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Ⅰ 

 カダム派(bka’ gdams pa)は、11 世紀頃成立し、後のチベット仏教の礎を築い

た宗派である。その歴史に詳しい、井内真帆氏は、こう述べている。 
〔インドより招請され、カダム派創建の切っ掛けを与えた〕アティーシャ〔Atiśa, 982-
1054〕 1) の弟子であるドムトン〔 ‘Drom ston,1004/5/6-1064〕、クトゥン〔Khu 
ston,1011-1075〕、ゴク〔rNgog,10c〕は通常“ウィの三人”と呼ばれ、アティーシャの

最高の弟子とされている。…彼らは元来カムのデンマ地方にいたセツゥン〔Se btsun〕2)の

弟子であり、同学期に学んだ学友であった。3) 

これを見る限り、クトゥンは、カダム派の重要人物である。更に、往年の大学者、

羽田野伯猷氏によれば、クトゥンの人物像は、よりはっきりする。 
クトゥンはドムトゥンとはもともとカムのセツンの下で学んだ同門の旧知であり、当時

は衛における律の四大寺の一つ、タンポチ及びチベットの古刹にして低地律としては忘

れることの出来ぬルメー入住の、カチェの両寺の住持であり、ルメー系の律教団全体の

長老として、アティーシャの伝記作家に≪彼より偉大なるものはなかった。≫といわせ

たように、当時の衛の仏教界に君臨した重鎮・実権者の一人であった。4) 

矢張り、看過出来ない人のようだ。然るに、ショヌペル(‘Gos lo tsa ba gzhon nu  
dpal,1392-1481)の名仏教史『青史』Deb ther sngon po の「アティシャの章」5)

を読むと、印象は全く、異なる。彼は、先ず、このような形で、アティシャの章

に登場する。 
〔アティシャに〕お出まし頂く(gdan dren)ために、赴き始めました(brtsam pa)折、クト

ゥンは、彼自身の名前が、文書(yi ge)にありませんでしたので、御不快で、「先に

(sngon la)、私が、お目通りして(mjal ba)やろう(zhig)」と思い(snyam)、立たれました

(byon pa)から、6) 
…gdan ‘dren du ‘byon par brtsams pa’i tshe/khu ston khong rang gi ming yi ge na mi 
‘dug pas ma dgyes nas/sngon la ngas mjal ba zhig bya snyam nas byon 
pas/(p.312,ll.10-12) 
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このように、自尊心が強い嫌な人物として描かれている。更に、アティシャの章

には、こうある。 
クトゥンは、アティシャに、〔自〕国の麗しさ(bzang ba)の自慢(bsngags)を述べました

ので、彼の所に(khong can du)、赴くことをお約束なさり(zhal gyis bzhed)、タンポチ

ェ(Thang po che)にご到着になりました。ラクチクカンパ(Rags rtsigs khang pa)に、1
か月、御滞在でした。そこに、ドム〔トゥン〕も、御面前に(spyan sngar)、馳せ参じた

のです(sleb)。ク〔ゥトン〕は、よき奉仕ばかりも(kho na yang)、催しませんでした

(ma byung ba)から、師弟(dpon slob )達は、逃散し(bros)、ミャンポ(Myang po)の渡し

舟(gru)に、乗り込み(zhugs)、ツァンポ〔川〕の 3 分の 1(sum cha)ほど(tsam)に至られ

た時(la)、クトゥンも、後を、急ぎ(snyeg tu)、来て、大声を発し(gtang)、〔戻るよう

に〕冀いましたけれども、引き返すことなく(ma bzlogs par)、帽子を後ろに投げ、御威

光(byin rlabs)の証し(rten)として、お授けになりました(gnang)。7) 

ku ston gyis jo bo la yul bzang ba’i bsngags pa brjod pas khong can du ‘byon par zhal 
gyis bzhed nas thang po cher pheb/rags rtsigs khang par zla gcig bzhugs/der ‘dom gis 
kyang spyan sngar sleb/khus zhabs tog bzang ba kho na yang ma byung bas/dpon 
slob rnams bros te myang po’i gru la zhugs te gtsang po’i sum cha tsam du pheb pa 
na/khu ston gyis kyang rjes snyeg du sleb nas/skad chen po btang nas zhu pa byas 
kyang ma bzlogs par dbu zhva phyir ‘phangs nas byin rlabs rten du 
gnang/(p.314,l.17-p.315,l.4) 

アティシャにも愛想を尽かされた様子が見て取れる。相当癖のある人物像が浮か

ぶのである。然しながら、筆者には、その悪役振りが魅力に映った。一体、どの

ような人なのだろう？個人的な興味に過ぎないのだけれど、以下に、クトゥンの

姿を探ることにした。 

Ⅱ 

カダム派史として珍重されるレーチェン・クンガーギェルツエン(Las chen 
kun dga’ rgyal mtshan,1432-1506)著『カダム明灯史』bKa’ gdam kyi rnam 
par thar ba bka’gdams chos ‘byung gsal ba’i sgron me 8)には、「カダムの事

績・伝記の解説」bka’gdams kyi mdzas spyod rnam thar bshad pa なる長い一

段があり(14b から)、その中に、「個々の功徳の詳説」so so’i yon tan zhib tu 
bshad pa(27b から) 9)が含まれている。アティシャに始まり、カダム派諸師の列

伝が記されたものだ。クトゥンも現れる。短いものだが、そこに、この奇妙な光

芒を放つ人物の姿があった。といっても、筆者の語学力では、甚だ心許ない。お

まけに歴史的素養も欠如している。ないない尽くしで、恐縮であるが、それを承

知の上で、クトゥン伝の和訳を、以下に、試みてみたい。訳に当たっては、目次

を立て、3 つに分段し、原文転写を付した。識者の忌憚のないご指摘を賜れば、

これに過ぐることはない。 

Ⅲ 

Ⅰ〈クトゥンの略歴〉 

 ゲーシェークトゥンとは、国はヤルルン(Yal klungs)、名はツォンドゥー・ユンドゥ

ン(mTshon ‘grus g-yung drung)、辛亥(lcags mo phag,1011)のお生まれ(sku ‘khungs)
で、ナクツォ(Nag tsho、1011-1064) 10)と御誕生(‘khungs)は同じ年、彼(khong)とゴク

レグペーシェーラプ(rNgog legs pa’i shes rab) 11)と 12)ドムトゥン(ston)13) 3 人は、カム

(khams)に赴かれて、師(jo bo)セツゥン(Se btsun) 14)に、法をたくさん、聴聞された

(gsan)。ガルミ・ユンテン・ユンドゥン(Gar mi yon tan g-yung drung)15)に、アビダル

マ(mngon pa,abhidharma) 16)を学び、通じ会得された。ルメー(Klu mes)一切の上座

(gnas brtan,sthavira)をなされた。 

Ⅱ〈アティシャとの会見の顛末〉 

 その時期に、彼以上の人物がいないのにかかわらず(la)、ゲシェートンパ〔＝ドムト

ゥン〕が、ウー(dBus)の大物達に、差し上げた公文書(bka’ shog)に、ク〔トゥン〕の名

が入っていないかったことで、気色ばまれて(thugs rgyal skyes)、「アティシャを私自

身が、得ん」と思い、先んじて(sngon la)、〔馬の〕鞭を逸り(lcag btab)、御出立され

たので、他の者達にとっても、発破をかけること(bskur ma)となった。シャンロン

(Zhang rom) 17)のお口伝えによれば、「ク〔トゥン〕を入れなかったこと(ma tshud pa)
それは、行き届いたことだ(go bcad)」とおっしゃった。それも、ゲーシェートンパ〔＝

ドムトゥン〕の大度量(dkyel che ba)の賜物(yon tan)なのである。アティシャと謁見し

た途端(mjal ma khad du)、三宝供養の本義(ngo bo)・不二の修習をなす(bya ba)訓戒

(gdams ngag) 18)が、その〔クトゥンの〕ご発声(gsung skad) 。その際、クトゥンは、

次のように、トンパ〔＝ドムトゥン〕に向かい、「汝は、チベットの大物達の中に

(gseb tu)私を入れなかった(mi ‘jug pa)」といったので、レクペーシェーラプ等は、事

(bya ba)の余人(sogs)の中に(khong na)、加えること(bdog pa)を懇願した(zhus pa)のだ

ったが、「余人の只中に(khongs su)入ったその人物が私なのか」といって、それでも

(de bas kyang)、お喜びにならず、彼は、ゲーシェートンパに対し、引きも切らず(nan 
tar)、不満の言(mi mgu skad)。 
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このように、自尊心が強い嫌な人物として描かれている。更に、アティシャの章

には、こうある。 
クトゥンは、アティシャに、〔自〕国の麗しさ(bzang ba)の自慢(bsngags)を述べました

ので、彼の所に(khong can du)、赴くことをお約束なさり(zhal gyis bzhed)、タンポチ

ェ(Thang po che)にご到着になりました。ラクチクカンパ(Rags rtsigs khang pa)に、1
か月、御滞在でした。そこに、ドム〔トゥン〕も、御面前に(spyan sngar)、馳せ参じた

のです(sleb)。ク〔ゥトン〕は、よき奉仕ばかりも(kho na yang)、催しませんでした

(ma byung ba)から、師弟(dpon slob )達は、逃散し(bros)、ミャンポ(Myang po)の渡し

舟(gru)に、乗り込み(zhugs)、ツァンポ〔川〕の 3 分の 1(sum cha)ほど(tsam)に至られ

た時(la)、クトゥンも、後を、急ぎ(snyeg tu)、来て、大声を発し(gtang)、〔戻るよう

に〕冀いましたけれども、引き返すことなく(ma bzlogs par)、帽子を後ろに投げ、御威

光(byin rlabs)の証し(rten)として、お授けになりました(gnang)。7) 

ku ston gyis jo bo la yul bzang ba’i bsngags pa brjod pas khong can du ‘byon par zhal 
gyis bzhed nas thang po cher pheb/rags rtsigs khang par zla gcig bzhugs/der ‘dom gis 
kyang spyan sngar sleb/khus zhabs tog bzang ba kho na yang ma byung bas/dpon 
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kyang ma bzlogs par dbu zhva phyir ‘phangs nas byin rlabs rten du 
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アティシャにも愛想を尽かされた様子が見て取れる。相当癖のある人物像が浮か

ぶのである。然しながら、筆者には、その悪役振りが魅力に映った。一体、どの

ような人なのだろう？個人的な興味に過ぎないのだけれど、以下に、クトゥンの

姿を探ることにした。 

Ⅱ 

カダム派史として珍重されるレーチェン・クンガーギェルツエン(Las chen 
kun dga’ rgyal mtshan,1432-1506)著『カダム明灯史』bKa’ gdam kyi rnam 
par thar ba bka’gdams chos ‘byung gsal ba’i sgron me 8)には、「カダムの事

績・伝記の解説」bka’gdams kyi mdzas spyod rnam thar bshad pa なる長い一

段があり(14b から)、その中に、「個々の功徳の詳説」so so’i yon tan zhib tu 
bshad pa(27b から) 9)が含まれている。アティシャに始まり、カダム派諸師の列

伝が記されたものだ。クトゥンも現れる。短いものだが、そこに、この奇妙な光

芒を放つ人物の姿があった。といっても、筆者の語学力では、甚だ心許ない。お

まけに歴史的素養も欠如している。ないない尽くしで、恐縮であるが、それを承

知の上で、クトゥン伝の和訳を、以下に、試みてみたい。訳に当たっては、目次

を立て、3 つに分段し、原文転写を付した。識者の忌憚のないご指摘を賜れば、
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 ゲーシェークトゥンとは、国はヤルルン(Yal klungs)、名はツォンドゥー・ユンドゥ
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ゥン〕が、ウー(dBus)の大物達に、差し上げた公文書(bka’ shog)に、ク〔トゥン〕の名

が入っていないかったことで、気色ばまれて(thugs rgyal skyes)、「アティシャを私自

身が、得ん」と思い、先んじて(sngon la)、〔馬の〕鞭を逸り(lcag btab)、御出立され
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た途端(mjal ma khad du)、三宝供養の本義(ngo bo)・不二の修習をなす(bya ba)訓戒

(gdams ngag) 18)が、その〔クトゥンの〕ご発声(gsung skad) 。その際、クトゥンは、
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悪役クトゥン（木村）（60）

─ 313 ─



このように、自尊心が強い嫌な人物として描かれている。更に、アティシャの章

には、こうある。 
クトゥンは、アティシャに、〔自〕国の麗しさ(bzang ba)の自慢(bsngags)を述べました

ので、彼の所に(khong can du)、赴くことをお約束なさり(zhal gyis bzhed)、タンポチ

ェ(Thang po che)にご到着になりました。ラクチクカンパ(Rags rtsigs khang pa)に、1
か月、御滞在でした。そこに、ドム〔トゥン〕も、御面前に(spyan sngar)、馳せ参じた

のです(sleb)。ク〔ゥトン〕は、よき奉仕ばかりも(kho na yang)、催しませんでした

(ma byung ba)から、師弟(dpon slob )達は、逃散し(bros)、ミャンポ(Myang po)の渡し

舟(gru)に、乗り込み(zhugs)、ツァンポ〔川〕の 3 分の 1(sum cha)ほど(tsam)に至られ

た時(la)、クトゥンも、後を、急ぎ(snyeg tu)、来て、大声を発し(gtang)、〔戻るよう

に〕冀いましたけれども、引き返すことなく(ma bzlogs par)、帽子を後ろに投げ、御威

光(byin rlabs)の証し(rten)として、お授けになりました(gnang)。7) 

ku ston gyis jo bo la yul bzang ba’i bsngags pa brjod pas khong can du ‘byon par zhal 
gyis bzhed nas thang po cher pheb/rags rtsigs khang par zla gcig bzhugs/der ‘dom gis 
kyang spyan sngar sleb/khus zhabs tog bzang ba kho na yang ma byung bas/dpon 
slob rnams bros te myang po’i gru la zhugs te gtsang po’i sum cha tsam du pheb pa 
na/khu ston gyis kyang rjes snyeg du sleb nas/skad chen po btang nas zhu pa byas 
kyang ma bzlogs par dbu zhva phyir ‘phangs nas byin rlabs rten du 
gnang/(p.314,l.17-p.315,l.4) 

アティシャにも愛想を尽かされた様子が見て取れる。相当癖のある人物像が浮か

ぶのである。然しながら、筆者には、その悪役振りが魅力に映った。一体、どの

ような人なのだろう？個人的な興味に過ぎないのだけれど、以下に、クトゥンの

姿を探ることにした。 

Ⅱ 

カダム派史として珍重されるレーチェン・クンガーギェルツエン(Las chen 
kun dga’ rgyal mtshan,1432-1506)著『カダム明灯史』bKa’ gdam kyi rnam 
par thar ba bka’gdams chos ‘byung gsal ba’i sgron me 8)には、「カダムの事

績・伝記の解説」bka’gdams kyi mdzas spyod rnam thar bshad pa なる長い一

段があり(14b から)、その中に、「個々の功徳の詳説」so so’i yon tan zhib tu 
bshad pa(27b から) 9)が含まれている。アティシャに始まり、カダム派諸師の列

伝が記されたものだ。クトゥンも現れる。短いものだが、そこに、この奇妙な光

芒を放つ人物の姿があった。といっても、筆者の語学力では、甚だ心許ない。お

まけに歴史的素養も欠如している。ないない尽くしで、恐縮であるが、それを承

知の上で、クトゥン伝の和訳を、以下に、試みてみたい。訳に当たっては、目次

を立て、3 つに分段し、原文転写を付した。識者の忌憚のないご指摘を賜れば、

これに過ぐることはない。 

Ⅲ 

Ⅰ〈クトゥンの略歴〉 

 ゲーシェークトゥンとは、国はヤルルン(Yal klungs)、名はツォンドゥー・ユンドゥ

ン(mTshon ‘grus g-yung drung)、辛亥(lcags mo phag,1011)のお生まれ(sku ‘khungs)
で、ナクツォ(Nag tsho、1011-1064) 10)と御誕生(‘khungs)は同じ年、彼(khong)とゴク

レグペーシェーラプ(rNgog legs pa’i shes rab) 11)と 12)ドムトゥン(ston)13) 3 人は、カム

(khams)に赴かれて、師(jo bo)セツゥン(Se btsun) 14)に、法をたくさん、聴聞された

(gsan)。ガルミ・ユンテン・ユンドゥン(Gar mi yon tan g-yung drung)15)に、アビダル

マ(mngon pa,abhidharma) 16)を学び、通じ会得された。ルメー(Klu mes)一切の上座

(gnas brtan,sthavira)をなされた。 

Ⅱ〈アティシャとの会見の顛末〉 

 その時期に、彼以上の人物がいないのにかかわらず(la)、ゲシェートンパ〔＝ドムト

ゥン〕が、ウー(dBus)の大物達に、差し上げた公文書(bka’ shog)に、ク〔トゥン〕の名

が入っていないかったことで、気色ばまれて(thugs rgyal skyes)、「アティシャを私自

身が、得ん」と思い、先んじて(sngon la)、〔馬の〕鞭を逸り(lcag btab)、御出立され

たので、他の者達にとっても、発破をかけること(bskur ma)となった。シャンロン

(Zhang rom) 17)のお口伝えによれば、「ク〔トゥン〕を入れなかったこと(ma tshud pa)
それは、行き届いたことだ(go bcad)」とおっしゃった。それも、ゲーシェートンパ〔＝

ドムトゥン〕の大度量(dkyel che ba)の賜物(yon tan)なのである。アティシャと謁見し

た途端(mjal ma khad du)、三宝供養の本義(ngo bo)・不二の修習をなす(bya ba)訓戒

(gdams ngag) 18)が、その〔クトゥンの〕ご発声(gsung skad) 。その際、クトゥンは、

次のように、トンパ〔＝ドムトゥン〕に向かい、「汝は、チベットの大物達の中に

(gseb tu)私を入れなかった(mi ‘jug pa)」といったので、レクペーシェーラプ等は、事

(bya ba)の余人(sogs)の中に(khong na)、加えること(bdog pa)を懇願した(zhus pa)のだ

ったが、「余人の只中に(khongs su)入ったその人物が私なのか」といって、それでも

(de bas kyang)、お喜びにならず、彼は、ゲーシェートンパに対し、引きも切らず(nan 
tar)、不満の言(mi mgu skad)。 
 

（61）悪役クトゥン（木村）

このように、自尊心が強い嫌な人物として描かれている。更に、アティシャの章

には、こうある。 
クトゥンは、アティシャに、〔自〕国の麗しさ(bzang ba)の自慢(bsngags)を述べました

ので、彼の所に(khong can du)、赴くことをお約束なさり(zhal gyis bzhed)、タンポチ

ェ(Thang po che)にご到着になりました。ラクチクカンパ(Rags rtsigs khang pa)に、1
か月、御滞在でした。そこに、ドム〔トゥン〕も、御面前に(spyan sngar)、馳せ参じた

のです(sleb)。ク〔ゥトン〕は、よき奉仕ばかりも(kho na yang)、催しませんでした

(ma byung ba)から、師弟(dpon slob )達は、逃散し(bros)、ミャンポ(Myang po)の渡し

舟(gru)に、乗り込み(zhugs)、ツァンポ〔川〕の 3 分の 1(sum cha)ほど(tsam)に至られ

た時(la)、クトゥンも、後を、急ぎ(snyeg tu)、来て、大声を発し(gtang)、〔戻るよう

に〕冀いましたけれども、引き返すことなく(ma bzlogs par)、帽子を後ろに投げ、御威

光(byin rlabs)の証し(rten)として、お授けになりました(gnang)。7) 

ku ston gyis jo bo la yul bzang ba’i bsngags pa brjod pas khong can du ‘byon par zhal 
gyis bzhed nas thang po cher pheb/rags rtsigs khang par zla gcig bzhugs/der ‘dom gis 
kyang spyan sngar sleb/khus zhabs tog bzang ba kho na yang ma byung bas/dpon 
slob rnams bros te myang po’i gru la zhugs te gtsang po’i sum cha tsam du pheb pa 
na/khu ston gyis kyang rjes snyeg du sleb nas/skad chen po btang nas zhu pa byas 
kyang ma bzlogs par dbu zhva phyir ‘phangs nas byin rlabs rten du 
gnang/(p.314,l.17-p.315,l.4) 

アティシャにも愛想を尽かされた様子が見て取れる。相当癖のある人物像が浮か

ぶのである。然しながら、筆者には、その悪役振りが魅力に映った。一体、どの

ような人なのだろう？個人的な興味に過ぎないのだけれど、以下に、クトゥンの

姿を探ることにした。 

Ⅱ 

カダム派史として珍重されるレーチェン・クンガーギェルツエン(Las chen 
kun dga’ rgyal mtshan,1432-1506)著『カダム明灯史』bKa’ gdam kyi rnam 
par thar ba bka’gdams chos ‘byung gsal ba’i sgron me 8)には、「カダムの事

績・伝記の解説」bka’gdams kyi mdzas spyod rnam thar bshad pa なる長い一

段があり(14b から)、その中に、「個々の功徳の詳説」so so’i yon tan zhib tu 
bshad pa(27b から) 9)が含まれている。アティシャに始まり、カダム派諸師の列

伝が記されたものだ。クトゥンも現れる。短いものだが、そこに、この奇妙な光

芒を放つ人物の姿があった。といっても、筆者の語学力では、甚だ心許ない。お

まけに歴史的素養も欠如している。ないない尽くしで、恐縮であるが、それを承

知の上で、クトゥン伝の和訳を、以下に、試みてみたい。訳に当たっては、目次

を立て、3 つに分段し、原文転写を付した。識者の忌憚のないご指摘を賜れば、

これに過ぐることはない。 

Ⅲ 

Ⅰ〈クトゥンの略歴〉 

 ゲーシェークトゥンとは、国はヤルルン(Yal klungs)、名はツォンドゥー・ユンドゥ

ン(mTshon ‘grus g-yung drung)、辛亥(lcags mo phag,1011)のお生まれ(sku ‘khungs)
で、ナクツォ(Nag tsho、1011-1064) 10)と御誕生(‘khungs)は同じ年、彼(khong)とゴク

