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『究竟一乗宝性論』	 弥勒作	

	

このテキストは、偉大な学者であり、ブラフマン・ラトナ・ヴァジュラの孫で、「栄光の都市」

と私たちが信じているシュリナガル（カシミール）に生まれたサザナ（Sadzana）によって、サン

スクリット語からチベット語に翻訳された。また、同じ「栄光の都市」において、チベット人の

サキャ派の比丘ロデン・シェーラブによっても翻訳されている。	

	

サンスクリット語で、マハーヤーナ・ウッタラ・タントラ・シャーストラ	

チベット語で、テクパ・チェンポ・ギュ・ラメー・テンチュー	

（『究竟一乗宝性論』）	

	

すべての仏陀と菩薩たちに礼拝いたします	

	

第１章	 如来蔵	

	

［１］序論	

1		（七種金剛句）	

①仏陀・②仏法・③僧伽と、④仏性と	

⑤菩提と、⑥功徳と、最後に⑦仏陀の行い（仏業）と	

この論書の全体をまとめると	

七つの金剛句である	

	

〔金剛句とは、〕金剛のように理解するべき意味についての句、つまり、拠り処という意味で

「金剛句」と言う。	

ここで、各自が個別に自ら悟るべき意味は、〔法の〕聴聞（聞）と、聞いた教えについて考える

こと（思）から生じる智慧によっては、言葉で表現することができないため、不可説を自性とし、

金剛に似ていると知るべきである。	

その〔悟るべき意味〕を表現する文字は、その〔意味の〕体得に向かう道を解き明かすものであ

り、それらの〔文字〕は、その意味がとどまる土台となるものなので、「句」と呼ばれる。それ

が、土台となるからである。	

このように、理解し難いという意味と、土台という意味によって、金剛句たることは、義理（意

味内容）と文字（表現手段）という両面から理解するべきである。	

	

そこで、義理（意味）とは何であり、文字とは何であるか。	

義理とは、七種の悟るべき意味のことであり、それは義と言われる。すなわち、①仏という義、

②法という義、③僧伽という義、④仏性という義、⑤菩提という義、⑥仏徳という義、⑦仏業と

いう義である。	

この七種の悟るべき意味を説明する手段としての様々な文字、それが「文字」と呼ばれる。	

そして、この金剛句の説明は、詳しくは〔次のように〕経典に従って理解するべきである。	

	

①−③	仏・法・僧：アーナンダよ、如来は眼によって見ることはできない。アーナンダよ、教え

は言葉で表現することはできない。耳で聞くこともできない。アーナンダよ、僧伽は意図的に作

られたものではないので無為である。それは体によっても、心によっても、奉仕することはでき

ない。	

このように、仏・法・僧についての金剛句は、『堅固深心品』（けんごじんしんぼん：深く帰依

する心）によって理解するべきである。	

	

④	仏性：シャーリプトラよ、この義（第一義諦・究極の真理）は如来の智慧の対象であり、如来

が働く領域である。どんな聴聞者（声聞）であっても、独覚であっても、この第一義諦は自らの

智慧で正しく知ることもできず、見ることもできず、観察することもできない。ましてや、一般
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大衆も同様である。ただ、如来に対して信仰を持つ者の場合を除く。ただし、シャーリプトラよ、

最勝なる義理（第一義諦）は、ただ信仰を通してのみ達せられる。シャーリプトラよ、最勝なる

義理というのは、これは有情界の同義語である。有情界とは、シャーリプトラよ、これは如来蔵

（如来の胎児）の同義語である。如来蔵というのは、シャーリプトラよ、これは法身の同義語で

ある。	

以上、この第四の金剛句は、『不増不減経』（法界と有情界とが減ることなく満ちることもない

ことを説く品）に準拠して理解すべきである。	

	

⑤	菩提：世尊よ、無上正等覚というこれは、涅槃界の同義語です。世尊よ、涅槃界というこれは、

如来の法身の同義語です。	

以上、この第五の金剛句は、『聖勝鬘経』に準拠して理解するべきである。	

	

⑥	仏徳：シャーリプトラよ、如来が説くところの法身、それは無別のものであり、智慧と離れな

い徳性を持つものである。すなわち、それは、ガンジス河の砂の数を超える数多くの如来の徳性

と無別の法を具え、智慧と離れることのない特性を持つものである。すなわち、それは、ガンジ

ス河の砂の数を超える数多くの如来の徳性と無別のものである。	

以上、この第六の金剛句は、『不増不減経』に準拠して理解するべきである。	

	

⑦	仏業：文殊師利よ、如来は分別することがない。妄分別することがない。しかも他方では、そ

の〔如来〕に、努力せず、分別せず、このような種類の行いが起きるのである。	

以上、この第七の金剛句は、『入如来徳智不思議境界経』（如来の不可思議なる徳性と智慧の領

域に入ることを説示した品）に準拠して理解するべきである。	

	

２	 	

これらの〔七種金剛句は〕自相をもって、順次、	

〔最初の〕三句は『陀羅尼自在王経』の「因縁品」からであり	

〔後の〕四句は「智慧ある者と勝利者（仏陀）の徳性の違いを説く品」からであり	

〔それぞれの〕個別の特徴に従って知るべきである	

	

また、これらの七種金剛句について、個別の自相について示し、随順する関係を次第の如く、

『聖陀羅尼自在王経』の序品より、〔最初の三句を〕知るべきである。その後、残りの四句は、

菩薩と如来との徳性の違いから〔知るべきで〕ある。故に、それは次のように説かれている。	

	

①-③	「世尊は、一切法の平等性をまのあたりに正覚し、よく法輪を転じて、限りない弟子たち

をよく導かれた」	

というこれら三つの基本頌によって、順次、三宝が次第に生起し、完成するさまを知るべきであ

る。残りの四句は、三宝の生起を結果とする因の完成を説くものと知るべきである。	

この三句のうち、①〔如来は〕菩薩の第八地にあり、一切法を自在に支配する者となるので、そ

こで彼は最勝なる菩提座に登り、「一切法の平等性をまのあたりに正覚した」と言われる。	

②	菩薩の第九地〔善慧〕にあって、無上なる法師の資格を完成し、一切有情の意向をよく知って、

様々な能力の最高の完成に達し、一切有情の持つ煩悩の習気の継続を断ち切ることに秀でるもの

となる。そこで、菩提をまのあたりにした彼は、「よく法輪を転じた」と言われる。	

③	菩薩の第十地〔法雲〕にあって、如来の無上なる法王位の灌頂を授かると、直ちに、努力なし

に仏陀のはたらきを自然に果たすようになる。そこで、よく法輪を転じた彼は、「限りない弟子

たちをよく導かれた」と言われる。	

さらに、無限の弟子たちをよく導いたことを、この直後で次の文によって示している。	

	 	 大いなる比丘の僧衆とともにおられた	

あるいは、	

	 	 また、無量の菩薩衆ともともにおられた、と。	

そして、順に、聴聞者（声聞）の悟り、および仏陀の悟りによく導いたので、	
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	 	 このような徳性を身につけた〔声聞や菩薩たちとともにおられた〕	

というのである。	

その後、①	声聞と菩薩の徳性の賞賛を説いた直後に、不可思議なる仏陀の三昧における勇猛性に

基づいて、a)広大な宝の展示と宮殿の荘厳の出現、b)如来の会座への集合、c)種々の天界の諸物

をもってする供養の示現、および、d)賛嘆の雲から雨を降らすことなどから、仏宝の徳性の区別

が確立したことを知るべきである。	

②	その次に、a)広大な法座の展示と、b)光明と、法門の名と徳性の賛嘆から、法宝の徳性の区別

が確立したことを知るべきである。	

その次に、a)相互に菩薩たちが三昧の働く領域の威力を示すことと、b)その様々な徳性の特色を

説くことから、僧宝の徳性の区別が確立したことを知るべきである。	

	

その次に、重ねて、仏の光を降り注ぐことにより、無上なる法王子に最高の無畏性と〔弁舌にお

ける〕確信を提供することにより、①	如来の真実の徳性と、最勝なる究竟の義理の賛嘆を説くこ

と、②	大乗の最高の説法の主題を物語ること、③	その説法を実践することによって、最勝の法

に対する自在力という結果を獲得することにより、それぞれ、これら三宝の無上なる徳性の区別

を確立したことで、序品は完結すると見るべきである。	

	

④	そのあと、経典の序品の次に、仏性（仏の因）が、六十種のそれ（仏性）が持つ清浄な徳性に

よる陶冶を説くことによって解明される。ただし、清められるべき対象が徳性を具えている場合

にこそ、それを清める作業（陶冶）を適用するのがふさわしいからである。そしてこの理由に基

づき、さらに菩薩の十地の中で（『華厳経』「十地品」）、金の特殊な精錬についての喩えが説

かれている。この同じ経典（『陀羅尼自在王経』）の中でも、如来のはたらきを示した直後に、

まだ清められていない瑠璃宝の喩えが〔次の通り〕示された。	

	 	 	

	 	 たとえば善男子よ、ここに一人の巧みな宝石作りがいて、宝石を磨く方法をよく知っていた

とする。彼は宝の山から、まだ磨かれていない摩尼宝珠を取り出して、濃い塩水で洗い、黒い毛

皮を研磨の道具として磨く。しかしそれだけのことでは努力をやめない。そのあと、濃い肉汁で

洗い、水に布を巻きつけた研磨の道具で磨く。しかしそれだけでは努力をやめない。偉大な薬汁

で洗ってから、きめの細かい布の研磨具で磨きあげる。磨き上げられて、垢をすべて取り除いた

ものが高貴な瑠璃と言われる。	

	 	 それと同様に、善男子よ、如来もまた、有情の界（仏性）がまだ清められていないのを知っ

て、無常、苦、無我、不浄〔なる世間〕を嫌悪させる説話によって、輪廻に執着する有情を出離

させる。そして、正法と〔戒〕律に引き入れる。しかし、ただそれだけでは如来は努力をやめな

い。その後、空性と、無相と、無我の説法によって、様々な本質と因を持つ有情たちを如来の境

界に入らせる。	

彼らは〔かくして〕道に入り、如来の法性を体得すれば、無上の福田と呼ばれるに至る。	

まさに、この同じ清浄な〔宝の〕山（清められらた鉱石）にも匹敵する如来の素性（仏性）を考

えて、〔次のように〕述べられている。	

	 	 あたかも金は、石粉の中にあれば見えないが、磨き上げればそれは見える	

	 	 世間において、如来たちが〔隠れていること〕もそれと同様である	

ここで、〔前に述べた〕仏性の六十種の清浄なる浄化作用を持つ陶冶の徳性は何であるか。すな

わち、a)四種の菩薩の荘厳、b)八種の菩薩の光明、c)十六種の菩薩の大悲、d)三十二種の菩薩の

はたらきである。	

	

⑤–⑦	その菩薩の三十二のはたらきの直後に、⑤仏の菩提が、十六種の大菩提即大悲の説示によ

って明らかにされる。その説示の次に、⑥仏の様々な徳性が、十力、四無畏、十八不共法の説示

によって明かされる。その説示の次に、⑦仏業が、三十二種の無上なる如来のはたらきの説示に

よって明かされる。	

このように、この七種金剛句は、自相を示すことによって広大に、経典に示されている通りに理

解するべきである。	
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では、これら〔七種金剛句〕の相互関係はいかなるものか。	

３	 	

①仏陀に基づいて②仏法があり、仏法に基づいて③聖者の集まり（僧伽）がある	

僧伽に基づいて、④智慧の〔因としての〕如来蔵がある	

その智慧の達成が、⑤最勝なる悟りの達成であり、	

⑥〔十〕力などの、⑦一切有情に利益をもたらすすべての徳性を具えている	

	

[２]		仏宝（第１の金剛：仏陀という宝）	

ここで、〔本論を構成する〕基本頌の意味を説く。如来によって導かれた有情たちは、如来に帰

依を捧げつつ、おのずから流れ出る浄らかな信心によって、法〔宝〕と僧〔宝〕に帰依を捧げる。

それゆえ、その〔三宝の〕最初に、仏宝に関する基本頌が一偈ある。	

４	 （基本頌１）	

始め、中間、終わりのない寂静の仏陀の本質を自ら悟り	

仏陀となった後に無知なる者を悟らせるため、恐れることなく永遠の道を説く方は	

智慧と、慈悲の剣と、すぐれた金剛杵を手に持って、苦しみの芽を断ち切り	

様々な見解の密林に覆われた疑惑の壁を打ち砕く方に帰依いたします	

５		（八つの徳性について）	

無為であり、無功用にして、他に頼ることなく悟る仏陀の本質は	

智慧と慈悲と力を具えており	

〔自利と利他の〕二つの利益を具えている	

	 	 	 無功用（むくゆう）：自然のままで身口意の行為に意思的造作を加えないこと	

	

これを要約すると、八種の徳性にまとめられる仏陀の本質が示されている。	

八種の徳性とは、無為、無功用、他の条件に依存せず自ら悟ること、智慧、大悲、力、	

自利の成就と、利他の成就の八種である。	

６	

始め、中間、終わりのない本質であるため、無為である	

寂静なる法身を持つため、努力なしの成立であると述べられている	

７	

個別に自ら悟るため、他の条件によって悟るのではない	

このように三種のものを悟るため、それは智慧である	

それは修行の道を示すため、大悲である	

「力」と「智慧」と「慈悲」により、苦と煩悩を捨てたからである	

	 （三種のもの：無為、不依他知、努力なしの成立）	

８	

これに対して、「力」とは、智慧と慈悲の両方によって苦と煩悩を除くからである	

最初の三つの徳性は自利であり、あとの三つは利他である	

	

八種の徳性について	

１）無為：有為の反対であるから「無為」であると知るべきである。ここで「有為」と言われて

いるのは、それについて生起も、存続も、消滅も認められるようなものを指している。そのよう

な特質が存在しないから、仏の本質は「始めも中間も終わりもない」無為の法身として示される

と見るべきである。	

２）無功用（むくゆう）：一切の戯論や分別が静止している状態であり、自然なままで身口意の

行為に意思的造作を加えないことである。	

３）不依他知：自生の智によって通達されるものであるから「他に依らない悟り」である。この

偈で言われている「生起」とは、まのあたりに悟ることを意味しており、生起という〔一次的

な〕意味ではない。というわけで、無為にして、不活動という特質を持つ如来の本質から、努力
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を加えることなしに、すべての正等覚者のはたらきが、輪廻が果てるまで倦むことなく、断絶す

ることなく現れる。	

４）智慧、５）慈悲：このように極めて稀有な、不可思議な領域である仏の本質のことを他者か

ら聞くことなしに、自生の智慧によって、言葉で表現できない性質のものであることをまのあた

りに悟って、その覚知に関して、愚かで生まれつき理に暗い他の有情たちをも悟らせるために、

その悟りに向かう道の説示をなすことから〔仏の本質が〕無上の智慧と大悲を具えていることを

知るべきである。〔基本頌に、「無畏なる道」というが、道が無畏であるのは、それが出世間の

ものだからである。そして出世間であることは、二度と退転しないからである。	

６）力：他者の苦と煩悩を滅するために、如来の智慧と慈悲という二つの力が、それぞれ剣と金

剛杵の喩えによって説明された。この二つのうち、苦の根というのは、まとめれば、輪廻生存に

おいて、何らかの形で名色（縁起の十二支の第 4：名称と形態）が生成することである。そして煩

悩の根というのは、何らかの形で有身見に執着することに基づいて起こる見解、疑念である。	

ここで、名色としてまとめられる苦は、生成を特質としているので、「芽」に当たるものと知る

べきである。それを切断するものである点において、如来の智慧と慈悲の力は、「剣」の比喩に

よって喩えられているものと知るべきである。	

見解と疑念にまとめられる見道所断の煩悩は、世間的な智慧によっては知り難く、打ち破りにく

いので、深い森に覆われた壁と類似している。それを断つものであるから、如来の智慧と大悲の

力は、金剛杵の比喩によって明かされていると知るべきである。 
	

『智光明荘厳経』に基づく説明	

このように、すでに述べた通り、これら六つの如来の徳性は、詳しい分析を通して、まさにこれ

と同じ順序によって、『入一切諸仏境界智光明荘厳経』に準拠して知るべきである。	

①無為性：その経典の中で、まず、	

	 	 不生不滅とは、文殊師利よ、これは如来、応供（阿羅漢）、正等覚者のことである、	

という文によって、如来は無為を特質とするものであると説明されている。	

②無功用：さらに、そのすぐ後で、清浄な瑠璃で作られた大地に、帝釈天の影が映るという譬え

話をはじめとして、九種の喩えによって、この同じ不生不滅なる如来の義に関して、〔次のよう

に〕説かれている。	

	 	 このように、文殊師利よ、如来、応供（阿羅漢）、正等覚者は、〔自ら〕動じることなく、

〔心を〕動かすことなく、戯論することなく、分別することもない。彼は構想することなく、分

別なく、心を持たず、作意せず（対象に注意を向けず）、寂静であり、不生不滅であり、見るこ

とも聞くことも、嗅ぐことも味わうこともなく、触れることなく、〔捉えるべき〕特別な相もな

く、〔他に〕知られるものでなく、また、他に知らせられるものでもない。	

と始まるのが寂静処の数々の相の説示である。この喩えによって、自らの作業における一切の戯

論や分別が寂滅しているので、「如来は無功用である」と明かされている。	

③不依他知：次に、残りのテキストによって一切法の真如をまのあたりに悟る諸々の門について、

如来は他者の力を借りずに悟ったことが明らかにされる。	

④智慧、⑤大悲：最後に、十六種の如来の菩提を説いて、次のように述べられた。	

	 	 文殊師利よ、そこで如来はこのような特色を持った一切法をまのあたりに悟り、有情たちの

本質を観察して、不浄、不離垢、汚点があることを知り、遊戯（ゆげ：自由自在に振る舞う何も

のにも捉われない活動）と呼ばれる大悲が有情たちに対して起きる。	

これによって、如来が無上の智慧と慈悲を具えていることが示されている。	

この中の、「このような特色を持った一切法を」とは、無を自性とする〔諸法を〕という意味で

あり、「まのあたりに悟って」とは、あるがままに無分別なる仏の智慧によって知る、という意

味である。「有情たちの」とは、正定、不定、邪定の集まりとして分類される〔有情たち〕の意

味である。「本質を（法界を）」とは、あらゆる種類〔の有情の本質〕を障礙なき仏の眼を持っ

て見て、の意味である。「不浄」とは、煩悩障の汚れのことで、様々な生まれの凡夫たちの本質

を指す。「不離垢」とは、所知障の垢をまだ離れていないということで、声聞・独覚の二乗に属

する人々の本質を指す。「汚点を持つ」とは、煩悩障と所知障のどちらかの習気によって〔汚点

があるということで〕菩薩たちの本質を指す。「遊戯」とは、様々な大悲で、弟子を導く方便を
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具えた諸門によく入っているからである。「有情たちにおいて大悲が起きる」とは、平等性によ

