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１ はじめに

初会金剛頂経 は，正式には 一切如来の真実を摂めたものと名づけ

る大乗経 （Sarvatathagatatattvasamgraha nama mahayanasutra）と言い，略

して 真実摂経 （Tattvasamgraha）と呼ばれる。インド中期密教を代表す

る密教経典で， 伽タントラの根本聖典に位置付けられて
⑴

いる。

ところで， 真実摂経 は正式名称にあるように大乗経典とされている。

また本文にも 大乗 （mahayana）という語が用いられ，大乗の教えであ

ることを強調する。では何が大乗なのかといえば，それは如来の大菩提心

である。端的にいえば仏心のことであり，直接的には我々が本来具有する

ところの清浄な菩提心を
⑵

指す。 真実摂経 は，仏心である浄菩提心を行

者自らが開顕する方法として，如来の三密と 伽する三密行という修法体

系を構築した。この実践体系は従来の大乗仏教には見られない独自のもの

であったことから，一方で自らを 金剛乗 （vajrayana）と
⑶

呼び，大乗仏

教の究極的な教えであると主張する。金剛乗という言葉は，すでに松長有

慶博士が指摘されているように，金剛頂経系の経典や儀軌において用いら

れたものであるが，この語を最初に用いたのは 真実摂経 であったと推

測さ
⑷

れる。 真実摂経 は，このように金剛乗という実践体系を構築し，
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従来の大乗仏教に対する独自性を主張するようになった。しかし，その基

礎にある思想的立場はあくまでも大乗にある。

大乗仏教は自利と利他の完成を基本目標にしており，その特色は利他す

なわち衆生済度を重視するところにある。 真実摂経 も，このような大

乗精神を基礎に置いている。そこで以下には，とくに真言行者の基本的立

場に関わる問題として，如来出現の意義について取り上げたいと思う。

２ 如来出現と利他の関係

真実摂経 の利他思想を窺う上で見逃せないのは教主の性格である。

真実摂経 は， 華厳経 の影響を受け，説者である教主に普遍的性格の

強い毘 遮那如来を置く。もとより毘 遮那如来は釈尊とまったく異なっ

た存在ではない。経典の内容は釈尊の成道をテーマにしており，毘 遮那

如来は釈尊が修行した結果，色究竟天において真理（法身）を享受して色

身を示現するにいたった受用身（報身）であり，いわば釈迦如来の本身に

相当する。この教主の性格について，序文の冒頭文には次のように詳しく

説かれている。

bhagavan

①sarvatathagatavajradhisthanasamayajnanavividhavisesa-

samanvagatah/

②sarvatathagataratnamukutatraidhatukadharmarajyabhiseka-

praptah /

③sarvatathagatasarvajnajnanamahayogısvarah /

④sarvatathagatasarvamudrasamatadhigatavisvakaryakaranat-

asesanavasesasatvadhatusarvasaparipurakah /

mahakrpo Vairocanah sasvatas tryadhvasamayavyavasthitah
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sarvakayavakcittavajras tathagatah（ 1～4）

すなわち，教主である世尊（bhagavan）とは，①の文から 如来

（tathagatah）の語に至るまで，そのような様々な功徳相を備えた方であ

るということである。教主の性格について説明したところは他にもあるが，

ここでは序文の冒頭文に絞って検討しようと
⑸

思う。

（１）教主の四種仏徳

上記の引用文によれば，まず世尊は次のような四種仏徳を持つ方である

とされている。

① 一切如来の金剛を加持されて種々の殊勝な三昧耶に対する智慧を備

えた方である

② 一切如来の宝冠によって三界の法王として灌頂を受けられた方であ

る

③ 一切如来の一切智智と大いに 伽すること自在なる方である

④ 一切如来の一切印の平等性に通達することによって種々の事業をな

して無尽無余の有情界における一切の意願を満たされる方である

そこで，これらの四種仏徳は世尊のどのような性格を示したものである

のか，註釈の説によって確認しようと思う。まず Śakyamitra はこれら

の仏徳を次のように説明する。第一の文は，このタントラに説かれている

マンダラの事業に精通しているという意味で，これによって世尊が三昧耶

を知り，それに精通していることを教えている。また三昧耶を知っても，

灌頂を受けずに真言を授与したりすることは正しくないから第二の文が説

かれ，また灌頂を受けても， 伽を修習する力を得ていなければ有情を利

益することができないから第三の文が説かれ，さらに 伽に力を得ても，

独覚のように他を利することに無関心となってはいけないので第四の文が
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説かれている。そして，これらの三昧耶を知る等の四法（cho rnam pa
 