レグペーシェーラプ(rNgog legs pa’i shes rab) 11)と 12)ドムトゥン(ston)13) 3 人は、カム

(khams)に赴かれて、師(jo bo)セツゥン(Se btsun) 14)に、法をたくさん、聴聞された

(gsan)。ガルミ・ユンテン・ユンドゥン(Gar mi yon tan g-yung drung)15)に、アビダル

マ(mngon pa,abhidharma) 16)を学び、通じ会得された。ルメー(Klu mes)一切の上座

(gnas brtan,sthavira)をなされた。 

Ⅱ〈アティシャとの会見の顛末〉 

 その時期に、彼以上の人物がいないのにかかわらず(la)、ゲシェートンパ〔＝ドムト

ゥン〕が、ウー(dBus)の大物達に、差し上げた公文書(bka’ shog)に、ク〔トゥン〕の名

が入っていないかったことで、気色ばまれて(thugs rgyal skyes)、「アティシャを私自

身が、得ん」と思い、先んじて(sngon la)、〔馬の〕鞭を逸り(lcag btab)、御出立され

たので、他の者達にとっても、発破をかけること(bskur ma)となった。シャンロン

(Zhang rom) 17)のお口伝えによれば、「ク〔トゥン〕を入れなかったこと(ma tshud pa)
それは、行き届いたことだ(go bcad)」とおっしゃった。それも、ゲーシェートンパ〔＝

ドムトゥン〕の大度量(dkyel che ba)の賜物(yon tan)なのである。アティシャと謁見し

た途端(mjal ma khad du)、三宝供養の本義(ngo bo)・不二の修習をなす(bya ba)訓戒

(gdams ngag) 18)が、その〔クトゥンの〕ご発声(gsung skad) 。その際、クトゥンは、

次のように、トンパ〔＝ドムトゥン〕に向かい、「汝は、チベットの大物達の中に

(gseb tu)私を入れなかった(mi ‘jug pa)」といったので、レクペーシェーラプ等は、事

(bya ba)の余人(sogs)の中に(khong na)、加えること(bdog pa)を懇願した(zhus pa)のだ

ったが、「余人の只中に(khongs su)入ったその人物が私なのか」といって、それでも

(de bas kyang)、お喜びにならず、彼は、ゲーシェートンパに対し、引きも切らず(nan 
tar)、不満の言(mi mgu skad)。 
 

悪役クトゥン（木村）（60）
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Ⅲ〈その後のクトゥン〉 

 アティシャを長く(yun du)、頼りとし、訓示(gdams pa)を多く、耳にされた(gsan)。
取り分け、般若波羅蜜(pha rol tu phyin pa、pāramitā)の教訓(gdams pa)と、閻魔

(gshin rje,yama)の口伝(man ngag)に長けていた(rtsal thon)。タンポチェー(Thang po 
che) に、お招きして、法輪を転じ、ニェタン(sNye thang)で、ク〔トゥン〕が、般若波

羅蜜を解説するというので、法の聴聞者(nyan)は千ばかり(tsam)となった。ゲシェー

ローツァーワ 19)は、歓待して(phye gtor bas)、この般若波羅蜜では、壮士(a po)は、ク

トゥンその人(rang)であるとの御開口の言(gsungs skad)。ダクポーワンギェル(Dags po 
dbang rgyal) 20)も、彼に、般若波羅蜜を学んだ。ポトワ(Po to ba,1031-1105) 21)も、彼

に、〔三〕蔵(sde snod,pitaka)を聴聞した(gsan)。弟子のラティサンワル(Ra khri 
bzang ‘bar) 22),その弟子のダンティタルマニンポテー(Brang ti dar ma snying po ste) 23)

は、こ〔の人〕に頼り、アビダルマ(chos mngon pa)の解説を聞く者(nyan)は、広がり、

増えること大となった。御年 65 歳の乙卯(shing mo yos,1075)に逝去したとある者は、

お認めになるが、ギェルクポン(dGyer khu dbon) 24)の弟子トンパツエマ(‘sTon pa tshe 
ma) 25)のお言葉では、「大人物ク〔トゥン〕について御威勢(mnga’ thang)と御身代(sku 
bsod)により、その時代に、重鎮(gtso che ba)に数えられて(bgrang)も、御自分(nyid)26)

の時を、超えて(stod las)〔生きることは〕出来ません」とおっしゃった通りならば、ア

ティシャ崩御(1054)から、長く、御在世でなかったことを、微に入り細に穿って(‘dra 
bas)、検討すべきである 27)。ク〔トゥン〕が、著された『大史』(Lo rgyus chen mo)28)

というあるものも、存在すると知られていると思われる。彼から、ダムボンポジュン

ネーギェルツエン(gDams dbon po ‘byung gnas rgyal mtshan)29)が、伝持した(gzung)。 
 
I.dge bshes khu ston ni/yul yar klungs/mtshan btson ‘grus g-yumg drung/lcags mo 
phag la sku ‘khungs te nag tsho dang ‘khungs lo cig/khong dang rngog legs pa’i shes 
rab bang(read.dang) ston gsum gyis khams su byon te/jo bo se btsun la chos mang du 
gsan/gar mi yon tan g-yung drung la mngon pa bslabs te mkhas par mkhyen/klu mas 
thams cad kyi gnas brten mdzad/(74a/4-6) 
 
II.de’i dus su khong las mi ches ba med pa yin pa la/dge bshed ston pas dbus kyi mi 
chen rnams la gnang ba’i bka’ shog khu’i mtshan ma tshud pas/thugs rgyal skyes 
te/jo bo nga rang gis thob pa cig bya ‘o snyam nas/ sngon la lcag brtab ste byon 
bas/gzhan rnams kyi ‘ang bskul mar gyur te/zhang rom gyi zhal nas/khu ma tshud 
pa de go bcad gsung ste/de yang dge bshes ston pa dkyel che ba’i yon tan yin/jo bo 
dang mjal ma khad du/dkon cog gsum mchod ngo bo gnyis med sgom/bya ba’i gdams 

ngag de gsung skad/de’i dus su khu ston na re/ston pa la khyod bod kyi mi chen 
rnams kyi gseb tu nga mi ‘jug pa zer bas/legs pa’i shes rab la sogs pa bya ba’i sogs 
khong na bdog pa zhus pas/sogs khong su ‘jug pa’i mi de nga yin nam zer nas/de bas 
kyang ma mnyes nas/khong dge bshes ston pa la nan tar mi mgu skad/(74a/6-74b/3) 
 
III.jo bo yun du bsten nas gdams pa mang du gsan/khyad par du pha rol tu phyin 
pa’i gdams pa dang/gshin rje’i man ngag la rtsal thon/thang po che spyan drangs te 
chos kyi ‘khor lo bskor/snye thang du khus phar phyin bshad pas chos nyam stong 
tsam byung/dge bshed lo tsa che bas phye gtor bas/sher phyin ‘di la a po khu ston 
rang yin gsungs skad/ddas pod bang rgyal gyis kyang khong la phar phyin bslabs/po 
to bas kyang khong la sde snod gsan/slob ma ra khri bzang ‘bar/de’i slob ma brang ti 
dar ma snyin pa ste ‘di la brten nas chos mngon pa’i bshad nyan dar rgyas che bar 
byung ngo/dgung lo drug cu rtsa lnga bzhes bshing mos la gshegs zhes kha cig bshed 
la/dgyer khu dpon gyi slob ma ston pa tshe ma’i gsung las ni/khu mi che mnga’ thang 
dang sku bsod kyis de dus na gtso che bar bgrang yang/nyid kyi tshe stod las ma 
thub ces gsungs pa ltar na/jo bo gshegs nas yun ring du ma bzhags pa ‘dra bas dpyod 
par bya ‘o//khu mdzad pa’i lo rgyus chen mo bya ba cig kyang yod par grags snang 
ngo//de nas gdams dbon po ‘byung gnas rgyal mtshan gyis bzung ngo//(74b/3-75a/2) 

以上で、拙訳は終了である。アティシャとの謁見にまつわる騒動は、ここでも触

れられている。自信満々な人柄は、時にやっかいだろうが、その学識は、当時の

チベットにあって、無視出来ないものであったようだ。ここに、羽田野伯猷氏の

御研究を加味してみよう。すると、視界は、大きく広がる。I〈クトゥンの略歴

において、彼が学んだ「アビダルマ」について、羽田野氏はこう述べている。 
諸記録は一致して、〔クトゥンの師ガルミ〕彼が《阿毘達磨 Mn・on-pa》〔アビダルマ〕

に精通し、Khu-ston〔クトゥン〕をはじめとする多数の子弟を出したという。…通常こ

の場合の《阿毘達磨》とは、『大乗阿毘達磨集論』を指すものとして取扱われてきた。

…換言すれば、『現観荘厳論』(または同系の般若論典)との関係において、これら 3 部の

論書〔『摂大乗論』・『大乗阿毘達磨集論』・『瑜伽師地論』〕が、Rgyab-chos〔裏付

の法、背景的依拠の論典〕として、《阿毘達磨大乗》もしくは《阿毘達磨たる大乗書》

の意味をもっていたのであろう。…以上のように《阿毘達磨》を解することによって、

Gar-mi〔ガルミ〕や Khu-ston が何故《阿毘達磨》に善巧であったのかの理由もしくは

意味が分明する。…かような法を携えて、Gar-mi が Atīśa より既に 20 年以前に衛に

〈Chos-grva 法筵〉を解説したことは、チベット仏教史上看過しえない、しかも忘れら

（63）悪役クトゥン（木村）

Ⅲ〈その後のクトゥン〉 

 アティシャを長く(yun du)、頼りとし、訓示(gdams pa)を多く、耳にされた(gsan)。
取り分け、般若波羅蜜(pha rol tu phyin pa、pāramitā)の教訓(gdams pa)と、閻魔

(gshin rje,yama)の口伝(man ngag)に長けていた(rtsal thon)。タンポチェー(Thang po 
che) に、お招きして、法輪を転じ、ニェタン(sNye thang)で、ク〔トゥン〕が、般若波

羅蜜を解説するというので、法の聴聞者(nyan)は千ばかり(tsam)となった。ゲシェー

ローツァーワ 19)は、歓待して(phye gtor bas)、この般若波羅蜜では、壮士(a po)は、ク

トゥンその人(rang)であるとの御開口の言(gsungs skad)。ダクポーワンギェル(Dags po 
dbang rgyal) 20)も、彼に、般若波羅蜜を学んだ。ポトワ(Po to ba,1031-1105) 21)も、彼

に、〔三〕蔵(sde snod,pitaka)を聴聞した(gsan)。弟子のラティサンワル(Ra khri 
bzang ‘bar) 22),その弟子のダンティタルマニンポテー(Brang ti dar ma snying po ste) 23)

は、こ〔の人〕に頼り、アビダルマ(chos mngon pa)の解説を聞く者(nyan)は、広がり、

増えること大となった。御年 65 歳の乙卯(shing mo yos,1075)に逝去したとある者は、

お認めになるが、ギェルクポン(dGyer khu dbon) 24)の弟子トンパツエマ(‘sTon pa tshe 
ma) 25)のお言葉では、「大人物ク〔トゥン〕について御威勢(mnga’ thang)と御身代(sku 
bsod)により、その時代に、重鎮(gtso che ba)に数えられて(bgrang)も、御自分(nyid)26)

の時を、超えて(stod las)〔生きることは〕出来ません」とおっしゃった通りならば、ア

ティシャ崩御(1054)から、長く、御在世でなかったことを、微に入り細に穿って(‘dra 
bas)、検討すべきである 27)。ク〔トゥン〕が、著された『大史』(Lo rgyus chen mo)28)

というあるものも、存在すると知られていると思われる。彼から、ダムボンポジュン

ネーギェルツエン(gDams dbon po ‘byung gnas rgyal mtshan)29)が、伝持した(gzung)。 
 
I.dge bshes khu ston ni/yul yar klungs/mtshan btson ‘grus g-yumg drung/lcags mo 
phag la sku ‘khungs te nag tsho dang ‘khungs lo cig/khong dang rngog legs pa’i shes 
rab bang(read.dang) ston gsum gyis khams su byon te/jo bo se btsun la chos mang du 
gsan/gar mi yon tan g-yung drung la mngon pa bslabs te mkhas par mkhyen/klu mas 
thams cad kyi gnas brten mdzad/(74a/4-6) 
 
II.de’i dus su khong las mi ches ba med pa yin pa la/dge bshed ston pas dbus kyi mi 
chen rnams la gnang ba’i bka’ shog khu’i mtshan ma tshud pas/thugs rgyal skyes 
te/jo bo nga rang gis thob pa cig bya ‘o snyam nas/ sngon la lcag brtab ste byon 
bas/gzhan rnams kyi ‘ang bskul mar gyur te/zhang rom gyi zhal nas/khu ma tshud 
pa de go bcad gsung ste/de yang dge bshes ston pa dkyel che ba’i yon tan yin/jo bo 
dang mjal ma khad du/dkon cog gsum mchod ngo bo gnyis med sgom/bya ba’i gdams 

ngag de gsung skad/de’i dus su khu ston na re/ston pa la khyod bod kyi mi chen 
rnams kyi gseb tu nga mi ‘jug pa zer bas/legs pa’i shes rab la sogs pa bya ba’i sogs 
khong na bdog pa zhus pas/sogs khong su ‘jug pa’i mi de nga yin nam zer nas/de bas 
kyang ma mnyes nas/khong dge bshes ston pa la nan tar mi mgu skad/(74a/6-74b/3) 
 
III.jo bo yun du bsten nas gdams pa mang du gsan/khyad par du pha rol tu phyin 
pa’i gdams pa dang/gshin rje’i man ngag la rtsal thon/thang po che spyan drangs te 
chos kyi ‘khor lo bskor/snye thang du khus phar phyin bshad pas chos nyam stong 
tsam byung/dge bshed lo tsa che bas phye gtor bas/sher phyin ‘di la a po khu ston 
rang yin gsungs skad/ddas pod bang rgyal gyis kyang khong la phar phyin bslabs/po 
to bas kyang khong la sde snod gsan/slob ma ra khri bzang ‘bar/de’i slob ma brang ti 
dar ma snyin pa ste ‘di la brten nas chos mngon pa’i bshad nyan dar rgyas che bar 
byung ngo/dgung lo drug cu rtsa lnga bzhes bshing mos la gshegs zhes kha cig bshed 
la/dgyer khu dpon gyi slob ma ston pa tshe ma’i gsung las ni/khu mi che mnga’ thang 
dang sku bsod kyis de dus na gtso che bar bgrang yang/nyid kyi tshe stod las ma 
thub ces gsungs pa ltar na/jo bo gshegs nas yun ring du ma bzhags pa ‘dra bas dpyod 
par bya ‘o//khu mdzad pa’i lo rgyus chen mo bya ba cig kyang yod par grags snang 
ngo//de nas gdams dbon po ‘byung gnas rgyal mtshan gyis bzung ngo//(74b/3-75a/2) 

以上で、拙訳は終了である。アティシャとの謁見にまつわる騒動は、ここでも触

れられている。自信満々な人柄は、時にやっかいだろうが、その学識は、当時の

チベットにあって、無視出来ないものであったようだ。ここに、羽田野伯猷氏の

御研究を加味してみよう。すると、視界は、大きく広がる。I〈クトゥンの略歴

において、彼が学んだ「アビダルマ」について、羽田野氏はこう述べている。 
諸記録は一致して、〔クトゥンの師ガルミ〕彼が《阿毘達磨 Mn・on-pa》〔アビダルマ〕

に精通し、Khu-ston〔クトゥン〕をはじめとする多数の子弟を出したという。…通常こ

の場合の《阿毘達磨》とは、『大乗阿毘達磨集論』を指すものとして取扱われてきた。

…換言すれば、『現観荘厳論』(または同系の般若論典)との関係において、これら 3 部の

論書〔『摂大乗論』・『大乗阿毘達磨集論』・『瑜伽師地論』〕が、Rgyab-chos〔裏付

の法、背景的依拠の論典〕として、《阿毘達磨大乗》もしくは《阿毘達磨たる大乗書》

の意味をもっていたのであろう。…以上のように《阿毘達磨》を解することによって、

Gar-mi〔ガルミ〕や Khu-ston が何故《阿毘達磨》に善巧であったのかの理由もしくは

意味が分明する。…かような法を携えて、Gar-mi が Atīśa より既に 20 年以前に衛に

〈Chos-grva 法筵〉を解説したことは、チベット仏教史上看過しえない、しかも忘れら

悪役クトゥン（木村）（62）
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Ⅲ〈その後のクトゥン〉 

 アティシャを長く(yun du)、頼りとし、訓示(gdams pa)を多く、耳にされた(gsan)。
取り分け、般若波羅蜜(pha rol tu phyin pa、pāramitā)の教訓(gdams pa)と、閻魔

(gshin rje,yama)の口伝(man ngag)に長けていた(rtsal thon)。タンポチェー(Thang po 
che) に、お招きして、法輪を転じ、ニェタン(sNye thang)で、ク〔トゥン〕が、般若波

羅蜜を解説するというので、法の聴聞者(nyan)は千ばかり(tsam)となった。ゲシェー

ローツァーワ 19)は、歓待して(phye gtor bas)、この般若波羅蜜では、壮士(a po)は、ク

トゥンその人(rang)であるとの御開口の言(gsungs skad)。ダクポーワンギェル(Dags po 
dbang rgyal) 20)も、彼に、般若波羅蜜を学んだ。ポトワ(Po to ba,1031-1105) 21)も、彼

に、〔三〕蔵(sde snod,pitaka)を聴聞した(gsan)。弟子のラティサンワル(Ra khri 
bzang ‘bar) 22),その弟子のダンティタルマニンポテー(Brang ti dar ma snying po ste) 23)

は、こ〔の人〕に頼り、アビダルマ(chos mngon pa)の解説を聞く者(nyan)は、広がり、

増えること大となった。御年 65 歳の乙卯(shing mo yos,1075)に逝去したとある者は、

お認めになるが、ギェルクポン(dGyer khu dbon) 24)の弟子トンパツエマ(‘sTon pa tshe 
ma) 25)のお言葉では、「大人物ク〔トゥン〕について御威勢(mnga’ thang)と御身代(sku 
bsod)により、その時代に、重鎮(gtso che ba)に数えられて(bgrang)も、御自分(nyid)26)

の時を、超えて(stod las)〔生きることは〕出来ません」とおっしゃった通りならば、ア

ティシャ崩御(1054)から、長く、御在世でなかったことを、微に入り細に穿って(‘dra 
bas)、検討すべきである 27)。ク〔トゥン〕が、著された『大史』(Lo rgyus chen mo)28)

というあるものも、存在すると知られていると思われる。彼から、ダムボンポジュン

ネーギェルツエン(gDams dbon po ‘byung gnas rgyal mtshan)29)が、伝持した(gzung)。 
 
I.dge bshes khu ston ni/yul yar klungs/mtshan btson ‘grus g-yumg drung/lcags mo 
phag la sku ‘khungs te nag tsho dang ‘khungs lo cig/khong dang rngog legs pa’i shes 
rab bang(read.dang) ston gsum gyis khams su byon te/jo bo se btsun la chos mang du 
gsan/gar mi yon tan g-yung drung la mngon pa bslabs te mkhas par mkhyen/klu mas 
thams cad kyi gnas brten mdzad/(74a/4-6) 
 
II.de’i dus su khong las mi ches ba med pa yin pa la/dge bshed ston pas dbus kyi mi 
chen rnams la gnang ba’i bka’ shog khu’i mtshan ma tshud pas/thugs rgyal skyes 
te/jo bo nga rang gis thob pa cig bya ‘o snyam nas/ sngon la lcag brtab ste byon 
bas/gzhan rnams kyi ‘ang bskul mar gyur te/zhang rom gyi zhal nas/khu ma tshud 
pa de go bcad gsung ste/de yang dge bshes ston pa dkyel che ba’i yon tan yin/jo bo 
dang mjal ma khad du/dkon cog gsum mchod ngo bo gnyis med sgom/bya ba’i gdams 

ngag de gsung skad/de’i dus su khu ston na re/ston pa la khyod bod kyi mi chen 
rnams kyi gseb tu nga mi ‘jug pa zer bas/legs pa’i shes rab la sogs pa bya ba’i sogs 
khong na bdog pa zhus pas/sogs khong su ‘jug pa’i mi de nga yin nam zer nas/de bas 
kyang ma mnyes nas/khong dge bshes ston pa la nan tar mi mgu skad/(74a/6-74b/3) 
 
III.jo bo yun du bsten nas gdams pa mang du gsan/khyad par du pha rol tu phyin 
pa’i gdams pa dang/gshin rje’i man ngag la rtsal thon/thang po che spyan drangs te 
chos kyi ‘khor lo bskor/snye thang du khus phar phyin bshad pas chos nyam stong 
tsam byung/dge bshed lo tsa che bas phye gtor bas/sher phyin ‘di la a po khu ston 
rang yin gsungs skad/ddas pod bang rgyal gyis kyang khong la phar phyin bslabs/po 
to bas kyang khong la sde snod gsan/slob ma ra khri bzang ‘bar/de’i slob ma brang ti 
dar ma snyin pa ste ‘di la brten nas chos mngon pa’i bshad nyan dar rgyas che bar 
byung ngo/dgung lo drug cu rtsa lnga bzhes bshing mos la gshegs zhes kha cig bshed 
la/dgyer khu dpon gyi slob ma ston pa tshe ma’i gsung las ni/khu mi che mnga’ thang 
dang sku bsod kyis de dus na gtso che bar bgrang yang/nyid kyi tshe stod las ma 
thub ces gsungs pa ltar na/jo bo gshegs nas yun ring du ma bzhags pa ‘dra bas dpyod 
par bya ‘o//khu mdzad pa’i lo rgyus chen mo bya ba cig kyang yod par grags snang 
ngo//de nas gdams dbon po ‘byung gnas rgyal mtshan gyis bzung ngo//(74b/3-75a/2) 

