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大乗経典‑仏教における︿教え﹀とは何か一︑
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一．仏教の特徴

陀と成すべく自ら教えを説き始めたことで︑﹁それに従って歩む者が仏陀と
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取させて治療する一方で︑健康を害するほどの肥満患者には︑過剰な栄養の

る点にある︒縁起箕葺畠9︒︒㊤ヨ⊆昔匿9という根本的真理に支えられながら2︑釈

尊の説法は千変万化の様相を呈する︒時には︑内容に前後の矛盾を孕んでい

ることも決して稀ではない︒それはちょうど︑医師が患者を治療するケース

に準えると理解しやすくなる︒例えば医師は︑栄養失調の患者には栄養を摂

の多様な苦悩・煩悩を対治するために︑教義を固定化することなく︑時には
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摂取を控えるように指導する︒患者の様態・病状が様々であるように︑われ
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一．仏教の特徴

矛盾が起きることも厭うことなく︑入滅に至るまでひたすら教えを説き続け
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われ︑いまだ仏陀と成っていない者︵凡夫︶の苦悩や煩悩も様々である︒医

仏教は﹁仏陀が説いた教え﹂であると同時に︑﹁仏陀に成るための教え﹂

た︒いわば︿教え﹀としての仏教は︑医師が患者に施す治療であり︑薬であ

三．結び

であるといわれる︒﹁宗教﹂や﹁キリスト教﹂という用語が使用されるよう

り︑処方箋に他ならないのである︒︿教え﹀を﹁応身施薬﹂や﹁応病与薬﹂

師が患者たちの多様な病状にあわせて個別に治療を施すように︑釈尊は凡夫

になったため︑今でこそ﹁仏教﹂という呼称が一般的となったが︑かつては

と讐えて呼ぶのは︑以上のような理由に基づいている︒人が変われば︑土地

へ

﹁仏道︵仏陀に成るために歩む道︶﹂と呼ばれていた事実は︑仏教が本来的に

が変われば︑そして時代が変われば︑当然のように病気も治療法も異なって

間とは隔絶しているのに対して︑仏教では︑︿究極的価値﹀である仏陀と成

の提示する︿究極的価値﹀である神は唯一絶対の創造者であり︑われわれ人

く異なる点もここにある︒キリスト教︑イスラーム教においては︑その宗教

仏教の生命線そのものを脅かすこととなる︒例えば︑足を骨折した患者に胃

そのような性質を持つ︿教え﹀であるからこそ︑教義を固定化することは︑

続けるとともに︑常に更新され続けなければならない性質のものなのである︒

は︑苦悩する人たちの個人差や︑時代・地域の別に応じながら︑常に進化し

くる︒人々の苦を除き楽をもたらす処方箋︑すなわち︿教え﹀としての仏教

る道は︑理念的には万人に向かって開かれているためである︒無上の覚りを

﹁世界三大宗教﹂と並び称される仏教が︑キリスト教︑イスラーム教と大き

そなえている性格を端的に表している︒キリスト教︑イスラーム教とともに

ヘ

二一七．

釈尊の説法︵︿教え﹀としての仏教︶の一大特徴は︑教義の固定化を避け

成る︑仏陀の説いた教え﹂である仏教が誕生したのである︒

得て仏陀︵覚者︶と成ったシャーキャムニ㌶ξ9ヨ⊆巳︵釈尊︶が︑万人を仏
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仏教という宗教はその存在理由・存在価値のほとんど全てを失うことになる

除き安心を与え︑仏道を︿歩ま﹀せなければならない︒それができないとき︑

時・処に適応させた最善の︿教え﹀を説くことを通じ︑聞法者の苦悩を取り

の能力や状態に即して︿教え﹀自体を進化させ︑更新していく︒そして︑人・

縁起に基づいた上で︑個々別々のケースに応じ︑︿教え﹀を聞く者︵聞法者︶

を施すのと同じように︑︿教え﹀を説く者︵説法者︶は︑根本的真理である

のケースに応じ︑患者の病状に即して最善の治療法を選択し︑その上で治療

できない個人的素養に相当する︒医師がその素養に基づいた上で︑個々別々

理である縁起は︑医師でいえばセンスや開花させた才能等︑数値化・定量化

る︿教え﹀は︑仏教という宗教には当初より存在しないのである︒根本的真

い︒それと同様に︑時と処を問わず万人に︑同じように︑いつまでも通用す

時と処を問わず万人に︑同じように︑いつまでも適用できるものは存在しな

とも忘れてはならない︒このように︑どれほど効果のある薬や処方箋であれ︑

自ずと異なってくる︒さらに言えば︑処方される薬剤には使用期限があるこ

また︑同じ人であっても病気の進行具合や治り具合に応じて︑処方する量は

また︑適切な薬剤を処方する場合であっても︑効き方は人それぞれに違うし︑

腸薬を飲ませたり︑歯痛で悩む患者に点眼液を処方したりしても効果はない︒

用期限の切れた薬を処方する行為に等しい︒固定化され︑ドグマとなってし

仏陀の︿教え﹀を固定化することは︑患者の別を問わず同じ薬を︑それも使

じながら︑常に進化し続けるとともに︑常に更新され続けなければならない︒

さて︑先にも述べたように︿教え﹀としての仏教は︑人・時・処の別に応

陀の︿教え﹀﹂の基準をどこに求めていたのかを端的に物語るものといえる︒

ある︒5﹂と説かれているのは︑長きに亘る仏教史の中で︑仏教徒たちが﹁仏

れ善く説かれたもの︵11勝れた処方箋︶であれば︑それは仏陀の︿教え﹀で

として人々に信奉されてきたのである︒伝統的仏教の経典において﹁何であ

いても︑﹁仏陀釈尊の直説﹂と何ら変わることがないため︑﹁仏陀の︿教え﹀﹂

わせた処方箋である点︶においても︑効果︵︿歩み﹀が実現される点︶にお

典のことばは︑そのあり方︵根本的真理に根ざした上での︑人・時・処にあ

の成仏に向けた︿歩み﹀が志向されているという点が挙げられるだろう︒経

箋であるという点︑また一つには︑それら経典の︿教え﹀に基づいて︑人々

といえば︑一つには経典が︑仏教の根本的真理である縁起に支えられた処方

乗のものであれ︑それら経典が仏陀の︿教え﹀であると認められてきたのか

能であることがすでに証されている︒それではなぜ︑大乗のものであれ非大

仏教の経典であっても︑その中に仏陀の︿教え﹀を辿ることはほとんど不可

経典は仏陀の︿教え﹀ではない︒それどころかこの定義に拠る限り︑非大乗

まった︿教え﹀は︑使えなくなった薬を廃棄するように︑捨て去られなけれ

あんじん

のである︒

大乗仏教の興起については諸説があり︑その担い手がどのような人たちで

ていた価値を取り戻そうと決意した者たちは︑固定化された︿教え﹀との決

ばならないのである︒そのため︑新たな経典の制作を通じて仏教が本来持っ

﹁大乗経典﹂の膨大な分量3︑および︑制作され続けた期間の長さ︑と︑経典

別を宣言し︑それらを﹁捨てられた︿教え﹀︵ヒーナヤーナ︼旨p愚鍵︶﹂と呼

あったのかを含め︑いまだ定説を見ていない︒ただ︑大乗仏教の教典である
の内容や分量がある時期に固定化され︑それ以降︑ほとんど進化や更新が行

んだ︒このヒーナヤーナの漢訳語が﹁小乗﹂である︒

固定化された︿教え﹀を信奉し続ける小乗仏教徒たちが︑いつしか自らの

われなかった伝統的仏教︵非大乗仏教︶のありかたとを比較するとき︑大乗
仏教の興隆と存続の背景に︑﹁新たな経典︵11仏陀の新たな︿教え﹀︶の制作

成仏を断念し︑手前に﹁阿羅漢鎚冨こという位を設けてそこを最終ゴールと

帰結であったともいえる︒人・時・処の別を問うことなく固定化されてしまっ

らかん

を通じた︑仏教が本来有していた価値の復興﹂という意図を読み取ることは︑

せざるを得なかったことは︑︿教え﹀を固定化してしまったがゆえの当然の

ここで︑﹁大乗と小乗の対比﹂に進む前に︑﹁大乗経典は果たして仏陀の︿教

た︿教え﹀は︑仏陀と成るためのく歩み﹀へと導く処方箋の役割を果たし得

あ

決して不当ではないように思われる︒

え﹀﹂と呼べるのかどうかを押さえておくことにしよう︒まず﹁仏陀の︿教

ず︑もはや﹁それに従って歩む者が仏陀と成る︑仏陀の説いた教え﹂とは呼

べないものとなってしまうからである︒したがって﹁小乗仏教﹂という呼称

仏

と認知されていた人物の直説﹂と定義するならば︑たしかに大乗

え﹀﹂を︑﹁紀元前五‑四世紀頃に中インドに活躍し︑同時代の人々から

陀である
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い理解と広範な知識を持っていたエキスパート︑すなわち出家者であった可