bshi）を備えて，世尊は阿 梨の最勝となったのであると
⑹

いう。

一方 Ānandagarbha は次のように説明する。第一の文は，菩提心を功

徳とする如来部を会得し三昧耶を知っているという意味で，真言門の行を

行ぜんと欲する者たちも三昧耶を知らなければならないことを教えている。

第二の文は，布施波羅蜜を功徳とする宝部を会得し灌頂を得たという意味

で，同じく灌頂を得なければならないことを教えている。第三の文は，般

若波羅蜜を功徳とする蓮華部を会得し大 伽自在であるという意味で，同

じく 伽することに自在でなければならないことを教えている。そして，

一切智智の大 伽自在を得ることによって自利を円満にするように，利他

もなされることを示すために第四の文が説かれているとし，第四の文は精

進波羅蜜を功徳とする 磨部を会得し利他を円満にするという意味で，同

じく諸有情を摂取し，且つ明を成就してマンダラを画く等の諸事業に入ら

なければならないことを教えていると
⑺

いう。

このように若干異なった表現も見られるが，両者ともこれらの仏徳が世

尊の性格を示す基本要素であるとし，それらを一組のものと解釈している

ことが分かる。すなわち，①三昧耶を知る，②灌頂を受ける，③ 伽自在

となる，④他を利する，というこれらの四法を有するのが世尊であるとい

うことである。ただし Ānandagarbha は，これらに菩提心（如来部）・布

施波羅蜜（宝部）・般若波羅蜜（蓮華部）・精進波羅蜜（ 磨部）を配当して，

仏徳の組織化を一層進めて
⑻

いる。そして重要なのは，両者ともこれらの仏

徳を真言行者の備えるべき功徳としていることである。Śakyamitra はこ

れらを阿 梨の持つべき功徳とし，Ānandagarbha も真言門の行を行ぜ

んと欲する者たちの備えるべき功徳とする。しかも，両者ともこれらの仏

徳を一連の流れのもとに説明している。ただこれ自体は本文の記述順序で
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もあり，両者ともそれに準拠しているという一面も窺える。しかし，真言

行者の修行過程として説かれる十六大菩薩生が，この四種仏徳を開いて具

体化した関係にあることを 慮すると，本文の記述順序も決して無視する

ことはでき
⑼

ない。

序文の四種仏徳が世尊を構成する基本要素であるというだけでなく，阿

梨となる真言行者にとって不可欠な生活規範を示すものと解釈されてい

るという事実は，これらがきわめて実践的性格の強い仏徳であることを窺

わせる。ちなみに堀内寛仁先生は，これらの四種仏徳を真言行者の修行段

階に配当し，① 三昧耶戒の受戒 ，② 入壇灌頂 ，③ 日々の修法観

法 ，④ 三界の導師としての衆生教化，つまり檀信徒教化 にあたると

いう解釈をすでに提示されて
⑽

いる。つまり世尊とは，そのような真言門に

おける修行を経て，阿 梨すなわち如来として出現された方であるという

ことを示している。そして，これら四種仏徳と自利利他との関係を見ると，

第一ないし第三の文が自利に相当し，第四の文が利他に当たることから，

世尊とは自他の二利を兼ね備えた方であることが知られる。

（２） 伽の目的

ところで， 伽経あるいは 伽タントラとしての特色を持つ 真実摂

経 が，これらの四種仏徳の中でとくに強調するのは，第三の文に示され

た 伽自在になることであると えられる。 伽タントラは，外の所作と

内の三摩地の二つある中で，内の三摩地を主とすると解釈されているよう

に， 真実摂経 にはマンダラの造壇や灌頂儀礼等の外の所作も説かれる

が，その中心は序文に続いて記述されている五相成身観や三十七尊出生段

等の 伽を説く部分にある。とくに五相成身観は， 伽によって仏の無分

別智を成就する成仏法でもあるから，第三の文そのものに相当すると え
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ることができる。第三の文について，Ānandagarbha は一切智智の大

