
『入楞伽経』チベット二注釈書の意義

木　村　誠　司

『入楞伽経』（Lan
.
ka-vata-rasu- tra）（以下LA）には、二つのチベット語の注釈

書が現存する。これまで、簡単に紹介されてはいたが、その意義はLAを理解

するためには決して小さいものではないように思われる
（１）

。加えて、他にも両

注釈書の持つ意義は少なからずあるような気がする。本稿は、その一端を紹介

せんとするものである。完璧な紹介はもとより不可能だが現在できるうる限り

の力で以下に論じてみよう。論じる当の注釈書は

① ジュニャーナシュリーバドラ（Jña-nśr bhadra）作『聖入楞伽［経］注』A
-rya-

Lan
. ka-vata-ra-vr. tti（P. ed., No.5519, Ni, 1a/1-303a/8）（以下LAV）と

②ジュニャーナヴァジラ（Jña- navajra）作『聖入楞伽［経］と名づくる大乗経注　

如来心荘厳』A
- rya-Lan

. ka- vata- ra-na- ma-maha- ya- nasu- tra-vr. tti-tatha- gata-

hr.daya-alam. ka-ra(P. ed., No. 5520, Pi, 1a/1- 363a/8)(以下THA)

の二つである。両作品とも大部のものであり、合わせると北京版一冊の約2/3

を占める
（２）

。その二つの注釈書のことに言及する前にLA自身のことで是非とも

確認しておかねばならないことがある。LAには既に南條文雄の梵文テキスト

もあり、漢訳・チベット語訳もある
（３）

が、最近の研究者は現存最古の漢訳たる劉

宋・求那跋陀羅訳『楞伽阿跋多羅宝経』通称『四巻楞伽』（以下宋訳）を原テ

キストに近いものとして重んじる。高崎直道氏は『仏典講座17楞伽経』（以下

高崎本）において宋訳を底本とし、また、常盤義伸氏は宋訳に基づき梵文を訂

正されている。筆者は上記の点について何の定見も持たないが、一応常盤氏の

梵文テキストを底本とし、以下ではそれを用いたい
（４）

。

まずはLAの本文を示し、それをLAV、THAがどのように注釈しているのか

みてみよう。この２注釈がLAの理解に関して無視できない存在であることが

伺えるであろう。

evam eva maha-mate pravr. tti-vijña-na-ny a- layavijña-na-ja-ti-laks.an.a-d anya-ni syur
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ana- layavijña-na-hetuka-ni syuh. /atha-nanya-ni pravr. ttivijña-na-nirodha a- layavijña-

na-nirodhah. syuh. sa ca na bhavati svaja-ti-laks.an.a-nirodhah. /tasma-n maha-mate

na svaja-ti-laks.an.a-nirodho vijña-na-na-m. kim. tu karma-laks.an.a-nirodhah. /svaja-ti-

laks.an.e punar nirudhyama-na a- layavijña-na-nirodhah. sya-t/a- layavijña-ne punar

nirudhyama-n.e nirviśis. t.as t rthakaroccheda-va-dena-yam. va-dah. sya- t/（To, p.

33/3-11,N,p,38/13-p.39/2,Ti,76a/7-76b/3.)

＜土の粒子と土の塊は、別なものでもないし、別なものでないのでもない。

黄金と装飾品も、別なものでもないし、別なものでないのでもない＞全く、

同様に、大慧よ、諸転識とアーラヤ識という血統の条件（ja-ti-laks.an.a,rigs kyi

mtshan nyid,真相）が別なものだとするならば＜諸転識は＞アーラヤ識という

原因を持たないことになろう。あるいは、もし、別なものでないのならば、

転識の滅はアーラヤ識の滅ということになろう。しかし、自己の血統の条件

が滅することはないのである。それ故、大慧よ、諸識にとって、自己の血統

の条件が滅することはないが、業という条件の滅はある。自己の血統の条件

が滅する時、アーラヤ識が滅することになろう。そして、アーラヤ識が滅す

る時、この見解は、外道の断滅論と区別がなくなるであろう。

これをLAVはこう注釈する
（５）

。

de bzhin du blo gros chen po 'jug pa’i rnam par shes pa rnams kun gzhi rnam

par shes pa'i rigs kyi mtshan nyid dang gal te tha dad pa yin na ni kun gzhi

rnam par shes pa'i rgyu las 'byung bar mi 'gyur ro//de ste tha dad pa ma yin na

ni 'jug pa’i rnam par shes pa ’gags na kun gzhi rnam par shes pa 'ang 'gag par

'gyur na zhes bya ba la sogs pa rgya cher ro//(80a/1-3)

