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『中観優波提舎開宝医jテキスト・訳注

宮崎 泉

はじめに

インド後期中観派に属するアティシャ (Atisa，Dipa平karas司甑na，982-1054)は、 60才

の詩にチベットに入札布教活動や翻訳活動を通してその後のチベット仏教の展開iこ影

響を与えたことで知られる。

アティシャは哲学者というより宗教者の性格が強く、主著でるる r菩提道灯.!I(Bodhi-

pathapradipa) も、その名の還り、疹道体系の叙述を中心としている。

F菩提道灯』に説かれる穆道体系は、声聞乗、波羅蜜乗、真言乗と呼ばれる、いわゆる

小乗、大乗の中の顕教、大乗の中の密教という三者を統合しようとする点に特長がある。

三者は、実践主体の側では、その主体の機摂・能力の点から統合される。一方、修道体系

の側では、菩藍戒の中に声聞乗の律を取り込む、あるいは、特に能力の擾れた者には密教

を推奨するといった形でまとめちれ、声聞乗、波羅蜜乗、真言乗それぞれに錨値が与えら

れている。もっともこの三者の統合は、菩薩戒の中に声顎乗の律を含むことは稔伽行源

以来の伝統であるなど、アテイシャの創意ではない。

さて、本穣で扱う『中観優波提舎開宝箆JJ (Ratnak訂 a平clodghata-nama-madhy沼nakopa-

de旬、以下 F顎宝箆JJ) も、 f菩提道灯』同様、 f彦選体系を扱う著作であるが、菩提心の解

説が過半を占め、菩提心がこの著作の主題となっている。 F関宝箆』に説かれる菩提心説

は r菩提道灯』に説会亙れる移道体系を菩提心という観点から展開したものと考えることが

できる。アティシャが菩提心を重視したことはこれまで指揺されてきているが、そのア

ティシャの菩提心説が具体的に説かれる点で重要な著作である。

F関宝箆』にはアティシャ自身による章立てはないが、便宜的に内容の点からまとめれ

ば次のようになるo

1 菩提心の必要性とその根拠

2 菩提心詳説[序]
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96b1-98b4 

98ち4-98b6



2.1 発心の因 98b6-99a3 

2.2 発心の縁 99a3-100a5 

2.3 発心の本質 100a5-100a6 

2.4 発心の形態 1 OOa6-1 OObl 

2.5 菩提心を溝浄にすること 100bl-100b3 

2.6 菩提心の摂受 100b3-103a2 

2.7 菩提心の護持 103a2-103b4 

2.8 菩提心を捨てるという罪が生じる因 103b4-103b7 

2.9 菩提心を捨てた弊害 103b7-104a1 

2.10 他人に菩提心が生じたことを随喜する功徳 104al-104a3 

2.11 他人の菩提心が生じることを盟書することの弊害 104a3-104a6 

2.12 菩提心の尊大 104a6-105b1 

2.13 菩提心の功譲 105bl-106al 

3 仏、菩薩について 106al-112b3 

4 諸学派とその論師 112b3-113a4 

5 ナーガールジュナについて

5.1 ナーガールジュナの著作について 113aι113b6 

5.2 ナーガールジュナの授記について 113b6-115b2 

5.3 ナーガールジュナの異熟身 115b2-115b5 

5.4 ナーガールジュナの誓願身 115b5-116a1 

6 真言乗について 116al-116b3 

このように、『関宝鐙』は、教証を用いながら菩提心の必要性を説くことから始め、続

いて 13の観点から菩提心を詳述する。さらに、仏・菩震の所行について説明しながら菩

提心の必要性が強諒される。その最後には中鎮派に対する反論があるが、それに対して

アティシャは、ナーガールジュナ (Nagarjuna，龍樹〉が経典に授記されているを根拠と

してその反論に答えている o r 4.諸学派とその論部」では著作活動の点から論諦を分類し

て列挙し、 r5.ナーガールジュナについてJでは、ナーガールジュナ自身について詳説す
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る。そこにはナーガールジュナの授記も解説される。そして最後に鋭敏な能力を持つ者

の中でも特に鋭敏な者に対して真言乗を推奨する点は、主著 f菩提道灯』と同様で、ある。

筆者は既に宮崎(1993)において『諒宝箆」の内容を概鎮を行ったことがあるので、ここ

で誌簡単に内容を記すに止める。詳しくは、宮轄(1993)ならびに本稿のテキスト・訳注

を参照されたい。

これまで『関宝襲」を中心的iこ扱った研究としては、筆者による宮崎(1993)(1995) 

(2002) (2004)があるが、テキスト校訂は宮崎 (1993)に含まれる 3""5章だ、けであり、訳

は望月 (1996)の2章の独訳があるにすぎない。そこで本稿では『関宝箆』全体のテキス

トとともにその訳注も提示することにした。宮碕 (1993)において既に発表した箇所も、

今回金写本も含めて再検討し修正すべき点もあったため、本稿に含めることとした。ま

た、 2章の翻訳にあたっては、訳注にいちいち記していないが、望月訳も随時参照した。

参考になる点も多かったことをここに記しておきたい。

チベット語テキストの校訂は、デルゲ、販を底本とし、チョネ版、ナルタン張、北京寂、

金写本と校合した。テキストの異同を示す注には、その範冨を示すため()の中にテキス

ト中の語を再掲している。また、 pafba，iJ.ajdaj践といった紛らわしい文字は、演を避ける

ため必要な場合を除き注記していない。 pajbaは現在の正書法に従った形に統ーした。ま

た略字 (bsdusyig)の注記も省略した。

所主iの経典、論書のうち、サンスクリット原典が存在するものほサンスクリット原典だ

けを注に挙げた。京典が現容しないものはチベット訳を示し、デルゲ、版、北京版大蔵経中

の位置だけを記した。

また r関宝箆」の北京寂テキストに辻乱丁があるため、本稿で f開宝霊童』の位童を示す

必要がある時はデ、ルゲ、販だ、けを用いた。以下にデ、ルゲ販と北京版の対顛表を付しておく。

D P 

96b 1-1 06a5 106b6-119a3 

106a5-107a4 127al-128a2 

107a4-113a6 119a3-127al 

113a6-116る7 128a2-132b3 

なお、略号表、使用テキスト一覧、参考文献は本穣末に討した。
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D96b 

G150b 

第 1章 f中観優波提舎開宝箆』テキスト

(C2) (Dl) (01) (N4) (P6) 

rgyag紅 skaddu 1 (P7) Ra tnαka ra 1Jt!a u 1 dgha !e ma dhya ma na ma U2 pa de向 11

bod skad du 1 dBu ma'i man 1I:ag rin pO che'i za ma (N5) tog kha phye ba iesるyabaP 

l 

rje btsun 'Jam pa'i rdo rje la phyag 'tshallo 11 

dkon mchog gsum la (G2) phyag (C3) 'tshal (P8) 1011 

slob dpon Klu sgrub勾ribrgyud pa'i (D2) gdams4 nag bri bai-bya'o // 

'di ni skyes bu gan iig bdag dan 'gro ba ma lus pa三百lorba thog ma がめ medpa can gyi 

PI07a sdug bs主alrjes su dran pas til (Pl) 'bru ts但ngyi d企ospo ya企mi'dzin (G3) pa / 'jig rten gyi 

dnos po da企/bya ba ma lus pa (C4) mchil ma'i thalもaltar bor ba /5 d泊 po詰las(D3) blans6 

pa'i tshul組立imskyi sdom pa gsum ma nams (N7)針金 (P2)gtsan ba / thos pa dan bsam pa'i 

ses rab dan ldan pa F ran (04) biin gyis sni主主jeyod pa 1 dam pa'i chos勾iphyir lus dan srog 

la yan mi lta ba des / slob dpon 'phags pa Klu (C5) sgrub勾ribrgyud pa'i (P3) gdams nag yod 

N106a pa'i skyes bu dam (Nl) pa (D4) btsalla / de dus yun品 pormnes par byas nas las (G5) dan po 

pa ym pas sa位achen po'むn/gro主魁lyerchen po'am / dgon pa'am / bas mtha' (Pの lasogs 

pa 'tsho ba sgrub sla bar gnas la / dkon (N2) mchog (C6) gsum gyi gzugs br宣an8 gyi spyan s企ar

stan 'jam ii企'bolba la (D5) (06) 'dug la / 'di 1t訂 semsc組 9gyi rigs ni sgo na las skyes pa 

dan / (P5) drod gser las skyes pa dan / brdzuslO te skyes pa dan / gzugs can dan /11 gzugs can 

G151a ma yin pa dan / (N3) 'du ses can12 dan /13 'du ses (C7) can (01) ma yin pa'i 'gro ba lna'i sems 

can la legs par (P6) bltas la 1 (D6) th紅nscad ni bdag gi ma yin詑/ma 'di dag gis bdag gi ched 

du sdig pa byas sinちsagspas de' i mam smin gyis da lta sdug bsnal (G2) ma古(N4)p014 nams 

1 (平c.au) GNP: I}do 2 (ma u) GNP: mo 3 (1) GNP: om. 4 (gdams) GNP: man 5 (乃 GNP:om. 
6 (blans) G: blan 7のCDN:om. 8 (brnan) GNP:治犯 9(can) N: om. 10 (brdzus) C: rdzus 11 (/) GNP: om. 
12 (can) N: om. 13 (乃 GNP:om. 14 (po) N: pa 
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su myoIi Iio 11 

'phags pa (P7)Klu sgrub勾ri鉛 sIianasl 

rnamrtog bag (Cl) chags nes pa yis 11 

， gro ba gsum po rnam 1 nnotis la 11 

blo (D7) dati ldan pas legs bltas nas 11 

'魁lorba'i gnas n~s gdon2p紅 bya/P(l)

zes gsuIis (03) (P8)pa da企1ya企併の 'phagspa玄lusgrub勾riza1 s企anas 14 

srid pa'i btsonra'i nati gnas (C2)pa 11 

長onmotis me yis gduおpayi 11 

sems can gati yin也ぉnscad sIion 11 

pha ma mdza' (D1) bses (Pl) rtsa lag回 H

gyur citi phan cher(04) btags pas na 11 

'di dag bdag (N6) gis sdug bs企a1byas 1/ 

da ni bde bar bya bar rigs 1/(2) 

zes gsuIis pas drin ses pas (C3) bdag gis 'di dag bsgra1ちadati 1 dgrol (毘)bada企1dbugs dbyuIi 

ba dati 1 mya il犯の2)(05) las bzla' 0 zes tshad med pa，bZis bya企chub旬 semsbs孟yedlal de'i 

(N7) ched du tshogs g長isbsags par bya'o 11 

nni.lam gyi sems dati ma bra1 bas 5 nam (P3) mkha'i dbyitis 'di dkon mchog (C4) gsum gyis 

til gyi ga'u (06) bZin du話lyabpa la I dam pa bdun dati I 'du ses bdun dran par (D3) byas pa 

C99a 

D97a 

P107b 

dati I rjes su dran pa'i (Nl)泊 igssu bcad pa yati同odde 1 gnen (P4) po drug gi sgo nas lus kyi N106b 

るkodpa yailるyasnas phyag bya ba da企Imchodpada金戸(G1).sdig paちsags(C5) pa dati 1 rjes G151b 

1 (rnam) N: mams. 2 (gdon) GNP: 'don 3 (/乃 GNP:om. 4 (1) P: /1 5 GNP: ad. / 6 (1) CDG: om. 

(l) Pu;u;likrtasadhana， k.3. 

vikalpavasan記 0号詰jagattrayavimohakan/ 
samabhivik符atan dhiman yogatantrel!a sodhayet / 

(2)cf. Bodhicittavivarana， k.75. 
srid pa'i btson rar sems can ni // 
五onmOIls me yis gduIls rnams la // 
bdag gis sdug bSIlal byin pa ltar /1 
de biin bde ba sbyin par rigs // 
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su yi ra企badaIi / bskul ba daIi 1 gsol ba gdab pa daIi 1 s勾rabssu 'gro ba (P5) daIi 1 (N2) by訟

のめ chubtu sems bskyed pa da古Ilusdbul ba da主/sdom戸 blaIiba daIi 1出egpa chen po'i 

(02) lam la gnas par d副nbcas la / de dag bya主chubchen por yo企ssu (C6) bsIio bar bya' 0 // 

(P6) de dag thams cad chos勾idbyii諮問 gyurte / mchod pa'i gnas (N3) daIi / mchod pa'i 

tshogs (D5) de dag thams cad daIi po gaIi nas byon 1 da (03) lta ga古dubiud s長amdu brtags 

na1 ga主nas均給mabyon P gaIi du yaIi (P7) ma biud P phyi naIi gi chos 'didag (C7)勾raIide 

話10na biin yin pas 1 thams cad raIi sems sgyu ma'i mam par 'p註rulpa(N4) brdzun biin du 

snanl snaIi (04) biin du brdzun pas de dag lus la (D6) bsdu戸deya企semsla (P8) bsdu / sems 

C99b 岳地adog med pa 1 dbyibs med pa 15 raIi biin gyis 'od gsal ba戸(C1)gdod nas ma skyes 

pa' 0// so sor rtogs pa'i ses rab de nid主yaIi(05) 'od (N5) gsal b訂 gyurto 11 b紅白rses pa ci 

P108a (Pl) ya企mayin la 1 cir7 yan mi gnas (D7) pa 1 cir yaIi ma grub pa / ci'i mam p紅 yaIima skyes 

pa I spros pa ma lus pa ne bar ii ba 1 ston k副長imaphyed勾rinam (C2)訟話1a'i伊良 lta(06) 

加 'imtshan ma'i (P2) rdul thむnscad de企S(N6) pa'i n紅nm騒が rdorje'i ti企企e'dzin snaIi ba 

D97b med pa laji8 tsam nus p紅 gnasso /1 ma goms pa'i dba企gissems yeIis par gyur na (Dl) yaIi 

G152a de nid du bkugla gnas so // thun (P3) gian (01) ya在debiin du bya'o 1/ (C3) thun grans maIi la 

yun thuIi bar (N7) bya' 0 /(J gan gi tshe goms par gyur ciIi cu企10zad brtan 11 pa na ji ri亘jiri良

bya'o 1/ sgrib pa lIia po so so'i gnen pos iiるarるya'0 11 de nas (P4) mig phye la (02) e ma '0 Iio 

mts註訂ro11 (D2) chos kyi dbyi企sci yaIi med pa la cir yaIi snaIi ba (C4) 'di企omts註訂 che'o/1 

N107a 'di dag (Nl) ni ra企gisems nid brdzun戸 'imam 'p討ul訟dzunbiin du sna企1snaIi biin du 

(P5) rdzun pa ste / sgyu混ぜidpe brgyad kyis (03) mtshon pa snaIi la raIi biin med pa' 0三es

bltas la smon lam 読め nasskyil mo (D3) kruIi dal gyis (C5) (N2) bsig la la企ste sa tstsha12 la 

sogs pa dge ba'i las ci nus (P6) pa bya'o 1/ de dag thun drug tu tshogs gnis bsags pa la (04) 

'bad do //呈alba'i dus su stoil pa歪iddu bsgoms la de'i企aIidu g記dlogp紅 bya'o// de nas 

thun tha ma la byams pa daIi sni企(P7)(刻字 lasbyuil (C6) ba' i (Dめるya主chubkyi sems kyis 

bslaIi bar bsam mo // des ni don dam pa (05) bya企chubkyi sems bs勾edpa yin no // zas la 

cha biir bgo bar bya'o // 

1 (na) GNP: nas 2 (1) NP: OID. 3 (乃 NP:OID. 4 (1) GNP: OID. 5 (乃 NP:Offi. 6 (1) GNP: OID. 7 (cir) G: ci 
8 Ui) GNP: ci 9 (/，乃 N:/ 10 (cun) N: Offi. 11 (b託an)N: bstan 12 (sa tstsha) CD: tsha tsha 
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slob dpon Klu sgrub kyi組 sIianas (P8) kyaIi 1 

don dam pa byaIi chub kyi sems ni 1 gsaIi sIiags匂risgo'i (N4) spyad pa spyod戸 'ibya企

chub (C7) sems dpa' (05) bsgom pa'i (G6) stobs勾risbskyed par bya ba yin no(3) 

zes gsuIis so 11 de ltar gus pa daIi P (Pl) yun riIi ba daIi 1 rgyun mi 'chad pぽ 'badpar byas PI08b 

na 3 sems car. 1a sniIi司eyaIi sugs匂'isskye ste 1 slob dpon Klu (N5) sgrub勾riza1 sIia nas 1 

(01) 

de 1t紅 rna1'byor pa mams kyis 11 (CI) 

stoIi pa記d'di (P2) bsgoms (06)るyasna 11 

blo ni gzan don la dga' bar 11 

'gyur ba 'di la the tshom med 1t<4) 

ya企14

gdod nas s匂remed don de ni 11 

b10 yis gtiIi nas rtogs5 gyur nas 11 

'滋lor(G2) ba'i 'dam (N6) du byiIi ba 1a 11 (P3) 

sni企rjeIiaIi gis (C2) skye bar 'gyur 116(5) 

zes gsuIis so 11 

de 1t紅 ma1'byor pa des (07) naIi du mnam par bzag pa na 1 don dam byaIi chub kyi sems 

bsgoms 1a I de las 1a企spa na kun rdzぬるyaIi(G3) chub勾isems (P4) bsgoms 7 pas sto註pasniIi 

rje (N7) chen po'i sniIi po can gyi (C3) bya企chub匂risems gnis po brtan p訂 bya'0 11 rNam 

par sna1i mdzad m1ion par bya品chubpa las 1 

1 (ni) GNP: kyi 2 (/) P: om. 3 GNP: ad. 1 4 (1) GNP: om. 5 (氏ogs)GNP: gtogs 6 (11) NP: om. 
7(bsgoms) G: bsgom 

(3) Bodhicittavivarat}a， p.184. 

byail chub sems dpa' gsail silags kyi sgor spyad pa spyod pa rnams kyis de ltar kun rdzob kyi rn叙npas byail 
chub kyi sems smon pa'i rail biin can bskyed nas 1 don darn pa'i byail chub kyi sems bsgom pa'i stobs kyis 
bskyed par bya ba yin pas de'i phyir de'i rail biin bSad par bya'o 11 

(4) Bodhicittavivarana， k. 73. 

de ltar stoil pa nid ' di ni 11 
rnal 'byor pa yis bsgom byas nal/ 
gian gyi don la chags pa'i blo /1 
'byu企bar'gyur ba the tshom med 11 

(5)Not identified. 
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D98a bya企(Dl)chub nam mkha'i mtshan nid de /1 

rtog pa (G4) (P5) thams cad 8panS pa' 0 1/(6) 

zes da主/Ses rab bsdus pa las / 

N107b thob p紅 byaba'i (Nl) chos ni rdul tsam yod ma yin 1/ 

byan chub dnos (C4) por bzun nasmchog 'dzin ma byed cig 1/ 

dan po'i las can (P6) de la de skad bstan (D2) par bya /11(7) (G5) 

zes pa dan / Yum chen mo 'bum pa las / 

nas ni ci yan出obpa med pa kho nar byan chub. kyi sniIi por 盟主onp紅 rdzogs(N2)p紅

saIis rgyas 80 /12(8) 

三esgsu企sso 1/ 'phags (P7) pa Chos yan dag par bsdud (C5) pa las kya亘1(G6) 

de laるyanchuるsemsdpa' 'dod pa chun ba ga主(03)ze na / gan bya主chubkya白mi

'dod pa' 0 // chog ses pa gan ie na / gan by拍 chu己主yisems .la lhag予ぽ (P8)ma (N3) ien 

pa'o //3(9) 

G153a zes gsuns so /1 gz組 mdosde rin po che du (Gl)部adan'/gsa金snagskyi rgyud du ma nas don 

'di (C6) nid gsuIis so 1/ dpa1 gSan ba 'dus pa las / 

PI09a d企ospo (D4) thams cad dan (Pl) bra1 zi主H

phu金pokhamsda企skyemched dan /1 

gzuIi dan (G2) 'dzin pa mam 酬の Pぽ spans/1 

chos bdag med p紅 mnamnidpぉ//

主総 semsgdod nas ma skyes pall 

1 (//) GNP: / 2明)CD: om. 3 (1，乃CD:om.

(6)Vairocanabhisa'!lbodhi， D (494) tha 226b7-227a1， P [5](126) tha 191M. 
byan chub nam m地a'imtshan nid do 1/ 
kun tu rtog pa thams cad .spans 11 

(7) Ratnagu1Jasanc勾Ja-gatha，XV-3cd. 
(danarp. ca silam api k~ãntì ta出aivavi:ηlarp. 
dyanani prajna pari写amayitavyabodhau 1) 
na ca bodhi skandha viffi{sitva paraffi{seya 
ye三dikarmakana desayitavyarp. eva早 1/

(8)Not identified. 

(9)Not identified. 
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sto企panid匂riilo bo (C7)宣id111 (P2) (10) 

ces da企I'phagspabバIyadsto1ipalas kya主/

おぜibuga企semsma (D5) (G3) yin pa de ni sems med pa' 0 1/ gail sems .med pa de ni 

sems (N5) railるZingyis 'od gsal ba' 01.戸(11)

ies gsuils (P3) so 1/ 'phags pa Klu sgrub kyi ia1 sila nas kya企/

sems ni sails rgyas (Cl) thぉnscad勾rislP

ma gzigs (G4) gzigs Pぽ mayin te 1/ 

ra良biinmed pa'i ra企biinla 11 (D6) 

ji lta bu iig (P4) gzigs par 'gyur Ir(l2) 

ies (N6) gsuils so 11 rje btsun 'Phags pa Iha'i ial nas kyaill 

8ems勾rIs5sems med rtogsちya'ip勾ir11 

gan tshe (G5).goms parbyaba yinJI (C2) 

de tshe sems ni mthoil mi (P5) 'gyur 1/6(13) 

ies gsuils 80 11 'phags pa Chos ya1i dag par (D7) sdud7 pa las勾 喝 /

lha'i bu daggian (N7) yail bya主chub匂risems lam主onp訂 ienpa de yail bdud kyi la8 

(G6)SO 1/ sems伊邸宅yumar ma 'tshal nas sems la d主08por bzuil.ste 1 (C3) bla na med 

pa'iるyailchub tu sems bs匂redpaga企lagspa de mthollo bsags so 1，戸(14)

1 (11) GNP: om. 2 (め CD:om. 併)N: om. ヰ(11)NP: om. 5 (kyis) GNP:匂 6(/1) NP: om. 
7(sdud) GNP: bsdud 8 (1.乃 CD:om.

(10)Guhyasamaja， U， p.l0， 1l.3-4. 

sarvabhavavigatarp skandhadha約三yatanagr滋lyagrahakavarjitam/ dharmanairatmyasamataya svacittam 
adyanutpannarp認可atabhavam/ 

(11) A~!asãhasrikã妻 p.3 ，1. 18.

taccittam acittam / praIqtis cittasya prabhasvar盃/1

(12) Bodhicittaviνarana， k.43. 

mdor na sans rgyas rnams kyis ni // 
gzigs par ma gyur gzigs mi 'gyur /1 
rru包括inmed pa'i ran biin can 1/ 
ji lta bur na gzigs par 'gyur /1 

AIso cited in the Ekasm[tyupadesa of Atisa， D (3928) a 95a5， P [102](5323) a 26a3-4. 

(13) Jnanasar，ωamuccaya， k.33abc (Skt Ms. fol. 4a3). Cited in出eTattvaratnavalf. 

cittarp niscitya bodhena abhyasarp kurute yad五/

tada cittarp na pasyami (kva gatarp kva st主itarpbhavet /1) 

(14)Not identified. 
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D98b 乏esgsuils so 11 (Dl) 

NI08a sk:ye ba s企ama (Nl) gra企smed♂7) P紅白egpa chen (Gl) pO la goms戸 1rgyud legs par 

sbya主spa 1 dbail pO mon pos国 kunrdzoるbya主chubk:yi sems de nid don dam byail chub 

勾ri(C4) sems bs匂reddu ses 1 te 1 stoil pa亘iddail sni企rje(P8) chen po can yin pas P mam (N2) 

pa thams cad勾rimchog (G2) d姐 ldanpa' i (D2) stoil pa nid du gnas so 11 don 'di la dgons nas 

slob dpon Klu sgrub kyi za1 sila nas 1 

G153b 

P109b るdagdail phun po la sogs (Pl) dailll 

mam ses rtog pas ma bsgribs (C5) pa 11 

sails rgyas mar郎防iS3byail ch由 sems11 (G3) 

sto主pa'i(N3) mtshan nid dag tu bzed 114(15) 

ces gsu企sso 11 

， 0 na (D3) ji ltar三ena 1 kun rdzoるtusgyu ma'i (P2) sk:yes bu daill sprul pa'i sk:yes bus bya企

chub tu sems bskyed pa de lta bur bs匂redp紅 bya'0 11 ji skad du 1 (C6) ，手hagspa Klu'i (G4) 

rgyal po rgya mtshos zus pa las 1 

klu'i (N4) rgyal po chos gcig gis (P3) byail chub sems dpa' m釘nsmyur du bla na med 

(D4) pa ya主dagp訂 rdzogspa'i byan chub tu m企onp訂 rdzogsp紅 'tsh組 rgyaste 1 chos 

gcig po gan ze na 1 (G5) sems can thams cad mi gton (C7) ba'i byail chub (P4)匂risems 

(16) so 

孟es(N5) gsuils pas de bs勾reddgos so 11 

1 (sems bs勾reddu ses) GNP: sems su 'du ses 2 (1) C: om. 3 (匂ris)GNP: kyi 4 (め NP:I

(15) Bodhicittavivarana， k.2. 

sa合srgyas rnams kyi byan chub sems 11 

bdag dan phun sogs rnam rig gi 11 

rtog pa rnams kyis ma bsgribs pa 11 

rtag tu sto会長idmtshan nid b記d11 

(l6)Sagaramatiparip[ccha， D (152) 58b7-59al， P [33J(819) pu 63b4-5 

blo gros rgya mtsho theg pa chen po sdud予ar'gyur ba'i chos gcig ste 1 chos gcig g泊三ena 1 'di lta ste 1 byan 

chub kyi sems brjed pa med cin bag yod pa ste 1 blo gros rgya mtsho 'di ni theg pa chen予osdud par 'gyur ba'i 

chos gcig go 11 

A
U
 

唱

E
A



2 

sems de s勾reるa'i(1) rgyu daIi I (2)立yendaIi I (3)加もodaIi I (4) mam pa (D5) da企/

(5) sbyaIi ba daIi I (6) gzuIi ba daIi / (7) bsruIi ba da企I(G6) (12) spel ba da主/(13) de'i phan 

yonda古代8)gtoIi (P5) ba'i rgyu daIi / (めるtaIiba'i五esdmigs da企/(10) gzan 1 bskyed (Cl) du C101a 

(N6) bcug pa'i phan yon daIi I gzan bskyed pa la rjes su yi raIi ba'i phan yon daIi I (11) gzan 

bskyed pa'i bar (Gl) chad (D6) byas pa'i nes dmigs (P6) la mkhas p紅 bya'o/1 G154a 

2.1 

de la rgyu ni rigs phun sum tshogs pa'i rtags daIi ldan pa ste I ji skad du P (C2) 'phags pa 

(N7) bDen par smra ba lu1i bstan pa'i mdo la:s / 

(1) de rgya che ba la (G2) mos pas dman pa (P7) la mos pa med pa yin I (2) de ra主bzin

gyi sniIi rje chen po daIi (D7) ldan pas dk訂 po'iyon tan daIi ldan pa yin 1(3) de sdig pa'i 

grogs po spaIis3 pas dgeもa'ibses g宣en(Nl) gyis (C3) yoIis suちzuIi4(P8) ba yin I (4) ji N108b 

skad (G3) smras pa bZin byed pas mi slu5るayin / (5) saIis rgyas 'jig rten du rgyu ba m五es

par byas pas6 dga' ba daIi ldan pa yin 1(6) lus daIi (Dl) Iiag da主yidkyi las kha na ma tho D99a 

ba med (Pl) pas sdig pa spaIis pa yin 1(7) lhag (N2) pa'i bsam pa (C4) (G4) S勾Tonmed pas PII0a 

yi7 dam la brtan pa yin 1(8) r08 bro ba la ma chags pas thams cad 'gyed9 pa'i Iia企tshul

can yin / (9) bdud kyi byin gyis (P2) brlabs pa da企bralba yin I (D2) (10) dge ba'i rtsa ba 

るsags戸sspyod pa legs par spyod pa (G5) yin / (11) sni白(N3)司echen po' i spyod yul yin 

(C5) pas sems can la sniIi brtse ba yin / (12) yo byad lhug par gto企10(P3) bas thams cad 

la chags zen chu企bayin(l7) 

1 GNP: ad. du 2 (1) C: om. 3 (spans) C: span 4 (bzun) C: gzun 5 (slu) GNP: bslu 6 (pas) GNP: par 

7 (yi) GNP: yid 8 (ro) N: ra 9 ('gyed) GNP: dgyes 10 (gton) N: gtan 

(l 7)Bodhisattvagocaropãyavi~ayavikurvã1JanirdeSa， D (146) Pa 87a7-b5， P [32](813) Nu 42b7-43a5. See 

MOCHlZUKI (1996)， note.7. 
(rigs kyi bu chos bcu gnis dan ldan pa'i rigs kyi bu'am rigs kyi bu mo bla na med pa yandag par rdzogs pa'i 

byan chub tu sems skye bar ' gyur ro / / bcu gnis gan ie na I 'di lta ste /) (1) ran biin gyis rgya chen po la mos sin 

dman pa la mos pa med pa yin I (2) r幼 biingyis snin rje'i spyod yul danldan iin dkar po'i ran biin can yin I 

(7) bcos ma ma yin pa'i lhag pa'i bsam pa'i spyod yul da会ldan三i企yidam la brtan pa yin / (10) tshogs sin tu 

bsags sin spyad pa legs par spyad (p: spyod) pa yin 1(5) sans rgyas 'byun ba legs par bsnen bkur iin dkar po'i 

chos legs p訂 yonssu bsdus (P: bsdud) pa yin I (6) lus dan nag dan yid kyi las kyi m出ぜ討lana ma tho ba med 

pa dan ldan sin sdig pa'i las thams cad bor ba yin I (3) sdig pa'i grogs po thams cad yons su spans sin dge ba'i 

bses gnen la brten (P: rten) pa yin 1(4) ji ltar srnras pa de biin du byed cin slu ba med pa yin I (8) bged pa'i相会

t
i
 

宅
E
・4



乏esgsuIis so // slob dpon予hagspa Thogs med kyi ia1 sIia nas (D3)勾a企1(06) 

rgyu bii ste 11 rigs da企Pdge ba'i (Nめるおsg昆endaIi I s註i主夫jeda金戸 (C6)'khor (P4) 

ba'i sdugむsIialbzod pa' 0//4(18) 

乏esgsuIis so // 

2.2 

rkyen ni g歪iste (1) sbyor ba'i rkyen daIi (2) bs翻戸'ir孟yenno // 

2.2.1 

G154b de la sbyor ba'i rkyen gyi (1) tshogsbsags (01) pa daIi Iぬ rg戸ldsbyaIi ba daIi I (凶

(3) skyabs su 'gro ba (P5) .khyad p紅 can(N5) bya ba' 0 // 

2.2.1.1 

tshogs bsags pa y総長inlan (C7)' gsum mtshan -lan gsum du yan lag bdun pa bya ba daIi I 

ses rab匂ipha rol回 phyinpa'i mdo zab mo gdon pa daIi 1 (02) bklags5 pa d姐 1(P6) gzuIis 

gdon pa d幼 1dkon mchog la mchod pa rgyas p紅 bya(D5) ba (N母、 da企1dge' dun gyi mchod 

C101b 'ston yon dati (Cl) bcas pa byaba daIi 1るyispa'iston mo daIi 1 mgon med pamams la sbyin 

pa rgya chen (P7) po bta企bada企1(03) mtshan mo rgyu bamams la gtor凱 argya chen po bta企

bala sogs pa 6 bya' 0 11 

2.2.1.2 

rgyud sbyaIi ba yaIi stia ma (N7) biin du mdo sde zab mo gdon pa daIi 1 (D6) bklags 7 pa daIi I 

gzuns bzlas pa (C2) (P8) danl yan lag (04) bdun pa bya ba daIlI Phu品pogsum pa gdon pa 

1 (1) GNP: om. 2 (/) GNP: Offi. 3 (/) GNP: om. 4 (/.乃 CD:Offi. 5 (bklags) GNP: klag 6 G: ad. rgya chen 

po btan ba la soga pa 7 (bklags) GNP: klag 

tshul can yin fi企robro bamむnsla ma fen ma chags pa ma会(P:med) ba yin 1 (9) de bfIn gsegs pa'i byin gyi 

rlabs kyis byin gyis brlabs sin bdud kyi byin gyi rlabs dan bral ba yin 1 (11) sems can thams cad la yan dan y拍

sni企rjechen po yan dag p紅 'jugpa yin 1(12) bdog pa thams.cad yo会ssu gton fin ma chags pa'i semsdaI} ldan 

pa yin te 1 (rigs kyi bu yon tan gyi chos bcu gnis po de dag dan ldan pa'i rigs kyi bu'am rigs kyi bu mo bla na 

med pa yan dag par rdzogs pa'i byan chub tu sems 立yestel…) 

(18)Bodhisattvabhumi， p.15，ll.11-17. 

catvaro he~ava与 katame I gotrasarp.pad bodhisattvasya prathamo. he知き cittasyotpattaye/ buddhabod-

hisattvakalyfu:.lamitraparigraha与dvitiyohe知 scittasyotpattaye 1 sat切手ukむ略yarp.bodhisattvasya trJ:iyo hetus 

cittasyotpattaye I sarp.sお'adu平副laddu~karacaryãd duJ::tkh亙dapi dirghakalik記 vicitrattivr窓口 nirantaradabhirut五

caturtho hetus cittasyotpattaye I 
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daIl / Lasかisgrib pa rgyun gcod pa dan / gSer 'od dam pa rlIa sgra'i tshigs $U bcad pa la 

sogs pa'i g:iu企(Nl)gyis sdig (Pl) pa bsags par bya'o // NI09a 

2.2.1.3 
P110b 

skyabs su 'gro ba魁lyad予紅 (G5)canの7)ni / khyad p紅 rnam(C3) pa bdun gyis治 yadp紅

白 'phagste /1 (1) rten gyi gan zag gi魁lyadp訂 daIl/ (2) s勾rabsgnas dkon mchog gsum gyi 

khyad. parda良/(向。)dus (N2)勾rikhyad予紅'da企/(4) bsam pa'i温lyadp紅 daIl/ (5) sbyor 

ba'i (G6) khyad par dan / (6) bslab bya'i khyad pむ dan2/ (7) phan yon gyi始 yadparro //・

de la (D1) s主yabs(C4) gnas dkon mchog gsum gyi khyad p紅 ni/ t主egpa chuIl (P3) ba' i D99b 

skyabs gnas3 ni / ji skad du mDzod (N3) las 4 / 

gan :iig gsum la s匂rabs'gro (Gl) ba // 

san.s rgyas dge 'dun byed pa yi / / 

chos la'a主deb:iin skyabs 'gro岳企/1

G155a 

mya主an5 'das la'an (P4) skyabs su 'gro //6 (19) 

孟es(C5幻)(のD2勾)b凶sa必ddo /1 'di註r魁凶1守ya“d予紅 n説i7 dkonmcぬhoggsumn岳irnampa{例N4め)gsum st胞e/(I)dee 

魁lぬo(但G2わ)na碍an副l討idk勾yidk加onmcho姥ggsumda姶良/(2勾)md如undぬug詳乏a勾g

(σ3) m企on(P5) P紅 rtogspa'i dkonmchog gsum ste /'di'i don rgyas parB bla ma laお bar

bya'o // 

yaIlるslab(C6) (D3) bya'i khyad p訂 'ba'Zig brjod (G3) de / (N5) dkon mchog gsum gyi khyad 

parda会/yon tan 宅jessu (P6) dran pa'i sgo nas dkon mchog gsum lus dan. srog gi phyir ya企

mi gton9 :iIn Y訪 dan.Y拍 duskyabs su 'gro ba da企/ちka'drinlO chen予orjes su dran pa'i sgo 

(G4) nas dus rtag tu' am /11 (N6) yan (C7) (D4) na dus (P7) res 'ga' mchod p紅匂raba dan. / tha na 

chu gtsan. phor pa ga企tsamya企dbulb紅 byaba daIllzas la sogs pa'i phud dbul b訂 bya'o/1 

bya ba ci byed pa da企/12dgos 13 pa ci yod pa ni14(G5) dkon mchog (P8) gsumla gsol ba btab 

1 (1) P: /1 2 (dari) C: om. 3 (gnas) C: om. 4 GNP: ad. ni 5 GNP: ad. las 吾(/1)GNP: Offi. 7 C: ad. / 
8 (par) CD: pas .9 (gtoIl) GNP: bta企 10(drin) C: dri 11 (/) GNP: Offi. 12 (I)G: Offi. 13 (dgos) D: de gos 
14 (ni) C: na 

(19) Abhidharmakosa， IV-32. 
buddhasarp.ghakaran dharman asaik~ãn ubhayarp.s ca s功/

nirvaI)aIp. cetI saraJ.1arp. yo Y副担faJ.1atrayam1/ 
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C102a nas byed匂i11 (N7)下grten pa'i (Cl) thabs (05) gzan spa主badaIi. 1 'gro ba gzan la yaIi tshu1 

'di bZin du sbyar b紅ちya'oIP theg pa thun moIi gi slob bya ni 3 sa主srgyas 1a s勾raるssu soIi 

Pl11a 

N109b 

(Pl) bas 'jig (06) rten pa'i 1ha 1a phyag mi bya ba 1a sogs pa ste 1 dkon mchog (Nl) gsum po 

(C2) so so'i bs1aるbya'oll

2.2.2 

るsampa'i rkyen niji skad du (06) 'phags伊治的phyagrgya 'i mdo d組 fsNi.品物padma

dkar (P2) po 'i mdo las 1 

G155b (1) sa企srgyas kyi bya主chub(01) tu sems bskyed pa da企1(2) dam pa'i chos 'jig pa'i 

dus su sems bs匂redpa da主15 (3) sems can (N2) sdug bs企a1(C3) ba m也0主nassems 

bskyed pa daIi. 1 (めるyaIi.chub (P3) sems dpa' sems (07) (02)ちs勾redpa daIi. 1 (5) mchod 

pa dai1 dbu1 pa bzaIi po byas nas sems bs勾redpa da企l(6)gz釦 gyilha bltas6 nas sems 

bskyed pa daIi.1 (7) de bzin gsegs pa'i sku mthoIi (N3) nas (P4) sems bskyed pa sお 1(C4) 

da古pogsum国 bya主chubkyi sems (G3) dIios 7 yin no 1/8(20) 

DI00a なsgsu良spa daIlI 'phags (01) pa Chos bcu pa'i mdo las kyaIi gsu郎総/

(1) sa企srgyas daIi bya主chubsems (P5) dpa' la sogs pas bskul nas sems bs勾edpa 

1 (1) GNP: om. 2 (bya'o 11) GNP: bya'iI 3 CD: ad.1 ヰ(1)GNP: om. 5 G: ad. dam pa'i chos 'jig pa'i dus su 

sems bskyed pa dan I 6 (bltas) N: bltos 7 (dli.os) GNP: dli.os po 8 (/1) CD: om. 

(20)Not found in the Karu1JapUfu!arika. cf. Tathagαtaj初 namudrasamadhi，D (131) da 240a7-b7， P [32](799) thu 

261a7-b7. 

de ci' i phyir乏ena Byams pa rnam pa bdun gyis by組 chubsems dpa' byan chub tu sems skyed do 11 bdun 

ga虫記 naI 'di lta ste I (1) sali.s rgyas bcom ldan ' das rnams kyis byali. chub sems dpa' bya会chubtu sems skyed 

pad銭円2)dam pa'i chos rnam par 'jig pa'i dus na dam pa'i chos yons su bsm会ba'iphyir bya会chubsems dpa' 

byan chub tu sems skyed pa da白1(3)sdug bsli.al sna tshogs kyis yons su gzir ba'i sems can gyi khams mthon 

nas snin寸echen po s勾este by始 chubsems dpa' bya企chubtu sems bskyed pa dan 1 (4) byan chub sems dp鎚

byan chub sems dpa' bya会chubt江 semsbskyed pa dan / (P: om. byan chub sems dpas byan chub sems dpa' 

byan chub tu sems bskyed pa da良/)(5) bsti (P: sti) stan du byas te sbyin pa bza主poyid du 'on ba byin nas / 

byan chub sems dpa' bdag nid byali. chub臼 semsbskyed pa dan I (6) gian yan bya合chubtu sems bskyed pa 

mtholi. nas bya会chubsems dpa' byan chub tu sems bskyed pa dan 1(7) de biin gsegs pa'i sku'i mtshan d泊 dpe

byad bzali. po'i rgyan sna tshogs kyi yon tan bsli.ags pa yons su rdzogs pa thos nas byan chub sems dpa' byan 

chub tu sems bskyed pa ste 11 Byams pa rnam pa bdun po de dag gis byan chub sems dpa' byan chub tu sems 

bskyed do 11 Byams pa de la gali. byan chub sems dpa' sa邸宅yas(P: ad. rgyas) bcom ldan 'das rnams kyis by組

chub tu sems bskyed pa gan yin pa dan / gan dam pa'i chos rnam par 'jig pa'i dus na dam pぜichos yo白ssu 

bsmli. bar bya ba'i phyir byan chub sems dpa' byali. chub tu sems bskyed pa gan yin pa dan I gan sdug bsnal sna 

tshogs kyis yo企ssu gzir ba'i sems can gyi khams mthon nas sems can thams cad la s記念 rjechen po skyes te I 

byan chub sems dpa' byan chub tu sems bskyed pa gan yin pa dan 1 Byams pa sems bskyed pa 'di gsum ni sa邸

rgyas bcom ldan 'dasαlams kyi byan chub bsmn ba yIn te I myur du bla na med pa yali. dag par rdzogs pa'i 

byan chub las phyir mi ldog par ' gyur ro 11 
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da長/恨の (2)bya主chub主yisems勾iphan yon mthon (04) nas (C5) sems bskyed pa dan / 

(3) sems can sdug bs企alba mtho主nassems (D2) bskyed pa白金/(4) sans (P邸宅yasdan 

by泊 Chl出 semsdpa'i phun sum tshogs pa mthon nas sems bskyed戸 '0//1(21)

zes gsuns so / / 

2.2.3 

mDo (N5) sde'i rgyan las (05)国 rkyenlna gsuns te / 

(1) grogs stobs (2) rgyu (C6) stobs (3) rtsa ba'i stobs // (P7) 

(4) thos stobs (5) dgeるagoms pa'i stobs // 

mi brtan pa dan (D3) brtan 'byu企ba/P(22) 

zes gsuns so / / 

1 (11) CD: om. 2 (1/) GNP: om. 

