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第２章	 菩提	 	 	

	

（２）無垢真如	

［12］無垢真如の概論	

〔以上で〕有垢真如について説き終えたので、ここから無垢真如について述べる。	

無垢真如とは何か。諸仏の無漏界においては、あらゆる汚れを離れているので、拠り処の転依

（てんね：拠り処を転じること）が確立する。これもまた要約すると、八種の意味によって知る

べきである。八種の意味とは何かと言うと、	

１	

①清浄、②得（到達）、③遠離、④自他の利益、	

⑤その所依（拠り処）、⑥甚深、⑦広大、⑧	偉大なる自我の本質であり、	

それが時間の限りあることと、あるがままであることである	

	

この偈によって、次第の如く、これらの八種の意味を示している。すなわち、①	自性の意味、②	

因の意味、③	果の意味、④	行為の意味、⑤	相応（一切の現象が和合して互いに離れないこと）

の意味、⑥	顕現（行）の意味、⑦	常住の意味、⑧	不可思議の意味である。	

このうち、（１）界において、まだ煩悩の殻から脱していない時、それが如来蔵と呼ばれると説

かれた。それが〔煩悩の殻から脱して〕清浄になることが転依の自性であると知るべきである。

故に、	

	 	 世尊よ、あらゆる幾億もの煩悩の殻に覆われている如来蔵について疑いを抱かない者は、す

べての煩悩の殻から脱した如来の法身についてもまた、疑いを抱くことはありません。（『勝鬘

経』）	

（２）智慧には二種ある。出世間の無分別智と、その後に獲得される〔世間の〕後得智である。

世間と出世間の智慧は転依の因であり、「得」（到達）の言葉で示されている。〔ここでは、〕

「それによって到達されるところの手段」という意味で「得」である。	

（３）その果報にも二種あり、煩悩障の遠離と、所知障の遠離との二種である。	

（４）〔この二種の遠離が〕順に自他の利益の成就となり、それが「業（行為）」である。	

（５）その〔業の〕所依（拠り処）となるものに功徳がすべて具わっていることが「相応」であ

る。	

（６）〜（８）「甚深」「広大」「偉大」なる自我の本質によって示された仏陀の三身により、

有情が存在する限り、不可思議の様相によって従事することが「顕現（行）」である。	

	

2	

①自性、②因、③果、④行為、⑤具有、⑥顕現、	

⑦その常住、⑧不可思議であることから、仏陀の境地の確立がある	

	

[13]	無垢真如（菩提）の八種の意味	

①自性と②因について	

このうち、仏身と、それを獲得する方便となるもの、すなわち、自性の意味と因の意味について

の基本頌がここに示されている。	

３	 （基本頌１）	

自性清浄と説かれているものは、太陽と虚空のように	

客塵（一時的な）煩悩と所知（知るべき認識対象）の厚い雲によって覆われている	

無垢である一切の仏陀の徳性を具えている常住、堅固、不滅の仏身、	

それは、法に対する無分別智と分別智によって得られる	

	

この基本頌の意味は、要約して、次の四偈によって知るべきである。	

4	

仏身は無別であり、清浄なる白法（善き法）によって明るく輝いているが	



	 2	

太陽と虚空の如く、智慧と捨離（一切を捨てて煩悩を離れること）という二つの相を持つ	

５	

光明、無為、無別として存在する	

ガンジス河の塵の数を超える、一切の仏法を具えるものである	

6	

自性によって成立しておらず、遍在性と、客塵性によって	

煩悩障と所知障の二障は、雲のようであると説かれている	

７	

二障を捨てるための因は、二智である	

無分別智と、その後得智であると言われている	

	

③果報について	

清浄は転依の自性であると説かれたが、これについて、清浄は、まとめて二種ある。自性清浄と

無垢清浄である。このうち自性清浄は、本来的に解脱したものであるが、遠離したものではない。

心の本質は〔光り輝く〕光明であり、客塵（一時的な）の垢を離れていないからである。無垢清

浄は、塵や垢などに対する水などのように、解脱したもの、遠離したものである。心の本質であ

る光明において、すべての客塵の垢を遠離したからである。	

ここに、無垢清浄の果報の意味についての基本頌がある。	

	

８	 （基本頌２）	

無垢の水があり、次第に開花した蓮華によって覆われた池のように	

ラゴラ星の口から逃れた満月のように	

雲の集まりの煩悩から脱した太陽のように、無垢の徳性を具えているため	

光明の輝きを具えているのが〔仏陀〕である	

	

〔羅喉（ラゴラ）星：月食をもたらすとされる惑星。ラゴラ星には顔と尾があり、その尾がカー

ラーグニ（時の火）であるとも言われる。彗星の尾か？〕	

9				（基本頌３）	

勇者の牟尼と、蜂蜜と、実と、黄金の宝と、宝蔵と、樹木のように	

無垢の宝からなる善逝の身と、地主と、金の仏像に似たものが勝利者のお体である	

	

この二偈の意味は、まとめると、〔以下の〕八偈によって知るべきである。	

10	

水や湖などのように、貪欲などの客塵煩悩が清浄であるのは	

まとめると、無分別の結果であると説かれている	

11	

一切の最勝なるものを具えた仏身を得ることは	

後得智（根本無分別智の後に獲得される智慧）の結果であると説かれている	

12	

貪欲の塵を断滅したことと、有情の蓮華に禅定の水を灌ぐことにより	

仏陀は清浄な水の池のようである	

13	

瞋恚（怒り）のラゴラ星を脱したため、大悲と大いなる愛の光明によって、	

一切の世間に遍在するため、〔仏陀〕は無垢な満月のようである	

14	

愚痴（無知）の雲から逃れたため、有情の世間に智慧の光明をもって暗闇を除くから	

かの仏身は無垢な太陽のようである	

15	

不平等を平等とする法であるため、有情に正法の味を与えるものであるため、	
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外皮を捨てたため、仏陀は善逝と蜂蜜と実のようなものである	

16	

清浄であるため、徳性という財産をもって貧困を取り除くため、	

解脱の果実を熟させるため、黄金と、宝蔵と、樹木のようである	

17	

法宝を体とするので、最勝なる両足尊であり、	

宝の像の姿であるため、仏陀は宝の体と、転法輪王と、金の像のようなものである	

	

拠り処を完全に変容させる〔転依の〕出世間の無分別智と、その後得智を因とする離繋（りけ）

の果報の名を持つ転依の因である。その二智〔の行い〕は、自他の利益を成就することである。

そこで、自他の利益の成就とは何か。およそ、習気を具えた煩悩と、所知との障りから解脱する

ため、無垢の法身を得ることは、自利の成就であると説かれている。その上に、世間（有情）が

存在する限り、倶生の二つの体を成就することにより、〔現身〕の顕現と、〔教えの〕説示とい

う二種の自在力を顕現させること、これが「利他の成就」と呼ばれる。	

自他の利益を成就するために、「行為」の意味についての次の三偈が示されている。	

	 無功用（むくゆう：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＝倶生。	

	 離繋：煩悩や業や苦などの束縛から解きはなされること、自由になること。有繋の対。		

	

18		（基本頌４）	

無漏、遍充、不壊の法（現象）は、堅固、寂静、常住、転移のない処（涅槃）であり、	

如来は虚空のごとく、最勝なるものだが、六根の意味を体験する因である	

19		（基本頌５）	

〔すなわち〕①	常に自在なる色〔身〕という対象（色境）を見て、	

②	清らかな善説を聴聞し、	

③	如来たちの清浄なる戒律の香りを嗅ぎ、	

④	偉大な聖者の正法の味を体験し、	

20		（基本頌６）	

⑤	三昧の快い感覚を体験し、	

⑥	自性として甚深なる理趣（道理）を悟るための因となる	

しかし、最も微細な思惟によって、究極のすぐれた楽を生じさせる如来は	

虚空の如く、すべての相を離れている	

	

