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又以所説十二部經、付囑尊者摩訶迦葉。亦復勅我令助宣布。時摩訶摩耶聞此語已。又増

感絶。即問阿難。汝於往昔侍佛以来聞世尊説。如来正法幾時當滅。阿難垂涙而便答言。

我於往昔曾聞世尊説於當来法滅之後事、云。佛涅槃後、摩訶迦葉共阿難結集法藏。事悉

畢已。摩訶迦葉於狼跡山中入滅盡定。我亦當得果證。次第随後入般涅槃。當以正法付優

婆掬多。善説法要如富樓那廣説度人。又復勧化阿輸迦王。令於佛法得堅固正信。以佛舎

利廣起八萬四千諸塔。二百歳已。尸羅難陀比丘善説法要。於閻浮提度十二億人。三百歳已。

青蓮花眼比丘善説法要度半億人。四百歳已牛口比丘善説法要度一萬人。五百歳已寶天比

丘善説法要度二萬人。八部衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。正法於此便就滅盡。六百歳已。

九十六種諸外道等邪見競興、破滅佛法。有一比丘名曰馬鳴。善説法要、降伏一切諸外道輩。

七百歳已。有一比丘名曰龍樹。善説法要、滅邪見幢、然正法炬。八百歳後。諸比丘等樂

好衣服縦逸嬉戯。百千人中或有一兩得道果者。

34)  ただし吉蔵より以前に、すでに僧祐がこの説を『釈迦譜』の中で採用している。

(T no.2040,50:74a) 

35)『入楞伽経』巻第九 (T no.671,16:569a) 

如来滅世後、誰持爲我説。如来滅度後、未来當有人。大慧汝諦聴。有人持我法。於南大國中、

有大徳比丘。名龍樹菩薩。能破有無見、爲人説我法大乘無上法。證得歓喜地、往生安樂國。

これより以前に、求那跋陀羅が元嘉二十 (443) 年に訳出した『楞伽阿跋多羅宝経』四巻には、

この部分は説かれていない。

36)『續高僧傳』卷第十 (T no.2060,50:506a) 

37)『法華伝記』卷第一 (T no.2068,51:49c-50b) 

＜キーワード＞ Nāgārjuna、鳩摩羅什、僧叡、吉蔵、薩婆多部、『龍樹菩薩伝』『付法蔵因縁伝』

『馬鳴菩薩伝』
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『佛説無量寿経』巻下 (T no.360,12:273c)

其鈍根者成就二忍。其利根者得阿僧祇無生法忍

16)『大智度論』巻第六 (T no.1509,25:107a) 

復次有二種忍、生忍法忍。生忍名衆生中忍。如恒河沙劫等、衆生種種加悪心不瞋恚、種

種恭敬供養心不歓喜。復次觀衆生無初。若有初則無因緣、若有因緣則無初、若無初亦應

無後。何以故。初後相待故。若無初後、中亦應無。如是觀時、不墮常斷二邊。用安隱道

觀衆生、不生邪見、是名生忍。甚深法中心無罣礙、是名法忍。

17)『止觀輔行傳弘決』巻第一 (T no.1912,46;146b) 

18)『法苑珠林』巻第五十三 (T no.2122,53:681c-682c)

19)『大唐西域記』巻第十 (T no.2087,51.929b)

20)『法苑珠林』巻第五十三 (T no.2122,53:682a)

21)『歴代三宝紀巻』巻第八 (T no.2034,49:79a ) 

22)  六百年内に馬鳴、七百年内に龍樹の意と思われる。「二」は誤りであろう。

23)「數」は「後」の誤りと思われる。

24)「大智釈論序」では「功格十地、道牟補処」となっている。

25)「大智論抄序」では「名冠道位、徳備三忍」となっている。

26)  伝承では吉蔵の弟子とされる。鎌田茂雄『中国仏教史辞典』「磧法師」の項を参照：193

27)『東域傳燈目録』(T no.2183,55:1159c) 寛治八年 (1094)、永超の撰述。

28)  なお、唐代には龍樹は塔中で『法華経』を授かったとする伝承が展開するに至る。『法華傳記』

(T no.2068,51:50a) 

29)  法琳 (572-640) の『辯正論』巻第四 (T no.2110,52:513c) においても、この詩頌は「外

国傳云」として引用されている。これが「大智釈論序」からの引用ではないとすれば、「外国伝」

を記した独立したテキストが存在していたと見るべきだろう。

30)  高麗版では「是時、始悟欲爲苦、本衆禍之根。敗德危身皆由此起。即自誓曰。我若得脫、

當詣沙門受出家法」 (T no.2047a,50.184b) となっている。

31)『龍樹菩薩伝』（T no.2047a,50:184a) (T no.2047b,50:185b)

32)  ラーマヤーナに登場する rākṣasa の王にこの訳語が用いられる。インドの説話世界にお

ける悪役の代表である。

33)『摩訶摩耶経』 巻第二 (T no.383,12:1013b-c) 

摩訶摩耶問阿難言。我子悉達臨滅度時有何教勅。阿難白言。世尊中夜、爲諸比丘略説教誡。
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Tradition”, Dharmadūta: mélanges offerts au vénérable Thích Huyên-vi à l’occasion de 

son soixante-dixième anniversaire, (You Feng, 1997)

船山徹「梁の僧祐撰『薩婆多師資傳』と唐代佛教」『唐代の宗教』 ( 朋友書店 2000)

7)「薩婆多部記目録序」『出三蔵記集』卷第十二 (T no.2145,55:89a) 

8)  一つ手がかりとなるのは、『歴代三宝紀』 (597) における引用である。『歴代三宝紀』巻第

一は「薩婆多記云。馬鳴菩薩仏滅後三百餘年生東天竺婆羅門種。出家破諸外道、造大荘

嚴論数百偈、盛弘仏教」 (T no.2034,49:28a) と述べている。このことから『薩婆多部師資

記』の本文において、馬鳴の出生年代が仏滅後三百餘年であると言及されていたことがわか

る。この記述は新出写本『馬鳴菩薩傳』と一致しているので、当該書は僧佑の参照した「舊

記」の一つであったであったかもしれない。 残念ながら、龍樹に関する記載を引用した例は

見つからない。ちなみに僧祐は『出三蔵記集』巻第二の中で「付法蔵因縁経」を欠本として

扱っており、「未至京都」(T no.2145,55:13b) と述べているので、『付法蔵因縁伝』は参照し

ていなかったようである。

9)『出三蔵記集』卷第三 (T no.2145,55:20a-b)

なお卑摩羅叉は、罽賓出身。亀茲国において鳩摩羅什に十誦律を授けたとされる。

10)『出三蔵記集』卷第十四 (T no.2145,55:103b-104a)

11)  高麗版の開版年は、初雕本が 1011-1082 年、再雕本が 1236-1298 年とされる。初雕本

は北宋の開宝蔵 (972-983) の復刻版である。再雕本はこれに契丹版を対校している。ここ

では、高麗版の初雕本、再雕本に限らず、高麗版の元になった版やその底本になった写本

も含め、広く北宋版系統に属するものを指して「高麗版系」という名称を用いた。同様に「宋・

元・明版系」という名称を用いる場合は、広く南宋版系統に属するものを指している。

12)『龍樹菩薩伝』（T no.2047a,50:184a) (T no.2047b,50:185b)

四人相視莫逆於心

 　『荘子』内篇太宗師篇　

子桑戸・孟子反・子琴張、三人相與語曰。孰能相與於无相與、相爲於无相爲。孰能登天遊霧、 

撓挑無極、相忘以生、無所終窮。三人相視而笑、莫逆於心、遂相與友。

13)『大智度論』巻第一百 (T no.1509,25:756a-b)

14)『望月仏教大辞典』「無生法忍」の項を参照：4835

15)『佛説無量寿経』巻上 (T no.360,12:269b)

他方國土諸菩薩衆、聞我名字、不即得至第一第二第三法忍。於諸佛法不能即得不退轉者。
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Thomas Watters, On Yuan Chwang’s travels in India, (Munshiram Manoharlal, 1904-5) 

落合俊典「興聖寺本『馬鳴菩薩伝』について」『印度學佛教學研究』第 41 巻第 1 号 (1992)

-----------「僧叡と馬鳴菩薩伝」『印度學佛教學研究』第 44 巻第 2 号 (1996)

-----------「二種の『馬鳴菩薩傳』ーその成立と流布ー」『七寺古逸經典硏究叢書 』第 5 巻 ( 大

東出版社 2000) 

蓮澤成淳『国訳一切経　和漢撰述 74　史伝部 6』「龍樹菩薩傳解題」「提婆菩薩傳解題」 ( 大

東出版社 ,1936) 

註

1)『出三蔵記集』卷第二 (T no.2145,55:13b) 

雜寶藏經十三卷 ( 闕 )

付法藏因緣經六卷 ( 闕 )

方便心論二卷 ( 闕 )

右三部。凡二十一卷。宋明帝時、西域三藏吉迦夜、於北國以偽延興二年、共僧正釋曇曜譯

出。劉孝標筆受。此三經並未至京都。

2)「馬鳴菩薩傳一巻」『七寺古逸經典硏究叢書 』第 5 巻 ( 大東出版社 2000) :268-271

3)  例えば、慧影は『智度論疏』の中で、「迦葉是第二大師住持佛法二十餘年已、始於狼跡入

滅盡定、次付阿難。住持二十餘年、付商那和修。那和修住持二十餘年、付優波崛多。優波

崛多住持二十餘年。」『智度論疏』卷第二十一 ( 卍續 no.791,46:896a) と述べているから、

一代 20 年〜 25 年の計算でかまわないだろう。

しかし逆に、この薩婆多部の系譜が、馬鳴を「正法之餘」、龍樹を「像法之末」とする年代

をもとに設定された可能性も考えなければならない。

4)「薩婆多部記目録序」(『出三蔵記集』卷第十二 T no.2145,55:89a) 次節参照。

5)『大唐西域記』巻第十二 (T no.2087,51.942a)

6)「薩婆多部記目録序」に関する先行研究には以下のものがある。

Bangwei Wang, “Buddhist Nikāya through Ancient Chinese Eyes”, Untersuchungen 

zur buddhistischen Literatur: Sanskrit-Wörterbuch der buddhistischen Texte aus den 

Turfan-Funden ; Beiheft 5, (Vandenhoeck & Ruprecht, 1994)

Bangwei Wang, “The Indian Origin of Chinese Buddhist Chan School’s Patriarch 
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論師として提婆とともに称えられるよりもむしろ、馬鳴とともに仏教を復興

した論師として称えられた。またその一方で、薬術にすぐれた才能を発揮し、

神通力によって王を改宗させ、蟬蛻してこの世を去った神異僧でもあった。

初期の龍樹伝における龍樹のイメージは実に多彩である。これらのイメージ

を近代以降に作り上げられた「中論の龍樹」に押し込めることには困難があ

るだろう。

　こうした多彩な龍樹のイメージは、ひとり中国で発展したのではない。中

国における龍樹伝の展開過程には、常に天竺・西域からの情報が流入し続け

てきたという事実も見逃すべきではないだろう。『龍樹菩薩伝』『付法蔵因縁伝』

の龍樹伝は、書き手の背景であったところの中国文化を反映しつつも、物語

の出生地であったであろうインドの風俗を伝え、またインド説話の要素をち

りばめていた。本論では、二本の『龍樹菩薩伝』と『付法蔵因縁伝』の比較

から、また吉蔵の伝える「龍樹伝」の分析から、『龍樹菩薩伝』が、天竺・西

域から伝えられた伝承に基づき、編集を繰り返すなかで形成されてきたテキ

ストであったことを明らかにできたと思う。

参考文献

Étienne Lamotte, L’enseignement de Vimalakīrti (Vimalakīrtinirdeśa), (Institut Orientaliste, 

1962) 

------------------, The teaching of Vimalakīrti (Vimalakīrtinirdeśa), Sacred books of the 

Buddhists ; v. 32, (Pali Text Society, 1976) 上記の英訳

------------------, Le traité de la grande vertu de sagesse de Nāgārjuna: Publications de l’Institut 

orientaliste de Louvain ; 2, (Université de Louvain, 1970)

Hakuju Ui, The Vaiśeṣika philosophy, according to the Daśapadārtha-śāstra : Chinese text, 

(Royal Asiatic Society, 1917) 

Henri Maspero, “Sur la date et L’authenticite du Fou ga tsan yin yuan tchouan”, Mélanges 

d’Indianisme: offerts par ses élèves à M. Sylvain Lévi, (Ernest Leroux, 1911) 

Richard H.Robinson, Early Madhyamika in India and China, (University of Wisconsin Press, 

1967) 
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　次に吉蔵の参照した『楞伽経』は、菩提流支 (-527) が延昌二 (513) 年に訳

出した十巻本の『入楞伽経』である。そこには、仏滅後、南大国に龍樹とい

う名の比丘が現れ、有無見を破し、大乗を説き、歓喜地を得て、安楽国へ往

生するという内容の懸記が記されている 35)。安楽国への往生を述べたこの記

載は、後に浄土教の論書の中で盛んに依用された。

　さてこの他に、吉蔵が資料として加えた新たな伝承が二つある。一つは、

吉蔵が僧曇法師より聞いたという于闐国の龍樹伝である。『續高僧傳』によれ

ば、僧曇法師は、高齊 (550-577) の時代に仏法を求めてパミール高原まで達

し、その後長安に戻り、開皇十 (590) 年に勅によって翻譯僧となり、大興善

寺に住した人物であるという 36)。吉蔵は長安でこの僧曇法師に直接会見し、

この伝を聞く機会を得たようである。『浄名玄論』『維摩経義疏』に記載され

ているこの伝は、華厳経に大本・中本・下品があり、龍樹がこの下本の十萬

偈三十六品を龍宮で授かり、地上にもたらしたというものである。また同二

書は、于闐国の龍樹伝に加え、「菩提流支云」として、同様の伝承を記してい

る。そこでは、仏滅度六百年に、龍樹が龍宮より華厳経をもたらしたとする

伝が記されている。鳩摩羅什の時代に伝えられた龍宮訪問の伝承は、これ以後、

華厳経請来の要素を加え、新たな展開をみせていく。唐代には、華厳経請来

を組み込んだ龍樹伝が語られるようになるが 37)、吉蔵以降の龍樹伝の展開に

ついては稿を改めて論じることにしたい。

　　　まとめ

 　以上、初期の龍樹伝の内容を確認し、併せて『龍樹菩薩伝』の成立問題に

ついて考察した。ここで確認した資料には、先行研究の中で取り上げられて

きたものもあるが、従来の研究においては、歴史的人物である「中論の龍樹」

の生存年代を決定することが主な関心事であったため、龍樹伝そのものが研

究対象として考察されることは殆どなかった。しかし、龍樹伝から歴史的な

事実を読み取ろうという徒労をやめ、伝承をそのままに読みはじめる途端に、

そこには我々のイメージする中観の論師とは異なった龍樹が現れてくる。龍

樹は大乗と小乗を兼学し、また薩婆多部の相承者でもあったという。中観の
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れらを参考にしたと思われる記述を確認した。吉蔵が引用した「龍樹伝」は、