以上︑大乗と小乗の対比を見てきた︒その際に注意しておかなければなら

は︑単に﹁大乗仏教側からの一方的な蔑称﹂というよりも︑仏教を名乗りな

一方︑仏教本来の価値を取り戻そうとした者たちは︑人・時・処の別に応

ないことは︑大乗の自覚を持った者たちは︑ドグマ化した小乗の︿教え﹀と

能性が高く︑大乗仏教を﹁仏塔に集う在家者を中心とした運動﹂6と見なす

じた﹁仏陀の新たな︿教え﹀﹂を処方し始めるとともに︑︿歩み﹀の到達点を︑

は決別したが︑それは必ずしも︑小乗を奉じる人々との決別を意味していた

がら成仏を目指さない・目指せないという︑小乗仏教側が抱える内的矛盾に

阿羅漢止まりから成仏へと再設定し直した︒自らを︑成道以前の釈尊の呼び

わけではないということである︒今日︑イデオロギーの相違に基づく様々な

ことは︑現時点では大変難しいように思われる︒

ぼさつ
名であった﹁菩薩げ︒爵冨↓酔く四︵成仏に向けて歩む者︶﹂と呼称するようになっ

対立を目の当たりにしているわれわれは︑信奉する︿教え﹀が異なる者たち

も起因すると考えた方がよいと思われる︒

たことは︑﹁自らのく歩みVの到達点は︑仏教本来の成仏なのだ﹂という意

同士の共存など不可能であると思い込みがちである︒しかしインドの僧団

どのような﹁仏陀の︿教え﹀﹂を信奉しようとも問題とはされず︑また︑離

︵サンガ︒・曽日αq冨︶においては︑僧団の共同行事に参加する限り︑各構成員が

識の表れといえる︒そして︑彼らは再興した仏教を︑効き目のある見事な
処方箋・治療薬を出せるものであるとして﹁見事な︿教え﹀︵マハーヤーナ
白㊤冨愚筆︶﹂と呼んだ︒このマハーヤーナの漢訳語が﹁大乗﹂であり︑その

その営みを模倣しながらできるだけ忠実に後追いしょうとしたのである︒成

尊の正統な宗教的直系︑正系︑嫡子であると自覚した上で︑釈尊を規範とし︑

う意識は当初よりなかったに違いない︒彼らは自らを︑仏教の本源である釈

て大乗仏教を宣揚する菩薩たちには︑新たな仏教のかたちを創出しようとい

方箋・治療薬を出せるもの﹂でなければならなかったはずである︒したがっ

意識からすれば︑仏教は釈尊による創始以来須く︑﹁効き目のある見事な処

これらを総合すると︑大乗と小乗とはく教えVこそ異なれ︑お互いの信奉者・

現在のところ︑紀元五・六世紀程度以降のものしか確かめられないというm︒

ろはない9︒他方︑大乗仏教の教団としての存在を証明する考古学的資料は︑

えている︒事情は︑八世紀の求法僧義浄の記録においても大きく変わるとこ

し同じその記録は︑大乗と小乗が共存している場合があることをも同時に伝

らインドへ求法の旅を行った法顕の記録によって確かめられている8︒しか

時代の推移とともに大乗独自の僧院ができていったことは︑五世紀に中国か

反や分裂︵破僧︒︒9ぢσq男芸︒畠︶の理由ともならなかったのである︐︒たしかに︑

道以前の釈尊の呼称である﹁菩薩﹂を自らに与えたことは︑単に目的地の再

担い手たちは長期間に亘って共存︑もしくは非常に近い関係にあったことが

︿教え﹀を記したものが︑本稿の主題となる大乗経典である︒しかし彼らの

設定に止まらず︑自分は釈尊の正嫡であり模倣者であるという自覚に基づく

窺える︒場合によっては︑両者の重なり合いすら想定しても構わないかも知

菩薩のそのような行い︵菩薩行︶は︑かつて仏陀釈尊の行ってきた営みであ

なく︑大乗経典の説法を通じて他者をも成仏へのく歩み﹀へと誘っていく︒

え﹀を大乗経典として著すことで成仏に向かい自ら︿歩み﹀を進めるだけで

前の自分たちの姿﹂︑あるいは︑﹁制作した大乗経典をドグマ化すれば︑自分

にとって︑自分たちと全く別の存在などではなく︑﹁大乗経典を制作する以

にも説明がつけられる可能性が出てくる︒おそらく小乗仏教徒は大乗仏教徒

そのように考えるとき︑多くの大乗経典が小乗を激しく非難していること

ぎじょう

ほっけん

ものでもあったのである︒

る救済業と比べるとき︑そのはたらきの上で何ら変わるところがない︒この

たちもそこに戻ってしまう姿﹂だったのではないだろうか︒︿教え﹀を固定

れない︒

ように大乗仏教とは︑仏教の価値の復興であると同時に︑救済者としての仏

化していたかつての自分たちに対する猛省︑そして︑後戻りしないようにと

仏教を本来の姿に立ち返らせようとする菩薩たちは︑新たな仏陀の︿教

陀そのものを︑経典のことば︑およびそれを説く菩薩に付託して復活させる

の堅い自戒の念が背景にあったとするならば︑あれほどの強い非難を表明し

ていることも十分頷ける︒小乗に戻ってしまうことを断固拒否する大乗仏教

運動として捉えることができるのである︒

これらのことから判断するとき︑大乗仏教の主たる担い手は︑仏教への深
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その分量の多さにも制作期間の長さにも納得がいくのではないだろうか︒

