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１ はじめに

仏教は苦しみに満ちた輪廻から脱して悟りの境地に入ることを目的とす

ると言われる。その一方で仏教はヒンズー教や民間信仰の神々を排除する

ことなく，それらに対しても寛大な態度をとってきた。例えばブラフマー

（梵天）等のヒンズー神，ヤクシャ，ヤクシー等の民間信仰の神々が仏教

に取り入れられていることは周知のごとくである。このような寛容性や宥

和性は精神面や信仰面のみならず，諸尊の姿にも表現されてきた。中でも

古くから人々に最も親しまれた尊格の一つである観自在の姿には，異宗教

に対する寛容性が色濃く投影されている。

本稿は，インド・ネパールの密教にみられる観自在の図像の多様性と，

それらに表れる寛容・宥和の諸表現を 察するための研究序説として，多

様な観自在の中から一例を取り上げ，その図像の特色について えたい。

その前にまず，観自在の図像の大まかな流れについて述べておく。なお観

自在（アヴァローキテーシュヴァラ，
⑴

Avalokitesvara）には観音（アヴァロー

キタ・スヴァラ，
⑵

Avalokitasvara），世自在（ローケーシュヴァラ，
⑶

Lokesvara)

等の別名があるが，本稿では観自在，世自在の名を使用する。
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２ 観自在の姿

西暦二世紀の半ば頃までに成立していたと推定されている 法華経

普門
⑷

品 は，観自在に関する最古の経典として知られている。そこには

観自在が化身となり，仏菩薩の姿，さらにブラフマーやマヘーシュヴァラ

（シヴァ）といったヴェーダ以来のヒンズー教の神々の姿で法を説くこと

が述べられている。

観自在の像は西暦二，三世紀頃に栄えたガンダーラ美術において既に知

られている。それは一つの顔と二つの手（一面二臂）をもつ姿で表わされ，

持物には蓮華や華蔓（華を一本の糸で通した輪）がみられ
⑸

る。また西暦五

～七世紀頃に開かれたアジャンター，エローラ等の西インドの石窟群にも

一面二臂の観自在像が見い出される。概ねそれは左手で地より生える蓮華

を執り，右手で生類の恐れを取り除くしぐさ（施無畏印）や願いをかなえ

るしぐさ（与願印）を示す。その典型的な姿は，観自在が生類を救済する

ありさまを表わした，諸難救済図の中央にみることができ
⑹

る。

このような姿の観自在が信仰される一方，ヒンズー教の神々の影響を受

け，シヴァ等の特徴や複数の顔や手をもつ（多面多臂の）姿の多様な観自

在が生みだされた。これらは近代の研究者によって 変化観自在（変化観

音） と呼ばれている。例えばインドにおけるその最古の例に，カーネリ

ー石窟の十一面観自在像（七～八世紀頃）がある。日本でも十一面観自在，

不空 索観自在，千手観自在等の変化観自在が知られているが，これらは

漢訳経典の初訳等から推して，七世紀前半までにはその図像と信仰がイン

ドにおいて既に成立していたと推定されてい
⑺

る。

他方これらの比較的成立の早い観自在がある一方，八～十二世紀にかけ

てのインドの東部では，これらとは異なる種類の観自在も数多く信仰され，

92 インド・ネパールの観自在研究序説（佐久間留理子)