慧遠や僧叡の伝と一致する記述を含むなど、現存の『龍樹菩薩伝』とは異な

る箇所があった。また、吉蔵は『龍樹菩薩伝』や『付法蔵因縁伝』に記され

ていない、法力合戦のエピソードのヴァリエーションを語っていた。これら

が吉蔵の混乱や創作に起因するのでなければ、吉蔵の参照した「龍樹伝」は

現存の『龍樹菩薩伝』よりも雑多な内容を含んだテキストであったことが推

察される。『歴代三宝紀』成立以前、この伝は「相承」として扱われていた。

この「相承」を「龍樹伝」として初めて紹介したのは、吉蔵であった。吉蔵

の伝える「龍樹伝」は、文章表現において、高麗版『龍樹菩薩伝』に近く、

このことから、吉蔵の参照した「龍樹伝」は、高麗版系『龍樹菩薩伝』の編

集途上にあったものと見なしえるが、また逆に、吉蔵自身がその編集者の一

人であったと見なすことも不可能ではないかもしれない。

3　鳩摩羅什の時代以降の資料

　第三に、鳩摩羅什の時代の資料や「龍樹伝」「付法蔵経」に加え、吉蔵が新

たに龍樹伝の資料として採り上げた資料を確認しよう。これらの中には、先

に確認した伝承に新たな要素を付け加え、中国における龍樹伝を次の展開へ

と導いて行った重要な資料も含まれる。

　まずは『摩訶摩耶経』と『楞伽経』における龍樹の懸記について述べた部

分からの引用である。吉蔵は『法華玄論』『中観論疏』『十二門論疏』『百論序疏』

『三論玄義』など、実に多くの場所で、この二経に記された龍樹についての記

事を引用している。吉蔵の参照した『摩訶摩耶経』は、蕭斉 (479-502) の時

代に曇景が翻訳した二巻本である。そこでは、世尊が臨終時に語った懸記と

して、仏滅後、仏の教えは、摩訶迦葉、阿難、摩訶迦葉、富楼那へと次第に

付嘱され、二百年後には尸羅難陀比丘、三百年後には青蓮花眼比丘、四百年

後には牛口比丘、五百年後には宝天比丘、六百年後には馬鳴、七百年後年後

には龍樹が出て、それぞれ仏法を興隆するという内容が語られている 33)。こ

こで龍樹の年代に関して、仏滅後七百年という新たな伝承が加わった 34)。「馬

鳴六百年、龍樹七百年」とするこの説は、後に多くの論師たちに採用された。
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るのは、『華厳遊意』の著作時期が『歴代三宝紀』成立以前であったことを示

しているのであろう。『歴代三宝紀』成立以前には、龍樹伝がこのような「相承」

として流布していたことがわかる。さて、ここでも、龍樹は口の上手い弟子

に唆されたということになっており、手心が加えられている。なお、この弟

子との会話は、宋元明版『龍樹菩薩伝』では省略されているので、吉蔵の参

照した資料は高麗版に近いものであったことがわかる。また、この記事の中

で注目すべきであるのは、龍宮で龍樹が閲覧した経典に関して、『龍樹菩薩伝』

とは異なった表現、「三世諸佛無量經」「過去七佛經」が用いられている点で

ある。『龍樹菩薩伝』では「諸方等深奧經典無量妙法」となっており、これが

大乗経典であることが示唆されていた。これまで見てきたように、吉蔵の引

用は、逐語的ではない場合が多いが、ここで吉蔵が敢てこの表現を使用しな

ければならない理由も見当たらないので、この表現は吉蔵の参照した資料の

記述をある程度反映したものであったと考えてよいのではないだろうか。

　さて最後にあげるのは、『大乗玄論』である。ここでは、『龍樹菩薩伝』の

内容に準拠した形で、龍樹の事蹟が紹介されている。省略箇所は多いが、文

言は高麗版『龍樹菩薩伝』とほぼ一致しており、出自、幼年期、隠身薬、王

宮での悪事、修学と遊行、龍宮訪問、法力合戦、著作、立廟のエピソードが

語られている。ここでもまた、龍樹が慢心をおこしたとする一連のエピソー

ドは削除されている。この他、全く記されていない事蹟は、南天竺王の改宗と、

蟬蛻のエピソードである。この二つのエピソードが省略された理由は不明で

ある。或いは吉蔵の参照した資料には、これらのエピソードが含まれていな

かったのかもしれない。また、『龍樹菩薩伝』との相違点としてあげられるのは、

『龍樹菩薩伝』には説かれていない法力合戦のエピソードのヴァリエーション

が説かれていることである。ここでは、龍樹が白象によって婆羅門を地に投

げつけた後、さらに話が続き、婆羅門が十頭羅刹 32) を現じたのに対し、龍樹

が毘沙門天王を現じて羅刹を追い払い、またさらに婆羅門が毒龍を現じて瓦

石を降らせたのに対し、龍樹が曼陀羅華を降らせたとなっている。吉蔵がこ

の部分を創作したのではないとすれば、『龍樹菩薩伝』の編集の過程で、イン

ド文学で好まれる冗長な繰り返しが省略された可能性が考えられるだろう。

　以上、「龍樹伝」「付法蔵経」からの引用、また直接の引用ではないが、こ
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吉蔵は「龍樹傳及付法蔵經並云」として、これを引用しているが、『付法蔵因

縁伝』にもそのような記述は見られない。ただし、これはおそらく、吉蔵の

参照した「龍樹伝」「付法蔵経」がそのように記していたのではなく、十二門

論のオーセンティシティを高めるために吉蔵が意図的に付加したものと思わ

れる。

　以上が「龍樹傳云」として引用された箇所である。吉蔵の引用は逐語的で

はない場合が多く、また彼自身の意図的な付加もあるので、直ちに吉蔵の参

照した「龍樹伝」を再構成することは困難である。またこれらが全て「龍樹伝」

という一つのテキストからの引用であったかどうかも曖昧であるが、仮に以

上の引用が、吉蔵の参照した「龍樹伝」に記されていたとするならば、その

「龍樹伝」は、現存の『龍樹菩薩伝』とは異なる記述を含んでいたことになる。

吉蔵はこの他にも龍樹の事蹟について言及しており、それらもおそらく同様

に、「龍樹伝」或いは「付法蔵経」を参照したものと思われるため、ここで併

せて確認しておきたい。

　『勝鬘宝窟』と『無量寿経義疏』が伝える龍宮訪問の事蹟は、『龍樹菩薩伝』

や『付法蔵因縁伝』にも言及されている。『龍樹菩薩伝』『付法蔵因縁伝』では、

龍樹が無量の経典を授かり、九十日かけてこれらを読んだことが記されてい

るが、『勝鬘宝窟』と『無量寿経義疏』では、このエピソードを一歩進め、龍

樹が経題を見ただけで、直ちにその内容を理解したことになっている。これ

も吉蔵の修飾であろうか。このほか、龍宮訪問の事蹟は『十二門論疏』でも

言及されている。『十二門論疏』では単に「龍樹詫迹海宮逮無生忍」と記され

ており、内容的に『龍樹菩薩伝』『付法蔵因縁伝』と異なるところはない。

　次に『中観論疏』では、龍樹が仏を師とし、自ら弟子となり、これにより

龍宮で無生法忍を体得することができたと述べている。おそらく吉蔵は意図

的に、高麗版『龍樹菩薩伝』や『付法蔵因縁伝』に説かれる不名誉な記事を

回避して、仏を師とし、自ら弟子となったことだけを述べたのであろう。こ

れに関連して、興味深い記事がある。『華厳遊意』には「録雖不載相承云」と

して、龍樹が口の上手い弟子に唆されて、新戒、新衣を制定しようとしたと

ころ、これを憐れんだ大龍菩薩に龍宮に招かれ、そこで無量の経典を読み、

その一部を龍より授かったとする記事を載せている。「録雖不載相承云」とあ
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樹の修学に関して「讀小乘已、周尋大乘不得。遇沙門於巖下方乃聞之」と記

した文である。先に確認したように、二本の『龍樹菩薩伝』は沙門と出会っ

た場所を「塔中」と言及していた。しかしここでは「巖下」となっている。

慧遠もまた「巖下」と言及していた。吉蔵は、ここで「龍樹伝」と慧遠の伝

を混乱したのであろうか。引用の文言は慧遠の文章を想起させるから、或い

はそうかもしれない。そうでないとすれば、吉蔵の参照した「龍樹伝」は、

現存の『龍樹菩薩伝』とは異なる内容を持っていたことになる。『龍樹菩薩伝』

では「stūpa」の訳語が一定していないことを先に確認したが、龍樹が「塔中」

で大乗経を授かったとする伝承は吉蔵の時代以降、編集の過程で付加された

可能性も考えられるだろう 28)。

　次に引用されるのは「智慧日已頽、斯人令再耀。世昏寝已久、斯人悟令覺。

外國爲之立廟宗之如佛」とある文である。「外國爲之立廟宗之如佛」の部分は

対応箇所が見られるが、詩頌の部分は『龍樹菩薩伝』には記載されていない。

そしてこれは、僧叡が「大智釈論序」の中で「天竺傳云」として紹介してい

る詩頌と全く同じものである。さて、これも吉蔵の混乱であろうか。しかし、

この詩頌は『十二門論疏』でも「龍樹傳云」として、また『中観論疏』では

「傳云」として、繰り返し引用されており、「睿師云」等とは引用されていない。

これが吉蔵の混乱でないとすれば、吉蔵の参照した「龍樹伝」には、僧叡が「天

竺傳云」として述べていた箇所が含まれていたことになる 29)。

　『法華義疏』に引用される「龍樹伝」は、『龍樹菩薩伝』に対応箇所が認め

られる。「欲爲禍本衆悪之原。敗徳危身皆由此起。吾若得脱誓當出家也」とあ

る引用は、欲を災いと知った龍樹の独白部分であり、文言は全同ではないが、

高麗版にかなり近い 30)。次に『百論序疏』に引用される「龍樹伝」は、龍樹

が乳飲み子であった時に、四ヴェーダを諷誦したとする箇所からの引用であ

る。ただし、『龍樹菩薩伝』が「四圍陀典各四萬偈」31) としているのに対し、

ここでは「四違陀十萬偈」となっており、若干相違が見られる。『十二門論疏』

において、十二門論と中論の関係について言及した箇所で引用された「龍樹伝」

にも、対応箇所が認められる。しかしここでも若干相違が見られる。龍樹の

著作に関して、中論五百頌が無畏論十万頌に含まれることを述べた箇所だが、

吉蔵は「無畏十萬偈中論十二出在其中」として、これに十二門論を加えている。
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の文を引用しており、そこでは次のように述べている。

叡公云。天竺有十六大國方八十里。三百五十年、有馬鳴菩薩出世。令大

乘之化、重啓閻浮提。後五百三十年、有龍樹菩薩出世。扇無相之道、三

啓末俗也。八百餘年、有婆羅門種。名曰提婆。是龍樹上足弟子。其人皆

與玄師並照德。(T no.1855,45:119a) 

つまり、五百三十年とは馬鳴後の年代であり、よって龍樹の出世は仏滅後

八百八十年ということになる。となれば、像法末と矛盾しないことになる。

　この他、吉蔵は『十二門論疏』において、「什法師云」として鳩摩羅什の説

を引用している。「龍樹菩薩令如来大法三啓閻浮」とある引用文は、磧法師の

引用と内容が一致しており、これも「成実論序」からの引用であることがわ

かる。また『百論序疏』において「肇叡並云」として紹介している僧叡によ

る提婆の年代設定「提婆出八百餘年」もおそらくこの「成実論序」からの引

用であろう。

　僧叡「成実論序」からの引用によって、鳩摩羅什の時代の龍樹伝を若干、

補うことができた。つまり、年代設定において、馬鳴は仏滅後三百五十年、

龍樹は八百八十年、提婆は八百餘年とする説が語られていたことである。また、

「成実論序」では「大智釈論序」と同様に、龍樹が釈迦・馬鳴と並んで閻浮堤

に道を啓いた ( 三啓閻浮 ) 偉人として語られていたことが確認できた。

2　「龍樹伝」「付法蔵経」

　第二に、「龍樹伝」「付法蔵経」からの引用を見てみよう。吉蔵は『法華玄論』

『法華義疏』『中観論疏』『十二門論疏』の中で「龍樹伝」を引用している。こ

れが『龍樹菩薩伝』を指すのであれば、『龍樹菩薩伝』からの最も古い引用と

なる。ちなみに日本で撰述された『東域傳燈目録』27) には、「龍樹提婆傳疏一

卷 ( 吉藏 )」なる書の存在が伝えられている。吉蔵が実際、そうした論を著し

たかどうかは不明であるが、この「龍樹伝」の存在を最初に採り上げ、自著

の中で広く紹介したのは、実にこの吉蔵であった。まず、吉蔵が「龍樹傳云」

として、何を引用しているのかを確認しよう。

　『法華玄論』には、「龍樹伝」からの引用が二箇所確認できる。まずは、龍
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善知呪術。欲與龍樹争勝。王言。汝大愚痴。此菩薩者明與日月争光、智

與佛並照。何不宗敬。婆羅門呪作大池千葉蓮華、自坐其上。龍樹呪作六

牙白象、以鼻絞抜、高擧擲地。婆羅門化作十頭羅刹。龍樹化作毘沙門天王、

諸羅刹恐怖而退。婆羅門化作毒龍、雨諸瓦石。龍樹化作曼陀羅華。外道

折伏出家作弟子。龍樹菩薩作百部論。大行閻浮提。涅盤之後、國國作塔

供養也。(T no.1853『大乗玄論』巻第五 , 45:77a-b)

　以下に吉蔵が依拠した資料を大きく三つに分類した。第一は鳩摩羅什の時

代の資料、第二は「龍樹伝」「付法蔵経」、第三は鳩摩羅什の時代以降に加わ

った新資料である。以下、それぞれの分類にしたがって、その内容を確認し

ていくことにしたい。

1　鳩摩羅什の時代の資料

　第一に、鳩摩羅什の時代の資料として、吉蔵が何を参照しているのかを挙

げてみよう。先に確認した僧叡「大智釈論序」、慧遠「大智論抄序」の他に、

現在、散佚してしまっている僧叡「成実論序」、そして提婆に関する記述であ

るが、僧肇「百論序」の文を引用している。

　さて、その内容であるが、『中観論疏』では、龍樹が何地の菩薩であるかを

めぐって、僧叡「大智釈論序」から「功格十地、道摸補處」24) の文を、慧遠

「大智論抄序」から「名貫道位、徳備三忍」25) の文を引用している。また、同

じく『中観論疏』の中で、龍樹の年代をめぐって、僧叡「成実論序」から「馬

鳴是三百五十年出。龍樹是五百三十年出」の文、慧遠「大智論抄序」から「接

九百年之運」の文を引用している。この「成実論序」からの引用であるが、

吉蔵の記述によれば、僧叡はこの文を鳩摩羅什の説として引用しているとい

う。『百論序疏』においても「叡師成實論序、是什師去世後作之、述什師語云」

として、「馬鳴是三百五十年出。龍樹是五百三十年出」の文を引いている。鳩

摩羅什の伝えた龍樹伝を補う上で、重要な証言であるが、龍樹の出世を仏滅

後五百三十年とすると、像法末とする年代設定と齟齬をきたしてしまう。

　しかし、隋代の磧法師 26) が『三論遊意義』の中で「叡公云」として同内容
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『三論玄義』

