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[法華i詢 とイーシユヴアラ (斎藤)

周知のように、アヴァローキテーシュヴァラは、「観察する」「見渡す」

「見下ろす」等の意味をもつ動詞 ava ЛOkの過去分詞 ava10k■ aと 、「自

在 [な ]」 等の意味もって形容詞あるいは名詞として採用されるISvara

との合成語である。世間を観察することが自在なブッダは、世間には汚

れや理解力の点で三種類等|に分類される人々がいることを、悟れる者の

眼 (仏眼)を もって観察したことにより、説法を決意したという。いわ

ゆる梵天勧請説話が伝えるところである。この、世間を観察することが

自在なブッダを具現した菩薩がアヴァローキテーシュヴァラの由来であ

る、というのが拙論 [201]][2()13]の 一つの結論であった。

では、いったいなぜイーシュヴァラが呼称の一部となっているのであ

ろうか。ここでは、「観音経Jを含む『法華経』全体を通してこの問題を

考えてみたい。

[1]イ ーシュヴァラをめぐって

イーシュヴアラ (自 在天、主宰神)は、(ル ドラ=)シ ヴア神の文献上

の起源ともいわれる『ショヽヴェーターシ.■_ヴ アタラ・ウパニシヤッド』

Sυιι′ζυα″z― げ》α夕Zなαグでは、ISa,isana,ζ vara等の表現で、最高原理ブ

ラフマン、あるいはそのメ、格神としての (ル ドラ=)シ ヴア神の形容辞

としてしばしば言及されそ)。

また、仏典においても、古くから行為の果報をもたらす原医|や 、事物

の生起をもたらす原因とし́て、1ン ば tノ ばたSara(=Skt.祗 vara)説への批

判的な言及が見られる。その後ヨーガ、ニヤーヤ、ヴェーダーンタ等の

インド哲学諸学派においても、イーシュヴァラの観念や信仰がそれぞれ

の教理に大 きな影響 を与えることになるのは周知の通 りである。

AvalokiteSvara(=Avalokita-lSvara)と いう名称の背景に、王族 (ク シヤ

トリヤ階層)の伸張とともにインド各地において興隆したイーシユヴア

ラ信仰があることは疑いえないであろうが、以下ではこの問題モ)念頭に

置きながら、『,去華経』におけるイーショ、ヴァラの具体的な用例に目を向

けたい。
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[2]『法華経』に登場するイーシュヴァラ

現行の『法華経』には、イーショヴァラ単独の、あるいはイーシュヴァ

ラを合成語の前分にく)つ 表現は 6つ の章に登場する。サンスクリット本

の章番号でいえば、第1,2,4,18,23,24の 6つの章で、羅什訳の章名では、

それぞれ序品、方便品、信解品、法師功徳品、妙音菩薩品、および観世

音菩薩普門品である。 (以下の下線は筆者による。)

(1)ま ず序品では、霊鷲山 (Grdhrakita)の 会座に参集 lン た神々とし

て、「従者の天子 3万名をつれた、イーショ_ヴ ァラ (ISvara)天 子とマ

ヘーシュヴァラ (MaheSvara)天 子 [も いた]」 と出る。

(2)次 に、方便品の偶頌部 (v.115)の用例は、いわゆる梵天勧請に重

ねるかたちで、「そのとき、ブラフマー (梵天)も 、シャクラ (帝釈天)

も、世間を守護する四神 (四 天王)も 、マヘーシュヴァラも、イーシュ

ヴアラも、幾千・コーテイのマルト神群も私に [説法を]懇請した」と

語る。ここではブラフマーのみならず、イーシュヴアラ他を加えた上で

仏に説法を勧請している点も、アヴァローキテーシュヴァラの名称のも

つ意味を考える際に見のがせない。

固有名詞以タトの用例を見̀せ る(3)信解品については後述する。一方また、

(4)法 師功徳品の偶頌部 (v.59)は 、 [法華 (白 蓮華のような正 しい法)

