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十四日、十五日、日月触時、地和時」（大正 18, 612a）とある。

107) David N. Gellner, Monk, Householder, and Tantric Priest, Cambridge, UNV. 書評 島

岩『パーリ学仏教文化学』9, 1996参照。

108) 『蘇悉地経』（D174b / P236b-237a. 大正 18, 607b）「比丘等の四衆（dge slong 

la sogs ʻkhor bzhi rnams）を、賢者は常に受持すべきである」Chin. 「比丘入之。

比丘尼優婆塞優婆夷随次入之。」

109) 真言行者は特殊な能力を求められている。たとえばヴェーターラ法（死屍

vetāla, 吠多羅）、隠身法（antardhāna, 安怛駄嚢）、盗物返却法、殺法まである。

110) 平川彰「初期大乗仏教の支持者としての善男子・善女人」『浄土思想と大乗戒』（『平

川彰著作集』第七巻 ,1990）参照。

111) Schopen[2000:259-281]

112) 求那跋陀羅（Guṇabhadra. AD394-468）：功徳賢また摩訶衍。中インドのバラモ

ンの出身。『高僧伝』大正 50, 344a.

113) 阿含経典における事火バラモンの物語…『雑阿含経』大正 2, 25a-b.

114) 辛島昇 [1991]参照。研究対象は 16世紀の南インド社会だが、ここで取り上げ

られるヒンドゥー寺院の 1年に必要な米の量は、俵に直せば、1000俵以上に

なるという。その他にもさまざまな供物が消費された。

115) 義浄『南海寄帰内法伝』（大正 54, 214a）「其那爛陀寺。法乃更嚴。遂使僧徒數

出三千。封邑則村餘二百。並是積代君王之所奉施。紹隆不絶。」

116) たとえば『大日経略釈』（D14b / P17b）。「一切法を正理によって無生と考察す

ることはまた、聖者・龍樹阿闍梨の著作になる『中論』等の多くのなかに詳し

く述べられ、説き尽くされているから、ここではその義に努力を要しない。」

117)拙論「ブッダグヒヤのタントリズム―8世紀・チベットの仏教統制の一事情―」

『智山学報』第 53輯 ,2004

〈キーワード〉　大乗、真言乗、ヴァルナ制度、カースト、行道
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93) Tib. brang ze khru gang. 敢えて訳せば「一肘ほどのバラモン」だろうが、snātaが

hastaにでも見えたのだろう。意味が通らないので、khruの取意で「沐浴したバ

ラモン」としておく。

94) 『大日経広釈』Vṛtti, 第 15章「秘密八印品」D72b / P183b.

95) 『大日経広釈』Vṛttiのデルゲ版では「漁師」（nya pa）が「親近者」（nye pa）と

なっている。北京版はかすれて読みにくいが nya paである。

96) 注 56,57,58,59参照。

97) 『大日経広釈』Bhāṣya, 第 25章「秘密八印品」D252b / P324b.

98) 「青白」Tib. sngo bsangs.（Mvyut. Skt. Syāmam. Chin. 月白） 黒ずんだ色（美しい顔

色と考えられる）とされる。

99) 『大日経』「囑累品」（第 29章「真言門行菩薩儀軌品」）「色はまた青白であり、

顔はまた輝いて、鼻の形は高く先がとがり、頭と額は広い」（D228b / P193b. 

大正 18, 44c）/ kha dog dag kyang sngo bsangs la / / bzhin yang shin tu bzang 

ba dang / /sna dbyibs mtho la rtshe mo rno / / mgo dang dpral pa dbyes che ba /. 

Chin.「其相青白。或白色。廣首長頚。額廣平正。其鼻脩直面甫圓滿。端嚴相稱。」

100) 山折哲雄 [1964:48] 参照。

101) 「バラモンの（名の最初の部分）は、吉祥（の意を有すべく、）クシャトリヤの

は力に関するものたるべく、ヴァイシャのは富に関するものたるべし。されど

シュードラのは卑しむべきものたるべし。バラモンの（名の後の部分）は、幸

福を意味する（語）たるべく、クシャトリヤのは保護を意味する（語）たるべく、

ヴァイシャのは、繁栄を表す（語）たるべく、而してシュードラのは奉仕を示

す（語）たるべし。」Manusmṛti, 2.31-32.

102) 松長有慶 [1998:287-294]参照。

103) Suttanipāta, 137以下に、有名な「生まれによって賤しい人になるのではない」

の語を提示した後、チャンダーラ族の子で犬殺しのマータンガという人が「梵

天の世界に赴いた」実例を示している。

104) 拙論「『大日経』所説の〈有相と無相〉について」『智山学報』51, 2001参照。

105) 『蘇悉地経』（大正 18, 605c）には「半月半月与持誦者而作灌頂及以護摩」と説く。

106) 『蘇悉地経』（D217a / P279b. 大正 18, 631a）には、上成就として３年、中成就

として６ヶ月、下成就として随時の修行期間を設ける。また「黒白二日、八日、
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82) 松濤誠達 [1992:15]「チャンダーラが固有の言語を話し、あるチャンダーラは『時

ならぬ時に果実を収穫させるマントラを知っていた』とも言われている。特に後

者の場合において、チャンダーラに何等かの呪術性を認めている点に、とりあえ

ず留意しておきたい」。

83) 『蘇悉地経』「そこで、降伏法は、尸林（墓地 dur khrod, śmaśāna）で修するのが

吉祥である。」（D207b / P270a）

84) 『蘇悉地経』「病気がなく、勝れた威光があり、身体に障害なく、勝れた姿であり、

傷がなく、若く、自ら死んだ屍［死体］は（/bdag nyid shi bar gyur ba'i ro/）、ヴ

ェーターラ（死屍）悉地に最勝である（/ro langs dngos grub phyir ni mchog）。」

（D200b / P263a）

85) 山崎元一 [1971:290]　Samyuttanikāya, Ⅰ 166. Ⅶ 7. AN, 1.162などを引く。

86) 『蘇婆呼請問経』（大正 18, 721b）では、四姓観に基づく仏教批判を提示した後に、

「五辛酒肉の家」に近づくのはチャンダーラと同じである、というチベット訳に

はない文言を挿んでいる。

87) 『蘇悉地経』「外道の人と住したり、また論争してはならない。チャンダーラなど

の悪しき種姓（gdol pa la sogs rigs ngan）と真言念誦者は、話してはならない。」

（D173a / P235b）

88) 片岡啓 [2007:63] ジャヤンタは、仏教の平等主義の不徹底を次のように指摘する。

「四種姓の人・四住期の人という形をとるこの《大人》は、ヴェーダの道に［則

って］活動しているので、別の聖典の論者達に［も］同じく否定できない存在で

ある。すなわち、これら仏教徒等という悪者達も、ヴェーダの権威にやはり束縛

されており、不可触民等に触れることを避けている。というのも、［本当に］ジ

ャーティ主義への誇りを捨て去っているのなら、不可触民等に触れることに何の

咎があろうか。」

89) 『成実論』大正 32, 291c.　「外道五神通人に施すに勝る」

90) 『五分律』大正 22,54-55

91) 友松円諦『仏教経済思想研究』第 2巻、春秋社、1965, pp.116-121.「仏教分配と

外道群」参照。

92) チベット訳（および Vṛtti）は牛（ba）を指示しないが、漢訳と Bhāṣyaには、牛

の語がある。
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者寂災色。赤者降伏色。」（大正 39, 632b）また「復次白是寂災色如來部義。故最初。

黄是增益色蓮花部義。故第二。赤是降伏色金剛部義。故第三。青是成辧諸事亦出

生隨類之形。故第四。黑是攝召義。即諸奉教忿怒等所爲衆務。故第五也。」（大正

39, 644a）

76) ヴァルナと色（白・赤・黄・黒）を対応させるのは、ヒンドゥー教では通念とし

てあり、枚挙に暇がない。真言密教とヒンドゥータントリズムとの先後、貸借関

係を論ずる必要があるが、今後の研究課題としたい。

77) 『悪趣清浄タントラ義釈』では、八大竜王を分類して、Anantaと Kulikaは火か

ら生じ、バラモンで白、Vāsukiと Saṅkhaは地から生じ、クシャトリヤで黄色、

Takṣakaと Mahāpadmaは風から生じ、ヴァイシャで赤、Karkoṭakaと Padmaは

水から生じ、シュードラで黒とされる。（D201b / P238b-239a. 中華大蔵経 33-

p.1376）

78) 赤と黄色の混同について、一例として『グヒヤタントラ』では増益法を赤・黄色

としていることなどが挙げられる。

79) 『蘇悉地経』D169a / P231b. 大正 18,603c

80) 『悪趣清浄タントラ義釈』中華大蔵経 33-p.1411.

81) 宋天息災訳『文殊師利根本儀軌』大正 20, 893b. 「燒白檀香恭倶摩香龍腦香。燒

如是等香作護摩法。若爲刹帝利用阿濕嚩他濕柴著火。若爲婆羅門用鉢羅舍濕柴著

火。若爲毘舍用佉儞囉濕柴著火。若爲首陀用阿波摩里誐濕柴著火。如是等皆隨力。

兼用稻穀華同作護摩。作降伏法最爲第一。於後作法准此應知。若爲降伏怨家。各

隨彼彼所用濕柴八千片作護摩。」その他、895b-c, 896aなどに見出される。

S k t .  ś u ṣ k a p u ṣ p a i ḥ  s u g a n d h a i ḥ  c a n d a n a k u ṅ k u m a p a r i p ū r ṇ a ḥ 

karpūradhūpadhūpitoddeśaṃ taṃ kuryāt / (Vaidya 239) yatra karma prayu-

jyate brāhmaṇāreḥ palāśakāṣṭhaiḥ kṣatriyāre aśvatthakāṣṭhaiḥ vaiśyāreḥ 

khadirakāṣṭhaiḥ śūdrārestadanyaiḥ kāṣṭhaiḥ agniṃ prajvālya tadeva karma 

kuryāt / brāhmaṇasya palāśasamidha kṣatriyasyāśvatthasamidhaṃ vaiśyasya 

khadirasamidhaṃ śūdrasya apāmārgasamidhaṃ tadanyairvā yathālabdhaiḥ 

rājyahomānte kuryāt / karmaṃ tathaiva mahārājñā aparājitamūlasamidhaṃ 

juhuyāt / aṣṭasahasraṃ ghṛtāhutīnāṃ aṣṭasahasraṃ ante ca tasyāṃ tadeva 

bhasmaṃ kṣipet /
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60) 『大日経』第 3章「息障品」D176b / P141a. 大正 18, 13c. Tib. rang gi rigs. Chin. 

自種性 .

61) 『大日経』第 20章「受菩薩方便学処品」D219a / P184a. 大正 18, 39b. Tib. rigs. 

Chin. 自種族 .

62) 『大日経』第 2章「具縁品」D163b / P128a. 大正 18, 6a.

63) 高崎直道 [1989]の一連のゴートラ研究を参照。

64) 『蘇悉地経』（D206b / P269b）には「白衣を着たバラモン」「ヴェーダの詠唱」

などが夢の好相として列挙されている。

65) 『蘇婆呼請問経』（D127b / P187a）には「心に適った美しいバラモン」が夢の好

相に挙げられている。

66) 『グヒヤタントラ』（D147a / P208a）には「苦行者」や「バラモン」が夢の好相

に挙げられている。

67) 『金剛手灌頂タントラ』（D33a / P33b）には「バラモン」また「クシャトリヤ」

が夢の好相に挙げられている。

68) 宮坂宥勝 [1994:130]、松長有慶 [1998:274-5]

69) 畢宿：Tib. skye rgu'i bdag. Skt. rohinīnakṣatra. Chin. 世間主。Skt. lokeśvara.

70) 『大日経』外篇「クシャトリヤの家、あるいは王宮」rgyal rigs kyi khyim mam 

rgyal po'i pho brang（D235a / P200a）

71) 『大日経』外篇「染師（洗濯屋）の家」btso blag mkhan gyi khyim（D237a / 

P201b）

72) 『大日経』外篇「チャンダーラの家、あるいは墓場」gdol pa'i khyim mam dur 

khrod（D238b / P203b）

73) 山崎元一 [1971:280 fn46] による。V.S.Agrawala, India as Known to Pāṇini, 

University of Lucknow, 1953, pp.77-79. P.V.Kane, op.cit.,p.168. R.S.Sharma, 

op.cit., pp.125,208.

74) 『蘇悉地経』におけるヴァルナと四種法の対位法について、クシャトリヤの家、

王宮、阿蘭若の火は、増益儀軌に吉祥であることが説かれる（D183b / P245b. 

大正 18, 613a）。また墓場、チャンダーラの家の火は、降伏法に適していること

が説かれる（D184b / P246b. 大正 18, 613b）。

75) 色と行位と部族の観念連合は『大日経疏』でも説かれる。「凡黄爲增益色也。白
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45) 『上禅定品』35偈 , 48偈 D224a / P228b

46) 『蘇悉地経』D172a / P234b.  大正 18, 605c-606a.　また『蘇悉地経』は山を「上

成就」、川を「中成就」、随処を「下成就」とする（D207a / P270a.大正 18, 

626c）

47) 八大仏跡…『蘇悉地経』（D172a / P234b. 大正 18, 605c）にマンダラを描く場所

として挙げられる。Tib. ring bsrel can gyi mchod rten. Skt. dhātustūpa.「八大霊塔」（大

正 18, 619a, 626c）とも記される。

48) 『蘇婆呼請問経』大正 18, 721c.　ただチベット訳にはこうした記述が見あたらな

い。

49) 『蘇婆呼請問経略釈』D39a / P44a.

50) 「八支の道」 Tib. yan lag brgyad lam. 八正道のこと。

51) 一般に仏教徒は托鉢を午前中に行う。また乞食によって在家に迷惑をかけないよ

うにする規定がある。バラモンの食事時の規定として、『マヌ法典』では、薄明

時（4.55）、あまり早い時間や遅い時間（4.62）、日没後（4.75）に食事をしては

ならないとされる。

52) 法天訳『妙臂菩薩所問経』（大正№ 896）は、チベット訳により近い。たとえば

四姓を列挙するが、ヴァイシャ・シュードラに関しては、「乃至毘舍首陀之類」（大

正 18, 748a）としてチベット訳と同様に省略する。その他、語の類似に至っては

枚挙に暇がない。

53) 井狩弥介・渡瀬信之訳注『ヤージュニャヴァルキヤ法典』平凡社、2002、解説

p.338.

54) 「低いヴァルナ」（avaravarṇa）：「農夫たちは仕事にいそしむ。愚かでない主君を

持つ。低いヴァルナの住民が多い。忠実で清廉な人々が住む。―以上が地方の要

件である。」（Arthaśāstra, 6.1.8）。

55) Tib. rigs btsun pa. Skt. Kulamahātmya（『維摩経』「菩薩行品」Chap.10, p.406. 

Chin. 支「性上」、什「威相種姓」、玄「族姓尊貴」）。

56) 『蘇悉地経』 D170a / P232b. 大正 18, 604c. Tib. cho rigs btsun. Chin. 貴族生長 .

57) 『蘇婆呼請問経』D119b / P181b. 大正 18, 720b. Tib. rigs ni btsun. Chin. 族姓生者 .

58) 『蘇悉地経』 D171a / P233a. 大正 18, 605b. Tib. rigs btsun. Chin. 貴族生者 .

59) 『グヒヤタントラ』 D145a / P206a. 大正 18, 762c. Tib. rigs btsun. Chin. 族姓家生。

(52)
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35) 山崎元一 [1990:44]は、バラモンを揶揄したジャータカ（Jātaka, 1.425(N.29, 

p.323)）を引用している。

36) Dumont[1975:72]も仏教文献においてクシャトリヤが最上位におかれること

に注意を払い、これを遁世の観念と関連づけることを主張する。また高崎直道

[1991:233]、袴谷憲昭 [1999:147]も、仏典におけるクシャトリヤ優位の理由を、

バラモンに取って代わってクシャトリヤが実質的に政治や社会を掌握するように

なった時代に仏教が起こり、それ以降もクシャトリヤを中心とする社会動向に敏

感にならざるを得なかった仏教の四姓観を反映しているものとして、諸学者がヴ

ァルナ制度に対する仏教のスタンスを問題にしている。

37) 渡瀬信之 [1990:41]、原実 [1989:132]

38) 渡瀬信之 [1982]。山崎元一 [1980]の次の書の「批評と紹介」参照。Govind P. 

Upadhyay, Brāhmaṇas in Ancient India, A Study in the Role of the Brāhmaṇa 

Class from c.200 B.C. to c.A.D.500, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. 

