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ブータンにおけるサキャ派仏教

熊谷誠慈
京都大学こころの未来研究センター・上廣こころ学研究部門

ヒマラヤ学誌　No.15, 82-92, 2014

序論
　本稿では、ブータンにおけるサキャ派仏教の歴
史と現状について、最新の調査結果に基づきその
概要を提示する。
　まず、ブータンにおける宗教諸派の歴史と勢力
図を概観し、サキャ派仏教の位置づけを確認して
おく。ブータンにおける主要な仏教宗派といえば、
ドゥク派（’Brug pa bka’ brgyud）とニンマ派（Rnying 
ma pa）の２つであることには疑いない。ドゥク
派の開祖はツァンパギャレー（Gtsang pa rgya ras 
Ye shes rdo rje, 1161-1211）であり、南チベットの
ラルン寺（Ra lung）が本山機能を果たしていた。
第２祖ダルマセンゲ（Darma Seng ge Sangs rgyas 
dbon ras, 1177-1237）の時代に、パジョ・ドゥゴム
シクポ（Pha jo ’Brug sgom zhig po, 1184-1251）が
西ブータンに派遣され、ブータンにおけるドゥク
派の活動が活発化していった。17世紀前半には第
17祖シャプドゥン・ガワンナムゲル（Zhabs drung 
Ngag dbang rnam rgyal, 1594-1651）が化身認定争
いの末に西ブータンへと逃れ、現地の他宗派との
抗争を制し、ほぼ現在のブータンにあたる地域を
統一した。以後、この地は「ドゥク派の国」を意
味するドゥクユル（’Brug yul）と呼ばれるように
なる 1）。その後、1907年にワンチュク王朝が誕生
するまで、250年以上も歴代シャプドゥンを頂点
とするドゥク派宗教政権がブータンを統治してき
た。世俗政権となった現在も、国立の僧院はドゥ
ク派が中心となり運営されている。
　一方のニンマ派は、ドゥク派がブータンに進出
する遙か昔より、すでにブータンの地に根付いて
いた。ブータンの伝承によれば、８世紀にはニン
マ 派 の 開 祖 パ ド マ サ ン バ ヴ ァ（Skt. 
Padmasaṃbhava, Tib. Pad ma ’byung gnas）がブータ
ンを訪れ、ニンマ派の伝統が生じたとされる。現
在も、ブラックマウンテン以東の中央・東ブータ
ンではニンマ派の寺院が圧倒的に多く、特に、チ

ベット仏教ニンマ派中興の祖として中央ブータン
を訪問したロンチェンパ（Klong chen rab ’byams 
pa ’Dri med ’od zer, 1308-1363）や、ブータン生ま
れのニンマ派高僧ペマリンパ（Padma gling pa, 
1450-1521）などは、ブータンにおけるニンマ派
の基礎を構築した人物として人々の尊敬を集めて
いる。
　このようにドゥク派とニンマ派が現在のブータ
ンにおける二大宗派であることに疑いはないが、
ブータンには特に 10世紀末以降の後期伝播期

（bstan pa phyi dar）に、他の様々なチベット仏教
の宗派が進出していたことを忘れてはならない 2）。
しかしながら、ブータンにおけるドゥク派・ニン
マ派以外の諸宗派に関する学術研究は極めて少な
い 3）。
　シャプドゥンによるブータン統一以前にブータ
ンに存在していた宗派としては、「ラマ五派」(bla 
ma khag lnga)がある。「ラマ五派」とは、カトク
派 (Ka’ thog pa)4）、ラ派 (Lha pa)5）、バラ派 (’Ba’ ra 
ba)6） 、チャクザン派 (Lcags zam pa)7）、ネニン派 (Gnas 
rnying pa)8）である。シャプドゥンがチベットから
ブータンへと亡命してきた際に、ラマ五派はチ
ベットのツァン知事の助力を得て彼に攻撃を仕掛
けたが、逆にシャプドゥンの反撃にあって敗北し、
勢力を失い、最終的にブータンから消滅した 9）。
しかしながら、ドゥク派とニンマ派以外の全ての
宗派がブータンから消えたわけではなかった。
　例えば、ヒマラヤの古代宗教であるボン教は今
もなおブータンに存続している 10）。そして本稿で
取り上げるサキャ派（Sa skya pa）も、古くからブー
タンに存在していた。ブータン学の大家マイケル・
アリスはブータンにおけるサキャ派の歴史を概説
した上で 11）、「実に、全てのサキャ派組織は、ドゥ
ク派の権勢の拡大に直面し、自然に消滅したよう
である」と述べている 12）。しかし、アリスのこの
指摘は正確ではない。というのも、サキャ派はブー
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タンにおいてはマイノリティでありながらも、ご
く最近まで存在し続けていたのである。では、サ
キャ派の歴史は一体どのようだったのであろう
か。またその現状はどうであるのか。本稿は、ブー
タンにおけるサキャ派の歴史と現状を概観する。