伽自在を得ることによって自利を円満すると説明しているが，また Śa-

kyamitra も，独覚の例をあげていることから見て，第三の文によって自

利を円満すると解釈していると見てよいであろう。 真実摂経 は，この

ように 伽によって自利が円満することを強調する。

しかし，Śakyamitra が 伽を修習する力を得ていなければ有情を利益

することができないと指摘しているように， 伽によって自利を円満する

こと自体の中に利他の意図も含まれていると えられる。経典の本文には，

五相成身観に引き続いて，金剛界マンダラを構成する三十七尊の出生段が

説かれている。それは色究竟天で五相成身観によって自利を達成して如来

応供正遍知となった仏が，さらにスメール山頂において自らの内証智をマ

ンダラとして開示する場面にあたる。三十七尊出生段は，その意味から

えて，衆生済度に向けた仏の後得智（世間清浄分別智）を表すから，第四

の文に示された利他に相当すると えることもできる。しかもこれら五相

成身観と三十七尊出生段という 伽の中には，第一と第二の文に示された

三昧耶と灌頂の要素もあるから， 伽の行自体に自利と利他の要素が悉く

含まれることになる。したがって， 真実摂経 で強調する 伽の目的は

この両義を兼ね備えていると見るべきであろう。

もとより世尊は，三昧耶を知り，灌頂を受け， 伽自在となって自利を

円満されるとともに，有情の意願を満たして利他を円満される方であるか

ら，世尊を成立させる要素は 伽だけではない。真言行者の修行過程で言

えば，三昧耶と灌頂を得ることは真言門において修行する前提条件であり，

利他は真言行者にとって仏の慈悲行として重要な意味をもつ。それゆえ，

これら四種仏徳のすべてを備えている点こそ，阿 梨たる所以があると見

なければならない。その中で 伽は釈尊の成道を追体験し，行者自らが仏
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としての自覚を深めていく修行でもある。その 伽の中に利他がふくまれ

るのは，成仏という自利行が同時に衆生済度を目標に置いているからであ

る。そのため真言行者にとっての利他行は，仏の大悲に立脚した仏行とし

ての意味をもつ。

（３）大悲者としての教主

次に，上記の引用文には，四種仏徳をあげた後，さらに世尊の性格を説

明して， 大悲を備えた毘 遮那，常恒に，三世に住して，一切の身語意

金剛を有する如来は と述べられている。この段階で，世尊というのは毘

遮那如来であることが明記されるのであるが，ここでとくに注意される

のは，毘 遮那を形容する 大悲者 （mahakrpa）という語である。大悲

者というのは，毘 遮那という語の直前に置かれていることから見ても，

世尊の性格を示す最も重要な用語の一つであると えられる。端的に言え

ば， 真実摂経 の教主は 大悲者である毘 遮那如来 と言ってよいで

あろう。

この大悲者という語の重要性は，世尊の性格を示す他の語句と比較して，

如来が出現した根本的な理由が示されている点にある。註釈では，世尊が

大悲者であることに関して次のように説明する。まず Śakyamitra は，

世尊がどうして 無尽無余の有情界における一切の意願を満たされる

（第四の文）のかというと，輪廻の苦しみに縛られた有情たちを救おうと

いう大悲を有されているからであるとし，また Ānandagarbha も，世尊

は無縁の大悲という本性によって行動されるからであるとする。すなわち，

世尊は自他の分別を超えた大悲の持ち主で，衆生済度のためにやってこら

れたのだ，というのが大悲者という語の意味であろう。 如来 （tatha-

gata）という語の意味には自利と利他の両義が含まれているが，大乗仏教
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では救済者としてとくに利他の側面を強調するようになる。いわゆる 仏