以上で、拙訳は終了である。アティシャとの謁見にまつわる騒動は、ここでも触

れられている。自信満々な人柄は、時にやっかいだろうが、その学識は、当時の

チベットにあって、無視出来ないものであったようだ。ここに、羽田野伯猷氏の

御研究を加味してみよう。すると、視界は、大きく広がる。I〈クトゥンの略歴

において、彼が学んだ「アビダルマ」について、羽田野氏はこう述べている。 
諸記録は一致して、〔クトゥンの師ガルミ〕彼が《阿毘達磨 Mn・on-pa》〔アビダルマ〕

に精通し、Khu-ston〔クトゥン〕をはじめとする多数の子弟を出したという。…通常こ

の場合の《阿毘達磨》とは、『大乗阿毘達磨集論』を指すものとして取扱われてきた。

…換言すれば、『現観荘厳論』(または同系の般若論典)との関係において、これら 3 部の

論書〔『摂大乗論』・『大乗阿毘達磨集論』・『瑜伽師地論』〕が、Rgyab-chos〔裏付

の法、背景的依拠の論典〕として、《阿毘達磨大乗》もしくは《阿毘達磨たる大乗書》

の意味をもっていたのであろう。…以上のように《阿毘達磨》を解することによって、

Gar-mi〔ガルミ〕や Khu-ston が何故《阿毘達磨》に善巧であったのかの理由もしくは

意味が分明する。…かような法を携えて、Gar-mi が Atīśa より既に 20 年以前に衛に

〈Chos-grva 法筵〉を解説したことは、チベット仏教史上看過しえない、しかも忘れら

（63）悪役クトゥン（木村）

Ⅲ〈その後のクトゥン〉 

 アティシャを長く(yun du)、頼りとし、訓示(gdams pa)を多く、耳にされた(gsan)。
取り分け、般若波羅蜜(pha rol tu phyin pa、pāramitā)の教訓(gdams pa)と、閻魔

(gshin rje,yama)の口伝(man ngag)に長けていた(rtsal thon)。タンポチェー(Thang po 
che) に、お招きして、法輪を転じ、ニェタン(sNye thang)で、ク〔トゥン〕が、般若波

羅蜜を解説するというので、法の聴聞者(nyan)は千ばかり(tsam)となった。ゲシェー

ローツァーワ 19)は、歓待して(phye gtor bas)、この般若波羅蜜では、壮士(a po)は、ク

トゥンその人(rang)であるとの御開口の言(gsungs skad)。ダクポーワンギェル(Dags po 
dbang rgyal) 20)も、彼に、般若波羅蜜を学んだ。ポトワ(Po to ba,1031-1105) 21)も、彼

に、〔三〕蔵(sde snod,pitaka)を聴聞した(gsan)。弟子のラティサンワル(Ra khri 
bzang ‘bar) 22),その弟子のダンティタルマニンポテー(Brang ti dar ma snying po ste) 23)

は、こ〔の人〕に頼り、アビダルマ(chos mngon pa)の解説を聞く者(nyan)は、広がり、

増えること大となった。御年 65 歳の乙卯(shing mo yos,1075)に逝去したとある者は、

お認めになるが、ギェルクポン(dGyer khu dbon) 24)の弟子トンパツエマ(‘sTon pa tshe 
ma) 25)のお言葉では、「大人物ク〔トゥン〕について御威勢(mnga’ thang)と御身代(sku 
bsod)により、その時代に、重鎮(gtso che ba)に数えられて(bgrang)も、御自分(nyid)26)

の時を、超えて(stod las)〔生きることは〕出来ません」とおっしゃった通りならば、ア

ティシャ崩御(1054)から、長く、御在世でなかったことを、微に入り細に穿って(‘dra 
bas)、検討すべきである 27)。ク〔トゥン〕が、著された『大史』(Lo rgyus chen mo)28)

というあるものも、存在すると知られていると思われる。彼から、ダムボンポジュン

ネーギェルツエン(gDams dbon po ‘byung gnas rgyal mtshan)29)が、伝持した(gzung)。 
 
I.dge bshes khu ston ni/yul yar klungs/mtshan btson ‘grus g-yumg drung/lcags mo 
phag la sku ‘khungs te nag tsho dang ‘khungs lo cig/khong dang rngog legs pa’i shes 
rab bang(read.dang) ston gsum gyis khams su byon te/jo bo se btsun la chos mang du 
gsan/gar mi yon tan g-yung drung la mngon pa bslabs te mkhas par mkhyen/klu mas 
thams cad kyi gnas brten mdzad/(74a/4-6) 
 
II.de’i dus su khong las mi ches ba med pa yin pa la/dge bshed ston pas dbus kyi mi 
chen rnams la gnang ba’i bka’ shog khu’i mtshan ma tshud pas/thugs rgyal skyes 
te/jo bo nga rang gis thob pa cig bya ‘o snyam nas/ sngon la lcag brtab ste byon 
bas/gzhan rnams kyi ‘ang bskul mar gyur te/zhang rom gyi zhal nas/khu ma tshud 
pa de go bcad gsung ste/de yang dge bshes ston pa dkyel che ba’i yon tan yin/jo bo 
dang mjal ma khad du/dkon cog gsum mchod ngo bo gnyis med sgom/bya ba’i gdams 

ngag de gsung skad/de’i dus su khu ston na re/ston pa la khyod bod kyi mi chen 
rnams kyi gseb tu nga mi ‘jug pa zer bas/legs pa’i shes rab la sogs pa bya ba’i sogs 
khong na bdog pa zhus pas/sogs khong su ‘jug pa’i mi de nga yin nam zer nas/de bas 
kyang ma mnyes nas/khong dge bshes ston pa la nan tar mi mgu skad/(74a/6-74b/3) 
 
III.jo bo yun du bsten nas gdams pa mang du gsan/khyad par du pha rol tu phyin 
pa’i gdams pa dang/gshin rje’i man ngag la rtsal thon/thang po che spyan drangs te 
chos kyi ‘khor lo bskor/snye thang du khus phar phyin bshad pas chos nyam stong 
tsam byung/dge bshed lo tsa che bas phye gtor bas/sher phyin ‘di la a po khu ston 
rang yin gsungs skad/ddas pod bang rgyal gyis kyang khong la phar phyin bslabs/po 
to bas kyang khong la sde snod gsan/slob ma ra khri bzang ‘bar/de’i slob ma brang ti 
dar ma snyin pa ste ‘di la brten nas chos mngon pa’i bshad nyan dar rgyas che bar 
byung ngo/dgung lo drug cu rtsa lnga bzhes bshing mos la gshegs zhes kha cig bshed 
la/dgyer khu dpon gyi slob ma ston pa tshe ma’i gsung las ni/khu mi che mnga’ thang 
dang sku bsod kyis de dus na gtso che bar bgrang yang/nyid kyi tshe stod las ma 
thub ces gsungs pa ltar na/jo bo gshegs nas yun ring du ma bzhags pa ‘dra bas dpyod 
par bya ‘o//khu mdzad pa’i lo rgyus chen mo bya ba cig kyang yod par grags snang 
ngo//de nas gdams dbon po ‘byung gnas rgyal mtshan gyis bzung ngo//(74b/3-75a/2) 

以上で、拙訳は終了である。アティシャとの謁見にまつわる騒動は、ここでも触

れられている。自信満々な人柄は、時にやっかいだろうが、その学識は、当時の

チベットにあって、無視出来ないものであったようだ。ここに、羽田野伯猷氏の

御研究を加味してみよう。すると、視界は、大きく広がる。I〈クトゥンの略歴

において、彼が学んだ「アビダルマ」について、羽田野氏はこう述べている。 
諸記録は一致して、〔クトゥンの師ガルミ〕彼が《阿毘達磨 Mn・on-pa》〔アビダルマ〕

に精通し、Khu-ston〔クトゥン〕をはじめとする多数の子弟を出したという。…通常こ

の場合の《阿毘達磨》とは、『大乗阿毘達磨集論』を指すものとして取扱われてきた。

…換言すれば、『現観荘厳論』(または同系の般若論典)との関係において、これら 3 部の

論書〔『摂大乗論』・『大乗阿毘達磨集論』・『瑜伽師地論』〕が、Rgyab-chos〔裏付

の法、背景的依拠の論典〕として、《阿毘達磨大乗》もしくは《阿毘達磨たる大乗書》

の意味をもっていたのであろう。…以上のように《阿毘達磨》を解することによって、

Gar-mi〔ガルミ〕や Khu-ston が何故《阿毘達磨》に善巧であったのかの理由もしくは

意味が分明する。…かような法を携えて、Gar-mi が Atīśa より既に 20 年以前に衛に

〈Chos-grva 法筵〉を解説したことは、チベット仏教史上看過しえない、しかも忘れら

悪役クトゥン（木村）（62）
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れていた、重要な事象といわねばならない。30) 

このような指摘を見るにつけても、クトゥンの学識が高度なレヴェルにあったこ

とが伺える。それは、一面アティシャを凌ぐほどのものであったらしいのである。

羽田野氏は、更に、それを裏付けるような記述を残している。以下のようなもの

である。 
たとえば、Than・-po-che〔タンポチェ〕に Atīśa を招いて法輪を転じた場合にも、Atīśa
の聴講者は、Khu-ston のそれに比し数分の一にすぎなかった。…Nag-tsho〔ナクツォ〕

翻訳官も「Atīśa は補足的作法と帰依・発心などには精しいが、宗典においては Khu-
ston が善巧である」と Khu-ston を承認したのもあながち Khu-ston の権勢に媚びた発

言とはいい難い。…Nag-tsho のいうように Atīśa は註釈学的学解には必ずしも巧みで

はなかったらしい。Atīśa における問題は、法の精要を如何に把握し、如何に修習する

かにあったといってよい。いずれにしても Khu-ston は Atīśa の所立を批判、論難的態

度において、顕教関係 (mtshan-ñid) の法を釈説し、なかんずく、般若 (Āloka, 
Sphuţārthā,etc.)Abhidharma-samuccaya〔『阿毘達磨集論』〕などに秀でていたといわ

れる。31) ī 

同時代の人々が、上のような捉え方をしているとなると、クトゥンの実力、そし

てチベット仏教界の力も相当なものである。一体、顕教的な面で、アティシャを

招来する必要があったのかということさえ、疑わしくなる 32)。確かに、アティ

シャ来蔵には、歴史的な意義は大きかった。山口瑞鳳氏は、名著『チベット』で、

状況を以下のように簡潔に示しておられる。 
性瑜伽や呪殺、それに「大究竟」の修道無用論などに対する反発がまじめな信徒の間に

戒律復興運動を起こし、各地に僧伽
サ ン ガ

をよみがえらせてようやく本格的な仏教が再興した

とき、ドムトゥンの努力でアティーシャが中央チベットに招かれた。33) 

このような動きがあったとしても、恐らく、クトゥンには、「アティシャ何する

ものぞ」という自負が強かったであろう。実際、彼には、アティシャを上回るほ

どの学殖もあった。もう 1 歩、想像を逞しくすれば、「アティシャなんかいら

ない」という思いを持つ人々もいたのかもしれない。しかし、状況が進む中で、

アティシャは神格化されていった。そして、最早、クトゥンは、アティシャの添

え物でしかなくなっていったのである。彼は、著名で、おまけに、不器用な人だ

っただけに、アティシャ伝という劇中で、滑稽な悪役の役割をあてがわれるのに

うってつけだったのだろう。先に紹介した『青史』の記述などは、その典型例で

ある。 

 以上は、チベット仏教史の「こぼれ話」といった趣きで、本質的な問題とは、

ほど遠い所にある。今でいえば、ゴシップの紹介であろうか。正史を裏から覗い

ただけである。 
 ただ、アティシャ来蔵の意味を、再検討する機会にはなったのではないだろう

か。本家本元を誇るインド仏教、そしてそれに対抗し得る力を備えていたチベッ

ト仏教、当時のチベット仏教界は、インドの言いなりになるほど矮小なものでは

なかったのだ。クトゥンの逸話は、錯綜するチベット仏教界のあり様を、反映し

たものであろう。 
当初、筆者には、クトゥンは、依怙地な人物にしか見えなかった。しかし、調

べていくうちに、見直すべきだと感じた。彼は、チベット仏教の誇りを守った気

骨ある人物だったのかもしれない。恐らく、クトゥンは、アティシャ伝に刺さっ

た、ちっぽけな棘のようなものである。そこを穿り返せば、膿が出て、真のアティ

シャ像や往時のチベット仏教界の様子が、見えてくるだろう。だが、これらは、今

の所、想像でしかない。「初期カダム派裏面史」と副題に添えたものの、看板倒

れに終わった感も否めない。事の顛末は謎のままだからである。現在の力量では、

その辺りのあれこれをこれ以上探るのは、無理なのだ。忸怩たる思いは捨てがた

いが、好奇心を、チョピリ満足させたことでよしとするしかない。先にも述べた

通り、訳や事実関係等で、ご指摘を受けることを切に願うものである。 
 
注 

1) 昔は、アティーシャと呼ばれていたが、今はアティシャとする研究者がほとんど

である。アイマー(H.Eimer)氏の研究以来そうなったが、疑義も呈されている。経緯

については、宮崎泉「アティシャの中観思想」『シリーズ大乗仏教 2 大乗仏教の

誕生』2011 所収、p.162 の注(1)及び、望月海慧『全訳アティシャ 菩提道灯論』

平成 27 年 p.3、p.23 の注 1,2,3,4 参照、また名前の異読についての事例は、H. 

Eimer:Berichte über das Leben des Atiśa (Dīpam
・

karaśrījñāna), 1977, Wiesbaden,  
pp.19-20 の訳・注、及び拙稿「『青史』余聞」『駒澤大学仏教学部論集』46,掲載

予定の注 1)も参照、アイマー説には異論もあるが、彼は、先行研究も網羅し、落

ち度のないようにしているので、今の時点ではアイマー説に従うべきであろう。し

かし、名前については「atiśaya というサンスクリット対応語は、チベット地域で

は、欠陥形、つまり a ti śa という形で使用された。Dīpam
・

karaśrījñāna という尊

称も、最終的には、atiśaya というサンスクリットから取られた、それに伴い、

（65）悪役クトゥン（木村）

れていた、重要な事象といわねばならない。30) 

このような指摘を見るにつけても、クトゥンの学識が高度なレヴェルにあったこ

とが伺える。それは、一面アティシャを凌ぐほどのものであったらしいのである。

羽田野氏は、更に、それを裏付けるような記述を残している。以下のようなもの

である。 
たとえば、Than・-po-che〔タンポチェ〕に Atīśa を招いて法輪を転じた場合にも、Atīśa
の聴講者は、Khu-ston のそれに比し数分の一にすぎなかった。…Nag-tsho〔ナクツォ〕

翻訳官も「Atīśa は補足的作法と帰依・発心などには精しいが、宗典においては Khu-
ston が善巧である」と Khu-ston を承認したのもあながち Khu-ston の権勢に媚びた発

言とはいい難い。…Nag-tsho のいうように Atīśa は註釈学的学解には必ずしも巧みで

はなかったらしい。Atīśa における問題は、法の精要を如何に把握し、如何に修習する

かにあったといってよい。いずれにしても Khu-ston は Atīśa の所立を批判、論難的態

度において、顕教関係 (mtshan-ñid) の法を釈説し、なかんずく、般若 (Āloka, 
Sphuţārthā,etc.)Abhidharma-samuccaya〔『阿毘達磨集論』〕などに秀でていたといわ

れる。31) ī 

同時代の人々が、上のような捉え方をしているとなると、クトゥンの実力、そし

てチベット仏教界の力も相当なものである。一体、顕教的な面で、アティシャを

招来する必要があったのかということさえ、疑わしくなる 32)。確かに、アティ

シャ来蔵には、歴史的な意義は大きかった。山口瑞鳳氏は、名著『チベット』で、

状況を以下のように簡潔に示しておられる。 
性瑜伽や呪殺、それに「大究竟」の修道無用論などに対する反発がまじめな信徒の間に

戒律復興運動を起こし、各地に僧伽
サ ン ガ

をよみがえらせてようやく本格的な仏教が再興した

とき、ドムトゥンの努力でアティーシャが中央チベットに招かれた。33) 

このような動きがあったとしても、恐らく、クトゥンには、「アティシャ何する

ものぞ」という自負が強かったであろう。実際、彼には、アティシャを上回るほ

どの学殖もあった。もう 1 歩、想像を逞しくすれば、「アティシャなんかいら

ない」という思いを持つ人々もいたのかもしれない。しかし、状況が進む中で、

アティシャは神格化されていった。そして、最早、クトゥンは、アティシャの添

え物でしかなくなっていったのである。彼は、著名で、おまけに、不器用な人だ

っただけに、アティシャ伝という劇中で、滑稽な悪役の役割をあてがわれるのに

うってつけだったのだろう。先に紹介した『青史』の記述などは、その典型例で

ある。 

 以上は、チベット仏教史の「こぼれ話」といった趣きで、本質的な問題とは、

ほど遠い所にある。今でいえば、ゴシップの紹介であろうか。正史を裏から覗い

ただけである。 
 ただ、アティシャ来蔵の意味を、再検討する機会にはなったのではないだろう

か。本家本元を誇るインド仏教、そしてそれに対抗し得る力を備えていたチベッ

ト仏教、当時のチベット仏教界は、インドの言いなりになるほど矮小なものでは

なかったのだ。クトゥンの逸話は、錯綜するチベット仏教界のあり様を、反映し

たものであろう。 
当初、筆者には、クトゥンは、依怙地な人物にしか見えなかった。しかし、調

べていくうちに、見直すべきだと感じた。彼は、チベット仏教の誇りを守った気

骨ある人物だったのかもしれない。恐らく、クトゥンは、アティシャ伝に刺さっ

た、ちっぽけな棘のようなものである。そこを穿り返せば、膿が出て、真のアティ

シャ像や往時のチベット仏教界の様子が、見えてくるだろう。だが、これらは、今

の所、想像でしかない。「初期カダム派裏面史」と副題に添えたものの、看板倒

れに終わった感も否めない。事の顛末は謎のままだからである。現在の力量では、

その辺りのあれこれをこれ以上探るのは、無理なのだ。忸怩たる思いは捨てがた

いが、好奇心を、チョピリ満足させたことでよしとするしかない。先にも述べた

通り、訳や事実関係等で、ご指摘を受けることを切に願うものである。 
 
注 

1) 昔は、アティーシャと呼ばれていたが、今はアティシャとする研究者がほとんど

である。アイマー(H.Eimer)氏の研究以来そうなったが、疑義も呈されている。経緯

については、宮崎泉「アティシャの中観思想」『シリーズ大乗仏教 2 大乗仏教の

誕生』2011 所収、p.162 の注(1)及び、望月海慧『全訳アティシャ 菩提道灯論』

平成 27 年 p.3、p.23 の注 1,2,3,4 参照、また名前の異読についての事例は、H. 

Eimer:Berichte über das Leben des Atiśa (Dīpam
・

karaśrījñāna), 1977, Wiesbaden,  
pp.19-20 の訳・注、及び拙稿「『青史』余聞」『駒澤大学仏教学部論集』46,掲載

予定の注 1)も参照、アイマー説には異論もあるが、彼は、先行研究も網羅し、落

ち度のないようにしているので、今の時点ではアイマー説に従うべきであろう。し

かし、名前については「atiśaya というサンスクリット対応語は、チベット地域で

は、欠陥形、つまり a ti śa という形で使用された。Dīpam
・

karaśrījñāna という尊

称も、最終的には、atiśaya というサンスクリットから取られた、それに伴い、
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招来する必要があったのかということさえ、疑わしくなる 32)。確かに、アティ
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状況を以下のように簡潔に示しておられる。 
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とき、ドムトゥンの努力でアティーシャが中央チベットに招かれた。33) 

このような動きがあったとしても、恐らく、クトゥンには、「アティシャ何する

ものぞ」という自負が強かったであろう。実際、彼には、アティシャを上回るほ

どの学殖もあった。もう 1 歩、想像を逞しくすれば、「アティシャなんかいら

ない」という思いを持つ人々もいたのかもしれない。しかし、状況が進む中で、

アティシャは神格化されていった。そして、最早、クトゥンは、アティシャの添

え物でしかなくなっていったのである。彼は、著名で、おまけに、不器用な人だ

っただけに、アティシャ伝という劇中で、滑稽な悪役の役割をあてがわれるのに

うってつけだったのだろう。先に紹介した『青史』の記述などは、その典型例で
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なかったのだ。クトゥンの逸話は、錯綜するチベット仏教界のあり様を、反映し

たものであろう。 
当初、筆者には、クトゥンは、依怙地な人物にしか見えなかった。しかし、調

べていくうちに、見直すべきだと感じた。彼は、チベット仏教の誇りを守った気

骨ある人物だったのかもしれない。恐らく、クトゥンは、アティシャ伝に刺さっ

た、ちっぽけな棘のようなものである。そこを穿り返せば、膿が出て、真のアティ

シャ像や往時のチベット仏教界の様子が、見えてくるだろう。だが、これらは、今

の所、想像でしかない。「初期カダム派裏面史」と副題に添えたものの、看板倒

れに終わった感も否めない。事の顛末は謎のままだからである。現在の力量では、

その辺りのあれこれをこれ以上探るのは、無理なのだ。忸怩たる思いは捨てがた

いが、好奇心を、チョピリ満足させたことでよしとするしかない。先にも述べた

通り、訳や事実関係等で、ご指摘を受けることを切に願うものである。 
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はなかったらしい。Atīśa における問題は、法の精要を如何に把握し、如何に修習する
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どの学殖もあった。もう 1 歩、想像を逞しくすれば、「アティシャなんかいら
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Atiśa という綴りが前面に出たのである」(アイマ―本、p.22)と締める。これで

は、憶測を加味した茫漠としたものに映る。そこに、違和感を感じても不思議

ではない。 
2) セツゥンについては、羽田野伯猷「カムの仏教とそのカーダム派並びに衛蔵の仏

教に与えた影響について」『羽田野伯猷 チベット・インド学集成』第一巻、 チ

ベット篇 I、昭和 61 年所収、pp.225-226 に解説がある。 
3) 井内真帆「カダム派の祖ドムトンについて」『橘史学』1,1986,p.133、〔 〕内筆者