１．ブータンにおけるサキャ派の歴史
　サキャ派がいつどのようにしてブータンの地に
伝わったのか、はっきりとしたことは分からない
が、後述の如く 14世紀にはパロ北部にサキャ派寺
院が建立されていたとの伝承がある。そしてドゥ
ク派の支配が始まる 17世紀半ば以降も、サキャ派
はニンマ派同様、ブータンに存続することを許さ
れた。これとは対照的に、「ラマ五派」がドゥク派
と抗争の末滅んだのは前述の如くである。サキャ
派がドゥク派と共存できた理由は２つある 13）。１
つは、サキャ派の指導者たちがシャプドゥンと親
密であり、チベット側との抗争の際にも調停役と
して協力したことである。もう１つは、シャプドゥ
ンの息子ジャンペルドルジェ（’Jam dpal rdo rje, 
1631-1675/76）がサキャとゆかりのある女性と結
婚したことである。ブータンのサキャ派について
の言及を含む代表的な歴史書としては、Lho’i chos 
byung (LCB 1)と Lho’brug chos ’byung (LCB 2)が挙
げられるが、両書ともサキャ派に関しては僅かな
記述しか含んでいない。

１）第５ラプジュン (rab ’byung, 1267-1326) の
サキャ派
Lho ’brug chos ’byungによると、パロ北部に存在す
る 14）ラディン（Lha lding）寺は、第５ラプジュ
ンに、パーウォ・タクシャムチェン（Dpa’ bo Stag 
sham can）により建立された 15）。彼の妻メトクセ
ルドゥン（Me tog gsal sgron）は、サキャ出身であっ
たため、ラディン寺はサキャ派との関わりがあっ
たものと考えられる 16）。

２）第８ラプジュン (rab ’byung, 1447-1506) の
サキャ派 17）

　Lho ’brug chos ’byung (LCB 2)によると、ゴル派
開祖ゴルチェン・クンガサンポ（Ngor chen Kun 
dga’ bzang po, 1382-1444）18）の弟子筋 (slob brgyud)
にあたるティンレーラプヤン（’Phrin las rab 
yangs）が下記の 3つの寺院を建立したとされる。

・チシン寺（Spyi zhing [dgon pa]）：ティンプ県
ゲネ郡 19）

・シェルマル寺（Shel dmar dgon pa）：チュカ県
チャプチャ郡

・ネバ寺（Sne ba dgon pa）：プナカ県シェン
ガジェミ郡

　また、ドゥプトプ・ニャロントゥンドゥプ（Grub 
thob Nya rong don grub）は下記の 2つの寺院を建
立したとされる。

・リツォク寺（Ri tshogs dgon pa）：ブータン北部
・ドルマチェン寺（Dol ma can）：ブータン北部

　キャンドゥル・パンチェンダパ（Rkyang ’dur 
Pan chen sgra pa）は、下記の３つの寺院を建立し
たとされる。

・パガ寺（Spa gar dgon pa）：チュカ県。同寺院
はケードゥプ・クンガチャンツォ（Mkhas 
grub Kun dga’ rgya mtsho）により 18世紀初頭
に接収された 20）。

・シャワ寺（Shar bang dgon pa）：ワンデュポダ
ン県ナヒ郡

・パンユル寺（Phang ye dgon pa）：ワンデュポ
ダン県パンユル郡

　なお、Lho’i chos ’byung (LCB 1)が、パンユル寺、
シャワ寺、チシン寺、リツォク寺について言及し
ていることから、これらの 4つの寺院に関しては、
Lho’i chos ’byungの著された 1759年までは存続し
ていたことが分かる 21）。これらサキャ派寺院の情
報を整理すると表 1の通りとなる。

