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十地経 ， ，における 大悲 （mahakaruna）の

用語例を検討することを通して，菩薩の実践階梯の中での 大悲 の位置

づけを明らかにし，併せて，当該経典の描き出す菩薩たちにとって， 菩

薩道 における信仰対象が，何よりも真っ先に，諸仏の持つ 大悲 の力

（bala/vega）であった，ということを えてみたいと思
⑴

う。

以下，用語例の提示にあたっては，利便性を 慮して，近藤隆晃校訂，

，1936年，臨川書店 repr.

1983年，並びに，荒牧典俊訳 十地経 ，大乗仏典第８巻，中央公論社

1974年，のページ数を挙げる。

また，mahakarunaの用語が表れる脈絡において，以下の３点に着目す

る。

①mahakarunaと共に用いられる動詞，あるいは，動詞派生語。

菩薩のカルマの主要な要素につい
⑵

て，

②菩薩のそれぞれの修行階梯（ 地 ）では，行為意欲（cetana）から見れ

ば，何へと向かう希求（abhilasa）があるのか。

③菩薩の観念形成（samjna）から見ると，各地で菩薩が入っている精神集

中（samadhi）では，何が顔を向けてくるのか，菩薩の側から言えば，

何へと顔を向けている（abhimukhı- bhu）のか。あるいは，いかなる，
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ありありとしたイメージが顔出ししてくる（amukhı- bhu）のか。

なお，以下に取り上げる，⑴－ の個所においては，前後の脈絡が理解し

難いと思われる個所に限り，簡単な説明を加えている。また，関連して表

れる用語についても同様である。

mahakarunaの用語例

初地

⑴〔冒頭〕tatra bhavanto jinaputrah supacitakusalamulanam ......krpa-

karunabhimukhanam sattvanam bodhaya cittam utpadyate /buddha-

jnanabhilasaya......mahakrpakarunavisodanaya......（Kondo ed.15.12-

16.2),......tat ca cittam utpadyate bodhisattvanam mahakarunapurvam-

gamam /......（Kondo ed.16.5） 善根 をすかっり積み上げて，……

哀憫と悲哀へと顔向けしている菩薩たちには， 菩提 を求める心が起

こるのであるが，それは，いかなる具体的目的に向う心として説かれて

いるのかというと， 仏知 への希求心であり，また，大いなる哀憫と

悲哀を清めんとする心などである。そして，何を原因として起こるのか

というと， 大悲 が先導していることなどから，そういう心として起

こってくるのである。（荒牧訳は p.34。）

⑵ khalu punar bhavanto jinaputrabodhisattvo mahakarunapuraskrtatvad
 

anupahatenaprakrtenadhyasayena bhuyasya matraya prayujyate/sarva-

kusalamulasamudagamaya / ......krpakarunabhinirharataya / maha-

maitryupetataya / ......sarvajnabhumyabhilasanataya / tathagata-

balavaisaradyavenikabuddhadharmadhyalamvanataya / ......evam
 

rupair bhavanto jinaputrabhumiparisodhakair dharmaih samanvagato
 

bodhisattvah supratisthito bhavati pramuditayam boddhisattvabhumau/
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（Kondo ed.18.5-19.3)(荒牧訳 pp.40-42）

⑶ tesam evamrupam sattvanam duhkhaskamdhavipramoksam drstva

sattvesu mahakarunatmajah sambhavati /（Kondo ed.24.7-8）初めての

縁起 観察の後，つまり，生き物の，苦しみ（duhkha）の集まりの連

鎖から離れ切ることのできない姿を見た後に， 大悲 から生まれ出る

心／覚（buddhi）が起こり得る。それは，究極の安楽（sukha）に生き物

を立ち上げさせんとする， 大慈 （mahamaitrı）から生まれ出る心／覚，

具体的には，大いなる 喜捨 （mahatyaga）に向う心と，対となってい

る心でもある。（荒牧訳 p.54）

第２地

⑷ ......mahakarunavikalataya......sravakayanam samvartayamti / ......

mahakarunopayavikalataya......pratyekabuddhayanam samvartayamti/

（Kondo ed.40.10-14） 大悲 の欠如をもって， 声聞乗 の，また， 大

悲 と 方便 の欠如をもって， 独覚乗 の 十善業道 実践を性格

付けることができる。（荒牧訳 p.76）

⑸ ......te’smabhir mahakarunakusamulabalenoddhrtya....../（Kondo ed.