それらの多数の作例が出土している。またこのようなインド後期密教の観

自在を知る上で役立つ資料に サーダナマーラー／サーダナサムッチャ

ヤ （以下 SM と略す）がある。これは十二世紀頃まで
⑻

に個別の流布してい

た成就法を，一つにまとめて編纂した集成である。成就法は，現前に尊格

の姿を見る実践方法であるが，そこに説かれた尊格の姿は図像的特徴を伝

える資料としても重要である。バッタチャルヤによる SM の校訂本には

十数種類の様々な観自在が説か
⑼

れ，中には多面や多臂をもつものもある。

以上のごとくインドの観自在には時代を通じて，一面二臂で蓮華を手に

執る姿のタイプが見られる一方，七世紀頃からシヴァ等のヴェーダ以来の

ヒンズー神の特徴を抱摂したり，多面や多臂を有する 変化観自在 とで

も言うべきタイプが現われる。これら二つのタイプが地域や時代によって

如何なる要素を吸収し多様化しているのかを探ることにより，観自在の寛

容性や宥和性もまた次第に明瞭になるものと思われる。

このような視点に立って，本稿では様々な観自在の中からトラーイロー

クヤヴァシャンカラ（三界を支配する）という名称の世自在を取り上げる。

この世自在は作例も少なく，盛んに信仰されたとは言い難い。しかし従来

の研究において知られていたタイプ以外にも，その図像や特質に関して，

かなり相違するもう一つのタイプがあると えられ，これら二つのタイプ

は観自在の図像の多様性・多面性を知る上で見逃すことのできない例とし

て注目される。

３ トラーイロークヤヴァシャンカラ世自在の姿

このトラーイロークヤヴァシャンカラ（トラーイローカヴァシャンカラ）

という名称は 三界を支配する という意味をもち， 三界の支配者（三

界の主） としての観自在の側面を表わす。観自在は一般に ローケーシ
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ュヴァラ ， ローカナータ（世界の主） とも呼ばれる。しかし トラー

イロークヤヴァシャンカラ はこれらの名称のように観自在の別名として

一般的に用いられるものではなく，多種ある観自在の個別的名称とみられ

る。

さてトラーイロークヤヴァシャンカラという名称をもつ世自在の姿には，

少なくとも二つのタイプがある。一つは一面二臂で蓮華を手に執るタイプ

であり，もう一つはシヴァ等のヒンズー神の特徴を抱摂し，護法尊ほど威

圧的ではないにせよ，力の側面を表わしたタイプである。便宜上，前者を

第一のタイプ，後者を第二のタイプと呼ぶ。

⑴ 第一のタイプ

これはバッタチャルヤ校訂本の SM に説かれておらず，またフーシェ，

マルマン，バッタチャルヤ，マイゼツァールも言及していな
⑽

い。これを述

べた成就法は，三本の SM の梵文写本と SM のチベット訳の一つである

成就法の大海 （sGrub thabs rgya mtsho）に説かれている。成就法の作者

はシュリーシューンヤサマーディヴァジュラ（Śrısunyasamadhivajra）で

あり，名称は 吉祥なるトラーイローカヴァシャンカラの教説のブグマ世

自在の成就法 である。また成就法の中で本尊はトラーイローカヴァシャ

ンカラ世自在とも呼ばれている。その姿は次のごどく観想される。

種子に印づけられた太陽と月の滴より生じた，生類を凝視する最高

神を自分自身であると〔観想すべきである〕。蓮華と月の上に遊び，

等足立勢で立つ。〔それは〕サファイアを付け，稲妻や新芽のようで

あり，過ちを打ち砕き，満開の蓮華のような顔をしている。青蓮華の

ような大きな二つの眼をもち，弓形の眉に飾られ，一連の真珠に飾ら

れた神々しい編み髪をもち，〔また〕神々しい衣に荘厳されている。
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〔本尊より〕前方に立ち昇る，曲がりくねる赤い光の網によって生類