なかった︒その結果が︑現存する巨大叢書としての大乗経典群だとすれば︑

がら︑常に︿教え﹀を進化させ更新し︑大乗経典を制作し続けなければなら

徒は︑効き目のある勝れた治療薬を処方するため︑人・時・処の別に応じな

理解に基づく＜教え﹀を﹁空性説﹂という︒換言すれば︑仏智によってのみ

うな存在のありかたを﹁空性︵シューニャター砿当鉦9邑﹂︑そしてこの空性の

いうわれわれの執着を離れた清浄なあり方で存在しているのであり︑そのよ

決してない︒一切は﹁空﹂なるものとして︑固定化したい︑実体視したいと

観察される︑一切存在の真実のあり方が﹁空性﹂であり︑それをことばの次

元︵11︿教え﹀︶に投影したものが﹁空性説﹂なのである︒

空性説を基調とする﹃般若経﹄は︑どんな対象であれそれを固定化し実体

視することを厳に戒める︒これは小乗仏教が︑﹁仏陀の︿教え﹀﹂が仏教の根

本的真理に基づいた上での個々別々の処方箋であることを忘れて固定化し

大乗仏教の歩みの体現者

以下︑代表的な大乗経典について︑その姿を実際に見ていくこととしよう︒

二．個別経典の紹介
ニー一．﹃般若経︵等蔓隷§勘ミミ§︶﹄

﹃般若経﹄とは特定の一経典の名称ではなく︑タイトルの一部あるいは全

は ん に ゃ きょう

てしまい︑真理を解釈して適切な処方箋を出しながら自らも成仏へ向けて

﹃大般若波羅蜜多面﹄によれば︑その量は六百巻に及んでいる︒﹃般若経﹄と

若経﹄は︑単に小乗仏教のアビダルマ的性格への批判者に留まっていたわけ

魯ぼα冨§9︶に汲々としていたことへの強烈な批判でもあった︒ただし﹃般

︿歩む﹀という本務を放棄し︑その固定化された︿教え﹀の解釈︵アビダルマ

部として﹃︵マ早雪︶︒フラジュニャーパーラミター冒聾三嘆舐謡冨茜目鼠﹄を
げんじょう

冠する︑膨大な経典群に対する総称である︒玄 三蔵によって漢訳された

並んで有名な﹃法華経﹄nが七巻︑一大叢書である﹃宝理経﹄Eでも百二十巻

ではない︒繰り返し述べるように︑仏教は﹁仏陀の︿教え﹀﹂であると同時

だいはんにゃは らみったきょう

であることを踏まえれば︑﹃般若経﹄が誇る六百巻という分量がいかに突出

に﹁仏陀に成るためのく歩み﹀﹂でもある︒したがって︿教え﹀の提示だけ

そのため﹃般若経﹄は︑新たな︿教え﹀である空性説を宣揚すると同時に︑

では︑阿羅漢止まりであった小乗の実践道を本当に超えることはできない︒

したものであるか分かるだろう︒

﹃般若経﹄が誇るのはその分量のみではない︒﹃般若経﹄に属する最初期の

経典は︑現存する最古の大乗経典の一つであると考えられており︑﹁大乗﹂

しょうじん

せ は

ろつば らみつ
菩薩の実践徳目であり成仏へと向かう︿歩み﹀を︑﹁六波羅蜜︵m曾‑冨轟ヨ鼠︶﹂

ふ

という語の使用も︑菩薩であることの自覚も︑全て﹃般若経﹄が端緒となっ

にんにく

羅蜜鼠§も倒§巨岩︑持戒波羅蜜旨㌣8雷巨鼠︑忍辱波羅蜜厨ぎ阜冨§巨鼠︑精進
ぜんじょう
ちえ
波羅蜜嵩曼9も曾P巨鼠︑禅定波羅蜜α冨ぎ甲寿言ヨ富︑智慧波羅蜜妻室甲冨轟巨邑﹂

じかい

は︑智慧の完成・智慧による到彼岸である﹁般若波羅蜜︵11智慧波羅蜜︶﹂

らみつ

として纏め上げた︒菩薩の成仏に向けた︿歩み﹀である﹁六波羅蜜︵布施波

ためのく教え﹀﹂として甦らせたことに求められるだろう︒人・時・処の別

処方箋を再び出し始めることによって︑仏教を本来の姿である﹁仏陀に成る

に支えられつつ︑その﹁般若波羅蜜﹂を究極目標とする︒空性説を主題とす

大乗仏教の幕開けを飾る最初期﹃般若経﹄の一番の功績は︑効き目のある

て広まっていったものなのである︒

に応じるために︑﹃般若経﹄の制作者たちが処方した薬は﹁空性説﹂であっ

る﹃般若経﹄が︑空性ではなく般若波羅蜜をタイトルとして選んだことは︑

﹃般若経﹄制作者の意図を推し量る上で見逃せない事実である︒

くうしょうせつ

た︒﹁仏陀の︿教え﹀﹂である経典は︑それがどのような内容のものであれ︑

仏教の根本的真理である縁起に基づいた上で︑その真理が︿教え﹀というこ

菩薩たちはものごとの空性を深く洞察して自己中心的な執着を離れ︑ひた

視されてしまうことであった︒﹁空性﹂であれ﹁六波羅蜜﹂であれ︑それがこ

︿教え﹀である﹃般若経﹄自体や︿歩み﹀である六波羅蜜が固定化され実体

る︒そのような処方箋である﹃般若経﹄が当初より最も危惧していたことは︑

すらに六波羅蜜を修習して智慧︵仏智︶を完成させよと﹃般若経﹄は教え

とばの次元に現出されたものでなくてはならない︒すなわち空性説とは︑
﹃般若経﹄の制作者たちによる縁起︵釈尊の真意︶の一解釈に他ならないの
である︒

﹁空︵シューニャ協51越9︶﹂とは︑事物や概念など一切には内在する実体的

な存在性が認められないことをいう︒これは一切の存在を否定したものでは
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時にそれを否定していくという独特の説相を展開することとなった︒﹃般若

のため﹃般若経﹄は言語表現をもって︿教え﹀やく歩み﹀を説きながら︑同

があれば︑小乗仏教が辿ったのと同様の過ちを犯すことになってしまう︒そ

冨百巷9日︶でも菩薩の実践道でもない︒もしその言語表現に拘るようなこと

に過ぎず︑ものごとの真実のあり方︵空性︑真諦℃§ヨ翼訂︑諸法実相§守p︒・饗

とばのレベルに留まっている限りは単なる言語表現︵b§℃農βδ冨く嵩く9冨円9︶

大乗仏教の歩みでもあったのである︒

開しながら密教化するまで制作し続けられた﹃般若経﹄の歩みは︑そのまま

代表例と呼ぶにふさわしい︒大乗仏教の最初期から存在し︑その後様々に展

化等を通して進化・更新を続けていったという点でも︑まことに大乗経典の

処方箋となるべく︑タイトルを共有したまま拡大化・縮小化・呪文化・密教

というかたちで新たに処方し直している点でも︑人・時・処の別に合わせた

﹃般若経﹄は︑仏教の根本的真理である縁起に基づきながらそれを﹁空性﹂

︵﹃八千頒般若経

求の手が緩まることはない︒

の意︶たちを︑空性の深い理解を得ている

自体に拘り︑成仏へと向かう︿歩み﹀に反映されていないならば︑維摩の追

あろうとも︑その者の空性に対する理解がことばのレベルに留まり︑ことば

ζ9貯︒覧︶をはじめとする菩薩たちも含まれているのである︒いかに菩薩で

しかも︑維摩に論破されるのは声聞たちのみならず︑弥勒︵マイトレーヤ

維摩居士が完膚無きまでにやり込めていきながら︑経説が展開されていく︒
みろく

仏陀の︿教え﹀を聞いた者

本が発見され公刊されたことにより2︒︑俄然脚光を浴びている経典でもある︒
しょうもん
成仏を目指さない小乗仏教徒となってしまった釈尊の直弟子︵声聞吟似く鋳P

を頼りに研究が進められてきたが︑近年︑チベットの僧院︵ポタラ宮︶で梵

た︒これまでは主に漢訳やチベット訳︑あるいは他の文献に引用された箇所

﹃勝髪経義疏﹄︑﹃維摩経義疏﹄︶の一つということもあり︑古来注目されてき

乗経典である︒日本では︑聖徳太子撰と伝えられる三経義疏︵﹃法華義疏﹄︑

在家者の維摩︵ヴィマラキールティ≦ヨ巴9露ヨ︶居士を主人公とする初期大

ニー二．﹃維摩経︵ミミ喬ミ捧ミ㍉ミ︑§亀︶﹄開二乗批判系
ゆいま

経﹄の大きな思想的特色とも言われるこの﹁否定﹂は︑せっかく再生した仏
教が後戻りすることのないようにとの配慮・警鐘でもあったのである︒
﹃般若経﹄のこうした配慮・警鐘は︑別の面にも強く顕れている︒それは︑