44.5）生き物たちを，輪廻の大洪水の中から救い上げることができるの

は， 大悲 と 善根 の力である。（荒牧訳 p.85）第２地の菩薩は，哀

憫悲哀と慈しみの発現に通じている（krpakarunamaitryabhinirharakusala,

Kondo ed.45.1-2）のである。

第４地

⑹ tat ca sarvasattvasapeksataya ca / purvapranidhanabhinirharopasta-

bdhatayaca/mahakarunapurvamgamatayaca/mahamairtryupetataya

ca /sarvajnajnanadhyalamvanataya ca /......（Kondo ed.71.2-3）菩薩

による， 四念処 から始まり 八正道 へと連続する，所謂 三十七
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菩提分法 の実践は，一切の生き物に関与して，例えば 大悲 が先導

していることなどによる。（荒牧訳 p.129）また，その 方便の智慧 に

よって発現された（upayaprajnabhinirhrta）実践を繰り返して深めて行

く過程では，段々と，例えば，特別に優れた智慧への希求心（jnana-

visesabhilasacitta）を持つ。（Kondo ed.71.15-16)(荒牧訳 p.131）

abhimukhı- bhu : tasya bhuyasya matraya asayadhatus ca visuddha-

yati /......kusalamulavivrddhis copajayate/......tathagatadhisthanam
 

cabhimukhıbhavati /......（Kondo ed.72.6-10)(荒牧訳 p.133）この段階

で， 善根 が拡大成長している菩薩には， 如来の摩 不思議な力 が

顔を向けてくる。

第５地

⑺, abhimukhı- bhu:tasya bhuyasya matraya sattvesu mahakaruna-

abhimukhıbhavati /mahamaitryalokas ca pradurbhavati / sa evam
 

jnanabaladhanapraptah / sarvasattvasapeksabuddhajnanabhilasıpur-

vamtaparantam sarvasamskaragatasya pratyaveksate/（Kondo ed.82.14-

16)(荒牧訳 pp.149-150）この段階で，菩薩には 大悲 が顔を向けてく

る。

第６現前地 （amukhıbhumi）

⑻ sa evam svabhavan sarvadharman anugacchan bhuyasya matraya

mahakarunapurvamgamatvena mahakarunadhipateyatayaca mahakaru-

naparipuranartham lokasya sambhavam ca vibhavam ca vyavaloka-

yati /（Kondo ed.96.14-16)(荒牧訳 p.170）

⑼ tasya......na kascid abhilasa utpadyate, anyatra mahakarunapurvam-

gamat［/］sattvaparipakad, evam asyapranihitavimoksamukham aja-

tam bhavati /sa imani trıni vimoksamukhani bhavayann atmapara-

16 十地経 における 大悲 （mahakaruna）について（室寺義仁)



samjnapagatah karakavedakasamjnapagato bhavabhavasamjnapagato /

bhuyas mantryamahakarunapuraskrtah prayujyate/aparinispannanam
 

bodhyamganam parinispattaye /（Kondo ed. 102.7-11)(荒牧訳 pp. 188-

189）

⑽, amukhı- bhu :tasyaivam bhavati, ......na catyantopasamam sams-

karanam adhigamisyamah sattvaparipacanayai / evam asya......

pratyaveksamanasya mahakarunabhinirharatas ca sattvakaryanutsar-

gatas ca / asamgajnanabhimukho nama prajnaparamitavihara
 

amukhıbhavaty avabhasayogena /（Kondo ed. 102.11-103.2)(荒牧訳 pp.

