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聖伝の素描
―ポン教の聖者シェンラプ・ミボの布教から入滅まで―
津

曲

真
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Sketches of Hagiography: From the Deeds of the Guiding Beings to the Final
Realization
Shin’ichi Tsumagari

本稿は，中国青海省のポン教寺院，ポンギャ寺で実施された調査を通じて収
集された 51 枚の宗教画（タンカ）のうち，ポン教の聖者トンパ・シェンラプ・
ミボチェ〔ston pa gshen rab(s) mi bo che〕の生涯の後半部分を描いた 6 枚のタン
カについて，ポン教の代表的な聖典の一つである『セルミク』を所依とし，そ
の図像の記述・解説を試みるものである。ポン教は嘗て西チベットを支配した
とされるシャンシュン〔zhang zhung〕王国で興隆したとされる宗教伝統であ
り，同国が 7 世紀中葉に古代チベット王国（吐蕃）によって併合された後は，
多数派である仏教勢力の背後に隠れながらも，チベット古来の精神伝統を脈々
と伝え，独自の発展を遂げた。現在，ポン教を信奉する人々は，チベット自治
区全域，四川省，甘粛省，青海省，雲南省，ヒマラヤ南麓などの広範囲に分布
しており，トンパ・シェンラプ・ミボチェは今なお，彼らの篤い信仰を集めて
いる。
ポンギャ寺で蒐集されたトンパ・シェンラプ・ミボチェの生涯を描いたタン
カは 12 枚存在し，そのうち，前半部分の 6 枚については，既に拙稿「聖伝の
素描―ポン教の聖者シェンラプ・ミボの降臨から子息の誕生まで」（『国立民
族学博物館研究報告』33 巻 4 号，2009 年，pp. 661–739）において，その記述・
解説を行った。本稿で取り扱う後半部分の 6 枚のタンカには，トンパ・シェン
ラプ・ミボチェの生涯譚が描かれているだけでなく，ポン教の神々や儀礼の所
作等に関する描写も見られることから，本研究はポン教のタンカに関する図像
学上の意義を有するばかりでなく，パンテノンや儀礼の基礎を知る上でも有意
義なものになると思われる。

四天王寺大学非常勤講師

＊

Key Words ：Tibet, Bon Religion, gShen-rab-mi-bo, gZer-mig, Thangka
キーワード：チベット，ポン教，シェンラプ・ミボ，セルミク，宗教画
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Bon is a religious tradition which originated in Olmo Lungring, a region
west of modern day Tibet; it then spread east to the Zhang Zhung kingdom
and finally, to Tibet where it took root. Since the Zhang Zhung kingdom was
incorporated into the Tibetan empire in the 7th century, the Bon religion, while
receiving influences from the Buddhist tradition, has developed on its own
and carried on the tradition of ancient spirituality in Tibet. Shenrab Mibo
(hereinafter called “Shenrab”) is regarded as the most sacred person by the
followers of the Bon tradition living in the Tibet Autonomous Region, Sichuan, Gansu, Qinghai, Yunnan province in China, and the southern foot hills of
the Himalayas.
The National Museum of Ethnology (Japan) houses fifty-one religious
paintings (Thangkas) of the Bon tradition that have been collected through the
research of the Bon brGya monastery in Qinghai, China, and twelve of them
illustrate Shenrab’s life history. I have already explained the first six of twelve
paintings in: “Sketches of Hagiography: From the Descent of Shenrab Mibo
to the Birth of his Sons” (Bulletin of the National Museum of Ethnology, vol.
33, no. 4, 2009). The aim of this paper is an attempt to explain the other six
pictures, which illustrate the second half of Shenrab’s life on the basis of
descriptions in gZer Mig, one of the principal scriptures in the Bon tradition.
The present study should be significant not only for Iconographical Research
but also for the study of the pantheon and rituals in Bon tradition because
these paintings depict various kinds of ritual articles, images of Gods, and
mandalas.
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34巻 2 号

はじめに
本稿は，1998–2002 年，青海省藏族自治州同仁県にあるポン教寺院，ポンギャ寺
〔bon brgya dgon pa〕1）で実施された調査を通じて蒐集された 51 枚の宗教画（以下，タ
ンカ）のうち，ポン教の聖者として崇拝されるトンパ・シェンラプ・ミボチェ〔ston
2）
pa gshen rab(s) mi bo che〕
（以下，シェンラプ）
の生涯の後半部分を描いた 6 枚のタ

ンカ（国立民族学博物館所藏資料 No. H0226061 ～ H0226063, H0218473 ～ H0218475）
について，その記述を試みるものである。同寺院における調査を通じて蒐集されたタ
ンカには，シェンラプの生涯を描いたものが 12 枚確認できるが，そのうち前半の 6
枚のタンカ（Thangka No 1 ～ Thangka No 6，国立民族学博物館所藏資料 No. H0218468
～ H0218472, H226060）については，筆者は既に「聖伝の素描―ポン教の聖者シェ
ンラプ・ミボの降臨から子息の誕生まで」（
『国立民族学博物館研究報告』33 巻 4 号，
2009 年，pp. 661–739）においてその記述を行った。従って，ポンギャ寺で蒐集され
た 51 枚のタンカのうち，シェンラプの生涯を描いた 12 枚のタンカについては，本稿
をもってひとまず，その記述を終えることになる。
ポンギャ寺で蒐集されたタンカには，同寺院の僧侶の手になると思われる短い解説
文（以下，付属文書）が附されている。この付属文書は，本論が扱う 12 枚のタンカ
に対するポン教徒の見方を示すものとして貴重な価値を持つものではあるが，タンカ
を描いた絵師と付属文書を記した人物が別人であることもあり，付属文書の記述とタ
ンカに描かれる図像との間に乖離が認められることも少なくない。また，同付属文書
には「［以上のタンカに描かれる，シェンラプの］12 の御事績の順序は，先師の時代
の手本に従ってたてられた」と記されているのみで，この付属文書が所依とした典籍
についても明らかにされていない。
こうした事情から，ポンギャ寺で蒐集された 12 枚のタンカについては，それを詳
細に記述するために必要な資料が十分に揃っていない状況が続いていたが，筆者は，
シェンラプの複数の聖伝を研究する過程で，ポンギャ寺に所藏されているシェンラプ
の生涯を描いた 12 枚のタンカが，ポン教徒が継承する最も重要な聖典の一つである
『 セ ル ミ ク 』〔dus gsum gshen rab kyi ’byung khungs dang mdzad pa’i rgyud ’dus pa rin po
che gzer mig gi mdo〕と呼ばれる典籍に叙述されるシェンラプ伝と極めて近い内容を
持っているという知見を得た。そこで本稿は，主として『セルミク』に見えるシェン
ラプ伝の叙述を辿りながら，シェンラプの生涯に於ける後半の物語を描いた 6 枚のタ
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ンカについて，その記述を試みるものである。
シェンラプの生涯は，
『ドドゥー』（要約された経典〔mdo ’dus〕
）
・
『セルミク』（光線
〔dus gsum gshen rab kyi ’byung khungs dang mdzad pa’i rgyud ’dus pa rin po che gzer mig gi
mdo〕）
・
『シジー』（栄光〔’dus pa rin po bhe’i rgyud dri ma med pa gzi brjid rab tu ’bar ba’i
mdo〕）の三大文献に記されている。これらのうち最も短い『ドドゥー』（全 21 章）
は 10 世紀，二番目に長い『セルミク』（18 章，二巻本）は 11 世紀までに編纂された
と考えられている。『セルミク』は，シェンラプの生涯のみを記した単なる伝記では
なく，ポン教のパンテノンや神々の性格，儀礼を行う具体的な方法，さらにはポン教
の教理そのものを叙述するという点で，一つの宗教文献としての性格をもつものでも
あり，ポン教徒が擁する聖典の中で最も重要な書物の一つに数えられている。既に述
べたように，本稿で扱うタンカに描かれる図像は，これら三大文献のうち『セルミク』
に見られる記述と極めて近い内容を持っていることから，これらのタンカを描いた絵
師たち，或いはこのタンカのスタイルを確立した絵師たちが，『セルミク』乃至，同
書を所依とする文献を参照したことは明らかである。また，シェンラプの生涯を記し
た三書の中で最も新しく，最も長大な『シジー』（全 61 章，十二巻本）は，14 世紀
に活躍したポン教僧，ロデン・ニンポ〔blo ldan snying po〕によって口述筆記されたも
のとされている。『シジー』には『セルミク』に見られないポン教の観念や習慣，鳥
獣にまつわる物語など，広範囲なテーマが詳細に記されているが，その内容は『セル
ミク』の拡大版であり，シェンラプの生涯を記した伝記というよりは寧ろ，叙事詩的
な色彩を強く帯びたものとなっている。本研究が扱う 12 枚のタンカに於いても，『セ
ルミク』に記述が見られない幾つかのモメントについては『シジー』を参照する必要
がある3）。だが，『シジー』に記されるシェンラプの事績は膨大であり，絵師たちが
同書の記述に基づいてこれらのタンカを描いたと結論づけるには，『シジー』に見ら
れる余りにも多くのモメントが，これらのタンカに描かれていないのである4）。
『セルミク』の各章に叙述される物語と，ポンギャ寺で蒐集された 12 枚のタンカに
描かれる図像との対応関係を示せば，以下のようになる。
Chap. 1：snga rabs ’das pa