Ltd., New Delhi, 1979. また遊行期をアーシュラマに編入した経緯に関する

説についての論証（Winternitz, Meyer, Lingat, Dumont, Gonda）とその反論

（Heesterman, Schmidt）については、原実 [1989:fn.22,23]を参照。

39) 菅沼晃『ヒンドゥー教』評論社、1980, p.130. 「ヴィシュヌ神のアヴァターラ（権

化）のうちでは仏陀とカルキとがカリ・ユガにおいて出現するとされるが、とく

に仏陀として出現したときがまさにカーストが混乱し、アーシュラマが乱れる時

代であったとする点は注目に値するであろう。仏陀についで出現するカルキが野

蛮人を亡ぼし、カーストとアーシュラマを確立して人々を真の宗教たるヒンドゥ

ー教に導いたとする主張には、仏教にとってかわってヒンドゥー教がインドの民

衆の宗教となっていった過程が暗示されているように思われる。」

40) Dezso[2005:56,76]　和訳は片岡啓 [2004:17,26]を参照。

41) ヴァルナの混合（varṇa-saṃkara）については、Manusmṛti, 8.353, 10.12, 24参照。

42) 『大日経』には「真言乗」という言葉は見出されないが、『金剛手灌頂タントラ』

（D32b）には「真言乗」（sngags kyi theg pa）という語は見出される。

43) Bhāṣya, D106b / P130a. /bu ‘di theg pa chen po ste/ /sngags spyad tshul gyi cho 

ga yin/

44) D161a / P125a-b、大正 18,4b.　他には大正 18, 17c,18c,19a,19c,46a.
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eteṣām eva varṇānāṃ śuśrūṣām anasūyayā // 91

Arthaśāstra, 3.2.5-8でもほぼ同様なことを説く。

27) Ṛgveda,10.90.12.

brāhmaṇo ‘sya mukham āsīd bāhū rājanyaḥ kṛtaḥ /

ūrū tad asya yad vaiśyaḥ padbhyāṃ śūdro ajāyata //

28) 山崎元一 [1971:299]による。N.K.Dutt, Origin and Growth of Caste in India, 

Vol.1, London, 1931. S.Chattopadhyaya, Social Life in Ancient India, Calcutta, 

1965. R.S.Sharma, Sūdras in Ancient India, A Social History of Lower Order 

down to Circa A.D.600, 2nd rev. ed., Motilal Banarsidass. Delhi etc., 1980.　書評

山崎元一 [1981]参照。

29) Dumont[1980:49]「ヒエラルキーこそが、カースト体系の理解を阻む躓きの石、

主要な障害なのである。」

30) Quigley[1993:16]は、デュモンのバラモン優位観を批判し、バラモンは不可触

民にもなり、不可触民は儀礼の執行者にもなりうる点から、デュモンの浄・不浄

図式を指弾している。

31) 服部正明 [2000:245]　Dumézilは、この三機能体系に基づいて『マハーバーラタ』

の神話を解釈した。

32) 山崎元一 [1990]参照。

33) 禁欲主義、菜食主義、アヒンサーなどの諸要素を、ヒンドゥー教的価値観に由来

するものとして捉える場合もあるが、今はデュモンにしたがっておく。たとえば

インドにおける宗教の肉食のタブーについて、デュモンは、これをヒンドゥー

にはもとからなかったもので、現
サ ン ニ ヤ ー シ ン

世放棄者の宗教からの影響であると指摘する

（Dumont[1980:299]）。

34) デュモンは、ヒンドゥー教が仏教・ジャイナ教の影響を受けて、異端運動を再吸

収した点を、菜食主義とアヒンサーに求めている。「ヒンドゥー教は仏教をイン

ドから追い出し、ジャイナ教を国土のほとんど全域で消滅させることさえできた。

相互的な影響なしにそうなりえなかったことは、一方で真の宗教となった大乗仏

教のありようが、他方でヒンドゥー教のなかにおそらくこれらの異端を模倣した

特徴、つまり菜食主義とアヒンサー〔不殺生〕が存在している事実が裏づけてく

れる。」（Dumont[1975:67]）。また Dumont[1980:補論 B]参照。
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18) 中村元 [1998:496]。Lalitavistara. 仏の入胎の場面など。またジャータカでも同

様で、山崎元一 [1990:50]は次の文言を引く。「諸々のブッダはヴァイシャやシ

ュードラの家に生まれない。世の人々に尊ばれるクシャトリヤの家とバラモンの

家という二つの家にのみ生まれる」Jātaka, 1.49, (N, 28, p.105).

19) 『不空羂索神変真言経』には、真言大悲心十字真言の十二種法の第六「家族具足」

に「バラモン・クシャトリヤに生まれる」とある（大正 20, 322b）。

20) Dumont[1975:67]「インドは、2500年のあいだ、きわめてさまざまな宗派を蓄

積してきたが、基礎宗教とでも呼ぶべきものは原則において何ら変わらなかった

のである。」

21) 山崎元一 [2000]、三田昌彦 [2007:222-225]参照。中世インドの社会的変質を、

封建化論として見るか、地域国家形成論として見るか、という視点の相違だが、

その現象を「ヒンドゥー化」と見る点においては同じである。

22) 小谷汪之 [1989:149][1996:21-23]によれば、カーストという語は、インド諸言

語では jātiとよばれる現実的な人間集団であり、四姓の身分階層とはまったく別

なものであるとされる。だが、しばしば混用されるのも事実である。

23) 山崎元一 [2000]参照。

24) 中村元 [1958:169]は、カースト制度の階級的差別の傾向が「現代インドの発展

を妨げる癌となっていること」を認めている。

25) Dubois[1906:303].　重松伸司氏による指摘。「ヒンドゥー社会でカーストが果た

す役割について、彼は極めて肯定的で積極的な意味を認めていた。」

26) Manusmṛti, 1.87-91.

sarvasyāsya tu sargasya gupti.arthaṃ sa mahā.dyutiḥ /

mukha.bāhu.ūru.pajjānāṃ pṛthakkarmāṇy akalpayat) // 87

adhyāpanam adhyayanaṃ yajanaṃ yājanaṃ tathā /

dānaṃ pratigrahaṃ ca-eva brāhmaṇānām akalpayat) // 88

prajānāṃ rakṣaṇaṃ dānam ijyā.adhyayanam eva ca /

viṣayeṣv a.prasaktiś ca kṣatriyasya samāsataḥ ) // 89

paśūnāṃ rakṣaṇaṃ dānam ijyā.adhyayanam eva ca /

vaṇikpathaṃ kusīdaṃ ca vaiśyasya kṛṣim eva ca // 90

ekam eva tu śūdrasya prabhuḥ karma samādiśat) /



『大日経』サークルの成立与件

205 (48)

華経信仰者は「邪見の人」「外道の言葉を語る」者として擯斥されたものらしい。

5)    仏教教団の庇護者は、インド時代より王族、有力な上流階級、商人層であり、そ

の事情は地域・時代を経てもあまり変わらなかった。社会教化（法施）と僧団支

援（財施）という互恵関係は、ダルマとアルタの関係と等しく、つねに前者が上

位であった。財施・法施の価値について、財施より法施の方により価値があると

いうことがことさらに主張される（『大智度論』大正 25,144c）。

6)     Schopen[2000:16]

7)    袴谷憲昭 [1999]は、Yogācārabhūmiの記述をもとに伝統的な七衆では捉えきれ

ないほど比丘の役割が多様化し階層化したことを論じている。そのことをとり

わけ「営事比丘」（vaiyāvṛtyakara）に焦点をあてて論じている。また袴谷憲昭

[2002: § 5, 6]参照。

8)      Schopen[2000:24]

9)     『宝行王正論』pp.285-287.

10) 片岡啓 [2004:15-17]

11) Ratnāvalī, (Vaidya 310) na bodhisattvapraṇidhirna caryāpariṇāmanā /

uktāḥ śrāvakayāne 'smādbodhisattvaḥ kutastataḥ // 4.90 //

12) 立川武蔵 [1978:36]

13) 近藤治 [1996:8]　氏は中世の時代設定について、おおよそ４つの見解があるとす

る。①宮崎一定に代表されるような、紀元前のマウリア朝を古代的発展の頂点と

見なしそれ以後の分裂時代から中世が開始するという見解、②４世紀のグプタ朝

成立以後を中世とする見解、③グプタ朝崩壊期から中世への移行が解するとする

見解、④古代をヒンドゥー時代、近代をイギリス植民地時代とし、これらの中間

にあるムスリム支配期を中世とする見解である。山崎元一 [1991:47]は③を採用

し、「グプタ朝の衰亡（６世紀）以後 17世紀に至る時代を中世とし、この期間

をさらに 12－ 13世紀を境に前期と後期に分けるのが適当であろう」とする。

14) 前田専学編『インド中世思想研究』1991.

15) Ibid.,「はしがき」参照。なお同書で中村元は中世を「ほぼ普遍的宗教の興起し

たのち、近代的思惟の始まるまでの時期」（「中世とは何か？」p.3）と定義する。

16) 山崎元一 [1976:1-11], 近藤治 [1996:92-107]を参照。

17) 中村元「中世とは何か」Op.cit., p.34.
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山崎元一 [1987] 『古代インド社会の研究―社会の構造と庶民・下層民―』刀水書房

山崎元一 [1988] 「古代インドのバラモン―窮迫時の法をめぐって―」『東洋学報』第

69巻第 1・2号

山崎元一 [1990] 「古代インドのバラモンと王権―法典類、実利論、仏典を史料とし

て―」『國學院大學紀要』28

山崎元一 [1991] 「中世身分制度としてのカースト制度の展開」『インド中世思想研究』

春秋社

山崎元一 [1994] 『古代インドの王権と宗教』刀水書房

山崎元一 [2000] 「日本における南アジア研究を中心に」『東方学』第 100輯

渡瀬信之 [1982] 「Dharmasūtraにおいて見出される Āśrama観」『東海大学紀要文学

部』36

渡瀬信之 [1987] 「ブラーフマニズム社会の形成―Dharmaśāstraにおいて見られるヴ

ァルナ制度の思想―」『文明』50

渡瀬信之 [1990] 『マヌ法典』中公新書

注
1)     『大日経』の成立年代には諸説がある。

①７世紀半説（従来からの通説）：玄奘三蔵の帰唐した年 (644)から、中国へ『大

日経』を送った無行の没年 (674客死 )までの間とする。

②７世紀前半説（松長有慶氏による年代の引き下げ）：玄奘が密教に言及しない

ことが成立年代の上限を定める理由にならないとして上限を引き上げる。

③６世紀半説（A.Wayman 説）：関連するヒンドゥー聖典 (Vāyupurāṇa, 

Agnivaṃśa)が５世紀に成立したことから推定したもの。

2)     「大乗真言行道」…『大日経』（D160b / P125a, 大正 18, 4b／ D163a / P127a-b, 

大正 18, 5c）

3)    Schopen[2000:25]「般若波羅蜜の敵対者とは「よく説かれた法と律」に入った僧

であり、おそらく大乗が明らかにそれらのなかに地盤を獲得することを絶望しつ

つも願望していた既成の僧院教団の僧たちだった。」

4)    『法華経』「法師品」「勧持品」など。阿練若、僧院（塔寺）に住む比丘等から法
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高崎直道 [1991] 『インド思想論』法蔵館

中村元 [1958] 「人間の平等―インド思想史における一問題―」『日本仏教学会年報』

　　　23

中村元 [1997] 『インド史Ⅱ』春秋社

中村元 [1998] 『インド史Ⅲ』春秋社

袴谷憲昭 [1999]「Yogācārabhūmiにおける 64種の有情分類リストについて」『駒澤

短期大学研究紀要』第 27号

袴谷憲昭 [2002]『仏教教団史論』大蔵出版

服部正明 [2000] 「ヒンドゥー教研究の進展」『東方学』第 100輯

原実 [1989] 「家長期」『インド哲学と仏教』平楽寺書店

平川彰 [1991] 平川彰「初期大乗仏教における在家と出家」『仏教学』第 31号

保坂俊司 [1986] 「シク教の思想　そのカースト制批判について」『東方』２

松長有慶 [1998]『松長有慶著作集　第二巻　インド密教の構造』法蔵館

松濤誠達 [1992]「出家修行者とチャンダーラ」『仏教学』第 32号

三田昌彦 [2007] 「第 6章　カナウジの帝国」山崎元一、小西正捷編『南アジア史』　

山川出版社

宮坂宥勝 [1994] 『インド学密教学論考』法蔵館

山折哲雄 [1964] 「Varṇaと Jāti―カースト形成の背景―」『鈴木学術財団年報』1

山折哲雄 [1966] 「カーストにおける汚れ (āśauca)と浄め (śuddhi)」『金倉博士古稀記

念 :印度学仏教学論集』

山崎元一 [1971] 「古代インドの賤民制―不可触賤民チャンダーラを中心として―」

『東洋学報』第 53巻第 3・4号

山崎元一 [1976] 「古代インドの村落と土地所有―『マヌ法典』『アルタシャーストラ』

を史料として―」辛島昇編『インド史における村落共同体の研究』

東京大学出版会

山崎元一 [1980] 「G.P.ウパーディヤーイ著 古代インドのバラモン BC.200年頃～

AD.500年頃のバラモン階級の役割に関する一研究」『東洋学報』

第 62巻

山崎元一 [1981] 「R.S.シャルマ著　古代インドのシュードラ―西暦 600年頃に至る

下層階級の社会史―」『東洋学報』第 63巻
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eral View of Society in Indiānd General Remarks on the Caste Sys-

tem. 引用は『カーストの民』重松伸司訳注、平凡社、1988による。

Dumont[1975]　Louis Dumont, LA CIVILISATION INDIENNE ET NOUS, Armand 

Colin Editeur, Paris. 引用は『インド文明とわれわれ』竹内信夫・

小倉泰訳、みすず書房、1997による。

Dumont[1980]　Louis Dumont, HOMO HIERARCHICUS, The Caste System and Its 

Implications, Complete Revised English Edition, The University of 

Chicago Press, Chicago. 引用は『ホモ・ヒエラルキクス　カースト

体系とその意味』田中雅一・渡辺公三共訳、みすず書房、2001による。

Olivelle[1993]　P. Olivelle, The Āśrama System, Oxford

Quigley[1993]　Declan Quigley, The Interpretation of Caste, Clarendon Press, Ox-

ford

Schopen[2000]　小谷信千代訳『大乗仏教興起時代　インドの僧院生活』春秋社

Wayman[1992]　Alex Wayman, R. Tajima, The Enlightenment of Vairocana, BookⅠ 

Study of the Vairocanābhisaṃbodhitantra, Motilal Banarsidass, 

Delhi

片岡啓 [2004]　バッタ・ジャヤンタ作『聖典騒動』序幕・第一幕（和訳）、『人文知

の新たな総合に向けて』（京都大学文学部 21世紀 COEプログラム

「グローバル化時代の多元的人文学の拠点形成」）第二回報告書Ⅴ〔文

学篇 2　翻訳・注釈〕

片岡啓 [2007]　   正しい宗教とは何か── Bhaṭṭa Jayanta 作 Nyāyamajarī「聖典権威

章」和訳──『哲学年報』（九州大学文学部）66

小谷汪之 [1989] 『インドの中世社会』岩波書店

小谷汪之 [1996] 『不可触民とカースト制度の歴史』明石書店

小谷汪之 [1997] 『インドの不可触民』明石書店

辛島昇 [1991]　 「経済組織としてのヒンドゥー寺院―中世南インドの寄進刻文に見

る社会変化とヒンドゥー寺院」『インド中世思想研究』春秋社

近藤治 [1996] 　『インド史研究序説』世界思想社

杉木恒彦 [2007] 『サンヴァラ系密教の諸相 行者・聖地・身体・時間・死生』東信堂

高崎直道 [1989] 『如来蔵思想Ⅱ』法蔵館
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『蘇悉地経』: Toh807, Ota431. 大正№ 893. Susiddhikaramahātantrasādhanopāyikā-

paṭala.

『蘇婆呼請問経』: Toh805, Ota428. 大正№ 895〔cf.896〕. Āryasubāhuparipṛcchā-

nāma-tantra.

『 蘇 婆 呼 請 問 経 略 釈 』: Toh2671, Ota3496. Āryasubāhuparipṛcchā-nāma-

tantrapiṇḍārtha.

『大日経』: Toh494, Ota126. 大正№ 848. Mahāvairocanābhisambodhivikurvatī-

adhiṣṭhānavaipulya-sūtrendrarājā-nāma-dharmaparyāya.

『大日経広釈』:

Bhāṣya: Toh2663, Ota3487. Vairocanābhisaṃbodhimahātantra-bhāṣya.

Vṛtti: Toh2663A, Ota3490. Vairocanābhisaṃbodhitantrasya padavṛtti-nāma.

『大日経略釈』: Toh2662, Ota3486. Vairocanābhisaṃbodhitantra- piṇḍārtha.

『大日経疏』：大正№ 1796. 『大毘盧遮那成佛経疏』

『不空羂索神変真言経』: Amoghapāśakalparāja. 『不空羂索神変真言経梵文写本影印版』

大正大学綜合仏教研究所・中国民族図書館共編、1996. Toh686, Ota365. 大正

№ 1092.

