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入菩薩行論 (Bodhi［sattva］caryavatara)はこれまで，ポール・ウィ

リアムズの近著 利他主義と現実 （Altruism and Reality）に象徴される

ように，シャーンティデーヴァの思想・哲学を表明した作品として紹介＝

表象され，多くの研究もその前提にたって行われてきたといってよいだろ
⑴

う。しかしながら 入菩薩行論 は，菩薩としての修行・実践（菩薩行）

によって覚りをめざす出家者に実践の指針や修行の枠組をあたえる入門書

であり，その特色は，他の多くの仏教論書のように精緻な哲学を叙述した

り壮大な教理体系を構築したりするのでなく，出家者が日々の修行のなか

で出あうさまざまな困難や問題を，菩薩としていかに克服すべきかを具体

的に示している点にある。これは， 入菩薩行論 を単にシャーンティデ

ーヴァという 作者 の生みだした 作品 としてでなく，僧院を中心と

する共同体での実際の修行生活のなかで織られた テクスト としてとら

えるべきであることを示唆す
⑵

る。

とりわけ，このテクストは修行の初歩段階にある出家者をその読者とし

てきたと えられ，手引き書（マニュアル）という色彩が強い。したがっ

て 入菩薩行論 を思想史を形成する 作品 ，あるいは教理史のひとこ

まを提供してくれる 資料 としてだけでなく，初心の菩薩を説得しよう

とするレトリッ
⑶

クが駆使された テクスト と捉え，そのレトリックを制
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御・支配する言
⑷

説を読みの射程におさめなければならない。そうしなけれ

ば，このテクストがつくられ，読まれた つまり 意味 が（再）生産

された 共同体というコンテクストのなかで，そしてテクスト自身の歴

史性のなかで理解したことにならないからである。 入菩薩行論 を 方

法論的な場 （バルト）であるテクストとして読むためにわれわれが問う

べきは， 作者 の 思想 ・ 哲学 ，そしてそれが形成する（とされる）

普遍的な思想史における 独自性 や 影響 でなく，中世インドの僧院

の修行者という読者にとっての，このテクストの 意味 である。

この視座からの探究は， 入菩薩行論 を読むという 出来
⑸

事 におい

て，他の多くの仏教論書に説かれる 無我 とは別の次元にある 無我

を，その読者とテクストが構築していくことを浮き彫りにするだろう。つ

まり，読者はテクストと 主体的に かかわることによって，無我という

意味 の生成にたずさわるのである。たとえば 中論 などが形而上学

的自我の原理的・論理的否定を第一の課題とするのに対し， 入菩薩行論

はむしろ日々の修行生活に露出する日常的自我への対処の仕方をおもな課

題とし，その読者は読むという行為によって 無我 を 主体的に 実践

していくことにな
⑹

る。具体的にいえば，その読むという行為は，梶原三恵

子が指摘したように儀礼の一部として 読みあげる ことだったかもしれ

ない
⑺

が，また，ある修行僧が 読み覚え ，瞑想をしながらくりかえし

読み返す ことも，あるいはまた，ある師がその弟子（たち）に 読み

聞かせる こともおそらくあったにちがいない。 入菩薩行論 を読むと

いうことは，あたま（理性）だけでなく，市川浩のいう 錯綜体 として

の
⑻

身 において成立するといってよいだろう。

本稿は， 入菩薩行論 をこの視座から読みなおすための第一の試論
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として，第６章 忍耐の完成（忍辱波羅蜜） にみられる施物（布施・供

物・供養）をめぐる出家修行者のあいだのねたみの問題を検討する。ねた

みをとりあげるのは，この問題が，僧院での修行生活において日常的自我

がいかに露出するかをはっきりとみせてくれるからである。

80 すべての人々（有情）の幸せを願って菩提心をおまえは起こした。そ

れなのに，〔徳のすぐれた他の人を称賛することによっ
⑼

て〕自分自身

で幸せを感じている人に対してどうして怒りを感じるのか。

81 〔すべての〕人々（有情）が三界の者たちによって供養されるべき仏

陀になることを，おまえは望んでいるはずだ。それならどうして，他

の修行僧がすこしばかり尊敬されたからといって〔ねたみで〕身をこ

がすのか。

82 おまえが養うべき人を養ってくれる人は，実際にはおまえにものを施

しているのと同じだ。おまえの家族（＝仲間の修行僧）を養ってくれ

る人がいるのに，おまえは喜ばずに怒っている。

83 人々（有情）のために覚りを願っている者が，その人々（有情）のた

めに何を望まないことがあろうか。他人の幸福に怒りを感じる者がど

うして菩提心をもち得るであろうか。

84 たとえある修行僧が何かを受け取らなかったとしても，それは寄進者

の家に残るだけだ。いずれにしてもおまえにまわってはこない。〔そ

の僧に〕与えられようと与えられまいと，何の関係がおまえにあると

いうのだ。

85 その僧は自分の功徳を棄てるべきだ 〔と言うのか〕。 信を寄せる

人を遠ざけるべきだ 〔その僧は〕自分の徳を隠すべきだ 何かを

与えられても受け取るべきではない 〔と言うのか〕。誰に対してなら

怒りを感じないのか言ってみなさい。
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86 みずから重ねてきた罪悪を悲しまないだけでなく，功徳を積んできた