この三偈の意味は、まとめると、〔以下の〕八偈によって知るべきである。	

21	

まとめると、二智の行為として、これを知るべきである	

解脱した体は円満に成就し、法身は清浄である	

22	

解脱した体と法身は、二種にして一種であると知るべきである	

無漏（汚れがない）ため、遍充するため、無為の処だからである	

23	

すべての煩悩が習気とともに滅したため、汚れは存在しない	

執着がなく、障りもないので、智慧が遍充していると言われている	

24	

究極的には壊滅することがなく、自性であるため、無為である	

壊滅がない性質とは、略説による〔解説で〕あり	

堅固などによってこれを広大に解説している	

25	

壊滅には、四種あると知るべきである。堅固などに相反するからである	

〔四種とは、〕腐朽、変化、断滅、不可思議な転移である	
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26	

それがないから、堅固、寂静、常住、転移がないことを知るべきである	

かの無垢の智慧は白法の土台であるから、拠り処である	

27	

あたかも、因を持たない虚空は、色（物質的存在）を見て、	

声・香・味・触・法を聞くことなどの因である如くである	

28	

それと同様に、仏陀の二身も障りのない前行によって	

堅固〔な菩薩〕の〔六〕根（六つの知覚能力）の対象に	

無漏の徳性（功徳）を生じる因である	

	

故に、「仏陀は虚空の相を持つ」と説かれたのは、一切の如来の、共通ではない特別な究極の相

を慮って説かれたのである。もし、如来が、三十二相によって見られるならば、転法輪王もまた、

如来となるであろう」と説かれているからである。	

	

ここに、究極の相の相応（一切の現象が和合して互いに離れないこと）の意味についての基本頌

がある。	

29		（基本頌７）	

不可思議、常住、堅固、寂静、永久不変、甚寂静、遍充、	

分別を離れて、虚空の如くである	

執着を離れ、常に一切に障りなく、粗い接触を捨て、	

見ることなく、捉えることなく、善であり、仏陀は無垢である	

	

この偈の意味は、まとめれば、八偈によって知るべきである。	

30	

解脱身と法身によって、自他の利益が示された	

自他の利益の拠り処となる仏〔身〕において、	

不可思議などの徳性（功徳）が具わっている	

31	

一切智智の対象である仏陀は、三つの智慧の対象ではないので	

智慧を体として持つ者たちも、不可思議であると理解するべきである	

32	

微細であるから、聞くことによって得られる智慧（聞慧）の対象ではなく	

究極であるから、考えることによって得られる智慧（思慧）の対象でもなく	

法性は深遠であるため、世間的瞑想によって得られる智慧（修慧）などの対象ではない	

33	

色（物質的存在）における生来の盲人のように	

凡夫は〔仏陀〕を未だかつて見たことがない	

また、生まれて間もない家にいる赤子が、太陽の像に対するように	

聖者もまたその如くである	

34	

生を離れたから常住である。滅を離れたから堅固である	

不二であるから、それは寂静である	

不滅であるのは、法性にとどまるからである	

35	

寂静であるのは滅諦だからである。一切を覚知しているため、遍在である	

不住であるため、無分別である。煩悩を捨てたため、執着がない	

36	

一切の所知障を浄化したため、すべてにおいて障りがない	
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不二であるため、柔軟性があるため、粗い接触から離れている	

37	

仏陀は色（物質的存在）を持たないので見られることがなく	

相（特徴）がないので捉えられることがない	

善の清らかな自性を持つため、汚れがなく、汚れを捨てたからである	

	

如来の体は虚空の如く、差別なく存在しているが、輪廻が存在する限り、不可思議の偉大な方便

と、慈悲、般若（智慧）の殊勝なる清らかな行いによって世間を利益し、安立する因として、自

性身、報身、化身という無垢なる三身によって断絶することがない。心相続が途絶えない様に、

倶生の行いをすると見るべきである。共通でないユニークな教えを具えているからである。	

	

仏身の顕現	

さらにまた、この如来の本質は、虚空の如く、無為なる徳性と不可分な顕現をもち、輪廻の道が

ある限り、不可思議な方便と慈悲心と智慧に基づくすぐれた陶冶により、世間を利益し、安楽に

置くために、自性、受用（用いること）、変化という三つの無垢なる身をもって、倦むことなく、

断絶することなく、努力なくして自然に顕現すると知るべきである。それは他と共通しない仏の

徳性を具えているからであるという。	

	

ここに、顕現の意味について、仏身を分別する四偈が〔以下に〕示されている。	

38			（基本頌８：法身を称え、法身の五種の相について考察する）	

①	始め、中間、終わりがなく、区別もなく、②	不二であり	

③	三つの障りを離れ、④	無垢で、⑤	無分別である	

法界の自性は何かを理解するのは、等引の瑜伽行を行う者が見るところのものである	

39			（基本頌９：法身の五種の徳性について）	

量ることのできないガンジス河の砂の数を超える	

不可思議で、不平等などのすべての功徳を具えた如来の無垢な境地は	

習気とともに現象の過失をすべて捨て去ったものである	

40			（基本頌 10：報身を称える）	

様々な正法の光明を具えた〔仏陀の〕お体は	

有情の解放を成就するために努力されている	

その行いは如意宝珠の如く広大で、様々な事物を〔顕現する〕が、その自性は存在していない	

41			（基本頌 11：化身を称える）	

世間において、寂静の道に入り、よく熟した授記（予言）の因となるお体はまた、	

この世において常にとどまり、虚空界における色界のようなものである	

	

また、この四偈の意味は、〔次の〕二十偈によって知るべきである。	

42	

自ら生じた者たちの一切智は、仏陀のお体であると説かれており	

最勝なる涅槃であり、不可思議であり、阿羅漢であって、自らの心の中で悟るものである	

43	

その区別は、甚深と、広大と、偉大なる自我の徳性という法によって顕現されるから	

自性身などの三身によって生じるものである	

44		（自性身について）	

ここで、諸仏の自性身には五種の相があり、	

まとめれば、五種の徳性（功徳）を具えているものと知るべきである	

45		（自性身の五種の相）	

無為であり、無別で、二辺を捨てており	

煩悩、認識対象、等引という三つの障りから自由である	

46	
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無垢であり、無分別であり、瑜伽行者たちの対象であるため	

法界の自性によって清浄であるため、光明である	

47		（自性身の五種の徳性）	

無量、数え切れない数、不可思議、無などと、	

清浄の辺際（限界）に達したというすべての徳性を自性身は具えている	

48		

広大であるため、数え切れないため、思量の対象でないため	

すべての徳性を習気とともに滅したため、自性身は無量などの次第における如くである	

49		（報身の五種の相）	

様々な法を完全に享受するため、自性の法を顕現させるため、	

慈悲の清浄なる因と見合った、有情利益の流れが途切れないようにするため、	

50	

無分別に、倶生の成就が願い通りに完全に叶うようにするため、	

如意宝珠の神通力により、完全な享受が存続する	

51	

言説と、示現と、〔仏陀の〕行いの連続体が途切れないことと、	

努力による作為（作り事）がないことと、ここで様々な五種の顕現が示された	

52	

あたかも、様々な色彩によって、その摩尼宝珠が実際に現れないのと同様に	

有情は様々な条件により、遍主も事物でないものを顕現させる	

53		（化身の十二相）	

大悲によって世間を知り、一切の世間をご覧になってから	

法身から揺らぐことなく、化身の様々な自性によって	

54	

誕生を現わし、兜率天から降臨し、	

入胎し、出胎されて、工芸技術に熟達し、	

55	

官女の歓楽に囲まれて享楽を味わい、遊戯して、	

出家し、苦行し、悟りの心髄に至って、魔を克服し、正覚を成就し、	

56	

法輪を転じ、涅槃に入られて、	

諸々の不浄なる国において、輪廻が存在する限りとどまることを示された	

57		（方便を知る者）	

無常、苦しみ、無我、寂静の声によって方便を知る者は	

有情に三界を厭う心を起こさせて、涅槃によく入らせた	

58	

寂静の道に入って、涅槃を得たという思いがある人には、	

『妙法蓮華経』などの法の真理を示すことによって	

59	

彼らを以前の執着から遮断して、方便と智慧をよく維持し、	

最勝なる乗り物〔の器として〕熟させて、最勝なる悟りに授記を与えた	

60		（三身の総結）	

甚深と力は、世俗の卓越したものであり、凡夫は隊長としてよく引導するため、	

これらは、次第の如く、甚深と、広大で偉大な自我の本質と知るべきである	

61	

この中で第一は法身であり、後の二つは色身である	

虚空に色（物質的存在）がとどまるように、第一の体の中に、最後の体がとどまるのである	
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〔これらの〕三身は、それ自体で有情を利益し、安楽を得させることに従事して、常住の意味か