同様に、大慧よ、諸転識が、アーラヤ識という血統の条件と、もし、別なも

のであるならば、＜諸転識は＞アーラヤという原因から生じないであろう。

また、別なものでないのならば、転識が滅する時、アーラヤ識も滅するであ

ろう、等と詳細に述べている。

更にTHAは以下のように注釈する
（６）

。

gal te ‘dir ‘jug pa’i rnam par shes pa rnams dang/de’i gnas kun gzhi rnam par

shes pa gcig gam tha dad ce na/blo gros chen po zhes pa la sogs pa smos

te/tshig gi don ni phal cher shes par zad do//… rigs kyi mtshan nyid ces pa ni de
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rnam par shes pa thams cad kyi rjes su mthun pa'i rgyur gyur pa 'am/yang na

de nyid kyi rgyun la rigs zhes bya 'o//de dag tha dad na de'i rgyu las 'byung bar

mi ’gyur zhes pa’i don ni de kho na nyid du bsams na tha dad dus mnyam pa

dang mi mnyam pa gnyis ka rgyur mi 'thad ces ’o(read,pa) gnas ston par ’gyur

pa ’o//de ste tha dad ma yin zhes pa bdag nyid thams cad nas gcig pa nyid yin

na zhes pa la sogs pa ste tshig gi don ni phal cher shes par zad do//rnam par

shes pa rnams kyi rang gi rigs kyi mtshan nyid ni de rnams kyi rigs  mthun pa'i

rgyur gyur pa/kun gzhi rnam par shes pa ste/de dang tha mi dad pa zag pa med

pa’i chos kyi sa bon ni sngar bstan pa ltar rgyun ’gag par mi ’gyur la las kyi

mtshan nyid de 'jug pa'i rnam par shes pas bsgos pa’i bag chags zad(read,

zag)pa dang bcas pa'i sa bon ni ci rigs par ’gag pa’o//(91b/2-92a/2)

もし、ここで、諸転識とそれの拠所たるアーラヤ識は、同一なのか、別なも

のなのか、というならば、＜その質問に対して＞「大慧よ」等と答えたので

あり、言葉の意味は、ほぼ知られ終わったのである…「血統の条件」という

のは、それは、一切の識にとって、同類の原因となるもの、または、それ自

身の相続を血統というのである。「その二つが、別なものならば、それの原

因から生じないであろう」という意味は、真実を見据えれば、＜転識とアー

ラヤ識が＞別なものであることは、同時、異時両方とも、原因は有り得ない

という状態を示しているのである。「また、別なものでないのなら」という

のは、アートマンが一切と同じものにすぎないのならば等と＜述べて＞言葉

の意味は、ほぼ、知られ終わったのである。諸識の自己の血統の条件とは、

それらの同類の原因となるもの、あるいは、アーラヤ識のことであって、そ

れと別なものではない無漏法の種子は、先に示されたように、相続の滅にな

らないが、業の相であって、転識によって薫習された有漏の種子は、適宜、

滅するのである。

LAのa- layavijña-na-ja- ti-laks.an.a（kun gzhi rnam par shes pa’i rigs kyi mtshan nyid）

