すると説かれる。諸仏に供養するのであるから、諸仏国土へ往生を繰り返すの
であり、
『阿閦』で「従一仏剎復遊一仏剎」184と説かれるものと同じである。
『小品』
…(前略) 楽仏法中而得出家。常楽欲生他方清浄仏国，隨意自在。其所生処，常得供養
諸仏。185
183
184
185

T8, p.564c、Pek.21, mi, 196b
T11, p.759a
T8, p.565b、Pek.21, mi, 199b
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…(前略) 仏法中に出家を得るを楽ひ、常に他方清浄仏国に生まるるを欲するを楽ひ、
意に随ひ自在に、其の生まるる所の処にて、常に諸仏を供養するを得。
チベット訳の相当箇所では「如来を恭敬し離れないであろう(de bzhin gshegs pa la
bsnyen bkur bya ba dang mi 'bral par 'gyur ro)」とあり、阿閦仏国経の諸仏国土往生の記
述と同じである。
④－1 次の記述は、不退転と預流とを比較する部分である。これは阿閦仏国経に見られた
ものとは少し内容が異なるが、預流を比較に挙げながら語られる不退転の特徴は同じもの
である。それは不退転と最正覚成就への決定とを疑わないこと、そして二乗心を発さない
ことである。
『小品』
復次須菩提。阿惟越致菩薩不作是念。我是阿惟越致非阿惟越致。不生是疑。須菩提。
自證阿惟越致地者終不復疑。譬如須陀洹所証法中心無所疑。種種魔事皆能覚之。覚已不
隨。菩薩亦如是。於阿惟越致地中心無所疑。種種魔事皆能覚之。覚已不隨。 …(中略)…
阿惟越致菩薩心常安住阿惟越致地中。不可動轉。一切世間天人阿修羅所壊種種魔事能覚
之。覚已不隨。所證法中其心決定無所疑惑。乃至轉身不生聲聞辟支佛心。転身亦復不疑
我不得阿耨多羅三藐三菩提。186
復次に須菩提よ、阿惟越致菩薩是の念を作さず。「我、是れ阿惟越致なるや、阿惟越
致に非ずや。
」是の疑を生ぜず。須菩提よ、自ら阿惟越致を証せる者、終に復た疑わず。
譬へば須陀洹の証する所の法中に、心に疑う所無く、種種の魔事皆能く之を覚り、覚り
已りて随はざるが如し。菩薩も亦た是くの如し。阿惟越致地中に於いて、心に疑う所無
く、種種の魔事皆能く之を覚り、覚り已りて、随はず。…(中略)…阿惟越致菩薩の心は
常に阿惟越致地中に安住し、動転すべからずして、一切世間の天、人、阿修羅の所壊の
種種の魔事、能く之を覚り、覚り已りて随はず。所証の法中に其の心は決定し、疑惑す
る所無く、乃至身を転じて声聞、辟支仏の心を生ぜず。身を転じて亦復た、我れ阿耨多
羅三藐三菩提を得ざると疑はず。
阿閦仏国経では、悪趣に堕ちる流れが断たれているという預流の性質と二乗に退転しな
いという性質とが等しいなどと説かれるが、ここでは自身の地位に疑いを生じないことを
共通点として預流と不退転とが説かれる。このように預流と不退転の比較のありようは異
なっているが、それにより強調される不退転の特徴は阿閦仏国経と一致している。

186

T8, p.565b、Pek.21, mi, 200a-b
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④－2 無生法忍については、阿閦仏国経ではチベット訳にしか説かれないが、小品般若経
において不退転菩薩の特徴として挙げられる。
『小品』
復次須菩提。阿惟越致菩薩若従如来聞說法時心無所疑。須菩提白仏言。世尊。是菩薩
但聞如来說法時心無所疑。聞声聞人說法時亦無所疑耶。須菩提。是菩薩従声聞人聞法時。
亦無所疑。何以故。是菩薩於諸法中得無生忍故。須菩提。菩薩成就如是功德相貌。當知
是阿惟越致菩薩。187
復次に須菩提よ、阿惟越致菩薩、若し如来従り説法を聞く時、心に所疑無し。須菩提、
仏に白して言へり。世尊よ、是の菩薩但だ如来の説法を聞く時のみにか心に所疑無き。
声聞人の説法を聞く時も亦た所疑無きや、と。須菩提よ、是の菩薩、声聞人従り法を聞
く時にも亦た所疑無し。何を以ての故にか。是の菩薩諸法中に於いて無生法忍を得たる
が故に。須菩提よ、菩薩の是くの如き功徳の相貌を成就せるこそ、当に是れ阿惟越致菩
薩と知るべし。
以上のように、阿閦仏国経所説の不退転菩薩の諸相は小品般若経の所説に一致する。退
転の具体的な内容としては二乗が想定されており、不退転菩薩は諸仏にまみえるために諸
仏国土に往生を繰り返すことが説かれる。小品般若経ではこれらの不退転についての教説
を受けて、恒伽提婆品において阿閦仏国への往生、称揚菩薩品において諸菩薩の模範とし
ての阿閦仏が説かれ、嘱累品に至るのである。この段階では、阿閦仏の菩薩時代やそれと
併記される宝幢菩薩は、小品般若経における理想的な菩薩であったと考えられる。

第三節

阿閦仏国経と小品般若経とに共通する阿閦仏の役割
第一項 阿閦仏国への往生

阿閦仏国経において、菩薩道を求めようとする者が模範とする「昔者、諸菩薩の無上正
真道を求めたる者」188の一人として阿閦の道行が説かれていることはすでに述べた。同様
に小品般若経においても阿閦仏には諸菩薩の師仏、あるいは模範という役割が与えられて
いる。
まず恒伽提婆品では、前述の阿惟越致相品などの教説を踏まえて説かれた菩薩一般の誓
願189に対して、恒伽提婆は「我れ是の事に驚かず怖れず。我れ来世において亦た衆生の為

T8, p.565c、Pek.21, mi, 201b-202a
T.11,p.751c
189 岸[1977]では、この誓願の中で示される国土の記述が阿閦仏国経の仏刹功徳荘厳品第二
に見られることから、この誓願が阿閦仏国経の影響を受けたものであると指摘している。
187
188
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に斯の要を演説せむ」190と述べる。これに対して作仏の授記が説かれるのである。つまり
恒伽提婆は菩薩道に驚怖しない不退転菩薩となるのであるが、これは阿閦仏国経所説の不
退転菩薩の記述に見られた①「無恐懼」と一致する性質である。そしてその性質を具えて
いると判断した釈尊は恒伽提婆に授記を説く。授記の中で、恒伽提婆は初めに阿閦仏国に
往生し阿閦仏に師事するとされていることから、阿閦仏の師仏としての役割がうかがえる。
『小品』
是恒伽提婆女人。當於来世星宿劫中而得成仏。号曰金花。今転女身得為男子生阿閦仏
土。於彼仏所常修梵行。命終之後従一仏土至一仏土。常修梵行乃至得阿耨多羅三藐三菩
提不離諸仏。譬如転輪聖王従一観至一観従生至終足不踏地。阿難。此女亦如是。従一仏
土至一仏土。常修梵行乃至得阿耨多羅三藐三菩提常不離仏。191
是の恒伽提婆女人、当に来世の星宿劫中に於いて成仏を得べし。号して金花と曰く。
今の女身を転じて男子と為るを得て、阿閦仏土に生ぜむ。彼の仏所に於いて常に梵行を
修せむ。命終の後、一仏土従り一仏土に至り、常に梵行を修し、乃至阿耨多羅三藐三菩
提を得むまで諸仏を離れず。譬えば、転輪聖王の一観従り一観に至るに、生うまれたる
従り終に至るまで、足の地を蹈まざるが如し。阿難よ、此の女も亦是くの如し。一仏土
従り一仏土に至り、常に梵行を修し、乃至阿耨多羅三藐三菩提を得むまで常に仏を離れ
ず
この内容は阿惟越致相品の道行に一致するものであり、阿閦仏国経所説の道行でもある。
そして初めにまみえる仏陀として阿閦仏が挙げられているのである。ただし阿閦仏は諸仏
の代表として挙げられているに過ぎない。そして転輪聖王の譬喩のあとに、諸仏国土への
往生などが再説されていることからも、重要なのは阿閦仏やその国土への往生ではなく、
諸仏にまみえることであると分かる。そして往生の因となっているのは、直接的には釈尊
によって誓願の形で説かれた菩薩行に驚怖せず発心したことである。
この恒伽提婆の記事とは直接関係しないが、正法を護るという行為による阿閦仏国への
往生が大乗涅槃経192に説かれる。阿閦仏国経や小品般若経において説かれるような、阿閦
仏の菩薩時代の行を実践すべきであるという教説は見られないが、正法を護るという実践
と阿閦仏とが関連付けられている。また同じ箇所に西方極楽世界も言及されており、阿閦
仏と阿弥陀仏の役割が区別されていることが分かる。
p.568b)、Pek.21, mi, 215a
T.8,p.568b、
『道行』T8, p.458a、
『大明度』T8, p.497a-b、『鈔経』T8, p.531a、『仏母』
T8, p.648b-c、
『第四会』T8, p.833c
192 ・
『大般涅槃経』曇無讖訳 T12, pp.365a-603c(No.374)
・
『大般泥洹経』法顕訳 T12, pp.853a-899c(No.376)
・'phags pa yongs su mya ngan las 'das pa chen po theg pa chen po'i mdo. Tr.by Jinamitra,
J`qnagarbha, Devacandra. Pek.31, tu,1b-156b,(No.788)
190 『小品』
：我於是事不驚不怖。我於来世亦為衆生演說斯要。(T8,
191
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大乗涅槃経では阿閦仏そのものは登場していないが、法師（持戒者）や護法者が阿閦仏
国に往生し、阿閦仏の弟子となることが説かれる。
大乗涅槃経の金剛身品において、如来が不壊なる法身を得ている193のは正法を護ったこ
とによると説かれる194。そしてこの護法の在り方について、釈尊がなした護法の本生物語
が説かれる。法顕訳『大般泥洹経』金剛身品第二に沿って示すと以下の通りである。
無量阿僧祇の昔、ナンダヴァルダナ如来(難提跋檀)の般涅槃後、法滅の四十年前にブッダ
ダッタ比丘(仏度達多)が九部経を広説し、諸比丘に奴婢や牛や羊などを畜養させないように
していた。持戒比丘たるブッダダッタ比丘のこの行いに対して、破戒比丘たちは悪心を生
じ、武器を執ってブッダダッタ比丘を殺そうとした。破戒比丘たちのそのような行動を耳
にした、国王のバヴァダッタ(婆伽達多)は護法の為に破戒比丘と戦い、ブッダダッタ比丘を
助けたが、体中に傷を負ってしまった。その国王にブッダダッタ比丘は、国王は護正法者
であり未来世に無量法器となるであろうと言う。これを聞いた王はまもなく命終し、阿閦
仏国に生まれ、ブッダダッタ比丘も阿閦仏国へ往生すると説かれる。そしてブッダダッタ
比丘は阿閦仏の第一の弟子となり、国王は第二の弟子となるとされる195。
『大般泥洹経』
王聞法已尋便命終生阿閦仏国。時王眷属共護法者。命終次第皆得往生阿閦仏国。発心
随喜者皆成菩提。仏度達多尋復命終。亦生彼国為阿閦仏第一弟子。婆伽達多王為第二弟
子。196
曇無讖訳：如来之身即金剛身(T12, p.383b)、法顕訳：如来法身金剛難壊(T12, p.866b)、
チベット訳：de bzhin gshegs pa'i sku rdo rje ltar mi shigs …(Pek.31, tu, 47b)「如来の身
体は金剛の如く不壊であり…」
、(下田[1993] p.247、和訳には下田[1993]を参考にした。以
下は頁数のみ表記する)
194 曇無讖訳：迦葉。以能護持正法因縁故。得成就是金剛身。迦葉。我於往昔護法因縁。今
得成就是金剛身常住不壊。(T12, p.383b)、法顕訳：護持正法功德為因(T12, p.866c)、チベ
ット訳：nga'i sku 'di lta bu ni dam pa'i chos srung ba'i bsod nams las grub pa yin no
//(Pek.31, tu, 47b)「私のこのような身体は正法を護った福徳によって完成したのである。」
(下田[1993]p.247)
195 ここでいう弟子とは曇無讖訳(T12, p.384a)、法顕訳(T12, p.867a)の両訳で「弟子」とあ
るが、チベット訳では nyan thos「声聞」(Pek.31, tu, 49a)とある。漢訳二本では「声聞」
という訳語が他の箇所で「声聞縁覚」のように用いられており、チベット訳のように「弟
子」を声聞として理解するより、いわゆる仏弟子の意味に解した方がよいと考える。
196 T12, p.867a、曇無讖訳：T12, p.384a、チベット訳：de nas rgyal po des dge slong de'i
tshig thos nas shi ba'i 'og tu de bzhin gshegs pa mi 'khrugs pa'i 'jig rten gyi khams su
skyes so // der sems can gang rjes su yid rang bar gyur pa rnams dang / g-yul 'gyang pa
gang yin pa de dag thams cad kyis kyang byang chub thob par gyur to // … dge slong
sangs rgyas byin yang rgyal po de shi ba'i rjes la shi nas de bzhin gshegs pa mi 'khrugs
pa'i bstan pa la nyan thos kyi mchog tu gyur to // rgyal po de yang nyan thos gnyis par
gyur to //(Pek.31, tu, 48b-49a)「それからその王は、その比丘の言葉を聞いて、死んだ後に
阿閦如来の世界に生まれた。そこで随喜した者と戦う衆生たち一切は菩提を獲得した。…
ブッダダッタ比丘も、その王が死んだ後に死んで、阿閦如来の教えにおいて最高の声聞と
193