ら始めて、この一偈がある。	

62		（基本頌 12）	

①因が無量であるため、②有情界は無尽であるため、	

③慈悲と、④神変と、⑤智慧と、⑥〔禅定の〕成就の完成と結びつくので、	

⑦法の自在者であるため、⑧死魔を降伏するゆえに、⑨無自性であるため、⑩世尊は常住である	

	

このまとめの意味は、〔以下の〕六偈によって知るべきである。	

63	

体と、命と、財産を施して正法を維持するため、	

一切有情を利益するため、最初の請願を完成させるため、	

64	

仏身は清浄であり、清浄なる慈悲によってよく従事するため、	

神足を示すのは、それによってとどまる行いであるため、	

65	

智慧によって、輪廻と涅槃の二つを維持することで解放するため、	

常に、不可思議三昧の楽が卓越したものを具えているため、	

66	

世間において修行しても、世間の法に染まることがないため、	

不死の寂静の場所を得て、死魔を不動にするため、	

67	

無為法の自性によって、牟尼は無始の時より寂静であるため、	

常住で守護者を持たない者たちの帰依などになるためである	

68	

始めの七種の因により、色身は常住である	

後の三種〔の因〕によって示すのは、法身の常住の本質である	

	

不可思議について	

また、この転依によって顕現する、如来たちの目的達成の方法は、不可思議な方法によると知る

べきである。故に、不可思議の意味についてこの一偈がここにある。	

69			（基本頌 13）	

〔不可思議は、〕①	言葉で表現できないため、②	勝義によってまとめられているため、③	勝義

は理解の領域ではないため、④	喩えを超越しているため、⑤	無上であるため、	

⑥	生死と寂静（涅槃）にとらわれないため、仏陀の境地は聖者たちにとっても不可思議である	

	

このまとめの意味は、次の四偈によって知るべきである。	

70	

不可思議は、言語表現ができないため、勝義であるため、最勝の義理であるからである	

〔それは〕勝義の分析対象ではないため、分析できず、	

比量の対象ではないため、推量できないからである	

71	

推量できないのは、無上であるため、無上はまとめられないため、	

とどまる場所がなく、徳性と過失を分別しないからである	

72	

〔前の〕五種の因によって微細であるため、法身は不可思議である	

第六〔の因〕によって無自性であるため、色身は不可思議である	

73	

無上の智慧と、大悲などの徳性により、徳波羅蜜に達した勝利者は不可思議である	

故に、自ら生じた者たちの最後のこの段階は、	
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偉大な仙人で、灌頂を得た者たちにも知られないところである	

	

『究竟一乗宝性論』より、三宝の種姓を分類する菩提についての第二章がここに完了した。	

	

	

第３章	 如来の功徳	

	

如来の様々な功徳について	

〔以上で〕無垢真如（菩提）について説き終わった。今、それに依存して、摩尼宝珠の光、色、

形のように、無別の自性として、仏の甚だ無垢な徳性（功徳）について説明しよう。そこで、仏

の徳性（功徳）の分類から始めて、ここにこの一偈がある。	

1		（基本頌１）	

自利と利他は〔それぞれ、〕最勝なる意味を表現する究極のお体と、	

それに依存する世俗のお体である	

遠離と異熟による果報には、六十四種の功徳（徳性）の分類がある	

	

〔この基本頌〕は何を説いているのか？	

2		

自身の成就の拠り処は究極のお体であり、	

仙人たちが示したお体は、他者を成就させる拠り処である	

遠離と〔業が〕熟した結果には、六十四の功徳の分類がある	

3			

第 1 のお体は〔十〕力などの遠離の功徳を具え、	

第２〔のお体〕は、三十二の偉大な相の異熟の功徳を具えている	

	

六十四種の仏陀の徳性	

これ以下には、〔十〕力とは何であるか、いかに理解するべきかを示している。まとめて説明す

ると、	

４	 	 （基本頌２：要約）	

①〔十〕力は、無知の障りに対する金剛のように、	

②〔四〕無畏は周りを取り囲む獅子のようである	

③	如来の〔十八〕不共法（仏陀特有の十八のすぐれた資質）は虚空の如く、	

④	牟尼の二種の示現は水と月のようなものである	

十力について	

〔十〕力を具えているというのは、	

5				（基本頌３：仏徳についての第１–十力）	

①	処と非処、②	行為の結果（異熟）、	

③〔諸〕根、④〔諸〕界、⑤	信解、⑥	遍充の道、	

6				（基本頌４）	

⑦	煩悩と無垢、⑧	過去世のありようを自在に知ること（宿住随念）、	

⑨	天眼、⑩	寂静、〔これらを〕知る十種の力である	

〔十力は〕金剛の如しとは、	

7				（基本頌５）	

①	処と非処、②	異熟、③	界、④	世間、⑤	様々な有情の信解（信心と理解）、	

⑥	雑染（ぞうぜん：煩悩に汚されていること）と清浄、⑦〔六〕根の集まり、	

⑧	宿住随念、⑨	天眼、⑩	汚れの浄化方法として、無知の鎧を引き裂き、樹木に穴を開け、	

破壊し、切り倒すため、力と言われるものは金剛の如くである	

	

四種の無畏とは、	
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8				（基本頌６）	

①	一切法を悟ったことと、②	障礙を滅したことと、	

③	道を説き、④	〔苦の〕滅を説くことにおいて、無畏は四種である	

9				（基本頌７）	

自他の認識対象である事物について、一切を知るためと、知らしめるためと、	

断じるべき事物については断じ、断じさせるためと、なすべき作業に勤めるためと、	

得るべき無上にして甚だ無垢なるものを得て、〔他をして〕得させるためと、	

自他のために〔四つの〕真理を説くから、諸々の仙人はどこにいても障りがない	

	

〔四無畏を得た如来は〕獅子の如くであるというのは、	

10			（基本頌８）	

あたかも、野獣の王が森の中において、常に恐れなく、	

他の獣たちを恐れず走り回るのと同様に、	

集まりの中では、牟尼王という獅子もよくとどまり、依存することなく、	

堅固な強い力をもってとどまっている	

	

十八不共法	

仏陀は十八種の仏陀特有の徳性をもっていると言われる	

11			（基本頌９）	

〔師には〕法と混ざらない行いが十八種具わっている、と言われているのは、	

①	〔身の〕過ちもなく、②激しい言葉（口）もなく、③	記憶の喪失もなく、	

④	気の散乱もなく、⑤	様々な思いもなく、	

12			（基本頌 10）	

⑥思択（選ぶこと）をしない捨〔心：平らかな心〕もなく、⑦	意欲、⑧	精進、⑨	憶念、	

⑩	智慧、⑪	解脱、⑫	解脱の智慧から退転することなく、	

13			（基本頌 11）	

⑬–⑮〔その三種の〕業は智慧に基づき、⑯–⑱	三世にわたる眩まされない智慧がある	

以上の十八種、並びに余他のものが、師（仏陀）に特有の諸々の徳性である。	

14			（基本頌 12）	

仙人（仏）には、過誤も、暴言も、心の喪失も無〔定〕心もなく、様々な想念もなく、	

無関心もなく、常に意欲の減退もなく、	

15			（基本頌 13）	

その〔身口意の〕三つの行いは、一切智が先立ってその後に続き、	

三世には、常に遮るもののない広大な智慧が起こる	

それを悟って、世間の有情に無畏の大妙法輪を転じ、	

大悲を具えたこの勝利者のみが諸仏によって見出される	

	

