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問 題 の 所 在

大乗仏教の思想に大きな影響を与えたものに， 前生談文学 （ジャータ

カ・アヴァダーナ等）および 仏伝 （釈迦牟尼の生涯について記す伝記

文献）があ
⑴

る。これらを 前生談・仏伝文学 として総称し，それと大乗

仏教との関係を 察すれば，大凡，次のようにまとめることができる。

① 前生談・仏伝文学によって醸成された超越的仏陀観や菩薩思想を

通じて，多くの大乗思想が生まれてきた。

② 前生談・仏伝文学の内容は，大乗的な思想の発展とからみあって

変化し，相互に影響を与え合った。

③ 大乗的な仏陀観や菩薩思想が確立してくると，前生談・仏伝文学

の内容もそれに応じて変化せしめられた。

④ 前生談・仏伝文学において釈迦菩薩に独自な事績とされていたも

のが，大乗思想のなかで多仏多菩薩に拡大適用されるにしたがって，

前者の持つ意義は次第に失われ，後者によって超克されていった。

前生談・仏伝文学に淵源する大乗思想としては，六波羅蜜，十地，授記，

誓願，廻向などを挙げることができるが，方便もまた同様である。方便は

元来 ある目的を達成するための手段・方法 の意味であるが，大乗仏教
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においては，それが 仏・菩薩の用いる衆生済度の手段 として多面的な

察の対象となったため，その意味が多様化した。菩薩思想や仏陀観の展

開に伴って，菩薩や仏陀の用いる方便の内容に様々な変化が見られたから

である。

大乗仏教と方便 に関しては，すでに多くの先学の研究がある。とこ

ろが，前生談・仏伝文学に見られる方便が大乗仏教に継承され発展してき

たプロセスについては未だ十分に研究されているとは言えない。ジャータ

カと方便思想との関連については， 方便思想の形成の源流は，今生の佛

陀の偉業を佛陀の前生の苦難の行に求めるジャータカの出現に求めてよい

のではない
⑵

か との指摘があるが，仏伝の中にも大乗的方便思想の淵源を

たどることが可能である。本稿においては，以上の問題意識のもと，大乗

仏伝として特殊な位置にあるラリタヴィスタラ（漢訳 方広大荘厳経 ）

〔以下梵本を Lv，漢訳を 方広 と略す〕を中心として，方便思想につい

て 察する。

１．方便思想の大乗的発展段階

我々の 察するところ，仏教の方便思想は，おおよそ次のような段階を

経て大乗的なものへと発展したと えられる。

⑴特に目的を限定しない，単なる 手段，方法，工夫，方策，策略 とし

ての方便（凡夫を含めて，あらゆる衆生が用いる方策）

⑵悟り・解脱に至るための 方法，手段 （修行法）としての方便（悟り

を求める者が修行法として選択する手段；自利的加行・進趣方便）

⑶衆生を仏道に導くための 神変奇瑞 としての方便（仏陀が衆生をして

仏道に心を向けさせるために用いる神通力；利他的加行・神力方便）
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⑷悟りに向う賢さ（智慧）と一体的な すぐれた手段 としての方便（菩

薩が自らの智慧力に基づき選択する 正しい方法 ；方便力・智慧方便）

⑸上求菩提・下化衆生を目的とする菩薩行としての方便（衆生利益に励む

ことの中に無我の境地を得ようとする菩薩の利他行；方便行・精勤方

便）

⑹衆生に対する応機説法の工夫・配慮としての仏菩薩の方便（仏如来また

はそれと同等なる菩薩が衆生教化のために用いる巧みな工夫；善巧方

便・大悲方便）

⑺般若空観の智慧と一体にして， 有相・無相の両辺を離れた道 として

の方便（大智と大悲との相即融合の中に無限の衆生済度を行じる不住涅

槃の菩薩行；方便道・方便波羅蜜・施造方便）

⑻仏が衆生を導くために仮にもうける はかりごと としての方便（一切

衆生を成仏させるために仏如来が説く三乗の教え；方便智・権仮方便）

⑼一即一切的に相集 成している諸法（万物）の巧みな在り方（十方世界

の同時円成を期する菩薩の大悲方便から生まれる相即無礙なる法界認

識；集 成方便）

⑽永遠なる本体仏の化現（方便化生）たる変化仏身（法身仏の化現たる化

身仏による説法教化；化身方便）

以上，十の段階に分けた方便のうち，仏伝文献に見られるのは基本的に

は⑴～⑹である。⑺は極めて限定的な形で見られ
⑶

るが，⑻，⑼，⑽は仏伝

には全く見られない。

２．ラリタヴィスタラの方便思想

漢訳に 方便 と訳される場合の原語（upaya, prayoga, manasikara,
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vidhi, abhyupaya, arambhaなど）のうち，Lvに見られるのは upaya