69

王、法を聞き已り、尋ひで便ち命終し阿閦仏国に生まれり。時に王の眷属の共に法を
護りたる者、命終し次第して皆阿閦仏国に往生するを得て、発心し随喜したる者、皆な
菩提を成ぜり。仏度達多、尋ひで復た命終して、亦た彼の国に生まれ、阿閦仏の第一の
弟子と為れり。婆伽達多王、第二の弟子と為れり。
そしてその時の国王は釈尊の前生であり、ブッダダッタ比丘は迦葉仏の前生であったと
説かれる。この護法によって釈尊は金剛のように不壊なる身体を得たとされる。
ここでは正法を受持諷誦することと、その正法の受持者を護ることが護法として説かれ、
それが阿閦仏国に生まれる因とされている。
阿閦仏国経にはこのような護法の記述はみられないが、涅槃功徳品第五の末尾に、法滅
の原因を説く中で法師についての言及はある197。法滅は魔や声聞によって滅せられるので
はなく、人々が法を次第に聞かなくなり、そのような人々に法師も法を説かなくなり、次
第に法滅に到るとされる198。
両経の大きな違いは、大乗涅槃経は正法を護るという行為を説くのに対し、阿閦仏国経

なった。その王もまた第二の声聞になった。」
（下田[1993]p.249）
197 大乗涅槃経と阿閦仏国経とのチベット訳によれば、法師とはどちらも chos smra ba で
あり、静谷氏によれば dharmabhqzaka の訳語であるが、下田正弘氏によれば大乗涅槃経の写
本の一部に dharmakathika の語が見られることからこれを原語として想定している。静谷
[1974]pp.288-289、下田正弘[1997]『涅槃経の研究―大乗経典の研究方法試論』p.174
198 『阿閦』
：其法不是幣魔及魔天之所滅。亦不是天中天弟子所滅。諸比丘稍楽寂往還是。
稍寂共往還已。俱行不復大聴聞法。不聴聞已。亦不大承用。復不得大精進。法師比丘。於
法教亦寂說法少。以是故法稍滅尽。稍稍不見。(T11, p.761b)、流志訳：然彼非天魔之所能
壊。亦非如来及声聞衆而自沈隠。但由彼時人少有聴聞多無欲楽。能說法者皆悉遠之。既於
正法寡聞転増不信。不信増長則無精勤。知法比丘自当退静。観無楽欲不復弘宣。彼仏微言
漸当隠没。(T11,p.109c)、チベット訳：bcom ldan 'das de bzhin gshegs pa dgra bcom pa
yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas mi 'khrugs pa de'i dam pa'i chos ni bdud dang /
bdud kyi ris kyi lha rnams kyis nub par byed par mi 'gyur / de'i dam pa'i chos ni bcom
ldan 'das kyi nyan thos rnams kyis kyang nub par byed par mi 'gyur gyi / sha ra dwa ti'i
bu gzhan du na de'i mi rnams dam pa'i chos nyan pa'i 'dun pa chung bar 'gyur te / de dag
'dun pa chung bas na chos smra ba'i dge slong rnams kyi drung du 'gro bar mi 'gyur ro //
de dag der mi 'gro bas na dam pa'i chos thos par mi dam pa'i chos ma thos pas na sgrub
par mi 'gyur ro // mi sgrub pas na gong ma'i khyad par thob par mi 'gyur zhing / chos
smra ba'i dge slong rnams kyis kyang mi de dag 'dun pa chung bar rig nas chos ston par
mi 'gyur te / shq ra dwa ti'i bu de lta bu'i rim gyis de'i dam pa'i chos nub par 'gyur ro
//(Pek.22, dzi, 58b)「世尊如来応供正等覚たる阿閦の正法は魔と魔の眷属の神々によって没
してしまうことはなく、その正法は世尊の声聞たちによっても没してしまうことはなく、
舎利弗よ、ある場所で、そこの人々は正法を聞く意欲が小さくなり、彼らは意欲が小さい
ために、法師の諸比丘の許に行くことはないであろう。彼らがそこに行かないために、正
法を聞くことはないであろう。正法を聞かないために、実践することはないであろう。実
践しないために、大いなる特徴を得ることはないであろうし、法師の諸比丘も、その人々
の意欲が小さいことを知って法を説かないであろう。」
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は法が滅するという現象を説く点である199。つまり大乗涅槃経においては、法滅という事
跡と阿閦仏とが関わりを持つことによって阿閦仏国が説かれるのではなく、護法という為
すべき行いとの関わりの上に阿閦仏国が説かれるのである。
この行と阿閦仏、阿閦仏国との関係は、同じ本生物語の中に説かれる西方極楽世界の記
述と比較するとより強調される。
先のブッダダッタ比丘が住したのは仏が滅した後の仏国土である。その仏在世時の国土
については「西方極楽国土の如し」と説かれる。
『大般泥洹経』
過去久遠阿僧祇劫時。世有仏名難提跋檀如来応供等正覚出興于世。亦常於此拘夷城
住。時此世界広博厳浄。譬如西方極楽国土。其諸衆生皆悉安楽無飢渴想。純諸菩薩。200
過去久遠阿僧祇劫の時、世に仏の難提跋檀如来応供等正覚と名づく有りて世に出興し、
亦た常に此の拘夷城に住したまへり。時に此の世界の広博厳浄なること、譬へば西方極
楽国土の如し。其の諸衆生皆な悉く安楽にして、飢渇の相無く、純に諸菩薩なり。
このように阿弥陀仏の国土が言及されるのは国土の広博厳浄の様子を説くためである。
したがって同じ箇所に説かれる阿閦仏国への往生は国土の広博厳浄を理由に説かれている
とは考えにくい。この本生物語に見出される阿閦仏との関連要素は、護法という行為、往
生後の菩提成就、あるいは阿閦仏への師事である。これらの点は前述の恒伽提婆品の記事
と一致する。このような西方極楽国土の記述との違いから考えても、やはり大乗涅槃経に
おいては護法を実践することを説く一節であるために極楽ではなく阿閦仏国への往生が説
かれると考えられる。このような阿弥陀仏やその国土との用法の区別は大宝積経 文殊師利
授記会においても見られるものである201。

第二項

菩薩の模範としての阿閦仏

称揚菩薩品第二十三では不退転菩薩が十方諸仏に讃歎されることが説かれており、そこ
199

大乗涅槃経の本生物語における法滅は法の受持者が殺されることを想定して説かれる
が、阿閦仏国経における法滅は法師と聞法者との意識に基づいて説かれ、背景にある法滅
の状況が異なる。背景に相違がみられることは佐藤氏によって指摘されている。佐藤
[2008]p.50
200 T12, p.866c、曇無讖訳：過去之世無量無辺阿僧祇劫。於此拘尸那城有仏出世。号歓喜增
益如来応正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師仏世尊。爾時世界広博厳浄豊楽安
隱。人民熾盛無有飢渴。如安楽国諸菩薩等。(T12, p.383c)、チベット訳：(Pek.31, tu, 48a-b)
201 本論文第三章 第二節 第三項参照。また佐藤[2008]では、大乗涅槃経や悲華経に阿閦仏
と阿弥陀仏とが言及されることから「阿弥陀とアクショーブヤの両信仰グループは 4 世紀
後半から 5 世紀頃には関係を持つようになり、現在他方仏として等しく認知されるように
なったと考えられる」と述べる。
（佐藤[2008]p.50）
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でさらに不退転菩薩以外では阿閦仏の菩薩時代の行や宝幢菩薩202の行に隨学する菩薩が十
方諸仏に讃歎されると説かれる。宝幢菩薩については後述するものとし、阿閦仏が諸菩薩
の模範とされていることがわかる。
『小品』
是能隨学阿閦仏為菩薩時所行道者。如是菩薩雖未得阿毘跋致。亦為諸仏称揚讚歎。須
菩提。有能隨学寶相菩薩所行道者。如是菩薩雖未得阿毘跋致。亦為諸佛称揚讚歎。203
是の能く阿閦仏の菩薩為りし時に行じたまへる所の道に随学する者、是くの如き菩薩、
未だ阿毘跋致を得ざると雖も、亦た為に諸仏は称揚讃歎したまふ。須菩提よ、能く宝相
菩薩の所行の道に随学する者、是くの如き菩薩は未だ阿毘跋致を得ざると雖も、亦た為
に諸仏は称揚讃歎したまふ。
諸菩薩の師仏・模範という意味で阿閦仏が関わっている点においては、小品般若経諸本
で一致していることから、小品般若経が編纂される以前に、阿閦仏の役割は確定していた
と考えられ、これが阿閦仏国経と小品般若経との阿閦仏に対する共通認識であったと言え
る。

宝幢仏 / 菩薩の位置付け
第一項 小品般若経

第四節

阿閦仏の菩薩時代の行に隨学することを勧める上掲の資料において、宝幢菩薩が諸菩薩
の模範として併記されていた。この宝幢の記述を小品般若経諸本で比較すると、宝幢を「菩
薩」とするものと「仏」とするものとがみられる。他の箇所においても同様の違いが見ら
れ、後代漢訳の中には宝幢菩薩を阿閦仏国の菩薩と位置づけるものもある。阿閦仏そのも
のの位置付けは変わらないが、宝幢の位置付けが変化することにより、相対的に阿閦仏と
それに師事する諸菩薩という構図が表れ、菩薩一般の模範という阿閦仏の役割がより明確
となる。
まず前節の最後に挙げた『小品』の記事に相当する箇所を諸本で比較すると以下のよう
になる。
ａ 阿閦仏と宝幢仏を説く → 『道行』、
『大明度』
ｂ 阿閦仏と宝幢菩薩を説く

→ 『小品』、『第四分』、『仏母』、チベット訳、梵本

宝幢菩薩は別に宝相菩薩とも言われる。原文では「實相菩薩」とあるが、脚注 21 に「實
＝寶【宋】
【元】
【明】
【宮】
【聖】」とありこれに従い、宝相菩薩とみなした。本文中では『阿
閦』にしたがって「宝幢菩薩」と表記した。
203 T8, p.576c、Pek.21, mi, 264a
他の諸訳については次注を参照のこと。
202

72

『道行』では次のように説く。
『道行』強弱品第二十四
有菩薩隨阿閦佛前世為菩薩時所行。及羅麟那杖那佛前世為菩薩時所行。有菩薩隨是
教。用是故。十方諸佛讚是菩薩。204
菩薩の阿閦仏の前世に菩薩為りし時の所行、及び羅麟那杖那仏の前世に菩薩為りし時
の所行に随う有り。菩薩の是の教に随う有り。是を用ての故に、十方諸仏は是の菩薩を
讚じたまふ。
『小品』は上掲の資料と重複するので、阿閦仏国経の記述との比較のため、チベット訳
の記述を挙げておく。
チベット訳 小品般若経
de dag kyang gang zhe na / gang da ltar de bzhin gshegs pa dgra bcom ba yang dag par
rdzogs pa'i sags rgyas mi bskyod pa'i byang chub sems dps'i sbyod pa'i rjos su slob pa'i
tshul du byang chub sems dpa'i spyad pa spyod cing rjes su slob pa'i tshul du gnas pa
rnams te //…
rab 'byor yang gang dag byang chub sems dps' sems dpa' chen po rin po che'i tog gi byang

204

『道行』T8, p.467c、『大明度』強弱品第二十四：闓士隨無怒佛前世為闓士時。及羅蘭那枝
頭佛前世為闓士時所行隨是教。用是故十方諸佛讚歎之。(T8, p.502a)、『第四分』堅固品第
二十七：有諸菩薩摩訶薩眾隨不動佛為菩薩時所修而學所行而住。…(中略)…復有菩薩摩訶薩
眾。隨寶幢菩薩摩訶薩等。所修而學所行而住。修行般若波羅蜜多方便善巧。是菩薩摩訶薩
雖於無上正等菩提未得不退。而蒙如來應正等覺為眾宣說甚深般若波羅蜜多時。在大眾中自
然歡喜稱揚讚歎名字種姓色相功德。(T7, p.853b)、
『仏母』堅固義品第二十七：所謂菩薩摩
訶薩。若學阿閦如來本為菩薩時所行道法者。是菩薩雖未安住不退轉地。亦為諸佛常所稱讚。
又須菩提。若菩薩摩訶薩。學寶幢菩薩所行道法者。是菩薩雖未安住不退轉地。亦為諸佛常
所稱讚。(T8, p.663a)、チベット訳 Pek.21, mi, 264a、梵本：te puna4 katame ? ye etarhi
ak2obhyasya tathqgatasyqrhata4 samyaksa/buddhasya bodhisattvacaryqmanu1ik2amqzar[pq
bodhisattvacqrikq/ caranti, anu1ik2amqzar[pq viharanti, … ratnaketorbodhisattvasya mahqsattvasya
bodhisattvacaryqmanu1ik2amqzar[pq bodhisattvacaryq/ caranti, anu1ik2amqzq viharanti, ime’pi te
subh[te bodhisattvq mahqsattvq avinivartan]yqn bodhisattvqn mahqsattvqn sthqpayitvq ye2q/ te
buddhq bhagavanto nqma ca gotra/ ca bala/ ca varza/ ca r[pa/ ca parik]rtayamqnar[pq dharma/
de1ayanti, udqna/ codqnayanti || (Vaidya. p.223)「彼らはどのようなものたちであろうか。現
在、供養されるべき完全なさとりを得たアクショービャ如来の菩薩(時代)の修行を忠実に模
倣しながら、菩薩の修行道を追求し、忠実の模倣しながら暮らしている菩薩乗に属する人々、
… ラトナケートゥ菩薩大士の菩薩としての修行を忠実に模倣しながら、菩薩の修行を追及
し、模倣しながら暮らしている菩薩大士たち、スブーティよ、不退転菩薩を除いて、彼ら
の名前、氏姓、力、色、形をもおおいにほめたたえながら、それらの諸仏世尊は教えを説
き、おのずから湧き出る感嘆の声をあげているのである。」(丹治[1975] p.272)
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chub sems dpa'i sbyod pa'i rjes su slob pa'i tshul du byang chub sems dpa'i spyad pa
spyad cing rjes su slob pa'i tshul du gnas pa rnams te / rab 'byor 'di dag kyang byang
chub sems dps' sems dps' chen po phyir mi ldog pa rnams ma gtogs par sangs rgyas bcom
ldan 'das de dag gang gi ming dang rus dang stobs dang kha dog dang gzugs yongs su
sgrogs pa'i tshul gyis chos ston cing ched du brjod pa yang ched du rjod pa yin no //