189-190） 大悲 の発現状態にある菩薩に，初めて，ありありとしたイ

メージが顔出しする。すなわち，無執着なる智慧の顔向け（asamga-

jnanabhimukha）と名づけられる 般若波羅蜜 に住している，という

イメージの顔出しである。そして，この 第６現前地 ，すなわち， 無

礙自在の知／真理の知が現前する （荒牧訳）段階で初めて，例えば，

〔仏〕知 への希求を，より上の地への求道心とすること（jnanabhi-

lasasayata）などが，満了する。（Kondo ed.103.13)(荒牧訳 p.191）

amukhı- bhu :（tasyasyam abhimukhyam bodhisattvabhumau sthitasya

boddhisattvasya ＝) tasyaivampramukhani dasasunyatasamadhimukha-

satasahasrany amukhıbhavamti / evam animittasamadhimukhasata-

sahasrani, apranihitasamadhimukhasatasahasrany amukhıbhavamti /

（Kondo ed.103.4-10)(荒牧訳 p.191） 空 無相 無願 の 三解脱門

イメージが顔出しする。

第７地

tasya cittotpadair dasanam boddhisattvaparamitanam samudagama-

paripurih samudagacchati / tat kasmad dhetos tatha hi sa boddhi-
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sattvah sarvams cittotpadan utpannotpannan mahakarunapurvakan
 

buddhadharmasamudagamaya tathagatajnanaya ca parinamayati /

tatra yas tasya mahakarunaya sattvan manasikurvato svaramvanasya
 

kusalamulasya sattvebhya utsargo buddhajnanaparyesamanasyeyam asya
 

danaparamita /（Kondo ed. 116.15-117.2）......ya sarvadharamanam
 

prakrtyanutpadabhimukhıksamtir iyam asya prajnaparamita /(Kondo
 

ed.117.5-2)(荒牧訳 pp.209-210）菩薩にとっての 十波羅蜜 の実践は，

大悲 が先導しているものだから，例えば， 布施波羅蜜 とは，その

大悲 の故に，生き物たちに意を向けて，自らの拠所たる 善根 を，

生き物たちのために放下する（ut  srj）ことである。ただし，まだ 仏

知（buddhajnana）>を探求しながらの放下である。

初地 から 第７地 までの階梯は， 智慧（jnana）>発現のため

の準備修行の要素であった：yani  bodhisattvena prathamam bodhi-

sattvabhumin utpadaya yavat saptamıbodhisattvabhumir ity abhinirhr-

tani jnanabhinirharaprayogamgani,（Kondo ed.118.8-10)(荒牧訳 p.213）

ところで，この 如来知（tathagatajnana）>への欲求行為は，貪欲

（raga）などを始めとする，いかなる煩悩群をも超出している階梯での

実践行為であるとは言っても，欲求である限り，その行為目的が満足さ

れない限りは，煩悩を離れ出たもの（nisklesa）でもないと言わざるを

得ない：asyam punar bho jinaputra saptabhyam boddhisattvabhumau
 

sthito bodhisattvo bhuyastvena ragadipramukham sarvaklesaganam
 

samatikranto bhavati /so ’syam duramgamayam bodhisattvabhumau
 

caran boddhisattvo samklesanisklesa iti vaktavyah / tat kasmad
 

asamudacaratvat sarvaklesanam na samklesa iti vaktavyah /tathagata-

jnanabhilasad aparipurnabhiprayatvac ca na nisklesa iti vaktavyah /
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（Kondo ed.119.15-120.4)(荒牧訳 p.216）