の補足、尚、年代等は、注で示した各論文等に依拠しただけであり、年代を云々す

る資格はない。更に、井内氏は、井内真帆・吉水千鶴子『西蔵仏教宗義研究 第九

巻―トゥカン『一切宗義』「カダム派の章」－』2011 を出版し、「トゥカン『一

切宗義』「カダム派の章」とカダム派の歴史」(pp.13-36)では、近年のカダム派研

究の概要を示していて、極めて有益である。また、吉水千鶴子「チベットの中観思

想」『シリーズ大乗仏教 6 空と中観』2012 所収、pp.169-196 の本文及び注にも

極めて有益な示唆があり、研究動向も掴める。 
4) 羽田野伯猷「衛へのアティーシャ招請―その背景と歴史的意義―」『密教学密教

史論文集』1965,pp.419-420。 
5) 正式な章名は「アティシャ師〔と〕後継者の章」jo bo rje brgyud pa’i dang bcas 

pa’i skabs である。筆者の使用する、中国出版テキストでは pp.297-327 に当たる。 
6) 羽田野伯猷「カーダム派史」『羽田野伯猷 チベット・インド学集成』第一巻、 チ

ベット篇I、昭和61年、pp.82-83、G.N.Roerich;The Blue Annals,1949,Calcutta,p.255両訳

を参照した。 
7) 注 6) の羽田野本 pp.84-85,Roerich 本 p.257 両訳を参照した。 
8) 注 6) の羽田野本 pp.48-55 には、同書と作者についての解説がある。また、前掲

注 2) の井内・吉水本 pp.17-19 にも解説がある。他の研究には、原田悟「レーチェ

ン＝クンガーゲルツエン著『カーダム法源明灯』考」(1)(2)『印度学仏教学研究』

56-2,57-2(2008-2009)、西沢史仁「サンプ寺の帰属」『真宗総合研究所紀要』30 が

ある。西沢氏の論文は、ネットで披見出来る。 
9)『カダム明灯史』の概要は、注 6) の羽田野本、pp.50-52、注 3) の井内・吉水本

pp.17-19 でも、簡単に触れられている。尚、「カダムの事績・伝記の解説」の前

には、「カダムの一般的教えの分類説明」(bka’ gdams kyi chos spyi’i dbye bshad 
pa)という 1 段があり、カダム派の全体像を掴むには、便利である。その内容科段

(sa bcad)については、注 1) の拙稿注 4) 参照、注 8) の西沢論文にも 1 部、同段の

訳がある。 
10) ナクツォは、アティシャ招致の立役者である。『青史』にも、ナクツォに関する

記述は多い。アティシャを招くに当たっての、1 場面を引用しておこう。 
御出立の準備をしている時、上座シーラアーカラ(Shi la a kar,Śīlākara)が、こ

う述べたのです。ナクツォに向かって、「尊者(a yushmanta,āyusmat,具寿)よ、

汝は、遊学に来られたとばかり(tsa na)思っていましたが、我が賢者〔アティシャ〕

を奪いにだったのですね。今や、賢者ご自身も、赴かれることにご満悦のようで

すので、我らは、邪魔せずにおきましょう。チベットに 3 年以上、お留まりな

きよう。その後(rting)こちら側(tshur)にお送りすべきです。」とおっしゃたの

で、ナクツォは、同意しました。 
(注 6) の羽田野本 p.75,Roerich 本 p.247 を参照した) 

‘byon par chas pa’i tshe/gnas brten shi la a kar na re/nag tsho la/ayushmanta 
khyod slob gnyer la ‘ongs bsam tsa na nga’i pandi ta brku bar ‘dug/da pandi 
ta nyid kyang bzhud pa la dgyes pa ‘dra bas/kho bos gegs mi byed par btang 
gis bod du lo gsum las ma bzhugs/de rting tshur bskyal dgos gsung bas/nag 
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当事者間の駆け引きが、映し出される場面である。実際には、この約束は守られな
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収、pp.050-056 には簡潔にアティシャ招来の顛末が記されているので、参照され

たい。 
11) チベットの顕教寺院を代表するサンプ(gSang phu)寺の創建者として名高い。サ
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一巻 チベット仏教』所収、pp.352-354、Onoda Shunzo;The Chronology of the 

Abbatial Succession of the gSang phu sNe’u thog Monastery,Wiener Zeitschrift 
für Kunde Südasiens 33, 1989, pp. 202-213, van der Kuijp.L.W.J.;The 
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1250, Berliner Indologiches Studien, 3, 1987, pp.103-127、西沢史仁「サンプ教学
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12) テキストを訂正した。 
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8) 注 6) の羽田野本 pp.48-55 には、同書と作者についての解説がある。また、前掲

注 2) の井内・吉水本 pp.17-19 にも解説がある。他の研究には、原田悟「レーチェ

ン＝クンガーゲルツエン著『カーダム法源明灯』考」(1)(2)『印度学仏教学研究』

56-2,57-2(2008-2009)、西沢史仁「サンプ寺の帰属」『真宗総合研究所紀要』30 が

ある。西沢氏の論文は、ネットで披見出来る。 
9)『カダム明灯史』の概要は、注 6) の羽田野本、pp.50-52、注 3) の井内・吉水本

pp.17-19 でも、簡単に触れられている。尚、「カダムの事績・伝記の解説」の前

には、「カダムの一般的教えの分類説明」(bka’ gdams kyi chos spyi’i dbye bshad 
pa)という 1 段があり、カダム派の全体像を掴むには、便利である。その内容科段

(sa bcad)については、注 1) の拙稿注 4) 参照、注 8) の西沢論文にも 1 部、同段の

訳がある。 
10) ナクツォは、アティシャ招致の立役者である。『青史』にも、ナクツォに関する

記述は多い。アティシャを招くに当たっての、1 場面を引用しておこう。 
御出立の準備をしている時、上座シーラアーカラ(Shi la a kar,Śīlākara)が、こ

う述べたのです。ナクツォに向かって、「尊者(a yushmanta,āyusmat,具寿)よ、

汝は、遊学に来られたとばかり(tsa na)思っていましたが、我が賢者〔アティシャ〕

を奪いにだったのですね。今や、賢者ご自身も、赴かれることにご満悦のようで

すので、我らは、邪魔せずにおきましょう。チベットに 3 年以上、お留まりな

きよう。その後(rting)こちら側(tshur)にお送りすべきです。」とおっしゃたの

で、ナクツォは、同意しました。 
(注 6) の羽田野本 p.75,Roerich 本 p.247 を参照した) 

‘byon par chas pa’i tshe/gnas brten shi la a kar na re/nag tsho la/ayushmanta 
khyod slob gnyer la ‘ongs bsam tsa na nga’i pandi ta brku bar ‘dug/da pandi 
ta nyid kyang bzhud pa la dgyes pa ‘dra bas/kho bos gegs mi byed par btang 
gis bod du lo gsum las ma bzhugs/de rting tshur bskyal dgos gsung bas/nag 
tsho khas blangs/(p.303,ll.6-10) 

当事者間の駆け引きが、映し出される場面である。実際には、この約束は守られな

かった。山口瑞鳳『チベット』下、1988,pp.54-56、及び石濱裕美子・松川節「後

伝仏教の諸相」『東アジア仏教史 09 チベット 須弥山の仏教世界』平成 22 年所

収、pp.050-056 には簡潔にアティシャ招来の顛末が記されているので、参照され

たい。 
11) チベットの顕教寺院を代表するサンプ(gSang phu)寺の創建者として名高い。サ

ンプ寺については、小野田俊蔵「チベットの学問寺」『岩波講座・東洋思想 第一

一巻 チベット仏教』所収、pp.352-354、Onoda Shunzo;The Chronology of the 

Abbatial Succession of the gSang phu sNe’u thog Monastery,Wiener Zeitschrift 
für Kunde Südasiens 33, 1989, pp. 202-213, van der Kuijp.L.W.J.;The 
Monastery of gSang-phu ne’u thog and its abbatical Succession from ca, 1073 to 
1250, Berliner Indologiches Studien, 3, 1987, pp.103-127、西沢史仁「サンプ教学

の歴史的展開に関する一考察」『日本西蔵学会会報』58,2012,pp.1-14 等がある。 
12) テキストを訂正した。 
13) ドムトゥンについては、注 3) の井内論文、山口瑞鳳「カダム派の典籍と教義」『東

洋学術研究』21-2,「特集・チベット仏教」1982,pp.68-80 に散見される記述参照、こ

悪役クトゥン（木村）（66）
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のうち井内論文は、『カダム明灯史』を中心としている。ここでは、『青史』から

ドムトゥン修学の様子を抜粋しておこう。 
〔ドムトゥンは〕製粉(phye ‘thog pa)に至るまでの、〔セツゥンの〕家内(nang)の
下僕(zhabs tog)〔をこなし〕、そして、外向き(phyu rol)には、多くの馬(rta)・
家畜(phyogs)がいます〔ので、それら〕をも、世話し、〔弓・刀・槍の〕3 装備

品(’khor gsum)を身に着け(btogs)、駿馬(rta bzangs)に騎乗され(zhon)て、盗賊

の警戒(rkun zon)を、りっぱに(legs par)なさっていました。製粉の傍ら(’gram)
でも、本(dpe cha)を置き(bzhag)、ご覧になる等学を求めるに、大いなる精進も

なさったのです。近辺(nye logs)で、賢者デーツェルマ(文法の棘)といわれるあ

る者(zhig)に、多くの言語(bi brta)を学びました。〔ドムがデーツェルマに〕、

「現今(da lta)、インドでは、どなたが、偉大なのでしょうか？」と尋ねると、

「我らが、インドにいた時分(dus)には、ナーローパ(Na ro pa)が偉大でした。王

族(rgyal rigs)から出家した僧ディーパンカラシュリージュニャーナ(Di bam ra 
shri dznya na,Dīpam

・
karaśrījñāna)〔＝アティシャ〕という方が、おりますの

で、その方(de)が、現在(da lta)、おわしますならば、彼が偉大でありましょ

う。」とおっしゃいましたので、お名前(mtshan)を聞いた直ぐに(tsam,mātra)
大いなる信を起こしました。「今世(tshe ’di)で、その方(de)にお目通りすること

(mjal)も、あり得ようか。」と思う大きな願いも、生まれたのです。アティシャ

が、ガリにお出ましになったこと(phebs pa)を、旅人(’grul pa)に聞いて、〔主人

の〕セツゥンにガリ行きをお願いしました。その方(khong)も、御機嫌をそこね

ること(mi dgyes pa)なく、本付の荷駄(bong khal)一個を下賜され(gnang)、赴

かれたのです。((注 6) の羽田野本 p.80,Roerich 本 p.252 を参照した、注 3) 
の井内論文 pp.125-126 にも同様な記述が紹介されている) 

nang gi zhabs tog phye ‘thag pa yan chod dang/phyi rol du rta phyugs mang 
po yod pa yang skyong zhing ‘khor gsum btags/rta bzangs la zhon nas rkun 
zon legs par mdzad/phye ‘thag pa’i ‘gram du yang dpe cha bzhag ste gzigs pa 
la sogs pa’i slob gnyer la brtson pa chen po yang mdzad/nye logs na pandi ta 
sgra’i tsher ma zhes bya ba zhig la bi brta mang po bslabs/da lta rgya gar na 
su che dris pas/nged rgya gar na yod dus na ro pa che ba yin/rgyal rigs las rab 
tu byung ba’i dge slong di bam ra shri dznya na bya ba yod pas/de da lta 
bzhugs na khong che bar ‘ong gsung bas/mtshan thos pa tsam mos pa chen po 
skyes/tshe ‘di la de dang mjal ba srid dam bsam pa’i ‘dod pa chen po yang 

byung/jo bo mnga’ ris su phebs pa ‘grul pa la thos pas/se btsun la mnga’ ris su 
‘gro bar zhus/khong gyis kyang mi dgyes pa med par bong khal gcig dpe cha 
dang bcas pa gnang nas byon no/(p.308,l.19-p.309,l.13) 

14) セツゥンについては、注 2)の羽田野本 pp.225-226 参照、尚『青史』には、セツゥ

ンに関する逸話が、示されている。1 部のみ紹介してみよう。 
セツゥンは、ネパール国で、外道(phi rol pa,tīrthika)のある(zhig)師(a tsar 
a,ācārya、阿闍梨)との論争により、彼を打ち負かしたのです。〔すると外道の

師は〕、「我ら自身 2 人は、能力を競おう。」と言い張りましたが(la)、セツゥ

ンは、卜占(ju zhag)によく(lega par)通暁していました(mkhyen pa)ので、「汝

よ、他の者が、父の頭を、塔廟(mchod rten,stūpa)の下に入れた。親族(rigs 
rgyud)にも、累(gnod pa)となっている。能力があるのなら、そこを、掘り出し

ては。」とおっしゃったので、彼は、元気(spobs pa)がなくなったのです。セツゥ

ンのお見積り(dgongs pa)では、「今(da)、インドに向かっても、法に自分ら

(rang ba)より、詳しい者(mkhas pa)がいるか、いないかはっきりしない(cha 
med pa)上、この〔ドムトゥンの〕ような人品(mi rigs)に遭遇することもある。」

と御思案になり(dgongs)、引き返されました。それで(dang),また(yang)、ドム

〔トゥン〕と対面され(mjal)ると、〔ドムトゥンは〕、侍者(phyags phyi)とされ

んことを冀いました(zhus pa)ので、〔セツゥンは〕、「〔そうすると〕、我を

人は、中傷する(kha zer)に及ぼう。汝自身は、商人(tshong ba)の後に来られ

よ。」とおっしゃる〔ので、その仰せの〕ままに、商人と一緒になって、進ん

で、彼のお方 (khong)の許に、至ったのです。 (注 6)の羽田野本 pp.79-
80,Roerich 本、pp.251-252 を参照した) 

se btsun gyis bal yul du phi rol ba’i ‘a tsa ra zhig dang rtsad pas kho 
pham/nged rang gnyis nus pa ‘gran zer du byung ba la/se btsun gyis ju zhag 
legs par mkhyen pas/khyod gzhan gis pha mgo mchod rten ‘og tu bcug/rigs 
brgyud la yang gnod par byung ‘dug pa/nos pa med na de la ‘don mod gsungs 
pas/kho spobs pa med par song/se btsun gyi dgongs pa la/da rgya gar du 
phyin yang chos rang bas mkhas pa yod dam med cha med pa’i steng du/’di 
‘dra ba’i mi rigs dang thug par ‘dug dgongs nas phyir log byon pa dang/yang 
‘dom dang mjal nas phyags phyir ‘krid pa zhus pas/nga la mis kha zer du 
‘ong/khyod rang tshong ba’i phyir shog gsung ba bzhin tshong ba dang ‘grogs 
te phyin pas/khong gi thad du brtol/(p.308,ll.9-19) 

（69）悪役クトゥン（木村）

のうち井内論文は、『カダム明灯史』を中心としている。ここでは、『青史』から

ドムトゥン修学の様子を抜粋しておこう。 
〔ドムトゥンは〕製粉(phye ‘thog pa)に至るまでの、〔セツゥンの〕家内(nang)の
下僕(zhabs tog)〔をこなし〕、そして、外向き(phyu rol)には、多くの馬(rta)・
家畜(phyogs)がいます〔ので、それら〕をも、世話し、〔弓・刀・槍の〕3 装備

品(’khor gsum)を身に着け(btogs)、駿馬(rta bzangs)に騎乗され(zhon)て、盗賊

の警戒(rkun zon)を、りっぱに(legs par)なさっていました。製粉の傍ら(’gram)
でも、本(dpe cha)を置き(bzhag)、ご覧になる等学を求めるに、大いなる精進も

なさったのです。近辺(nye logs)で、賢者デーツェルマ(文法の棘)といわれるあ

る者(zhig)に、多くの言語(bi brta)を学びました。〔ドムがデーツェルマに〕、

「現今(da lta)、インドでは、どなたが、偉大なのでしょうか？」と尋ねると、

「我らが、インドにいた時分(dus)には、ナーローパ(Na ro pa)が偉大でした。王

族(rgyal rigs)から出家した僧ディーパンカラシュリージュニャーナ(Di bam ra 
shri dznya na,Dīpam

・
karaśrījñāna)〔＝アティシャ〕という方が、おりますの

で、その方(de)が、現在(da lta)、おわしますならば、彼が偉大でありましょ

う。」とおっしゃいましたので、お名前(mtshan)を聞いた直ぐに(tsam,mātra)
大いなる信を起こしました。「今世(tshe ’di)で、その方(de)にお目通りすること

(mjal)も、あり得ようか。」と思う大きな願いも、生まれたのです。アティシャ

が、ガリにお出ましになったこと(phebs pa)を、旅人(’grul pa)に聞いて、〔主人

の〕セツゥンにガリ行きをお願いしました。その方(khong)も、御機嫌をそこね

ること(mi dgyes pa)なく、本付の荷駄(bong khal)一個を下賜され(gnang)、赴

かれたのです。((注 6) の羽田野本 p.80,Roerich 本 p.252 を参照した、注 3) 
の井内論文 pp.125-126 にも同様な記述が紹介されている) 

nang gi zhabs tog phye ‘thag pa yan chod dang/phyi rol du rta phyugs mang 
po yod pa yang skyong zhing ‘khor gsum btags/rta bzangs la zhon nas rkun 
zon legs par mdzad/phye ‘thag pa’i ‘gram du yang dpe cha bzhag ste gzigs pa 
la sogs pa’i slob gnyer la brtson pa chen po yang mdzad/nye logs na pandi ta 
sgra’i tsher ma zhes bya ba zhig la bi brta mang po bslabs/da lta rgya gar na 
su che dris pas/nged rgya gar na yod dus na ro pa che ba yin/rgyal rigs las rab 
tu byung ba’i dge slong di bam ra shri dznya na bya ba yod pas/de da lta 
bzhugs na khong che bar ‘ong gsung bas/mtshan thos pa tsam mos pa chen po 
skyes/tshe ‘di la de dang mjal ba srid dam bsam pa’i ‘dod pa chen po yang 

byung/jo bo mnga’ ris su phebs pa ‘grul pa la thos pas/se btsun la mnga’ ris su 
‘gro bar zhus/khong gyis kyang mi dgyes pa med par bong khal gcig dpe cha 
dang bcas pa gnang nas byon no/(p.308,l.19-p.309,l.13) 

14) セツゥンについては、注 2)の羽田野本 pp.225-226 参照、尚『青史』には、セツゥ

ンに関する逸話が、示されている。1 部のみ紹介してみよう。 
セツゥンは、ネパール国で、外道(phi rol pa,tīrthika)のある(zhig)師(a tsar 
a,ācārya、阿闍梨)との論争により、彼を打ち負かしたのです。〔すると外道の

師は〕、「我ら自身 2 人は、能力を競おう。」と言い張りましたが(la)、セツゥ

ンは、卜占(ju zhag)によく(lega par)通暁していました(mkhyen pa)ので、「汝

よ、他の者が、父の頭を、塔廟(mchod rten,stūpa)の下に入れた。親族(rigs 
rgyud)にも、累(gnod pa)となっている。能力があるのなら、そこを、掘り出し

ては。」とおっしゃったので、彼は、元気(spobs pa)がなくなったのです。セツゥ

ンのお見積り(dgongs pa)では、「今(da)、インドに向かっても、法に自分ら

(rang ba)より、詳しい者(mkhas pa)がいるか、いないかはっきりしない(cha 
med pa)上、この〔ドムトゥンの〕ような人品(mi rigs)に遭遇することもある。」

と御思案になり(dgongs)、引き返されました。それで(dang),また(yang)、ドム

〔トゥン〕と対面され(mjal)ると、〔ドムトゥンは〕、侍者(phyags phyi)とされ

んことを冀いました(zhus pa)ので、〔セツゥンは〕、「〔そうすると〕、我を

人は、中傷する(kha zer)に及ぼう。汝自身は、商人(tshong ba)の後に来られ

よ。」とおっしゃる〔ので、その仰せの〕ままに、商人と一緒になって、進ん

で、彼のお方 (khong)の許に、至ったのです。 (注 6)の羽田野本 pp.79-
80,Roerich 本、pp.251-252 を参照した) 

se btsun gyis bal yul du phi rol ba’i ‘a tsa ra zhig dang rtsad pas kho 
pham/nged rang gnyis nus pa ‘gran zer du byung ba la/se btsun gyis ju zhag 
legs par mkhyen pas/khyod gzhan gis pha mgo mchod rten ‘og tu bcug/rigs 
brgyud la yang gnod par byung ‘dug pa/nos pa med na de la ‘don mod gsungs 
pas/kho spobs pa med par song/se btsun gyi dgongs pa la/da rgya gar du 
phyin yang chos rang bas mkhas pa yod dam med cha med pa’i steng du/’di 
‘dra ba’i mi rigs dang thug par ‘dug dgongs nas phyir log byon pa dang/yang 
‘dom dang mjal nas phyags phyir ‘krid pa zhus pas/nga la mis kha zer du 
‘ong/khyod rang tshong ba’i phyir shog gsung ba bzhin tshong ba dang ‘grogs 
te phyin pas/khong gi thad du brtol/(p.308,ll.9-19) 

悪役クトゥン（木村）（68）
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のうち井内論文は、『カダム明灯史』を中心としている。ここでは、『青史』から

ドムトゥン修学の様子を抜粋しておこう。 
〔ドムトゥンは〕製粉(phye ‘thog pa)に至るまでの、〔セツゥンの〕家内(nang)の
下僕(zhabs tog)〔をこなし〕、そして、外向き(phyu rol)には、多くの馬(rta)・
家畜(phyogs)がいます〔ので、それら〕をも、世話し、〔弓・刀・槍の〕3 装備

品(’khor gsum)を身に着け(btogs)、駿馬(rta bzangs)に騎乗され(zhon)て、盗賊

の警戒(rkun zon)を、りっぱに(legs par)なさっていました。製粉の傍ら(’gram)
でも、本(dpe cha)を置き(bzhag)、ご覧になる等学を求めるに、大いなる精進も