『文殊師利根本儀軌』: 大正№ 1191. Mañjuśrīmūlakalpa. Based on the edition by 

M.M.T. Ganapati Shastri, 1925 (3 vols.), reprint: Delhi : Śri Satguru Pub-

lications 1989, pp. 1-722. Cf. also Āryamanjusrimulakalpa. In: Mahaya-

nasutrasamgraha, part II, ed. by P.L. Vaidya, Darbhanga 1964 (Buddhist 

Sanskrit Texts 18). Input by members of the Sanskrit Buddhist Input Project. 

参考資料
Dezso[2005]　Csaba Dezso, MUCH ADO ABOUT RELIGION BY BHATTA JAYAN-

TA, New York University Press JJC Foundation

Dubois[1906]　Abbe Jean Antoine Dubois, Hindu Manners, Customs and Ceremo-

nies, Translated from the Author’s Later French Ms. and Edited 

with Notes, Corrections and Biography, by Henry K. Beauchamp, 

C.I.E.(3rd. edition The Clarendon Press, Oxford, 1906), PartⅠ, Gen-
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て転換させられ、有の実践道は徹底した空の教理にさらされた。この双方向

の力の相克こそ、真言密教という宗教に内在するエネルギー源であったと言

えるであろう。

文献

Arthaśāstra: R.P.Kangle, The Kautṭitīya Arthaśāstra, A critical Edtion with a Glos-

sary, Second edition, University of Bombay 1969. 上村勝彦訳『カウティリヤ

実利論 ―古代インドの帝王学　上 ･下』岩波文庫、1984. 電子テクスト資料『古

典インド法典テクストファイル』徳永宗雄氏作成参照

Dharmaśāstra: P.V.Kane, History of Dharmaśāstra, Poona, 5vols.

Manusmṛti: Manusmṛti with the Sanskrit Commentary Manvartha-Muktāvalī of 

Kullūka Bhaṭṭa, ed. J.L.Shastri 1983.  (Compared with the edition of Kashi Skt 

Series 114 ed. Haragovinda Sastri.) 渡瀬信之訳『マヌ法典』中公文庫、1991. 

電子テクスト資料『古典インド法典テクストファイル』矢野道雄・井狩弥介氏

作成参照

Ratnāvalī: Ratnāvalī ed. P.L. Vaidya, Madhyamaka shastra, Darbhanga : Mithila 

Institute, 1961 (Buddhist Sanskrit Texts 10). Input by members of the Sanskrit 

Buddhist Input Project. 『宝行王正論』『大乗仏典　14　龍樹論集』春秋社、

2004（初出 1974）

『悪趣清浄タントラ』: Toh483, Ota116. Sarvadurgatipariśodhanatejorājāyatathāgat-

asya-arhatesamyaksambuddhasya-kalpa-nāma.

『悪趣清浄タントラ義釈』: Toh2624, Ota3451. Durgatipariśodhanārthavārtika-

nāma.

『グヒヤタントラ』: Toh806, Ota429. 大正№ 897. Sarvamaṇḍalasāmānyavidhi-

guhyatantra.

『金剛手灌頂タントラ』: Toh496, Ota130. Ārya-vajrapāṇi-abhiśeka-mahātantra.

『上禅定品』: Toh808, Ota430. Dhyānottara-paṭalakrama.

『上禅定品広釈』: Toh2670, Ota3495. Dhyānottarapaṭala-ṭīkā.
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現世放棄型宗教に置いて、社会制度に迎合的な態度は基本的にとらな

かった。その基本姿勢は釈尊から大乗仏教、そして真言密教において

も維持されている。その信
プリンシプル

条はやはり龍樹に求められ、ブッダグヒヤにおい

てもその規範は踏襲されている。ブッダグヒヤにおける王法と仏法との関係

は明らかな形では伺うことができないけれども、『大日経広釈』（Bhāṣya, D150b / 

P187a）で、ブッダグヒヤは「世間の王に十善業道の教勅を説く」という何気ない

言葉を発している。これは龍樹以来の伝統を意識している。龍樹は『宝行王

正論』のなかで、王に対して法を要約して教示する文脈で十善業道を説いてい

る（Ratnāvalī, 1.7-10）。ブッダグヒヤが龍樹を規範としているのは、他の箇所でも

確認される116)。ブッダグヒヤが生きた 8世紀という時代は、ハルシャの帝国

以後の混乱の時代である。ハルシャ王の死後（647年）、プラティハーラ朝、パー

ラ朝、ラーシュトラクータ朝が、三つ巴の抗争を繰り広げる。ブッダグヒヤ

が見出した育成すべき王は、すでにインドになく、チベットの王に求められ

た。チベットの賢王として名高いティソンデツェン王（742-797）その人である。

ブッダグヒヤは彼の王と書簡を交わし、その持てる教えをすべてチベットへ

と伝えた。その後、仏教はインドの歴史の表舞台から大きく退き、チベット

へとその命脈を保っていくことになる。

民族の宗教観念には大きな相違があるはずだ。なぜインド的宗教である真

言密教が、中国、チベット、モンゴル、日本などにおいて採用されていったか。

それは呪術性、儀礼性のゆえである。さまざまな要素をふんだんに取り入れ

たからこそ、地域を越えて宗教が伝播したのだと言える。大乗仏教の要件の

一つである行道（caryā）を『大日経』の真言行道は大きく展開してみせた。後世

におけるタントラ分類法で、『大日経』は行（caryā）タントラと称されるが、117)

まさにその面目躍如たるものがある。その行位である四種法は、仏教の教義に

基づく、機能的類別によるヴァルナ制度の再秩序化と言えるだろう。再秩序化

によって、ヒエラルキーの体系は、タテのヒエラルキーから横の価値体系へ

と移行をはたした。こうした機
ファンクショナリズム

能主義によって、仏教はヒンドゥー・カース

トへの対応を試みたのである。巧みな読み替えの技術とヴァルナ制度の機能

主義的解釈によって、真言密教は大乗をインドの基礎宗教に沿うように仕立

てあげ、儀礼によって作りかえた。空の教理は、徹底した有の実践道によっ
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重視について、新たな視点から考察すべきであろう。インドにおいて宗教と

いう価値理念を代表する語は「ダルマ」である。この宗教理念は、政治理念と

してのアルタに先行する。しかしながら仏教、とりわけ密教は、このアルタに

ついて高い価値づけをおこなっている。こうしたアルタ重視の性格は、バラ

モン的価値観においてはあまり見出すことができず、アルタは政治、王権が管

掌する領域と見なされるのが通例である。縷々述べたように、インドには二

つの宗教タイプがある。カーストの宗教であるヒンドゥー教と、それと対峙

して、社会生活から離脱した現
サ ン ニ ヤ ー シ ン

世放棄者の宗教とである。ジャイナ教は、仏

教と同じく現世放棄型の宗教であるが、こうした利益の重視を行うことが少

ない。現世利益を志向する真言密教は、カーストの宗教と現世放棄者の教団

宗教との両立という立場を可能ならしめたが、なお生産という経済的観念に

ついてまで及ぶことはなかった。

カーストを否定しながら、現世の利益を重視する傾向を発展させたのが、

後に出てくるシク教である。保坂俊司 [1986]は、シク教にはカースト否定の

原理に加えて、世俗における生産の重視が見られるがゆえに、近代インドの

発展を支える価値を創出したとするが、これは注目すべき見方であろう。生

産の重視が経済的な発展へと単純に結びつくかどうかはなお議論されるとこ

ろであろうが、仏教が衆生利益を目途としながら、なおそれが経済的な生産

性という方向へは向かわなかった理由は、仏教が現世放棄者の宗教であった

がゆえであり、その基本的方向を崩しては、インドで仏教は成立し得なかっ

たのである。

まとめ
バラモンとクシャトリヤとの互恵関係と同様に、仏教教団と王権との

関係は、基本的にダルマ―アルタの上・下構造とパラレルである。中村元
[1997:304]が「仏教教団は国家権力に対して抗争的ではなかった」というよう

に、仏教もインドの基礎宗教と同じ立場をとった。だがヒンドゥー教が聖職

者と支配階級の癒着という形をとって、社会秩序維持の装置として働

いたのに対して、仏教はダルマ―アルタの図式をとりながら、足場を
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の浄法（saṃskāra）を仏教は全面的に採用した。インド社会では護摩法などの

供儀執行はバラモンが専有していたのであって、仏教に改宗したバラモンは

古来多いから、当然仏教徒になってからも供儀を行うこともあったであろう。

問題はそれをどのように仏教的に解釈するか、ということであり、すでに阿

含経典において、護摩の炎を仏教的に解釈する試みがなされている（求那跋陀

羅 112)訳『雑阿含経』）113)。『大日経』「世出世護摩法品」では、バラモンの事火

法を外護摩、仏教の護摩法を内護摩とし、44種のバラモンの事火法を、息災・

増益・降伏の 3種にまとめている。供儀には、いわゆる 7種の供養（①花、②香、

③焼香、④供物、⑤灯、⑥法衣、⑦瓶）を捧げるのだが、四種法の分類表でも見た

ようにさまざまな種類の品物のリストが列挙されている。『大日経』では護摩

儀礼が終わった後、弟子は阿闍梨に対して、その力量に応じて供物を捧げな

ければならないことが説かれている。次のようである。

『大日経』第 2章「具縁品」（D173a / P137a）

護摩の後に真言者（阿闍梨）は　弟子に布施をうながす

　　金、銀、宝　馬、さらに象と

　　ラクダ、牛、水牛、衣　さらにはどんなものでもよい

　　そのとき弟子は恭しく　信をもって

　　心に喜びを生じて　師に布施をささげる

―つづけて師は弟子に「サンガに対してあまねく与えよ」と告げる。ここ

での弟子とは大乗真言行道において灌頂を受ける、社会のあらゆる階層の人

間である。『宝行王正論』でも見たように、僧院にはさまざまな財物が捧げら

れた。供儀に必要とされる供物は膨大であり、中世インドのヒンドゥー寺院

に残っている記録を見ると、それらが想像以上に大規模な消費を伴っていた

ことがわかっている114)。また信者からの寄進のみならず、僧院の収入源として、

寺院付属の荘園からの貢納・租税があった。インドに渡航した義浄三蔵（635-

713）が述べているように、僧徒 3000人を有するナーランダー寺院は 200箇

所もの荘園を有したという115)。これは歴代の王が奉施したものであった。

7. 現世利益・有情利益の重視

密教経典にはとりわけ「有情利益」ということが説かれる。こうした利益の



蓮花寺佛教研究所紀要　第二号　総合研究

214(39)

って師弟関係が成立する。また出家主義によって家住期（gṛhastāśrama）が忌避

されるから、アーシュラマを奉ずるバラモン・ヒンドゥー教徒は、仏教への

改宗を嫌った。かつバラモンないし再生族（dvija）は学生期（brahmacarya）が

あるので、ヴェーダに始まる学問の継承は慣習的制度としても定められてい

た。しかし仏教は、社会的に公認された教育体制を持たず、しかもヴェーダ

と異なる新しい学処を課されることをおそれて仏教に寄りつかない者も多か

ったため、後継者確保に関してある種の困難を伴っていた。そのため仏教は、

インド社会で広く受け容れられていた方法を次第に取り入れ、後継者の確保

に努めた。ヒンドゥー教で行われる入門式（upanayana）は、学生期に入るバラ

モン・クシャトリヤ・ヴァイシャら再生族のために執行される。学生期の本

務のひとつとして灌水（abhiṣeka）があげられるが（Arthaśāstra.1.3.10）、こうし

たヒンドゥー儀礼が仏教側にも採用された。密教における重要な通過儀礼で

ある灌
アビシェーカ

頂は、阿闍梨と弟子との師弟関係を確立するために行われる儀礼であ

る。それはヒンドゥー社会の成員が、仏教に改宗する際に、違和感なく受け

容れられるものであったろう。

6. 僧院経済と供儀

僧院や修行者は基本的に独自の生計手段を持たないから、王をはじめとす

る信者（善男子・善女人）たちの寄進によって生活が維持される。ヒンドゥー

教徒が「王の庭園」と揶揄する仏教僧院は、非常に裕福であった。ショペン

は僧院に寄進を促すものとして、①静慮と読誦、②僧院の美術品、③僧院の

不動産の高価さ、④僧院の自然の美しさ、⑤清掃と説法、⑥輪廻図、⑦個人

所有の仏教美術、を挙げて、西洋の僧院と同様に「組織経済と資金調達とに

関するほとんど普遍的とも言える原則」すなわち「金が金を呼ぶ」さまを描

写している 111)。

8世紀のインド仏教において、さらにこれに付け加えるに、護摩＝火の供

養儀礼（homa, Tib. sbyin sreg, / āhṛti. Tib. sreg blugs）を挙げておかなければならない。

ウェイマンは『大日経』の作者を「仏教に転向したバラモン」としているが、

こう結論づける理由は、護摩法に関する部分を根拠にしている。いつごろか

ら仏教徒も護摩法を修することになったのか、判明としないが、バラモン教
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そもそも菩薩には在家の方が多かったものと思われる（袴谷憲昭 [1999:151]）。

大乗経典において頻繁に登場する善男子・善女人（良家の子女）、彼らは在家者

であり 110)、『大日経』もまた善男子・善女人に向かって説かれている。在家

菩薩は世俗の生活を営みながら、五戒乃至十善戒を保持して、かつかなり専

門的な種々の行道を踏み行っていた。『大日経』「受方便学処品」はそうした

テーマで一貫している。『大日経』における戒律は十善戒であるが、これは在

家者の戒であり、大乗菩薩の戒である（平川彰 [1991]）。出家者が保つ波羅提木

叉ではなく、わざわざ十善戒を説く点に、彼らの菩薩としての世俗生活を重

んじる性格を伺うことができる。

　

4. 真言行道 ―ヴァルナの機能主義的解釈―

真言行道には灌頂、マンダラ、ホーマなど、さまざまな儀礼、修行法があ

るが、ヴァルナ制度との対比においてとりわけ注目されるのが、四種法（息災・

増益・敬愛・降伏）である。すでに見たように、四種法とヴァルナ観念とはおの

おの対応しており、ヴァルナ制度の秩序の枠組を横倒しにして、上下関係か

ら並列関係にヒエラルキーを配置しなおした。ヒエラルキーの諸要素を組み

込んだ修行法が開発されたが、これは今までの大乗の実践道には見られない

新たな方法であった。カーストの宗教の枠組を採用したからと言って、仏教

は社会差別を容認したという意味ではもちろんない。仏門に入った已灌頂者

はすべて「大乗において生まれた」と見なされ、すべて「如来種姓」となる

ことを忘れてはならない。四種法は、ヴァルナの機能的な類別を試みたもの

と捉えるべきであろう。ヒエラルキーは堅持されているが、そこには人権的

な価値基準の要素は入っていない。むしろバラモンからチャンダーラに至る

まで、真言行道は人的ソースをその機能にしたがって余すことなく有効活用

し、仏教的な再秩序化を試みたと考えられる。

5. バラモン的素養 ―教育システムの標準化―

バラモン・ヒンドゥー教は出自・血統によって後継者が維持され、弟子の

育成には事欠かない。しかし仏教者は原則として出家しなければ専門的宗教

者にはなれない。仏教の場合、生まれに基づく紐帯を断って、儀礼的絆によ
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いては〈声聞乗と大乗〉という対位となる。

大乗仏教の教義学的議論として、世・出世の対比については、世俗と勝義

の二真理説があり、『大日経』もそれを継承している。注釈者のブッダグヒヤは、

世俗と勝義との二諦説からほとんどすべてを説明しようとしている 104)。この

勝義と世俗の区別が、仏教における上下一体のヒエラルキー構造の根本的性

格である。

2. 大乗仏教教団内の真言コロニー

『大日経』は自らが大乗の徒であることを高唱する。「真言門に菩薩行を修

する諸の菩薩」と称される、真言行者たちは、大乗の徒であることを深く自

認していた。真言コロニーの母胎となったのは大乗菩薩教団であり、彼らは

出家在家を問わず、僧院の内外で活動している。真言行者はかなり専門的な

修行に取り組んでいた。その日常生活は四六時中修法に明け暮れていたもの

らしい 105)。修行期間も月の決まった日に行うという定例日から、随時、６ヶ月、

３年という修行年限を設けている場合もある（『蘇悉地経』）106)。

一般に大乗仏教は声聞乗へ堕することへの忌避の念が強い。『大日経』で

も同様であり、外篇では、声聞乗が本経を偽作と見なすが、彼らは地獄へ赴

くと断じている。『金剛手灌頂タントラ』でも四姓で法に精進しつつ、真言乗

を修得しようという者を入れるべきだが、声聞乗・独覚乗は除くとする。大

乗の菩薩は生死（現世 pravṛtti）にも涅槃（現世放棄 nivṛtti）にも赴かない、その

両者の中間である。真言行道においてはその立場を〈有相と無相〉という。

3. 真言行者の菩薩としての性格 107)