の利益を完成し，開いた赤い蓮華を左手に執る。賢明であり，右手よ

り願われたものを常に与える。宝石の装飾類をつけた寂静なる心もて

る光輝く世自在を〔観想すべきである〕。

以上の叙述より，本尊の世自在は一面二臂で蓮華を手に執る姿であると

みられる。またそれは端正な表情で生類を凝視し，願われたものを常に与

えると説かれているごとく，その姿には，生類を救う慈悲の柔軟な側面が

表現されている。そしてこの本尊のまわりに女神たちが以下のごとく観想

される。

次に四維に，バンドゥーカ〔の花〕の色をした花咲く四つの蓮華を

見て，その上にクンクマのように明るい外観の月が満ちているのを見

るべきである。次に自らの心真言の光を口から出す。四つの月輪の本

質が満ち，それらの〔月輪の〕上にそ〔の心真言の光〕が入り，闇の

集まりを太陽のごとく打ち破る。東南の隅等に生じた太陽にある，

〔各々〕白，黒，赤，黄のラーム，マーム，パーム，タームという四

つの種子を月と太陽の結合より生じたものと見るべきである。次に月

の聖なる生産物である種子より生じたものが自らの座にあり赤銅色で

あるように見るべきである。女神は様々な装飾物と最上の衣をまとい

揺れ動く宝石で作られた耳飾りを付ける。東南の蓮華の中央にローチ

ャナーがいる。〔それは〕ジャスミンの花のきらめきの色をもち，二

臂で心穏やかである。西南の蓮華の中央にマーマキーがいる。〔それ

は〕美しいサファイアのごとき姿で慈悲をもつ。北西の蓮華の上にパ

ーンダラーがいる。〔それは〕黄金の蓮華や太陽のごとくで歓喜する。

北東の蓮華の上に黄金色で平静なターラーを観想すべきである。それ

らは膝を付け，切れ長の両眼をもち大きく突き出した二つの乳房をも
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ち優美な腰のくびれをもつ。美しい下半身は広く肢体は魅力的である。