は、宋訳で「蔵識真相」と訳され、「蔵識の真相」と書き下しされる
（７）

。また、

安井広済氏は「アーラヤ識の真相
（８）

」、常盤義伸氏は「真実のあり方においてア

ーラヤ識
（９）

」とする。ja- ti-laks.an.aは、「真相」あるいは「真実のあり方」と訳さ

れている。M. M.-Williams, Sanskrit-English Dictionaryには＜generic or

specific distinction, characteristic＞＜mark of tribe or caste＞(p.418)とある。こ
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こでは、ja- tiは真あるいは真実とされていない。もっとも、ja- tiには＜genuine

or true state of anything＞(p.418)という意味もあるので、真、真実という訳は

可能である。一方、チベット語訳は、rigsすなわち、血統または種姓と訳す。

ja- tiは形容詞ではないのではないか。筆者には、真、真実どちらも、形容詞と

して訳しているように見えるがそうだとすれば、それは誤りのように思われる。

従って、名詞として訳すチベット語訳こそが正しいと筆者は考える。THAには

「諸識の血統の条件とは、それらの同類の原因となるもの、あるいは、アーラ

ヤ識のことであって」という説明がある。これを参考にすれば、a- layavijña-na-

ja- ti-laks.an.aという複合語のa- layavijña-naとja- ti-laks.an.aは同格関係でa- layavijña-na

たるja- ti-laks.an.aであろう。ja- ti-laks.an.aはa- layavijña-naの機能や役割を示す言葉

であると思われる。THAは、さらに、血統の条件を「同類の原因」とし、「そ

れ自身の相続を血統という」と述べる。これは、言い換えると「自己同一性

（血統）を維持するもの（条件）」ということだと思われる。アーラヤ識の機能

は、自己同一性の維持なのである。LAの「自己の血統の条件が滅する時、ア

ーラヤ識が滅することになろう。そして、アーラヤ識が滅する時、この見解は、

外道の断滅論と区別がなくなるであろう」という一文は、以上の考察を踏まえ

れば、より明確に理解できよう。高崎氏は、「アーラヤ識が識の自体の真相と

呼ばれていること、それが不滅であると説くことは、梵本も宋訳も同じであっ

た。…では、この不滅なるアーラヤ識とは、いかなる点をさすか、これは後で、

如来蔵と同一視され、自性清浄・常住不変と考えるところに示されている
（10）

」と

述べられる。しかし、「真相」という表現は、誤解を招きかねないであろうし、

むしろ、誤訳ではなかろうか。その訳語を排除して、始めて、不滅なるアーラ

ヤ識は「自己同一性の維持」という点で捉えるべきであるという視点も生まれ

てくるのだと思われる。

ほんの一例ではあるが両注釈がLAの解読に当たって、決して無益でないこ

とが知られよう。次に両注釈の持つ別な意義について述べてみよう。LAVには

山口益氏もかつて指摘されたように、ダルマキールティ（Dharmak rti）を音写

語で引用する
（11）

が、その頻度は多く、『解深密経』Sam. dhinirmocanasu-tra（以

下SNS）とならんで権威とされているように思われる
（12）

。例えば、LAVは以下の

ように、ダルマキールティに言及する。
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kun gzhi rnam par shes pa dang/ ’jug pa’i rnam par shes pa rnams kyis yang

rnam par tha dad par dmigs pa'i phyir der snang ba rnams la tha dad pa med

pa ma yin te/ ji ltar slob dpon dha rma k rtis smras pa/gzhan la gzhan du ’grib

pa yang//dbyer med min te gzugs mthong phyir//rang bzhin tha dad mi mthong

bas//blos ni tha daｄ mi rtogs so//dngos po gang gis brtags bya ba//de gzugs

yang dag yod pa min//gcig dang du ma’i rang bzhin du//de dag yod pa ma yin

phyir// ’o na kun gzhi rnam par shes pa dang ’jug pa’i rnam par shes pa gcig pa

yin no zhes de ltar dogs nas thams cad mkhyen pas gsungs pa de ste tha dad

pa ma yin na ni zhes te/de'i tshe ’jug pa’i rnam par shes pa ’gag na kun gzhi

rnam par shes pa 'ang ’gag par ’gyur na/de ltar bdag gi rigs kyi mtshan nyid

’gag par yang mi ’gyur te zhes bya’o//de bas na slob dpon dha rma k rtis 'di

skad du smras pa/gzhan du dngos po gcig po la//rnam grangs gzugs ni snang ba

can//rnam pa bden par ji ltar rung//de yi gcig pa ’grib med do//yang dag rig pa’i

rigs kyi mtshan nyid de’i gcig pa yang ’grib par mi ’gyur ro zhes thams cad

mkhyen pas dgongs pa’i don du brtag go//(81a2-8)