真言行者は指導者と帰依者からなる信仰者集団を形成していた。彼らがマ

ンダラを描いた場所は、山・川などの自然、仏塔や僧院、地域コミュニティ

の聖域などである。彼らは遁世者だが、孤立しているのではなく、僧院とそ

の周辺を絶えず回流している。『蘇悉地経』には入曼荼羅の場面で四衆を伴っ

ていたことが語られる108)。このような特殊な能力の獲得（死屍法、隠身法など）

を説く経典が出家・在家ともに行われていた 109)。真言行者はおそらく出家・

在家はそれほど問題とされなかった。彼らが菩薩であることは間違いないが、
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密教においては、ヒエラルキーの体系が人目につかない、目立たない形で現れ

ていることを見てきた。師弟関係の基礎、灌頂儀礼、マンダラ、修行法（四種法）

などの具体的な場面において、つねに暗黙的、潜在的に、ヴァルナのヒエラル

キーが前提とされている。しかしそれを前提としながら、真言密教は、機能主

義的立場を採用することによって、ヒンドゥー教とはまったく異なる形で、〈世

俗に内属する遁世者の教団〉という相対立する立場を可能ならしめた。そうし

た立場を実現した『大日経』サークルは、いかなる集団によって、どのようにし

て形成され、維持されてきたか、その与件を順次挙げていくことにしたい。

1. 現世主義と現世放棄の対位法

インドには厳格な意味での社会の外部に、そして上位に位置する、世俗外

個人たる現
サ ン ニ ヤ ー シ ン

世放棄者が存在している。これらは教団を通じて社会内で活動し

ている。あらゆる教団はサンニヤーシンによって創設され、世俗的な行者を

別として、大部分が教団の核を構成するサンニヤーシー体制を含む。この教

団はカーストを超越し、すべての人に開かれている（Dumont[1980:349]）。イン

ド社会の上部にサンニヤーシンの教団宗教があり、彼らは世俗社会を超脱し

た修行生活を送っていた。そうした無数の教団がインドに存在したが、中世

にそれらはほぼ消滅し、異端学派は仏教とジャイナ教に収斂していった。異

端派の仏教は、世俗宗教のヒンドゥー教と対峙する出世間の行道を選択した。

現世主義のヒンドゥー教と、現世放棄者の教団宗教である仏教は、おのおの

が独立して進行しながら、しばしば鋭く対立したり、相互に影響を受けたり

しながら、基礎宗教の上に重なっていった。

デュモンらが提示したインド社会の大枠をふまえた上で、改めて仏教の歴

史を追っていく必要があるだろう。仏教の出家主義はつねに世間・世俗・在家、

つまり社会の存在が前提とされている。仏教教団内の出家なり在家なりの個

別的な視点から眺めても問題はおそらく未解決なまま残されよう。大乗仏教

起源論における出家と在家の議論が錯綜しているのも、前提となる社会の基

礎構造を含んだ全体的な視点を見出すことが、なかなかできないでいるから

ではなかろうか。こうした対位は位層を移して様々な形態を取る。社会的次

元においては〈仏教とヒンドゥー教〉という対位が、仏教教団内の次元にお
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定の社会層の身体的特徴を示唆しているように思われる。

『大日経』外篇においては、四種法とヴァルナとを対応させている。息災

＝バラモン、増益＝クシャトリヤ、敬愛＝ヴァイシャ（染師）、降伏＝シュー

ドラ（チャンダーラ）である。こうしたヒエラルキー世界のなかで真言行者は生

活をしている。密教の立場はいわゆる現世利益であるといわれるが、そこで

の現世とは、インド社会においては、カーストという階層的な現実世界にほ

かならない。ヴァルナの職業機能に基づく類別観念は、『マヌ法典』に見出さ

れる（バラモンは吉祥、クシャトリヤは力、ヴァイシャは富、シュードラは奉仕）101)。真

言行道はこうした 4ヴァルナの枠組を、修行法に転換し適用したものと考え

られる。4つのコードの変調から世界全体を分析的に捉えようとする態度が

四種法には見られる。

ヴァルナ制度外とされるチャンダーラなどのパーリアに対する『大日経』

の立場は不明である。経典にはそうした被差別民については何ら説かれてい

ない（先述のとおり、外篇と注釈中に触れられるのみである）。だが経典成立後、時

代が下って外篇（修行儀軌）が付加され、注釈が行われる流布期になると、ヴ

ァルナ制度のヒエラルキーは前提として認識されるようになった。これが

後期密教になると、チャンダーラの成仏が積極的に説かれるようになる 102)。

これを「仏教タントラの目標とした強烈な社会否認の反骨精神」（松長有慶

[1998:290]）と捉えるか、あるいは社会的に仏教がそうしたパーリアに版図を

求めざるを得ない状況に追い込まれていった結果としてみるか、今後の研究

の進展をまたねばならない。おそらくそれらの相互作用として採用された新

思想によって、仏教タントリズムにおける平等観念は顕著な発展を遂げ、む

しろ初期仏教に見られるような平等主義的立場へと戻っていった103)。

『大日経』サークルの成立与件
さてこれまでヴァルナ制度を基軸とする初期中世（8世紀）のヒンドゥー社会

のなかで、真言密教がいかなる状況のもとにあり、ヴァルナ制度とどのように

向きあっていたのか、という問題を、『大日経』における種姓、ヴァルナ、バラ

モンといった語を中心にして見てきた。仏教は現世放棄者の教団宗教であり、

ヒエラルキーと対立する平等主義的な理念を伝統的に保持してきたが、真言
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ていたとき、バラモン等の外道たちが邪妄へ向かい、生物をつねに殺す

等の罪業を行う者たちが、生物を殺す量を減らすために、天に施食を与

えるときに生き物を殺すことを除いて、その他のときに生物を殺さない

ということ等を外道の聖典中に善分として説かれることと、バラモンの

ヴェーダ中に火を説くこと等を、世尊自らが説いたと知るべきである。

―文脈は、いわゆる護摩法を説いた箇所の冒頭である。バラモンの血の供

儀を改変させるために、大日如来がまだ菩薩であった頃、ホーマの意義を説

いたものとする。

以上、『大日経』および『大日経広釈』における種姓、ヴァルナ、バラモ

ンの用例について考察を行った。『大日経』における「種姓」の語は、とりわ

け阿闍梨と弟子の資格要件を説明する際に使用される。同様なことは『蘇婆

呼請問経』、『蘇悉地経』、『グヒヤタントラ』でも見られ、阿闍梨の相、また

弟子や同伴者の相として「高貴な家系」（rigs btsun pa, cho rigs btsun pa）が言われ

る 96)。仏教は原則として種姓を問わないが、真言門における行者は基本的に

種姓が清浄であること、すなわち高位のヴァルナであることが要件とされて

いることが注目される。「高貴な家系」とは、『大日経広釈』ではバラモンと

クシャトリヤであると解説している 97)。さらに付け加えて、漁師等の賤
パ ー リ ア

業者

に秘密印を与えてはならないという解説をブッダグヒヤは施しているが、お

そらくこうした差別思想を緩和するためであろう、さらなる解説を提示して、

出自としての家
ク ラ

系をマンダラ諸尊の部
ク ラ

族として意味転換を図り、実際上のパ

ーリア問題を回避している。

『大日経』第 29章「真言門行菩薩行儀軌品」（漢訳は「囑累品第三十一」）では、

『大日経』の教えをむやみに他人に説いてはならないとして、教授すべき弟子

の相を説くが、皮膚の色は「青白」98)であり、鼻は高くとがっており、端正

な姿をそなえていることが言われる 99)。形質人類学の分野でリズレー（Herbert 

Hope Risley, 1851-1911）が、皮膚の色（アーリアンの肌は白、ドラヴィディアンは黒）、

鼻の高低（上級カーストは高鼻、下級カーストは低鼻）といった身体的特質に着目し、

それらがカーストの序列と比例相関関係にあることを人口調査（census report）に

基づき論証しようとしたことが思い起こされる（結局こうした人種理論の試みは徹

底的な批判にさらされたのであるが）100)。これらは、『大日経』サークル内のある特
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じたもののうち、剣と如意宝珠を上、上記バラモン等を中、宮殿等を下と解

釈している。『大日経』本文中に見出される各種の夢の好相を、カテゴライズ

するなか、バラモンは「地から生ずる瑞相の中等」と位置づけられている。

3. 『大日経広釈』Bhāṣya, 第 14章「阿闍梨真実智品」（D227a / P286b）

　　世間の人とは、「沐浴したバラモン 93)、梵行者とも言われる」ということ

である。

―この箇所は先述したとおりである。世間者（外教）と出世間者（仏教）とを

分けている。こうした分類的、二項対立的なカテゴリー思考がブッダグヒヤ

の思弁の特徴であり、またインド思想の一傾向である。

4.　『大日経広釈』Bhāṣya, 第 25章「秘密八印品」（D252b / P324b）

「家系を具えた者」とは、バラモンとクシャトリヤたちに与えられるが、

漁師等の賤種たちには与えられないということである。

―「家系を具えた者」（rigs dang ldan pa）は、Vṛttiでは「（父方の）家系が尊い

者」（cho rigs btsun pa）94)とある。「漁師等の賤種たち」（nya pa la sogs pa rigs ngan 

pa rnams）とは、しばしばチャンダーラなどのパーリアが漁撈を営む場合が多

いことが想起される95)。『大日経』は基本的に上位ヴァルナ志向であるが、あ

からさまな差別的表現は控えられている。見出すとすれば、この箇所のブッ

ダグヒヤの注釈くらいであろう。もしこのとおりとすれば、真言行への入門

の道を下位ヴァルナには閉ざしていたことになる。だがここでブッダグヒヤ

はさらに次のような別様の解釈を施している。

「第二には、〈家系を具えた者〉とは、如来部族と蓮華部族の諸尊に依り、

そこに住する、ということである。第三には如来部族等の真言行を勤修

して専心する者たちに、ということである。」（Ibid.）

―つまりここではヴァルナとクラ（kula）との観念結合があると言える。そ

こでの kulaは、いわゆる親族概念のクラン（氏族＝父系出自集団）ではなくて、

マンダラ諸尊の部族と解釈される。こうした教義的解釈により、実際上のパ

ーリア問題を回避したものと思われる。

5. 『大日経広釈』Bhāṣya, 第 29章「真言門行菩薩行儀軌品」（D256b-257a / 

P330b-331a）

　　　ここでそれらの由来を説く。それはまた、世尊が過去に菩薩行を行じ
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っていたようである。こうした仏教徒の曖昧な態度を、ヒンドゥー教徒は次

のように鋭く衝いている。つまり、仏教は反ヴェーダ・反ジャーティ主義を

謳いながら不可触民を避けるのは不徹底であり、彼らも結局はヴェーダの権

威に束縛されているのだ、という批判がなされる 88)。しかしそうした批判は、

真言密教においては適用しがたい。ヒンドゥー教のチャンダーラに対する接

触タブーは不浄観念に基づくが、真言密教はチャンダーラの呪的機能を活用

して、それを行位に取り込んでいるからである。

以上、『大日経』におけるバラモンの用例を 3つ取り上げ、ヴァルナ制度

のヒエラルキーが真言密教においてどのような形で摂取されているか、考察

を進めてきた。さらに『大日経広釈』Bhāṣyaにおけるバラモンの用例を検証

しておこう。

1. 『大日経広釈』Bhāṣya, 第 1章「住心品」（D83b / P100b）

さてまた「布施の器を求めて与える」というのは、父母と師と阿闍梨と、

四ヴェーダを熟知したバラモンに与えるならば、彼らは施処であって福

徳が無辺となるのであって、彼らは布施の器である、と思って布施を行

う、それはまた善を生ずる因であって、葉のごとくに見られる。

―両親、師、阿闍梨と同列にヴェーダを熟知したバラモンが置かれている。

「順世の八心」と言われる、人が順次に欲望生活から目覚めて宗教的な生活を

送るまでを、種子から萌芽して蕾・葉・花・果実にいたるまでの植物の成長

段階に喩える。父母・師長・バラモンに布施する心は、8段階のうちの第 4

番目の「葉種（葉の段階）」である。仏教の僧団史としては、一切平等（畜生に

施すのも福を得る）という立場に反するように、仏教は他宗教に対する贈与を

行ってこなかった 89)。律にも捨堕法の一つとして「外道、男女裸形に施すの

を禁じる」90)とある 91)。こういった他宗教への姿勢は『大日経』の寛容の立

場と大きく異なっている。

2. 『大日経広釈』Bhāṣya, 第 2章「具縁品」（D114b / P140b）

傘と花と白い服を着飾った娘と、悦ばしい親類たちとバラモンと牛 92)

たちは、地から生じた瑞相の中等である。

―夢の瑞相を述べるうち、地から生じた瑞相と、空中の瑞相、聖者の瑞相

の 3つの相に配して、さらにそれらを上・中・下の 3つにわける。地から生
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塗香

龍脳香、栴檀、

ヒ
シュリーヴァーサカ

マラヤマツ香

鬱金香・沈香・石

蜜の混香、安息香・

栴檀・酪の混香

赤い塗香

赤栴檀と蘇合香

と炭を混ぜた黒

塗香

焼香 白檀、龍脳香、

芳
ウシーラ

根香

黄色の香 赤い香 白膠香と石蜜

の混合物

花

白蓮華、素
スマナ

曼

花、末
マーリカー

利花、

ジ
ユーティカー

ャスミン

黄
チャンパカ

花樹の花、

ジ
ユーティカー

ャスミン 赤い花

青蓮華・青菖蒲、

青い花

壇木 畢
プラクシャ

洛叉樹（無花

果）、憂
ウドゥンバラ

曇鉢樹

畢
プラクシャ

洛叉樹（無花

果）、憂
ウドゥンバラ

曇鉢樹

佉
カディラ

儞囉樹、無
アショーカ

憂

樹、夾
カラヴィーラ

竹桃

墓場の木、

ヴァラーカ樹

油 胡麻油 胡麻油 芥子油 芥子油

衣 白 黄 赤 青

―ヴァルナ制度における上下の階層的秩序が、四種法においてはその座標

軸が横倒しにされ、並列的な対位となっていることが理解されよう。こうした

ヴァルナと行位の対位法は、後世、『文殊師利根本儀軌』などに明確に見出さ

れる81)。

降伏法において、チャンダーラなどのパーリアが修法対象になる理由は、

不浄観念の働き・機能を逆に利用して、行者が負の力を帯びることで黒魔術

的な呪力を発揮することができるとされるからである82)。たとえば降伏法は

墓場で修するのがよいとされ83)、また死
ヴェーターラ

屍法などで用いられる屍体は、自殺体

やパーリアの屍体がよいとされる（『蘇悉地経』）84)。

第五のヴァルナ＝アウトカースト＝不可触民であるチャンダーラは、共同

体の外縁、たとえば墓地周辺などに居住し、生活区も隔離され、村落の共同

井戸とは異なる別の専用井戸を持ち、狩猟、屠殺者、屍体処理、不浄物の清

掃などの生業に従事し、不潔で貧しい生活環境にあった。バラモンをはじめ

とするヴァルナ社会の成員は、チャンダーラとの接触をできるかぎり忌避す

る。初期仏典では、チャンダーラが社会に存在することは認め、その上で、

彼らが正しい信仰を持ち、出家して修行に励むならば、何の差別もなく、平

等である、という立場をとる 85)。だがチャンダーラを差別する傾向も認めら

れるのであって（山崎元一 [1971]）、密教経典でも修行者はチャンダーラに近づ

いてはならないと規定する（『蘇婆呼請問経』86)、『蘇悉地経』87)）。主として仏教徒

一般は、不浄なチャンダーラと接触してはならないというインド的通念に従
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ある黒となる。

―つまり息災＝白、増益＝黄色、敬愛＝赤、降伏＝黒という色彩イメージ

が投影されている。これは『大日経疏』でもほぼ同様である75)。一般にヴァ

ルナ制度は色と対応するとされ、バラモン（息災）は白、クシャトリヤ（敬愛）は

赤、ヴァイシャ（増益）は黄色、シュードラ（降伏）は黒とされる76)。同様なこと

は『悪趣清浄タントラ』のなかにも見出すことができる77)。しばしば赤と黄

色が混同するが 78)、『蘇悉地経』では、真言に関して、息災法は仏部、増益法

は蓮華部、降伏法は金剛部の真言を用いることが説かれる79)。『悪趣清浄タン

トラ』では息災法を金剛部、増益法を宝部、敬愛法を蓮華部、降伏法を羯磨

部と規定している 80)。諸経典でその配当には異同があるけれども、ここには

行位とクラとヴァルナとの観念連合がある。以下に見るように、色を基軸と

して、社会階級、修行法、目的、方位、場所、時間、香花等の供養物といった、

さまざまな意味観念の機能体系がある。『大日経』外篇に依拠して、四種法の

分類を図示してみよう。

Skt.
Tib.