心とは大慈悲これなり ということであるが，それは世尊が自他の分別を

滅し，無分別智を得て，自他平等の精神に立つことを言う。それゆえ，仏

にとって有情の苦しみは仏自身の苦しみでもあり，有情の救済こそが真に

成仏を完成することを意味しよう。 真実摂経 には， 有情の利益 を表

す語句が実に多く見出されるが，その中で巻末の流通分には，自利と利他

の関係について次のように説かれている。

aho [va atmahitagryah sa]tvarthah satvasasinam /

yad vineyavasad dhıras tırthyadrstya sthihanti hi//

avineyasya lokasya durdrstyandhasya sarvatah /

jnana[lokavisodhanad buddhabo]dhim avapnuyad iti//（ 3021）

ああ，有情の教師たちにとって，最勝の自利とは有情を利益するこ

とである。なぜなら，〔かれら〕勤勇者たちは〔有情〕を教化せんと

して，外道の見解によっても住するからである。教化されずに邪見に

陥っている世間〔の人たち〕を，ことごとく智慧の光明によって浄め

れば，彼らでさえ仏の菩提を獲得することができるであろう。と

すなわち，利他の実現こそが最高の自利であるとし，その目的は仏の悟

りに至らしめることにあるとしている。つまり利他によって自利が完成す

るというのである。この文が説かれている流通分は，五相成身観によって

色究竟天に成道した世尊がスメール山頂で金剛界マンダラ等を開示して後，

さらに人間界に降って菩提樹の下で世間に随順して，再び成道の相を示さ

れるという場面を描いている。これは菩提樹下での釈尊成道の目的も衆生

済度にあったことを主張しようとしたものと えられる。

このように 真実摂経 は，教主である毘 遮那如来を大悲者と規定し，

さらに利他こそ最高の自利であるとして，如来出現の意義として利他に力
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点を置く。しかも 毘 遮那 （vairocana）という名称自体も，遍照と訳

されるように利他的性格を示している。前に取り上げた四種仏徳は，それ

自体が自他の二利を円満せる仏徳を示していた。しかし，それらはどちら

かと言えば，如来が出現した過程を表す仏徳としての性格が強いのに対し，

大悲者という語は，如来が出現した理由として，とくに利他の側面を強調

したものと えてよい。 真実摂経 は，教主である毘 遮那如来を自利

と利他の円満相によって示し，その上でさらに大悲者という語によって規

定しているのである。ここに 真実摂経 の序分独自の特色も窺えるが，

これは如来出現の意義がそもそも利他にあったことを強調しようとしたも

のと言えるであろう。では利他に転換する契機は， 真実摂経 でどのよ

うに説かれているのであろうか。この点について最後に見ておきたい。

３ 利他への契機

仏伝では，成道後の釈尊が説法をはじめるきっかけとなった転換点に，

梵天による勧請があったとされている。この点 真実摂経 は，釈尊の生

涯では言えば，成道の段階が主要テーマになっているため，成道以後の梵

天勧請をはじめ，利他に踏み出した初転法輪等については触れられていな

い。しかし 真実摂経 では，勝義の成道として示された色究竟天での五

相成身観による成道の後，世尊はすでにスメール山頂で金剛界マンダラ等

を展開して法輪を転じているのである。

では，利他に転換する契機を与える役割は，誰が担っているのであろう

か。流通分の冒頭には百八名讃が説かれているが，その末尾に金剛手大菩

薩が世尊に対し， 私はあなたに要請します。主よ，すべての有情を利益

するために，大悲（mahakarunyam）を生じて法輪を転じてください （

2997）と，転法輪を要請する文がある。さらに，この百八名讃に続く少し
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後には，金剛手大菩薩が世尊に対し，すべての有情を利益するために人間

界に降って最勝の金剛輪を転じるよう要請する文もある（ 3012）。このよ

うに，世尊に転法輪を促し利他への契機を与える役割は，主として金剛手

が担っているのである。

真実摂経 では菩薩の存在として十六大菩薩が説かれている。十六大

菩薩というのは，教主である毘 遮那如来の四種仏徳をさらに開いたもの

である。その第一は心真言名によって金剛薩 （普賢または金剛手）と呼

ばれ，大菩薩心（mahabodhicitta）を功徳とする（ 62）。金剛薩 の出生

段には，世尊毘 遮那如来が三摩地に入って，一切如来（毘 遮那如来）

の心（hrdaya）に住する大菩提心たる普賢大菩薩を顕現する有様が描かれ

ている。この大菩提心たる普賢大菩薩は，序分の別序において大毘 遮那

（Mahavairocana）と呼ばれているが，法界を自性とする法身としての性

格を持ち，色身の毘 遮那如来に対しては，その智身の位置に置かれてい

る。その智身が一切如来（毘 遮那如来）の心から顕現する過程は，心真

言（金剛薩 よ）→月輪→三昧耶形（金剛杵）→無数の如来形（化身）→薩

身（普賢大菩薩），という流れで展開される。その結果，世尊の心から権

化して（avatırya）月輪上に現れたのが普賢大菩薩であり，さらに世尊か

ら一切如来の金剛の如き堅固な智慧（如来の三密，および五分法身等の如来

の諸徳性）を象徴する金剛杵を授けられて金剛手という灌頂名が与えられ

る。このように金剛手は普賢菩薩と同体で，如来の大菩薩心の働きを具現

化した尊格である。したがって，金剛手が世尊に対して百八名讃によって

利他への転換を要請するのは，世尊自身の心内からの要請であり，仏心で

ある菩提心そのものの発動であると言える。このことは，仏心である菩提

心を発動すること自体に利他に転換する契機があることを示していよう。

そして，他の十五菩薩はこの発菩提心を出発点にして生み出されること
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になっているから，十六大菩薩は仏の大悲心から生じた利他行（向下門）