言人正者、楞伽經、大慧菩薩問。世尊滅度後、是法何人持。佛説偈答。

於我滅度後、南天大國中、有大徳比丘。名龍樹菩薩。住初歓喜地、爲人

説大乘、能破有無見、往生安養國。次摩耶經云。摩耶問阿難曰。佛滅度

後、何人持法。阿難答曰。如来正法五百年。第一百年、優婆掘多説法教

化住持正法。次二百年、尸羅難陀比丘於閻浮提度十億人。次三百年、青

蓮華眼比丘説法教化度半億人。次四百年間、牛口比丘演説法要度一萬

人。第五百年、寶天比丘度二萬人。八萬衆生發菩提心正法便滅。六百年

間、九十六種邪見競興、破滅佛法。馬鳴比丘摧此外道。七百年間、有一

比丘。名曰龍樹。善巧説法、燃正法炬、滅邪見幢。尋大小乘經、親記龍

樹破邪顕正。今内外並呵、大小倶斥。何所疑哉。又馬鳴龍樹、佛有誠記。

(T no.1852『三論玄義』, 45:6b)

『大乗玄論』

龍樹菩薩出五百年、破諸異部、造大乘百部論。於閻浮提転第二法輪。(T 

no.1853『大乗玄論』巻第五 , 45:65b)

龍樹出世之時、是正化之末、像法之初。衆生雖復尋教失旨。而佛法尚興

邪徒由翳。(T no.1853『大乗玄論』巻第五 ,45:72b)

龍樹菩薩者。出南天竺梵志種也。天聡奇悟事不再告。在乳餔之中、聞諸

梵志誦四韋陀典、而識其義。弱冠馳名、獨歩諸國。天文地理及諸道術無

不悉綜。契友三人、一生之樂唯有隠身之術。倶至術師。術師念曰。此四

梵志擅名一世。草芥群生、才明絶世。我不與術法、與青藥一丸。藥盡必

来。龍樹磨此藥時、聞其香氣、皆識之。分數多少如其方藥。藥師怪而嘆曰。

若此人者聞之猶難、而況相遇。我之賎術、足惜之耶。具授術方。四人得術、

常入王宮。宮中美女懐妊者多。王太不悦。有舊老智臣言。可以細土置諸

門中、断諸往行者。若是術人、即見其迹自現。可以兵除。若是鬼神、而

無其迹。可以呪滅。見四人迹。令諸力士揮刀宮中、斬三人死。唯龍樹不死。

出家受戒。九十日中、誦通三藏。後得大乘經、甚大愛樂。大龍菩薩見其

如是、接入海宮、授方等經藏。龍樹深入無生、二忍具足。其中有婆羅門。
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門論疏』巻上之本 , 42:177b-c)

又智度論云。菩薩得無生忍後、更無餘事。唯成就衆生浄佛國土。龍樹詫

迹海宮、逮無生忍。唯欲弘道利人故、前明於利。(T no.1825『十二門論

疏』巻上之本 , 42:178c-179a) 

故摩耶經云。龍樹菩薩燃正法炬、滅邪見幢。什法師云。龍樹菩薩令如来

大法三啓閻浮。龍樹傳云。智慧日已頽、斯人令再耀。世昏寝已久、斯

人悟令覚。並是下愍上弘之意也。(T no.1825『十二門論疏』巻上之本 , 

42:180a) 

又于填國龍樹傳云。華嚴大本有一四天下微塵品三千大千世界微塵偈。一

部經文字尚不可數。況都集諸大乘經總名摩訶衍。云何可知。文尚不可知。

況復欲釋其義。(T no.1825『十二門論疏』巻上之本 , 42:180a) 

『百論序疏』

問。提婆與龍樹相見不。答。經傳不同。叡師成實論序、是什師去世後作之。

述什師語云。佛滅後三百五十年、馬鳴出世。五百三十年、龍樹出世。又

云。馬鳴興正法之末。龍樹起像法之初。梁武帝發菩提心因緣中云。敬禮

興正法馬鳴菩薩。歸命興像法龍樹菩薩。肇叡並云。提婆出八百餘年。則

理不相見。依三文分明相見。一提婆傳云。提婆出天眼竟、將伏外道、詣

龍樹所、受出家法。故應相見。二摩耶經明七百年龍樹出。今明八百年提

婆出。亦得相見。三付法藏經分明相見。龍樹將去世、告大弟子加那提婆。

善男子聽。婆伽婆以無上正法付屬迦葉。乃至次第付囑於我。我今去世以

付屬汝。汝當興慈悲雲注甘露法。提婆長跪答曰。敬如尊教。故知相見也。

(T no.1827『百論序疏』42:233a) 

六百年初、五百羅漢於北天竺罽賓國、釋八健度造毘婆沙。龍樹於此時而

出。具前二義。爾時五百部盛興、執小違拒大乘。故智度論云。五百部各

執諸法有決定相。聞畢竟空、如刀傷心。龍樹欲破此小迷、申乎大教。二

者諸部弘小、令凡入小。龍樹破小、令迴小悟大也。(T no.1827『百論序

疏』42:233a-b) 

龍樹傳亦爾。故云。龍樹乳哺之中、誦四違陀。四違陀十萬偈。偈有三十二字。

(T no.1827『百論序疏』, 42:234b)
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童籠磨者龍也。馥力叉是樹通名也。別名阿闍那。如此間梨李樹等。

問。龍樹是何位之人。答。聖迹無方、高下未易可測。僅依經傳、叙其淺深。

睿公云。功格十地、道摸補處。是窮學之人。傳云。智慧日已頽、斯人令

再耀。世昏寝已久、斯人悟令學。外國爲之立廟事之若佛。安知非佛示爲

菩薩乎。匡山遠法師云。名貫道位、徳備三忍。亦十地高仁也。依楞伽經。

大慧菩薩問。世尊滅度後、佛法何人持。佛答。大慧汝當知。南天竺大國

中、有大徳比丘。名龍樹菩薩。爲人説大乘無上法、能破有無見。住初歓

喜地、往生安養國。釋此語不同。舊云。龍樹是初地人。関内姚道安學智

度論云。此是龍樹引衆生、令入初地。而實是十地人也。(T no.1824『中

観論疏』序 , 42:1c) 

以釋迦佛法、無別菩薩僧。龍樹是出家之人。故依小乘位分之。名貫道位者、

菩薩位之通名也。徳備三忍、謂信順無生也。(T no.1824『中観論疏』序

, 42:1c)

故摩耶經云。龍樹燃正法炬、滅邪見幢。楞伽云。爲人説大乘、能破有無見也。

(T no.1824『中観論疏』巻第一 ( 本 ), 42:12a)

又稽首者、欲請佛加護。敢佛弟子有所説法無不承於佛力。今欲申佛無生

二諦破於衆邪、故請佛加護。又龍樹未悟無生、欲自樹爲佛従。託迹海宮、

得無生忍。方以佛爲師己爲弟子、是故禮也。又論主因佛悟無生。今報佛恩、

是故禮佛。(T no.1824『中観論疏』巻第一 ( 末 ), 42:12c)

問。龍樹於像法中何時出耶。答。睿師成実論序述羅什語云。馬鳴是

三百五十年出。龍樹是五百三十年出。摩耶經云。七百年出。匡山恵遠法

師云。接九百年之運。則九百年出。具如玄義中釋。(T no.1824『中観論

疏』巻第一 ( 末 ), 42:18b)

『十二門論疏』 

龍樹自有三論。初造無畏論十萬偈。次従無畏論撰其要義五百偈、名爲中

論。十二門有二釋。一云。同中論従無畏出。二云。就中論内、擇其精玄、

爲十二門。(T no.1825『十二門論疏』巻上之本 , 42:177b)

問。何以知此三部有前後耶。答。龍樹傳及付法藏經並云。無畏十萬偈中

論十二出在其中。十二既指如中論説。則知在中論後也。(T no.1825『十二
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而愍之、便接還龍宮、示三世諸佛無量經、復示過去七佛經。於龍宮九旬

讀十倍閻浮。所餘題目不可周遍。龍樹従龍宮出。龍王以此一部經送龍樹出。

爲此因縁故、閻浮提得有此經也。(T no.1731『華厳遊意』序 , 35:1a) 

『勝鬘宝窟』

又爲利根人。但標一題。猶如龍樹入彼海宮、観經題目、便能悟解。(T 

no.1744『勝鬘宝窟』巻上之本 , 36:1c) 

『無量寿経義疏』

今此經亦爾。束經宗爲此題。開此題爲宗。所以龍樹在龍宮、讀經看題、

則知經宗。(T no.1752『無量寿経義疏』37:237b) 

『浄名玄論』

此經凡有十萬偈。傳譯未盡。立名當在後也。至長安、見僧曇法師従于闐還。

於彼処見龍樹傳云。華嚴凡有三本。大本有三千大千世界微塵偈一四天下

微塵品。中本有四十九萬八千八百偈一千二百品。此二本並在龍宮。龍樹

不誦出也。唯誦下本十萬偈三十六品。此土唯有三萬六千偈三十四品。故

知華嚴名數在數 23) 分矣。菩提流支云。佛滅度後六百年、龍樹従海宮持出也。

(T no.1780『浄名玄論』巻第二 , 38:863b) 

『維摩経義疏』

此經凡十萬偈。傳譯未盡。立名當在後也。于闐國有龍樹傳云。華嚴凡

有三本。大本有三千大千世界微塵偈一四天下微塵品。次本有四十九萬

八千八百偈一千二百品。此二品並在龍宮。龍樹不誦出也。唯誦下本十萬

偈三十六品。此世唯有三萬六千偈三十四品。故知華嚴名在後分矣。菩提

流支云。佛滅度六百年、龍樹従海宮將名也。(T no.1781『維摩経義疏』

巻第一 , 38:913c)

『中観論疏』

龍樹者、依梵音、應云伽那馥力叉。伽那者龍也。馥力叉者樹也。智度論云。
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たる。吉蔵が引用する「龍樹伝」が、『歴代三宝紀』に掲載された『龍樹菩薩

伝』であれば、吉蔵の引用から、当時の『龍樹菩薩伝』の内容を知ることが

できるだろう。また、吉蔵は「龍樹伝」ばかりでなく、様々な資料に基づいて、

龍樹の事蹟について言及しているので、ここでは吉蔵が何を資料として、龍

樹に関して何を語っているのかを確認することにしたい。以下に、管見の及

んだ範囲であるが、吉蔵が龍樹の年代や事蹟について言及した箇所を示して

おく。

『仁王般若経疏』

言八百年者、正證法滅。五百年内、二十五師並是聖人相傳故、證不滅。

六七二 22) 百年内、馬鳴龍樹二人傳法以弘法、人強故法不滅。八百年

中、餘人弘法、以人弱故令法滅也。(T no.1707『仁王般若経疏』巻下 , 

33:357c) 

『法華玄論』

又龍樹傳云。讀小乘已、周尋大乘、不得。遇沙門於巖下、方乃聞之。(T 

no.1720『法華玄論』巻第一 , 34:362b)

龍樹傳云。智慧日已頽、斯人令再耀。世昏寝已久、斯人悟令覺。外國爲

之立廟宗之如佛。楞伽經云。有大徳比丘。名龍樹菩薩。住初歓喜地。爲

人説大乘。摩耶經云。七百年中有一比丘。名曰龍樹。滅邪見幢。燃正法炬。

(T no.1720『法華玄論』巻第三 , 34:384c) 

『法華義疏』

故龍樹傳云。欲爲禍本、衆悪之原。敗徳危身皆由此起。吾若得脱、誓當

出家也。(T no.1721『法華義疏』巻第四 , 34:507c)

『華厳遊意』

且、話閻浮得有此經。録雖不載、相承云。龍樹有佞弟子。勧其師、令與

釋迦並化。師智徳如此。宜作新佛。豈爲釋迦弟子。即然其所言。剋日月、

別制新戒新衣、使大同小異。坐水精房中、思惟斯事。時有大龍菩薩、傷
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がまとめられて一つの伝の形になったか、或いは、度重なる編集の結果、現

在の形になったかである。

　さて、最後に、『龍樹菩薩伝』『付法蔵因縁伝』における龍樹伝の特徴をま

とめておこう。ここに説かれている龍樹は、論師というよりも、むしろ神異

僧のように描かれていた。また、不埒な悪事を働き、慢心をおこすような人

物でもあった。『龍樹菩薩伝』『付法蔵因縁伝』の伝える龍樹のイメージは、

またもや我々が考える中観の論師のイメージから程遠い。龍樹は、薬術にす

ぐれた才能を発揮し、神通力によって王を改宗させ、蟬蛻してこの世を去っ

たという。こうした龍樹の神異的なイメージは、後の時代にまで連綿と受け

継がれ、東アジアにおける龍樹像の一端を形成していくことになる。興味深

いのは、インド・チベットでも同様に、龍樹を薬術や仙術の大家とする伝承

を発展させていったことである。龍樹のイメージ形成において、インドと中

国の間には、インタラクティブな交流があったにちがいない。

　『龍樹菩薩伝』『付法蔵因縁伝』には、確かに、Young の主張するように、

鳩摩羅什の時代に見られたような、救済論的年代記に基づいた仏教の復興者

としての龍樹のイメージは見られなかった。しかし、修辞を凝らした論書の

序のなかで褒め称えられる龍樹と、娯楽的な要素の強い伝記の中で語られる

龍樹が、同じイメージである必要はないだろう。『龍樹菩薩伝』は鳩摩羅什の

講説を一人の弟子が記したものではないにせよ、その伝承の多くの部分を後

世の捏造と見なすのは早急であるように思える。

　

　　　吉蔵の伝える龍樹伝

　二本の『龍樹菩薩伝』と『付法蔵因縁伝』を比較検討して明らかになった

ことは、おそらく、これらが天竺・西域から伝えられた伝承に基づき、編集

を繰り返すなかで成立したテキストであったということである。さて、隋代

の吉蔵 (549-623) は自著の中で、龍樹の事蹟について言及しており、この中

には「龍樹伝」と呼ばれる資料からの引用も含まれている。先にも述べたよ

うに、『龍樹菩薩伝』が鳩摩羅什訳として最初に経録に登場するのは、『歴代

三宝紀』であり 21)、この書が成立した開皇 17(597) 年は、吉蔵の壮年期にあ
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　『龍樹菩薩伝』の二本には、それぞれ異なる付記がある。高麗版は次のよう