３）20 世紀以降のサキャ派
　先述の通り、マイケル・アリスは、「実に、全て
のサキャ派組織は、ドゥク派の権勢の拡大に直面
し、自然に消滅したようである」と述べている 22）。
しかしながら、ブータンにおけるサキャ派の消滅
は、アリスが主張するようなドゥク派の権勢拡大
が原因ではなく、1950年代以降のチベット情勢
の変化により、チベットとブータンとの僧院間交
流が途絶えたことが直接的原因である。
　デヴィッド・ジャクソンによると、第 69代ゴ
ル派座主（在位 1933-1936）のガワン・ユンテンギャ
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ンツォ（Ngag dbang Yon tan rgya mtsho, ca. 1902-
1963）は、第２代ブータン国王ジクメワンチュク

（’Jigs med dbang phyug, 1905-1952）の治世におい
て、1937年から 1939年の三年間ブータンに滞在
し、ブータンの王族たちに講義を行い多額の布施
を手にしたとされる 23）。このように、1930年代
には、三年ごとに一名の高僧と数名の従者がゴル
からブータンの寺院へと三年任期で派遣され、
ブータンのサキャ派の諸寺院の運営にあたってい
たのである。このことからも、サキャ派の伝統は、
1930年代までは確実に存在していたことが分か
る。
　では、1940年代以降はいかなる状況であった
のか。以下に、現地調査により筆者が回収した情
報にもとづき、1940年代以降のサキャ派の消滅
過程について概観したい。

２．ブータンにおけるサキャ派の寺院
　ここでは、ブータンに存在するサキャ派起源の
寺院のうち、パンユル寺、シャワ寺、チシン寺の
歴史と現状を解説したい。

１）パンユル寺
　パンユル寺（Pang yul dgon pa）は、ワンデュ県
パンユル群パンユル村の丘陵の頂上に存在する 24）。
近年は僧侶が滞在していない代わりに、在家僧 25）

のセンゲ氏が、ドゥク派の様式に則って儀礼を
行っている。
　センゲ氏によると、パンユル寺はパンチャン・
ドゥクダプ（Panchan Drukdap、恐らくは Pan chen 
grub thobか）と称される人物により建立された。
この人物は、サキャパンディタ（Sa skya Paṇḍita 
Kun dga’ rgyal mtshan, 1182-1251）の弟子ソナムラ
プヤン（Bsod nams rab yangs）の弟子、すなわち、
サキャパンディタの孫弟子にあたるという。仮に
この口頭伝承に従うならば、パンチャン・ドゥク
ダプは 13世紀末から 14世紀前半あたりに活躍し
た人物であると推測される。この場合、同寺院の
建立は、Lho ’brug chos ’byungに記述される建立年
代（第８ラプジュン , 1447-1506）や、後述するシャ
ワ寺誌に記述される年代（1500年）よりも、一
世紀あるいはそれ以上前に建立されたことにな
る。しかしながら、複数の歴史書が支持している4 

 

 

寺院名 場所 建立者 建立年代 消滅年代

1.ラディン寺 パロ北部 
パーウォ・タク

シャムチェン 

第５ラプジュン 

(1267-1326) 
記述無 

2.チシン寺 ティンプ県ゲネ郡

ティンレーラプ

ヤン 

第８ラプジュン 

(1447-1506) 

1759 年以降*

3.シェルマル

寺 

チュカ県チャプチ

ャ郡 
記述無 

4.ネバ寺 
プナカ県シェンガ

ジェミ郡 
記述無 

5.リツォク寺 ブータン北部 ドゥプトプ・ニ

ャロントゥンド

ゥプ 

第８ラプジュン 

(1447-1506) 

1759 年以降*

6.ドルマチェ

ン寺 
ブータン北部 記述無 

7. パガ寺 チュカ県 

キャンドゥル・

パンチェンダパ

第８ラプジュン 

(1447-1506) 