(upayakausalya,upayakausala)と prayogaである。

prayogaの用例として注目すべきものが，第４章に三カ所見られ
⑷

る。

しかし，大乗的観点から見た場合の 方便 の原語は upaya (upaya-

kausalya, upayakausala)であり，Lvにおいても重要な方便思想はこの

用語のもとに展開されている。Lvに見られる用例数は⑴ upaya10例，⑵

upayakausalya４例，⑶ upayakausala２例の計16であり，このうち⑵

と⑶が見られるのは，大乗的な観点から補足されたと思われる部分におい

てである。それらは，一生補處の（または最後身の）菩薩やその説法（法

門）を讃歎する場面で，多くの徳性のうちの一つとして列挙されるもので

あり，物語の展開とはあまり関係がない。唯一，第12章第３ 直前の長行

部分に見られる upayakausalyaが，菩薩の結婚を愛欲のためではなく衆

生教化のためであると説明する場面で用いられており，これはある程度，

物語の展開に関わる用例である。その部分の梵文に拙訳を付けて示せば，

次のとおりである。

sa punar api mımamsyopayakauslyam amukhıkrtya sattvapari-

pakam aveksamano mahakarunam samjanayya tasyam velayam
 

ima(m)gatha(m)abhasata.

しかし，彼（菩薩）は，再び熟慮し，善巧方便を領解して， 衆生

を教化せん と え，大悲を起こして，その時，かくの如き を説け

り。（この後に， 過去の諸菩薩も結婚し，妻子や 女を持ったが，愛

欲に染著しなかった との が説かれる）

Lvにおいて，物語の具体的な展開に関わって用いられる方便は基本的

に upayaで表現されている。今，10個の upayaの用例について，それぞ

れの梵文に拙訳を付して示せば，次のとおりである。
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①第５章第75

兜率天より下生する菩薩をアプサラス（天女）たちが讃歎する のひ

とつとして，

sarva’payavara’bhijnakovida darsayasi cyuti-m-acyutim cyutim,

lokadharmabhavananuvartase no ca loki kvaci opalipyase.

［菩薩は］一切の深妙なる方便と神通とに通達し，死と不死との終滅

を開示する。世法の生活に随順するといえども，決して，世間に染著

することなし。〔方広には 方便 に該当する訳語はない〕

②第７章第73 直後の長行部分

マヘーシュヴァラ天子が，出生したばかりの太子釈尊の徳を讃歎する

なかの一節として，

asamkhyeyakalpakotıniyutasatasahasrasukrtaparikarmadanasıla-

ksantivıryadhyanaprajnopayasrutacaranavratatapahsucaritacara-

nah.

無数なる百千拘 尼由多劫において浄業を善修し，布施・持戒・忍

辱・精進・禅定・智慧・方便・多聞・徳行・禁戒・苦行をよく修習せ

り。〔方広にも 方便 と訳されている〕

③第10章第10

学齢に達した菩薩が学堂に赴き勉学する場面で，あらゆる文字につい

て学習済みの菩薩に驚嘆した，児童の師 visvamitraは，最勝なる智者

である菩薩に教えることはできないが，菩薩の威神力により教えること

ができる，と自ら言う。

asyaıva tv anubhavena prajnopayavisesatah,
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siksitam siksayisyami sarvalokaparayanam.

されど，彼自身の威神力による，智慧方便の妙用により，

一切世間の依 たる学匠（菩薩）に，［われは］教授すること能うべ

し。〔方広には 智慧神力最も第一なり 當に善巧を以て我に教詔し

たまうべし とあり，upayaを 善巧 と訳している〕

④第13章第135

中宮 女衆の奏でる伎楽の音から，菩薩の神通変化によって，中宮

女衆を教化する多くの法門を発したとする，その法門の のなかに，

dane dame samyama sılasabdah ksatyas ca sabdas tatha
 

vıryasabdah, dhyanabhinirhara samadhisabdah prajna-upayasya
 

ca sabda niscarı.