(21)Dasadharmaka， D (53) kha 168al-a7， P [22](760・9)dzi 187a5-187b4. 

rigs kyi bu de laji ltar na (P: ad. /) bya合chubsems dpa' byan chub kyi sems 'dod戸 yinie na / rigs kyi bu 'di 

la byan chub sems dpa' rigs la gn郡五in(P: ad. /) byan chub tu sems bskyed pa'i tshe (1) de biin gsegs pa'am 1 

de biin gsegs pa'i nan出oskyis ya会dagpar bskul ba dan / (P: om. 1) yan dag par skyo ba skyed pa dan 1 yan 

dag par 'dzin du 'jug pa (P: bcu ba) danl bla na med pa ya会dagpar rdzogs pa' i byan chub tu sems sl正yedpar 

byed na 1 de ni byan chub kyi sems 'dod pa'i rgyu dan po yin no // (2) gian yan byan chub dan byan chub kyi 

sems kyi bsnags pa brjod pa thos (P: bos) nas (P: ad.1) bla na med pa yan dag par rdzogs pa'i byan chub tu sems 

skyed (P: bskyed) par byed na (P: ad. /) de ni bya企chub勾isems 'dod pa'i rgyu gnis pa yin no 11 (3) gian y組

sems can skyob pa med pa danl skyabs med pa dan. 1 gnas med戸 dan1 dpU1i. gnen med pa dan / gli良medpa

dag mthon. na (P: ad. /) bdag sems can 'di dag gi skyob pa dan I skyabs dan / gnas dan. / dpun. gnen dan. / glin du 

gyur cig ces snin rje'i sems ne bar biag (D:説得)nas (P: ad.万)rgyu de dan I (P: om. 1) rkyen de d拍/gzi des 

bla na med pa yan dag par rdzogs pa'i byan chub tu sems skyed (P: bskyed) par byed na (P: ad. /) de ni byan. 

chub kyi sems 'dod pa'i rgyu gsum pa yin no /1 (4) gzan yan de biin gsegs pa'i sku rnam pa thams cad yons su 

rdzogs pa mthon. na dga' ba skyed (P: bskyed) par byed 1 mchog tu dga' ba skyed (P: bskyed) par byed / sems 

sin tu sbya古spa skyed (P: bskyed) par byed 1 sems spro ba skyed (P: bskyed) par byed cin (P: ad. /) de rgyu de 

dan 1 rkyen de dan /詳ides bla na med pa yan dag par rdzogs pa'i byan. chub tu sems s匂red(P: bskyed) par 

byed na (P: ad. /) de ni byan chub kyi sems 'dod pa'i rgyu bii pa yin no 11 

Also cited in the Si勾asamuccaya，p.8， 11.8-15. 

yatha Daiadharmakasutre desitarp 1 iha kulaputra bodhisatvo goむastha与sannanutpaditabodhicitta与

tathagatena va tath主gatasravakeI).a v亙 saltcodyamana与 saltvedyamana年 samadapyamano 警nuttarayarp

samyaksaltbodhau bodhicittam utp亙dayatidaltprath叙na平 karaI).a平 bodhicittotpadaya1 saltbodher v豆bod-

hicittasya va vafI).a中 bh雲寺yama平altsrutv亙nuttaraya早 samyaksaltbodhau cittam utpadayatidalt dvitiya耳1

karaI).am / sa satvan asaraI).an advipan dr号!v亙karuI).yacittamupasthapya yav呈danuttaraya甲 samyaksarpbodhau

cittam utpadayatid包ptrtiyぉpkaraI).am bodhicittotpadaya I sa tat福 gatasyasarvãkãraparipüfI).斜面pdヲ~vãpritim 

utpadyanuttarayalt samyaksaltbodhau cittam u中毒da

(22) Mahayanasutralaf!tkara， IV-7. 

mitrabalat hetubalan mulabalac chrutabalac chubhabhyasat / 

adrclhadrclhodaya (uktas cittotpada年parakyanat)l/
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2.2.4 

G156a 

予lagspa Thogs med勾ri孟alsna nas rkyen bZi da主/1stobsる:ti(06) gsuns併合 so// 

rkyen b:ti ni de (P8) hzin gsegs pa'i phun sum tshogs (C7) pa m也o企nassems bs勾redpa 

dan. I phan yon mthon. nas sems bs勾redpa da主Idam (D4) pa'i chos 'jig pa'i dus su sems 

bs勾redpa da主/sems (01) can (Pl) sdug pa m白oIlnas sems bskyed pa' 0 //(23) (N7). stobs bzi 

国2rgyu'i stobs daIl / sbyor ba'i stobs dan仕組gistobs.da企I(Cl)gz釦 gyistobs so //(24) 

de ltar rgyu dan rkyen ne bar tshogs pa IIa旬結chuるkyisems ne (P2). bar (02) s勾reb紅 (D5)

Pl11b 

CI02b 

'gyur ro // 

2.3 

Nll0a skyes pa'i企o初出/'dun3 pa daIl / 'dod pa da古/smon pa ni m副n(N 1) graIls so // ji skad 

du 'phags pa Byams pa' i zru sIla nas / 

semsちskyedpa凶 gzandon phyir 1/ 

ya企dag(C2) (P3) rdzogs pa' i bya主chub'dod //4(25) 

ces (03) gsu企sso // 'dun pa dan sniIl rje dan (D6) mtshuIls p訂 ldanpa' i yid勾ri(N2) mam par 

ses pa yul khyad p訂 canla dmigs pa ni tioるoste / dkar po'i c註os匂ri10 tog ma lus (P4) pa 

bskyed pa'i sa gzi5 bza主polta bu ste I 'dun pa sa lta (04) bu' i byan (C3) c加 bkyisems so // 

2.4 

rnam pa 伝説d匂rikhyad p訂 ram6 byeるragste I g-yo (N3) sg戸 lasogs pa'i (D7) skyon 

ga古gis均給magos副長 drima例)med pa ste / dper na gser bzati po g-ya' daIl rdo dan sa la 

sogs pa'i skyon med 仰のの ltabu ste I sems de nid bs鉱npabza主pogser lta bu'o 11 de'i (C4) 

don rgyas p紅 'phags仰の paBlo gros mi zad pas (P6) bstan pα'i mdo las F 

1 (1) C: // 2 (ni) D: na 3 ('dun) GNP.: 'dud 4 (11) GNP: om. 5 (gzi) P: bZi 6 GNP: ad. / 7 G乃GNP:om. 

(23)Cf. Bodhisattvabhumi， p.13， 1.21-p.15， 1.10. 

(24) Bodhisattvabhumi， p.17， 11.8-9. 

catvari balani katamani I adhyatmabalrup. parabalrup. hetubalarp. prayogaba1a豆cal

(25) Abhisamayala1J'lkara季 1，k.18ab. 

cittotpada与par盃rth吾yasamyaksarp.bodhikamata / 

(samasavyasata年saca yathasutrrup. sa cocyate 1.乃
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btsun paお1ra (D1) dwa2ぜibu byail chub kyi sems de ni ji lta bu' i mam par sems DI00b 

skyes pa yin P (G6) smras pa rigs kyi bu sems de ni theg pa dman pa dail 4 ma 'dres pas 

gtsail ba'i mam par (押)skyes 80(26)仰)

zes bya (C5) ba la sogs pa rgyas p訂 gsuilsso // 

2.5 

de sるya企bani sems de da企pogail nas均給 ma'o主8(D2) siil / tha ma gar (G1) yail mi 'gro G156b 

ba / gail na yail mi gnas pa ste / kha dog med pa / dbyibs (P8) med pa / gzod ma na8 ma 8勾res

pa / tha (N6) mar mi 'gag pa / rail bzin gyi stoil 戸/'od (C6) g8al ba'i主oboya企nasyail du 

dranp訂 bya'0 // yail na byams (02) pa dail / s誕ilrjeるyail(03) chubkyi sems de (Pl) goms pas Pl12a 

b託an5予訂byaba dail / sin tu byail b紅 byaste / sems kyi skad (N7) cig re re la dran pa rgyun 

chags su bya ba dail /合印 padail /6 ses bzin dail / tshulbzin du sems (C7) (03) pa daぜ/(P2) 

bag yod pas gnas parるya'o// 

2.6 

byail chub kyi sems gzu主bani (D4) (1) sems can mi gtoil8 ba bZi da企/(2) skyes bu dam 

pa'i mam par (Nl) rtog9 paちrgyaddail / (3) nail gi thaちsla mkhas paちcudail / (4) phyi'i (P3) Nll0b 

thabs (04) la mkhas pa drug da企/bdag da主gzanbrje ba dail / bdag (C1) dail g乏anm査ampar C103a 

bya ba dail / (5) 'phags pa bZ錦亭'Yoddail/10 rDo rje rgyal mtshan (D5) gyi bs1Io ba chen 

po bcu la sogs pa (N2) gdab bo //11 (P4) 

2.6.1 

de la sems can mi (05) gto企12ba ni (1.1) bdag la phan 'dogs pa'i sems can13 rrri gtoil14 ba 

da企/(1.2) bdag la gnod pa byed pa mi (C2) gto企15bad組 1(1.3a) d主08su sdug bsilal ba d始 116

1 (Sa) CD: Sa 2 (dwa) GNP: dwa 3 (1) G: om. 4 G: ad.1 5 (brtan) GNP: bstan 6 (乃 GNP:om. 7 (da的 C:ste 
8 (gton) GNP: gtan 9 (rtog) P: rtogs 10 (乃 NP:om. 11 (bo 11) N: pa 11， P: pa 1 12 (gton) GNP: gtan 
13 (can) GNP: om. 14 (g句会)GNP: gtaIl 15 (g句会)GNP: gta会 16 (1) NP: om. 

(26)Ak~ayamatinirdeSa， p.20， 11.12-16 (=D (175) ma 90a2-3， P [34](842) bu 94a4-5). See MOCHIZUKI (1996)， 

note(42). 
btsun pa Sa ra dwa ti'i bu byan chub sems dpa' rτlams勾rida企posems bs為redpa ya色mizad pa'o 11 de ci'i 

phyir三ena / ma 'dres pa'i phyir ro // sems can de ni non moIls pa thams cad dan ma 'dres par s匂esso 11出eg
pa gzan la 'dod pa med pas 8ems de ni ma 'brel bar 8勾re88011 
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(1.3b) sdug bsnal gyi rgyu sogs mi gton1 (P5) ba dan 1 (1.4) spyir sems can (D6) mi gton2 (06) 

(N3)ba'o 11 

2.6.1.1 

delaるdagla phan 'dogs pa毘 igton3 ba ni 1 drin ses sin drin gzo ba'i sems kyis mi gton4 

ba ste 1 slob dpon Klu sgrub勾riial sna nas 1 

'khor (P6) ba thog ma (C3) med pa nas 11 

G157a nonmo企sme yis gduns pa (01) yis 11 

srid pa'i btson ra'i nan (N4) gnas pa 11 

sems (D7) can gan yin de dag snon 11 

phamamdza'悩esrtsa lag tu 11 

gyur cin phan chen (P7) btags pas na 11 

byas pa gzoちanid du bya 11 

'di (02) dag bdag gis sdug bs企albyas 11 

da ni bde bar bya (C4) ba'i rigs 115(27) 

ies gsuns so 11 'di'i don rgyas仰の P訂 mdosder blta barちya'o11 

DI0la s勾reba (Dl) 'di'i (P8) pha ma dan 6函館 'dundan 1 grogs la sogs pa bdag la phan 'dogs (03) 

pa la drin ses sin drin gzo ba bya dgos te 1 de 1tar限 agyur nal 

byas la lan du phan mi 'dogs IF (28) 

P112b ies pa'i (C5) nes byas kyan 'b戸主 (P1)bar 'gyur (N6) ro 11 

1 (gtoIl) GNP: gtaIl 2 (gto企)GNP: gtaIl 3 (gtoIl) GNP: gtan 4 (gtoIl) GNP: g句会 5 (11) GNP: om. 6 G: ad. 1 

7(11) GNP: om. 

(27}cf. Bodhicittavivarana， k.74-75. 

gaIl dag pha daIl ma daIl ni 11 
gnen bses gyur pas bdag la sIlon 11 
phan pa byas par gyur pa yi // 
sems can de dag rnams la ni / / 
byas pa bzo bar gyur par bya / / 74 
srid pa'i btson rar sems can ni // 
non moIls me yis gduIls rnams la 11 
bdag gis sdug bSIlal byin pa ltar // 
de bZin bde ba sbyin par rigs //75 

(28) Bodhisattvasamvaravimiaka， k.18c. 

byas la lan du phan mi 'dogs 1/ 
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2.6.1.2 

るdagla gnod pa byed pa'i (02) sems can mi gton1 ba ni / las bdag (04) gir byed pa'i sems 

勾rismi gtoil2 ste / ji skad du / 

'dzam bu'i3 gliil gi s孟yesmchog国//

legs匂rilan ni (P2) legs kyis ldon // 

査eskyi lan ya古legskyis ldon //4(29) 

zes dail / Yum5 (C6) (N7) brgyad ston pa las勾ra古/

bya企(05)chub sems (03) dpa' pha rol pOS nes pa byas kyail / de dan rtsod pa miるyed

par (P3) de la gnod pa dail 6 sems '駐在ugp紅 mibya'o // gal te gsod na yail de la ze sdan 

ちarmiるya'0 / / sems can su la ya虫色 sda自己armi (06) bya' 0 // (Nl) byail chub sems dpa' Nllla 

mams (C7) lanibrtan (P.の par'du ses bskyed par bya'o /F (30) (04) 

zes gsu企S予adan / yan ji skad du 

byail chub sems dpa' sems can出ぉnscad la pha dail ma dailbu dail bu mo'i 'du ses 

(01) bya'o8 //ra虫記dbde (N2) bar 'dod (P5) pa ltar sems can gzan yail bde ba la sbyar b訂 G157b 

るya'o// sems can (Cl) ma lus pa sdug bsilal ba las thar bar bya'o // sems can (D5) gail yail C103b 

migt組合0//de dag gis bdag gi lus dum bu (02) (P6) brgyar btubs9防総dedag la gnod 10 

sems mi bya (N3) b紅 byamspad組 s起主事 bs匂reddo //11 (31) 

zes gsu長spa dail / rje btsun Arya de ba' i三als企anas kyail / 

gnod (C2) pa drag po byuil ba na // 

1 (gton) GP: gt凶， N: b組員 2 (kyis mi gton) GNP: kyi mi gta会 3 ('dzam bu'i) NP: 'dzambu'i 4併)N: I 

5 (Yum) C: lums 6 G: ad. I 7 (11) CD: om. 8 (bya'o) CD: so 9 (btubs) GNP: gtubs 10 C: ad. pa'i 

11 (11) CD: om. 

(29)Not identified. 

(30)Not identified. But see l¥在OCHIZUKI(1996)， note.50. 

(3 1)A~!aSãhasrikã， p.14， ll.l7-22. 

tasman ma弓sarp.jnapitrsarp.jna putrasarp.j主主duhitrsarp.jnabodhisattvena mahasattvena sarvasattvanam antike 
yavad atmasarp.jna utpadayitavya I yatha atma sarveQa sarva平 Sむ vath丞sarvarp.sarvadu与khebhyomocayitavy功，
evarp. sarvasattv吟 sarveQasarvarp. sarvatha s紅花ヰ1sarvadu与khebhyomocayitavya iti I evarp. sarvasattve号u
sa明白 utp五.dayitavya- mayaite sarvasattva na parityaktavy持 Imayaite s紅 vasattv詩 parimocayitavya

aparimaQato du年khaskandhat/ na ca mayaite~u cittaprado興utpadayitavy功，anta言地誌.taso'pi chidyamaneneti / 
evarp. hi bodhisattvena mahasattvena cittam utp記ayitavyamI 
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slIon gyi (P7) las su ses p紅 bya111 (32) (D6) 

乏es(G3) gsuns so 11 gal te de ltar ma gyur na f2 

gian gyis3るsags匂ranmi nan予紅11

khros (N4) nas g乏犯 la'tshog pa da主が33)

pha rol bsad kyis 'chagspa spolI 1/(34) 

話rros(P8) pa mams出 yalbar 'jog 11 

gse la (C3) lan (G4) du gse la sogs 1/(35) 

乏espa' i pham pa da企員es(D7) byas 'b戸lnbar 'gyur ro / / 

2.6.1.3a 

Pl13a d企ossu sdug bsnal ba'i sems can悶 gton4何 )bani / tsha ba dan (Pl) gran ba dan 5 bkres 

pa dalI skom pa la sogs pa dan / mtshams med pa (G5) la sogs pa dan I.bslab pa nams pa da企/

DI01b sdug bsnal sna tshogs勾ris6gduns pa (C4) mthon na 7 sni主(P2)rje'i sems (Dl)kyis.mi gton8 

ste / rje btsun Arya de ba'i ial nas / (N6) 

'khor 10 dpag tshad bcu gnis pa // 

lcags (Gめるうrasmgo la 'khor ba dan // 

byan chub sems ni bskyed ma血管//

medp訂 (P3)'gyur ces thos pa.yin /f(36) 

1(1乃GNP:om. 2 (1) GNP: /1 3 (gyis) GNP: gyi 4 (gtoIl)GNP: gtaIl 5 N: ad.1 6匂ris)GNP: kyi. 7 G: ad. 1 

8 (gtoIl) GNP: gtaIl 9 (/1) NP: om. 

(32)Not identi盆ed.

(33) Bodhisattvasamvaravimsaka霊k.7ab.

gi釦 gyisbSags kyan mi nan par /1 
khros nas g三anla 'tshog pa da会11

(34) Bodhisattvasamvaravimiaka， k.13c. 

pha rol sad kyis 'chags pa spo企11

(35) BodhisatれJasamvaravimsaka，k.13ab. 
gse la lan du gse la sogs /1 
組1fOSpa rnams ni yal bar 'jog 11 

(36) Cittavisuddh伊raおra1}s， k.32. 

dv起訴ayojanavyasarp.cakrarp. vai sir槌 ibhramat/ 
bodhicittarp. samutpadya apanitam iti sru地 /1
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三esgsu企spa daill slob dpon (C5) dPa' bo' i ial nas旬 結 /

na (D2) ba' i bu la話lyadpar du 11 

ma ni gduil ba (N7) s勾re切 (G1)ltar 11 

de bzin byan chub sems dpa' rnams 11 

dam (P4) pa min la khyad par brtse 111 
(37) 

zes gsu企spa daill slob dpon Bha2 bya'i zal nas匂ra企/

sdugるsilaldrag pos gduils3 pa yi 11 

sdug (C6) bsnal can dag mthoil ba'i (G2) tshe 11 

G158a 

s副主 (D3)rje rus pa'i gtiil nas (Nl) (P5) ni 11 Nl11b 

skye zrn de la phan par byed 114 (38) 

ces gsuns te 1 rgyas par mdo sder blta bar bya'o 11 

2.6.1.3b 

sdug bsnal gyi rgyu la sogs pa'i sems can ni 1 sniil brtse ba'i sems匂is5mi gtoti6 ste I 

bslab〈P6)pa(G3〉7豆沼nspa dati I (C7) mtshams med pa8 byed pa daill (D4).srog gcod pa daIi.1 

sdig (N2) pa' i las sna tshogsるyedpa de dag las bzlog p紅 byaste1 ji skad du f 'phags pa 

DranpαnerlO giag las 111 

gail (P7) zig brtul zugs bzail mnos nas 11 (G4) 

legs par bsruti bar mi. byed pa 11 

a

，，，，. 
2'' 

ca m
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1 (11) GNP: om. 2 (Bha) GNP: Ba 3 (gdu郎)G: gduIi 4 (11) GNP: 0泊. 5 (kyis) C: kyi 6 (gto会)GNP: gtaIi 

7 G: ad. pa 8 (pa) GNP: om. ヲ(1)NP: om. 10 (歪er)G: ne 11 (1) G: 11 

(37)cf. Catu争命的ka，V-ll. Sanskrit text is found in the Subhã~itasa'!lgraha， fo1.11 ， p.385， 11.23-24. 

glane putre vise号eIJ.am五ta'rta jayate yatha I 

asatsu bodhisatvanarp. vIseぉIJ.adaya tatha /1 

(38)cf. Madhayamakahrdaya III-296cd， 297ab， 301ab 

(sa p対話m町 usikharamaruClha与karuIJ.avasat/) 

asoka年sokasarp.taptarp.p民k~ate du与khitarp.jagat /1296 
sa tada karu弱rdre手alokam alokya cak切手/

( vika1pasilpasa抽出takalpa叫 alasarp.vrtamグ)297 

pepiClyamana与lqpayataddhitãdhãnadïk~ita年/

ぜ(vajrasailamahasaracittv吟 sattvottama年Iqti//) 301 

宅
』
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C104a 'jig (Cl) pa'i me ma1 mur du sreg /12(39) 

ces (D5) gsuns (N3) pa da企/

'phags pa r歪edda企(P8)'dod gnas pa 11 

tshul k1:立ims'chal ba mthon nas ni 1 

'di yi 'groちacir 'gyur (G5) ies3 /1 

mchi ma'a負4rab tu bym江b紅 bya11(40) 

P113b 乏esgsuns pa d姐/slob dpon Klu sgrub kyi (C2)乏a1sna nas (Pl)勾ran/ 

'jig rten na ni sems can ga企H

rtag (N4) tu sdig (D6) pa byed 'dod pa 11 

rtag tu de dag thams cad ni /1 

gnod pa med (G6) par bzlog gyur cig 1/5(41) 

ces gsuns so /1 

2.6.1.4 

spyir sems can mi gton6 ba ni byams (P2) pa'i sems kyis7 mi gton8 ba d拍 1'phags pa (C3) 

sPobs pa'i blo gros勾imdo las J9 

G 158b byan chub sems dpa' (N5) sems can thams cad la (D7) bu biin du (G1) blta b紅 byaba 

dan 1 ran gilO lus biin du blta bar bya'o 1111 (42) (P3) 

1 (ma) GNP: mar 2 (11) GNP: om. 3 (ies) GNP: ces 4 (毘a'aIl)GNP: ma 5 (1/) GN: om. 6 (gto企)GP: gtaIl， 

N: bta会 7 (kyis) GNP: kyi 8 (g給食)GNP: g係会 9 (1) GNP: om. 10 (gi) NP: gis 11 (1.乃 CD:om.

(39)Not identified 

(40) Gaganaga司japarip[ccha，D (148) pa 323a7-bl， P [33](815) nu 286al-2. 

sems can rned dan 'dod gnas pa 1/ 

tshul khrims 'chal ba毘 tho企nassu 11 

de yi 'gro ba cir (P: cig) 'gyur ies 1/ 

mchi ma'aIl rab tu 'byuil bar bgyi 1/ 

Also cited in the Sik!fasamuccaya， p.45， 1l.15-16. 

dr~tvã du与silasatval1lscecch忍obhaprati斜面tan/ 

asrupatal!l kari号yamogati与kandhasyabhavita // 

(41) RatnavalζV-82. 

ye papani cikir号antisarvaloke号uvartata与/

varayeya[l!l nir誌記hal1l] tan sarvan yugapat sada 1/ 

(42) Pratibhal}umatiparip[ccha， D (151) pa 339a3， P [33](818) nu 302al-2. See MOCHIZUKI (1996)， note.60. 

(kun tu thogs pa med pa'i 'od zer rτlams kyis) sems can thams cad bdag dail 'dra iiIl bu gcig戸 'ibyis pa d拍

ヮ“つん】



三esgsuIls pa uaIl / mDo sde rgyan las kyaIl / 

ji ltar phug1 ron ran gi bu mchog byams // 

ran gi bu de ne (C4) bar '話lyudnas 'dug / / 

de bzin sdug bs企alba yi (N6) sems (02) can la // 

brtse bcas byan chub (P4) sems dpa' de dan (Dl) 'dra //(43) 

zes gsuIls pa daIl / 'phags pa Rig pa mchog gi rgyud chen po las勾給戸

bya企chubsems dpa' ran gi bde ma chags // 

raIl gi sdug (C5) bSIlal dag gis (03) mi mjed kya主//(P5) 

gzan gyi sdug bs企al(N7) dag gis sdug bs企al'gyur // 

gzan bde (D2) na凶 bya企chubsems 匂a'dga' /fC斜)

zes gsuIls pa dan / dpal rDo rje mkha'慣がirgyudda企/dpal mChog dali po las勾raIl/ (P6) 

DI02a 

ji (04) srid 'khor ba'i (C6) gnas su ni / 

mkhas mchog gnas par gyur pa na // 

de srid mtshu邸側)med sems can don / / 

mya Ilan mi 'da' 3 byed (D3) p紅 nus//4的)

zes gsuIls te / rgyas p紅 mdosder blta b紅 bya'0// (P7) 

Nl12a 

1 (phug) GN: pu， P: phu 2のGNP:om. 3 ('da') G: mda' ヰ(/，乃NP:om.

'dra bar mthon ba danl… 

(43) Mahayanasutralaf!lkara， XIII-22. 

yath三kapotisvasutativatsala svabhavakarp.s tan upaguhya ti号苦lati1 

tathavidhay塁rp.pnitigho virudhyate sute号utadvat s誌UJe'pi dehi~u 11 

(44)Not identified. Cited again in the RKU， D 102a6-7. 

(45)Sr号7aramadyamantrakαlpakhaflcfa，D (488) ta 173b3-4， P [5](120) 178b5-6. 

ci srid 'khor ba'i gnas su ni 11 

m話lasmchog 'dug par 'gyur ba'i tshe 11 

de srid mtshuns med sems can don 11 

mya nan mi 'da' byed par nus 11 

cf. Adhyardhasatika， k.l. 

yavad bhavadhi号!hane'tra bhavanti varasuraya与/

tavat sattvartham atula中長aky盃kartumanirvrt功11

aIso cited in BMDP， D 286a3， P 330b6-7. 
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2.6.2 

C104b 

skyes bu (G5) dam pa'i mam p紅 rtogpaるrgyadni 1 (1)勾i註udnam 'zig na bdag gis2 sems 

C紐 gyis勾'e(C7) ba'i (N2) sdug bsria1 med par byed nus p紅 gyurZig gu /1 de bzin du (2) rgas 

pa'i sdug bsrial dari / (3) na (P8) ba'i sdug bsria1 di1主I(D4) (4) 'chiba'i (06) sdug bsrial med par 

3 'gyur zig gu // (5) sems can ma bsgra1 ba m紅nssgrolち訂ちyednus p訂 'g戸 r/ (6) ma gro14 

ba mams (N3) da企/(7) dbugs (Cl) ma phyin pa mams dari / (Pl) (8) yo主ssu mya rian las ma 

'das pa mams nam zig mya (Gl) rian las zlo nus par 'gyur zig gu sn訂npa'i (D5) sems5 skad 

cig re re la dran pa6 rgyun chags su bya'o /1 

P114a 

G159a 

2.6.3 

nari gi thabs la m拍 aspa ni gzan sdug (P2) bsrial bdag (N4) gir byed pa dari / bdag gi sdug 

(C2) bsria1 gyis gzan gyi sdug bs企al(G2) bsal ba dari / bdag gi bde ba dari gz組 gyisdug bsrial 

brjeちadari 1 gzan gyi sdug bs企a1(D6) gyis bdag dus (P3) rtag tu sdug bs企a1gyis gduris pa ste 1 

ji skad du Rig pa (N5) mchog gi rgyud chen po las / 

bya金chubsems dpa' (G3) r姐 gibde 7 ma (C3) chags 1/ 

rari gi sdug bsria1 dag gis mi吋edkya企H

gz姐 (P4)gyi sdug bsrial dag gis sems sdugるsriall/

gzan bde na ni (D7) bya主chubsems dpa' dga' /18(46) 

zes gsu企S(N6) so /1 gzan gyi sdig pa bdag gi (G4) sdig P紅 byasnas bsags pa da企/gzan (P5) gyi 

dge ba bdag gi dge (C4) b訂 byasnas yi rari ba da主1bdag gi dge ba gzan gyi dge bar bsrios9 

DI02b nas yi rari ba dari / g乏angyi dge ba bdag gi (Dl) dge b紅 byasnas yo企S(N7) su bsrio (G5)弘正0/1

2.6.4 

phyi' i thabs (P6) la mkhas pa国 bsduちa'idrios po bzi dari 1 rig pa'i gnas lria dari / mkhas 

pa bcu dari I pha rol tu phyin pa 10 (C5) drug dari / tshad med pa bZi la sogs pas sems can ma 

N112b lus pa smin (P7) p紅もyedde 111 rjes su (G6) bzu主12ba da企1(Nl) tshar (D2) bcad pa da企1brid 

1 GNP: ad. / 2 (gis) CD: gi 3 C: ad. nus， D: byed par 4 (grol) GNP: sgrol 5 (pa'i sems) GNP: om. 6 (pa) P: par 

7 GNP: ad. ba de 8 (/1) P: / 9 (bs企os)GNP: byas 10 (pa) C: orn. 11 (/) P: // 12 (bzu的 C:gzun 

(46}Not identified. Cited again in the RKU， D 101b7-102al. 

え
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pa dati 1 bsdigs pa dati 1 rtsigs 1 la dba己戸 daIlIrIlan pas rIl釦2pa'o 11 

2.6.5 

'phags pa rDo rje rgyal mtshan gyi bs1Io ba bcu pa (P8) da企1bZa1I pO spyod pa da企1slob 

(C6) dpon Klu sgru註kyis(Gl) mdzad pa'i sMon lam ni SU pa da主1Ba tshwa chu klu1I nas G 159b 

byun3 (N2) ba'i tshigs su (D3) bcad pa bcu gcig pa la sogs pas sems can mi gton4 (Pl) bar Pl14b 

bya'o 1/ 'phags pa 'Od sruns kyis zus pa las / 

srog gi phyir yati brdzun mi smra ba da企1(G2) sems can la g-yo sgyu med pa'i lhag 

pa'i bsam (C7) pas gnas p~ bya ba da良/(N3) sems bs匂red(P2) pa'i g幼 zagla ston pa'i 

'du ses bskyed pa (D4) da企1sems can gaIl dag smin p訂 byedpa de dag thams cad bla 

na med pa'i byati chub (G3) chen por smin p訂 byedkyi nan thos daIl ra企sa古srgyas kyis 

ma (P3) yin pa' 0 1/(47) 

伝説indu 'phags pa s乃lan(N4) ras (Cl) gzigs db，ωphyug gis zus pa las kyati / C105a 

rigs勾ribu sems bs匂redma thag pa'i bya主chめ sems(D5) dpa' chos (G4) bdun la bslめ

par bya ba ste / (P4) mam P紅 rtogpas kyaIl 'dod pa la spyad p訂 mibyanadba企pognis 

(C2) kyis gnis sbyor ba lta smos ky姐 ci(N5) dgos / tha na rmi lam du yati mi dge ba'i 

bses gnen bsten6 p紅 mibya ba da企/ちya(P5) daIl 'dra (G5) b紅 semskyis YOIls su 'dz泊

pa med par bya ba da企1(D6) thabs daIl ses rab la m話laspas Ila rgyal dati Ila yir 'dzin pa 

med par bya ba da古j1(C3) dnos po da主dnos(N6) po med pa spa企snas (P6) ston pa呈id

勾itiIl ne 'dzin brtan por bsgom pa da企1(G6) yati dag pa ma yin pa'i kun旬 託ogpa ii 

るas'khor ba la dga' bar mi byed pa ste JC48) 

1 (rtsigs) sic gtsigs? 2 (rnan) C: br会an 3 (byun) GNP: 'byu合 4(gto的 GNP:gtan 5 (par) C: pa 

6 (bsten) GP: brten， N: brtan 7 (/) GNP: om. 

(47)Ka命apaparivarta，~4. 

na jivitar出eanrtaql vadanti bhã~aqlti vacaql sada剖 hayuktaql1 mayaya sa!!hye [na ca ni]tya varjita 
adhyaSayena sada satva pasyati 1 bodhaya ye prasthita suddhasatva sas[t]eti tan manyati bodhisa[tvan] var手足利
ca te手[ql]bhaJ)ate caturdisatp.認stむasa[平]jna[tp.]sad['] up部 th[a]p[i]tvay[喜平]scapi satvan paripac[a]yati 

anuttar[e] [j]n[ani] samadapeti ete号udharme号upra向世1江主n訟pcittaql na bodhaya kadaci muhya討
Also cited in the Silqasamuccaya， p.521.16-p.53 1.4 

(48)Avalokitefva;-apariprccha-saptadharmaka， D (150) pa 331a7-b2， P [33](817) nu 294a3-6. 
rigs kyi bu sems bskyed ma thag pa'i byaiJ. chub sems dpぉ chosbdun la bslab par bya ste 1凶凶ga金三enal 

百 ltaste 1 rnam par rtog pas kyan 'dod pa la sten par mi byed na db柏戸民iskyis sbyor blta smos kyaiJ. ci 

dgos 11 tha na rmi lam gyi nan du ya会midge ba'i bses gnen bsten par mi byed pa d詰 1bya dan 'dra ba'i sems 

声
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mdor na dran pa dan ses bZin (D7) dan tshul bZin du (P7) sems pa 1 dan / bag yod pa da長mi

'bra1 (N7) ba (C4) ste / 

G160a ses biin med pa'i skyon chags (Gl) pas 1/ 

ltun ba' i rnog da企bcasp紅 'gyur1/ 

glo rdol bum pa'i chu biin du 1/ 

dran pa la ni de (P8) mi gnas 1/(49) 

ya企p

dran pa dan ni ses biin dan 1/ 

Dl03a tshul bZin du ni (D1) sems pa3 dan 1/ 

N113a bag yod (G2) pa dan ma bral iin 1/(50) (Nl) 

P115a ies 810ち(C5)dpon S這ntade bas gsu企880 11 8ems kyi skad cig re re la (Pl) mi brjed parちya

iin 1 dran pa rgyun chags su byas pa8 bya企chub勾isems yons su gzun4 b紅 bya'0 11 gal te 

de ltar ma byas (D2) na 15 
(03) 

sdug (N2) b8企almgon med gyur pa la / (毘)

ser snas Ch08 nor mi ster dan 1/(51) (C6) 

chos 'dod pa la sbyin mi byed 1/(52) 

1 (pa) G: dpa' 2 (1) NP: om. 3 (pa) G: dpa' 4 (gzu的 GNP:bzuIl 5 (1) GNP: 11 

kyis yons su 'dzin pa med par bya ba d泊 Ithabs dan ses rab la mkhas pas na rgyal da会1Ilar 'dzin pa med par 

bya bada会Id企ospo d認 IdIlos po med pa spa白snas s句会 pa起dkyi rn釘npar thar pa brtan po dan ldan par bya 

ba dan I yan dag par bden pa ma yin pa'i kun du rtog pa'i ses pa sgyu ma daIlI rmi lam dan 'dra bar 'khor ba 

las mnon par dga' bar bya ba ma yin pa daIlI rgyu da企'brasbu la skur ba gdab par mi bya ba ste 1… 
See MOCHIZUZKI (1996)， note.79. 

(4ヲ)Bodhicaηlavatara， V-26cd， 25cd. 

(asarpprajanyacittasya sru tacintitabh三vitarn1) 

sacchidrakumbhajalavan na smrtav avati号!hate1125 
(aneke srutavanto 'pi sraddha yatnapara api 1) 

asarp.prajanyado号e~abhavanty apattikasmal碕1126

(50) Silqasamuccaya， 27 cdb. 

(siddhi与 samyakprahã~ãnãm) apramadaviyojanat 1 

smrtyatha sarpprajanyena yonisas cintanena ca 11 

(51) BodhisattvasamvaravimSaka， k.6cd. 

sdug bSIlal mgon med gyur pa la 11 

ser snas chos nor mi ster dan 11 

(52) Bodhisattvasamvaraνi1'(tSaka， k.lOc. 

氏
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nad pa'i rim gro bya ba spoilll 

dgos pa'i don du 'gro miるyed//53) 

sems can don la bya1 ba chuil /P(54) 

ies pa'i pham (G4) pa (P3) da白3長esbyas 'byUl託金0//(N3) 

2.7 

byail chub kyi sems (D3) yoils su bsruil ba ni /4 sems brjed5 par byed6 pa dail / nams予紅

るyed(C7) pa dail / gtoil b紅 byedpa las bsruil b訂 bya7ste / 'phags (P4) pa 'Od sru1Is匂Fおおs

pa las (G5) 

gian 'gyod pa med pa la 'gyod pa bs匂redpa dail / mkhan予o(附 dailslob dpon d泊

めyingnas slu8 ba da主/sems can la g-yo (D4) dail sgyu dailloils spyod kyi (P5) lhag pa'i 

bsam (Cl) pas ma yin pa dail / sems bskyed pa'i gail (G6) zag la tshigs su bcad pa ma yin C105b 

pas9るrjodpa' 0 1110 (55) 

ies gsuils so // 'phags pa (N5) bSod namsせlamscad sdud pa'i (P6)註ilile 'dzin las 'di skad du / 

Sred med kyi bu chos biis byail chub勾i(D5) sems brjed par 'gyur te / lhag (Gl) pa'i G160b 

(C2)企argyalda長/chos la ma gus pa dail / dge ba'i bses gnen la魁lyad(P7) du gsod 11 pa 

dan / log pa'i (N6) tshig smra ba'o /1 yan bii ste 1 nan thos dail12 rail sa企srgyas dan 'dris 

par byed pa dail / theg pa dman pa la mos (G2) pa dail / byail chub (D6) sems dpa' la 13 (P8) 

1 (bya) GNP: byan 2 (11) P: 1 3 GNP: ad.1 4 (1) CD: om. 5 (brjed) C: bヰad，GNP: rjed 6 (byed) C: byad 

7 (bar bya) CD: om. 8 (slu) GNP: bslu 9 (pぉ)GNP: pa 10 (1/) CD: om. 11 (gsod) GNP: sod 12 G: ad.1 
13 (la) C: 1会a

chos 'dod pa la sbyin mi byed 1/ 

(53) Bodhisattvasamvaravimsakα， k.17dc. 

dgos pa'i grogs su 'gro mi byed 11 
nad pa'i rim gro bya ba sponll 

(54) Bodhisattvasamvaravimsaka， k.l1 b. 

sems can don la bya ba chun /1 

(55) KaSyapaparivarta， ~3. 

([caturb説明 kasyapa dharmai与 samanvagatasya bodhisatvasya bodhicittarp. muhyati katam訂正
caturb括和 yadut[acaryagu]r[u]da均iniyavisarp.vadanataya pare~ãm ako1qtye kau1qtyaupasarp.haraJ).ataya 
mah丞yana[sa]rp[prasthitanarp] ca s[a]tvan五m [a]va[r]I)[a]yasakirt[i]sabdaslokaniscara羽t[a]y[a]
mãy[ã]~ã!!y[e]n[a] c[a] p[a]r[a]m up[acarati nadhyasaye]na ebhiちkasyapacaturbhiちdharmai年samanvagatasya
bodhisatvasya bodhicittarp muhyati 

Also cited in the Sik~ãsamuccaya， p.52， 11.12-18， 

月
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sdan1 Z誌 skurるa'debs pa da企I(C3) chos la dpe mkhyud byed pa' 02 I ya企bZiste Isg戸1

byed pa dan I (N7) gぅrobyed pa da企Ibla ma la 1ce gnis byed pa dan I rned pa dan bkur 

Pl15b (G3) sti la lhag (Pl) par zen pa' 0 1/ yan bZi ste I bdud kyi las ma rtogs pa dan Ilas勾i(D7) 

sgrib pas bsgribs pa dan / lhag pa'i bs沼 npa stobs chmi ba daIi / (C4) thabs daIi ses rab 

Nl13b (Nl) med pa ste / de dag gis bya企(G4)chub勾i(P2) sems brjed pぽ 'gyurro /P(56) 

zes gsuns so / / Klu 'i rgyal po rgya mtshos zus pa las / 

DI03b klぜirgyal po thams cad n企hyenpa'i ye ses de ni lam log pa d組 4{Dl)lamam pa 

主i釦 rtsag主isdail bra1 ba (G5) yin (P3) te / (1)註anthos kyi (N2) sems dan ma (C5) bra1 ba 

dan / r組 sa邸 宅yaskyi sems da企mabral ba dan / (2) ila rgya1 daIi lhag pa'i企argyal 

da企/(3) g-yo sgyu da主/(4) rgyail phan pa'i gsaIi tshig d姐/(5) log p訂 zugs(P4) pa 

dail / (6) skye bas skrag (D2) pa d語/(7)泊 eilspa daIi / (8) rtsod pa d組/(G6) (9) 'dod 

chags da主/(N3) (10)記5sda企da主I(11) gti mug da企I(12) las匂risgrib pa da主I(C6) 

(13) chos kyi sgrib pa da企/(14)るdagla bstod cin (P5) gおnsmod pa dail / (15)chos la 

G161a dpe m抵lyudbyed pa daill (16) brjed主aspa 6 da主/(17) sdig戸 'i(Gl) grogs po dail / 

(18) bla ma la (D3) ，詰1uba da企/0 9)pha rol tu phyin pa金ugdail tni mthun (N4) pa 

da主/(20) chad pa da亘戸 rtag(P6) pa dail / (21) thabs mi m封laspas bsdu ba bzi. da企戸

1 (sdaiJ.) NP: lda会 2(pa'o) GNP: pa daiJ. 3 (//) CDP: om. 4 GNP: ad. / 5 (ie) P: ies 6 NP: ad. pa 

7(1) GNP: om. 8 (/) GNP: om. 

(56)SarvapwJyasamuccayasamadhi. D (134) na 101a4ー7，P [32](802) du 105a3-b3. 

Sredmed匂ribu byan chub sems dpa' chωbii da会ldanna byan chub kyi sems brjed par 'gyur te /bii g泊三e

na / 'di lta ste / lhag pa'i na rgyal da企/chos lama ♂lS pa dan / dge ba'i bSes g貰enla始 y詞 dugsod pa dan / log 

pa' i tshig smra ba sぬ/Sred med kyi bu by組 chub回 msdpa' chos bii po de dan ldan na bya企chub匂risems 

brjed par 'gyur ro / / 

Sred med kyi bu gi釦 ya会byanchub sems dpa' chos bii da合同級 nabyan chub kyi sems brjed par • gyur te / 

bii gan三ena / • di lta ste / nan thos dan / r誌 sansrgyas kyi血egpa pa'i mal 'byor spyod pa dag dan 'dris par 

byed pa dan / theg pa dman pa Ia mos pa mams dan // by組 chubsems dpa' la sda企iinskur ba 'debs pa da企/

chos mams la slob dpon (P: ad. gyi) dpe mkhyud byed 戸 ste/ Sr芭dmed勾ribu byan chub sems dpa' chos bZi 

po de dag dan ldan na bya企chubkyi sems brjed par 'gyur ro // 

Sred med kyi bu gian yan bya合chubsems dpa' chos bZi da白ldanna bya企chubkyi sems b司edpar 'gyur te / 

bZiganお na/ 'di lta ste / sgyu byed pa dan / sems can mams la g-yos sten par byed pa dan / dge ba'i bses gnen 

mams la lce gnis byed pa da企/掃討 pada会/bkur sti la lhag par記npa ste / Sred med kyi bu byan chub sems 

dpa' chos bZi po de dag dan ldan na by詰 chubkyi sems brjed par ' gyur ro // 

S詑 dmedkyi bu g三組 yanbyan chub sems dpa' chos bii da合ldanna bya企chぬ kyisems brjed par 'gyur te / 

bii gan ie na / 'di 1隠潟/bdud均i1ぉ martogs pa dan / 1ぉ kyisgrib Pぉ bsgribspa dan / lhag pa'i bsam pa 

stobs chun ba dan / ses rab dan thabs med pa ste / Sred med勾ribu byan chub sems dpa' chos bii po de dag dan 

ldan na by組 chubkyi sems brjed par 'gyur ro 1/ 

See !¥在OCHIZUKI(1996)， note.84. 
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(22) sdig pa thams (C7) cad da企mabral ba ste I de dag gis (G2) byati ch由勾isems同ed1

p訂 ，gyur r02 113 (57) 

zes4 gsuns so 11 sDon po bkod pa las ky組/

kye (P7) rgya1 (D4)加 'isras dag byan chub sems (N5) dpa' na企phantshun nan sems 

bskyed pa'i魁lana ma tho ba'i las las che ba ni ma mthon no(58) 

zes (G3) gsuns so 11 (Cl) de bZin du Dad pa'i stobs bskyed pa la sogs (P8) pa'i mdo las rgyas C106a 

par gSUI主spas mdo sder blta bar bya' 05 11 

2.8 

l回nba 'byu企ba'irgyu ni (D5) rigs (N6) med pa dati I snin rje chun ba d組/'油orba'isdug 

bs色a1gyis mi (G4) 'jigs pa danl sdig pa'i (C2) (Pl) grogs pos zin pa dati I byati chub chen予o P1l6a 

thag rinち訂 semspa daft / bdud kyis byin gyis brlabs pa d組 Itheg pa dman pa' i ga企zag

bsten pa (N7) da白Itheg pa (P2) chu主主u'i(D6) gzu企labrtson pa dati / (G5) sems can blos btan 

ba dau / byati chub sems dpa' la (C3) tshig企初対odc泊岳部 semsbs匂redpa daftl bya企chub

勾risems dan mi mthun pa'i phyogs (P3) mi spon ba da白Igzan ya主mises pa da企I(N 1) bag N114a 

med pa danl (G6) ma gus戸 danlnon mons (D7) pa man ba'o 11 

2.9 

bta企ba'i nes dmigs ni stoti gsum gyi sto主chenpo'i (C4) sems can dgra (P4) bcom p紅 gyur

la j6 de dag thams cad bsad7 pa daftl mtshams med pa ltia byas pas 'di'i8 (N2) sdig sin (Gl) G161b 

tu che ba yin no /1 gzan ya長namm話la'mtha' khyめ kyirdul phra r坊主yigrafts ni (D1) saI1s DI04a 

rgyas勾rismkhyen (P5) gyi I 'di'i sdig pa'i (C5) tshad ni 'di tsam zes satis rgyas kyis m話lyen

par mi spyod do /1 'di'i don rgyas par mdo sde d給付乃，odpa la 'jug (N3) pa (G2) la sogs par 
blta b訂 bya'o11 

1 (b司ed)C: brjod 2 ('gyur ro) C: OID. 3 (11) CDP: OID. 4 (zes) C: OID. 5 (blta bar bya'o) GNP: blta'o 
6 (1) GNP: OID. 7 (bsad) CD: gsad 8 ('di'i) C: 'di 

(57)Not identified. 

(58)Not identified. 
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2.10 

gian (P6) sems bskyed pa la rjes su yi raIl ba' i phan yon ni /1 (D2) Yum brgyad sto1i pa las I 

'jig rten gyi khams thams cad (C6) sra企lagial ba'i graIls ni ses par ruIl gi2 j3 gian 

bskyed4 du bcug (G3) pa'i (P7) phan yon ni (N4) 

theg pa chen po'i mdo sde daIi / sPyod pαla 'jug pa la sogs par5 bltaもarbya'o//

phyogs bcu'i saIls rgyas dan byan chub sems (D3) dpa' 1τlams kyis mkhyen par mi 

spyod (C7) do 1/ gian bya主chub勾risems (P8) bs勾redpa la (G4) rjes su yi ra企babyas pa'i 

bsod nams kyi 6 tshad ni ses (N5) p訂 minus SO(59) 

ies gsuIls te F rgyas p紅 mdosder blta b紅 bya'o//

2.11 

CI06b 

gzan seinsちskyedpa'i bar chad byaspa'i nes dmigs ni (Pl) 'phags予adGe (D4) ba'i (Cl) rtsa 

ba (G5) yo1is su 'dzin pa'i mdo las I 

伝8ra dwa9 ti'i bu ga企semsbs勾redpa la bar chad bya b紅 'doddam/b訂 (N6)chad 

byed pa de ni釘 radwa10ぜibu mya Ilan las 'das par 'gyur (P2) ba'i skal ba med dO(60) 

P116b 

孟esgsuIls pa da古I(G6) ya企

sto企gsumgaIlga' i kluIl gi bye ma sned匂ridgra bcom paののちsadpa dan / (C2) 

mtshams担 edpa lIia byed pa bas sdig pa che(6l) 

孟es'phags pa brGyad (N7)胸元pa(P3) las gsuils so 1/ s乃odpa las 11 'jug pa las匂raill

G162a gaIl iig byail (G1) chub sems bskyed pa'i 11 

1 (1) GNP: om. 2 (gi) GNP: gis 3 (1) GNP: om. 4 (bskyed) GNP: skyed S (pa la sogs par) GNP: par 

6 CD: ad. phun po 7 (乃 CD:om. 8 (Sa) D: Sa 9 (dwa) GNP: dwa 10 (dwa) GNP: dwa 11 (las) sic read la 

(Sヲ)cf.A~!aSãhasrikã， p.216， 1l.2-5. 
syat khalu puna与 Kausika sakyeta trisahasramahasahasre lokadhatau tulyamane pal五.greI).a

pramaI).arp. grahitum， na tv eva Kausika tasya kulaputrasya v亙 kuladuhitur va bodhisattvasya 
mahasattvasyanumodanasahagatasya cittotp記asyapUI).yapram勾arp.grahitum /1 
Also cited in the Sik~ãsamuccaya， p.314， 11.2-4. 