〔この十八不共法は〕虚空の如くであると言われる。	

16			（基本頌 14）	

地などにある真如は、虚空の真如にはない	

虚空の相は遮るものがないなどの相であり、色（物質的存在）にはない	

地・水・火・風・虚空などは等しく、世間においては共通であるが、	

仏陀の不共なる性質は、微塵ほども世間とは共通していない	

	

〔仏陀には〕三十二の偉大な相を備えた色（身）があると言われている。	

17			（基本頌 15）	

①	よく安定し、輪相があり、広く、盛り上がった足をしていること、	

②	指が長いこと、③	手足の〔指が〕膜で結ばれていること、	

18			（基本頌 16 偈）	
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④	皮膚が柔らかく、麗しく若々しいこと、⑤	体の 7箇所が丸やかなこと、	

⑥	エーネーヤ鹿のような腿をしていること、⑦	像のように、秘処が隠れていること、	

19			（基本頌 17 偈）	

⑧	上半身は獅子の如く、⑨	両肩の間が隙間なく盛り上がっていること、	

⑩	肩が丸く隆起していること、⑪	腕が太り、柔らかく、凹凸がないこと、	

20			（基本頌 18 偈）	

⑫	腕が膝の下まで垂れていること、⑬	体躯は清浄で、体は光輪を具えていること、	

⑭	首が法螺貝のように無垢であること、⑮	顎が百獣の王の如くであること、	

21			（基本頌 19 偈）	

⑯	歯が 40 枚あること、⑰	歯が透明で歯並びが良いこと、⑱	歯が清浄で揃っていること、	

⑲	四つの牙が白く立派であること、	

22			（基本頌 20 偈）	

⑳	舌が長くて広いこと、㉑	無限で不可思議な最勝の味覚を持っていること、	

㉒	カラヴィンカ鳥のような声をしていること、㉓	ブラフマンのような音声を持つこと、	

23			（基本頌 21 偈）	

最もすぐれた有情である仏陀は、㉔	青蓮華のような麗しい牛の瞳のごとき眼と、	

㉕	眉間に上品な白豪のある顔を持ち、㉖頭頂に肉髻があり、	

㉗	浄められ、繊細な金色の皮膚を持っている	

24			（基本頌 22 頌）	

偉大な仙人（仏陀）は、	

㉘	一本ごとに捻れた、柔らかく、上に向かって体を右旋するごく細い体毛を持っており、	

㉙	大きなインドラニーラの無垢なる宝のごとき毛髪を有し、	

㉚	ニグローダ樹の如くこんもりした身相をもち、	

25			（基本頌 23 頌）	

㉛	ナーラーヤナのような力のあるがっしりした体を持ち、	

㉜	悉くすぐれており、比べるべきものがない	

これらの三十二相が仏陀の無量の光明を具えた、人の王としての特徴と説かれている	

	

〔三十二相を具える仏陀は、〕水中の月の如くであると言われる	

26			（基本頌 24）	

あたかも、雲のない虚空における月の姿形を、	

秋の群青の水を湛えた大きな湖面に見るのと同様に、	

菩薩たちは自在者の形や姿を、仏の会衆の輪の上に見出すだろう	

	

以上をこのように、これらの如来の十力と、四無畏と、十八不共法と、三十二の偉大な相をひと

つにまとめると、六十四種となる。	

27	

これらの六十四種の徳性は、一つひとつ因を具えているもので、	

次第の通り、『宝〔女〕経』に従って知るべきである	

	

また、これらの所説のような六十四如来の功徳の分類を次第の如く説くことは、『宝〔女〕経』

に従って知るべきである。また、これらの点について、次第の如く、金剛、獅子、虚空、水の中

の月の譬喩を解説するその意味は、〔以下の〕10 偈によって知るべきである。（サンスクリット

語では 12 偈）	

	

28	

不壊、怯弱（きょうじゃく：臆病なこと）でないこと、独特であること、	

不動であることから、金剛と、獅子と、虚空と、清明な水の中の月の喩えによって説く	
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十力	

29	

〔十〕力のうちで、順に、六力、三力、一力によって、次第の如く、	

認識対象と、等引と、習気を含むすべての垢を取り除き、	

30	

鎧と垣根と壁と樹木などを貫き、破壊し、切断するからである	

重く、堅固で、強靭、不壊であるから、偉大な仙人の十力は、金剛の如くである	

31	

何故重いのか、堅固であるから。何故堅固なのか、強靭であるから。	

何故強靭であるのか、不壊だからである。不壊だから金剛のごとくである	

	

四無畏	

32	

怖畏（恐れ）がないから、執着がないから、堅固だから、勇猛を具えているから、	

牟尼の獅子は会衆の中にあって、怖畏がないのである	

33	

一切を明知することによって、何者にも怖畏がなく、善く住し、	

清浄な有情でさえも、自らと等しくないと見るから、執着がない	

34	

心が一切法に対して一点に集中しているので、堅固である	

最勝なる無知の習気の地から抜け出しているので、勇猛である	

		

仏陀の十八不共法	

35	

世間の〔凡夫、〕声聞、一辺行者（独覚）、有智者（菩薩）、	

諸々の自在者（仏陀）はますます高められ、	

〔後のものほど〕智慧などが微細になるため、五種に譬喩される	

36	

〔始めの四つは〕一切世間を利益するから、地・水・火・風などと等しく、	

〔後の一つは〕世間、出世間の相を超えているから、虚空の如くである	

37	

これらの三十二の徳性（功徳）は、法身によって開示されるものである	

摩尼宝珠の光明〔十力〕と色〔四無畏〕と形〔十八不共法〕のように	

無別だからである	

	

三十二の偉大な相	

38	

見ると喜びを与える三十二の徳性とは	

化身と法を受用する二種の色身に依存している	

39	

清浄から遠い者も、近い者も、世間においても、勝利者のマンダラにおいても、	

清浄なる二種の示現は、水と、虚空と、月の影の如くである	

	

『究竟一乗宝性論』より、三宝の種姓を分類する六十四種の功徳の支分を示す第３章がここに完

了した。	

	

	

第４章	 仏のはたらき	
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〔以上で、〕仏の徳性（功徳）について説き終えた。これからその行いとなる「勝利者のはたら

き」について述べる。これをまとめると、自然に任せ、休むことがないという二種の因によって

行われる。この、自然に任せて、休むことがないという仏のはたらきについて、〔次の〕二偈が

ある。	

1			（基本頌１）	

教化されるべき者たち（弟子）と、教化の方便と、教化の行いにおいて、その場所、時、そのや

りかたについて、自在者のはたらきは常に、無功用である	

	 	 無功用（むくゆう）：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	

２	 （基本頌２）	

最勝なる功徳の宝の集まりを具する智慧の大海に	

福徳と、智慧と、陽の光が注ぎ込み、	

すべての乗り物を成就して、辺際（果て）も中間もない広大な虚空のような仏陀のお体は、	

無垢なる功徳の蔵であり、一切有情に差別なく具わっているのをご覧になり、	

煩悩と所知の雲の網を、諸仏は慈悲の風をもって吹き飛ばす	

	

この二偈によって要約された意味は、次第の如く、二偈と八偈によって知るべきである。	

３	

誰に対して、何〔の方便〕によって、どんな処で、いつ教化の行いがされるのか、	

それらの分別が何も起きないので、牟尼の〔教化の行いは〕常に倶生の成就である	

4	

「誰に対して」とは教化される者たちの、	

「何によって」とはそれぞれ様々な手段によって、	

「どんな」とは教化の行いが、「何処で何時」とは、その時と場所についてである	

5	

出離と、その依持と、その果とその摂取と、	

その障りと、それを断じる条件において、分別がないから〔相続不断〕である	

	 	 依持（えじ）：力や徳のあるものに依存し。それを頼みとすること	

6	

出離は十地であり、二資糧はその因である	

その果は最勝なる菩提であり、菩提〔の界〕を有情は摂取する	

7	

その障りは果てなき煩悩と、煩悩の汚れと、習気である	

一切の時にそれを断じる条件は、大悲である	

８	

これらの六処は、次第の如く、大海と、陽の光と、虚空と、財宝と、	

雲と、風の如くであると知るべきである	

9	

智慧の水と功徳の宝を具えているから、〔最勝なる乗り物の〕諸地は海の如くである	

一切有情を養うため、〔福徳と智慧の〕二資糧は太陽の如くである	

10	

広大で、辺際も中間もないから、菩提は虚空界の如くである	

正等覚者の法性であるから、有情界は宝蔵の如くである	

11	

一時的に遍在し、〔自性は〕成立しないため、その煩悩は雲の集まりのようである	

それを吹き散らすことが現前するため、慈悲は無尽の風の如くである	

12	

他者のために出離し、自らと有情を同等にご覧になるので、	

そのはたらきが完全に円満することはないため、輪廻が存在する限り、	

〔仏陀の〕行いは相続不断である	
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仏陀の偉大な行いの九種の喩え	