その(不退転菩薩以外で諸仏世尊に名等を宣告される)者たちとはまた誰であるかと言
えば、現在、如来応供正等覚たる阿閦の菩薩(時代の)行に隨学することによって菩薩行
を為し、隨学することによって存在する者たちである。…
須菩提よ、また、宝頂(Ratnaketu, 宝幢)菩薩摩訶薩の行に隨学することによって菩薩
行を為し、隨学することによって存在する者たちである。須菩提よ、これらの者たちも
また、諸の不退転菩薩摩訶薩を除いて、諸仏世尊がその名と姓と力と色と形を大いに宣
告するようにして法を示し、明らかに(已に)知らしめ、明らかに知らしめておられるの
である。
漢訳年代の早い『道行』
、
『大明度』は阿閦仏・宝幢仏を挙げるのに対し、その他『小品』
などの諸本では阿閦仏・宝幢菩薩を挙げている。
『道行』、
『大明度』では「前世為菩薩時」
と表現されており、阿閦も寶幢もすでに仏となった存在として意識されている。
上記と同じ称揚菩薩品では、釈尊も十方諸仏と同様に菩薩を讃嘆することが説かれる。
ここでは釈尊が讃嘆する菩薩を挙げる箇所であるから、諸本全てにおいて阿閦仏を挙げる
ことはない。宝幢のみ説かれるがここでも「仏」として挙げるものと、「菩薩」として挙げ
るものとに分かれる。
A 宝幢仏 → 『道行』
、
『大明度』
B 宝幢菩薩、阿閦仏刹中の諸菩薩 → 『小品』、
『第四分』、『仏母』
C

ラトナケートゥ菩薩、シキン菩薩、アクショービャ仏刹中の諸菩薩
→チベット訳、梵本

A、B、C それぞれの記述は以下の通りである。205
205 『道行』T8,

p.467c、
『大明度』
：譬如我讚說羅蘭那枝頭佛。(T8, p.502a)、
『小品』T8,p.576c、
『第四分』
：如我今者為眾宣說甚深般若波羅蜜多。在大眾中自然歡喜稱揚讚歎。寶幢菩薩摩
訶薩等。諸菩薩摩訶薩。及餘現住不動佛所淨修梵行。住深般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩名字
種姓色相巧德。(T7, p.853a)、
『仏母』
：如我今時集會說法。常所稱讚阿閦佛刹中寶幢菩薩。
及彼刹中餘諸菩薩修梵行者。所有功德名字族氏色相威力。(T8, p.662c)、チベット訳 Pek.21,
mi, 263a-b、梵本：tadyathāpi nāma subhūte ahametarhi Ratnaketorbodhisattvasya mahāsattvasya,
śikhino bodhisattvasya mahāsattvasya nāma ca gotra/ ca bala/ ca varza/ ca r[pa/ ca
parikīrtayamānarūpo dharma/ deśayāmi, udāna/ codānayāmi apare2q/ ca bodhisattvānā/
mahāsattvānām, ya etarhi Ak2obhyasya tathāgatasyārhata4 samyaksa/buddhasyāntike
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A 『道行』
譬若我今讚歎說羅麟那杖那佛。
譬えば我今讃歎して羅麟那杖那仏を説くが若し
B 『小品』
譬如我今称揚讚歎宝相菩薩。說其名字。及余菩薩。於阿閦仏所。修行梵行。不離
是般若波羅蜜行者。
譬えば我今宝相菩薩を称揚讃歎し、其の名字、及び余の菩薩の、阿閦仏所に於い
て梵行を修行し是の般若波羅蜜行を離れざる者を説けるが如し。
C

チベット訳 小品般若経
da ltar nga byang chub sems dpa' sems dpa' chen po rin po che'i tog dang byang
chub sems dpa' sems dpa' chen po gtsug phung can dang byang chub sems dpa'
sems dpa' chen po gzhan gang dag da ltar de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang
dag par rdzogs pa'i sangs rgyas mi bskyod pa'i drung na tshangs par sbyad pa
sbyod pa dag gi ming dang rus dang stobs dang kha dog dang gzugs yongs su
sgrogs pa'i tshul gyis chos ston cing ched du brjod pa yang ched du rjod pa dang
…
今私が、宝頂菩薩摩訶薩と尸棄菩薩摩訶薩と他の菩薩摩訶薩で如来応供正等覚た
る不動の御許にて梵行を修する者たちの名と、種姓と、力と、色と、形を大いに宣
告しながら法を示し、明らかに(已に)知らしめ、明らかに知らしめておられ…
ここでも宝幢を「仏」とするか「菩薩」とするかによる違いがあらわれている。チベッ

ト訳と梵本にはシキン菩薩が含まれる206ため別に分類したが、宝幢を菩薩とする点では B・
C は同じである。また前項で挙げた a、b と違いは無い。
また『仏母』では宝幢菩薩が阿閦仏国に住する菩薩であると明記される。
『仏母』
須菩提如我今時集會說法。常所稱讚阿閦佛刹中寶幢菩薩。及彼刹中餘諸菩薩修梵行

brahmacarya/ caranti|( Vaidya.p.222)「たとえば、スブーティよ、私はいま、ラトナケート
ゥ(寶幢)菩薩大士、シキン(尸棄)菩薩大士、および現在、供養されるべき、完全なるさとり
を得たアクショービヤ(不動)如来のもとで禁欲的修行を行っている他の菩薩大士たちの名
前、氏姓、力、色、形を大いにほめたたえながら、教えを説き、おのずから湧き出る感嘆
の声をあげている。」(丹治[1975] pp.270-271)
206 椎尾 [1972]は過去仏のシキンを由来として阿閦仏が現れたと指摘する。ここでは阿閦
仏とは別にシキン菩薩が説かれているが、阿閦仏の由来と関係があるか否かは明らかでな
い。この点について検討の余地はあるが本論文の主旨と異なるため言及は差し控える。(椎
尾 [1972]pp.601-602)
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者。所有功德名字族氏色相威力。
須菩提よ、我れ今時に衆会に説法するに、常に阿閦仏刹中の宝幢菩薩及び彼の刹中の
余の諸菩薩の梵行を修する者の、所有の功徳・名字・族氏・色相・威力を称讃する所の
如し。
宝幢菩薩を挙げる B・C を A と比較すると次の点が注目される。一つには阿閦仏国の諸
菩薩も讃歎の対象に加えられていること。二つ目に B の『仏母』が「阿閦仏刹中の宝幢菩
薩」としていること。これらの点から B・C では、宝幢は阿閦仏のもとで修行する菩薩の一
人として位置付けられたと考えられる。
宝幢は小品般若経では前掲の二箇所に名称が記されるのみであり、その性格はこれ以上
は不明であるが、
『大智度論』の記述によれば、宝幢菩薩は諸仏に讃歎されるような菩薩と
して、般若経においてはじめて説示されたと説かれている207。
以上の小品般若経諸本の比較から得られた結果をまとめると以下の二点になる。
①小品般若経では阿閦仏とともに宝幢を諸菩薩の模範として説いている。
②その宝幢が、A：訳出年代の早い『道行』、『大明度』では宝幢仏とされ、B・C：それ
以外の諸本では宝幢菩薩とされている。
A の場合、他の箇所に言及されない限りでは阿閦仏との関わりが不明である。これに対し
B や C のように、宝幢が菩薩として阿閦仏国に関連付けられることにより、宝幢菩薩もま
た阿閦仏の説く菩薩行に随う菩薩となり、阿閦仏こそが十方諸仏に讃歎される菩薩の模範
に位置づけられるのである。
次に、上記①、②に注目して阿閦仏国経諸訳の記述を見ていくことにしたい。

大品般若経の相当箇所(『放光般若経』(No.221) T.8,p.103c、
『大品般若経』(No.223)
T.8,p.361a など)は寶幢菩薩と尸棄菩薩を説いており C に分類される。『大智度論』では普
賢菩薩や観世音菩薩などの名が挙げられず、寶幢菩薩と尸棄菩薩の二菩薩が讃歎されるこ
とについて、三点の理由が記されている207。
①無生法忍を得ていないが、無生法忍を行じているに等しいことは希有であるため
②大願によって慈悲心を行じ、すぐに作仏せず衆生を度すという功徳があるため
③普賢菩薩などは大功徳によって人によく知られているが、この二菩薩はまだ人に知ら
れていないため
寶幢菩薩と尸棄菩薩の二菩薩は、無生法忍を得ていないことと、人々の間では無名であっ
たことが述べられている。
『大智度論』
：問曰。如遍吉菩薩觀世音菩薩大力勢菩薩文殊尸利彌勒菩薩等。何以故不讚歎
而但稱譽二菩薩。答言。是二菩薩未得無生忍法而能似無生忍法行。必有此事一切魔民所不
能壞。是故佛歎希有。復次是二菩薩清淨大願行深大慈悲心。不期疾作佛。為度眾生故。有
如是等功德故佛稱讚。復次遍吉觀世音菩薩等功德極大人皆知。是二菩薩人未知故稱揚。
(T.25,p.615a)
207

76

第二項

阿閦仏国経

阿閦仏国経諸訳にも宝幢菩薩208に言及する箇所があり、小品般若経とは異なった位置付
けがみられる。まず『阿閦』では宝幢菩薩は阿閦菩薩に随って学行することが説かれてい
る。
『阿閦』
如阿閦菩薩摩訶薩所被僧那僧涅。宝英菩薩摩訶薩亦従阿閦菩薩学行。舍利弗。無央数
菩薩。不能及知阿閦菩薩所被僧那僧涅甚堅。209
阿閦菩薩摩訶薩の被たまひたる所の僧那僧涅の如く、宝英菩薩摩訶薩も亦た阿閦菩薩
に従ひて学行せり。舎利弗よ、無央数の菩薩、阿閦菩薩の被たまひたる所の僧那僧涅の
甚だ堅きことを知るに及ぶ能はず。
これに対して『大宝積経』
「不動如来会」とチベット訳では、宝幢菩薩が阿閦菩薩に隨学す
るとは説かれず、宝幢菩薩の行より阿閦菩薩の行の方が優れていると説かれ、宝幢菩薩は
阿閦菩薩を称揚するための比較対象としてのみ説かれている。
『如来会』
我不見有於賢劫中諸菩薩輩被精進甲如不動菩薩者。舍利弗。宝幢菩薩所修之行。比於
不動菩薩。於少分中乃至歌羅分亦不及一。舍利弗。不動菩薩所被精進甲冑。無量千菩薩
悉無与等。210
我、賢劫中に於いて、諸菩薩の輩の精進の甲を被ること不動菩薩の如き者有るを見ず。
舎利弗よ、宝幢菩薩の修する所の行、不動菩薩に比して、少分中乃至歌羅分に於けるも
亦た一に及ばず。舎利弗よ、不動菩薩の被たまひたる所の精進の甲冑、無量千菩薩の悉
く与に等しきこと無し。
チベット訳 阿閦仏国経
byaG chub sems dpaF sems dpaF chen po rin po cheFi tog gi spyod
pa gaG yin pa de ni / byaG chub sems dpaF sems dpaF chen po mi Fkhrugs
paFi spyod paFi char yaG nye bar mi Fgro ste / Sa ra dwa tiFi bu byaG
chub sems dpaF sems dpaF chen po mi Fkhrugs pa / des go cha chen po

208

『阿閦』では「寶英菩薩」となっているが、異訳では寶幢(rin po cheFi tog)菩薩と
なっており、また寶幢(Ratnaketu)の ketu「印、旗」の意に「(矛先に付ける)はなかざり」
の意を持つ「英」を当てたと考えられる。
209 T.11,p.754b
210 T.11,p.104a
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gaG bgos par gyur paFi go cha chen po de ni / byaG chub sems dpaF
brgya phrag maG po daG / byaG chub sems dpaF stoG phrag maG po daG
/ byaG chub sems dpaF brgya stoG phrag maG po daG / byaG chub sems
dpaF bye ba khrag khrig brgya stoG phrag maG po dag la yaG med do//
211