布施，自制，律儀，持戒の音声，忍辱の音声と，また，精進の音声，

禅定の発揚と，三昧の音声，また，智慧と方便の音声が現出せり。

〔方広には 方便 に該当する訳語はない〕

⑤第15章第23 と第24 との間の長行部分

出家前の菩薩が伎楽殿において過去仏の諸行を思念し，衆生の福利を

念慮せる時に，四種の本願の句が心中に現前する。その第二の本願の句

のなかに，

trivimoksamukhajnanabaspausadhisamprayogena copayaprajna-

jnanasamprayuktena, sarvavidyandhakaramohatamas (timira)-

patalakalusyam apanıya prajnacaksur visodhayeyam.

三解脱門の知の点眼薬を処方し，また，方便と智慧と知識とを調合し

て，無明の盲闇と愚癡の暗冥と【暗翳と】障膜と汚濁とのすべてを取
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り除き，［衆生の］智慧眼を明浄ならしむべし。〔 方便と智慧と知識

とを調合して の部分が方広には 方便智門 と訳されている〕

⑥第17章冒頭の長行部分

出家後，菩薩は外道たる二仙人のもとで禅定修行をする。アーラー

ダ・カーラーマのもとで 無所有處定 を，ウドゥラカ・ラーマプトラ

のもとで 非想非非想処定 を。そのウドゥラカのもとで修行するにあ

たり，菩薩は，彼ら外道の衆が執着の念を伴う禅定・三昧を最高のもの

としているので，その誤りを教えるために，あえて外道たるウドゥラカ

の弟子となることを決意する。その場面で菩薩は思念する。

yan nv aham tatharupam upayam upadarseyam yenaıte ca praty-

aksa bhaveyuh dhyanagocaranam ca> samapattyarambananam
 

lokikasamadhınam anihsaranata darsita bhavet.

さればいざ，われは，かくの如き方便を示すべし。すなわち，それに

よりて，彼らが禅定の境地および等至の所縁に関して現前知を得たる

ものとなり，世俗的な三昧は出離（解脱の境地）に導くものにあらざ

ることが示されるべきところの［方便を］。〔方広には 我今方便をも

って，彼をして自ら其の修習する所の，究竟たるに非ざることを知ら

令めん と訳されている〕

なお，アーラーダ・カーラーマのもとでの禅定修行については，それ

を 方便 とする記述は見られない。

⑦第17章第11

菩薩はウドゥラカのもとから去り，ナイランジャナー河の岸辺に来た

り， 呼吸の停止 （止息禅）と 断食 との苦行を始める。それを始め
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るにあたり，菩薩は 一切の外道異論が摧伏されるべき，また，業と所

作（義務）とを忘失せる衆生に業と所作との消滅せざることを示すべき，

また，禅定の境界にある色界の天神たちに殊勝なる禅定を示すことによ

り善く誘引すべきところの，すぐれた禁戒と苦行を勤修せん と決意す

る。かくして菩薩が六年間の厳酷なる苦行を顕示したとき，総計十二那

由他に及ぶ天神や人間が三乗に教化せしめられた。 そこで，次のよう

にいわれる として，苦行品の重頌にあたる が説かれるなかの，その

冒頭の に，

tasya ca gunanvitasya puro viniskramya bodhisattvasya,

cinta upayayukta sattvarthahitaya utpanna.

功徳を具えたる，かの菩薩が，城邑より出たる時に，衆生の利益と安

楽のために，方便と結合せる思念が生じたり。〔 方便と結合せる思念

が生じたり の部分が方広には 思惟諸方便 と訳されている〕

なお，菩薩の苦行の理由に関して，第25 には この世には，粗暴な

る戒行を喜ぶ，外道の天神や人間が存在する。彼らを教化するために，

［われは］厳酷なる戒行（苦行）を始めん とある。極端な苦行は仏

教の排斥するところであるが，それを釈迦菩薩が実行したことの理由

として，外道なる衆生に苦行の無益たることを教えるために，あえて

最も厳酷なる苦行 をしてみせたという。それは無論 菩薩の方便

である。

⑧第19章第50

菩提の座に坐せんとする時，草刈人スヴァスティカに われに草を与

えよ。それに坐して無上菩提を證得せん と呼びかける のなかに，

prajnabalam ca upayabalam ca rddhis asamgatamaitrabalam ca,
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pratisamvida satyabalam ca tesa mi nispadi bhesyati adya.

智慧力，また，方便力，威神力，また，障礙なき慈の力，［四］無礙

辯，また，真実の力，それらの完成が，今日，われに生ずべし。〔方

広には 方便力 に該当する訳語はない〕

⑨第19章第54

草ごときで無上菩提が得られるならば，われこそ先ずそれを得ん

と言うスヴァスティカに， ただ草に坐せば菩提が得られるにはあらず

と教える として，

naısa svastika bodhi labhyate trnavarasayanaih
 

acaritva bahukalpaduskarıvratatapa vividha,

prajnapunya-upaya-udgato yada bhavi matimams
 

tada pascaj jina vyakaronti munaye bhavisyasi virajah.