って、一切有情の特徴を明らかに悟り、〔有情のうちなる〕本質を示すことを達成しようという

〔仏の願い〕のために「起こる」のである。	

⑥力：このように、無上なる智慧と大悲が起きた後、〔如来は〕無比なる法輪を転じる効果をも

たらそうと努めて、倦むことがない。この点が〔智慧と大悲との〕両者の利他のはたらきにおけ

る力であると知るべきである。	

⑦自利、⑧利他：これらの六つの如来の徳性のうちで、順に、無為などの最初の三つによって、

自利の成就がある。そして、智慧以下の後の三つが、利他の成就である。あるいは、智慧によっ

て、最勝の常住なる寂静処（涅槃）を自ら悟る根拠となるという徳性から、自利の成就が明かさ

れ、大悲と力の二つによって、無上なる大法輪を転ずることの土台となるという徳性から、利他

の成就が明かされるとも言う。	

	

［３］法宝（第２の金剛：法という宝）	

仏法に基づいて法宝が生じるので、法宝についての一偈がある。	

９	 （基本頌２）	

無いのではなく、有るのでもなく、有るのでも無いのでもなく	

有と無以外に考察することもできず、言葉による理解を離れて	

個別にそれ自体によって知るので寂静であり、	

汚れのない智慧の光で輝いており、すべての対象に対する執着と、	

〔貪・〕瞋・〔痴〕と白内障の現れを破壊する正法の太陽に帰依いたします	 	

	

10			（仏法の八種の徳目について）	

①	不可思議、②	無二、③	無分別、④	清浄、⑤	顕現、⑥	対治の観点から、	

⑦	離欲と⑧	離欲の因として、それは二諦の相を持つ仏法である	

	

これによって要約すると、八種の徳目にまとめられる法宝が明かされる。八種の徳目とは何であ

るかというと、上述の八種である。	

	

11		（仏法は滅諦と道諦にまとめられる）	

離欲の本質は、滅諦と道諦にまとめられる	

この両者はそれぞれ、三つずつの徳性によって知るべきである	

	

〔苦・集・滅・道で表される「四つの真理（四聖諦）」は、「苦しみが存在するという真理（苦

諦）」、「苦しみには因が存在するという真理（集諦）」、「苦しみの止滅が存在するという真

理（滅諦）」、「苦しみの止滅に至る修行道が存在するという真理（道諦）」のことである〕	

	

これらの六種の特性は、順次、最初の三つの徳性（不可思議、無二、無分別）によって滅諦を明

らかにするので、離欲の結果をまとめるものと知るべきである。	

残りの三つの徳性（清浄、顕現、対治）によって道諦を説明するため、離欲の因をまとめるもの

と知るべきである。	

離欲としての滅諦と、離欲の手段としての道諦を合わせて、離欲の法は浄化の法としての二諦を

特質とする。	

	

12		（滅諦としての仏法）	

思惟できないため、言葉で表現できないため、聖者の智慧なので不可思議であり、	

寂静であるため、無二、無分別である。清浄などの三つは太陽の如くである	

	 	 	

①不可思議性：まとめると、滅諦の「不可思議性」は三つの因によって知るべきである。三つと

は何か。	
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１）有、無、有かつ無、有でも無でもない、という四種のいずれの範疇によっても論議すべき領

域ではないから不可思議である。	

２）一切の〔自然の〕音、〔人工の〕音、声（鳴き声）、言葉（言語表現）、解説（意味の解

釈）、慣用的表現、交信（世間の慣習、あるいは言語表現）などによっては表現できないから、

不可思議である。	

３）聖者たちが各自で自ら悟るべきものであるから、不可思議である。	

②無二性、③無分別性：ここで、滅諦の「無二性」と「無分別性」はいかに知るべきか。それは

世尊によって〔経典の中に〕説かれている通りである	

	 	 シャーリプトラよ、止滅というのは法身である。無二の法であり、無分別の法であるから。

（『不増不減経』より）	

	

ここで、〔無二と言われる時に否定される〕「二」とは、行為と煩悩であると言われる。分別と

は、行為と煩悩の因である道理に合わない心のはたらきをさす。その両者が本来的に滅している

ことを見るので、〔行為と煩悩の〕二つと分別が集まって生起しないというありようで、苦が永

久に生じないこと、これが「滅諦」と呼ばれる。決して、何かある法が消滅するから、「滅諦」

であるとは説明されていない。〔経典の中で、次のように〕説かれている通りである。	

	 	 文殊師利よ、不生不滅のものには、心・意・識は生起しない。心・意・識の生起しないとこ

ろには、それによって道理に合わない心がはたらくような分別は何もない。彼は、道理にかなっ

た心のはたらきを身につけているので、無明を起こすことはない。無明がはたらきを起こさない

こと、それは縁起の十二支がはたらきを起こさないことに他ならない。それが「不生」である。

（『智光明荘厳経』）	

〔同じく、経典の中に〕説かれている通りである。	

	 	 世尊よ、法が消滅することが、苦の止滅なのではありません。苦の止滅といわれるものは、

無始の時より、作られたのではなく、不生、不起、不滅、滅尽を離れ、常住、堅固、寂静、不変

であり、本来清浄にして、一切の煩悩の殻から脱し、ガンジス河の砂の数を超えた不可分、不離

智、不可思議なる仏の諸徳性を具えた「如来の法身」が示されています。	

	 	 そして世尊よ、この同じ如来の法身が、まだ煩悩の殻から離脱していない時、「如来蔵」と

呼ばれるのです、と。（『勝鬘経』）	

以上のすべては、詳しくは経典の説く通りに、苦の止滅が存在するという真理（滅諦）の規定を

理解するべきである。	

	

道諦としての仏法	

苦の止滅という名を持つ如来の法身を獲得する因は、無分別智の見道と修道であり、三種の類似

性によって、太陽と似ていると知るべきである。	

①清浄な日輪と類似するのは、一切の付随的煩悩の汚れを離れているからである。		

②色（物質的存在）を顕現させるという類似性によって、一切の種類の所知（知るべき認識対象）

を照らし出すからである。	

③闇を対治することと類似するのは、一切の種類の真理を見る束縛を対治するからである。	

	

	 また、真理を知見する〔障礙とは〕真理ではない事物の相を拠り処（よりどころ）とする心の

はたらきに基づいて、貪・瞋・痴が、その潜在状態（随眠）から起き上がるというありようで生

起することである。	

	 実際に凡夫たちは、欲望が潜在状態（随眠）から生起すると、真理でない、つまり、（目に見

える通りの姿）を自性とするのではないある事物が、好ましい様相を持って心の中に像を結ぶ。

怒りが〔潜在状態から〕生起すると、怒りの様相を持った〔像を結び、〕無知が生起すると、無

知の様相を持った〔像を結ぶ。〕このような貪・瞋・痴の〔いずれかに基づく相を所縁（認識の

対象）とする人たちには、道理に反する心のはたらきが心を占拠する。その心に、道理に反する

心の働きが生起している人には、貪・瞋・痴のいずれかの煩悩が現行する。彼らはそのために、

身・口・意によって貪欲を生み出した行為を作り、また瞋恚を生み出した行為も作り、愚痴を生

み出した行為も作る。そしてそれらの行為のゆえに、まさに再生に束縛された状態となる。	
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	 こうして凡夫たちは、潜在状態〔の煩悩〕を所有し、〔真理でない〕相を〔心の内に〕取り、

〔それを〕対象としつつ、道理に合わない心のはたらきが行われているので、煩悩が生起する。

煩悩が生起するので、行為が起きる。行為が起きるので、〔苦としての輪廻における〕生が生起

する。しかも、これら一切の種類の煩悩・行為・生〔に分類される〕汚れの世界は、凡夫たちが

ひとつの根源を正しく知らず、見ないことから起こるのである。	

	 汚れた世界はまた、探求する者がそれについていかなる相〔も取らず、〕いかなる所縁（対象）

も見ないというように、見られるべきである。人は、何の相も取らず、所縁も見ない時、その時

初めて真理を見る。これらの諸法は、如来によって、平等なりとまのあたりに悟られたのである。	

	 このように、真理でない相や所縁を見ず、真理のありのままの最勝の義理（第一義諦）を見る

という、この両者の、無いものを有ると増益せず、〔真理なるものを無しと〕損減しない平等性

の智慧によって、一切法の平等性をまのあたりに悟るはたらき、それは、この一切の真理の知見

に対する障礙を対治するものと知るべきである。	

	 まさに、この法身体得の因である、無分別智に基づく見道・修道の両道は、詳しくは経典の解

説通り、『般若波羅蜜経』に準拠して、理解するべきである。	

	

［４］僧宝（第３の金剛：僧伽という宝）	

この大乗の法という宝から、不退転の菩薩衆という宝が現れるため、その〔法宝〕の次に、〔僧

宝〕についての一偈がある。	

	

13		（基本頌３）	

心の本質が光り輝くものならば、煩悩には自性がないことを見抜いたことにより、	

一切有情は無我であり、寂静であるという究極〔のありよう〕を正しく理解して、	

すべての場所に行きわたる無上正等覚者に随順する人々を見て、障りなき心を持ち、	

限りない清らかな有情を対象とする智慧〔の目〕を持つものに礼拝いたします	

	

この〔基本頌３〕によって何が示されているか〔と言うと、〕	

14		（菩薩衆の知見の正しさと無限性）	

ありのままに見る〔如実智〕と、世間が捉えるありようのうち、	

清浄なる智慧をご覧になるため、	

知性ある不退転の衆（菩薩衆）は、無上の徳性を具えている	

	

これをまとめると、不退転なる菩薩衆である宝が、二種の特別な相によって、すなわち、あるが

ままのありよう（如実性）、および、あらん限りであること（如量性）によって、出世間の知見

が清浄であるから、無上なる徳性を具えていることが示されている。	

	

15		（知見の如実性）	

世間の有情は寂静の本質であると理解しているため、あるがままの本質も	

その自性は完全に清浄であり、煩悩は無始の時より滅尽しているからである	

	

ここで、あるがままの存在とは、法と人と言われる一切有情の無我の究極をあるがままに悟るこ

とによって知るべきである。本来的に寂静である自性によって、人と法が消滅することはないと

いうありようを理解するのである。これを再び要約すると、二つの因から生じる。①心が自性に

よって明らかで清浄であることと、②心の付随煩悩が本来的に滅尽していることを見ることであ

る。このうち、心は自性によって清浄であることと、その付随煩悩というこの二つは、善と不善

の心であり、そのうちいずれかひとつが起きる時、第二の心は結びつかないという道理によって、

汚れのない界（無漏界）に関しては極めて理解し難い。ゆえに、	

	 	 世尊よ、善心は刹那であって諸々の煩悩によって染汚（ぜんま）されることはありません。

不善の心も刹那であって、その心も煩悩によって染汚されることはありません。世尊よ、煩悩が

心に触れることはありません。心が煩悩に〔触れることも〕ないのに、世尊よ、ここに、どうし

て触れる法がない心が闇によって煩悩となることがあるのでしょうか。世尊よ、付随煩悩はあり、
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また、染汚された心があります。世尊よ、かくの如くであるけれど、自性清浄身が染汚されると

いう意味を理解することは困難です。	

と説かれている。	

以上の「如実性」に関する難解な意味の説明は、経典（『勝鬘経』）に準拠して理解するべきで

ある。	

	

16		（知見の如量性：あるがままに推し量る性質）	

究極の認識対象を悟り知る心によって、	

一切智という仏陀の本質（仏性）が一切有情に存在していることを見たため、	

如量性もまた存在する	

	

〔また、その理解を〕如実に量る性質は、所知（認識対象）の限りを尽くす出世間の智慧によっ

て、一切有情の中に、畜生に至るまでのものに、一切智という仏陀の本質（仏性）があることを

見るからであると知るべきである。その知見は、菩薩の初地において初めて生起する。そこで菩

薩は法界を、遍一切処（遍行）の義によって、つまり「如量性」として見るからである。	

17	

このように覚知したことは、個別に各自が知見するものである	

それは無垢の世界において、執着がなく、遮るものもないため、それは清浄である	

	

このように、如実性と如量性によって出世間の道を理解することが、聖者たち各自の、他と共通

しない出世間の知見であると言われている。	

出世間の知見はまた、二つの理由によって、他の〔声聞・独覚たちの〕限られた知見と比較して、

極めて清浄であると言われる。二つの理由とは何か。①執着がないためと、②障礙がないためで

ある。そのうち、あるがままのありよう（如実性）によって、有情界の本来的な清浄さを対象と

しているため、〔その知見には〕執着がない。そして、その理解を如実に量る性質（如量性）は、

限りない所知（認識対象）の事物を対象とするから、遮るものもないのである。	

	

18	

決して退転することのない聖者たちは、無上なる仏陀の智慧により、	

体を持つすべてのものたちの帰依の拠り処となる	

智慧を通じて、はるかに清浄な認識を持っているからである	

	

不退転の地に至った菩薩たちの知見の清浄さは、無上なる如来の知見に類似しているので、〔同

様に〕無上であると知るべきである。あるいは、それ以外の布施、持戒などの菩薩の徳性よりも

〔すぐれていると知るべきである。〕知見の清浄さを具えているため、不退転の菩薩たちは、一

切有情にとって帰依の拠り処となる。	

ここで、菩薩の衆という宝のあとで、声聞の僧伽という宝に言及していないのは、それが供養に

値しないからである。ただし、菩薩と声聞の徳性の違いを知る智者たちは、大菩提のために必要

な、広大な福徳と智慧の二資糧をまだ円満していないとはいえ、智慧と慈悲の円輪を具え、無量

なる有情界の大衆の身（心相続）を照らすことに努める、満月のような無上なる如来に従う道を

進みつつある新月のような菩薩を捨てて、部分的な智を完成しているとはいえ、星の姿のように、

ただ自らの身を照らし出すことだけに従事するような、聖者の声聞を礼拝することはない。	

他の人々を利益しようという志の純粋さに基づく功徳だけでも、たとえ初めて菩提心を起こした

菩薩でさえ、慈悲心なく、他者の養育に無関心な汚れなき戒律と、律義の清浄を完成した聖者の

声聞をも克服するものである。ましてや、その他の十自在などの菩薩の諸々の徳を具えた場合に

おいては、言うまでもない。	

ゆえに、〔次のように〕説かれる。	

	

	 戒律を自らのためだけに維持する者、	

	 悪戒の有情に対して慈悲を離れ、	
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	 自分を養うためにのみ、戒律の財を清める者、	

	 そのような聖者を、人は浄戒を維持する者とは言わない	

	

	 戒律を身に授かり、他の人々に対して最上の慈悲心を起こし、	

	 火・風・水・地のように、他者の生活を助ける者、	

	 彼こそは〔真の〕持戒者であり、	

	 それ以外の者はその真似をする偽物である	

	

［５］帰依の拠り処としての三宝：世俗諦の見地から見た三帰依	

ここで、何を意味し、また誰に対して、世尊は三種の帰依処を規定されたのであろうか。	

19	 
師と教えと弟子の意味により、三乗に属する人々と、	

三種の供養信仰を捧げる信者たちのために、三種の帰依の拠り処が規定された	

	

a)	「仏陀は帰依の拠り処である。何故ならば、両足で立つ者たちのうちで最勝なる者であるから」

というのは、師の徳を明かす目的で、菩提を求めて〔修行の道〕に入った菩薩乗に属する人々、

および仏陀に対して最高の供養を捧げようとする人々に対して説かれた規定である。	

b)	「法は帰依の拠り処である。離欲した者のうちで最勝なるものであるから」というのは、師の

教えを明らかにする目的で、自ら深遠なる「縁起の法」を悟ろうと努めている独覚乗に属する

人々、および法に対して最高の供養を捧げようとする人々に対して説かれた規定である。	

c)	「僧伽は帰依の拠り処である。集団のうちで最勝なるものであるから」というのは、師の教え

においてよく実践する弟子の徳を明らかにするために、他者から聞く声に随順しようと努力する

声聞乗に属する人々と、僧伽に対して最高の供養を捧げようとする人々に対して説かれた規定で

ある。	

	

というわけで、この偈を要約すると、三種の目的により、六種の人々について、有情たちが各々

別々に、順次、次第を追って入っていくように、この三種の帰依の拠り処を説いて規定されたの

である。	

	

仏法と僧伽は究極の帰依の拠り処ではない	

20			

捨てられるべきものだから、偽りの法だから、非存在であるから、恐れを持っているから、二種

の法と聖者の僧伽は、最勝なる帰依の拠り処ではない	

	

法は二種である。経蔵など「経典の教え」（所説の法）と、「体験に基づく教え」（所証の法）

である。そのうち「経典の教え」は、経典その他の教説で、名・句・文の集まりとしてまとめら

れるものである。それはまた、道の完成（現観）をもって終局とする者であるから、筏のようで

あると言われる。	

「体験に基づく教え」（所証の法）は、因と果の違いにより、道諦と滅諦の二種類になる。それ

によって通達する手段と、通達される目的である。	

そのうち「道諦」は、有為という性質に含められる。それは、欺き偽る性質のものであり、それ

は真理ではない。真理でないもの、それは無常である。無常なるものは帰依の拠り処にはなり得

ない。	

そのような道によって通達される「滅諦」は、声聞のやり方で、灯火を消すように、煩悩と苦は

存在しないということだけで顕される。存在しないものは、帰依の拠り処にも、帰依の拠り処で

ないものにもなりえない。	

僧伽とは、三乗に属するものの集団の名称である。それは常に恐怖を持ち、如来を帰依の拠り処

として、出離を求めるものであり、これから学ぶべきことを持ち（有学）、無上なる正しい悟り

に向けて修行に入った者である。	

どのように恐怖を抱いているかというと、〔経典に曰く、〕	



	 11	

	 何故なら、再生を断滅した阿羅漢たちといえども、まだ〔煩悩の〕習気は断滅していないので、

常にすべての消滅する現象に対して、強い恐怖心を持っている。例えば、刀を振り上げた死刑執

行人の前に〔座らされた罪人〕のようなものである。それゆえ、阿羅漢たちもまた、究極的な楽

としての出離を達成した者ではない。ただし、自らが帰依の拠り処である者は、〔他に〕帰依の

拠り処を求めない。あたかも帰依の拠り処のない有情たちが、あれこれ恐怖におののいて、それ

ぞれの〔恐怖から〕の出離を求めるように、阿羅漢たちにもまた、彼らと同様にその恐怖があり、

その恐怖におののいて、如来のみを帰依の拠り処とする。	

このように恐怖を持っているからこそ、〔他に〕帰依の拠り処を求めるのだから、弟子たちは必

ず、恐怖からの出離を求める。恐怖の原因を断つという点に関して、彼はまだ学ぶべきことがあ

り、なすべき仕事を持つ者である。学ぶべきことがあるから、恐怖を持たない大きな雌牛のよう

な〔仏陀の境地〕、すなわち、無上正等覚を獲得しようと修行に専念している。それゆえ、弟子

たちもまた、その部分だけの帰依の拠り処であるから、究極的な帰依の拠り処ではない。	

このように、〔法宝、僧宝〕の二つは、限りのある帰依の拠り処と言われる。	

	