１）仏陀の偉大性	

〔経典の中に、〕「仏陀の本質は不生不滅として示される」と説かれている。それがどうしてこ

の世にあり、無為、無活動な仏陀の本質から、自然に成就し、無休に、世間がある限り無分別な

る仏陀の事業が生起するのかと言って、仏陀の偉大なる性質に関して誤解や疑念を生じた者たち

が、不可思議な仏陀の境地について信解を生むように、その偉大性に関してこの一偈がある。	

13			（基本頌３）	

〔如来は、〕①	帝釈天、②太鼓、③	雲、④	梵天、⑤	太陽、⑥	摩尼宝珠、	

⑦	反響（こだま）、⑧	虚空、⑨	地の如くである	

	

２）『智光明荘厳経』に基づく、仏業の九種の喩え	

このまとめの位置にある偈については、残りの本文によって、順次、詳細に分けた解説を知るべ

きである。	

	

１．帝釈天	

〔仏の姿の表れは、〕帝釈天の影像の如くであるという。	

14			（基本頌４）	

例えば、この地表が清浄な瑠璃でできているならば、	

そこは透明であるから、天女の群れを伴った帝釈天がみられるだろう	

15			（基本頌５）	

また、勝利宮やその他の諸天と、	

その種々の宮殿、また、かの神的で自在なはたらき〔が見られるだろう〕	

16			（基本頌６）	

地表に住む女や男たちの群は、	

その影像を眺めて、次のような請願をなすだろう	

17			（基本頌７）	

我らもまた遠からず、三十三天の主になろう、と。	

そして、善行を積んで、その達成に努めるだろう	

18			（基本頌 8）	

これが影像だとは、彼らは気づいていないが、	

その白業（清らかな行い）によって、天に生まれ変わるだろう	

19			（基本頌 9）	

また、かの映像は全く無分別で、無関心であるが、	

しかもかくの如く、偉大な目的を持って、地上に立ち現れる	

20			（基本頌 10）	

それと同様に、有情たちは信心などにおいて無垢であり、信心などの徳を修習することによって、	

自らの心の中に映像として現れた正等覚者を見る	

21			（基本頌 11）	

〔その仏は、〕相好を具え、種々の威儀作法を踏んで、	

経行や立ち止まったり、座ったり、臥たりする	

22			（基本頌 12）	

あるいは吉祥な法を語り、あるいは禅定に入って沈黙し、	

種々の偉大な神変を示して、有情たちがそれを見ることになる	

23			（基本頌 13）	

そして、〔彼らは〕その仏を見て、仏になることを願って修行し、	

その因を積んで、望む地位を獲得するだろう	

24			（基本頌 14）	

また、かの影像は全く無分別で無関心であるが、	
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しかもかくの如く、偉大な目的を持って諸々の世間に姿を現わす	

25			（基本頌 15）	

これは自らの心にうつる影像であると、凡夫たちは気づかない	

しかも、かの影像の顕現は、彼らにとって意味のあることである	

26			（基本頌 16）	

次第に、それを見ることによって、この大乗に安住する人々は、	

内にある妙なる法身を智眼によって見るだろう	

27			（基本偈 17）	

あたかも、大地が遍く他のおそるべき場所を捨てて、	

無垢の瑠璃（べンドリヤ）の如く透明に輝き、清らかな摩尼の功徳があり、	

離垢の吉祥を具することにより、大地の表面が平らかになり、清浄であるから、	

そこには帝釈天の住処や、天主や、天の影像が生じても、	

次第に、智の功徳を遠離すれば、再び顕現しなくなるだろう	

28			（基本頌 18）	

それを得るために授戒し、懺悔し、禁戒の遵守によって、	

布施などを志した男や女たちの群は、発願心を持って花などを投げることだろう	

それと同様に、瑠璃の如く透明になった心に、牟尼の主の影像を得た時、	

勝利者（仏陀）の息子たちはその心を歓喜させ、〔悟りに向けて〕心を起こすことだろう	

29			（基本頌 19）	

あたかも、清浄なる瑠璃のごとき大地の面に、天主の身の影像が生じるのと同様に、	

清浄なる世間の有情の心の面に、牟尼王の身の影像が現れる	

30			（基本頌 20）	

影像が現れるか現れないかが世間に起きるのは、	

自らの心のはたらきが濁っているかどうかによる	

諸世間に影像が現れるのも、その如くに、それが有るとも、無いとも見るべきではない	

	

２．天鼓	

〔仏陀の言葉は〕天鼓の如し、と言われている。	

31			（基本頌 21）	

あたかも、天の中においては、神々の宿世の白業の力によって、	

努力と、住処と、意志と色（物質的存在）の分別がないのと同様に、	

32			（基本頌 22）	

無常、苦、無我、寂静の声によって、放逸なる一切の諸天に、	

しばしば法鼓を持って鼓舞するように、	

33			（基本頌 23）	

遍在主も努力などを離れて、余すところなく有情に、	

仏陀のお言葉によって遍在して、恵まれた者たちに法を説くのである	

34			（基本頌 24）	

あたかも、天のうちの諸天の鼓の音は、〔神々〕自身の業（行為）から生じる	

それと同様に、世間における牟尼の法の音もまた、有情自身の業（行為）から起こる	

努力と、住処と、身と、心を離れたかの音によって寂静を成就するが如く、	

四種を離れた〔牟尼の〕法も、寂静を成就する	

35			（基本頌 25）	

あたかも、天界の都では、〔阿修羅との〕闘いの苦悩が起きた時、阿修羅の軍に勝利して、その

遊戯を退けるのは、〔天〕鼓の音に基づいて起こる、〔神々に〕無畏を与えることによる。	

同様に、世間では、〔四〕禅と〔四〕無色などの因によって起こる有情の煩悩と苦を克服し、	

寂静にする無上道に関して〔仏陀の〕説教がある	
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何故ここで、ただ法鼓だけが言及されて、それ以外の様々な楽器の種類には〔言及〕されないの

か。それらもまた、神々の宿業の善のおかげで、打たないでも神秘的な、耳に快い音を響かせる

ではないか。〔それに対して答える。〕それらが、如来の声の四種の徳性と反するからである。

ではその〔反する点とは〕何か。すなわち、	

①	部分的で有ること、②	〔他者を〕利益しないこと、③	楽しみでないこと、④	出離に導かな

いこと、である。	

しかるに、法鼓は、①	局部的でない。〔それは〕すべての放逸なる神々の衆を教え諭すことと、

その時を違えないことによって説明される。	

要約すれば、これら四種の法鼓との共通性によって、仏陀の声の円輪がすぐれている点を示す一

偈がここにある。	

36	

一切の生類と、利益と安楽を支え、三種の神変を具えているが故に、	

牟尼の音声は天界の楽器よりも勝るものである	

	

さて、これら四種〔のすぐれている点〕について、順次、次の四偈によってまとめられた意味を

知るべきである。	

37	

天における、太鼓の大きな音は、地に住む人々の耳に達しない	

しかし世間において、正等覚者なる太鼓の音は、輪廻の底に住む者たちにも達する	

38	

天にあって、不死なる者たち（神）の幾百万の楽器は、欲の炎を増すべく鳴り響く	

しかるに、大悲を本質とする〔諸仏の〕一音は、苦火の因の寂滅をもたらす	

39	

天にあって、楽器の響きは美しく、また、快いが、心の昂揚を増進する因である	

しかるに、偉大なる如来たちの声は、三昧に心を向けることを命ずるものである	

40	

要約すれば、天にあっても、地においても、無辺の世間において楽の因たるもの、	

それは、世間を残らず遍く照らす、〔仏陀の〕音響に関連して例示された	

	