sa esam samadhınam upayaprajnasuparisodhitanam pratilambhan
 

mahakarunabalena catikramto bhavati sravakapratyekabuddhabhumim/

（Kondo ed.121.5-7)(荒牧訳 p.220）

第８地

yo yam bhavanto jinaputrabodhisattvah saptasu bodhisattvabhumisu
 

sukrtavicayah / ......svadhisthitatathagatadhisthanah svakusalamula-

baladhanapraptah / ......mahakarunakrpabhyam sarvasattvanutsrsta-

prayogah /......（Kondo ed.134.3-7)(荒牧訳 p.235）

第８不動地 の冒頭において，金剛蔵菩薩によって， 第７地 の

総括が語られる中で，tathagatadhisthana, kusalamula, mahakaruna が

集約的に説き示される。tathagatadhisthanaと kusalamulaの用語が，

ここでのみ初めて‘sva’と共に用いられる。すなわち，菩薩は，自ら立

ち上げた 如来の摩 不思議な力 を持し，自らの 善根 の力を自己

制御できる状態に到達して，そうして， 大悲 と憐憫の思い故に，一

切の生き物たちが放下（ut  srj）されないことに向けて努力すること

になる。なお，初地と第２地のみにおいて表れた（maha-)krpakaruna

との表現が，第８地のこの個所ではmahakaruna-krpaと表現を変える。

下記の用例 に認められるように，mahakarunaの力がしっかりと前面

に立ち上がり，そうして，知性の力を我が物とした菩薩は，あらゆる動

作行為を他者の為に示現することがこの段階で初めて可能となるからで

あろう。

sa evam imam acalam boddhisattvabhumim anupraptah suprati-

sthasayabalasca bhavati/sarvaklesasamudacarapagatatvat/......maha-

karunabalasupratisthitas ca bhavati / sattvarthanutsargatvat / ......
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tathagatadhisthanabalasupratisthitas ca bhavati / sarvakarasarvajna-

jnanabhimukhatvat / sa evam jnanabaladhanapraptah sarvakriyas ca
 

samdarsayati /（Kondo ed.143.15-144.6)(荒牧訳 p.260）。evam eva bho
 

jinaputrasyam acalayam bodhisattvabhumau sthitasya bodhisattvasya
 

tani kusalamulani asamharyani bhavamti /（Kondo ed.146.6-8)(荒牧訳

p.264）

第９地

mahakarunadhisthanapratilambham canutsrjan / navamım bodhi-

sattvabhumim akramati /（Kondo ed.156.5-6)(荒牧訳 p.273）

sarvatathagata-vag-bala-vaisaradya-buddhadharma-mahakaruna-

pratisamvid-prayoga-darmacakranupravartana-sarvajnajnana.（Kondo
 

ed.162.10-11)(荒牧訳 p.291）

第10地

, amukhı- bhu : yo yam bhavanto jinaputra bodhisattva evam

apramanajneyavicaritaya buddhaya yavan navamıbodhisattvabhumir
 

iti / ......mahakarunadhigatavaipulyah / ......sarvakarasarvajnajna-

nabhisekabhumiprapta ity ucyate / tasya khalu punar bhavanto
 

jinaputra evam jnananugatasaya bodhisattvasyabhisekabhumisamapan-

nasya vimalo nama samadhir amukhıbhavati /......pratyutpannasar-

vabuddhasammukavasthitas ca nama bodhisattvasamadhir amukhı-

bhavati /tasyaivampramukhani dasasamadhyasamkhyeyasatasahasrany
 

amukhıbhavanti /......paryamte sarvajnajnanabhisekavan nama bod-

dhisattvabhumir amukhıbhavanti /（Kondo ed.178.11-179.8)(荒牧訳 pp.

308-309）

......aprameyasamkhyeyani vimoksamukhasatasahasrani bodhisattvo
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’syam dasamyam bodhisattvabhumau pratisthitah pratilabhate /evam
 

yavat ......mahakarunavegasatasahasrani / bodhisattvavasitapravesa-

satasahasrani pratilabhate/（Kondo ed.187.13-188.1)(荒牧訳 pp.322-323）

以上，mahakarunaの18個所での用例は，すべて散文部分においてのみ

認められるものであり，韻文中にはまったく表れない。

では，最初に述べた①，②，③の観点から，上記18箇所の用例をまとめ

たものを，次に表示する。

①菩薩のmahakaruna ② cetanaとしての abhilasa

初地 mahakarunapurvamgama  buddhajnanabhilasa
 

mahakarunapuraskrtatva
 

abhi- las
↓
第２地

a- kram
↓
第３地

a- kram
↓
第４地 mahakarunapurvamgamata jnanavisesabhilasa

 
mahakarunavivrddhi

 
ava- tr

↓

第５地 mahakarunaが abhimukhı- bhuする。

sarvasattvapeksabuddhajnanabhilasa
 

ava- tr
↓
第６地 mahakarunapurvamgamatva・mahakarunadhipateyata

mahakarunaparipuranartham
 

mahakarunabhinirhara―大悲の発現―

jnanabhilasasayataの満了

a- kram
↓
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第７地 mahakarunapurvaka
 
nisklesaではない tathagatajnanabhilasa
 

a- kram
↓
第８地 mahakarunabalasupratisthita

 
jnanabhinirhara―智慧の発現―

a- kram
↓
第９地 mahakarunadhisthanapratilambham anutsrjat ......