他の人々とおまえは張り合おうとしてい
⑽

る。

リヒャルト・シュミットが分節しているように，第76から98詩頌までを

ねたみ（Neid）について とまとめることができるが，このねたみによ

って惹きおこされる怒り（憎しみ）を克服することが第６章のテーマであ

る忍耐の重要な側面であることはいうまでもない。 学処要集 （Śiksa-

samuccaya）では忍耐に，苦悩（不幸）をうけいれるという忍耐，教え

（法）に心を向けるという忍耐，そして他人が与える害にたえるという忍

耐の三種があるとされる。この三種は 入菩薩行論 にもみいだされ，そ

れが第６章の構成となっているが，クロスビー/スキルトンも指摘するよ

うに 入菩薩行論 ではこれらが 怒りをどう避けるか 怒りをどう克

服するか というさらに大きな枠のなかで論じられている。

これらの詩頌をよむとき読者たる修行僧がうみだす 意味 を探るため

に，われわれがまず えなければならないのは，二人称 おまえ>（原文

では第82・86詩頌以外はすべて代名詞でなく動詞語尾で示されている）が誰を

指しているのかである。第１章の冒頭でも明言されているように， 入菩

薩行論 というテクストは，まずは作者自身のため，しかし同時に わた

し(＝作者)と同じ性向をもつ (matsamadhatu)他のひとびとのためにつ

くられたとされる。したがって 入菩薩行論 における一人称・二人称は，

このテクストを語る主体と同時に語られる主体をも意味する。たとえば，

現代における伝統的な立場からの（しかし西洋人を聴衆・読者とした）読

みの実践例といえる 闇夜の稲光 （A Flash of Lightning in the Dark of
 

Night）において，テンツィン・ギャツォ(ダライ・ラマ14世)は “Shanti-

deva composed this text in the form of an inner dialogue. He turned his
 

own weapons upon himself,doing battle with his negative emotions”と
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述べる。これはもちろん おまえ>が指すのは 作者 であるシャーンテ

ィデーヴァ自身であるという読みにつながる。しかし，ギャツォがつづけ

て “Therefore,when we read or listen to this text,it is important that
 

we do so in order to progress spiritually”と説くとき，この おまえ>

は 闇夜の稲光 というこの注釈を書いているギャツォ自身をふくめた

読者 でもあるべきことを主張していることになる。二人称 おまえ>

の読むという出来事におけるこの両義牲が， 入菩薩行論 を読み解くひ

とつの鍵になると えられるが，本稿では，これを読む修行僧が この

おまえ>とは自分のことだ とひきうける局面をとくに問題とする。

ねたみを語る詩頌のなかでも，とりわけこれらの詩頌をよむ修行僧は，

出家者として生きる者が菩薩行を実践していくときに生じる矛盾・葛藤を

鋭くつかれることになる。一方で修行僧は，在家信者が寄進する施物によ

って身をたもたなければならない。これは出家生活の大前提である。しか

し上の詩頌にあきらかなように，この施物のよしあしは，おそらく量も質

も，修行僧が在家信者から受ける称賛（stuti）や名誉（yasas）や尊敬

（satkara）に左右されたと えられる。そして，どれだけの尊敬と名誉を

かちとるかをめぐって修行僧のあいだに，ねたみ（ırsya）とおごり

（mana）と張り合い（spardha）があったと えてよいだろう。しかし他方

では，その 修行僧 は菩薩として すべての人々>のために覚りを求め

なければならない。そして，当然のことながら，その すべての人々>に

は自分のとなりにいる仲間の（あるいは敵の）修行僧も，ねたみのもとに

なる称賛をおこなっている在家信者もふくまれる。 菩薩がそのために覚

りを求めている すべての人々>にはおなじ共同体にいる他の修行僧・在

家信者もふくまれる ことは，理論的には当然の事実であり，わざわざい

うまでもないことだ。しかし，現実に修行僧自身がまきこまれている日々
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の実際の場面では，それが本当には理解されていないこと，つまり主体的

に生きられた現実となっていないことを，これらの詩頌は示唆している。

が同時に，そして，まさにその事実が修行僧＝読者にとって主体的に生き

られた現実となっていないがゆえに，読者＝修行僧は，それを前面に押し

だすことによって，名誉・尊敬をもとめる気持，そしてそれが得られない

ときのねたみ・怒りを克服させようとするレトリックにここで出会うこと

になる。特に注目すべきなのは すべての人々>という抽象的概念ではど

うしても背景にひっこみがちな となりの修行僧・信者 という 他者 ，

この身近で具体的な他者が読者の意識の前景にひきもどされる点である。

いいかえれば，このレトリックと出会うことによって，読者＝修行僧は，

他者への本当の（口先だけでない）想像力を要求されることになる。

われわれが見逃してはならないのは，具体的な他者への生きた想像力を

生むこのレトリックが，他者とむかいあっている現在の 自己 を 菩提

心 という 他者へのままざしをもつ未来への志向 によって規定する言

説のなかではじめて構成されうるものであり，したがってその言説に制御

されていることである。このレトリックが有効にはたらくのは，これらの

詩頌を順によむ読者が すべての人々の幸せを願って菩提心をおこし ，

人々のために覚りを願っている 自己（理想像）を，このテクストと

主体的に かかわることによって修行僧として現実化するときである。

それは，市川浩の言葉をかりれば，文化の 錯綜体 としてのテクストに

読者＝修行者が身の 錯綜体 として 同調 することである。あるいは，

聴き手のパトスによる証明 （三木清）が読者＝修行僧によっておこなわ

れるとき，このレトリックが真のレトリックになるといってもよい。が，

同調 や パトスによる証明 がテクストと読者が 主体的に かかわ

ることによって可能となることは，読者という 主体 が言説から自由で
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あることを意味しない。そうではなく，この感応やパトスによる証明はあ