種々の困難なる禁戒・苦行を，多劫にわたり為すことなくして，スヴ

ァスティカよ，［ただ］端厳なる草の座によりて，この菩提が得られ

るにあらず。覚知ありて，智慧・福徳・方便に卓出せるものとなりた

る，その後に，勝者なる牟尼によりて，［汝は］塵垢なき者となるべ

し，との授記がなされる。〔方広には 方便 に該当する訳語はない〕

⑩第23章第48

菩提の座において魔を降伏し正覚を成じた仏世尊のもとに，諸天神が

来て をもって讃歎する，その場に来た天王シャクラ（帝釈天）が仏を

讃歎する のなかに，

bodhicarıanantatulya abhud vıryasthamodgata

prajnabala upayamaitrabalam brahmapunyam balam,
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eti balam anantatulya bhavam bodhisamprasthite
 

dasabala baladharıadya punar bodhimande bhuto.

［御身は］精進の力勢もて卓出せる，無数に等しき菩提行を生じたり。

［故に］智慧力，方便と慈の力，梵天の［如き］福徳の力，それらの

力は，世尊よ，［御身が］菩提に発趣せる時に［すでに］無数に等し

かりしも，力ある者よ，今日さらに，菩提の座に坐して，十力を有す

る者と成りたまえり。〔方広には，この の前半部分が 慈悲喜捨及

方便 精進智慧大梵福 と訳されている〕

以上の用例を分析すれば，③，⑥，⑦を除き，いずれも菩薩行としての

智慧（力） 等と並べて 方便（力） が説かれており，方便が大乗菩薩

に必須の行として位置づけられるようになった背景を示唆している。

③に見られる用例は，児童たちの教師であるヴィシュヴァーミトラが，

自分よりはるかに博識の菩薩に教授しうるのは，菩薩自身の威神力

（anubhava）による 智慧方便 （ 智慧に基づく方便 または 智慧と方

便 のいずれの意味か明確でないが，今は前者とみる）の 妙用 （すぐ

れた働き）によるものである，と述べているものである。この場合の方便

は，威神力を用いているものであるから， 神変奇瑞としての方便 （神力

方便）に類同するものであり，また 智慧と一体化した方便 （智慧方便）

の特質を持つものでもある。換言すれば，この方便は 神通自在なる仏菩

薩の神力による方便 （大乗的な神力方便）と見なしうる。

しかし，仏伝の記事として見た場合，さらに注目すべきは⑥と⑦である。

なぜならこれらは，菩薩が仏教に違背する外道的実践を実行したことの理

由を，外道の衆生を教化するための方便として説明するものであり，この

ような構想は，他の仏伝には見られないものだからであ
⑸

る。

Lvにおける釈迦菩薩は，多劫にわたる過去世の菩薩行によって一生補
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處となり，下生して成仏することが確定している菩薩である。その菩薩は

すでに仏に等しい智慧に到達しているのであるから，その所行には如何な

る無知も誤りも敗北もあり得ない。しからば，一体なにゆえに，菩薩は外

道的修行に従事したのであろうか。それは結局，それによって外道衆を仏

道へと導くためであり，その目的のための方便だったのである。そもそも

大乗菩薩たるものは，ひたすら衆生教化に励むものであり，多劫にわたり

六波羅蜜等とともに方便をも修習してきたのであるから，その方便力が最

も高まっているはずの最後身の菩薩（成仏直前の菩薩）によって方便が発

揮されないはずはない。このように えて，Lvの作者（たち）は仏伝の

なかに方便思想を導入したのであろう。

ま と め

方便には二つの方向性がある。一つは 上求菩提 （向上門；往相），も

う一つは 下化衆生 （向下門；還相）の方向性である。前者は 衆生の

側から仏に近づいていくために取られる手段 であり，後者は 仏の方か

ら衆生に近づき衆生を引き寄せるために取られる手段 である。 菩薩の

方便 は一般に前者に属し， 仏如来の方便 が後者に属することは言う

までもない。少なくとも仏伝における釈迦菩薩は，出家修行して悟りを求

める立場にあるから前者の方便を，成道して仏陀となってからは後者の方

便を用いることになる。

しかるに大乗仏教における菩薩は， 成仏に確定した菩薩 多くの過去

仏と同じ所行を現じる菩薩 仏如来と同等なる智慧を具有する菩薩 成

仏を延期して衆生済度に専念する不住涅槃の菩薩 法身の具体化たる変

化身としての菩薩 などとして発展していくのであり，そこでは，菩薩の
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方便を向上門，如来の方便を向下門とするような二分的発想をすることが