なさったのです。近辺(nye logs)で、賢者デーツェルマ(文法の棘)といわれるあ

る者(zhig)に、多くの言語(bi brta)を学びました。〔ドムがデーツェルマに〕、

「現今(da lta)、インドでは、どなたが、偉大なのでしょうか？」と尋ねると、

「我らが、インドにいた時分(dus)には、ナーローパ(Na ro pa)が偉大でした。王

族(rgyal rigs)から出家した僧ディーパンカラシュリージュニャーナ(Di bam ra 
shri dznya na,Dīpam

・
karaśrījñāna)〔＝アティシャ〕という方が、おりますの

で、その方(de)が、現在(da lta)、おわしますならば、彼が偉大でありましょ

う。」とおっしゃいましたので、お名前(mtshan)を聞いた直ぐに(tsam,mātra)
大いなる信を起こしました。「今世(tshe ’di)で、その方(de)にお目通りすること

(mjal)も、あり得ようか。」と思う大きな願いも、生まれたのです。アティシャ

が、ガリにお出ましになったこと(phebs pa)を、旅人(’grul pa)に聞いて、〔主人

の〕セツゥンにガリ行きをお願いしました。その方(khong)も、御機嫌をそこね

ること(mi dgyes pa)なく、本付の荷駄(bong khal)一個を下賜され(gnang)、赴

かれたのです。((注 6) の羽田野本 p.80,Roerich 本 p.252 を参照した、注 3) 
の井内論文 pp.125-126 にも同様な記述が紹介されている) 

nang gi zhabs tog phye ‘thag pa yan chod dang/phyi rol du rta phyugs mang 
po yod pa yang skyong zhing ‘khor gsum btags/rta bzangs la zhon nas rkun 
zon legs par mdzad/phye ‘thag pa’i ‘gram du yang dpe cha bzhag ste gzigs pa 
la sogs pa’i slob gnyer la brtson pa chen po yang mdzad/nye logs na pandi ta 
sgra’i tsher ma zhes bya ba zhig la bi brta mang po bslabs/da lta rgya gar na 
su che dris pas/nged rgya gar na yod dus na ro pa che ba yin/rgyal rigs las rab 
tu byung ba’i dge slong di bam ra shri dznya na bya ba yod pas/de da lta 
bzhugs na khong che bar ‘ong gsung bas/mtshan thos pa tsam mos pa chen po 
skyes/tshe ‘di la de dang mjal ba srid dam bsam pa’i ‘dod pa chen po yang 

byung/jo bo mnga’ ris su phebs pa ‘grul pa la thos pas/se btsun la mnga’ ris su 
‘gro bar zhus/khong gyis kyang mi dgyes pa med par bong khal gcig dpe cha 
dang bcas pa gnang nas byon no/(p.308,l.19-p.309,l.13) 

14) セツゥンについては、注 2)の羽田野本 pp.225-226 参照、尚『青史』には、セツゥ

ンに関する逸話が、示されている。1 部のみ紹介してみよう。 
セツゥンは、ネパール国で、外道(phi rol pa,tīrthika)のある(zhig)師(a tsar 
a,ācārya、阿闍梨)との論争により、彼を打ち負かしたのです。〔すると外道の

師は〕、「我ら自身 2 人は、能力を競おう。」と言い張りましたが(la)、セツゥ

ンは、卜占(ju zhag)によく(lega par)通暁していました(mkhyen pa)ので、「汝

よ、他の者が、父の頭を、塔廟(mchod rten,stūpa)の下に入れた。親族(rigs 
rgyud)にも、累(gnod pa)となっている。能力があるのなら、そこを、掘り出し

ては。」とおっしゃったので、彼は、元気(spobs pa)がなくなったのです。セツゥ

ンのお見積り(dgongs pa)では、「今(da)、インドに向かっても、法に自分ら

(rang ba)より、詳しい者(mkhas pa)がいるか、いないかはっきりしない(cha 
med pa)上、この〔ドムトゥンの〕ような人品(mi rigs)に遭遇することもある。」

と御思案になり(dgongs)、引き返されました。それで(dang),また(yang)、ドム

〔トゥン〕と対面され(mjal)ると、〔ドムトゥンは〕、侍者(phyags phyi)とされ

んことを冀いました(zhus pa)ので、〔セツゥンは〕、「〔そうすると〕、我を

人は、中傷する(kha zer)に及ぼう。汝自身は、商人(tshong ba)の後に来られ

よ。」とおっしゃる〔ので、その仰せの〕ままに、商人と一緒になって、進ん

で、彼のお方 (khong)の許に、至ったのです。 (注 6)の羽田野本 pp.79-
80,Roerich 本、pp.251-252 を参照した) 

se btsun gyis bal yul du phi rol ba’i ‘a tsa ra zhig dang rtsad pas kho 
pham/nged rang gnyis nus pa ‘gran zer du byung ba la/se btsun gyis ju zhag 
legs par mkhyen pas/khyod gzhan gis pha mgo mchod rten ‘og tu bcug/rigs 
brgyud la yang gnod par byung ‘dug pa/nos pa med na de la ‘don mod gsungs 
pas/kho spobs pa med par song/se btsun gyi dgongs pa la/da rgya gar du 
phyin yang chos rang bas mkhas pa yod dam med cha med pa’i steng du/’di 
‘dra ba’i mi rigs dang thug par ‘dug dgongs nas phyir log byon pa dang/yang 
‘dom dang mjal nas phyags phyir ‘krid pa zhus pas/nga la mis kha zer du 
‘ong/khyod rang tshong ba’i phyir shog gsung ba bzhin tshong ba dang ‘grogs 
te phyin pas/khong gi thad du brtol/(p.308,ll.9-19) 

（69）悪役クトゥン（木村）

のうち井内論文は、『カダム明灯史』を中心としている。ここでは、『青史』から

ドムトゥン修学の様子を抜粋しておこう。 
〔ドムトゥンは〕製粉(phye ‘thog pa)に至るまでの、〔セツゥンの〕家内(nang)の
下僕(zhabs tog)〔をこなし〕、そして、外向き(phyu rol)には、多くの馬(rta)・
家畜(phyogs)がいます〔ので、それら〕をも、世話し、〔弓・刀・槍の〕3 装備

品(’khor gsum)を身に着け(btogs)、駿馬(rta bzangs)に騎乗され(zhon)て、盗賊

の警戒(rkun zon)を、りっぱに(legs par)なさっていました。製粉の傍ら(’gram)
でも、本(dpe cha)を置き(bzhag)、ご覧になる等学を求めるに、大いなる精進も

なさったのです。近辺(nye logs)で、賢者デーツェルマ(文法の棘)といわれるあ

る者(zhig)に、多くの言語(bi brta)を学びました。〔ドムがデーツェルマに〕、

「現今(da lta)、インドでは、どなたが、偉大なのでしょうか？」と尋ねると、

「我らが、インドにいた時分(dus)には、ナーローパ(Na ro pa)が偉大でした。王

族(rgyal rigs)から出家した僧ディーパンカラシュリージュニャーナ(Di bam ra 
shri dznya na,Dīpam

・
karaśrījñāna)〔＝アティシャ〕という方が、おりますの

で、その方(de)が、現在(da lta)、おわしますならば、彼が偉大でありましょ

う。」とおっしゃいましたので、お名前(mtshan)を聞いた直ぐに(tsam,mātra)
大いなる信を起こしました。「今世(tshe ’di)で、その方(de)にお目通りすること

(mjal)も、あり得ようか。」と思う大きな願いも、生まれたのです。アティシャ

が、ガリにお出ましになったこと(phebs pa)を、旅人(’grul pa)に聞いて、〔主人

の〕セツゥンにガリ行きをお願いしました。その方(khong)も、御機嫌をそこね

ること(mi dgyes pa)なく、本付の荷駄(bong khal)一個を下賜され(gnang)、赴

かれたのです。((注 6) の羽田野本 p.80,Roerich 本 p.252 を参照した、注 3) 
の井内論文 pp.125-126 にも同様な記述が紹介されている) 

nang gi zhabs tog phye ‘thag pa yan chod dang/phyi rol du rta phyugs mang 
po yod pa yang skyong zhing ‘khor gsum btags/rta bzangs la zhon nas rkun 
zon legs par mdzad/phye ‘thag pa’i ‘gram du yang dpe cha bzhag ste gzigs pa 
la sogs pa’i slob gnyer la brtson pa chen po yang mdzad/nye logs na pandi ta 
sgra’i tsher ma zhes bya ba zhig la bi brta mang po bslabs/da lta rgya gar na 
su che dris pas/nged rgya gar na yod dus na ro pa che ba yin/rgyal rigs las rab 
tu byung ba’i dge slong di bam ra shri dznya na bya ba yod pas/de da lta 
bzhugs na khong che bar ‘ong gsung bas/mtshan thos pa tsam mos pa chen po 
skyes/tshe ‘di la de dang mjal ba srid dam bsam pa’i ‘dod pa chen po yang 

byung/jo bo mnga’ ris su phebs pa ‘grul pa la thos pas/se btsun la mnga’ ris su 
‘gro bar zhus/khong gyis kyang mi dgyes pa med par bong khal gcig dpe cha 
dang bcas pa gnang nas byon no/(p.308,l.19-p.309,l.13) 

14) セツゥンについては、注 2)の羽田野本 pp.225-226 参照、尚『青史』には、セツゥ

ンに関する逸話が、示されている。1 部のみ紹介してみよう。 
セツゥンは、ネパール国で、外道(phi rol pa,tīrthika)のある(zhig)師(a tsar 
a,ācārya、阿闍梨)との論争により、彼を打ち負かしたのです。〔すると外道の

師は〕、「我ら自身 2 人は、能力を競おう。」と言い張りましたが(la)、セツゥ

ンは、卜占(ju zhag)によく(lega par)通暁していました(mkhyen pa)ので、「汝

よ、他の者が、父の頭を、塔廟(mchod rten,stūpa)の下に入れた。親族(rigs 
rgyud)にも、累(gnod pa)となっている。能力があるのなら、そこを、掘り出し

ては。」とおっしゃったので、彼は、元気(spobs pa)がなくなったのです。セツゥ

ンのお見積り(dgongs pa)では、「今(da)、インドに向かっても、法に自分ら

(rang ba)より、詳しい者(mkhas pa)がいるか、いないかはっきりしない(cha 
med pa)上、この〔ドムトゥンの〕ような人品(mi rigs)に遭遇することもある。」

と御思案になり(dgongs)、引き返されました。それで(dang),また(yang)、ドム

〔トゥン〕と対面され(mjal)ると、〔ドムトゥンは〕、侍者(phyags phyi)とされ

んことを冀いました(zhus pa)ので、〔セツゥンは〕、「〔そうすると〕、我を

人は、中傷する(kha zer)に及ぼう。汝自身は、商人(tshong ba)の後に来られ

よ。」とおっしゃる〔ので、その仰せの〕ままに、商人と一緒になって、進ん

で、彼のお方 (khong)の許に、至ったのです。 (注 6)の羽田野本 pp.79-
80,Roerich 本、pp.251-252 を参照した) 

se btsun gyis bal yul du phi rol ba’i ‘a tsa ra zhig dang rtsad pas kho 
pham/nged rang gnyis nus pa ‘gran zer du byung ba la/se btsun gyis ju zhag 
legs par mkhyen pas/khyod gzhan gis pha mgo mchod rten ‘og tu bcug/rigs 
brgyud la yang gnod par byung ‘dug pa/nos pa med na de la ‘don mod gsungs 
pas/kho spobs pa med par song/se btsun gyi dgongs pa la/da rgya gar du 
phyin yang chos rang bas mkhas pa yod dam med cha med pa’i steng du/’di 
‘dra ba’i mi rigs dang thug par ‘dug dgongs nas phyir log byon pa dang/yang 
‘dom dang mjal nas phyags phyir ‘krid pa zhus pas/nga la mis kha zer du 
‘ong/khyod rang tshong ba’i phyir shog gsung ba bzhin tshong ba dang ‘grogs 
te phyin pas/khong gi thad du brtol/(p.308,ll.9-19) 

悪役クトゥン（木村）（68）
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セツゥンの帰還発言は、微妙である。彼が、アティシャについての情報を得ていな

かったとは考えにくい。その上で「インドに人無し」という趣旨をもらしている。

本文末尾、及び後注 32) で扱う問題にも深く関わるように思う。 
15) ガルミについては、注 2) の羽田野本 pp.223-225 参照。 
16) このアビダルマの意味については、後に本文で扱う。 
17) この人物については不明。 
18) gdams ngag ,gdam pa,man ngag 等の訳語については、注 1) の拙稿で問題にし

たが、結論を得るには至らなかった。本稿の訳語も定見あるものではない。 
19) この人物については不明。 
20) この人物については不明。 
21) ポトワは、ドムトゥンの 3 大弟子の 1 人で、シュン派(gZhung pa)の創始者であ

る。伏見英俊「カダム派」『新アジア仏教史 09 チベット 須弥山の仏教世界』平成

22 年、pp.155-156、注 3) の井内・吉水本 pp.30-32、注 13) の山口論文 pp.70-71
参照、『青史』ポトワに関する記述を抜粋しておこう。 

他は、『〔大乗〕荘厳経論』(mDo sde’i rgyan, Mahayānasūtra-alam
・

kāra)、〔『瑜

伽師地論』中の〕「菩薩地」(Byang chub sems dpa’i sa, Bodhisattvabhūmi)、
『〔大乗〕集菩薩学論』bSlab pa kun las btus pa, Śiks

・
āsamuccaya)、『〔菩提〕

行経』(Spyod ‘jug, Bodhisattvacaryāvatāra)、『〔菩薩〕本生〔鬘〕論』(sKyes 
rabs, Jātakamālā) 、 『〔 法〕 集 要 頌 経 』 (Ched du brjod pa’i tshogs, 
Udānavarga)を熱心に(nan tan du)、お説きになりましたので、カダムの 6 典籍

(gzhung)として、世に知られています。他にも、論書を非常に、沢山、お説き

になりました。解説を行われる場合は(na)、1 句も、後回しせず(phyir ma lus 
par)、実践そのもの(kho na)と結びつけて、説明しました。…カダムという大名

声(sgra bo che)それも、彼の時代(ring)から、喧伝された(grags)と言われていま

す。伝記(rnam thar)を整理し(gtsang)、世に行き渡らせた(khyab)のも、ポトワ

なのです。(注 6) の羽田野本 pp.104-105, Roerich 本 pp.268-269 を参照した) 

gzhan mdo sde’i rgyan dang byang chub sems dpa’i sa/bslab pa kun las btus 
pa dang/spyod ‘jug/skyes rabs dang ched du brjod pa’i tshoms la nan tan du 
gsung pas/bka’ gdams gzhung drug tu grags/gzhan yang bstan bcos shin tu 
mang bar gsung/bshad pa mdzad pa na tshig gcig kyang phyir ma lus 
par/nyams len kho na dang sbyar nas ‘chad/…bka’ gdams zer ba’i sgra bo che 
de yang khong gi ring nas grags pa yin zer/rnam thar gtsang ba dang khyab 

pa yang po to ba yin/(p.328,ll.3-17) 
22) この人物については不明。 
23) この人物については不明。 
24) この人物については不明。 
25) この人物については不明。 
26) この nyid の読みは、確信がない。 
27) クトゥンの生没年に関する異論が提示されているが、筆者には、全く、考察の術

がない。識者のご指摘をお願いしたい。 
28) 注 10) の山口本には「現存はしないが有名な史書『大史』」(p.56)とある。 
29) この人物については不明である。 
30) 注 2) の羽田野本 pp.223-225,〔 〕内筆者の補足。 
31) 注 2) の羽田野本、pp.220-221,〔 〕内筆者の補足。 
32) アティシャの学識について、ここで、一瞥すべきであろう。望月海慧氏は、以下

のように断じた。 
しかしながら、それ〔アティシャの唱えた「大中観」という考え〕は、中観思想

の批判性を骨抜きにするものであり、中観思想のコンテキストで彼の著作が引用

されることは極めて少ない。今回の事例では、彼は「大中観」という語を用いて

瑜伽行唯識思想と中観思想という相対立する思想体系の融合を試みたものの、そ

の思想は本来の思想体系が意図していたものとは異なるベクトルに進むことになっ

たといえる。(望月海慧「中観と唯識を融合する「大中観」とは何か：仏教思想

における相克と融和の一段面」『大崎学報』162, 2006, pp.92-93,〔 〕内は筆

者の補足、尚、この論文はネットで披見可能である) 
大中観に対する批判は、他にもある。袴谷憲昭氏は、以下のように批判的な指摘を

している。 
「中観」を標榜しながら「世の大勢に最もよく順応」する「反動の哲学」はや

はりありえたことは事実なのであって、これが端的に言えば、「大中観(dbu ma 
chen po)」と呼ばれるものの正体なのであり、この呼称を初めて用いた人こそア

ティーシャであり、そのことがチベットに禍を齎らすことにもなったと考えるの

で…」(袴谷憲昭「チベットにおけるインド仏教の継承」『岩浪講座 東洋思想 

第一一巻 チベット仏教』1989、所収、pp.131-132) 
さて望月氏は、アティシャの主著『菩提道灯論』の全訳を、最近、刊行し、序論に

おいて以下のように、ニュアンスの違う穏当な発言をしている。 

（71）悪役クトゥン（木村）

セツゥンの帰還発言は、微妙である。彼が、アティシャについての情報を得ていな

かったとは考えにくい。その上で「インドに人無し」という趣旨をもらしている。

本文末尾、及び後注 32) で扱う問題にも深く関わるように思う。 
15) ガルミについては、注 2) の羽田野本 pp.223-225 参照。 
16) このアビダルマの意味については、後に本文で扱う。 
17) この人物については不明。 
18) gdams ngag ,gdam pa,man ngag 等の訳語については、注 1) の拙稿で問題にし

たが、結論を得るには至らなかった。本稿の訳語も定見あるものではない。 
19) この人物については不明。 
20) この人物については不明。 
21) ポトワは、ドムトゥンの 3 大弟子の 1 人で、シュン派(gZhung pa)の創始者であ

る。伏見英俊「カダム派」『新アジア仏教史 09 チベット 須弥山の仏教世界』平成

22 年、pp.155-156、注 3) の井内・吉水本 pp.30-32、注 13) の山口論文 pp.70-71
参照、『青史』ポトワに関する記述を抜粋しておこう。 

他は、『〔大乗〕荘厳経論』(mDo sde’i rgyan, Mahayānasūtra-alam
・

kāra)、〔『瑜

伽師地論』中の〕「菩薩地」(Byang chub sems dpa’i sa, Bodhisattvabhūmi)、
『〔大乗〕集菩薩学論』bSlab pa kun las btus pa, Śiks

・
āsamuccaya)、『〔菩提〕

行経』(Spyod ‘jug, Bodhisattvacaryāvatāra)、『〔菩薩〕本生〔鬘〕論』(sKyes 
rabs, Jātakamālā) 、 『〔 法〕 集 要 頌 経 』 (Ched du brjod pa’i tshogs, 
Udānavarga)を熱心に(nan tan du)、お説きになりましたので、カダムの 6 典籍

(gzhung)として、世に知られています。他にも、論書を非常に、沢山、お説き

になりました。解説を行われる場合は(na)、1 句も、後回しせず(phyir ma lus 
par)、実践そのもの(kho na)と結びつけて、説明しました。…カダムという大名

声(sgra bo che)それも、彼の時代(ring)から、喧伝された(grags)と言われていま

す。伝記(rnam thar)を整理し(gtsang)、世に行き渡らせた(khyab)のも、ポトワ

なのです。(注 6) の羽田野本 pp.104-105, Roerich 本 pp.268-269 を参照した) 

gzhan mdo sde’i rgyan dang byang chub sems dpa’i sa/bslab pa kun las btus 
pa dang/spyod ‘jug/skyes rabs dang ched du brjod pa’i tshoms la nan tan du 
gsung pas/bka’ gdams gzhung drug tu grags/gzhan yang bstan bcos shin tu 
mang bar gsung/bshad pa mdzad pa na tshig gcig kyang phyir ma lus 
par/nyams len kho na dang sbyar nas ‘chad/…bka’ gdams zer ba’i sgra bo che 
de yang khong gi ring nas grags pa yin zer/rnam thar gtsang ba dang khyab 

pa yang po to ba yin/(p.328,ll.3-17) 
22) この人物については不明。 
23) この人物については不明。 
24) この人物については不明。 
25) この人物については不明。 
26) この nyid の読みは、確信がない。 
27) クトゥンの生没年に関する異論が提示されているが、筆者には、全く、考察の術

がない。識者のご指摘をお願いしたい。 
28) 注 10) の山口本には「現存はしないが有名な史書『大史』」(p.56)とある。 
29) この人物については不明である。 
30) 注 2) の羽田野本 pp.223-225,〔 〕内筆者の補足。 
31) 注 2) の羽田野本、pp.220-221,〔 〕内筆者の補足。 
32) アティシャの学識について、ここで、一瞥すべきであろう。望月海慧氏は、以下

のように断じた。 
しかしながら、それ〔アティシャの唱えた「大中観」という考え〕は、中観思想

の批判性を骨抜きにするものであり、中観思想のコンテキストで彼の著作が引用

されることは極めて少ない。今回の事例では、彼は「大中観」という語を用いて

瑜伽行唯識思想と中観思想という相対立する思想体系の融合を試みたものの、そ

の思想は本来の思想体系が意図していたものとは異なるベクトルに進むことになっ

たといえる。(望月海慧「中観と唯識を融合する「大中観」とは何か：仏教思想

における相克と融和の一段面」『大崎学報』162, 2006, pp.92-93,〔 〕内は筆

者の補足、尚、この論文はネットで披見可能である) 
大中観に対する批判は、他にもある。袴谷憲昭氏は、以下のように批判的な指摘を

している。 
「中観」を標榜しながら「世の大勢に最もよく順応」する「反動の哲学」はや

はりありえたことは事実なのであって、これが端的に言えば、「大中観(dbu ma 
chen po)」と呼ばれるものの正体なのであり、この呼称を初めて用いた人こそア