息災
śāntika
zhi ba

増益
pauṣṭika
rgyas pa

敬愛
vaśīkaraṇa

dbang du byed pa

降伏
ābhicārika

drag shul spyod pa

目的

解説等の成就、

魑魅の除障、長

寿

宝剣の受持、転

輪王、財産の獲

得

他者（男女・王臣・

神鬼）の使役

捕縛、忿怒等に

より損害を与える

方位 北 東 東南 南

開門 ― 西 東 北

採火 バラモンの家 クシャトリヤの

家、王宮

染師の家 チャンダーラの

家、墓

土地の色 白 黄 赤 黒

修法場所 川岸、蓮池の辺、

滝、湖の島

山頂、牧場、塔 空室、独樹下、墓、

天女処、窟

墓、寂静処、

阿蘭若、園林

日時 白月 5,4,10, 満月 白月3,5,7, 満月 黒月 9日 黒月 8,14日

曜日 月、金 水、木 日、火 土、火

炉 円 四角 三角 三角
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増益（pauṣṭika）護摩法においては、「クシャトリヤの家、あるいは王宮」70)、敬愛
（vaśīkaraṇa）護摩法においては、「染師（洗濯屋）」71)、降伏（ābhicārika）護摩法におい

ては、「チャンダーラの家、あるいは墓場」72)から採火することが規定されている。

息災・増益・敬愛・降伏の修法は「四種法」と言われ、真言行の基礎的な修行法

である。『大日経』外篇ではヴァイシャに相当すべき語が「染師」とされ、シュ

ードラに相当すべき語が「チャンダーラ」とされるが、四種法とヴァルナとの明

らかな対位法が見出される。多くの仏典ではチャンダーラをヴァルナ外として

差別するが、パーニニやパタンジャリは、チャンダーラを含むパーリアをシ

ュードラの範疇に入れている73)。『マヌ法典』でも第五のヴァルナは存在しな

いとして、混血族の義務をシュードラ一般と同列に扱う。『大日経』はむしろ

こうしたインドプロパーの記述に近しいのかもしれない。『大日経』本文にお

ける四姓の語はバラモン、クシャトリヤを除き、ほとんど見出すことができない

が、外篇の四種護摩法の採火の場面において、息災＝バラモン、増益＝クシャト

リヤ、敬愛＝染師（ヴァイシャ）、降伏＝チャンダーラ（シュードラ）とがそれぞれ

対応させられている。ちなみに『蘇悉地経』でも四種法における採火の場所を

ヴァルナと対応させている 74)。

ブッダグヒヤの注釈では、四種法と色とは対応関係にある。3例ほど示し

ておく。

1.　『大日経広釈』Bhāṣya（D122a / P150b）

白色、青等は、息災、増益、降伏の事業の標識であって、それらを一つ

に集めるのは、一切の事業をなすのである。

2.　『大日経広釈』Bhāṣya（D122b / P151a）

それは「白、赤、黄色等」というのは、光と色、それらに備わるもので

あって、息災と増益等の一切の事業をなす標識である。

3.　『大日経広釈』Bhāṣya（D134a / P164a）

白は法界の自性である。同様に法界と転じた後、方便門から有情利益を

なす悲によって、執着（敬愛）の自性の赤となる。その後、有情利益、それ

自体は増益と転じて、増益の相は黄色となる。同様に増益の後、一切を

なすことができるであろう。それ故、その後、緑色の一切色となる。同

様に一切の事業ができれば、諸々の凶悪者と害敵を教化する降伏の相で
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漢訳はバラモンの語に相当する箇所を「淨無垢」と訳出している。文脈は、

灌頂の場面、三昧耶戒壇の作法中、弟子をマンダラに引入する前日という状

況である。もし弟子が夢を見た場合に、その好相を列挙するなか、バラモン

が挙げられている。同様なことは『蘇悉地経』64)、『蘇婆呼請問経』65)、『グヒ

ヤタントラ』66)、『金剛手灌頂タントラ』67)でも説かれ、吉夢の相として、白

衣を着たバラモン、ヴェーダの詠唱を聴くことなどが挙げられる。それとは

反対の事象が凶夢であるから、実際に他の経典には、夢にチャンダーラの姿

を見ることなどが凶夢として挙げられてもいる 68)。仏教の基本的立場は「世

典を敬わず」というものだが、『大日経』においてはヴェーダ学者やバラモン

は基本的に敬意を払うべき対象である。

2. 『大日経』第 18章「阿闍梨真実智品」（D217a / P182a, 大正 18, 38b）

それ故にその者は如来であり　その者は等覚といわれる

仏・菩薩　梵天、ヴィシュヌ、大自在天

日天、月天、水天　インドラ、畢宿（Chin. 世間主）69)

時
カーラ

、ヤマもまたその者であり　地天、弁才天である

バラモン、沐
ス ナ ー タ カ

浴行者　梵行者とも言われ

徳ある漏尽の比丘　一切の秘密を持する者である

―漢訳は「梵志」としている。文脈は、阿闍梨を各種の言葉で讃歎した箇

所である。注釈ではこれらを分類して、超俗の神（仏・菩薩）と世俗の神（梵

天、ヴィシュヌ、大自在天…、地天、弁才天まで）、世俗の宗教者（バラモン、梵行者）

と超俗の宗教者（比丘）とに分類している。阿闍梨を讃歎する譬喩として、バ

ラモン、さらに沐浴行者（snātaka. 家長期に入る学生）、梵行者（brahmacārin. 学生期

にある禁欲者）を挙げて称揚している点は、『大日経』がバラモン的素養に非常

に近しい立場にいたことを示唆するものであろう。

3. 『大日経』外篇第 30章「息災護摩儀軌品」（D232b / P197b）

次に火炉を栴檀で塗って、甘い香りの白い花びらを撒いて、バラモ

ンの家から火をもらって、忿怒王で洒水を行って、イチジク樹とウドゥ

ンバラの薪を扇で点火する。

―息災（śāntika）護摩法を修する際に、その採火をバラモンの家から行うこ

とが外篇儀軌に定められている。後で詳しく図示することにするが、同様に
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えば、わずかに 3カ所のみ記される。1カ所はチベット訳の外
ウッタラタントラ

篇儀軌であり、

他の 2カ所も必ずしも漢訳はバラモンの語を明示していない。クシャトリヤ

の語は 1カ所のみ外篇で使用される。ヴァイシャ・シュードラの語は使用さ

れない。バラモンに関する少ない用例を以下に示しておこう。

1. 『大日経』第 2章「具縁品」（D163b / P128a, 大正 18, 6a）

大我（なる者）よ、汝らは　無比なる財を今日得るのだ

なぜなら仏子とともなる　すべての大我によって

汝らは皆この教えに　摂受されて生まれつつあるから

それ故に汝らは大乗において　明日生まれるであろう

夢などにおいて　僧院や美しい緑地

種々すばらしき房舎　同様にまた楼上

剣や如意宝　傘蓋や種々の花

白い服を着た美女　愛する親族や子供たち

経巻、さらにバラモン　仏陀、独覚

また勝者の声聞　菩薩・大我が

果を得ることや　湖や海を越えるのを見て

さらに空からの　意に適った吉慶の語

欲するところの果を生ずるとの声　それらの夢が

吉兆であると見なされる　賢者はそれと反対の

夢を凶と知るべきである　よき誓戒を汝らは

朝にすべて私へ告白しなさい

―阿闍梨を大日如来、弟子を金剛薩埵として、灌頂儀礼を受ける弟子は、「大

乗において生まれる」62)と表現される。こうした観念は、上位 3ヴァルナが

再生族と呼ばれ、学生期にバラモンの師のもとへと入門することが二度目の

「誕生」（Manusmṛti, 2.68）を意味することと通底する。仏の職位を嗣ぐことを、

しばしば大乗経典では「如来の家に生まれる」と言う。こうした観念は、jāti, 

gotra, kula, vaṃśaといった、出自、系譜、血統、種族、階級、所属、性質などの、

一連の「種」を意味するコトバの語源学的問題と関わる 63)。仏の法門に入り、

仏子（jinaputra）となることを「生まれる」と見なして、種の正統性が、「誕生」

という隠喩によって示される観念がある。
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ダラを造壇して、弟子を引入する場面である。その弟子の資格として高貴な

家系であることが挙げられている。同様なことは『蘇婆呼請問経』57)『蘇悉

地経』58)でも説かれ、『グヒヤタントラ』でも弟子が入門する際に貴賤が問わ

れる 59)。

3. 『大日経』第１５章「秘密八印品」（D214a / P179a, 大正 18, 38b）

秘密主よ、それらは秘密印であって、諸如来の秘密であるが、灌頂

された者、（父方の）家系が尊く（cho rigs btsun pa）、意欲があり、至誠堅

固であり、師を尊敬し、恩義を知り、おおいに清浄であり、自身と命に

も顧みない者を除いて、他人に与えてはならない。

―漢訳は曖昧に「其性調柔」と訳出する。如来の秘密印を已灌頂者、貴種、

美徳を具えた者以外には与えてはならないとしている。cho rigs btsun paとは、

いわゆるクラン（氏族＝父系出自集団）である。クランが上位であることを求め

ている。6、7世紀のインドでは、王位継承の際に即位灌頂が行われ、正統ク

シャトリヤの出自を誌した王統譜が作成されるなどして、氏姓カリスマを保

持することが一般に行われている。

4. 『大日経』外篇第３６章「如来出生大曼荼羅加持品」（D245b / P210a）

さてその後日、弟子で、大いに信があって、大いに清浄であり、法

について勤めて、（父方の）家系が尊く（cho rigs btsun pa）、信解が広大な者、

一人あるいは二人あるいは三人どれでも望む者たちを摂受する」

―これも 2の例と同様に、マンダラに入る場面で弟子の要件として、貴種

が挙げられている。

このほか、ニュートラルな意味における族（kula）としての用例が、『大日経』

第 3章「息障品」60)、第 20章「受菩薩方便学処品」61)などに見られる。

次に『大日経』のバラモンに対する態度を見ていきたい。『大日経』では『蘇

婆呼請問経』のようなバラモンに対する嫌悪感はまったく説かれず、むしろ

ヴェーダの権威を承認し、ヴェーダ学者や浄行バラモンを経典と同列の価値

あるものと位置づけている。同じ密教経典でもバラモンに対して温度差があ

る。『大日経』におけるバラモン観、そしてヴァルナ制度にどのように対処し

たか、という問題を考察したい。

『大日経』における四姓の記述は少ない。「バラモン」という語について言
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関する立場はそれぞれ異なる。平等、各別、上位の二ヴァルナのみ特別、と

いう三者の立場がある。『大日経』における立場は何か、結論的に言うならば、

基本的な平等を認めながら、上位ヴァルナ志向であり、機能的な類別をはか

っている、と言える。その微妙な立場をこれから順次見ていきたい。煩瑣な

用例を示すことになるが、コンテクストを理解するために、できるだけ引用

を示しておきたい。

ま ず「 種 姓 」　（Tib. rigs btsun pa, cho rigs btsun pa . Skt. abhijana, abhijāta, 

kulamahātmya）55)の問題について見ていくが、『大日経』は上位ヴァルナ層を

かなり意識しているものと思われる。阿闍梨と弟子の要件として、「高貴な家

系（貴種）」であることが求められている。

1. 『大日経』第２章「具縁品」（D160b / P124b, 大正 18, 5b）

金剛手よ、マンダラを安立するものを聞きなさい。先ず第一に阿闍梨

は意を菩提心にとどめ、智慧を持ち、堅固であり、悲を具え、技芸等に熟

練し、般若波羅蜜の理趣において常に巧みであり、三乗の別なることを知

り、真言の真実義に習熟し、思いを知り、諸仏・菩薩たちを信じ、マンダ

ラを描く作業を為すことを許可し灌頂された者である。

高貴な家系（rigs btsun）は真言行において　精励して決定し

ヨーガに巧みにして能く持ちつつ　菩提心に安住する

秘密者の主よ、そのような阿闍梨は勝者の子であって、諸仏・菩薩た

ちによって称賛されるのである。

―漢訳は「其性調柔」と曖昧な訳出を施している。さまざまな阿闍梨の要

件（漢訳でいわゆる阿闍梨の十六徳と言われる）の一つとして、高貴な家系である

ことが挙げられている。同様なことは『蘇悉地経』でも説かれる 56)。

2. 『大日経』第２章「具縁品」（D162b / P126b, 大正 18, 5b）

さて、その後の日中に    弟子で信があり高貴な家系（rigs btsun pa）で

かつ三宝を信じ　深い智慧を具え

意欲盛んにして戒を具足し　忍辱を有し、慳悋でなく

勇猛であり誓願の堅固なる者を　十人か、八、七、五、或いは

一、二、四人より越えてもよい 　遅滞せず事業を摂受すべきである

―この箇所を漢訳は「生種姓清浄」としている。テクストの文脈は、マン
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避けた。『蘇婆呼請問経』の当該コンテクストが、ヴァルナ制度の価値観から

なされる仏教批判という文脈から、バラモンの権威の引き下げを企図した文

脈へとニュアンスを変えたのには、そうした社会状況の変化が背景に存在し、

それが経典の変遷に映し出されたと考えられる。

真言行者を醸成したコロニーは、大乗教団であったことは間違いない。彼

らは山・川などの自然、仏塔や僧院、地域コミュニティの聖域を自由に環流

しつつ、社会内のさまざまな階層と接触した。インド社会に張りめぐらされ

た秩序の網は、ヴァルナ・アーシュラマの法であり、カーストの宗教である。

バラモンを支配装置とする社会制度が強化されるなか、反ジャーティ主義の

仏教は行為主義を堅持し、あくまでも身口意の行為の浄性を追求する方向を

失わずに、その宗教的資質を保持した。

真言行者はその資質を同じくする信奉者たちでサークルを形成し、修行に

励んだ。彼らの生計の資は托鉢であった。通常、乞食の際には貧富貴賤の別

を問わず、順次に家を訪ねるのが慣例だが、シュードラの多い村を選び、な

かにはバラモンの家を避けたりすることも行われていた。地方（janapada）の

要件として「低いヴァルナの住民が多い」54)ことが挙げられる（Arthaśāstra, 

6.1.8）。おそらく真言行者は地方村落へと移動したが、彼らの生計は、次第に

先細りになっていったであろう。バラモン・ヒンドゥー教徒が居住分布を急

速に拡大し、ますます下層民衆にまで及んでいくなか、ヒンドゥー教徒の存

在しない地域を選択するならば、必然的に真言コロニーは縮小に向かわざる

を得ないからである。当時の仏教徒はヒンドゥー社会のなかでさまざまな苦

慮を経験していた。そうした対社会的な作用・反作用的影響によって、大乗・

真言門が発達・変質させていったものが、儀礼すなわち行道（caryā）であった

と考えられる。これからその真言行道の本質を見ていくことにしたい。

『大日経』におけるヴァルナ観念
『瑜伽師地論』には、大乗種姓、声聞種姓、独覚種姓といったことが説かれ、

唯識説の五性各別の議論にもなり、種姓の問題は通仏教的な根本問題である

が、『大日経』等の密教経典における種姓はそうしたコンテクストでは使用さ

れず、ヴァルナとしての種姓である。密教経典においては、ヴァルナ制度に
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の多い村落に居住しなさいという文言から察して、シュードラに対する親和

感が認められる一方で、バラモンを高慢で無慈悲な存在と見なし、バラモン

への嫌悪感が顕著になっており、シュードラとバラモンが対比的に語られて

いる。チベット訳は、仏教の四姓平等の立場からの発言というよりむしろ、

シュードラとバラモン双方の対等を説いている、あるいはバラモンの権威を

低く見積もろうとしている目論見がある。両訳が相違する理由は、善無畏の

増広意訳によるものか、あるいは後代に改訳が施されたものであるのか、お

そらく前者であると思われるが、さらなる解明は精緻な研究の進展をまたね

ばならない。いずれにせよ、何らかの時代状況の変化を反映していると考え

るべきであろう。一つの経典にも流布の過程で変移があり、漢訳（726年訳出）

とチベット訳（訳者不明、9世紀初頃訳出か）とではおよそ百年近い訳出年代の開

きがある（善無畏訳と宋代の法天訳との間でも遷移が認められ、法天訳はチベット訳に近

い）52)。

僧伝によれば善無畏（637-735）は、東インドのクシャトリヤの出自で、王

位継承争いを辞退して仏教へ入信した。善無畏が大半を生きた 7世紀という

時代は、帝国崩壊後の混乱の時代で、政治制度はサーマンタ・システムへと

移行しつつあり、クシャトリヤは毀誉褒貶が激しく、しのぎを削る時代であ

った。彼自身、それに翻弄された人である。政治権力は、バラモンの宗教的

権威を利用して、地域社会の秩序を確立することに努めた。バラモンを権威

とする中世的カースト社会がいっそう強化され、仏教は社会的影響力を急速

に失っていく。中世インド社会では、王や藩
サーマンタ

侯によるバラモンへの土地・荘

園の施与が頻繁に行われ、ブラフマデーヤ村落（王がバラモンに寄進した村落）

ができていく。バラモン・ヒンドゥー教は、仏教に対する攻勢をいよいよ強

めていく。祭式学派のミーマーンサー学派の学匠クマーリラ（7世紀）が、仏教

を異端学派と見なして敵愾心を露わにしたのも、まさしくこの時代である 53)。

善無畏の時代はまだ『マヌ法典』的な社会義務観念が流通していただけかも

しれないが、以後急速にバラモンが権威化しヒンドゥー教の攻勢が強まって

いった。地位向上に伴い権威主義的にふるまうバラモンのなかには、仏塔崇

拝を否定する者まで生じる事態に、おそらく仏教教団は危機感を抱いたであ

ろう。嫌悪感を募らせた仏教徒は、バラモン・異教徒との共住をできるだけ
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バラモンの（食事）時は午後であるから51)　バラモンの家に行ってはならない
（18）