に説く。　

『付法蔵伝』に依れば、即ち第十三祖師である。仙薬で滋養して、現に

住すること長寿にして二百余年であった。仏法を保ち、度した所の人は

数えることができないほどである。『法蔵』に説く如くである。　

宋・元・明版は次のように説く。

『付法蔵経』に依れば、即ち第十三祖師である。三百余年、仏法を保った。

これらの記述がいつ付されたのかは明らかではない。なお、高麗版に説かれ

ている「仙薬を滋養し、長寿を保った」とする伝承は、玄奘の『大唐西域記』

によって広く流布したものである。ただし『大唐西域記』は龍樹の寿齢を「壽

年數百」としているのに対し 19)、ここでは「二百餘年」としている。この寿

齢の典拠は不明である。宋・元・明版の記述にある「三百餘年」は、寿齢に

ついて言及しているのか、仏滅後年代を言及しているのか明らかではない。

しかし、寿齢にしろ、仏滅後年代にしろ、三百余年という数字は初期の龍樹

伝には見られない。この数字も後に玄奘の時代に、道世が『法苑珠林』の中で、

「依玄法師傳云」として「佛去世後三百年出現於世」としているのが初出では

ないかと思われる 20)。

　以上、三本の龍樹伝の内容を確認した。内容の上から見た三本の関係を今

一度、整理しよう。「南天竺王の改宗」の段と「外道の改宗」の段における、

龍樹伝と提婆伝の貸借関係から推察されるのは、高麗版系『龍樹菩薩伝』が

おそらく『付法蔵因縁伝』を参照して成立したであろうことである。宋・元・

明版系『龍樹菩薩伝』と『付法蔵因縁伝』の前後関係は不明であり、直接、

一方が他方を参照したかどうかも不明である。ただし、宋・元・明版系『龍

樹菩薩伝』は、龍樹にとって不名誉な記事を削除し、また若干、名誉が回復

されるように手を加えた跡が見られ、『付法蔵因縁伝』の方が、本来の伝承を

よく反映しているように見える。

　また三本共通して言えることだが、ここに説かれている龍樹伝は、一人の

人間によって書かれたものではないだろう。訳語の不統一から推察されるの

は、複数の書き手の存在である。可能性として考えられるのは、複数の資料
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⑱　生存時期

　この段は『龍樹菩薩伝』二本のみが説く。

この世を去ってから、今に至るまで百歲が過ぎた。

　Young の指摘するように、確かにここでは正像末の年代記に基づいた龍樹

の生存年代は説かれていない。このように語り手の生きている時間軸から龍

樹の年代が記されるのは、初期の龍樹伝の中には例を見ないものである。こ

れも後から付加された部分であろうか。

⑲　立廟

　龍樹の滅後、南天竺で龍樹のために廟が建立されたことを述べており、三

本一致している。

南天竺の諸国では龍樹のために廟を立てて、仏に対するように敬い奉っ

ている。

　これは先にも確認した通り、僧叡が「天竺伝」として言及している箇所で

ある。さて、この「廟」は「stūpa」の訳語であると思われる。『龍樹菩薩伝』

の二本は、先に、雪山を廻歩して沙門と出会った場所を「塔」としていた。

しかし、ここでは「塔」ではなく「廟」という語が採用されている。このよ

うな訳語の不統一は、この伝が一人の人物によって書かれたものではないこ

とを示唆している。

⑳　名の由来　

　『付法蔵因縁伝』はこの段をすでに冒頭で述べた。『龍樹菩薩伝』の二本は

次のように説いている。

龍樹の母は、樹下において龍樹を生んだことにちなんで「阿周陀那」と

名付けた。「阿周陀那」は樹名である。龍が彼の道を完成させたので、

龍の字を名に配して、「龍樹」というのである。

　『龍樹菩薩伝』の二本は「樹」にあたる梵語の音写「阿周陀那」をあげてい

る点が『付法蔵因縁伝』と相違している。

㉑　付記
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　以上のエピソードは、「舎衛城の神変」として知られる釈尊と富楼那の法力

合戦を想起させる。このように、この手の聖者伝においては、既存の物語の

枠組みを借りてきて、登場人物を入れ替え、新たな伝承を作り出すといった

ことがしばしば行われたのであろう。

⑯　南天竺王の改宗

　高麗版は、ここで南天竺王の改宗を説く。この段で登場する王が、前段の「法

力合戦」の段で登場する王と同一であるとするならば、高麗版の話の流れは

不自然である。しかし、前段で登場する王は「天竺国王」、ここで登場する王

は「南天竺王」となっているから、高麗版系『龍樹菩薩伝』の編集者は、こ

の王を同一人物として想定しなかったのかもしれない。三本のうち、宋・元・

明版と『付法蔵因縁伝』が、同じ構成順序であり、後にこれらを引用している『法

苑珠林』もこの二本に従っているから 18)、高麗版の順序は、編集の過程で生

じてきたものと思われる。

　　

⑰　蟬蛻

　龍樹の入滅をめぐるエピソードである。三本ほぼ一致して、以下の内容を

説いている。

この時、一人の小乗の法師がいて、常に心に憤懣を抱いていた。龍樹は

この世を去ろうとして、彼に問うて言うには「汝は、私が久しくこの世

に留まるのを願っていますか、いませんか」と。答えて言うには「実は

願っていません」と。龍樹は退いて閑室に入り、日を経ても出てこなか

った。弟子が戸を破って見てみると、蟬蛻して去っていた。

　奇妙なエピソードである。ここで龍樹は「蟬蛻」したと説かれている。こ

の「蟬蛻」とは羽化、つまり神仙となって天に昇ることを意味している。こ

の物語の書き手は龍樹を神仙のような存在として見なしていたといえる。ち

なみに、後の時代にインドで流布した龍樹の入滅の物語は、これとは異なっ

ており、不老長生薬によって長寿を保っていた龍樹が、王子に請われて自ら

の命を断ったことになっている。内容は異なるものの、ここでも龍樹が神仙

のような存在として扱われていることは興味深い。
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大いに仏法を弘めて、外道を打ち摧いた。ひろく大乗を明らかにして、「優

波提舍」十萬偈、「荘厳仏道論」五千偈、「大慈方便論」五千偈、「中論」

五百偈を著作し、大いに大乗教が天竺において行われるようにした。又、

「無畏論」十萬偈をつくった。「中論」はその中に出ている。

　このうち我々に馴染みの深い書名はわずか『中論』のみである。後に、湛

然 (711-782) がこれを釈して、「一、大悲方便論明天文地理作寶作藥饒益世間。

二、大莊嚴論明修一切功德法門。三、大無畏論明第一義」17) と述べているが、

これらが実際、何を指していたのかは明らかではない。

⑮　法力合戦

　次いで、龍樹が王の御前で婆羅門と法力合戦をし、これを打ち負かしたと

するエピソードが説かれる。これも内容的に三本ほとんど異なるところはな

い。

時に、呪術をよく知る婆羅門がいた。自分の能力を龍樹と競い勝利しよ

うと考えて、天竺国王に告げた。「私はこの比丘を負かすことができます。

王はそれを試すべきです」と。王が言うには「汝は大愚者である。この

菩薩の輝きは日月と光を争うほどであり、智慧は聖者の心と並び照すほ

どであるのに。汝は、どうして不遜にして、彼を敬わないのか」と。婆

羅門が言うには「王は智人であります。どうして理を以てこれを試さな

いのですか。彼が抑え挫かれるのを見ないのですか」と。王はその言葉

は尤もであると見て、龍樹に、翌朝、共に政聴殿の上の席に着いてくれ

るようお願いした。婆羅門は、後からやって来て、たちまちに呪術によ

って、宮殿の前に、広く長く清淨で、中に千葉の蓮華が咲く大池をつく

った。自らその上に座り、龍樹に誇らしげに言った。「汝は地の上に坐

って畜生と異ならないのに、清淨なる蓮花の上に座る大德智人である我

と論争しようと思うのか」と。その時、龍樹はまた、呪術によって六牙

の白象をつくりだし、池水の上を行かせ、その蓮花座に趣いて、象の鼻

で婆羅門を絞めあげ、高くあげて地に投げおとした。婆羅門は腰を負傷

し、ぐったりとなり、龍樹に帰命した。「私は身の程を知らずに、大師

を侮辱しました。願くは我を哀れみ、その愚蒙を啓発してください」と。
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そこではより簡略に「外道の中で智慧が浅い者は一言ですぐに屈してしまっ

た。智慧が勝った者も最長で二日で、言葉・道理、ともに尽きてしまった。

皆悉く、髪を剃り、度されて、出家した」とのみ記している。

　今一度、龍樹伝、提婆伝各本の重複箇所を確認してみよう。以下は各本の

構成の比較である。

導入部 天と阿修羅の
闘い

外道との弁論
試合

帰結部

高麗版
『龍樹菩薩伝』

広 ●

宋・元・明版
『龍樹菩薩伝』

略 ●

『付法蔵因縁伝』
龍樹伝

略 ● 広

『提婆菩薩伝』
広 ● ● 広

『付法蔵因縁伝』
提婆伝

広 ● 略

　蓮澤成淳は、天と阿修羅の闘いを説く龍樹伝と、外道との弁論試合を説く

提婆伝とが、導入部を共有していたため、『提婆菩薩伝』に混乱が生じたので

あろうと結論している［蓮澤 1936, 465］。天と阿修羅の闘いのエピソードが、

龍樹伝に属していたことは、僧肇の『注維摩詰経』の記述からも間違いない

だろう。疑義の残る部分は「導入部」「帰結部」であるが、五本の比較から推

察するに、高麗版『龍樹菩薩伝』は「導入部」を『付法蔵因縁伝』提婆伝か

ら拝借し、『提婆菩薩伝』は「帰結部」を『付法蔵因縁伝』龍樹伝から拝借し、

物語を補ったように見える。高麗版『龍樹菩薩伝』、、『提婆菩薩伝』の両伝に

は、かなりの編集の手が入っているのは確かであるだろう。

　　

⑭　著作

　ここでは、龍樹が著した諸論が列挙される。名称、偈頌数とも三本一致し

ている。
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隠身薬の段では「brāhmaṇa」を「梵志」と訳していたが、ここでは「婆羅門」

の訳語が用いられており、訳語が一定していない。また、この南天竺王の改

宗のエピソードは、そのまま主人公を変えて『提婆菩薩伝』に説かれている。『提

婆菩薩伝』では、高麗版『龍樹菩薩伝』に説かれる導入部を伴った形で、こ

のエピソードが語られ、その文言も多少の出入りは有るが、高麗版とほぼ一

致してる。また、『付法蔵因縁伝』に説かれる提婆伝も、高麗版に説かれる導

入部分を共有している。この提婆伝と龍樹伝の関係を、一体どのように考え

ればいいのであろうか。次の「外道の改宗」の段も同様に『提婆菩薩伝』と

重複している箇所であるので、併せて考察することにしたい。

⑬　外道の改宗

　『付法蔵因縁伝』は、前段に引き続き、龍樹が重ねて外道を論破し、仏教に

改宗させたことについて語っている。二本の『龍樹菩薩伝』はこれを説かない。

その内容は以下の通りである。

その時、外道たちはこの出来事を聞いて、悉く龍樹のもとに雲集した。

怒りを持ち、嫉妬を抱いて、弁論を競おうとした。そこで大智慧によっ

て弁論に巧みな龍樹は、外道たちと広く議論をした。愚な者は一言です

ぐに屈してしまった。少々智慧のあるものも最長で二日で、言葉・道理、

ともに尽きてしまった。皆、悉く打ち負かされて、鬚髮を剃り、龍樹の

もとで出家をした。このように龍樹に度された無量の邪道は、王家が常

に十車分の衣鉢を送るほどであった。一ヶ月たって、外道は悉く尽きて

しまった。このようにして改宗した者は無数になった。

　さて、この記述もまた『提婆菩薩伝』と重複している。『提婆菩薩伝』では、

前段の「エピソードの導入部」と「天と阿修羅の闘い」を説いた後に、王に

弁論の御前試合を申し出た提婆が、外道を悉く打ち摧き、外道たちを仏教に

改宗させたとするエピソードが続き、その結末部分として「智慧が浅く、短

気な者は一言ですぐに屈してしまった。智慧が深く、根気のある者も最長で

二日で、言葉・道理、ともに尽きてしまい、髮を下ろした。このように日々、

王家は十車分の衣鉢を送り、遂に三ヶ月で、百餘万人を度し終わった」と締

括られている。『付法蔵因縁伝』の提婆伝もこの記述の一部を共有しているが、



蓮花寺佛教研究所紀要　第二号　個人研究

168
(85)

うでないようなことがあれば、これは些細な出来事ではない。もし問わ

なければ、これは一つの負けである」と。決めかねて躊躇い、かなりの

時が経ってしまったので、やむを得ず龍樹に問うには「天は今、何をし

ているのか」と。龍樹が言うには「天は今、阿修羅と戦っています」と。

王はこの言葉を聞いて「たとえば、人が咽せて、吐くことも、飲み込む

こともできないように、その言葉を否定しようと思っても、これを証明

することができないないし、その事を肯定しようと思っても、事を明か

にすることはできない」と、いまだこのことを言わないうちに、龍樹が

また言うには、「これは虛しい論や勝利を得るため談ではありません。

王よ少々お待ちください。すぐに証しが現われましょう」と。言い終わ

ると、空中にたちまち干や戈の武器が現れて、絡み合って落ちてきた。

王が言うには「干・戈・矛・戟は武器であるが、汝はどうしてこれが天

と阿修羅が戦っているのだとわかるのか」と。龍樹が言うには「これを

虛言であるとかまえているのですか。実物をもって確かめるに越したこ

とはありません」と。言い終わると、阿修羅の手、足、指、耳、鼻が空

から落ちてきた。龍樹は、王や臣民、婆羅門衆に、澄みきった空中に両

陣が向かい合っているところを見せた。王はそこで龍樹に稽首し、その

法化に伏した。殿上にいた万の婆羅門もみな束髮を棄てて具足戒を受け

た。

　このエピソードは、僧肇 (384-414) の『注維摩詰経』にも説かれている

が、『注維摩詰経』では、龍樹の法化に伏したのは「南天竺王」ではなく「外

道」となっている。Young は、これによって、『付法蔵因縁伝』は王権に対

する仏法の優位性を示すために、『注維摩詰経』の記述を改変したのだと結論

した［Young 2008, 144-145］。しかし、五世紀には僧伽跋摩が『勧発諸王要

偈』を訳出しているから、龍樹が王師であったとする伝承は、おそらく鳩摩

羅什の時代にはすでに存在していたであろう。また龍樹と南天竺王との関係

は、中国ばかりでなく、後世のインド・チベットの伝承にも語られているか

ら、もとの伝承が「南天竺王」であったとしても問題はないように思われる。

僧肇が外道の王を単に「外道」と表現した可能性も考えなければならない。

　ただし、このエピソードには確かに不信な点がある。前の出自・幼年期・
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た。龍樹が考えて言うには「樹はその元を切らなければ、枝が傾むくこ