ティーシャであり、そのことがチベットに禍を齎らすことにもなったと考えるの

で…」(袴谷憲昭「チベットにおけるインド仏教の継承」『岩浪講座 東洋思想 

第一一巻 チベット仏教』1989、所収、pp.131-132) 
さて望月氏は、アティシャの主著『菩提道灯論』の全訳を、最近、刊行し、序論に

おいて以下のように、ニュアンスの違う穏当な発言をしている。 

悪役クトゥン（木村）（70）
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セツゥンの帰還発言は、微妙である。彼が、アティシャについての情報を得ていな

かったとは考えにくい。その上で「インドに人無し」という趣旨をもらしている。

本文末尾、及び後注 32) で扱う問題にも深く関わるように思う。 
15) ガルミについては、注 2) の羽田野本 pp.223-225 参照。 
16) このアビダルマの意味については、後に本文で扱う。 
17) この人物については不明。 
18) gdams ngag ,gdam pa,man ngag 等の訳語については、注 1) の拙稿で問題にし

たが、結論を得るには至らなかった。本稿の訳語も定見あるものではない。 
19) この人物については不明。 
20) この人物については不明。 
21) ポトワは、ドムトゥンの 3 大弟子の 1 人で、シュン派(gZhung pa)の創始者であ

る。伏見英俊「カダム派」『新アジア仏教史 09 チベット 須弥山の仏教世界』平成

22 年、pp.155-156、注 3) の井内・吉水本 pp.30-32、注 13) の山口論文 pp.70-71
参照、『青史』ポトワに関する記述を抜粋しておこう。 

他は、『〔大乗〕荘厳経論』(mDo sde’i rgyan, Mahayānasūtra-alam
・

kāra)、〔『瑜

伽師地論』中の〕「菩薩地」(Byang chub sems dpa’i sa, Bodhisattvabhūmi)、
『〔大乗〕集菩薩学論』bSlab pa kun las btus pa, Śiks

・
āsamuccaya)、『〔菩提〕

行経』(Spyod ‘jug, Bodhisattvacaryāvatāra)、『〔菩薩〕本生〔鬘〕論』(sKyes 
rabs, Jātakamālā) 、 『〔 法〕 集 要 頌 経 』 (Ched du brjod pa’i tshogs, 
Udānavarga)を熱心に(nan tan du)、お説きになりましたので、カダムの 6 典籍

(gzhung)として、世に知られています。他にも、論書を非常に、沢山、お説き

になりました。解説を行われる場合は(na)、1 句も、後回しせず(phyir ma lus 
par)、実践そのもの(kho na)と結びつけて、説明しました。…カダムという大名

声(sgra bo che)それも、彼の時代(ring)から、喧伝された(grags)と言われていま

す。伝記(rnam thar)を整理し(gtsang)、世に行き渡らせた(khyab)のも、ポトワ

なのです。(注 6) の羽田野本 pp.104-105, Roerich 本 pp.268-269 を参照した) 

gzhan mdo sde’i rgyan dang byang chub sems dpa’i sa/bslab pa kun las btus 
pa dang/spyod ‘jug/skyes rabs dang ched du brjod pa’i tshoms la nan tan du 
gsung pas/bka’ gdams gzhung drug tu grags/gzhan yang bstan bcos shin tu 
mang bar gsung/bshad pa mdzad pa na tshig gcig kyang phyir ma lus 
par/nyams len kho na dang sbyar nas ‘chad/…bka’ gdams zer ba’i sgra bo che 
de yang khong gi ring nas grags pa yin zer/rnam thar gtsang ba dang khyab 

pa yang po to ba yin/(p.328,ll.3-17) 
22) この人物については不明。 
23) この人物については不明。 
24) この人物については不明。 
25) この人物については不明。 
26) この nyid の読みは、確信がない。 
27) クトゥンの生没年に関する異論が提示されているが、筆者には、全く、考察の術

がない。識者のご指摘をお願いしたい。 
28) 注 10) の山口本には「現存はしないが有名な史書『大史』」(p.56)とある。 
29) この人物については不明である。 
30) 注 2) の羽田野本 pp.223-225,〔 〕内筆者の補足。 
31) 注 2) の羽田野本、pp.220-221,〔 〕内筆者の補足。 
32) アティシャの学識について、ここで、一瞥すべきであろう。望月海慧氏は、以下

のように断じた。 
しかしながら、それ〔アティシャの唱えた「大中観」という考え〕は、中観思想

の批判性を骨抜きにするものであり、中観思想のコンテキストで彼の著作が引用

されることは極めて少ない。今回の事例では、彼は「大中観」という語を用いて

瑜伽行唯識思想と中観思想という相対立する思想体系の融合を試みたものの、そ

の思想は本来の思想体系が意図していたものとは異なるベクトルに進むことになっ

たといえる。(望月海慧「中観と唯識を融合する「大中観」とは何か：仏教思想

における相克と融和の一段面」『大崎学報』162, 2006, pp.92-93,〔 〕内は筆

者の補足、尚、この論文はネットで披見可能である) 
大中観に対する批判は、他にもある。袴谷憲昭氏は、以下のように批判的な指摘を

している。 
「中観」を標榜しながら「世の大勢に最もよく順応」する「反動の哲学」はや

はりありえたことは事実なのであって、これが端的に言えば、「大中観(dbu ma 
chen po)」と呼ばれるものの正体なのであり、この呼称を初めて用いた人こそア

ティーシャであり、そのことがチベットに禍を齎らすことにもなったと考えるの

で…」(袴谷憲昭「チベットにおけるインド仏教の継承」『岩浪講座 東洋思想 

第一一巻 チベット仏教』1989、所収、pp.131-132) 
さて望月氏は、アティシャの主著『菩提道灯論』の全訳を、最近、刊行し、序論に

おいて以下のように、ニュアンスの違う穏当な発言をしている。 

（71）悪役クトゥン（木村）

セツゥンの帰還発言は、微妙である。彼が、アティシャについての情報を得ていな

かったとは考えにくい。その上で「インドに人無し」という趣旨をもらしている。

本文末尾、及び後注 32) で扱う問題にも深く関わるように思う。 
15) ガルミについては、注 2) の羽田野本 pp.223-225 参照。 
16) このアビダルマの意味については、後に本文で扱う。 
17) この人物については不明。 
18) gdams ngag ,gdam pa,man ngag 等の訳語については、注 1) の拙稿で問題にし

たが、結論を得るには至らなかった。本稿の訳語も定見あるものではない。 
19) この人物については不明。 
20) この人物については不明。 
21) ポトワは、ドムトゥンの 3 大弟子の 1 人で、シュン派(gZhung pa)の創始者であ

る。伏見英俊「カダム派」『新アジア仏教史 09 チベット 須弥山の仏教世界』平成

22 年、pp.155-156、注 3) の井内・吉水本 pp.30-32、注 13) の山口論文 pp.70-71
参照、『青史』ポトワに関する記述を抜粋しておこう。 

他は、『〔大乗〕荘厳経論』(mDo sde’i rgyan, Mahayānasūtra-alam
・

kāra)、〔『瑜

伽師地論』中の〕「菩薩地」(Byang chub sems dpa’i sa, Bodhisattvabhūmi)、
『〔大乗〕集菩薩学論』bSlab pa kun las btus pa, Śiks

・
āsamuccaya)、『〔菩提〕

行経』(Spyod ‘jug, Bodhisattvacaryāvatāra)、『〔菩薩〕本生〔鬘〕論』(sKyes 
rabs, Jātakamālā) 、 『〔 法〕 集 要 頌 経 』 (Ched du brjod pa’i tshogs, 
Udānavarga)を熱心に(nan tan du)、お説きになりましたので、カダムの 6 典籍

(gzhung)として、世に知られています。他にも、論書を非常に、沢山、お説き

になりました。解説を行われる場合は(na)、1 句も、後回しせず(phyir ma lus 
par)、実践そのもの(kho na)と結びつけて、説明しました。…カダムという大名

声(sgra bo che)それも、彼の時代(ring)から、喧伝された(grags)と言われていま

す。伝記(rnam thar)を整理し(gtsang)、世に行き渡らせた(khyab)のも、ポトワ

なのです。(注 6) の羽田野本 pp.104-105, Roerich 本 pp.268-269 を参照した) 

gzhan mdo sde’i rgyan dang byang chub sems dpa’i sa/bslab pa kun las btus 
pa dang/spyod ‘jug/skyes rabs dang ched du brjod pa’i tshoms la nan tan du 
gsung pas/bka’ gdams gzhung drug tu grags/gzhan yang bstan bcos shin tu 
mang bar gsung/bshad pa mdzad pa na tshig gcig kyang phyir ma lus 
par/nyams len kho na dang sbyar nas ‘chad/…bka’ gdams zer ba’i sgra bo che 
de yang khong gi ring nas grags pa yin zer/rnam thar gtsang ba dang khyab 

pa yang po to ba yin/(p.328,ll.3-17) 
22) この人物については不明。 
23) この人物については不明。 
24) この人物については不明。 
25) この人物については不明。 
26) この nyid の読みは、確信がない。 
27) クトゥンの生没年に関する異論が提示されているが、筆者には、全く、考察の術

がない。識者のご指摘をお願いしたい。 
28) 注 10) の山口本には「現存はしないが有名な史書『大史』」(p.56)とある。 
29) この人物については不明である。 
30) 注 2) の羽田野本 pp.223-225,〔 〕内筆者の補足。 
31) 注 2) の羽田野本、pp.220-221,〔 〕内筆者の補足。 
32) アティシャの学識について、ここで、一瞥すべきであろう。望月海慧氏は、以下

のように断じた。 
しかしながら、それ〔アティシャの唱えた「大中観」という考え〕は、中観思想

の批判性を骨抜きにするものであり、中観思想のコンテキストで彼の著作が引用

されることは極めて少ない。今回の事例では、彼は「大中観」という語を用いて

瑜伽行唯識思想と中観思想という相対立する思想体系の融合を試みたものの、そ

の思想は本来の思想体系が意図していたものとは異なるベクトルに進むことになっ

たといえる。(望月海慧「中観と唯識を融合する「大中観」とは何か：仏教思想

における相克と融和の一段面」『大崎学報』162, 2006, pp.92-93,〔 〕内は筆

者の補足、尚、この論文はネットで披見可能である) 
大中観に対する批判は、他にもある。袴谷憲昭氏は、以下のように批判的な指摘を

している。 
「中観」を標榜しながら「世の大勢に最もよく順応」する「反動の哲学」はや

はりありえたことは事実なのであって、これが端的に言えば、「大中観(dbu ma 
chen po)」と呼ばれるものの正体なのであり、この呼称を初めて用いた人こそア

ティーシャであり、そのことがチベットに禍を齎らすことにもなったと考えるの

で…」(袴谷憲昭「チベットにおけるインド仏教の継承」『岩浪講座 東洋思想 

第一一巻 チベット仏教』1989、所収、pp.131-132) 
さて望月氏は、アティシャの主著『菩提道灯論』の全訳を、最近、刊行し、序論に

おいて以下のように、ニュアンスの違う穏当な発言をしている。 

悪役クトゥン（木村）（70）

─ 302 ─



アティシャの思想的立場として確認できることは、中観思想を高く評価している

ものの、その前提となる儀軌や瞑想修行などの行に関するものは、瑜伽行唯識派

の文献に依拠している。さらに、密教行者でもあることから、顕教(波羅蜜乗)の上

に密教(真言乗)を位置づけている。彼の特定の著作を取り上げると、それ独自の

思想的立場を抽出することができるかもしれないが、すべての著作を総合的に考

察して彼の思想的立場を特定の学派に決定することは困難なのかもしれない。

(注 1) の望月本、p.15) 
アティシャの思想は、変幻自在で、掴みどころがない、という趣旨なのであろう。こ

こでの、望月氏の御意見は、中庸を得たものと言えよう。しかし、このようなアテ

ィシャの立場には、過去、既に、厳しい意見も出されている。松本史朗氏は、以下の

ようにいう。 
アティーシャとは、どの様な学説・思想をもつ人物であったのか。彼が中観派で

あったことは間違いないが、その学問的見識がどの程度のものであったかについ

ては、若干の疑念がある。…彼〔アティーシャ〕はむしろバーヴァヴィヴェーカ

を〔それを批判する〕チャンドラキールティやシャーンティデーヴァ Śāntideva
と同系列の人物とみなし、彼等を一様に尊敬しているのである。…筆者がこの様

にアティーシャのチャンドラキールティ観とバーヴァヴィヴェーカ観について多

言を弄するのは、チャンドラキールティの哲学を如何に解釈するかということが、

後期仏教伝播時代のチベットの仏教学にとって、きわめて重要な問題であったか

らである。彼〔アティーシャ〕のチャンドラキールティ尊重は、バーヴァヴィヴ

ェーカを捨ててチャンドラキールティを取るという様なものでなかったために、

彼自身の内部においても教理的に明確な形をとらず、従ってまたチベットの弟子

達にも正確に伝わらなかったと思われる。(松本史朗「チベットの仏教学」『東

洋学術研究』20-1,1981,pp.142-144、〔 〕内筆者の補足) 
更に、山口瑞鳳氏は、次の如く批判する。 

アティーシャは当時のチベット仏教を定まった方向に向けるのに重要な歴史的役

割を果たしたが、その著作に見られる論師としての能力は、残念ながら前の時代

のシャーンタラクシタやカマラシーラと同列に置かれるほどのものではなかった。

彼は中観仏教をもっとも評価すべきものとしていたが、チャンドラキールティ

(月称)に代表される帰謬
プ ラ ー

論証派
サ ン ギ カ

とバーヴァヴィヴェーカ系の自立
スヴァー

論証派
タ ン ト リ カ

との間で

どれほど見解に開きがあったかは理解していなかったらしく、二人を並べて言及

して気に留めることはなかった。(注 10) の山口本、p.226) 

少し時代は下るが、有能なチベット人学僧、ツルティム・ケサン氏は、以下のよう

に、疑念を表明している。 
結局のところ、アティーシャ自身はチャンドラキールティの宗を重視したとは言

えるが、彼自身の中観の立場が〔チャンドラキールティの属す〕「帰謬論証派」

のそれであったとは言えないようである。(ツルティム・ケサン(白館戒雲)「『中

観ウパデーシャ』のヴァスバンドゥ二人説とアティーシャの中観の見解」『印度

学仏教学研究』50-1,平成 13 年、p.302、〔 〕内筆者の補足) 
これらの御意見を参考にする限り、教理にうるさいクトゥンが、アティシャに不満

を抱くことは、十分予想出来る。たとえクトゥンが、癖のある人物で、アティシャ

に対して無礼な振る舞いをしたことが事実だとしても、教理的には筋道の通った反論

を展開した生真面目な人物と見なすことも可能なのである。ただ筆者は、残念なが

ら、極最近刊行された初期カダム派の動向を見直すような文献(『カダム全集』等)
まで、目を通していない(初期カダム思想を解明する上で、画期的な出版となった

『カダム全集』に関しては、加納和雄「ゴク・ロデンシェーラプ著『書簡・甘露の

滴』－校訂テクストと内容概観―」『高野山密教文化研究所紀要』20,2007,pp.(1)-
(58),同「ゴク・ロデンシェーラプ著『書簡・甘露の滴』―訳注篇―」『高野山密

教文化研究所紀要』22,2009,pp.(121)- (178)が一々の文献に詳しい。その意義につ

いては、吉水千鶴子「チベット仏教研究に新時代を開くか(『噶当文集』ほか)
『東方』332,2008,pp.20-23、同、「チベットの中観思想」『シリーズ大乗仏教 6 
空と中観』2012 所収,pp.169-196 参照)。故に、上記紹介の文に対する適切なコメ

ントも付せないのである。新しい文献を加味したと思われる最新の意見には、以下

のようなものがある。 
アティシャはカダム派の創設者ではなかったが、彼のチベットにおける布教活動

は、一時衰退したチベット仏教の復興に大きな役割を果たしたと言えよう。アティ

シャ自身は大衆部の具足戒を受け、顕
けん

密
みつ

を兼修し、無上瑜伽
む じ ょ う ゆ が

タントラを仏教の最

高位に置く学僧
がくそう

であった。しかしながら、アティシャが来訪した当時のチベット

は、高地
こ う ち

律
りつ

に加え、低地
て い ち

律
りつ

(「低地＝ツアンポ川の下流域」のカム地方から復興

したため、「低地律」と呼ばれる)も中央チベットに伝えられ、大乗仏教の研究

も徐々に進められていた。さらに、リンチェン・サンポをはじめとするインド留

学僧を通じ、新しい密教も紹介されつつあった。アティシャの布教活動を理解す

る上では、当時のこのような状況を看過すべきではない。…アティシャの意図し

たこと全てがチベットで受け入れられたとは言えないであろうが、アティシャの

（73）悪役クトゥン（木村）

アティシャの思想的立場として確認できることは、中観思想を高く評価している

ものの、その前提となる儀軌や瞑想修行などの行に関するものは、瑜伽行唯識派

の文献に依拠している。さらに、密教行者でもあることから、顕教(波羅蜜乗)の上

に密教(真言乗)を位置づけている。彼の特定の著作を取り上げると、それ独自の

思想的立場を抽出することができるかもしれないが、すべての著作を総合的に考

察して彼の思想的立場を特定の学派に決定することは困難なのかもしれない。

(注 1) の望月本、p.15) 
アティシャの思想は、変幻自在で、掴みどころがない、という趣旨なのであろう。こ

こでの、望月氏の御意見は、中庸を得たものと言えよう。しかし、このようなアテ

ィシャの立場には、過去、既に、厳しい意見も出されている。松本史朗氏は、以下の

ようにいう。 
アティーシャとは、どの様な学説・思想をもつ人物であったのか。彼が中観派で

あったことは間違いないが、その学問的見識がどの程度のものであったかについ

ては、若干の疑念がある。…彼〔アティーシャ〕はむしろバーヴァヴィヴェーカ

を〔それを批判する〕チャンドラキールティやシャーンティデーヴァ Śāntideva
と同系列の人物とみなし、彼等を一様に尊敬しているのである。…筆者がこの様

にアティーシャのチャンドラキールティ観とバーヴァヴィヴェーカ観について多

言を弄するのは、チャンドラキールティの哲学を如何に解釈するかということが、

後期仏教伝播時代のチベットの仏教学にとって、きわめて重要な問題であったか

らである。彼〔アティーシャ〕のチャンドラキールティ尊重は、バーヴァヴィヴ

ェーカを捨ててチャンドラキールティを取るという様なものでなかったために、

彼自身の内部においても教理的に明確な形をとらず、従ってまたチベットの弟子

達にも正確に伝わらなかったと思われる。(松本史朗「チベットの仏教学」『東

洋学術研究』20-1,1981,pp.142-144、〔 〕内筆者の補足) 
更に、山口瑞鳳氏は、次の如く批判する。 

アティーシャは当時のチベット仏教を定まった方向に向けるのに重要な歴史的役

割を果たしたが、その著作に見られる論師としての能力は、残念ながら前の時代

のシャーンタラクシタやカマラシーラと同列に置かれるほどのものではなかった。

彼は中観仏教をもっとも評価すべきものとしていたが、チャンドラキールティ

(月称)に代表される帰謬
プ ラ ー

論証派
サ ン ギ カ

とバーヴァヴィヴェーカ系の自立
スヴァー

論証派
タ ン ト リ カ

との間で

どれほど見解に開きがあったかは理解していなかったらしく、二人を並べて言及

して気に留めることはなかった。(注 10) の山口本、p.226) 

少し時代は下るが、有能なチベット人学僧、ツルティム・ケサン氏は、以下のよう

に、疑念を表明している。 
結局のところ、アティーシャ自身はチャンドラキールティの宗を重視したとは言

えるが、彼自身の中観の立場が〔チャンドラキールティの属す〕「帰謬論証派」

のそれであったとは言えないようである。(ツルティム・ケサン(白館戒雲)「『中

観ウパデーシャ』のヴァスバンドゥ二人説とアティーシャの中観の見解」『印度

学仏教学研究』50-1,平成 13 年、p.302、〔 〕内筆者の補足) 
これらの御意見を参考にする限り、教理にうるさいクトゥンが、アティシャに不満

を抱くことは、十分予想出来る。たとえクトゥンが、癖のある人物で、アティシャ

に対して無礼な振る舞いをしたことが事実だとしても、教理的には筋道の通った反論

を展開した生真面目な人物と見なすことも可能なのである。ただ筆者は、残念なが

ら、極最近刊行された初期カダム派の動向を見直すような文献(『カダム全集』等)
まで、目を通していない(初期カダム思想を解明する上で、画期的な出版となった

『カダム全集』に関しては、加納和雄「ゴク・ロデンシェーラプ著『書簡・甘露の

滴』－校訂テクストと内容概観―」『高野山密教文化研究所紀要』20,2007,pp.(1)-
(58),同「ゴク・ロデンシェーラプ著『書簡・甘露の滴』―訳注篇―」『高野山密

教文化研究所紀要』22,2009,pp.(121)- (178)が一々の文献に詳しい。その意義につ

いては、吉水千鶴子「チベット仏教研究に新時代を開くか(『噶当文集』ほか)
『東方』332,2008,pp.20-23、同、「チベットの中観思想」『シリーズ大乗仏教 6 
空と中観』2012 所収,pp.169-196 参照)。故に、上記紹介の文に対する適切なコメ

ントも付せないのである。新しい文献を加味したと思われる最新の意見には、以下

のようなものがある。 
アティシャはカダム派の創設者ではなかったが、彼のチベットにおける布教活動

は、一時衰退したチベット仏教の復興に大きな役割を果たしたと言えよう。アティ

シャ自身は大衆部の具足戒を受け、顕
けん

密
みつ

を兼修し、無上瑜伽
む じ ょ う ゆ が

タントラを仏教の最

高位に置く学僧
がくそう

であった。しかしながら、アティシャが来訪した当時のチベット

は、高地
こ う ち

律
りつ

に加え、低地
て い ち

律
りつ

(「低地＝ツアンポ川の下流域」のカム地方から復興

したため、「低地律」と呼ばれる)も中央チベットに伝えられ、大乗仏教の研究

も徐々に進められていた。さらに、リンチェン・サンポをはじめとするインド留

学僧を通じ、新しい密教も紹介されつつあった。アティシャの布教活動を理解す

る上では、当時のこのような状況を看過すべきではない。…アティシャの意図し

たこと全てがチベットで受け入れられたとは言えないであろうが、アティシャの

悪役クトゥン（木村）（72）
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アティシャの思想的立場として確認できることは、中観思想を高く評価している