アーラヤ識と諸転識によっても、形象は別なものであると認識される故に、

そこに現れるものに別異性はないのではない。例えば、アーチャールャダル

マキールティは「他を他として斥けても、無区別なのではない。色を見る故

に、別な自性とは見做せないので、知によって、別なものであると理解し得

ない。あることによって、ものが考察されるなら、そこに真実として色は存

在しない。一と多の自性として、それらは存在しないからである。」と述べ

ている
（13）

。「アーラヤ識と転識は同一なのである」そのように懸念して、一切

智者が、説いたことが、別なものでないならば、である。転識が滅する時、

アーラヤ識も滅するならば、そのように自己の血統の条件が滅することには

ならないのである、ということである。従って、アーチャールャダルマキー

ルティは「また、一つのものに対して、同義語がある、色が現れる時、形象

は、どうして、真実なのだろうか。それの同一性が損なわれることはない
（14）

」

と述べる。真実なる血統の条件、それの同一性も損なわれないというのが、

一切智者の真意であると理解しているのである。

引用されているのはダルマキールティの主著『量評釈』Prama-n. ava- rttika

（以下PV）からであるが現行のテキストとは異なっている
（15）

。
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このようにPVのテキストを見直しダルマキールティの思想を再検討すると

いう面からもLAVは無駄ではない
（16）

。THAにもダルマキールティは引用されて

いるがLAVほど頻繁ではない
（17）

。しかし、やはりTHAもSNSを多用し
（18）

、LAVの著

者と思われるジュニャーナシュリーバドラの名を幾度も繰り返し取り上げて

いる
（19）

。

LAVとTHAはこうして切っても切れない関係にあり、両者を併用することで、

LAの解読も進むと思われる。またLA以外のテキストを理解するためにも少な

からず情報を提供してくれそうである
（20）

。

以上極めて簡単にLAV、THAについて紹介してみたが本稿ではその意義を十

分に伝えきれていないであろう。両注釈を解読することによって、大乗の教え

のメモ、断片の寄せ集めで首尾一貫性がないなどと言われてきた
（21）

LAへの評価

も変わるかもしれないと筆者には思われるのであるが、どうであろうか？

注

�　古くは山口益「智吉祥賢の入楞伽経註について」『山口益仏教学文集』上pp.213-248

で紹介されている。また高崎直道『如来蔵思想の形成』p. 5でも言及され、同著者の
『仏典講座17楞伽経』昭和55年、p.32では注釈書のひとつ（後述するLAV）を利用して
いる。更に安井広済氏は「チベット訳と智吉祥賢の註釈<LAV＞とによって、全体の
訳文の上に、かなりの読みやすさと正確さとを増すことが出来た」『梵文和訳入楞伽
経』昭和51年、p.5（＜＞内筆者）と積極的に活用したことを示している。しかるに最
近梵文テキストや和訳を提示された常盤義伸氏は『『ランカーに入る』大乗の思想と
実践の宝経―復元梵本の日本訳、訳註と解説』大阪2003のはしがきpp.xxiiivにおいて
「ジュニャーナシュリーバドラの注＜LAV＞はテキスト批判には直接役に立ちそうにな
いと見て、私は今回これを取り上げなかった。」（＜＞内筆者）と述べ、LAVへの評価
は必ずしも高くない。
�　この注釈はデンカルマ目録にはないが、プトゥンBu ston（1290-1364）の目録には

LAV＝西岡No.657 THA=西岡No.658として記載されている。
�　注�の高崎本pp.419-416の文献目録および注�の常盤本「はしがき」参照のこと。
�　常盤本は私家版であり入手には石井公成氏のお手を煩わせた。なお、LAを提示する
際常盤本はToと略し同じ箇所の南條文雄の梵文テキストはNと略した。更にチベット
文の相当箇所もTiと略し示した。チベット文は北京版No.775からのものである。
�　底本として北京版No.5519を使用。
�　底本として北京版No.5520を使用。
�　注�の高崎本p.135。
�　注�の安井本p. 36。
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	　注�の常盤本の和訳p. 24。