［ZM: 3-12］

Chap. 2：gshen rab kyi yab yum


［ZM: 13-28］

Chap. 3：gshen rab kyis skye ba bzhes pa


［ZM: 29-58］

Thangka No 1（H0218468）

skye ba

zhes pa’i mdzad pa
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Chap. 4：gshen rab kyis bstan pa spel ba
［ZM: 59-68］



Chap. 5：lha gshen brgya la phyag ’tshal ba
［ZM: 69-113］



Chap. 6：lha mo sum brgya la phyag ’tshal
［ZM: 114-166］

ba

Chap. 7：gshen rab kyis khab bzhes pa
［ZM: 167-178］



Chap. 8：gshen rab kyis sras sprul pa
［ZM: 179-225］



Chap. 9：lha gshen srid pa lha mo stong la
phyag ’tshal ba 

5）

［ZM: 226-382］

Chap. 10：gshen rab la bdud kyis cho ’phrul
sna dgu bstan pa 

6）

［ZM: 383-422］

34巻 2 号

Thangka No 2（H0218469） bstan pa
spel ba’i mdzad pa
Thangka No 3（H0218470）

dmyal

khams bde la bkod pa’i dzad pa
Thangka No 4（H0226060）

gdung

dka’ btul ba’i mdzad pa
Thangka No 5（H0218471）

khab tu

bzhes pa’i mdzad pa
Thangka No 6（H0218472） ’gro ’dul
sras sprul kyi mdzad pa
Thangka No 7（H0226061）

’gro ba

thar bar drangs pa’i mdzad pa
Thangka No 8（H0226062） bdud ’dul
ba’i mdzad pa

Chap. 11：gshen rab kyi ’khor la bdud kyis
cho ’phrul bstan pa

［ZM: 425-489］

Chap. 12：gshen rab kyi nor la bdud kyis
cho ’phrul bstan pa

［ZM: 490-533］

Chap. 13：gshen rab kyis bstan pa rnam
gsum rjes bzhag

［ZM: 534-592］

Thangka No 9（H0226063） bstan pa
rjes bzhag gi mdzad pa

Chap. 14：gshen rab kyis ’phrin las bco
brgyad kyi don bstan pa7） ［ZM: 593-678］
Chap. 15：ston pas khyim spangs rab tu
byung ba 

8）

［ZM: 679-724］

Thangka No 10（H0218473）

rab tu

byung ba’i mdzad pa
Thangka No 11（H0218474） dka’ ba
spyad pa’i mdzad pa

Chap. 16：ston pas ’khor spangs dgon pa
mdzad pa

［ZM: 725-745］

Chap. 17：ston pa mi rtag mya ngan las ’das
pa 

9）

［ZM: 746-801］

Thangka No 12（H0218475）

mya

ngan las ’das pa’i dzad pa

Chap. 18：slad kyi ston pa ji ltar ’byon pa


［ZM: 802-812］
※（
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以上の対応表から知れるように，ポンギャ寺で蒐集された 12 枚のタンカは，『セルミ
ク』各章に記述されるシェンラプの事績から均等に取材したものではなく，一枚のタ
ンカに複数の章に跨る物語が描かれる場合や，一つの章に叙述される物語が二枚のタ
ンカに描写される場合がある。また，シェンラプの前世や天界での事績を語る『セル
ミク』第 1 章～ 2 章や，シェンラプの死後，シェーパ〔shes pa〕という存在が人間界
に降臨する様子を述べる第 18 章の記述は，図像としては直接表現されていないが，
12 枚のタンカ全体を綜合的に理解するために不可欠な内容を持つものである。
本稿では以下の手順に従い，各図像の記述・解説を進める。まず，6 枚のタンカ
（Thangka No 7 ～ Thangka No 12）全てを提示したのち，付属文書（ローマナイズ転写
方式は拡張ワイリー方式に基づく。但し，転写が複雑な種字についてのみ，チベット
文字を用いてこれを示す。尚，付属文書中の # は文頭に置かれる雲形の記号〔dbu
khyud〕を示す）とその和訳を提示する。そして，各タンカについて，大まかなモメ
ント（アラビア数字を附す）と，細かなモメント（アルファベットを附す）に分けた
図像配置図を提示する。その上で，個々のモメントについて，主として『セルミク』
の記述に依りながら記述・解説を行っていくことにする。

図1

石版に刻まれたニンボ

シェンラプが唱えたとされる“アカル・アメードゥ・ティス・ナクポ・シシ・マルマル”
〔a dkar a rmad du tri su nag po zhi zhi mal mal〕というニンボ〔snying po，心髄の語〕が
刻まれている（2009 年 8 月 ネパール，ティテン・ノルブツェ寺にて筆者撮影）。
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Thangka No 7 「衆生を解脱へ導いたという御事績」
〔’gro ba thar bar drangs pa’i mdzad pa〕

（国立民族学博物館標本資料目録データベース標本番号：H0226061）
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Thangka No 8 「魔を教化したという御事績」〔bdud ’dul ba’i mdzad pa〕