ものの、その前提となる儀軌や瞑想修行などの行に関するものは、瑜伽行唯識派

の文献に依拠している。さらに、密教行者でもあることから、顕教(波羅蜜乗)の上

に密教(真言乗)を位置づけている。彼の特定の著作を取り上げると、それ独自の

思想的立場を抽出することができるかもしれないが、すべての著作を総合的に考

察して彼の思想的立場を特定の学派に決定することは困難なのかもしれない。

(注 1) の望月本、p.15) 
アティシャの思想は、変幻自在で、掴みどころがない、という趣旨なのであろう。こ

こでの、望月氏の御意見は、中庸を得たものと言えよう。しかし、このようなアテ

ィシャの立場には、過去、既に、厳しい意見も出されている。松本史朗氏は、以下の

ようにいう。 
アティーシャとは、どの様な学説・思想をもつ人物であったのか。彼が中観派で

あったことは間違いないが、その学問的見識がどの程度のものであったかについ

ては、若干の疑念がある。…彼〔アティーシャ〕はむしろバーヴァヴィヴェーカ

を〔それを批判する〕チャンドラキールティやシャーンティデーヴァ Śāntideva
と同系列の人物とみなし、彼等を一様に尊敬しているのである。…筆者がこの様

にアティーシャのチャンドラキールティ観とバーヴァヴィヴェーカ観について多

言を弄するのは、チャンドラキールティの哲学を如何に解釈するかということが、

後期仏教伝播時代のチベットの仏教学にとって、きわめて重要な問題であったか

らである。彼〔アティーシャ〕のチャンドラキールティ尊重は、バーヴァヴィヴ

ェーカを捨ててチャンドラキールティを取るという様なものでなかったために、

彼自身の内部においても教理的に明確な形をとらず、従ってまたチベットの弟子

達にも正確に伝わらなかったと思われる。(松本史朗「チベットの仏教学」『東

洋学術研究』20-1,1981,pp.142-144、〔 〕内筆者の補足) 
更に、山口瑞鳳氏は、次の如く批判する。 

アティーシャは当時のチベット仏教を定まった方向に向けるのに重要な歴史的役

割を果たしたが、その著作に見られる論師としての能力は、残念ながら前の時代

のシャーンタラクシタやカマラシーラと同列に置かれるほどのものではなかった。

彼は中観仏教をもっとも評価すべきものとしていたが、チャンドラキールティ

(月称)に代表される帰謬
プ ラ ー

論証派
サ ン ギ カ

とバーヴァヴィヴェーカ系の自立
スヴァー

論証派
タ ン ト リ カ

との間で

どれほど見解に開きがあったかは理解していなかったらしく、二人を並べて言及

して気に留めることはなかった。(注 10) の山口本、p.226) 

少し時代は下るが、有能なチベット人学僧、ツルティム・ケサン氏は、以下のよう

に、疑念を表明している。 
結局のところ、アティーシャ自身はチャンドラキールティの宗を重視したとは言

えるが、彼自身の中観の立場が〔チャンドラキールティの属す〕「帰謬論証派」

のそれであったとは言えないようである。(ツルティム・ケサン(白館戒雲)「『中

観ウパデーシャ』のヴァスバンドゥ二人説とアティーシャの中観の見解」『印度

学仏教学研究』50-1,平成 13 年、p.302、〔 〕内筆者の補足) 
これらの御意見を参考にする限り、教理にうるさいクトゥンが、アティシャに不満

を抱くことは、十分予想出来る。たとえクトゥンが、癖のある人物で、アティシャ

に対して無礼な振る舞いをしたことが事実だとしても、教理的には筋道の通った反論

を展開した生真面目な人物と見なすことも可能なのである。ただ筆者は、残念なが

ら、極最近刊行された初期カダム派の動向を見直すような文献(『カダム全集』等)
まで、目を通していない(初期カダム思想を解明する上で、画期的な出版となった

『カダム全集』に関しては、加納和雄「ゴク・ロデンシェーラプ著『書簡・甘露の

滴』－校訂テクストと内容概観―」『高野山密教文化研究所紀要』20,2007,pp.(1)-
(58),同「ゴク・ロデンシェーラプ著『書簡・甘露の滴』―訳注篇―」『高野山密

教文化研究所紀要』22,2009,pp.(121)- (178)が一々の文献に詳しい。その意義につ

いては、吉水千鶴子「チベット仏教研究に新時代を開くか(『噶当文集』ほか)
『東方』332,2008,pp.20-23、同、「チベットの中観思想」『シリーズ大乗仏教 6 
空と中観』2012 所収,pp.169-196 参照)。故に、上記紹介の文に対する適切なコメ

ントも付せないのである。新しい文献を加味したと思われる最新の意見には、以下

のようなものがある。 
アティシャはカダム派の創設者ではなかったが、彼のチベットにおける布教活動

は、一時衰退したチベット仏教の復興に大きな役割を果たしたと言えよう。アティ

シャ自身は大衆部の具足戒を受け、顕
けん

密
みつ

を兼修し、無上瑜伽
む じ ょ う ゆ が

タントラを仏教の最

高位に置く学僧
がくそう

であった。しかしながら、アティシャが来訪した当時のチベット

は、高地
こ う ち

律
りつ

に加え、低地
て い ち

律
りつ

(「低地＝ツアンポ川の下流域」のカム地方から復興

したため、「低地律」と呼ばれる)も中央チベットに伝えられ、大乗仏教の研究

も徐々に進められていた。さらに、リンチェン・サンポをはじめとするインド留

学僧を通じ、新しい密教も紹介されつつあった。アティシャの布教活動を理解す

る上では、当時のこのような状況を看過すべきではない。…アティシャの意図し

たこと全てがチベットで受け入れられたとは言えないであろうが、アティシャの

（73）悪役クトゥン（木村）

アティシャの思想的立場として確認できることは、中観思想を高く評価している

ものの、その前提となる儀軌や瞑想修行などの行に関するものは、瑜伽行唯識派

の文献に依拠している。さらに、密教行者でもあることから、顕教(波羅蜜乗)の上

に密教(真言乗)を位置づけている。彼の特定の著作を取り上げると、それ独自の

思想的立場を抽出することができるかもしれないが、すべての著作を総合的に考

察して彼の思想的立場を特定の学派に決定することは困難なのかもしれない。

(注 1) の望月本、p.15) 
アティシャの思想は、変幻自在で、掴みどころがない、という趣旨なのであろう。こ

こでの、望月氏の御意見は、中庸を得たものと言えよう。しかし、このようなアテ

ィシャの立場には、過去、既に、厳しい意見も出されている。松本史朗氏は、以下の

ようにいう。 
アティーシャとは、どの様な学説・思想をもつ人物であったのか。彼が中観派で

あったことは間違いないが、その学問的見識がどの程度のものであったかについ

ては、若干の疑念がある。…彼〔アティーシャ〕はむしろバーヴァヴィヴェーカ

を〔それを批判する〕チャンドラキールティやシャーンティデーヴァ Śāntideva
と同系列の人物とみなし、彼等を一様に尊敬しているのである。…筆者がこの様

にアティーシャのチャンドラキールティ観とバーヴァヴィヴェーカ観について多

言を弄するのは、チャンドラキールティの哲学を如何に解釈するかということが、

後期仏教伝播時代のチベットの仏教学にとって、きわめて重要な問題であったか

らである。彼〔アティーシャ〕のチャンドラキールティ尊重は、バーヴァヴィヴ

ェーカを捨ててチャンドラキールティを取るという様なものでなかったために、

彼自身の内部においても教理的に明確な形をとらず、従ってまたチベットの弟子

達にも正確に伝わらなかったと思われる。(松本史朗「チベットの仏教学」『東

洋学術研究』20-1,1981,pp.142-144、〔 〕内筆者の補足) 
更に、山口瑞鳳氏は、次の如く批判する。 

アティーシャは当時のチベット仏教を定まった方向に向けるのに重要な歴史的役

割を果たしたが、その著作に見られる論師としての能力は、残念ながら前の時代

のシャーンタラクシタやカマラシーラと同列に置かれるほどのものではなかった。

彼は中観仏教をもっとも評価すべきものとしていたが、チャンドラキールティ

(月称)に代表される帰謬
プ ラ ー

論証派
サ ン ギ カ

とバーヴァヴィヴェーカ系の自立
スヴァー

論証派
タ ン ト リ カ

との間で

どれほど見解に開きがあったかは理解していなかったらしく、二人を並べて言及

して気に留めることはなかった。(注 10) の山口本、p.226) 

少し時代は下るが、有能なチベット人学僧、ツルティム・ケサン氏は、以下のよう

に、疑念を表明している。 
結局のところ、アティーシャ自身はチャンドラキールティの宗を重視したとは言

えるが、彼自身の中観の立場が〔チャンドラキールティの属す〕「帰謬論証派」

のそれであったとは言えないようである。(ツルティム・ケサン(白館戒雲)「『中

観ウパデーシャ』のヴァスバンドゥ二人説とアティーシャの中観の見解」『印度

学仏教学研究』50-1,平成 13 年、p.302、〔 〕内筆者の補足) 
これらの御意見を参考にする限り、教理にうるさいクトゥンが、アティシャに不満

を抱くことは、十分予想出来る。たとえクトゥンが、癖のある人物で、アティシャ

に対して無礼な振る舞いをしたことが事実だとしても、教理的には筋道の通った反論

を展開した生真面目な人物と見なすことも可能なのである。ただ筆者は、残念なが

ら、極最近刊行された初期カダム派の動向を見直すような文献(『カダム全集』等)
まで、目を通していない(初期カダム思想を解明する上で、画期的な出版となった

『カダム全集』に関しては、加納和雄「ゴク・ロデンシェーラプ著『書簡・甘露の

滴』－校訂テクストと内容概観―」『高野山密教文化研究所紀要』20,2007,pp.(1)-
(58),同「ゴク・ロデンシェーラプ著『書簡・甘露の滴』―訳注篇―」『高野山密

教文化研究所紀要』22,2009,pp.(121)- (178)が一々の文献に詳しい。その意義につ

いては、吉水千鶴子「チベット仏教研究に新時代を開くか(『噶当文集』ほか)
『東方』332,2008,pp.20-23、同、「チベットの中観思想」『シリーズ大乗仏教 6 
空と中観』2012 所収,pp.169-196 参照)。故に、上記紹介の文に対する適切なコメ

ントも付せないのである。新しい文献を加味したと思われる最新の意見には、以下

のようなものがある。 
アティシャはカダム派の創設者ではなかったが、彼のチベットにおける布教活動

は、一時衰退したチベット仏教の復興に大きな役割を果たしたと言えよう。アティ

シャ自身は大衆部の具足戒を受け、顕
けん

密
みつ

を兼修し、無上瑜伽
む じ ょ う ゆ が

タントラを仏教の最

高位に置く学僧
がくそう

であった。しかしながら、アティシャが来訪した当時のチベット

は、高地
こ う ち

律
りつ

に加え、低地
て い ち

律
りつ

(「低地＝ツアンポ川の下流域」のカム地方から復興

したため、「低地律」と呼ばれる)も中央チベットに伝えられ、大乗仏教の研究

も徐々に進められていた。さらに、リンチェン・サンポをはじめとするインド留

学僧を通じ、新しい密教も紹介されつつあった。アティシャの布教活動を理解す

る上では、当時のこのような状況を看過すべきではない。…アティシャの意図し

たこと全てがチベットで受け入れられたとは言えないであろうが、アティシャの

悪役クトゥン（木村）（72）
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活動はチベット仏教史上、多くの点でその重要性が指摘される。彼はニェタンで

没するまで、チベット各地で種々の法を説き、後継者の育成に努めた。アティシ

ャの主要な功績としては、バーヴィヴェーカ(清弁)の中観説の紹介、顕密の多く

の仏典翻訳、『現観荘厳論』の講説、ダムガク派に継承される密教説の説示など

が挙げられるが、最も重要なものは『菩提道灯論』の著作であろう。…同書の重

要性は、三乗
じょう

(小乗・大乗・密教)を組織的に体系化し、菩提に至るプロセスを

提示したこと、すなわち「一切
いっさい

の教えが矛盾なく理解され、聖典は余すところな

く教誡として現れ、仏の密
みつ

意
い

が容易に得られる(近道)」というラムリム(道次第)
の体系に先行する原初的な構造を示したことにあると考えられる。(福田洋一・

伏見英俊「宗派概説」『新アジア仏教史 09 チベット 須弥山の世界』平成 22
年、所収、pp.150-152) 

ここには、アティシャの教理理解を断罪するような視点はなく、むしろその総合性

を讃える趣きがある。驚いたことに、このような見解は、大分以前、ある大学者の

示したものと同じである。長尾雅人氏は、こう述べていた。 
アティーシャは幼少の時に密教(金剛乗)に入門したが、長じてからはナーランダ

の学問寺その他において、広く小乗も大乗の菩薩道も学んだと伝えられている。

密教化の全く進んだ時代ではあったが、顕密の両教に関してはバランスのよく取

れた思想の持ち主であったらしく見える。チベットに来てからは、特にチベット

人のために『菩提道灯論』その他の小論を多数述作して三乗を統一した大乗を鼓

吹し、また戒律の重要性を説いて、堕落した密教の浄化をはかった。(長尾雅人

「チベット仏教概観」『岩波講座東洋思想 第一一巻 チベット仏教』1989,p.9) 
更に、ある現代チベット人の見方も、これと軌を一にしている。つまり、総合性の

評価である。トゥプテン・ジンパ氏は、こういう。 
恐らく、ブッダのすべての教えの心髄を、唯一の菩薩道の枠組みの中に、盛り込

む才を、もっぱら、讃えられたのがアティシャである。彼の『菩提道灯論』は、

彼のいう「三士」または「三能」―初、中、上―に適う修業の中に、仏教の全蓄

積を整理している。(Tr. by Thupten Jinpa; The Book of Kadam The Core 
Texts, Attributed to Atiśa and Dromtön, Boston, 2008, Introduction, p.4) 

このように、諸研究者の意見もまちまちで、筆者などは戸惑いを覚えるばかりであ

る。我々としては、出来る限りの御意見を参照し、自分で原典を精読して、その当

否を伺い、判断は、後回しにするしかないのである。教理的に、最新の論考と思わ

れるものに、宮崎泉氏のものがある。またも、長い引用になるが、重要なので引い

ておこう。氏は、こういう。 
アティシャがチャンドラキールティを高く評価することは事実であるが、それは

空性の論証方法などによる中観派内部の区分に基づくものではなかった。アティ

シャがチャンドラキールティを一段高く評価する面があるとしても、バーヴィヴ

ェーカも同時に評価する。ブッダパーリタをバーヴィヴェーカが、あるいは、

バーヴィヴェーカをチャンドラキールティが批判していたとしても、アティシャ

はそれに注意を払わずすべての中観派論師を一括りに中観派と捉える。アティシ

ャは空性の論証方法の違いには重きを置かず、唯識派に対立するものとして中観

派を総合的に捉え、その中で特に自らの法統としてナーガールジュナ、アーリヤ

デーヴァ、チャンドラキールティ、バーヴィヴェーカ、シャーンティデーヴァに

言及するのである。そこには自立論証派や帰謬論証派といった区分は存在せず、

方法論的な自覚があったバーヴィヴェーカやチャンドラキールティらとはまった

く違った態度といえるであろう。アティシャがそのような態度を取る理由のひと

つにアティシャの時代認識が挙げられる。五濁にまみれた時代に瑣末な議論に時

間を費やす余裕はないという考えである。しかし、その時代認識だけを理由にチ

ャンドラキールティとバーヴィヴェーカを一括りに扱うこともまた不可能であろ

う。アティシャにとってはやはり何らかの形でその対立が解消していたはずであ

ると考えざるを得ない。その際『中観宝灯論』が参考になることはこれまでの研

究で指摘されてきたが、『中観宝灯論』自体が十分に検討されたとは言い難いの

が現状であり、『中観宝灯論』との関係はなお検討が必要である。(注 1) の宮崎

論文 pp.160-161) 
この宮崎氏の意見と、注の冒頭に挙げた望月氏の意見も、筆者には異なるように思

われる。宮崎氏は「アティシャは、中観を唯識の上に位置付ける」という趣旨を説

くのに対し、望月氏は「アティシャは、中観と唯識を総合した」とする。甲論乙駁

するのは、それだけ、事が重要だという証拠なのであろう。筆者は、この分野で

は、小僧同然の未熟者であるが、興味はそそられる。クトゥンやアティシャにまつ

わる状況の鍵を握るのは、とかく脚光を浴びるドムトゥンではなく、ゴク・レク

ペーシェーラプ辺りではないか、という気はしている。なぜなら、彼こそインド仏

教とチベット仏教の長所と欠点を意識していた人物のような気がするからである。

彼は、身近に、アティシャとクトゥンを見ていて、夫々の長短を理解したのだろ

う。後に、彼は、チベット学問寺を代表するサンプ寺を創建し、甥のゴク・ローデ

ンシェーラプ(nGog blo ldan shes rab,1059-1109)をインド留学させるが、サンプ

（75）悪役クトゥン（木村）

活動はチベット仏教史上、多くの点でその重要性が指摘される。彼はニェタンで

没するまで、チベット各地で種々の法を説き、後継者の育成に努めた。アティシ

ャの主要な功績としては、バーヴィヴェーカ(清弁)の中観説の紹介、顕密の多く

の仏典翻訳、『現観荘厳論』の講説、ダムガク派に継承される密教説の説示など

が挙げられるが、最も重要なものは『菩提道灯論』の著作であろう。…同書の重

要性は、三乗
じょう

(小乗・大乗・密教)を組織的に体系化し、菩提に至るプロセスを

提示したこと、すなわち「一切
いっさい

の教えが矛盾なく理解され、聖典は余すところな

く教誡として現れ、仏の密
みつ

意
い

が容易に得られる(近道)」というラムリム(道次第)
の体系に先行する原初的な構造を示したことにあると考えられる。(福田洋一・

伏見英俊「宗派概説」『新アジア仏教史 09 チベット 須弥山の世界』平成 22
年、所収、pp.150-152) 

ここには、アティシャの教理理解を断罪するような視点はなく、むしろその総合性

を讃える趣きがある。驚いたことに、このような見解は、大分以前、ある大学者の

示したものと同じである。長尾雅人氏は、こう述べていた。 
アティーシャは幼少の時に密教(金剛乗)に入門したが、長じてからはナーランダ

の学問寺その他において、広く小乗も大乗の菩薩道も学んだと伝えられている。

密教化の全く進んだ時代ではあったが、顕密の両教に関してはバランスのよく取

れた思想の持ち主であったらしく見える。チベットに来てからは、特にチベット

人のために『菩提道灯論』その他の小論を多数述作して三乗を統一した大乗を鼓

吹し、また戒律の重要性を説いて、堕落した密教の浄化をはかった。(長尾雅人

「チベット仏教概観」『岩波講座東洋思想 第一一巻 チベット仏教』1989,p.9) 
更に、ある現代チベット人の見方も、これと軌を一にしている。つまり、総合性の

評価である。トゥプテン・ジンパ氏は、こういう。 
恐らく、ブッダのすべての教えの心髄を、唯一の菩薩道の枠組みの中に、盛り込

む才を、もっぱら、讃えられたのがアティシャである。彼の『菩提道灯論』は、

彼のいう「三士」または「三能」―初、中、上―に適う修業の中に、仏教の全蓄

積を整理している。(Tr. by Thupten Jinpa; The Book of Kadam The Core 
Texts, Attributed to Atiśa and Dromtön, Boston, 2008, Introduction, p.4) 

このように、諸研究者の意見もまちまちで、筆者などは戸惑いを覚えるばかりであ

る。我々としては、出来る限りの御意見を参照し、自分で原典を精読して、その当

否を伺い、判断は、後回しにするしかないのである。教理的に、最新の論考と思わ

れるものに、宮崎泉氏のものがある。またも、長い引用になるが、重要なので引い

ておこう。氏は、こういう。 
アティシャがチャンドラキールティを高く評価することは事実であるが、それは

空性の論証方法などによる中観派内部の区分に基づくものではなかった。アティ

シャがチャンドラキールティを一段高く評価する面があるとしても、バーヴィヴ

ェーカも同時に評価する。ブッダパーリタをバーヴィヴェーカが、あるいは、

バーヴィヴェーカをチャンドラキールティが批判していたとしても、アティシャ

はそれに注意を払わずすべての中観派論師を一括りに中観派と捉える。アティシ

ャは空性の論証方法の違いには重きを置かず、唯識派に対立するものとして中観

派を総合的に捉え、その中で特に自らの法統としてナーガールジュナ、アーリヤ

デーヴァ、チャンドラキールティ、バーヴィヴェーカ、シャーンティデーヴァに

言及するのである。そこには自立論証派や帰謬論証派といった区分は存在せず、

方法論的な自覚があったバーヴィヴェーカやチャンドラキールティらとはまった

く違った態度といえるであろう。アティシャがそのような態度を取る理由のひと

つにアティシャの時代認識が挙げられる。五濁にまみれた時代に瑣末な議論に時

間を費やす余裕はないという考えである。しかし、その時代認識だけを理由にチ

ャンドラキールティとバーヴィヴェーカを一括りに扱うこともまた不可能であろ

う。アティシャにとってはやはり何らかの形でその対立が解消していたはずであ

ると考えざるを得ない。その際『中観宝灯論』が参考になることはこれまでの研

究で指摘されてきたが、『中観宝灯論』自体が十分に検討されたとは言い難いの

が現状であり、『中観宝灯論』との関係はなお検討が必要である。(注 1) の宮崎

論文 pp.160-161) 
この宮崎氏の意見と、注の冒頭に挙げた望月氏の意見も、筆者には異なるように思

われる。宮崎氏は「アティシャは、中観を唯識の上に位置付ける」という趣旨を説

くのに対し、望月氏は「アティシャは、中観と唯識を総合した」とする。甲論乙駁

するのは、それだけ、事が重要だという証拠なのであろう。筆者は、この分野で

は、小僧同然の未熟者であるが、興味はそそられる。クトゥンやアティシャにまつ

わる状況の鍵を握るのは、とかく脚光を浴びるドムトゥンではなく、ゴク・レク

ペーシェーラプ辺りではないか、という気はしている。なぜなら、彼こそインド仏

教とチベット仏教の長所と欠点を意識していた人物のような気がするからである。

彼は、身近に、アティシャとクトゥンを見ていて、夫々の長短を理解したのだろ

う。後に、彼は、チベット学問寺を代表するサンプ寺を創建し、甥のゴク・ローデ

ンシェーラプ(nGog blo ldan shes rab,1059-1109)をインド留学させるが、サンプ
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の学問寺その他において、広く小乗も大乗の菩薩道も学んだと伝えられている。