体による神変によって、十方位の世界に遍充するのが「神通力による神変」であると説かれてい

る。心の種々な相を知ることにより、一切有情の心のはたらきの奥深い林を照らすのが「説法に

よる神変」である。言葉の音声の例示によって、出離に導く実践に関して、それを教え、諭すこ

とが「教誨による神変」である。	

かくの如く、仏陀の音声の円輪は、虚空の如く、その道を遮られることなく、断絶することもな

く、至る所で、すべてにわたって知覚されるわけではない。しかし、その場合、仏陀の音声の円

輪の欠陥があるわけではないという。この点を説明するために、音声が届かないものたちの、自

らの過失に関して、次の一偈がある。	

41			（基本頌 26）	

耳に欠陥のあるものは、微妙な音を感受せず、	

天の耳を持つ者にも、全てが音域に届くわけではないのと同様に、	

微妙な法は、最勝なる智者の知るところであるが、	

ただ一部、汚れなき心を持つ人々の音域にのみ達する	

	

３．雲	

〔仏陀の心のはたらきは〕雲の如し、と言われる。	

42			（基本頌 27）	

あたかも、雨季において、雲は穀物を豊饒にする因である	

倶生の働きにより、水の集まりを、大地に雨として降らせるように	

43			（基本頌 28）	



	 16	

それと同様に、慈悲の雲より、勝利者（仏陀）は、	

妙法の水を、世間の善という穀物の上に、無分別に雨を降らす	

44			（基本頌 29）	

たとえば、世間に善の業道が増した時、雲は、風によって生じた水を雨として降らす	

それと同様に、慈悲の雲より勝利者（仏陀）は、	

妙法の水を、世間の善という穀物の上に無分別に雨を降らす	

45			（基本頌 30）	

諸々の輪廻の中にあって、智慧と慈悲を担う者として、	

滅・不滅に執着しない虚空にあって、	

禅定と総持の無垢なる水の胎蔵たる牟尼王の雲は、清き穀物の因である	

	

〔雨水を受ける〕器の非等量性について	

46			（基本頌 31）	

たとえば、その雲から放たれる時、冷たく、甘く、透明で、柔らかく、軽い水は、	

大地にあって、塩などのあるところに出会うと、実に様々な味を持つに至る	

	

考慮なしに、生起することについて	

47			（基本頌 32）	

最勝なる乗において、よく信じる者たち、中間の者たち、	

敵対する者たちという三種の集まりは、人間、チャータカ鳥、餓鬼に比べられる	

48			（基本頌 33）	

夏季、雲ひとつない時、人間、空を飛べないチャータカ鳥は〔苦しみを味わい、〕	

雨季にも、あまり雨が多ければ、地中の餓鬼たちは苦しみを味わう	

世間にあって、慈悲の雲の集まりから法の雨水が注ぎ出ない時、あるいは出る時、	

法を熱望する者や、法性を嫌う者にとって、	

〔苦をもたらすことについての〕まさにそれは比喩である	

49			（基本頌 34）	

粗大な水滴や雹、雷の火を伴って、雲は、微細な生物も、	

岩の多い山地を行く旅人をも考慮しないのと同様に、	

智慧と慈悲の雲は、微細、あるいは粗大な道理や方便、規則をもって、	

いかなる場合にも、煩悩としての我見の随眠〔を持つ者たち〕を考慮しない	

	

苦火を鎮めることについて	

50		（基本頌 35）	

輪廻の生死のはじめを知ることはできない。その流転には五道があり、	

また五種の道に楽がないことは、排泄物に好みの香りがないのと同様である	

その苦は常に、火、武器、氷、塩などとの接触から生じる	

それを鎮めるべく、慈悲の雲は、大いなる妙法の雨を注ぐ	

51		（基本頌 36）	

神々の間では、〔天界からの〕退下の苦があり、	

人々には求めることの苦があると知るため、	

智慧に基づき、如来の言葉への信心に随順するため、これが苦、これがその因、	

〔これがその〕滅と、智慧によって察知するため、	

智慧ある者（菩薩たち）は、神々や人間のうちに最勝なる自在性を求めない	

52		（基本頌 37）	

病は知られるべきであり、病因は除かれるべきものであり、	

健康は達成されるべく、薬は施されるべきであるのと同様に、苦と因とその滅、	

また道は、知られるべく、断ぜられるべく、触れられるべく、修せられるべきものである	
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４．梵天	

〔仏の色身は〕大梵天の如くであると言われている	

53		（基本頌 38）	

あたかも、梵天は、梵天の住処から動くことなく、	

どこであれ、神々の住処に努力なしにその身を現わす	

54		（基本頌 39）	

それと同様に、牟尼は法身から動くことなく、一切の世間界において	

幸ある者たちの前に、化身によって現れる	

55		（基本頌 40）	

あたかも、梵天は〔色界にある、その〕住処から動くことなく、常に欲界に入りこむ	

そして神々は梵天を見て、それを見た彼も、彼が彼らのために、	

対象物への欲望を取り除くのを見る	

それと同様に、善逝が妙なる法身より動くことはない	

しかも、一切の世間において、幸ある者たちは彼を見て、また〔彼が〕彼らのために、	

常にすべての汚れを取り除くのを見る	

56		（基本頌 41）	

あたかも、梵天が、自己の本願と結びついて、かつ、風神たちの善行の威力に基づいて、	

努力なしに姿を現すように、自在者（仏陀）が化身を持って現れるのも同様である	

	

〔一部の者には〕姿を見せないことについて	

57		（基本頌 42）	

〔兜率天からの〕降臨、入胎、誕生、父の宮殿に入り、欲望を享受し、	

静謐の地で修行し、魔の力を降伏し、大菩提を得て、寂静の都への道を示しても、	

幸の乏しい人々の視界に、牟尼は届かない	

	

５．太陽	

〔仏陀はその智慧に関して〕太陽の如くであると言われる。	

58		（基本頌 43）	

あたかも、太陽の輝いている時、蓮華の類は花開き、同時に、他方で、睡蓮は花を閉じる	

蓮華の花が開くか閉じるかの損得に頓着なく、太陽は蓮華に〔光を注ぐ〕	

この世における聖者という太陽（仏陀）もまた、それと同じである	

	

〔付加的註釈〕（漢訳欠）	

有情界には、教化されるべき者と、教化されない者の二種がある。そのうち、何であれ教化され

るべき者に関して、蓮華の比喩と、澄んだ水の器の比喩がある。	

	

59	

あたかも、無分別な太陽が、一時に放たれた自らの光線によって	

蓮華を開花させ、また、他の〔蓮華を〕実らせる	

60		

これと同様に、如来の太陽は妙法の光線をもって、	

教化対象の有情という蓮華の上に、無分別に働きかける	

61	

法身と色身の両方をもって、菩提座の空に昇った一切智者の太陽は、	

智慧の光線によって世間を照らす	

62	

それによって、至る所で、清浄なる所化（教化される者、有情）という水の器の中に	

善逝の太陽の無量の影が、一時に出現する	
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出現の順序について	

このように、無分別であるとはいえ、諸仏が三種の有情たちに対して〔姿を〕現わし、	

教示するには、出現の順序がある。〔その順序〕に関して、山の比喩がある。	

63			（基本頌 44）	

仏陀の太陽は、常に、法界という大空の至るところに〔一様に〕光を放つが、	

教化されるべき者たちの山にその〔光が〕届くのは、資格に応じてである	

64			（基本頌 45）	

たとえば太陽が千光を放って、この世界をことごとく照らしつつ昇るが	

高・中・低の山々に、次第に照るように、	

勝利者の太陽が、次第を持って有情に照ることも、それと同様である	

	