（国立民族学博物館標本資料目録データベース標本番号：H0226062）

280

津曲

聖伝の素描

Thangka No 9 「教説を後に残したという御事績」
〔bstan pa rjes bzhag gi mdzad pa〕

（国立民族学博物館標本資料目録データベース標本番号：H0226063）
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Thangka No 10 「出家という御事績」〔rab tu byung ba’i mdzad pa〕

（国立民族学博物館標本資料目録データベース標本番号：H0218473）
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Thangka No 11 「苦行を為したという御事績」〔dka’ ba spyad pa’i mdzad pa〕

（国立民族学博物館標本資料目録データベース標本番号：H0218474）
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Thangka No 12 「涅槃に入ったという御事績」
〔mya ngan las ’das pa’i mdzad pa〕

（国立民族学博物館標本資料目録データベース標本番号：H0218475）
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ダンツェトゥン城の悲劇

1
1.1

付属文書と和訳
##/ /bdun pa ni sdig can mi dgu thar bar drangs pa’i mdzad pa bzhugs so/
/dbus kyi gtso bo ston pa gshen rab mchog gis/ ’khor dpo rgyal ’bar ba’i sgron ma can gyi

don mdzad pa ni/ rgyal po dpo yi mnga’ zhabs kyi rgyal phran chung ngu zhig na/ mo ma
ngan pa dang / gto bon log spyod can gyis rdzun smra che bas bslus te bran bu bsad nas/
(g.yon ’og) srog glud du btang ba dang / ma phan par shi lcebs byas pa dang / bran phrug gi
pha mas rgyal sa bzung mthar ma ’chams par dmag ’khrugs byas nas/ mi brgya phrag mang
po’i srog dor/ mo ma dang gto bon kyim shang sogs ngan ’gror skyes/ (g.yon) rdzun gyis
gzhan gyi srog pa’i nyes pas rnam smin mi zad pa nyams su myong / de nas rgyal po ’bar
ba’i sgron ma can la ’gyod sems drag po skyes te/ ston pa spyan ’dren la song / (steng) rdzun
gyis gzhan gyi srog pa’i nyes pas rnam smin mi zad pa nyams su myong / de nas rgyal po
’bar ba’i sgron ma can la ’gyod sems drag po skyes te/ ston pa spyan ’dren la song / (steng)
ston pas thugs rjes gzigs te dngos su byon nas/ dpo rgyal gyi pho brang du (g.yon ’og) mdo
g.yung drung klong rgyas kyi dkyil ’khor zhal phyes/ bde bar gshegs pa’i gtso bo lha mo lha
gshen srid pa gshen rab bzhi’i zhal bstan/ sangs rgyas stong gi mtshan brjod cing phyag
’tshal mchod ’bul byas pas/ sdig can mi dgu sogs ’gro ba stong phrag du ma zhig thar ba
mchog gi sar bkod do/ mdzad bcu las/ log ’tshe ’brel ba’i mi dgu sum stong dmag /ngan
song lhung nas sdug bsngal tsha gdungs tshe// thugs rje’i sprin las byin rlabs char rg.yung
yis// bde chen bsil sbyin mdzad la phyag ’tshal lo// zhes dgra bcom gsang bas bstod pa’o/
(lha bris pa ni/ reb gong bon brgya dgon pa’i grwa btsun nam mkha’ bstan ’dzin/)
7 番目，9 人の罪深き人を解脱へと導いたという御事績。
中央の主尊は，トンパ・シェンラプ様［であり，シェンラプ］がその供まわり
［であった］ポ［族の］王，バルウェー・ドンマチェンのためになさったことは［以
下の通りである。先ず］，ポ［族の］王に帰属する或る小国に，悪い占い師と，ト
［という儀式を執り行う］誤った行いを為すポン教徒［がいた。彼ら］は，大嘘を
ついて［人々を］騙し，下僕の子を殺して，（左下）10）生命のルーを送［るという
儀礼を行］ったが，役に立たないまま［＝儀式の効果が得られずに］自殺した。そ
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して，下僕の子の両親が王位に就いたが，結局［バルウェー・ドンマチェンの］合
意を得られることなく［彼らはポ王の］軍と戦い，数百人もの多くの命が失われ
た。［そして］占い師と［トを行った］ポン教徒キムシャン等は悪趣に生まれ
（左），嘘によって他者の生命［を奪ったという］罪により，尽きることのない果報
を味わった。その後，バルウェー・ドンマチェン王に激しい後悔の心が生じて，ト
ンパ［・シェンラプ］を招きにいった（上）。トンパ［・シェンラプ］は，［事の成
り行きを］慈悲によってご覧になり，実際に［バルウェー・ドンマチェン王の国に］
至り，ポ王の宮殿で（左下）ユンドゥン・ロンギェー経［に説かれる］曼荼羅を開
示し，如来の主である女神，神のシェン，シーパ，シェンラプ［という］4 者の御
顔を示した。［そして］1,000 の覚者の名を唱え，［それらに］帰依し，供物を捧げ
ることによって，9 人の罪深き人など，数千人もの多くの衆生を解脱という最高の
地に置いたのである。［以上は，］『御事績の称賛』11）に，「顚倒・障碍と結びついた
9 人や 3,000 の兵士が悪趣に堕ち，苦の熱に苦しんでいたとき，慈悲の雲から加持
の雨が流れることにより，大楽の清涼を施されたという御事績に礼拝いたします」
と，ダチョム・サンワが称賛していること［の通り］である（絵師はレプコンのポ
ンギャ寺の僧，ナムカー・テンジン）。

1.2

図像詳解

シェンラプ伝を描いた 12 枚のタンカのうち，7 枚目（Thangka No 7）に描かれる図
像は，
『セルミク』第 9 章「神のシェン，シーパ，女神［など］1,000 の如来への礼拝」
〔lha gshen srid pa lha mo stong la phyag ’tshal ba〕12）［ZM: 226-382］に叙述される物語の
内容とほぼ一致している。尚，同書第 9 章の章末には「1,008 の如来への礼拝」［ZM:
382.6］という章名も記されているが，これは【補遺 2】に示した 1,000 の如来の他に，
サティク・エルサン〔sa trig er sangs〕
，シェンラ・ウーカル〔gshen lha ’od dkar〕，シー
パ・サンポ・ブムティ〔srid pa sangs po ’bum khri〕
，トンパ・シェンラプ・ミボ〔ston
pa gshen rab mi bo〕という四如来〔bder gshegs (gtso) bzhi〕
，及び，意の少年〔yid kyi
khye’u chung〕，マロ〔rma lo〕
，ユロ〔g.yu lo〕，トブ・ブムサン〔gto bu ’bum sangs〕
という‘優れた相を具えた四人の少年’〔khye’u chung mtshan dang ldan pa〕（後述）を
加えたためと思われる。
このタンカには，独断的な占いや，生け贄を用いた儀式を執り行う旧来の悪しきポ
ン教を改革したとされるシェンラプの事績が描かれており，また，図像の約半分が，
シェンラプに教えを請うたとされる，ポ〔dpo〕族の王，バルウェー・ドンマチェン
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〔’bar ba’i sgron ma can〕の回 想に
よ っ て 構 成 さ れ て い る。 以 下，
『セルミク』の記述に基づき，各
図像の解説を試みたい。
1.2.1