合掌し誇らしげて巻いた美しい髪をもつ。

上述のごとく本尊のまわりには四人の女神たちがその分身として観想さ

れる。これらの女神たちは歴史的には個別に成立したものと えられ，図

像等にも各々特色がある。例えば七世紀頃の成立とされる 大日経 （具

縁品 第二）では，ローチャナー（仏眼）は釈迦牟尼の母であり仏母とも

呼ばれ，等身の円光をもち身体は純潔であると述べられている。またマー

マキー（忙 ）は，手に金剛を持ち，金剛の荘厳によって飾られ，さら

にパーンダラー（白衣）は，螺髪をそなえ白衣をまとって蓮華を持ち，さ

らにまたターラー（多羅）は，青黒色の身体で若い女人の姿であり，合掌

して青蓮華を持ち，白衣をまとう等と説かれている。他方これらの四人の

女神はグループで四仏の妃になることもあり，それらには各々順に，法輪，

金剛，蓮華，青蓮華のシンボルが知られている。

これらの例では女神たちは図像的に各々特色をもつが，このトラーイロ

ーカヴァシャンカラ世自在の成就法では，女神たちは身体の色以外すべて

図像的に同じである。それらは各々に，穏やか等の心情的表現の特色をも

つに過ぎず，本尊に対し合掌礼拝する従者として，図像的には概ね 一化

されている。

一方この成就法のごとく四人の女神たちのみでグループを形成し本尊を

取り巻く形式は，他の観自在の表現にもあまり例を見ないようである。例

えば本尊の回りに四人の女神たちが取り巻くカサルパナ世自在のマンダラ

（バッタチャルヤ校訂 SM の二十六番）でも四方に四仏が配されている。

このように第一のタイプの表現では，本尊が，自らの分身である女神，

即ち，従者として図像的に 一化された四人の女神のみを伴う点に，その

特色が表れている。
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⑵ 第二のタイプ

この図像はバッタチャルヤ校訂本の SM の三十五番と三十六番に説か

れている。SM の三十六番の成就法の奥付けには サラハが成就されたオ

ーディヤーナより由来したトラーイロークヤヴァシャンカラ世自在の成就

法は終わる と説かれており，また三十五番の成就法にもほぼ同様の奥付

けある。この成就法の作者のサラハは，後期密教においてサハジャ乗を説

いた人物として知られている。三十五番には尊容が次のごとく説かれてい

る（なお三十六番もほぼ同様の姿である）。

三界を支配し，光線を自らの種子に入れる。それを変えて，すべて

の肢体は大いなる貪欲の赤であり，一面二臂で三眼をもち，髪髻冠を

付け，金剛の印の付いた 索と鉤を手に持ち，赤い蓮華に金剛結

坐で坐し，天上の装飾物と衣に飾られた世自在を即座に自分自身であ

ると観想する。（三十五番）

なお三十六番には，本尊の姿となった行者が，心臓にアーハの文字に飾

られた忿怒の種子を観想すると説かれており，本尊は怒りの特質をもつと

えられる。また本尊と一体となった行者が，震えたり象のごとく唸る等

の激しい身体的変化を起こした後，貪りや憎しみ等を捨てると説かれてお

り，本尊には行者の煩悩を取り除き行者を救済する力がみとめられる。

一方 SM 以外にも第二のタイプが知られている。それは，ターラナー

タとシャルがサンスクリットより翻訳した二十二種の観自在の図像資料に

次のごとく説かれている。

身体は赤く多少怒り，三眼は見開いている。髪は房となり垂れてい

る。右手は鉄の鉤を，左手は金剛の［付いた］ 索を持ち，金剛結

坐で坐す。裸で骨の飾りに荘厳されている。

上述のごとく，第二のタイプは怒りの特質をもつとともに，その姿には
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ヴェーダ以来のヒンズー神の特徴が慈悲の表象として抱摂されている。

例えばこの世自在の特徴の一つである三眼はシヴァの代表的な特徴であ

る。ヒンズー神話には，怒れるシヴァが眉間にある第三眼から火炎を放ち，

愛の神カーマを焼き殺すエピソードが知られているごとく，それはシヴァ

の殺戮神としての威力を表わす。また仏教では，三眼は強大な力によって

仏を守護する，降三世明王等の護法尊の忿怒の相にもみられ，それは教化

し難い生類を怒りによって導く慈悲の象徴の一つとなっている。

一方持物には金剛の付いた 索がみられる。 索は魚や鳥等を捕獲する

道具と言われ，古くはヴェーダの宗教のヴァルナの持物であり，偽善者を

縛る道具であったが，密教では不動明王の持物にみられるごとく容易に従

わないものを縛する道具となり，四摂方便を表わす慈悲の象徴である。ま

たそれは不空 索観自在の代表的持物でもある。このように 索は生類を

捉える道具であるが，仏教ではそれらを力ずくで捉えて救う慈悲の象徴と

して知られる。

また金剛は古くはヴェーダの宗教におけるインドラの雷 （雷の武器）

であったが，密教ではシヴァを粉砕し仏教に帰依させる金剛手の武器とし

ても取り入れられた。このように金剛の付いた 索には，金剛手のごとき

激烈な尊格の威力が付与されていると言えよう。

さらに持物の一つである鉤(ankusa)はインドでは古くから象をあやつる

道具として知られている。逸見氏の研究によれば，象を鉤で御する図像は

サーンチーの古い彫刻にも見られると言う。また鉤は象に乗るインドラの

持物でもある。例えばバージャー石窟（紀元前二～一世紀）の象に乗るイ

ンドラの浮き彫りの像は右手に鉤のような道具を持ち，その先で象の頭を

突いている。さらに ヴィシュヌ・ダルモーッタラ・プラーナ （L, 1-

13）は鉤がインドラの持物の一つであり，それは一切の生類をあやつる権
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威を象徴すると説いている。一方鉤は千手観自