仏陀のみが究極の帰依の拠り処である	

21			

究極的には、仏陀だけが有情の帰依の対象となる	

何故なら、牟尼は法身を持つものであり、	

僧伽の集まりも牟尼を究極のものとしているからである	

	

〔仏法と僧伽が究極の帰依の拠り処ではないのに対して、〕この〔21 偈〕によって、前に述べた

通り、不生不滅として顕される牟尼は、清浄の二諦（二つの真理）によって特徴付けられる離欲

の法を体とするため、また、三乗の衆は、その法身の清浄を究極的に体得することを終局とする

ため、ただ一つの真理だけが、この守護も依り拠もない有情の未来に等しく、尽きることのない

帰依の拠り処、常住の拠り処、堅固なる拠り処である。それはすなわち、如来、応供（阿羅漢）、

正等覚者たちである。	

そしてこの、常住、堅固、寂静、不変なる唯一の帰依の拠り処についての説示は、詳しくは『聖

勝鬘経』に準拠して、理解するべきである。	

	

22		（宝と言われる理由）	

〔帰依の〕三宝は、宝である。〔何故ならば〕得難いから、	

無垢だから、威力があるから、世間を飾るものであるから、	

〔世間で〕最勝であるから、消滅することがないから。	

	

要約すると、六種にわたる宝との類似によって、仏・法・僧の三つは宝と呼ばれる。すなわち、	

①その生起が得難いため、たとえ多くの劫を経ても、善根を身につけていない者たちには、それ

との出会いを持つことがないから。	

②無垢であり、あらゆる種類の垢を離れているから。	

③威力の類似性があり、六神通をはじめとする不可思議な威力を持つ徳を具えているから。	

④世界の荘厳であり、すべての人の心を美しくする原因であるから。	

⑤宝と似ているもののうちで最勝なるものである、という類似性によって、出世間のものである

から。	

⑥賞賛・誹謗など、〔世間八法〕によって消滅することがないという類似性によって、無為を自

性とするものであるから。	

	

［６］三宝が出現する因について	

三宝について説明したので、三宝が出現する因についての一偈がここにある。	

23		（基本頌４）	

汚れのない真如（無垢真如）と、汚れのある〔有垢真如〕	

垢を離れた仏陀の様々な徳性と、勝利者のはたらき	
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〔これは〕最勝なる道理を見る〔仏陀たち〕の領域であり、	

そこから清浄なる三宝が生まれ出る〔ところの源泉である〕	

	

この基本頌によって、何が明かされているのか。	

24					

三宝〔出現の源泉（種姓）〕は	

すべてをご覧になる〔仏陀たち〕の領域であり、四種ある	

それはまた、順次、四つの理由によって、不可思議である	

	

①	有垢真如とは、〔仏陀の〕本質たるもので、まだ煩悩の殻を脱していない状態にあり、「如来

蔵」と呼ばれるもののことである。	

②	無垢真如とは、その同じ〔本質〕であり、仏陀の境地において「転依（拠り処の転換）」を特

質とする如来の法身と呼ばれているものである。	

③	離垢という仏の功徳とは、上述した転依を特質とする如来の法身における、出世間の、十力を

はじめとする仏陀の様々な徳性である。	

④	勝利者のはたらき（仏業）とは、その同じ十力などの諸々の仏徳がそれぞれに存在する無上な

るはたらきのことで、〔それは、〕果てることなく、絶え間なく、倦むことなく、菩薩に対する

授記（未来の予言）の話をやめない。	

	

四種の不可思議性	

上記の四点は、四種の理由によって不可思議であるため、一切智の領域と言われる。	

ではどんな四つの理由によるのか？	

25	

①	本質的に清浄と汚れた状態が結合しているから	

②	同じものが汚れを離れて清浄であるから	

③	法身と分離することができない性質だから	

④	仏陀のはたらきは努力を必要とせず、分別しないからである	

	

ここで、①「有垢真如」は、一時に同時に清浄であり、かつ染汚しているというこの点が、不可

思議である。それは、たとえ深遠なる縁起を信解している独覚たちにとっても、〔その智慧が〕

はたらく領域ではないからである。それについて、〔経典の中で仏陀は〕言われた。	

	 	 妃よ、この二つの法は洞察し難い。妃よ、この二つの法については、そなた、もしくは、偉

大な徳を具えた菩薩たちはよい聴聞者となりうるが、妃よ、その他のすべての声聞や独覚たちに

とっては、この二法に関しては、ただ如来を信じる他にはない。（『勝鬘経』）	

	 ここで、②「無垢真如」は、始めから無垢で染汚されていないのに、後から清められるという、

この点が不可思議である。これについて〔経典の中で次のように〕説かれている。	

				心は本来光り輝いている。それを〔如来は〕そのままに知る。そこで〔次のように〕説かれ

る。〔悟りの〕一刹那に相応する智慧によって、〔如来は無上なる〕正等覚を明らかに悟られた、

と。（『陀羅尼自在王経』）	

	 ここで③「垢を離れた仏の徳性」とは、前後を通じて、ただ全く汚れている凡夫の位にあって

すら、「仏の離垢の徳性」が〔法身との〕不可分離性によって無差別に存在するという、この点

が不可思議である。何故ならば、次のように説かれている。	

	 	 	 どんな有情でも、有情たちのうちで、そこに如来の智慧が普く浸透していないものはひと

りもいない。それなのに、想念に囚われているので、如来の智慧に気づかない。しかし、想念の

囚われから解脱するならば、一切智の智、自ら悟った者（仏）の智が垢に付着されずに現れ出る

だろう。	

	 ここで、④「勝利者のはたらき」は、一時に、至る所で、いつでも、努力せずに、分別なく、

望み通りに、教化されるべき有情たちに応じて、過たず適確にはたらく、というこの点が、不可

思議である。何故ならば、次のように〔仏は〕説いておられる。	
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	 	 如来のはたらきは無量であるけれども、有情たちをして〔道に〕入らしめるために、ただ要

約して、限られた量のものとして示される。しかもなお、善男子よ、如来の真実なる如来のはた

らきなるものは、量られず、不可思議であって、一切世間に知られない。文字をもって例示する

こともできない。他の者たちによって達成し難い。すべての仏国土において確立しており、すべ

ての仏たちとの平等性にしたがい、一切の努力のはたらきを超越している。虚空と等しく、無分

別であり、法界のはたらきとして、無差別である。（『陀羅尼自在王経』）	

と言って詳しく、清浄な瑠璃宝珠の喩えをあげて、説明している。	

	 	 それゆえに、善男子よ、この法門によって、次のように知るべきである。	

	 	 この如来のはたらきは、不可思議であり、〔諸仏との〕平等性に従い、あらゆる場合に咎め

なく、〔三世にわたって結びつき、〕三宝の系譜を絶やさない〔主体〕である。その、不可思議

なる如来のはたらきのうえに立脚している如来は、その身の虚空のごとき性質を捨てることなく、

一切の仏国土にその姿を現わす。また、〔その〕言語によっては、言説されない法性を捨てない

けれども、しかも、声に応じた知らせ方で、一切有情に対して法を説くのである。そして〔その

心は〕一切の心の対象を離れているけれども、一切有情の心の軌跡や意向を知る。	

	

三宝が出現する因と条件としての四種の宝の性質	

26			

悟るべきもの、悟り、その支分、悟らせるはたらき、〔という四句は〕順に生じる	

一句はその本質を浄化するための因であり、あとの三句は条件である	

	

第一句の「有垢真如」は、悟るべき〔主体〕を示す句だと知るべきである。それを悟ることが菩

提であり、第二句の「無垢真如」は、悟りを示す句である。様々な仏の徳は菩提の支分（一部分）

であり、第三句の「離垢の功徳」は、悟りの支分を示す句である。悟りの支分によってこそ、他

の有情たちを悟らせることができるので、第四句の「仏業（仏のはたらき）」は、悟らせるはた

らきを示す句である。以上の四句に関して、因と条件たるものとして、三宝の源泉（種姓＝宝性）

が確立されると知るべきである。	

ここで、これらの四句のうち、第一句〔仏性〕は、出世間の法の種子となるものであるから、個

別に各自に適したやりかたに依存してその清浄化があるため、三宝出現の因であると知るべきで

ある。というわけで第一句は因である。	

では、〔他の〕三句はどのように条件となるのか。如来は、無上正等覚をまのあたりにした後、

十力などの仏の徳性をもって三十二種の如来のはたらきをなすので、他に由来する声に依存して

その〔仏性〕の浄化があるのであり、三宝出現の条件たるものと知るべきである。ゆえに、他の

三句は条件である。	

これ以降は、これらの四句について、順に、残りのテキストの中で詳しい分析的説明について知

るべきである。	

	

（１）有垢真如について	

［７］一切有情は如来を胎に宿している	

ここで「有垢真如」に関して〔経典の中に、〕	

「一切有情は如来蔵である（如来を母胎に宿す）」と説かれている。それはいかなる意味なの

か？	 〔この問いに答えて、次の偈を説く。〕	

	

27		（基本頌５）	 	 	 	 	 	

仏智は有情の集まりの内にとどまっているため、	

〔有情の〕無垢なる本質は本来〔仏と〕不二であるため、	

仏性はその結果によって名付けられたため、	

一切有情は仏を胎に宿していると説かれている	 	

	

この偈によって何が示されているのか〔と言うと、〕	

28	
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正等覚者の身が遍充するため、真如が無差別であるため、種姓が存在するため、	

すべての体を持つ者（一切有情）は常に仏を胎に宿すと説かれた	

	

まとめると、三種の意味により、世尊は「一切有情は常に如来を胎に宿す」と説かれた。すなわ

ち、一切有情には、	

①	如来の「法身」が遍充しているという意味によって、	

②	如来の「真如」が無差別であるという意味によって、	

③	如来の「種姓」が存在するという意味によって、である。	

さらに、この三種の意味を示す句については、後に『如来蔵経』に準拠して、〔九種の喩えの解

説の中で〕解説する。しかしそれに先立って〔別の十義があり、〕それによって、あらゆる場合

に区別なくこの〔三種の義で示される、一切有情には如来蔵があるという〕意味が教えの中であ

らゆる種類にわたって説明されている。そこでその〔十義〕について説明する。	

	

［８］如来蔵の十義：（如来蔵についての十相による分析）	

29				

〔要約すると、〕①	自性、②	因、③	果、④	業、⑤	相応、	

⑥	顕現、⑦	諸分位、⑧	遍充（遍一切処）、⑨	常に不変という徳性、	

⑩	無差別、という〔十〕義の次第を知るべきである。	

	

まとめると、十種の義を連ねて、最勝なる真実智の対象となる「如来性（仏性、如来蔵）」が確

立されると知るべきである。	

十種の義とは何か。すなわち、①	自性、②	因、③	果、④	業、⑤	相応、⑥	顕現、⑦	諸分位、

⑧	遍充（遍一切処）、⑨	常に不変という徳性、⑩	無差別、である。	

	

①自性と②因について	

ここに、「自性」の義、および「因」の義についての一偈がある。	

30			（基本頌６）	

〔如来蔵は〕如意宝珠、虚空、水の清らかさのように、常にその自性には煩悩がない	

仏法への信解、特にすぐれた智慧、禅定、慈悲から〔如来蔵が〕生じる	

	

このうち、前半の偈によって何を示しているのか。	

31				

威力があり、〔虚空のように〕不変で、湿潤の本質を持つ自性であるため、	

これら〔前述の三つ〕は、如意宝珠と虚空と水の徳性において仏法との類似点がある	

	

それらの三つ〔の意味〕すなわち、前述の〔法身・真如・種姓〕の三つは、その順序通りに、個

別的特色と共通の特色に関連して、「如来性」には、如意宝珠、虚空、水の清浄な徳性との類似

点があると知るべきである。	

このうち、①「如来の法身」については、望んだ財物を自在にするなどの威力を自性としている

ことが、その個別的特色に関して、如意宝珠との類似点であると知るべきである。	

②「真如」については、不変性を自性としていることが、その個別的特色として、虚空との類似

性であると知るべきである。	

③「如来の種姓」については、有情に対する大悲で潤っていることを自性としていることが、そ

の個別的特色に関して、水との類似点であると知るべきである。	

そして、この三種の義に共通する特色に関しては、その同じ如意宝珠、虚空、水との類似点であ

ると知るべきである。	

	

四種の障りと四種の浄化の因について	

32				

四種の障礙については、①	仏法を厭い、②	我身見〔を持ち〕、	
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③	輪廻の苦を恐れること、④	有情利益を考慮しないことである	

33	

〔これらはそれぞれ、〕①	貪欲な人間（イッチャンティカ）、	

②非仏教徒、③	声聞、④	独覚たちのものである	

そして、①	法に対する信解をはじめとする〔四つの因〕が、四種の浄化の因である	

	

まとめると、次のような有情が有情の集まりの中に存在する。①	輪廻の生存を望む者、②	輪廻

の生存から離脱したいと望む者、③	その両者いずれをも望まない者、である。	

そのうち、①	輪廻の生存を望む者には、二種あると知るべきである。a)解脱への道を嫌悪する心

を持ち、涅槃に至る素性を持たない有情たちで、彼らはただ輪廻だけを望み、決して涅槃を願わ

ない。〔第二は、〕b)仏法に従う者ではあるが、決定的にその〔輪廻のみを望む部類に〕属して

いる有情たちである。この後者〔b〕に関して世尊は次のように説いておられる。	

	 	 私は彼らの師でもなく、彼らも私の弟子たち（声聞）ではない。シャーリプトラよ、彼らの

ことを私は、闇から出てまた別の闇に入り、さらに大きな闇に入る者、もっと大きな闇を持つ者

と呼ぶ。（『不増不減経』）	

このうち、②	輪廻の生存から離脱したいと望む者たちには、二種ある。a)〔解脱を求める〕手段

を持たない者と、b)〔解脱を求める〕手段を得た者である。	

このうち、a)〔解脱を求める〕手段を持たない者は、さらに二種ある。a-1)	この仏法以外の様々

な非仏教徒たち、例えばチャラカの徒（インド医学のアーユルヴェーダ）、遊行者たち、ジャイ

ナ教徒たちである。a-2)	この仏法内の者たちであり、彼らと同類の行状の者。彼らは〔仏法に対

する信心はあるが、邪見に捉われた者たちである。	

では、彼らにはどんな者たちがいるのか。第一は、我見を持つ徒で、最勝の義理を信解しない者

たちである。彼らについて、世尊は、	

	 	 「空性を信解せず、外教の徒と変わらない」と言われた。	

第二は、空の見解〔を邪見とする〕者たちで、しかもそれを自慢する者たちである。彼らにとっ

ては、この教えにおいて、空性という解脱への門戸で空性に酔いしれ、空性そのものが一つの捉

われた見方になっている。その人たちについて〔経典の中で、世尊は〕述べられている。	

	 	 	 マハーカシアパ（迦葉）よ、須弥山ほどの量の我見はまだ可とする。しかし、奢れる者た

ち（増上慢）の空の見解は、然らずである。（『大宝積経』「迦葉品」）	

ここで、b)〔解脱を求める〕手段を得た者たちにもまた、二種ある。a)正しい道にその位置が確

定した声聞乗の人たちと、b)独覚乗に属する人たちである。	

さらにまた、③	両者いずれをも望まない者たちとは、大乗にとどまる最も鋭い感官の持ち主であ

る有情たちで、彼らはイッチャンティカ（世俗的欲望の追求者、貪欲な人間）たちがするように、

輪廻の生死を求めることもなく、さりとて〔解脱への正しい〕手段を持たない非仏教徒たちやそ

の他は〔もちろん〕、〔正しい〕手段を得ている声聞や独覚乗の人たちのように涅槃を求めるの

でもない。そうではなく、輪廻の生死と涅槃の平等性を獲得する道に入った者たちとして、彼ら

は不住涅槃を意図するものであり、輪廻の生死の道にありながらも、それによって汚されること

なく勤め励み、大悲より起こる崇高な願いに基づいて、その根本から清浄である。P５１中	

ここで〔すでに述べた有情たち〕のうちで、輪廻の生存を希望する有情たち（イッチャンティカ、

つまり、貪欲な人間たち）、および、この仏法内のものではあるが、〔イッチャンティカと同様

に〕そこに属することが決定した者たちは、「邪定の有情たち」と呼ばれる。輪廻からの解脱を

希望しているが、〔そのための正しい〕手段を持っていない〔外教の徒など〕は、「不定の有情

たち」と呼ばれる。輪廻からの離脱を望み、かつ「その正しい」手段を得ている者たち（声聞、

独覚たち）および、その〔生死と涅槃の〕両方とも願わない者たち、すなわち、〔涅槃の生死

の〕平等性を獲得する道に入った〔菩薩〕たちは、「正定の有情たち」と呼ばれる。	

このうちで、大乗にとどまり、無障礙（障りなき道）を修行する有情たち（菩薩）を除いて、そ

れ以外の四種の有情たち、つまり、1）イッチャンティカ（貪欲な人間）、２）非仏教徒たちの徒、

3）声聞たち、4）独覚たちには、「如来性」に通達しないよう、それを実現しないように、次の

四種の障礙が生起する。では四種とは何か。	
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①	イッチャンティカ（貪欲な人間）の障礙である、大乗の法に対する嫌悪。それを対治するもの

は、菩薩たちの「大乗の法に対する信解」の修習である。	

②	非仏教徒たちの障礙である、諸法において自我の自性を認める我見。それを対治するのが、菩

薩たちの「般若波羅蜜」の修習である。	

③	声聞乗に属する者たちの障礙である、輪廻における苦と、苦に対する恐怖感。その対治が、菩

薩たちの「虚空蔵三昧」とその他の三昧の修習である。	

④	独覚乗に属する者たちの障礙である、有情利益から顔をそらすこと。あるいは、有情利益に対

する無関心。それを対治するのが、菩薩たちの「大悲」の修習である。	

	

以上が、これら四種の有情たちの持つ四種の障礙であり、それを対治するはたらきとして、「大

乗の法の信解」をはじめとする四種を修習し、菩薩たちは無上の目的である法身の清浄なる最高

位に達する。そして、これら四種の清浄成就の因を伴って、菩薩たちは如来の家において、法王

子となる。	

どのようにか、というと、〔次の偈に説かれるごとくである。〕	

34	

最勝なる乗り物に対する信解が種子であり	

般若が仏陀の法を生む母であり	

禅定の安楽が母胎に相当し、慈悲が乳母である	

彼らは牟尼に従って生まれた息子（菩薩）たちである	

	