sam-a- pat
↓
第10地 mahakarunadhigatavaipulya

③ samadhiにおいて abhimukhı-/amukhı- bhuしてくる

samjna

第４地 tathagatadhisthanaの abhimukhı- bhu

ava- tr
↓

第５地 mahakarunaの abhimukhı- bhu

ava- tr
↓
第６地 asangajnanabhimukho nama prajnaparamitaviharah,並び

に，sunyata-, animitta-, apranihita-samadhimukhaniの

amukhı- bhu

第10地 vimalo nama samadhihを始めとして，

pratyutpannasarvabuddhasammukhavasthito nama boddhi-

sattvasamadhih, そして，最終局面で，sarvajnajnanabhi-

sekavan nama boddhisattvabhımihの amukhı- bhu

①，②，③の観点に加え，地（bhumi :階梯）から地への移行を表現す

る動詞（別表最左列）にも注目して見ると，まず経典の冒頭で，

諸菩薩は，過去現在未来の諸仏の智慧の地に ava  trする（6.10-12:

buddhanam bhagavatam jnanabhumim avataranti. これは，buddhajnanabhi-

lasaに動機づけられている。），ということが序章において説き示された後，

初地において，菩薩は，すっかり心の手入れが終わる（37.8: suparikar-

makrta）と，第２地を希求する（37.9:abhilasati）。その第２地では，まず
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10種の cittasaya（荒牧訳では 道心 ，adhyasayaの菩提流支訳 深心

と同義で用いられている。）が，活動開始する（37.9:pravartante）。次いで，

第２地を出て，第３地へと a kramする。

第３地では，まず，その cittasayaによる注意力によって a kramし

て行く（52.10:ebhir dasabhiscittasayamanaskarair akramati.）。そして，第３

地でも衆生たちを観察し（pratyava  ıks），一方で，如来の知性のもつ不

可思議性を直に見る（53.1:samanu  pas）内に，自分の心を沈思させて，

ただ一人孤独なところに行って審慮する（55.12: svacitta-nidhyapatya raho-

gata evam mımamsate.）。この脈絡で， 四禅 から， 四無色定 ，そして

四無量心／四梵住 へという，古からの教えとしての瞑想手順が解説さ

れることになる。次いで，第３地を出て，第４地へと a kramする。

この初地から第４地まで，諸仏の智慧を希求しつつ a kram，すなわ

ち，上へと昇って行く間，菩薩は常に，大悲によって先導され，大悲が先

ずあって，その力で次の 地 へと引き上げられていることに注意してい

ただきたい。

一方，第４地に至った菩薩の心の中には，特別に優れた智慧への希求

（jnanavisesabhilasa）によって， 如来の摩 不思議な力 （tathagatadhi-

sthana）が顔を向けて現われて来る。すると，次の第５地への移行を表す

動詞は，境地の上昇を意味する a kramではなく，ava  trが用いられ

る。序章において，菩薩が過去現在未来の諸仏の智慧の 地 を渡り行く，

とされた時に用いられた動詞であり，さらに言えば，摩 不思議な力で化

身して行く，という意味が含意されている語である。そして，こうして渡

り至った第５地で，一切衆生を見捨てない仏の智慧への希求（sarva-

sattvapeksabuddhajnanabhilasa）によって，今まで自らを先導してきた 大

悲 （mahakaruna）が，ついに顔を向けて現れて来るのである。さらに，
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菩薩は，その現れて来た 大悲 が自身に発現する（abhinirhara）第６地