王子と下僕

シェンラプ。

1
2A

シェンラプがオルモルンリ

ン近郊の花園で息子のトブ・ブ
13）
ム サ ン〔gto bu ’bum sangs〕

と問答を行っていると，南方か
ら耳に心地よい音が響き渡り，
明澄な光が生じた。そして，一
人の男が沢山の家来を伴って
やってきた。彼らはシェンラプ
の周囲を取り囲み，礼拝と献花
o

図像配置図（Thangka N 7）

を行ったのち，シェンラプに次

のように言った。「私はポ族の王〔rgyal po dpo’i rigs〕
，ポ・バ

ルウェー・ドンマチェ

ン〔dpo ’bar ba’i sgron ma can〕
（以下，バルウェー・ドンマチェン）と申します。国
14）
，居城はシューパ・ツェクパ〔shod pa
はティタン・ジャムパ〔khri thang ’byam pa〕
15）
brtsegs pa〕
であり，町はフンドゥプ・ドゥーパ〔lhun grub ’dus pa〕でございます。

私の国は大変吉兆で，町には望むものが全て揃っており，国民たちは甚だ善き振る舞
いを行っております。」彼はこのように述べた上で，自国の西方にある，タモ・ティ
ウー〔phra mo khri ’od〕という王が治める国について，以下のような話を始めた。
4A

タモ・ティウー王にはティシャン〔khri shang〕という王子が居り，王子は死の

病に冒されていた。王子の病を治すために，占いをよくするディクガ・ディクロム
〔sdig nga sdig lom〕という占い師が繰り返し占いを行ったが，ティシャン王子は一
向に回復の兆しを見せなかった。
4B

16）
占い師ばかりでなく，ポン教徒たちも皆，王子の病の回復を願って，ト〔gto〕

の儀礼を行ったが，それでも王子の病状が回復することはなかった。
4C

そこで占い師ディクガ・ディクロムは，王子の両親に次のような提案を行った。

「ここにティシェー〔khri shes〕という下僕の子〔bran phrug〕がいる。この子は
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ティシャン王子と生まれた時も同じである。私の占いによれば，この子を身代わ
り17）として捧げれば王子は回復する，とでている」。その言葉を聞いたティシャン
王子は占い師の提案に反対し，「肉体は無常ではなく，必ずや崩れ去ります。私は
病で死ぬ身なのですから，どうか，ティシェーを身代わりとして捧げるなどという
話はしないでください。」と懇願した。しかし王子の回復を切望していた両親は，
我が子の意見を聞き入れようとはしなかった。
4D

占い師のディクガ・ディクロムは，王子の両親に，「身代わりの儀式をよくする

ポン教徒〔bon mo〕を探しなさい。そして私には食物と財の半分を褒美として与え
よ。そうすれば王子の病は回復するだろう。」と言った。この言葉を受け，王は使
者を派遣した。使者は先ず，シューマ・トムギャン〔shod ma khrom rgyang〕とい
う国を訪れ，そこでタンマ・サムテン〔thang ma bsam gtan〕というポン教のシェン
〔bon po gshen〕に会った。しかし彼は，「三界（欲界・色界・無色界）の有情はみ
な平等である。一人を殺して一人を救うとするポンの教えを私は知らない。そのよ
うな儀式は顚倒した錯誤であるから，為すべきではない。」と言った。
4E

使者は次に，シェルブ・ツェラム〔shel bu rtse ram〕という国を訪れ，そこでパ

18）
ギ・マシャン・ゴンゴン（以下，マシャン・ゴンゴン）
というシェン19）に会った。

彼は，「王国の中で人の身代わりの儀式のやり方を知っているのは，私しかいない。
私がこの儀式を行えば，王子は必ず回復するだろう。儀式を執り行うから，褒美と
して私に国土の一部を与えなさい。」と言った。彼の要望は聞き入れられ，マシャ
ン・ゴンゴンはタモ・ティウー王の城に招かれた。その後，マシャン・ゴンゴンは，
腹を空かした無知な乞食ガー・ハダー・ナクポ20）を呼び，旨い食物を与え，彼に
身代わりを殺める役目を任せた。
4F

身代わりの儀式の執行者たちが，病床の王子のもとに集まった。そして，ディ

クガ・ディクロムが，王子の世話をしていた下僕の子ティシェーを捕まえて，「も
う秘密にすることはなかろう。お前の愛すべき主人である王子は，いま重い病に苦
しんでいる。私の占いによれば，汝が身代わりになれば王子の病は回復するのであ
る。」と言った。するとティシェーは「王子が回復することが確かならば，私は身
代わりとなりましょう。」と応えた。病床の王子が「どうか，この子を殺さないで
下さい，放してやってください。」と懇願すると，王子の母ムツェルマが次のよう
に応えた。「もし王子が亡くなれば，王子の世話を業としているこの子の仕事は無
くなります。王子が病から回復すれば，身の回りの世話をする下僕など他にいくら
でもいます。さあ，この下僕の子を身代わりとして捧げるのです」。王子はそれを
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なんとか阻止しようとしたが，病に冒されて衰弱した王子には，もうそんな力は
残っていなかった。
4G

下僕の子・ティシェーは草原に連れ出された。ディクガ・ディクロムがティ

シェーの足を引っぱり，マシャン・ゴンゴンが手を押さえつけると，ガー・ハダー・
ナクポはティシェーの胸を切り開いて，中から心臓を取り出した。その後，ティ
シェーの遺体は，ディクガ・ディクロムとマシャン・ゴンゴンによって四方にばら
まかれた。
4H

儀式を終えて城に戻ってくると，王子はすでに息を引き取っていた。ディクガ・

ディクロムとマシャン・ゴンゴンは激しい慚愧の念に襲われ，自ら命を絶った。王
子の死に絶望した王と妃もまた，城から身を投げて自殺した。
一方，下僕の子・ティシェーの両親21）は復讐の炎に燃えていた。彼らは我が子を

4I

殺めたガー・ハダー・ナクポを殺害し，その心臓を取り出した。
バルウェー・ドンマチェン王は以上のような話をした後，シェンラプに白い蓮華
を捧げて合掌し，この事件に関与した人々がいま，どのような生を送っているか尋
ねた。シェンラプは，次のように答えた。
5A

彼らは今，心の良し悪しによって，善趣・悪趣の境涯をそれぞれに生きている。

まず，ティシャンは思いやりのある王子であった。彼は死ぬ間際に，自分の病を治
すために下僕の子が殺されることを望まず，下僕の子が殺されるくらいなら，自分
は死んでもかまわないと思った。それ故，ティシャン王子は今，‘欲しいものが完
備する世界’〔’dod pa tshang ba’i ’jig rten〕に転生し，そこで‘様々な欲望を有する
三 十 三 の 神（三 十 三 天 ）’〔’dod pa sna tshogs pa dang ldan pa’i sum cu rtsa gsum gyi
lha〕として生きている。
5B