の]法門を説=く 法師が受ける恩恵を語るなかで、「ブラフマーさえもかれ

の従者となり、マヘーシュヴァラも、イーシュヴァラも、 [かれらの]天

子たちも、シャクラも、その他の天子たちも、多くの神々の娘たちも [そ

の法師に]親近するJと いう。

(5)妙音菩薩品の用例は、つづく観世音菩薩普門品、すなわち『観音経』

の用例に近似するもので興味ぶかい。当該箇所は、世尊が娑婆世界にお

553 (イ′θ)



『法華経Jと イーショヴァラ (斎藤)

いて法華の法門を説く妙音菩薩がさまざまな姿をもって有情のために法

門を説くという文脈下にあり、「パドマショ_リ ーよ、このガドガダスヴァ

ラ (妙音)菩薩大士は多くの姿で、この白蓮華のような正しい法 (法華)

を説いたのである。すなわち、あるところではブラフマーの姿で、ある

ところではル ドラの姿で、あるところではシャクラの姿で、あるところ

ではイーシュヴァラの姿で、あるところではセーナーパテイ (「将軍」の

意、シヴァ神の虐、子カールッティケーヤの別称の一つ)の姿で、……あ

るところではバラモンの姿で、この白蓮華のような正しい法を説いたの

である。」等と出る。

つづ く(6)観世音菩薩普門品の用例もこれに近似 し、アヴァローキテー

シュヴアラが種々の姿をもって法を説 くことを語る。後世、観音の三十

三身の根拠となる箇所である。拙稿 [201a181-185]も 論及したように、

アヴァローキテーシュヴァラの名称の理由に関する世尊の説明を受けた

アクシャヤマテイ菩薩は、アヴァローキテーシュヴァラが人々に対 して

いかに法を説 くのかを質問する。以下はその問いと世尊による回答であ

る。

「『世尊よ、アヴァローキテーショ_ヴ ァラ菩薩大士は、この娑婆世界を

どのように遊歴し、人、々 にどのように法を説くのでしょうか。また、

アヴァローキテーシユヴァラ菩薩大士の巧みな方便の範囲はどのよ

うなものなのでしようか。J

このように問われて、世尊はアクシヤヤマテイ菩薩大士に次のよ

うに語った。

『良家の子よ、アヴァローキテーシュヴァラ菩薩大士が仏の姿で人々

に法を説く世界もあれば、一一菩薩の姿で人々に法を説く世界もあ

る。アヴァローキテーシュヴァラ菩薩大士は、ある人々には独覚の

姿で法を説く。……声聞の姿で…… 、………ブラフマーの姿で…… 、

……シャクラの姿で…… 、ガンダルヴアの姿で法を説く。ヤクシヤ
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によって導かれるべき人々にはヤクシャの姿で法を説く。イーシュ.

ヴアラによって導かれるべき人々にはイーシュ、ヴァラの姿で法を説

く。マヘーショ_ヴ ァラによって導かれるべき人々にはマヘーシュヴァ

ラの姿で法を説く。転輪聖王によって、……・(中 略)… … 、ヴァジュ

ラパーニ (執金岡」神)に よって導かれるべき人々にはヴアジュラパー

ニの姿で法を説く。このように良家の子よ、アヴァローキテーシュ

ヴアラ菩薩大士は思議を超えた特性をそなえているのである。それ

ゆえいま、良家の子よ、アヴァローキテーシュヴァラ菩薩大士に供

養されよ。良家の子よ、このアヴアローキテーシュヴァラ菩薩大士

は、恐′
1布 をいだいている人々に安心を与える。このゆえにアヴァロー

キテーショヽヴァラ菩薩大士は、この娑婆世界において「安心を与え

る者」(施無畏者)と 言われるのである。」」

ここでの用例もまた、アヴァローキテーシュヴァラが様々な数 (Skt,

本16、 羅什訳35)の化身をもって法を説 くことを述べる。

[3]『法華経』におけるイーシュヴァラの位置づけ

以上の5箇所の用例を通して注目されるのは、イーシュヴァラは仏 ((1)