③果と④業について	

35		（基本頌７）	

〔如来蔵は〕浄、我、楽、常という徳波羅蜜をその果とし、	

苦を厭い、寂滅を得ることを欲し、熱望と祈願をその業（はたらき）とする	

	

浄化の果としての四種の徳波羅蜜	

ここで、偈の前半によって何が示されているか。	

36		

これらの結果をまとめると、法身は四種の顛倒から退くことにより	

対治するものとしてよく顕される	

	

これらの法に対する信解をはじめとする四法は、「如来性」を浄化する諸因であると言われる。

その四法にとって、順にまとめると、四種の顛倒に対する不顛倒の対治として、四種の、如来の

法身の徳波羅蜜が、結果であるとみなすべきである。	

ここで、①色（物質的存在）などの事物が無常であるのに、それを常住であると思い、②苦であ

るのに楽だと思い、③無我であるのに、自我はあると思い、④不浄なのに清浄であると思う心が、

四顛倒（四つの誤った見解）と呼ばれる。この反対を考えることにより、四種の不顛倒があると

知るべきである。四種とは何か。①その同じ色（物質的存在）などの事物を無常と思い、②苦と

思い、③無我と思い、④不浄と思うこと、これが四種の顛倒に対する対治である。	

この同じ〔無常などの不顛倒〕が、常住などを相とする如来の法身に関しては、顛倒と解釈され

る。その対治として、四種の、如来の法身の徳波羅蜜が確立される。すなわち、常波羅蜜、楽波

羅蜜、我波羅蜜、浄波羅蜜である。そしてこの文脈は、経典に説かれている通り理解すべきであ

る	

	 	 世尊よ、有情たちは〔自我の観念として〕執着した五取蘊において顛倒しています。彼らは

無常なるものを常と想い、苦なるものを楽と想い、無我なるものを我と想い、不浄なるものを浄

と想っています。すべての声聞、独覚たちもまた、世尊よ、空の智慧によっては未だかつて見ら

れたことのない、一切智〔たる如来〕の智慧の対象となる如来の法身において、顛倒しています。	

	 	 世尊よ、もし、有情にして、世尊の正嫡の子たるものがあれば、〔法身に対して〕常と想い、

楽と想い、我と想い、浄と思うでありましょう。そして、そのような有情たちは、顛倒していな

い〔というべき〕でありましょうし、世尊よ、彼らは正見者たち〔というべき〕でありましょう。
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それは何故でしょうか？	 世尊よ、如来の法身こそは、常波羅蜜、楽波羅蜜、我波羅蜜、浄波羅

蜜であります。正しく見る者たち、彼らこそ世尊の息子たちであり、嫡子であります。（『勝鬘

経』）	

	

四徳と四因の対応	

	

さらにまた、これら四種の如来の法身の徳波羅蜜については、因の順序に従って、〔上述の、常

楽我浄とは〕逆の順序と知るべきである。そのうち、	

①	大乗の法を嫌悪するイッチャンティカ（貪欲な人間）たちが不浄なる輪廻を喜ぶことの対治と

して、「浄波羅蜜」の体得が菩薩たちの大乗法に対する信解の修習の果であると知るべきである。	

②	五取蘊において自我を見るとき、他の教えに従う人々が存在しない自我に対する執着を喜ぶこ

との対治として、最勝なる「我波羅蜜」の体得が〔菩薩たちの〕般若波羅蜜の修習の果であるこ

とを知るべきである。ただし、すべての非仏教徒たちは、その固有の存在を持たない色（物質的

存在）などの事物を自我であると理解する。しかし、その同じ事物は、彼らが執着しているよう

な自我の特質とは矛盾するので、決して彼らの自我ではない。これに反し、如来は、如実知によ

って、一切法の無我の究極に達している。そして如来にとっては、その無我なることが、見てい

る通りに無我という特質と矛盾することがないので、無我なること自体を我と為すことによって、

いつでも、我であると解釈される。	

	 	 〔如来は〕とどまらないというやり方で、とどまる。	

と言われている如くである。	

③	輪廻の苦を恐れる声聞乗の者たちが、輪廻の苦が鎮められることのみを喜ぶことの対治として、

すべての世間的・出世間的な「楽波羅蜜」の体得が〔菩薩たちの〕虚空蔵三昧その他〔の諸三

昧〕の修習の結果であると知るべきである。	

④	有情利益に関心を持たない独覚乗の者たちが、人里離れた静謐の地を喜ぶことの対治として、

〔菩薩たちの〕大悲の修習は常に絶え間なく、輪廻の果てるまで、有情利益のために心をつなぐ

ことが清浄であるため、「常波羅蜜」の体得がその果であると知るべきである。	

以上、これら四種、すなわち信解、般若、三昧、大悲の修習によって、順に、如来の法身におけ

る浄・我・楽・常の四種の徳性の波羅蜜と呼ばれる結果が、菩薩たちに出現する。そしてこれら

を具有することによって、	

	 	 如来は最勝の法界として、〔空間的に〕虚空界を埋め尽くし、〔時間的に〕未来の果てを究

竟する。	

と言われる。（『華厳経』）	

何故なら、①	大乗の最勝なる法に対する信解の修習によって、如来は究極的に清浄なる法界の最

勝性を体得するため、「最勝の法界」として完成する。	

②	般若波羅蜜の修習によって、虚空に比べるべき有情と器世間の無我の究竟に到達するので、ま

た、③	虚空蔵その他の三昧の修習によって、至る所で、最勝なる法に対する自在な威力を示すの

で、「虚空界を埋め尽くす」のである。	

④	そして、大悲の修習によって、すベての有情に対し、無限の時間にわたる大悲を持つ者たるこ

とに基づいて、「未来の辺際を究竟する」と言われる。	

	

四徳波羅蜜を獲得する際の四種の障礙	

さらに、これらの如来の四種の徳波羅蜜を体得するために、たとえ無漏界に安定している阿羅漢、

独覚、および自在力を具えた菩薩たちといえども、次の四種の障礙がある。すなわち、①	縁相

（条件の相）、②	因の相、③	生の相、④	滅の相である。このうち、①	「縁相」とは、「無知

の習気の地」のことで、ちょうど〔有漏の場合の〕諸行（形成力）にとっての無明のようなもの

である。	

②	「因相」とは、「無知の習気の地」を縁（条件）とする「無漏業（汚れのないはたらき）」の

ことで、ちょうど〔有漏の場合の〕行に該当する。	
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③	「生相」とは、「無知の習気の地」を縁とし、無漏業（汚れのないはたらき）を因として三種

の「意成身」が生起することで、ちょうど、四種の取（執着）を縁として、有漏業（汚れのある

はたらき）を因とし、三種の輪廻の生存（有）が成立するのに似ている。	

④	「滅相」とは、三種の意成身の生起を縁（条件）とする「不思議変易死」（不思議な変現とし

ての退死）のことで、ちょうど生を縁として老死がある如くである。	

	

ここで、①	すべての二次的煩悩の拠り処となる「無知の習気の地」を未だ断じていないので、阿

羅漢、独覚、および自在力を具えた菩薩たちは、すべての煩悩の垢の悪臭強い習気の除去によっ

て完結する「浄波羅蜜」を体得していない。	

②	その同じ「無知の習気の地」を縁として、微細な相を持つ戯論の発言と結びつくので、〔阿羅

漢たちは〕究極的に〔有為業（因と条件によって作り出されたはたらき）を〕形成しない「我波

羅蜜」を体得しない。	

③	また、その「無知の習気の地」と、それを縁とする微細な因相を持つ戯論を起こした無漏業

（汚れのないはたらき）によって、意成（意識によって成り立つ身）の諸蘊が生起するので、そ

の究竟の楽波羅蜜を体得しない。	

④	そして、残りなく煩悩と業と生という〔三種の〕汚れ（雑染：ぞうぜん）を滅することから生

まれる如来の本質を実現しない限り、不思議変易死を逃れられないので、究竟の不変の状態であ

る常波羅蜜を彼らは体得しない。	

ここで、「無知の習気の地」は煩悩という汚れに相当し、無漏業の現行は業としての汚れに相当

する。	

この文脈は、詳しくは経典に準じて理解すべきである。	

	 	 	 世尊よ、例えば四種の取を縁として有漏業を因とし、三種の有（輪廻生存）が成立します。

それと同様に、世尊よ、「無知の習気の地」を縁とし、無漏業を因として、阿羅漢、独覚、およ

び自在力を得た菩薩たちの、三種の意成身が生じます。世尊よ、これらの三種の地において、こ

の三種の意成身を生むために、そして、無漏業の現行にとって、縁となるのは「無知の習気の地」

であります。（『勝鬘経』）	

何故なら、これらの阿羅漢、独覚、菩薩という三種の意成身においては、浄・我・楽・常という

徳性の完成は存在しないので、	

	 	 	 まさに如来の法身のみが、常波羅蜜、楽波羅蜜、我波羅蜜、浄波羅蜜である。	

と言われるのである。	

	

四種の徳波羅蜜の根拠	

37			

①	それ（法身）は自性清浄であり、〔煩悩の〕習気を捨てたため、浄である	

②自我と無我の戯論は寂滅しているので、最高の我である	

38	

③	意より成る諸蘊、およびその因を離れたため、楽である	

④	輪廻と涅槃は等しいと理解しているので、常である	

	

まとめると、二つの因に基づいて、如来の法身における「浄波羅蜜」は知られるべきである。①

本来清浄という〔如来蔵一般の共通性〕と②離垢清浄という特殊性によってである。	

	

二因に基づいて、「我波羅蜜」が知られるべきである。①非仏教徒たちの辺見を捨て去ることに

より、自我についての戯論を離れるためと、②声聞の辺見を捨て去ることにより、無我の戯論を

離れるからである。	

	

二因に基づいて、「楽波羅蜜」が知られるべきである。①一切の種類の句を集めるものを断じた

ので、〔煩悩の〕習気の相続を根絶しているからであり、②一切の種類の苦の滅尽を実現してい

るので、意成の〔諸蘊の〕滅尽を実現しているからである。	
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二因に基づいて、「常波羅蜜」が知られるべきである。①無常なる輪廻を減らすことがないので、

断見の一辺を離れているから、②常なる涅槃があると固執しないので、常見の一辺を離れている

からである。	

何故ならば、〔経典の中に〕説かれているごとくである。	

	 	 諸行は無常であると見るならば、世尊よ、それは彼に断見があることになりましょう	

	 	 それは彼にとって、正見ではないでしょう	

	 	 涅槃は常住でないと見るならば、彼に常見があることになりましょう	

	 	 それは彼にとって、正見ではないでしょう	 （『勝鬘経』）	

	

阿羅漢と独覚と菩薩という三種の意成身においては、浄・我・楽・常という徳性の完成は存在し

ないので、如来の法身だけが、常波羅蜜、楽波羅蜜、我波羅蜜、浄波羅蜜である、と言われる。	

	

不住涅槃について	

以上、この法界の道理を通じて、最勝の義理としては、「生死即涅槃」と説かれた。二つとして

分別することのない「不住涅槃」を実現していることによってである。	

また、二つの因によって、無差別に、一切有情に近づくことも、遠ざかることもないから、ただ

不住のところに到達しているのみ、という説明がある。いかなる因によってか。	

①この世にあって、菩薩は差別なく、一切有情の近くにいない。智慧によって、残りなく渇愛の

潜在力（随眠）を断じているからである。	

②〔また彼は、有情たちから〕遠くにいるのでもない。大悲によって有情たちを捨てないからで

ある。これは、無住処を自性とするところの無上正等覚を体得するための方便である。ただ菩薩

は、智慧によって、残りなく渇愛の潜在力を断じているから、自己の利益のために涅槃に入ろう

という大志を持っているので、涅槃に至る種姓を持たない者たちのように、輪廻にとどまること

はない。しかも大悲によって、苦しむ有情を捨てないので、他者に利益のために、輪廻にあって

活動しつつ、ひたすら寂静に向かって歩む素性の者たちのように、涅槃に入ってしまわない。こ

のように、この二法（智慧と大悲）は、無上なる菩提にとっての根本であり、礎石である。	

	

39	

智慧によって己に対する愛着を余すところなく断ち切っても	

有情に対する愛情のゆえに慈悲を抱く者は、寂静に赴くことはない	

このように、智慧と慈悲という悟りへの〔二つの〕方便に依存しながら	

聖者は輪廻にも涅槃にも赴くことはない	

	

如来蔵のはたらき	

ここで、先に述べた「業」の義に関して基本頌７の後半（35 偈）は何を説いているのか。	

40			

もし仏性が存在しなければ、苦に対する嫌悪もないであろうし、	

涅槃に対する欲求も、求得も、修行を求める願求もないだろう	

	

同じく経典の中に説かれている。	

	 	 もし、世尊よ、如来蔵が存在しないなら、苦を厭うこともなく、また、涅槃を欲求し、求得

し、願求することもないでしょう。（『勝鬘経』）	

	

まとめると、仏性という清浄なる種姓が、邪定の有情たちに至るまで存在して、二種の結果を生

起させている。〔二種の結果〕とは、すなわち、輪廻のうちに苦と過失を見ることに基づいて、

嫌悪を生起させること、〔および、〕涅槃のうちに安楽と利益を見ることに基づいて、欲求を生

じさせることである。〔すなわち、〕欲求と、求得と、願求を〔生み出す〕というものである。

〔ここで、欲というのは望むこと、希望である。〕欲求とは、望まれた対象を得ようとして倦ま

ないことである。求得とは、望まれた対象を獲得する手段を巡らすことである。願求とは、望ま

れた対象に対する意欲、すなわち、心を構えること（意志の形成）である。	
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41	

輪廻と涅槃において、〔それぞれの〕苦と楽、過失と功徳があることを見るならば、	

これは種姓があるからこそ存在するのであり、種姓のないものたちには存在しない	

	

また、この輪廻において苦と過失を見て、涅槃において安楽と利益を見ることは、白法（善き法）

を具える人々にとって、種姓のあるときに限って存在するのであり、決して無因、無縁なのでは

ない、と言われる。	

ただ、それが無因、無縁、つまり、種姓なくして、また罪悪を断つことを伴わずに存在するので

あれば、それは、完全な涅槃に入ることのない種姓を持つ貪欲な人間たちにさえ、存在すること

になるだろう。しかし、聖なる種姓を持つ人などの四種の法輪の実践を身につけることによって、

三種の乗のいずれかの法に対する信解を得て、客塵を浄化する種姓を起こすことがない限り、そ

れはない。	

これについては、〔経典の中に〕説かれているごとくである。	

	 	 そのあと、邪定の集まりに属する有情たちの身の中にまで、如来の日輪から発する智慧の光

線が降り注ぎ、未来の因を起こすことによって、彼らを利益し、様々な善法を増大させる、と。

（『智光明荘厳経』）	

	

「イッチャンティカに涅槃なし」とは方便である	

またこのことがよく言われる。「イッチャンティカはつまり、涅槃に至ることのない性質のもの

である」と。それは、大乗の法に対する嫌悪が、イッチャンティカであることの因であると言っ

て、大乗の法に対する嫌悪を取り除くために説かれたのである。何人といえども、本来清浄な種

姓があるからには、決して不浄な性質のものであることはありえない。何故なら、重ねて世尊は、

差別なく有情たちに清浄なものとなる資格があることを、次のように説いておられるからである。	

	

	 〔輪廻する有情は〕無始以来のものではあるが、決して終わりがないわけではない	

	 〔有情は〕自性清浄にして、恒常なる法を具えている	

	 しかし、外から無始なる〔煩悩の〕殻によって覆われていて、見ることができない	

	 あたかも、金の像が〔砂や塵に〕隠されているごとくである	 	 （出典不詳）	

	

⑤	相応（徳性が備わっていること）	

ここで、相応の義についての一偈がある。	

42			 （基本頌８の前半）	

〔如来蔵は、〕大海のように計り知れない徳性を持つ、宝が尽きない蔵であり、	

無別の徳性を具えた本質であるため、灯明のようなものである	

	

⑤−１	 因の相応：浄化の因としての徳性が備わっていること	

このうち、偈の前半によって何が説かれているのか。	

43			

法身は勝利者の智慧と慈悲ある仏性を集めたものなので、	

〔如来蔵と、〕大海の器、宝、水〔の三つ〕は類似性があると示されている	

	

それぞれに対応する三点における、大海という器との三つの類似性によって、如来蔵が様々な因

を具えていることに関連させて「相応」の意味を知るべきである。三つの類似性とは何か。つま

り、１）法身清浄の因、２）仏智成就の因、３）如来の大悲生起の因、である。	

１）法身清浄の因とは、大乗の教えに対する信解の修習であると知るべきである。	

２）仏智成就の因とは、般若と三昧の修習であると知るべきである。	

３）如来の大悲生起の因とは、菩薩の大悲の修習である。	
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このうち、１）大乗の教えに対する信解の修習によって、器との類似性が知られる。その〔修習

において〕無量で尽きることのない般若と、三昧という宝と、大悲という水が集められているか

らである。	

２）般若と〔空性などの〕三昧の修習によって、宝との類似性がある。その修習には分別がなく、

また不可思議な威力が具わっているからである。	

３）菩薩の大悲の修習によって、水との類似性が知られる。大悲の修習には、すべての有情にお

いて最高に潤った状態という一味の特質が具わっているからである。	

これらの〔大乗の法の信解、般若と三昧、および大悲という〕三種の法が、〔法身の浄化の因な

ど〕三種の因として、如来性に「相応」していること、すなわち〔如来の性質がそれらの因を〕

具えていることが、ここで「相応」と呼ばれている。	

	

⑤	−２	 果の相応	

ここで、基本頌〔8の〕後半によって何が示されているか。	

44		 （基本頌８の後半)	 
無垢な拠り処においては、神通、智慧、無垢性は無差別であるため、	

灯明が光、熱、色と〔離れることがないという点で〕類似性がある	

	

それぞれ対応する三点における灯明との三種の類似性により、如来蔵が果の徳性を具えているこ

とに関連して「相応」の意味を知るべきである。	

三点とは、すなわち、①神通力、②漏尽智（ろじんち。六神通のひとつで煩悩が尽きたことを知

る智慧）、③漏尽（煩悩が尽きること）、である。		

	

①このうちの五神通には、炎の光との類似性がある。何故ならば、神通力には対象を体験する智

慧が、対立する闇の消滅に従事するという特質があるからである。	

②漏尽智には、灯明の熱との類似性がある。漏尽智には、業と煩悩を残さず燃焼するという特質

があるからである。	

③転依としての漏尽には、灯明の色との類似性がある。つまり、垢を離れて清浄にして光り輝く、

という特質があるからである。ここで、「離垢」とは、煩悩障を断滅したからである。「清浄」

とは、所知障を断滅したからである。「光り輝く」とは、〔煩悩障と所知障の両者は、元々一時

的な客であって、〔本来的なものではない〕からである。	

	