密教化の全く進んだ時代ではあったが、顕密の両教に関してはバランスのよく取

れた思想の持ち主であったらしく見える。チベットに来てからは、特にチベット

人のために『菩提道灯論』その他の小論を多数述作して三乗を統一した大乗を鼓
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更に、ある現代チベット人の見方も、これと軌を一にしている。つまり、総合性の

評価である。トゥプテン・ジンパ氏は、こういう。 
恐らく、ブッダのすべての教えの心髄を、唯一の菩薩道の枠組みの中に、盛り込
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積を整理している。(Tr. by Thupten Jinpa; The Book of Kadam The Core 
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否を伺い、判断は、後回しにするしかないのである。教理的に、最新の論考と思わ
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更に、ある現代チベット人の見方も、これと軌を一にしている。つまり、総合性の

評価である。トゥプテン・ジンパ氏は、こういう。 
恐らく、ブッダのすべての教えの心髄を、唯一の菩薩道の枠組みの中に、盛り込
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積を整理している。(Tr. by Thupten Jinpa; The Book of Kadam The Core 
Texts, Attributed to Atiśa and Dromtön, Boston, 2008, Introduction, p.4) 

このように、諸研究者の意見もまちまちで、筆者などは戸惑いを覚えるばかりであ

る。我々としては、出来る限りの御意見を参照し、自分で原典を精読して、その当

否を伺い、判断は、後回しにするしかないのである。教理的に、最新の論考と思わ

れるものに、宮崎泉氏のものがある。またも、長い引用になるが、重要なので引い

ておこう。氏は、こういう。 
アティシャがチャンドラキールティを高く評価することは事実であるが、それは

空性の論証方法などによる中観派内部の区分に基づくものではなかった。アティ

シャがチャンドラキールティを一段高く評価する面があるとしても、バーヴィヴ

ェーカも同時に評価する。ブッダパーリタをバーヴィヴェーカが、あるいは、

バーヴィヴェーカをチャンドラキールティが批判していたとしても、アティシャ

はそれに注意を払わずすべての中観派論師を一括りに中観派と捉える。アティシ

ャは空性の論証方法の違いには重きを置かず、唯識派に対立するものとして中観

派を総合的に捉え、その中で特に自らの法統としてナーガールジュナ、アーリヤ

デーヴァ、チャンドラキールティ、バーヴィヴェーカ、シャーンティデーヴァに

言及するのである。そこには自立論証派や帰謬論証派といった区分は存在せず、

方法論的な自覚があったバーヴィヴェーカやチャンドラキールティらとはまった

く違った態度といえるであろう。アティシャがそのような態度を取る理由のひと

つにアティシャの時代認識が挙げられる。五濁にまみれた時代に瑣末な議論に時

間を費やす余裕はないという考えである。しかし、その時代認識だけを理由にチ

ャンドラキールティとバーヴィヴェーカを一括りに扱うこともまた不可能であろ

う。アティシャにとってはやはり何らかの形でその対立が解消していたはずであ

ると考えざるを得ない。その際『中観宝灯論』が参考になることはこれまでの研

究で指摘されてきたが、『中観宝灯論』自体が十分に検討されたとは言い難いの

が現状であり、『中観宝灯論』との関係はなお検討が必要である。(注 1) の宮崎

論文 pp.160-161) 
この宮崎氏の意見と、注の冒頭に挙げた望月氏の意見も、筆者には異なるように思

われる。宮崎氏は「アティシャは、中観を唯識の上に位置付ける」という趣旨を説

くのに対し、望月氏は「アティシャは、中観と唯識を総合した」とする。甲論乙駁

するのは、それだけ、事が重要だという証拠なのであろう。筆者は、この分野で

は、小僧同然の未熟者であるが、興味はそそられる。クトゥンやアティシャにまつ

わる状況の鍵を握るのは、とかく脚光を浴びるドムトゥンではなく、ゴク・レク

ペーシェーラプ辺りではないか、という気はしている。なぜなら、彼こそインド仏

教とチベット仏教の長所と欠点を意識していた人物のような気がするからである。

彼は、身近に、アティシャとクトゥンを見ていて、夫々の長短を理解したのだろ

う。後に、彼は、チベット学問寺を代表するサンプ寺を創建し、甥のゴク・ローデ

ンシェーラプ(nGog blo ldan shes rab,1059-1109)をインド留学させるが、サンプ

悪役クトゥン（木村）（74）
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寺の教学は、インド仏教の枠組みを超えて発展して行った経緯がある(例えば「定

義」の問題がある。インドでは「定義」「被定義」の 2 項で済ますが、チベットで

は 3 項にする。これについては拙稿「チベット仏教における定義」『駒澤短期大学

仏教論集』4,1998,p.172-245 参照)つまり、インド仏教に目配りし、しかもチベッ

ト的な発展を加えたのはゴク・レクペーシェーラプの指導のように思えるのだ。従

って、今後、この種の問題を扱うことがあるとすれば、彼を探ることになりそうで

ある。このようなインド仏教とチベット仏教の関係を目にすると、筆者は日本の源

信(942-1017)と中国の四明知礼(960-1028)との関わりを思わずにはいられない。ど

ちらもその国を代表する天台学僧である。 
次に、その辺りの研究を紹介しておこう。安藤俊雄氏は、以下のようなあらましを

述べておられる。 
源信から提出した二十七問目と知礼が与えた答決はいずれも当時の日中天台学界

の研究活動の状況を表示するものである。問目について云えば、日本天台の開創

者である伝教大師最澄以来、日本天台にとって中国天台は発祥の母胎として権威

をもつものとして別格視され、慈覚大師円仁のごとく日本側に生じた学問上の疑

問についてその裁決を中国天台に仰ぐという慣習が昔から続いており、知礼の問

目二十七条の提出もかかる慣習にしたがったものと推定される。…源信の当時の

日本の天台学が、日本特有の本覚思想の飛躍的な展開を遂げたと同時に、他面に

おいて天台教籍の精密な原典学的研究も精力的に行っていた最中であったことが

知られる。伝によれば慈慧僧正の門下で源信と同学であった安海(八八二―？)は
幼少の頃から比叡山の学僧たちの議論に異常な関心を寄せ、それが動機となって

比叡山に登って出家したと伝えられているだけに、源信の二十七条の問目を見て

自ら上中下の三答を作り、衆徒に対して知礼の答釈が彼の作った三種の解答を出

ざるべしと予言し、のちに知礼の答釈を見て予言が的中したという。(安藤俊雄

「恵心僧都と四明知礼―趙宋期における日中天台の交流―」『天台学論集』昭和

50 年所収、pp.451-452) 
また、池田魯参氏は、交わした問答について、次のようにいう。 

殊に彼此における『起信論』研究の實態(七問答。二三問答)あるいは「卽身成佛」

義(二一問答)に關する理解において對照的な立場の相違がみられ、源信の側にお

ける『倶舎』『婆沙』の精緻な研究の背景をおもわせる問答となっている。(池
田魯参「四明知禮の生涯と著述」『東洋文化研究所紀要』100、1986,p.211,尚こ

の論文はネットで披見可能) 

これらの記述にアティシャとクトゥンを重ねてみたくなるのである。 
33) 注 10) の山口本、p.226、この指摘を裏書きするような記述を、『青史』から引

用しておこう。 
チャンチュプウー(Byang chub ‘od)のお考えでは、「このチベット国では、出家

者は沢山だが、秘密乗(sngags)において、合一〔＝性瑜伽〕(sbyor)と〔呪殺によ

る〕解脱(sgrol)等を、誤って行ずる者が、多く、見られる」のです。そして、そ

れを行じなくとも、空性(stong nyid, śūnyatā)ただ 1 つのみで、成仏する

(’tshang rgya)と言って、大いに説く者や、更に、〔出家者の規律である〕波羅

提木叉(so sor thar ba, pratimokśa)の教示(bstan pa)は、広がっても、菩薩行

(chan chub sems dpa’i spyod,bodhisattvacarā)を学ぶ者は、僅かであると〔チ

ャンチュプウーは〕ご覧になりましたから、それらの咎を鎮める偉大な賢者たる

方(zhig)を探したいとお望みになった時、「以前招いた賢者達も、各部門(sgo)で、

取り分け、優秀(’phags pa, ārya)なのだけれども、チベット地域(bod khams)全
体に利益を生じないので、かのアティシャ師を招いたならば、それらの誤りを是

正することが出来るし、教示について益するところ(zhig)となろう」とお考えに

なって、おられましたが、(注 6) の羽田野本 p.73、Roerich 本 p.245 を参照した) 

byang chub ‘od kyi dgongs pa la/bod kyi yul ‘di na rab tu byung ba mang 
yang/sngag la sbyor sgrol la sogs pa log par spyod pa mang po snang ba 
dang/de mi spyod kyang stong pa nyid gcig pu kho nas ‘tsang rgya zhes zer 
zhing mang du ston pa dang/so sor thar pa’i bstan pa dar yang byang chub 
sems dpa’i spyod pa la slob pa nyung bar gzigs nas/nyes pa de rnams zhi bar 
byed pa’i pandi ta chen po zhig btsal bar bzhed pa la/sngar spyan drangs pa’i 
pandi ta rnams kyang sgo gor khyad par du ‘phags mod kyi/bod khams spyi 
pa phan pa ma byung bas/jo bo rje de spyan ’drongs na/log pa de rnams sun 
dbyung bar nus shing/bstan pa la phan pa zhig ‘ong bar dgongs nas yod pa 
la/(p.300,l.14-p.301,l.4) 

尚、チャンチュプウーについては、注 10) の山口本 p.54 参照、また、注 3) の井

内・吉水本 p.43 にもアティシャ招来に至った似たような様子が描かれている。 

 
テキスト 
☆『カダム明灯史』TBRC Work Number 23748,CD-R の電子テキスト 

原田悟「レーチェン＝クンガーゲルツエン著『カーダム法源明灯』考」(1)『印度

（77）悪役クトゥン（木村）

寺の教学は、インド仏教の枠組みを超えて発展して行った経緯がある(例えば「定

義」の問題がある。インドでは「定義」「被定義」の 2 項で済ますが、チベットで

は 3 項にする。これについては拙稿「チベット仏教における定義」『駒澤短期大学

仏教論集』4,1998,p.172-245 参照)つまり、インド仏教に目配りし、しかもチベッ

ト的な発展を加えたのはゴク・レクペーシェーラプの指導のように思えるのだ。従

って、今後、この種の問題を扱うことがあるとすれば、彼を探ることになりそうで

ある。このようなインド仏教とチベット仏教の関係を目にすると、筆者は日本の源

信(942-1017)と中国の四明知礼(960-1028)との関わりを思わずにはいられない。ど

ちらもその国を代表する天台学僧である。 
次に、その辺りの研究を紹介しておこう。安藤俊雄氏は、以下のようなあらましを

述べておられる。 
源信から提出した二十七問目と知礼が与えた答決はいずれも当時の日中天台学界

の研究活動の状況を表示するものである。問目について云えば、日本天台の開創

者である伝教大師最澄以来、日本天台にとって中国天台は発祥の母胎として権威

をもつものとして別格視され、慈覚大師円仁のごとく日本側に生じた学問上の疑

問についてその裁決を中国天台に仰ぐという慣習が昔から続いており、知礼の問

目二十七条の提出もかかる慣習にしたがったものと推定される。…源信の当時の

日本の天台学が、日本特有の本覚思想の飛躍的な展開を遂げたと同時に、他面に

おいて天台教籍の精密な原典学的研究も精力的に行っていた最中であったことが

知られる。伝によれば慈慧僧正の門下で源信と同学であった安海(八八二―？)は
幼少の頃から比叡山の学僧たちの議論に異常な関心を寄せ、それが動機となって

比叡山に登って出家したと伝えられているだけに、源信の二十七条の問目を見て

自ら上中下の三答を作り、衆徒に対して知礼の答釈が彼の作った三種の解答を出

ざるべしと予言し、のちに知礼の答釈を見て予言が的中したという。(安藤俊雄

「恵心僧都と四明知礼―趙宋期における日中天台の交流―」『天台学論集』昭和

50 年所収、pp.451-452) 
また、池田魯参氏は、交わした問答について、次のようにいう。 

殊に彼此における『起信論』研究の實態(七問答。二三問答)あるいは「卽身成佛」

義(二一問答)に關する理解において對照的な立場の相違がみられ、源信の側にお

ける『倶舎』『婆沙』の精緻な研究の背景をおもわせる問答となっている。(池
田魯参「四明知禮の生涯と著述」『東洋文化研究所紀要』100、1986,p.211,尚こ

の論文はネットで披見可能) 

これらの記述にアティシャとクトゥンを重ねてみたくなるのである。 
33) 注 10) の山口本、p.226、この指摘を裏書きするような記述を、『青史』から引

用しておこう。 
チャンチュプウー(Byang chub ‘od)のお考えでは、「このチベット国では、出家

者は沢山だが、秘密乗(sngags)において、合一〔＝性瑜伽〕(sbyor)と〔呪殺によ

る〕解脱(sgrol)等を、誤って行ずる者が、多く、見られる」のです。そして、そ

れを行じなくとも、空性(stong nyid, śūnyatā)ただ 1 つのみで、成仏する

(’tshang rgya)と言って、大いに説く者や、更に、〔出家者の規律である〕波羅

提木叉(so sor thar ba, pratimokśa)の教示(bstan pa)は、広がっても、菩薩行

(chan chub sems dpa’i spyod,bodhisattvacarā)を学ぶ者は、僅かであると〔チ

ャンチュプウーは〕ご覧になりましたから、それらの咎を鎮める偉大な賢者たる

方(zhig)を探したいとお望みになった時、「以前招いた賢者達も、各部門(sgo)で、

取り分け、優秀(’phags pa, ārya)なのだけれども、チベット地域(bod khams)全
体に利益を生じないので、かのアティシャ師を招いたならば、それらの誤りを是

正することが出来るし、教示について益するところ(zhig)となろう」とお考えに

なって、おられましたが、(注 6) の羽田野本 p.73、Roerich 本 p.245 を参照した) 

byang chub ‘od kyi dgongs pa la/bod kyi yul ‘di na rab tu byung ba mang 
yang/sngag la sbyor sgrol la sogs pa log par spyod pa mang po snang ba 
dang/de mi spyod kyang stong pa nyid gcig pu kho nas ‘tsang rgya zhes zer 
zhing mang du ston pa dang/so sor thar pa’i bstan pa dar yang byang chub 
sems dpa’i spyod pa la slob pa nyung bar gzigs nas/nyes pa de rnams zhi bar 
byed pa’i pandi ta chen po zhig btsal bar bzhed pa la/sngar spyan drangs pa’i 
pandi ta rnams kyang sgo gor khyad par du ‘phags mod kyi/bod khams spyi 
pa phan pa ma byung bas/jo bo rje de spyan ’drongs na/log pa de rnams sun 
dbyung bar nus shing/bstan pa la phan pa zhig ‘ong bar dgongs nas yod pa 
la/(p.300,l.14-p.301,l.4) 

尚、チャンチュプウーについては、注 10) の山口本 p.54 参照、また、注 3) の井

内・吉水本 p.43 にもアティシャ招来に至った似たような様子が描かれている。 
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寺の教学は、インド仏教の枠組みを超えて発展して行った経緯がある(例えば「定

義」の問題がある。インドでは「定義」「被定義」の 2 項で済ますが、チベットで

は 3 項にする。これについては拙稿「チベット仏教における定義」『駒澤短期大学

仏教論集』4,1998,p.172-245 参照)つまり、インド仏教に目配りし、しかもチベッ

ト的な発展を加えたのはゴク・レクペーシェーラプの指導のように思えるのだ。従

って、今後、この種の問題を扱うことがあるとすれば、彼を探ることになりそうで

ある。このようなインド仏教とチベット仏教の関係を目にすると、筆者は日本の源

信(942-1017)と中国の四明知礼(960-1028)との関わりを思わずにはいられない。ど

ちらもその国を代表する天台学僧である。 
次に、その辺りの研究を紹介しておこう。安藤俊雄氏は、以下のようなあらましを

述べておられる。 
源信から提出した二十七問目と知礼が与えた答決はいずれも当時の日中天台学界

の研究活動の状況を表示するものである。問目について云えば、日本天台の開創

者である伝教大師最澄以来、日本天台にとって中国天台は発祥の母胎として権威

をもつものとして別格視され、慈覚大師円仁のごとく日本側に生じた学問上の疑

問についてその裁決を中国天台に仰ぐという慣習が昔から続いており、知礼の問

目二十七条の提出もかかる慣習にしたがったものと推定される。…源信の当時の

日本の天台学が、日本特有の本覚思想の飛躍的な展開を遂げたと同時に、他面に

おいて天台教籍の精密な原典学的研究も精力的に行っていた最中であったことが

知られる。伝によれば慈慧僧正の門下で源信と同学であった安海(八八二―？)は
幼少の頃から比叡山の学僧たちの議論に異常な関心を寄せ、それが動機となって

比叡山に登って出家したと伝えられているだけに、源信の二十七条の問目を見て

自ら上中下の三答を作り、衆徒に対して知礼の答釈が彼の作った三種の解答を出

ざるべしと予言し、のちに知礼の答釈を見て予言が的中したという。(安藤俊雄

「恵心僧都と四明知礼―趙宋期における日中天台の交流―」『天台学論集』昭和

50 年所収、pp.451-452) 
また、池田魯参氏は、交わした問答について、次のようにいう。 

殊に彼此における『起信論』研究の實態(七問答。二三問答)あるいは「卽身成佛」

義(二一問答)に關する理解において對照的な立場の相違がみられ、源信の側にお

ける『倶舎』『婆沙』の精緻な研究の背景をおもわせる問答となっている。(池
田魯参「四明知禮の生涯と著述」『東洋文化研究所紀要』100、1986,p.211,尚こ

の論文はネットで披見可能) 

これらの記述にアティシャとクトゥンを重ねてみたくなるのである。 
33) 注 10) の山口本、p.226、この指摘を裏書きするような記述を、『青史』から引

用しておこう。 
チャンチュプウー(Byang chub ‘od)のお考えでは、「このチベット国では、出家

者は沢山だが、秘密乗(sngags)において、合一〔＝性瑜伽〕(sbyor)と〔呪殺によ

る〕解脱(sgrol)等を、誤って行ずる者が、多く、見られる」のです。そして、そ

れを行じなくとも、空性(stong nyid, śūnyatā)ただ 1 つのみで、成仏する

(’tshang rgya)と言って、大いに説く者や、更に、〔出家者の規律である〕波羅

提木叉(so sor thar ba, pratimokśa)の教示(bstan pa)は、広がっても、菩薩行

(chan chub sems dpa’i spyod,bodhisattvacarā)を学ぶ者は、僅かであると〔チ

ャンチュプウーは〕ご覧になりましたから、それらの咎を鎮める偉大な賢者たる

方(zhig)を探したいとお望みになった時、「以前招いた賢者達も、各部門(sgo)で、

取り分け、優秀(’phags pa, ārya)なのだけれども、チベット地域(bod khams)全
体に利益を生じないので、かのアティシャ師を招いたならば、それらの誤りを是

正することが出来るし、教示について益するところ(zhig)となろう」とお考えに

なって、おられましたが、(注 6) の羽田野本 p.73、Roerich 本 p.245 を参照した) 

byang chub ‘od kyi dgongs pa la/bod kyi yul ‘di na rab tu byung ba mang 
yang/sngag la sbyor sgrol la sogs pa log par spyod pa mang po snang ba 
dang/de mi spyod kyang stong pa nyid gcig pu kho nas ‘tsang rgya zhes zer 
zhing mang du ston pa dang/so sor thar pa’i bstan pa dar yang byang chub 
sems dpa’i spyod pa la slob pa nyung bar gzigs nas/nyes pa de rnams zhi bar 
byed pa’i pandi ta chen po zhig btsal bar bzhed pa la/sngar spyan drangs pa’i 
pandi ta rnams kyang sgo gor khyad par du ‘phags mod kyi/bod khams spyi 
pa phan pa ma byung bas/jo bo rje de spyan ’drongs na/log pa de rnams sun 
dbyung bar nus shing/bstan pa la phan pa zhig ‘ong bar dgongs nas yod pa 
la/(p.300,l.14-p.301,l.4) 

尚、チャンチュプウーについては、注 10) の山口本 p.54 参照、また、注 3) の井

内・吉水本 p.43 にもアティシャ招来に至った似たような様子が描かれている。 
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50 年所収、pp.451-452) 
また、池田魯参氏は、交わした問答について、次のようにいう。 

殊に彼此における『起信論』研究の實態(七問答。二三問答)あるいは「卽身成佛」

義(二一問答)に關する理解において對照的な立場の相違がみられ、源信の側にお

ける『倶舎』『婆沙』の精緻な研究の背景をおもわせる問答となっている。(池
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学仏教学研究』56-2,2008(p.945 及びその注 p.939 の 3), 4))や前掲注 8) の井内・

吉水本 p.17 では、『カダム明灯史』の諸版が網羅されているのだが、ここで使用

したテキストの由来は不明である。TBRC には、Original Publication の場所・出

版者も記載されていない。 
☆『青史』四川民族出版、1985 年(上下 2 巻) 

 
2015 年、暮れ、脱稿 
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─ 295 ─



 
 
    
   HistoryItem_V1
   ReversePageOrder
        
      

        
     1
     0
    
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     QI+ 2.0f
     QI+ 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