(2》 、法師 ((4》 、書薩 ((5X6))の 説法に関して登場するという点である。

いずれもイーシュヴァラは、ブラフマー (梵天)、 シ々クラ (帝釈天)と

ともに八部衆の中の天部を代表する位置に置かれ、(5)を 除く4例ではマ

ヘーシュヴァラと並置されている。マヘーショ̂ヴ ァラもイーシュヴァラ

も、後世とりわけシヴァ神の別称として知ら11ン るようになる神名である。

上の5箇所の用例においてイーシュ_ヴ ァラは、会座に参集し ((1))、 ブ

ラフマーらとともに仏に説法を懇請し ((2))、 法師に従う者となり 《4》 、

そしてまた、法を説く妙音や観世音 (観 自在 ,ア ヴァローキテーシュヴァ

ラ)菩薩が、導かれる人′々に応 じてとる姿 (ripa)((5X6))で もある。

『法華経』全体の構成からみれば、それぞれ総序 ((1))、 本論 (正宗分)

((2X3》 、流通分 《4X5X6》 の位置にイーシュ̂ヴ ァラが採用され、それぞ
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F法華経J とイーシェヴァラ 斎藤

れに相応 しい役回 りを演 じている。

一方また、先に残 t/た (3)信 解品の例は、長老マハーカーシャバが、一

乗の立場にありながら、人々の意向を知って種々に、つまり教法を三乗

として説かれた仏は世間における教法のイーシュヴァラ (自 在者)であ

る、と語る用例である。同品の掲頌部 (v.60)でマハーカーシャパは、

「また [仏 は]、 つねに [世間に]順応され、表面的な特徴にしたがっ

て行動する人々のために法を説かれる。かれは教法のイーシュヴァ

ラ (自 在者)であり、すべての世間におけるイーショ_ヴ ァラにして

マヘーシュヴァラ (偉大な自在者)であり、世間の指導者のなかの

王 (Ildra)である。」

と述べる。ここに見るイーシュ、ヴァラは、先の5つの例が固有名詞とし

ての神名を指していたのとは異なり、イーシュ、ヴァラ神 (自 在天)やマ

ヘーシュヴアラ神 (大 自在天)を意識しながら、説法に関する「自在者」

という意味で用いられている。

この用例もまた、法を説く、つまり『法華経』の文脈でいえば、白蓮

華のような正しい法を説くという文脈下に、当時すでにブラフマー (梵

天)や シャクラ (帝釈天)と 並んで頭角を現していたイーシュヴァラを

意図して援用したといえよう。

[むすび]

以上のように、「観音経」を含む『法華経』全体におけるイーシュヴア

ラの用例を見るかぎり、アヴァローキテーシュヴァラの呼称の後分にイー

シュヴアラが置かれていることに違和感はない。ブラフマー神の懇請を

受けたのち、仏眼をもって世間を観察し、人々に機根の相違があること

を見た、と各種|の梵天勧請説話はほぼ定型的に伝えている。その後ただ

ちにブッダは説法 (転法輪)を 開始することになる。拙稿 [2011]が論
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じたように、梵天勧請を受けて教法を説き始めたブッダを具現した菩薩