下僕の子・ティシェーも思いやりのある子であった。彼は自分の主人である王

子の病が治るなら，自分が殺されても構わないと思った。それ故，彼は今，‘明澄
なる顕現・偉大なる世界’〔snang gsal che ba’i ’jig rten〕に転生し，‘最上の歓喜を
有するガンデンの神（兜率天）’〔shin tu yang dga’ ba dang ldan pa’i dga’ ldan gyi lha〕
として生きている。
5C

ティシャン王子の父，タモ・ティウー王は最初，我が子の病が治るのであれば，

下僕の子は気の毒であるが，身代わりの儀式を執り行うのはやむを得ない，だが，
もし我が子が回復しなければ，下僕の子が哀れだ，と思った。これは平凡な心であ
る。さらにタモ・ティウー王は，死ぬ間際に次のようなことも考えた。下僕の子を
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殺さなければ我が子は死ぬ。だが，儀式がうまくいって息子が一命を取り留めたと
しても，それは数日・数ヶ月の命ではあるまいか。それに自分が年を取れば，息子
はやがて死ぬ。そして，自分が老いれば，王権は別の誰かに奪われてしまうことに
なるだろう。ならば，この先，生きていてもどんな喜びがあろうか。王はそう思っ
て死んだのである。それ故，タモ・ティウー王は頞部陀地獄〔dmyal ba chu bur
can〕に転生し，一つの身体に頭が二つある牛の姿で生きている。彼はそこで，白
い絹の布を羽織った少年によって片方の頭を守られる。しかしもう一方の頭は，鉄
少年〔lcags kyi khye’u〕が右手に持つ鉄の斧22）で打たれ，鉄の鉗子で舌を引き抜か
れるのである。
5D

ティシャン王子の母，ムツェルマには悪意があり，我が子を救えるなら下僕の

子など死んでもよいと思った。その上，もし我が子の病が治らなくても下僕の子を
哀れに思う気持ちなど少しもなかったので，彼女は速やかに下僕の子を殺すよう命
じたのである。
彼女は死ぬ間際に，いま自分が死ねば，我が子とともに逝くことができると思い，
自ら命を絶った。それゆえ彼女は今，大号叫地獄〔dmyal ba ngu ’bod〕に転生し，
狼の頭をもった女性として生きている。過去の業力により，彼女には鉄の鋸の枝が
生えた樹木のてっぺんに，我が子が居るのが見える。我が子に会うために痛みに耐
えてその樹をのぼるが，樹のてっぺんに到着するとそれに我が子の姿はない。樹の
上から下を覗き込むと，今度は，樹の根元に我が子が立っているのが見える。彼女
は再び痛みに耐えながら樹を降りるが，樹の根元につくとそこに子供の姿はない。
こうしてムツェルマの肉体は繰り返し鋸の枝で切り刻まれる。彼女は苦しみのあま
り泣き叫び続ける。
5E

ポン教徒のマシャン・ゴンゴンは最初，食べ物が欲しいという理由で知らない

ことを知っている［＝身代わりの儀式のやり方を知っている］と言い，次に，王子
の病気が治らなければ報酬が得られないと思い，ティシェーの肉体を四方にばらま
いた。だが結局，王子は亡くなり，その父母も自殺してしまった。そこでマシャ
ン・ゴンゴンは，もうポン教を行うことはないと思い，自殺したのである。それ故，
彼はいま黒縄地獄〔dmyal ba thig nag〕に転生し，そこで一つの身体に三つの蛇の
頭もつ姿で生きている。一つ目の頭は大きな鉄の鋸で切られ，二つ目の頭は鉄の大
きな金槌23）で打たれ，三つ目の頭は大きな鉄釘で打たれ，尻尾は煮られ，胴体は
焼かれている。
5F
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が見えたと言い，足を引っ張って下僕の子を殺めた。だが結局，王子の病は回復せ
ず，下僕の子も死亡し，王子の父母とマシャン・ゴンゴンも自殺してしまった。そ
こでディクガ・ディクロムは，もう自分が居ても占いを頼みにくる人はいない，王
から褒美をもらうこともない，喜楽はもはや尽きたと思い，自殺したのである。そ
れ故，彼はいま等活地獄〔dmyal ba yang shi〕に転生し，そこで女性の身体と熊の
頭を持って生きている。そこで彼は，9 つの頭をもつ白蛇に眼を喰われ，9 匹の赤
蠍に鼻を喰われ，口の大きな蜥蜴に舌を喰われ，手足が 9 つある蜘蛛に心臓を喰わ
れ，眼が 9 つある亀に臍を喰われている。恐ろしくで逃げ出したくても，身体がき
つく縛られているので，そこから逃れることはできないのである。
ガー・ハダー・ナクポは甚だ愚昧であることから殺生を行った。それ故，彼は

5G

畜生の世界である闇の島〔mun pa’i gling〕24）に転生し，黒豚の姿で生きている。彼
はそこで 4 本の杭によって身体を固定され，鉄の牙を持つ蠍によって胸を切り開か
れ，心臓を喰われている。
下僕の子の両親は，我が子の仇を討つためにガー・ハダー・ナクポの心臓を取

5H

り出した。それ故，彼らは今，‘肉を切り刻んだ［罪を］浄化する世界’〔gsha’
gtub sbyong ba’i ’jig rten〕に転生し，人の身体に，それぞれ山羊と羊の頭がついた
姿で生きている。彼らはそこで，肉を掴む鉤針を持った羅刹と，鉄の剃刀を持った
羅刹女に胸を切り開かれ，心臓と肺を喰われ，苦しみの叫び声を上げている。
バルウェー・ドンマチェン王の告白

1.2.2

シェンラプの話を聞いて，バルウェー・ドンマチェン王は怯えた。王はシェンラ
プの周囲を 13 回まわり，7 回礼拝を行い，メンダーラワ〔men ’da’ ra ba〕という神
の花を捧げた後，シェンラプの前に座って合掌した。そして「実は，私は大変深く
後悔していることがあり，貴方の前にこうして参上したのでございます。」と言っ
て，次のような告白をはじめた。
4J 「私の国では善が広がり，人々も善良な行いを為しておりましたが，粗暴なポン
教徒と占い師が闊歩するようになってから，人の心臓を取り出すという悪しき行為
が行われるようになりました。そこで私は，法と罰を定め，全ての罪人の過ちは非
難されるべきであると考えました。占い師とポン教徒，そして王とその妃の 4 人は
自ら命を絶って死にましたが，我が子を身代わりにされた下僕の子・ティシャンの
両親は，復讐のためにガー・ハダー・ナクポの心臓を生きたまま取り出した後，タ
モ・ティウー王の居城であったダンツェトゥン〔dang brtse thon〕城を占拠しまし
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た。私は，彼らがそこに留まるべきではない考え，他国に去るように命じましたが，
彼らは“我々は，我が子の復讐のために，ガー・ハダー・ナクポを殺しただけであ
る。他国に去るつもりなどない”と言って，その場にとどまり続けました。」
4K 「そこで私は，彼らの悪行を阻止するために 3,000 の軍を率いてその城に至り，2
人を殺害しました。」
バルウェー・ドンマチェン王は，このように述べたあと，「しかしその後，私の
中に深い後悔の念が湧き起こり，私もまた地獄に堕ちるのかと思い，ここにやって
きたのです。私は次にどこに生まれ変わるのでしょうか。また，私の率いた軍はど
こに生まれ変わるのでしょうか。」とシェンラプに尋ねた。
これに対しシェンラプは，「あなたたちが今度どこに生まれ変わるかは，あなた
たち次第である。これからも悪行を続ければ地獄に転生するであろうし，今後はこ
れまでの悪行を放じて善行を続けるのであれば，解脱の果を得ることもあろう。だ
が，もし今すぐ生まれ変わるのであれば，あなたたちは‘傲慢なる者の世界’
〔dregs pa can gyi ’jig rten〕に転生し，そこで阿修羅たちと終わりなき戦闘を続ける
ことになるだろう。」と述べた。
2B