﹃般若経﹄が一つの経典︵11一つの処方箋︶に固定化することなく︑次々と
﹃般若経﹄

はっせんじゅはんにゃきょう

新たな処方箋へと転じていったことである︒より詳しい︿教え﹀を必要と
する来たちのために拡大・増広されていった
にまんこせんじゅはんにゃきょう

︵掛言向塾蕩ミ翁ミミ．識§勘ミミミ︶B﹄﹃二万五千頒般若経︵き譜ミ§旨譜き蕩識諭

ミ＆識智勘ミミミ︶幽など︶がある一方で︑コンパクトさを求める者たちのため
こんこう

︵ミ＆隷會融斜ミ︑や

ほうとくぞうはんにゃきょう

︵§．ミ8ぎミ諭︑ミ．心気繊ミミミ︶幽﹃宝徳蔵般若経

はんにゃきょう

には︑逆に﹃般若経﹄は綱要化されたり韻文化されたりしていった︵﹃金剛

般若経

ミミ薦ミ＆捨筆ミ鵡ミ§︶聡﹄など︶︒また︑仏陀の︿教え﹀の持つ不思議な功徳

に与かりたいと願う者たちのためには︑﹃般若経﹄自体が呪文化・マントラ
はんにゃしんぎょう

化していき︑その結果﹃般若心経︵℃§．識§鋤ミ§扇鳶量︒︶B﹄が生み出され

︵等＆識や

はんにゃりしゅきょう

ていく︒そしてついには密教化の要請にも応えて﹃般若理趣経

嵐ミミミ出ミ謀ミ§§6鼠戸瓢諭︶p﹄が誕生し︑男女の性愛の清浄さを高らかに謳
い上げるに至った︒

このような多様な発展過程の中で︑﹃般若経﹄に属する一々の経典が一貫

の新たな解釈である﹁空性説﹂に基づきながら人・時・処の別に応じて種々

経﹄もそれと同じで︑全てが﹃般若経﹄と呼ばれる一方でその内容は︑縁起

である縁起に基づきつつ人・時・処の別に応じて千差万別であった︒﹃般若

﹁仏陀の︿教え﹀﹂は全て﹁仏教﹂と呼ばれる一方︑その内容は︑根本的真理

の意味で﹃維摩経﹄は︑われわれが﹃般若経﹄のく教え﹀を理解し︑きちん

執着心を捨てされない凡夫はことばを固定化し概念を実体視してしまう︒そ

ことばの次元で表明した︒しかし︑どれほど﹃般若面﹄が注意を傾けようと︑

﹃般若経﹄は手を変え品を変えしながら︑﹁否定﹂をもって空性と六波羅蜜を

の菩薩・菩薩行とは何かを︑逆説的な表現を多用しながら教えようとする︒

﹃維論証﹄は︑ことばに拘りがちなわれわれに対して︑空性を体現する真

ゆいまぎょう

の様相を呈している︒その点で︑﹃般若経﹄は仏教そのものの縮図ともいえ

と︿歩み﹀を進めているかどうかを見極めるための試金石になっているとも

して︑タイトルの一部あるいは全部を共有している点は殊更に重要である︒

る︒
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いえる︒

このように﹃維摩経﹄は初期﹃般若経﹄を受けるかたちで登場し︑﹃般若

しゃりほっ

ほうべんぼん

舎利弗︵シャーリプトラ協理陰巳︶との間で再現させる︒﹃法華経﹄最初のク

ライマックスと呼べる﹇方便品︵§ミ︒ぎミ座骨亀もミ㌣ミミ︶﹂冒頭部での出来

独覚嘆㊤曙①冨σ＆自9︵利他行を行わない聖者︶の二乗に属する者たちを︑﹁機

乗擁護の意識が強い分︑大乗から漏れる︹と﹃維摩経﹄が見なした︺声聞や

の火﹂を消すことは︑決して許されなかったのだろう︒しかしその反面︑大

してみれば︑せっかく初期﹃般若経﹄の登場によって始められた﹁仏教再生

威を一部犠牲にしてまでも︑ひたすらに大乗仏教を宣揚した︒﹃維摩経﹄に

誕生したにも関わらず︑釈尊の恐れたとおりに一部の仏弟子たちはく教え﹀

いた︒﹃法華経﹄﹁方便品﹂は︑﹁梵天勧請﹂を経て仏陀の︿教え﹀がこの世に

いと︑その困難を超えてもことばに現し出そうという釈尊の決意が語られて

ら自身の︿歩み﹀がかえって阻害されてしまうのではないかという釈尊の迷

も︑衆生はことば自体に固着してしまい︑その真意を理解することなく︑彼

﹁梵天勧請﹂では︑釈尊がいかに覚りの体験をことばに現し出したとして

事である︒

根が破壊された者たち﹂﹁大乗の器ではない者たち﹂﹁もはや成仏できない者

の文言に固執し︑︿教え﹀を廃棄せざるを得ないものにし︑自ら成仏の道を

経﹄の提示した︿教え﹀とく歩み﹀を実効性あるものとするため︑伝統的権

たち﹂と断じて切り捨ててしまったことは︑仏教の﹁万人成仏﹂の大原則に

断念した﹁小乗﹂が登場し︑さらにそれを批判する大乗経典が制作されたと

どっかく

抵触するものであり︑新たな課題を残すこととなった︒

いながら︑釈尊が︿教え﹀を説いたのは全ての衆生を覚らせるためであり︑

影し︿教え﹀として現し出した︒釈尊の説く＜教え﹀は相手の状態に応じた

ていたことに改めて気付き︑再び成仏へと向かうことのできる喜びに包まれ

自分たちが勝手に小乗へと黒め︑その結果︑自ら成仏の道を閉ざしてしまっ

いく︒それによって仏弟子たちは︑本来は大乗であった釈尊の︿教え﹀を︑

﹁小乗﹂によって人を導くことはないという﹁釈尊出世の本懐﹂を開示して

いう仏教の歴史を全て受け止めた上で︑﹁梵天勧請﹂と同様のモチーフを用
ニー三．﹃法華経︵象亀§畠§起§魯︑騨亀︶﹄闘一乗系

勝れた処方箋であり︑効果的に病状︵苦悩︶を治癒することが可能であった︒

釈尊は自ら獲得した覚りの境地に基づきながら︑それをことばの次元に投

すなわち釈尊は︑最初から捨てなければいけないような劣った︿教え﹀︵小

ていく︒

し

的なものを指しているのではなく︑﹃法華経﹄を説く法師

ほっ

︵ダルマバーナ

﹃法華経﹄における﹁方便︵ウパーや壱碧薗︶﹂とは︑真実を離れた二義

乗︶によって衆生を導くことはなかったのである︒したがって︑もし大乗・
小乗の区別をつけるとすれば︑釈尊の︿教え﹀は徹頭徹尾﹁勝れた処方箋︵11

大乗︶のみ﹂であったのであり︑小乗とはあくまで︑︿教え﹀を固定化し︑

として現し出す能力のことをいう麗︒歴史上の一個人である釈尊がかつて︑

カ調子§げ冨据冨︶に与えられた︑釈尊の真意をことば︵︿教え﹀︑処方箋︶

得ないものにしてしまった仏弟子側の過失であるといえる︒そうであるから

歴史上のある一点において真理をことばとして現し出したように︑﹃法華経﹄

︿教え﹀の文言に固着し︑結果的に︿教え﹀を消費期限切れの廃棄せざるを
こそ︑一部の経典はその過失を自戒の念を込めて激しく責めたわけであるが︑

の法師は︑歴史上の一個人として︑歴史上のある一点に真理をことばとして

現し出していく︒この︑﹁歴史上の一個人が︑歴史上のある一点において︑

﹁小乗﹂となってしまった︿教え﹀を捨て去るに止まらず︑いかに﹁小乗﹂
を奉じる者たちが自ら成仏を断念し阿羅漢を最終目標にしていたとはいえ︑

真理をことばとして現し出す﹂という点において︑釈尊と﹃法華経﹄の法師

ほっ しほん
とは何ら変わることはなく︑そのため﹃法華経﹄﹁法師品︵b隷§§亀寒鋤ミぎ‑

彼らから成仏の可能性までをも取り上げてしまったのは︑やはり行き過ぎで
あった︒仏教が須く﹁大乗﹂であるべきならば︑﹁今は小乗を奉じる人﹂向
ほ け

ミミミミ︶﹂においては︑釈尊の滅後に真理をことばとして現し出す法師を
﹁如来である﹂と宣言している︒仏教における真理は人・歴史と密接に関わっ

きの処方箋も出せなければならないのは当然の道理である︒そこで﹃法華

無下は︑かつて釈尊が覚り体験を︿教え﹀ということばの次元に投影しよ

ていると同時に︑真理をことばとして語る人と真理そのものとの重なりは︑

きょう

うか否かを迷った﹁梵天勧請﹂と同様の遣り取りを︑今度は釈尊と仏弟子の
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述を受けた上で﹁如来雨量品︵§評甜ミ骨ミ竜︑§智亀感ミ言・ミ︶﹂が描き出さ