くまで菩薩の言説のなかで出来事としておこる。この意味で，読者という

主体 （subject）は言説への 従属者 （subject）にほかならない。日常

に露出する自我が，それ自身ことばによる関係化の一形態であることを忘

れた自己中心化によって根拠づけられた 主体 であるならば，ここでは

それとは異質の 主体 が，ことばによる関係化をとりもどすことによっ

て構築されることになる。それは菩薩の言説に 主体的に従属 すること

によって 自己 を規定することであるが，これが可能なのは，菩提心が

本質的に他者へのまなざしをもつからである。この言説のなかで 入菩薩

行論 のレトリックが読者とともに生みだす無我という 意味 は，日常

的自我とは別の（むろん形而上学的自我でもない），もうひとつの 主体

への志向の確立であり，菩薩としての自己の統合なのである。この自己統

合を現実化するためのレトリックを 菩薩のレトリック となづけること

ができるであろう。

しかしながら興味深いことに，これらの詩頌のうち第80詩頌をのぞ

く他の詩頌は敦煌本に欠けている。 入菩薩行論 に複数のテクスト伝承

があったことは斉藤明が敦煌本の詳しい紹介と分析をおこなって以来よく

知られているが，本稿では現在われわれが目にしている二種のテクスト伝

承，つまり701詩頌・９章だての方を敦煌本，913詩頌・10章だての方を流

布本と呼ぶことにする。ここで我々が えなければならないのは， 作者

でなく 読者 という視角からこのテクストをみるとき，この第81から86

詩頌が敦煌本にはなく流布本にだけあるということが何を意味するのかで

ある。

紙幅がのこり少ないため，いま詳しく論じることはできないが，この問
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題については石田智宏の論 が示唆をあたえてくれる。石田は，流布本第

５章の敦煌本にはない一群の詩頌が Pratimoksaと対応するものであるこ

と， 三聚の懺悔法というテーマ が敦煌本にないことを指摘し，さらに

流布本への改訳時のチベット仏教の歴史状況を分析したうえで， 二種類

の異本の成立動機を探るには全章にわたる検討が必要 であることを認め

ながらも，改編・改訳の 契機 として 罪の懺悔 という問題と 出家

者としての持律意識の喚起 があったのではないかと推測した。石田は

読者 という視角を明確にしてはいないが，これは中世インド（そして

チベット）の僧院という現実の共同体のなかで，テクストを修行僧＝読者

が実際につかう過程での付加・変更だと解することができるだろう。

第６章のこれらの詩頌も 入菩薩行論 というテクストを実際に読み，

使うなかで，修行僧が直面する現実の問題とテクストとをより直接に結び

つけようとする 主体的 な読みの実践をしめすと えられる。すでにみ

たように，敦煌本・流布本どちらにもある第６章第80詩頌は，菩提心によ

って自己を規定し，他者への生きた想像力を要求する菩薩のレトリックを

端的に示していた。それが流布本にだけある第81から86詩頌によって，施

物という物質的次元におけるなまなましい現実として具体的に敷衍されて

いるのである。これらの詩頌は， 徳の勝れた他の人 （第76詩頌）を称賛

しているのは在家信者であること，怒りが，称賛している者だけでなく，

称賛されているほかの出家修行僧へもむけられていること，そして，その

怒りのもとになっているねたみが，施物をめぐるものであることをきわめ

て具体的に，かつ，直截にのべている。これらの点は，第81から86詩頌が

ない敦煌本の場合には，自明だとは必ずしもいえない。

さらに 入菩薩行論 第８章 瞑想の完成（禅定波羅蜜） には 自分と

他人の立場の交換 という瞑想が説かれており（第120から175詩頌），その
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後半には自分と他人の ペルソナ を交換した上で，ねたみとおごりを積

極的にいだくことを勧めるユニークな実践がみられる。しかしながら，そ

のねたみとおごりのもとになるものとしての利益（施物の獲得）（labha）

への言及が四回あらわれる一番具体的な記述をふくむ詩頌（139から154）

が，やはり敦煌本には欠けている。この事実も，敦煌本と流布本のちがい

は修行者が実際に日々直面している問題とテクストとをより具体的に結び

つけることによって，このテクストを現実の共同体における実践生活とい

うコンテクストのなかにより明確に位置づけようとする読みの実践のあら

われであることを物語る。この際， ダンマパダ などの初期経典にみら

れる施物や尊敬をめぐる記述そのものが 入菩薩行論 に具体的な表現が

導入される糸口となった可能性は十分 えられる。しかし，それによって

強化されたレトリックが，初期経典にみられるレトリックとまったく異な

っていることは，この実践をおこなう読者という 主体 がそれぞれの言

説から決して自由ではないことをわれわれに確認させるであろう。

以上の議論をまとめると次の二点である。

１ 称賛・名誉・尊敬と結びついた施物をめぐるねたみの問題に対処する

際に， 入菩薩行論 では，読者＝修行僧は，菩提心 他者へのまなざ

しをもつ未来への志向 によって 自己 を規定する言説のなかで菩薩

のレトリックに出あうことになる。このレトリックは同じ共同体の修行僧

と在家信者という具体的な 他者 への想像力を要求するものであり，こ

れにより修行僧＝読者は， 主体的に （ただしある言説のなかで）菩薩と

しての自己統合を現実化し，無我という 意味 の生産にたずさわる。

２ 敦煌本と流布本のちがいは，このテクストの読者＝修行僧がこの菩薩

のレトリックをより具体的な表現を通して強化していった読みの実践過程
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を示している。つまり複数のテクスト伝承は，僧院を中心とする共同体に