18 世紀 

8.シャワ寺 
ワンデュポダン県

ナヒ郡 
1759 年以降*

9.パンユル寺 
ワンデュポダン県

パンユル郡 
1759 年以降*

 

表１．Lho ’brug chos ’byung (1972)にもとづくブータンにおけるサキャ派寺院の歴史（Lho’i 

chos ’byung (1759)から補足できる情報にはアスタリスクを付記した） 

 

３）20 世紀以降のサキャ派

 先述の通り、マイケル・アリスは、「実に、全てのサキャ派組織は、ドゥク派の権勢の拡

大に直面し、自然に消滅したようである」と述べている２２。しかしながら、ブータンにお

けるサキャ派の消滅は、アリスが主張するようなドゥク派の権勢拡大が原因ではなく、1950

年代以降のチベット情勢の変化により、チベットとブータンとの僧院間交流が途絶えたこ

とが直接的原因である。 

 デヴィッド・ジャクソンによると、第 69 代ゴル派座主（在位 1933-1936）のガワン・ユ

ンテンギャンツォ（Ngag dbang Yon tan rgya mtsho, ca. 1902-1963）は、第２代ブータン国王

ジクメワンチュク（’Jigs med dbang phyug, 1905-1952）の治世において、1937 年から 1939

年の三年間ブータンに滞在し、ブータンの王族たちに講義を行い多額の布施を手にしたと

される２３。このように、1930 年代には、三年ごとに一名の高僧と数名の従者がゴルからブ

ータンの寺院へと三年任期で派遣され、ブータンのサキャ派の諸寺院の運営にあたってい

たのである。このことからも、サキャ派の伝統は、1930 年代までは確実に存在していたこ

とが分かる。 

 では、1940 年代以降はいかなる状況であったのか。以下に、現地調査により筆者が回収

表１　Lho ’brug chos ’byung (1972) にもとづくブータンにおけるサキャ派寺院の歴史（Lho’i 
chos ’byung (1759) から補足できる情報にはアスタリスクを付記した）



ヒマラヤ学誌　No.15　2014

― 85 ―

ことから、同寺院は 15世紀後半から 16世紀初頭
あたりに建立されたと推定するのが合理的と考え
られる。
　なお、50年ほど前までは、一名のサキャ派の
高僧と数名の従者がチベットから定期的に派遣さ
れ、サキャ派流の儀礼を行っていたようである。
一方、地元の若者たちは同寺院に仏教を学びに来
ていたが、彼らはサキャ派には改宗せず、ドゥク
派或いはニンマ派を信奉していた。すなわち、僧
侶はチベットから来ていたサキャ派僧侶であるの
に対し、信者はドゥク派あるいはニンマ派という
構造となっている。
　なお、現在のパンユル寺は二階建ての民家様式
の建築物であり、外観のみからはその建物が寺院
であるとは認識し難い。以前の建物は三階建ての
寺院様式であったが、1907年以前に火事で焼失し、
その後、資金不足のため寺院様式でなく、現在の
民家様式の建物となったとのことである。
　チベットからパンユル寺に派遣されていたサ
キャ派僧侶たちは、チベット動乱（1959年）の
頃にチベットへと召還され、以後、チベット側か
らの僧侶派遣は中止された。なお召還の際に、同
寺院に安置されていたサキャ派様式の像やタンカ

（仏画）などは僧侶たちが全て持ち帰ってしまっ
たため、その後は、現地で調達可能なドゥク派様
式の像やタンカが据えられたようである。このよ
うな一連の経緯を知らなければ、同寺院がサキャ
派起源であるということは極めて見分け難い。

２）シャワ寺
　シャワ寺（Shar ba dgon pa）は、ワンデュ県ナ
ヒ郡に存在する 26）。現在の施主のペマ氏（68歳）
の家系が、代々、同寺院を維持してきたとのこと
である。同寺院に保存されていた寺誌には、同寺
院のみならず他のサキャ派寺院についても言及さ
れている。以下は試訳である。

　1500年代には、ゴルチェン・ドルジェチャ
ン・クンガサンポ（Ngor chen Rdo rje ’chang 
Kun dga’ bzang po）の弟子である、ニャクレー
ゲシェー・ドゥプトプトゥンドゥプ（Nyag re 
dge bshes Grub thob don grub）がこの地にやっ
てきて、リツォク寺（Ri tshogs dgon pa）、テチョ
ディン寺（Thed chos sdings dgon pa）、ネバプ