如来の寿命は無限ということになり︑ここに︑旧方便品﹂と■法師品﹂の記

て説法の場に蘇ることになる︒すなわち︑﹃法華経﹄を説く法師がある限り

しながら仏滅後に如来の仕事を代行する法師がある限り︑釈尊はことばとなっ

創唱宗教である仏教にとって本質的だからである︒したがって︑釈尊を模倣

の︿教え﹀である経典が︑根本的真理に基づいた上での処方箋・治療薬・医

うとするに似ている︒﹃華厳経﹄﹃大集経﹄﹃宝積経﹄の編纂歴たちは︑仏陀

な専門病院を集め︑各診療科を備えた大きな﹁総合病院﹂へと統合していこ

本来単行の諸経典を一つに纏め上げていこうとする姿勢は︑さしずめ︑小さ

と︑分量だけを見ればすでに挙げた﹃般若経﹄六百巻には遠く及ばないが︑

らに他ならない︒﹃華厳経﹄八十巻︑﹃大仁経﹄六十巻︑﹃宝積経﹄百二十巻

い︿教え﹀﹂と解釈される︒この﹁正しい︿教え﹀﹂と訳された﹁サッダルマ

﹃法華経﹄の原題﹁サッダルマ・プンダリーカ﹂は﹁白蓮華のような正し

にわれわれは︑彼ら編纂者たちの仏教に対する深い理解と︑衆生済度に情熱

本来単独で流行していた諸経典を叢書のかたちに編み上げたのである︒そこ

療行為であることよく理解し︑種々の悩みを抱えた数多くの人々を救うため︑

にょらいじゅりょうほん

れる理由がある︒

bα冨§Eは︑伝統的に﹁仏教﹂﹁仏陀の︿教え﹀﹂の総体を意味するもので

あった︒そこで︑﹃法華経﹄における﹁サッダルマ﹂も︑処方箋の一つとし

観しておく︒

を注ぐ慈悲の念を看取することができるであろう︒以下︑各叢書について概

れが特定の︿教え﹀を指すよりもむしろ︑仏教における︿教え﹀が何たるか

典﹂と理解することが可能となる︒事実︑﹃法華経﹄のユニークな点は︑そ

陀の︿教え﹀とは白蓮華のように清らかなものであることを想い出させる経

意としての一縁起﹂を人格化したものであり︑そのため︑彼はことばの次元

く緯︒8§︶という仏陀である％︒この毘盧遮那仏は︑釈尊の覚り・釈尊の真

﹃華厳経﹄の教主は︑蓮華蔵世界に住む毘盧遮那︵ヴァイローチャナ

ニー四1一．﹃華厳経﹄

な

を説く︑いわばズ教え﹀の上位概念﹂として機能できる点にある︒したがっ

に現れ出ることはない︒すなわち︑教主でありながら彼は一言も発すること

るしゃ

て︑もしこの想定が正しいとすれば︑﹁﹃法華経﹄が﹃法華経﹄自身に言及す

はなく︑その代わりに︑彼の力を受けた菩薩たちが種々の説法をなすという

び

るのは論理矛盾だ﹂とか︑﹁﹃法華経﹄には教義らしいものがなく︑ひたす

構成を取っている︒いわば﹃華厳経﹄は︑ことばとしての仏陀の︿教え﹀が︑

づく︑人・時・処の別に応じた処方箋であり︑その処方箋は現実には菩薩

﹁ことばの次元には現れ出ない釈尊の覚り・釈尊の真意としての縁起﹂に基

古来﹁諸経の王﹂と言われ︑時代・地域の差を超えて様々な人の心を潤し

叢書系

二i四．﹃華厳経︵鳶ミ§ミミ亀ミ器ぎ︶﹄﹃大集経︵ミ暮嵐器ミ嵜骨勘§旨ミ亀︶﹄

﹃宝積経︵ミ§ミミミ§§︶﹄

じゅうじぼん

にょらいしゅつげんぼん

を構成する諸経︵諸品︶のうち︑﹁十地品︵b謀Sミミぎ︶﹄﹁如来出現品

にゆうほっかいぼん
︵ぎ︑書αqミ︒もミぎ愚諒ミ§母譜詮︶お﹂﹁入法界品︵Q§魯蝿扇ぎ︶29﹂の三品につい

ここに挙げた﹃華厳経謹︑﹃蒐集経﹄︑﹃宝積経﹄の三点は︑テーマ

ら第十地の法雲地までの十地に分かって説明する︒そして︑菩薩はこれら十

﹁十地品︵戦地経︶﹂は大乗の菩薩の︿歩み﹀の過程を︑第一地の歓喜地か

て簡略に説明を加える︒

を共有しているのでもなければ︑相互に積極的な思想的連関が見出せるわけ

六を順に踏むことによって︑最上の覚りを得て仏陀と成れると説かれている︒

ほうしゃくきょう

でもない︒成立状況も推定される成立地も各々別々である︒そのような三経

また︑第六地の現前地においては﹁三界唯心︵現象世界はわれわれの心が作

だいじっきょう

典がここに一括りにされる理由はただ一つ︑それらが全て﹁叢書﹂であるか

けごんきょう

へとまとめながら戯曲的に表明した経典なのである︒ここでは﹃華厳経﹄

を通して人々に施されるという大乗仏教の理念を︑多数の単行経典を叢書

ｳえ﹀の上位概念﹂としても機能できたからではないだろうか︒

続けてきた一因は︑そこに仏教の本来のあり方︑仏教の本道が提示された

の特質が正しく理解されていなかったためということになる︒﹃法華経﹄が

ら﹃法華経﹄自身を讃歎するに過ぎない﹂との批判も︑﹃法華経﹄の持つこ

仮定した上で︑これまでの議論とあわせるならば︑﹃法華経﹄の経題を﹁仏

ての﹃法華経﹄の文言を指すものではなく︑仏教の総体を表すものであると

。・

「〈
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り︑現し出したもの︶﹂が説かれており︑後に唯識思想罰を生み出す先駆となっ

だ

ら に じざいおうぼさっぼん

かいえ

ぽさっぼん

ほうにょぼん

こくうぞう

﹃大呂経﹄から■陀羅尼自在王菩薩品第二︵bぎミ愚ぐミミミ琶笥︑ミ︶あ﹂﹁宝女品
ぼん

ほうけいぼさつぼん

第三︵肉ミ§§蕊§ミミ︶・6﹂﹁海慧菩薩品第五︵斎ミ§ミ嘗ミ甘零き鋤︶置﹁虚空蔵

品第八︵Q轟§轟匙趣．§ミ写象§︶﹄﹁領髪菩薩品第十一︵肉ミ§鼠§ミ甘零寒鋤︶39﹂

ほうおうにょらいしょうきぼん

﹁如来出現品︵山王如来性事序︶謹では︑﹁如来の慈悲が智慧となって一

﹁無尽意菩薩品第十二︵﹂育ミ匙ミミ噛ミ︑潜函︶・︒﹂が引用あるいは参照されており︑

た︒

切衆生の身中にあるにも関わらず︑無明に覆われている凡夫はそれに気づい

﹃華厳経﹄﹁如来性起品﹂のような直接的影響ではないものの︑同思想の形

成に関する側面からの寄与があったものと目されている︒また︑中国や日

むじんにぽさっぼん

ておらず︑如来の智慧が役に立っていない︒﹂＝切衆生は如来の種性に生ま
れている︒﹂と説かれ︑後述する﹃如来蔵経﹄の成立へと連なっていくこと

本などの東アジア仏教圏に与えた影響という点では︑

﹃宝積経﹄は︑本来単独で存在していた四十九の別行経典を集成し︑四十

ニー四‑三．﹃宝積経﹄

ろう︒

︵9謡辱薦ミ面起ミ覧8ミ︶謹に説かれる末法思想が最も注目すべきものであ

﹁月蔵分

がつぞうぶん

となる︒唯識思想と如来蔵・仏性思想詑は中期大乗仏教を代表する二大思想
である︒その双方の主要な源泉を﹁処方箋﹂あるいは﹁診療科﹂として備え
ていたことは︑﹁総合病院﹂としての﹃華厳経﹄の面目躍如たるものと言え
るだろう︒