とはない。王を教化しなければ、道が行われることはない」と。その国

の法では、王家が金銭を出して人を雇い、護衛をさせていた。龍樹は、

募集に応じて護衛の将となった。戟を荷って列の前を行き、行列を整え

て軍隊を統制した。その威は厳格でないのに、命令がよく行われ、法は

明らかでないのに、人々が従った。王が非常に褒めて言うには「これは

誰なのか」と。侍者が答えて言うには「この人は、募集に応じてやって

きましたが、給米を食べず、金銭も受け取りません。しかも仕事にあっ

てはまじめで慎み深く、しきたりに通じているのはこのようあります。

彼が何を求め、何を欲しているのかはわかりません」と。

　宋・元・明版と『付法蔵因縁伝』は、この部分を以下のように簡略に述べ

ている。

南天竺王は邪見甚だしく、外道に仕え、正法を誹謗していた。龍樹菩薩

は彼の王を教化するため、自ら赤旗を持ち、王の前を行った。七年が過ぎ、

王は始めて怪しんで「我の前を行く者は何者か」と問うた。

　高麗版にのみに詳細に説かれるこの箇所は、後に付加されたのだろうか。

或いは逆に元々存在していたものを宋・元・明版と『付法蔵因縁伝』が省略

したのだろうか。この問題については、後に詳しく検討することにしたいが、

ここで描写されている風俗、例えば王家が金銭を出して人を雇うなど、はイ

ンド社会を描いたものとして特に違和感を感じないから、インドの伝承を伝

えたものと見なしてよいだろう。以下のエピソードは三本共通して説いてい

る部分である。

南天竺王は諸国を治め、邪道を信用していた。王が召して龍樹に問うに

は「汝は、何者か」と。答えて言うには「私は一切智人であります」と。

王が大いに驚愕して、問うて言うには「一切智人は久しい間にただ一人

存在するのみである。汝は自ら一切智人であると言う。どうやってそれ

を証明できるのか」と。答えて言く「智を知ろうとするなら、説に ( 答

えが ) あります。王よ、( 自ら ) 見問するのがよいでしょう」と。王は

心の中で思った。「我がもし智主、大論議師となって、彼に問い、言い

負かすことができたとしても、なお名声には足らない。しかし、一旦そ
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ができない」と。龍樹は諸経の一相を得て、深く無生に入り、二忍を具

えた。龍は龍樹を南天竺に送り還した。

　ここで龍の言葉の中に「我が宮中にあるような経典は、諸処に多数あり」

とあるが、「諸処」が何を示しているのか些か不明瞭である。これに対し『付

法蔵因縁伝』では「忉利天上のインドラが所有する経は、この宮殿の百千万

倍以上である」という説明句が加っており、意味が明瞭になっている。『大智

度論』にも、天・龍・阿修羅宮に千億万偈の経が保存されていることが説か

れているから、ここでの龍の言葉は、こうした伝承を前提にしたものと思わ

れる 13)。

　また、三本の相違点として、龍樹の獲得した境地を「二忍」「三忍」「法忍」

とするヴァリエーションがある。「二忍」を採用しているのは『龍樹菩薩伝』

の高麗版と宋版、そして『付法蔵因縁伝』の高麗版である。「三忍」を採用し

ているのは『龍樹菩薩伝』の元・明版、「法忍」を採用しているのは『付法蔵

因縁伝』の宋・元・明版である。般若経典や『大智度論』では、「無生法忍」

を菩薩が初地に入り、不生不滅の理を諦認し、不退転位に入った状態として

定義している 14)。『無量寿経』は「三忍」を説いているから 15)、おそらく慧

遠はこの説に従い、龍樹の獲得した境地を「三忍」と表現したのであろう。「二

忍」とあるのは、生忍と法忍であろうか。『大智度論』にはこの二忍について

の説明がある 16)。どれが元の形であったかは判然としないが、編集の過程に

おいて、編集者がそれぞれの理解に基づき、これを修正したことから、これ

らのヴァリエーションが生じてきたように見える。

⑫　南天竺王の改宗

　宋・元・明版と『付法蔵因縁伝』は、ここで南天竺王の改宗について説く。

高麗版のみは「法力合戦」の段の後に説く。高麗版は内容においても他の二

本と異なる箇所があり、この南天竺王の改宗のエピソードの導入部として、

龍樹が王を教化するために募兵に応じる過程が詳細に述べられている。その

部分は、以下のとおりである。

南天竺王は諸国を治め、邪道を信用していた。沙門釈子は一人も見られ

なかった。国民は遠くのものも近くのものも皆なその道に教化されてい



初期の龍樹伝

171 (82)

って後学の者を悟らせよう。理が異なっていなければ、事に過失はない

だろう。これに何の咎があろうか」と。以上のように考えて、これを実

行しようと考えた。師の教戒を立てて、さらに ( 新たな ) 衣服を作り、

仏法に附し、わずかな差異を設けた。これによって人々の ( よくない ) 

思いを取り除き、無師であることを示そうと思った。日・時を選んで、

弟子たちに新戒を受けさせ、新衣を着せようとし、独り静処の水精房の

中にいた。

一方、『付法蔵因縁伝』は、龍樹の独白部分を次のように説く。

龍樹が心に念じて言うには「世界の教えの中には、道が甚だ多い。仏の

経には奥深い意味があるが、いまだ尽くさないところがある。今私がさ

らに敷延してこれを述べよう。後学の者を悟らせて、衆生を利益しよう」

と。

　両者の相違点は、理が異なっていなければ過失がないとする理由句の有無

である。このように理を重んじ、理と事という視点から物事を論じる態度は、

非常に中国的である。『龍樹菩薩伝』の独白部分は、龍樹が慢心を起こしてな

した行動をも、尤もらしく聞こえるよう、手を加えた跡であるように思える。

⑪　龍宮訪問

　次に有名な龍宮訪問のエピソードが説かれる。龍樹は龍宮で無量の経典を

閲覧し、そこで無生法忍を獲得したという。三本は共通して次の内容を説い

ている。

大龍菩薩は龍樹がそのようになっているのを見て、惜み愍れんで、ただ

ちに龍樹を招いて海に入った。宮殿の中の七宝の蔵を開いて、七宝の華

函を開き、もろもろの方等深奥経典、無量の妙法を龍樹に授けた。龍樹

は受けて読むこと九十日間、通達するところが甚だ多かった。龍樹の心

は深く入り、真実の意味を体得した。龍が龍樹の心を知って、問うには「ま

んべんなく経を見ましたか、まだですか」と。答えて言うには「汝の諸

函中の経は多く、無量にして、尽きるところがありません。私が読むこ

とができたものはすでに閻浮提の十倍になっています」と。龍が言うに

は「我が宮中にあるにあるような経典は、諸処に多数あり、数えること
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　二本の『龍樹菩薩伝』が語っていないこの「門神の呵責」の段は、「外道の

論師や沙門の教説を、みな悉く打ち摧いた」とする部分と、次の「弟子との会話」

の段を上手く繋ぐエピソードになっている。この段を欠く『龍樹菩薩伝』は、

話の流れに不自然さが残る。おそらく、本来の龍樹伝はこの段を具えていた

のだろう。『龍樹菩薩伝』は龍樹にとって不名誉な内容を含むこの部分を省略

したものと考えられる。物語のディテールは、インド的であるように見える。

瞿曇門とは、「Gotamadvāra」の訳語であり、パータリプトラの城門の一つ

である。昔、パータリプトラで説法をした釈尊がこの門より帰って行ったこ

とに因んで、命名された。葶藶子の比喩や、蛍火と日月の喩えなども、イン

ド撰述の諸経論においてしばしば見られるものである。

⑨　弟子との会話

　この段は、高麗版と『付法蔵因縁伝』のみに見られ、宋・元・明版には説

かれていない。高麗版と『付法蔵因縁伝』の内容は一致している。

外道の弟子が龍樹に言うには「師は一切智人であるのに、今、仏弟子で

あります。弟子の道というものは足らない所を師に問い、承ることにあ

ります。師はまだ足らないところがあるのでしょうか。一つの事でも足

らないのであれば、一切智ではありません」と。龍樹は言葉に詰まり、

道理が立たなくなり、そこで邪な慢心を起した。

　この部分もまた龍樹にとってはあまり名誉ある内容ではないので、宋・元・

明版系『龍樹菩薩伝』は前段とともに省略したのであろう。

⑩　師の教誡を立てる

　ここでは、前の弟子の言葉を受けて、龍樹が新たな戒と衣服をつくろうと

思い立つに至った場面が語られている。三本ともにこれを説いているが、二

本の『龍樹菩薩伝』と『付法蔵因縁伝』とでは、内容が若干異なっている。

二本の『龍樹菩薩伝』は、次のように説く。　

龍樹が心に念じて言うには「世界の教えの中には、道が甚だ多い。仏の

経は奥深いが、理によって経を推しはかると、いまだ尽くしていないと

ころがある。尽くしていないところを、推しはかって述べて、これによ
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仏塔で出家受戒をし、諸国を遍歴し、雪山中の塔で摩訶衍経を授かったとす

るエピソードを説いている。

さて、いまや龍樹は逃れ出て、山に入り、一仏塔を詣でて、そこで出家

受戒をした。九十日の間に三蔵を全て読誦し尽くした。さらに異なる経

を求めようとしたが、どこにも得られなかった。そして遂に雪山に入っ

た。山中には塔が有り、塔中には一人の老比丘がいた。老比丘は龍樹に

摩訶衍経を与えた。誦え受け、愛楽し、その意味を知ったが、通達する

ことができなかった。諸国を周遊し、更に他の経を求めた。閻浮提中に

遍く求めたが得られなかった。

　些細な相違点ではあるが、二本の『龍樹菩薩伝』は、龍樹が雪山に赴いた際、

「塔中」で比丘より「摩訶衍經」を授かったとするのに対し、『付法蔵因縁伝』

は、単に雪山で比丘より摩訶衍を授かったとしている。なお、慧遠が「巖下」

で方等之学を授かったと述べていることは、先にも指摘した通りである。後

に詳しく考察するが、『龍樹菩薩伝』の二本は、これを後から「塔中」に改め

たものと思われる。

⑧　門神の呵責

　二本の『龍樹菩薩伝』は、ここで「外道の論師や沙門の教説を、みな悉く

打ち摧いた」とあるのみであるが、『付法蔵因縁伝』はこれに引き続き、龍樹

が慢心を起こし、門神に呵責されたエピソードを説いている。その内容は次

の通りである。

その弁才は無尽であり、よく論を述べたので、外道や異学の沙門の論師

たちは皆打ち負かされて、龍樹に師となってくれるよう懇願した。そこ

で龍樹は自ら「一切智人」であるといい、驕慢の心を生じ、甚だ高慢に

なった。往き、瞿曇門から入ろうとしたところ、門神が龍樹に告げて言

うには「今、汝の智慧は蚊虻のようであり、如来と比べ、能弁ではない。

蛍火が日月を照らすようなものであり、須弥山に比べた葶藶子 ( イヌナ

ズナの実) のようなものである。我が仁者を観たところ、一切智ではない。

どうしてこの門から入ろうとするのか」と。この言葉を聞きおわり、龍

樹は顔を赤らめて愧じ入った。



蓮花寺佛教研究所紀要　第二号　個人研究

174(79)

な才を見せたことが語られている。後の時代になるが、『隋書』は「龍樹菩薩

薬方」「龍樹菩薩和香法」「龍樹菩薩養性方」なる書の存在を伝えており、ま

たインド・チベットでも龍樹を薬術の大家とする伝承がある。龍樹像を考察

する上で興味深いが、これについては別稿で詳しく論じることにしたい。

⑥　王宮での悪事

　エピソードの後半部分は次の通りである。三本異なるところはない。

四人は、隱身術を得て、ほしいままにし、自由に王宮に出入りした。宮

中の美女は皆な陵辱されてしまった。百余日の後に、宮中に懷妊する者

が出た。憚って王に罪咎を免除してくれるよう申し出た。王は大層、不

機嫌になった。「どのような不祥事が、このような怪をなしたのだ」と。

賢臣たちを召して、この事を相談した。そこに古老の臣がいて言うには

「およそこのようなことには二種のことが考えられます。或いは鬼魅か、

或いは方術であります。細かな砂土を諸門の中に撒き、役人にこの門を

守らせて、通行者を断つのがよいでしょう。もし術師であれば、その跡

が現れます。兵士によって除くべきです。もし鬼魅であれば、入っても

跡が残りません。術によって滅するべきです」と。そこで、門の護衛に

命令し、その方法を調え、これを試みると、四人の跡が現れた。護衛が

駆け付けて王に知らせたところ、王は、力士数百人を率いて宮殿に入り、

諸門を悉く閉じた。力士たちに命じて刀を空中で揮わせたところ、三人

を斬った。彼らは即死してしまった。ただ龍樹だけが生き残り、身をち

ぢめて、息を凝らして王の頭の近くにいた。王の頭の近く七尺間は刀の

及ばない所であったからである。この時、始めて龍樹は悟った。「欲は

苦の本であり、もろもろの禍いの根源である。德を損ね、身を危くする

ことは全てこの欲から起るのである」と。そこで自ら誓って言うには「も

し脫出することができれば、沙門のもとを訪ねて、出家の法を受けよう」

と。

⑦　修学と遊行

　多少の字句の出入りはあるが、これも三本ほとんど異なるところはない。
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悟らせることができるが、我らはすでにこれを究め尽してしまった。今

後、何を求めて自ら娛しもうか。さて、情を騁せて欲を極めることは生

涯における最高の楽みである。しかし、梵志や道士は、王公のような権

勢がない。どのようにこの楽しみを得ようか。ただ、隱身術というもの

が有り、この楽を達成することができる」と。四人は互いの顔を見合わ

せて、心から同意した。そこで、ともに術師のもとに至り、隱身術を求

めた。術師は考えた。「この四人の梵志は名を一世にほしいままにし、人々

を草芥のように取るに足らないものとしているが、今、術のために、恥

を忍んで我に師事しようとしている。この梵志たちは、その才明は絶世

にして、知らないところと言えば、ただこの賤しい術のみである。もし

この術を授けてしまえば、これを得るや、必ず我を棄てて、再び屈する

ことはないだろう。しばらくその薬のみを与えて使用させ、術を教えな

ければ、薬が尽きれば、必ずまた来て、永く我を師とするだろう」と。

そこで、各々に青薬一丸を与えて彼らに言うには、「静処において水で

この薬を潰し、これを瞼に塗るならば、姿形は見えなくなり、汝らの姿

を見る者はいなくなるだろう」と。さて龍樹は、この薬を潰している時、

その香気を嗅いで、ただちにこれがすべて何であるかを理解した。分量・

品数の多少は、錙・銖の単位まで間違えることはなかった。龍樹は戻っ

て薬師に「先に得た薬は七十種有りました」と告げると、分量・品数の

多少は全て処方の通りであった。術師が問うには「汝はどうしてこれが

わかったのか」と。龍樹が答えて言うには「薬には各自の香気が有ります。

どうしてわからないことがあるのでしょうか」と。師は感服し「このよ

うな人のことは、聞くことさえ難しい。まして相い遇うことは言うまで

もない。我の賤しい術が、どうして惜むに足りようか」と考えた。そこ

で詳しくこの術を教えてしまった。

　ここでいう「隠身薬」とは、インドの説話文学のなかでもしばしば登場す

る「siddhāñjana」のことで、自身の目に塗ることによって、他者の目から

自分の姿を隠す眼膏のことである。このエピソードはおそらくインド由来の

ものであったであろうが、同時に「莫逆於心」12) などの表現から、書き手の

中国的な知識背景も伺える。さてここでは、龍樹が薬の処方に関して、非凡
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　三本共通して、龍樹が南天竺の梵志 (brāhmaṇa) の出身であることを述べて