(60)Not identified. 

(61)Not identified. See MOCHIZUKI (1996)， note 90. 

cf. A~!asãhasrikã， p.193， 1. 32-p. 194， 1.1. 

pancabhyo 'pi subhute anan包巧rebhy吟karmabhyogurutaro 'ya平 cittotp記功
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ちsodnams bar chad gegs byed pa 1/ 

sems can don la dman gyur bas 1/ 

de yi nan 'gro (P4) mu (C3) (D6) mtha' med 1/1
(62) 

ces gsuns te / rgyas予紅mdosder (Nl) blta' 0 1/ (02) N114b 

2.12 

2.12.1 

bya企c註ub匂risems spel ba de ni sems de nid byan chub kyi sems mぉnpa .gsum du spel 

te 1 bya阜chub勾risems sdom戸'itshul khrims (P5) da主/bya企chubkyi sems dge ba chos 

sdud pa'i tshul kl国msda註/bya虫chub匂ri(03) sems (C4) sems can (D7) gyi don (N2) byed pa'i 

tshul話回mste / dper na yar no' i zla ba rim gyis 'phel ba biin du sems 'di ya企(P6)'phel b紅

'gyur te / de ya企p

yans副長 rgyache dag pa dan /1 

phan pa rgya chen byed pa danll (04) 

dge ba nid kyis lhag予asna 1/ 

bsam pa dag pa lhagもsamy泊 /p(63)(C5) (N3) 

ies mDo (D 1) sdeヂrgyandu gsu企sso 1/ (P7) lhag pa'i bsam pa zla ba ts註espa ltaるuste / 'jug DI04b 

pa byan chub勾isems ies匂ra企bya'o1/ 

2.12.2 

Bya元chubsemsφ'a'i (05) tshul khrims kyi le'u las / tshul始 rimsmam pa gsum ste 1 (1) 

ra主biingyi tshul (P8)足立imsdan / (2) goms (N4) pa'i (C6) ts加 l並立imsdanl (3) yan dag (D2) 

par blan ba'i tshul khrims so 1/ 

1 (11) GNP: Offi. 2 (1) GNP: Offi. 3 (11) C: om.， NP: I 4 (sde'i) GNP: sde 

(62) Bodhicaryavatara， IV・9.

yo 'py anya与k号aI).amapy asya pUI).yavighnarp kari号yatiI 

tasya durgatiparyanto nasti sattvarthaghatina与11

(63)Not identi長ed.

1
2
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2.12.2.1 

de la ralI bzIn gyi tshulld凶ms国 Isems (G6) can thams cad rigs gcig yin pa da企/伝説in

P117a gsegs pa'i (Pl) sniIl po can yin pa dan I出egpa chen po'i rigs can yin pa ste I (N5) bsgrubs1 

G162b na 'grub pa'i (C7) skal pa can yin yan nes pa rn滋npa (D3) bzis bkab2 n舗の1)'dug pa yin te I 

mDo sde'i rgyan (P2) las I 

non moIls goms dan grogs白andanll 

pho主sda主gz加 gyis3dban byas daIl11 

mdor na rigs k:yi nes pa凶H

主主1沼npa bzIr ni ya企倒的 dagbrjod / t<的

C107a ces gsu主spas rigs (Cl) (G2) can gyi g詰 zag(P3) de ni ran bzin gyis (D4) s説Ilrje che ba dan / 

ra企脳出 gyis4pha rol加 phyinpa'i yon tan rgyud la tshan bar ld釦 pasra主bzingyi tshul 

魁mmscan zes bya'o 11 

2.12.2.2 

goms pa'i tshul話回msni rnam pa (N7) gsum ste I (P4) s勾reba sIlama (G3)悼an(C2) chad la 

塩egpa chen po la goms pa che2 byas pa daIlI goms pa 'briIl du byas pa da企I(D5) S勾reba 

dpag tu med pa nas goms par byas pa ste I de bas na Byams pa' i zal nas I 

sans (P5) rgyas rnams la bkur sti byas 11 (G4) 

N115a de la (N1) dge ba'i rtsa ba bs勾red11 

dge ba'i bses (C3) kyis mgonちyaspall 

'dim査anpa 'i snod yin no 11 

sans rgyas bsnen bkur yan dag zugs // 

s byin (D6) daIl伊6)tshulld凶mssogs spyad pas / / 

snod du d犯 1戸 rnams勾risses /p(65) (G5) 

1 (bsgrubs) GNP: sgrubs 2 (bkab) GNP: bkag 3 (gyis) GNP: gyi 4 (gyis) GNP: gyi 5 (cher) C: tshar 

6 (11) GNP: om. 

(64) M ahaYanasutralaf!lkara，立1-7.

klesabhyasa与kumitratvaqJ.vighat吟 paratantrata/ 

go回 syi:idinavojneya与samasenac翻 rviぬ吟H

(65) Abhisamayala1pkara， IV-6， 7abd. 
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ies gsun.s (N2) so 11 

2.12.2.3 

de la yan. dag par blan.s pa'i tshul組立imsni / slob (C4) dpon gyis brtag pa gsum gyis legs 

p紅 brtags1 (P7) nas snod kyi rim pa biin du tshul話回mssbyin p紅 byaste 1 s金釘 brjod予a'i

gan. (07) zag da企1(06) de'i so sor thぽ pa'i戸ぉnpa bii 'khor dan.ちcaspa dan. 1 (N3) theg pa 

chen po' i pham pa dan. 'dra ba bii (P8) da企/主esbcas (C5) bii bcu rtsa drug sbyin p紅 bya'o1/ 

gan. zag 'brin. po de la ni ga企zagもd企pode'i sdom pa sbyin (01) p紅 byaste 1 de' i sten. du 

'phags pa Nam mkha'i snin po (01) la sogs pa'i rtsa ba'i (Pl) ltun. ba bco brgyad dan. 1 (N4) 

slob dpon San旬 debas gsun.s pa'i gnod pa bcu bii po sbyin par (C6) bya'o 11 gan. zag gsum 

pa de la ni de (02) dag gi sten. du 'phags pa mDo sde bdun brgya pa las gsu企spa'i tshul (P2) 

回出msbii brgya pa dan. (D2) P由egpa chen po'i mdo sde las gsun.s pa'i (N5) tshogs勾rilam 

pa'i by泊 chubsems dpa'i3 bslab pa mtha' dag bsrun. barるyaste / tshogs (03)主yi(C7) lam戸

la ni sdom pa' i tshul起訴ms(P3) gtso bo yin no 1/ sbyor ba'i lam pa la ni dge ba chos bsdud 

pa'i tshul khrims gtso bo yin no 1/ 'jig (D3) rten las (N6) 'das pa'i lam pa la国 semscan don 

byed pa'i tshul組立imsgtso bo (04) yin no 1/ 

G163a 

DI05a 

P117b 

gan. zag (P4) gcig gi rgyud la rtsis (Cl) na tshogs lam chu虫n.u'idus su gan. zag dan. po'i bslab CI07b 

pa la brtson par bya' 0 /1 tshogs lam 'b託金 gidus su gan. zag 'br誌が7)po' i bslab pa la brtson 

par bya'o /1 (D4) gan. (Pのzaggsum pas ni gsum (05)予a'ibslaるpala brtson par bya' 0 11品ar

bsad pa'i goms4 pa'i ts註ul(C2) khrims la dgon.s nas 'phags paDan bsgom5 pa'i mdo las 1 

theg pa chen po la dad (P6) pa'i bag (Nl) chags byan ch由 semsdpa'i rjes su 'bran. ba N115b 

de泊 'diltar rjes su (0邸、ra企(D5)ste 1 de 'gro' am / 'dug gam /6 nallam F gnid log gam / 

ra ro'am / myos ky組問主 ste1 (C3)抗ag随 theg(P7) pa chen po la dad p訂 'g戸 rro /1 byan. 

chub sems dpa' de tshe同essu (N2) zin勾始tsherabs gian du t註egpa chen po (01) la G163b 

1 (par brtags) N: om. 2のCD:om. 3 (dpa'i) GNP: dpa' 4 (goms) G: gom 5 (Dan bsgom) G: Dan basgom 
6 (1) NP: om. 7 (/) NP: om. 

lqtadhikara buddhe号ute持ptasubhamulaka/ 
mi釘ai与sanatha与kalyむlairasy劫sravat;labhajanam// 6 
buddhopasanasarpprasnadanaSiladicaryay丞/

(udgrahadh主主aちadinarp)bhajanatvarp satarp matam // 7 

q
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dad pas byan chub勾risems brjed du zin (D6) yan s匂ebadeda企dedag tu dman pa dau / 

skal pa (P8) dman pa'i sems su mi 'gyur un / sdig pa'i (C4) grogs po da金/長an出osdaIl1 

raIl saIls rgyas da企'drebas (N3)勾ra企'phrogspar mi 'gyur (G2) na / gzan mu stegs can 

P118a gyis 'phrogspargala 'gyur/ (Pl) thegpachenpo'iphyir 出egpa (D7) chen po la dad pa'i 

rkyen chuIl Ilu zig rned pas kyau myur b訂訟sche2 ba daIl / rgyun gyis theg pa (C5) chen 

po'i phyir theg pa chen po (N4) la dad par byed do // (03) de'i (回)phyir theg pa chen po 

la dad pa'i bag chags rjes su 'dren pa de yan tshe rabs su mam par 'p註elte /るlanamed

DI05b paya企dagpar rdzogs (Dl)戸'ibyau c切る kyib訂 du' gyur ro(66) 

zes gsuns so // 

2.13 

de (P3) la bya企chub主yisems勾iphan (N5) yon国 (G4)mampag百iste / (C6) (1) smon戸 'i

phan yon dan / (2) 'jug pa'i phan yon no // 

2.13.1 

smon pa' i phan yon ni dpag tu med de / mdorるsdusna ' jig rten du dkon (P4) mchog gsum 

gyi3 gduIl rgyun mi 'chad par (D2) byed pa da企/改訂 po'ichos thams (G5) cad匂rirgyu'am 

sa bon yin (N6) pa dau / sdig pa 'joms pa dau / lt凶 ba(C7) las lda企bada古/mi ma yin pa (P5) 

dan /4 rims da主/bar du gcod pa thams cad med p訂 byedpa la sogs pa'o // 'phags pa dGe 

ba~i rtsa ba yOlis (G6) su 'dzin pa'i (D3) mdo las / 

1 G: ad.1 2 (che) C: cha 3 (gyi) GNP: om. 4 (1) GNP: om. 

(66) Mahayanaprasadaprabhavana， D (144) pa 15a6-b3， P [32](812) nu 16b2-7 

rigs kyi bu 'di la byan chub s"ems dpa' mams kyi theg pa chen po'i phyir theg pa chen po la dad pa'i bag 

chags byan chub sems dpa'i gnas la rjes su 'br拍 bade ni 'di 1tar rjes su 'bran ste 1 'di lta ste l' gro'am (P:!) 'dug 

gam (P:/) nallam ma nallam gnid kyis (P:/) log gam 1 ra ro'am 1 smyos ky訪問企 ste1 rtag tu theg pa chen po la 

dad pa de dan ldan pむ警gyurro 11 byan chub sems dpa' tshe rabs gi組 durjes te 1 theg pa chen po la dad pa de 

brjed du ZIn kya会dmanpa ska1 pa mi担 nampa'i sems bskyed pa'i tshul can ma yin pas I bses gnen nan pa nan 

thos dan (P:乃ransans rgyas dan 'dre bas kyan 'phrog par mi 'gyur na 1 gian mu stegs can gyi lta 'phrogs par 

ga la ' gyur I theg pa chen po'i phyir theg pa chen po la dad pa'i rkyen chun加重igrned pas kya主主nyurba danl 

sas che ba da企1rgyun gyis也egpa chen po'i phyir theg pa chen po la dad pa skyed do 11 de'i theg pa chen po'i 

phyir theg pa chen po la dad pa'i bag chags rjes su 'brel pa de yaI江 tsherabs tshe rabs su mam par 'phel te 1 bla 

na med pa yan dag p訂 rdzogspa'i byan chub kyi bar du 'gyur ro 11 

See MOCHIZUKI (1996)， note.l04. 
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Sa1 ra dwa2 ti'i bu dan po sems bs勾red(N7) pa'i (P6) bsod nams匂T1P加古poni企annon 

tsam daIl (Cl) cuIl zad tsam ma yin te / 'di lt紅 bskalpa brgya'倒n/ bskal pa ston部 m / C108a 

bskal pa 'bum gyis kya白岡od(G1) par mi nus na / byan chub (P7) sems dpa' mぉns匂ris G164a 

serns bskyed pa'i (04) bsod nams勾i(Nl) tshad ses p紅 ltaga la 'gyur(67) N116a 

zes gsuns (C2) so // Yum brgyad sto1I pa las枠組/

dmigs pa can gaIl (G2) zig gis bskal (P8) pa ganga' i kluIi gi bye rna sned du dge ba' i 

rtsa ba byas pa bas gzan 'ga' Zig gis ni ma (N2) gcig gam P ni rna p註yeddarn / se gol 

gtogs4 (05) pa gcig5 tu byan chub tu serns bskyed na bsod脳出 (C3)(Pl) che'0(68) P118b 

乏es(G3) gs凶 sso // sPyod Jug las kyaIi / 

bya虫chubsems bs勾Tedgyur na s孟adgcig gis // 

'池orba' i btson r訂るsdamspa'i長am6(N3) thag marns // 

bde gsegs marns匂ri(P2) sras乏es同odbya ziIi / / 

'jig rten lha (06) rnir (04) bcas pa'i phyag byar 'gyur // 

gser 'gyur (C4) rtsi yi marn pa rnchog lta bur // 

mi gtsaillus 'di blails nas rgyal ba'i sku // 

丘nchen註n(P3) tha長medpar bsgyur (N4) bas na // 

rin chen byaIi chub sems legs brtan par (05) bzu註7//8(69) 

三esbya ba la sogs so 1/ 

1 (Sa) CD: Sa 2 (dwa) GNP: dwa 3 (1) NP: om. 4 (gtogs) GNP: gtog 5 (gcig) P: gcag 6担am)N: nams 

7 (bzun) D: zun 8 (11) NP: om. 

(67) Kusalam反lasarpparigraha，D (101) na 134a1-2， P [28](769) gu 142b7-143al. 

Sa ra dwa ti'i bu re iig sems dan po bskyed pa'i bsod nams kyi phun po gan yin pa de nid kyi bsod nams kyi 

(P: om. bsod nams kyi) p治会 ponan non tsam dan 1 gsog tsam dan 1 chun zad tsam gyi yon tan de dag kyan 

re iig bskal pa brgya danl bskal pa ston dan 1 bskal pa 'bum gyis kya会bgrodpar mi nus na 1 byan chub sems 

dpa' sems dpa' chen po rnams kyi sems bskyed pa'i tshad ses par 'gyur ba lta ci smos ste de ni gnas med do 11 

(P: de 1) 

(68)Not identified. See MOCHIZUKI (1996)， note 107. 

(6ヲ)BodhicaηJavatara，1-9， 10. 

bhavacarakabandhano var誌吟sugatan喜平sutaucyate均a苧enal

sanaramaralokavandaniyo bhavati smodita eva bodhicitte 119 

asucipratimam imarp. grhitva jinaratnapratimaIp. karoty anarg混在11
r街頭tamativa vedhaniYaJ1l s時clha:rp.grhJ:.lata bodhicit回saIp.jnam1110 
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2.13.2 

'jug pa'i (D7) ph初 yonyaIislうwdJuglas 1 

bya在(C5)chub smon pa'i sems (P4) las ni 11 

'討lortshe 'bras bu che 'byu企ya企庁

ji ltar 'jug 戸 'isems仰の biindu 11 

bsod nams (G6) rgyun chags 'byu主bamin 111σ0) 

乏espa daIi 1 yaIi P 

de企nasbZUIl ste gnid log gam 11 (P5) 

DI06a bag med gyur kya主(D1)bsod nams sugs 11 (C6) 

rgyun mi chad par du ma iig 11 

namrrまha'm豆沼nparab知 'byuIi11σ1) 

G164b ies gsuIis te 1 (G1) (N6) By必 chubsems dpa'i sa la sogs pa da企/rgyas par mdo (P6) sder blta 

b紅 bya'o11 

3 

3.1 

saIis rgyas daIi byaIi chub sems dpa'mams la (D2)国 semscan'魁lorba las .gdon pa ma (C7) 

yin pa'予hrinlas gian ci yaIi3 mi mIia' ste / 'phags (G2) pa K1u sgrub kyi (N7) ia1 nas 1 

gian (P7) don phun sum tshogs pa ni 11 

'bras bu' i gtso bo yin p訂 'dod11 

sa企srgyas rr温es4sogs de las gian 1/ 

de dag don gyi 'bras (D3) bぽ bied115(72) 

1 (1/) G: 1 2 (yan /) GNP: om. 3 (ci yan) GNP: om. 4 (mnes) sic 5 (1，乃 GNP:om.

(70) Bodhicaηlavatara， 1-17. 

bodhi戸時idhicit泊syasaIpsare 'pi pha1aIp mahat / 
na tv avicchinnap同 yatvaIpyatha prasthanacetas均/1

(71) Bodhicaηlavatara， 1-19. 
Uぬ与prabhrtisuptasya pramattasyapy anekasa与/
avicchir沼地pUQyadh零時prav，紅tantenabhaきsamaキグ

(72) Kudu!ini1宮hatana，k.3. 

戸。
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ces gsun.s pa yin no / / deるasna (C1) (G3) san.s (P8) rgyas勾risku dan.1 ye ses dan. / (Nl) yon tan CI08b 

dan.1 phrin 1as mams ni giaildon 'ba'三igmdzad pa nid las grub pa yin no /1 'di lt紅

bcom 1dan 'das Sakya'i mgon pos kya企(Pl)S企onbska1 pa brjod du (D4) (G4) med pa'i 

pha ro1 tu /1 de biin gsegs pa dgra bcom pa yan. (C2) dag par (N2) rdzogs pa' i sa主srgyas 

dBaIi po'i tog ces byaる紅 san.srgyas nas I da 1t紅(回)yan.2 san.s rgyas pa dan.1 'phags pa 

sPyan ras gzigs dba企phyugky訟のめ bska1戸 graIismed pa'i pha rol回 debiin gsegs pa 

(D5) dgra bcom pa yan. dag p紅 rdzogs戸 'i(C3) (N3) san.s rgyas (P3) Chos勾rirgya1 mtshan 

zes匂rabar m亘onp訂 rdzogsp紅 saIisrgyas nas da ya主bdeba can du bcom 1dan 'das 

(G6) sN an. ba m出a'yas srod 1a mya Ii釦 1as'das pa'i tho ran.s sPyan ras (Pl) gzigs 'tshan. P127a 

N116b 

P119a 
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りeむtsun(D6) (N4) Phyag na rdo司eyan. sn.on bska1 pa (C4) gan.ga'i k1u企gibye ma sned 

dgu bcu rtsa gnis勾ripha ro1 tu de (G1) biin gsegs pa (P2) Ye記ssgron ma ies bya ba玄 G165a

sa企srgyas nas I da3 yan. bskal pa bza企po'di呈id勾rirjes la de bZin gsegs pa rDo rje rtsal 

gyis (N5) 'gro bar 'tsha主rgyabar 'gyur ro(74) 

1 (1) CD: om. 2 (ya会)GNP: om. 3 (da) GNP: de 

pararthasarppad buddhanaIp phalarp隠 U討lyatamarpmatam 1 

buddhatvadi yad anyat旬 tadarthyatphalam i号yate11 

Cited again in the RKU， D 111 b5-6. Also cited in the Ekasm[ぐyupade仏 D(3928) ki 95a6-7， P [102J(5323) a 

26a5-6. 

(73)cf. Mayopamasamadhi， D (130) da 227a7-b2， P [32](798) thu 246b4ー7.
rigs kyi bt: de lt紅白凶ingsegs pa 'Od dpag med yoils su mya ilan las 'das nas dam pa'i chos nub ma thag 

pa'i mtshan mo skya ren. (D:間企sfor skya ren) 'char ba'i dus勾itshe by拍 chubsems dpa' sems dpa' chen po 

Spyan ras gzigs dban. phyug rin po che du ma'i bkod pa'i byan. chub kyi si会合un.du 'dug nas bla na med pa yan. 

dag par rdzogs pa'i bya合chubmn.on par rdzogs par 'tshan. rgya'o 1/ de mn.on par rdzogs par s幼 srgyas nas ' Od 

zer kun nas 'phags pa'i dpal brtsegs rgyal po乏esbya bar 'gyur ro 11 

(74)cf. Tathagatacintyaguhyanirdda， D (47) ka 166b4-167al， P [22](760-3)包括 191a7-b4.

de'i 'og tu de b:lin gsegs pa gra企smed I (D: om. 1) dpag tu med pa mnes par byed par ' gyur I bsti (P: sti) stan. 

du byed par ' gyur I bla mar byed par 'gyur I rim gro byed par ' gyur 1 mchod pa byed par ' gyur 1 de dag gi gnan 

tshan.s par spyod pぽ 'gyurI da隠 pa'ichos kya白S民主 bar'gyur 1 sems can bye ba治 rag湿ぜigbrgya sto企tshad

med pa dag kyan. yan. dag par rdzogs pa'i byan. chub tu yo台ssu smin par byed par 'gyur ro 11 de de'i 'og tu bskal 

pa gan. ga'i (P: ga'i) klun. gi bye ma sned 'das pa na I bya企chubkyi phyogs kyi chos rτlams yo会ssu rdzogs p訂

byas nas (P:ad./) bla na med pa ya会dagpar rdzogs pa'i byan. chub 抱負onpar rdzogs par 'tshan. rgya bar 'gyur 

te I bskal pa rnam par sbyon. ba (P: spyod pa?) zes bya ba la 'jig詑engyi khams kun nas yon.s su dag pa zes 

bya bar de b三ingsegs pa dgra bcom pa yan. dag par rdzogs pa'i sa会srgyas rig pa dan. zabs su ldan pa I bde bar 

gsegs pa 1 (P: om./) 'jig rten m首lyenpa 1 s勾lesbu 'dul ba kha 10 sgyur ba 1 bla na med paパhadan. mi rnams 
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ies (D7) gsu企sso 11 (G2) 'di lt訂 (C5)(P3) 'khor ba la thog ma dan. tha ma med pas 'phags pa 

'J紅 ndpalla ya古thogma med de 1 da企po'i saIls rgyas yin no 11 dus gsum gyi sa企srgyas ma 

DI06b lus pa'i thugs ye ses (N6) yin no 11例)sans rgyas th滋国(G3)cad1 rigs drug tu 'dus la 1 (Dl) 

rigs drug gi th11gS ka2 na rDo rje mon (C6) po la sogs pa ye ses sems dpa' b乏ugspa dan.1 dpal 

gSan ba 'dus pa'i rgyud kyi lha mams (P5)勾rigtso bo 'J訂npa'i rdo rje kun tu bza企(N7)po 

da企1(G4) 'Jam dpal gsin rje gsed匂ri'khor lo'i gtso bo mdzad pa dan.1 dpal rDo rje 'jigs 

(D2) byed he ru kar snan. ba daIlI dpal bDe (C7) mchog gi (P6) bsad rgyud A bhi dha na' i lha' i 

N1l7a 凶 or10' i gtso bo mdzad pa danl Se註gesgrada企1(G5) ku mu da d幼 1(Nl)始ye'ubzan. dan.1 

'J出 ndpal tshig sbyin3 gion nu la sogs pa gdul bya ji ltar凱 osp紅 snan.(P7) ba yin no 11 da 

CI09a ya企五紅 phyogs(D3) su 'tshan. rgya bar 'gyur bar 'Jam φα1 gyi ii1I gi bkod (Cl) pa'i mdo las 

(G6) gSUI恒例2)so 1/ saIls rgyas dan byan chub sems dpa' mams kyis sems can ma btan.4 (P8) 

bas'油 orba ma sto主S5勾ribar du sku da亘gs凶 dan.thugs均riphrin las danl 'phrin las記

G 165b su rtsa bdun da企1'phrin las (D4) sum (Gl) cu rtsa lIla 1 cho 'phrul加わ chen(C2) po gsum la 

P127b sogs pa rgyun mi (Pl) ， chad pa 'khor ba6 nas 'dren p紅 mdzad勾a企'khorba'i sems can zad 

par mi 'gyur te 1 'khor ba la thog mtha' med pa'i phyir ro 11 don 'di gsal b訂 mdzadpa'i (G2) 

phyir 'phags pa sPyan ras恨の (P2)gzigs db組 phyug(D5) gis sems c組 mams(C3) 'khor ba nas 

'dren pa thugs dam bcas pa las 1 sems can gyi kh磁nsla gzigs pas dbu gas pa' i dus su ちcom

ldan 'das sNa企ba(G3) mtha' (P3) yas dbu la biugs pa yin (N5) no 11 sa亘srgyas dan bya主chub

sems dpa'社lamscad匂ris7 sems can (D6) thams cad孟yiched (C4) du dka' ba dpag tu med pa 

sku nams su bies pa yin te 1 'di {Pめ lt紅 bcomldan 'das釘kya(G4) thub pas勾頃bska18pa 

graIls med pa gsum du (N6) skyes pa' i rabs de da主dedag知 gto金badan. 1 gt01主bachen po 

daIlI sin tu gton ba'i sbyin pa dan.1 tshul (D7) (P5)話回msdan.1ちzodpa (C5) danlる託son'grus 

daIlI bsam (G5) gtan mams sems can gyi ched du bya dka' ba dpag tu med pa sku nams (Nη 

su bies pa'i phyir ro 1/ Ba tshwa9 chu klz成 gimdo las ji skad (P6) du 1 

1 (cad) G: om. 2 (ka) GNP: kha 3 (sbyin) GNP: biin 4 (btan) GNP: g怯負 5 (sto郎)D: sons， G: gtons 

6 (ba) GNP: om. 7 (kyis) G: kyi 8 (bskal) P: bkal 9 (tshwa) P: tsha 

kyis ston pa / (P: om. /) sans rgyas bcom ldan 'das rDo rjes rn釘npar gnon pa ies bya bar 'jig rten du 'byun bar 

'gyur ro // 

oo 
q
J
 



chun. ma rnams dan bu tsha rgyal srid dba企phyugchen po dan1 
// 

8amams da主ni詰rrag(Dl) (G6) dan包註ildanlus (C6) dan mig 11 

pha rol dga'訂正idba企dubyas nas nas ni gtan ba yin // 

ga会(Nl)gi sems (P7) can mams la phan na邸 lamchod mchog yin 11 

sems can mams la gnod pa byas na na la gnod pa byas 1;2(75) 

DI07a 

N117b 

zes (Gl) bya ba la sogs pa 8103 ka (D2) bcu gcig gsuns so 11 dus den san (C7) yan (P8) 'dzam G166a 

bu'i4 gli企'dirslob dpon K1u sgrub勾ridbu btan ba (N2) danl slob dpon Arya de bas spyan 

bta主badanl slぬ dponMa ti ci tra5 (G2) rTa dbya郎防isstag mo la sku bt羽詰adan.1 bdag 

gi bla (Pl) ma bra部 zechen po Dze ta ri dGra las rgyal (D3) bas stag mo la rka主pa(Cl) bcag 

nおむyinpas dus de五iddu 'das so 11 skyes bu de dag ni byams (N3) pa da亘sn誌がsrgyud 

brlan (G3) pa'i byan chuる勾risems (P2) sbyon bぽ mdzadpa yin no 11 bya主chubsems dpa' 

r幼虫ぬyorba' i lam la byan chめ kyisems gsa' ma skye ste 1 ji skad du 1 By舗のめ chub

sems dpa'i sa las j6 (C2) 

mos pa spyod pa'i sa la (P3) 7 dge (P4) ba'i rtsa (G4) (N4) ba brtan8 pa gcig la byan. chub 

kyi sems skye'0(76) 

乏esgsuns so /1 de bas naるya企cubsems dpa' gzan gces9 p紅 byadgos pa yin pas na bdag 

dan gzan brje basるya企(P5)chub kyi sems sbyan b訂 bya'0 11 (D5) bdag snon (G5) SO ma pu 10 

ri'i nags gseb (C3) na 'dug pa na 1仰の 'Jigrten dba主phyuggis zal mIion sum du bstan nas 

1 (dari) GNP: pa 2 (グ)G: 1 3 (810) NP: 8010 4 ('dzam bu'i) N: 'dzambu'i， P: dzambu'i 5 (tra) GNP:!a 

6 (1) GNP: om. 7 N: ad. chun ba rnams kyi 8 (brtan) D: bstan 9 (gces) P: gcas 10 (pu) C: phu， GNP: spu 

(75}Sattvaradhanagatha， P [103](5429) gi 151a2-3. 

chu白marnams daIl bu daIl dban phyug rgyal srid chen po daIll1 
詰 rnamsdaIl ni khrag da白tshilda合lusrnams daIl ni mig 11 
gan rnams組10na dga' ba'i dba会byasna yis btaIl ba ste 11 
gan iig de la 'tshe na de ni na la gnod pa yin 11 

cf. Sattvaradhanastava， D (1125) ka 74b7-75al， P [46](2017) ka 86b6ー7.
chuIl ma dag daIl bu dan 'byor daIl rgyal srid chen po dan 11 
詰 rnamsdan ni khrag daIl tshil dan mig danlus rnams kyan 11 
ganla brtse ba'i dbaIl du byas nas na yi yo会sbta会ba/l

des na de la gnod pa byas na na la gnod byas 'gyur 11 

(7のBodhisattvabhumi，Wogihara 326.11f. 

tatradhimukticaryavihari頃rp.sarvakarasupacitaku8alamulana:rp (samasat功 samyagbodhisatれlacaryaniryata-

na:rp bodhisattvanarp.) taccittam utpadyate I 
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P128a 

C109b 



rigs kyi bu myur duヲtshaIirgyaむ紅'g戸 r(P6) ba daIi / gian gyi don 'dod na byaIi chub 

kyi sems sbya企badaIi / spel ba la brtson (G6) 'grus gyis iig 111 

ces gsuIis nas mi snaIiちar(D6) gyur to // ya企rDorje gdan倒的 labskor (C4)るabyed tsa na / 

(P7) rje btsun ma sGrol ma daIi / rje btsun ma Kbro gner can gyi ial nas 

G166b myur du 'tsha主rgyab紅 'dodpas byaIi ch由 kyi2sems (G1) la 'bad par bya' 0 

乏esgsu企sso 1/ yaIi rDo rje gdan na 'dug pa'i dus (P8) su skar誼lUIinas 

bha dan ta3組lyodbya企chubの7)(N7) kyi sems sbyaIi bar 'dod na (C5) byams pa da主

snm rJe goms par gylS Slg 

ces gsu企4/ya主rjebtsun gSer gli主(G2)pa'i ial nas I 

P119b tshe daIi ldan戸 (Pl)byams pa daIi s副会 rjelas byu企ba'iちyaIichub kyi sems sbyo企S

N118a sig // de ma sbyaIis na bharp. ga la'i mal 'byor (Nl) pa ltar mi 'grub bo 11 

DI07b bya色chubkyi sems (Cめゆり nitheg pa chenpo'i chos ma lus pa'i rtsa (G3) bar g戸lfpa I (P2) 

rgyur gyur pa /5 saるondu gyur pa yin te I dpal rNam par sna1I mdzad m1Ion parby.鋭 chub

pa las / (N2) 

thams cad mkhyen pa'i rgyu ni byaIi chub勾isems so 11 rtsa ba出 品iIirje chen 

pO'0(77) 

三esgsuIis pas (P3) sems匂iskad (G4) cig re re la dran pa (C7) (D2) da企J6ses bZin gyis by母国

pada企sniIirje bya主chubkyi sems rg戸 nmi'chad p訂 h匂redp訂 bya'O// rgyud (N3)缶詰s

'di skad du gsuIis te7 / 

nams na gsor mi (科)ruIi ba'i chos bii ste /るyaIichub匂risems gto企(G5)ba daIi I sems 

C釦 lagnod pa byed pa daIi I de' i chos spo企badaIi I ser (D3) sna byed pa' 0 //(78) 

1 (11) CD: om. 2 (kyi) N: om. 3 (ta) GNP: dha 4 (g践的 GN:gsu会S 5 (乃 GNP:om. 6 (/) GNP: om. 
7 (gsu企ste) G: gsun ste 

(77)，ゐirocanabhisaf!lbodhi，D (494) tha 153a5， P [5](126)出a117a8. 
rgyu ni byan chub kyi sems so 11 rtsa ba ni s組合言echen po'o 11 

Also cited in the Bhavanakrama 1， p.196， 11.19-21. 
tad etat sarvajnaj鼠narp.k紅 U亨互mul滋p.bodhicittahetukam 

(78) Vairocanabhisαf!lbodhi， D (494) tha 220b5-7， P [5](126) tha 185b4-6. 
'dus ma byas pa'i tshul魁ぜimskyi phun po bla na med pa de biin gsegs pas bsnags pa la gnas te 1 'dus byas 

kyi tshul khrims la thabs d組長邸 rabkyis yons su zin par spyod CInllltun ba'i rtsa ba bii ni srogs gyi phyir (P: 
ad. yan) yons su nams par mi bya'o 1/ bii gan ie na / 'di lta ste / (P: Oill. /) dam pa'i chos spon ba dan 1 byan 
chub kyi sems gton ba dan / (P: om. 1) ser sna byed pa da企/(P: Oill. /) sems can la gnod pa byed pa' 0 11 
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(Cl) de la bya企chub勾risems ma nams na gs国 n(Pのpo(N4) gsor ru主la/de歪宿泊 nagsum Cll0a 

pc;>manams勾railsor mi chud do / / de bas (06) na s匂reba'i rgyu la m話lasp訂るya/gzun ba 

da主/1bsgruちpada企j2sbya企bada企戸 spelba la S泊 tubrtan4 P紅 (P6)bya'o // 'di'i don (C2) 

rgyas p紅 (D4)'phags戸 Byamspa 'jug paヲ(N5)mdo dan /5 Klu 'i rgyal po rgya mぉhoius

pada企/(Gl) bSod nams thams cad bsdud pa'i mdo dail / Nam mkha' mdzod kyis (P7) ius G167a 

pa la sogs pa'i mdo las blta bar bya'o // 

dail po khas bla企spa'i tshul回立imsgsum po mig gi 'bras bu (C3)併合 b:iindu (D5) sruns 

sig / / (02) tshul滋賀imsgぅraggi rna ma b:iin sruns6 (P8) sig // rgyu dan 'bras bu ses nas de 

chudgsanp訂 mibyaP nesp紅 myurdu 'chi bar 'gyur te / 'dz釘nbu8 glin pa'i tshe la nes pa 

med pa dail / da lta tshe'i snigs ma yin pas (N7) yun rin du (03) (Pl) gnas pa'i mthu9 (C4) med P120a 

de /10 'chi ba rjes (06) su dran parるya/ll持yinaIi. thams cad mi託agpa gsum gyis zin pas 

金esp紅 myurdumedp紅 'gyurrosn紅npada古/sdig pa da企(P2)ltOO ba thams cad stobs b:iis 

sbyail12 bar bya 13 / g:ian (04) (Nl) ya金bya主chub勾risems bs匂redna 'dag ste / 

nan thos m沼 郡 勾ran(C5) gnod14 1槌 log//

theg pa che la (07) :iugs pa yis / / 

sems (P3) can mams la15 bu b:iin byams // 

N118b 

るyamsdaIi. sni亘司ebskyed pa yis // 

snar byas nes pa de yis (05) 'dag //16(79) 

ces slob 匂onK1u sgrub (N2) kyis gsu企sso // gzu企s魁lyadpar can bzlas pa da在/(P4) ltun 

bsags (C6) dail / Las kyi sgrib pa rgyun gcod pa (Dl)dan / Phu1I po gsum pa'i mdo la sogs DI08a 

pas 'dag go // ya長171tOOぬ d幼 sdigpa nid ma (06) skyes P紅 sesna18 'dag p紅恐dolas (P5) 

gsuns / (N3) chos註lamscad m註ampa nid du ses na19 'dag pas mnam p紅 ltadgos te / sems 

can la brten20 (C7) nas sa主S(02) rgyおもyunbas sems can gtso bor bya'o // dBu (01) ma (P6) G167b 

Hog ge la 'bar ba las 'di skad du / 

1 (/) NP: om. 2のN:1/ 3 (1) NP: om. 4 (brtan) N: bstan 5 (1) N: om. 6 (sruus) GNP: bsruIls 
7 (.乃 GNP:om. 8 ('dzam bu) N: 'dz街nbu委託 dzambu 9 (mthu) P: mthun 10 (/) CD: om. II (乃 P://
12 (sbyan) G: sbya企S 13 GNP: ad. ba dan 14 (gnod) GNP: snod 15 (la) NP: om. 16 (め GNP:om. 
17 (ya企)GNP: om. 18 (na) GNP: nas 19 (na) N: nas 20 (brten) C: brtan 

(79)Not identified. 

宅

2
ム

A品

I



'bras bu la re ba'i zags pas bciお (N4)pa mams ni sbyin pa'i ziIi 'dぉnp紅 byedciIi 

CIlOb tshol te 1 gzan dag bkres pa daIi skom戸 lasogs (P7) sdug bsIial zi bar bya ba'i (Cl) phyir 

snod ma brtsis (G2) p訂 (D3)byin na1 chos m呈ampa五idrtogs par 'gyur te 1 ji skad du 1 

mdo las gzan du chos gcig gis byaIi chub (N5) sems dpa'毘 yurdu (P8) mIion par rdzogs 

par 'tshaIi rgya ste 1 sems can thams cad la sems mn釘nziIi snoms (G3) la bye brag mi 

P120b P註yedpa'o 11 dkon mchog (C2) gsum niちdag(D4) gi yon tanおrizi企yingyi戸dud(Pl) 

'gro la sogs pa ni ma yin no 3 snam na bya主chubsems併合 dpa'des chos nid mnam pa 

nid du rtogs par mi 'gyur ro 11 de bas na dkon mchog gsum daIi 14 bla ma ni sbyin gnas 

勾rizi在るza企(P2)po yin la 15 dud 'gro la sogs pa ni ma (C3) yin te 1 zi企(D5)tswha sgo 

can la sa bon btab pa daIi 'dra'o 6 zes sems na by組問)ch由 semsdpa' i (G4) chos su mi 

'gyur ro zes gsuIis pas byaIi chub (P3) sems dpa' lhag pa'i るsampaる託anpa I sni金王jes

rgyun brl組 pamams kyis sbyin pa' i zi企bdam7p紅白iるya(80)

Nl19a 孟esrTogs ge la 'bar bar (C4) gsuお so11 slob (D6) dpon 'phags pa Klu (Nl) (P4) sgrub kyis Ba 

tshwαchu (G5) klun nas phyun8 ba'i sems cαn mgu bar bya ba'i tshigs su bcad par ya企

gsuIis so 11 theg pa chen po' i mdo sde gzan las勾ra白gsuIisso 11 rgya1 po Indra bhu ti'i (P5) 

za1 nas 1 

lus can kun (N2) la mnam nid kyis 11 (C5) 

yaIi dag (G6) sems (D7) ni bskyed parちyall

gaIi yaIi mi m歪am註idgnas na 11 

白ogma dbus mtha' las grol ba'i 11 

ye ses de ni s勾remi (P6) 'gyur 1/(81) 

1 (na) N: nas 2 (1) GNP: om. 3 G: ad.11 4 (1) GNP: 0鼠. 5 (1) GNP: om. 6 N: ad. 11 7 (bdむ叫 G:bdan， 

N: dam 8 (phyun) NP: byu企

(80) Tarh.宅jvala，ad Madhyamakah，;daya II-5， p.68， 1.13-p.70， 1.4， D (3856) dza 51a7-b3， P [96](5256) dza 54b4-8. 
'bras bu la re ba'i三ags予asbcins pa'i blo gros can dag iin 'tshol bar yan byed la 1 gan g三組daggis bkres pa 

la sogs pぜisdug bsnal ne bar ii bar bya ba tsam kho na la dmigs nas snod la mi rtog par sno立18par sbyin pa 
sbyin par byed pa des chos nid mnam par yan rtogs p紅，gyur te / ji skad du gzon nu chos gcig gis byan chub 
sems dpa' myur du bla na med pa yan dag par rdzogs pa'i byan chub mnon par rdzogs par 'tshaIi rgya ste / 'di 
lta ste sems can thams cad la sems mnam pa nid do zes bya ba danl de b乏indu gal te bya白chubsems dpa' 'di 
snam du de bZin g記gspa ni bdag gi yon gnas yin gyi dud 'gro ni ma yin no snam du sems na 1 bya会chubsems 
dpa' chos su mi 'gyur ro乏esbya ba la sogs pa gsuns pa 1ta bu'o 11 

(81).J.万ana‘<;iddhi，vm， 24cd， 25d， 26ab. 

。，白A4 



ies gsuils so / / 

dban po rtul po las dan po pa gs皮切bloma sbyans (N3) pa sniil rje ma (Gl) goms pa sniil G168a 

rje chu白barnams勾isni ii亘(C6)bd症が p紅 byaste / mdo (01) sde dan / rgyud sde dail / chos DI08b 

(P7) bsad pa rgyas pa la sogs pa2 las 'gyur gsuils so // las da主popa des mnam par ma biag3 

pa na spyod lam thams cad dran pa (G2) dail (N4) ses biin gyis zin parちya/社lamal pa'i skye 

bo dan se golla gtogs (P8) pa tsam yaillhan cig tu (C7) gnas (02) p紅 mibya / bre mo 'i gtam 

yail spa企/yi dwags4 la rgyun du gtor ma gtail5 / ses rab kyi pha rol tu phyin pa bklags6 pa 

dail 7 (03) (N5)組問 tonbya / mIion p紅 sespa ma thob (Pl) kyi bar du chos bsad pa mi bya / P121a 

stoIi par gnas daIi sems can yoils su mi gtoIi daIi / ji skad smras (03) biin (Cl) byed daIi bde C111a 

gsegs by切るrlabscan 8 ies pa'iyon tan σ2) de lta bu da企ld如何4)P訂 bya/ (N6) rmi lam gyi 

sems勾rignas skabs na yan sniIi rje ma bral b紅 bya/ 'phral gyi spyod 1訂nth紅 nscad 'phags 

pa dKon mchog sprin las gsuIis pa biin (C2) bya / ci nas (P3) kyan p註arol (04) mgu bar bya / 

， dod pa chuIi ba dan j9 chog (05) ses pa da企/(N7) ii ba da古/10dul barるya/ 'jig rten gyi chos 

brgyad mgo mnan p訂 bya/ dge ba bcu stobs daIi ldan p訂おうra/ dIios po thams (P4) cad la 

ma 11 chags pa da企/ien pa c加古 b紅 bya/ chos thams cad (C3) mnam pa亘iddaIi / (05) (G6) 

non moils pa dail ne ba'i (Nl)主onmoお pa'i gnen por 'gyur b紅 bya/ pha rol sdug bs白a1ba N119b 

mthoIi na de (P5) rab tu byu直bayin na 'tsho ba'i yo byad ma yin pa gtan b訂 bya/:也yimpa

yin na yo byad la chags pa med p紅 gtaIiちぽ (01)bya / 

bdag gi lus (C4) daIi loils spyod (N2) da企//12

dus gsum dge (06) ba s勾res(P6) pa rnams // 

sems can kun gyi lons spyod phyir // 

'phansl3 pa med p訂 bta企b訂 bya//(82) 

G168b 

1 (bdam) N: dam 2 (rgyas pa la sogs pa) GNP: brgya pa 3 (biag) GNP: giag 4 (dwags) DGP: dags 
5 (gtan) GNP: bt組 6(bklags) GNP: klag .7 N: ad. 1 8 CD: 11 9 (1) GNP: om. 10 (/) GNP: om. 
11 (ma) GNP: om. 12 (11) NP: 1 13 ('phans) C: phans， D: phons 

samyak cittam utpadya平 samatvarp.sarvadehi号u1124 
(bodhicittam idarp. jneyam anyatha vitatharp. bhavet乃
(bodhicittarp. na tannama) vi号amatvarp.yad三sthitam// 25 
na tad utpadyate j鼠 nam主dimadhy亙ntavarjitam11 

(82) Sik~ãsamuccaya， k. 4ab， 5a 

atmabhavasya bhoganaI11 tryadhvavrtt均subhasyaca / 

q
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DI09a 

P121b 

る1ama rje btsun A wa1 dhu ti2 pa'i za1 nas / 

ra古skyonrtog 1a mig mon (G2) bZin // 

gzan skyon rtog 1a (P7) 10企babZin // 

drail dan恒例3)rgya1 med pa da企H

rtag旬 ston記dbsgom (C5) pぽ bya// (D7) (83) 

s副主司ednos da走るrgyudpa yis3 // 

bdagda虫詳anm回nsbrje b訂 bya//

ga企phyirra主bassems c紅1(P8) gces //4(84) (G3) 

zes bla ma Na ro pa'i za1 nas gsuns skad / by組 chubsems dpa' ran (N4) bas gz釦 gcesp紅

bya dgos pas bdag da企gzanbrjeるar(C6) bya' 0 // byams pa daa s査ia(01) rje byan chub (Pl) 

匂risems ni gsail snags匂riya企gnadyin (G4) te P rTsa ba 'i lt妨 babcu bii pa las j6 

sems can mams la by紅ns戸 spo主7/1

bzi pa (N5) yin par rgyal bas gsu主s//

chos勾irtsa baちyaneh由 sems(P2) // 

de spo企bani lna pa yin //8(85) 

zes (C7) (D2) gsuns so 11 gzan mi smod pa dan / (G5) gzan gyi sdig rkyen mi bya b訂 dpagts註ad

brgyar 'groち紅bya'o1/ 

rab旬 byunba' i byan chub sems dpa' yis // (N6) (P3) 

gan na rtsod pa yod pa'i sa9 phyogs nas /1 

1 (wa) GNP: ba 2 (む)GNP: ti 3 (yis) CD: yi 4 (11) GNP: om. 5 (1) NP: om. 6 (1) D: 11 7 (spo企)G: spons 

8 (11) GP: I 宮(託sodpa yod pa'i sa) G: rtsod pa yod pa yi sa， NP: rtsod yod pa yi sa 

(utsarga与sarvasatvebhyastadrak弱suddhivardhanam11) 4 

?ぽibhogayasatv言nam(詰 nabhavadidiyate /) 
(arak号itekuto bhogaちki平 dattaqlyan na bhujyateめ

(83)Not identified. cf. Madhyamakahrdaya， 11-3 

puna hatamanena manasa tattvadarsina / 
parado号ek号勾丞ndhenasvado手pattibhiruI).吾11

(84)Not identified. 