﹁入法界品﹂は善財︵スダナQQ＆9§︶という童子の求道の︿歩み﹀を︑五

え

編入された経典には有名なものも多い︒﹃宝積経﹄における名称・区分に従

藤蔓よりなる一大叢書となしたものである︒﹃大鐘経﹄の場合とは異なり︑

人々が含まれており︑各々がそれぞれの立場から︑自らの処方箋を善財童子

いながらいくつか列挙してみよう︒

﹃華厳経﹄の最後尾を飾る大経である認︒善知識には︑あらゆる職業や階層の

十五人の善き指導者︵善知識吋巴鴇起巨巳︶を訪ねる旅として描き出した︑

に施していく︒このように︑善知識はまだ成仏していない菩薩であり︑各々

法蔵︵ダルマーカラ︼︶冨§翼舘9︶菩薩の誓願と修行︑そして彼が成覚して
阿弥陀︵アミターユス﹀巨萄罷︒・

の立場のままで自ら成仏へとく歩み﹀ながら︑善財童子をも成仏へとく歩
ま﹀せる︒万人が菩薩である︑すなわち︑万人が成仏できるという︵大乗︶

楽︵スカーヴァティー︒Q＝聾倒く昌︶世界において誓願を実現している様子を描

むりょうじゅにょらいえ

アミターバ﹀目騨蓼匿︶仏犯となり︑西方の極

仏教の大原則は︑この﹁入法界品﹂においても十全に息づいていることが知

いた︑浄土信仰の根本経典の一つである﹁無量寿如来会︵蜜ぎミミミ笥ぎ︶謹

︵第五会︶︒阿弥陀仏ほどポピュラーとはならなかったが︑東方の妙喜︵アビ
あしゆく
うティ﹀窪冨も世界に住まう阿閃 ︵アクショーブヤ≧︻倦十二︶仏の誓願と

られる︒

ニー四‑二．﹃大引経﹄

浄土の様子を描いた﹁不動如来会︵三吟＆ミ恩讐き窺︶謹︵第六会︶︒護国︵ラー
ここくぼさつえ

どうにょらい え

﹃大立経﹄は︑﹃華厳経﹄や﹃宝平調﹄とは異なり︑叢書としての形態を取っ

シュトラパーラ因倒畳巷三里尊者を急告衆として︑十二種の菩薩行を説き小乗

ふ

ているのは漢訳においてのみである︒そのため︑叢書として編纂されたのは

を痛切に批判する﹁護国菩薩会︵肉魯へ寒ミ§ミ貫8§︶謹︵第十八会︶︒自らの

いくが
修行に逼進ずる出家菩薩の絶対優位を説き︑在家の人々に出家を促す﹁郁伽

インド以外の地︵例えば中央アジアなどの西域︶ではないかとの説もある︒
もしそうであるとすれば︑単に︿教え﹀だけではなく﹁総合病院を作ろう﹂

長者会︵蒔・§ミ嘗零細翫︶謹︵第十九会︶︒﹃宝積経﹄の中核をなす経典であり︑
がぎょう

ふみようぼさつえ

むじんにぼさつえ
菩薩が登場する﹁無尽意菩薩会︵﹄首ミ亀ミミミ︑論旨︶﹂︵第四十六会︶︒勝髪︵シュ

会︶︒東方の仏国土より来至した無尽意︵アクシャヤマティ﹀厨9着目註︶

喩伽行派の双方で重視された﹁普明菩薩会︵奪§§ミ貯ミミ︶﹄︵第四十三

ゆ

ちゅうがん
﹁空性の正しい理解﹂とは何たるかを説いて︑大乗の二大学派である中観派・

ちょうじゃえ

という慈悲の念と情熱も︑インドの地を離れて伝承されていたということに
なる︒︿教え﹀とく歩み﹀を兼ね備えた仏教本来の姿は︑処の別を問わず連
綿と受け継がれていたのである︒

﹃大為券﹄に含まれる諸経のうち︑われわれに馴染み深いものは残念なが
ら少ない︒ただ︑如来蔵・仏性思想の代表的論書である﹃宝性論謹には︑

鈴木隆泰：大乗経典一仏教における〈教え〉とは何か一
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リーマーラー聖日似芭夫人という在家の女性を主人公にした︑如来蔵・仏性思
しょうまんぶにんえ

想を代表する経典の一つ﹁勝髪夫人会︵摯Nミ田鋤N鋤譜ぐ翻帖ミ鴨切匙ミ鋤§笥母亀︶謹︵第四
十八会︶︒

これらの中で第四十六会の﹁無尽意菩薩会﹂は︑先にも見たように﹁無尽

意菩薩品第十二﹂として﹃大型経﹄にも編入されていた︒﹁無尽意菩薩会

説に他ならないとし︑釈尊の︿教え﹀に﹁密﹂めかれていた﹁深﹂い真意

︵サンデイ︒・9ぢ自一︶を﹁解﹂き明かす︵ニルモーチャナ巳§08§︶﹁経﹂典︵スー

トラ︒︒口冨︶であるとの自認から︑自らを﹃解深密経象ミ§馬監ミミ§§早旨§﹄と

名乗ったのである︒そして︑非大乗経典を﹁第一時﹂︑空性を説く初期大乗

経典を﹁第二時﹂とした上で︑どちらも未了義ロ畠彗9︵釈尊の真意を十分

ことばに現し出していないもの︶であるとし︑﹁第三時﹂の﹃解深密経﹄こ

そ了義量匿︵釈尊の真意を解明したもの︶であるという﹁三時教判﹂を展

︵無尽意菩薩品︶﹂の主要な登場人物である無尽意菩薩は︑諸法の無尽︑すな
わち︑仏陀の︿教え﹀は無数にあることより命名されている︒そのことが︑本

開した︒

る︒そのうち︑﹁小さな解釈﹂は論書でも可能だが︑真意︵縁起︶の根幹に

いわば仏教思想史とは︑釈尊の真意を巡る﹁解釈﹂の歴史でもあったのであ

それをことばの次元に︿教え﹀として現し出すことによって発展してきた︒

唯識に限らず仏教の思想は全て︑釈尊の真意がどこにあったのかを探り︑

経が二大叢書のどちらにも編入された理由なのかどうかは定かではないが嶋︑

唯識系

法門の無数さを名に戴く菩薩の経典と︑数多の法門を集成した両叢書との符
合は玄妙というほかない︒

馬芭︑§ミ§高旨§︶﹄

関わるような﹁大きな解釈﹂を展開するにはどうしても仏陀のことば・仏陀

ニー五．﹃解深密経︵ぎミミ

中期大乗仏教を代表する思想が唯識︵ヴィジュニャプティマートラター

の︿教え﹀︑すなわち﹁経典﹂が必要になる︒縁起の一解釈である唯識説を︑

ゆいしき

＜冒酒酔武烈冨邑と︑野宮で解説する如来蔵・仏性であり︑前者の唯識思想の

釈尊のことばとして解き明かす﹃解深密経﹄は︑そのことを如実に示す好例

げじんみっきょう

にょらいぞう

先の﹃解深密経﹄の項下で述べておいたように︑如来蔵︵タターガタガル

等開如来蔵・仏性系

ニー六．﹃如来蔵経︵寄ミ粛亀薦ミ寒奮勘ミ︶﹄﹃浬繋経︵﹂§隷§ミミミ§§勘㌣喬︶﹄

論書を通して深められていくのである︒

である︒事実︑﹃解深密経﹄が一旦成立するや︑それ以降︑唯識思想は主に

根底をなす数少ない経典が︑この﹃解深聖経・︒﹄である︒

空性説であれ唯識説であれ如来蔵・仏性説であれ︑それが仏教における教
説・︿教え﹀である以上︑釈尊の覚り・釈尊の真意である縁起を解釈したも
のであることにおいて何ら異なる点はない︒ただし中期大乗仏教にとっては︑