〔仏陀の〕光が〔大陽よりも〕すぐれている点について	

65			（基本頌 46）	

太陽が、すべての〔仏〕国土の空を遍く照らすことはありえないし、	

無知の暗闇の密林に、知るべき対象を示すこともない	

これに対して、慈悲を本質とする〔仏陀〕は、そのひとつひとつの髪から生じる	

様々な色を放つ光線の束をもって、世間に知るべき対象を示す	

66				（基本頌 47）	

諸仏が町に入る時、目を失った大衆も〔利益ある〕ものを見て、	

それを見た故に、有害な網が除かれたことを発見する	

そして、無知に眩まされ、生死の海の中にあり、〔悪〕見の闇に覆われた人々も、	

仏陀の太陽の光によって、その知性を照らされ、かつて見たこともない境地を見る	

	

６．如意宝珠	

〔如来の秘密の心のはたらきは〕如意宝珠のようなものである。	

67			（基本頌 48）	

あたかも、如意宝珠が無分別でありながら、	

一時に、その場にいるものたちのすべての願いをそれぞれ叶えるのと同様に、	

68			（基本頌 49）	

仏陀という如意宝珠に、別々の意向を持つ人々が近づいて、種々の法を聞くが、	

かの〔如来は〕彼らを分別しない	

69			（基本頌 50）	

あたかも、摩尼宝珠が、無分別に、望まれた財を他の人々に努力なしに出すのと同様に、	

牟尼は努力なくして、資格に応じ、他者のために、常に輪廻の続く限り、存続する	

	

如来たちは、出現の得難い方々である。	

70			（基本頌 51）	

あたかも、大海、あるいは地底にある石をどんなに望んだとしても、	

この世で清浄な宝珠を手に入れることは極めて得難いことである	

それと同様に、その心が種々の煩悩に取り憑かれ、極めて不幸な世間の人々にあっては、	

仏陀のお姿を見ることも、決して容易に得られるものではないと知るべきである	

	

７．反響（こだま）	

〔如来の秘密の言葉の行いは〕反響の如し、と言われる。	

71			（基本頌 52）	

あたかも、反響（こだま）の音は他者の声の表示から生じるが、	

無分別、意図的に作られたものではなく、内にも外にも存在しないのと同様に、	

72			（基本頌 53）	

如来の声は他者の意向の表示から生じるが、	
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無分別、意図的に作られたものではなく、内にも外にも存在しない	

	

８．虚空	

〔如来の秘密の体による行いは、〕虚空の如くであると言われる。	

73			（基本頌 54）	

無一物、無権限、無対象、無所依であり、	

視野を超え、形を持たず、見るすべもないにも関わらず、	

74			（基本頌 55）	

〔人は〕天空に高低を見る。しかし、実はそうではない	

それと同様に、〔有情は〕諸仏にすべて〔の体の行い〕を見る。しかし、実はそうではない	

	

９．地	

〔仏陀はそのすべての行為の土台として〕大地の如くであると言われる。	

75			（基本頌 56）	

あたかも、すべての植物は、無分別な大地に依存しつつ、	

生長し、繁茂し、広がるのと同様に、	

76			（基本頌 57）	

世間の諸善根は残らず、	

無分別なる仏陀という大地に依存して生長する	

	

３）九種の喩えの意味	

77		

〔人は〕何ら努力なしに行為をなすものを見ることはあり得ない	

それ故、教化されるべき人々の疑いを晴らすべく、九種の喩えが説かれた。	

78		

そこには、これらの九種の喩えが広く示されており	

その経典の名（『智光明荘厳経』）によって、その密意が明らかにされている	 	

79		

この〔経典の〕聴聞によって生じる広大なる智慧の光明によって荘厳された	

智慧ある者（菩薩）たちは、速やかに、完全に、仏の領域に入る	

80		

というために、帝釈天の瑠璃に映る影をはじめとする喩えが、	

その中で、九種に説示された。そのまとめの意味が〔次のように〕確定される	

81 大悲を本質とする〔諸仏〕たちの、①	示現、②	教説、③	遍充、④	変化、	

⑤	智慧の放出、⑥	意、⑦	口、⑧	身の秘密の行い、⑨	体得、である	

82		

すべての努力の連続体が鎮められ、無分別なる〔仏陀の〕智慧は、	

清浄な瑠璃に、帝釈天の影像が現れるなどの〔喩えの〕ようなものである	

83	

主張命題（宗）は、功用（身口意の意識的な行い）の寂静である	

無分別の智慧は、因である	

主題の意味を成立させるための喩えは、帝釈天の影像などである	

84	

そして、ここで、主題の意味とは、〔先に述べた〕示現などよりなる九種である	

それは、師（仏陀）の生死を離れて、努力なしによく入る	

	

この意味に関して、喩えのまとめとして次の四偈が示されている。	

４）九種の喩えの要約	

まさにこの意味に関連して、喩えのまとめとしての 4偈がある。	
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85			（基本頌増１）	

帝釈天の如く、天鼓の如く、雲の如く、梵天、太陽、如意宝珠の如く、	

反響（こだま）、虚空、大地のごとく、輪廻が存在する限り、	

努力なしに利他行をなす〔彼〕は、瑜伽行の方法を知る者である	

86			（基本頌増 2）	

〔瑠璃〕宝に映る師の影のように示現する、善き教えを与える〔仏陀〕は、	

その声は神々の太鼓のようで、自在者として偉大な智慧と大悲の雲の円輪を具え、	

無辺の世間、有頂天に至るまで遍充する	

87			（基本頌増 3）	

梵天の如く、無漏の地から退くことなく、化身をもって種々に身を現わし、	

常に太陽の如く、智慧から放たれる光明を具えた〔仏陀は、〕	

清浄なる如意宝珠に匹敵する意（こころ）を持っている	

88			（基本頌 58）	

反響（こだま）のように、勝利者が説かれた音声は文字なくして説明される	

虚空の如く、体は遍充する姿を持ち、恒常である	

地の如く、この世のすべての善き法の薬草にとって、	

遍く基盤となるものは、仏地である	

	

５）仏陀の不生不滅性について	

では、どのようにして、この喩えの説示により、諸仏世尊が、常に不生不滅でありながら、生と

滅を示現し、一切世間に姿を現わし、また、彼らの仏陀の行いが、有情に対して努力なしに、相

続不断であることを示した、と言うならば、	

89	

瑠璃のような清浄さが、心の内に仏陀が現れる因である	

その清浄さは、不退転の信心の知覚能力（信根）によって増大する	

90	

清浄さの消滅に基づいて、仏陀の影像の生滅がある	

牟尼は帝釈天の如く、その法身から出現することも、消滅することもない	

91	

このように、示現など〔九種の〕行いが、努力なしに、	

不生不滅なる法身から、輪廻の生存がある限り、生起する	

	

６）喩えとの相違点	

92	

以上が、これらの喩えの要約である。さらに〔その〕順序は、	

前の喩えである〔仏陀の行いとの〕相違点を、後の喩えが取り除くように説かれている	

93	

仏陀の本質は影像の如くである。しかし後者の如く、音響を持たないのではない	

それは天鼓の如くである。しかし後者の如く、	

利益を与えることが、すべてにわたらないのではない	

94	

〔それは〕大きな雲に似ている。しかし後者の如く、	

有益でない種子を壊さないのではない	

〔それは〕偉大な梵天に似ている。しかし後者の如く、	

〔人を〕成熟させることが、究極的でないのではない	

95	

〔それは〕日輪と似ている。しかし後者の如く、闇を払うことが徹底的でないのではない	

〔それは〕如意宝珠と似ている。しかし後者の如く、出現が困難でないわけではない	

96	
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〔それは〕反響（こだま）と似ている。しかし後者の如く、	

縁（条件）によって生じる者ではない	

97	

〔それは〕大地輪と似ている。世間、出世間のすべての有情の善行の達成が	

それを基体とし、依拠するからである	

98	

〔すなわち〕仏陀が菩提に依存したことから、出世間の道が生じたため、	

善の行いの道、〔四〕禅、〔四〕無量、〔四〕無色〔定〕が生じる	

	

『究竟一乗宝性論』より、三宝の種姓を分類する如来のはたらきについての第 4章がここに完了

した。	

	

	