これらを要約すると、この七つ（五神通、漏尽智、断：漏尽、煩悩が尽きること）としてまとめ

られる。無学（これ以上学ぶものがないこと）の相続であるこれらの七つの法は、無漏界（汚れ

のない世界）において互いに差別がなく、法界の平等性と「相応する」ため、「相応」と呼ばれ

る。	

この「相応」の義に関して、灯明の喩えは、詳しくは経典に従って理解するべきである。	

	 	 たとえば、シャーリプトラよ、灯明は、分けることができないものであり（不可分性）、徳

性と離れないものである。すなわち光明・熱・色と〔不可分であり、〕分離することはできない。

また、摩尼宝珠が、その光沢・色・形状と〔不可分であり、不分離〕であるのと同様に、シャー

リプトラよ、如来が説かれた法身は、不可分であり、智慧と離れない徳性を持つものである。す

なわち、ガンジス河の砂の数を超えるほど多くの如来の徳性と〔不可分であり、不分離〕である、

と。（『不増不減経』）	

	

⑥	顕現	

ここに、顕現の義に関する一偈がある。	

45			（基本頌９）	

凡夫、聖者、正等覚者〔という現れ方は変わっても、すべては〕真如と無別なので、	

真如をご覧になり、一切有情には如来蔵〔があること〕を示されたのである	

	

これによって何が示されたのか。	
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46	

凡夫は顛倒したものであり、真理を見ることに背を向ける	

如来はあるがままに〔真理を〕見て、顛倒しないので戯論もない	

	

この「如来性」の、一切法の真如の清浄性という普遍的特質は、般若経などにおいて、菩薩たち

のために、無分別智の教えに関連して示されている。その上で要約するなら、三種の人々、すな

わち真理を見ない凡夫と、真理を見る聖者と、清浄の究極に達した如来という、三種の個別の顕

現があると知るべきである。すなわち順に、①顛倒した顕現、②不顛倒の顕現、③正しく、不顛

倒にして戯論のない顕現、である。	

このうち、①顛倒した顕現とは、想（識別作用）・心・見解において顛倒しているからであり、

凡夫たちのものである。	

②不顛倒の顕現とは、〔①と相反して〕不顛倒であるのは聖者たちであり、「三種の顛倒を」対

治するからである。	

③正しく、不顛倒にして戯論のない顕現とは、習気とともに煩悩障と所知障を断滅しているので、

正等覚者たちのものである。	

	

⑦	それぞれの位の分類	

このあと、この同じ「顕現」に関して、そのほかに〔残っている〕四種の義を、その個別的説明

によって知るべきである。そのうち、〔すでに述べた〕三種の人々について、それぞれの位の分

類についての一偈がある。	

47		（基本頌 10）	

不浄な者、不浄かつ清浄な者、甚だ清浄な者、	

これらは順に、有情、菩薩、如来と呼ばれている	

	

これによって何が示されているのか。	

48	

自性などの六種の意味によってまとめられた仏性は、	

一時的に三つの分類によって、三種の名前によって示した	

	

このように、様々な法門を通じて、世尊によって詳しく説かれた無漏界に関する説明のすべては、

要約すれば、上述の六義、すなわち、①自性、②因、③果、④業（行為）、⑤相応、⑥顕現、の

六種であり、それが有情、菩薩、如来という三種の名前で説明されていると知るべきである。す

なわち、１）不浄な位においては、「有情界」という〔名で呼ばれ、〕２）不浄かつ清浄な位に

おいては、「菩薩」という名で呼ばれ、３）極めて清浄なる位においては、「如来」と呼ばれる。	

世尊が経典の中で説いておられる如くである。	

	 	 シャーリプトラよ、まさにこの法身が、無量億の煩悩の覆いに纏われ、輪廻の流れに漂いつ

つ、無始以来の輪廻の道にあって死と生の間をさまよっている時、それは「有情界」と呼ばれる。	

	 	 その同じ法身が、シャーリプトラよ、輪廻の流れの苦を厭い、すべての欲望の領域から貪り

をなくし、十波羅蜜にまとめられる八万四千の法蘊によって、菩提に向けて修行をしつつある時、

「菩薩」と呼ばれる。	

	 	 シャーリプトラよ、さらにまたこの同じ法身が、一切の煩悩の覆いを離れ、一切の苦を乗り

越えて、すべての微細な煩悩や垢を離れ、清く清浄にして、最高の清浄なる法性にとどまり、一

切有情が仰ぎ見るべき地に登り、すべての所知の領域において、第二となるもののない威力を獲

得し、転覆しない法、無碍なる一切法に対する自在なる力を体得した時、「如来、応供（阿羅

漢）、正等覚者」と呼ばれる。（『不増不減経』）	

	

⑧	遍充	

この同じ三つの位において、「如来性」の「遍充」という義に関して次の一偈がある。	

49			（基本頌 11）	

このように、無分別の本質を持つ虚空が至るところに行き渡るように	
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心の自性も同様に、無垢な世界のあらゆるところに行き渡る	

	

この偈によって何が示されているか。	

50	

〔心の自性〕は、その一般的な特徴として、過失と究極の徳性に遍充し、	

劣ったもの、中間、すぐれたものに虚空が遍充するのと同様である	

	

凡夫・聖者・正等覚者たちのもつ無分別なる心性、それは三種の位において、順に、過誤なる状

態でも、徳ある状態でも、また、徳の清浄が究極に遍充している状態でも、共通の特質であるか

ら、虚空が泥土・銀・金の器に〔入り込む〕如く、〔三つの位に〕入り込み、浸透し、常に、い

かなる場合にも平等であり、無差別なることを得ている。	

そこで、〔先に掲げた経典では、三つの〕位についての説明の直後に、次のように説かれている。	

	 	 それゆえに、シャーリプトラよ、有情界と法身はそれぞれ別位ではない。有情界こそが法身

であり、法身こそが有情界に他ならない。この二つは内容においては不二であるが、ただ文字が

異なっているに過ぎない、と。（『不増不減経』）	

	

⑨	不変	

この同じ三つの状態において、「如来性」が遍充しているとはいえ、それが雑染と清浄の両面に

わたって、「不変」であるという義について、〔基本頌としての〕14 偈がある。そして次の偈は、

それら 14 偈のまとめの意味であると知るべきである。	

51	

過失は〔客人のように〕一時的に具わっており、徳性は本来的に具わっているため	

不変である本質は、前にそうであったように、後にも〔不変〕である。	

	

順に、12 偈（基本頌 12〜23）および、一偈（基本頌 24）によって、「不浄なる状態」と「不浄か

つ清浄なる状態」とにおいて、煩悩や副次的煩悩の過失が客塵として相応しているゆえ、そして

第 14 偈（基本頌 25）によって、極めて清浄な状態において、ガンジス河の砂の数を超える、不可

分かつ、智慧と不分離にして、不可思議なる仏の徳性と、本来相応するゆえに、「如来性」が虚

空界と同様に、前後にわたって、つまりは、不変性〔のもの〕であることが説明されている。	

	

(A)	不浄な位の不変性	

そのうち、「不浄な位の不変性」の義については、いずれの 12 偈であるか。	

52		（基本頌 12）	

たとえ虚空が遍充していても、微細なるゆえに汚染されないのと同様に、	

〔心の自性もまた、〕有情のうちにとどまっていても汚染されることはない	

53		（基本頌 13）	

たとえすべての世間の消滅は、虚空においてであるように	

無為なる世界において、すべての知覚能力（根）の消滅がある	

54		（基本頌 14）	

たとえどんな場合でも、火によって虚空が焼き尽くされることはないように	

死・病・老の火も、心の本質を焼くことはない	

55		（基本頌 15）	

地は水に、水は風に、風は虚空にとどまっている	

しかし虚空は、風・水・地にとどまるものではない	

56		（基本頌 16）	

それと同様に、〔五〕蘊、〔十八〕界、〔六〕根は業（行為）と煩悩にとどまるが、	

業と煩悩は、常に作意（対象に注意を向けること）にとどまっている	

57		（基本頌 17）	

不合理な作意は、心の清浄さにとどまるが	

心の自性は一切法のすべてにもとどまるものではない	
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58		（基本頌 18）	

〔五〕蘊・〔十二〕処・〔十八〕界に分類される一切法は	

地のようなものと知るべきである	

体を持つ者たちの業（行為）と煩悩は、水界と似ていると知るべきである	

59		（基本頌 19）	

不合理な作意は、風界のようなものと知るべきである	

それらに根付かず、依存していない〔心の〕本質は、虚空界の如く〔と知るべきである〕	

60		（基本頌 20）	

不合理な作意は、心の自性にとどまって、	

不合理な作意により、業と煩悩にとどまる	

61		（基本頌 21）	

業と煩悩という水から〔五〕蘊・〔十二〕処・〔十八〕界のすべてが生じた	

その消滅と生起のように、〔世間も〕生起しては消滅する	

62		（基本頌 22）	

心の自性は虚空界のように、因も条件もなく、その集まりもなく、	

生起と消滅と存続もまた、存在していない	

63		（基本頌 23）	

心の自性は光り輝く本質であり、虚空のごとく、決して変化しない	

しかし、虚妄なる分別より生じた貪欲などの一時的な汚れによって、それは染汚される	

	 	 染汚（ぜんま）：煩悩で清浄な心を汚すこと。	

	

自性清浄心の不生なる性質について	

この虚空の喩えによって、「如来性の不浄位における不変性」がいかに説明されているかについ

て説かれる。	

64				

業と煩悩の水の集まりといえども、これを増殖することはできず、	

燃え盛る死と病と老の火といえども、焼くことはできない	

	

不合理なる作意という風輪から生じた業と煩悩という水の集まりに依存して、〔五〕蘊・〔十

八〕界・〔十二〕処という世間が生じるが、それによって、心性という虚空界が生成し展開する

ことはない。それと同様に、不合理な作意と業と煩悩という風輪と、水蘊の上に成り立っている、

諸蘊・諸界・諸処という世間を消滅させるべく、死と病と老いという火蘊が生じたとしても、自

性清浄心が収束することはないと知るべきである。	

不浄位において、器世間のように、煩悩・業・生〔なる三種の〕染汚が残らず生滅するとしても、

虚空界のように、無為なる如来性は不生不滅であるから、不変であることが説明されている。そ

してこの、自性清浄の門なる法の光明門という虚空界の喩えは、『虚空蔵所問経』に準じて理解

すべきである。	

	 	 偉大な仙人（大仙）よ、煩悩は暗黒である。清浄なるものは光明である。煩悩は力弱く、正

しい「観」（ヴィパッサナー）は有力である。煩悩は一時的な客人であり、本質は根本的に清浄

である。煩悩は妄想であり、本質は妄想ではない。	

	 	 大仙よ、例えば、この大地は水の上によくとどまっている。水は風の上によくとどまってい

る。風は虚空によくとどまっている。しかし、虚空には拠り処がない。	

	 	 大仙よ、それと同様に、これら四界のうち、地・水・風界よりも、虚空界こそが有力である。

それは堅固であり、不動であり、集まったり、散ったりすることなく、生じることなく、滅する

ことなく、自然のままにとどまっている。このうち、これら地・水・風の三界は生滅をもち、不

安定であり、長く持続するものではない。これらについては変異が認められるが、虚空について

は決して何の変異も認められない。	

それと同様に、諸々の蘊・界・処〔よりなる諸法は、〕業（行為）と煩悩に基づいている。業と

煩悩は不合理な作意（さい：対象に注意を向けること）にとどまっている。不合理な作意は清浄

なる本質（自性清浄）に基づいている。そこで言われる。	
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	 	 「心は本来光り輝いているが、一時的な客である煩悩によって汚されている」と。	

このあと〔経典は次のように続けられる。〕	

不合理な作意と、業および諸煩悩と、蘊・界・処〔にまとめられる諸法と、〕これらすべての諸

法は、因と縁（条件）の集合によって生起し、因縁の分離によって消滅する。しかし、かの本質

なるもの、それには因もなく、縁もなく、集合もなく、生起も消滅もない。本質は虚空の如くで

あり、不合理な作意は風界の如く、業と煩悩は水界の如く、諸蘊・諸界・諸処〔に分類される諸

法〕は地界の如くである。そこで次のように言われる。	

	 	 一切の存在（法）は根を絶たれているもの、核のない根を持つもの、基礎をもたない根を持

つもの、清浄な根を持つもの、根のないものを根とするものである、と。	

	

自性清浄心の不滅性	

「不浄位における不変性」について、〔心の〕本質が虚空界に類似していること、また、それに

依存する不合理な作意、および、業（行為）と煩悩の因としての特質について、「それぞれ」風

界との類似性、水界との類似性、また〔業と煩悩〕より生じる様々な蘊・界・処〔にまとめられ

る一切法〕の異熟の果としての特質について、地界と類似していることが説かれた。しかし、そ

の止滅の因となる、死と病と老いの火の災いの相に関して、火界との相似性〔があるが、それに

ついては〕まだ説いていない。そこでそれについて、次のように説かれる。	

65				

①	劫末における火と、②地獄の火と、③自然の火の三種が	

順次、死と病と老いという三種の火のようなものと知るべきである	

	

これらは順に、三種の因によって、死と病と老いによる火との類似性を知るべきである。すなわ

ち、①〔死は〕六処（六根）を我がものとなせないから、②〔病は〕様々な苦痛を与えることか

ら、③〔老いは〕諸々の形成力の成熟に導くからである。これらの死と病と老いの三種の火によ

っても、如来性が不浄位において不変であることについて、次のように説かれている。	

	 	 世尊よ、死んだといい、生まれたという、これは世間の慣習的な言い方です。死んだという

のは、世尊よ、これは諸根（知覚能力）が壊れることです。生まれたというのは、世尊よ、新し

い諸根が現れることです。世尊よ、決して如来蔵は生まれることもなく、老いることもなく、死

ぬこともなく〔この世から〕退くことも、〔次の世に〕生まれることもありません。それは何故

でしょうか。世尊よ、如来蔵は有為の相の領域を超えており、常住・堅固・寂静・不変であるか

らです、と。（『勝鬘経』）	

	

B		浄位と不浄位における不変性	

ここで、「浄不浄位（不浄にして浄なる状態）における不変」の義についての一偈がある。	

66			（基本頌 24）	

その〔心の〕本質が、	

生起・消滅・病と老いから解放されていることをありのままに見て	

その〔生起〕などの原因をもはや持たないにも関わらず、	

智慧ある人々（菩薩衆）は有情に対して慈悲心を起こすため、生などの災いを身に受ける	

	

１）菩薩の清浄性と不浄性	

これによって何を示しているのか。	

67	

聖者たちは、死・病・老化の苦しみを根源から捨て去っている	

行為と煩悩の力によって生まれるが、	

彼らには〔行為と煩悩が〕ないから〔苦しみ〕はない	

	

さて、この死と病と老いによる苦しみの火にとっては、不浄位における不合理な作意と、業（行

為）と、煩悩に基づく「生」が燃料であり、薪があれば〔火が生じる〕ごとくである。浄にして
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不浄なる状態にあって、意成身を獲得した菩薩たちにおいては、〔不合理な作意などの燃料が〕

姿を見せないので、苦しみの火が燃えることもないと知られる。	

68	

あるがままに正しく観じるため、生などを超えているが、	

慈悲の本質を持つ〔菩薩たちは、〕生・死・老化・病を示されている	

	

善根と結びつくため、菩薩たちは自らの意志によって〔輪廻世界に〕生まれる自在力に基づいて、

大悲によって、三界に身を受ける。そして、生をも示し、老・病・死をも実現する。しかも、彼

らにはこれらの生などの諸法は存在しない。その本質が不生不起であることを現に見るからであ

る。	

	

２）善根と結びつく煩悩	

さらにこの菩薩のあり方は、経典に従って理解するべきである。すなわち、曰く、	

	 	 またそれらの〔菩薩をして〕輪廻を起こさせるところの「善根と結びつく煩悩」とは何であ

るか。すなわち、①福徳の資糧を求める点で倦むことがないこと。②故意に輪廻の生存への生を

身に受けること。③仏と出会えるよう願い求めること。④有情の成熟のために倦むことがないこ

と。⑤正法を完全に維持するために精進すること。⑥何があっても有情利益を成し遂げること。

⑦法に対する貪欲な心を捨てないこと。⑧諸々の波羅蜜に対する束縛を捨てないこと、である。	

	 	 サーガラマティ（海慧）よ、（ロトゥーギャツォ）これらが善根と結びつく諸煩悩である。

これらによって菩薩たちは〔三界に〕執着しているが、決して煩悩の過失に染まっているわけで

はない。	

サーガラマティは重ねて問うた。	

	 	 世尊よ、諸々の善根が煩悩と呼ばれる時、それはいかなる理由によるのでしょうか？	

世尊は答えられた。	

	 	 サーガラマティよ、実に、これらのような煩悩を持って、菩薩たちが三界に執着するように、

である。そして三界に属するものは、煩悩より生じたものである。その〔三界に〕おいて、菩薩

たちは巧みな方便によって、また、善根の力を加えることによって、故意に、三界に執着するの

である。それゆえに、「善根と結びつく煩悩」と呼ばれるのである。それは三界に、〔故意に〕

執着する限りにおいてであり、決して心の汚れによってではない。	

	 	 	

３）菩薩の大悲―家長の喩え	

〔前節の続き〕サーガラマティよ、例えばここにある家長がいて、一人息子があり、〔その息子

は〕好ましく、魅力があり、愛すべく、意にかない、見て嫌にならない〔美貌の持ち主で〕あっ

た。その息子がまだ幼児であった時、遊んでいて汚辱処に落ちてしまった。その息子の母親や親

族たちは、彼が汚辱処に落ちたのを見た。見て深くため息をつき、嘆き悲しんだが、その汚辱処

に降りていってその子を引き上げようとはしなかった。そこへ、その子の父親たる家長がやって

きて、その一人息子が汚辱処に落ちているのを見た。彼はそれを見るや否や、急いで取るものも

とりあえず、一人息子を思う愛情に導かれて、嫌がらずに汚辱処に飛び込んで、一人息子を引き

上げた。	

	 	 サーガラマティよ、以上の喩え話は、次に述べる限りの意味を解説するためにしたまでであ

る。喩え話と教えとの間に、いかなるつながりを見るべきか。サーガラマティよ、汚辱処という

のは、これは三界の同義語である。一人息子というのは、これは有情の同義語である。菩薩は一

切有情に対して、ひとり子の思いを抱くものである。母や親族というのは、声聞乗・独覚乗に属

する人々の同義語である。彼らは、輪廻に落ちている有情たちを見て嘆き悲しむが、決して彼を

〔輪廻から〕引き出すことはできない。長者もしくは家長というのは、菩薩を指していう言葉で

ある。菩薩は清浄無垢で、汚れを離れた心を持ち、無為なる法を現わしている。しかも、あえて

有情を成熟させるために、三界に身を置くのである。	

	 	 サーガラマティよ、これが菩薩の大悲であり、彼はすべての束縛から解脱している〔にも関

わらず、〕重ねて輪廻の生存における生を装うのである。しかも、巧みな方便と般若を備えてい
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るから、染汚によって汚されることなく、有情たちのために一切の煩悩の束縛を断つべく法を説