寺（Nas bab dgon pa）などの寺院を建立した。
　時を同じくして、ニャクレーゲシェー・ドゥ
プトプトゥンドゥプは、チシン寺（Spyi zhing 
dgon pa）とパンユル寺（Phang yer dgon pa）
を建立した。
　1500年代には、ゴルチェン・ドルジェチャ
ン・クンガサンポの弟子ティンレーラプヤン

（’Phrin las rab yangs） が、 ナ ニ ン（Na[g]s 
rnying）村のシャワ寺（Sha ba dgon pa）を建
立した。
　現在は 2006年であり、〔シャワ寺の建立か
ら〕すでに 506年が経過した 27）。

　この寺誌によれば、シャワ寺はゴルチェン・ク
ンガサンポの弟子であるティンレーラプヤンによ
り 1500年に建立されたということになる 28）。な
お、上述のごとく、Lho ’brug chos ’byungは、同寺
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写真１　現在のパンユル寺。その外観からは民家のよう
に見える。

写真２　本尊は、釈迦如来（中央）、ガワンナムゲル（左）、
ドゥクパクンレ（右）
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院の建立者としてキャンドゥル・パンチェンダパ
という異なる人物を提示している点に注意が必要
である 29）。同寺誌の情報を整理すれば表 2の通り
となる。
　ペマ氏によると、パンユル寺同様、同寺院にも
50年ほど前までは一名の高僧と数名の弟子がチ
ベットから定期的に派遣されていたとのことであ
る。なお、以前の本堂は 100年ほど前に火事で焼
失し、その後、サキャ派様式の仏像や仏具が現地
で入手できなかったことから、ドゥク派様式のも
のを代用していたようである。チベット動乱が起
こった頃に、やはりサキャ派の僧侶たちはチベッ
トへと呼び戻され、サキャ派様式の像や経典類は
全て持ち帰ったようである。30年前頃からペマ
氏がドゥク派様式の寺院として再建を始め、現在
に至っている。

３）チシン寺
　チシン寺（Spyi zhing dgon pa or Spyi zhing bsam 
gtan chos gling）は、ティンプ県ゲネカ郡に存在す
る 30）。同寺院のナムゲ師（38歳）によると、チ
シン寺は、シャプドゥンのブータン亡命（1616年）
以前に建立されたとのことである。同寺院の建立
者は、ギャルワ・ロチェンラプヤン（Rgyal ba 
Blo chen rab dbyang）とされるが、これはティン
レーラプヤンの別名と考えられる。
　1759年に著された Lho’i chos ’byungにチシン寺
の記述が確認されることから、同寺院は 1759年
までは存続していたことが分かる 31）。しかし、パ
ンユル寺やシャワ寺とは異なり、チベットからの
同寺院への僧侶派遣はチベット動乱以前に途絶え

ていたとのことである。したがって、チシン寺へ
のサキャ派僧侶の派遣は、1759年から 1950年代
の間に途絶えたと考えるのが妥当であろう。なお、
1980年頃からブータン中央僧院が同寺院を改修
し始め、現在は 50人程度のドゥク派僧侶が住持
している。
　同寺院の内装は、基本的にはドゥク派様式と
なっているが、一階本堂の右壁にティンレーラプ
ヤンと脇侍の二名の弟子が描かれている。また、
二階には、ティンレーラプヤンの坐像が三体安置
されている。パンユル寺と同様、寺院がドゥク派
化した後も、サキャ派の伝統は蔑にされることは
なく、むしろ、その形跡を少しでも保持しようと
いう努力がなされてきたことが分かる。

結論
　ブータンではドゥク派とニンマ派が二大宗派と
して大きな勢力を誇ってきたが、少数宗派・宗教
も存続してきたことを忘れてはならない。本稿は、
ブータンにおける少数宗派のうち、サキャ派に焦
点を当て、その歴史と現状について検討を行った。
それらを整理すると以下の通りである。