おける修行の実際がテクストの 意味 の生産と再生産に深くかかわって

いることを物語る。

最後に，本稿は日本仏教学会の今回のテーマをむろん意識して書かれて

いるが，そのつながりは修行僧どうしの，あるいは出家者共同体と在家信

者（世俗社会）の 共生 にだけあるのではない。われわれはむしろ，テ

クストと意味， 作者 と 読者 ，そして自己と他者が 相互依存的に成

立 （チャンドラキールティ）していることにこそ 共生 をみるべきであ

ろう。（12/7/1998）

注

草稿段階の本稿に対し，畏友渡辺康雄氏（ミシガン大学・比較文学）より批

判的かつ有益なコメントを得ることができた。記して感謝したい。

⑴ ウィリアムズはこの書で第８章と第９章のみを扱い，その まえがき を

“This book consists of five essays on aspects of the philosophy of the
 

eighth century Indian Buddhist thinker, spiritual practitioner, and poet
 

Śantideva”という一文で始めている。この書の評価もふくめ，日本と西洋

における 入菩薩行論 というテクストの受容をめぐる問題については別稿

を用意している。ここでは，1) 西洋での 入菩薩行論 の紹介＝表象が，

近・現代の時代精神（Zeitgeist）や西洋の 言説 （注４参照）に影響され

たかたちでの 作品 全体の翻訳によるものか，第９章 智恵の完成（智慧

波羅蜜） を対象とした思想的・哲学的研究によるものかの二極分解に陥っ

てきていること，2) 日本における研究もおもに第９章に力点がおかれ，文

献学的・教理史的議論がその中心であったことを指摘しておきたい。Cf.

Paul Williams,Altruism and Reality(Richmond,Surrey:Curzon Press,

1998).

⑵ 作品 （œuvre）という概念を テクスト （Texte）という概念と対比

させ，そのちがいを明確にしたのはロラン・バルトである。バルトによれば

作品 は 作者 という人格的統一主体によって生みだされ所有されるも

のであり，それをよむ読者は受動的に 唯一のいわば神学的な意味（つまり
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作者＝神 の メッセージ ということになろう） を享受するだけの 消

費者 となる。これに対し テクスト は 多次元の空間 あるいは 無数

にある文化の中心からやって来た引用の織物 であり，それをよむ読者はテ

クストに織りこまれた 多元性が収斂する場 として，書くことと読むこと

の相互関係に主体的にかかわることにより 意味 の生成にたずさわる 生

産者 となる。ここでは特に， 入菩薩行論 が哲学や思想とよばれる一義

的な意味をもつ 作品 でなく，インド中世の僧院共同体でうみだされた

引用の織物＝テクスト であること，そして出家修行者がその意味の生成

に 読者 という主体としてかかわることの二点が重要である。ロラン・バ

ルト 作品からテスクトへ および 作者の死 物語の構造分析 （みすず

書房，1979）（特に85～89頁）参照。

⑶ 本稿では レトリック を 文彩論 修辞学 という意味でなく， 説得

の方法・技術としての発想・表現 という意味で用いる。レトリックによる

説得はもちろん論理的判断を含むが，その特質はむしろ理性だけでなく，権

威・伝統・性格・気質・感情・気分・意志・価植観などにうったえるところ

にある。三木清のことばをかりれば， ロジック的思 でなく 主体的に

規定されたパトス的な思 ということになる。テクストの分析において，

論理 ではテクストからひとつの閉じた世界を一貫性をもったものとして

とりだす ことがめざされるのに対し， レトリック ではテクストを開か

れた世界，つまり読者をまきこんだ世界 説得には 相手 が必要 の

なかでとらえようとする。本稿でとりあげた 入菩薩行論 の発想・表現を

菩薩の論理 でなく 菩薩のレトリック とよぶのは，このためである。

三木清 レトリックの精神 三木清全集 第12巻（岩波書店，1967）

131～147頁，参照。

⑷ 言説 （discours）はいうまでもなくミシェル・フーコーが問題化した

概念であるが，本稿ではそれを援用し，次の意味で用いる。つまり言説とは，

ある時代のある文化のなかで，その時，その場所において 何を言うべき

か 何を書いてよいか 何を読みとる価値があるか などを，社会的・政

治的・宗教的に，あるいはイデオロギー（宗教的理想・規範をふくむ）や想

像力によって決定し，制御し，支配する概念・判断・価値観など，そしてそ

れらにもとづいて生産（再生産）される知識・表現・様式などのネットワー

クの総体である。特にレトリックを語るとき重要なのは， 何を書くべきか

だけでなく 何を読みとるべきか も言説に規定される点である。ミシェ

ル・フーコー 知の 古学 （河出書房新社，1981）（特に Ⅱ．言説の規則

性 ）および，エドワード・サイード オリエンタリズム （平凡社，1986）
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（特に 序説 ）参照。