バルウェー・ドンマチェン王は，自身と軍の悪業を浄化するために，シェンラ

プを自国へ招聘した。シェンラプは 8 つの黄金の車輪がついた乗り物にのり，トル
コ石の卍の模様のある黄金のチャクシン25） を手に持った。マロ〔rma lo〕とユロ
26）
27）
，意の少年〔yid kyi khye’u chung〕
，トブ・ブムサン28）が同行した。ま
〔g.yu lo〕
29）
が付
わりには，1,500 のユンドゥン（永遠）の菩薩たち〔g.yung drung sems dpa’〕

き添った。
2C

ある者は，神の太鼓を叩き，ある者は神のシャン30）をならし，ある者は法螺貝

を吹き，ある者は神の旗を掲げ，ある者は灯明を持ち，ある者は香をたき，ある者
は歌舞を行い，ある者は神の琵琶を鳴らし，ある者は神の笛を吹き，ある者は神の
虎・獅子の舞を演じながら進んだ。
2D

バルウェー・ドンマチェン王の国，ティタン・ジャムパに到着すると，鳥・肉

食動物・草食動物・家畜など，国中の賢い動物たちがシェンラプの周りに集まり，
シェンラプに礼拝を行った。また，ティタン・ジャムパの人々もシェンラプを歓迎
し，花を捧げて礼拝を行った。するとその功徳により，多くの人々が覚醒を遂げた。
1.2.3
3A
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ユロは太陽と月が描かれた天幕を張り，意の少年は蓮華が描かれた敷物を敷いた。
バルウェー・ドンマチェン王は最高に美味な食事でシェンラプをもてなした。そこ
でシェンラプは，輪廻世界に生きる者たちを導き，三界の有情の障碍を浄化するた
めには，
「二種の賓客」〔mgron rnam pa gnyis〕という供養対象の区別について知り，
更に「二種のヤタ」〔ya stags rnam pa gnyi〕の準備が不可欠であると述べ，その内
容・方法について概説した（【補遺 1】参照）。
3G

しかし，バルウェー・ドンマチェン王はシェンラプの説明を正確に理解するこ

とができなかった。シェンラプは王に供養方法を詳しく説明するために，再び 8 つ
の黄金の車輪がついた乗り物に乗り，1,500 のユンドゥン（永遠）の菩薩たちを引
き連れて，美しい花園に移動した。バルウェー・ドンマチェン王とその兵士たちも
これに同行した。
3B

シェンラプは，二つの大きな台を上下に31）並べた後，蓮華が描かれた敷物の上

に座り，卍の柄が入ったチャクシン32） を手に持って，3,000 人の兵士と，バル
ウェー・ドンマチェン王と，根本の施主〔rtsa ba’i yon bdag〕たちに対し，次のよ
うに言った。「先ず，一方の台には‘供養対象（帰依処）の賓客’〔mchod gnas kyi
mgron〕である三時の如来〔dus gsum bder gshegs〕に対する供物として，‘供養のヤ
タ’〔mchod pa’i ya stags〕である‘五種の具えるもの’〔ldan pa rnam pa lnga〕を並
べる。そしてもう一方の台には‘慈悲の賓客’〔snying rje’i mgron〕である「煩悩
［を有する］三界の有情」〔khams gsum gyi sems can nyon mongs pa〕に対する供物と
して，‘施しのヤタ’〔sbyin pa’i ya stags〕である‘五種の欲望’〔’dod pa rnam pa
lnga〕を満たすための供物を並べるのである。」シェンラプの言葉を受け，バル
ウェー・ドンマチェン王，根本の施主たち，そして 3,000 人の兵士たちは，二つの
台を用意し，言われた通りに供養を行った。
次にシェンラプは，白い紙に人の姿を描き，右足にヤム（ ），左足にラム（ ），
右手にカム（ ），左手にスルム（ ），額にオーム（ ）という‘五つの勇者の種字’
33）
〔yi ge dpa’ bo ’bru lnga〕
を書き，中心に死者たちの名前を書いて，それを竹の節

目に括り付けた。これら五つの種字が書かれた紙はツェンチャン〔mtshan byang〕
と呼ばれた。シェンラプは，「五つの勇者の種字でツェンチャンを取り囲むのは，
［これら］五字は五神の心髄でもあり，死者を輪廻から導く力を持つものでもある
から［ツェンチャンを］取り囲むのである。［また］五字は五智の心髄でもあり，
死者の五毒を鎮める力を持つものでもあるから［ツェンチャンを］取り囲むのであ
る。［また］五字は五蘊の心髄でもあり，死者の［再］生を解き放つ力を持つもの
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であるから［ツェンチャンを］取り囲むのである。［また］五字は五大の心髄であ
り，死者の五種の愛憎を解き放つ力をもつものであるから［ツェンチャンを］取り
囲むのである。それ故，五つの勇者の種字でツェンチャンを取り囲むのである。」
と述べ，それを二つの台の間に置いた。
3C

そしてシェンラプは，有情たちの障碍を浄化するために，慈悲深い如来たちの

名前を唱え始めた。広がりの母であるサティク・エルサンの界34）から，三時の如
来は顕れる。如来たちはその界から生じ，その界に留まり，その界において覚醒す
る。それ故，シェンラプは先ず，サティク・エルサンに礼拝を行い，次に‘東方の
100 の如来’〔shar phyogs kyi bde bar gshegs pa brgya〕
（【補遺 2】I 参照）の名を唱え
た。
3E

シェンラプは，「これらの如来に礼拝と供養と行い，それらを忘れることなく守

護尊〔yi dam〕とすれば，速やかに障碍を浄化することができる。」と述べたのち，
合掌して「アカル・メードゥ・ティス・ナクポ・シシ・マルマル」〔a dkar a rmad
35）
du tri su nag po zhi zhi mal mal〕
という真言を唱えた。そして‘五種の欲望’とい

うヤタ〔’dod pa rnam pa lnga’i ya stags〕（＝「施しのヤタ」〔sbyin pa’i ya stags〕，【補
遺 1】2（2）参照）を‘慈悲の賓客’
〔snyin rje’i mgron〕である六道の有情に捧げた。
3D

すると大地が鳴動し，空に光明が昇り，大地には美しい花が咲き，十方に心地

よい音が響き渡った。そして，バルウェー・ドンマチェン王と，300 人の兵士たち
と，娑婆世界の西方に住する六趣の有情たちの肉体が一瞬にして極微となり，彼ら
は空に虹の光を放射して覚醒を遂げた。
3B