くのである。（『大集経』「海慧菩薩品」）	

	

以上の経典の言葉を示すことにより、利他行のために、大力ある菩薩が、故意に輪廻の生存に身

を現す善根と、大悲の力に基づく〔輪廻との〕接触と、方便と般若の力に基づく、それに汚され

ない側面と、菩薩が不浄にして浄なる状態にあることが説明された。	

	

４）菩薩の自性清浄心観	

ここで、どのように菩薩が如来性の不生不起なることを理解して、この菩薩のあるべき姿を達成

するのか、それについて、委細は経典に準拠して知るべきである。すなわち、曰く、	 	

	 	 サーガラマティよ、諸法に核心のないこと、作者がないこと、我もなく、有情もなく、命も

なく、人格もなく、主人もないことを観ぜよ。まさしく諸法は望まれるままに現れ、現れるまま

に〔自ら〕意志することもなく、判断することもない。	

	 	 サーガラマティよ、この諸法の妄現を信解して、菩薩はどんな法においても、疲労を起こさ

ない。まさにそのような菩薩に、そこには何も利益や不利益も行われないという極めて清浄な知

見が生じる。そして、このように諸法の法性を如実に知る。しかもこのように、大悲の鎧を捨て

ることはない。	

	 	 例えば、サーガラマティよ、よく磨かれた清浄無垢なる無価の瑠璃宝があって、それが泥の

中に投げ込まれ、千年もとどまっていたとしよう。千年経ったのち、その泥の中から取り出され

て、洗い、清められたとする。それはよく現れ、清浄にされ、磨かれたとしても、その清浄無垢

なる摩尼宝珠の自性を捨てることはない。	

	 	 それと同様に、サーガラマティよ、菩薩は有情たちの心が本来明らかで清浄なることを知り、

しかも、それが客塵である煩悩によって汚されていることを見る。その時、菩薩に次のような思

いが生じる。これらの煩悩は決して有情たちの心の自性清浄なることの中に浸透することはない。

これらの煩悩は一時的な客であり、虚妄な妄想から生起したものである。そこで、私にこの有情

たちの客塵煩悩を取り除く方法を説くことができればよいと。こうして彼には弱い心は生じず、

さらに強く、一切有情を解脱させたいとの発心が生じる。また彼は考える。これらの煩悩には少

しの力もなく、威力もない。これらの煩悩は無力であり、弱い。これらの煩悩には真実としての

基礎はない。	

	

５）菩薩の輪廻	

菩薩にとっての輪廻とは、無漏界における三界の反映である意成身のことを意味している。それ

は無漏の善根によって形成されるものであるから、輪廻である。しかし、有漏の業と煩悩によっ

て形成されたものではないので、それは涅槃でもある。これに関して次のように説かれている。	

	 	 それゆえに、世尊よ、有為の輪廻もあれば、無為の輪廻もあります。また、有為の涅槃もあ

れば、無為の涅槃もあります、と。（『勝鬘経』）	

菩薩には、有為と無為が互いに接している心（心王）と、その付属するはたらき（心所：心王の

はたらきに伴って派生する精神作用）が結びついているので、これが「不浄にして浄なる状態」

と呼ばれるのである。	

	

６）第六地の菩薩	 『宝鬘経』の城のたとえ	

さらに、「この不浄にして浄なる状態」は、汚れに染まっていない般若波羅蜜の修習によって漏

尽（煩悩が尽きること）を目前にすること、しかも、大悲の修習によって、一切有情界を救済す

るべく、漏尽を実現しないこと、〔この二つ〕のゆえに、主として菩薩の第六地「現前」におい

て確立されるのである。	

漏尽智に関して、〔経典の中に〕城の喩えがある。	

	 	 善男子よ、例えば、一兆由旬も歩かねばならない所にある城があったとしよう。その城への

道は険しく、遠く、不安で恐怖に満ち、飲食の糧にもこと欠いたが、その城に到達すればすべて

の苦は絶たれるようなところであった。	
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ここに一人の男がおり、彼はその城の値打ちと名声を聞いて、愛らしく美しく好もしい一人の息

子がいたのに、その息子を捨てて城への道を進み、すべての苦難を克服してやっと一足をその城

門に入れ、一足をまだ外に残すだけとなった。そこで彼は息子のことを思い出し、「おお、なん

としたことだ、私は息子をどうしてここに連れて来なかったのだろう」と考えて、息子への愛の

ゆえに、城に入らずに引き返し、息子のところに戻った。	

	 	 善男子よ、それと同様に、菩薩は大いなる努力を払い、精進を重ねて、利他のために堅固な

修行をし、菩薩の第五地「難勝」において、五神通に基づき、自利と利他の両者にわたり、その

心を完全に発展させた。その菩薩に、第六地の「現前」において、汚れなき智慧が起こるので、

「漏尽（煩悩が尽きること）を目前にする。」このように、菩薩の第六地の「現前」において、

漏尽を実現する自在力を獲得した菩薩の「清浄な状態」が説明される。	

このように、自ら正しく修行したかの菩薩は、他のものたちをもこの同じ正しい行に従事させた

いという大悲によって、邪な行ないをする有情たちを救済しようと意図して、寂滅の楽を味わう

ことなく、救済の方便となる五神通に習熟し、輪廻に直面している有情を考慮して、涅槃に背を

向け、「菩提分」を完成するために〔四〕禅にとどまりつつ、再び欲界にあえて生を受けて、迅

速に有情救済のために尽くそうと願い、畜生に至るまでの異なる生まれによって、凡夫の身を表

す自在力を獲得する。〔このように、この同じ菩薩の〕「不浄な状態」が説明される。	

	

７）菩薩の清浄地と不浄地	

69			

勝利者の子（菩薩）は、不変の法性を理解して、	

無明によって盲目となった人々によって生などにおいて見られること、	

それは稀有ですばらしいことである	

70	

聖者の領域に達した者は、凡夫の領域にも見られる	

それゆえ、有情の親族〔である菩薩〕の方便と大悲は最もすぐれている	

71	

〔菩薩は〕すべての世間を超えているが、しかも世間から出離していない	

世間のために世間に行じても、世間の汚れによって染汚されることがない	

72	

蓮華は水の中に生まれても、水によって汚されることはないように、	

この者（菩薩）は世間に生まれても、世俗八法にまみれることはない	

73	

なすべきことをなす時は、常に心は火のように燃えあがり、	

常に寂静なる三昧の等引に入っている	

74	

以前に慣れ親しんだ力と、分別をすべて離れたため、	

菩薩は体を持つ者（有情）を熟させるために、〔さらに〕努力する必要はない。	

75	

教えと色身と、行いと行住坐臥の行儀でもよく、誰を、どのように鎮めるべきか、	

菩薩はありのままに知る	

76	

このように虚空の果てに至るまでの有情に対し、常に努力のない自然の行いで、	

障りなき知性ある者は、有情利益を正しく実践する	

77	

このような菩薩は、世間において有情を正しく解放する点で、		

瞑想から立ち上がったすべての如来と同等である	

78		

しかし、すべての菩薩と仏陀と違いは、微塵と大地の違いのようであり、	

牛の足跡の中の水と、大海の水との違いのようなものである	
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以上の十偈のうちで、要約すると、四種の菩薩が菩薩の十地において、順に、九つの偈によって、

歓喜と言われる菩薩の〔初〕地以下の、染汚の最たるものと〔比較して〕、また、第十偈によっ

て菩薩の第十地「法雲」以上の、清浄の最たるものと比較して、清浄であり、また不浄であると

説明された。四種の菩薩とは、①初めて発心した者と、②修行を実践した者と、③不退転の者と、

④一生補処（いっしょうふしょ：生死の世界に繋がるのはこの一生だけで、次の世には仏として

生まれることができる地位。菩薩の最高位）とである。	

そのうち、①第一偈、第二偈によって、無始の時以来、未だかつて見たことのない出世間の法性

を最初に見抜くため、歓喜と言われる〔菩薩の初地〕で、初めて発心する菩薩の徳性の清浄なる

相が説明される。	

②第三偈、第四偈では、汚れなき行を実践するため、〔第二の〕離垢地より始まって、〔第七

の〕遠行地に至る行を実践する菩薩の徳性である清浄なる相が説明されている。	

③第五偈では、途切れることなく、大菩提を成就するための準備となる諸々の三昧にとどまるた

め、〔第八の〕不動地における、不退転の菩薩の徳性の清浄なる相が説明されている。	

④第六、第七、第八偈では、自他の利益が完成する方便を極めた者が、仏地、すなわち、無上最

勝の現等覚に達するまでに、最後の一生だけが隔てられているので、菩薩の〔第十地〕「法雲」

と言われる、一生補処の菩薩の徳性の清浄なる相が説明されている。	

⑤第九、第十偈では、順に、利他と自利に関して究竟に達した菩薩と、如来の無差別と差別とが

説明されている。	

	

C	極めて清浄な位における不変性について	

ここで、極めて清浄な位における不変性についての一偈がある。	

79				（基本頌 25）	

それは他のものに変わるものではない。無尽の法（徳性）を具えているからである	

それは有情の帰依の拠り処である。後世の辺際（果て）を持たないからである	

常に不二である。無分別のものだからである	

不滅の法であるが、無為法（因と条件によって作られたもの）ではないからである	

	

これによって何を示しているのか。	

80	

生じることなく、死もなく、病むことなく、老いることなく、	

常住で堅固なため、寂静であり、永久不変だからである	

81	

それは常住であるため、	

意成身（意識の自性によって成立する体）をもってしても生まれることはない	

堅固であるため、死における不可思議な意識の転移によっても、死ぬことはない	

82	

微細な習気による病にも犯されず、寂静だからである	

汚れなき（無漏）の形成力によって、永久不変であるため、病も老化も生じない	

	

この「如来性」は仏地においては垢を離れ、清浄で光り輝く自らの心の本質にとどまっているた

め、過去の辺際（果て）に関して常住であるから、再び意成身をもって生まれることはない。未

来の辺際に関しても、堅固であるから、再び不可思議な変化によって死ぬことはない。過去と未

来両方の辺際に関して寂静であるから、無知の習気に完全に捉われても決して病むことはない。

何であれ、このように不幸に陥らないものは、永久不変であるため、無漏の業（行為）の果報の

転変をもってしても、決して老いることはない。	

83	

ここでは、順に、二句、同様に二句、二句、また二句によって、	

無為法の界に関する常住などの意味を知るべきである	
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ここで、無為界に関する常住、堅固、寂静、永久不変、という四句のうちのそれぞれ一句ずつに

ついて解説する二句により、意味の違いを経典に従って理解するべきである。	

すなわち、曰く、	

	 	 無尽の功徳を具するため、	

	 	 他のものに変わることがないのを本質とするので、常住の意味である	

	 	 辺際と等しいため、帰依の拠り処を本質とするので、堅固の意味である	

	 	 無分別を自性とするため、無二の法性なので、寂静の意味である	

	 	 無作為（意図的に作られたものではない）の功徳性があるため、	

	 	 不壊の意味は不滅である	

これについては経典に従って理解するべきである。	

	 	 	 シャーリプトラよ、この法身は常住である。〔すなわち〕無尽性のものであるため、他の

ものに変わることがない。シャーリプトラよ、この法身は堅固である。〔すなわち〕未来の辺際

において平等であるため、堅固な帰依の拠り処である。シャーリプトラよ、この法身は寂静であ

る。〔すなわち〕無分別性であるため、無二の性質のものである。シャーリプトラよ、この法身

は永久不変である。〔すなわち〕意図的に作られたものではないため、消滅しない性質のもので

ある。（『不増不減経』）	

	

⑩	無差別	–	如来性の同義語	

如来の清浄位における究極に達したという特質を持つ如来性は、分離することができないという

意味であり、それに関する 1偈がここにある。	

まとめると、無漏界である如来蔵における四種の意味に関して、四種の同義語があると知るべき

である。四種の意味とは何か。	

84		（基本頌 26）	

それ（如来性、自性清浄心）は法身であり、如来であり、	

聖なる真理（聖諦）であり、究極の涅槃である	

故に、太陽とその光のように、徳性と無別なので、仏陀以外に涅槃はない	

85		（四つの異名）	

まとめると、無漏界（汚れなき境地）には四つの意味の違いによって、	

法身などの同義語（異名）が四つあると知るべきである	

	

四つの意味とは何かと言うと、	

86	

１）仏陀の徳性と不可分であること	

２）その種姓（本質）が不可思議なありようで成立していること	

３）偽りや欺く性質を持たないこと	

４）無始の時より〔本来的に〕自性が寂静であること、である	

	

①仏の諸々の性質と不可分であるという義。これについては経典の中に説かれている。	

	 	 世尊よ、如来蔵は空にあらず、〔すなわち〕ガンジス河の砂の数を超える、不可分、智慧と

離れることのない不可思議な仏の性質についてです、と。（『勝鬘経』）	

②その種姓、すなわち本質が、不思議なありかたで成就しているという義。特殊な六つの感覚器

官は、このように伝来した無始の時以来のものであり、本質において自然に得られたものである、

と。（『瑜伽論』）	

③虚妄で偽りの性質のものではないという義。それについて次のように説かれている。	

	 	 ここで、「究極の真理」（第一義諦）は偽りではない性質のものなので、涅槃である。それ

は何故か。その種姓は寂静な性質であるため、常住であるから、と。（『無尽意所説経』）	

④畢竟寂静であるという義。如来、応供（阿羅漢）、正等覚者はまさに本来的に般涅槃（はつね

はん）しており、不生不滅である、と。（『智光明荘厳経』）	

	

これらの四種の義において、順に四つの同義語がある。	
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１）法身、２）如来、３）究極の真理（第一義諦）、４）涅槃、である。	

何故ならば次のように言われている。	

①シャーリプトラよ、如来蔵というのは、これは法身の同義語である。（『不増不減経』）	

②世尊よ、如来も法身も別のものではありません。法身こそは、世尊よ、如来であります。	

③世尊よ、苦の滅という名によって、このような徳性を具える如来の法身が示されているのです。

（『勝鬘経』）	

④涅槃界というのは、世尊よ、これは如来法身の同義語であります。（『勝鬘経』）	

	

悟りと涅槃は一つ	

ここで、基本頌（26）の後半は何を示しているのか。	

87		

一切を如実に悟ること、汚れを習気とともに捨てること、	

涅槃は正法の意味として、仏たることと不二である	

	

何故ならば、これら四つの無漏界の同義語は、「如来性」という一つでは区別できない義に集ま

る。そこで、これらは一義であるから、無二の法という道理を通じて一切の種類のすべての法を

明らかに悟るゆえに、「仏たること」（仏体）と呼ばれること、および、法を明らかに悟ると同

時に習気とともに煩悩の垢を断じるゆえ、「涅槃」と呼ばれること、というこの両者は、無漏界

においては不二である。すなわち、不可分（無差別）であり、不分離であると見るべきである。

〔経典に、次のように言われている。〕	

	 	 解脱は、一切の種類の、無数で、不可思議な無垢の功徳と不可分であるという特質を持つ。

解脱なるもの、それは如来である、と。	

	

阿羅漢や独覚の解脱について、〔経典の中に〕説かれている。	

	 	 涅槃というのは、世尊よ、これは如来たちの方便であります、と。（『勝鬘経』）	

これによって、長い旅路に疲れた人々にとって、荒野の中に出現した城の如く、これは法の最勝

自在者である正等覚者たちの、〔彼らを〕退転させないための方便である、と説明されている。

（『法華経』「化城喩品」）	

これによって、四種の徳性の完成との不可分を特色とする涅槃を体得して、それを本質とするも

のたちが正等覚者となるわけであり、「仏たること」（悟り）と涅槃とは、不可分の徳性をもつ

ため、「仏たること」なしに誰も涅槃の体得はない、と説明されるのである。	

	

絵師の喩え	

ここで如来たちは、無漏界において「一切の種類のすぐれた点を具えた空性」を実現しているの

で、絵師の喩えによって徳性が具わっているさまを知るべきである。	

88		

例えば、絵師たちがいて、それぞれに秀でた部分を異にするとしよう	

ある者はある部分をよく知っているが、それ以外の部分についてはよく理解していない	

89			

そこで、力のある王が彼らに、	

「汝らよ、〔皆で〕私の肖像画を描け」と命じて画布を与えた	

90	

そこで絵師たちは、王の命に応えて絵を描くことになった	

その中で、仕事に携わった者たちが、ひとり、またひとりと他国に出かけた	

91	

その絵師たちが他国に行ってしまったので、絵師が揃わず、	

王の肖像画はすべての部分を完成させることができなかった、というのが喩えである	

92	

〔これと同様に、〕その絵師たちは、	

布施・持戒・忍辱などにそれぞれすぐれた特徴を持つ者であり、	
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常に最もすぐれた性質を持つ空性は、ここでは肖像画と呼ばれている	 	 	

（以上、『宝蔓経』より）	

	

ここで、これらの布施など〔六波羅蜜〕のうち、ひとつひとつが仏の〔智慧の〕対象として無限

の種類別に分かれているので、「無量」であると知るべきである。その数と威力に関して「不可

思議」である〔と知るべきである。〕吝嗇（けち）などの対治されるべき垢の習気を取り除いた

ため、「清浄の最勝たること」が理解されるべきである、と言う。	

ここで、一切の種類のすぐれた点を具えた空性の三昧門（空三昧）を修習することによって、不

生の真如を獲得するため、菩薩の第八地「不動」において、無分別にして誤りなく、間断なく、

自然に働く道の智慧に基づいて、如来たちの無漏界における「徳性の普遍性」が成就する。菩薩

の第九地「善慧」において、無数の三昧によって無量の仏の徳性を取り込む智慧に基づいて、

「徳の不可思議性」が完成する。菩薩の第十地「法雲」において、一切の如来の秘密処をあらわ

にする智慧に基づいて、「徳の無量性」が成就する。その直後に、仏地を獲得すべく、一切の煩

悩障と所知障を習気とともに解説する智慧に基づいて、「徳の最勝なる清浄性」が成就する。こ

れら四地の智慧の基盤において、阿羅漢、独覚は現れる余地がないので、彼らは四種の徳性の完

成と、不可分を特色とする涅槃界から「遥か遠くにいる」と言われるのである。	

	