いる。『付法蔵因縁伝』はこれに加え、「大豪貴家」の出身であるとしている。

③  名の由来 

　『付法蔵因縁伝』では、ここで龍樹の名の由来について次のように説いてい

る。

始め、樹の下で生まれ、また龍によって成道をした。これに因んで「龍樹」

というのである。

『龍樹菩薩伝』の二本は、この名の由来を最後に説いている。

④　幼年期

　形容句等の相違はあるが、三本とも概ね一致して、以下の内容を説いている。

龍樹の天性が聡明であることは人並みはずれていて、何かを再び告げる

必要がなかった。乳飲み子であった時に、梵志たちが四ヴェーダ ( 各偈

に三十二字あり、総て四十二万偈ある ) を読誦するのを聞いて、その文

を全て諷誦し、意味を理解した。弱冠にして名を馳せ、諸国を独り步み、

天文地理の図や占術、予言、及び諸道術を悉く体得した。

　些細な相違点ではあるが、宋・元・明版は、各偈三十二字とあるところを

「四十二字」としている。ヴェーダ聖典は八文字からなる四パダを一シュロー

カとするから正しくは三十二字である。高麗版は、三十二字となっているから、

編集の際に訂正したものと思われる。

　

⑤　隠身薬

　この「隠身薬」の段と次の「王宮での悪事」の段は、ひとまとまりのエピ

ソードを形成している。全体の四分の一ほどを占め、そこでは龍樹が青年期

の悪事によって「欲は災いをもたらすものである」と悟ったことが説かれて

いる。この逸話は、聞くものの興味を引くよう、物語としてよく作られている。

さて、その前半部分である隠身薬をめぐるエピソードは次の通りである。

龍樹の親友三人もまた当時の傑出した人物であった。お互いに相談して

言うには、「天下のことわりの意味は精神を明らかにし、奥深い道理を
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12  南天竺王の改宗 (=16) ● ●
13  外道の改宗 ●
14  著作 ● ● ●
15  法力合戦 ● ● ●
16  南天竺王の改宗 (=12) ●
17  蟬蛻 ● ● ●
18  生存時期 ● ●
19  立廟 ● ● ●
20  名の由来 (=3) ● ●
21  追記 ● ●

　以下、この二十一の段落にしたがって、三本中、最も共通項の多い高麗版

を底本とし、他の二本と比較しながら龍樹伝の内容を確認していきたい。

①  毘羅から龍樹への付法

　『付法蔵因縁伝』では、龍樹伝全体の前段に、第十三祖比羅から第十四祖龍

樹への付法の次第が付加されている。この比羅についての詳細は不明である

が、『付法蔵因縁伝』は比羅が南天竺で活躍したこと、また『無我論』なる書

を著したことを述べている。「薩婆多記目録序」にある韋羅羅漢、或いは『馬

鳴菩薩傳』が西方之桀と言及している韋羅法師が、この比羅にあたるのであ

ろう。ともかく、龍樹はこの比羅の臨終に際して、法を付属されたという。『付

法蔵因縁伝』は以下のように説いている。

比羅はまさに入滅に臨んで、法蔵を一大士に付属した。名を龍樹という。

そして命を落した。龍樹は後に、広く衆生のために仏の勝れた見解を流

布した。不思議な功德によって自らを荘厳した。天性が聡明であること

は人並みはずれていて、何かを再び告げる必要がなかった。法の旗を立

てて、異道を打ち負かした。このような功德は説き尽すことができない。

今、順にしたがって龍樹の因緣譚を明らかにしよう。

②  出自

龍樹菩薩は南天竺出身であり、梵志の種姓である。
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先行研究が指摘してきた通り、一方が他方を参照したであろうことは大いに

考えられる。

　また、三本の文章表現を比較すると、『付法蔵因縁伝』は字数を完璧に合わ

せ、一句を四文字にそろえた四言詩の形態をとっている。文体としては最も

整っているといえるが、詩句と散文を比較して前後関係を論じることは困難

であるので、これによって『龍樹菩薩伝』が先行すると見るべきなのか、『付

法蔵因縁伝』が先行すると見るべきなのかは確定できない。

　文章表現の上から見た三本の関係を整理しよう。高麗版と宋・元・明版の

比較から類推されるのは、より文章の整った高麗版系『龍樹菩薩伝』は、宋・元・

明版系『龍樹菩薩伝』を編集した後のものであろうということである。そして、

三本の比較から分かるのは、『付法蔵因縁伝』は高麗版と字句を共有している

ケースが多く、前後関係は不明であるが、『付法蔵因縁伝』と高麗版系『龍樹

菩薩伝』の貸借関係が疑われるということである。

2　三本の龍樹伝の内容

　次に三本を比較しながら、龍樹伝の内容を確認することにしたい。まず、

内容を概観する前に、三本の構成を見てみよう。

高麗本 宋元明本 付法蔵因縁伝
 1   毘羅から龍樹への付法 ●
 2   出自 ● ● ●
 3   名の由来 (=20) ●
 4   幼年期 ● ● ●
 5   隠身薬 ● ● ●
 6   王宮での悪事 ● ● ●
 7   修学と遊行 ● ● ●
 8   門神の呵責 ●
 9   弟子との会話 ● ●
10  師の教誡を立てる ● ● ●
11  龍宮訪問 ● ● ●
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な表現になっている。これに対し、高麗版では理由句を前に持ってきて、「此

諸梵志才明絕世、所不知者唯此賤法。我若授之、得必棄我不可復屈」と簡潔

な表現を用いている。同様に、宋・元・明版は「龍樹菩薩磨藥、聞氣、便盡

知藥名、分數多少錙銖無失。隨其氣勢龍樹識之」といった表現において、「知」

「識」と二重に表現しているが、高麗版では「龍樹磨此藥時、聞其氣、即皆識

之。分數多少錙銖無失」と簡潔にまとめている。また、宋・元・明版は、「今

以術故屈辱就我」「可以術屈爲我弟子」と類似した表現を繰り返し使用ている

が、高麗版では後者を「永當師我」に替えて、こうした繰り返しを回避して

いる。文章表現の上から論じれば、より文章の整った高麗版系 11) の『龍樹菩

薩伝』を編集後のものと見なし得るであろう。

　では、これら二本と『付法蔵因縁伝』の関係はどのようになっているのだ

ろうか。対応箇所を引用しよう。

『付法蔵因縁伝』

術師念曰。此四梵志才智高遠、生大憍慢、草芥群生。今以術故屈辱就我。

然此人輩研窮博達、所不知者唯此賤法。若授其方、則永見棄。且與彼藥、

使不知之。藥盡必来、師諮可久。即便各授青藥一丸、而告之曰。汝持此

藥以水磨之、用塗眼瞼、形當自隱。尋受師教、各磨此藥、龍樹聞香、即

便識之。分數多少、錙銖無失。還向其師、具陳斯事。此藥滿足有七十種。

名字兩數皆如其方。(T no.2058,50:317b-c)

　『付法蔵因縁伝』は文章表現の上において、二本の『龍樹菩薩伝』と一致す

る箇所が多くあることが確認できる。また、三者を比較すると、『付法蔵因縁伝』

は使用している字句において宋・元・明版よりも、高麗版により近い。例えば、

『付法蔵因縁伝』における「汝持此藥以水磨之、用塗眼瞼、形當自隱」といっ

た表現であるが、「以」「用」の用法、「形當自隱」の表現など、高麗版と対応

していることが確認できる。この他、「若授其方則永見棄」の「棄」、「還向其

師具陳斯事」の「向」、「名字兩數皆如其方」の「皆」など、全般的に見て、宋・

元・明版よりも高麗版と字句を共有しているケースが多い。このことから疑

われるのは、『付法蔵因縁伝』と、高麗版系『龍樹菩薩伝』の貸借関係である。
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　次に、二本の『龍樹菩薩伝』と『付法蔵因縁伝』における龍樹伝の内容を

確認しよう。まずは文章表現の上から三者の相違点、類似点を明らかにし、

これらの関係を考察する作業から始めたい。

　大正蔵に収められている二本の『龍樹菩薩伝』、すなわち高麗版 (no.2047a) 

と宋・元・明版 (no.2047b) は内容の上で大きく異なることは無いが、文章

表現において異なる箇所が多く見られる。これは書写の過程で生じた相違と

いった性質のものではなく、一方が他方を編集した結果であるように見受け

られる。では、どちらが編集前のものであるのか。両者を比較してみると、

高麗版の方が宋・元・明版よりも文章表現の上でより整っている印象を受ける。

一例をここに示そう。

高麗版『龍樹菩薩伝』

術師念曰。此四梵志擅名一世、草芥群生。今以術故屈辱就我。此諸梵志

才明絕世、所不知者唯此賤法。我若授之、得必棄我不可復屈。且與其藥

使用而不知、藥盡必来永當師我。各與青藥一丸告之曰。汝在靜處以水磨

之、用塗眼瞼、汝形當隱、無人見者。龍樹磨此藥時、聞其氣、即皆識之。

分數多少錙銖無失。還告藥師向所得藥有七十種。分數多少皆如其方。(T 

no.2047a,50:184a-b) 

宋・元・明版『龍樹菩薩伝』

術師念曰。此四梵志擅名一世、草芥群生。今以術故屈辱就我。我若呪法

授之、此人才明絕世、所不知者唯此賤法。若得之、便去不復可屈。且與

其藥使日用而不知、藥盡必来求。可以術屈爲我弟子。各與青藥一丸、告

之曰。汝於靜處、用水磨之、以塗眼瞼、則無有人能見汝形者。龍樹菩薩

磨藥、聞氣、便盡知藥名、分數多少錙銖無失。隨其氣勢龍樹識之。還語

術師此藥有七十種。分數多少盡如其方。(T no.2047b,50:185b-c)

　例えば、宋・元・明版にある「我若呪法授之。此人才明絕世、所不知者唯

此賤法。若得之、便去不復可屈」といった表現は、「此人才明絕世、所不知者

唯此賤法」という理由句を中に入れ込んでいるため、「若」を二重に使う冗長
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十誦律を暗誦していた罽賓の沙門、弗若多羅 (Puṅyatara) が長安にやって来た

ことを端緒とする。弗若多羅は鳩摩羅什とともに十誦律の訳出に従事したが、

半ばにして滅してしまった。その頃、西域の沙門、曇摩流支 (Dharmaruci) が

続いて長安に至り、廬山の慧遠からの嘆願により、弗若多羅の跡を継いで鳩

摩羅什とともに訳出の任にあたり、ここに十誦律五十八巻が完成した。その

後、鳩摩羅什の師である卑摩羅叉 (Vimalākṣa) が弘始八 (406) 年に長安に至

り、重ねてこの十誦律を校訂し、これを現在の六十一巻の形としたという 9)。

なお、巻二の系譜を相承した佛大跋陀は、北天竺の出身であり、彼も卑摩羅

叉と同時期、弘始八年 (406) に長安に至ったとされている。鳩摩羅什の弟子、

道恒に排斥されて長安を追われ、弟子の慧観らとともに廬山へ退き、そこで『達

摩多羅禅経』を訳出した人物である 10)。

　さて、第一の系譜には先にも述べたように、『馬鳴菩薩伝』に記載される四

大論師、すなわち龍樹、韋羅、鳩摩羅羅陀、馬鳴の名が全てあげられている。

この系譜が史実を反映しているかどうかはさて置き、四世紀頃の薩婆多部で

は、こうした著名な論師を自らの系譜に組み込んだ相承が語られていたので

あろう。第一の系譜に記される馬鳴と龍樹の年代差は、鳩摩羅什の時代に語

られた馬鳴と龍樹の年代設定とも齟齬をきたしていない。この系譜は、鳩摩

羅什の時代、十誦律が訳出された周辺で語られていたものと考えられる。

　以上、「薩婆多記目録序」の記述から、龍樹が薩婆多部の相承者として語ら

れていたことを確認し、また中国へ薩婆多部の相承が伝来した当時の状況を

併せて確認した。この時代には、現在我々が考えているように、龍樹を中観

の論師に特化した記述は見られない。「薩婆多記目録序」は龍樹を薩婆多部

の相承者の一人として数え、『馬鳴菩薩伝』は大乗と小乗を兼学したと述べて

いる。こうした中国における初期の龍樹のイメージは、Lamotte が指摘した、

北インドの説一切有部の伝統を背景に持った『大智度論』の作者のイメージ

によく符合しているように思われる［Lamotte 1970, Ⅷ - ⅩⅣ］。

　　　二本の『龍樹菩薩伝』と『付法蔵因縁伝』

1　文章表現から見た三本の関係
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毘栗慧多羅　第三十九 比栗瑟嵬彌多羅　第三十四
毘樓　第四十 比樓　第三十五
毘闍延多羅菩薩　第四十一 比闍延多羅菩薩　第三十六
摩帝麗菩薩　第四十二 摩帝戾披羅菩薩　第三十七
訶梨跋暮菩薩　第四十三 呵梨跋慕菩薩　第三十八
婆秀槃頭菩薩　第四十四
 ( 譯曰青目 ) 

披秀槃頭菩薩　第三十九

達磨達帝菩薩　第四十五 達磨呵帝菩薩　第四十
栴陀羅羅漢　第四十六 旃陀羅羅漢　第四十一
勒那多羅菩薩　第四十七 勒那多羅菩薩　第四十二
槃頭達多　第四十八 槃頭達多　第四十三
弗若蜜多羅漢　第四十九 不若多羅　第四十四