その様子を見て人々は大変喜んだ。そして，覚醒を遂げることができずに残っ

た人々は‘五種の具えるもの’〔ldan pa rnam pa lnga〕というヤタ（＝「供養のヤ
タ」〔mchod pa’i ya stags〕
，【補遺 1】2（1）参照）を捧げ，‘［優れた］相を具えた
四 人の 少年 ’〔khye’u chung mtshan dang ldan pa〕36） に先 導さ れて，種 々のニ ンボ
〔snying po〕37）を順に唱えて供養した。
3F

するとその功徳により，三十三の神（三十三天）に生まれ変わっていたティシャ

38）
ン王子と，300 人の兵士たちの眼に，四如来〔bde bar gshegs pa bzhi〕
の顔があり

ありと見えた。
3C

シ ェ ン ラ プ は さ ら に‘ 北 方 の 100 の 如 来 ’〔byang phyogs kyi bde bar gshegs pa

brgya〕（【補遺 2】II 参照）の名前を唱え，覚醒を遂げることができずに残った人々
もそれに続いた。
3E
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メードゥ・ティス・ナクポ・シシ・マルマル」というマントラを唱え，更に‘五種
の欲望’というヤタ〔’dod pa rnam pa lnga’i ya stags〕
（＝「施しのヤタ」〔sbyin pa’i
ya stags〕，【補遺 1】2（2）参照）を‘慈悲の賓客’〔snyin rje’i mgron〕である六道
の有情に捧げた。
3D

すると大地が鳴動し，空に光明が昇り，大地には美しい花が咲き，十方に心地

よい音が響き渡った。そして，三十三の神（三十三天）に生まれ変わっていたティ
シャン王子と，300 人の兵士たちと，娑婆世界の北方に住する六道の有情たちの肉
体が一瞬にして極微となり，彼らは空に虹の光を放射して覚醒を遂げた。
3B

その様子を見て人々は大変喜んだ。そして覚醒を遂げることができずに残った

人々は再び‘五種の具えるもの’〔ldan pa rnam pa lnga〕というヤタ（＝「供養のヤ
タ」〔mchod pa’i ya stags〕
）を捧げ，‘［優れた］相を具えた四人の少年’〔khye’u
chung mtshan dang ldan pa〕に先導されて，種々のニンボを順に唱えて供養を行っ
た。
3F

するとその功徳により，ガンデンの神（兜率天）として生まれ変わっていた下

僕の子・ティシェーと，300 人の兵士たちの眼に，四如来の顔がありありと見えた。
3C

シ ェ ン ラ プ は さ ら に‘ 西 方 の 100 の 如 来 ’〔nub phyogs kyi bde bar gshegs pa

brgya〕
（【補遺 2】III 参照）の名前を唱え，覚醒を遂げることができずに残った人々
もそれに続いた。
3E

西方に住する 100 の如来の名を唱え終えると，シェンラプは合掌して「アカル・

メードゥ・ティス・ナクポ・シシ・マルマル」というマントラを唱え，更に‘五種
の欲望’というヤタ（＝「施しのヤタ」）を‘慈悲の賓客’である六道の有情に捧
げた。
3D

すると大地が鳴動し，空に光明が昇り，大地には美しい花が咲き，十方に心地

よい音が響き渡った。そして，ガンデンの神（兜率天）として生まれ変わっていた
下僕の子・ティシェーと，300 人の兵士たちと，娑婆世界の西方に住する六道の有情
たちの肉体が一瞬にして極微となり，彼らは空に虹の光を放射して覚醒を遂げた。
3B

その様子を見て人々は大変喜んだ。そして覚醒を遂げることができずに残った

人々は再び‘五種の具えるもの’というヤタ（＝「供養のヤタ」）を捧げ，‘［優れ
た］相を具えた四人の少年’に先導されて，種々のニンボを順に唱えて供養を行った。
3F

するとその功徳により，暗闇の島・畜生の地〔mun pa’i gling byol song gi gnas〕

に生まれ変わっていたガー・ハダー・ナクポと，300 人の兵士たちの眼に，四如来
の顔がありありと見えた。
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シェンラプはさらに‘南方の 100 の如来’〔lho phyogs kyi bde bar gshegs pa brgya〕

（【補遺 2】IV 参照）の名前を唱え，覚醒を遂げることができずに残った人々もそ
れに続いた。
3E

南方に住する 100 の如来の名を唱え終えると，シェンラプは合掌して「アカル・

メードゥ・ティス・ナクポ・シシ・マルマル」というマントラを唱え，更に‘五種
の欲望’というヤタ（＝「施しのヤタ」）を‘慈悲の賓客’である六道の有情に捧
げた。
3D

すると大地が鳴動し，空に光明が昇り，大地には美しい花が咲き，十方に心地

よい音が響き渡った。そして，暗闇の島・畜生の世界に生まれ変わっていたガー・
ハダー・ナクポと，300 人の兵士たちと，娑婆世界の南方に住む六趣の有情たちの
肉体が一瞬にして極微となり，彼らは空に虹の光を放射して覚醒を遂げた。
3B

その様子を見て人々は大変喜んだ。そして覚醒を遂げることができずに残った

人々は再び‘五種の具えるもの’というヤタ（＝「供養のヤタ」）を捧げ，‘［優れ
た］相を具えた四人の少年’に先導されて，種々のニンボを順に唱えて供養を行っ
た。
3F

するとその功徳により，ティシャン王子の父で頞部陀地獄に生まれ変わってい

たタモ・ティウー王と，300 人の兵士たちの眼に，四如来の顔がありありと見えた。
3C

シ ェ ン ラ プ は さ ら に‘ 上 方 の 100 の 如 来 ’〔steng phyogs kyi bde bar gshegs pa

brgya〕（【補遺 2】V 参照）の名前を唱え，覚醒を遂げることができずに残った人々
もそれに続いた。
3E

上方に住する 100 の如来の名を唱え終えると，シェンラプは合掌して「アカル・

メードゥ・ティス・ナクポ・シシ・マルマル」というマントラを唱え，更に‘五種
の欲望’というヤタ（＝「施しのヤタ」）を‘慈悲の賓客’である六道の有情に捧
げた。
3D

すると大地が鳴動し，空に光明が昇り，大地には美しい花が咲き，十方に心地

よい音が響き渡った。そして，ティシャン王子の父で頞部陀地獄に生まれ変わって
いたタモ・ティウー王と，300 人の兵士たちと，娑婆世界の上方に住む六道の有情
たちの肉体が一瞬にして極微となり，彼らは空に虹の光を放射して覚醒を遂げた。
3B

その様子を見て人々は大変喜んだ。そして覚醒を遂げることができずに残った

人々は再び‘五種の具えるもの’というヤタ（＝「供養のヤタ」）を捧げ，‘［優れ
た］相を具えた四人の少年’に先導されて，種々のニンボを順に唱えて供養を行っ
た。
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するとその功徳により，下僕の子の父で地獄に転生していたムバルハデ〔mu