善と不善を知って掌握すれば　バラモン・シュードラに差別はない

ただ衆生の心が、彼はバラモン　シュードラと分別するだけである（19）

真実道の善縁に従うならば　シュードラも生死なきところへ趣く

誤った道に入り悪行を保てば　いかなるバラモンも恐ろしい地獄へ堕ちる

（20）

身体を有する者は垢を具えており     それは他（教）によって浄められず

それは罪を除くことと　あらゆる福徳を得ることで清まる（21）

―この箇所は、漢訳とチベット訳では微妙にコンテクストが異なっている。

チベット訳は、シュードラが多く豊かな農村で托鉢することを説き、バラモ

ンに対する批判的言辞が目につく。漢訳はかなり増広され記述的であり、4

つのヴァルナの構成員が従うべき生活義務をそれぞれ提示する。もし真言行

者がバラモンならば、仏教の真言など唱えずに、ヴェーダの祭祀、六法（ヴ

ェーダの教授と学習、自他のための祭祀、布施の授受）を行い、結婚して跡継ぎを

得なさいという批難がヒンドゥー教徒から向けられるであろうと説く。同様

に、クシャトリヤならば、祭祀、施与、ヴェーダの学習を行い、外敵を倒し

なさい。ヴァイシャならば、貿易して財を得よ。シュードラならば、農耕し、

バラモンを供養しなさい。要するにヴァルナの法
ダルマ

に従えという批判が仏教徒

に向けられる。漢訳の文脈では、真言行者が、ヒンドゥー法典的なヴァルナ

観念によって批判される態が描写されている。

だが両訳とも、業によって果が決まり、生まれは関係がないという仏教の

基本的立場は失っていない。身体性に由来する垢（煩悩）や悪業は、罪悪を払拭

することと、福徳を身につけることによって浄化されるという行為主義の立

場をとる。ヒンドゥー教が、カーストの特質である浄・不浄の観念と、ケガ

レを除くための浄化儀礼を著しく発達させた一方で、仏教やジャイナ教とい

う異端派は行為に基づく浄性を説いた。その基本線は、各種の儀礼を発達さ

せた真言密教においても堅持されている。

漢訳は、ヴァルナ体制下にあるヒンドゥー教徒から、一般に仏教がいかな

る批難を受けるかをニュートラルに説いている。チベット訳は、シュードラ
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種のサークルやパーティを形成していたことは間違いない。都市と農村の差

異、地域差も考える必要があろうが、彼らは孤立しているのではなく、僧院

とその周辺を絶えず回流しており、当時の多くの現世放棄者（saṃnyāsin）とと

もにインド社会を浮遊していた。教団と現世放棄者との両者は矛盾するもの

ではなく、教義という紐帯で結ばれつつ協働する修行者集団こそ、純粋な、

しばしば排他的な教団を容易に形成する。

真
マントラ

言を唱える民間信仰者の存在は、インド社会では通例である。仏教内で

も出家在家にかかわらず、真言は行われていた。『蘇婆呼請問経』では、師に

つかず真言を唱えて財物を得て妻子を養う、擬装した仏教徒、真言行者が存

在していたことを伝える 48)。民間宗教者、僧院の比丘、大乗仏教徒、真言行者、

彼らの生活手段は基本的に乞食によって支えられていた。『蘇婆呼請問経』で

は、托鉢のための生活地域を、ヒンドゥー教徒が少なく、飲食が多く、村落

の中心地からほど遠くないところに求めている。少し煩瑣になるが、ここに

その引用をチベット訳で示してみよう。漢訳（善無畏訳）は散文体で、訳者であ

る善無畏の解釈をふまえた意訳が多くなされているようであり、それだけよ

く意味が通るが、チベット訳は偈文で意味が取りづらい。チベット訳は特に

乞食の語を提示しないが、ブッダグヒヤの注釈では、この引用箇所は「修行

者が乞食に随順する境に住する所用」49)についての説明としている。

『蘇婆呼請問経』第 2章第 13－第 21（D120a / P182a-b, 大正 18, 721a-b）

あまり近すぎず遠からず　飲食多くしてシュードラが多く

衆生を養う住みよい村     バラモン・外道の人がいないところに拠る（13）

慢心で昂ぶったバラモンどもは　家系（rigs）を誇って慈悲がなく

彼らは善逝の塔に　供養するのを見て邪魔さえするであろう（14）

バラモンは仏性からほど遠く　詠唱中のバラモンにシュードラが

恭敬と祭祀をおこすならば　シュードラでさえも真言を唱える（15）

天と客を供養することと六法と　王と火天に仕えることと

子のために奔走することなどは     バラモンの決まったさだめである（16）

クシャトリヤ、バイシャも自らの義務を      果たすことを疑わない、という

種々の妄語と錯誤によって　自他の心は焼かれる（17）

八支の道 50)に住する者は常に　日中の間までに乞うべきである
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感じて、そこに寄り添いながら、さらに自らを従来の大乗を乗り越える新し

い存在として意識していたことを意味する。

経典には「真言門に菩薩の行を修する諸の菩薩」と記される、彼ら真言菩

薩たちの具体像はいかなるものであったか。まず彼らが居住した生活空間を

考察したい。真言行に必須のマンダラを描く作業には、まず土地の選択をす

る必要がある。そのロケーションとして、次の地が挙げられているが、これ

らは彼らが好んで居住した区域を示唆しているであろう 44)。

①果樹が多く清水の湧き出る山林：山林、山峰、巌窟、寒林、

②水鳥がいるような大きな川の辺：清泉、河流、川の合流地点、河洲、綺

麗な池

③仏跡・聖者ゆかりの土地、僧院：仏・声聞・独覚により慰撫された土地、

立派な僧院、阿練若、住居（華房）、僧房、高楼、チャイティヤ

④世俗の清浄な場所など：苑、祠（火神祠）、牛舎、牛欄、四衢道、独樹下

⑤瑜伽上の瞑想処：一切諸天の住居、神室、大天室、空室、忙怛哩天室

―マンダラを描くべき場所について、ほぼ同様な記述は『上禅定品』45)、『蘇

悉地経』などにも見られる 46)。第一に挙げられるのが山や河川であるが、こ

れは仏教徒のみならず、他宗教もまた好んで居住したロケーションである。

仏跡としては、『蘇悉地経』では具体的に「八大仏跡」を挙げている 47)。仏教

僧院を挙げている点において、彼らが僧院内に住む場合もあることをうかが

わせる。寺院の外部においても内部においても密教は成立しており、ここに

おいて取り立てて彼らに特有な性格を見いだすことはできない。しかしそれ

ゆえに彼らが仏教徒としてインドの風景のなかに溶け込んでいたことを意味

する。他教との競合も、それゆえに起こったであろう。

『蘇悉地経』『蘇婆呼請問経』では、真言行者が複数人のパーティを組ん

で修行していたことがわかる。それを「同伴者」（Tib. gYog. Skt. bhṛtyaḥ, anucaraḥ, 

paricārakaḥ, kalpakārakaḥ, puruṣaḥ, upasthāyakaḥ, paricāraḥなど）と言い、自ら明確な選

別意識を持ち、ともに密接な同士的結合を持ちつつ、修行に励んでいた。「同伴」

はまた「助伴」とも訳され、召使いや従者という意味合いもあるから、おそ

らく指導者と帰依者からなる信仰者集団であったろう。それがいわゆる結社
（Bund）や教団（Sect）を形成していたかどうか、定かではないが、彼らがある
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―「大乗の真言行道の儀軌」（theg pa chen po’i/ /gsang sngags spyod tshul cho ga. Chin.「大

乘眞言行道法」）43)と言われる。文脈は、阿闍梨が弟子を勧発する場面で、大日

如来が金剛薩埵に対して「息子よ」と呼びかけながら、大乗の真言行道を説

いている。

2. 『大日経』（D163a / P127a-b, 大正 18, 5c）

秘密者の主よ、大乗を修習していない者たちが、真言行の理趣を見て、

或いは聞くとき、心に歓喜や、或いは信心を少しも生じないのであるが、

秘密者の主よ、かつて大乗・真言行の理趣たる無辺の門を発起して修習

した者たち、彼らは金剛薩埵であって、彼ら自身の利益のためにこの数

量を為したのである。

―漢訳では「大乘眞言乘道」とする。真言行道の修習には、大乗の修習が

前提とされる。そして大乗を学ばない者は、真言行道に対して信心を生じな

いと言われる。「大乗・真言行の理趣」（theg pa chen po gsang sngags spyad pa'i tshul）

を修習する者を金剛薩埵としている。

3. 『大日経』（D168b / P132b, 大正 18, 9a）

大乗の果を生ずる　真言行の理趣の最勝を

汝、大薩埵が　尋ねたことを説き明かそう

―「最勝眞言道」と言われる。「大乗の果を生ずる、真言行の理趣の最勝」

（/theg chen ‘bras bu ‘byung ba yi/ /gsang sngags spyod pa'i tshul gyi mchog）とは、大乗にお

ける悟りの果実を結実させるために、真言行道があるということを意味する。

大乗における真言行道という新しい仏教部門の旗揚げは、真言門こそが最上

の大乗の実践道に他ならないという、大乗のさらなる革新を志す心性から発

せられたものであろう。

のちの経典流布期においては、この大乗と真言乗との二つの立場の差異は、

大乗のなかの波羅蜜門と真言門という二分法をもって理解される。つまり両

者は、大乗における普通部門（顕教）と特殊部門（密教）という二つの実践道に

おける修行法の相違として区分けされる。経典成立期と流布期との間にはホ

ルダーの意識に位相があるかもしれないが、いずれにせよ、大乗の徒である

ことの自覚と宣揚という心理の裏面を見れば、「真言門」と称する密教の菩薩

信団（それは出家・在家を問わない）が、それまでの大乗仏教に強いシンパシーを
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インドで民衆とともに修行生活を送っていたことが僧伝から知られる。つま

り比丘僧院内の比丘、周辺の比丘、脱俗の行者、在俗の行者の 4つのタイプ

を一人で体現している。このような仏教僧がむしろ当時は一般的であったの

かもしれないとすれば、彼らが属する密教世界に、なぜこのような類型が生

じたか、カテゴリーの内容はいかなるものであるか、そしてカテゴリー間の

移行はいかになされるか、その相互作用はどのようであるか、問われなけれ

ばならない。

社会学者や人類学者は、複雑な事象を読み解き把握するために、便利な概

念や用語を採用して、類型的モデルを作りあげるが、そうしたカテゴリー論

では把握できない事象が多く、それらの範疇から漏れる諸要素をすくい取っ

て、新たな問題設定を行う必要があるのではないか。問題とすべきは、真言

行者がどのような環境のもとで、自己を形成し、他者と対峙していたか、ま

たいかにしてその内実を保ったか、ということであろう。

真言行者は、経典中ではさまざまな呼び方がなされる。「念誦の人、持誦の

人、持真言者、行人、行者」（mantrī, mantravicāraka, mantradhara, sādhaka）などである。

これらの真言行者は中世インド社会でいかなる地歩を占めたか。またどのよ

うな社会成層に受け容れられたのか、または受け容れられようと企図したの

か。真言密教の資質・性格はどのように形成され、規定されたか。異なる階

層間にどのような離反があり、かつ癒着や統合があったか。それらを批判的

に浮かび上がらす作業を通して、7、8世紀における真言行者たちのエートス

を探りたい。

真言コロニーの形成と資質
真言行者が仏教徒として、とりわけ自らが大乗の徒であることを高唱して

いる点は注目に値する。テクストでは、大乗と真言乗 42)（あるいは真言行道）と

が同格のコンパウンドで結ばれていることが見出される。『大日経』第 2章「具

縁品」から用例を示しておこう。

1. 『大日経』（D160b / P125a, 大正 18, 4b）

汝は大道の器であるから　息子よ、ここで大乗の

真言行道の儀軌を　汝に正しく教えよう
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　　『聖不空羂索大儀軌』　7800偈　4巻

　　『聖最勝明経』　4500偈　15巻

　　『聖金剛手灌頂タントラ』　3600偈　12巻

　　『一切タントラ集』　12巻

　　『聖蘇悉地経』 2100偈　7巻

　　『聖大日経』　1950偈　6巻　150偈

　　　　その注釈　阿闍梨ブッダグヒヤ作　2300偈　7巻　200偈

　　『聖一切悪趣清浄威光王儀軌』　700偈　2巻　100偈

　　　　その注釈　阿闍梨ブッダグヒヤ作　3000偈　10巻

　　『聖蘇婆呼請問経』　350偈　1巻　50偈

 　　　その注釈　500偈　5巻

　　『聖上禅定品』　110偈

 　　　その注釈　阿闍梨ブッダグヒヤ作　900偈　3巻

―ここでは 9聖典、4注釈の合計 13点を記している。ここに記される 4注

釈（『大日経略釈』、『悪趣清浄タントラ義釈』、『蘇婆呼請問経略釈』、『上禅定品広釈』）がす

べてブッダグヒヤ作である。『デンカルマ目録』のなかに、8世紀当時の密教

が典型的に示されていると言える。『大日経』はその密教を構成する一つの大

きな要素である。8世紀インドの密教世界が成立した基盤としての諸条件を、

『大日経』を中心視座に据えて考察していきたい

　杉木恒彦氏によれば、初期中世という時代までに、従来の伝統的な四衆あ

るいは七衆観念（比丘・比丘尼・正学女・沙弥・沙弥尼・優婆塞・優婆夷）は曖

昧化し、ゆらいでいたとして、「初期中世密教界」における密教行者を次のよ

うに 4つの行者型に類型化している（杉木恒彦 [2007:29]）。

比丘
（1）比丘僧院内の比丘 僧院定住型

（2）周辺の比丘
森林住・遊行型

（3）脱俗の行者

（4）在俗の行者 在俗型

　それぞれの類型は固定的なものではなく、たとえば一人の行者が多様な顔

を見せる場合もある。ブッダグヒヤについていえば、彼はナーランダーで僧

院管理職に就きながら、ヴェナレスで文殊菩薩の悉地を得て、かつ晩年は北
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こととして認めていた」（山崎元一 [1990:42]）。仏教は、平等なユートピアを

実現することを目指したわけではなかったし、むろんインドのカースト制度

を打破することもできなかった。むしろ平等主義は、ヒエラルキーの平衡状

態と秩序を混乱させ、破綻させる側面をもち、平等主義的宗教は、浄性の徹

底と強制が押しつけられ、「宗教的な全体主義という脅威をもたらす」（Du-

mont[1980:296]）。それゆえ仏教は、ブラフマニズム・イデオロギーが支配する

なかで、ヴァルナとアーシュラマを乱す宗教と見なされた 39)。

8世紀のシヴァ教徒であったジャヤンタ バッタ（Jayanta Bhatta）は、戯作『聖

典騒動』（Āgamaḍambara）で、典型的な仏教徒が沐
ス ナ ー タ カ

浴行者にやりこめられる場面を

描いている。スナータカから、仏教徒はシュードラと同列に扱われ、「ヴァルナ

の混じった者」（varṇa-saṃkara）と差別的に呼ばれる（Dezso[2005:56,76]）40)。ヴァ

ルナの混合は、異なった階級が姦淫を犯すことによって、また各階層に課せ

られた義務と職業の放棄によって生じるとされる。義務の放棄によって祭式

は行われず、天の運行も乱れるとされる 41)。こうした蔑称が仏教徒に投げか

けられた理由を考慮すれば、平等主義によってもたらされたヴァルナ間の融

和は、ヒンドゥー教徒にとっては、憂慮すべき不道徳、伝統破壊、秩序紊乱

に他ならなかった。

仏教はそうしたヒンドゥー世界からの批判に対して、いかなる対応をして

いたのであろうか。8世紀ヒンドゥー社会において、真言密教がどのような

問題に直面し、自らを変質させていったか、これから見ていきたい。

8 世紀インドの密教世界
ここで考究する領域は、ブッダグヒヤの密教である。彼が生きた 8世紀

という時代は、中世第 1期＝初期中世に属する。ブッダグヒヤには 24の著

作があるが、彼の著作そのものよりも、彼が注釈を施したところの経典その

ものからうかがうことができる密教の成立与件を探ってみたい。そのテクス

ト群は、とりわけペーツェク（dPal-brtsegs）作『デンカルマ目録』（Toh4364 / 

Ota5831）の「真言タントラ部」（D301a / P361b）中に端的に示されている。そ

の内容を見てみよう。

『デンカルマ目録』「真言タントラ部」
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くの仏典で、ヴァルナを列挙する際、クシャトリヤを最初に挙げて、バラモ