宝頂菩薩摩訶薩の所行は、阿閦菩薩摩訶薩の行の部分にも及ばず、舎利弗よ、阿閦菩
薩摩訶薩が被ておられる所の大いなる鎧は、百もの菩薩、千もの菩薩、百千もの菩薩、
百千億万那由他もの菩薩たちにも〔同等の鎧は〕無い。
小品般若経では阿閦仏と宝幢が諸菩薩の模範であり称揚されていたのに対し、『阿閦』で
は宝幢菩薩が阿閦菩薩に隨学していることが分かる程度であり、さらに異訳では明らかに
阿閦菩薩のみが称えられている。また、阿閦仏国経諸本では宝幢は菩薩であって仏ではな
く、授記が説かれることもない。したがって阿閦仏と宝幢の関係において『道行』、『大明
度』とは立場を異にする。宝幢との関係から見れば、阿閦仏国経の方が阿閦仏を菩薩一般
の模範とする傾向が強い。
小品般若経では不退転菩薩について阿閦仏国経の所説との共通点を有しつつ、さらに詳
細な記述がなされる。この点はこれまでに指摘されている通りであり、小品般若経の方が
発展した菩薩思想が見られる。その中で阿閦仏は諸菩薩の模範としての役割を果たす。恒
伽提婆の授記においても、阿閦仏国へ往生することが重要なのではなく、作仏まで諸仏国
へ往生して諸仏にまみえ梵行を修し続けることが重要なのである。阿閦仏はその代表とし
て説かれると考えられる。
ではなぜ阿閦仏や阿閦仏国が説かれるのか考えるに、称揚菩薩品において、菩薩一般は
阿閦仏の菩薩時代の行を実践すべきであると説かれることによる。不退転を得ていなくと
も諸仏に賛嘆され、授記を得るであろうことが説かれる。したがって阿閦仏の菩薩時代の
行を実践することは無上正等覚を成就するための正しい行なのである。
阿閦仏とともに菩薩一般の模範として挙げられていた宝幢菩薩は、
『道行』などで阿閦仏、
宝幢仏として並列であったが、漢訳年代が下がるに従い阿閦仏、宝幢菩薩として立場が変
化する。そして『仏母』の所説に従えば宝幢菩薩は阿閦仏国の菩薩であり、宝幢自身も阿
閦仏に従って修行する菩薩となるのである。この傾向は阿閦仏国経の方が顕著であり、『阿
閦』で阿閦菩薩に従って修行するとされる宝幢菩薩は、
「如来会」やチベット訳では阿閦菩
薩の行には及ばないとされ、阿閦仏の菩薩時代こそを模範とすべきことが明確に説かれる
に至る。宝幢菩薩の位置付けは種々に変化しているが、阿閦仏の位置付けには変化が無く、
むしろ諸菩薩の模範という役割が阿閦仏を第一として説かれるに至っているのである。

211

Pek.21,mi, 19b
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小品般若経には嘱累品が二つあるが、一つ目の嘱累品で区切るならば小品般若経は諸菩
薩の模範として阿閦仏を位置づけて一度完結したと考えられる。

第五節 阿閦仏国の示現
第一項 小品般若経
見阿閦仏品第二十五の冒頭に、釈尊が神力によって会座の者達に阿閦仏国の様子を見せる
場面が説かれる。ここでの阿閦仏などの様子に特別な描写はなされておらず、阿閦仏が阿
羅漢や菩薩らに囲遶されると説かれるのみで、釈尊はすぐに神力を摂めて阿閦仏国を見せ
るのを止める。

『小品』
仏說般若波羅蜜是時会中，四衆比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷 …(中略)… 仏神力故，
見阿閦仏在大会中，恭敬囲繞，而為說法。如大海水，不可移動。時諸比丘，皆阿羅漢，
諸漏已尽，無復煩悩，心得自在，及諸菩薩摩訶薩，其数無量。仏摂神力，大会四衆等，
皆不復見阿閦如来，及声聞菩薩，国界厳飾。212
仏、般若波羅蜜を説きたまふ、是の時会中の四衆たる比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷
…(中略)… 仏の神力の故に、阿閦仏の大会中に在りて、恭敬囲繞せらること、大海の水
の移動すべからざるがごときを見たり。時に諸比丘、皆阿羅漢にして諸漏已に尽き、煩
悩を復すること無く、心は自在を得たり。及び諸菩薩摩訶薩、其の数無量なり。仏、神
力を摂めたまへり。大会の四衆等、皆復た阿閦如来、及び声聞、菩薩、国界の厳飾を見
ず。
この一節では阿閦仏や国土そのものが重要なのではなく、後に続く教説を導くための譬
喩のような機能を果たす。それは直後に、
『小品』
一切法亦如是，不与眼作対。如今阿閦仏，及阿羅漢、諸菩薩衆，皆不復現。何以故。
法不見法，法不知法。阿難。一切法，非知者，非見者，無作者，無貪著，不分別故。
一切法も亦た是くの如し。眼と対を作さず。今の阿閦仏、及び阿羅漢、諸菩薩衆の皆
復た現ぜざるが如し。何を以ての故にか。法は法を見ず、法は法を知らず。阿難よ、一
切法は知者に非ず、見者に非ず、作者無く、貪着無く、分別せざるが故に。

T8, p.578b、
『道行』T8, p.469a、
『大明度』T8, p.503a、『仏母』T8, p.665b-c、『四会』
T7, p.857a
212
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最後に説かれる「一切法非知者」云々という教説を導き出すことが先の神通発現の目的
である。そしてさらに教説が展開される中で、阿閦仏の役割が般若波羅蜜に取って代わら
れることが明らかとなる。
一切法の「非知者」などという性質は直後に幻人の如くであると説かれ、そのような見
方で行ずる菩薩は「行般若波羅蜜」と名づけるなどと説かれる。
『小品』
阿難。一切法不可思議，猶如幻人。一切法無受者，不堅牢故。菩薩如是行者，名為行
般若波羅蜜，於法亦無所著。菩薩如是学者，名為学般若波羅蜜。213
阿難よ、一切法は不可思議にして、猶ほ幻人の如し。一切法は受者無きこと、堅牢な
らざるが故に。菩薩の是くの如く行ずる者は、名づけて般若波羅蜜を行ずと為す。法に
於いても亦た無所著なり。菩薩の是くの如く学す者は、名づけて般若波羅蜜を学すと為
す。
そしてそのよう行般若波羅蜜、学般若波羅蜜とされる菩薩は諸仏に讃歎されると説かれ、
称揚菩薩品にみられた諸菩薩の模範としての阿閦仏の役割は、般若波羅蜜へと移行するの
である。
『小品』
阿難。如是学者無依止者為作依止。如是学者諸仏所許諸仏所讚。諸仏如是学已。能以
足指震動三千大千世界。阿難。諸仏学是般若波羅蜜。於過去未來現在一切法中得無礙知
見。阿難。是故般若波羅蜜最上最妙。214
阿難よ、是くの如く学す者は無依止をば為に依止と作す。是くの如く学す者は諸仏の
許す所にして、諸仏の讃ずる所なり。諸仏は是くの如く学し已りて、能く足指を以て三
千大千世界を震動せしめたまふ。阿難よ、諸仏は是の般若波羅蜜を学し、過去、未来、
現在の一切法中に於いて無礙の知見を得たまへり。阿難よ、是れ般若波羅蜜の最上最妙
なるが故に。
称揚菩薩品では不退転を得ていない菩薩という条件付ではあったが、阿閦仏の菩薩時代
の行を実践する菩薩は諸仏に賛嘆されると説かれたが、ここでは同じ文言で般若波羅蜜を
実践する菩薩は諸仏に賛嘆されると説かれる。この部分では不退転の得未得は問題とされ
T8, p.578b、
『道行』T8, p.469a、
『大明度』T8, p.503a、『仏母』T8, p.665c、『四会』
T7, p.857a-b
214 T8, p.578c、
『道行』T8, p.469b、
『大明度』T8, p.503a、
『仏母』T8, p.665c、
『四会』T7,
p.857b。ただし『道行』と『大明度』においては諸仏に賛嘆されるとは説かれず、前述の
不退転を得ていない菩薩の模範と示す箇所の表現とは一致しない。
『道行』では「作是学者。
困厄苦者悉護視。是為隨仏法学。是為隨仏教。
」とある。
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ていないから、全ての菩薩が対象となる。つまり阿閦仏の菩薩時代の行を実践するという
ことは、学般若波羅蜜に含まれると言える。
そして見阿閦仏品の末尾には、般若波羅蜜を行ずる菩薩は、三悪道に堕ちることなく常
に好処に生まれ、常に諸仏と離れないと説かれる。そしてそのような菩薩の例として阿閦
仏国の香象菩薩が説かれる。
『小品』
菩薩行般若波羅蜜。生般若波羅蜜。乃至弾指頃得如是功德。何況一日。若過一日。如
香象菩薩。今在阿閦仏所行菩薩道。常不離般若波羅蜜行。
菩薩、般若波羅蜜を行じ、般若波羅蜜を生じ、乃至、弾指の頃にも是くの如き功徳を
得。何に況や一日、若しくは一日を過ぐるをや。香象菩薩、今阿閦仏所に在りて菩薩道
を行じ、常に般若波羅蜜行を離れざるが如し。
香象菩薩とは阿閦仏国経において阿閦仏が般涅槃するときに作仏の授記を得る菩薩であ
る。ここでは諸仏と離れないことが、般若波羅蜜行を離れないと言い換えられる点は阿閦
仏国経と異なるが、香象菩薩が挙げられることは、やはり阿閦仏やその菩薩行が菩薩一般
の模範として機能していることをが分かる。
ここで不退転相品から見阿閦仏品に至るまでに見られる阿閦仏が言及される教説を通観
すると以下のようになる。
不退転相品 … 不堕二乗、往生諸仏国土、不離諸仏
恒伽提婆品 … 授記、往生諸仏国土（阿閦仏国）、不離諸仏
称揚菩薩品 … 学阿閦菩薩行、諸仏讃歎（未得不退転）
見阿閦仏品 … 学(行)般若波羅蜜、諸仏讃歎
不離諸仏、不離般若波羅蜜行、香象菩薩（阿閦仏国）
これらの諸品において不離諸仏が諸仏国土への往生として説かれ、般若波羅蜜と離れな
いことへと言い換えられる。そしてそのような菩薩は諸仏に讃嘆されると説かれる。この
中で、不離諸仏において阿閦仏国への往生(恒伽提婆品)が説かれ、諸仏讃嘆において阿閦仏
の菩薩時代の行を実践(学)することが説かれる。さらに不離諸仏の菩薩として阿閦仏国の香
象菩薩が挙げられるのである。つまり阿閦仏は諸菩薩の模範であり、阿閦仏の根底には諸
仏が、阿閦仏国への往生の根底には諸仏国土への往生が常に想定されるのである。そして
このような菩薩の姿は常啼菩薩のような般若波羅蜜を常に求め続ける菩薩の姿へと引き継
がれるのである。このように小品般若経における阿閦仏は諸仏の代表であり、その菩薩時
代は菩薩一般の模範なのである。

81

第二項

維摩経

阿閦仏国を神通によって人々に見せるという場面は維摩経にも説かれる。そしてその中
で阿閦仏の菩薩行を実践すべきことが説かれ、阿閦仏は菩薩一般の模範としての役割を負
っていることが分かる。また阿閦仏を見せる神通の描写は小品般若経に説かれるものと同
じであり、この見阿閦仏の事跡が小品般若経と同じ系統の伝承であると考えられる。
羅什訳『維摩詰所説経』によって示すと、見阿閦仏品第十二に次のように説かれる。
釈尊に如来をどのように観ずるか問われ、維摩居士は種々の相対的な観や如来の相を否
定し、いかなる言説を以っても分別顕示することはできないという正しい観の在り方を答
える。続いて舎利弗は維摩居士にどこからこの世界に来生したのかを問うと、維摩居士は
一切法は幻の相のようであり、没したり生じたりということは虚誑であると説き、どこか
ら来生したかについては答えない。そこで釈尊が、無動仏、つまり阿閦仏の住する妙喜世
界において没し、娑婆世界に来生したと説く。そして衆生の煩悩を滅するために来生した
ことが明かされる。そこで会座の人々の心に妙喜世界の阿閦仏や声聞衆、菩薩衆を見たい
という思いが生じる。それに対して維摩居士は右手で阿閦仏国を断取して娑婆世界に置く
という神通を示す。
ここで示される妙喜世界や阿閦仏は、維摩居士自身が語ったように幻の相として観ずべ
きでものある。国土の示現と順序は逆であるが、小品般若経の見阿閦仏品においても国土
の示現の一節は「一切法は不可思議にして、猶ほ幻人の如し」(『小品』)という教説へと続
いている。
示現の後、釈尊はそのような清浄仏土を得ようと思う菩薩は、阿閦仏の(菩薩時代の)所行
を実践すべきことが説かれる。
『維摩詰所説経』
若菩薩欲得如是清浄仏土。当学無動如来所行之道。215
若し菩薩、是くの如き清浄なる仏土を得むと欲さば、当に無動如来の行じたる所の
道を学すべし、と。
チベット訳 維摩経
sangs rgyas kyi zhing 'di 'dra ba yongs su gzung bar 'dod pa'i byang chub sems
dpa' de bzhin gshegs pa mi 'khrugs pa'i byang chub sems dpa'i spyod pa thams cad
kyi rjes su bslab par bya'o //
このような仏国土を得ようと望む菩薩は阿閦如来の菩薩の一切の行に随い実践す

T14, p.555c、支謙訳『維摩詰経』T14, p.535a、玄奘訳『説無垢称経』T14, p.585b、VKN
『対照維摩経』p.458
215
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べきである。
この阿閦仏の菩薩時代の行に随い実践することは、同様の文言によって阿閦仏国経の授
記荘厳品216や小品般若経の称揚菩薩品217においても説かれる。菩薩一般の模範という阿閦
仏の役割は本経でも確認できる。
また維摩居士が示した神通は、右手で阿閦仏国を取って娑婆世界に置くというものであ
る。この神通は阿閦仏国経では説かれないが、小品般若経の見阿閦仏品に見られる。この
神通を記すのは『道行般若経』
、
『大明度経』、
『四会』である。
まず維摩経では以下のように阿閦仏国を人々に見せる。
『維摩詰所説経』
入於三昧現神通力。以其右手断取妙喜世界。置於此土。218
三昧に入りて、神通力を現じ、其の右手を以て妙喜世界を断じ取りて此の土に置けり。
チベット訳 維摩経
… 'di lta bu'i ting nge 'dzin la snyoms par zhugs nas 'di lta bu'i rdzu 'phrul mngon par
'du bya ba mngon par byas te / 'dzig rten gyi khams mngon par dga' ba de nyi tshe bar
bcad nas lag pa g-yas pas blangs te 'dzig rten gyi khams mi mjed 'dir bcug go // ()
… このような三昧に入り、このような神通を用いて、妙喜世界の一部を断じ、右手で持っ
て、この娑婆世界に置いた。
『小品』では釈尊が阿閦仏国を示現した後の教説において、般若波羅蜜を学する菩薩は
諸仏に讃嘆されると説かれることは前章にて述べた。この部分が『道行』、『大明度』、『四
会』では、諸仏に讃嘆されるとは説かれず、般若波羅蜜を学することは仏の教えに随うこ
とであるなどと説かれ、そのような菩薩は手で仏世界を手で持ち上げることが説かれる
『道行』
是為隨仏法学。是為隨仏教。有応学是者。持手挙一仏境界。移著還復他方剎土。以其
処人無有覚知者。219
216