がアヴァローキテーシュヴァラであるとするなら、同菩薩の名称の後半

にイーシュヴァラが置かれている直接の理由は、(2)の 方便品や(3)の 信解

品の用例が雄弁に物語っていることになろう。世間を自在に観察して教

法を説くこと、――両品におけるイーシュヴァラの用例もまたアヴァロー

キテーシュヴァラという菩薩のもつこのような特質を裏づけている。

ところで、拙稿 [2013:17'9-180]も 言及したように、『法華経』の中で

アヴァローキテーシュヴァラが登場するのは、単行の「観音経」として

も知られる、アヴァローキテーシュ、ヴァラの変現を説く第24「 あらゆる

方向に顔をもつ [菩薩]」 章と、第1の「序J章 とである。両章が成立し

たと目される紀元後 l～ 2置紀頃は、すでにシャクラ (=イ ンドラ)や

ブラフマーとならび、あるいはまた両者をもしのぐほどに、ルドラ (=

シヴァ)と そねンにふかく関連するイーシュヴァラ (自 在天)やマヘーシュ

ヴァラ (大 自在天)が信仰の対象として尊崇を集め、影響力を拡大しつ

つあったことは疑いえないであろう。その背景に、西北から北インドに

かけてのクシャーナ族による侵攻と支配、なら,びに各地における王権の

伸長を目の当たりにし、王族へのはたらきかけを強める伝統バラモンの

姿を垣間見ることもできよう。

アヴァローキテーシュヴァラは後に、インドにおいても、また東南ア

ジアにおいても、シヴァ神と同様に、ローケーシュヴァラ (LokeSvara

[世 自在]:世間の自在者、主、王)の名で広く知られるようになる。こ

れもまた、アヴァローキテーシュヴァラ (観 自在)が後にシヴァ信仰と

合流してその名を得たというよりは、そもそも成立の当初から,イ ーシュ

ヴアラ信仰の台頭を意識し、それゆえに自らの呼称の後分にその名を置

いたと見るのがふさわしいように思われる。

*本稿は StttO[2015]の一部 (III、物ごご力α/フ,zωιι″グα/所α―S虎′/r/and ISvara)を 改

稿・増補 したものである。
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『法華経」とイーシュヴァラ (斎藤)

注

(1)斎藤 [2011]pp 6^8参 照。

(2)ん′グ,pp.4_6

(3)Cf」 Gonda[1976],pp.1624な お、Bhaviveka(清 弁490570頃)は 『中観心

論』3.290に おいて観音 (観 自在)の 呼称 と 1/て AvalokiteSvaraで な く、

AvalokiteSaを 採用する。これもまた ISvaraと lSaが 同義であることをふまえた

呼称で、両者に意味上の差異はない。斎藤 [2011]p8参 照。

(4)「比丘たちよ、ある沙門・バラモンたちはこのように語 り、また見ている。

『人間がいかなる苦、あるいは楽、あるいは不苦不楽を感受 しようとも、そのす

べてはイッサラ (=イ ーシュヴァラ)に よる化作を原因としている』と。J(santi

bhikkhave eke samanabl「 ahlllan・a evattvadinO evamditthinO _ yaΠ l kincayam

purisapuggalo patisattVedetli sukham Va(lukkhaIII va adukkharnasukham va

sabbatt taln issaraniΠ lmanaheta ti)(■ 7zβ zι ′″Z Al力の,α (PTS),I,p1732023)
「[稲竿]経の中で『この種子を原因とする芽が生 じるとき、自らつ くられたも

のでなく、他によってつ くられたものでなく、両者によってつ くられたもので

なく、原因なしで生 じたものでもなく、イーシュヴァラ、時、元素、原質、自

然によって生じたものでない。』と説かれるように。」(yathoktam Sitre,sa caya単

bliahetukO'Akura utpadyamanO na svayattkrtO na parakrtO r10bhayakrtO napy

ahetusamutpanno neSvarakala阜 1lprakrtiSVabhavasalnbhtlta iti/) (JPγαsαフzフ zα―

クαごα,La Vttё e Pousgn ed,p26.5-6)(上 記 2箇所の下線は筆者による。)

(5)ISvarena ca devaputrella maheSvaretta ca devaptitre■ a trirpSaddevaputrasa―

hasraparivarabhyam/(SbグてJ力αγ,,zαρπ2Zグα/′ α々(SP),Kern―Nanjio ed,p 47-8)

(6)brahma ca matt yacai tasmi kale sakraS ca catvari ca lokapalab/

maheSvaro iSvara eva capilnarudgattanatt ca sah〔 Israkotyab//(SP,p5534)

(7)brahma pi tasya vaSavarti l)hoti lrlaheSvaro ISvara devaputra箪 /

Sakras tathanye'pi ca devaputra bahudevakanyaS c'upasattkrarnanti//(SP,p

369.7-8)