(85) Mulapattisarpgraha， k.3. 

mai国tyagenasattve刊 caturthikathita jinail). / 

bodhicittaql dharmamulaql tasya tyag主cca pancami 1/ 
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dpag tshad brgya yi pha rol 'gro b紅 bya//

gal te (G6) ma byon byan chub (C1) sems dpa' (D3)査担ns//1(86) 

zes gsu企sso / / pha rol tu phyin pa企ugci nus kyis (P4) spyad / tshogs lam gyi chos bcu gs田n

由主/'phags (N7)戸 'inor bdun da企Prjes su dr犯 padrug dan / bsdu ba'i dnos予o(Gl) bii G169a 

C1l1b 

dao / skyes加 dampa'i rnam par rtog pa bcu drug dran予紅 (C2)(P5) bya' 0 /1 khyad par (04) 

du旬結 chubsems dpa' i rn釘npar託ogpa brgyad dran p訂 bya'o/1 '予hagspa Klu sgrub 

kyi za1 nas官 lor(削 除 'ines dmigs (G2) bdun gsuns pa dao / 'phags pa Thogs med kyis (P6) N120a 

'詰lorba'i査esdmigs mi rtag pa bdun gsuns pa yao dran p紅 bya'o// (C3) 'dod yon lna'i nes 

(05) dmigs ses p紅 byazi在民enpo (N2)むsten/ chos ma yin pa ci yan mi bya 1/ (G3) byams pa 

(P7) da主sni企rjerjes su dr泊予adnos da企brgyudpas3 sems can gyi donるya1 e ma ho4 nam 

zig na 'di rnams官 lorba nas thon par bya /匂ihud 'di rnams ji ltar (C4) byas na snam戸 yao

dan yaIi du (N1) (P8) dran p紅 bya'0 /1 (06) 

saIis (G4) rgyas theg pa 'di la企esp紅 'byun'dod ganl/ 

sems can kun la sems snoms pha ma'i 'du ses dao /1 

phan pa'i sems da企byamspa'i yid kyis5 gnas (Pl) par bya /1 

出aba med ciIi dranla tshig 'jam smra b紅仰のちya/16(87) 

zes (G5) gsuIis (C5) pa lt訂 byaldgeもaphra 7 (D7) mo ya企myurdu ma bsnos na Sog8 ma med 

dan 'Brog gnas kyi gtam rgyud9 da企(P2)'dra'o // de ltar gus pa da企yunrin ba da企rgyunmi

'chad pぽ bya主chubsems dpa' des mnam p紅 ma(N5) bzag10 (G6) pa'i dus su yanji slζad bsad 

pa'i chos de rnams草笛nssu blaos nas 1 (C6) (P3) m亘紅np訂 gzagpa'i (01) dus su s主arbsad pa'i DI09b 

P122a 

nam mkha'i rdo rje'i tin ne 'dzin bsgomll zi企/12don dam pa byan chuちkyisems cun Zig 

gsal泊(Gl)na 13 rao gi (N6) lus yod par mi tshor ba daol歪onmons (P4) rn担nskyao cu註zad G169b 

ti ba daol 'jig rten pa'i bya ba da主/14也asnad rnams '01 (C7) phyir同odpa daol phyi nan 

1 (1/) NP: om. 2 (1) GNP: om. 3 (pas) GNP: pa'i 4 (ho) GNP: 0 5 (kyis) GP: kyi 6 (/.乃GP:1 7 (phra) N: pra 
8 (Sog) NP: Sogs 9 (rgyud) GNP: brgyud 10 (b三ag)GNP: gzag 11 (bsgom) NP: bsgoms 12 (/) GNP: om. 
13 (na) GNP: da主 14(1) GNP: om. 

(86)Not identi長ed.

(87) Ratnagu1J-asa苑caya-gatha，XVI-6. 

niryayanaya iha icchati buddhaj館前samacitta sarvajagati pitumatusarp.jna 
hitacitta maitramana eva p征三krameyaakhila:τjavo mrdugira:rp. ya sadalapey盃11
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(D2) gi d古ospo kun yaiJ. ban bun da企/1lau lou du mthou ba dau / gzugs phra ba (G2) dau / (N7) 

rig pa yaiJ. (P5) ba daiJ. / khyab pa daiJ. / 'jam pa da企/ya企bada白/dga' ba dau / :巨ぉnsbdeるa

Cl12a 'by組長0//gian yat主'phagspa sDutF pa las gsuus (C1) pa'i rtags kyau s匂'este / (D3) 

tha dad 'du ses (G3) (P6) bral iiu rigs pa ldan tshig smra /P(88) 

N120b ies pa la (Nl) sogs pa'i tshig rkan pa亘i勾 rtsabZi gsuns so / / dran pa ne bar giag pa bZi 

dat主/yaiJ. dag par spoI包babii dan / rdzu 'phrul gyi rkan pa bii dan / (P7) dad pa da企1(G4) (C2) 

brtson 'grus da主1dran pa danl tin (D4) ne 'dzin dan 1詑srab mams bsgoms4 pas (N2) tshogs 

kyi lam la gnas pa dau / las daiJ. po pa'i sa daiJ.1 dad pa'i sa la gnas pa (P8) dau / thar pa'i cha 

da企mthunpa'i dge (G5) ba'i rtsa ba mmns bskyed pa yin no 11 de nas主esp紅 'byed5pa'i cha 

dan (C3) mthun pa'i dge ba mams bs勾吋 (D5)P紅 byaba'i phyir 6 ji (N3) skad bsad pa bZin du 

P122b gus pa dan / (Pl) yun ti直badaiJ. / rgyun mi 'chad p紅 'badpa dau 1 (G6) rim gyis dban po lna 

dau / stobs lIla daIl / snaIl ba thぬ padan I sna企bamched pa dan I de凶 ona' i don la phyogs 

gcig tu iugs pa daiJ.1 (C4) (P2)も訂 chadmed (N4) pa'i tiIl Ile 'dzin thob pa (D6) dan / don dmn 

G170a pa'i bden pa rtogs (Gl) par gyur pa7 nas sa daiJ. po rab tu dga' ba thob pa yin no 1/ dus der 

bzod pa bZi daiJ.1 mnam pa呈idbiiyan s匂re'o!l(P3) de nas pharol tu phyin pa bcu rdzogs pa 

daiJ. / dba企bcuda企/sn拍 ba(G2)恨の brgyaddanl rgyan (C5) bii dan I snin寸ebcu drug (D7) 

la sogs pa出ohpayin te / sa'i mam p訂 giagpa ni mdo sde Sa bcu par (P4) gsuIls 80 // ji lt訂 s

8a bcu' i bar du m亘ampar giag pa danl de'i rjes la thob pa yin te ji skad du / (G3) 'phags pa 

rAαm par mi (N6) rtog pa la 'jug (C6) pa'i gzuns las 

D110a byaIl chub sems dpa' (P5) de nan (Dl) du mnmn par giag pa na Ch08 thams cad nam 

mkha'i dkyillt訂 mthoula I de'i rjes las出obpa na sgyu ma' i9 dpe brgyad kyi 10 tshul 

(G4) biin du mthon no(89) 

1 (1) GNP: om. 2 (sDud) G: bsdud 3 (11) GNP: om. 4 (bsgoms) GNP: sgom 5 ('byed) GNP: byed 6 G: ad.1 
7 (pa) NP: om. 8 (lt訂)D: srid 9 (ma'i) CD: mi'i 10 (kyi) GNP: kyis 

(88) Ratnagw;asancaya-gatha， XVII-2a. 
nanatvasarpjnavigata girayuktabh却

(89)Not identified. 
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zes gsal por gsuris so // (P6) gari gi tshe (N7) mam par rtog pa mthar thug pa (C7) rdo rje lta bu'i 

ti主的 'dzinbr歪espa (D2) na rjes las thob pa ya主題imria' ste / chos kyi dbyiris su gyur nas 

chos kyi 1 sku mrion sum du brnes (G5) so / / dus de nas (P7) bzuri nas ji srid n担nm討が gnas

kyib紅 白 choskyi sku bzugs pas rjes las thob pa yari mi m主a'o//(N1) 

gari gis (C1) ria la gzugs su mtho企//

N121a 

Cl12b 

gari gis ria la sgrar (D3) ses pa // 

log pa'i (P8) lam du (G6) zugs pas na // 

skye bo de yis ria mi mtho企//

saris rgyas mams ni chos kyi sku 2 / / 

'dren pa mams ni chos kyis gzigs //90) 

zes gsuris pa (N2) da古/dpalrDoザ'ephre1i ba'i rgyud las / (C2) (Pl) P123a 

thams cad mam ses (G 1) phuri por zugs // 

mam ses de yari 'od (D4) gsal ba'o // 

mya rian 'das dari kun stori dari / 

chos kyi sku ya主gsurispa yin //3 (91) 

記sgsuris pa dari / (P2) 'phags pa Chos ya1i dag par sdud pa las匂泊/

sa企srgyas (G2) (N3) d亘osni s勾reba med pa' 0(92) 

zes dari /4 'phags (C3) pa 'Jig rten las 'das pa'i le'u las kyari / 

G170b 

saris (D5) rgyas mams ni chos kyi (P3) sku / / 

mamdagnamm話回， lta bu yin //5(93) 

1 (kyi) GNP: om. 2 G: ad. gzags 3 (11) NP: om. 4 (1) GNP: om. 5 (/1) NP: om. 

(90) Vajracchedika， 26， k.1-2ab. 

yo maIp rupe.ga cadrak号uryo ma1p. gho~e.ga canvag吟/

mithyapraha.gaprasrta na maIp drak号yantite jan碕グ l

dharmato buddho dra号待vyodharmak三yahi nayak詩/

(dharmata ca na v詰neyana s五五akyavijanitum 112) 

(91}Not identified in the 均jramala，but cf. Pu:u;fikrtasadhana， k.43cd， 44ab. 

vijnanaskandham ayati v話nana1p.ca prabhasvaram 1 

sanirva.gaIp sarvasunya1p. ca dharmakayas ca gadyate 1 

(92)Not identified. 

(93)Not found in the Lokottara-parivarta. cf. Buddhavata1'(lsaka， D (44) ka 81b5， P [25](761) yi 88b5-6. 
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fes dati 1 Phyogs kyi gl拍手0'i fal stia nas勾組1(G3) 

ses raるpharol phyin g話smedll 

ye ses (N4) de ni de bfin gsegs 111(94) 

fes dati I slob (C4)匂on(P4) nid勾r1乏alstia nas勾喝/

n出nrr必m'bfin du gos pa (D6) med 11 

spros pa med citi mi ' gyur ba'i /1 

企oもogati yin mtho企ba(G4) ni 11 

de yis de bfin gsegs pa mtho企H

'phags pa (Pのyont組 rdzogs(N5)治 yoddati 11 

'gro ba'i bla ma satis rgyas la 11 

zla ba dati ni ' od zer bfin 1/ (C5) 

mkhas pa mams勾isdbye ma mtho古IP(95)

fes pa da主1yati (D7) slob dpon (G5)註idkyi fal stia nas 1 (P6) 

dge chos kun la mi gnas par 11 

chos匂idbyitis勾rid企osgyur ci企11

mchog tu zab (N6) pa' i brnes pa yi 11 

zab mo khyod la phyag 'tshallo 11θ6) 

三espa dati 1 ya企

1 (11) GNP: om. 2 (11) GNP: om. 

yan dag sa郎 rgyaschos kyi sku 11 (P:乃

mam dag (P: par) nam mkha' 'dra ba ste 11 

(94) Praj.均paramitapi1J向rtha，k.l ab. 

pr2昔話paramit丞jnanamadvayrup. sa tathaga也キ/

俗芸dhyat記 arthyayogenatacchabdyrup. grantham亙rgayo与/乃

(95)Praj元aparamitastotra，k.2-3. 

akasam iva nirlep盈p.ni守rapancarp.nirak号araml

yas tvaIp. pasyati bhavena sa pasyati tathagatam 112 

tava caryaguI).ac.hyaya buddhasya ca jagadguro与/

na pasyanty antaraヰ1santas candracandrikayor iva I! 3 

(96) Paramarthastava， k.8. 

街 thit吟 sarvadhanne号udhannadhatugatitp. gat功/

para平 gaIp.bhirata早 pr匂togaIp.bhiraya namo 's匂 te11 
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chos kyi (C6) dbyins dail (P7) sails rgyas' m担ns/1 (G6) 

des na don du tha 'mi dad 111
(97) (01) 

ces da主Iya主

skye ba med pa'i註obo yis 1/ 

khyod la skye ba yon mi mIla' 11 

mgon po gsegs daIl biugs (N7) mi m主ぜ 11

d直osmi mIla' (P8) la phyag 'tshallo Il計約

三espa daill ya企

sails rgyas (C7) mams (Gl) ni dus rtag tu 11 

chos nid 'di lta bu la biugs 1/(99) (D2) 

ies pa la sogs pa man du gsuIls te I re iig bzag go 11 

rje btsun Arya (Pl) de ba'i三alsna nas I 

re iig dnos (Nl) 'di nammkha'i nags tshalla8 /1 

skyes (G2) pa'i padma biin du d主08med de 11 

gnis ka dag (Cl) las gian pa' a古riboIi rwa biin no 11 

thむ pa'imam ?a Ci 'dra(D3〉ba〈PDtigyod //3(100) 

ces pa dan I dpa1 Ye ses rdoヴekun las4 btus pa 'i rgyud las均 給 /

sa古S(N2) rgyas mams勾railga企gitshe (G3) gian gyi don mi mdzad pa de'i tshe yail 

dag pa'i恐 tha'(C2) la gnas nas5 spros戸 thams(P3) cad ne b紅 iinas bzugs S0(101) 

1 (11) GNP: om. 2 (1，乃 GNP:om. 3 (11) GNP: om. 4 (las) NP: la 5 (nas) GNP: om. 

。7)Acintyastava， k.42ab. 

buddhanam sattvadhatos ca tenabhinnatvam arthatah 1 

(atmanas ca p訂匂arp.ca samata tena te mata 11) 

(98) Paramarthastava， k.3. 

anutpannasvabh丞venautp盃daste na vidyate 1 

naga討rnagatir nathasvabhavaya namo 'stu te 11 

(99)Not identified. 

(lOO)Not identified. 

(101)均jrajnanasamuccaya，D (447) ca 286a2， P [3](84) ca 294a8. 
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ies gsuIls pa da白/おるのめ dpon'phags pa Thogs med kyi起 sIlanas主yan/ 'di ltar 

sems can (N3) thams cad (G4) m企onp紅 rdzogsp訂 sa企srgyas nas (P4) chos匂riskur 

gyur pa de'i tshe sans rgyasma lus (C3) pa thams cad chos kyi dbyi企smam par dag pa 

nid du gyur nas de'i Ilan nid du biugs so //1(102) 

ies bsDu ba gtan (D5) la dbab par gsuns (PのpasP (G5) slob σ11"4) dpon 'di yan dag p訂 nagnis 

su med pa'i ye ses kyan mi bied la P mam p訂 mirtog pa'i ye ses kyi rjes (C4) la thob pa yan 

mi bied de / sa gsum pa'i d加古 phyugbrnes pas (P6) . chos thams cad s勾rebamed p紅 thugs

su chud pa'i phyir ro // (D6) (G6) (N5) don 'di las dgo主snas rDoザ'ephren ba'i rgyud las / 

'di ni don dam bden pa ste / 

sna直bamedci企mtshanma med // 

don dam (C5) (P7) bden pa邸主yanbya // 

saIls rgyas kun gyi biugs gnas yin 1/(103) 

Gl71b 乏esgsuIls so // slob pdon Zla grags匂riial (G1) sIla nas (N6)勾 拍 /

chos亘idskye (D7) ba med pa ni / 

thub gnas sans rgyas (P8) yin par gsuns //4(104) 

乏esgsuIls so 1/ 

3.2 

thog ma med pa nas (C6) dnos po la盟主onpar ien pas bden pa g宣iskyi tshul mi ses pa dag 

P124a na re油 yeddbu ma pa ltar gyur na sans (G2) rgyas mams (N7)主yis(Pl) bskal pa gra企smedpa

Dll1a ma白porbyaIl chub (Dl) sems dpargyぽ pana bya dka' ba王lpag知 medpa mdzad pa dan / 

1 (1/) CD: om. 2 (乃 P:om. 3 (1) GP: om. ヰ(1，乃P:/ 

ji srid du ii ba la sogs pa'i las kyis sems can gyi don凶 byedpa de srid du yan dag pa'i mtha' la rab tu gnas 
par 'gyur ro // 

(102)Not identified. 

(103)Not identified in the 同;ramala.But cf. Pi~4fkrtasãdhana， k.45. 
paramarthama1)slalarp. hy etan nirabhasam alak号匂am/

param五rthasatyan互mapisarvatathagatalaya与/

(104)Trisara~asaptati ， k.22ab. 
chos rnams dnos med nid la ni // 
blo gnas sans rgyas yin par bsad // 
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bsod Ilams (C7)勾ritshogs gra主smed pa bsags pa la don med ci主(P2)chos daIl dge ' dun yaIl 

med (03) par ' gyur ro // sems can (Nl) mams官 lorba nas ' don p紅 byedpa med pas sdig pa N122a 

can gyi lta ba (D2) de thag bs丘Ilsla bzag go // 'di ni dkar po'i chos kyi 10 tog (P3) gi (Cl) ser C113b 

ba /1 phyi rol pa chad par smra ba bas 'di lhag2 pas 'di lta bu 'di sba ZiIl gsaIl (N2) bar (G4) rigs 

so // 

dbu ma pas smras pa 1話lyodni説ogros ma sbyaIls siIl3説unpa ste I mDo sde sprin chen 

po dan / L僻 kar(P4) g，白'gs(D3) pa da企/rNa bo che'i le'u daIl / 'Jam φ'al rtsa (C2) ba 'i 

rgyud chen po Iτlams su yaIl dan yan du luIl bstan戸，i 'phags (G5) (N3) pa Klu sgrub kyi 

gZt泊 laskurるa' debs pa de dag ni ra主phuIlbarるyeddo 1/ (P5) de'i bzed pa'i gzu企gissaIls 

rgyas mams chos skur gyur CInl de' i ye ses匂ranrtog (D4) pa thams cad spaIls (C3) nas chos 

kyi dbyiIls su gyur pas des na めyiIlsda直(G6)ye (N4) ses dan 1 yul dan yul(P6) can medpas 

mamp訂 mirtog pa'i ye sesるyaba de ji lta bu zig yod / slob dpon gyi乏alnas勾 始 /

ga企phyir'das pa med pas na /1 

de phyir ma '0企spa yaIl (C4) med 1/ (D5) 

gnas ni yo会ssu gyur (P7) pa'i (Gl) phyir 1/ 

da (N5) ltar byuIl ba gan na gnas /14(105) 

zes da企/

Gl72a 

mnamp訂 gzagdaIl ma bzag5 pa 1/ 

ga主la'di dag thams cad med /1 

dIlos da古dIlosmedm出 張 spaIls pa // 

zun 'jug yin par (P8) ston pas gsuns //(106) 

1 (/) GNP: om. 2 (lhag) CD: lhags 3 (siu) G: sin 4 (11) GNP: om. 5 (ちzag)GNP: g三ag

(105) Bodhicittavivarana， k.31. 

， das pa gan yIn de ni med 11 
ma'o会spa ni thob pa min 11 
gnas phyir gnas ni yo会sgyur pall 
da ltaむala ga la yod 11 

(10吾lpancakrama，V-16abd， 15c. 
(suptaちprabuddhaity etad avasthadvayavarjitam) 1 

yuganaddharp 刊紙chast呈(svapabodhavivarjitam)115 

samadhanasamadhanarp yasy呈nastyeva sarvatha 1 
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(G2) zes gsuns (C5)paS m担n(D6) par mi rtog pa'i ye (N6) ses mibzed do 11 dus de'i tshe mam 

P124b par mi rtog pa'i ye ses med pas spros pa ma 1us 伊豆iba yin p邸宅jeslas thob pa'i(Pl) ye ses 

bya ba ji 1ta bu zig yod p紅 ，gyur te med do 11のめ 'phagspaLωkar gsegs pa las /1 (C6) 

官邸1(N7)戸白創nscadspa虫snas kya企/1

ga1 te (D7) 'khrul pa sna主gyurnall 

de凶 'ld立ulpa ya企(P2)dag ste /1 

rab rib yons su ma dag bzin 111(107) 

zes gsu主ste 1 de 1a rab rib ni gsum (G4) ste 1 mi mk:has pa rab rib can dan Irrまhaspa rab rib 

N122b can (Nl) d拍 1(C7)賞記laSpa rab rib dans pa' 0 11 (P3) sans rgyas mams ni rab rib da企spa yin 

Dl11b pas 2 sl訂 ya企(D1)rab rib snan bar mi 'gyur ro 11 '0 na sa邸 宅yasla sku da企yeses dan (05) 

yon t組 da虫phrinlas kyan mi mna"ぉnze na P smras pa 1 rg戸 (P4)gsum dan (N2) rkyen gcig 

C1l4a (Cl) gis gdu1 bya'i企oga虫lasna企baste 1 gdu1bya'i dbye bas sku yail sna tshogs su snail企011

ye ses勾ra註ra晶、yu主(D2)gi ye ses chen po y泊 te1 bla ma A (邸)wa4dhu ti5 pa dan 1 b1a 

(P5) ma T丞mradwi pa6' i za1 nas 1 

ye ses chos kyi めyins(N3)由主 (C2)tha mi dad 11 

chos勾idbyins la ran 'b戸主 yeses btags 11 

bsam du med cin tshig gi spros da企bra11/

gdul bya' i no gan de nid m但n(P6) 1主訂gsuns/1 

Gl72b (Gl)三esslob dpon Klu sgrub匂is(D3) gsuns(108) zes gsuns so 11 debzin du .stobs bcu (N4) la 

sogs (C3) pa da企1cho 'phrul gsum d拍 phrinlas髭 釦 託salna d組 1phrin lassum cu rtsa (P7) 

g亘ismams gdul bya'i企ogan la sna主主0/1おもasna slob dpon (02) gyi孟a1s主anasl

1 (11) P: 1 2 GN: 1， P: 11 3 (孟ena 1) G: ie na， NP: 1三ena 4 (wa) GNP: ba 5 (tちGNP:ti 6 (Ta mra dwi 
pa) GNP:τarp. mradwi戸

(yuganaddhe sthito yogi) bh計三bhavavivariit功116

(107)cf. Lankavatara， II-166， 167 = X-127， 128. 
aryo na pasyati bhranti早 napitattv舷p.tadantare 1 

bhrantir eva bhavet tattv幻p.yasmat tattvarp. tadantre 11 166 
bhrantirp. vidhuya sarvarp. hi nimittarp. jayate yadi 1 

saiva tasya* bhaved bhI・antirasuddharp. timir忽p.yatha 11167 
*casya X-128. 

(108)Not identi註ed.
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mgon po sems pa mi n泊a'ii企//

rnam rtog g-yo ba mi (N5) m企a'(D4) yan / / 

始 yod貢id(C4) nan gis sems can (P8) la //1 

saIis rgyas phrin las mdzad par 'gyur //(109) 

yan / 

rnam rtog r1un dmar thぉnscad kyis / / (G3) 

dpag bsぉnsin lt紅 miskyod kyaIi / / 

de yaIi sems c組 thamscad kyi2 
// 

bsam pa yons (Pl) su rdzogs割合 parmdzad //(110) 

yaIi (D5) / (C5) 

mgon khyod sems can 'du ses kyi / / 

'jug pa kun tu mi 3 mna' yan // 

P125a 

sdug bsna1 can gyi (G4) sems can la // 

s記企 rjephan gton4 mdzad pa (P2)油 yod//(111) 

yan / 

gzan don phun sum tshogs pa ni / / 

'bras bu' i gtso bo yin (N7) parるおd//

saIis rgyas nid (C6) sogs de las gzan /l (D6) 

1 (/，乃P:1 2 (kyi) N: kyis 3 P: ad. mi 4 (gto1I) GNP: sto1Is 

(109) Niraupamyastava， k.24. 

na te 'sti manyana natha na vikalpo na cenjana 1 

anabhogena te loke buddha1qtyaI!1 pr釘 artate11 

= Kudu!inirghatana， k.2. 

na te 'sti manyana natha na vikalpo na venjana 1 

anめhogenate loke buddhaIqtyaI!1 pravartate 11 

(l 10) Kudr~!inirghãtana， k.4. 

cintamaJ).ir ivakampy時 sarvasaI!1kal戸 vayubhi与/

tathapi sarvasattvanam ase号aSaprapuraka年11

also cited in the MadhyamakaratnapradIpa D (3854) tsha 286b1， P [95](5254) tsha 361a5-6. 

(111) Niraupamyastava， k.9. 

sattvasaI!1j鼠 cate 語版蹴va由anaprav紙潟f

duきkharte号uca sattve号utvam atIva均p五回lakaキグ

丹、
UF

O
 



de dag zar la 'byUl1. bar bzed 1/1(112) 

ces (G5) gSUl1.S SO /1 (P3) yaIi slob dpon Arya de己正izal nas 

bskal pa grans med man po ru 11 

rtag tu gzan donもa'三igmdzad/l 

N123a mthar thug (N1) chos sku brnes pa na 1/ 

ji srid 'gro ba gnas (C7) don du 1/ 

mya企anmi (P4) 'da' (G6) gzan don mdzad 1/ (D7) 

de phyir bya企chubsems dpa' yis 1/ 

gzan don ma yin spyad mi bya 11 

ra企dontsam la'るadpa ni 11 

'gro ba lna (N2) po thams cad spyod 1/ 

rtag tu snin rje gzan gyi don 11 (P5) 

Cl14b nams su len pa'i s勾resmchog (C1) (Gl) ni 1/ 

'gro ba'i pha ma dga' dga' na 1/(113) 

zes gsuns so // sku gsum (D1) mam par gzag pa ni P slob dpon gyi zal s古anas 3 gzan du gsuns 

G173a 

D112a 

pas 'dir (N3) (P6) bzag go 1/ de ltar chos匂risku' i byin rlabs (G2) las / rg戸1gsumdanr孟yengcig

gis gzugs勾risku da主zab(C2) pa dan rgya che ba'i chos ston te 14 sku'i (D2) P凶 nlas 'khor 

ba ma sto企skyi b紅白'るyunno 1/ (P7) don 'di la dgons nas rgyud las 1/ 

bsam (N4) pa tha dad mos pa du担 a(G3) yi 1/ 

sems can dba註giskhyad par man po '起立U邸 11

gcig na chu yi snod国 dumaru /1 

zla ba' i gzugs (C3) br百組長紅badag (P8) dan mtshuns 115(114) (D3) 

1 (11) P: 1 2 (1) GNP: 11 3 GP: 1， N: 11 4 (1) P: om. 5 (11) P: / 

(112) Kudr~!inirghã幻na， k.3. 

pararthasarp.pad buddhanarp phalarp mu討lyatamarpmatam 1 

buddhatvadi yad anyat tu t亘darthyatphalam i~yate 11 
Cited again in the RKU， D 106a2-3. 

(l13)Not identified. 

(l14)Not identified. 
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ies gsutis pa dati 1がるtsunArya de ba'i ia1 stia nas匂ra企/

nor (N5)加 (G4)satiI ka see byu ru dati 11 

bai du rya dati zatis勾isnod mams bkod pa las 11 

de la zla ba gcig ni nam (Pl) mkha'i d勾ilnas ni 11 

yotis su gyur nas (C4) gzugs ni so sor tha dad sn幼 baltar 11 

P125b 

de (D4) bZin mgon po de歪idthugs rdo rje 11 (G5) 

'gro ba'i tshogs併合 susna tshogs nid du khyab nas biugs IP(15) 

ies (P:!) gsutis so 11 bsod nams chuti ba dbati po dman pa mams la sku yi mi sna主主ollmDo

sde'i rgyan las ji skad du 14 
(C5) 

ji ltar snod chag gyur pa las 11 

zla ba'i (D5) (06) gzugs br註an立註 snatiiiti 11 

de (P3) biin (N7) sems can tian pa la 11 

satis rgyas gzugs kyati江lIsnati企01/5(116)

ies gsutis so 11 de bZin du gsuti de yati gdul bya'i snod dati sbyar nas 'byu企ste1 

sa主srgyas m釘nskyi (C6) (01) gdulるyalall(的

ji ltar mos pa'i chos gsutis (D6) te 11 

G173b 

kha cig la ni sdig pa (N1) las 11 

mam par bzlog6 pa'i chos gsu企8so 11 

kha cig na ni rgyu 'bra8 gnis 11 

chud mi gsan ies chos gsuIis te7 11 

N123b 

kha cig la ni bden (P5) pa g五is11 (02) 

mam par dbye ba'i (C7) chos gsutis 8011 

zabmo魁lU'phrig8 can mam8 la 11 

1 (saIl) GNP:血中 2 (sel) GNP: sil 3 (1/) P: / 4 (1) GNP: // 5 (11) CD: 1， P: om. 吾(bzlog)GNP: zlog 

7 (gsu会ste) GNP: gsuIl ste 8 ('phrig) GNP: khrig 

(115)Not identified. 

(116) M ahayanasutrala1J1kara， IX-16. 

yathodabhajane bhinne candrabimbarp. na drsyate 1 

tath互du号te号usatve伊 buddhabimbarp.na drsyate /1 

po 

戸

h
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sto長話ds盃古里je'is副長pocan/I 

ji (N2) ltar (D7) mos pa' i chos gsUIls SO 1/(117) 

乏esslob dpon Klu sgrub勾is(P6) gsuIispa d泊 1yaIi /1 snod ma dag la mi (03) snaIi ste // 

tshaIis pas gsol ba btab pa na /1 

C115a zab mo chags bral bdud (CI)武si'dus maるyas// 

bdud rtsi lta bu' i chos gcig bdag gis rned 1/ 

su la (N3) (P7) bstan均給gobar mi 'gyu2.te //3 

D1l2b bdag nid gcig pu (Dl) nags subsgom (04)雪紅bya//4(118) 

孟esgsuIis so // slob dpon gyi zal sIia nas kya企/

gaIi phyir de lt紅 zabmo' i chos // (C2) 

snod min 'gro la mi snaIiるお//(P8) 

de yi phyir na mkhas mams kyis // 

saIis rgyas thams (N4) cad mkhyen pぽ ses//5(119) 

zes gsuIis so // (05)de'i phyir (D2) don 'di 'phags pagSa1Iba bsamおお mikhyab par gsu企S

P126a so // de'i phyir 'phags (Pl)戸玄lusgrub kyi rjes su 'bra企(C3)ba' i dbu ma la skyon ci yaIi 

med do // ga企daggzuIi 'di la skur ba 'debs pa de dag ni仰の zabciIi rgya che (06) ba'i chos 

守 秘spa'i sems can dmyal ba'i (P2) sdug bsIial (D3) yun riIiる紅myOlibar 'gyur ro // 

1 (.乃 GNP:om. 2 (mi ' gyur) GNP: ma gyur 3 (ρ) NP: / 4 (め GNP:om. 5 (/.乃 GNP:o訟.

(117) cf. Ratnavalf， IV・94cd，95， 96. 

(yathaiva vaiyakaraI).o matrkam api pa!hayet乃
buddho 'vadat ta出雲 dharmaIp.vineyanaIp. yathak号amamll94

ke持Ip.cidavadad dh組 naIp.papebhyo vinivrttaye / 

ke戸中citpUI).yasiddhyarthaIp. k，時五平ciddvayanisritam 1195 

dvayanisritam eke持ltgambhiralt bhirubhi与aI).aml

sunyat雲.karuI).agarbhameke号2甲 bodhisadhanam1196 

(1l8)cf. Lalitavistara， XXV-l 

gambhira santo vir司めprabhasvara与prapωmidharmo hy amrto 'sa平S均ta与/

deseya cahaIp. na parasya jane yan nuna 信号I!ipav釦 evaseyam 1/ 

(119) Ratnaval乙1-74.

sarv宍jnaiti sarvがobuddhais tenaiva gamyate / 

yenaitad dharmagambhiryaIp. novacabh司anejane/1 
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4 

S主.ongyi slob dpon mams kyis 1 phyogs re re mdz泌氏/

4.1 

slob (C4) dpon Phyogs kyi glaIl po daill Dharma話 rti1a sogs pas tshad ma'i (G1) giun G174a 

rgyas p紅殻dzad(N6) (P3) do 11 

4.2 

slob dpon Chos skyob danl slob dpon SaIls rgyas lha danl dByig bses da企IdBya主S(D4) 

sgrogs da主IYid'0白1asogs pas2長an白osるyebrag tu smra (C5) ba'i 1un rgyas par (02) mdzad 

doll 

4.3 

slob (P4) dpon dGe bsruIls danl Chos mchog danl dByig gnen sna (N7) ma la sogs pas 

nan thos mdo sde pa' i gお古 rgyaspar mdzad do 11 

4.4 

slob dpon Thogs med daill dByig g量切のめ danlBlo brtan (P5) daill Ses rab (03) 'byuIl 

(C6) gnas sbas pa danl Ka Ii主主ad幼 IIHadbaIl blo da古Idge bsnen btsun pa No bo nid 

med pa 1a (Nl) sogs pas ni m出nbcas m国nmed勾rigiun rgyas p紅 mdzaddo 11 N124a 

4.5 

slob (P6) dpon Bha bya danl Bu ddha3 p盃Iita daill De ba sar (04) ma danl sPyan rぉ

(D6) gzigs (C7) brtul zugs da主ISanta rak号i旬 danlKa ma la釘la1a sogs (N2) pas並 dbu

ma'i g会1企rgyaspar mdzad do 11 (問

4.6 

slob dpon Tsandra go mi daill slob dpon dPa' bo daill slob dpon rGya mtsho (05) sprin 

danl slob dpon Santa de ba danl slob dpon Lun組 (Cl)ka 1a sogspas (D7) semsるskyedma Cl15b 

白agpa 1as dan po (P8) pa'i phyir tshad (N3) med pa bii dan I bsdu ba'i dnos po bii daill pha 

r.01旬 phyinpa la sogs pa4 ji (06) 1t紅白信nssu b1an ba'i spyod戸 rgyachen po' i giu金工芸Yお

1 (kyis) GNP: kyi 2 (pas) GNP: Oill. 3 (ddha) G: dha， NP: dha 4 (pa) GNP: pa'i 

可

t
-hJV 



P紅 mdzaddo 11 

4.7 

G174b 

slob dpon 'phags (Pl) pa Klu sgrub daIi 1 (C2) slob dpon Arya de ba dan 1 (D1) slob dpon 

Ma ti1ぉitra dan 1 (N4) sloちdponKa mba la2 dan 1 slob dpon Zla ba grags (Gl) pa da直f

slob dpon lna pOS3 mdzad pa'i dbu ma'i giun de (P2) dag ni dbu ma'i giuil thams cad勾ri

phyi mo yin no 11 dbu ma'i giu企thamscad kyi rtsa ba yin pas ' gran zla (C3) med pa yin no 11 

P126b 

D113a 

4.8 

'di lt紅 (D2)(N5) bka' gsail s企ags勾ri(G2) giuil yan sloちdpon(P3) Sa主srgyasgsa亘badanl 

slob dpon Si主主yabses室長endan 1 slob dpon Ses rab grub pa dan 1 slob dpon Kun dga' snin 

po la sogs pae ni rnal 'るyorgyi rg戸 ddaIi 1るyaba' i (C4) rgyud勾i(N6) don (G3) (P4) gsal b紅

mdzad do 11 (D3) 

4.9 

slob dpon Indra bhu ti da企1slob dpon SaIis rgyas ye ses重absla sogs pas dpal gSan ba 

'dus pa'i rgyud匂idon 'ba'三iggsa1 b紅むyasso 11 

4.10 

slob dpon (P5) Tsarya pa daill slob (G4) dpon rDo rje dril bu daill (C5) (N7) slob dpon L註

yi5 pa la sogs pas dpal bDe mchog gi rgyud kyi (D4) don gsal bar mdzad do 11 

4.11 

slob dpon 1)0平 bi6he ru ka daill Sa ra r註pala sogs (P6) pas dpa1 He badzra'i rgyud kyi 

don tsam gsal (G5) bar mdzad do 11 

4.12 

N124b slob dpon Ku ku ri pa da企1Chos kyi (N1) zabs la (C6) sogs pas ni dpal Ma ha ma ya7'i 

don gsa1 b紅 mdzaddo 11 

1 (Ma ti) GNP: Ma tri 2 (Ka mba la) C:瓦aba la， D: Karp. ba la 3 (pos) D: po 4 (pas) GNP: pa 5 (yi) GNP: i 
6 (bi) GNP: bhi 7 (ya) GNP: ya 

。。FO 
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5.1 

slob dpon gyi ia1 (P7) sna snas / (05) skyeちoma lus pa la 'di bka' drin che ba yin te / 

5.1.1 

tha (06) ma1 pa la sin tu phan gdags pa'i phyir r1初 'brelgyi rtsis dati mo'i rnam pa mdzad 

do // 

5.1.2 

blon 1 po (N2) rnams la (C7)悼釦gdagspa'i (P8) phyir Ses rab brgya pa daI'l / brTag pa bcu 

gnis pa la sogs pa mdzad do // 

5.1.3 

rgya1 po rnams kyi (01) phyir (D6) bSes pa'i Spl坊2yigd拍 /Rin po che'i phreti 抑制zad G175a 

do // 

5.1.4 

百 lorrnam biir gtogs (Pl) pa bsod nams (P2) c加古 barnams3匂ri(P3) phyir (CI) (N3) sPos 

sbyor che chun la sogs pa mdzad do // 

5.1.5 

sman pa rnams kyi phyir sByor ba brgya (02) pa mdzad do // sByor ba sum cu rtsa gnis 

pa daI'l / Ni su pαdan / bDud rtsi 'i (D7) sniti thigs dan / 'Tsho ba 'i mdo la sogs (P4) pa mdzad 

do // 

5.1.6 

theg pa chen po la iugs戸 (C2)rnams kyi ched4 du (N4) Sems skyed pa'i cho ga da企/By綿

chub sems (03)φα'i spyod pa gsal ba daI'l1 mDo kun las btus pa la sogs pa mdzad do // 

5.1.7 

ya企de(P5) dag gi thog tu dBu ma rtsa ba'i ses rab (D1) daI'l/ de las 'phros pa rTsod pa D113b 

1 (blon) N: slon 2 (spri会)GNP: spriぉ 3(chun ba rnams) N: Offi. 4 (ched) GNP: phyed 

G
U
 

戸
同
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P128b 

G175b 

N125a 

bzlog1 pa daIi / sTo1I pa nid bdun cu pa (C3) (N5) mdzad do // 

5.1.8 

de'i yan lag tu (04) Rig pa drug cu pa daIi / Theg pa chen po ni su pa daIi / (P6) Srid pa 

'pho ba daIi / bsGom pa'i rim pa d姐 IrNam par 'thag pa daIi / Tshig brgya pa daIi I Bya元

chub勾isems匂，i(D2) mam par bsad pa da金/Chos kyi dbyi.お SU(N6) bstod (C4) (G5) pa da企/

Don dam par (P7) bstod pa da主IrNam par mi rtog par bstod pa da企IbSam gyi mi khyab 

par bstod pa daIi / 'Jig rten las 泊 spar bstod pa daIi I Semsわ，irdoヴ'e'i bstod pa da企ISa 

lu lja1I pα官(P8)'greP (D3) pa dati / (G6) rTen ci1I 'brel (C5) (N7) bar 'byu1I ba rtsa 'grel daIi 

bcas pa dati / 

5.1.9 

de bzin du dba白pornon po' i yan rnon po theg pa chen po gsan s企agskyi snod du gyur pa 

rnams la dpal gs，僻ba'dus (Pl) pa'i rgyud kyi don dpal gSan ba 'duspa'i (01) dkyil 'khor 

dudb倣 bskurba'i (Nl) cho ga daIi / (C6) Cho ga ni su paのめ da企/Pi.手if.i3kriωdaIi/ mDo 

d説 bsrespa daIi / dpa1 Rim pa 11Ia pa mdzad do 11 dpal (P2) rDoザ'egdan bii'i rgyud chen 

po'i fi ka mdzad do /1 mTshan ya1I dag par (G2) brjodpa'i 'grel pa daIi / (N2) rJe btsun Kha 

sa rpa naヂ sgrubthabs dan / Yi ge drug pa daIi / (C7) A ra pa tsa na のめ da企/定aggiめ拍

(P3) phyug daIi / Tshig sbyin5 gzon6 nu la sogs pa'i sgrub thabs ma在dumdzad do / / (03) Dam 

tshig gsum bkod pa'i cho ga da主IdBa'pogcなsgrubdaIi 1 (N3) de'i man tiag 'Dod 'jo'i ba 

C116b mo daIi / (P4) gTor ma sum cu pa daIi / (Cl) Sa1Isrgyas mnam sbyor gyi (D6) rdzogs pa'i rim 

pa'i man 1Iag chen po la sogs pa maIi (04) du mdzad do 1/ 

5.2 

s匂resbu d訂npa de sans rgyas dtios yin pas des mdzad pa'i♂5) gお企 dagla (N4) yid brtan7 

par bya'o // de ci'i phyir ze na 1 mDo sde sprin chen po las / 

lha'i加 dagLi tsa bI8 
(C2) gzon nu Sems can thぉnscad勾ismthoti (05) naの7)dga' 

ba 'di snon bska1 pa dpag tu (P6) med pa' i pha rol同 debiin gsegs pa玄lurigs sgron ma 

1 (bzlog) GNP: zlog 2 C grel) GNP: 'brel 3 (Pi手~) CD: P勾 cli 4 (Kha sa rpa na'i) CD: Kharsa pa平i'i 

5 (sbyin) GNP: biin 6 (gion) G: bion 7 (brtan) D: rton 8 (bi) GNP: byi 
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仰の 'jigrtendu byuil ba'i tshe '討lOr10s sgyur1るa'irgya1 po brTson 'grus chen po'i klu 

ちsTanpa 'dzin pa I blon po 号制n(C3) pa' i chos (06) kyi mdzod♂7) 'dzin pa rgya1 po dail 

ち10npo g主isri企bsre1yod pa da主med(Dl) pa'i rtsod pa byas pa daill rgya1倒的 po'i1egs D114a 

p訂 bsadpas dus de'子宮lorilo mtshar skyes nas I bcom 1dan 'das de 1a zUS (P8) pas rgya1 

po de zab mo (01) la3 m祖国spa 1ags so (C4) zes釦spas I bcom 1dan 'das des rgya1 po'i G176a 

yon tan rgyas p紅 bsadおの2)

mdo sder (N7) blta' 0 I i 

de nas rgya1 po '魁lordail bcas pas s組 S(P1) rgyas 1a託npo che spar gail gtor nas (02) P129a 

smon 1am btab pa ma 'oils pa'i dus na sa邸宅yasSakya t加 bpa'i bstan pa (C5) nub tu 

cha ba'i tshe 1 der bdag rab tuる戸lilnas chos孟yi吋ug(P2) 1a (N1)泊 bpa na sgra chen po N125b 

1an gsum (D3) bsgrags la 4 chos gos gyon pa ts滋nskra bregs pa tsam yu1 nas (03) bskrad5 

1a 1 dam pa' i chos phy略取16dam pa'i chos kyi phyir bdag gi srog gtoil7 bar gyur cig 

ces smon (P3) 1am btab bo 11 de' i司es1a (C6) b10n po dan (N2) btsun mos ky姐 smonlam 

btab bo 1 j< 120) 

1ha'iるudag ila 'das nas 10 brgya phrag (D4) mail po 'das (04) nas lho p註yogs勾irgyud 

du mkhar8 gyi rgyal po bDe spyod bzail (P4) po zes bya ba 'b戸主 ste1 de'i tshe 10 brgya 

na dampa'i chos nub par 'gyur ba'i 1註ag(N3) ma tsam lus pa na ila' i nan thos 'byu主bar

'gyur 1 (C7) dam pa'i chos 'byin par (05) 'gyur 1 d副主 pa'ichos勾ri官 lor(P5) 10 bskor b紅

， gyur I (D5) theg pa chen po gzan 1a rgyas p訂 stonpar ' gyur ro(121) 

zes gsuils予adaill yail 

dge sloil de 1uil ston 抑制4)non cig 1 de国企a1a dpen pa daill ila'i (06) stan pa rgyas 

1 (sgyur) GNP: bsgyur 2 (de'i) sic read der 3 (la) GNP: om. 4 CD: ad.1 5 (bskrad) GNP: skrad 6 (/) CD: om. 
7 (gtoIl) C: gtan 8 (mkhar) GNP: lj泊1ar

(l20)The CItation seems a summary of the Ma初 megha，D (232) wa 180a4-181bl， P [35](898) dzu 197a3-198a4. 

cf. Madhyamakaratnaprad苧a，D (3854) tsha 286b7f.， P [95](5254) tsha 361b5f. 