⑸ 小森陽一 出来事としての読むこと （東京大学出版会，1996）（特に

［一］読むことの時空 ）参照。

⑹ ただ注意しなければならないのは， 主体的に実践 といっても，読むと

いう行為は 読む主体 をあらかじめ前提するものでないことである。前提

された読む主体，つまり 消費者としての読者 は，逆に，前提された作品

の作者の意図を忠実にうけとるだけの役割しか与えられない。注２参照。

⑺ 梶原はこのテクストにみられる一人称の意味について 察し，この読みの

可能性を示した。その議論の提起する問題については，人称の操作，そして

言語行為（speech act）論の観点から別に論じる予定である。梶原三恵子

Bodhicaryavatara の基本性格―一人称の意味するもの― 待兼山論叢

（哲学篇）第25号（大阪大学文学部，1991）25～38頁，参照。

⑻ 市川は 可能的なもろもろの統合とその背後に潜在するもろもろの系列の

総体 としての身体を 錯綜体 とよぶ。これは 具体的な生きられる身

体 であり， 生きることのなかで，たえず新たな結合が生まれ，気づかれ

ない癒合が起こっているような，たえず生成する 身体である。先取りして

いえば，本稿では， 入菩薩行論 を読むという出来事において，可能的な

統合（菩薩としての自己）が現実化されうるが，それはその背後にある潜在

的な可能性の系列（在家信者としての自己，声聞としての自己など）に支え

られているという，菩薩の 身 のあり方を 錯綜体 とみる。市川浩

身>の構造 （講談社学術文庫，1993）184～209頁，参照。

⑼ 補訳は第76詩頌 他の〔在家の〕人々が徳のすぐれた他の人を称賛して喜

びと幸せを感じるとき，心よ，おまえはどうして同じように称賛することに

喜びをみいださないのか （yadi prıtisukham praptam anyaih stutvaguna-

urjitam /manas tvam api tam stutva kasmad evam na hrsyasi//）によ

る。Cf.la Vallee Poussin,ed.,Bodhicaryavatarapanjika,Commentary to the
 

Bodhicaryavatara of Śantideva［Bibliotheca Indica no. 150］. (Calcutta:

The Asiatic Society,1901-1914),p.211. 以下，特に記さないかがり，章・

詩頌の番号は流布本のものである。注27参照。

⑽ 80. bodhicittam samutpadya sarvasattvasukha-icchaya /svayam lab-

dhasukhesv adya kasmat sattvesu kupyasi//81. trailokyapujyam bud-

dhatvam sattvanam kila vanchasi/satkaram itvaram drstva tesam kim
 

paridahyase//82. pusnati yas tvaya posyam tubhyam eva dadati sah/

kutumbajıvinam labdhvana hrsyasi prakupyasi//83.sa kim na＝icchati
 

sattvanam yas tesam bodhim icchati / bodhicittam kutas tasya yo
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’nyasampadi kupyati//84.yadi tena na tal labdham sthitam danapater
 

grhe /sarvatha＝api na tat te ’sti datta-adattena tena kim //85. kim
 

varayatu punyani prasannan svagunan atha / labhamano na grhnatu
 

vada kena na kupyasi//86.na kevalam tvam atmanam krtapapam na
 

socasi /krtapunyaih saha spardham aparaih kartum icchasi //Cf. la
 

Vallee Poussin,ed.,Bodhicaryavatarapanjika,pp.213-17.

Cf.Richard Schmidt,trans.,Der Eintritt in den Wandel in Erlechtung

(Bodhicaryavatara) von Śantideva (Paderborn: Ferdinand Schoningh,

1923),p.43.

第98詩頌で この称賛などは〔私に向けられたときは〕私に安心をあたえ，

〔輪廻などを意識することからくる〕緊迫感を失わせる。さらにそれは，〔他

人に向けられたときには〕徳のある人々に対してねたみをいだかせ，彼らの

幸福に対して怒りを感じさせる （stutyadayas ca me ksemam samvegam
 

nasayanty amı/gunavatsu ca martsaryam sampatkopam ca kurvate//）

と言われているので，ねたみと怒りは同時に抱かれるものだともいえるだろ

う。Cf.la Vallee Poussin,ed.,Bodhicaryavatarapanjika,p.224.

その冒頭で 数千劫にわたって積まれた布施や仏陀（善逝）の供養などあ

らゆる善業を怒り（憎しみ） は打ち砕いてしまう。憎しみ（怒り） に匹敵

する罪はなく，忍耐に匹敵する苦行はない。したがって，いろいろな方法で

忍耐力を努力して身につけなければならない （1. sarvam etat sucaritam
 

danam sugatapujanam /krtam kalpasahasrair yat pratighah pratihanti
 

tat //2.na ca dvesasamam papam na ca ksantisamam tapah /tasmat
 

ksantim prayatnena bhavayed vividhair nayaih//）（第６章第１・２詩頌）

と述べられているように，怒り(憎しみ)は菩薩の修行過程における最も大き

な障害のひとつと えられている。Cf. la Vallee Poussin, ed.,Bodhicarya-

vatarapanjika,167-69.

発表の際には pratigha/dvesaともに 怒り としていたが，村上真完氏より，1)

dvesa はむしろ 憎しみ ではないか，2)両者のニュアンスのちがいを訳し分ける

べきではないかという御指摘があった。第一点については，確かに 憎しみ の方

がより適切であると えられる。が，同類語にはいうまでもなく意味のかさなりと

ずれがあり，プラジュニャーカラマティが pratighaを sattvavidvesaといいかえて

いるように，この場合はむしろかさなりの方が意識されていると えられるので，

第二点については pratighaを 怒り（憎しみ） とし，dvesaを 憎しみ（怒り）

とした。なお， 入菩薩行論 全体というコンテクストのなかでいえば， 怒り 憤

り 憎しみ などを意味する patigha,dvesa,kopaなどが，おそらく互いに交換可
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能なことばとして使われていると思われる。これらの語の意味の相互関連の詳しい

分析は別の機会にゆずる。Cf. la Vallee Poussin, ed., Bodhicaryavatarapanjika, p.