・Lho’i chos ’byungによると、ブータンにおけ
るサキャ派寺院の存在は、すでに第５ラプ
ジュン（1267-1326）の時代に確認される。

・Lho’i chos ’byungによると、第８ラプジュン
（1447-1506）中に、ゴルチェン・クンガサン
ポの弟子たちにより、複数の寺院が建立され、
ゴルからブータンに僧侶たちが派遣されてい
た。

7 
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サンポの弟子たちにより、複数の寺院が建立され、ゴルからブータンに僧侶たちが派

遣されていた。 

・複数のサキャ派寺院が 1950 年代まではブータンに存在していたが、チベット動乱の頃

にブータンに派遣されていたサキャ派僧侶たちはチベットへと召還され、以後、チベ

ットからのサキャ派僧侶の公的な派遣は途絶えた。（※チベットからの亡命する者も

写真６．チシン寺の外観 写真７．チシン寺一階の壁画（ティ

ンレーラプヤンと 2 名の弟子） 

写真８．チシン寺二階に安置されるティンレ

ーラプヤンの坐像三体（左から大・中・小）
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写真４　シャワ寺の本尊（三世仏）

写真６　チシン寺一階の壁画（ティンレーラプヤンと 2
名の弟子）
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薬草、染料、竹細工などが豊富に得られたこ
とから、宗派を支える有力な施主を獲得する
ために魅力的な地域であった。

3）　シャプドゥンによるブータン統一以前の仏教
諸宗派やボン教の状況については Aris (1979: 
147-199)を参照。

4）　カトク派に関しては LCB 2 (157-161)、Aris 
(1979: 153-154)、Ehrhard (2007)を参照。LCB 
2 (p. 157, l. 5-7)によれば、カトクドルジェデ
ン寺（Ka’ thog rdo rje gdan）は 1159年に、デ
シェク・シェーラプセンゲ（Bde gshegs Shes 
rab seng ge）によって建立された。後にカト
ク寺の *第六代の座主ウウー・イェシェーブ
ンパ（Dbu ’od Ye shes ’bum pa）はパロのタク
ツァン（Stag tsang）の地にやってきた。

　　　彼の弟子のうち、ソナムギェルツェン（Bsod 
nams rgyal mtshan）とその息子（Rnam grol 
bzang po）は、タクツァンの近くにさらに二
つの寺院を建立した。ブータンにおけるカト
ク派は、ロモンカトク派（Lho mon Ka’ thog 
pa）、モンルクカトク派（Mon lugs Ka’ thog 
pa）という二つの支派に分かれた。少なくと
も、二つのカトク派の寺院がシャプドゥンと
対立したことから、カトク派は「ラマ五派」
の一派とみなされる。

　　　Imaeda (2011: 74)によると、ソナムギェル
ツェンの生没年代が 1466-1540であることか
ら、ウウー・イェシェーブンパ（1245-1311）
の直弟子とはなりえないため、直弟子ではな
く弟子筋の人物と見做す方が妥当と考えられ
る。

　　　Eimer and Tsering (1981: 12)の提示する表に
よると、ウウー・イェシェーブンパはカトク
寺の第六代座主ということになるが、LCB 2
は彼を第五代座主と見做している。LCB 2 (157, 
l. 4).

5）　ラ派に関しては LCB 2 (189-190)、Aris (1979: 
168-172)を参照。ラ派は、ディグン・カギュ
派（’Bri khung bka’ brgyud）の開祖ジクテンゴ
ンポ（’Jig rten mgon po, 1143-1217）の弟子、
ギェルワ・ラナンパ（Rgyal ba Lha nang pa, 
1164-1217）により創設された。ラナンパは
パロのチェルカ（Gcal kha）にゾンを建立した。
ラナンパ（あるいはラ派の僧侶）が、ブータ

・複数のサキャ派寺院が 1950年代まではブー
タンに存在していたが、チベット動乱の頃に
ブータンに派遣されていたサキャ派僧侶たち
はチベットへと召還され、以後、チベットか
らのサキャ派僧侶の公的な派遣は途絶えた。

（※チベットからの亡命する者も出てきたた
め、サキャ派僧侶のブータン訪問が完全に途
絶えたわけではない。）

・サキャ派僧侶の派遣が途絶えた後には、寺院
は現地の在家信者たちにより管理され、ドゥ
ク派様式の儀礼が行われるようになった。

・ブータンにおけるサキャ派の衰滅は、ドゥク
派の権勢に圧迫されたことが原因ではなく、
あくまでチベット情勢の変化によるサキャ派
僧侶の派遣中止によるものであった。