根本的真理である縁起に加え︑すでに初期大乗において行われた縁起解釈︑

すなわち空性説をも︑再解釈すべき対象としている点に相違・発展が見られ
る︒

ぶっしょう
バ§団αq孚︒雷αq9誉匿︶・仏性︵ブッダダートゥげ巳爵9︒爵餌9︶思想も唯識思想と同

様︑釈尊の覚り・釈尊の真意としての縁起の一解釈であると同時に︑空性説

唯識説は︑主観︵心作用︶と客観︵外界の対象︶の存在どちらも認める
ことなく︑両者ともに識︵ヴィジュニャーナくこ謡§︶が顕現したものに他な

に新たな解釈を施すものでもあった︒一切衆生に如来の智慧が具わっている

と説く﹃華厳経﹄﹁如来性妙品﹂を直接受けて︑﹃如来蔵経﹄が＝切衆生は
かく
如来を内に秘めている︵蔵している︶︒だが︑それが蔵れている問は如来の働

にょらいぞうきょう

らないというかたちで︑空性説に再解釈を施した︒識には通常の六識︵眼
るマナ識︵マノーナーマヴィジュニャーナ吐き︒冨日9＜こ富§︶と︑さらにそ

きをなしえない︒だから︑仏道を︿歩む﹀ことによって蔵れている如来を完

︒爵招︒・・耳吟︒欝・鼻σq茸曾﹃舌喜岳・身重饗・意日魯§︒・︶に加え︑自我意識た

の奥にあるアーラや識︵アーラヤヴィジュニャーナ箪鎚碧己諮§︶の合計八識

全な如来にしていこう︒﹂と宣言したことにより︑如来蔵・仏性思想が誕生

ふぞうふげんぎょう

を立てる︒アーラヤとは貯蔵庫を意味しており︑過去の業と現在の業の余力

ほうしょうろん

した︒その後この思想は︑主に﹃不増不減経︵﹂ミ§ミ§ミミ譜§旨§亀︶﹄や

﹃勝髪経︵㍗ぎ首謀譜爵§隷§鋤§動ミミ︶53﹄を通して﹃宝性論︵肉ミ嵩鵡ミミ託寒禽早

しょうまんぎょう

はこのアーラや識に貯えられ︑条件︵縁︶が整えば発動し︑主観・客観を含
む世界を顕現させるとする︒釈尊の覚り・釈尊の真意である縁起はこの唯識
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とする一方︑浬藥経系経典群に属する﹃大法鼓経﹄では︑空性説は未了義で

あるとし︑空性説との対決姿勢を鮮明にした上で如来蔵・仏性思想を強く宣

ミ§ミ§ミミミ︒ミ︑鼠碧ミ︶﹄という論書に向かって整然と理論化されていく流
ねはんぎょう

らきょう

れと︑如来蔵を仏性という語で読み代えた﹃浬予習﹄を基軸とする一連の経
おうくつま

揚している︒

だいうんきょう

れた論書であったとしても︑そこに表されたものはどこまでも﹁﹃宝性論﹄

論﹄の枠内で研究されるケースが多かった︒しかし﹃宝寺論﹄がどれほど優

如来蔵・仏性思想はこれまで︑主に﹃急性論﹄を通じて理解され︑﹃宝性

典群︵﹃大雲経︵さミ壽窓蕩ミミ︶弱﹄﹃浬葉経﹄﹃央掘魔羅経︵﹂粛ミ§ミ劇蕩勘ミ︶56﹄
だいほっくきょう

﹃大法鼓経︵さミ寒Q爵ミミ︶﹄よりなる浬禦経系経典群︶が制作され︑この
思想をダイナミックに動かしていく流れの二つを生み出していく︒

如来蔵・仏性思想という︿教え﹀においては︑︿歩み﹀の結果として得ら

の採用した教説︑学説﹂であり︑決して如来蔵・仏性思想の総体そのもので

﹃宝性論﹄という極めて優秀な第二次資料を用いると同時に︑第一次資料で

れる如来は︑現在︿歩み﹀の途中にある衆生によってすでに抱え込まれてい

ある経典を通した直接的研究が是非とも必要なのである︒論書と比べるとき︑

はない︒特に︑唯識の場合とは異なり︑如来町・仏性は論書ではなく︑様々

え﹀に従い︑黄金に向けてのく歩み﹀を進め︑いっか黄金に辿り着くのであ

経典は必ずしも論理立った構成を持たず︑また︑冗長な繰り返しやわれわれ

ることになる︒他の思想との違いを︑黄金を求める過程に讐えて説明しよう︒

る︒一方︑如来蔵・仏性思想においては︑黄金はすでに自分の手の内にあり

の常識とはかけ離れた舞台設定も多い︒それゆえ研究者の選択眼は︑どうし

な経典を通じて生み出され︑発展し︑そして深められていった思想である︒

ながら︑その黄金はまだ精錬されていない鉱石に止まっており︑黄金として

ても理屈や論理の世界の中で扱いやすい論書の方へ向きがちであったし︑現

如来蔵・仏性以外の思想においては︑求めるべき黄金は現在の自分の居場所

の価値を発揮できない状態にある︒そこで仏陀の︿教え﹀に従いながら鉱石

在でもその傾向に大きな変化は見られないと言われている︒ことに如来蔵・

そのため︑如来蔵・仏性思想の全体像を正しく把握しようとするならば︑

を精錬するというく歩み﹀を続けることによって︑衆生はいつしか完全な黄

仏性思想の場合︑﹃宝島論﹄という秀でた論書の存在と︑﹃蔓性論﹄の提示する

を離れたどこか遠くにある︒そのため︑黄金の在処を記した地図という︿教

金を手に入れるのである︒そのため如来蔵・仏性思想においては︑黄金に辿

如来蔵・仏性思想理解を踏襲する後代のチベット仏教の伝承とが相侯って59︑

教の提示する見解をもって代表させてきたのである︒しかし先に示したよう

り着くまでの﹁本当に黄金はあるのだろうか﹂﹁本当にこの地図は正しいの

﹃如来蔵経﹄は﹁諸々の如来が世に出るも出ざるも︑一切衆生は如来を内

に︑第一次資料である経典を通して見るとき︑両思想の関係は決して一様で

経典そのものを通してこの思想を探ろうとする動きが余り活発ではなかった

に蔵している︒﹄と説いた︒この﹁諸々の如来が世に出るも出ざるも﹂とい

はなかった︒︿教え﹀は処方箋であるという大前提に戻れば︑如来蔵・仏性

だろうか﹂という不安感や︑﹁自分には鉱石があるがあいつにはない︒だか

う表現は︑仏教の伝統では縁起を説明する際に使われるものであるため︑こ

を説く諸経典が︑﹁最終目標をすでに自ら抱え込んでいる﹂という信念のも

ように思われる︒そのため︑例えば如来蔵・仏性思想と空性説がどのような

こから︑﹁自分は縁起の解釈を行ったのだ﹂という﹃如来蔵経﹄の意識が確

とに仏道を︿歩む﹀人向けであったとしても︑その︿歩み﹀の中で空性説と

らあいつは成仏できないのだ﹂と他人を侮る気持ちを持つことがなくなり︑

認できる︒また如来蔵・仏性思想は︑煩悩の空と︑究極的価値である如来と

どう関わるかは︑各人別様であって当然構わないわけである︒このように︑

関わり合いを持っているかという問題についても︑﹃宝性論﹄やチベット仏

その功徳の不空というかたちで空性説を再解釈した︒ただし︑如来蔵・仏性

如来蔵・仏性は︑経典を通した直接的研究が不可欠な思想の︑典型例の一つ

がどのような人向けの処方箋かがよく分かるのではないだろうか︒

思想と空性説との関係については︑﹃宝性論﹄の系統と浬葉叢系経典群の間

であろう︒

衆生は安心して仏道を︿歩む﹀ことができるようになる︒如来蔵・仏性思想

で解釈が分かれている︒﹃宝性論﹄の系統においては︑空性説は否定される
ことはなく︑煩悩の空と如来の不空こそが空性説の正しい理解・解釈である
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ニ一六．﹃金光明経︵偽ミ亀ミ§§幸島竃§§§勘母§ミミミ喬︶﹄