第５章	 如来蔵の教えを信じる利益	

１．信解の利益	

ここに、〔四種の〕依り拠を信解する人々にとっての信解の利益について、〔次の〕六つの偈が

ある。	

１	 （基本頌１）	

仏性、仏の菩提、仏の様々な徳性、仏業（仏のはたらき）というこの四つ〕は、	

導師たちの領域であって、清浄な有情にすらも不可思議である	

２	 （基本頌 2）	

勝利者仏陀の領域に対して、信解した心を持って、	

智慧ある者（菩薩）は、功徳の集まりを入れる器となる	

彼は、不可思議な徳性〔を得たいと〕願う心を持つので	

一切有情の生み出す功徳を凌駕する	

３	 （基本頌 3）	

誰であれ、菩提を求める人がいて、仏国土の塵〔の量〕に等しい、	

宝石で飾られた黄金の国土を、毎日欠かさず仏教王たちに布施したとする	

また、他のある者は、ここから一句だけでも聞き、聞き終えて信解するならば、	

この人は、布施より生じる浄福よりも、はるかに多くの福徳を達成するだろう	

４	 （基本頌 4）	

ある智者（菩薩）がいて、無上の菩提を求め、身・口・意をもって、	

戒律を清らかに、多劫にわたって努力なしに守ったとする	

また、他の者がこの論書から、一句のみでも聞き、信解するならば、	

この人は、戒律より生じる善よりも、はるかに多くの福徳を得るだろう	

５	 （基本頌 5）	

もしある者が、この世にあって、三界の煩悩の火を吹き消す禅定をも修習し、	

天と梵天の境地の最高位に達し、完全な悟りの手段から不退転となったとする	

また、他の者は、ここから一句だけでも聞き、聞き終えて信解したとする	

後者は、かの禅定より生じる浄福よりも、はるかに多大な福徳を獲得するだろう	

６	 （基本頌 6）	

布施は〔人に、世間的な〕享受をもたらすに過ぎず、	

戒律は来世の善き再生を〔もたらし、禅の〕修習は煩悩の除去〔をもたらすに過ぎない〕	

〔これに反して、〕般若は煩悩障と所知障の一切の除去を〔もたらす〕	

それゆえ、〔般若は〕最勝なるものである。そしてその因は、この聴聞にある	

	

これらの六つの〔基本頌〕をまとめた意味を、〔次の〕九偈によって知るべきである。	

７	

所依〔となる仏性〕とその転換〔たる法身〕と、それが有する諸々の功徳と、	
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利益の成就という、この四種の勝利者の智慧の領域において、	

８	

智者は、存在することと、可能なことと、徳性を具有することとを信解するために、	

速やかに、如来の地位に到達する資格を獲得する	

９	

これなる不可思議な領域がある。それは、我々の如きにも、到達可能である	

そしてこれが達成されると、これこれの徳性が具わると信じて、信解するからである	

10	

彼には、欲・精進・憶念・禅定・智慧など、	

諸徳の容器となる菩提心が、常に現前する	

11	

〔菩提心〕が常に現前するから、不退転なる勝利者の子（菩薩）は、	

福徳の波羅蜜を円満し、浄化を達成する	

12	

福徳とは、〔布施などの〕五波羅蜜であり、施す者などの三種について、	

それが無分別であるゆえに、それは円満である	

13	

布施は、布施より生じる福徳を〔もたらし〕、戒は、戒より生じる福徳をもたらし、	

忍耐と禅定の二つは修習〔から生じる福徳をもたらす〕	

ただし、精進は、すべてにわたると考えられる	

14	

三つの輪を分別するのは、所知障であると知るべきである	

吝嗇などを分別するのは、煩悩章であると知るべきである	

15	

智慧以外に、これらを断滅する因は他にないため、智慧が最もすぐれたものであり、	

その土台は聴聞であるため、聴聞が最もすぐれている	

	

２．本書の意義と功徳の廻向	

次に、この教えが何故、何を根拠に、どのように、何を実例として説かれているかに関して、以

下の四偈が説かれている。そのうち、まず、何に基づいて、何のために説かれているかについて

の一偈がある。	

16			（基本頌 7）	

この教えは、権威ある伝承と、道理とに基づき、ひとえに自己の浄化のためと、	

智慧、信解、善行の実践を身につけた人々を随順して守るために説かれた	

17			（基本頌 8）	

あたかも、目の見える者たちは、灯火、稲妻、摩尼宝珠、	

月の光や太陽を頼りにものを見るのと同様に、	

大義を持つ法の光を輝かす牟尼をたよりに、この〔著作〕が解き明かされた	

18			（基本頌 9）	

何であれ、有意義であり、法の句を具え、	

三界の汚れ〔のありよう〕を断滅するような言葉で、	

かつ、寂静の功徳を示すものがあれば、それはすべて聖なる仙人の〔説〕であり、	

それ以外は転倒した〔説〕であると言われる	

19			（基本頌 10）	

勝利者（仏陀）の教えだけに従い、心の散乱していない人の所説で、	

解脱を成就するための〔資糧〕道に従う教えがあれば、それもまた、	

偉大な仙人のお言葉通りに、頭頂に頂くべきである	

20			（基本頌 11）	

この世において、勝利者仏陀よりも智慧のすぐれた方は、どこにもいない	
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彼は一切智者であり、最高の真実を、余すところなくあるがままに知っているが、	

他の者はそうではない。ゆえに、聖なる仙人（仏陀）自身によって確立された、	

了義の経典を乱してはならない。何故ならば、それは正法を妨げることであり、	

またそれは、牟尼（仏陀）の規律を破ることになるだろうから	

21			（基本頌 12）	

それゆえ、執着という垢にまみれた見〔解〕に心を結びつけてはならない	

清らかな衣は染料によってよく染まるが、脂や泥で汚れた衣は〔きれいに〕染まらない	

	

法を誹謗する因についての一偈	

22			（基本頌 13）	

知性が劣っているから、白法（善き法）への信解を欠くから、誤った慢心に基づくから、	

正法に対する罪に、本質が覆われているから、	

また、未了義〔の教えを真理として〕執着するから、利欲を貪るから、	

〔邪〕見の力によるから、法を憎むものたちに奉仕するから、	

法を堅持する人々から遠ざかるから、劣った教えを愛する人々は、	

仏たちの法を捨てるのである	

	

法を誹謗する結果に関する二偈	

23			（基本頌 14）	

智者は、甚深なる法を誹謗するほどには、	

火、恐ろしい蛇の毒、殺人者、電光などを怖れることはない	

火、蛇、的、落雷などは、せいぜい命を失う程度のことである	

決してそのために、阿鼻地獄などの極めて恐ろしい場所にさまうことはない	

24			（基本頌 15）	

しばしば、悪友に接近することにより、仏に悪意を抱き、	

母、父、阿羅漢を殺害する行為を犯し、最勝なる集団（僧伽）を破壊するものがいたとする	

その彼ですら、法の意味を観想することにより、〔無間業〕から速やかに解脱するだろう	

	

果報の廻向に関する一偈	

25			（基本頌 16）	

三宝、浄化の基体、無垢なる菩提、様々な功徳とはたらき、	

〔これら〕の七つの意味を示す句を、理趣の通りに解説することによって私の得た功徳、	

願わくは、それによってこの人々が、無辺の光明を持つ無量寿仙にまみえ、	

そして見終えて、無垢の法眼を得て、最高の菩提を達成しますように	

	

これら十偈の〔基本頌〕についても、その要点の意味を次の三偈によって知るべきである	

26	

何から、何によって、いかに、何が説かれたか、	

何をもたらしたか、それがこの四偈によって説明された	

27	

自己を守る方便が二偈によって、また、誹謗の因が、一偈によって、	

同じく果が二偈によって、〔誹謗の〕結果が〔順次〕示された	

28	

会衆輪〔の成立〕と、〔彼らによる法の〕忍受と、菩提の理解と、	

要約すれば、二種の果は、最後〔の一偈〕によって示された	

	

『究竟一乗宝性論』より、三宝の種姓を分類する利益についての第 5章がここに完了した。	 	 	
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