仏の悟りと日輪との類似性について	

93				

般若と、智慧と、解脱は、	

〔それぞれ〕明るさ、遍く照らすこと、清らかさとして、	

〔仏の体と〕異ならないため、光明と、光線と、日輪に〔それぞれ〕似ている	

	

涅槃界なるものは、般若、智慧、解脱によって、四種の徳性の完成との不可分を特色とする、と

説明される。この三つについては、順に三つの相によって、および、合わせて一つの相によって、

太陽との四種の類似点が明かされている。すなわち、	

①仏の身に属する出世間の無分別智は、知るべき認識対象の最勝なる真理〔を覆う〕闇の除去に

従事する点で、「太陽の明るさ」との類似性がある。	

②その無分別智の後に得られる一切智者の智慧は、あらゆる種類の認識対象のすべての事物に対

して働く点について、「光線の網が遍く行き渡ること」との類似性がある。	

③この両者の拠り処となる、心の本質としての解説の、無垢にして明らかで清浄なる点について、

「日輪の清らかさ」との類似性がある。	

④この三者とも、法界と不可分な性質である点について、その三者（光明、光線、清らかさ）が

太陽と不可分という類似性がある。	

	

94	

それゆえ、仏陀となるまでは涅槃を得ることはない	

例えば、明るさと光線を離れては、太陽を見ることはできないようなものである	

	

何故ならば、このように、無始の時以来共存する事象として、善く浄化された法を具有する仏性

において、諸々の如来の不可分な功徳の法があるのだから、執着なく、無礙なる般若と知見〔と

によって象徴される〕如来の本質（悟り）に達しなければ、一切の障りからの解脱を特質とする

涅槃界の体得は実現されないこと、光明と光線を見ずには、日輪を見ることができないようなも

のである。ゆえに、次のように言われている。	

	 	 世尊よ、劣る者、すぐれた者〔と全てを見る者たち〕にとっては、涅槃の体得はありません。

世尊よ、平等の法を持つ者たちにこそ、涅槃の体得があります。平等な智慧を持ち、平等な解脱

を持ち、平等な解脱の知見を持つ者たちにこそ、涅槃の体得があります。ゆえに、世尊よ、涅槃

界は、一味、平等の味、と言われるのです。すなわち、明知と解脱の味に関してです、と。

（『勝鬘経』）	
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［９］煩悩に覆われた如来蔵に関する 9つの喩え	

１．要約	

95			

勝利者の心髄（如来蔵）は以上のように十種に規定された	

煩悩の殻の中にとどまっているそれ（如来蔵）は、喩えによって知るべきである	

	

〔有情のうちに〕未来の辺際に等しく、堅固で不変なる法性が存在することについて、十種の義

によってこのような如来蔵のありようが説かれた。さらに、煩悩の殻が〔この如来蔵と〕無始の

時以来共存しているが、本質として〔不可分に〕結びついているわけではないということと、清

浄なる諸々の性質が〔この如来蔵と〕無始の時以来共存し、本質として結合していることに関し

て、九種の実例により、「如来蔵は辺際のない幾億と知れぬ煩悩の殻に覆われている」というこ

とを、〔（『不増不減経』および『如来蔵経』）に準じて理解するべきである。	

	

２．『如来蔵経』に基づく九種の喩えとは何か	

96		（基本頌 27）	

①	萎えた蓮華の中の仏、②蜂たちの中の蜜、③籾（もみ）の中の実、④不浄処の中の金、	

⑤大地の中の宝蔵、⑥芽などの小さな果実、⑦破れた衣の中にある勝利者の体（仏像）、	

97		（基本頌 28）	

⑧卑賎な女性の胎内の君主、⑨大地の中に宝の像があるごとく、	

それと同様に、一時的な煩悩の垢に覆われた有情たちのうちに	

この如来蔵がとどまっている	

98		（基本頌 29）	

すべての垢は、①蓮華、②蜂、③籾（もみ）、④不浄物、⑤大地、⑥果物の皮、	

⑦破れた衣、⑧下賎な女性、⑨苦しみの火に焼かれた地界と似ている	

最勝なる〔如来の〕本質は、①仏、②蜜、③精米、④金、⑤宝蔵、⑥榕樹（あこうの樹）、⑦宝

の像、⑧南贍部洲（なんせんぶしゅう）の最勝なる君主、	

⑨最勝なる無垢な宝の像と似ている	

	

①	萎えた蓮華の中の仏	

諸煩悩は萎えた蓮華の萼（うてな、がく：花の一番外側にあって花の全てを保護するもの）に似

ており、如来性は仏の如くである、と言われる。	

99		（基本頌 30）	

まるで色あせた蓮華のうてなに隠れた、千の光に飾られた如来を	

無垢なる天眼を持つ人が観察して、蓮華の花弁の覆いから取り出すように	

100		（基本頌 31）	

それと同様に、善逝（仏）は仏眼により、	

阿鼻地獄にいる者たちにさえ、自らと〔同じ〕法性を見出して	

未来永劫におわす、汚れなき大悲を体とする方として	

〔その法性を煩悩の〕覆う障りから解放する	

101		（基本頌 32）	

萎えて、厭わしい蓮華と、そのうてなの内におわす善逝を見通して	

天眼を持つ人が〔蓮華の〕花弁を破り捨てるのと同様に	

貪欲、怒りの垢などの殻に覆われているが、	

うちに正等覚者を宿すと世間を観察し、	

牟尼は慈悲心に基づいて、その覆いを取り除く	

	

②	蜂の群れと蜜	

煩悩は小さな虫（蜂）に似ており、如来性は蜜のようなものである、と言われている。	

102		（基本頌 33）	

蜂の群れに取り囲まれた蜜を、それを求める賢者が発見して、	
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方便を巡らし、その蜜から蜂の群れをすべて取り除くようなものである	

103		（基本頌 34）	

それと同様に、偉大なる仙人（仏）は	

一切智者の眼によって知った、この蜜にも似た〔如来の〕本質を観察して	

それを覆い隠す蜂に似たものが、究極的に〔本質と〕接触しないようにする	

104		（基本頌 35）	

あたかも、千億由旬〔という極めて多くの〕蜂に囲まれた蜜があるとして	

蜜を求める人が、それらの蜜蜂を取り除き、願い通りに蜜を使用するのと同様に	

有情たちの内なる汚れなき智慧は蜜のごとく、煩悩は蜂のごとく、	

勝利者はその排除に通達した人のようである	

	

③	籾の中の穀物	

煩悩は外皮のごとく、如来性は内なる実（精米）の如くであると言われている。	

105		（基本頌 36）	

あたかも、様々な穀物においては、外皮をつけた実は、人々の食用に使うことはできない	

しかし、食物を求める人々は、それを外皮から取り出すようなものである	

106		（基本頌 37）	

それと同様に、勝利者の本質は有情の中にあるといっても、煩悩の汚れが付着していて、	

三界にあって煩悩の垢の患いから解放されない限り、正等覚者の働きをなすことはない	

107		（基本頌 38）	

あたかも、稗、稲、粟、大麦などの穀物においては	

脱穀されず、よく精白されない中の実は、人々の美味しい食物にはならないのと同様に、	

有情の内にあって、煩悩の皮殻からその身が解放されない法自在天は	

煩悩という飢えと渇きに苦しむ人々にとって、法の喜びの味を与える者とはならない	

	

④	汚物の中に落ちた金	

煩悩は不浄な汚物の溜まり場に似ており、如来性は金の如くであると言われている。	

108		（基本頌 39）	

たとえば旅行者が、腐った汚物の溜まり場に金を落としたなら、	

それは幾百年経ってもその性質を失うことなく	

そこにあるがままにとどまっているだろう	

109		（基本頌 40）	

それを清浄なる天眼を持つ神が見て、そこにいる人に告げる	

ここにあるこの最上の宝である金を、洗浄して、宝として役立てよ、と	

110		（基本頌 41）	

まさにそれと同様に、牟尼は有情の徳性が、汚物に等しい煩悩の内に沈むのを見て、	

その煩悩の汚れを洗い落とすべく、有情たちの上に法の雨を降り注ぐ	

111		（基本頌 42）	

あたかも、神が不浄に満ちた溜まり場に落ちた金を見て	

その最も美しいものを汚れから清めようと人々に指示するのと同様に、	

有情たちの中に、煩悩の汚物の中に落ちた正等覚者という宝を観察し、	

勝利者は有情たちに、それを浄化する法を説く	

	

⑤	地中の宝蔵	 	

112		（基本頌 43）	

たとえば、貧乏人の家の地下に無尽の宝蔵があったとする	

しかもその人はそのことを知らず、その宝蔵も、我ここにありと、その人に告げない	

113		（基本頌 44）	

それと同様に、不可思議にして無尽なる法の無垢の宝蔵が、	

心中にあるとも気づかず、民衆は貧乏の苦しみを永久に、多々、経験する	
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114		（基本頌 45）	

あたかも、貧乏人の家の中にある宝蔵は、	

その人に、「我は宝蔵なり」と告げず、その人もそうと知ることはない	

心の家にある宝蔵もそれと同様に、有情たちはかの貧乏人のようである	

仙人（仏）は、有情たちがそれを獲得するように、世間に出現するのである	

	

⑥	果実の中の芽	

115		（基本頌 46）	

あたかも、アムラ（インディアン・グーズベリー）などの果実の中で	

諸々の樹の種子の中の芽は、不滅の性質のものであるが	

大地に植えられて、水などをかけられると	

次第に大樹の王の姿に成長していくようなものである	

116		（基本頌 47）	

それと同様に、有情たちの内にあって	

無明などの果実の皮の中で、殻に覆われた清浄なる本質（法界）は	

あれこれの善行によって、次第に勝利者牟尼の姿に成長していく	

117		（基本頌 48）	

あたかも、水と太陽の光線と、風と大地と、時間、空間の様々な条件によって	

ターラ樹の果実や、アムラ樹の果実の皮殻の中から樹が生じるのと同様に、	

有情の煩悩の果皮の内にある正等覚者の種子の芽は	

様々な清浄なる条件によって、成長して法樹となる	

	

⑦	破れた衣の中の仏像	

煩悩は破れた衣に似て、如来性は〔それに包まれた〕宝の像のようであると言われている。	

118		（基本頌 49）	

あたかも宝石でできた勝利者の像が、悪臭を放つ破れた衣に包まれて	

道に捨てられているのを神が見て、それを解き放そうとして、	

旅人にこの財物のことを告げるであろうことと同様に、	

119		（基本頌 50）	

様々な煩悩の垢に覆われた善逝の体を、汚れなき眼を持つ〔仏〕は	

動物たちの中にも〔存在するのを〕観察して、その解放に向けてすぐれた方便を巡らす	

120		（基本頌 51）	

あたかも、宝石所で造られた如来の像が、	

悪臭を放つ破れた衣に包まれて道に捨てられているのを見て	

天眼を持つものが〔それを〕脱がそうと人々に指示するであろうと同様に、	

煩悩の腐乱した衣に覆われて、輪廻の道に打ち捨てられた本質を	

動物の中にまで見出して、勝利者はその解放のために法を説く	

	

⑧	貧しい女性の胎内の王子	

煩悩は胎児を身ごもった女性に似て、如来性は〔胎内で〕転法輪王の如くであると言われている。	

121		（基本頌 52）	

たとえば、ひとりの身寄りのない容姿の醜い女性が、守護もなくひとりで住んでいて	

胎内に尊い王〔の胤〕を宿しながら、自分の胎内にある王のことに気づかない	

122		（基本頌 53）	

輪廻転生は、身寄りのないものがひとり住まいをしている如く	

不浄なる有情は、胎児を宿す女性のようであり	

彼らの内なる無垢な本質は、その胎児の如くである	

それがあるから、有情は〔頼るべき〕主人（仏）を持つ者である	

123		（基本頌 54）	

身にぼろをまとい、容姿の醜い女性がひとり孤独に住んでいて	
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王が胎内にある時、最大の苦痛を経験するのと同様に	

煩悩のために心の休まらない有情たちは、苦しみの家にいて	

自らの身のうちにすぐれた主人がいるにも関わらず、主がいないと考えている	

	

⑨	泥の中の金の像	

煩悩は泥や塵に似て、如来性は黄金の像の如くである。	

124		（基本頌 55）	

外側は泥で造られ、内部は溶けた金で満たされた像が冷却するのを見て	

うちなるものを清めるべく、それを知る人が金の外側の覆いを取り除くのと同様に、	

125		（基本頌 56）	

本質が光り輝くことと、すべての垢が客塵（一時的な汚れ）であることを常に観察し	

最勝なる悟りを得た人（仏）は、宝蔵に似た有情を障礙（妨げ）から浄化する	

126		（基本頌 57）	

泥の中にある灼熱の金で造られた無垢な像が冷却すると	

それを知った宝蔵師は、泥を取り除くのと同様に、	

清浄な金のごとき心が鎮まったのを見て	

一切智者は法話の理趣（物事の道理）という対治によって障礙を取り除く	

	

127		（喩えのまとめ）	

蓮華や蜂蜜、皮殻、不浄なもの、大地の中にあるもの、	

果物の皮、破れた衣、女性の胎、泥の中のもの	

128	

仏の如く、蜜の如く、精米、金、宝蔵、樹のごとく	

宝蔵のごとく、転法輪王のごとく、金の像のごとくである	

129	

始まりなき心の本質と結びつかない煩悩のうちにある	

有情界の無始以来の無垢の心の本質が、喩えによって説かれた	

	

要約すると、この『如来蔵経』〔所説の九種の喩え〕の説示によって、全有情界の無始の時以来

の心を汚すものが客塵（一時的な汚れ）であることと、無始の時以来の心を清めるものが倶生で、

不可分離のものであることが説明された。ゆえに、経典にこのように説かれている。	

	 	 心が汚されるゆえに、有情たちは汚され、	

	 	 心が清められるゆえに、清められる、と。（『維摩経』）	

	

３．九種の煩悩	

蓮華の萼（がく）をはじめとする九種の喩えが説明されたが、心を汚す煩悩とは何なのか。	

130	

貪欲（欲望）・瞋恚（怒り）・愚痴（無知）、そして、それらの強い生起と習気と、	

見〔道〕、修〔道〕、不浄なる地と清浄な地に存在する諸々の垢が、	

131	

蓮華の萼をはじめとする九種の喩えによって明らかにされた	

しかし、区別するならば、一切の汚れた現象の蔵は幾億と果てしない	

	

まとめると、九種の煩悩が、如来蔵が本来清浄であるにも関わらず、常にそこに客として存在す

ることは、まるで仏像における蓮華の萼のようなものである。	

九種〔の煩悩〕とは何であるか。すなわち、次の如し。	

	

①	貪欲が随眠（煩悩が眠っている状態）の相を持つ〔煩悩〕	

②	瞋恚（怒り）の随眠の相を持つ〔煩悩〕	

③	愚痴（無知）の随眠の相を持つ〔煩悩〕	
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④	強烈な貪・瞋・痴が纏わりつく相を持つ〔煩悩〕	

⑤	無知の習気が集められた地（無明習気地）に包み込まれている〔煩悩〕	

⑥	見道で断じるべき〔煩悩〕（見道所断の煩悩）	

⑦	修道で断じるべき〔煩悩〕（修道所断の煩悩）	

⑧	不浄な地に存在する〔煩悩〕（菩薩の第八地以上において滅されるべき煩悩）	

⑨	清浄な地に存在する〔煩悩〕（清浄三地の修習智に対抗する煩悩で、金剛瑜三昧によって滅さ

れるべきもの）	

	

ここで、世間的な離貪の〔有情の身相続〕に存在する諸々の煩悩は、不動行（業）を熟させる因

として、色界と無色界を成就させるものであり、出世間智によって滅せられるべきものである。

それらが、①-③の、「貪・瞋・痴の随眠を相とするもの」と呼ばれる。この三毒を行なう有情の

身にある〔煩悩は、〕福徳と、福徳でない行いを成熟させる因となるもので、欲界に生じるもの

であり、不浄などを観じる行の智慧によって滅せられる。〔それらが〕④強烈な貪・瞋・痴が現

れる相を持つ〔煩悩〕と呼ばれる。	

阿羅漢の身にあり、無漏の行いを起こす因となるもので、無垢なる意成身を生み出すもの、如来

の悟りの智慧によって滅せられるべきもの、それらが、⑤「無知の習気が集められた地」に包括

される〔煩悩〕と呼ばれる。	

二種の修学者があり、凡夫と聖者である。そのうち、凡夫の修学者の身に存在する〔煩悩は、〕

最初に出世間の法を見る智慧によって滅せられる。それらが、⑥「見道所断の煩悩」と呼ばれる。

聖者の修学者の身に存在する〔煩悩で、見道において〕出世間の法を見たことで修習する智慧に

よって滅されるべきもの、それらが⑦「修道所断の煩悩」と呼ばれる。	

行を完成させていない菩薩の身に存在する〔七種の菩薩地〕に対抗する〔煩悩で〕、第八地以上

の三地の修習智によって滅せられるべきもの、それらが、⑧「清浄でない地に存在する煩悩」と

呼ばれる。行を完成させた菩薩の身にあり、菩薩の第八地以上の三地に対抗する煩悩で、金剛瑜

三昧によって滅せられるべきもの、それらが、⑨「清浄な地に存在する煩悩」と呼ばれる。	

	

132	

これらの貪欲などの九種の煩悩は、まとめると、	

順に、蓮華の萼（がく）をはじめとする九種の喩えによって説明された。	

	

しかし委細には、これらは八万四千種類の違いを持って、如来の智慧が〔無辺である〕ごとくに

無辺である。それにより、経典の中で、「如来蔵は辺際のない幾億と知れぬ煩悩の殻に覆われて

いる」（『不増不減経』）と説かれるのである。	

	

すべての煩悩に対応する有情の分類	

133	

	不浄性には、①凡夫のもの、②阿羅漢のもの、③有学者たちのもの、④菩薩たちのもの、という

四種がある。順に、四種、一種、二種、二種の垢によってである	

	

ここでいう一切有情はまとめて四種である。その四種の有情たちの無漏界（汚れのない境地）に

おける不浄が、順に、四種、一種、二種、二種の煩悩の垢によって明らかにされた。	

	