ンよりも上位に位置づけている。山崎元一 [1990:42-43]は、仏典において、バ

ラモンに対するクシャトリヤの優位が主張される理由を 4点ほど挙げている
36)。①仏典の多くが成立したガンジス川中・下流域ではヴァルナ制度が緩や

かであり、またクシャトリヤが政治・文化の両面で活躍していた。②そうし

たクシャトリヤによって仏教が支持された。③開祖ブッダもクシャトリヤの

出であった。④出身ヴァルナを異にする出家者から成る仏教教団がバラモン

至上主義に批判的であった。

古代インドから、ヴァルナとともに語られる法の一つに、人生モデル＝ア

ーシュラマ（āśrama）がある。アーシュラマとは「努力・精進、ないしその営み

の場」そして「人間一生涯の生き方」を意味する（原実 [1989:123]）。ヴェーダ

に従う生き方には、学生期（brahmacārin）・家長期（gṛhastha）・林住期（vānaprastha）・

遊行期（parivrājaka）の 4つの人生モデルがある。バラモンは父権的な家族制度

を重んじるから、この 4つの過程のうち、もっとも基本的なものが家長期で

あり、他の 3つの禁欲主義的な生き方はアスラが捏造したものとして斥けら

れることもある37)。そうした禁欲的生活がライフサイクルのなかに採用され

たのは、仏教やジャイナ教といった苦行主義の伝統をもつ異端学派の影響を

受けたからであるとされる。人生モデルのなかの最後に遊行期を組み込むこ

とで、ヒンドゥー教は異端学派の批判をかわしたと言われる 38)。政治制度に

おいても、家長期を経て、はじめて林住期に移ることが許され、家族を扶養

しないで出家する者には罰金が科せられた。無能力者であり、裁判官の許可

を受けた後に出家することができるとされた（Arthaśāstra, 2.1.31）。

ヴァルナ制度に対する仏教の態度は、次の有名な言葉に示されているよう

に、当初より一貫としている。

「生まれによって賤しい人となるのではない。生まれによってバラモン

となるのではない。行為によって賤しい人ともなり、行為によってバラ

モンともなる」（Suttanipāta, 136, 650.中村元訳）

平等主義自体はウパニシャッド時代から存在しているが、仏教はその立

場をさらに推進した。仏教は教
サ ン ガ

団のなかにヴァルナ制度の身分差別を持ち込

むことを拒否したけれども、社会に存在する 4ヴァルナの枠組みは「当然の
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ドラに対する支配体制が確立された。それは古代・中世インド社会における

統治の技術であった。

ヴァルナ・カーストのヒエラルキーの性格をここで図示しておこう。これ

らは一連の二項対立に依拠している。階序の層はおおよそ整合的であるが、

視点の相違により、おのおのの層理面は癒着、あるいは分離して、さまざま

なパターンがある。

社
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正統と異端 ―カーストの宗教と仏教―
「インドは、2500年のあいだ、きわめてさまざまな宗派を蓄積してきたが、

基礎宗教とでも呼ぶべきものは原則において何ら変わらなかったのであ

る。」Dumont[1975:67]

ここでデュモンがインドの基礎宗教と言うのは、カーストの宗教、世俗の

宗教、集団の宗教と言われる、バラモン教・ヒンドゥー教である。この基礎

宗教に対峙する異端派が、現世放棄者の宗教、出世間の宗教、個人の宗教と

言われる、仏教、ジャイナ教であった。カーストの宗教と異端派とは相互に

作用しあい、漸進的に統合し、ヒンドゥー教は異端学派が創出したさまざま

な要素（禁欲主義、菜食主義、アヒンサーなど）を集積し、吸収していった 33)。異端

派は、そのまま基礎宗教の上に重なっていったのである 34)。

仏典では「バラモンは財物に貪欲である」などと揶揄され35)、仏塔のレリ

ーフなどには、バラモンは腹の肥えた姿で批判的に表現されている。また多
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インドでは人生の三大目的が説かれる。すなわちダルマ（dharma, 法）とアル

タ（artha, 実利）とカーマ（kāma, 享楽）である。これらの価値観念は、それぞれの社

会階層に対応している（ダルマ＝バラモン、アルタ＝クシャトリヤ、カーマ＝ヴァイシャ・

シュードラ）。インドには、神話時代から、祭司（主権者）、戦士（支配者）、生産者（庶

民）の三種の機能が万象に内在して宇宙の秩序を維持しているという観念があ

る 31)。このトライアドは、ヴァルナの三機能に対応している。

ダルマの観念が、インドでは決定的に重要である。それは法律のみならず、

万物がそれに従うべき宇宙の秩序をも意味する。『マヌ法典』（BC200－ AD200

年成立）に代表されるダルマシャーストラ文献は、地上の神とされるバラモ

ンによって作成、伝持された。それらのヒンドゥー法典類は、国法に準ずる

ものと位置づけられた。インドの法学は、強者が弱者を食らう「魚の法則」

（mātsyanyāya. Arthaśāstra. 1.4.13）によって支配されない、公平さ（equity）を目指して

確立された。それは平等（equality）という理念ではなかったかもしれない。中

世インドにおいて、これらの法制度が整備確立され、政治権力（王
ダ ン ダ

杖）による支

配と宗教権力による序列化という二つの力の平衡関係によって、民衆の統治

原理としてだけではない、ブラフマニズム・イデオロギーが、インド民衆社

会の上に君臨したのである。

古代社会において、王権は宗教権力そのものであり、別なものではなかっ

た。しかし、インドにおいて、王権と宗教権力とは峻別され、宗教権力が上

位のものと位置づけられた。二つの権力が分離する経緯に関して、インドは、

他の社会と異なった、固有の道筋をたどった。宗教的な機能と政治的な機能は、

バラモンとクシャトリヤという階層に分離し、「世界で唯一、インドだけが、

きわめて古い時代に王の機能を世俗化した」（Dumont[1975:73]）。バラモンと王

権の関係は対立するものではなく、両者が相和合することによって、はじめ

て繁栄がもたらされるという（Manusmṛti, 9.322）32)。王権が維持すべき国家の秩

序こそ、ヴァルナ制度に他ならない（Arthaśāstra, 3.1.38）。この秩序維持の装置と

して働いたのがバラモンである。バラモンがプローヒタ（purohita）となって

王の贖罪を行い、また司祭の職分を越えて、国政上の重要な役割を果たした。

プローヒタとは王侯の主祭官であり、漢訳では「王師、国師、大臣、近臣、輔臣」

などと訳される。バラモン・クシャトリヤの協働によるヴァイシャ・シュー
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こうしたヴァルナに関する古典の知識が、現代のカースト研究においても

なお重要であることは、デュモンの次の発言を見てもわかる。すなわち「カ

ーストは全体に従属することによって孤立化するのである。それはちょうど

腕の細胞が胃の細胞と合致しないようなものである」（Dumont[1980:61]）と、

このように言うとき、彼がマヌの巨身を念頭においていることは容易に看取

できよう。

ヴァルナ制度が成立したのは後期ヴェーダ時代（BC1000－ BC600年）の半

ば頃であるが、カーストの起源には確説というものはない。カーストの起源

説については、デュモンによれば（Dumont[1980: § 1]）① 印欧語族・ドラヴィ

ダ語族起源論（Senart）、② 人種起源理論（Risley）、③ 伝播理論（Hocart）な

どの諸説がある。①は、すでに 19世紀から学問的関心がはらわれた。印欧語

族がインドに侵入し、それと接触し取り込む過程でカーストが成立したとす

る説である。②は、自然人類学の成果を利用して、カーストの順位と身体的

特徴に相関性を見出し、カーストが人種の相違に基づくとする説である。③は、

他文化との平行・類似性と地理的な分布に注目して、それが文化伝播したと

する。さらにそれらを寄せ集めた複合説（Max Müller）などがあるが、第二次

世界大戦後、人類学者たちのフィールドワークによって、それ以前の研究が

乗り越えられ、とりわけ印欧語族起源論、人種起源論については疑義が提出

されている。だが現代においても、アーリア人と非アーリア先住民（ドラヴィ

ダ族・オーストロアジア系人種）との対立とにカーストの起源を求める通念自体は

ゆらいでいない（N.K.Dutt, R.S.Sharma）28)。

戦後におけるカースト研究の蓄積は膨大かつ微細であり、とりわけ人類学

の分野で先駆的な業績があげられて以来（E.E.Evans-Pritchard）、研究方法は、

綿密なフィールドワークによって、地域研究、エスノグラフィに多くの精力

が注がれ、カーストの構造的な内容分析に向けられている。ブーグル（Bougle）

説によれば、カーストの三つの特徴は、分離（separation）、分業（division）、ヒエ

ラルキー（hierarchy）である。このうち、ヒエラルキーがもっとも現代人におい

て理解されにくい29)。デュモンは浄・不浄の対立がヒエラルキーの基礎であ

ると主張するが、近年の研究では、デュモンは浄・不浄観を強調しすぎたと

の批判もある（Quigley[1993]）30)。
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とえに宗教である」（Dubois[1906:31]）という理解を持っていた。フランスの社

会人類学者デュモン（Louis Dumont, 1911-1998）は、西洋人が歴史的にインドのカ

ーストをどのように理解してきたかを主著『ホモ・ヒエラルキクス』で手際よ

く概説してみせている（Dumont[1980:36-50]）。デュモンは、インドのカースト

制度に見られるヒエラルキーに注目しつつ、人間の生活世界に対するまなざ

しには、根本的な先入見（ドクサ）が潜んでおり、それこそが近代世界に特有の

「平等」という人権観念であることを暴きだした。各民族が持っているそれぞ

れのアプリオリを知る必要があるということは、学問についても同様であり、

仏教学の分野でも中村元以降、カーストの理解がそれほど進んでいないのは、

近代的な価値観を疑うことなく、無自覚的に、それと気づかぬままに、すで

に立っているところの基盤を錯視したままでいるからである。

カースト・ヒエラルキーの基礎
インドの宗教は、ヴァルナの秩序を維持することに専念する。ここで有名

な『マヌ法典』（Manusmṛti, 1. 87-91）における、ヴァルナの記述を見ておこう 26)。

而して、大なる威光を有する彼は、この全創造物を保護せんがために、

彼の口、腕、腿、及び足より出でたるもの（即ち、バラモン、クシャトリヤ、

ヴァイシャ、シュードラ）に、各々業を定めたり。（87）

バラモンには（ヴェーダ）教授と学習、自己又は他人のための行祭、布施

を与え、又受くることを定めたり。（88）

クシャトリヤには、人民の保護、施与、供犠、（ヴェーダの）学習、及び感

覚的対象に対する無執着を指定せり。（89）

ヴァイシャには、牧畜、施与、供犠、（ヴェーダの）学習、商業、金銭の貸与、

及び土地の耕作を指定せり。（90）

されど主宰神は、これらの（他の）三種
ヴァルナ

姓に甘んじて奉仕すべき唯一の職

能を、シュードラに命じたり。（91）

―すなわち人類の始祖、万物の創造者である、マヌの身体から 4つのヴァ

ルナが生じた。口からは祭司階級バラモン、腕からは武士階級クシャトリヤ、

腿からは庶民階級ヴァイシャ、足からは隷民階級シュードラが生じた。この

ヴァルナの記述は『リグ =ヴェーダ』「プルシャの歌」にまで遡る 27)。
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ドで仏教が滅びた遠因として、仏教がカースト制度に反対したことを挙げて

いる。すなわち中村元によれば、仏教は伝統的な階級制度を廃して、すべて

の階級の平等を唱えたので、インドの民族宗教と氷炭相容れぬものとなった。

そこでグプタ朝以降、ヒンドゥー教諸宗派が優勢になるにつれて、仏教勢力

は次第に衰微していったのであるとする。またさらに中村元 [1998:532-547]は、

ヴェーバーの言葉を借用しつつ、カースト制度が、インドにおける近代資本

主義の成立をはばむ主要な要因の一つとなっていることを承認している 24)。

古代、中世、そして現代に至るまで、カースト制度は歴史的にインドに浸

潤した社会成層（social stratification）であり、それは人権意識の低さを示す前近

代的な迷信の産物、さらにはインドの近代化の阻害要因と一般に信じられて

いる。しばしば単純に「仏教はカースト制度を否定した」と語られる。しかし

仏教がカーストを否定し、平等主義を原則としたという通説は、はたして事

実なのであろうか、また仏教は社会システムと齟齬をきたして破綻してしま

った、と見なして本当によいのであろうか。答えはそう単純ではないであろう。

人類学の父として知られる、デュボア神父（Abbe Jean Antoine Dubois）は、ロ

ーマ・カトリック教司祭として、19世紀初期のインドでキリスト教伝道に努

めた。彼はまずヒンドゥー教の修行者（saṃnyāsin）の姿に身をやつして、インド

民衆の崇敬を集めてから、布教を開始したという。デュボアは約 30年の年月

を南インド（マイソール）の人々の間で暮らし、インド社会とその宗教を理解し

ようとつとめた。彼以前、西洋では、カースト制度に関する理解は、「驚くべ

きもの、またはショッキングなもの」として主意主義的に説明される時代が

長く続いた。彼はカーストについて、次のように言う（Dubois[1906:28]）。

「カースト区分は多くの点でヒンドゥー法の最高傑作だと私は信じてい

る。世界のほとんどの国々が野蛮な状態にあったにもかかわらず、ひと

りインドがそうした状態に堕することなく、しかも、文明のさまざまな

学芸を維持・完成させたのは、ひとえに人々がカーストに分かれていた

からだと私は確信している。」

　こうしたデュボアの理解は、当時としてはかなり際だっており、彼自身が、

自らのカースト観が当時の通説と異なっていることを認めている 25)。彼はカ

ーストの基盤を政治的イデオロギーから引き離し、「すべての慣習の基礎はひ
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哲雄 [1966:195]は、コーサンビーの説を援用しながら、『マヌ法典』が成立し

た後マウリヤ期（BC200年）から10世紀までは、封建制を準備発展させつつあ

った「中世」創出の時代であるとして、この時代に、知識階級としてのバラモン

が地方領主（sāmanta）と結びついて、村落における一種万能の「支配装置」とし

て儀礼の独占とカースト秩序の維持に力をふるったことを論じている。

カーストという語
「カースト」（caste）という言葉は、ポルトガル語およびスペイン語起源であ

り、「貞操」という言葉に由来し、また「人種」の意味で使用された。これが

15世紀半ばにインドに適用され、部族と区別されずに、古代インド社会の 4

つの身分階層と混同されてきた。カーストという語は、インド語で一般にジ

ャーティ（jāti）を指示し、もともと「生まれ」を意味する語で、生業と生まれ

に基づく内婚集団を指示する。これはリネージ（lineage）から民族集団まで多

義的で、文脈によって意味の幅がある。厳密には、ヴァルナ（varṇa）とジャー

ティ（jāti）とは区別して考えなければならないが、カーストという語は、ヴァ

ルナとジャーティの両用の意味でも用いられ、多義的な性格を帯びている 22)。

また現在の研究では、西洋由来の外来概念をインド社会に適用するのはそぐ

わないとして、カースト制度という呼称を、ヴァルナ・ジャーティ制という

言葉へ転換しようということが言われる。しかし、ヴァルナ制度とカースト

制度の間には、ともに構造的で、バラモンを頂点にいただくという相同性が

ある（Dumont[1980:100]）。カーストがインドのなかでもかなり地域差があり、

古代においては認められないのに対し、ヴァルナは古代より見られ、かつイ

ンド中で共通に認められるという普遍性をもっている。すでにカースト研究

にも膨大な研究蓄積があり23)、ここで扱う時代対象は、古代により近しい中

世であり、人間集団としてのカーストが形成されつつあった 7世紀から 12世

紀のインド的中世の形成期である。従来通り「四姓」（caturvarṇa）を前提とする、

社会的身分序列を指示する概念として、ヴァルナ及びカーストという語を使

用したい。

インドにおける伝統的な身分制度であるカースト制度は、しばしば因襲的

な差別の体系として忌むべきものとされる。中村元 [1997:551]によれば、イン
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ントリズムという宗教現象を、現世肯定面にのみ集約するのは、やはり一面