本論文第三章第四節
本論文本章第四節第一項
218 T14, p.555b、
『維摩詰経』T14, p.535a、
『説無垢称経』T14, p.585a、VKN『対照維摩
経』p.454
219 T8, p.469b、
『大明度』
：有応是学者。以手挙一仏剎。又復著故處。人無覚者。(T8, p.503a)、
『四会』
：菩薩学此学已住此学中。能以右手若右足指。挙取三千大千世界。擲置他方或還本
処。其中有情不知不覚無損無怖。(T7, p.857b)
217
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是れ仏の法学に随ふと為し、是れ仏の教に随ふ為す。応に是れを学ぶべき者有らば、
手を持ちて一仏の境界を挙げ、移著し還りて他方仏土に復すに、以て其の処の人覚知す
る者有る無し。
『道行』などでは神通とは明記されないが、手(『四会』では右手や右足)で国土を持ち移
動させるという同じ描写が説かれる。
阿閦仏国経においても釈尊の神通によって舎利弗が阿閦仏国を見る場面が説かれるが、
手でその国土を取って娑婆世界に置くという神通は説かれない。以上の点から維摩経にお
ける、阿閦仏の菩薩行に随って行ずべきとする記述と、手で仏国土を持つという神通の記
述は小品般若経の伝承を受けたものと考えられる。相違点としては、小品般若経の恒伽提
婆品のように阿閦仏国は往生先であったり、見阿閦仏品の香手菩薩の記述のように菩薩の
住するに相応しい世界という位置付けであったものが、維摩経では維摩居士は阿閦仏国よ
り来生したと説かれる点である。しかし維摩経において菩薩一般の模範として阿閦仏やそ
の国土が説かれるのは、小品般若経と共通する220。
平川[1989]221の指摘するような般若経、阿閦仏国経、維摩経、首楞厳三昧経という経典
グループを想定するならば、これらの経典においては阿閦仏は菩薩一般の模範であり、一
切諸仏の代表として名が挙げられていると見ることができるのである。

T15, pp.636c-637a。
首楞厳三昧経においても、前述の維摩経のように阿閦仏国からの来生が説かれる。堅意菩
薩は現意天子がどこから来生したのか釋尊に問うと、釈尊は阿閦仏の住する妙喜世界から
来生したと説かれる。
『首楞厳三昧経』：爾時仏告堅意菩薩。是現意天子。従阿閦仏妙喜世
界来至於此。是人於彼常說首楞厳三昧。堅意。一切諸仏無有不說首楞厳三昧者。堅意。是
現意天子。於此娑婆世界当得成仏。是人欲断此五濁悪取浄仏土教化衆生。修習增長首楞厳
故来至於此。
221初期の大乗経典(支讖、支謙などの訳)は、般若経とそれに関連する『阿閦』
『首楞厳三昧
経』
『維摩経』などのグループと、
『般舟三昧経』
『大阿』などの阿弥陀仏に関係のある経典
のグループとに分かれる。(平川[1989]p.195)
220
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第六章 悲華経における阿閦仏
第一節 阿閦仏の記事の概要 ―次第作仏―
四から五世紀の成立とみられる悲華経222では、釈尊の前生話とともに阿弥陀仏をはじめ
とした種々の他方仏の前生話が説かれ、その菩薩時代の誓願や授記が説示される。その他
方諸仏の一仏に阿閦仏も含まれる。本章では悲華経の授記話における阿閦仏に関連する記
述と、阿閦仏国経や小品般若経の所説との関係をみていきたい。
悲華経には前章までに見てきたような菩薩一般の模範としての阿閦仏は説かれない。こ
れは大宝積経の文殊師利授記会や大乗涅槃経に見られたように、阿閦仏と阿弥陀仏が区別
される説かれ方とは異なり、他方浄土の仏陀という意味において阿弥陀仏と同様に捉えら
れている223。しかし本経にける阿閦仏に関する記述は、阿閦仏国経や小品般若経に含まれ
る伝承を折衷したような教説となっている。
悲華経には釈尊および他方諸仏の前生話が説かれる。物語の結構は以下の通りである。
ある過去世(娑婆世界224の過去世)、宝蔵如来の在世に転輪聖王(阿弥陀仏の前生身)と千人の
王子(阿閦仏を含む諸仏の前生身)が宝蔵如来に供養をなし、後に発心してそれぞれ誓願を立
て授記される。王と千の王子は皆、清浄な世界を取ることを誓願として表明する。一方、
転輪聖王の大臣である法海梵志(釈尊の前生身)は五濁悪世を取り、不善根を成就する衆生を
調伏するという誓願を立てる。大悲を生じたこの法海梵志を菩薩摩訶薩と名づけ、分陀利
華の如しと説かれている。これに対し浄土を願う菩薩は五濁悪世の衆生への大悲を生じな
いという点で摩訶薩にあらず、分陀利華にあらずと説かれ区別されているのである。経題
の「悲華」は釈尊の大悲の分陀利華の如きを示している。
このような物語において、分陀利華にあらずと説かれる他方諸仏の前生は、分陀利華た
る法海梵志の大悲を浮き彫りにするため、比較対照としての役割を与えられている。
・
『大乗悲分陀利経』八巻 失訳(秦代 384-417) T3, pp.233c-289a(No.158)
・
『悲華経』十巻 曇無讖訳(419 年) T3,pp.167a-233c(No.157)
・ Karuzqpuzfar]ka,[1968] ed.with Introduction and Notes, by I. YAMADA,
2Vol.s,London (School of Oriental and African Studies, University of London)
・Fphaks pa sJiG rje pad ma dkar po Ses bya ba theg pa chen poFi mdo.
Pek.29,pp.(G,149a-296b) (No.780)
西尾[1931]では五世紀初頭、紺矢[1983]では四世紀半ばの成立であると推定している。
223 悲華経は浄土を取る諸仏の中で無諍念王(阿弥陀仏)を最も意識して編纂されたとみられ
ている。これに従えば、悲華経において阿閦仏が阿弥陀仏と併記されるとはいえ、阿弥陀
仏と同等に意識されていなかったと考えられるが、少なくとも無視できない程度には知ら
れていたといえる。(宇治谷[1969]p.1, pp.40-44,p.257、香川[1969]、藤田[1970] p.426、紺
矢[1983]) また、宇治谷[1971]によれば、悲華経における阿弥陀仏や阿閦仏の全ての清浄
仏土について「それら仏国土の荘厳の様相とそこへ誘引せんとする摂衆生の方法手段は概
ね大同小異である」ことを指摘している。
224 『悲華経』では説話の舞台となる過去世において娑婆世界は「刪提嵐」という名であっ
たとされている。他の諸本では世界の名は特に挙げていない。
222
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このようなのような目的で、悲華経には他方諸仏の前生身が列挙されているのであるが、
それらの記述を検討すると悲華経における阿閦仏に関する記述に特徴があることがわかる。
転輪聖王と千の王子の中で、名前、誓願、菩薩としての名前、授記、仏名が個別に説かれ
ているのは転輪聖王及び第一王子から第十一王子までの十二名である。
それぞれの主な授記内容を『大乗悲分陀利経』に依ってまとめると以下の如くである225。
菩薩名
離諍王

無量淨

世界

国土の方角・距離

西方

安樂

仏名

作仏時期

阿彌陀
阿弥陀仏が般

第一王子

不眴

觀世音

同上

涅槃し、正法

（名称のみ変化）

一切寶集

光明普至尊積德王
が滅した後に
作仏する
光明普至尊積
德王仏が般涅

第二王子

尼摸

大勢至

同上

×

善安隱摩尼積德王

槃し、正法が
滅した後に作
仏する

第三王子

帝眾

曼如尸利

第四王子

支眾

壞金剛慧明照尸利

南方
東方

淨無塵積

普現

阿尼彌沙

普賢

蓮華

蓮華上

日月

法自在富王

(過十恒河沙數佛土)
第五王子

無畏

虚空印

第六王子

虚空

虚空顯明

東南方
東方
(過二恒河沙數佛土)

紺香光明無

第七王子

支像

師子香

上方

第八王子

阿摸具

普賢

北方

智水淨德

師子奮迅金剛智

第九王子

阿彌具

阿閦

東方(去此千佛土)

樂喜

阿閦

塵

光明無塵上身香月自在王

阿閦仏が般涅
槃し、正法が
第十王子

尼摩尼

香手

同上

×

金華
滅した後に作
仏する

225

作仏時期が空欄になっている菩薩については、宝蔵如来の授記の時点を基準として作仏
までの期間が説かれている。表では簡略化のためそれらを省略した。無量浄菩薩や阿閦菩
薩など大半の菩薩は「來世過一恒河沙數阿僧祇。始入二恒河沙」に作仏すると説かれてい
る。曼如尸利菩薩の作仏時期は「第三恒河沙數阿僧祇」にまで達し、普賢菩薩の作仏時期
は「二恒河沙阿僧祇餘少分」とあり、彼等は無量浄たちより遅れるようである。
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金華仏が般涅
第十一王子

名師子

同上

寶勝

槃し、正法が

（名称のみ変化）

妙喜

自在龍雷音
滅した後に作
仏する

注目すべきはそれぞれの国土の位置(方角・距離)と作仏時期とである。この二点に着目し
授記内容を比較すると、転輪聖王から第二王子までの三菩薩と、第九王子から第十一王子
までの三菩薩には各々特徴が共通していることがわかる。これら二組の三菩薩は将来二つ
の国土を継承しながら次第して作仏すると説かれている点である。つまり一方は阿弥陀仏
の安楽世界を継承し、いま一つは阿閦仏の楽喜世界を継承するのである。その他の第三乃
至第八王子は国土を異にし、作仏も個別にすると説かれている。このことから悲華経が転
輪聖王と十一人の王子の授記内容を単純に羅列したのみではないことが窺われる。
それでは上記の三菩薩の組み合わせの内、第九王子 阿閦菩薩、第十王子 香手菩薩、第
十一王子 宝勝菩薩226の組合せはどのような前提をもって悲華経に説かれているのであろ
うか。この点についてはこれまでの研究に言及されてはいない227。
これまでの悲華経研究で阿閦仏に言及する資料についての指摘はなされてきたが、阿閦、
香手、宝勝の次第作仏を直接説く資料は確認されていない。悲華経よりも成立年代が早い
阿閦仏国経や阿閦仏に言及する小品般若経では、香手菩薩、宝勝菩薩に相当する菩薩につ
いても説かれる。そこでこの二経を取り上げ、悲華経の形式との関係を検討したい。

第二節

阿閦仏国経・小品般若経との比較
第一項 阿閦菩薩への授記

まず阿閦 (Ak2obhya) 菩薩の授記について『大乗悲分陀利経』には以下のように説かれ、
阿閦菩薩が東方楽喜(妙楽、Skt.abhirati、Tib.mngon par dga’ ba)世界に住して阿閦仏となると
いう記述は阿閦仏国経の所説と合致する228。
226

香手(Gandhahastin)菩薩や宝勝(Ratnaketu)菩薩は、漢訳語が一様でなく、本論文で扱う資
料の中でも一定しないため、本文中では『大乗悲分陀利経』の訳語に依って、香手菩薩、
宝勝菩薩に統一しておく。
227 はじめの三菩薩、即ち転輪聖王 無量浄菩薩、第一太子 観世音菩薩、第二王子 大勢至
菩薩の次第作仏の組合せは、
『大阿弥陀経』などに説かれており、これを前提としていたと
考えられる。阿弥陀仏、観音菩薩、勢至菩薩の三尊形式については、香川[1980]、林[1986]、
能仁[2008]（
『大阿弥陀経』T.12,p.309a）
228 阿閦仏国経で阿閦菩薩の師仏として名前が挙げられているのは大目如来のみで、悲華経
所説の宝蔵如来は説かれていない。しかし阿閦仏国経では大目如来の授記から正覚成就ま
でに、阿閦菩薩は世々に諸仏と見えることが説かれている。したがって悲華経で宝蔵如来
による授記が説かれても矛盾はしない。望月［1977］は阿弥陀仏とその他の諸仏が経典に
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『大乗悲分陀利経』
仏言。善哉善哉。丈夫取浄仏土。汝阿閦。於当来世過一恒河沙数阿僧祇。始入二恒河
沙。於東方去此千仏土。有世界名楽喜。荘厳成就如汝所願。汝当於中成阿耨多羅三藐三
菩提。即名阿閦如来乃至仏世尊。229
仏言ひたまへり。善き哉、善き哉、丈夫よ浄仏土を取らむ。汝、阿閦よ、当来世の一
恒河沙数の阿僧祇を過ぎ、始めて二恒河沙に入るにおいて、東方に此を去ること千仏土
に、世界有りて楽喜と名づく。荘厳成就せることは汝の所願の如くなり。汝、当に中に
おいて阿耨多羅三藐三菩提を成じ、即ち阿閦如来乃至仏世尊と名づくべし。
悲華経における阿閦菩薩の誓願は、これまでの研究によると阿閦仏国経を前提とすると
みられており、特に阿閦仏国土の女性に関する記述は蔵訳阿閦仏国経の記述とより多く一
致する230。
これに対して阿閦仏に言及する小品般若経では、阿閦仏の菩薩時代には言及されないた
め231、そのため阿閦菩薩の出自や固有の誓願、或は授記については説かれない232。これら
の点から悲華経の阿閦菩薩の事跡については、従来の指摘どおり阿閦仏国経の内容を踏ま
えていると考えられる。