(121)cf. Mahamegha， D (232) wa 187a5-7， P [35](898) dzu 204b1-3. 

bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa Ilha'i bu dag na 'das pa'i 'og 10 brgya phrag m組 po'das pa na lho phyogs 
kyi rgyud du m地argyi rgyal po bDe spyod (P: rGyud pa gso ba for bDe spyod) zes bya ba 'byun bar ' gyur 
te 1 de'i tshe 10 brgyad cu na dam pa'i chos nub par 'gyur ba'i lhag ma tsam du lus pa'i dus la bab pa de'i tshe 
1ぜ inan thos 'byun bar 'gyur te 1 dam pa'i chos kyan 'byin par 'gyur / chos kyi 'khor 10 yan bskor bar 'gyur / 
(P: om. 1) theg pa chen po yan gian dag la rgyas par 'chad par 'gyur ro 11 

唱
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C117a par byed jJa (Cl) (P6) da企/khur chen po khyer ba daIl / Íla'~ Sa勾ra'ig乏onnu yin te / Ila 

'das pa'i 'og tu lho phyogs匂rirgyud du (D6) Dra主sronbyi'o zes bya ba'i yul '油ordu

G176b bSod nams ldan gyi gro直討lyer(N5) chen po'i (Gl) byaIl (P7) phyogs SU s勾reb紅 'gyur

ro // rigs chen po rnam (C2) par dag pa Bhra go can de凶 Sa勾ra'irigs yin no // Li tsa 

bi1 gzon nu Sems can白出nscad勾rismthoIl na dga' ba 'di Ila'i chos rgyas par bya (P8) 

ba'i phyir (07) byan chub sems (02) dpa' (N6) mi'i mchog 'di 2 rigs chen po rgyal rigs su 

s為rebar 'gyur te / de'i ne du (Cお も'relpa thams cad de' i miIl las 'dogs so / / de rめ tu

P129b b戸主 nas3de'i '泊伎の)rnams匂raIldam pa'i chos kyiphyir srog bta註4nas chos gsun5 

Ilo //(122) 

(03) ya企de'irjes la 'di (N7) skad du 

D114b de'i gzuIl6 la (Dl) mos pa ni呈uIlste 7 phal cher mi mos so // chos bZi daI包括anna (C4) 

de la mos岳主 (P2)yid ches p紅 'gyurro /1 sa長srgyas s主.ama dag la de'i g加古血ossi企

N126a mos pa danl dge ba'i bses (04) gnen gyis zin pa da会/lhag (N1) pa'i bsam pa la zugs siIl 

dge ba'i rtsa ba (P3)む託如 padaIl / rgya (D2) chen po la mos pa'o // de la mi mos siIl (C5) 

yid mi ches pa thams cad ni bdud kyis byin gyis brlabs pa'i gti mug can yin no 1/ (05) de 

lamos S泊 (N2)yid ches pa dag ni (P4) sa企srgyas勾rithugs la dgoIls so 1.戸123)

1 (bi) GNP: byi 2 GNP: ad. de 3 (nas) GNP: na 4 (btan) GNP: gtaIl 5 (g飽食)GNP: bsrun 6 (gzuIl) NP: gzuIls 

7 N: ad.1 

(122) Mahamegha， D (232) wa 187b5-188a3， P [35J(898) dzu 205al-206a4. 

bcom ldan 'das kyis bka' stsal pa 1 mTho会nadga' ba dri za'i rgyal po dge sloIl de lUIl bstan pa non cig 1 de 

ni Ila la dpen pa da会1Ila'i bstan pa 'byuIl bar byed ciIl泣lUrchen po話lyerba daIlI Ila'i Sakya gzon nu yin te 1 

mThoIl na dga' ba dri za'i rgyal po Ii.a 'das pa'i 'og tu lho phyogs kyi rgyud du DraIl sro.会 byibo記sbya ba'i 

yul 'khor du bSod nams ldan gyi (D: kyi for ldan gyi) groIi. khyer bye ma chen po zes bya ba 'byuIi. ste! groIi. 

de'i 'bab chu mDzes 'byor ces bya ba de'i byaIi. phyogs kyi 'gram du 'byuIi. bar ' gyur ro 11 der rje'u rigs chen po 

mamp訂 dagpa 'Bra go can zes bya ba'i sa'i phyogs su 'byuIl bar 'gyur te 1釘kya'irigs gion nu Lid tsa byi'i 

(D: byi'i) bu gion nu 'Jig rten thams cad kyis mthoIl na dga' ba de Ila'i chos 'byuIi. bar bya ba'i phyir Lid tsa 

byi'i (D: b戸i)bu 'Jig rten thams cad kyis mthoIl na dga' ba byaIi. chub sems dpa' mi mchog de der rigs chen 

por skye bar 'gyur te 1 de'i pha ma daIi.1 gnen sde rnams勾也会a'imiIi. de'i rniIi. du 'dogs par 'gyur ro 11 'Bra 

go can gyi tjぜな rigschen po'i rigs勾組debzin gsegs pa'i rigs yin par blta'o 11 de'i tshe D抱負 sron byi bo' i yul 

'khor yan 'byor ciIi. rgyas la skye bo maIl pos gan bar ' gyur ro 11 de biin gsegs pa da会mi会'thunpa'i回lye'ude 

yan skye bo thams cad kyi snin du sdug par 'gyur iiIi. skye bo maIl po thams cad勾risbkur bar 'gyur ro 11 gaIi. 

gi tshe khyピude rab tu byuIl ba na tshaIi.s pa mtshuns (P: tshuns) par spyod pa'i '泊lordaIi. 1 dge slon gi tshogs 

rnams khrid de 1 ran gi srog出会 bsdosnas dam pa'i chos ston ciIi.1 (P: om. 1) de biin gsegs pa'i spyod pa 'byuIi. 

bar byed de 1 mchog tu dga' ba spyod par 'gyur ro 11 

(l23)Mahamegha， D (232) wa 188b2-6， P [35](898) dzu 205b7-206a4. 

dge bsnen gyi sde tshan dan 1 dge bsnen ma'i sde tshan de dag ni saお rgyas'by凶 danphrad par 'gyur 1 dam 

pa'i chos la yan nan tan du sgrub par 'gyur mod kyi 1 'on kya合mThonna dga' ba dri za'i rgyal po会a'inan thos 
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de la bsnen bkurちyasna dus gsum gyi sa企srgyas thams cad laのめるsnenbkur byas 

pa (C6) yin no // de'i bka' mnan na dus gsum gyi sa白S(P5) rgyas (06) thams cad kyi bka' 

(124) 
mnan pa ym (N3) no 11 

ya古de'irjes la 

de 'chi訂正idus byas pa na Ilぜidam pa'i chos nub pa yin no /1 de daIl 'dra baラigaIl 

zag med de ye mi srid do 1/(125) 

yaIl gtam (P6) ma主(C7)po'i (D4)司esla 

de'i phyogs (01) byed pa daIl / de'i giuIl rgyas par byed pa daIll de'i '組lordan / de'i Gl77a 

(N4) giuIl 'dzin pa de1 dag ni P saIls rgyas pa na de'i '討lorgyi gtso bor ' gyur ro /1 bskal 

(P7) pa bzaIl po 'di' i rjes la bskal pa drug cu (02) rtsa g員is(Cl) su saIls rgyas mi 'byu主主0/1 C117b 

de'i rjes la (D5) saIls rgyas泌 un'byu主主o/1 de'i rjes la 'jig rten gyi khams (N5) mNon 

par daIl ba'i 'od (P8) ces bya b訂 3de biin gsegs pa dgra bcom pa yaIl dag p紅 rdzogs(03) 

pa'i saIls rgyas Ye ses 'byuIl gnas 'od ces bya (C2) b訂 4rr凶onp紅 rdzogsp訂 'tsha主rgya

bar 'gyur ro 115(126) 

1 (de) GNP: om. 2 (1) CD: om. 3 GNP: ad. / 4 GNP: ad. / 5 (1/) CD: om. 

kyi tshig la yid ches pa'i sems can de dag ni nun ste / sin tu phal cher ni mos par mi 'gyur ro /1 mThon na dga' 

ba dri za'i rgyal po rnam pa bii dag ldan na na'i nan thos de biin gsegs pa dan mi忌'thunpa'i dge slon gi tshig 

la yid ches par 'gyur te / bii gan ie na / s会ongyi mthar yan y鉛 dagpar rdzogs pa'i 絡会srgyas s部 marnams las 

zab mo brtan pa'i chu'i rgya mtsho'i dus tshod kyi tin良e'dzin 'di thos pa dan / dge ba'i b記sgnen gyis yons su 

bzun (D: gzun) ba dan / lhag、-pa'ibsam pa la三ugssin dge ba'i rtsa ba ne bar brtan pa dan / rgya chen po la mos 

pa lus kyis mnon sum du byas pa ste / mThon na dga' ba dri za'i rgya1 po rnam pa bii pa de dag gis 民会a'inan 

thos kyi tshig la yid ches par 'gyur ro /1 gan dag yid mi ches pa de dag thams cad ni bdud kyis byin gyis br1abs 

pa'i mi gti mug can yin par rig par bya'o /1 sems can gan dag mos par 'gyur ba de dag ni 組合srgyas man pos 

yons su bzun (D: gzun) ba yin par rig par bya'o // 

(l24)Mahamegha， D (232) wa 189a4-5， P [35](898) dzu 206b2-206b3. 

dge slon de la sems can gan dag gis bsnen bskur byas pa de dag gis ni 'das pa dan / ma byon pa dan 1 da ltar 

byuil ba'i de biin gsegs pa thams cad la bskal pa grails med par bsnen bkur byas pa yin no /1 

(125)Mahamegha， D (232) wa 190a6， P [35](898) dzu 207b7. 

de ni mtha' mar 'byuil bar 'gyur la 1 de da会'draba'i sems can g乏anmed de mi srid 11 

(l26)Mahamegha， D (232) wa 190a7-b3， P [35](898) dzu 208al-5. 

rigs kyi bu khyod (P: khyed) legs kyis rigs kyi bu na'i nan thos kyi che ba nid長oncig / rigs匂'ibu bskal pa 

bz詑 po'di 'das te 1 sans rgyas ston yons su mya nan las '.das pa'i 'og tu bskal pa drug cu rtsa gnis su sa邸宅yas

'byun bar mi 'gyur te / ra主sansrgyas bye ba phrag 'bum 'byuil bar 'gyur ro // rigs kyi bu bskal pa drug cu rtsa 

gnis po de dag 'das nas s回srgyas gian bdun 'byun bar 'gyur ro /1 de nぉ bdunpa yons su mya nan las 'das pa 

de'i tshe de'i dus na 'jig rten gyi副lams'di 'jig rten gyi魁lamsmNonp紅 d姐 baies bya bar 'gyur te / 'jig rten 

gyi khams mNon par dan ba der (P: dad par 'di fot dan ba der) bcom ld悶 'dasde biin gsegs pa dgra bcom pa 
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P130a zesbya ba (Pl) la (D6) sogs pa gZUl主 ma企du(N6) gSUIis so / / 'dir che lon tsam bris 80 1/詳an

D115a 

N126b 

yan (G4) 'phags pa 'Jam dpal rtsa ba'i rgyud las I 

dge slon Klu sgrub ces pa 'byunl/ 

ran (P2) b三inmed don de nid rigs 1 11 

rma (C3) bya zes bya'i gzuns bsgrubs nas // 

10 ni drug brgya dag tu (D7) 'ts泌 が ( 127)(N7) 

zes pa la sogs pa ma亘du3gsu企S(G5) so 1/ 'phags pa Lan kar gsegs pa las勾ranl(P3) 

る10gros cben po認可odses byos 1/ 

lho phyogs be4. ta' i yul du厄H

dge slon dpalldan cher grags pa 11 

de min (C4) Klu zes bod pa ste /15 (128) 

zes pa nas 1 (G6) 

rab tu dga' (D1) (NI) ba'i sabsgrubs nas 11 (P4) 

bde ba cai1 du de 'gro '0 116(129) 

乏esgsu企spa danl 'phags parNa bo che'i le'ur yanlun bstan pa yin noJI 'phags pagSer 'od 

G 177b dam pa 'i mdor ya在7lun bstan pa'i (G1) tshig ni med勾ri/ (C5) (Pのsa古srgyas勾iri主bsrella

1 (rigs) GNP: rig 2 (/1) GNP: om. 3 (ma会du)CD: om. 4 (be) CD: bai 5 (11) N: om.， P: / 6 (//) N: om. 

7 (ya会)N:om. 

yail dag par rdzogs pa'i sans rgyas Ye ses 'byuil gnas 'od ces bya bar 'gyur ro // 

(l27)Ma理jUSrimulakalpa，LIII (R実javyakara写a-parivarta)，449cえ450ad.

(caturthe var号asateprapte nirvrte mayi tathagate 1) 

nag誌vayonama sau bhik舛 (sasane'smi中副総 ratac./I)

(mudit言J!lbhumi1abdhas tu) jived var号asatani号a!1/449 

mayurin盃matovidya siddha (t鎚 yamahatmana与の

(nanasastrarthadhatvarthaJp) nil)svabhavarthatattvavit // 450 

(128) Larikavatara， X・164c， 165abc. 

(nirvrte sugate pascatkalo 'tito bhavi号yati1) 

mahamate nibodha tva平 (yonet丘中 dharayi号yati/，乃 164

dak与il]apathavedalyaJ!lbhik~吟釘mãnmahãyas玲/

nag油 vaya与sanamna tu (sadasatpak号adar誌均/乃 165

(129) Lankavatara， X -166cd. 

(prakasya loke madyanam mahayanam創出aml)

as亙.dyabhumi平 muditaJ!lyasyate 'sau su話語vatim//
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(D2) bram ze kau平cli1 nya2 (N2) ya daIi 1 Li tstsha bi3 'Jig rten thams cad勾ismthoIi na dga' 

ba 'di brtsad4 pa mdzad pa yin no 1/ gzan yaIi slob dpon Zla ba grags pa'i zal (P6) sIia nas 

(02)均給/

de ltar slob dpon chen po 'phags pa Klu sgrub kyi zal sIia (C6) nas勾isnid匂ri5don 

更jessu br主es{NDnaS6soso (D3}ra企7rig pa rdo rje 'dzin chen po'i ti主主e'dzin 'jig rten 

pa rnams la bstan8 (P7) nas 11ha da企mi'ibde ba (03) las 'das siu mu stegs pa da企lnan

thos dぬ j9raIi sa邸宅yasrnams kyi bsぉng旬ndaIi 10 snoms par 'jug (C7) pa' i bde ba 

las勾laIi(N4) 'das nas 1 skye ba (P8) daIi 'gag pa daIi bra1 (D4) ba'i de biin (04) gsegs pa'i 

sku rnam pa thams cad勾rimchog daIi ldan戸 1sku lta bas chog mi ses pa 1 stobs bcu 

d柏戸1mi 'jigs pa bzi la sogs pa saIis (P1) rgyas kyi yon tan thams cad (C1)勾isbrgy初

予aI (N5) brnes (05) nas bde ba can du gsegs te 1 yon tan gyi dba企phyugbrgyad (D5) daIi 

ldan par bzugs so 1/12(130) 

P130b 

C118a 

zes sGron ma gsal bar byed pa las gsuIis (P2) so 1/ de'i phyir de lta bu'i slob dpon玄lusgrub

勾rig白色白ssiIi 'dzin pa (C2) daIi 1 (06) de'i rgyud pぜiman (N邸主agzab mo yod pa daIi I nams 

su len pa' i gaIi zag des ni skyeもadpag tu med p紅 theg(P3) pa chen (D6) po la spyad p紅 byas

pa yin no13 11 ji srid sa邸宅yaskyi bstan pa yod pa de srid du de'i m組 (01)郎 gmi 'chad de 1 G178a 

rje btsun Arya de ba'i (C3) zal sIia nas 114 

bcom (N7) ldan 'das Sa云yathub pas (P4) mtshan phyed勾ridus na m企onpぽ byaIichub 

pa'i tiIi Iie 'dzin 1凶 onsum du mdzad pa nas bz凶行 (02)ste 1 ji srid sa郎 (D7)rgyas勾ri

bstan pa gnas pa de srid du 1 slob dpon 'phags pa Klu sgrub nas (P5) bzuIi ste 116 bla (C4) 

ma'i za1 nas bla ma'il7 zal (N1) du 'phos pa.yin te I slob dpon gyi ial s金正iman Iiag 'di N127a 

nisa企srgyas (03) da企byaIichub sems dpa' thams cad daIi I rdo rje m揺が 'groma thams 

1 (kau1).cli) GNP: ko'u di 2 (nya) C: mya 3 (tstsha bi) GNP: tsa byi 4 (brtsad) N: brtsod 5 (kyis nid 
kyi) GNP: kyi nid kyis 6 GNP: ad. / 7 (so ran) GNP: sor 8 (bstan) CD: brten 9 (/) N: om. 10 G: ad. 1 

II (1) CD: om. 12 (1/) D: om. 13 (no) D: na 14 (1) CD: om. 15 (bzu的 CD:gzun 16 (1) NP: om. 17 (bla 
ma'i) GNP: om. 

(l30)Pradφodyotana-fi夫a，XVIL p.226. 

evaヰ1sn-NagaJ.junap記abhanarakanupraptasvakartha年/pratyatmavedyarp. mahav失jradharasamadhirp.loke 
pratipadya devamanu号yasukhamatikramya tirthikasravakapratyekabuddhadhyanasamadhisamapattisukham 
atikramya utp記abhangarahita平 sarvakaravaropetamasecanakarahitarp. dasabalavaisaradyadibuddhalan1qtarp. 
tathagatakayarp. pratilabhya su組lavatI:中 gatv喜界agu{laisvaryanvitoviharati I 
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D1l5b cad (P6)匂ibyin gyis r10b (Dl) pa yin no //1(131) 

ies gsuils so // slob pon Zla (C5) ba grags (N2)勾i組 silanas / 

mal 'byor pa tshe 'di長idla 'tshail rgya (G4) bar 'dod pa dag gis勾喝/slob dpon gyi 

乏alsila nas / (P7) ne b紅 gnailba' i de鼠10na nid sin tu zめ mo'iman企agrned par dka' 

ba 'di gter dail 'dra ba'i slob dpon mams凶 (D2)rin po che'i (C6) (N3) bum par bdud rtsi'i 

(G5) chu byo ba 1回rial nas剖戸 snan(P8) nas sn鎚 du'pho iiil bies pa 'di ji srid sails 

rgyas釘kyathub pa'i chos gnas pa I de srid du 'di yail nub p訂 mi'gyur ro(132) 

ies gsuils so // 

5.3 

P131a slob dpon 'phags pa (G6) Klu sgrub勾1(N4) (Pl) mam P紅 sminpa'i sku lus (C7) de主idda 

(D3) lta dpa1 gyi ri la biugs te I dus cig na rgyal po bde spyod bzail po'i bu dpal gyi ri la soil 

G 178b nas slob dpon gyi dbu bslai包S3pas / slob (P2) dpon gyi ial sila nas 4 (Gl) rgyalちuc担od51a

C118b khyer cig gsuils nas ral (N5) gri lan 1企泣 btabpas6 ma chod (Cl) nas / slob dpon gyi ial nas 7 

rtswa8 ku (D4) sa cig loil gsuils nas rgyal bus de blails te phul (P3) bas / slob dpon nid kyis ske 

la rtswas9 bskor (02) bas dbu sa 10 la ltunll nas rgyal bu' i lag tu byin no 1/ rgya1 bus ma註leg

nas (N6) de nid du biag12 nas so主主01/da lt訂 yandbu daillus (C2)勾ri(P4)鼠lOgpa rin po che'i 

'od 'phro ba'i (D5)鼠lailpa brtsegs pa na 13 rin po che'i khri la biag14 (03) ste / lha da企gnod

sbyin dan 15 dri za la sogs pas員indail mtshan du rtag tu mchod pa byed do / / (N7) 'di (P5) la 

gtam rgyud ri企poyod de 'dir giag16 go // 

1 (11) CD: om. 2σ) CD: om. 3 (bslans) GNP: blati.s 4 GNP: ad. I 5 (chod) G: chos る(pas)GNP: pa 
7 GNP: ad. I 8 (rtswa) CGNP: rtsa ヲ(rtswas)GNP: rtsas 10 (sa) N: om. 11 (ltu会)GNP: lhuti. 
12 (biag) GNP: gおg 13 GNP: ad. I 14 (biag) C: giag 15 GNP: ad.1 16 (gおg)GNP: bおg

(131) CaryamelapakapradIjフム D(1803)企i90a2-4， P [61](2668) gi 101b8-102a2. 
rim pa 'di長idkyis bcom ldan 'das dpal Sakya thub pa la de biin gsegs pa thams cad kyis se gol gyi sgras 

bskul bar gyur pas mi g-yo ba'i titi. ti.e 'dzin las b記長ste I byati. chub kyi sin drunla biugs nas mtshan phyed勾i
dus su ' od gsal ba mti.on du mdzad de I sgyu ma lta bu' i tiil ile 'dzin las bieils nas I 'gro ba rnams la chos ston 
par mdzad pa yin no 11 deil nas brtsams te I dam pa'i chos ji srid gnas pa de srid du bla ma'i詔lanas bla ma'i 
khar brgyud pa yin no 11 

(132)Not identified. 
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5.4 

smon lam gyi sku ni bde ba can na bzugs (C3) te / bcom ldan 'das (G4) 'Od 匂agmed (D6) 

kyis bya註chubsems dpa' B10 gros rin po che zes mtshan btags 1 (P6) nas 2 sku mdog dkar po 

phyag (Nl) g註ispa / g-yas mchog sbyin pa / g-yon padma dk紅 pobsnams pa'o // 

b1a ma rjeるtsunAbadhu百'3(G5) pa'i zal nas / 

Ila'i (C4) b1a ma rjeるtsunchen po mal (P7) 'byor gyi dbaIl p註戸19A ba dhu t-r-pa (D7) 

mIlon par ses pas sIlon ji 1tar m白， ba bzin du /5 zal (N2) gzigs siIl chos gsan / res dpal 

gyi ri 1a gzigs siIl (G6) bzugs te / 'phags pa'i (P8) slob ma rje btsun Klu'i byan chub 6 

dus da lta (C5) dpa1 Sa ba ri par grags pa yaIl dus rtag tu chos gsan pa yin no /;7(133) 

zes bla (Dl) ma A ba dh註8tis9 gsu企S8010 // (N3) 

N127b 

D116a 

6 

ra企gisdug bs企alyal b紅 bor(Gl) nas / (Pl) gzan gyi sdug bSIla1 gyi mes gdu企spa dba主po

mon po' i yaIl mon po chos zaるmo1a mi skrag p訂 mospa daIl / bdag bsgrub pa daIl (C6) mi 

'bra1ち紅白he'di nid la 'tshaIl rgya b訂 'dod(D2) pa (G2) da古/(陀)gzan gyi (N4) don dka' ba 

med par myur du bya ba dan / mIlon p紅 sespa myur du skye bar 'dod pas /11 thめs凶 yad

p訂 cangyi註legpa 1a 'jug pぽ bya'o// b1a maちzaIlpo 1a rdo rje sloちdpon(P3) gyi dbaIl 

zus nas sgrub pa (G3) gtsoむorbya'0 // (C7) gsaIl ba da企126eS〈N5)rabye記s勾ri(D3) dba主ni

tsha白spar spyod pa gro1 ba'i 1am pas凶 bSKurZia / slob mas勾ra主mib1組合o/ / de ni tshaIls 

(P4) P訂 spyodpa zad pむ byedpa daIl / sa古srgyas kyi bstan (G4) pa nub par byed pas / sems 

cah dmya1 bcu slob dpon daIl slob (N6) ma gnis白etshom med par 'gro (C 1) b紅 'gyurro // gal C119a 

G179a 

P131b 

(D4) te gsan (P5) sIlags spyod na dba企mnosla bum pa'i dba虫色obpa des rgyud ga亘yanru企

ba' i (G5) sgor zugs 1a /13 r姐 'dodpa'i lha'i ti虫色e'dzin da企/るzlaspa'i sl詰gsbla ma la zus la 

sgrub (N7) pa (P6) gtsor byed ciIl /14 dam tshig daIl sdom pa起釦15S泊 (C2)tu gtsa企b訂 bsru企

ste16 /17 bsgrub par bya'o // (D5) gru1 gi tshe nus pa skyes pa na 18 (G6) phrin19 las bzi da主/

1 (btags) GNP: brtags 2 GNP: ad. / 3 (ti) GNP: ti 4 (江)GNP: ti 5 (du /) CD: om. 6 GNP: ad. tu 
7 (的 CD:om. 8 (dhu) P: dhu 9 (tis) GNP: ti 10 (gsul.i.s so) GNP: gsu虫色o 11 (1) CD: om. 12 GNP: ad. I 

13 (1) CD: om. 14 (1) CD: om. 15 (ni su) GNP: 0毘. 16 (bsru会S匂)GNP: bsrul.i.s te 17 (乃 CD:om. 18 GNP: ad.1 
19 (phrin) GNP: 'phrin 

(l33)Not identi誼ed.
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'jig rten gyi dnos gn必 brgyad勾Tis1 (P7) gzan gyi don bya dka' ba med par 'gyur ro 11 de bas 

N128a na (Nl) rgyud las 1 

gsan 8企agsrgya mtsho chen 2 po. ni 11 

dnos grub rlぬs凶官凶gspa can 1/ (C3) 

G 179b dpe' am (G1) lun ma b8tan tshig gam3 11 (D6) (P8) 

rjes su dpag pa' i ses raち勾ris1/ 

rtogs p紅 nuspa ma yin no 1/(134) 

ies gsu企S8011 (N2) bdag gi bla ma Ya ba dwi pa bsod snoms pa a wa4 dhu ti'i5 ia1 nas 1 

P132a 血egpa gnis pos (Pl) spans pa yan 11 (G2) 

'dir zugs phyag rgya chen po '由。ち11(C4) 

de'i phyir gsan snags (D7) theg pa 'dir 11 

m話laspa su iig spyod mi byed 1/(135) 

ces gsuns so 11 

don (N3) gcig亘idna'a企(P2)ma rmo会sda虫H

thabs ma主dka'ba (G3) med pa danll 

dban po mon po' i dban byas nas 11 

gsan snags theg pa魁lyadp訂 'phags11(136) 

孟esgsuns (C5) so 11 

D116b 'dir (Dl)国 dba主bskurthoち(P3)par ma byas par 'dir 'jug par mi bya併の bas戸lhabsgom 

(G4) pa da主PsIiagsるzlaspa泊 ibya ste / rjes su gnan ba ma thoるpas/8 gsan sIiags da企Ppha

r01 tu phyin pa g長is(P4) m包np紅白arpa 'dres p訂，gyur ba' i phyir ro 11 rdo rje byan chub kyi 

1 GNP: ad. 1 2 P: ad. chen 3 (tshig g絞め GNP:tshigs sam 4 (wa) GNP: ba 5 (tγi) GNP: ti'i 6 (1) CD: om. 
7(1) CD: om. 8 (/) CD: om. ヲ(乃 CD:om.

(l34)Not identified. 

(l35)Not identified. 

(136)Cited from the Nayatrayapradfpa， D (3707) tsu 16b3-4， P [81](4530) nu 17b5-6. Also cited in the 
Tattvaratnavalf， p.8， (36). 

ekarthatve 'py asarpmohat* bahupayad adu寺karat1 

tik押印driyadhikaracca mantrasastrarp. visi号yate11 
なicread asammoh弱.

Also CIted in the Bodhimargad宇a-pα時jika，D (3948)副lI286b3-4， P [103](5344) ki 331bl-2. 
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sems (C6) kun nas spros (G5) paのめ da企恨め bralba'i rdzogs pa'i註mpa'i虫 anIiag ni /1 snod 

ma yin pa la bstan p紅 mibya' 0 11 (P5) yoお surdzogs pa'i dge bsnen chags lam pas P dbaIi 

gnis po blaIis pa la nes pa med do 11 

raIi gi c註u主将6)mas chog ses si企11

gian (N6) gyi bud med la mi 'gro 11 

log par (C7) (D3) (P6) g-yem pa mam par spaIis 11 

dgebs註ende ni mtho ris 'gro /，戸(137)

ies mdo las gsu主sso 11 

sgrib gnis myur du sbyaお戸daIi11 

tshogs (G1) gnis myur du bsags pa'i phyir 11 

gsa主(P7)sIiags theg pa (N7) spyad bya ies 11 

Mar me mdzad dpal ye ses smra 11 (D4) 

三角凶 (Cl)dge sloIi blo mon po 11 

ses rab sni企てje詔rrimsda企ldan11 

Tshul khr台ns(G2) rgyal ba ies bya ba'i 11 

slob ma (P8) bza企posbskul nas bris 11 

De ba pa la'i thugs dam Bi kra ma 11 (Nl) 

釘laies bya'i gtsug lag khaIi chen du 11 

bla ma dam pa mams匂ris(D5) gsuIis pa biin 11 

Mar (C2) me mdzad dpal ye (Pl) ses (G3) de yis bris 11 

zas nor phran tshegs tsam la mi lta iiIi 11 

legs p紅 mabrtags pa la 'di mi sbyin 11 

'phags pa Klu sgrub (N2) giu企lama mos na 11 

zab mo spaIis pas sems can (P2) dmyal b紅 'groll

Theg (D6) pa chen po (G4) dbu ma'i man (C3) nag rin po che'i 4 za maωg khaphye ba 

乏esbya ba / ma ha pat;lcli ta dPal mar me mdzad ye ses kyi ial sIia nas mdzad戸 rdzogs

1(1) CD: OID. 2 (/) CD: OID. 3 (1/) GNP: OID. 4 GP: ad. /， N: ad.11 

(l37)Not identi註ed.
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S01 //恨み rgyag訂 (P3)gyi nま註anpO (05) Di pa早 kara sri dzna na de nid da白/10 tsa ba dge 

bs韮enchen po rGya brTson 'grus selI (D7) ge2 dan / (C4) dge sloti Tshul khrims rgyal bas 

bsgyur citi zus te / gtan la phab pa'03 /1 

1 (SO) GNP: sho 2 (sen ge) P: senge 3 (pa'o) CD: pa 
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第 2章 F中観優波提舎関宝箆』和訳

インド語〔書名) fRatnakara早dodgh亘ta-n呈D1a-~adhyarnakopadesaJ

チベット語〔書名)f dBu D1a'i D1aIl nag rin po che za D1a tog kha phye baJ 

尊部マンジュヴアジュラに礼拝する。三宝に礼拝する。

1 菩提心の必要性とその根拠 (D96b 1-98b4) 

軌範師ナーガールジュナの系統の教説。を書こう。

1)ナーガールジュナの系統の教説と辻、ナーガールジュナ、アーリヤデーヴァ、チャンドラキールティ、パ

ヴィヤ、シャーンテイデーヴァとたどる系統の教説である。 BMDPには次のように説かれている。

アーワヤ・ナーガールジュナ、アーリヤデーヴァ、チャンドラキールテイ、パヴィヤ、シャーンテイ

デーヴァ〔と続く〕系統の教説だけを惨習すべきである。もし〔その〕系統が存在しないならば、彼

らが作った論書を何度も侭度も見るべきである。

'phags pa Klu sgrub 'Phags pa'i lha 11 

Zla grags Bha bya Zi ba'i Iha 11 

brgyud pa'i man Ilag 'ba' iig bsgom 11 

gal te brgyud pa med gyur na 11 

de dag rnams kyis bkod pa yi 11 

giuil mams yaIl dail yaIl du blta 11 (BMDP， D 283a3-4， P 327a5-6) 

現在の学説では、ナーガールジュナ、アー 1)ヤデーヴァ、チャンドラキールティ、パヴィヤはそれぞれ複

数の人物がいたことが確認されているが、アテイシャはそれらの人物をそれぞれ一人のナーガールジュナ、

アーワヤデーヴァ、チャンドラキールティ、パヴィヤに帰していることは注意を要する。

ナーガールジュナをすべて一人のナーガールジュナに揮していることは R豆Uかちも薙認できる (RKU，

D 1l3a4-113b6)o 

Eミ豆じにはアーワヤデーヴァに関する言及はないが、 BMDP中のアーリヤデーヴァの著作に寵する記述は

次の通りである。

rje btsun Arya de bas ni dBu ma rnam par 'thag pa chen po daill Lag pa 'i tshad daIlI Sor mo lta bu 'i 

bSad pa daill }金正'essnin po kun las btus pa la sogs pa mdzad do // (BMDP， D 280b5， P 324a7-8) 

1. dBu ma rnam par 'thag pa chen po 

2. Lag pa'i tshad (Hastavalaprakara1}a) 

3. Sor mo lta bu'i bぬdpa (Hastavalaprakara1}a-ν[tti) 

4. }云Sessniti po kun las btus pa (Jnanasarasamuccaya) 

1.は大蔵経に確認することはできない。望月 (2003)，p.19はMadJりlamakabhramaghataとするが、以下のよ

うに、 BMDPには誕の形で Madhyamakabhramaghataの書名が言及されているので、それとは躍の著作と

考える方が適当であろう。

'di'i don la slob dpon Arya de bas mdzad pa'i dBu ma 'khul pa 'joms par blta bar bya'o 11 (D 281a6ー7，
P 325a3-4) 

1.についてははっきりしない点が残るものの、少主くとも 2.，3.，4.辻 rrrn吉論』の著者としてのアー 1)ヤ

デーヴァの著書ではない。ここでは『西百論』を挙げないので、はっきりしない点は残るが、上述の系統に

含まれるアーリヤデーヴァの著書としてそれらの論書名を挙げるので、それらの論書をチャンドラキール

ティ、パヴィヤに先行するアーワヤデーヴァの著書として考えていたことは間違いない。
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自身とすべての衆生の始まりなき輪廻の苦しみを想起して2)、拐蘇粒ほどの〔少しの〕

財物すら持たず、〔世搭〕世界の財物や行為すべてを泡沫のように捨て、はじめに正受し

た三つの戒律建議めを犯さずに清浄にし、聞と思〔から生じた〕智慧を備え、本性として

慈悲を持ちへ正法のために(自らの)身体と命をも顧みることのないこの人は、軌範師

アーリヤ・ナーガールジュナの系統の教説を備えた最高の人 (skyesbu dam pa)を求め

るべきである。〔そして〕その方を長い間満足させた後、初学者でるるから、大きな建物

(?戸、あるいは大都市、あるいは関処、あるいは辺境などの生活を成りたたせやすい所に

チャンドラキールティについて BMDPには以下のように書かれている。

slob dpon Zla grags kyis dBu ma la 'jug pa dan 1 Rigs pa dnl.g cu paヲミ?relpa dau I dBu ma phun po 

lnapa da企11言higdon gsal ba la sogs pa mdzad do 11 (BMDP， D 280b5-6， P 324a8) 

これらの論書を一人のチャンドラキールティに揮することは現在の定説と矛着するものでiまない。しかし、

R豆U~こはチャンドラキールティの論書として Prad争odyotana， TriSara"(!asaptatiも引用されるので、それら

の議書の著者を F入中論』等の著者であるチャンドラキールティと同一視していた可能性は充分ある。

パヴィヤ (Bhavya，=Bhaviveka)についての記述は次のようである。

slob dpon Bha bya sNan bral gyis (P: om‘bral gyis) dBu ma rtog ge 'bar ba dau I Ses rab sgron ma la 

sogs pa mdzad do 11 (BMDP， D 280b6， P 324a8-bl) 

ここで挙げられた二論書は『中論』の注釈 F般若灯論JI (Prajnapradipa)を著したパヴィヤの著書であり、

需題はないように思われる。しかしアテイシャの二諦説と f中観宝好論JI (Madhyamakaratnapradipa)の著

者であるパヴイヤの二諦説の相似から類推できるアティシャに対する『中観宝灯論sの影響を考えるならば

F中観宝灯論sの著者と F般若灯論』の著者を隠一人物であるとアティシャは考えているということができ

るかも知れ者い(江島(1983)，LINDTNER (1981)，富崎(1993)参照)。

こめように、アティシャがこれらの人物にふれる時には細心の注意が必要なことは明らかである。アティ

シヤがこれらの人物を意盟約にこのように扱ったと想定することも不可謹ではないが、アティシャの著作か

らそれを明らかにすることは難しい。

一方シャーンテイデーヴァについては問題はない。 RKじ，BMDPにおいて「シャーンテイデーヴァが説か

れているりとされる引用は f入菩提行論JI(Bodhicaryavatara)あるいは r大乗集菩薩学論JI(Si匂asamuccaya)

からのものである。

2)ここから菩提心を詳細に説き始めるまでは、 f言解行地から務義菩提心の発心までが説かれる。

3}三種とはいわゆる三粟浄或を詣す。三緊浄戒とは律議或 (sa中vara-sTIa)、摂善法戒律凶aladharmas滋pgr忍laka-

担 a)、有情初益戒 (sattvむth北riya-sTIa)である。アティシャは戒律をこれらの三種に分けるが、これは F瑞

髄富市地論』の菩護地或品に従ったものであ号、重接;こはアティシャの師匠でもあるポーディパドラの f菩薩

律犠二十難語釈JI (Bodhisattvasaf!lvaravI1p.sakaてpanjika，D 4083， P 5584)に従ったものである〈遠藤(1981)

参照)。

4) r本性として慈悲を持つ者である」とは、大乗の接拒を持っているということである。 BMDPには大乗の

器について次のように説明される。

F自らの心杷続に属する苦しみによって、他者のすべての苦しみを取り払おうと望む人がすぐれているj

と〔説かれている〕ことによって、大乗の器が説かれたのである。

ra合rgyudgtogs pa'i sdug bsual gyis 11 

gau zig gzan gyi sdug bsual kun 11 

ya企dagzad par kun nas 'dod 11 

skyes bu de ni mchog yin no 1/ 

乏espas ni theg pa chen po'i snod bstan pa yin no // (BMDP， D 242a5-6， P 279al-2) 

このような機根を持っていても、欠点によって覆われていたならば功擦を得ることはない。そのことは

RKUの自性戒を説く笛所 (D104b3)にも Mahayanasutralaf!lkara，IV-7の引用によって説明される。また、

本性として慈悲を持つ人がどのように慈悲を生じるかは、 RKU，D96回以降に説かれている。

5)露文は satra chen pOo sa traをサンスクリット sattraの音訳と想定し「建物」としたが不明。
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住するのである。(そして〕三宝の図像の御前で柔かで弾力のある座に産し、卵生、湿生、

化生、肉体を持つ者と持たない者、想、念を持つ者と持たない者というような種類の五趣

の有雷(すべての生物〉を次のように見なければなちない。「すべて(の有情〕は私の母

である。この母たちは私のために悪(業〕を行い積み重ねたために、その(業の)異熟に

よって現在多くの苦しみを経験しているのであるJ eo 

アーリヤ・ナーガールジュナ御前が次のように、

分那の習気という欠点によって迷妄なる三界を、智慧通うる者はよく認知して、輪廼の

状態から救うべきである6L

と説かれていることと、またアーリヤ・ナーガールジュナ御前が、

生存という牢獄の中に住し、煩悩の火に焼かれているすべての有情は以前(私の〕

父、母、親友 (mdza'bses)、親族 (rtsalag) となって〔私に)多くの利益を行った。

そのため彼ら〈有曹達)を私が苦しめたのである。〔それ故に〕今〔私がその有曹達

を〕幸福にすべきである。

と説カ亙れていることによって患を知って、「私は、彼ら(すべての者情達)を救い、解放

し、安心させ、謹繋させよう oJ と、四無量7)によって菩提心を生じて、その(有f菅達を渥

繋させる)ために〔福徳と智慧の〕二資糧を蓄えるべきである。

〔まず8))夢の(ような〕心と離れずに、この慶空界を三宝によって胡麻爽のように満

たし、七つの覆れた点(?)(dam pa) と七つの想(?)('du ses)を念じ、覚えている渇頚を

も唱え、六対治門(?)に従って、身体の荘厳もなした後、礼拝と供養と機'海と髄喜と勧誘

と懇請と帰依9)を行い、菩提心を生じ、身体を捧げ、律儀を受け、大乗の道に注すること

を宣言し、それらを偉大な信りに廻完すべきである。それらはすべて法界である。「供養

の対象と供養のそれらすべては最初どこかち来て、今どこへ行くのか。」と考察するなら

ば、どこからも来ず、どこへも行くことはない。〔心の〕内外のこれちの法はまたまさに

その通りであるので、すべては、自心が幻の生倖として誤ったままに顕現しているのであ

り、顕現しているままに誤っているので、それら〈心の内外の法〉は身体に集まり、また

6) Pil:u;!fkrtasadhanaとほぼ対応するが、完全に一致するわけで誌ない。
7)慈 (maitn)、悲 (karu手前、 喜 (mudit三)、 主主 Cupek弱) (Mahavyutpatti， 1503-1507)。
8)これ以降は欝義菩提心が生じる次第を説く。

め礼拝、供養、競海、題喜、勧請、懇語、帰依の七つは、七支行 (yanlag bdun pa) とも呼ばれ、 RKUでは誓

願の菩提心 (praI)idhi-citta)を生じる縁として説かれる (RKU，D 99a4-6)。
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心に集まるのである。〔その〕心は、色なく、形なく、本性として光明であり、本初不生

である 10)。妙観察智それ岳身もまた光明である。その中は、いかなる知識でもなく、どこ

にも止まることなく、どのようにも成立することなしいかなる形でも生じることなく、

すべての戯論が寂滅し、秋の正午の空のように特栢という垢全てをj脅し去るものでるる、

“慶空金剛三味"という無顕現にできる隈ち住する。反復修習していないために心が揺ら

ぐ時には、再びその同じ(痘空金闘三味)に戻って住する。危更においても同様に〔虚空

金関三味を〕なすべきである。多数の更において〔虚空金難三味を〕短時間なすべきであ

る。反復修習して少し堅冨になったならば、徐々に長くなすべきである。五障をそれぞ

れの対治によって寂滅すべきである。その後に自が開くのである。「ああなんと素晴しい

ことか。全く穿在することのない法界においてどこかに顕現するこれは、たいへん素晴

らしい。これらは、自らの心自身が誤った化作(として〕誤ったままに顕現し、顕現して

いるままに誤っている G 幻〔など〕の八輸によって象徴されるものは顕現註しているが、

自性はないj と考えて、誓願をなした後、結蜘をゆっくちとくずして立ち上がり、甑仏

(sa tstsha， tsha tsha)などの出来る限りの善い行為をなすべきである。彼らは六更の間二

資糧を蓄積することに努力する。〔また〕横になった時は空性を修習するのであるが、そ

の状態で眠るべきである。そして終更において慈と悲から生じた菩提心によって起床す

ると考える。それによって勝義菩提心を生じるのである。〔また〕会べ物を四部分に分け

るべきである 100

また軌範師ナーガールジュナ御前は

勝義菩提心は、真言内の行を行ずる菩藍が修習する力によって生ぜしめちれるもの

である 12)。

10)舎をこのように観察すべきであるということは「菩提心の漕浄J (まKU，D 100bl-100b3)の中で説かれる。

l1) [f'菩護道初学者入道説示Jl(Bodhisattvadikarmikamargavataraddana)に食についての記述があり、それに

よれば、1.三宝と師匠、 2.自分自身、 3.子供や穿寄りのない者、 4.犬や鳥などの動物のために四分する。

zad de la cha biir bsgo bar bya 1 cha da会podkon mchog gsum dari bla ma la dbul bar bya'o /1 cha gcig 

ran nid lons spyad (P: spyod) par bya'o 11 cha gcig byis pa dan mgon med pa dag la sbyin par bya'o /1 cha 

(P :0担.cha) gcig ni khyi dan bya rog (P: rogs) la sogs pa'i byol sori. la sbyin par bya'o 11 (Bodhisattvadi-

karm.ikamargavataradeSana， D (3952) khi 297a6， P [103](5349) ki 346a3-4) 