在の持物の一つでもある。例えば人が鉤を持つ

手に願うなら，善神等が来てその人を守るとさ

れている。

このように鉤は象等の生類をあやつる道具で

あり，特に観自在の持ち物としては生類を守護

し救済する力をもつと えられている。

以上のごとく，第二のタイプの姿は，シヴァ

等のヴェーダ以来のヒンズー神の特徴を抱摂し，

それらの特徴は，怒りをともなって生類を教導

し救済するという慈悲の象徴であると解される。なおこのタイプの図像は，

カトマンズにある代表的な観自在の寺院の一つ，セト・マチェンドラナー

ト寺の 百八観自在 の図絵（挿図）やパタンのクワーバハールの十二の

観自在像の中に見い出され，現在も信仰対象となっている。また北京にあ

る慈寧宮の宝相 所蔵のブロンズ像や北京図書館所蔵の図絵の中にもその

姿が見られる。

４ 結 び

始めにも述べたように密教の観自在には大まかに言えば二つのタイプ，

つまり一面二臂で蓮華を手に執る姿のタイプと，シヴァ等のヴェーダ以来

のヒンズー神の特徴を抱摂したり多面多臂を有する 変化観自在 とでも

言うべきタイプがある。以上のトラーイロークヤヴァシャンカラという名

称をもつ世自在の二つのタイプは，各々これらに相当するとみられる。そ

の中 変化観自在 に相当すると えられる第二のタイプのみが従来の研

究で知られていたが，この他に第一のタイプのあることが新たに分かった。

挿図 高岡秀暢訳 ネパ

ール百八観音紹介 より

転載
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第一のタイプは一面二臂で蓮華を手に執る姿とみなされるが，そこには

慈愛に満ちた端正な表情で生類を救済する，慈悲の柔軟な側面が表現され

ている。また本尊は四人の女神を分身として伴い，女神信仰を取り込んで

いる。他方第二のタイプは第一のタイプとはかなり異なる姿をしており，

ヴェーダ以来のヒンズー教の神々の特徴を抱摂している。そこには護法尊

ほど威圧的ではないが，怒りをともなって生類を教導し救済するという力

の側面が表わされている。

これらの姿は 三界の支配者（三界の主） として柔と剛の両面によっ

て生類を巧みに救済する，観自在の深い慈悲の表われであるとみられる。

このような対照的な二つの表現において，女神信仰やヴェーダ以来のヒン

ズー神の要素は寛容的・宥和的に抱摂され，観自在の慈悲の表象として昇

華されている。

注

⑴ この名称はシヴァの別名である イーシュヴァラ （Īsvara）という語を

含んでおり，この神の影響を受けて作られた語であるとする説もある［岩本

1978：209］。

⑵ 梵語の名称は［Mironov 1927:251-252］の推定による。

⑶ 観自在とほぼ同義で用いられる。ネパールでは ローケーソール と呼ば

れる。

⑷ 梵文原典では第二十四章であり［Kern and Nanjio 1909］，鳩摩羅什訳

妙法蓮華経 （ 大正蔵 no.261）では第二十五章である。

⑸ 例えば阿弥陀と観自在の銘のあるガンダーラの作例では［Brough 1982］，

観自在は阿弥陀の左脇侍であり一面二臂で左手につぼみの蓮華を執る姿であ

る。またペシャワール博物館所蔵サーリバロール出土の菩薩像は観自在と推

定されており，一面二臂で左手に華蔓を持つ［高田 1979：図10］。

⑹ ［Mallmann 1948:135-141］。

⑺ 十一面観自在の経典の初訳は北周武帝の時代（A.D.561-577），不空 索

観自在の経典の初訳は北周禎明元年（A.D.587）である［後藤 1989：134，
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664］。また唐の武徳年中（A.D.618-626）に中インドから来た婆羅門が千

手観自在を描いたことが知られている［後藤 1989：119］。

⑻ 現存する最古層の写本の一つに A.D.1165に当たる記年のあるケンブリ

ッジ大学図書館所蔵（ベルドール目録 Add.1686）の写本がある［Buhne-

mann 1994:59-153］。

⑼ ［Bhattacharyya 1968b］の六番から四十三番までに観自在の成就法は収

められている。

⑽ ［Foucher 1905］，［Mallmann 1948］，［Mallmann 1986］，［Bhattachar-

yya 1968a］［Meisezahl 1980］

トラーイローカヴァシャンカラの教説のブグマ世自在の成就法 （Trai-

lokavasankaramnayabhugmalokesvarasadhanam）を収める サーダナ

マーラー の梵文写本は次の通り。

① ［Takaoka 1981］に記載の KA30 の写本で，タイトルは サーダナマ

ーラー である（写本で成就法の該当箇所：fols.295a4-298b2）。

② ［Goshima and Noguchi 1983］に記載の no.119 の写本で，タイトルは

サーダナマーラータントラ である（写本での成就法の該当箇所：fols.