よって様々に関係付けられることについて、諸仏は過去無数劫の本生を有していることか
ら、諸仏の様々な関係の本生話が説かれることはあり得ることであると述べている。
（望月
［1977］p.345）
229 T3, p.258c、
『悲華経』T3, pp.193c-195c、チベット訳 Pek.29,cu,228b、梵本
Yamada.,p.173
230 阿閦仏国の女性について、
『阿閦』と『如来会』は蔵訳に比べて簡素な記述しか持たな
い。特に阿閦仏国の女性の妊娠方法についての記述は漢訳二本にはみられない。訳出年代
から考えると、支讖訳(2c 中)から蔵訳(9c)までの間に増広がなされ、「如来会」は増広前の
説を伝承した、或は支讖訳の時点で既に蔵訳の基となる伝承が別に伝わっていたかである。
阿閦仏国の女性に関する記述については、宇治谷[1969] pp.6-8,58-59、佐藤[2008]
pp.123-138 等を参照。また阿閦仏国経の阿閦菩薩の誓願(第一章)では仏国土に関する願文
は少なく、ほとんどが次の阿閦仏国土の荘厳の様子を説く章(第二章)に説かれている。
〈悲
華経〉ではこれを阿閦菩薩の誓願中に説いており、国土の様子を願文によく含む〈無量寿
経〉の誓願形式に近い。
231 後述するように小品般若経諸本に「阿閦仏為菩薩時所行道」という記述はある。しかし
阿閦仏の菩薩時代の場面を説くことはない。
232 後述の恒伽提婆が授記される直前の箇所では、菩薩一般の行が誓願の形式で説かれてい
る。これを受けて恒伽提婆の授記が説かれ、阿閦仏国へ往生すると説かれている。したが
ってこの菩薩一般の誓願が阿閦仏と無関係であるとは言えないが、阿閦菩薩に固有の誓願
であるとは言えない。
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第二項

香手菩薩の記述

次に、第十王子は阿閦菩薩の如くの願を立て、それらに加え、一切衆生の手中に栴檀香
を生じ、それによって諸仏を供養させると誓願する。これにより香手 (Skt.Gandhahastin、
Tib.spos kyi glong po) 菩薩と名づけられ、授記される。
『大乗悲分陀利経』
仏言。善哉善哉。善男子。所願極妙。汝能使一切衆生手中。皆有海此岸栴檀妙香。発
念仏心。善男子。是故字汝為香手。汝香手。於到来世過一恒河沙数阿僧祇。二恒河沙阿
僧祇之余。阿閦如来般涅槃。正法滅已。於後七日。汝香手。於彼世界成阿耨多羅三藐三
菩提。号金華如来応供正遍知乃至仏世尊。

233

仏言ひたまへり。善き哉、善き哉、善男子よ。所願は極妙なり。汝、能く一切衆生を
して手中に、皆、海此岸栴檀妙香を有りて、仏を念ずる心を発さしめむ。善男子よ、是
の故に汝を字して香手と為す。汝、香手よ、当来世の一恒河沙数阿僧祇を過ぎ、二恒河
沙阿僧祇の余に於いて、阿閦如来般涅槃したまひ、正法滅し已りて、後七日に於いて、
汝、香手よ、彼の世界に於いて阿耨多羅三藐三菩提を成じ、金華如来応供正遍知乃至仏
世尊と号さむ。
ここでは阿閦仏の般涅槃の七日後に最正覚を成就し、金華仏(Skt.suvarzapu2pa)234となる
と説かれる。この香手菩薩については阿閦仏国経と小品般若経の両経に関連する記述が見
られる。
『阿閦』では以下のように阿閦仏による授記が簡潔に説かれる。
『阿閦』
阿閦仏般泥洹時。有菩薩摩訶薩。名衆香手。当授是衆香手菩薩決。号曰羞洹那洹波頭
摩漢言金色蓮華。如来無所著等正覚。復次舍利弗。其金色蓮華仏之刹所有善快。亦当如阿
閦仏刹之善快所有安諦。金色蓮華仏所有衆弟子。亦当如阿閦仏。235
阿閦仏般泥洹したまはむ時、菩薩摩訶薩有りて、衆香手と名づく。当に是の衆香手菩
薩に決を授けたまはむ。号して羞洹那洹波頭摩(漢に金色蓮華と言はく)如来無所著等正覚と
曰はむ。復次に、舎利弗よ、其の金色蓮華仏の刹の有する所の善快も、亦た当に阿閦仏
刹の善快の如くに、有する所は安諦なるべし。金色蓮華仏の有する所の衆の弟子も亦た
当に阿閦仏の如くなるべし。
香手(衆香手)菩薩の記述はこれのみであるが、阿閦仏に次第して作仏し金華仏となること
233
234
235

T3, p.259a、
『悲華経』T3, p.196a、チベット訳 Pek.29,Cu,229a-b、梵本 Yamada.p.175
蔵訳悲華経では gser gyi me tog であるが、蔵訳阿閦仏国経では gser gyi pad ma とある。
T11, p.760c、
『如来会』T11, p.109a、チベット訳 Pek.22, dzi, 52b
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が説かれている。
『如来会』の記述内容もこれと同様である。ただし漢訳二本では、そのま
ま阿閦仏国で作仏することや、阿閦仏の正法滅後七日という厳密な時期については言及さ
れていない。この二点については蔵訳阿閦仏国経の相当個所に明記される。
チベット訳 阿閦仏国経
sha ra dwa ti’i bu de nas bcom ldan ‘das de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang
dag par rdzogs pa’i sangs rgyas pa de yongs su mya ngan las ’da’ ba’i dus kyi tshe
byang chub sems dpa’ sems dpa’ chen po spos kyi glang po che zhes bya ba la skyes
bu dam pa khyod nga’i dam pa’i chos nub nas zhag bdun lon pa’i ’og du ‘jig rten gyi
khams mngon par dga’ ba ’dir bla na med pa yang dag par rdzogs pa’i byang chub
mngon par rdzogs par ’tshang rgya bar ’gyur te / de bzhin gshegs pa …(中略)…
sangs rgyas bcom ldan ’das gser gyi pad ma zhes bya bar ’gyur ro zhes / bla na med
pa yang dag par rdzogs pa’i byang chub tu lung ston par ’gyur ro //( Pek.22,Dis,52b)
舎利弗よ、それから、世尊如来応供正等覚たる阿閦が、般涅槃する時、大香象菩薩摩
訶薩に「賢者、汝よ、私の正法が没して七日を過ぎた後にこの妙喜世界で無上正等覚を
究竟円満に覚り、如来 …(中略)… 仏・世尊たる金蓮華といわれるようになるであろう」
と、無上正等覚を授記するであろう。
この記述は『阿閦仏国経』と『如来会』とにはみられない。チベット訳阿閦仏国経と悲
華経との共通点である。
これに対して小品般若経では恒伽提婆という女人が釈尊によって授記されることが説か
れており、この授記の中で阿閦仏国へ往生し、将来金華仏となることが言及されている236。
『小品』
佛告阿難。是恒伽提婆女人。當於來世星宿劫中。而得成佛。號曰金花。今轉女身。得
為男子。生阿閦佛土。於彼佛所。常修梵行。命終之後。從一佛土。至一佛土。常修梵行。
乃至得阿耨多羅三藐三菩提。不離諸佛。…(後略) (T.8,p.568b)

237

仏、阿難に告げたまへり。是の恒伽提婆女人は、当に来世の星宿劫中に於いて、成仏
を得べし。号して金花と曰はむ。今女身を転じて男子と為るを得て阿閦仏土に生まれむ。
236

成松[1975]a は阿閦仏国における女性の存在を国土の特徴の一つとしてあげ、〈悲華経〉
がそれを受け継いでいることを指摘している。その中で、第九王子 阿閦菩薩の誓願中に阿
閦仏国の女人は三昧によって再び女身を受けなくなるということが説かれることに注目し、
「思うに、阿閦浄土と女人は周知著明で除き難いしかも特勝女人とて浄土に在るべきでは
ない、他ならぬ般若経も恒伽提婆 Gaxgqdev] の阿閦仏土往生に際しての転女成男を説いて
いる―かくて浄土での三昧転女となったものであろう」と述べる。
237 『道行』T8, p.458a、
『大明度』T8, p.497a、
『鈔経』T8, p.531a、
『仏母』T8, p.648b-c、
『第四分』T7, p.906c、チベット訳 Pek21, mi, 215a-b、梵本 Vaidya.p.181
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彼の仏所に於いて常に梵行を修せむ。命終の後、一仏土従り一仏土に至り、常に梵行を
修し、乃至、阿耨多羅三藐三菩提を得むまで諸仏と離れざらむ。…(後略)
ここで説かれている恒伽提婆(Skt.gaxgadev]、Tib.gang gq’i lha mo)について、将来阿閦仏
国土238で修行する菩薩239であり、いずれ金華仏となるという点は悲華経の香手菩薩の記述
と一致する。しかし同時に悲華経との相違点も見られる。まず第一に、この女人が香手菩
薩とは明記されていないということ。第二に、小品般若経では阿閦仏の般涅槃後にその国
土で作仏するとは説かれないこと。第三点として、変成男子が含まれる点である。
この第一点に関連して、小品般若経の香手菩薩の記述を確認すると、前章に触れた見阿
閦仏品での記述のみである。そこでは阿閦仏国で修行する菩薩であることが説かれるが、
金花仏となるなどの記述は見られない。
『小品』
須菩提。菩薩行般若波羅蜜。生般若波羅蜜。乃至彈指頃得如是功德。何況一日若過一
日。如香象菩薩。今在阿閦佛所行菩薩道。常不離般若波羅蜜行。240
須菩提よ、菩薩は般若波羅蜜を行じ、般若波羅蜜を生じ、乃至弾指の頃に是くの如き
功徳を得るなり。何をか況や、一日若しくは一日を過ぐるをや。香象菩薩の、今阿閦仏
所に在りて菩薩道を行じ、常に般若波羅蜜行を離れざるが如し。
香手菩薩が現に阿閦仏国に住していることが釈尊によって語られている。前述の恒伽提
婆は釈尊の会座にいたのであるから、香手菩薩と恒伽提婆が同一人物であるとは考えがた
い。たとえ前掲の恒伽提婆の記述(「恒伽提婆品第十八」)と香手菩薩の記述(「見阿閦仏品
第二十五」)とが編纂時期を異にしていたとしても、両者を同一人物と見なすための記述は
どちらにも確認できない。したがって、悲華経において阿閦仏のもとで修行し、阿閦仏般

238

妙喜世界を東方とする説は〈小品般若経〉では『大般若波羅蜜多経』の「第四分」や「第
五分」のみが説いており、漢訳年代の早い『道行般若経』や『小品般若経』などには妙喜
世界の方角に言及していない。この点は大品系統の般若経でも同様である。
『大乗悲分陀利
経』や『悲華経』の訳出年代を考慮すると、妙喜世界東方説を般若経から取り入れた可能
性は低い。また阿閦仏思想の発生当初、東方という要素は関係が無く、発展過程の中で方
角が付加された可能性が考えられる。望月氏は〈小品般若経〉の常啼菩薩の説話の影響で
はないかと指摘する([1977]pp.447-449)。 一方、椎尾辨匡氏は前方(過去)を表わす p[rva に
東の意があることなどから、阿閦仏は過去仏の現在化である可能性を述べる([1972]『仏教
経典概説』(『椎尾辨匡選集』第三巻) pp.465-467)。
239 恒伽提婆が「菩薩」と記述されることはないが、恒伽提婆の誓願は直前に説示された菩
薩一般の立てるべき誓願を同様に立てていることから、この女人を菩薩とみなして論を進
める。
240 『道行』T8, p.470a、
『大明度』T8, p.503b、
『小品』T8, p.579b、
『第四分』T7, p.859c、
『仏母』T8, p.667a、チベット訳 Pek.21,Mi,279a、梵本 Vaidya.p.234
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涅槃後に作仏して金華仏となるという香手菩薩の性格は、小品般若経の記述から直接形成
されるものではないと考えられる241。
以上のように、第十王子 香手菩薩については、阿閦仏国経と小品般若経の両経に関連す
る記述がみられる。しかし次第作仏という点から考えると、小品般若経の記述は断片的で
あり、独自の要素が多く含まれている。これに対し阿閦仏国経は悲華経の阿閦仏と香手菩
薩の関係において一致した伝承を有している。