167.

ラ・ヴァレ・プサンが夙に指摘しているように，第２詩頌のｂ句は ダンマ

パダ 第184詩頌（ａ句） 忍耐・堪忍は最高の苦行である （khantı para-

mam tapo titikkha）の間接的な引用であると えられる（ラ・ヴァレ・プ

サンの刊本の注に第124詩頌とあるのは第184詩頌のミスプリント）。Cf. V.

Fausboll ed.,Dhammapadam (Hauniae, 1855), p.34;la Vallee Poussin,

ed.,Bodhicaryavatarapanjika,p.169.

順に duskhadhivasanaksanti, dharmanidhyanaksanti, parapakaramar-

sanaksantiの三種。Cf.Cecill Bendall,ed.,Çikshasamuccaya［Bibliotheca
 

Buddhica I］(Delhi:Motilal Banarsidass,1992),p.179 ;田村智淳 中観の

実践―寂天の 学処要集 講座・大乗仏教７―中観思想 （春秋社，1982）

267～268頁，参照。

Cf. Kate Crosby and Andrew Skilton, trans., Śantideva. The Bodhi-

caryavatara［The World’s Classics］(Oxford and New York:Oxford UP.

1996),pp.45-49 (esp.p.45).

第１章第２・３詩頌で この書では新しいことは何も説かれないし，私に

は〔すでに説かれたことをきちんと構成して〕創作する才能もない。だから

私は他人のためを思ってでなく，自分のこころを燻じるためにこの書をつく

ったのである。これで，まず少なくとも私の信の力が，善を積むために増大

するだろう。またもし，私と同じ性向をもった他の人がこの書をみるとした

ら，その場合もこの書は有益なものとなるであろう （2. na hi kim cid
 

apurvam atra vacyam na ca samgranthanakausalam mama＝asti/ata
 

eva na me pararthacinta svamano vasayitum krtam maya＝idam //3.

mama tavad anena yati vrddhim kusalam bhavayitum prasadavegah /

atha matsamadhatur eva pasyed aparo ’py enam ato ’pi sarthako

’yam //）と述べられる。ただし，敦煌本に第１章の冒頭の３詩頌が欠けて

いることは，このテクストを語る主体は誰なのかを えるとき重要な意味を

もつ。Cf.la Vallee Poussin,ed.,Bodhicaryavatarapanjika,pp.7-8.

Cf.Tenzin Gyatso,A Flash of Lightning in the Dark of Night :A Guide
 

to the Bodhisattva’s Way of Life, Trans. The Padmakara Translation
 

Group(Boston and London:Shambhala,1994),p.1.

実際，第６章の ねたみについて の詩頌に対する注釈で，ギャツォは多

くの一人称複数代名詞（we）を使っている。これは，このテクストが 説
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教 の現場でどう使われてきたかを示唆するだろう。Cf.Tenzin Gyatso,A
 

Flash of Lightning in the Dark of Night,pp.67-69.

ただし，この時代（７・８世紀以降）にはすでに個々の修行僧による托鉢

は，初期の教団の場合のように 食べるため ではなくなっており，個人に

よる托鉢はむしろ象徴的な意味をもっていたと思われる。したがって， 施

物 には托鉢によるものだけでなく，いろいろなかたちでの布施・供養・供

物をもふくめなければならないであろう。

称賛，名誉，尊敬 というセットは，第６章第90詩頌 称賛，名誉，尊

敬は功徳にもならないし，それで寿命がのびるわけでもない。力にも，健康

にも，身体的な心地よさにもならない （stutir yaso ’tha satkaro na
 

punyaya na ca＝ayuse/na bala-artham na ca＝arogya na ca kayasuk-

haya me//）による。

ねたみ と おごり は第８章140詩頌に（注31参照）， 張り合い は

第６章第86詩頌（上に引用）による。

市川浩 身>の構造 209頁，参照。

三木清 レトリックの精神 三木清全集 第12巻，134～136頁および145

頁，参照。

市川は 近代的自我 をこのように理解しているが，近代的自我にかぎら

ず，古代・中世的なものであれ，あるいは形而上学的なもの，日常的なもの

であれ，自我とよばれるものである限り，このように理解してよいと思われ

る。そして，まさにここに，テクストにおいて 無我 を語ることの意味と

無我 を読みとることの可能性がある。市川浩 身>の構造 195頁，参

照。

先に引用した詩頌のうち唯一敦煌本にある第80詩頌のチベット語訳をあげ

ておく。菩薩のレトリックは敦煌本にも見いだされることを確認するためで

ある。アステリスクは流布本チベット語訳（北京版 No.5272）との異同を

示す。

sems can thams chad bder ’dod pas//byang cub du ni sems bskyed
 

nas//sems can rang gis bde rnyed na//da kho ci ste khro bar byed//

bde chub tu des ko  Cf.Stein No.628,ka 13a(158a),ll.5-6.