12) Bodhicittavivaranaからの引用。 BMDPでは同じ内容の文がき!用ではなく地の文として説かれ、アティー

シヤにとってこの一文が非営に重要な意味を持っていたことをうかがわせる。

…ies ses rab pha rol tu phyin pa'i theg pa bas gsari. sri.ags kyi theg pa討lyaddu 'phags so ies bya ba ni giun 

lugs so // 'di ltar don dam pa'i bya会chubkyi sems dnos phyin ci ma log pa de ni gsan snags kyi sgo'i spyad pa 

spyod pa'i byan. chub sems dpas bskyed par bya' 011 (BMDP， D 286b4-5， P 331 b2-3) 

RKUのこの箇所において「真言内の行を行ずるJ と説くアティシャの意図は明らかではない。 BMDPで
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と説カ亙れている。そのように敬農に長い間絶え間なく努力したならば、有情に対する慈

悲がまた畠然に生じるのである。軌範師ナーガールジュナ御前が、

そのように稔強行者がこの空性を修習したならば、心が季Ij勉を喜ぶようになるであ

ろうというこのことに疑いはない。

また、

はじめから生じることがないというその意味を智慧によって深く理解した後に、輪

廻の底に沈んでいるものに対して慈悲が自然に生じるであろう。

と説かれている。

そのようにその聡伽行者が内面的に精神集中する持、勝義菩提心を修翠する一方、そ

こかち立ち上がって(その精神集中をやめた時〕、世俗菩提心を修習することによって、

空と大慈悲を本質とする〔勝義と世俗の〕二つの菩提心を堅屈にすべきである。 F大日

経』に、

罷りは虚空の特棺を持ち、一切の分別を離れている。

と説かれていて、 F聖なる般若波羅蜜多輯摂鵠』に

得るべき法(真理)は撞誌どもない。 f嘗りを実体として把握して、それに酉執しては

ならない。初学の者にはそのように説きなさい。

と〔説かれていて〕、 F十万領般若」に

私は全く何も得ることなく菩提産で構ったのである。

と説かれている。また F聖なる法集経』にも

そのうち、菩援の少欲とは何か、というならば、悟ちすらも求めないことである。

(菩薩の)知足とは荷か、というならば、菩提心に過剰に執着しないことである。

と説かれている c 他にも、多くの宝の如き経典と、多くの真言乗のタントラにこの意味が

説カ亙れている。 F吉祥なる秘密集会タントラ』に、

〔自心は〕全ての実体を離れていて、蓮や界や処や認識対象や認識主体を捨ててい

て、法は無我であるという点で平等であるので、自心ははじめから不生であり、空性

を本賞とする。

と〔説かれていて、)また F聖なる八千領毅若経JI ~こも、

は真言乗の彊越，[，宝を説く笥所で述べられるので問題はない。
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シャーリプトラよ、心というもの13)は心なきものである。心なきものというの辻本

性として光明である心である。

と説かれている。アーリヤ・ナーガールジュナ御前も、

全ての仏は心を見ることもないし、見もしない。本性がないという本性を持つもの

をどのようにして見るであろうか。

と説かれている。また尊者アーリヤデーヴァ御前も、

心によって無心を理解するために〔その心が〕反復諺習の対象である持、心を見るこ

とないであろう向。

と説カ亙れている。また r聖なる法集経.ll ~こも、

神の一族達よ、あるいはまた、菩提心に執着することもまた悪魔の所行である。心を

幻であると認めず、心を実体として担援し、無上菩提に発心Lたことを告白すべきで

ある。機海すべきである。

と説かれている。以前の無数の生の中で大乗を反覆修習し、〔その〕心椙続を清津にし、

鋭敏な能力によって世絵菩提心そのものが勝義菩提心を生じせしめることを知って、空

性と大慈悲を錆えるようになった者は、あら命る最高の形を備えた空J陸に往する。この

意味を意図して軌範師ナーガールジュナ御前は、

我、謹などや、識といった分別によって覆われていない菩提心は空なる特栢を持つと

諸仏は認められる。

と説かれている。

それならばどのように、というならば、世搭において幻の人間や住作された人間が菩提

心を生じるよう iこ、(菩提心を〕生じるべきである。次のように r海龍王請閉経』に、

龍王よ、一法によって諸菩薩は速やかに無上正等覚を完成する。一法とは何か、とい

うならば、一切有需を捨てざる菩提心で、ある。

と説かれている故に、それ(菩提心)を生じる必要がある。

13)RKUでは“gailsems ma yin pa de"となっているが、勾¥千頭披若経』原文より訳した。

A~!asãhasrikã， p.3， 1.18. 

taccittam acittam I pralqtis cittasya prabh三svar三11
14)原典と患われる Jnanas盃rasamuccayaはかなり異なる。テキスト参照。
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2 菩提心詳説(序J(D 98b4-98b6) 

その〔菩提〕心を生じる15)(1)菌と (2)縁と (3)本質と (4)形態と (5)清浄にすることと

(6)摂受と (7)護持と (12)増大と (13)その(菩提心の)功徳と (8)詮てる因と (9)捨てた

弊害と (10)勉の人に(菩提心を〕生じせしめる功徳と、他の人が〔菩提心を〕生じたこ

とを随喜する功徳と (11)勉の人が(菩提Ji)を〕生じることを担害する弊害とに熟達すべ

きである。

2.1 発心の菌 (D98b6-99a3) 

そのうち因とは、機根を円満しているという特徴を構えていることである。次のよう

に F聖なるサティヤカ授記経16)JI に、

[1]その者は広大な〔教え)を語じているため、卑しい〔教え〕を信じることはない。

[2]その者は本性として大慈悲を讃えているため、清浄な功徳を備えている。 [3]そ

の者は悪友を捨てているため、善友(善知識)によって支えられている。 [4]その者

は(自分が)言った通りに行動するので、欺かない。 [5]仏の世間における活動を喜

ぶため、歓喜を備えている c 開身体と口と心の行為に非難されることがないため、

悪(業〕を離れている。 [7]深い志向 (adhyasaya)に過失がないため、決意が堅酉

である。 [8]味を楽しむことに執着しないため、すべてを分ける気質を備えている。

[9]悪棄の加持を離れている。 [10]善根を積んでいるため、行をよく行ずる者であ

る。 [11]大悲 (mahakaruna)の対象領域であるため、有常に対して慈しみを備えて

いる。 [12]家財をよく捨てているため、全てのものに対して欲望が少ない。

と説カ亙れている o 軌範簡アーリヤ・アサンガ御前も 17)、

因は四つである。機根と善知識と慈悲と輪廼の苦しみに耐えることである。

と説かれているo

15)以下;こ各項自に分けて菩提心が説明される。(1)かち (13)までの番号は説明される}I贋序に挺って、筆者が便

宜的;こ付した。なお、望月(1996)はこの醤所に忠実に(10)を二分し 14項目とするが、実際の説明は r2.1O

他人iこ菩提心が生じたことを随喜する功徳」しかないため 13裏目としておきたい。 2.10にはテキストに握

乱がある可能性もある。訳注 55)参照。

16) Ãrya-Bodhisattvagocaropãyavi~ayavikurvã1Janirdesa-sütra. 望月(1996)， n.7参類。

めここで説かれる西国は F菩護地.lI(Bodhisattvabhumi) と一致する。 F菩薩地』ではこれらの四国は初発心の

菌として説かれており、アティシャがここで述べる毘は語解行地における発心の国であることが分かる。

シャーンテイデーヴァの体系でいえば誓願の菩提心である。
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2.2 発心の縁 (D99a3-100a5) 

縁は二つである。 (1)行 (sbyorba， prayoga)の縁と (2)志向 (bsampa， asaya)の縁で

ある。

2.2.1 行の縁 (D99a3-99b5) 

そのうち、行の縁とはめ、(1)資糧を蓄積することと、 (2)心栢続を清浄にすることと、

(3)すぐれた帰依をなすことである。

2.2.1.1 資糧の蓄積

資糧の蓄積と辻、昼三度夜三度七支行19)を行うことと、甚深なる F般若波羅蜜経』を読

請することと、研究することと、詑羅尼を読議することと、〔三〕宝に対する畏養を盛大

に行うことと、稽毘への布施を伴った祭儀 (dge'dun gyi mchod ston yon daII bcas pa)を

行うこと20)、子供の宴会 (byispa'i ston mo i1)や、守護者なき者達に対する多大な布掘

や、夜俳揺する〔鬼神)(mtshan mo rgyu ba， nisacara) 22) tこ対する多大な施食などをなす

ことである。

2.2.1.2 心相続の清浄

また心相続を清浄にすることとは、すでに述べたのと同様に23)甚深なる経典の読

語、(その〕研究、陀羅尼の暗唱、七支行をなすことと、 r大乗三索機侮経」の読謡

と24)、f断除業障経.!l (KarmavaraJyapratがrasrabdhi，D 219， P 885)、F金光明最勝王経J

18)sbyor ba'i rkyen gyiをsbyorba'i rkyen niと読む。望月(1996)も同様の訂正をする。

19)七支行については訳注 9)参照。

20)具体的な内容辻不明。

21)具体的な内容は不明。

22)“nachtwandelnden [Damonen] (nisacara)"とする望月訳;こ従う。

23) I査覆の蓄積j と「心相続を請浄にすること j とは一部重複する。

24)ここで“Phunpo gsum"が経典を指していることは RKU，D 108alから分かる。そこでで、は

paダa'im'話do円とありk、この経が、葱悪-業を取号払い、?漕寄浄にするという機能を持つていることが知られる。また

BMDPでは Bodhicaryavatara51用をして f大乗三緊蟻悔経』を読謡すべきであると説かれている o

yail na Phu1i po gsum pa 'i mdo nid gdon par bya' 0 / / yail na bya会chubsems dpa'立まhaspa blo dait ldan pa 

thos pas brgyan pa des ni 'phags pa bZa1i po spyod pa 'di nid la gnas nas bla ma'i iallas 'byun pa'i gdams ilag 

gi cho ga rgyas par bya'o // de bas na slob dpon Zi ba'i lha'i ial nas / 

長indan mtshan mo lan gsum du /1 

Phu1i po gsum pa gdon par bya // 

rgyal dait bya企chubsems brten pas 11 

ltuit ba'i lhag ma des ii bya (=Bodhicaηlavatara， V-98) 

乏essPyod pa la 'jug pa las gs凶 sso /1 (BMDP， D 271a7， P 313a4-6) 
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(Suvan:zaprabhasottamas立trendraraja，D 556， P 175)の天鼓音の掲頚25)などの教えによっ

て機構することでるる c

2.2.1.3 す守れた帰依

すぐれた帰依は、七つの優越性の点で特にすぐれている。(七つの優越性とは)(1)拠

り所である入の擾越性と、 (2)帰依の対象である三宝の優越性と、 (3)時間の覆越性と、

(4)志向の震越性と、 (5)行の優越性と、 (6)学醤対象の優越性と、(7)功徳の褒越性であ

る26)。

そのうち (2)掃放の対象である三宝の優越性については、小乗の婦放の対象辻、次のよ

うに F倶舎論』に、

三帰依をなす者辻、仏と種団を形作る法にも帰依し、また浬繋にも帰依するので

るる。

と説明されている。これ(小乗)に対する〔大乗の帰依の対象である三宝の〕褒越性と辻

三種類の三宝である。つまり(1)真実の三宝と、 (2)巨の前にある (mdundug乏agpa)三

宝と、 (3)産接理解した (m古onp訂 rtogspa)三宝である O この意味は師匠に詳しく尋ね

るべきである O

また、 (6)学習対象の優越性だけを述べよう。〔学習対象の優越性とは〕三宝の優越性と

功擦を自覚することから〔自らの〕身体や命のためであっても三宝を捨てることなく得

度も何度も帰依することである。そして、大いなる恩恵を自覚することかち常に、ある

いは槌時供養するべきであり、清らかな水の入った器であるだけでもよいかち献ずるべ

このようにアティシャが“triskandhaka"を経典として理解していたことは明らかであるが、プラジュ

ニャーカラマティ (Prajnakaramati)のBodhicaryavatara-pa勾ikaははっきりしない。

Bodhicaηavatara， V-98. 

ratrirp divarr ca triskandh叙!ltri号kalarpca pravartayet 1 

記号apatti伝matastena bodhicittajinasrayat // 

Bodhicaryavatara-pa汚ijika，ad V-98. 

triskandhaJ:1 trayaI!af!1 skandhana叩 papadesana-pu苧yanumodan互-bodhipariI!amananaf!1samaharaJ:1 / 

このように、プラジュニャーカラマティは蟻i海、語徳諾喜、菩提廼i誌の三を“triskandha"とするだけで、

f大乗三緊轡悔経』に言及しない。

25) rr金光明最務王経3の天鼓音の備頚とは、おそらく第四「蟻悔品J (desanaparivarta)を指すのであろう。 r1議

樺品」の掲の一部は r大乗集菩薩学論JJ tこ引用される。 (Sik~ãsamuccaya， pp.160， 1.12-p.164， 1.2)また、ず大

乗三索機悔経』、 F顕捺業欝経ふ『金光明経』による強揮は BMDPでは犠悔供養として述べられる。

sdig pa bSags pa'i mchod pa ni gSer 'od dam pa'am / ltuII ba b詰gspa'am / Phwi po gsum pa'i mdo'am / 

Las kyi sgrib pa rgyun gcod pa la sogs pa' 0/1 (BMDP， D 245b 1-2， P 282b5-6) 

26)アテイシャの F帰依一説示JJ (Sara"(lagamanade.sana， D 3953， P 4478)では婦依を 15の観点から解説してお

り、 RKUと共通する点、も多い。『帰依説示sについて辻望月(1990)参窯。
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きであり (thana chu gtsail phor pa ga主tsamy認めulbar bya ba)、食べ物などの供物を捧

げるべきである。何をなすべきで、何が必要かを、三宝にお伺いをたててから行うので

あるが、世俗の他の手段を捨て、組の衆生に対しでもこのようにさせるべきである。(大

小〕乗に共通して学ぶべきことは、仏詑に帰依して、世鈴の神に礼拝しないことなどであ

り、〔それらが〕三宝それぞれについて学ぶべきことである。

2.2.2 志向の縁 (D99b5-100a2) 

志向の縁については、次のように F聖なる智印経Jや F悲華経」に27)、

(1)弘の菩提に向けての発心と、 (2)妙法が滅する持の発心と、 (3)苦しんでいる有需

を見た後の発心と、 (4)菩薩の発心と、 (5)すばらしい供養や捧げものを行った後の

発心と、 (6)他の神を見た後の発心と、 (7)如来身を見た後の発心があるが、最初の三

つが真の菩提心である。

と説かれている。そして『聖なる十法経.lI~こも(次のように〕説カ亙れており、

(1)弘や菩薩などによって挺された後の発心と、 (2)菩提心の功徳を見た後の発心と、

(3)苦しんでいる有情を晃た後の発心と、 (4)仏や菩護の円満な様子を見た後の発心

である。

と説かれている。

2.2.3 Ii大乗荘厳経論』の説く五議 (D100a2-3) 

『大乗荘議経論.!I~こは五縁か説かれている28) 。

(1)友の力、 (2)原題の力、 (3)(善〕根の力、 (4)聴需の力、 (5)善を反復疹習する力

〔から〕、堅冨でない〔発心)(友の力による発心)と堅酉な〔発心)(友の方から以外

の発心)が生じる。

と説かれている。

2.2.4 アサンガの説く西縁と四方 (D100a3-5) 

アーリヤ・アサンガ御前法四縁と西方を説いている。

27)この引掃と全く詞じものは見つけら会いが、 F智印経』が挙げ、る七種の発心の密議とここに挙げられた七種

の菌諒は内容的に一致する。 f悲華経」については不明。

28) IF大乗荘畿経論』においてこの五力は受世俗 (samadanasamketika)発心の諒として説かれる。 F大乗荘厳経

論』では発心は四謹に分類されるが (Mahayanasutralaf!lkara，回 -2)、その後の説拐では受世俗発心と勝義

(paramarthika)発Jむの二種にまとめられる。そのうち受世俗発心は信解行地における発心である。
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四縁とは、和来の円満さを見た後の発心と、功徳を見た後の発tむと、妙法が滅びる持の

発心と、いとおしむべき有需を見た後の発心である。西力とは、菌の力と、行の力と、自

ちの力と、他の力である。

このように菌と縁をたくわえるならば、菩提心が生とるであろう。

2.3 発心の本質 (D100a5-100a6) 

〔菩提心〕を生じることの本質は、願望と肴求と誓顔が同義語である。次のようにアー

リヤ・マイトレーヤ御前が、

発心とは、他の者の利益のために正等覚を求めることである。

と説カ亙れている。願望と慈悲とに結びついた意識が特期金対象を頭みることが、〔発心の)

本質である。(それ;ま)清浄なる法(自法)というすべての収穫をもたらす担沃な大地の

ようなものであり、願望が大地のような菩提心で、ある29)。

2.4 発心の形態 (D100a6-100bl) 

形態とは、その〈発心の)特徴や長所であり、歎きなどのどんな欠点にも汚れされるこ

となく、無垢であることである。例えば、錆や石や土などといった欠点がない素晴らしい

金の如くである。その〔菩提〕心そのものが、金のような素晴らしい志向である。その意

味辻詳しくは F無尽慧経」に、

「大徳、シャーラドヴァティープトラよ、その菩提心辻どのような形で発心するのか。j

答える。「善男子よ、その心は小乗と関わらないことによって清誇な形で生じるので

ある。

云々と説かれている。

2.5 菩提心を湾浄にすること (D100bl-l00b3) 

それ〈菩提心)を清浄にすることとは、その心が最初にどこからも来ず、最後にどこに

も行かず、どこにも住することなし色なく、形なく、最初から生じることなく、最後に

滅することもなく、本d注として空であり、光明を本質とすることを何度も何度も念じるこ

とである。あるいは、慈と悲を構えた菩提心を、反復修警によって堅固にし清浄にするこ

29)菩提心は種々に備えられるが、大地に例えられることも多い。望尾(1996)，注 (41a)には Mahayanasu-

tralaf[tkaraとAbhisamayalaYJ1karaの併が挙げられている。
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とである。心の一瞬一瞬に自覚(念)を続けて行い、自覚、正知、根源的思唯、不放逸を

備えて〔菩提心;こ〕住することである。

2.6 菩提心の摂受 (D100b3-103a2) 

菩提心の摂受とは、(1)四つの有情を捨てないことと〈有需不捨)と、 (2)八つの優れた

人の考えと、 (3)十の内的な(自らの心の中の)方寵に熟達することと、 (4)六つの外的な

(住者に対する)方便に熟達することと、自と抱を入れ替えることと、自と他を平等にす

ることと30)、(5)r聖なる普賢行.Jl(普賢行額讃)と「金問瞳菩藍の十大廼向JJ (華厳経「金

融瞳菩藍十廻向品31)J)などの〔誓願を〕たてることである。

2.6.1 有情を捨てないこと (D100b5-102a3) 

そのうち、(1)(四つの〕有構を捨てないこととは、(1.1)自身に利益を与えてくれる有

需を捨てないことと、(1.2)自穿を傷つける者を捨てないことと、 (l.3a)実際に苦しんで

いる者や(1.3b)苦の図を持つ者などを捨てないことと、(1.4)一般的に有情を捨てないこ

とである。

2.6.1.1 岳身を利益する有需の不捨 (D100b6-101al) 

そのうち、自穿に利益を与えてくれる人を塗てないこととは、恩を知り患に報いる心に

よって〔有情を〕捨てないことである。軌範蘇ナーガールジュナ御前は、

はじまりなき輪廻の中で煩髄の火によって焼カ亙れることによって生存という牢獄の

中に往しているこれらの有情達は、以前父や母や親友や友人となって(私に〕多くの

利益をなしたので、〔彼らが〕行ったことに報いるべきである。これらの人々(有需

達)を私が苦しめたのである。今、〔私が有雷達を〕幸福にすべきである。

と説かれている。この意味誌詳しくは経典の中で見るべきである。

この生の中で自身に利益を与えてくれる父や母や親族や友人などに対して恩を知り、

患に報いなければならない。そのようでないならば、

なされた〔思恵に〕対して窓返しをしない32)。

めこの「自と他を入れ替えること J と「自と他を平等にすること」は、後の説明では r(3)内的な方捷」に含ま

才1る。

31)華義経中の一品。漢訳60巻本では第 21品「金関種菩薩十廻向品」、 80巻本で法第 25品?十廼向品J~こ、チ

ベット訳では第 30品「金問瞳題向品J (rDo rje rgyal mtshan gyis yoris su bsrio ba)にあたると考えられる。

32) Bodhisattvasa1ftvaravi1J1iaka (D 4081， P 5582)からの引用。この掲鎮辻、Bodhisattvasaf!Zvaravif!Z必ka-panjika
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という小退治esbyas) も生じるであろう。

2.6.1.2 自身を寝つける有構の不捨 (D101al-7) 

自身を傷つける有d請を捨てないことと辻、その行為を自分のものとする心によって捨

てないことである。次のように、

ジャンブドウヴィーパのすぐれた人は、良いこと〔をされた〕持は良いこと〔をなす

ことによって〕よって返し、悪いこと〔をされた〕時にも良いこと〔をなすことに

よって〕よって返す。

と(説かれている。〕そして r八千媛般若経.!I ~こも、

菩護は他人に仕打ちを受けても、その者と争わず¥その者を蕩つけた号、取り蓄しした

りしてはいけない。たとえ殺されるとしても、その者を増んではならない。どんな

有情も慢んではなちない。諸菩寵に対しては、堅屈な者であるという想念を生じる

べきである的。

と説かれている。また次のように、

菩藍はすべての有d請に対して父や母や息子や娘の想念を念ずべきである。自らの幸

謡を求めるように、他の有情も幸福に結び付けるべきである。〔そして〕すべての有

需を苦しみから解放すべきである。どんな有情をも捨ててはいけない。彼らがたと

え私自身の捧を百に刻んで、も、その者達に敵意を抱かず、慈と悲を起こすのである。

と説かれている。そして尊者アーワヤデーヴァ御前も、

ひどい害を受けたならば、〔それは〕以詰の〔行為の〕結果であると知るべきでるる。

と説かれている。もしそのようでないならば、

勉人の犠悔を全く関かず、怒って信人を打ち穆っつけること34)、

によれば有f有利益戒の知患 (krt司na)を守ることに違背する。(藤呂(1983)，p.275) 

Bodhisattvasa1?zvaravupぬkaとは Candragominが f菩薩地s戒品を 20信にまとめたものであり、 Santara-

ksitaの註 (Samvaravimsaka-v[tti，D 4082， P 5583) とBodhibhadraの難語釈 (Bodhisattvasamvaravimおka-

panjika， D 4083， P 5584)が存在する。南詮釈は重罪を四と数える点では椙違はないが、小過 (nespa)の数

え方にはき目違があり、 Bodhisattvasamvaravimおお， kk.9a-20bをおntaraksitaは 44項目と数えるのに対し、

Bodhibhadraは46項目と数える〈藤田(1983)参顛)。

アティシャは RKU，D 104b7で四重罪と 46の小過を数えており、 Bodhibhadraに従っていることが分か

る。また、 BMDPでは Bodhibhadraの難語釈がしばしば引用されている。

33)望丹(1996)，詮 50には F八千煩般若経』の対応富所の指摘があるが、誤撞があると思われはっきりしない。

34) Bodhisattvasmpvaravupsaka， k.7abo Bodhisattvasaf!tvaravif!tおka-panjika~こよれば、樟議或と摂善法戒の「他

人による違背を許すこと j に違背する。これ辻酉重罪の一つである(藤田(1983)，p.263)。
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他人のd識海を捨てる(聞き入れない〉こと35)、

怒った者達を捨てて顧みないこと36)、

罵られれば罵り返すことなどめ、

という重罪と小過が生どるであろう。

2.6.1.3a 実際に苦しんでいる有情の不捨 (D101a7一日)

実擦に苦しんでいる有情を捨てないこととは、暑さ、寒さ、空襲、のどの渇き、五無需

〔業〕など、学処を傷つけることといった様々な苦しみによって苦悩している者を見た時、

悲心によって捨てないことである。尊者アーリヤデーヴァ御前は、

鉄でできた 12ヨージャナの輸が頭の中をさまよっていて菩提心を生じたなら、産後

;こ〔その輪は〕渇えるであろうと聞いた38)。

と説かれている。そして軌範師シューラ御前も、

病気の息子に対して特に母親は苦越が生じるように、菩薩はすぐれていない者を特

に慈しむ。

と説カ亙れている。そして軌範師パヴィヤ郵読も、

激しい苦しみに4諮まされて、苦しんでいる者を見る時、慈悲が骨の髄から生じてき

て、その者を利益する。

と説かれている。詳しくは経典の中で見るべきである。

2.6.1.3b 苦しみの原国を持つ有情の不捨 (D101b3-b6) 

苦しみの原菌などを持つ有情〔を捨てないことと)とは、慈しみの心によって捨てない

ことでるる。学処を傷つけること、五無関〔業〕を行うこと、殺生〔といった〕様々な悪

しき行いを行うことから〔その有需を〕遠ざけるべきである。次のように、『聖なる正法

念住経J に、

すばらしい誓戒を受けた後、よく護持することがない者は、間違いなく禽と骨を滅ぼ

35) Bodhisattvasaf!lvaravif!'lSaka， k.13c。信人による犠侮を龍き入れないことは罪になる(藤田(1983)，p.27I)。
36) Bodhisattvasaf!lvaraνif!lsaka， k.13bo Bodhisattvasaf!lvaravif!lぬka-panj泳三によれば、これは摂善法戒の「破

戒の菌となる摂d脳、糧費簡を楽しまず捨てること J ~こ違背する(藤田(1983)， p.271)。

37) Bodhisattvasaf!lvaravif!lおお， k.13ao Bodhisattvasaf!lvaravif!lsaka-panj泳三によれば、これは律儀戒と摂善法

戒によって利勉を求めることに違青する(藤由 (1983)，p.271)。
38)筆者にはこの僑頒の意味辻明瞭で誌ないが、チベット語の“lcagsbyas持より“鉄でできた刊と訳した。

Cittavisuddh伊rakara1}aにはチベット語訳が二本あるが (Cittavara1}aviSodhana(D 1804， P 2669)， Cittarat-

navisodhana (P 5028))、再本とも“lcagsbyas"あるいは“lcagslas byas pa"でまKUと一致する。
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す熱灰の中で焼かれる。

と説かれている。そして、

聖者は、利得 (rned) と欲望 ('dod)にとどまり 39)、戒を破る者を見て、この者のい

く先はどこであろうと涙さえもこぼすであろう。

と説かれている。そして軌範師ナーガールジュナ御前も、

世間において、常に悪〔業〕を行おうとする有情すべてを、常iこ苦しまないように遠

ざけておきなさい。

と説かれている。

2.6.1.4 ー殻的な宥誇の不捨 (D101る6-102a3)

一殻的に有需を捨てないこととは、慈心によって捨てないことである o F聖なる簿意所

関経』に、

菩寵はすべての有曹を息子のようにみるべきでるり、自分の身体のように見るべき

である。

と説かれている。また r大乗荘厳経論』にも、

自分の子を非常に慈しむ鳩が畠分の子を抱いているよう iこ、苦しんでいる有情に対

して慈しみを持つ菩藍はそれ(鳩)に等しい。

と説かれている。そして「聖なる甚妙慧マハータントラJ にも、

菩薩は自らの幸福に執着しない。自ちの苦しみによって髄むことはなくても、他人

の苦しみによって苦しむであろう。他人の幸福を菩薩は喜ぶであろう。

と説かれている。また r吉祥金制茶道タントラ』と r吉祥最勝第一』にも40)、

すぐれた賢者は、輪廻の場 (gnas，adhi写!halla)にいる限り、比類なき有需利益を浬繋

せずになすことができる。

と説かれている。詳しくは経典の中で見るべきである。

39) Sik~ãSamuccaya に引用されるÃkãsagarbha-sütra には九cchãlobhaoJ とあるが、そのチベット語訳はまKU

と間諜 rrned da良'dodJになっている。ここでは RKUの通りに訳した。

40)この信鎮は BMDP，D 286a3， P 330b6-7で詰 f吉祥最勝第一.JI (Paramadya)からの引用とされる。

F
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2.6.2 八つの優れた入の考え (D102a3-5) 

八つの優れた人の考えとは〔次のようなことである。Jr (1)ああ、いつか私が有情に生

じる苦しみをなくすことができますように。同様に、 (2)老いの苦しみ、 (3)病の苦しみ、

(4)死の苦しみがなくなりますように。 (5)解説していない有情を解説させることができ

ますように。 (6)解脱していない者や (7)安心していない者や (8)浬繋していない者達を

いつか浬襲させることができますようにoJ と、心の利那裂那において自覚を続けて行う

ことである。

2.6.3 内的な方便の熟達 (D102a3ーも1)

内的な方便;こ熟達することとは、勉人の苦しみを自分のものとすることと、自分の苦し

みによって他人の苦しみを取り払うことと、吉分の幸福と位入の苦しみとを入れ替える

ことと、他人の苦しみによって自分がいつも苦しみによって悩まされることである。次

のように F甚妙慧マハータントラJ に、

菩薩は自らの幸福に執着しない。自らの苦しみによって悩むことはなくても、強人

の苦しみによって心が苦しめちれる。〔そして〕他人の幸福を菩藍は喜ぶ。

と説カ亙れている。他人の悪(業〕を自らの悪(業〕として'際悔し、地人の橿徳を自らの謡

徳として随喜し、自らの福徳を他人の福徳に廼向して随喜し、他人の福徳を自らの福徳と

して廼向する。〔これが内的な方便の熟達であるJ

2.6.4 外的な方便の熟達 (D102bl-b2) 

外的な方便に熟達することとは、四種の行為(四摂事41)) や五つの学問(五明42)) や

十善43)や六波羅蜜や四無量などによってすべての脊情を成熟させることであり、摂受す

ること匂essu bzun ba)、叱責すること(tsh紅 bcadpa)、欺くこと (bridpa)、脅迫する

こと (bsdigspa)、強要すること (gtsigsla dbab pa44))、報償により報いること (rrianpas 

41)包摂事とは、布施 (dana)、愛語 (priyavadita)、他者を和行〈ぽthacary忌、同事 (s翻 anむthat三)の四

(Mahavy抑 制 ， 924-928)。

42)五明と辻、文法学括的da-vidya，声明)、論理学 Chetu-vO，国明)、教理学 Cadhyatma-vO，内明)、医学 (cikitsa-vO，

産方暁)、工学(silpakarmasth互na-vO，工巧明)の五。 (Mahavyutjフatti，1554-1559)

43)十善とは、不殺生、不{金盗、不惑姪、不妄語、不悪口、不隠舌、不結語、不食、不眠、不邪見の十でるる

(Mahaν'yut)フatti，1685-1698)。

44)テキストには rtsigsla dbab paとあるが、そのままでは意味が取れないため、 gtsigsla dbab paとして訳し

た。望月訳には蒋に注はないが、
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凶anpa) 45)である。

2.6.5 誓顧と廻向 (D102b2-103a2) 

F聖なる金剛瞳の十廻向.ll(華厳経「金離種菩薩十廼向品46)J)や『普賢行.ll(普賢行頼

讃)や軌範部ナーガールジュナのお作りになったす誓顕二十領.n(聖龍樹誓頴王)と F不

純な水のJIIかち生じた十一傷.ll(有需知足額幻))などに従って有情を捨てないようにせね

ばならない。 F聖なる迦葉品』にも、

生命のためにすらも鵠りを語らないことと、有情に対して歎きのない深い志向をもっ

て住することと、発心した人(菩薩〉に対して師〔である〕という患いを起こすこと

と、有4需を成熟させることとの〔四つを行う)すべての者は、この上ない偉大な梧り

に向かつて成熟するのであるが、声調や独覚はそうではない。

同様に r聖なる観自在所関経sにも、

善男子よ、発心したばかりの菩薩は七つの法を学ぶべきである。(1)妄想、でさえ欲望

の対象を享受して誌ならない。そうであるならば性交(二根交会)は言うまでもな

い (2)夢の中ですら悪友を頼りにしてはいけない。 (3)鳥のよう iこ、心が把握するこ

とをなくすべきである。 (4)方更と般若に熟達して、我慢と我所見をなくすべきであ

る。 (5)存在と非存在を捨て空性三味を堅固に修習するべきである。 (6)童妄なる分

別を静めることによって輪廻を喜んではならない。

まとめるならば、自覚と正知と根源的思唯と不放逸を離れないことである。〔また、次の

ように〕

正知がないという誤りによって罪過の汚れを持つ者となるであろう。穴のあいた瓶

の中の水〔が瓶の中に留まちなしなように、その者は自覚 (smrti，念〉に往しない。

あるいは、

畠覚と正知と根源的思唯と不放逸を離れないで

と軌麓師シャーンテイデーヴァは説吉亙れている。心の利那利那において忘れてはいけな

い。自覚を続けて行うことによって菩提心を護持すべきである。もしそのようにしない

めこの霞所の詳しい意味誌はっきりしない。望月訳辻これらを六と数えるが、摂拠は記されていない。

46)注 31)参照。

47) 11有慣知足額.iI(Sattvaradhana-gatha， D 4516， P 5429)が“Batshwa chu kluIl gyi mdo 1ぉ 'byuIlba'i 

tshigs su bcad pa bcu gcig pa"と呼ばれていたこと誌そのコロフォンよち知られる。なお『脊悟知足

讃.iI(Satれlaradhana-stavムD1125， P 2017)辻詞本異訳。

円
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ならば、

守護者なく苦しむ者に物惜しみのために法と財を与えないこと48)、

迭を求める者に〔法を〕与えないこと4旬、

病人に対する奉仕を捨てること問、

必要な利益に行かないこと問、

有情利益を習熟することが少ないこと52)、

という重罪と小過が生じる。

2.7 菩提心の護持 (D1 03a2-1 03ち4)

菩提心の護持とは、〔菩提〕心を忘れたり寝つけたり捨てたりすることかち守ること

である。 F聖なる迦葉品』に、

〔菩提心は次の四つのことによって忘れられたり復つけられたり捨てられたりする。

毘つとは的、)(1)後悔していない他の者に後悔の念を生じさせること、 (2)教師や

軌範師や布施を受けるに鐘する入を欺く乙と、 (3)有清に対して議りとまやかしを

持って接し、深い志向をもって〔接し〕ないこと、 (4)発心した人に対して詳誘して

(asloka)語ることである。

と説かれている。「聖なる集一切福徳三味経』に次のように、

ナーラーヤナよ、四法によって菩提心を忘れるのである。 (1)増上d漫、 (2)仏法を尊敬

しないこと、 (3)善知識を軽んじること、 (4)誤った言葉を語ることである。あるい

は次の四つである。(1)声関や独覚と親しくすること、 (2)劣乗を信じること、 (3)菩

藍を憎み過小評価(損減)すること、(ヰ)仏法を〔与えることを〕慣しむことである。

あるいは次の四つであhる。(1)まやかし、 (2)偽号、 (3)尊者に二枚舌を便うこと、

48) Bodhisatかasaf(lvaravif!lSaka，k.6cd。四重罪の一つ。 Bodhisattvasaf(lvaravif(lsaka-panjikaによれば、これは

摂善法戒と有清利益戒の「布施波羅蜜を行うこと j に違背する(藤田(1983)，p.263)。

49) Bodhisattvasaf(lvaravif(lおka，k.l OC" Bodhisattvasaf!'lvdravif(l.saka-panji誌によれば、これは摂善法戒と有情

利益戒の「布施設羅密を行じること j に違背する(藤田(1983)，p.268)。

50) Bodhisattvasaf(lvaravil!lsàka.k.17d~ Bodhisattvasαl!lvaravIl!lsaka-pa託Mkalこよれば、これは有情利益戒の「痛

人iこ仕えること」に違昔する(藤田 (1983)，p.274)。

5l)Boよihisatれlasaf(lvaravif(lsaka，-k.17co Bodhisattvasar(lvaravif!lSaka-panjikaによれば、これ誌有管利益戒の「有

情利益をなすために説けをすること j に違背する(藤田 (1983)，p.274)。

52) Bodhisattv倒 的zvaravif(lsaka，k.ll bo Bodhisattv回 af!'lvaravif(lsaka-panj ikaによれば、これ;ま脊需和益戒に違

背する(藤田(1983)，p.269)。
53)この欝所は RKむの文章表よりι構った。
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(4)利得と尊敬iこ執着することである。あるいは次の四つである。(1)悪魔の所行を

理解しないこと、 (2)業の障害に覆われていること、。)深い志向の力が弱いこと、

(4)方捷と般若を欠いていることである。それらによって菩提心を忘れるのである。

と説かれている。 r海龍王語関経』に、

龍王よ、一切知者の智慧辻、 22の誤った道と悪しき道を離れている。 (22とは)

(1)声需の心を離れていないことや独覚の心を離れていないこと、 (2)我慢と増上慢、

(3)歎き、(ヰ)J!買世外道(Iokayata)の密語 (man紅a)、(5)誤った(道に〕入ること、

(6) (再〕生を畏れること、 (7)尊大さ、 (8)争い、 (9)愛欲、(10)憎しみ、(11)愚かさ、

(12)業の揮碍、(13)教えに対する障碍、 (14)自らをほめたたえ他人を非難すること、

(15)仏法を〔与えることを〕潜しむこと、(16)自覚を失うこと、(17)悪友、(18)師

iこ背くこと、(19)六波羅蜜と一致しないこと、 (20)醗滅〔論)や恒常〔論〕、 (21)方

箆を知らないまま〔行う〕四謹の行為(西摂事〉、 (22)すべての悪〔業〕を離れてい

ないことである。それらの (22)によって菩提心を忘れるのである。

と説かれているoF入法界品J にも、

ああ、勝者の子らよ、菩露が〔心の〕宇で椙互に悪心を生じるという非難すべき行為

より大きな(非難すべき行為は〕見られない。

と説かれているo 同様に『信方入印法門経』などの経典に詳しく説かれているので経典の

中で見るべきでるる。

2.8 菩提心を捨てるという罪が生じる図 (D103b4-103b7) 

〔菩提心を捨てるという)罪が生じる因54)とは、機根がないこと、慈悲が少ないこと、

輪廻の苦しみを畏れないこと、悪友につきまとわれること、偉大な悟りをはるかなるもの

と考えること、悪魔に加持されること、劣乗の人を頼ること、小乗の教説を求めること、

有情を全く捨てること、菩護に悪語を語り悪心を生じさせること、菩提心と一致しない立

場を捨てないこと、あるいは、無知、放逸、不熱心、多くの煩協を持つことである。

54)ここで菩提心を捨てる原理として発毛、の因と逆のことが述べられる。この菩提心を捨てる匿のうちはじめの

田つは Bodhisattvabhumiに説かれる菩提心を捨てる菌と一致する。 Bodhisattvabhumi，p.18， 11.3-9参額。
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2.9 菩提心を捨てた弊害 (D103b7-104al) 

〔菩提心を)捨てた弊害とは〔次のようである)。三千大千世界の有信〔全て〕が阿羅

漢になり、後らすべてを殺し、五無関〔業〕をなすことより、この悪〔業〕ははるかに大

きいのである O あるいは、虚空の鵠々まで溝たす極微の数を仏ほ知っているのであるが、

この罪の量がどれほどであるかを仏〔さえも〕知ることはできないのである。この意味は

詳しくは経典と F入菩提行論sなどを見るべきで、ある。

2.10 地人に菩提心が生じたことを髄喜する功徳 (D104a1-104a3) 

また、他人に〔菩提)心が生じたことを随喜することの功徳は、 r八千頒般若経』に、

〔十方の諸イムや菩薩達は〕すべての世界を量った数を知ることができるのであるが、

他人が(菩提心を)生じた功認は、

〔そのことは〕大乗経典と『入菩提行論」などの中で見るべきである的。

十方の諸弘や菩薩達泣〔その功徳の量を〕知ることができないのである。信人が菩提

心が生じたことを随喜する福徳の量は知ることができない。

と説かれている。詳しくは経典の中で見るべきである。

2.11 他人の菩提心が生じることを睦害することの弊害 (D104a3-104a6) 

他人の発心を担害することの弊害については、『聖なる掻持善根経.s (華子経)に、

シャーラドヴァティープトラよ、発心を担害しようとしたり、阻害したりする者は、

シャーラドヴァティープトラよ、?呈薬する可能性はないのでるる。

と説かれている。また、

三千のガンジスJrlの砂の数ほど(恒河沙〉の阿羅漢を殺すことや五逆をなすことより

悪〔業)は大きい。

と『八千頒般若経』に説カ亙れている。 r入菩提行論』にも、

発心する福徳を垣害する者は、有情利益を破壊する者であるので、その者が悪趣に

(赴くこと)に擦限がない。

55)この部分にはテキストの準乱があると考えられる。そのため「他の入に菩提心を生じせしめる功徳」の項巨

が欠落することになったかもしれない。しかし、前後のきi用も f八千頒般若経』に完全に一致する寵所が見

付からず、はっきりしたことは言えない。ここでは、望月訳と開様に、この埴の蔀分のみが混乱による挿入

であるとしておきたい(望月(1996)，注 (88b))。
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と説かれている。詳しくは経典の中で見るべきである。

2.12 菩提心の増大 (D104a6-105b1) 

2.12.1 

菩提心の増大とは、その心を三種の菩提心として増大させることである。〔すなわち〕

(1)律犠或 (sa母V紅 a-鎚a)をともなった菩提心と、 (2)摂善法戒〈孟usaladhannasatp.grahaka-

釘la)をともなった菩提心と、 (3)有情利益戎 (sattv亘社h誌riya-釦a)をともなった菩提心

とである。錦えば、自分の月が次第に満ちていくように、この〔菩提〕心も増大する。そ

れはまた、

広大であること、〔有l'嘗〕利益が大きいこと、善であることの点で護れているので、

清浄な志向は、深い志向 (adhyasaya)なのである5針。

と r大乗荘厳経論』に説かれている。深い志向とは三E月のようであり、語りに向けて出

発する心 (bodhiprasth如 acitta) とも言われる。

2.12.2 三種の戎

r菩護地戒晶』によれば、戒律は三種である。〔三種と辻)(1)自性戎 (pr誌rti世話a) と

(2)習或 (aるhyasta-鉛a) と(3)正受戒 (samatta-鉛a) とである57)。

2.12.2.1 自性或

そのうち吉性戒とは、すべての有情が一つの種姓であること、如来蔵を持っているこ

と、大乗の機根を錆えていることである。〔しかしたとえ)実践するなら達成する可能性

を持っていたとしても西種の欠点、に覆われているのである。 F大乗荘叢経論sには、

煩悩の繰り返し、悪友、欠乏、植に依存すること、略説するなら、機根の欠点は〔こ

56)これは adhyaSayaの語義解釈であるが、ここでは bodhiprasthanaci ttaと詞義と考えられている。

57)ここで説かれる三種の戒律は、 F菩薩地成品J では三額にまとめて説かれることはなく、一切門戒

(sarvatomukha-sila) として同種が説かれる中に、自性戒、習戒、正受或が説かれる o もう一つは方便

成戒 (upayayukta-si1a)である。ぎ菩薩地』戒rYIで、は戒律は九種に分かたれ、その一つがー堀内戒である。

また f菩薩地』戎品はそれらの九種を包摂する或としていわ窃る「三粟浄戒」を説く。アティシャは

BMDPではこの三家浄戒の思想、に従い、律{義戒 (saJ:Tlvara-si1a)、摂善法或 (kusaladharmasaJ:Tlgrahaka-釘la)、

有情科益戒 (sattvarthakriya-Sila)の三種を挙げている〈遠藤(1981)参照)。

tshul khrims kyi bslab pa gsum ni sdom pa'i tshul khrims danl dge ba'i chos sdud pa'i tshul討lrimsda会/

sems can gyi don byed pa'i tshul khrims so 11 (BMDP， D 267b3， P 308b5-6) 

RKUにおいても、この笥所のすぐ前には、菩提心を律犠戒、摂善法戒、有信利益戒の三種をともなった

菩提心として増大させることカ毛足かれており、三種の戒といえばこの三或を詣すはずであるが、三緊浄戒と

一切門戒とは分類の観点、が違うので矛震は会いのかもしれない。しかし、自性或、習戒、王受或を三戒とし

てまとめる思想が何に基づいているのか辻不現である(宮鯖 (2002))。

を
2
4

Q
d
 



の〕四種類であるといわれる。

と説かれている。このため、機根を錆えた入が、本性として大きな慈悲を持ち、本性とし

て波羅震の功徳を心相続において完全に錆えていることによって、自性或を讃えている

といわれるのである。

2.12.2.2 習戒

習戒は三種類である。〔今生の直〕前の生まで大乗の反復疹習を多く行ったものと、〔今

生の直前の生までその大乗の〕反復疹習を中くらい行ったものと、無数の生において〔大

乗を〕反復修習してきたものとである。それ放にマイトレーヤ御話が、

諸仏を尊敬し、その(諸仏)~こ対して善根を生じ、善友によって護られた者が、この

〔教説を〕聞く器たる者である。仏に対する尊敬と、費需と、布施、或などを行じる

ことによって、(その者が]器であると優れた人は知るのである。

と説かれている。

2.12.2.3 正受或

その〈三撞の戒の)うち、正受戒は〔次のようである〕。規範簡は三つの考察によって

〔弟子を)考察した後に、器の段階に従って(弟子に〕戒を与えるべきである。すでに述

べた入に対しては58)その補足(，泊or)をともなった波羅提木叉の四つの重罪と5旬、大乗

の四つの重罪と等しいものと、 46の小過とを与えるべきである的。(機根の)中くらいの

人に対しては、その中くらいの人の律儀を与えるべきである。それに加えて『聖なる童

空蔵経.!I(Akasagarbha-sutra)などの説く 18の根本罪過61)と、軌範部シャーンテイデー

ヴァが説く 14の罪白を与えるべきである。第三番目の人に対しては、それら〈上記の諸

戒)に加えて『聖なる七百頚〔般若〕経?63)JI ('Phags pa mDo sde bdun brgya pa)に説か

58)原文の“snarbrjod pa'i gan zag三主主"のままでは意味が取れない。後の儲から“ga企zagde la ni"のように読

みたい。望月訳も間接の方向である。

5ヲ〉限波羅夷法 (parajika)。アテイシャは r菩薩地或品』の説に従って渡羅提木叉を律儀戒の中に含め、大乗菩

涯の戒律り一部として認めている。何故なら波羅提木叉を守ることが出来ない者は大乗菩薩戒を受けるにふ

さわしい器ではないと考えるからである(遠藤(1981)ヲpp.679-680)。
60)訳注 32)Iこ述べたように、この笛所からアテイシヤがBodhibhadraに従っていることが分かる。