第三項

宝勝菩薩の阿閦仏との関係

最後の第十一王子 宝勝菩薩(Skt.ratnaketu、Tib.rin po che’i tog)は宝幢をもって宝蔵如来を
供養し、香手菩薩と同様の誓願を立てたと説かれている。これにより、宝勝菩薩と名づけ
られ、金華仏の般涅槃後に最正覚を成就すると授記されている。
『大乗悲分陀利経』
寶藏如來言。善哉善哉。善男子。是故字汝為寶勝。於當來世過一恒河沙數阿僧祇。二
恒河沙數阿僧祇之餘。金華如來般涅槃已。正法滅後竟三劫。樂喜世界當名妙樂。汝當於
中成阿耨多羅三藐三菩提。號自在龍雷音如來乃至佛世尊。國土莊嚴如阿閦佛土無異。242
宝蔵如来言ひたまへり。善き哉、善き哉、善男子よ、是の故に汝を字して宝勝と為す。
当来世の一恒河沙数阿僧祇、二恒河沙数阿僧祇の余を過ぐるに於いて、金華如来般涅槃
し已り、正法滅して後三劫を竟りて、楽喜世界は当に妙楽と名づくべし。汝、当に中に
於いて阿耨多羅三藐三菩提を成じ、自在龍雷音如来乃至仏世尊と号すべし。国土の荘厳
は阿閦仏土の如くにして異無からむ。
この宝勝菩薩について次の二点に注目し、阿閦仏国経と小品般若経の所説をみていきたい。
まず第一点として、阿閦菩薩(阿閦仏)と宝勝菩薩の関係、第二点として、宝勝菩薩の作仏へ
の言及の有無とについてである。
まず阿閦仏国経の所説について。
『阿閦』では阿閦菩薩の菩薩行が優れていることを以下
のように説いている。

『小品』T8, p.579b。香手菩薩についての記述はこの部分のみであり、恒伽提婆や金華
仏との関連を示唆する記述はみられない。小品般若経諸本の相当個所で、香手菩薩が阿閦
仏国に住することについて「今現に」(Skt. etarhi)と明記するのは、
『小品』と梵本のみであ
る。しかし阿閦仏が現在仏であることは諸本で一致していることであり、またここの記述
を香手菩薩が未来に阿閦仏国に住することを示しているとは理解できない。したがって小
品般若経においては、香手菩薩を恒伽提婆や金華仏と関連付けようとはしていないのであ
る。
242 T3, p.259a、
『悲華経』T3, p.196b、チベット訳 Pek.29, cu, 230a、梵本
Yamada.pp.176-177
241
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『阿閦』
舍利弗。如阿閦菩薩摩訶薩所被僧那僧涅。寶英菩薩摩訶薩。亦從阿閦菩薩學行。舍利
弗。無央數菩薩。不能及知阿閦菩薩所被僧那僧涅。 (T11,p.754b)
舎利弗よ、阿閦菩薩摩訶薩の被する所の僧那僧涅の如く、宝英菩薩摩訶薩も亦た阿閦
菩薩に従ひて学行す。舎利弗よ、無央数の菩薩は阿閦菩薩の被する所の僧那僧涅を知る
に及ぶこと能はず。
この記事から宝勝(宝英)菩薩が阿閦菩薩に従って修行したことがわかる。しかし宝勝菩薩
のみが無央数の菩薩とは別格で阿閦菩薩と同等であったのか、或は宝勝菩薩も無央数の菩
薩に含まれるのか明確でない243。
『阿閦』では宝勝菩薩についてこれ以上の記述が無いため
明確な結論は得られない。
これに対して『如来会』と蔵訳阿閦仏国経の相当箇所には明確な記述がある。
『如来会』
我不見有於賢劫中諸菩薩輩被精進甲如不動菩薩者。舍利弗。寶幢菩薩所修之行。比於
不動菩薩。於少分中乃至歌羅分亦不及一。舍利弗。不動菩薩所被精進甲冑。無量千菩薩
悉無與等。(T.11,p.104a)
我、賢劫中に於いて、諸菩薩の輩の精進の甲を被ること不動菩薩の如き者有るを見ず。
舎利弗よ、寶幢菩薩の修する所の行、不動菩薩に比して、少分中乃至歌羅分に於けるも
亦た一に及ばず。舎利弗よ、不動菩薩の被たまひたる所の精進の甲冑、無量千菩薩の悉
く与に等しきこと無し。
チベット訳 阿閦仏国経
byang chub sems dpa’ sems dpa’ chen po rin po che’i tog gi spyod pa gang yin pa de
ni / byang chub sems dpa’ sems dpa’ chen po mi ’khrugs pa’i spyod pa’i char yang nye
bar mi ’gro ste / sha ra dwa ti’i bu byang chub sems dpa’ sems dpa’ chen po
mi ’khrugs pa / des go cha chen po gang bgos par gyur pa’i go cha chen po de ni /
byang chub sems dpa’ brgya phrag mang po dang / byang chub sems dpa’ stong
phrag mang po dang / byang chub sems dpang brgya stong phrag mang po dang /
byang chub sems dpa’ bye ba khrag khrig brgya stong phrag mang po dag la yang
med do// (Pek.21,Mi19b)

243

『観仏三昧海経』では阿弥陀仏、阿閦仏、宝相仏が菩薩時代に同学であったことが説か
れる(No.643,T.15,pp.688c-689a)。ただしこの場合、宝相仏は南方に配され、また金華仏(香
手菩薩)は説かれない。これは〈悲華経〉とは別の形式の伝承として今後検討すべきである
が、ここでは触れない。望月[1977]は阿弥陀仏の前生話の一例として挙げている(望月
[1977]pp.344-345)。
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宝幢菩薩摩訶薩の所行は、阿閦菩薩摩訶薩の行の部分にも及ばず、舎利弗よ、阿閦菩
薩摩訶薩が被ておられる所の大いなる鎧は、百もの菩薩、千もの菩薩、百千もの菩薩、
百千億万那由多もの菩薩たちにも〔同等の鎧は〕無い。
この二訳では宝勝菩薩は阿閦菩薩に及ばないと説かれるのみである。『阿閦』では宝勝菩
薩は阿閦菩薩と同学であったとの理解も可能であるが、後代の二訳ではそのような位置付
けはなされていない。
そして二点目としては、阿閦仏国経では宝勝菩薩には授記は説かれておらず、作仏が確
定した菩薩という性格はあらわれていないのである。

第四項

小品般若経の記述との共通点

阿閦仏国経に対して小品般若経では、まず第一に、宝勝(宝相、Skt.ratnaketu、Tib.rin po che’i
tog)菩薩には阿閦仏や阿閦仏国の諸菩薩との関わりが確認できる。このことは前章第四節に
述べたので要点のみ示す。
小品般若経には、どのような菩薩が十方諸仏に讚歎されるのかが説かれており、そこで
は阿閦仏と宝勝菩薩が併記されている。
『小品般若経』
須菩提。未得阿毘跋致者。諸佛亦有稱揚讚歎者。何者。是能隨學阿閦佛為菩薩時所行
道者。如是菩薩。雖未得阿毘跋致。亦為諸佛稱揚讚歎。須菩提有能隨學寶相菩薩所行道
者。如是菩薩雖未得阿毘跋致。亦為諸佛稱揚讚歎。(T.8,p.576c)

244

須菩提よ、未だ阿毘跋致を得ざる者も、諸仏の亦た称揚讃歎を有する者なり。何とな
れば、是の能く阿閦仏の菩薩為る時に行じたまへる所の道に随学する者、是くの如き菩
薩、未だ阿毘跋致を得ざると雖も、亦た為に諸仏は称揚讃歎したまふ。須菩提よ、能く
宝相菩薩所行の道に隨学する者有らば、是くの如き菩薩は未だ阿毘跋致を得ざると雖も、
亦た為に諸仏は称揚讚歎したまふ。
また十方諸仏と同様に釈尊も讃嘆する菩薩として宝勝菩薩を挙げる。中でも『仏母』
の記述では宝勝菩薩は阿閦仏国に住することが明記される。
『仏母』
須菩提如我今時集會說法。常所稱讚阿閦佛刹中寶幢菩薩。及彼刹中餘諸菩薩修梵行
『第四分』T7, p.853b、
『仏母』T8, p.663a、チベット訳 Pek.21, mi, 264a、梵本
Vaidya.p.223
244
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者。所有功德名字族氏色相威力。245
須菩提よ、我れ今時に衆会に説法するに、常に阿閦仏刹中の宝幢菩薩及び彼の刹中の
余の諸菩薩の梵行を修する者の、所有の功徳・名字・族氏・色相・威力を称讃する所の
如し。
次に、宝勝菩薩の作仏についても小品般若経では言及されている。
上で述べたような諸仏より讚歎を得た菩薩は、さらに最正覚成就を授記されるであろう
と説かれている。
『小品』
則離聲聞辟支佛地近於佛地。必得阿耨多羅三藐三菩提記。246
則ち声聞、辟支仏の地を離れ、仏地に近づき、必ず阿耨多羅三藐三菩提の記を得む。
宝勝菩薩もまた釈尊によって讚歎されているのであるから、授記は説かれないまでも作
仏するであろうことが明言されていると理解できる247。
これら小品般若経の記述によって、宝勝菩薩は阿閦仏と関わりを持ち、また最正覚成就
の授記を保証されているという性格が得られる。これらの点は阿閦仏国経からは読み取る
ことのできないものである。したがって、宝勝菩薩を阿閦仏の弟子の系譜に含み、作仏ま
で想定するのは小品般若経の伝承なのである。
悲華経にみられる阿閦菩薩・香手菩薩・宝勝菩薩の次第作仏の系譜は、阿閦仏国経の記
述だけでは成立せず、
『道行般若経』
、
『大明度経』を除く小品般若経の所説を合わせて成立
するものである。
阿閦仏国経が阿閦仏を伝承する教典として重要な位置にあったことは、誓願や国土の様
子など、この経典が独自に伝える内容から推測しうることであるが、小品般若経も阿閦仏
思想を伝える役割を担っていたとみられるのである248。

T8, p.662c
T8, p.577a、
『第四分』T7, p.853c、『仏母』T8, p.663a、Pek.21, mi, 264b、梵本
Vaidya.p.223
247 授記を保証する根拠として、阿閦菩薩の行を隨学するなどの他に「有菩薩行般若波羅蜜。
信解一切法無生。而未得無生法忍」(『小品般若経』T.8,p.576c)ということなどを挙げ、得
忍に至らずとも信解することを強調している。ただしこのような菩薩に対しては条件付き
で授記を保証しており、授記を得る不退転菩薩とは区別されている。
248 〈悲華経〉には三昧名を列挙する箇所があり、成松[1976]はその名称を検討し〈大品般
若経〉と〈小品般若経〉所説の三昧名に対応すると指摘している。大品般若経における宝
勝菩薩の記述はここで取り上げた小品般若経の記述に対応する。
（
『放光般若経』T8,
p.103b-c、
『大品般若経』T8, p.361a-b）本章で扱った小品般若経の記述については、大品
系の般若経でもほぼ同様に説かれている。
245
246
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結論
阿閦仏国経はこれまで誓願や仏国土の記述、あるいは菩薩思想などの点から、主に無量
寿経や小品般若経と比較されてきた。そして阿閦菩薩の誓願は法蔵菩薩の誓願より自身の
修行に関する項目が多く、作仏後の国土やその衆生に関する項目が少なく原始的であると
指摘されている。これらの指摘は無量寿経や阿弥陀仏を通して見た場合の阿閦仏国経や阿
閦仏であり、阿閦仏とは何かを考えるには不十分である。あるいは小品般若経などの他の
大乗経典についても阿閦仏に言及されることは指摘されるが、阿閦仏がどのような役割を
負って説かれているかは明らかにされていない。そこで本論文では、阿閦仏国経の阿閦菩
薩記事の構成や誓願の表現など、先行研究においてあまり言及されていない点に着目し、
阿閦仏がどのような役割を負った仏であるかを述べてきた。そして先行研究で阿閦仏国経
との関係が指摘されている他の大乗経典においても、阿閦仏がどのような役割を果たして
いるかを論じた。その結果、経典により阿閦仏が言及される場面は異なるが、共通する役
割を負って説かれる一つの系統が確認された。またその役割は、阿弥陀仏と併記される場
合にも、阿弥陀仏の役割と区別されて説かれる例も見られた。以下、各章で得られた結論
を述べる。ただし、第一章は阿閦仏国経の概要であるので、第二章からの結論を述べる。
第二章
まず阿閦仏国経における阿閦仏について検討した。阿閦菩薩記事は本経授記荘厳品第一
に説かれる。先行研究で阿閦菩薩と法蔵菩薩との誓願が比較されるが、菩薩記事全体の構
成について考えると、阿閦菩薩記事に在俗時代の事跡が触れられていない点が無量寿経の
法蔵菩薩記事と異なる。同様に阿閦菩薩の授記内容においても、作仏時の種姓などには言
及されず、阿閦仏となるであろうことのみが説かれている。つまり阿閦仏国経における阿
閦菩薩記事が説くのは発心から授記までであり、すべて菩薩行に進み入って以降の事跡で
ある。このことから阿閦仏国経の阿閦菩薩記事においては、菩薩としての修行時代を説く
ことを目的としていたと考えられるのである。経典冒頭の舎利弗の質問において、現在未
来の諸菩薩が実践すべき過去の諸菩薩の所願を問うていることからも、阿閦菩薩の事跡を
菩薩一般の模範として説くことが、阿閦菩薩記事の主眼であると考えられるのである。