・寺院がドゥク派化した後も、サキャ派の伝統
は蔑にされることはなく、壁画や坐像を保存
するなど、その形跡を少しでも保持しようと
いう努力がなされている。

　本稿では、ブータンに存在するサキャ派寺院の
うち、パンユル寺、シャワ寺、チシン寺の 3寺院
のみを扱ったが、今後は、他のサキャ派寺院につ
いても調査を進める予定である。
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注
1）　ドゥク派の歴史については Aris (1979: 172-

181)、Imaeda (2011: 13-38)を参照。 
2）　Imaeda (2011: 73-76)によると、後期伝播期に
チベット仏教の諸宗派がブータンへと進出し
た理由は２つ存在する。１つは、各宗派は未
開拓の地域へと進出しようとしており、ブー
タンもその候補地の１つであった。諸派の中
でもドゥク派の本拠地ラルン寺はティンプか
ら歩いて５日ほどの距離にあり、各宗派の本
山の中ではブータンから最も近い場所に存在
していた。もう１つは、ブータンに存在する
豊富な資源である。ブータンでは米、木材、紙、
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85-86)によると、ネニン派はギャ・ジャンペ
ルサンワ（ca. 760-850）により 821 年から
836年の間に建立されたと考えられる。

　　　後期伝播期の初頭に、ギャ・ジョセー・プ
ルパペル（Rgya Jo sras Phur pa ’phel, ?-1045）
が、ネニン寺の資産をアティシャの弟子ヨル
チューワン（Yol chos dbang, 1030-?）に引き
継いだ。そのため、同寺院はカダム派の影響
を強く受けるようになった。後に、同寺院は、
ニンマ派、カダム派、サキャ派、カギュ派、
シチェ派、さらにはゲルク派などの影響を受
け、折衷主義的な教義体系を保持するに至っ
た。

　　　ネニン派の座主チメーラプギェー（’Chi 
med rab rgyas）はツォンカパ（Tsong kha pa 
Blo bzang grags pa, 1357-1419）の弟子であり、
同寺院をゲルク派に改宗させた人物である
が、ブータンのパロにも訪れ、のちにネニン
派の僧侶たちがパロにネニン派の寺院を建立
した。(LCB 2: 198)

　　　17世紀には、ネニン派の僧侶ラマペルデ
ン（Bla ma dpal ldan）がブータンのネニン派
を率い、「ラマ五派」の一派としてシャプドゥ
ン・ガワンナムゲルに攻撃を加えた。しかし、
彼はその戦いの際に死亡した。(LCB 1: 75)　
その後、ネニン派はブータンにおいて勢力を
弱め消えていった。

9）　Imaeda 2011: 60-62.
10）Karmay 2000, Karmay 2004.
11）Aris 1979: 195-197.
12）Aris 1979: 196. 
13）Aris 1979: 196-197.
14）Thinley 2008.
15）LCB 2: 195.
16）現地の口頭伝承では、パーウォ・タクシャン
チェンとメトクは、それぞれサキャパンディ
タの甥、姪であるとされる。

17）LCB 1: 221, LCB 2: 200-201.
18）ゴルチェン・クンガサンポの伝記に関しては

Heimbel 2011参照。
19）Thinley 2008: 266.
20）Aris 1979: 196.
21）LCB 1: 221.
22）Aris 1979: 196. 

ンを訪れたパジョ・ドゥゴムシクポに攻撃を
仕掛けたが、失敗に終わった。

　　　17世紀には、ラ派は「ラマ五派」を率い
てシャプドゥンに攻撃を加えたが失敗に終わ
り、逆に彼ら自派のゾンが焼打ちにあった。
またドグンゾン（Rdo sngon rdzong）は、シャ
プドゥンに接収された。以後、ブータンにお
けるラ派の勢力は弱まった。

6）　バラ派については、LCB 2 (201-202)、Aris (1979, 
pp. 181-184)、Ardussi (2002: 5-22)を参照。　
バラ派は、バラワ・ギェルツェンペルサン　