斉藤明 敦煌出土アクシャヤマティ作 入菩薩行論 とその周辺 チベ

ットの仏教と社会 （春秋社，1986），79～109頁，参照。

よりニュートラルと思われる 九章本 十章本 という呼称でなく， 敦

煌本 流布本 を使うのは，テクストが共同体のなかで読まれ，使われ，

伝えられるという側面を強調したいからである。ただし，インドにおいてど
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ちらのテクスト伝承がより 流布 していたかをわれわれは知らない。しか

し少なくとも，チベットの伝統では，大蔵経におさめられて以来，十章本が

正統性を獲得し，それによってチベットの宗教共同体においてこれが 流

布 していったこと，そして，近代に蒐集されたサンスクリット写本が（お

ろらく たまたま ）すべて十章本系で，それらにもとづいて校訂本がださ

れたことによって西洋・日本の学界・知識界という共同体でもこれが 流

布 してきたことは事実である。 流布本 という呼称は，この意味で，テ

クストの伝承と受容の歴史性・共同体性を示すためのものである。なお，ク

ロスビー／スキルトンは十章本を canonical recensionと呼ぶ。しかし，こ

れではチベット語訳されたテキストがチベット大蔵経におさめられたという

事実を，インドにおけるテクスト伝承にまで拡大適用してしまうことになる。

中世インドの大乗仏教の共同体は大蔵経（カノン）とよばれるべきものをお

そらく持ってはいなかったからである。Cf. Kate Crosby and Andrew
 

Skilton,trans., Śantideva.The Bodhicaryavatara,pp.xxx-xxxiv.

石田智宏 Bodhicaryavatara における波羅提木叉と懺悔法―改編と改訳

の証跡― 仏教史学研究 第36巻，第２号（仏教史学会，1993）１～27頁，

参照。

発表の際に斉藤明氏より 敦煌本と流布本の前後関係をどう えているの

か という御質問があった。基本的には斉藤氏が推定されたように，おそら

く敦煌本が先で流布本が後だと思われる。しかし，それは後人による単なる

増広でなく，むしろ敦煌本にあらたな読みの可能性があたえられた結果が流

布本であると えたい。また，斉藤氏はシャーンティデーヴァ（アクシャヤ

マティ）という作者自身が 二種のテクストを著述した可能性は小さい と

みておられるが，この可能性を完全に否定しきれる材料を我々はもっていな

い。したがって，たとえばシャーンティデーヴァという 作者＝修行僧 が，

さまざまな弟子たちのために， 対機説法 的にさまざまなテクストをその

折々につくった（あるいは編纂した？）可能性を えることも許されるので

はないだろうか。

敦煌本と流布本は数多くあったであろう伝承のうち，二種の系譜を代表す

るにすぎず，どちらが 正統な伝承 なのかわれわれは知らないし，またそ

れを問うこともしない。つまり本稿では，どちらが オリジナル に近いか

つまり，シャーンティデーヴァ(アクシャヤマティ)とよばれる 作者

の 意図 ・ 真意 をどちらが より正しく 反映しているか という発

想でなく，どちらの伝承にもそれぞれの 意味 があり，それらの 価値

に上下はないという立場をとっている。どちらがオリジナルに近いかという
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発想は，オリジナルに近い＝古い方により多く多くの価値を見いだし，遠

い＝新しいとみなされたテクスト伝承を 正当 に評価せず，単なる 増

広 であり， つけたし よけいなもの をふくむ伝承としてあつかうとい

う方向性を持っているのではないだろうか。文献学的検討があらゆる議論の

基本であるのはいうまでもないが，ここで指摘しておきたいのは， オリジ

ナル を求める努力，その発想・方向が歴史性をもったものであり，したが

って，つねにある言説に支配されていることである。この問題についてはさ

らに えなければならない。斉藤明 敦煌出土アクシャヤマティ作 入菩薩

行論 とその周辺 （特に103頁）参照。

ただし，敦煌本では第６章（精進波羅蜜）の末尾に置かれており，欠く詩

頌も多い。Cf.P.L.Vaidya,ed.,Bodhicaryavatara of Śantideva with the
 

Commentary Panjika of Prajnakaramati［Buddhist Sanskrit Texts -No.

12］(Darbhanga:The Mithila Institute,1960),pp.161-66;Stein No.628,

ka 16a(161a),l.4-17b(162b),l.1.

たとえば，第140詩頌で 劣った者〔・同等の者・優れた者〕など〔の他

人〕を 自分>とみなし，自分を 他人>とみなして，躊躇することなくね

たみとおごりをくりかえしいだきなさい （hına-adisv atmatam krtva

paratvam api ca＝atmani/bhavaya＝ırsyam ca manam ca nirvikalpena
 

cetasa //）とこの実践の開始が宣言される。そして，つづく第141詩頌で

彼は尊敬されているのに，私はそうでない。私は彼ほどいい施物をもらえ

ない。私がそしられている一方で彼はほめられている。彼が幸せな一方で私

は不幸だ （esa satkriyate na＝aham labhına＝aham ayam yatha /

stuyate’yam aham nindyo duhkhito’ham ayam sukhı//）と言われるが，

すでに第141詩頌の 彼 がさすのは第140詩頌の 他人>のペルソナをかぶ

った 自分 であり，第141詩頌の 私 がさすのは第140詩頌の 自分>の

ペルソナをかぶった 他人 である。なお，この実践の詳しい分析とその意

義については別稿を用意している。Cf.P.L.Vaidya,ed.,Bodhicaryavatara
 

of Śantideva with the Commentary Panjikaof Prajnakaramati,pp.163-65.