第三章
阿閦菩薩の修行とは、その誓願の中に列挙される行のことであり、このことが阿閦菩薩
の誓願は自身の修行に関する項目が多いと指摘される点である。しかし仏国土やその衆生
の描写は仏刹功徳荘厳品第二に説かれ、それらは阿閦仏が本願を成就したためであると説
かれる。つまり菩薩の誓願によって仏国土の荘厳がなされるという考え方は無量寿経と同
様に見られるのである。それを阿閦仏国経では阿閦菩薩記事の誓願の中ではなく、品を分
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けて阿閦仏国の荘厳の記述として列挙するのである。この第二品の内容を誓願と見るか否
かについては見解が分かれているが、ここで述べたように第二品で説かれるのは誓願では
なく国土の描写である。
次に、なぜ自身の修行についての誓願を立てるのかを、発願の経緯や誓願の表現形式か
ら論じた。発願の経緯をまとめると以下の通りである。阿閦比丘が師仏である大目如来に
菩薩行を実践したいとする意思表明があり、それに対して大目如来が菩薩行を説示すると、
阿閦比丘はその説示された菩薩行を内容としてそれを実践しなければ諸仏を欺いたと為す
という誓願を立てる。これを基本として種々の誓願が「仏を欺いたと為す」という表現に
よって立てられるのである。
つまり自ら実践を望んだ菩薩行を仏の所説の通りに実践しなければ、仏を欺いたことに
なるのである。この「仏を欺いたと為す」という表現の誓願は、大宝積経の妙慧童女会第
三十や無垢施菩薩応弁会第三十三に見られる。発願の経緯を比較すると上記の阿閦菩薩記
事の経緯と同様であり、仏の所説の如く行じなければ仏を欺いたと為すと説かれている。
これらのことから、菩薩自身の実践の意思表明を契機として立てられる「仏を欺いたと為
す」という誓願は、菩薩行の実践を誓うためのものであると考えられる。つまり阿閦仏国
経の第一品に説かれる誓願に無量寿経と比べて自利的な願文が多いのは、阿閦仏国経の誓
願が原始的であるためではなく、第二品に示唆される国土などについての誓願とは区別し
て、自身の具体的な修行内容について誓うことを強調するためであったと考えられるので
ある。
以上のような発願の経緯や表現は無量寿経では見られず、小品般若経では発願の経緯に
近似性が見られた。一方、阿閦仏に言及する大宝積経の文殊師利授記会では、文殊の誓願
は阿閦仏国経の誓願と同じ経緯、表現によって立てられ、また内容も自身が作仏するため
の修行について説かれている。また菩薩一般の行を説明する一法として阿閦仏の本願を実
践すべきと説かれ、
「出家しなければ諸仏を欺いたと為す(趣意)」という誓願が説かれてい
る。これに対して文殊の作仏時の国土の荘厳については「阿弥陀仏刹の如く」と説かれ、
国土については阿弥陀仏が言及されるのである。大乗涅槃経でも、行を説く箇所で阿閦仏
に言及し、国土を説く箇所で阿弥陀仏国に言及するという区別が見られる。
以上のように、阿閦仏国経における誓願は最正覚成就のための修行を仏の所説の通りに
実践することを誓うものなのであり、一方、仏国土の荘厳については阿閦菩薩記事とは別
に仏刹功徳荘厳品第二に列挙されるのである。そしてそのような本願を立てた阿閦仏を阿
弥陀仏と役割を区別して説く経典もあるのである。
阿閦仏国経では阿閦菩薩が誓願を立てた後、ある比丘の要請により、大地を震動させ、
阿閦菩薩が誓願を立ててその退転しないこと、あるいは誓願によって誓ったことが真実で
あること示す場面がある。この一節を阿閦仏国経諸訳で比較すると、『阿閦』では仏威神、
『如来会』では仏威神と誓願の善根力、チベット訳では仏威神と真実語によって大地震動
が生じている。大地振動の記事に真実語が用いられるようになったのは、
『阿閦』訳出の紀
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元２世紀以降で、チベット訳訳出の紀元９世紀以前のことであろう。また無量寿経でも類
似した記事があるが、
『無量寿経』以降の諸訳に見られる。これを考慮すると、阿閦仏国経
においても真実語による大地震動の記事は紀元５世紀には説かれるようになっていたとも
考えられる。
真実語には二つの用例が見られる。これまでに指摘された多くの用例の中からジャータ
カの用例を取上げて論じた。一方は、真実語によって望んだ奇瑞をおこすものである。も
う一方は、真実語によって奇瑞をおこし、それによって真実語の内容が真実であることを
証明するものである。阿閦仏国経の大地震動は後者の用例に一致する。そしてこの用例に
おいては真実を証明しなければならない相手の存在が共通して見られる。つまり阿閦仏国
経においては師仏とは別に、会座の比丘に対して誓願の真実性を証明して見せる必要があ
ったのである。
大宝積経の妙慧童女会や勝鬘経においても誓願に続いて真実語が説かれている。これら
においても仏ではなく、目連やそのほかの衆生に対して奇瑞を示す。これらの真実語の記
事とあわせて考えると、阿閦菩薩記事は他の出家修行者の疑いを意識して説かれており、
これは阿閦菩薩の行を菩薩一般の行へと展開させることを目的としているからと考えられ
る。

第四章
阿閦仏国経には経典全体にわたり、最正覚成就を望む菩薩は阿閦菩薩の行を実践すべき
ことが何度も説かれる。舎利弗が菩薩一般の模範とすべき菩薩行を問うたことを受けて阿
閦菩薩記事が説かれることや、仏の所説の通りに修行することを誓う誓願が説かれること、
他の出家修行者に対して誓願の真実性を証明すること、これらは菩薩一般に阿閦菩薩の行
を示し実践させるためなのである。
阿閦菩薩記事以外に菩薩衆品第四に阿閦仏国の菩薩について説かれ、阿閦仏国経におい
て菩薩が最正覚を成就する過程で目標とする境地であると考えられる。特に不退転につい
て説かれているのは、決定して菩提に向かうこと、二乗に堕ちないこと、諸仏国土へ往生
して諸仏と離れないことなどである。反対に、退転は弊魔が原因であると説かれる。これ
らの諸点は菩薩一般にとって師事すべき仏陀は阿閦仏に限られず、往生すべき国土も阿閦
仏国に限定されないことを示す。つまり阿閦仏の菩薩行は菩薩一般の模範であると同時に、
阿閦仏も菩薩が師事すべき諸仏の中の代表として位置づけられるのである。
第五章
阿閦仏に言及する小品般若経において阿閦仏がどのような文脈の中に説かれるかを検討
した。阿閦仏に言及する恒伽提婆品第十八、称揚菩薩品第二十三、見阿閦仏品第二十五で
は、それ以前の教説を受けて阿閦仏は菩薩一般の模範として位置づけられる。
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特に阿惟越致相品第十六に説かれる不退転菩薩についての特徴は阿閦仏国経の菩薩衆品
第四に説かれる不退転菩薩の記述と一致する記述を含む。不退転菩薩は二乗に堕ちること
なく諸仏国土へ往生すると説かれる。これらの教説を受けて、恒伽提婆品が説かれる。
小品般若経の恒伽提婆品において、阿閦仏国へ往生する恒伽提婆という女性について説
かれる。恒伽提婆は釈尊が誓願の形式で説いた菩薩一般の行を聞いて驚怖せず発心したこ
とによって授記を得る。恒伽提婆への授記の中で阿閦仏国へ往生した後も諸仏国土へ往生
すると説かれ、阿閦仏は師事すべき諸仏の代表として説かれていることが分かる。実践と
の関わりで阿閦仏国への往生が説かれるのは、大乗涅槃経にも見られることで、護法とい
う行為を因として阿閦仏国への往生が説かれる。また同じ箇所において国土の描写に「西
方極楽国土の如し」と説かれ、阿閦仏は阿弥陀仏とその役割を区別して説かれるのである。
小品般若経の称揚菩薩品においては、阿閦仏の菩薩時代の行を実践する菩薩は不退転を
得ていなくとも諸仏に讃嘆されると説かれる。これは阿閦仏が菩薩一般の模範とされてい
る記述である。その記述と同じ箇所で宝幢仏あるいは宝幢菩薩の菩薩行を実践すべきこと
も説かれる。この宝幢の記述を小品般若経諸本で比較すると、宝幢仏は阿閦仏と仏として
同列であったものが、訳出年代が下がると、阿閦仏に対して宝幢菩薩という関係となり、
宝幢菩薩を阿閦仏国の菩薩として位置づける記述も見られる。つまり菩薩一般の模範とし
ての仏は阿閦仏のみとなるのである。阿閦仏の菩薩一般の模範という役割がより明確にな
る。
小品般若経の見阿閦仏品においては、釈尊が神通により人々に阿閦仏国を示現すること
が説かれる。この示現は、一切を幻の如く見て行ずるという教説を導き出す役割を果たし
ており、それを「行般若波羅蜜」と説いている。そしてそのように行ずる菩薩は諸仏に讃
嘆されると説かれ、阿閦仏の菩薩行は般若波羅蜜へと移行するのである。また般若波羅蜜
を行ずる菩薩は常に好処に生まれ諸仏と離れないとされ、そのような菩薩として阿閦仏国
の香象菩薩が挙げあられている。行ずべき内容は阿閦仏の菩薩行から般若波羅蜜へと移行
しても、それを実践する菩薩の例として阿閦仏国の香象菩薩が挙げられるのは、菩薩一般
の模範という阿閦仏の役割が背景にあるのである。
同様の阿閦仏国の示現は維摩経にも説かれ、示現された国土を幻の相として見るべきと
される。その上で阿閦仏の菩薩時代の行を実践すべきことが説かれる。この維摩経の神通
の描写は小品般若経の『道行』、
『大明度』、『四会』に同様の記述が見ら、小品般若経の伝
承を受けていると考えられる。
第六章
悲華経における阿閦仏は、菩薩一般の模範としての阿閦仏とは異なり、阿弥陀仏を初め
とする他方浄土の諸仏の一仏として説かれる。阿閦仏国経や小品般若経における阿閦仏と
は役割が異なる。しかしその伝承は阿閦仏国経や小品般若経のそれぞれと一致している。
悲華経において、香手(香象)菩薩、宝相(宝幢)菩薩は阿閦仏の般涅槃後に香手菩薩、さらに
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その般涅槃後に宝相菩薩が同一の国土で作仏するという次第作仏によって説かれる。この
阿閦仏にはじまる次第作仏は他に例を見ないものである。阿閦仏や香手菩薩については阿
閦仏国経の記述に対応する記述がある。しかし宝相菩薩の記述は小品般若経の記述と一致
する。これらの諸点から考えると、悲華経においては菩薩一般の模範という役割は失われ
つつ、阿閦、香手、宝相に関する伝承は阿閦仏国経や小品般若経から受け継いでいると考
えるのである。
以上のように、阿閦仏は何かという問題に対し、阿閦仏国経を中心とする大乗経典にお
いて阿閦仏がどのような文脈において説かれるかを検討してきた。本論文では三つのパタ
ーンに言及した。第一に、阿閦仏にのみ言及するもの、第二に、阿閦仏と阿弥陀仏を区別
して説くもの、そして第三に、阿閦仏と阿弥陀仏を他方浄土の仏陀として同種と見るもの、
である。
第一のパターンの経典群に見られる阿閦仏に関しては次のことが言える。先行研究にお
いて阿閦仏国経の阿閦仏は無量寿経の阿弥陀仏より自利的な傾向が強いと指摘されてきた
が、それは阿閦仏国経が仏国土の荘厳ではなく、最正覚成就のための菩薩一般の行を阿閦
仏を模範として説くためであったと考えられる。阿閦仏の菩薩行は誓願の中に説かれる。
これについてはすでに佐藤[2008]に整理されているためここでは列挙はしていないが、十善
や頭陀行が含まれる。
このような阿閦仏の役割は小品般若経においても同様であり、阿閦仏の菩薩時代の行を
実践する菩薩は諸仏に讚歎されると説かれる。阿閦仏の菩薩行は、小品般若経では説かれ
ないが、六波羅蜜に沿った行が菩薩一般の誓願の内容として説かれる。同様に維摩経にお
いても阿閦仏の菩薩行を実践すべきことが説かれるが、阿閦仏の菩薩時代については言及
が無い。
これらのことから、第一のパターンでは、阿閦仏を菩薩一般の模範として伝承し、その
上に立ってをそれぞれの経典が強調する菩薩行を菩薩一般に勧めるために阿閦仏が説かれ
ていると考えられるのである。
この点は第二のパターンにおいても同様である。為すべき行について説く場合には阿閦
仏に言及し、国土の荘厳を説く場合には阿弥陀仏に言及する。しかし為すべき行は経典に
よって異なる。特に大乗涅槃経の場合は正法を護るという行為に限定されている。したが
ってここで言う「菩薩一般」とは経典によって異なることに注意しなければならない。
他方、第三のパターンにおいては、菩薩一般の模範としての阿閦仏の役割は失われてい
るが、阿閦仏国経や小品般若経の阿閦仏に関する教説を受けていると考えられる。悲華経
では仏の役割だけでなく次第作仏においても無量寿経の影響を受けているようである。
特に第一、第二のパターンにおける阿閦仏の役割は、阿閦仏を無量寿経の阿弥陀仏など
を通して見た場合には見出せないものである。菩薩一般の模範であることから、行につい
ては「阿閦菩薩の…を学ぶべし」
、というように説かれる。この説かれ方は Strauch[2010]
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で指摘されたガンダーラ語写本(「阿閦仏国経に関係する初期大乗経典」)における阿閦仏国
土（阿比羅提）の言及箇所の特徴と同じと言ってよい。その写本においても「ちょうど阿
閦如来の仏国土のように」という表現で他の諸仏国土を描写する。ただしこの場合は国土
の描写として阿閦仏が言及されており、菩薩一般の模範といっても必ずしも行の模範に限
定されるものではない。阿弥陀仏と併記する場合に阿閦仏の役割が区別されると考えられ
る。
菩薩が最正覚を成就するための行、あるいは国土の荘厳の具体的な内容は各経典により
異なる。しかし阿閦仏を菩薩一般の模範として説く経典群が認められる。したがって各経
典で説かれる菩薩行や国土の荘厳が異なっていても、菩薩の模範という一貫した役割を負
った阿閦仏の伝承が、阿閦仏国経や小品般若経が成立した紀元前後から一つの系統として
存在したのである。
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