を表すものと言ってよい。と同時に，十六大菩薩が順次生み出される過程

は，十六大菩薩生とも呼ばれているように，真言行者の修行過程である生

活規範を示したものである。十六大菩薩は菩提心の働きである普賢の行願

を体現することによって心を淘治・浄化する修行過程を示しており，それ

は因位の衆生辺に立てば，自利行（向上門）をも意味するであろう。それ

ゆえ，十六大菩薩生は自利と利他の両面を兼ね備えていると言わなければ

ならない。しかし，前に述べたように， 真実摂経 は世尊の性格を大悲

者と規定して利他の側面を強調する。しかも五相成身観が成仏法であると

いうことは，果位の仏辺に立つところに，真言門の行の真髄があることを

示しているのではないだろうか。

４ むすび

以上， 真実摂経 における如来出現の意義として，特に利他の側面が

強調されていることを確認してきた。利他を重視するということが 真実

摂経 の基本的立場であるが，これ自体は大乗仏教の基本思想であり，決

して独自のものと えることはできないであろう。高崎直道博士は，如来

出現の意味として，①仏が成覚すること，②如来法身が顕現すること，③

衆生を成覚せしめること，という三義をあげられ，その中で 華厳経

如来性起品 でとくに問題とされる第二の意義について論述されている。

すなわち，第二の法身の顕現というのは，第一の仏の成覚が智の完成を意

味するのに対比すれば，悲の示現を意味し，それは無分別智から得られる

後得の世間清浄智の働きと言ってよいものである。そのため，衆生を利益

するということが，第一の場合には結果論的な意義として教えられてたの

に対し，第二の場合は目的論的に説かれるという。第三の意義は，第二の
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意義の目的論的性格から割り出され，衆生を利益する如来出現の目的は，

究極的には衆生を成覚せしむることに他ならないと指摘されている。

その意味で， 真実摂経 は大乗仏教の伝統を継承するものであると言

えよう。ただ 真実摂経 は成仏すなわち仏になることを直視し，それを

観念ではなく現実問題として重視していることは注意されてよい（例えば，

灌頂儀礼や三密 伽は，現実の感覚を用いた体験的世界に属する）。それ

はさておき， 真実摂経 では菩提心を発すことは如来の大菩提心である

所求の菩提心を発動することを意味し，それは衆生済度を目的としている。

したがって，真言行者は常に本有の浄菩提心を発動する仏位に自らを置き，

無縁の大悲をもって衆生をおもんばかることが要求される。

注

⑴ 本文および注の の数字は，堀内寛仁編 梵蔵漢対照 初会金剛頂経の研

究（梵本校訂篇） 上下二巻，密教文化研究所，1983年に提示された文段序

数を示す。

⑵ 大乗 （mahayana）という語の用例は，教主である色身の毘 遮那如来

に対して，その智身の位置に置かれている大毘 遮那の功徳としてあげられ

ている（ 14）。この大毘 遮那は法身に相当するものであるが，一切如来

（毘 遮那如来）の心中に大菩薩心・普賢大菩薩として住しているとされて

いる（ 17）。またその法身の顕現である金剛薩 等の転輪者に対する百八

名讃の中にも 大乗 の語が含まれている（ 199，623，1474）。本経の中

心部分である金剛界品は 一切如来の大乗を現証するものと名づける大儀軌

王 （sarvatathagatamahayanabhisamaya nama mahakalparaja）と呼ば

れ，金剛薩 は大乗を現観せしむる金剛の存在であることから 大乗現証

（mahayanabhisamaya）を功徳としている（ 35，598，599etc.）。

⑶ subhasitam idam sutram vajrayanam anuttaram/ sarvatathagatam
 

guhyam mahayanabhisamgraham//( 614etc.）。なお subhasitamについ

ては，以前 〔金剛手によって〕よく説かれた と訳したが，高野山大学の

谷川泰教博士から， 善説 は仏説の意味があることを指摘いただいた。

⑷ 松長有慶著 密教経典成立史論 法蔵館，1980年（復刻 松長有慶著作集
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第１巻 同，1998年）pp.26，27。 真実摂経 における金剛乗という語の

用例は，ツルティム・ケサン（白館戒雲）著 インド密教思想史 日蔵仏教

文化叢書IV，西蔵仏教文化協会，1994年にも指摘されている（同書 p.