（’Ba’ ra ba Rgyal mtshan dpal bzang, 1310- 
1391）により創設された。

　　　バラワは、シガツェ北東のシャン谷にトゥ
ンドゥプディン（Don grub sdings）寺を建立
した。その後、バラワはパロを訪れダンギェー
カ（’Brang rgyas kha）の地に寺院を建立し、
支寺として、ユルツェプク寺（Yul tshe 
phug）、ナンセル寺（Snang gsal dgon pa）、ゴ
ブル寺（’Go ’bur dgon pa）、ギャドゥー寺（Rgya 
mdud dgon pa）、ドチュテン寺（Rdo mchod 
rten）、チェバルゼチュ寺（Che bal mdze chu 
dgon pa）を建立した。バラ派もまた「ラマ
五派」の一派であったため、ブータンにおけ
るバラ派の寺院はドゥク派に接収された。

7）　チャクザン派に関しては、LCB 2 (171-172)、
Aris (1979: 185-190)を参照。チャクザン派の
開祖は、タントンギェルポ（Thang stong rgyal 
po, ca. 1385-1464）であり、本山は 1444年に
チベットのリボチェ（Ri bo che）に建立された。

　　　タントンギェルポは、118の船と 50の鉄
橋を作り、その鉄橋のうち 8つはブータンに
架けられたと言われている。ブータンでは、
パロとティンプの川の交差点にタチョク堂

（Rta mchog lha khang）を建てたとされる。さ
らに、プルド寺（’Phur rdo dgon pa）、ミンドゥ
ル寺（Smin grol dgon pa）、バルドン堂（Bar 
grong lha khang）、ドゥムツィク堂（Zlum 
brtsigs lha khang）、ドルテンシルマ堂（Dol 
steng sil ma’i lha khang）などを建立したと言
われている。チャクザン派もまた「ラマ五派」
の一派であり、タチョク寺は破壊された。

8）　ネニン派に関しては LCB 2 (198)、Aris (1979: 
191-194)、Vitali (2002) を 参 照。Vitali (2002: 
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23）Jackson 2001: 95-96.
24）北緯 27 °30’14.86”、東経 89 °55’01.90”。
標高 1840m。

25）ブータンでは在家僧のことを「ゴムチェン（偉
大な修行者 , Sgom chen）」と呼ぶ。

26）北緯 27 °27’51.88”、東経 89 °51’08.49”。
標高 2163m。

27）sngon dus rab bco lnga pa’i nang Ngor chen rdo 
rje ’chang / Kun dga' bzang po'i slob ma Nyag re 
dge bshes Grub thob don grub byon nas / dGon ri 
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考える方が合理的である。

29）LCB 2: 201.
30）北緯 27 °18’40.33”、東経 89 °35’43.04”。
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Summary

Introduction of the Buddhist Sa skya pa  School in Bhutan

Seiji Kumagai

Uehiro Kokoro Studies, Kokoro Research Centre, Kyoto University

[Background] Present religious majority in Bhutan is undoubtedly the 'Brug pa bka' brgyud school and the Rnying 
ma pa school. However, we must not forget that various schools such as the Sa skya pa school and Dge lugs pa 
school also existed after the end of the 10th century, i.e., during the “second missionary period” (bstan pa phyi dar). 
What happened to the other schools' influence in Bhutan? [Aim] The objective of this paper is to clarify the history 
and current situation of the Sa skya pa school among religious minorities in Bhutan. [Method] The paper analyzes 
historical descriptions of Bhutanese Sa skya pa school in Bhutanese chronicles. The paper also introduces the 
current situation of the following three old Sa skya pa monasteries in Bhutan which I have investigated since 2011.
1. Pang yul dgon pa (Wandue Phodrang prefecture)
2. Shar ba dgon pa (Wandue Phodrang prefecture)
3. Spyi zhing dgon pa（Thimphu prefecture）
[Result] This paper proves that the tradition of the Sa skya pa school continued to exist until recently in several 
monasteries in Bhutan. The Sa skya pa monks returned to Tibet after the Tibet Rebellion (1959), and with that the 
entire Sa skya pa tradition ended in Bhutan, leaving only the monasteries themselves.