61) IF産空議経』にはおの根本罪退が説かれる。 23とは、王族に対して五、大置に対して五、声関に対して五、

菩薩iこ対して八である。ここで 18となっているのは菩薩に対する八の誤りか。

62)“gnod pa"は“anartha円の訳。 f大乗集菩護学論s第三、第四章に説かれる "anartha"を指していると考えら

れるが、 f大乗集菩薩学論』が 14と現示するわけではをい。アテイシャが 14とする根拠は不明。

63)詳揺は不明。望月訳に従った。

-92-



れる四吾の戒律と、大乗経典に説かれている資糧道の菩薩のすべての学処を護持すべき

である。資糧道において辻律儀或を中心とする。加行道においては摂善法戒を中心とす

る。出世間道においては有情利益或を中心とする。

一人の人の心相続を考えるならば、資糧道に入って間もない時誌初学者の学処に逼進す

べきである。資糧道に入って中くちいの時には中くらいの人の学処に逼進すべきでるる。

第三番目の人は第三番目の学処に逼進すべきである。誌に述べた警戒を意留して、 F聖な

る浄{言修吾経~ (Afahayanaprasadaprabhavana)に、

大乗を信じる習気が菩薩につき従うことは、次のようにつき従うのである。彼(菩

薩)は、歩いていようが、横たっていようが、眠っていようが、酔っていようが、狂っ

ていようが、常に大乗を告じるのである。菩薩は生を変わっても、次の生において大

乗を信じているので、菩提心を忘れてしまっても、どの生においても劣った者や劣っ

た機根のやを持つ者とはならないであろう。悪友や声関や独覚とつきあっても〔菩

提心を〕失うことがない。そうであるならば、外教徒によって(菩提心を〕失うこと

があろうか。大乗であるかち、大乗を信じる縁を少ししか得なくてもすぐに多くな

り、そして連続して大乗であるから大乗を告じることになるのである。それ放に、そ

の後に従う 64)大乗を信じる習気も、再生の中で増大して、無上正等覚まで〔増大〕す

るで、あろう。

と説かれている。

2.13 菩提心の功徳 (D105bl-106a1) 

きて菩提心の毛色徳は二蓮で、ある。 (1)(菩提に対する〕誓願の功徳と、 (2)(菩提に〕出

発する功徳である旬。

る4)司essu 'dren paのままでは読みにくい。所51の経典中にある“rjessu 'brel pa"を参考に訳した。

65)ここでは誓願 (praI).idhana) と需ちへ向けて出発すること (prasthana)の二つの点から功纏が説明される。

これは BMDPで説かれるこ種の菩提心の考え方と一致し、シャーンテイデーヴァから受け継いだものであ

る。

Bodhicaryavatara， 1・15.

tad bodhicittaIp. dvividhaIp. vijnatavyaIp. samasat吟/

bodhipra写idhicittaIp.ca bodhiprasthanam eva ca /1 

つA
V

Q
U
 



2.13.1 誓願の功徳

誓頴の功徳は無量でるる。略説するなちば、世間において三宝の椙続が断絶しないよ

うにすること、すべての清浄な法の因あるいは種となること、悪〔業〕を制圧すること、

罪退から脱すること、もののけや疫病やすべての壁著書をなくすことなどである。 F聖なる

掻持善根経.s(華手経)に、

シャーラドヴァティープトラよ、初発心の福認はわずかばかちでも少しばかりでも

ない。すなわち、百劫、千劫、十万劫あっても語り尽くせないのである。そうである

ならば、菩薩が〔さらに菩提)心を生じることの福徳の量を知ることがどうして出来

ょうか。

と説カ亙れている。「八千領毅若経』にも、

対象を把握する者 (aupa1ambhika)がガンジスJIIの砂の数ほど〈恒河沙)の劫の間善

根を積むことより、強の誰かが一目、あるいは半日、あるいは指を鳴与す時間ほどの

〔少しの間〕発心するならば〔その方が〕福徳は多い。

と説かれている。『入菩提行論』にも、

〔ある者が〕菩提心を生じたならば、一瞬にして、〔その〕輪廼の牢獄の中に束蒋さ

れた哀れな者逮は善逝の恵、子と呼ばれるのでるって、神々と人々をともなった註爵

に礼拝される者となる。最高の錬金薬のように、不浄な〔入などの〕姿形を得た後

に、勝者の姿形という値のつけられない宝に変えるので、菩提心という宝を堅く護持

すべきである。

ということなどが〔説カ亙れている。〕

2.13.2 出発の功徳

〔菩提に〕出発する功徳もまた『入菩提行論』に、

悟りを誓類する心からは輪廻の中で多くの結果が生じるけれども、〔悟りに〕出発す

る心のように、語穫がたえず生じることはない。

と〔説かれている。)また、

それ(発心)以来眠っていても不放逸となっても、絶え間ない多くの福徳の力が、産

空のように、生じる。
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と説かれている。「菩薩地』などや、詳しくは経典の中で見るべきである。

3 仏、菩薩について (D106al-112b3) 

3.1 

諸仏や菩護には有情を輪廼から救い出すこと以外の行為iまない。軌範師ナーガール

ジュナ御前が、

手口イ也の円溝が結果の中心であると認められる。仏を喜ばせることなどといったそれ

(利信の円満)以外のことは、それら(利他の円満〉を目的とした結果であると認め

られる的。

と説かれている。それ故に仏の身体と智慧と功徳と行為は、利他だけを行うことに基づ

いて成立している。次のように、

釈迦族〔出身の〕守護者である世尊もまた、以前表現不可能なほどの劫のかなた

(昔)に帝撞 (Indraketu) という如来、応供、正等覚者の下で、覚った。その後現在

また成仏した。聖なる観自在 (Avalokitesvara) も、無数劫のかなた(昔)に法櫨

(Dharmadhv司ja) という如来、~供、正等覚者の下で、覚った。その後現在また極楽に

おいて世尊無量光 (Arnitabha)が黄昏に浬繋した〔その翌朝の〕日の出に観自在が

成仏するであろう。

そして、

尊者金関手も以前 92のガンジス!日の砂の数(，冨湾沙)ほどの劫のかなたに智灯とい

う如来の下で成仏した。その後現在またこの賢劫の後に金翻歩如来として成仏する

であろう。

と説かれている。詩様に、輪廼に始まりと終わりはないので、アーリヤ・マンジュシュ

リー〈文殊〉にも始まりはなく本初仏 (adibuddha)である。三時のすべての仏の心辻智慧

である。すべての弘法六族にまとめられる。六族の胸に入ったヴアジュラティークシュ

ナなどの智慧薩唾 G筒 nasattva)や、 r吉祥なる務密集会タントラ」の尊格の中心をなす

マンジュヴアジュラサマンタパドラや、マンジュヤマーリの尊格グループの中心をなす

者や、吉祥なるヴアジュラパイラパがヘールカとして現れた者や、吉祥なるサンパラの釈

6岳)RKU，D 11lb5-6にも引用されるが、一部異なる。ここでは「仏を喜ばせることなどJ (sans rgyas mnes 

sogs) とあるが、所引のサンスク 1)ット培、 RKUのもう一方の51用にある sa邸宅yasnid sogsに一致する。

-95-



タントラ Fアビダーナ.1l(Abhidhana-uttara)の尊格グルーフ。の中心をなす者や、シンハ

ナーダや、撞蓮や、賢い若者や、ジャンペルツィクチンションヌ67)など〔として〕教化対

象の信解に応じて現れる。

今また、東方において完成するであろう。

と r文殊師利仏土厳浄経』に説かれている。諸イムと菩薩達は、有d誇を捨てないことによ

り、輪廼の尽きない限り身口意による行為や 27の行為やおの行為や三つの大神遥など

を絶えず〔行って、有憶を〕輪廼から救い出すけれども、輪廻する有警は尽きることはな

い。〔何故なち〕輪廼には始まりや終わりがないからである。この意味を明らかにするた

めに、アーリヤ・アヴアローキテーシュヴァラは有情を輪廻から救い出す誓願をたてて以

来、有情界を見ているので頭が開いた時世尊アミターバが頭にいるのである。仏と菩藍

すべてがすべての有情のために得難きこと掠りなき身体を得ているのである。つまり世

尊シャーキャムニも三無数劫のそれぞれの生で〔行った〕施捨 (gtoilba)と大施捨 (gto企

ba chen po) と畢寛施捨 (sin旬 gtoilba) という布施と戒と忍辱と精進と三味は、有情の

ために得難きこと限りなき身体を得るためである。 F不純な水のJIIの経.1l(有情知足頚68))

に次のように、

妻や患子や国土や権勢や肉や血や脂や体や自を、他人の喜びのために私は与えるの

である。有需を利益するならば、私に対する最高の供養である。有情を害するなら

ば、私を害することになる。

などの 11傷が説かれている。最近でも、このジャンブドウヴィーパにおいて、アー

チャーリヤ・ナーガールジュナが頭を与えたり、軌範師ア}リヤデ}ヴァが自を与えた

り、軌範諦マートリチェータ・アシュヴアゴーシャ69)が虎に体を与えたり、私の揮で大

バラモンであるジターリが虎に足を切って与え、その時に死んだりしている。それらの

人々は慈と悲によって心杷続を湿らす菩提心を清浄にしているのである。すぐれた菩藍

は加行道において純粋な菩提心を生じる。次のように r菩護地.1l ~こ、

イ言解行地において善根を堅固にした者に菩提心が生とる。

67)CDには“'jamdpal tshig sbyin gion nu"、GNPには“'jamdpa1包括gbiin gion nu"とあるが、信を指すかは

不明。ここで、は訳出出来なかったためチベット訳のままとした。

68)訳注 47)参照。

69)ここではアテイシャはアシュヴァゴーシャをマートリチェータの異名として扱っているようである。
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と説かれている。それ故に菩薩は能人を慈しむ必要があるので、自と他を入れ替え70)菩

提心を清浄にするべきである。私が以前ソーマプリーの森にいた時、ローケーシュヴア

ラ御前が自の前で〔教えを〕一説いた。「善男子よ、速やかな成仏と利組を望むなら、菩提

心を溝手争にしま善大することにつとめよ」と説いて姿を泊した。また、ヴアジュラアーサナ

で右緯している時、尊者ターラーと尊者ブリクティー御前が fすぐに完成したいと望む者

は菩提心に努力すべきである」と言った。また、ヴアジュラアーサナで、座っている時、窓

から「大徳よ、あなたが菩提心を清誇にしようと望むなら、慈と悲を反復疹習しなさいJ

と説いた。また、尊者スヴァルナドゥヴィーパ71)は「長老よ、慈と悲から生じた菩提心

を清浄にしなさい。それ(菩提心〉が清浄でないならば、パンガラ(ベンガル〉の聡伽行

者72)のように成就することはないJ (と説いた。〕菩提心は大乗のすべての法の根でるり、

国であり、種である。吉祥なる f大日経』に、

一切知者〔となる)因は菩提Jむである。〔一切知者となる)根は大慈悲である。

と説かれているので、心の科那利那における自覚と正知によって慈と悲をともなった菩

提心を絶えず生じるべきである。その〔同じ〕タントラに次のように説かれている。

犯したなち修復することができない法は四つである。菩提心を捨てること、有J誇を

傷つけること、その法〈仏法〉を捨てること、物惜しみすること(僅〉である。

〔と説かれている。〕そのうち菩提心を〔捨てることを)犯さないなら、(その他の〕三つは

修復することはできるが、それ(菩提心を捨てること)を犯したならば、〔残りの〕三つ

を犯さなくても修復することはできない。それ故に〔菩提心を)生じる因に熟達すべきで

ある。〔菩提心の〕摂受、〔菩提心の〕成就、〔菩提心を〕清浄にすること、〔菩提心の)増

大に対して非常に堅固にすべきである。この意味は詳しくは f聖なる慈氏大乗経sや r海

龍王請詫経』や r集一切語徳三味経』やIf'g霊空蔵経』などの経典の中で見るべきである。

はとめに正受した三戒73)を瞳のように護持せよ。戒を牛の尾のように護持せよ。原国

と結果を知ってそれ(三戒)を無駄にしてはなちない。必ずすぐに死ぬのである。ジャ

70)これは「菩提心の護持J の中に説かれている。

71)スヴアルナドヴィーパとは Dharmaklrtiあるいは Dharmapalaと呼ばれるアティーシャの諦歪である。

72) rベンガルの瑞昔日行者j の剖が具体的にどのような者を指すのかは不明。

73)いわゆる三束帯戒を指す。訳注 57)参照。

巧
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ンブドウヴィーパの寿命に確かなことはなく、現在は寿命の汚れ(命讃74つがあるので、

長く留まる力辻ない。死を自覚すべきである。「外と内のすべては三無常がつきまとうの

で、必ずすぐになくなってしまう」と考えて、悪〔業〕と罪過のすべてを四力によって潅

浄にすべきである。あるいはまた菩提心を生じたならば清浄となる。

声揮すちも悪事 (gnodpa)かち離れている。〔声器より〕韓大な乗に入った入は、有

情達を恵子のように慈しむ。慈と悲とを生じた人は、以前になした罪をそれによっ

て漬浄にする。

と軌範師ナーガールジュナが説かれている。〔悪業と罪を、〕すぐれた陀羅足を唱えるこ

と、機悔、『断除業障経ι 『大乗三緊J犠海経』などによって75)清浄にすべきである。「罪と

悪〔業〕が不生であると知るならば、濡浄である」と経に説かれている。一切法は平等で、

あると知るならば清浄であるので、平等であると見なければなら会い。有需を基礎とし

て弘が生じるので、有曹を中心とするべきである。 F中観思択炎JItこ次のように、

結果を望むという縄に束縛されている者達は、帯施の対象を選び出して求める。〔一

方〕他の者が、のどの渇きや空腹などの苦しみをしずめるために、器〈布施の対象〉

を考えることなく (ma brtsis p紅)与えたならば、法の平等設を理解することになる

であろう。次のように経に、「童子よ76)、一法によって菩寵は速やかに等覚する。〔一

法とは〕すべての有情に対して心が平等で冷静で毘別のないことである。三宝が自

身の福田 (gu平ak号etra)であるが、畜生などは〔自身の福田では〕ない、と考えるな

らば、その菩薩は法の平等性を理解しないであろう。それ故に、三宝と髄匠とはすば

らしい布擁の対象であるが、畜生などは〔帯施の対象〕ではない。塩害の起こった土

地に種を蒔くに等しい、と考えるなら、菩薩の法とはならないであろうりと説かれ

ているので、堅国な深い志向を持ち、慈悲によって心相続カ呼星った菩護達は布施の対

象を選ぶべきではない。

と「患択炎』に説かれている。(また)軌範訴アーワヤ・ナーガールジュナが r不純な水

のJIIより生じた有情知足領」にも説古亙れている。〔また〕他の大乗経典にも説かれている。

74)五湯の一つ。五j聾とは命濁 (ayu与-ka与三ya)、見調 (dr呼_kO
)、震悩濁 (klesa-kO

)、衆生語 (sattva-kO
)、劫濁

(kalpa-kO
) の五。 CMahtivyutpatti，2335-2340) 

75) r菩提心の縁J を説く箆所で述べられる。訳注 25)参照。

76)R五UIこは gzanduとあるが、 F思択炎』の詳onnuより訳した。
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インドラプーティ王御前は、

すべての生き物に対する平等性によって正しく心を生じるべきである。不平等に住

するならば、はじめと中間と終わりを離れたその智慧は生じないで、あろう。

と説かれているo

(しかし〕能力が鈍く初学者でありや新しく出家し智慧が清浄で、なく慈悲を反復諺習

しておらず慈悲が少ない者は〔布施の〕対象を選ぶべきである。経典やタントラや法の

詳細な解説77)などに説かれている。初学者が三味をしない時は、一切の行動は自覚と正

知によって従われるべきである。詣を鳴らす時爵ほど(弾指)の〔少しの間〕も俗人と一

緒にいてはならない。また愚かな話を詮てよ。餓鬼を常に供養せよ。「殻若(経Jdlを研

究し、唱請せよ。神遥力を得るまで法を説いてはならない。空に住し、脊d需を捨てでは

なちない。言った通りに行動して、「善逝加持J (bde gsegs byin brlabs can) といわれる

そのような功徳をそなえるべきである。夢の中の心の場合でも慈悲を離れてはなちない。

日営のすべての行動を F聖なる宝雲経』に説かれているように行うべきである。どうあっ

ても他者を喜ばせるべきで為る。欲望少なく、満足し、静かであり、穏やかであるべきで

ある。八つの世強的な事柄〈八世法78)) を説圧すべきである。十善79)を力あるものとす

べきである。すべてのものに愛着せず執着を少なくすべきである。一切法を平等にして、

煩悩と隠煩悩との対治にすべきである。苦しんでいる他人を見る持、もしその者が出家

の者なら生活必需品でないものを与えるべきである。在家の者なら生活必需品に執着す

ることなく与えるべきである。

自らの体と財産と三時に生じた善を、すべての有情の享受のために際限なく与える

べきである。

師宣の尊者アヴァドゥーティパ御前は、

自らの誤りを考える場合は鋭い巨を持つ者のように、強人の誤りを考える場合は盲

人のように、真っ直く¥おごることなく、常に空性を諺習すべきである。直接・詩接

の慈悲によって、自と他を入れ替えるべきである。何故なら自分より有需を慈しむ

77)“chos bsad pa rgyas pa"とあるが詳細は不明。 GNP版には“chosbsad brgya pa"とあり、具体的な書名を指

すようにも見える。

78)八世法とは、持(Iabha)、不得 (alabha)、名誉 (yasas)、不名誉 (ayasas)、誹誘 (ninda)、称賛 (prasaJTlsa)、

楽 (sukha)、苦 (duキkha)の八 (Mahavyutpatti，2341-2348)。
79)十善業道。訳註 43)参頭。
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ためである。

と部匠のナーローパ御前は説かれた。と説かれた80)。菩藍は自身より他者を慈しむ必要

があるので、自身と強者を入れ替えるべきである。慈と悲をともなった菩提心は真言乗

の心髄でもあり、 r十四根本罪過81).!I (摸本罪過集〉に、

有情に対する慈を捨てることは第四〔の根本罪過である〕と勝者は説かれた。〔弘〕

法の根本である菩提心、それを捨てることが第五〔の根本罪過〕である。

と説かれている。他人を非難せず、勉人の悪隷をなさないように、百ヨージャナ離れるべ

きである。

出家した菩薩は論争のある場所かち、百ヨージャナのかなたへ行くべきである。も

し去らないなら菩薩は傷つく。

と説かれている。六波羅蜜をできる限り行じよ。資糧道の 13法82)と、聖なる七慰問と、

六つの自覚84)と、四種の行為(西摂事85)) と、 16の護れた人の考え86)とを自覚すべきで

ある。特に八菩薩覚87)を自覚すべきであるc アーリヤ・ナーガールジュナ鍔前が説いた

輪廻の七つの欠点88)と、アーリヤ・アサンガが説いた七無常の輪廼の欠点をも自覚すべ

きである。五惑の対象の欠点を知って、(その〕対治を用いるべきである。不法を行つて

はならない。重接・間接に慈と悲を自覚し、有情和益を行え。「ある、いつかこの者達を

〔救い〕出そう。ある、この者達をどうしたら〔よいか)J と考え何度も何度も自覚するべ

きである。

この仏乗』こ出離しようと望む者は、すべての有曹に対して、平等なJむと、父母の想念

と、利益の心と、慈の心(意〉をともなって往すべきである。翼りのない、誠実で、

優しい言葉を語るべきである。

80)所引の{易をナーローパが説いたのかアヴァドゥーティパが説いたのかはっきりしない。

81)14の根本罪過は真言乗(密教)において説かれるのであるが、ここでは波羅蜜乗の説明に対する教琶とし

て用いられている。アテイシャは波羅蜜乗命説明に対してもしばしばタントラ等を援用する。 F根本罪過集』

(M ulapattisaf!1g raha)については頼富(1990)，p.451-458参照。

82)具体的な内容は不明。

83)七{聖)財とは、信慰 (sraddha-dhana)、戒財{記a-dhO
) 、横 (hri-dhO

)、塊 (apatr豆pya-dhO
)、覇財(五羽ta-dhO

)、

捨真左Ctyaga-dhO
)、慧財 (pr勾筒-dhO

) の七 (Mahavyutpatti，1565-1572)。

84)六つの自覚とは、念仏 (buddha-anusmrti)、念法 (dh紅 ma四 aO
)、念f曽 (sarp.gha-aO

)、念戒(銀a-a今、念施

(tyaga-aO
)、念天 (devata-ao) の六 (Mahavyutpatti， 1148-1154)。

85)訳注 41)参照。

86)具体的な内容は不明。

87)具体的な内容は不明。

88)このナーガールジュナの説く輪廻の七つの欠点と次に説かれるアサンガの説く七無需の輪廻の欠点は不明。
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と説かれている通りにすべきである。また少しの善をもすぐに廼向しないなら、アパラー

ラ (Sogma med， Apa1ala)やアータヴアカ ('Broggnas，λ!avaka)の伝説89)と同じであ

る。以上のように、敬虞に長い間絶えず、、菩薩は精神集中しない時も既に説いたような諸

法を得て、精神集中する時には前述のE星空金融三味90)を諺習し勝義菩提心が少し輝く持、

自らの体が春在すると感じず、煩悩も少し静まり、世間の所行や言語表現を大雑把に(?)

('01 phyir)語り、また外と内のすべてのものははかなく (ban加n)弱々しい仕組 10企)

と見て、身体が徴掘にな号、知が軽やかになり、広がちゃ、柔軟さや、軽やかさや、喜び

ゃ、安楽が生じる。あるいはまた、 F聖なる般若波羅蜜多輯摂傷』に説かれれている特担

(rtags)も生じる。〔その経には)

多様な想、念を離れ、論理を備えた言葉を語り、

云々という 24句91)が説会亙れている。四念娃92)、四正勤93)、四神足9の、信締〈信〉、努力

(繋)、自覚(念)、三味(定)、智慧(慧)95)を修習することによって、資糧道に往す

ること、初学の段階、震解行地に往すること、解説分の善設が生じる。その後に決択分

の諸善96)を生じるために、既に説いたように、敬慶に長い間絶えず、努力して、次第に五

根97)と、五力98)と、光明を得る〔三味) (五10kopa1abdhi-samadhi)、光明を増大する〔三

味)(a10kavrddhi-samadhi)、真実義の一分に悟入する(三味)(ta社V紅白aikadesanupravesa-

89)アパラーラは竜王であり、アータヴァカヤクシャは薬叉{鬼神)である。ともに脊需に大きな害を与えた者

の例としてここに挙げられている。例え少しの善でもすぐになさないのならば、大きな害を与えているに等

しいということ。

90)虚空金翻三味は RKU，D97a6ー7に説かれている。

ヲ1) !i穀若波羅蜜多輯摂f昌.JI(RatnagulJssancayagath訟 の 第 17章不退梧品第二罷から七傷までの六器、すなわ

ち 24匂を指す。

ヲ2)官官念処とは、身念処 (kaya-sm!，1Yupasthana)、受念娃(vedana-s 0 )、心念処 (citta-sO)、法念処 (dharma-so)

のIJLI (Mahavyutpatti， 952-956)。

93)部正勤 (prahaI).a)とは、生じていない悪法を生じないようにすること、生じた悪法を断とうとすること、生

じていない善法を生じようとすること、生じた善法をとどめ、増大させようとすることの四 (Mahaν'yu伊atti，

957-965)。

94) (欲三摩地断行成就神足 (chanda-samadhiprah亙I).asarpskarasamanvagatarddhipada)、心三E聖地断行成就神足

(citta-sO)、動三牽地盤奇行成就神足 (virya-so
)、観三摩地断行成就樽足 (mimarpsa・SO)ーの四 (Mahavyutpatti，

966-970)。

95){言、勤、念、定、慧の五つは五襲、五力と関係し、四念処からここまでに挙げられたものは「三十七菩提分

法」に含まれる。

96)加行道のI[LI善根を指す。以下に説かれる四三味は、それぞれ加行道の四善根泣の媛、頂、忍、施第一法位に

おいて修習される。

97)五袈とは、{言根 (sraddha-indriya)、精進根 (virya♂〉、念根 (smrti-iO)、定槙 (samadhi-iO)、慧摂{何回_iO)

の五である。 (Mahavyutpatti，976-981) 
約五力とは、語力 (sraddha-bala)、精進力(証明_bO)、念力 (smrti・bO)、定力 (samadhi折、慧力 (pr匂俗的

の五である。 (Mahavyutlフatti，982-987) 
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sam亘dhi)、無間三味 (anant紅 ya-sむnadhi)を得て、勝義諦を理解した後に、歓喜地を得

るのである。その時四忍と四平等も生じる。その後に十波羅蜜を完成して、十自在99)と、

八光明と、四荘援と、十六慈悲などを得るのである。地の設定は F十地経』に説かれてい

る。十地までの精神集中と後得智はどのようなものか。次のように F聖なる入無分別陀

羅尼』に、

菩薩が〔心の〕内において精神集中する時は、一切法を虚空の中心のように見るので

あるが、後得智の場合は、幻の八轍に従って見るのである。

と拾っきりと読かれている。分別が尽きて金問験三味 (vajropamasamadhi)100)を得た持、

後得智すら存在せず、法界となって法身を環誌に得る。その時試蜂、虚空がるる限り法身

があるので、後得智も全く存在しない。

私を姿形によって見たり、私を声により知る者は、誤った道に入った者なのでそう

いう人は私を見ない。諸仏は法身であり、〔その)導師達を法によって見るべきであ

る101L

と説古亙れている。そして F吉祥なるヴアジュラマーラータントラJ に辻、

すべてのものは識護に帰入し、その識もまた光明に〔帰入する)0 [その光明は〕翠奨

であり、一切空であり、法身であるともいわれる。

と説かれている。また『聖なる法集経sにも、

仏の本質は不生でるる。

と〔説かれている。〕また『聖なる離主間品JI ~こも、

諸仏は法身であ号、清浄で、あることは患空のようである 102)。

と〔説かれている。〕またディグナーガ郷前も、

99)十自在とは、心自在 (citta-vasita)、財(資其〉自在 (pari号kara-vO)、合自在 (ayur-vO)、業吉在 (karma-vo)、

生日在 (upapatti-vO)、信解良在 (adhimukti-vO)、法自在 (dharma-vo
)、願自在 (pr勾idh尋問_VO)、如意{神

通)自在 <tddhi-vO)、智自在(j白色a_vO)の十。 (Mahavyutpatti，770-780)

100) Mahavanasutralamkaraによれば、金間藤三味とは、第十地の最後の三味の名である。この三味を経て等覚

を得る (MahaJ命 wsutralaf!lka1叫 p.9針。

lOl)Vajracchedi胞のサンスクリットとは異なる。

102)類叡の掲媛が BMDP'こも引用されるが、 BMDPIこは一部挿入があち「如来現相品j と辻一致せず、問題が

残る。

Saえsrgyas phal po che 'i le 'u las 

sa会srgyas mams ni chos kyi sku 11 

de b乏ingsegs pa skye ba med 11 

mam dag nam mkha' lta bu ste // 

ies gsuils pa dail / (BMDP， D 246b3， P 284a3-4) 
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般若波羅蜜辻不二であち、その智慧会宝如来である。

と〔説かれている。〕軌範師(ナーガールジュナ)御前も、

虚空のように、汚れることなく、戯論なく、変化しないことを本質とするもの(般若

波羅蜜〉を見る者が、知来を見る。聖なる功徳を成就した者や、あなたや、世間の諦

たる仏に対して、月と月の光(に区別がない〕のように、費者達は区別を見ない。

と〔説かれている。〕またその同じ軌範部〈ナーガールジュナ)御前が、

あらゆる善法に往することなく、法界そのものとなち、非常に甚深なるものを得た甚

深なるあなたに敬礼する。

と〔説古亙れている)。また、

法界と諸仏は実際には区尉はない。

と〔説かれている〕。また、

不生を本性としているので、あなたに生起はない。守護者よ、行くこともとどまるこ

ともなく l問、実捧もない(あなた〕に敬礼する。

と〔説かれている〕。また、

諸仏はいつもこのような法性に住しておられるc

ということなど多くが説古亙れているけれども、ひとまずおく。

尊者アーリヤデーヴァ御前が、

まずこの実体は虚空の森から生じた蓮華のように実体なきものである。また両者と

挺なものも、兎の角のようである。〔それ故に〕どのような解脱の形が存在しょうか。

と〔説古亙れている。JIT"吉祥智金隣集タントラ』にも、

諸仏もまた、利他を行わない時には、真実の究握に住し、一切の戯論を寂滅している。

と説かれている。軌範蔀アーリヤ・アサンガ御前も次のように、

すべての有情が等覚して法身となった時、一切の仏はすべて清浄法界となってその

本震に往する。

と r摂決択分.lI~こ説かれているので、この軌範部{アサンガ)は真実において不二なる智

慧をも認めていない。また無分別智の後に得らるものも認めていない。三地の自在を得

ていることによってすべての法が不生でまうると理解しているからである。この意味を意

103) Paramiirthas却切で辻「来ること J (agati)。
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図して、 r金関童タントラ.Jl(均jramala) に、

これが勝義諦であり、〔それは〕無援現であり、無椙である。また勝義諦と言われる

ものがすべての仏の住処である。

と説かれている。軌範部チャンドラキールティ篠前も、

この不生なる法性が牟尼の住処であり、弘である、と説古亙れている。

と説カ亙れている。

3.2 (中観派に対する反論とそれに対する答論〕

無始以来の実体に執着するために、二諦の理趣を知らない者達が(言う。Jrあなた〔方〕

中観派のようであるならば、諸仏が無数劫の〔長い〕間菩護であった時行った無数の難行

や、蓄覆した無数の福認の資糧に意味がなくなり、法や{曽冨すらもなくなってしまう。有

情を輪廼から救い出すこともないので、邪悪な見解であり、遠ざけておかなければならな

い。これは清浄な法という収穫(10tog) (に対する〕あられであり、外教徒である断滅論

者よりこれはひどいので、このようなこれは秘匿されるべきであるoJ

中観派が〔それに対して〕言う。「君は、智慧が潰浄でなく愚かである。 r大雲経Jや

『入梼儲経」や f大法鼓経sや r文殊根本議事i経sに何度も何度も授記されている1似)ナー

ガールジュナの教義を損滅する者は自滅する。その〔ナーガールジュナ〕に認められた教

義によって、諸仏は法身となり、その〈仏)の智慧も一切の分別を離れていて法界となる

ので、それ故に要素〈界〉や智慧や対象や対象を持つものはないので、無分那智にどのよ

うな作用があろうか。」軌範蔀(ナーガールジュナ)御前も、

過去がないので、未来もない。(現在は〕往する所が変化しているのであるから、〔そ

のような)現在がどこに住するであろうか。

と〔説かれている〕ことと、

そこに、これらの精神集中や精神集中でないものが一切存在せず、実体や非実体を離

れたものが双入 (zun'jug，yuganaddha)であると、説法者は説いた。

と説かれていることによって無分那智は認められていない。その時、無分別智がないの

であるから、すべての戯論ほ寂滅しているので、後得智のどんな作用が存在しょうか。存

在しないのである。 r入梼伽経」に、

104)この援記については R豆u.D 128b4-115b2に具体的に説かれる。
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すべての迷乱(，詰rrul戸，るhranti)を捨てた後にも、もし迷乱が現れるなら、それは

真実の迷乱である。清浄で、ない眼病のように105)。

と説カ亙れている。その場合、根病には三種がある。〔三種とは)(1)按病を持つ愚者と

(2)眼病を持つ賢者と (3)眼病を取り払った賢者である。諸仏は眼病を取り払っているの

で、再びまた謀病が現れることはない。「そうであるとすると、仏に身体や智慧や功徳や

行為もなくなるのではないかj というならば、〔われわれ中観派は次のように〕答える。

三つの原因と一つの縁によって教化対象の特質に搭じて現れるのである。教化対象の遣

いによって身体も様々に現れる。また智慧も自然に生じる偉大な智慧である。師匠のア

ヴァドゥーティパと師匠のタームラドヴィーパ御前も、

「智慧は法界と異ならない。法界に対して自ら生じる智慧と名詩けるのである。

〔それは〕不可思議でるり、言葉による裁論を離れている。教化対象の特質は五

種である、 と説カ亙れているoJ

と軌範師ナーガールジュナが説いた

と説カ亙れている。十力など、三神通、 25の所行、 32の所行が教化対象の特質に応じて顕

現する。それ故に軌範陣(ナーガールジュナ〉御前が、

守護者よ、〔あなたに〉思d権がなく、分別がなく、動揺がなくても、あなたは自然に

有需に対して仏の所行を行うのである。

また、

如意樹 (dpagbsam siIi)のように、一切の分別の激しい嵐 (rlu主命nar，V五戸)によっ

て動じることなしそうでありながらも、すべての有情の志向 (bsam戸;asa)を満

たすのである。

また、

守護者よ、あなたに有需という想念が働くことが全くないけれども、苦しみを持つ有

需に対して慈悲を持ち、利益されるのがあなたである。

また、

和色の円溝が結果の中心であると認められる。仏たることなどのそれ〈利他の円満)

105}C句は『入拐{組経去のサンスクリットと異なる。直龍の信頒の C匂と混乱したか、あるいは tasyaをtaftvarp.
と読んでいるかといった可能性が考えられよう。
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とJ1Uなことはそれち(利他の円満)の，討属的なものと認められる 106)。

と説かれている。また軌範師アーリヤデーヴァ御前が、

多くの無数劫にわたって常に利他だけを行う。究極の法身を得たならば、衆生の利

益のある限り、湿薬せずに利他を行うのである。それ故に菩護は利他でないことは

行つてはいけない。自らの利益だけを追い求めること誌五趣のすべてがすることで

ある。常に慈悲を欝え、利他を実行する最高の入を、衆生の父や母は喜びに喜ぶので

るる。

と説カ亙れている。三身の設定は軌範部(ナーガールジュナ)備前が他に説かれているの

で、ここで誌おしそのように、法身による加持に基づき、三つの冒と一つの縁によっ

て、色身が〔生じ、〕甚深で広大な法を言語き、〔その〕身の所行は輪廼が空になるまで(す

べての有債が浬繋するまで)生じるのである。この意味を意歯して「タントラ」に、

考えも様々で信解も多様な害情によって、多くの区別が生まれる。一つであるのに

多くの水の〔入った〕器に〔多くの)月の挟像が現れることと等しい。

と説かれている。また尊者アーリヤデーヴァ鶴誌も、

宝石・員・水晶・璃顎・瑠麗・鋸の器を並べることから、そこ〈器)に一つの月が空

から変化して色形が様々に現れるように、そのように守護者の真実の金隈心が、衆生

を議々な形で満たしているのでるる。

と説かれている。福徳が少なし能力の劣った者達に〔仏)身が現れることはない。『大

乗荘厳経論.!I ~こ、

器が壊れたなら汚の挟像は現れないように、それと再じように、悪しき有需に仏の姿

形も現れることはない。

と説かれている。同じように、次の言葉も教化対象の器に対応して説かれている。

諸弘の教信対象に対して信解に応じた法(教え〉を説いた。ある者には罪悪から離れ

る法を説いた。ある者には冨果の二誌尽きることがないという法を説いた。ある者

;こは二詩を区別する法を説いた。甚深なるものに畏れを抱く者達には空性と慈悲を

本質とする信解に芯じた法を説いた107)。

106)R玄U，D 106a2-3 ~こも引舟される。二度目の引用であるが、チベット文は異なり、この引用の方が原文に近

む=。

107) Ratnavalfと異なる点が多いが、 Eミ豆UIこ即して訳した。
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と軌範師ナーガールジュナは説かれている。また、清浄でない器には現れない。発天に

勧語された時(仏陀は〕

甚深で、愛欲を離れ、甘露であり、無為であり、甘露のような一法を私は獲得した。

〔その法を)誰に説いても理解することはないであろう。私は一人森で諺習しよう。

と説カ亙れている。また軌範師(ナーガールジュナ)御前も、

そのように甚深なる法は器ではない衆生には顕現しないので、賢者達は、仏が一切知

者であると知るのである。

と説かれている。それ故に、この意味は f聖なる如来不思議秘密大乗経sに説かれてい

る。そのため、軌範諒ナーガールジュナに従う中観派 (dbuma)にいかなる誤りもない

のである。この教義を損減する者達は、甚深で広大な法を捨てた地獄の苦しみを長く経

験することになるであろう。

4 諸学派とその論師 (D112b3-113a4) 

以前の規範部達はそれぞれの立場を作っている。

4.1 論理学派

軌範師ディグナーガ108)(Dignaga，諌那)や、ダノレマキールティ 109)(Dh紅担akirti，法称〉

など辻、論理学の書物を盛大に作られた。

4.2 毘婆沙蹄

軌範師ダルマトラータ110)(Dhannatrata法救)や、軌範部プッダデーヴァ111)(Buddha信

deva，覚天)や、ヴァスミトラ 112) (v.鎚umi往a，i!t友)や、ゴーシャカ113) (Gho~aka，妙音)

や、マノージュニャ 114) (Manojna?)などは、声聞毘婆沙師の書物を盛大に作られた。

108) Pramã~1asamuccaya (吋老仏研豆IJI，p.40S)の著者。これ以下は人物を明確にするためiこ著書を挙ぜるが、

額損になるので一つのみ挙げるにとどめたい。なお、書誌靖報は『党仏研 IIIJIならびに「究仏訴 IVJIにゆ

ずる。論麟についても問書を参照されたい。

109) Pramarwvarttika (Ii究イム研 IIL!I，p.419)の著者。

110) Ii雑時毘曇心論Jl(Ii党仏研 IIIJl，p.69)の著者。

111) Ii阿毘達磨大毘婆沙論JI (Abhidharmamahãvibhã~ãsãstra) や吋耳毘達磨f異舎議Jl (Abhidharmkaosabhä~ya) 

などに言及される。

112) r阿毘達磨界身足論.JI (Abhidharmadhatukayapadasastra， Ii楚仏研IIIJI，p.64)の著者。

113) Ii阿毘曇甘味論.JI (Abhidharmam[ta血stra，Ii究仏研 III.JI，p.67) 
114}不明。
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4.3 経量 部

軌範訴シュパグフ。タ 115) (SU抵mgupta)や、ダルモーッタラ 116) (Dh訂 mo託ara)や、古

ヴァスパンドゥ (Vasubandhu，dByig g貰ensilama，世親) 117)などは、声閉経量蔀の書物を

盛大に作られた。

4.4 唯識派

軌範解アサンガ118)(Asailga，無著)や、ヴァスパンドゥ 119)(Vasubandhu，世親)や、ス

ティラマティ 120) (S出iramati)や、プラジュニャーカラグプタ121) (Prajnakaragupta)や、

カリンカ 122) (Ka1i故 a?)や、デーヴェーンドラブッディ 123) (Devendrabuddhi)や、憂婆

塞〈在家信者)尊蔀アスヴァパーヴァ 124) (Asvabh呈va)などは、有担無相の〔唯識の〕書

物を盛大に作られた。

4.5 中観 派

軌範部パヴイヤ125)(Bhavya)や、ブッダノtーリタ126)(Buddhapalita)や、デーヴアシャ

ルマン (Devas紅 man)や、アヴアローキタヴラタ (Ava1o厄tavrata)や、シャーンタラク

シタ 127) (Santaraksita)や、カマラシーラ 128) (Kamala姐a)などは、中観派の書物を盛大

に作られた。

115) Bahyarthasiddhikarika (Ii党仏研 III.lI，p.448)などの著者。一般にシュパグプタは毘婆沙師と考えられるこ

とが多い(御牧(1989)，注 11)， 12))。

116) Prama1}aviniscayaやめ'ayabinduに注釈を著した人物(Ii究仏研III.lI，p.430， 433， 456)。

117) Abhidharmakosa (Ii荒仏研豆I.lI，p.72)の著者。ここにヴァスパンドゥ二人説が環れる。宮鯖 (1993)，p.8で

は筆者辻この記述が二人説を意味すると確定できないとしたが、ツルティム (2001)は謡半生を意味する場

合は snamaという表現が用いられないことを指掃している。それに従い、 RKUには二人説が環れると訂正

したい。ただし、ここで詰経量部のヴァスパンドゥと唯識誌のヴァスパンドゥという区関になっている点に

注意する必要がある。

118)アティシャによればBodhisattvabhumiはアサンガり著書(0"究仏研理.lI，p.318f.)。

119) Ii大乗荘議経論.lI(Mahayanasutralaf!1kara)ゃ r中辺分間論.lI(Madhyantavibhaga)に対する注釈などを著

した人物(0"究仏研 III.lIp.329f.， 334f.， 356王)。

120)上記の r大乗荘厳経論去の注釈などの著者(U'党イム研Iむ，p.329)。

121) Sahopalambhaniyamasiddhiの著者(0"党仏研宜I.lI，p.458)。
122)不明。

123)ダルマキールテイの Prama1}avarttikaに注釈 (pa匂ik訟を著した人物(0"究仏研IIIjJ ，p.420)。

124)アスヴアバーヴァの名で残る論書にAlokamalat設a-h[danandajanani (Ii楚仏研 llLn，p.29I)、 Mahayanasu-

trala，!zkaraや Mahayanasaf!1grahaに対する注釈がある(0"楚仏研 III.lI，p.329， 353)。アティシャがこれらの

論書をすべて一人のアスヴァパーヴァ立掃していたのかどうかは明らかではない。
125)パヴィヤについては訳注 1)参照。

126)ブッダノ号ーリ夕、デーヴアシャルマン、アヴアローキタヴラタらの名辻『中論阜の詮釈家として BMDPに

も出る。

127) Madhyamakalaf!1karaの著者(0"究イム研 III.lI，p.274)。

128) Bhavanakramaの著者(0"党仏研回.lI，p.276f.)。

-108一



4.6 中観派における菩薩行の教義

軌麓師チャンドラゴーミン129):(Candragomin)や、軌範師シューラ 130) (おra)や、軌

範部サーガラメーガ131)(Sagaramegha)や、軌範部シャーンテイデーヴァ 132)径五ntideva)

や、軌範師ルンタカ133)(Luntaka?)などは、〔菩提〕心を生じたばかりの初学者のために、

四無量や、四謹の行為(西摂事〉や、波羅蜜などをいか;こ受持するかという広大な実援の

書物を盛大に作られたc

4.7 究極の中観派

彰i範師アーリヤ・ナーガールジュナ134)(Nagarjuna)や、軌範師アーリヤデーヴァ135)

(λryadeva)や、軌範師マティチトラ 136) (Maticitra)や、軌範部カンパラ137) (Kamba1a) 

や、軌範師チャンドラキールティ 138) ( Candra陸 ti)の五人の規範師139)が作られた中議派

の書物は、すべての中観派の究極である。〔その書物は)すべての中観派の書物の根本で

もあるので、比類なきものである。

4.8 真言乗〈ヨーガタントラ、クリヤータントラ)

同様にまた、真言〔乗〕の書物についても、軌範師プッダグヒヤ140) (Buddhaguhya) 

や、軌範師シャーキャミトラ 141) (S誌yぉnitra)や、軌範蹄プラジュニャーシッディ 142)

(Praj筒 siddhi?)や、軌範師アーナンダガルパ143) (λnandagarbha)などが、「ヨーガタン

トラ」や「クリヤータントラJ の意味を明ちかになさった。

129) Ii菩薩律{義二十.n(Bodhisattvasamvaravimお初〉の著者であるチャンドラゴーミンを指すと患われる(Ii党

仏研 III.n，p.320)。
130) Paramitasamasaなどの著者(Ii党仏誹IIIJJ，p.303. MEADOWS (1986))。
131) Ii稔fbn行地中菩護地解説』の著者仔究仏研III.n，p.320)。
132)シャーンテイデーヴアについては訳注り参照。
133)不暁。

134)ナーガールジ、ユナについては訳注 1)参照、。

135)アーリヤデーヴアについて泣訳注り参照。

136)訳注 69)で述べたように、アテイシャはアシユヴァゴーシヤの異名としてマティチトラを考えているようで

あり、ここではおf!lv[tibodhicittabhavanopadeiaval1}asaY[lgrahaや Paramarthabodhicittabhavanakramava回

rlJasaf!lgrahαの著者をマティチトラとして考えているのかも知れない(Ii党仏研III.n，p.305)。
137) Alokamalaの著者(Ii党仏研III.n，p.290)。
138)チャンドラキールティについては訳注1)参照。

139)これがアテイシャの従う教義であるが、今後アテイシャがこれらの論部をどのように理解していたかを明ら

かにする必要がある。

140) Ii大日経』に対する注釈 Vairocanabhisaf!lbodhitantra-pI1}clartha(D 2662， P 3486)などの著者。

141) Pancakramaの一部の著者とされる(Ii党仏新IV.n，p.235)。
142)不明。

143) Sarvavajrodayaの著者(Ii究仏研IVJJ ， p.193)。
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4.9 莫言乗(グヒヤサマージャ)

軌範諦インドラブーティ l斜) (Indrabhuti)や、事L範部ブッダジュニャーナパーダ145)

(Buddhaj長ana-pada) などが、『吉祥なる秘密集会タントラ」の意味だけを明らかにな

さった。

4.10 真言乗(サンヴァラ)

軌範部チャリヤーパーダ146) (Ca巧ra-pada?)や、軌範踊ヴアジュラガンタ _147)

(Vajragha苧ta)や、軌範部yレーイパーダ148) (Luyi-p亙da) などが F吉祥なるサンヴアラ

タントラJ の意味を明らかになさった。

4.11 真言乗(へーヴアジュラタントラ}

軌範蹄ドンピーヘールカ l特)(Dombiheruka)や、サロールハヴアジュラ15的 (Saroruhava-

jra) などは、 r吉祥なるへーヴアジュラタントラ』の意味だけを明らかになさった。

4.12 真言乗(マハーマーヤー〉

軌範師ククリパ151)(Kukuri-pada)やダルマパーダ152)(Dh紅 ma-pada?)などは、 f吉祥

なるマハーマーヤ-Jjの意味を明ちかになさった。

5 ナーガールジュナについて

5.1 ナーガールジュナの著作iこついて (D113a4-113凶)

軌範諦(ナーガールジュナ〉錦前は、すべての有情に対して大いなる憐れみを持って

いる。

5.1.1 普通の人のために

普通の人を非常に利益するために、 F縁起の占星術と占い?153)Jjをお作りになった。

144) ]iianasiddhiの著者 (u;を仏研 IVJ] ，p.348)。
145)Mukhagama (D 1853，P2716)の著者。
146)不明。

147)Cakrasarrlvarapaiicakramaの著者(主党仏研IVJI，p.263)。
148) Cakrasaf!lvarabhisamayaの著者げ究仏研 IVJl ， p.262)。
149) Nairatmyayoginfsadhanaの著者♂党イム研 IVJl ，p.303)。
150) Hevajrasadhanopayikaの著者 (u党仏研 IVJl ， p.298)。
151)Mahãm命令ãdhanama~u!alavídhÌ (D 1630， P 2502)の著者。
152)不現。

153)龍嶺作で類叡の論書名を持つものに Pratftyasamutpaぬcakra (p 5811)がある (u党仏研illJl ， p.167)。こ

れはチベット大薮経「工巧明部 (bZorig pa) J にi畏めちれてお号、その Pratftyasam認tpadacakraを指してい
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5.1.2 大臣達のために

大臣達を利益するために F般若百論154)Jl (Praj克asataka)ゃ r十二の観察?155)o.JIなどを

お作りになった。

5.1.3 王達のために

王達のために、 F勧誠王領156)Jl (Suhrllekha)や『宝行王正論157)Jl (Ratnavali)をお作り

になった。

5.1.4 福徳の少ない者のために

四謹の集団(百lormam bii) 158)に属して福徳の少ない者遠のために、 r香?昆合傷」の

大小 (Dhupayogaratnamala，D 4319， P 5809とAs・!apadi主rtadhupayoga，D 4320， P 5810) 

などをお作りになった。

5.1.5 医者のために

屋者のために、「治療法一吉159).JI (Yogasataka) をお作りになった。〔またJr治療法三

十二160)JlやU"(治療法〕二十161)Jlや F甘露の心髄162)?Jlや r産部寿命経163)Jl (Jivasutra) 

などをお作ちになった。

5.1.6 大乗

大乗に入った者達のために F発菩提心儀軌.ll(Bodhicitto苧adavidhi，D 3966， P 5361)や

『菩薩行明解?164)jlや『経集jl (S立trasamuccayal65))などをお作りになった。

る可能性が高い。 Pratftyasamu伊adacakraのテキスト・英訳を含む研究には抗日OR(1990)がある。

154) ~党イム研 III.JI、 p.166参照。

155) ~卜二円論』とも想定できるが不明。fF+二門論』は漢訳のみ現害(fF党仏研 III.JI ， p.167)。

156) ~党仏研 II弘、 p.134f. 参照。

157) ~党仏研 IIIJJ 、 p.129f. ならびに江田 (2005) 参摂。漢訳を使った最近の萌究に岡田 (2006) がある。
158) rl1LI種の集冨j が具体的に詞を指すかは不明。

159)Filliozatによる党・蔵テキストと仏訳がある (FILLIOZAT(1979))。

160)チベット大薮経にこのままの名称を持つ著作は見いだ、せない。
161);ド明。

162)開上。

163)チベット大蔵経では Jfvasiltra(D 4307， P 5796)の著者を Klusgrub s缶詰 po(Nagarjunagarbha)とする。
164)不勾:J。

165) ~党fム研 IIIJJ ， p.159f. 
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5.1.7 大乗の頭として

また、その頭に「般若といわれる援本中論166).JI(Prajna-nama-mulamadhyamαkakarika) 

と、それに続いて f廻誇論167).JI (Vigrahaりiavartani) と F空七十論168).JI (Sunyatasaptati) 

をお作りになった。

5.1.8 大乗の支分として

その支分として、 r六 十 頚如理論169).JI (Yukti必stika) と r大 乗 二 十 論170).JI 

(M ahayanavirpSaka) と F遷有議171).JI (Bha~ωaf!lkrãnti) と F修習次第.JI (Bhavanakrama. 