佛大尸致利羅漢　第四十五
佛駁駄悉達羅漢　第四十六
又師以鬘爲證不出名羅漢　
第四十七

婆羅多羅　第五十 婆羅多羅菩薩　第四十八
不若多羅　第五十一
佛駄先　第五十二 佛大先　第四十九
達磨多羅菩薩　第五十三 曇摩多羅　第五十

達摩悉大　第五十一
羅睺羅　第五十二
耶舎　第五十三
僧伽佛澄　第五十四

　僧祐はこれら天竺と罽賓の諸師の系譜を「舊記所載」のものと言及してい

る。巻二の系譜は「長安城内齊公寺薩多婆部佛大跋陀羅師宗相承略傳」とあ

るから、佛大跋陀羅 (Buddhabhadra, 359-429) の伝えたものであることがわ

かるが、巻一の系譜に関して、僧祐がいかなる「舊記」を参照したのかは明

らかではない。しかし、某かの文献資料が存在していたことは確かだ 8)。そ

の資料に記された伝承をもたらした可能性がある人物は、巻三に名があがっ

ている、薩婆多部の相承を伝えた六人の天竺僧、西域僧である。僧祐によれば、

中国への薩婆多部の十誦律伝来は、後秦の弘始 (399-416) 年間中に、胡本の
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馬鳴菩薩　第十一 馬鳴菩薩　第九
鳩摩羅駄羅漢　第十二
韋羅羅漢　第十三
瞿沙菩薩　第十四 瞿沙菩薩　第十
富樓那羅漢　第十五 富樓那羅漢　第十一
後馬鳴菩薩　第十六
達磨多羅菩薩　第十七 達摩多羅菩薩　第十二
蜜遮伽羅漢　第十八 寐遮迦羅漢　第十三
難提婆秀羅漢　第十九 難提婆秀羅漢　第十四
瞿沙羅漢　第二十 巨沙　第十五
般遮尸棄羅漢　第二十一 般遮尸棄　第十六

達摩浮帝羅漢　第十七
羅睺羅羅漢　第二十二 羅睺羅　第十八
彌帝麗尸利羅漢　第二十三 沙帝貝尸利　第十九

達磨巨沙　第二十
師子羅漢　第二十一

達磨達羅漢　第二十四 達磨多羅　第二十二
師子羅漢　第二十五
因陀羅摩那羅漢　第二十六 因地羅摩那羅漢　第二十三
瞿羅忌梨婆羅漢　第二十七 瞿羅忌利羅漢　第二十四

鳩摩羅大菩薩　第二十五
婆秀羅羅漢　第二十八
僧伽羅叉菩薩　第二十九 衆護　第二十六
優波羶駄羅漢　第三十 憂波羶大　第二十七
婆難提羅漢　第三十一 婆婆難提　第二十八
那伽難羅漢　第三十二 那迦難提　第二十九
達磨尸梨帝羅漢　第三十三
 ( 譯曰法勝 ) 

法勝菩薩　第三十

龍樹菩薩　第三十四
提婆菩薩　第三十五
婆羅提婆菩薩　第三十六 婆難提菩薩　第三十一
破樓提婆　第三十七 破樓求提　第三十二
婆修跋摩　第三十八 婆修跋慕　第三十三
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　　　「薩婆多記目録序」の龍樹 

　ここでとりあげるのは僧祐 (445-518) の「薩婆多記目録序」に記される伝

承である 6)。僧祐は現存する最古の経録『出三蔵記集』を編纂した人物であり、

先に確認した僧叡「大智釈論序」、曇影「中論序」、 慧遠「大智論抄序」などは、

すべて『出三蔵記集』の中に収められている。建康の建初寺に止住し、広く

三蔵を渉猟し、また古記遺文を蒐集し、『出三蔵記集』を撰したという。薩婆

多部の十誦律を宗とし、『薩婆多部師資記 ( 薩婆多部相承傳 ) 』『十誦律義記』

を記したというが、散佚して伝わらない。しかしこれらの序文は『出三蔵記集』

の中に収められている。

　さて、その『薩婆多部師資記』の自序である「薩婆多記目録序」であるが、

この中で僧祐は「遂捜訪古今、撰薩婆多記。其先傳同異則並録以廣聞。後賢

未絶則製傳以補闕。摠其新舊九十餘人」7)と述べている。古今の遺文を蒐集して、

これらを並び比べながら本記を撰した様子が知られる。「新舊九十餘人」とあ

るのは、大迦葉から達摩多羅までの五十三師 ( 巻一 )、別伝の阿難から僧伽佛

澄までの五十四師 (巻二)、中国で十誦律の普及に貢献した卑摩羅叉、鳩摩羅什、

弗若多羅、曇摩流支、求那跋摩、佛大跋陀の六師 ( 巻三 )、僧業ら中国の二十

人の律師 ( 巻四 ) である。このうち龍樹は、巻一中、第三十四人目に登場する。

巻一、巻二に記される天竺、罽賓の諸師の系譜は以下の通りである。

巻第一 巻第二
大迦葉羅漢　第一
阿難羅漢　第二 阿難羅漢　第一
末田地羅漢　第三 ( 譯曰中也 ) 末田地羅漢　第二
舎那婆斯羅漢　第四 舎那婆斯羅漢　第三
優婆掘羅漢　第五 優波披羅漢　第四
慈世子菩薩　第六
迦旃延羅漢　第七 迦旃延菩薩　第五
婆須蜜菩薩　第八 婆須蜜菩薩　第六
吉栗瑟那羅漢　第九 吉栗瑟那羅漢　第七
長老脇羅漢　第十 勒比丘羅漢　第八
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伝聞を記している。そして、彼を称えて「智慧日已頽、斯人令再曜。世昏寝

已久、斯人悟令覚」といった詩頌が詠じられていたとも述べている。なお、

『龍樹菩薩伝』にも同様に「南天竺諸國爲其立廟敬奉如佛」との記載があるが、

龍樹が馬鳴とともに二大論師として称讃されていたことは言及されず、また、

この偈頌も記されていない。

　鳩摩羅什の時代の龍樹伝は Robinson が主張したように『龍樹菩薩伝』と全

く一致している訳ではない。このことから Young は、『龍樹菩薩伝』は鳩摩羅

什の時代にまで遡り得ず、後世に述作されたとする結論を導き出した。しかし、

ここでは Young とは異なる仮説を提示したいと思う。『龍樹菩薩伝』の原型

は、鳩摩羅什をはじめとする天竺僧・西域僧が伝えた伝承であったと思われ

るが、現在の形になるまでに幾度か、編集の手を経ているに違いない。僧肇

は『注維摩詰経』の中で「什曰」として上記のエピソードを紹介しているから、

確かに、この時代、「龍樹伝」は一つの文献としては存在していなかった可能

性がある。しかし、僧叡が「大智釈論序」の中で「天竺伝」として紹介して

いる部分は、後の時代、吉蔵によって「龍樹伝」として引用されているから、

鳩摩羅什をはじめとする天竺僧、西域僧の伝えた「天竺伝」は、文書として

流通していたと見なしてよいのではないだろうか。以下に『龍樹菩薩伝』『付

法蔵因縁伝』の内容を比較、確認して行くが、この仮説も併せて検証してい

きたいと思う。

　さて、以上、鳩摩羅什の時代の龍樹伝の内容を確認したが、この時代の龍

樹伝の特徴としてあげられるのは、まず、Young が指摘したように、仏教の

年代記に基づいた「像法之末」という龍樹の生存年代の設定である。この年

代設定は、当時の仏教界において正像末の年代記がどのように受け取られて

いたのかという問題とともに考察する必要があろうが、もう一方で、薩婆多

部の伝承との関わりも考慮する必要があるように思える。この伝承と関連し

て、『馬鳴菩薩伝』では、馬鳴・龍樹に、大乗・小乗を兼学し、これを一つに

したという評価を与えていた。『龍樹菩薩伝』『付法蔵因縁伝』を検討する前に、

薩婆多部の伝承を確認しておくことにしよう。
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に置き換えられている。

　次に龍樹の事蹟についてであるが、僧叡、曇影は龍宮訪問のエピソードに

ついて言及し、僧肇は神通によって外道を伏したエピソードを語っている。

これらの事蹟は『龍樹菩薩伝』の中にも説かれている。そのため Robinson は、

彼らの時代には『龍樹菩薩伝』が存在していたと考えたのであるが、Young は、

僧肇の『注維摩詰経』において龍樹が天と阿修羅の闘いを現じて見せた相手

が「外道」となっているのに対して、『龍樹菩薩伝』『付法蔵因縁伝』では外

道を信奉する「南天竺王」となっている相違点を見逃さなかった。このこと

から Young は、龍樹が神変を示して南天竺王を改宗させたとする『龍樹菩薩伝』

『付法蔵因縁伝』のエピソードは、王権と僧伽の関係性を強調するために、後

世『注維摩詰経』の記述をもとに創作されたのだと結論した［Young 2008, 

144-145］。この Young の主張の是非については、後に検討することにしたい。

　さて、僧叡、曇影の記述は簡略であり、また僧肇は一つのエピソードにつ

いて触れるのみであるが、この他の多くの事蹟について言及しているのが、

慧遠の「大智論抄序」である。ここでは、龍樹が出家後、林沢に隠居して禅

を行じ、雪山を廻歩し、巌下で沙門に出会い、そこで始めて方等の学に出会い、

また、龍宮に至り、要蔵秘典を被覧し、三忍を備えるに至ったことが記され

ている。彼のもとには学徒が林の如く集り、外道も龍樹の威風に服したとい

う。これもまた、『龍樹菩薩伝』の内容を要約したもののように見えるが、若

干、異なる箇所がある。慧遠は、龍樹が雪山を廻歩し「巖下」で沙門に出会

ったとしているが、『龍樹菩薩伝』では「塔」で出会ったとしている。

　次に龍樹の学風であるが、例えば「大智論抄序」では「其人以般若經爲靈

府妙門宗一之道」とされているように、それぞれのコンテクストに沿った記

述がなされている。ただし『馬鳴菩薩伝』は「馬鳴龍樹兼大小而一之」と述

べており、興味深い。『馬鳴菩薩伝』は、馬鳴・龍樹の二師が薩婆多部の相承

者と認識されていたことを前提として、このように語っているのかもしれな

い。

　最後に、天竺における世評であるが、僧叡は「天竺傳云」として、龍樹が

馬鳴とともに、仏教を復興した二大論師として称讃されており、そのため天

竺の諸国では、彼のために廟を立て、あたかも仏のように崇めているという
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不明。遂廢魚守筌、存指忘月。覩空教、便謂罪福倶泯。聞相説、則謂之爲真。

是使有無交興、生滅迭爭、斷常諸邊紛然競起」といった記述、或いは慧遠の「接

九百之運、撫頽薄之会。悲蒙俗之茫昧」といった記述に見られるように、「像

法之末」という年代設定は、教えが正しく理解されない時代に仏教を弘めた

龍樹の功績と結びつけられている。Young はこの年代設定が仏教の復興者と

しての龍樹のイメージを際立たせていることに注目し、これを「救済論的年

代記」と呼んでいる［Young 2008, 37］。こうした年代記にしたがって歴史

的人物の生存年代を算出することにあまり意味があるとは思われないが、こ

の年代設定には全く根拠がなかった訳でもないようだ。後に確認するように、

薩婆多部 (Sarvāsrivāda) には大迦葉から馬鳴までを十六代 ( 或いは十一代 )、

龍樹までを三十四代とする伝承が存在していた。仮に一代を二十五年で計算

すると、16 × 25 は四百年、34 × 25 は八百五十年となる 3)。

　次に龍樹の出自についてであるが、これについて述べているのは慧遠のみ

である。梵種の出身であるという記述は、後のインド・チベットの伝承とも

よく一致している。出生地については天竺とのみ記され、詳しいことはわか

らない。『龍樹菩薩伝』では、龍樹は南天竺の出身であったとされるが、ここ

では特に龍樹が南天竺で活躍したことを示唆する記述はない。ただし『馬鳴

菩薩伝』は「龍樹菩薩南方之照」「龍樹菩薩南方繼之」と述べており、龍樹の

活動場所が南方であったことを示唆している。この記述が鳩摩羅什の時代に

遡ることができるのであるのなら、龍樹と南天竺との関係は最も古い伝承に

も認められることになる。

　この『馬鳴菩薩伝』の記述について一言、触れておきたい。「龍樹菩薩南方

之照」「韋羅法師西方之桀」「鳩摩羅羅陀法師北方之美」「馬鳴菩薩兼三方於東

夏」とされる四師はいずれも、僧祐 (445-518) の「薩婆多部記目録序」の中

で、薩婆多部の相承者の一人として名を連ねている。龍樹は第三十四代、韋

羅 (Vela or Vīra?) は第十三代、鳩摩羅羅陀 (Kumāralāta) は第十二代、馬鳴は

第十六代 ( または十一代 ) とされる 4)。『馬鳴菩薩伝』はこの四師を同時代人

とは見なしていないようであるが、後に玄奘 (602-664) は「当此之時。東有

馬鳴。南有提婆。西有龍猛。北有童受。号爲四日照世」5) と述べており、馬鳴、

提婆、龍猛、童受 (Kumāralāta) を同時代人とみなしている。また韋羅は提婆
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『馬鳴菩薩伝』

其後五百年、龍樹菩薩出世。宏才卓犖、明鑒若神。振般若大壞之綱、紐

無生已落之緒。使大乘之道再一於閻浮、無軌之化重宣於末法。及其染翰

之初、著論之始、未嘗不稽首馬鳴作自歸之偈。庶幾憑其冥照以自悟焉。云。

今天竺諸王勢士皆爲之立廟宗之若佛。説訊有之曰。龍樹菩薩南方之照、

若朗月之燭幽夜。韋羅法師西方之桀、若太白之在衆星。鳩摩羅羅陀法師

北方之美、若辰星之在衆宿。馬鳴菩薩兼三方於東夏、其猶朝陽燈暉六合

俱照。或稱。鳩摩羅羅陀處於北方、若月照於夜。龍樹菩薩南方繼之、若

衆宿之環極。鳩摩羅羅陀韋羅二法師善業三藏、不信大乘。馬鳴龍樹兼大

小而一之。其所著述、但明實相於先賢、拯弱喪於夢境。故菩薩稱之焉 2)。

　以上の内容を、龍樹の生存年代、出自、事蹟、学風、世評の項に分け、以

下に確認していきたい。

　まずは龍樹の生存年代であるが、僧叡はこれについて「龍樹生於像法之末」

と述べ、また「千載悟作者之旨」と記述していることから、仏滅後九百年か

ら千年くらいを想定しているようである。「正法之餘」に生まれた馬鳴とはお

よそ五百年の開きを見ていることになる。曇影は「像教之中」としているから、

仏滅後五百年から千年の間を想定しているのであろう。慧遠は「接九百之運」

と述べているから、正法五百年に像法四百年ほどを足した年数を考えている

ものと思われる。三者の記述には矛盾が無いので、この時代、龍樹は像法の末、

すなわち仏滅後九百年から千年くらいの間に出生、或いは活躍したと考えら

れていたと見てよいだろう。なお、『馬鳴菩薩伝』は馬鳴の出生年代を「佛滅

後三百餘年」、龍樹を「其後五百年」としている。落合の主張するように「佛

滅後三百餘年」を「正法之餘」に、「其後五百年」を「像法之末」に対応させ

れば、僧叡の記述と一致することになる［落合 1996, 566］。しかし、これ

を足せば仏滅後八百餘年となるから「千載」と矛盾が生じるようにも思うが、

大まかに像法の末と考えれば問題は無いのかも知れない。

　僧叡の「正餘易弘。故直振其遺風、瑩拂而已。像末多端。故乃寄跡凡夫、

示悟物以漸」といった記述や、曇影の「流至末葉像教之中。人根膚淺、道識
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之立廟宗之若佛。又稱而詠之曰。智慧日已頽、斯人令再曜。世昏寝已久、