(8)esa khalu punab padIIIaSl「 lr gadgadasvaro bo(11hisattvtt lnahasattvO bahubhI

rtlpair ilnaln Saddharnlapllttllarikalll dharmaparyayam desayati sllla/ tad

yatha kvacid brahmarapetta kvacid rudrartlpctta kvacic chakrartlperla kvaCid

iSvararipe■a kvacit senapatiripetta…  …・kvacid brahlnanartlpenelnaln saddhar―

mapundarikatt dllarmapary・ ぁra■l desayati slna,(SP,p43315)

(9)こ のガ ドガダスヴァラ (妙音)菩薩大士 く)ま た、つづ く第24章 の主人公であ

るアヴァローキテーシュヴァラ (観 自在)と 同様に、三十前後の数 (Skt本 27、

羅什訳33)の変化身をもって正法を説き、それによってまた娑婆世界に生まれ

る諸々の有情の救済者 (tratr)であるとも言われ 23。 この特質もまたこれら両

菩薩に共通し、シュヴァラ (―Svara)の訛った発音がそのまま表記されるに至っ

たと考えられる中央アジア写本に特有の語形、すなわちスヴァラ (―svara)が

「音」「音啓」と機械的に訳された背景の一つをここに見ることができよう。す

なわち、『法華経』の中で第23章 と第24章 として連続 ヒ/、 主人公となる両書薩の

(tts) sqs



特質も重なるうえに、アヴァローキテーショヴァラの場合は訛った発音にすぎ

ないとはいえ、双方の合成語の後分に当たる「スヴァラJの音が近似 し、さら

にはそれが表記にも反映されたことが一因となったであろう、ということであ

る。斎藤 [2013]pp 185-187参 照。

(10)katham bhagavann avalokiteSvaro bodhisattvo mahasattvO'syanl sahayanl

lokadhatau pravica]「 ati/ kathaln Sattviniln dllarlllan〕 desayati/ 1(ldrSaS

cava10kiteSvarasya bo(lhi(3attvasya rnahasattvasyopayakauSalyavisayal1/evaln

ukte bhagavan aksayal■ latitt bodhisattvanl mahasattvam etad avocat/ santi

kulaputra lokadhatavo yesv avalokiteSvato ヒ,odhisattvo mahasattvO bud―

dhartlpena Sattvana■l dharrnatt deSayati/ sallti lokadhatavo yesv… ・…・bodhi

sattvartlpetta sattvinAl11(11lalヽ■larll deSayati/kesalll〔 〕it pratyekabu(ldhartlpetta

… … chravakartlpetta …  brahIIlal・ 111)ella …… chakraripena …… gandhar―

vartlpetta…・…・dllarlnarrl desayati/ yaksavainey,tnatt sattvana■ l yaksartlpetta

dharmaln deSayati/ 1Svaravaineyanam Sattvanalll lsvarartlpena dharlnam

deもayati/ maheSvaravaineyanain Sattvinar1l mahesvarartlpena dharma甲

deSayati/ … …vairapattivairleyananl sattvanarl〕 vairapallirtlpetta dharinanl

deSayati/ evaln acintyagunasamanvagatan klllaputrava10kiteSvaro bodhisat―

tvo lnahasattval1/taslnat tarhi ktllaputrava101ぐ iteSvarain bodhisattvarll lllaha―

sattvatt pttayadhvalri/ esa kulaputrava10kiteSvaro bodhisattvo lllahasattvO

bhitanalll sattvanam abhayalr dadati/ anella karattenabhayattdada iti

saminayata iha sallayatt 10kadllatau//(SP,pp 4443-44510)

(11)anuvartamanas tatha nityakalanl ninlittacArina braviti dhal・ lnam/

dharmeSvaro ISvaru sarvalol(e rnaheSvaro lokそ ivinayakendraれ//(SP,p 1203-

4)

(12)斎藤 [2011]pp 46参照。

(13)「 観音経」の成立当時、すでにローケーシュヴ
‐ァラの呼称がよく知られていた

ことは、法蔵比丘 (=無量寿イ」、)の師がローーケーシュヴァララージヤ (LokeS

varal・ ala世 自在王)の名をもつことにも窺えよう。
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