D 3908， P 5304)と F京破論172).JI(ぬidalyaprakara1}s)とr百字論173).JI (Ak~ara必taka) と

F菩提心釈174).JI(Bodhicittavivarana)とr法界讃175).JI(Dharmadhatustava)と『勝義讃176).JI 

(Paramarthastava)とT無分別讃177).JI(rNam par mi rtog par bstod pa)と『不可思議讃178).JI 

(Acintyastava)と f超世間讃179).ll(Lokatitastava)と F心金融讃180).JI (Cittavajrastava)と

『稲芋経の注釈」ぱηasalistambaka-mahayanasutra-!詑a.D 3986， P 5486) と r因縁心論

釈181).ll (PratIlかasamutpadah[daya-ηiakhyana) とを〔お作りになった。)

5.1.9 大乗の中でも特に優れた者のために

関様に、鋭い能力を持つ者の中でも鋭く、その中でも鋭い大乗の真言〔乗〕の器となった

者達に、秘密集会タントラの意国である r秘密集会入受詑羅濯蛋議軌sぱrなuhyasamaja-

166) Il党仏研 llI，lI，p.107f. 

167) Ii党仏訴 IIIJI，p.1l8f. 

168) Il党イム研 IIIJI，p.116f. 
169) If'党仏研llIJI，p.114王

170} If'党仏研llIJI，p.151f. 

171) If'究イム研llIJI，p.157f. 

172) Ii党仏罰 IIIJI，p.12lf. 

173) Ii党仏研 Iむ， p.179王漢訳 F百字論Jl(T 1572) は提婆を著者とする。

174) Ii究仏研 Iむ，p.162f.

175) If'荒仏研 IIIJJ，p.148f. 

176} If'勝義讃』は後に挙げられる『不可思議讃JlIr超世間讃sまた r無警讃sとあわせて『四讃JI(Catuhstava) 

とまとめられる。間讃については、 f楚仏研立III，p.139ならびに津田 (2006)参照。

177)前後の讃歌を見るとず無警護JJ (Niraupamyastava)か。あるいは「無分間」を「般若J と考えれば F般若

波羅塞讃JJ(Prajnaparamitastotora， D 1127， P 2018) とも想定できる。 F無警讃』については r究仏罰illJJ，

p.139f.ならびに前掲津田 (2006)参照。「穀若渡羅蜜讃』については、 F究仏研回JI，p.148， 185. 
178)上記「鴎護』のひとつ。

179)間接に『西讃』のひとつ。

180) U党仏研 IIIJJ，p.143. 

181) r究仏訴 III.!!，p.123f. 
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mandala-vidhi)とF議義二十頚182).11と F成就法略集183).11(Pind詑rtasadhana，D 1796， P 2661) 

と r経合集.lI(Srfguhyasamajamahayogotpattikramasadhana-Sutramelapaka， D 1797， 

P 2662) と r五次第184).11(Pancakrama， D 1802， P 2667) とをお作りになった。〔また)

F吉祥なる四金搬座マハータントラ(CatuJJPf!ha-tantra)擾註185).lIをお作りになった。

『ナーマサンギーティ (Namasaf!lgfti)の注釈186).lIと尊者カサルパナ(Khas紅 pana)の成就

法187)と『六字論188).lIとアラパチャナ(Arapacana)やヴァーギーシュヴァラ (Vagisv紅 a)

やツィクチンションヌ 189)などの成就法190)をお作りになった。トリサマヤヴィユーハ

(Trisamayavyuha)の儀軌191)とシッダ・ヱーカヴィーラ (Siddhaikavira)の成就法やその

説示である r善如意牛192).lI(Kalyanakamadhenu-vivara1}a， D 3067， P 3891)と F供物三十

領193).Jlと r一切仏集合タントラの究寛経次第の大説示194).11の多くをお作りになった。

5.2 ナーガールジュナの授記について (D113b6-115b2) 

そのすぐれた人は仏そのものであるので、その人(ナーガールジュナ)の持った教義に

対して意を堅冨にすべきである O それは何故かというと、『大雲経.Jltこ、

神の一族達よ、リッチャヴィの王子であるこの一切衆生楽見 (Sarvasattvapriyadarsa-

na)という者は、以前無数劫の昔に龍姓建如来が世間に現れた持、転輪聖王である大

精進龍 (brTson'grus chen po'i k1u)、〔その妃である〕持法 (bsTanpa 'dzin pa)、大

臣である持妙法蔵 (Dむnpa'i c担os勾imdzod 'dzin pa) (がいた。ある時〕その王と

大臣の二人が、仏舎和が存在するか、存在しないか論争していた。その時、王の善説

によって従者達は驚きを生じて、世尊に誇関し「その王は甚深なるものに通達してお

りますj と言ったので、世尊は王の功徳を詳しく説いた。

〔詳しく辻)経を見るべきである。

182)チベット大蔵経に見いだせず。

183) Ii党仏研 IV.!l， p.235. 
184) Ii党イム研IV.!l， p.235. 

185)ナーガールジュナの著作として現害するものはない。

186)関上。

187)関上。

188)チベット大蔵経に見いだせず。

189)訳注 67)と間諜不明。

190)ナーガールジュナの著作として現存するもの誌ない0

191)同上。

192) Ii党仏研IV.!l，p.79. 
193)チベット大巌経に見いだせず。

"の向上。
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その後、王は従者とともに、仏に対して拳いっぱいの宝石をまき、誓車震をたてた。

「将来、釈迦牟尼仏の教説が滅びつつある時、私は出家し、教え〈法)の最後になっ

た持、三度大声をあげ、法衣を着ただけ、髪を剃っただけで、菌を出ますように。妙

法が生じますように。妙法のために私の命を捨てますようにoJ と誓願をたてたので

ある。その後、大臣や妃も誓頴をたてた。

持の一族達よ、私の入滅後数芭年がすぎた後、南方の一族にシャータヴァーハナ

(bDe spyod bza企po，Satav誌 ana) という王が現れるであろう。妙法が滅するまで百

年だけを残す時、私の声聞が現れるであろう。〔そして〕妙法を救い出し、妙法の輪

を転じ、大乗を他の者に広く説くであろう。

と説カ亙れているお言葉と、また、

比丘よ、その者の授記を聞きなさい。彼は私に役立つ者であり、私の座を大きくす

る者であり、大きな荷物を運ぶ者であり、私の釈迦〔族〕の王子である。私の入滋

の後、南方の地方に、 DraIisroil byi' o(?) 195)という冨のプニヤヴァティー (bsodnams

ldan， PUJ.).yavati?) という大都市の北方に生まれるであろう。清浄なる偉大な一族で

あるその Bhrago can 196)という一族は、釈迦族の者である。一切衆生楽見というこ

のリッチャヴィの王子は私の法を広めるために、この最高の入でおる菩藍は偉大な

機根を持ち王族として生まれるであろう。彼のすべての親族達はその名から〔名〕付

けられる G その(王子)が出家した後、彼(王子)の従者達も妙法のために命を捨

て、法を説く。

また、その後に次のように〔説かれる)。

その教義を告じる者泣少なく、誌とんど信じることはない。(しかし)司法を備える

ならば、その者を信じ信頼するであろう。〔四法とは)(1)以前のイムにその教義を開い

て語じること、 (2)善知識に摂取されること、 (3)深い志向を抱いて善根を堅固にす

ること、 (4)広大なもの(教え)を信じることである。その者を信じず信頼しない者

はすべて悪魔に魅入られた愚か者である。その者を信じ信頼する者達は仏の心に抱

195)チベット語は Dransro会byi'ooIi'大雲経』には DraIisro企byiboとあるが、サンスクリットが不明であるた

め、そのままおいた。

196)Bhra go canは部族の名称であると思われる。ここでは Bhrago canとあるが、所引の経典には'Brago can 

と出る。サンスクリット不明のため、チベット語のままおいた。
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かれた者でるる。

その者を尊敬したならば、三時の諸仏のすべてを尊敬したことになる。その者の

言葉を聞いたなちば、三時のすべての仏の言葉を関いたことになる。

またその後〔次のように説かれている〕。

その者が死ぬ時私の妙法は滅び、るのである。その者と等しい入はなく、決してあり

えないのである。

また〔経中には倍にも〕多くの話が〔説かれるが、)その後;こ、

その者の立場にたつ者と、その者の教義を広める者と、その者の集団と、その者の教

義を保持する者達とは、仏教の中で、かの者の集団が中心となる。この賢劫の後に 62

劫に〔わたって)仏は現れない。その後に七仏が現れる。その後に浄光という世界に

おいて智蔵光という如来応供正等覚者が等覚するであろう。

などという多くの教義が説かれている。ここには大略だけを書いた。あるいはまた『文

殊根本儀軌経」に、

ナーガールジュナという比丘が現れ、無岳性の意味の真実を知る。マーユリー(孔

雀)という陀羅尼 (gzuils) を成就して、六百年生きるであろう。

ということなど多くが説カ亙れている。「聖なる入標識経.!I ~こも、

マハーマティよ、汝は知れ。南方のヴェーダリーという国に、律大な名声のある、吉

祥なる比丘が〔現れる。〕その名を「ナーガJ (龍〉という。

と〔説かれている。そ)の援には、

歓喜地を或就して、彼詰極楽に行く。

と説かれている。そして『聖なる法鼓経197).JIにも授記されている。 F聖なる金光明経』に

も、授記の言葉はないが、仏舎利について婆羅門カウンディニヤ(喬陳如〉とリッチャ

ヴィの一切衆生楽見というこの者とが論争なさっている 198)。あるいはまた、軌範師チャ

ンドラキールティ御前も、

そのように大規範師ナーガールジュナ御前は、自身の呂的を獲得し、自ら理解すべき

大持金剛三味を世間の人々に説き、神と入の安楽を越え、外教徒や声聞や独覚達の弾

ぬ7) fi法鼓経』における授記については高靖直道氏が f如来議思想、の形成』の中で触れている{陪書、 p.236)。

F法鼓経』で授記される者の名、出身等は、 F大雲経』と等しい。

iヲ8) iI金光明経』の第二章を指すと患われる。
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定 (dhyana)や等至 (samapatti)の安楽をも越え、生滅を離れあらゆる優れた形を備

えた如来の身体、〔その〕身体を見て魅せられることない、十力と四無畏などの仏の

すべての功徳によって荘厳された如来身を得て、極楽に行き、八つの功徳自在を持っ

て住しているのである。

と『灯作明JJ~こ説古亙れている。それ故に、そのような軌範師ナーガールジュナの教義を知

り、理解し、その〈ナーガールジュナの〉系統の甚深なる教説を繕え実践する人は、無数

の生において大乗を行じた人である。仏の教誌のある隈りその(ナーガールジュナの)教

説が絶えること iまない。尊者アーリヤ・デーヴァ郷前は、

lli:尊シャーキャムニが、夜半に悟ちの三味を現前させて以来、イム陀の教説がある限

り、軌範蔀アーリヤ・ナーガールジュナ以降、部置から師匠に伝わったのであり、軌

範諦(ナーガールジュナ)御前のこの教説は、一切の仏と菩薩と金翻ダーキニーに加

持されているのである。

と説かれている。軌範諦チャンドラキールティ御前は、

また、この生において成仏しようと望む大稔伽行者たちによってさえ得難い、この

アーチャーリヤ(ナーガールジュナ)御前から授かった甚深なる真実の教説は、宝に

等しい規範部達が、宝の瓶に甘露の水を注ぐように、口から口へ耳かち耳へと伝わっ

て得たものであり、この(教説)は、仏シャーキャムニの法がある限り、これ(教説〉

も滅びることはないであろう。

と説かれている。

5.3 ナーガールジュナの異熟身 (D115臼，-115日)

軌範師アーリヤ・ナーガールジュナ御前の異熟身そのものは現在シュリーパルヴァタ

山にいる。ある時シャータヴァーハナ王の息子がシュリーパルヴァタ山ヘ行って、アー

チャーリヤ(ナーガールジュナ)の頭を乞うた。〔すると)軌範揺(ナーガールジュナ〉

御前が「王子よ、〔頭を〕切って持って行け。」とおっしゃった。〔しかし〕剣を五度振り

下ろしでも斬れなかった。軌範部(ナーガールジュナ)御前が「吉祥草を取れ。J とおっ

しゃったので、王子はそれを取って与えた。軌範師(ナーガールジュナ〉錦誌が自ち蓄に

吉祥草を巻くと、頭が地に落ちて、王子の手にのった。王子は〔頭を〕運ぶことなくそこ

-116-



iこ重いて逃げた。現在も、頭と踊体は宝石の売を放つ楼閣で宝の産に置かれ、神やヤク

シャやガンダルヴァなどが昼夜常に供養している。長い伝説があるが、ここではおこう。

5.4 ナーガールジュナの誓穎身 (D115b5-116al) 

〔ナーガールジュナの〕誓願身は極楽にいる。世尊無量光によって智宝菩震という名を

与えられ、体は白色で、二膏を持ち、右手に与願印〔を結び〕左手には白蓮華を持ってい

る。尊者アヴァドゥーティパ御前によれば、

私の師匠である大尊師議説吉在のアヴァドゥーティパは、神通力によって、以前い

らした通りに〔ナーガールジュナの〕お顔を見て教え(法〉を罷いている。時々シュ

リーパルヴァタで〔お顔を〕見て往している。聖者の弟子尊師ナーガボーディに、現

在吉祥なるシャパリーパ(三めanpa) と称される者も常に教え〈法〉を開いている。

と師匠のアヴァドゥーティが説かれた。

6 真言乗について (D116al-116b3) 

自らの苦しみを捨ておき (ya1b紅 bor)、他人の苦しみの火によって焼かれ、鋭い能力

を持つ者の中でも鋭い者であり、甚深なる法をおそれることなく信じて、自らの成就(実

践)と離れることなくこの生の中で完成したいと望む者や、利他を難なく速やかに行い、

神通力を速やかに生じたいと望む者は199)、すぐれた手段〈方便〉を備えた乗にはいるべ

きである。すぐれた師互に金割阿聾梨濯頂を乞い、成就を中心とすべきである。〔しかし)

秘密〔濯頂〕や般若智〔濯頂〕は、解説道に往する発行者が与えてはならない。また弟子

も〔その二謹頂を〕得てはならない200)。それは発行を尽き果てさせ、仏説を誠ぼすので、

規範訴と弟子の二人ともに疑いなく地獄に行くであろう。もし秘密真言を行ずるならば、

濯頂を受け瓶濯頂を得た者が、いずれかのタントラの門に入るのであり、自身が求める本

尊の三味と唱えるマントラ〈真言)を師匠に語い、成就を中心とし、三摩那と二十の隼儀

を非常に請らかに護持して成就すべきである。能力が生じた時、西つの行と世間の八つ

の成就により利信はなし難いものでなくなるであろう。それ故にタントラに、

真言〔乗)という大海は、成就の波が覆っている。轍例・無記 (?)201)の言葉・推量の

199)真言乗は、このような鋭い機張を持つ者に対してのみ用意されている。

200)党行者が性職備を惇う秘密濯頂や殻若智謹頂を受けてiまならまいことについては山口瑞思氏が BMDPを用

いて論じている(山0(1982))。

201)lun ma bstanをそのまま訳したが、意味はiまっきりしない。掲壊のリズムから考えると、本来 dpe冶 nlun 

円

t
宅
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知によって理解することはできない。

と説かれている。私の師匠ヤヴァドヴィーノ号202)乞食アヴァドゥーティ錦前は、

(たとえ〕二乗に捨てられても、これ(真言乗)を実践する者は、大印契 (mah盈nudra)

を縛る。それ故にこの真言乗を、どんな賢者が行じないであろうか。〔すべての賢者

古ま行じるであろう。〕

と説かれている。

同ーの目的であっていても、迷妄がないから、方便が多いから、難行がないから、能

力の鋭い者を対象としているから、真言乗は非常に褒れている。

と説かれている。

さて、濯頂を得るまでは、ここ(真言乗)に入つてはなちないので、本尊を諺習した

り、マントラ(真言)を唱えてはなちない。許可を得ていないため、真言〔乗〕と波羅蜜

〔乗〕の二〔乗〕の解説を混関することになるかちである。裁論を完全に離れた金闘菩提

心の究克次第の教説は、器でない者に説いて誌ならない。貧欲道の完全な憂婆塞〈在家信

者)が〔瓶、秘密の〕二議頂を受けることには問題はない。

自らの妻に溝足し、組の女性に行かず、邪淫を捨てたその優婆塞は、天界へ行く。

と経典に説かれている。

「二障を速やかに取り除き、二資糧を速やかに積むするために、真言乗を行ずべきで

ある。j とディーバンカラシュリージュニャーナは言う。

シャーキャの比丘で、鋭い智慧を持ち、智慧や慈悲や規律を持つツルティムゲルワと

いう優れた弟子が請うて書いた。

テーヴアノ号ーラの発頭によるヴイクラマシーラという大寺院で、すぐれた師匠達が

説かれた通りに、ディーバンカラシュリージュニャーナが書いた。

ほんの少しの食べ物や財産だけiこ目をi告げることもなく、よく考察していない者に、

これ〈教説〉を与えてはならない。アーリヤ・ナーガールジュナの教義を敬わないな

ちば、甚深なるものを捨てることになるので、地獄に行く。

namとあった可能性もある。そり場合最後の 3シラブルは gtantshigs samか。そうであれば「比犠や聖教

や論証菌や…j の意となる。

202)ヤヴァドウヴィーパの名は BMDPにも出る (B班DP，D 289bl， P 334b8， D 290b6， P 336b3)。そこでは「私

の部電の乞食ヤヴァドゥヴィーパ御前j といわれ、アティシャの師匠の一人のようである。
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r大乗中観震波提舎関宝箆sといわれる大学者ディーバンカラシュリージュニャーナ御

前がお作りになったものを終わる。インドの賢者ディーバンカラシュリージュニャーナ

自身と、翻訳富大優婆塞ギャツオンドゥセンゲと比丘ツルティムゲルワが、翻訳・校訂

し、薙定した。
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略号

BMDP Bodhimargadfpa-pa時jika.

BibL Bud. Bibliotheca Buddhica. 

BST Buddhist Sanskrit Text Series. 

C チョネ版チベット大議経 (bs11怨 'gyur): Cone Tanjur， Microfiche Edition pめー

lished by The Institute for Advanced Studies of World Religions， New York. 

D デ、ルゲ版チベット大蔵経 (r中観Jr唯識Jr国明J)W東京大学文学部所蔵デル

ゲ販チベット大蔵経論琉部』事東京， 1977-1984; (上記以外)CD-ROM Edition 

published by Tibetan BuddhistまesourceCenter， New York. (Cat.) W西蔵大蔵経

総吾録東北斎国大学麗版dI，拙台， 1934.

G 金写本チベット大蔵経論説部!ibStan'Gyur (丹珠爾¥ll，天津古籍出版社， 1988.

(Cat.) Shin'ichiro MIYAKEヲ ComparativeTable of the Golden説anuscriptTenjur 

in dGa' -ldan Monastery with the民主ingEdition of Tenjur， W莫宗総合研究所紀

要Jl17，2000， pp.I-65. 

G.O.S Gaekwad's Oriental Series. 

JRAS Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and lreland. 

N ナルタン版チベヅト大蔵経:京大所蔵ナルタン寂チベット大蔵経.(Cat.)壬生台

舜「大正大学所蔵チベット大震経ナルタン寂論琉蔀毘録dI，1967，東京.

P 北京抜チベット大蔵経:鈴木大部編 f影印北京坂西蔵大蔵経一大谷大学所戴，-Jl， 

東京・京都， 1955-61. (Cat.)鈴木大拙編「西蔵大蔵経総目録・索引dI，東京， 1962.

R歪む Ratnakara1p;lodghata-nama-madhyamakopadesa. 

Vairocanめhisarp.bodhi Mahavairocanabhisa1pbodhi-vikurvitadhi.Jthanavaipulya-siitrendra-

raja-nama-dharn沼paηaya. (W大日経jJ)
WZKS 

印仏研

党仏研111

党仏研IV

Wiener Zeitschriftfur die Kunde Sudasiens. 

『印度学仏教学研究』

塚本・松長・磯田編著『究語仏典の研究盟論書編』

塚本・松長・磯田編著『党語仏典の研究 IV密教編』

-120一



テキスト一覧

Ak号ayamatinirdesa BRAARVIG (1993). 

Acintyastava TOLA and DRAGONETTI (1995)， pp.116-120. 

Adhyardhasatika (Adhyardha白tika-炉実jnaparamita-sutra)VAIDYA (1961)， pp.90-92. 

Abhidharmakosa PRADHAN (1967). 

Abhisamayalarpkara STCHERBATSKY and OBERMILLER (1929). 

A~!as選lasrikã (A詐asahasrika-pr司君aparami詰-sutra)VAIDYA (1960a). 

玄aSyapaparivarta VOROBYOVA-DESYATOVSKAYA (2002). 

支udr~!inirgh這tana MIKKYOSEITENKENKYUKAI (1988)， pp.(10)一(37).

Guhyasamaja MATSUNAGA (1978). 

Cittavisuddhiprakara1).a PATEL (1949). 

3員五nasiddl註 SAMDHONGまINPOCHEand VRAJVALLABH DWIVEDI (1987)， pp.88-157. 

Tattvaratn五valI UI (1963)， pp.1-52. 

Tarkajval亙 HEITMANN(2004). 

Trisara1).asa戸ati SORENSEN (1986). 

Niraupamyastava TOLA and DRAGONETTI (1995)， pp.114-116. 

Pancakrama MIMAKI and To羽ABECHI(1994). 

Paramarthastava TOLA and DRAGONETTI (1995)， pp.120-121. 

Pi1).dTIq1:as亘dhana DE LA VALLEE POUSSIN (1896). 

Pr司豆互p亙ramit勾I1).cl訂tha VAIDYA (1960a)， pp.263-266. 

Praj鼠 p註amitastotra LAMOTTE (1949)， pp.1060ー1065.
Pradlpodyotana~ïk亙 CHAKRAVARTI (1984). 

君。dhicary孟vat孟ra VAIDYA (1960b). 

Bodhicittavivara1).a LINDTNER (1982)， pp.180ー217.
Bodhipathapradlpa EIMER (1978). 

Bodhisattvabhumi WOGIHARA (1971). 

Bh亙vanakrama1 TUCCI (1956-8)， pp.465-592. 

Bhavan誌ramaII GOSHIMA (1983). 

Bhavanakrama III TUCCI (1983). 

Maf言us丘mul北alpa VAIDYA (1964). 

Madhyamakahrdaya LINDTNER (2001). 

Mahayanasutr話a母kara L豆VI(1907). 

Mahavyutpatti SAKAKI (1ヲ16).

Mulapattisaq1graha YORITOMI (1990)， pp.451-456. 

RatnaguI).asancaya-gatha (Praj員五para誌 i信-ra泊 agu平asancaya-gath互)YUYAMA (1975). 

Ratnava11 HAHN (1982). 

LaIikavatara VAIDYA (1963). 

Lalitavistara VAIDYA (1987). 

Vajracchedika (Vajracchedika-pr奇jnapar留回復-sutra)VAIDYA (1961)， pp.75-89. 

三ik持samuccaya BENDALL (1897-1902). 

Saq1varavIq1saka FUJITA (1983). 

Subha手伝sa早graha BENDALL (1903-4). 

-121-



参考文献

BAGCHI，S. 
(1965) Guhyasamaja Tantr・aorl訟hagataguhyaka，BST 9， Darbhanga. 

BENDALL， C. 

(1897-1902) Cik再開muccaya，A Compendium of Buddhistic Teaching Compiled by 

Cantideva Chiefly jシvmEarlier Mahayana-sutras， Bibl. Bud. 1， St. Petersburg. 

(1903-4) Subh為itasa平graha，An anthology of extracts from Buddhist works compi1ed by an 

unknown author， to illustrate the doctrines of scholastic and of mystic (T主ntrik)Bud-

dhism， Le Museon， 1903， pp.375-402， Le Museon， 1904， pp.5-46， 245-274. 

BRAAVIG， J. 
(1993) Ak~ayamatinirdeSasütra， 予'olume !， Edition of extant manuscripts with an lndex， Oslo. 

CHAKRAVARTI， C. 

(1984) Guhyasam司jatantraprad，苧odyotana!ïkã-~a!kotivyãkhyã， Patna. 

CHATTOPADHYAYA， A. 
(1967) Atisa and Tibet， Ca1cutta. 

DUTT， N. 

(1978) Bodhisattvabhumi争，[Being the XVth Section of Asangapada's YOGACARABHU-

Ml!JJ， Tibetan Sanskrit Works Series Vo1. VII， Patna. 

EDA，A. 江田昭道

(2005) Untersuchungen zur Nagarjunas Ratnavali unter besonderer BeTUcksichtung des 

Kommentars des Rgyal tshab， Doctora1 dissertation， Philipps-Universitat話訂burg.

EIMER，H. 
(1977) Berichte uber das Leben des Atisa (D争Gマ'lkarasrij克ana)，Asiatische Forcschungen 51， 

Wiesbaden. 

(1978) Bodhipathaprad苧α:Ein Lehrgedict des Atisa (D号'Jaワtkarairijnana)in der tibetischen 

Uberliφrung， Asiatische Forschungen 59， Wiesbaden. 

(1979) Rnam thar 1宮yaspa， Materialien zu einerBiographie des Atisa (D字aJ"[lkarasrijnana)， 

Asiatische Forschungen 67ラ 2Teile， Wiesbaden. 

(1982) The Development of the Biographical Tradition Concerning Atisa (Dipむpkaras可na-

na)， The lournal ofthe Tibet Socieη2， Bloomington， pp.41-51. 

(1983) Stotra - The Hymn of Praise in Eighty Verses， The Earliest Source for the Life of 

Atisa， lagajjyoti Sept. 1982 to Jan. 1983， Combined Number and Special Number on 

Atish Dipankar Srijnan (Atish Dipankar Mi11enium Birth Commemoration Volume)， 

Calcutta， pp.1-8. 

(1985) Life and Acitivities of Atisa DIparpkara釘 話na:A Survey of Investigations Under-

taken， lournal ofthe Asiatic Society， VoLXXVII-4， Calcutta， pp.I-12. 

(1986) AgaIn: On AtIsa's Bodhipathapradipa， Bulletin of Tibetology， 1986 No.2， Gangtok， 

pp.5-15. 

(1989) Nag tsho Tshul起立Imsrgyal ba's Bstod pa brgyad cu pa in Its Extant Version， Bulletin 

ofTibetology， 1989 No.l， Gangtok， pp.21-38. 

(1992a) Ein lahrzehnt Studien zur Uberli宅ferungdes Tibetischen Kanjur， Wiener Studien zur 

Tibetologie und Buddhismu 

。，euつ臼τ24
 



(19ヲ2b) The Hymn of Praise in Thirty Stanzas， The Bstod pa sum cu pa transliterated by Hel-

mut Eimer， Hundred years ofThe Bauddha Dharmankur Sabha (The Bengal Buddhist 

Associαtion)， Culcutta， pp.182-191. 

(1993) The Classi註cationof the Buddhist Tantras according to the Jnan卸売jrasamuccaya，

WZKS， Supplementband， pp.221-228. 

EJIMA， Y. 江島悪教

(1980) 宮中観思想、の展開.11，春秋社.

(1983) アティーシャの二真理説Ii'龍樹教学の訴究.11，大蔵出寂， pp.359-391. 

ENDO， Y. 遠藤祐縄

(1981) Atisaその世界一或律を中心として-1， r勝又後教博士古希記念論集大乗仏教から

密教へ.11，春秋社， pp.673-689. 

FILLIOZAT， J. 
(1979) Yogasataka， texte medical attribue a Nagaヴuna，Textes sanskrit et tibetain， traduction 

fト-an伊 ise，notes， indices， Pondiche巧T.

藤出光寛FUJITA， K. 
(1983) 言斉藤律議 φ二十」について，中JlI善教先生類徳記念論文集 f仏教と文地Jl，詞罰金出

版， pp.255-280. 

GOSHIMA， K. 五島清隆

(1983) The Tibetan Text of the Second Bhavanakrama， Kyoto. 

HADANO，H. 現回野f肖猷

(1986-8) Ii'羽担野伯猷チベット・インド学集成』四巻，第一巻チベット篇 11986，第二巻チ

ベット篇 II1987，第三巻インド篇 11987，第四巻インド篇 II1988，法蔵舘.

HAKAMAYA， N. 袴谷憲昭

(1989) チベットにおけるインド仏教の継承Ii'岩波講産東洋思想、.1111，東京， pp.119-151. 

HAHN，M. 

(1982) Nagarjuna's Ratnavali， Indica et Tibetica 1-1， Bonn. 

HEITMANN， A. L. 

(2004) Nektar der Erkenntnis， Buddhistische Philosophie des丘 Jh.:Bhavyas Tarkajvala 

I-IIl. 26， Aachen. 

HOKAZONO， K. 外菌幸一

(1994) Ii'ラリタヴイスタラ研究.11，大東出版社.

KODAMA，D. 小玉大圏

(1969) チベットにおける戒律の惇続について-~説 r仏教大学研究紀要.11 53 ， pp.79-120. 

LA豹10TTE，E. 
(1949) Le traite de la grande vertu de sagesse de Nagarjuna (Mahaprajnaparamitasastra)， 

Tome II， Louvain. 

LA VALLEE POUSSIN， L. de 

(1896) Etudes et textes tantriques， Pa宛cαkrama，Gand & Louvain. 

L孟VI，S. 
(1907) Nf<αhayana-Sutralaf!lkara， Tome 1， P紅 is.

LINDTNER， Chr. 
(1981) At1sa's Introduction to the Two Tru也， andits Sources， Joumal of lndian Philosophy， 

9・2，pp.161-214. 

(1982) Nagarjuniana， Studies in the Writings and Philosophy of Nagarjuna， Copenhagen. 

q
d
 

ヮ“'i
 



(2001) Madhyamakahrdayam of Bhavya， Chennai. 

MATSUNAGA， Y. 松永有慶

(1978) If'秘密集会タントラ校言党本Jl，東方出版.

5萱EADOWS，C. 
(1986) Aη!a-Sura's Compendium of the Peヴセctions:Text， translation and analysis of the 

Paramitasamasa， Indica et Tibetica 8， Bonn. 

MEJOR，M. 

(1990) The PratiちlasamutpadacakraAscribed to NagaJjuna， Acta Orientalia， Academiae Sci-

entiarum Hungaricae 44， Budapest， pp.41-56. 

MIKKYOSEITENKENKYUKAI 密教聖典研究会

(1988) アドヴァヤヴアジュラ著作集一党文テキスト・和訳(1)-， If'大正大学綜合仏教研究所

年報Jl10， pp.(1)ー-(57).

MIMAKI， K. 御牧克己

(1989) シュブハグプタの『外界成就鑓』第59-60億If'藤田宏達博士還暦記念論集インド

哲学と仏教Jl，平楽寺書j苫.

MIMAKI， K. and TOMABECHI， T. 御技克己・苦米地等流

(1994) Paだcakrama，Sanskrit and Tibetan Texts Critically Edited with 拾rselndex and Fac-

simile Edition of the Sanskrit Manuscripts， Bibliotheca Codicum Asiaticorum 8， 

Tokyo. 

MISHRA，R. 
(1998) Bodhipathaprad字aofD苧鋭karaSrijnana， Delhi. 

MIYAZAKI，I. 宮崎泉

(1993) If'中観優波堤舎謂宝謹』についてIf'仏教史学研究Jl，36-1， pp. 1-3 1. 

(1995) Atisaの菩提心読の一考察If'印仏研Jl43-2， pp.(195)ー(197).

(2000) 菩薩戒受或議式の一旗富一アテイシャの F儀軌次第』一 IF日本仏教学会年報Jl65， 

pp.93-106. 

(2002) アティシャと或律!i印弘研Jl50-2， pp.(166}ー(170).

(2004) アティシャの家族に関する記述について-Ii中観護渡提舎麗宝窪』と r菩提心釈』

の11用をめぐってー!i日本仏教学会年報Jl69， pp.65-79. 

(2005) アティシャの論理学に対する立場，言哲学研究J 580， pp.15-37. 

MOCHIZUKI， K. 望月語慧

(1988) Seeking Re負1geto Ratnatraya in the Bodhipathapradipa ll. 25-36，ーfromthe Bodhi-

margadipapanjikaーペ f印弘研.ll37-1， pp.(38)一(40).

(1990) F帰依の説示』試訳If仏教学論集.ll1ヲ，pp.1-20. 

(1995) Die von Atisa im Mah亙sutrasamuccayazitierten Sutren， li印仏研.ll44-1， pp.(16)ー(19).

(199め Der Bodhicitta-Abschnitt in Atisasまa回akaraI.1clodgh互ta，Il勝呂{言静博士吉希記念論

文集Jl，pp.51-85. 

(1998) アティーシャの F菩提道燈絹琉J和訳(1)， Ii'身延論叢.ll3， pp.1-33. 

(1999) 

(2000) 

(2001) 

ディーバンカラシュリージュニャーナの f菩提道灯論縮琉』和訳 (2)，

155， pp.25-62. 

ディーバンカラシュリージュニャーナの f菩提道灯論結琉J 和訳 (3)，

5， pp.1-32. 

ディーバンカラシュリージュニャーナの F菩提道灯論縮琉』和訳 (4)，

6， pp.1-31. 

-124-

F大崎学報』

F穿廷論叢』

F身延論叢s



(2002a) A Study 01 the Mahasutrasamuccaya 01 D中a1flkarairijnana，Minobusan University. 

(2002b) 官官RootVerses Cited in the Bodhimargad争apa再;ika， Ii ~p仏研JJ 52-1， pp.(27)ー(33)

(2002c) ディーバンカラシュリージュニャーナの f菩提道好論縮疏』和訳 (5)，Il'身延論叢』

7， pp.1-18. 

(2003) ディーバンカラシュリージュニャーナの F菩提道灯論結藤』和訳 (6)，Ii身延論叢』

8， pp.1-45. 

(2004) ディーバンカラシュワージュニャーナの F菩提道灯論結疏』和訳 (7)，Il'身延論叢』

9， pp.1-35. 

NAGASHIMA， J. 長島i間選

(2004) 百leDistinction between Svatan凶kaand Prasail.gIka in late Madhyrumika: Atisa and 

Bhavya as PrasangIkas， Nagoya Studies in lndian Culture and Buddhism， Sa1flbhã~ã 

24， pp.65-98. 

OBERMILLER， E. 

(1937) Prajだaparamita-rcitna・gU1}a-sa1flcaya-gatha，Bibl. Bud. XXIX， Leningrad. 

OKADA， Y. 隠回行弘

(2006) Die chinesische Ubersetzung des Paramartha， Nagarjuna's RatnavaZi， vo1.3， Indica et 

Tibetica 48， Marburg. 

ONO， T. 宇野妙f

(2001) 菩提道灯論細読における菩薩戒についてIi仏教大学大学院紀要JJ29， pp.25-38. 

OZAWA，K. 小沢憲珠

(1981) 稔伽論における発心Ii印仏研JJ30-1， pp.281-285. 

PATEL， P. B. 

(1949) CittaviSuddhiprakara1}a 01 Aηladeva， Cu1clitta. 

PRADHAN，主

(1967) Abhidharmadiおおbhã~ya01ぬsubandhu，Patna. 

SAKAKI， R. 構亮三部

(1916) Ii楚蔵漢和盟訳対校翻訳名義大集JJ ，(repr.亘書刊行会， 1981). 

SHASTRI， H. 

(1927) Advayavajrasa1flgraha， G.O.S 40， Baroda. 

SHERBURNE， SJ， R. 

(2000) The Complete Works 01 AtぬぎriD字句lkaraJOOna， Jo・boて;e;The Lamp lor the Path， 

the Commentary， together with the newち，translated TwenηタveKey Texts， New De1hi. 

STAEL-HoLSTEIN， A. von 

(1926) The Kacyapaparivarta， Shanghai. 

SAMDHONG RINPOCHE and VRAJVALLABH DWIVEDI 

(1987) Guhyãdi-A~!asiddhi Sangraha， S訂 nath.

SORENSEN， K. 

(1986) Trisara1)asaptati， Wien. 

STCHERBATSKY， Th. and OBER沼ILLER，E. 
(1929) Abhisamayalankara-Pri可naparamita-Upadesa-Sastra，Bibl. Bud. XXIII， Leningrad. 

SUZUKI，瓦鈴木晃信

(1994) Sanskrit Fragments and Tibetan Translation 01 Candrakirti's Bodhisattvayogacara-
catul;zSataka!i走a，Tokyo. 

TOLA， F. and DRAGONETTI， C. 

F
h
d
 

つ臼1E4
 



(1995) On ¥七idness，De血1.

TAGAMI， T. 田上太秀

(1ヲ90) IF菩提心の研究Jl，東京書籍，

TACHIBANA， K. 立花孝全

(1968) Ati位における大悲および浄或 IF印仏研Jl16-2， pp.325-331. 

TUCCI， G. 
(1932) Two Hymns of the Catu与stavaof Nagarjuna， .l品4.S，pp.309-325. 

(1956--8) Minor Buddhist Texts， Part 1 1956， P訂 tII 1958 (repr. Kyoto， 1978). 

(1971) Minor Buddhist Texts， Part III， Serie Orientale Roma XLIII，まoma.

TSHUL KHRIMS SKAL BZANG ツルティム・ケサン

(2001) IF中韓ウパデーシヤ』のヴァスパンンドゥ二人説とアティーシャの中観の見解 IF印

仏訴Jl50-1， pp.(223}ー(229).

TSUDA， A. 津田明雅

(2006) Catulfstavaとナーガールジ、ユナー諸著作の真偽性，博士論文，京都大学.

TSUKA担 OTO，MATSUNAGA and ISODA eds. 塚本・松長・磯田編著

(1989) IF究語仏典の研究 IV密教編Jl，平楽寺書届.

(1990) IF究語仏典の研究 III論書編J ，平楽寺書活.

UI，H. 宇井白書

(1963) IF大乗仏典の研究.Il，岩波書誌.

VAIDYA， P. L. 
(1958) Lalita-vistara， BST 1， Darbhanga. 

(1960a) A~!ãsãhasrikã Prajお!paramita，BST 4， D訂bhanga.

(1960b) Bodhicaηlavatara 01 Santideva with the Commentaη Panjika 01 Prajnakaramati， 

BST 12， Darbhanga. 

(1961) Mahayanasutrasaf!lgraha， Pぽ t1， BST 17， Darbhanga. 

(1963) Saddharma-Laflkavatara-sutram， BST 3， Darbhanga. 

(1964) M ahayanasutrasaf!lgraha， Pぽ tH， BST 18， D紅bh組 ga.

VOROBYOVA-DESYATOVSKAYA， M. 1. 

(2002) The Kasyαrpaparivarta， Romanized Text and Facsimiles， Bibliotheca Philologica et 

Philosophica Buddhica V， To勾'0.

YAMAGUCHI， Z. 山口器頴

(1982) カダム派の典籍と教義 IF東洋学術研究Jl21-2， pp.68-80. 

YAZAKI， S. 矢崎正見

(1954) アテイシャの入蔵と其の功罪 IF大崎学報Jl101， pp.3~3. 

(1989) アティシャにおける仏道の体系， Ii'B仏年報.!l54， pp.353-370. 

YORITOMI，担. 頼富本宏

(1973) 菩提心覚え書きIi'密教学Jl10， pp.70-98. 

(1990) Ii'密教イムの研究J1，法蔵舘.

YOSHIMURA， S. 芳村修基

(1950) アテイシャ教学の壁史的位置 IF仏教史学.ll2， pp.16--32. 

YUYAMA，A. 湯山明

(1976) PrajえaparamitaratnagUlJaSaf!lcayagatha(Sanskrit Recension A)， Cambridge. 

WOGn王ARA，U. 荻原雲来

(1971) IF党文菩薩地経し山喜房梯書林.

-126-