的にすぎると言わざるを得ないであろう。中村元 [1998:496-501] のように、中

世的変質の現象を、仏教のヒンドゥー社会への「屈服」「順応」「妥協」「適合」

と捉える、従来の見方も同様であろう。仏教の基本線は、現世放棄（saṃnyāsin）

にあるが、その姿勢は中世の密教世界においても堅持されている。いかに仏

教の基調を失わずに、それと対位するカースト・ヒンドゥーと、当時の仏教

徒は向きあっていたかという点を見なければならない。シンクレティズム（混

淆主義）と一言で括られてしまうところの宗教の内実を、注意深く観察する必

要がある。

中世インドの社会状況について言及する際に広く行きわたっている見方は、

いわゆる「停滞」（Maine）と「アジア的生産様式」（Marx）というものであった。

すなわち農業を主とし、カースト制度（caste system）と堅く結びついた自給自足

的な村落共同体という描像である。古代以来、イギリス植民地時代にいたる

まで、村落共同体の経済レベルでは、インド社会はほとんど変わるところは

なかったとされる。そうした従来の見方は修正を迫られているが 16)、ヒンド

ゥー社会の基本構造がカースト制度であることは間違いなく、この制度は中

世インドにおいて整備強化された。この身分制度は、バラモン階層の社会的、

精神的権威と在地の共同体的社会秩序とに基礎をおく。これは歴史的にバラ

モン階層が作りだした 4つの社会成層である四姓（バラモン・クシャトリヤ・ヴァ

イシャ・シュードラ）の序列（ranking）と在地の慣習法的序列とを組み合わせること

によって形成された。ヴァルナ・カーストの階位的秩序はグプタ王朝時代お

よびそれ以後に強化されたといわれる17)。この時代に優勢となったヒンドゥ

ー教はカースト制度を唱導した。仏教もその影響を受けて、仏・菩薩は、バ

ラモンや王族のような上層階級にのみ生まれると考えられ、バラモンが次第

に重視されるようになった18)。この傾向は密教経典においても変わっていな

い19)。

マウリヤ王朝（BC317-BC187年）は仏教を特に保護したが、それ以後の王

朝は公の宗教はバラモン教であり、以後インドにおける基礎宗教は、バラモ

ン教・ヒンドゥー教であり続けた 20)。インドにおける封建制の成立について

は、徴税制度と土地所有の問題をめぐってさまざまな議論があるが 21)、山折
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術、迷信、俗説、民間信仰がみちあふれている。研究状況について言えば、

中世インド思想史の研究は、とくに 8世紀以降については、仏教関係の研究

を除いて、ほとんど皆無に等しい 15)。8世紀以降の仏教の研究についてさえ、

密教の成立・展開から末期の仏教へといたる経路について、いまだ解明され

ていない点が多い。仏教の思想史内においてさえ、密教が中観・唯識・論理

学といった教理からいかなる影響を受けて成立しているかはいまだ明らかで

はないし、ヒンドゥー教やイスラームなどの周辺宗教との影響関係について

ほとんど解明されていない。ましてインドにおいては、仏教が歴史の中心舞

台に出たのは、マウリヤ王朝（BC317－ BC187年）のごく一時期にすぎず、仏

教の方こそが異端派であり、周辺宗教に他ならなかった。中世インドは、グ

プタ王朝（320－約 500年）以後をもって始まり、この時期からヒンドゥー教が

優勢になりはじめた。匈奴の侵入によって崩壊したグプタ王朝以後、ハルシ

ャ王（戒日王、７世紀前半、在位 606/7－ 646/7）がインドを支配したが、その後、

インドは四分五裂の状態に陥り、1206年にインドで最初の回教王（Quṭb al-Dīn 

Aibak）が即位するまで、中世インドは政治的・社会的な混乱状況が長く続い

た。スタンダードな歴史の主役はバラモン・ヒンドゥー教であり、1200年以

降はイスラームが加わる。そうしたスタンダードな流れと比較して、仏教が

いかなる独自性を発揮し、また同質性を有し、さらにどのようにして衰微し

ていったかという問題もはっきりとしていない。ヒンドゥー教の勃興という

現象を、普遍宗教（仏教）の土着化と捉える見方もある。必ずしもヒンドゥー教、

イスラーム、仏教は、宗教間でせめぎあいをしていたわけではなく、たえま

ない融合、混淆、同化、包摂、受容と変容という現象が中世インドにおいて

はくり返されていったのである。

　こうした宗教現象の一側面がタントリズムであったといえる。仏教におけ

るタントリズム化について、立川武蔵 [1978:35]は次のように指摘する。

「ヴェーダ時代から存続してきたタントリズムの要素は、６，７世紀になっ

て急に増大し、…仏教は、それと対応しつつ土着の信仰からそれまでタブ

ーとされてきたいくつかの要素を吸いあげ、現世肯定的側面を強めた。そ

の変化がタントラ化であったのである。」

この指摘の通りではあるが、しかしながら中世インドにおいて勃興したタ
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変換器および増幅器としての装置として働くのと同じ原理である。しかるに

声聞乗にはこの廻向が存在しないというのが龍樹の主張である。廻向は現世

に生きる人々に救済を与える生命線の原理であった。ここにおいて生きた宗

教を求めた人たちは、その不満のエネルギーを教会組織の自己完結した無為

徒食の徒に対して噴出させ、彼らを声聞と呼び習わし、自らを菩薩と呼んだ。

あらゆる人間の善行を、仏陀の悟りへとふり向ける菩薩の立場によって仏教

者（出家と在家）は統合されたのである。

こうした大乗成立の与件は真言乗にも適用されうる。大乗と真言乗は別物

ではない。真言乗の成立与件もまた誓願・行道・廻向にある。それが大乗発

生の事情と異なる点は、時代の付帯状況であって、そこに反映されている諸

要素を分析する必要がある。大乗仏教を成立・普及せしめた人々は、龍樹を

はじめ知識階級たるバラモンであった。仏教を独立した要素として捉えるの

ではなく、インド社会が生み出した関
ファンクション

数のひとつとして捉えるなら、真言乗

もまた、インド社会の伝統や知識との正負の影響、作用・反作用的な関わり

によって成立・発展せしめられたと考えるべきである。密教の成立は端的に「そ

の時代の要求に応えた」12)とされるが、密教におけるシンボルや教義の読み

替えを成立せしめた、その時代の関数をこれから見ていきたい。

中世インドの社会状況
インドの時代区分は諸説あるが 13)、一般的に次のようである 14)。

・ 古代＝ BC1200年頃～ 600年

　　古代第 1期＝ BC1200年頃～ 120年

　　古代第 2期＝ BC120年頃～ AD600年

・ 中世＝ 600年～ 1800年

　　中世第 1期＝ 600年～ 1200年

　　中世第 2期＝ 1200年～ 1800年

・ 近・現代＝ 1800年～

「中世」という時代を取り扱うにはある種の困難が伴う。そこには、中世

において主導的地位を占めた宗教思想をどのように把握し処理するか、とい

う難点がつねにつきまとう。中世の宗教思想には、現代から見て逸脱した呪
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ービスの実施〔貧者救済、福祉事業〕

「王の庭園」と揶揄される僧院の美しさ、そして欲望を離れた僧の美食と

奢侈は、しばしば他の宗教から批判的に見られるほどである 10)。僧院の実態は、

種々贅沢な調度品で彩られていた。僧院経済は、王という大檀越の庇護、さ

らに在家者の寄進物によって潤っていた。そこには声聞乗と大乗の制度・財

産上の区別はなされない。であればいったい声聞乗と大乗との区別はどこに

あるのか。龍樹は『宝行王正論』（第 4章第 90 偈）のなかで、声聞乗と大乗との

相違点を次のように述べている。

「声聞乗には、菩薩の誓願（praṇidhi）と行道（caryā）と廻向（pariṇāma）とが説

かれていません。したがって、この声聞乗によって、どうして菩薩となり

えましょうか。」11)

大乗の教理と実践の根幹は、誓願・行道・廻向の三者にある。大乗仏教の

無形財産は、この実践道とそれにもとづく教理にほかならず、ここに大乗仏

教の発生を読み解く鍵があり、それは密教（真言乗）の発生とパラレルな問題

領域を提供してくれる。誓願とは衆生を救済しようという誓いであり、行道

とは実践修行であり、廻向とは修行の功徳を菩
さ と り

提へとふり向けることである。

大乗の神秘主義的サークルである密教修行者たちは、この誓願と行道と廻向

を、巧みな読み替えの技術によって、インドの社会風土に沿うように仕立て

あげたと言える。

仏教教団の構成員には、出家と在家の二種がある。在家仏教者が出家者の

生活を支えることにより、教団経済は成立する。菩薩もまた出家菩薩と在家

菩薩の二種があるが、双方、菩薩という点において統合され、出家と在家の

両者の区別が曖昧になる。なぜこうした曖昧な枠を設定したか。在家の立場

を底上げすることによって企図されるものは、教会宗教（出家）の批判をも確

かに含むであろうが、それ以上に彼らを動かしたのは、霊感によってとらえ

られる汎仏論的な神秘主義への渇仰であったと言える。ここにおいて般若仏

母や久遠の釈迦、大日如来といった超越かつ内在する尊格が登場する。

廻向は、生死者の生天と解脱の願望を充足させる転換の論理であるが、そ

の願望充足の成立する場が、超越かつ内在の神秘的・不可思議な境域にほか

ならない。それは仏陀としての塔が、現世の功徳を来世への生天へと向ける
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建立を奨励し、王に対して「正しい法と比丘僧伽とを、あらゆる努力を尽く

して庇護しなさい」（Ratnāvalī.3.34）と提言している。もし龍樹が僧院仏教の批

判者であったとして、その批判者が僧院を庇護せよと求めるのは、明らかに

矛盾であろう。

つまり龍樹は僧院を批判したわけではない。ショペンは『宝行王正論』の大

乗への侮蔑の記述を、既成の僧院教団が大乗へ向けた敵対的表現と見て、大

乗は当時「学問があり教養のある僧たちの間では嘲笑と軽蔑の的であった」6)

と帰結するが、一概に龍樹が指弾した「声聞乗」をすなわち僧院仏教と見な

すわけにはいかない。大乗教団は 5世紀までインドにまだ存在しなかったと

いうのがショペンの主張だが、そのような実体を想定すること自体が大乗仏

教の「運動」的性格の本質を見あやまるものであろう。おそらく仏教教団内

には、教育水準の異なる種々雑多な社会的階層の人々がいて、教団内のさま

ざまな役職を担って、管理運営に携わっていた 7)。そもそも自由な教風を旨

とする仏教は、教義・実践において三法印・三帰依・三学を外れることなく、

律を守ってさえいれば、思想はさほど問題とされることがなく、僧団の統制

はきわめて緩やかであった。本質的に仏教は自己の人格形成を旨とするが、

大乗仏教運動は、自己の完成にとどまって他を省みない怠惰な旧体制（＝声聞

乗）の姿勢を戒めて、厳しい実践生活によって神秘的な智慧に至ることを主張

した新しい宗教改革運動にほかならない。そうした思想運動を伝播させ、雰

囲気を醸成した母胎は、決してショペンが主張するような「小さな、孤立した、

戦闘的な少数派の集団」8)ではなくて、やはり龍樹のような高度な教育を受

けた人士がたむろする僧院というサロンであったにちがいない。であるがゆ

えに龍樹は、僧院に過度の施設・装飾品・資財を提供するよう王に求めてい

る 9)。それは以下のようである（Ratnāvalī.3.32-52）。

施設：仏像、塔、僧院、広大な殿堂、学堂、宿舎、僧院外の公共施設

〔庵、屋舎、小亭、園林、堤、池〕

装飾品：金や宝の網、金銀の宝花、金剛石、珊瑚、真珠、青玉、瑠璃、大青玉

資財：紙・墨・筆、靴、傘、濾過器、抜刺具、針、糸、扇、三種の果実、三

種の辛薬、乳酪、糖蜜、眼薬、除毒剤、塗油、毛氈、椅子、粥、銅瓶（水器）、

斧、寝具、食物、草、木、胡麻、米、穀物、薬、油、生計支援、公共サ
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る戦闘的な構成員であると推測されている 3)。彼らは僧院仏教に対するアン

チテーゼとして、大乗を宣揚し、衆生救済という大なる目標を掲げて、その

旗幟を僧院に向けて振りかざした。世俗社会に依存しながら独立自尊、孤高

の風を保ち、宗教権力の一翼を担う部派仏教の僧徒を批判したのである。さ

らに『法華経』信仰者は、より明確に「持経者」と呼ばれる。大乗教団は説

法師（dharmabhāṇaka）とよばれる特殊なミッションを形成していた。経典の書

写、読誦、説法を奨励する布教集団がさかんに活躍しているさま、またそれ

ゆえに彼らが迫害をこうむっているさまをうかがうことができる 4)。経典の

流布とその誇大な功徳を広宣する手法は、ある種のメディア戦略といえよう

し、その批判対象となったのが僧院内のプロの宗教者である点において、反

教会キャンペーンといってよかろう。

各大乗経典の信仰者グループは出家・在家菩薩として、出家菩薩は旧態然

たる僧院内に新風を送り込む改革者として、在家菩薩は世俗の経済生活を営

みながら、僧院を支える支持者としての立場を維持した。初期大乗仏教時代

には、まだ出家・在家の区別は判然としていなかったが、一種の指導的役割

を持っていた説法師は基本的に在家的な性格を帯びている（平川彰 [1991]）。思

想運動として大きな広がりをみせた大乗仏教運動は、その運動的性格ゆえに、

求心的なまとまりを持たない、拡散し続けるムーブメントとしてあったよう

である。その運動は出家・在家を問わないものであってみれば、インドでは

確固たる組織基盤を形成する必要はそもそもなかった。たしかに彼らはイン

ドにおいては有力な地盤を持ち得なかったかもしれない。だが彼らにも有形・

無形の所有財産（holdings）があったはずである 5)。

龍樹『宝行王正論』に見る大乗の成立与件
釈尊の時代から、仏教教団は王や上流階級から多くの寄進を受けて教線を

拡げていった。その事情は大乗仏教の提唱者・龍樹においても同様である。

龍樹作『宝行王正論』（Ratnāvalī）は、南インドのシャータヴァーハナ王朝の一

王へ教訓を述べた著である。ショペンは『宝行王正論』第 4章を「大乗への

非難」を主たるテーマと見なして、大乗が僧院仏教からさげすまれ、まだ当

時において広く受容されていなかった状況を指摘するが、龍樹自身は僧院の
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異があり、その間の状況変化を考慮すると、必ずしも経典の記述を以て確た

る証拠とするわけにもいかない。

だが経典のなかに、それを制作し受持した集
サークル

団のよってたつ地盤があるこ

とは疑いなく、従来の研究法に社会史的な視点を加え、社会制度というアス

ペクトからとらえることで、テクストの風景はずいぶんと変わって見えるで

あろう。経典に示される記述を逆手にとり、テクストを成立せしめた与件は

何であったかを推測する作業は、いわば搦め手からの攻略法となる。経典成

立史的な文献学や、実体的な教
セ ク ト

団の存在を前提とする制度論は、従来の学問

的方法として有効ではあるが、宗教という文化現象には、そうした実体論的

な見方によっては解明されえない側面が多い。要はインド文化のなかでの密

教成立の見取り図をどのように描くかということである。

『大日経』はインドにおいて少なくとも7世紀初頭までに成立した 1)。『大日経』

は「真言乗」という新しい仏教の立場を宣揚したが、それは従来の「大乗」

に包括される概念であり、そのなかの神秘主義的傾向をとる立場を表明した

ものである。「大乗真言行道」2)という表現がそれを指し示す。大乗仏教内の

神秘主義のセクトが、いかなるサークルを形成していたか。彼らが主張した

大乗の新しい立場は、教理と実践におけるさまざまな読み替えが行われ、従

来の教義学と修行方法とはかなり変質している。その背景には、テクストを

成立せしめた周辺状況の変化が影響を及ぼしているのは言うまでもない。ウ

ェイマン（Alex Wayman）は、『大日経』というテクストの作者（composer）を「仏

教に改
コンバート

宗したバラモン」（Wayman[1992:8]）という興味深い推測をしているが、

こうした指摘は従来あまり顧みられることがなかった。オーケストラにたと

えるならば、作
コンポーザー

曲家のみならず、編
エディター

者・指
コンダクター

揮者・演
プ レ イ ヤ ー

奏者・聴
オーディエンス

衆までを含めた

一連の環境があって成立する場がある。その環集団を『大日経』サークルと

位置づけ、彼らがいかなる状況のもとにあったのか、その成立与件を考察し、

『大日経』を成立せしめた信団の具体像を素描したい。

経典受持者の性格
各経典の受持者（holder）には、それぞれ特有の性格がある。たとえば『般若

経』のホルダー像は、既成教団の辺縁にあって認知されずにあくせくしてい
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まとめ

はじめに
従来の経典研究は、教理・思想に関する文献上の考察および歴史的考察が

ほとんどであり、その具体的諸相についての研究は、尊格・図像研究、儀礼

研究といった美術・典礼領域における考察に止まっている場合がほとんどで

ある。一般論として仏教学は上部構造への関心に比して下部構造への関心が

おおよそ欠如している。経典やその注釈を検討することのみによって、修行

者の具体的な生活像や、教団組織の基盤を浮かび上らせようという作業は容

易ではない。また経典は、宗教、神話、文学、説話、学術、美術、法制度、

慣習、習俗といった諸分野から養分を吸い上げて構成されており、そこには

新古層の諸要素が混在している。さらには経典の制作年代と流布年代には差

『大日経』サークルの成立与件

山 本 匠 一 郎