349a6-352b4）。

③ ［Moriguchi1989］に記載の no.563（ 古局整理番号 3-603）の写本で，

タイトルは サーダナマーラー ， サーダナサムッチャヤ である（写本

での成就法の該当箇所：fols.252b4-255a3）。

北京版 チベット大蔵経 no.4257（デルゲ版：no.3436，台北版：no.

3441）。チベット訳では成就法の名称は srıtrai lo kya ba sam ka ra rya

bhugma sa dha nam（吉祥なるトラーイロークヤヴァシャンカラの聖なる

ブグマの成就法）と音写され，また dpal’jig rten gsum po dhan du byed pa

’phags pa bhu gma sgrub thabs（吉祥なる三界を支配するもの，聖なるブ

グマ成就法）と訳されている。

注 ， 参照。なおこの世自在の名にあるブグマという語はモニエールや

ベートリンク，エジャートンの梵語辞典には記載されておらず，これらの辞

書を見る限り梵語であるとは え難い。一方この語はネパールで有名な世自

在の名の一つである。ネパールのパタンの近郊にはブンガドヤやラトマチェ

ンドラナートと呼ばれる世自在が信仰されており，古くはブグマ世自在

（Bugmalokesvara）［Locke 1980:299, 301］ともブガマ世自在（Bugama-

lokesvara）［Foucher 1900:100(notel),PL.IV,1］とも呼ばれていた。従

ってブグマという名はこのブグマ世自在と関係する可能性もある。

サマパーダ（samapada）と言い，両足を歪めずに直立する脚勢である。
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本尊の姿を述べた各々の梵文写本での該当箇所は次の通り。注 の①の写

本では fols. 296a5-296b1，②では fols. 250a7-250b4，③では fols. 253a1-

253b5である。Tib.での該当箇所は，北京版では Du fols.120b5-121a1,デ

ルゲ版，台北版では Mu fols. 94b5-95a1である。なお梵文には意味不明の

箇所や筆写の際に生じたとみられる綴りの誤りがある。その際にはチベット

訳に基づいて訳したが，紙面の都合もあり詳細については記していない。ま

た〔 〕内の語は筆者が補ったものである。後述する女神の姿の訳について

も，この状況は同様である。

梵語には bandhukaとある。bandhuka-puspaはシクンシ科クチナシミロ

バランとされ，歯木，楊枝と訳される［和久 1979：58，103］。

女神の姿を述べた梵文写本での該当箇所は次の通り。注 に挙げた写本①

では fols. 296b2-297a3，②では fols. 350b5-351a5，③では fols. 253b7-

254a4 である。チベット訳での該当箇所は，北京版では Du fols. 121a2-

121b1,デルゲ版，台北版では Mu fols.95a2-7である。

大正蔵 no.848,vol.18,p.7c,［栂尾 1984：47］

同上 p.7a-b，［栂尾 1984：45］

同上 p.7a，［栂尾 1984：44-45］

同上 p.7a，［栂尾 1984：44］

アドヴァヤヴァジュラ作 五仏の形相 では，四人の女神が仏の妃として

四維に配置され，これらのシンボルを持つ［頼富 1990：436-440］。

カサルパナ世自在のマンダラでは，ターラーが本尊の右脇侍であり，北東

にはヴァジュラダートヴィーシュヴァリーが位置する。

名称は sPyan ras gzigs khams gsum dban du である［Waddell 1894:

82］。

［立川 1984：83-84］。

大毘廬遮那成仏経疏 巻第五 大正蔵 no.1796,vol.2,p.633b.

［逸見 1935：256］

［Zimmer1984:pls.41,42］

［Bhattacharyya 1991:41-45］

千手千眼観世音菩薩広大円満無礙大悲心陀羅尼経 （唐 西天竺沙門伽梵

達摩訳）no.1060,vol.20,p.111a.

百八観自在 の中の九十番［アモーガヴァジュラ 1982：24］［高岡（撮

影）1990：126］。但し名称はトラーイロークヤサンダルシャナ（三界を示現

する）世自在である。

［立川 1987：75（図95）］
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［Clark 1965:219（作品番号 6B50）］

［Clark 1965:266（作品番号167）］
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