不可能になる。菩薩は菩薩のままで向上し，かつ向下する。方便における

向上位（上求菩提）と向下位（下化衆生）とは，両者各別の立場に立てば，

前者から後者へと移行するように えられるが，両者不二の立場に立てば，

自利利他相即として菩薩行の中に融合する。

仏伝の菩薩は向上位にあるから，その方便も 如来の方便 ではなくし

て 菩薩の方便 であるという特徴を有する。しかるに，Lvの釈迦菩薩

は 成仏に確定した最後身の菩薩 神変自在の仏如来に等しい菩薩 と

して描かれる。そのために，成仏以前の釈迦菩薩の所行は，世間に随順す

る行為にすぎず，また，衆生を教化するための方便に他ならないとされる。

ところが，この菩薩は決して未だ 如来の化身 ではなく，相変わらず，

悟りを求める修行者でもある。それゆえ，外道衆を教化するための方便と

して苦行を修するにもかかわらず，その苦行を放棄した後では，［かつ

て］父の園林において，ジャンブ樹の陰に坐して到達した，かの 四禅

こそが菩提の道である と思念している。Lvには， 求道者たる菩薩の

姿 と 化導者たる菩薩の姿 とが混在し，そのどちらにも徹底しないま

ま，場面ごとに菩薩の姿が入れ替わっているのである。しかし，このよう

な釈迦菩薩の姿こそ，大乗菩薩の原型を示すものであり，これがやがて

成仏を延期して衆生済度に専念する不住涅槃の菩薩 や 法身の具体化

たる変化身としての菩薩 などの理念へと発展したものであろう。

註

⑴ これらの文献は 本生部の経典 であるから 本生経 とも総称されうる

が，その本生経は 大乗諸経の母胎的基本的役割を演じた 本生経は大乗

諸経典に不可欠な先駆思想であった と言われている（保坂玉泉 波羅蜜の

展開と大乗経典の成立 ， 駒澤大学研究紀要 第13号，昭和30年，2頁参
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照）。

⑵ 澤田謙照 佛教における 方便 の思想について （ 仏教文化研究 第12

号，昭和38年）100頁。

⑶ 過去現在因果経 の冒頭に，釈迦如来の前生身たる善慧仙人（出家後は

善慧比丘）に対する普光如来の授記の物語があり，その後半に，善慧比丘が

見た 五奇特夢 を普光如来が解説する場面があるが，そこに 手に日を執

ると夢みたるは，智慧の光明，普く法界を照すなり。手に月を執ると夢みた

るは，方便智を以て，生死に入り，清涼の法を以て，衆生を化導して，悩熱

を離れしむるなり とある。この場面の 方便智 とは， 法界を照らす智

慧の光明の発現たるところの方便 であり，悟りの智慧と一体となった衆生

化導の方法（智慧即方便）を意味している。これは大乗的にかなり発達した

方便思想を表すものであり，自利利他相即の立場から衆生済度に励む 菩薩

の施造方便 に属するものと言えるであろう。

⑷ 一つは，兜率天から下生しようとする菩薩が兜率天宮で行う最後所説の法

門の名称であって，cyutyakaraprayoga（下生相方便）と呼ばれている。

これは方広に 教誡思惟遷没方便下生之相 と訳されている。この場合の

prayogaは 下生のための準備として説かれるもの というような意味で

あろう。通常 prayogaは 加行 と訳されるが，これは ある事を達成す

るための前段階としての予備的な行 を意味する。そして，それが 何らか

の準備として行われる手段 であるということから， 方便 と訳すことも

できる。残り二つの用例は，百八法門の一つとして挙げられる samyakpra-

yogaと prayogaである。前者は 修行における手段の正しさ を意味し，

後者は 加行 を意味すると思われるが，方広は前者を 方便 と訳し，後

者を 方便正行 と訳している。

⑸ ブッダチャリタには，苦行の場面で二つの （第12章の第91 と第104 ）

に upayaの語が用いられている。しかし，その用法はいずれも単なる

手段，方法 の意味であって，大乗的な意味での方便ではない。マハーヴ

ァスツにおける 二仙人のもとでの禅修行とその後の苦行 に関する部分

（É.Senart版Ⅱ,pp.118-133）には，Lvの第16～17章に対応する箇所がある

が，そのなかには，これらの修行・苦行を方便と見る記述は見られない。
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