斯人悟令覚。若然者、真可謂功格十地、道牟補処者矣。傳而稱之、不亦

宜乎。(T no.2145『出三蔵記集』卷第十 , 55:75a) 

曇影 (348-418) 「中論序」

流至末葉像教之中、人根膚淺、道識不明。遂廢魚守筌、存指忘月。覩空教、

便謂罪福倶泯。聞相説、則謂之爲真。是使有無交興、生滅迭爭、斷常諸

邊紛然競起。時有大士。厥号龍樹。爰託海宮、逮無生忍。意在傍宗、載

隆遺教。故作論以折中。(T no.2145『出三蔵記集』卷第十一 , 55:77a-

b) 

僧肇 (384-414) 『注維摩詰経』

什曰。因神通廣其化功。亦以神通力證其辯才。如龍樹與外道論議。外道

問曰。天今何作。答曰。天今與阿修羅戦。復問。此何以證。菩薩即爲現證。

應時、摧戈折刃阿修身首従空中而墜落。又、見天與阿修羅於虚空中列陣

相對。外道見證已、乃伏其辯才。神通證辯類如此也。(T no.1775『注維

摩詰経』巻第二 , 38:339a) 

慧遠 (334-416) 「大智論抄序」

有大乘高士。厥號龍樹。生于天竺、出自梵種。積誠曩代、契心在茲。接

九百之運、撫頽薄之会。悲蒙俗之茫昧、蹈險跡而弗悋。於是卷陰衡門、

雲翔赤澤。慨文明之未發、思忽躍而勿用。乃喟然嘆曰。重夜方昏、非熒

燭之能照。雖白日寝光、猶可繼以朗月。遂自誓落簪、表容玄服。隠居林

澤、守閑行禅。靖慮研微、思通過半。因而悟曰。聞之於前、論大方無垠。

或有出乎其外者。俄而廻歩雪山、啓神明以訊志、將歴古仙之所遊、忽遇

沙門於巖下。請質所疑、始知有方等之學。及至龍宮、要藏秘典靡不管綜。

滞根既抜、則名冠道位、徳備三忍。然後、開九津於重淵、朋鱗族而倶遊。

學徒如林、英彦必集。由是外道高其風、名士服其致。大乘之業於茲復隆

矣。其人以。般若經爲靈府妙門宗一之道。三乘十二部由之而出。故尤重焉。

(T no.2145『出三蔵記集』卷第十 , 55:75b-c) 
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んど含まれていないのだろうか。本論は、Young があまり言及してないこの

問題にも焦点を当てていくことになるだろう。

　さて、以上のように『龍樹菩薩伝』の成立問題は、『付法蔵因縁伝』『馬鳴

菩薩伝』 ( またここでは採り上げなかったが『提婆菩薩伝』) の成立問題とも

関わり合い、非常に複雑なものとなっている。本論ではこの成立問題に関し、

決定打を与えることはできないが、これまで指摘されてこなかった、いくつ

かの解明の糸口を提供することができると思う。

　　　鳩摩羅什の時代の龍樹伝

　ここではまず、鳩摩羅什の時代に天竺・西域から伝わった龍樹伝を確認す

ることからはじめたい。鳩摩羅什が伝えたであろう龍樹の伝承を記録したも

のとして従来の研究で採り上げられてきたのは、僧叡 (352-436) 「大智釈論

序」、曇影 (348-418) 「中論序」、僧肇 (384-414) 『注維摩詰経』、慧遠 (334-

416) 「大智釈論序」である。また、近年発見された新出写本『馬鳴菩薩伝』も、

落合の指摘通り僧叡の手になるものであれば、これに加える必要があるだろ

う。いずれも短い記述であるので、ここで確認しておくことにしたい。

僧叡 (352-436) 「大智釈論序」

是以、馬鳴起於正法之餘、龍樹生於像法之末。正餘易弘。故直振其遺

風、瑩拂而已。像末多端。故乃寄跡凡夫、示悟物以漸。又假照龍宮、以

朗捜玄之慧。託聞幽秘、以窮微言之妙。爾乃憲章智典、作茲釋論。其開

夷路也、則令大乘之駕方軌而直入。其辨實相也、則使妄見之惑不遠而自

復。其爲論也、初辭擬之、必標衆異以盡美矣、成之終、則擧無執以盡善。

釋所不盡、則立論以明之。論其未辨、則寄折中以定之。使靈篇無難喩之

章、千載悟作者之旨、信若人之功矣。(T no.2145『出三蔵記集』卷第

十 , 55:74c-75a) 

故天竺傳云。像正之末、微馬鳴龍樹、道学之門其淪湑溺喪矣。其故何耶。

寔由二未契微、邪法用盛。虚言與實教並興、嶮徑與夷路争轍。始進者化

之而流離、向道者惑之而播越。非二匠、其孰與正之。是以、天竺諸國爲
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一つの根拠となっている［Young 2008, 145］。もちろんこれだけでは根拠に

乏しく、それを証明するには、現存する二種の『龍樹菩薩伝』と『付法蔵因

縁伝』の詳細な比較を通した立論も必要となろうが、こうした手続きをとら

ずに、Young が従来説と全く反対の見解を提示し得たのは、先行する落合俊

典の七寺本及び興聖寺本『馬鳴菩薩伝』の研究成果があったからである［Young 

2008, 65-69］。

　落合は、七寺及び興聖寺所蔵の一切経の調査により、現在、大正蔵に収め

られている『馬鳴菩薩伝』が、唐代の大蔵経所収のものではないことを発見

した。道世『法苑珠林』 (668) 、慧琳『一切経音義』 (783-807) に引用される

『馬鳴菩薩伝』の語句は、大正蔵のそれとは一致せず、落合が発見した新出写

本と一致している［落合 1992, 298］。落合は「七寺本と興聖寺本の写本系

『馬鳴菩薩伝』は、唐仏教の正統な蔵経を転写したものであり、『大正蔵』に

収載した高麗版や宋版系の『馬鳴菩薩伝』は何らかの理由で置き換えられた

ものと言うことができる」と結論し［落合 1992, 298］、新出写本『馬鳴菩薩

伝』が、鳩摩羅什の弟子、僧叡の文章と相応していることを指摘した［落合 

1996,562-567］。

　落合は、さらに大正蔵所収の『馬鳴菩薩伝』と『付法蔵因縁伝』の前後

関係について言及しており、大正蔵所収の『馬鳴菩薩伝』は『付法蔵因縁

伝』や『蔵寶蔵経』をもとに述作されたという仮説を提示している［落合 

2000,643］。『馬鳴菩薩伝』の成立問題は、同じく鳩摩羅什訳として『馬鳴

菩薩伝』とともに伝承されてきた『龍樹菩薩伝』の成立にも関係してくる。
Young は、現存の『龍樹菩薩伝』も同様な事情で『付法蔵因縁伝』をもとに

述作されたとの理解を前提に、論を進めているようである。しかし、落合の

発見した新出写本『馬鳴菩薩伝』のような、龍樹伝の存在を Young は特に想

定していない。

　では、この『付法蔵因縁伝』の龍樹伝は、一体何を典拠として述作された

のだろうか、という疑問がここで生じる。Young は「『付法蔵因縁伝』は明ら

かに鳩摩羅什の弟子たちや慧遠の記事を参考にしているが、エピソードの大

部分は継ぎ接ぎを一枚布のように見せかけたでっちあげであるように見える」

と述べるが［Young 2008,111］、この龍樹伝には、インドからの伝承はほと
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樹のイメージは、『龍樹菩薩伝』とは異なる特徴を有するという。それは、仏

教が衰微し始める像法の終わりに現れた仏教の復興者としてのイメージであ

る。彼らが語る龍樹は、正像末の仏教の年代記といつも関連付けられているが、

『龍樹菩薩伝』にはこうした記述は見られない［Young 2008,143-145］。

　この他にも Young は、現存の『龍樹菩薩伝』と鳩摩羅什の時代の龍樹伝の

相違点として、前者には鳩摩羅什の時代には語られることのなかった新しい

要素が加わっていると主張している。それは、龍樹が外道の王を改宗させた

事蹟であり、これによって龍樹は、王権に対する仏法の優位性を示す象徴的

存在として描かれているという。Young によれば、鳩摩羅什の弟子たちや慧

遠が語っていないこの事蹟は、まさに『付法蔵因縁伝』の龍樹伝 ( 及び馬鳴伝、

提婆伝 ) の中心課題であり、『龍樹菩薩伝』はこの『付法蔵因縁伝』を直接の

典拠として成立したのだとする見解を示した［Young 2008, 110-111,144-

145］。

　しかし、一般的に『龍樹菩薩伝』は『付法蔵因縁伝』に先行すると考えら

れている。古くは、Henri Maspero が、『付法蔵因縁伝』の成立問題を論じ、

本書が『龍樹菩薩伝』をはじめとする様々な文献を寄せ集め、六世紀頃に中

国で撰述されたとする説を提示した［Maspero 1911,142-143］。『付法蔵因

縁伝』が経録に登場するのは僧祐の『出三蔵記集』 (515) であり、『出三蔵記

集』の記述によれば、本書は延興二年 (472) に吉迦夜・曇曜 (410-485) によ

って訳出されたという 1)。にもかかわらず、Maspero が現存の『付法蔵因縁伝』

の成立を六世紀と仮定したのは、『出三蔵記集』に記される「付法蔵因縁経」は、

現存の『付法蔵因縁伝』とは別の、インド撰述の文献であったと見なしたか

らである。後の時代の経録は、複数の「付法蔵 ( 因縁 ) 経」の存在を伝えて

いる［Maspero 1911, 133-139］。

　さて、Young は Maspero の説とは逆に、『龍樹菩薩伝』は『付法蔵因縁伝』

を典拠とし、後世、述作されたものとした。Young は現存の『付法蔵因縁伝』

を、後世の改訂を経てはいても、『出三蔵記集』に記された 472 年成立のも

のと見ている［Young 2008, 114］。一方、『龍樹菩薩伝』が経録に登場する

のは『歴代三宝紀』 (597) 以降であり、『出三蔵記集』が掲げる鳩摩羅什訳の

文献リストの中にその名は見られない。これが Young の主張する前後関係の
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伝承」として規定したように、こうした伝承から歴史的事実を証明すること

には限界がある。ここでは、史実性の問題から離れ、この時代、天竺・西域

から伝えられた龍樹の伝承はどのようなものであったのか、またそれを中国

の人々はどのように語ったのか、という関心のもと、これらの資料を読み直

す試みを提示したい。

　歴史的事実を証明するための資料として伝承を読むのではなく、伝承がい

かに語られたのかを読み解こうという試みは、近年着手されたばかりである。

中国における龍樹の伝承に関しては、Stuart H.Young ［Young 2008］が精力

的な成果を発表している。本論では、Young の新しい研究成果を検証しつつ、

論を進めていきたいと思う。

　　　『龍樹菩薩伝』をめぐる先行研究の見解

　初期の龍樹伝を扱う上で、取り組んでおかなければならない厄介な問題が

一つある。それは『龍樹菩薩伝』の成立問題である。現在、大正蔵に収めら

れている『龍樹菩薩伝』にはいくつかの疑義があり、高麗版と宋・元・明版

とに大きな違いがあること、『提婆菩薩伝』と重複箇所があること、『付法蔵

因縁伝』と語句が一致している箇所があること等が、先行研究において指摘

されている［蓮澤 1936,457-458］。こうした問題をかかえる『龍樹菩薩伝』

を鳩摩羅什訳と見なすことには、これまでも疑問の声があった。

　Étienne Lamotte は『龍樹菩薩伝』の鳩摩羅什訳 (or 作 ) を疑問視しており

［Lamotte 1976, XCII］、その後、Richard H.Robinson は、僧叡 (352-436) の「大

智釈論序」や慧遠 (334-416) の「大智論抄序」の中に、『龍樹菩薩伝』と一致

する記述が見られることから、『龍樹菩薩伝』は鳩摩羅什の時代に弟子が記録

したものとする見解を示した［Robinson 1967, 25］。この Robinson の見解

に対し、近年、異議を唱えたのが Stuart H.Young である。

　Young は、僧叡や慧遠が記した龍樹の事蹟が『龍樹菩薩伝』の記述と一致

していることが、直ちにこれらの典拠が『龍樹菩薩伝』であったことにはな

らないとし、むしろこれらが『龍樹菩薩伝』の典拠となった可能性を主張し

ている［Young 2008,104］。Young によれば、鳩摩羅什の時代に語られた龍
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　　　はじめに

　龍樹に関する最も古い伝承は漢語文献に伝えられている。弘始三 (401) 年

に長安にやって来た鳩摩羅什 (350-409 or 344-413) は、彼が故国の亀茲国 (

クチャ )、或いは修学先の罽賓国 ( カシミール )、沙勒国 ( カシュガル ) で聞

き及んだであろう龍樹伝を中国にもたらした。現在、大正蔵には鳩摩羅什訳

とされる『龍樹菩薩伝』が収められている。本書の成立が鳩摩羅什の時代に

まで遡り得るかどうかについては以下で検討することにしたいが、この他に

も、鳩摩羅什の伝えた伝承の断片が、彼の弟子たちによって書き遺されている。

また、この時代、廬山においても、鳩摩羅什と書簡を通して親交があった慧

遠 (334-416) が龍樹の事蹟を伝えている。

　これらの資料は、従来の研究の中で龍樹の生存年代を決定する重要な資料

として読まれてきた。古くは Thomas Watters が『龍樹菩薩伝』の記述から

龍樹の生存年代を三世紀頃と定め［Watters 1904-5, 207］、宇井伯寿は僧肇 

(384-414) 「百論序」、僧叡 (352-436) 「大智釈論序」の記述から龍樹の生存年

代をおよそ 113 年から 213 年頃と定めた［Ui 1917, 43］。その後、Étienne 

Lamotte は、僧肇「百論序」、僧叡「大智釈論序」に加え、慧遠「大智度論疏序」、

吉蔵 (549-623) 『百論序疏』『中観論疏』などの説を参照し、鳩摩羅什学派の

伝承する龍樹の年代として、243 年から 300 年という年代を設定した［Lamotte 

1976, XCII-XCVII］。次いで、Richard H.Robinson も、宇井や Lamotte を始め

とする先行研究の説を幅広く紹介し、上記にあげた諸文献から龍樹の生存年

代を三世紀頃と定めた［Robinson 1967, 21-26］。

　しかし本論は、これらの資料から再び龍樹の生存年代について議論しよう

とするものではない。Lamotte が注意深くこの年代設定を「鳩摩羅什学派の

初期の龍樹伝
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