へと，再び渡り行く（ava  tr）。このように，第４地と第５地，すなわち，

如来の摩 不思議な力 と，さらに加えて 大悲 が現前する地から，

次の地へと移る時のみ， 化身する ことをも意味し得る動詞が用いられ

ていることは，大変に興味深い。

ところが一方，その第６地で，智慧への希求を以って，より上の地へと

進もうとする意向，すなわち求道心とすること（jnanabhilasasayata）が，

満了することとなる。そこで今度は，再び 大悲 の，ただし今度は，す

でに自分のものとして実現している 大悲 の先導によって，菩薩は，智

慧の発現のための準備修行としての最後の段階である第７地へと

a kramすることとなる。この第７地で，菩薩は，自ら立ち上げた 如

来の摩 不思議な力 を持ち， 大悲 故に，一切衆生を放下しないこと

に向けて努力する。また，この地で，菩薩はあらゆる煩悩から離れるとさ

れるが，最後の智慧の完成に向けての 如来の智慧への希求 のみが残っ

ており，その意味でなお，完全に煩悩から離れたとも言い切れない。再び

大悲 の力で， 声聞・縁覚 のレベルを抜け出て，第８不動地へと

a kramし，そこでついに智慧を完成し，あらゆる動作行為（kriya）を

示現する（sam drs）ことができるようになるのである。

第９・10地については，不明な点が多く，吟味し切れなかったので，こ

こでは言及しないが，以上を総括しておきたい。

智慧の完成に向けての菩薩の修行階梯を推し進めて行くものは，一見，

諸仏・如来の智慧への希求心であるように思われるが，それは，第７地で

はっきりと示される通り，たとえ，より上の地へ，という欲望を離れたと

しても，やはり求める心である以上は，いかにしても煩悩を離れきること

のできない心であり，究極的にはその行為意図を実現させて，なくしてし
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まわなければならない欲求である。それに対して，一貫して，菩薩を導い

て行くものは， 大悲 である。 大悲 故にこそ，菩薩は，第４地で，

如来の摩 不思議な力 の現前を目の当たりにし，その力で化身した第

５地で， 大悲 の現前を目の当たりにする。そして，その 大悲 の発

現によって，再び 大悲 に導かれて，ついには，智慧の発現に至るので

ある。

仮に，菩薩の信仰対象というテーマを掲げるとすれば，それは，諸仏の

智慧や如来の智慧という，彼らが求めて止まない煩悩の対象にあったので

はなく，常に彼らを導き，真に欲望を離れてもなお，究極的な智慧の完成

に辿り着かせてくれるはずの 大悲 にこそあったと思われる。求める心，

つまり，目的なくして，求めているのではない何かを得るための，無限の

努力を導いてくれるものがあり得るとしたら，それは信仰の対象としか言

いようがないと えられるからである。また，だからこそ，第８地で可能

となった，あらゆる動作行為の示現によって，第９・10地に描かれるよう

な，真の 利他行 を実現し得る可能性も開かれてくるのであろう，と推

察する。

注

⑴ 本論 は，拙論， 華厳経 十地品 における 唯心 （cittamatra）に

ついて， 高野山大学密教文化研究所紀要 第14号（2001年），pp.119-159

を補完するものである。田村智淳氏が入力されたデジタル資料を活用させて

いただいたことをここに記し，謝意を表します。

また，ブッダ固有の瞑想として，パーリ文献では

において初めて，mahakarunasamapattiという用語が表れることについて，

Maithrimurthiの ,Stutt-

gart 1999, S. 126を参照していただきたい。ニカーヤの中での karunaの用

例については，桜部建 karuna,mahakaruna,大悲 佐藤博士古稀記念佛

教思想論叢 ，山喜房佛書林 1972年，pp.123-129を参照。さらに，関連する
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最近の論文として，特に，原實 慈心力 国際仏教学大学院大学研究紀要

第３号（2000年），pp.9-47をも参照。

なお，abhinirharaという語が大乗経典において用いられる場合の特殊な

語義については，村上真完 大乗経典の創作（sutrantabhinirhara,能演諸経，

善説諸経） 印度学宗教学会論集 第25号（1998年），pp.1-20を参照。

⑵ ここで，観念形成（samjna）と行為意欲（cetana）という二つの要素，

すなわち，意的なサンスカーラを取り上げることについては，拙 ， 不動

業 （anejya/aninjya-karma）について なぜ， 聖者 たちは輪廻するの

か ， 日本仏教学会年報 第59号（1994年），pp.123-146を参照してい

ただきたい。また，意的なサンスカーラの内実を，samjnaと cetanaとして

伝えるのは，サンスクリットのアーガマであって，パーリの伝承（心的なサ

ンスカーラ:samjna, vedana.）とは異なっていることについて，シュミット

ハウゼン教授の論文，Beitrage zur Schulzugehorigkeit und Textgeschichte
 

kanonischer und postkanonischer buddhistischer Materialien,

,

Gottingen1987,S.396-397,Tab.VIIを併せて参照していただきたい。
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