　高崎本p. 145-146。
�　注�の山口論文p. 216。
�　筆者の調べによれば、SNSは、36回引用され、他の如何なるものより断然多い
（72a／7,73b／2,92a／7,111b／7,116a／3,125a／3,132a／4,145b／8,148a／1,148a／
5,156b／7,157a／8,158b／7,188b／6,191b／3,197b／1,201b／5,202b／4,205b／
4,211a／4,214a／2,218a／8,218b／8,220a／5,223b／7,226b／5,228b／6,234a／7,254b／
6,270b／8,271a／6,280b／4,286a／8,289b／6,298a／2,303a／5）。｢このように､LAと
SNSの教義は大乗の教義を説明するには矛盾はないのである｡｣（220a／5）という言葉
もある｡一方､ダルマキールティは15回引用され､SNSに次いで多い｡引用箇所は（10a／
6,15a／6,27b／7,30b／2,32b／5,38b／1,68b／7,73a／6,81a／3,81a／7,98a／8,145a／
4,192a／6,233a／7,261a／2）である｡
　PV、現量章、kk,358-359、戸崎宏正『仏教認識論の研究』下巻、pp.45-46参照。な
お、k.359は、Moks.akaraguptaのTarkabha- s. a-に中観派（Ma-dhyamika）が唯識派
（Cittama-tra）を批判するものとして引用されている。梶山雄一『論理の言葉』中公文
庫、昭和50年、p. 140参照。
�　PV、現量章、k. 357、注の戸崎本pp. 44-45参照。
なお、ダルマキールティがLAVに引用された意義について簡単な紹介がある。室寺義
仁「アーラヤ識の存在論証について―post Dharmak rti―」、『印仏研』36-1、ｐ,361．

�　代表的なものとして、注の戸崎本、『インド古典研究』Ⅱ（成田山）所収の宮阪
宥勝校訂本等のテキストを参照し、比較されたい。
�　ダルマキールティの思想についての一般的見解については、注の戸崎本の上巻、

pp. 35-54参照。
�　音写語としてダルマキールティに言及するのは２箇所（292b／1,317b／2）で､PVか
らとことわって彼の思想を述べるところは４箇所ある（21a／5,88a／3,94b／7,174b／
1）｡
�　以下のように15箇所にSNSは引用されている（33b／3,35a／1,35a／6,54a／6,60b／8,

61b／6,74a／2,89a／5,105a／5,107b／6,120a／1,224b／4,237a／6,298a／3,334b／7）。
�　17箇所で言及されている（17b／8,19b／3,58a／ 3,77b／2,79a／5,79b／7,80b／

3,82a／4,104b／3,122a／3,124b／5,163a／7,205b／5,231b／3,232a／2,246b／2,247b／
3）。｢ジュニャーナシュリーバドラがこの経（LA）の注釈として説かれたことを疑う
べからず｡｣（58a／3-4）という言葉もある｡
�　気付いた事だけを報告すればTHAはチャンドラキールティCandrak rtiに２度（５

a／2,68a／4）カマラシーラKamalaś laには、１度（48b／7）彼の『中観光明論』
（Madhyamaka-loka）に１度（137a／8）言及している。また９箇所でアビダルマ
（abhidharma）に言及し（90a／6,100a／1,163b／8,189b／4,190a／4,198a／5,203a／
8,203b／1,296a／2）、「アビダルマの論書と聖般若［経］から知るべきである。」
（203a8-203b1）という言葉もある。
�　鈴木大拙　Studies in the Lankavatarasutra, London,1930, pp. 18-19, 注�の高崎本
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ｐ. 19, 注�の常盤本p. xvi参照。
略号

略号については、特に一括して示すことはしなかったので、それらについては、本稿
の冒頭と注�とを参照されたい。
付記

本稿をまとめるにあたっては、多くの方々にお世話になった。特に資料蒐集において
は、奥野光賢氏、四津谷孝道氏の助力を得た。一々お名前をあげない方を含めて、こ
こに記して感謝の意を表したい。
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