タ期以降においても︑仏教が何とかインドの宗教界に踏み留まって︑釈尊に

由来する三宝の伝統を継承できるようにしていくことが︑﹃金光明経﹄︵の編

大だと︑どの診療科を受診したらよいか分かりにくいことも多い︒そのため︑

上げ︑﹁総合病院﹂を作ろうとするものであった︒ところが病院が余りに巨

策の一つが︑先に見た﹃華厳経﹄﹃大詰経﹄﹃宝魚心﹄のような叢書へと纏め

拡大・拡散の﹈途を辿り︑ややもすれば収拾がつかなくなる︒そのための方

人・時・処の別に応じた処方箋として次々と編み出されてくる大乗経典は

であれ出世間的なものであれ︑何を説いたとしても︑それらは全てこの﹃金

中で次のように宣言している︒﹁ヒンドゥーの神々や聖者が︑世間的なもの

るのである︒実に﹃金光明経﹄は﹁四天王品︵9ミミ§§愚亀旭ミ㌣ミミ︶﹂の

ます︒だから︑うちにご来院ください︒名医がおりますよ︒﹂と主張してい

や儀礼を取り込みながら︑﹁全てはここ﹃金光明経﹄という病院に揃ってい

ものであれ非仏教のものであれ︑有効であると判断される限りの様々な教義

纂出たち︶にとって必須かつ急務の課題であった︒そのため︑それが仏教の

もっと簡便で近づきやすく︑なおかつ網羅的であることが求められてくる︒

光明経﹄の中で仏陀によってすでに説かれており︑しかもこちらの方が素晴

﹃榜伽経︵ト§諭てミミ§勘§︶﹄闘コンパクトな電子辞書系

叢書を総合病院︑あるいは百科事典とするならば︑こちらはさしずめ︑どん

らしい︒餌﹂と︒

﹃金光明経﹄は多段階に渡る増広拡大の過程を通じて︑様々な教説を取り

る︒イスラーム勢力の侵入によってインドの様々な僧院が破壊されたとき︑

はない︒いつの時代であれ︑患者に来院してもらえない病院の経営は破綻す

に値するものでこそあれ︑決して酷評されたり批判されたりするべきもので

や儀礼︵ーー処方箋︶を収集し経典を増広拡大させていった努力たるや︑感服

三宝の伝統を存続させたいという熱意︑そしてそのためにひたすらに教義

してんのうほん

な病気にも対応できる﹁スーパー医師︑ブラックジャック・︒ような名医﹂︑あ
りょうがきょう

るいはコンパクトな電子辞書と呼んで構わないだろう︒そのような経典の代
こんこうみょうきょう

込んでいった︒例えば空性説については︑﹁空については他でもたくさん説

ヒンドゥー教の僧院は再建されたのに︑なぜ仏教はそのままインドから消え

表が︑ここに挙げる﹃金光明経認と﹃馬長経62﹄である︒

かれているから︑﹃金光明経﹄では略説するにとどめる︒63﹂とわざわざ断つ
さんげ
てまでいる︒教説を次々と取り込んでいったため︑如来常住︑善心︑如来蔵︑

去る道を辿ったのか︑その理由を今一度考えてみる必要があるだろう︒

ほんじょうたん

呪文︑仏塔︑本生諦など︑﹃金光明経﹄の内容には統一性がなく︑時には前

一方︑﹃金光明経﹄とは別の目的で種々の教義を収集していったのが﹃楊

説き︑それを如来蔵と同一視するなど︑単なる収集ではなく独自の発展も行っ

後に矛盾を来していることも珍しくない︒実際︑ある箇所では仏塔崇拝の功

﹃金光明経﹄が取り込んでいったのは︑仏教の︿教え﹀だけではない︒王

ている︒しかし︑﹃樗早書﹄が様々な教義を集め発展させた理由の第一は︑

伽経﹄である︒﹃榜伽経﹄の教義は︑空︑仏身︑浬禦︑過去仏︑そして﹃金

権を持つ者の心構えや日常的な沐浴儀礼に至るまで︑およそそれ以前の﹁仏

﹁︿教え﹀は処方箋であって︑覚りに至る手段である︒そのため︑どれほど

徳を否定しているかと思えば︑他の箇所では仏塔崇拝を勧めているといった

教﹂の枠内には収まりきれない様々な観念や儀礼までも︑﹃金光明経﹄は取

のく教え﹀があったとしても︑それに拘っていては覚りは得られない︒︿教

光明経﹄と同じく非仏教にまで及んでいる︒また︑自性清浄のアーラや識を

り込んでいるのである︒そのため︑教説の統一のなさも手伝って︑これまで

え﹀を頼りにしながらも︑自分の状態に応じて取捨しつつく歩み﹀を進めな

具合である︒

明経﹄には内容の統一性がなく︑様々な教義や儀礼の雑多な寄せ集め

くてはならない﹂と教えることにあった︒どれほど効果のある薬があったと

煬

非仏教

しても︑それを服用しなければ意味はない︒また︑服用し回復した後はもは

は︑仏教がヒンドゥー教へと同化されていく兆しだ﹂と批判的に捉

的要素

薩はそれらの︿教え﹀の一々に拘らず︑役目を終えた︿教え﹀を捨てながら

や薬は不要である︒そのために︑﹃榜伽経﹄は多くの教義を集めた上で︑菩
しかし仏教に比べヒンドゥー的価値観への傾斜がますます大きくなるグプ

えられたりすることも少なくなかった︒

にすぎない﹂と酷評されたり︑あるいは﹁﹃金光明経﹄に見られる

「『

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

スパートでなければならないこと︑第二点は︑︿教え﹀の次元で﹁これだけ

へ

成仏へとく歩み﹀を進める実践者︵ヨーギン巻αq巳たるべきことを強調する︒

ヘ

が真理だ︑真実だ﹂とは︑それが﹁仏教︵仏陀の︿教え﹀︶﹂を標榜する限り

ヘ

したがって︑最終的には﹃樗伽経﹄それ自身すら捨て去られることになるの

ヘ

のことばであるにも関わらず︑﹁このことばだけが万人に︑時︑処を問わず

ヘ

このように﹃金光明経﹄であれ﹃樗伽経﹄であれ︑どちらの﹁名医﹂も仏

通じる真理だ﹂と断じることは︑仏教の根源的あり方を自ら破壊する行為で

ヘ

は絶対に言い切れないことである︒︿教え﹀は人・時・処の別に応じた個別

教における︿教え﹀が処方箋であることを十分承知していたからこそ︑一方

あり︑決して﹁仏教﹂の枠内に組み入れてはならないものであることの銘肝

ヘ

である︒

は三宝の伝統を絶やさないため︑もう一方は菩薩を実践者たらしめるため︑

を願いつつ︑この小論を閉じることとしたい︒

科学書院︒

ひたすらにく教え﹀を収集していったのである︒
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以上︑代表的と思われるいくつかの経典を取り上げ︑紙面の許す範囲で解
なくない︒そもそも本稿自体が︑広大な大乗経典の世界の一端を︑しかも筆

説を試みた︒できるだけ網羅的であることを心がけたが︑それでも遺漏は少
者の目を通して垣間見たものに過ぎない︒今度は読者自らが﹁処方箋﹂と出
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最後に付言しておきたい︒﹁これが仏教における真理だ︑真実だ﹂と喧伝
する︑仏教系の様々な新興宗教や教祖はいつの時代にも後を絶たない︒確か
に本稿で示したように︑仏教における︿教え﹀は︑釈尊の真意に基づいた上
での人・時・処の別に応じた個別の処方箋であり︑常に進化し続けるととも
に更新され続けなければならない性質のものである︒そのため︑現代におい
ても釈尊の真意を具現化した種々の︿教え﹀が生み出されてくるのは︑仏教
における必然でもある︒しかし︑この二点だけは是非とも忘れないでいただ
きたい︒まず︑大乗仏教の主たる担い手がそうであったように︑新たに処方
箋を出すことのできる人は︑仏教への深い理解と広範な知識を持つ真のエキ

［N

［N
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