施物と結びついた名誉・尊敬についての具体的な言及はパーリ小部経典に

すでに見られる。たとえば ダンマパダ 第５章（balavagga）第73から75

詩頌には 愚かな者は，むなしい名声を得ようと願う。修行僧のあいだでは

上位を得ようとし，僧院では権勢を得ようとし，在家の人々の家では供養を

得ようと願う。 在家の人々も出家修行僧も，これを成し遂げたのはこの私

だということをおぼえておけ なすべきこと，なすべきでないこと，何に

ついても私のいうとおりにしろ ，愚かな者はこのように思う。こうして欲
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望とおごりがたかまる。利益（施物の獲得）につながることと涅槃にいたる

道とは全く別のものである。ブッダの弟子（声聞）である修行僧はこのこと

を知って，尊敬されるのを喜んではいけない。孤独に努めはげまなければな

らない （73. asatam bhavanam iccheyya purekkharan ca bhikkhusu /

avasesu ca issariyam puja parakulesu ca//74.mam eva kata mannantu
 

gihıpabbajita ubho /mam’eva ativasa assu kiccakiccesu kismici / iti
 

balassa samkappo iccha mano ca vaddhati //75. anna hi labhupanisa

annanibbanagaminı/evam etam abhinnaya bhikkhu buddhassa savako/

sakkaram nabhinandeyya vivekam anubruhaye//）という記述がある。

ウダーナヴァルガ 第13章（satkaravarga）にも ダンマパダ のこ

の部分に対応する箇所があり，その第７・８詩頌ではさらに 〔ブッダの弟

子（声聞）である修行僧は〕いかなることについても競い合ってはいけない。

他人の従者となってはいけない。他人に依存して生活してはいけない。教え

（法）を売る商人として暮してはいけない。自分の得た施物を軽んじてはな

らない。他人の得たものを羨んではならない。他人を羨む修行僧は，心の集

中（三昧）を得ることができない （7. na vyayameta sarvatra na＝

anyesam puruso bhavet/na＝anyam nihsritya jıveta dharmena na vanik
 

caret//8.svalabham na＝avamanyeta na＝anyesam sprhako bhavet /

anyesam sprhako bhiksuh samadhim na＝adhigacchati//）と説かれてい

る。［ ベルンハルトが注記するように，この書では nihsritya はしばしば

nisrityaの意味で使われている。Cf. Franklin Edgerton,Buddhist Hybrid
 

Sanskrit Dictionary(New Haven:Yale UP,1953),p.307.］

在家信者からの施物・利益をめぐるねたみ・羨み・争いがはやい時期から

問題となっていたことがわかるが，一見してあきらかなのは，これを戒める

際の 出家修行者は声聞，つまりブッダの弟子，ブッダの教えにしたがう者

なのだから施物とか尊敬とかに悩まされてはいけない という，いわば 声

聞のレトリック である。

発表の際に斉藤明氏より 菩提心をかっこに入れた場合，菩薩の言説と声

聞の言説のちがいを強調しすぎではないか という御指摘があった。確かに，

本稿でとりあげたテクストはそれぞれの言説のごく一部を表象しているにす

ぎず，この二つの言説にかさなりがあるのも事実である。たとえば， スッ

タニパータ の第１章第８経（Mettasutta）は，おそらく在家信者と出家

者との現実のかかわりのなかでかたちづくられたという意味で，これを菩薩

のレトリックの原型とみることも不可能ではないだろう。しかし，こうした

声聞の言説と菩薩の言説のかさなりにもかかわらず，修行生活に露出した自
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我にどう対処するかという出家者にとって根本的な問題をめぐって，まった

く別のレトリックが使われていることは，菩薩の言説の根幹に われわれは

声聞とはちがう という意識が強くあったことを示すだろう。大乗が小乗の

自利主義を問題化することによってはじまったのはいうまでもないが，その

問題化の核心が新しい言説を生みだすことによる新たな 主体 の創造にあ

ったことを菩薩のレトリックは語っているのではないだろうか。

なお， ダンマパダ 第２章（appamadavagga）が 入菩薩行論 で二

回（VII,74;VIII,185）言及されることもあり，この二つのテクストのつな

がりは早くから指摘されている。

Cf.V.Fausboll,ed.,Dhammapadam,pp.13-14;Bhikkhu J.Kashyap,ed.,

The Khuddakapatha-Dhammapada-Udana-Itivuttaka-Suttanipata［Khudda-

kanikaya Vol.1］(Nalanda:Pali Publication Board,1959),p.24;Franz
 

Bernhard,ed.,Udanavarga(Gottingen:Vandenhoek und Ruprecht,1965),

pp.200-202. 和訳は，それぞれ，中村元訳 真理のことば（ダンマパダ）

ブッダの真理のことば・感興のことば （岩波文庫，1978）20-21頁，藤田

宏達訳 ダンマパダ ブッダの詩Ⅰ （講談社，1986）17～18頁，中村元訳

感興のことば ブッダの真理のことば・感興のことば （岩波文庫，1978）

200頁，参照。

Cf.la Vallee Poussin,ed.,Mulamadhyamakakarikas de Nagarjuna avec la
 

Prasannapada Commentaire de Candrakırti［Bibliotheca Buddhica IV］

(St.Petersbourg,1912),p.189,p.345. 中観思想におけるこのチャンドラキ

ールティの用語の意味とそれをめぐる問題については，丹治昭義 沈黙と教

説 （関西大学出版部，1985）65～66頁および250頁，参照。
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