170）。

⑸ 真実摂経 の序文の冒頭文と同様のものは 理趣経 類本にも存在する。

漢訳資料における翻訳年代等から見て， 理趣経 の原初形態が 真実摂経

に先行する。栂尾祥雲著 理趣経の研究 1930年（復刻，臨川書店，1982

年）pp.77，78。

⑹ Kosalalankara,Toh.no.2503,Yi fols.2b～4b,5b。

⑺ Tattvalokakarı,Toh.no.2510,Li fols.28a～29a。

⑻ Ānandagarbha は，五相成身観の前四段階に，阿 如来以下の四仏の本

性が説かれているとし，各仏徳の自性として順に菩提心・布施波羅蜜・般若

波羅蜜・精進波羅蜜を配当している（頼富本宏著 密教仏の研究 法蔵館，

1990年，pp.231～234）。Ānandagarbha は，毘 遮那如来の四種仏徳に相

当し，阿 如来以下の四仏の自性を表す四波羅蜜に，菩提心および布施・般

若・精進の三波羅蜜を配当しているが（fol.99b），Śakyamitra は，菩提心

のところを智慧波羅蜜とし，若干表現が異なる（fol.68b）。なお菩提心等の

四波羅蜜の功徳の典拠については，十六大菩薩の金剛薩 ・金剛 ・金剛

利・金剛護の出生段にあることが明らかにされている（田中公明 四波羅蜜

菩薩について 密教図像 ２，1983年，再録 インド・チベット曼荼羅の

研究 法像館，1996年）。

⑼ 金剛界マンダラを形成する三十七尊のうち，金剛薩 等の十六大菩薩は，

四尊ずつ四組に分けられ，阿 等の四仏の各眷属（四親近）を形成し，順に

三昧耶薩 （samayasatva），灌頂薩 （abhisekasatva），智薩 （jnana-

satva）， 磨薩 （karmasatva）と記されている（ 62，87，113，138）。

それらの用語から，毘 遮那如来の四種仏徳を敷衍して具体化した関係にあ

ることが分かる。

⑽ 堀内寛仁 初会金剛頂経梵本・訳注（一） 高野山大学論叢 22，1987年，

p.10（再録 金剛頂経の研究 堀内寛仁論集 上 法蔵館，1996年，p.

152）。真言行者の修行段階に配当した，このような解釈は 理趣釈 にも認

められる（大正第19巻，p.607b）。

大日経 には，阿 梨の資格として十六徳があげられているが，共通す

る要素もある。福田亮成校註 新国訳一切経 密教部１ 大蔵出版，1998年，

p.14。

世尊の四種仏徳については，Ānandagarbha が指摘するように，四波羅
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蜜の功徳である菩提心・布施波羅蜜・般若波羅蜜・精進波羅蜜との関係の他

にも，四智・五智説との関係も 慮されなければならない。これについては，

堀内寛仁 四智・四仏について 密教文化 144（再録，注⑽堀内前掲書），

および注⑻頼富前掲書，pp.215～228で詳しく論じられている。

Kosalalankara,Toh.no.2503,Yi fols.2b～4b,5b。

Tattvalokakarı,Toh.no.2510,Li fols.28a～29a。

高崎直道著 増補新版 仏性とは何か 法蔵館，1997年，pp.84～158。

堀内寛仁 金剛頂経の諸尊名 密教学会報 27，1988年（再録，注⑽堀

内前掲書）。

普賢菩薩と金剛手の結びつきは， 大日経 の先駆経典と言われている

金剛手灌頂タントラ （Toh. no.496）に見られる。大塚伸夫 金剛手灌

頂タントラ の灌頂について 印度学仏教学研究 44-1，1995年，伊藤善

之 金剛手灌頂タントラ における金剛手灌頂について 印度学仏教学研

究 45-2，1997年。

栂尾祥雲著 曼荼羅の研究 1927年（復刻，臨川書店，1982年），pp.

216～224。

金剛智訳 略出念誦経 には 菩提心とは，大悲より起り，成仏の正因，

智慧の根本たり。能く無明の業報を破し，能く摩怨を摧破す。（中略）一切

衆生を済度せんが為の故に，無上の菩提心を発す。云々 （大正18巻，p.

249a）とある。菩提心を成仏の正因，智慧の根本と見なし，菩提心は大悲

から生ずるとして，因行証入をもって示される誓願文の冒頭において，発菩

提心の目的を利他に置く。

高崎直道著 如来蔵思想の研究 春秋社，1974年，pp.576，577。
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