４．九種の喩えと九種の煩悩の対応	

これらの貪欲などの九種の煩悩は、どのように蓮華の萼などに似ていて、また、如来性の仏像な

どとの類似性はどのように理解するべきかというと、	

134	

あたかも、泥の中に生じた蓮華は、かつては意（マナス）を悦ばせるものであったが、	

のちに嫌われるものとなる如く、貪欲もそれと同様である	

135			

蜂という虫は、怒れば強く刺すのと同様に、	



	 38	

怒りは心に生じる時、苦しみを生む	

136	

稲などの内なる実が外の殻に覆われているのと同様に、	

心髄となる対象を見る働きは、愚痴（無知）の卵の殻に覆われている	

137	

不浄物が不快なものであるように、	

貪欲も、貪欲を離れた者たちにはそれと同様に不快である	

煩悩は貪欲に耽る因であるため、不浄物のようなものである	

138	

無知であるため、〔人々が〕地中に埋蔵された宝蔵を手にすることができないのと同様に、	

「無知の習気が集められた地」に住む人々は、	

自ら生じるものの本質を〔獲得することはない〕	

139	

あたかも、芽などが次第に生じ、種子の皮が裂けるのと同様に、	

真実を見ることにより、見道所断の煩悩が取り除かれる	

140	

聖なる道との関係より、有身見の核心を断じた者たちにとって	

修道の智慧によって断ぜられるべき煩悩は、破れた衣と似ている	

141	

〔前の菩薩の〕七地に存在する垢は、胎蔵の垢に似ており	

無漏の果報を持つ無分別智は、胎蔵を離れた赤子のようなものである	

142	

〔清浄〕三地に存在する垢は、泥のようなものと知られており、	

偉大な体を得た〔菩薩たち〕の、金剛瑜定の智によって断じられる	

143	

以上のように、貪欲などの九種の垢は蓮華などと似ている	

〔如来〕性などについては、三種の自性を持つため、諸仏などとの類似性がある	

	

５．三種の自性	

三種の自性について、心を浄化する因となる如来蔵の、仏像などとの九種の類似点を理解するべ

きである。三種の自性とは何か。	

144	

その自性は法身であり、真如であり、種姓であるとも〔言われている〕	

それは順に、三種、一種、五種の実例によって知るべきである	

	

三種、つまり、仏の姿、蜂蜜、内にある実の喩えにより、如来性は法身を自性とすると理解する

べきである。一種の喩えは金であり、その真如を自性とすることを理解すべきである。五種の喩

えは、宝蔵、樹木、宝の像、転法輪王、金の像であり、それが三種の仏身を生起させる種姓を自

性としていると理解すべきである。	

	

①	法身について	

145		

法身は二種と知るべきである。垢を完全に離れた法界と、	

その因と等しい深遠さと、様々な手段による教義である	

	

諸仏の法身は二種と知るべきである。〔第一は〕「極めて清浄なる法界」で、無分別智の働く領

域である。〔第二は、〕その〔清浄法界の〕獲得の因であり、かつ、極めて清浄な法界（悟りの

世界）と同質の法界に等しい流れのもので、弟子の能力に応じて、他の有情たちに対して知らし

めるものである。これは「所説の法」（教え）に関するもの知るべきである。	

146	
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世間を超えているため、世間では実例を見ないので	

如来の本質と〔清浄法〕界は類似していると示されている	

147	

微細で深遠なる方法による教義は、蜂蜜がひとつの味であるように、	

様々な殻の中にある実のようなものだと知るべきである	

	

このように、仏の姿、蜜、内なる実という三種の喩えによって、如来の法身が余すところなく有

情界に遍充しているという意味において、「彼ら一切有情は、如来の胎児たちである」と〔如来

蔵の語義が〕説明される。有情界の中のいかなる有情といえども、如来法身より外に存在するも

のはないこと、色（物質的存在）が虚空界の〔外に何も存在しない〕如くである。同じく論書の

中にも説かれている。	

	 虚空が常に遍在すると認められるように	

	 同じく、それも常に遍在すると認められる	

	 虚空が常に形あるものに遍く行き渡るごとく、	

	 それもまた、有情界の群に遍く行き渡っている	 	 （『大乗荘厳経論』）	

	

②	真如について	

148				

自性が不変であり、善であり、完全に清浄であるため	

真如は金塊と等しいと説かれている	

	

心は、無限の煩悩と苦しみに伴われているにも関わらず、本来的に光り輝いている。そのため、

変異するとは言えないので、善なる金と同様に、前後不変の義によって、「真如」と呼ばれる。

しかも、すべての有情たちにとって、たとえ邪定の衆の身であっても、本来無差別であるところ

の同じ〔真如〕が、一切の客塵の垢から清められた時、如来という名を得る。そこで、金の喩え

によって、真如無差別の義について、「如来すなわち真如が、彼ら有情たちの胎児である」と如

来蔵の語義が説明されている。	

心の本来清浄にして、無二なることについて、世尊が説いておられる。	

	 	 文殊師利よ、如来は、我に対する我執を〔苦の〕根本なりと常に知っている。自ら清浄であ

ることによって、すべての有情も清浄であると理解する。自己の清浄なることと、有情の清浄な

ること、これは不二であり、二つに分けられない。（『智光明荘厳経』）	

同様に、〔論書の中に〕説かれている。	

	 	 真如は全てにおいて無差別であるが、それが清浄に達した時、如来たるものとなる。従って、

すべての体を持つもの（有情）は、それ（真如＝如来）を胎児としている、と。（『大乗荘厳経

論』）	

	

③	如来性（種姓）について	

149	

宝蔵と果樹のように、これらの種姓は二種と知るべきである	

無始の時からその自性は存続しており、正しく取り上げた最勝なるものである	

150	

この二種の種姓から仏陀の三身を得ることが認められている	

第一〔の種姓〕から第一身、第二〔の種姓〕から後の二種〔の仏身〕が得られる	

151	

自性身は清らかであり、宝の像のごときものと知るべきである	

意図的に造られたのではなく、宝蔵の徳性を持つものだからである	

152	

大法の王位を持つため、受用輪は転法輪王のようなものと知るべきである	

影像の自性を持つため、化〔身〕は金の像のようなものと知るべきである	

	



	 40	

このように、これら残余の五種（宝蔵、樹木、転法輪王、金の像）の喩えによって、三種の仏身

が生起する種姓（因）が存在するという義について、「如来性が、これら有情たちの胎児である」

と〔如来蔵の語義が〕説明される。如来たることは、三種の仏身を持って表されるものであるた

め、如来性はその体得にとっての因となるものである。ここで「性」の意味は、「因」というこ

とである。なぜなら次のように説かれている。	 	

	 	 ここで、有情のひとりひとりに、如来の本質が生起して、胎児の姿で存在している。しかも、

彼ら有情たちはそれを自覚しないでいる、と。（出典未詳）	

同様に、経典の中にも説かれている。	

	 無始の時以来の性は、一切法の等しい拠り処となるものである	

	 それがある時、一切の〔輪廻の〕趣もあり、また、涅槃の体得もある	

	 （『大乗阿毘達磨経』）	

	

ここで、「無始の時以来」とは、どのようにであるか、すなわち、如来蔵そのものについて、世

尊によって、「前の辺際は知られない」と説かれ、示されていることを言う。	

「性」（界）とは、〔経典の中で説かれた〕次のことを言う。	

	 	 世尊よ、この如来蔵なるものは、出世間の胎児であり、本質が清浄なる胎児である、と。（

『勝鬘経』）	

「一切法の等しい拠り処たるもの」とは、〔経典の中で説かれた〕次のことを言う。	

	 	 それゆえ、世尊よ、如来蔵は〔それと本来〕結合し、不可分であり、智慧と離脱せず、無為

なる諸法にとっても、世尊よ、拠り処、支え、基盤たるものであります。〔それと本質的に〕結

合せず、分離性の、智慧より離脱した、有為なる諸法にとっても、世尊よ、拠り処、支え、基盤

たるものは如来蔵であります。	

「それがある時、一切の〔輪廻の〕趣もある」と言うのは、次のことを言う。	

	 	 世尊よ、如来蔵がある時、輪廻ありと言うのは、この語によって妥当であります。	

「涅槃の体得もまたあり」とは、次のように説かれることを言う。	

	 	 もし世尊よ、如来蔵が存在しなければ、苦を厭うこともなく、また、涅槃に対する欲求も、

求得も、願求もないでしょう。	

	

［10］如来蔵の本質とその難解性	

この如来蔵は、法身より逸脱せず、真如と不可分の特質を持ち、種姓の確定したものを自性とし

ており、常に、いかなる場合にも、すべて残らずというあり方で有情界にあると、法性を基準と

して、理解すべきである。例えば〔経典の中に〕説かれる如くである。	

	 	 善男子よ、これは諸法についてのきまり（法性）である。如来たちが世に出ても、出なくて

も、常に有情たちは、うちに有情を宿すもの（如来蔵を持つもの）である。この法性なるもの、

それこそがここでは、道理、規則、〔認識〕手段である。すなわちそれ（法性）に基づいて、そ

れはまさにこのようにあるはずであり、それ以外のありかたではあり得ない、というように、い

かなる場合も心をして観想せしめ、心を正すためには、法性のみが拠り処であり、法性のみが道

理である。またそれは、思惟すべきものでもなく、分別すべきものでもなく、ただ信解すべきも

のである。	

153		

ただ信心によってのみ、自在者たちの最勝なる意味が通達されるべきである	

しかし、眼を持たない者は、光り輝く日輪を見ることはできない	

	

まとめると、以下に述べる四種の人は、如来蔵の知見に関して目のない人とみなされる。どんな

四種かと言うと、すなわち、曰く、①凡夫、②声聞、③独覚、④新しく道に入った菩薩である。

〔経典に〕述べられているごとくである。	

	 	 世尊よ、この如来蔵は有身見に堕した人々や、顛倒に耽っている人々や、空性に関して心が

散乱している人々にとっては、〔覚知可能な〕領域ではない。（『勝鬘経』）	
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①「有身見に堕した人々」とは、子供じみたもの、凡夫たちを言う。ただ、凡夫は有漏の五蘊な

どの諸法を、我、我がものと理解して、我執と我所執に囚われている。有身見の滅した無漏界を

信解する力も十分ではない。ましてや、一切智の領域たる如来蔵を悟ることなどできようか。	

②「顛倒に耽っている人々」とは、声聞、独覚のことを言う。それは何故か。彼らもまた、如来

蔵は常住であるとさらに修習すべきなのに、常住の修習とは反対に、無常の修習に耽っている。

如来蔵は楽であると、さらに修習すべきなのに、それと反対に、苦の修習に耽っている。如来蔵

はアートマンなりと、さらに修習すべきところを、我の修習とは反対に、無我の修習に耽ってい

る。如来蔵は浄なりとさらに修習すべきところを、それとは反対に、不浄の修習に耽っている。

このように、この法門によって、一切の声聞、独覚たちにとってさえ法身の体得に逆らう道に執

着するため、最勝の常・楽・我・浄を特質とする如来性は、その領域ではない、と言われている。	

また、如来性が、無常・苦・無我・不浄という思いを持つ顛倒に耽っている人々にとって、いか

にその領域でないか、そのありようは、『大般涅槃経』の中で、世尊によって、池の水の中の摩

尼宝珠の喩えをもって明かされている。	

	 	 例えば比丘たちよ、夏の盛りに人は水着を着て、それぞれ装飾と遊具をもって水中で遊んで

いる。その時、一人が真正な摩尼宝珠を水中に置いた。その瑠璃を得ようとして皆が装飾品を捨

てて水中に潜った。	

	 	 彼らはそこにある砂粒や瓦礫を摩尼宝珠だと思って手につかみ、「これは摩尼宝珠ではない」

との思いを抱くだろう。池の水は変わらず摩尼宝珠の威力で、まるで水自体の光のように輝き続

ける。こうして彼らは輝き続ける水を見て、「さすがに摩尼宝珠だ」という思いが生じる。	

	 	 その中に一人方便を熟知した智慧者がいて、摩尼宝珠を本当に手に入れることになる。	

	 	 それと同様に、比丘たちよ、汝らは、一切は無常である。一切は苦である。一切は無我であ

る。一切は不浄であると、全てを把握することで、繰り返し修習し、幾たびも行じながら、法の

真理を知らずにいるので、すべての試みは無意味となる。それゆえ比丘たちよ、決して池の中の

小石や砂利のようなありように留まってはならない。瓦礫を本物の摩尼宝珠とみなす愚かものに

なってはならない。汝らは方便を善くするものであってほしい。比丘たちよ、一切は無常である。

一切は苦である。一切は無我である。一切は不浄であると言って、全てを把握し、繰り返し修習

し、何度も行じたその一つ一つについて、常なるもの、楽なるもの、浄なるもの、我なるものが

ある、と、法の真実のありようについて、顛倒となる説示を経典に準じて理解すべきである。	

③「空性について心が散乱している人々」とは、初めて大乗に身を置いた菩薩たちであり、彼ら

は如来蔵の空性の意味を見失っているからである。ある者たちは、存在するものをなくすべく、

空解脱門を望み、正しく実在するものを後に断じること、つまり、ものの消滅が般涅槃であると

考えている。さらにまた、ある者たちは、空性を覚知することで空性に依りかかり、物質などと

はべつに「空性」と名付けられる何らかの存在物があるのでそれを獲得しよう、実現しようと考

える、そういう人たちである。	

	

如来蔵の空性の意味	

ではここでいう「如来蔵の空性の意味」とは何を指すのか。偈によって答える。	

154	

ここで取り除くものは何もない。増すべきものも僅かさえない	

真理を正しく見るべきであり、真理を正しく見る者は解脱する	

155	

〔如来〕性は、分析する相を持つ一時的な汚れ（客塵）である法については空であるが、	

分析しない相を持つものは、無上の諸法も空ではない	

	

これによって何が説明されるのか。①「そこから何物も減ぜられるべきものは何もない」とは、

本来清浄である如来性から〔減ぜられるべき〕染汚の因となるものもない。如来性が、客塵たる

垢のないことを本質としているからである。	

②「同じく、そこには付加されるべきいかなる清浄の因もない。それが不分離な清浄なる法を本

来のものとしているからである。〔この両者の理由がゆえに、〕経典に説かれる。	
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	 	 如来蔵は、分離した智慧と離れた一切の煩悩の蔵については空であります。しかし、ガンジ

ス河の砂の数を超えた、不分離なる、智慧と離れない、不思議な仏の徳性については、空ではあ

りません、と。（『勝鬘経』）	

このような次第により、「あるものが（B）がそこ（A）にない時、それ（A）はそれ(B)について

空である（Bには Aはない）と正しく観察する。さらに、そこ（A）に残っている何か（C）があれ

ば、それ（C）はここ（A）にあるとあるがままに知る。」増益（ないものをあると見る）と損減

（あるものをないと見る）の両極端を離れているため、顛倒することのない空性の特質が、この

二偈によって明らかにされた。	

ここでその心が、空性のありようから外れている人々、〔心が〕安定していない人々、すなわち、

一点に集中していない人々は、それによって、「その心が空性から散乱している人々」と呼ばれ

る。まさしく、最勝の義理である空性の智慧を通らずには、無分別の〔如来性〕を理解すること

も、証明することも不可能である。この点を考えて経典は説いている。	

	 	 如来蔵智こそ、如来たちの空性の智慧であります。如来蔵は、すべての声聞や独覚たちによ

って未だかつて見られたことなく、理解されたことがありません。	

	

この如来蔵は、①「法界蔵」としては、有身見に堕したものたちの〔理解できる〕領域ではない

と言われる。法界は、〔諸々の〕見解を対治するものだからである。	

②「法身」すなわち、出世間の法の蔵である限りでは、顛倒に耽るものたちの領域ではないと言

われる。無常などの世間の法の対治によって出世間の法を明らかに示すからである。	

③「本来清浄なる蔵」という限りでは、空性において心が散乱しているものたちの領域ではない

と言われる。不分離なる出世間の法の集まりとして現される清浄なる価値ある性質を持つものに

とっては、客塵の垢が空であることが本質だからである。	

④そこで、唯一のありようを持つ、法界と無差別なる智慧の門に通達して、出世間の諸法の集ま

り（法身）が本来清浄であると観じ、体得すること、それがここでは、「如実知見」であると言

われている。それについては、	

	 	 十地にある菩薩たちといえども、如来蔵を僅かばかり見るのみ、	

と、『涅槃経』に説かれており、次のように言われている。	

	

	 雲の切れ目の空に覗く日輪のように、	

	 この世では清浄な知覚の眼を持つ聖者たちによっても	

	 その部分的な知覚のゆえに、あなたは全体を見ることはない	

	 しかし、無辺の所知という大空に行き渡る、あなたの法身を	

	 世尊よ、無辺の智慧を持つ人々は完全に観じて体得することでありましょう	

	

［11］教義の目的	

問うて曰く、もしそのように無執着の究極にとどまる最勝の聖者たちにとっても、この〔如来

性〕は完全に理解可能な領域でなく、難見であるとするならば、子供じみた者たちや凡夫のため

に、この教えは何の役に立つのだろうか。〔これに答えて、〕教えの目的のまとめとして、この

二偈が説かれている。第一は質問、第二は答えである。	

	

156			（基本頌 58）	

雲・夢・幻の如く、それぞれの〔経典に〕一切の認識対象は常に空であると説かれたのに、	

ここでさらに、諸仏は有情に仏性があると、何故このように説かれたのか	

157			（基本頌 59）	

①落胆する心と、②	劣った有情を軽蔑し、	

③	虚妄への執着と、④	真実の法を誹謗し、⑤	特別な我執という	

これらの五種の過失を持つ人々に対して	

有るという誤りを捨てさせるために〔仏性があると〕説かれた	

	

この基本頌二偈の意味は、まとめて〔次の〕十偈によって知るべきである。	
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158	

真理の極限において、すべての種類の有為法は〔実在性〕を離れており	

煩悩・業・果報を内容として、雲などのようであると説明されている	

159	

煩悩は雲に喩えられ、行為は夢の中の楽しみのごとく	

煩悩と業の果報である五蘊は、幻のようなものである	

160	

以前からこのように教えが確立していたのに、	

再びラマの心がここで、五種の過失を捨てるため、仏性は存在すると示されたのである	

161	

このようにそれを聞かず、自らを蔑むという過失によって	

心が落胆する者たちに、菩提心が生じることはない	

162	

たとえ菩提心を起こしても、彼には、私は最もすぐれているという傲慢さがあるので、	

まだ菩提心を起こしていない人に対し、劣った人だという認識を抱くことになる	

163	

このような思いを抱く人に、正しい智慧は生じない	

故に、正法を維持しないので、正しい意味を知ることはない	

164	

それらは意図的に作り出した一時的なものなので、有情の過失は真実ではない	

真実とは、その過失が無我であることであり、	

本来清浄であるすべての徳性のことを言う	

165	

真実でない過失に捉われて、真実の徳性を誹謗するため、	

知性ある者たち（菩薩）と有情を等しく見る愛情を獲得することはない	

166	

しかし、このように〔如来蔵があるという〕教えを聴聞すると、	

喜びと、師に対する尊敬と、智慧と大悲という五種の法が生じるため、これにより、	

167	

その人は、①	罪がなく、②	平等で、③	過失なく、④功徳を具え、	

⑤	自分と有情を平等に見る愛情によって、いち早く仏陀となるだろう	

	

『究竟一乗宝性論』より、三宝の種姓を分類するという如来蔵についての第 1章が完了した。	 	 	
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