’bal lha de〕と，300 人の兵士たちの眼に，四如来の顔がありありと見えた。
3C

シ ェ ン ラ プ は さ ら に‘ 北 東 の 100 の 如 来 ’〔steng phyogs kyi bde bar gshegs pa

brgya〕
（【補遺 2】VI 参照）の名前を唱え，覚醒を遂げることができずに残った人々
もそれに続いた。
3E

北東に住する 100 の如来の名を唱え終えると，シェンラプは合掌して「アカル・

メードゥ・ティス・ナクポ・シシ・マルマル」というマントラを唱え，更に‘五種
の欲望’というヤタ（＝「施しのヤタ」）を‘慈悲の賓客’である六道の有情に捧
げた。
3D

すると大地が鳴動し，空に光明が昇り，大地には美しい花が咲き，十方に心地

よい音が響き渡った。そして，下僕の子の父で地獄に転生していたムバルハデ〔mu
’bal lha de〕と，300 人の兵士たちと，娑婆世界の北東に住む六道の有情たちの肉体
が一瞬にして極微となり，彼らは空に虹の光を放射して覚醒を遂げた。
3B

その様子を見て人々は大変喜んだ。そして覚醒を遂げることができずに残った

人々は再び‘五種の具えるもの’というヤタ（＝「供養のヤタ」）を捧げ，‘［優れ
た］相を具えた四人の少年’に先導されて，種々のニンボを順に唱えて供養を行っ
た。
3F

するとその功徳により，下僕の子の母で地獄に転生していたリダカム39）と，300

人の兵士たちの眼に，四如来の顔がありありと見えた。
3C

シェンラプはさらに‘北西の 100 の如来’〔byang nub gyi bde bar gshegs pa brgya〕

（【補遺 2】VII 参照）の名前を唱え，覚醒を遂げることができずに残った人々もそ
れに続いた。
3E

北西に住する 100 の如来の名を唱え終えると，シェンラプは合掌して「アカル・

メードゥ・ティス・ナクポ・シシ・マルマル」というマントラを唱え，更に‘五種
の欲望’というヤタ（＝「施しのヤタ」）を‘慈悲の賓客’である六道の有情に捧
げた。
3D

すると大地が鳴動し，空に光明が昇り，大地には美しい花が咲き，十方に心地

よい音が響き渡った。そして，下僕の子の母で地獄に転生していたリダカムと，
300 人の兵士たちと，娑婆世界の北西に住む六道の有情たちの肉体が一瞬にして極
微となり，彼らは空に虹の光を放射して覚醒を遂げた。
3B

その様子を見て人々は大変喜んだ。そして覚醒を遂げることができずに残った

人々は再び‘五種の具えるもの’というヤタ（＝「供養のヤタ」）を捧げ，‘［優れ
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た］相を具えた四人の少年’に先導されて，種々のニンボを順に唱えて供養を行った。
3F

するとその功徳により，ティシャン王子の母で地獄に転生していたムツェルマ40）

と，300 人の兵士たちの眼に，四如来の顔がありありと見えた。
3C

シェンラプはさらに‘南西の 100 の如来’〔lho nub gyi bde bar gshegs pa brgya〕

（【補遺 2】VIII 参照）の名前を唱え，覚醒を遂げることができずに残った人々もそ
れに続いた。
3E

南西に住する 100 の如来の名を唱え終えると，シェンラプは合掌して「アカル・

メードゥ・ティス・ナクポ・シシ・マルマル」というマントラを唱え，更に‘五種
の欲望’というヤタ（＝「施しのヤタ」）を‘慈悲の賓客’である六道の有情に捧
げた。
3D

すると大地が鳴動し，空に光明が昇り，大地には美しい花が咲き，十方に心地

よい音が響き渡った。そして，ティシャン王子の母で大号叫地獄に転生していたム
ツェルマと，300 人の兵士たちと，娑婆世界の南西に住む六道の有情たちの肉体が
一瞬にして極微となり，彼らは空に虹の光を放射して覚醒を遂げた。
3B

その様子を見て人々は大変喜んだ。そして覚醒を遂げることができずに残った

人々は再び‘五種の具えるもの’というヤタ（＝「供養のヤタ」）を捧げ，‘［優れ
た］相を具えた四人の少年’に先導されて，種々のニンボを順に唱えて供養を行っ
た。
3F

するとその功徳により，黒縄地獄に転生していたポン教徒のマシャン・ゴンゴ

ンと，300 人の兵士たちの眼に，四如来の顔がありありと見えた。
3C

シェンラプはさらに‘南東の 100 の如来’〔lho shar gyi bde bar gshegs pa brgya〕

（【補遺 2】IX 参照）の名前を唱え，覚醒を遂げることができずに残った人々もそ
れに続いた。
3E

南東に住する 100 の如来の名を唱え終えると，シェンラプは合掌して「アカル・

メードゥ・ティス・ナクポ・シシ・マルマル」というマントラを唱え，更に‘五種
の欲望’というヤタ（＝「施しのヤタ」）を‘慈悲の賓客’である六道の有情に捧
げた。
3D

すると大地が鳴動し，空に光明が昇り，大地には美しい花が咲き，十方に心地

よい音が響き渡った。そして，黒縄地獄に転生していたポン教徒のマシャン・ゴン
ゴンと，300 人の兵士たちと，娑婆世界の南東に住む六趣の有情たちの肉体が一瞬
にして極微となり，彼らは空に虹の光を放射して覚醒を遂げた。
3B
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人々は再び‘五種の具えるもの’というヤタ（＝「供養のヤタ」）を捧げ，‘［優れ
た］相を具えた四人の少年’に先導されて，種々のニンボを順に唱えて供養を行った。
するとその功徳により，等活地獄に転生していた占い師のディクガ・ディクロ

3F

ムと，300 人の兵士たちの眼に，四如来の顔がありありと見えた。
シェンラプはさらに‘下方の 100 の如来’〔’og phyogs kyi bde bar gshegs pa brgya〕

3C

（【補遺 2】X 参照）の名前を唱え，覚醒を遂げることができずに残った人々もそれ
に続いた。
下方に住する 100 の如来の名を唱え終えると，シェンラプは合掌して「アカル・

3E

メードゥ・ティス・ナクポ・シシ・マルマル」というマントラを唱え，更に‘五種
の欲望’というヤタ（＝「施しのヤタ」）を‘慈悲の賓客’である六道の有情に捧
げた。
すると大地が鳴動し，空に光明が昇り，大地には美しい花が咲き，十方に心地

3D

よい音が響き渡った。そして，等活地獄に転生していた占い師のディクガ・ディク
ロムと，残りの 300 人の兵士たちと，娑婆世界の下方に住む六道の有情たちの肉体
が一瞬にして極微となり，彼らは空に虹の光を放射して覚醒を遂げた。
1.2.4

ポサー・タンモとの結婚

こうして多くの有情たちが覚醒を遂げた後，バルウェー・ドンマチェン王の息子ポ
41）
ブ・ラクゲン〔dpo bu lag ngan〕
と娘ポサー・タンモ〔dpo bza’ thang mo〕の二人が残っ

た。この兄妹がシェンラプと優れた相を具えた四人の少年に恭しく礼拝を行った。
3H

シェンラプは兄のポブ・ラクゲンに次のように言った。「汝は罪深き者であった

が，500 の転生の過程でその罪を浄化してきたために，今やその悪業・罪は浄化さ
れ，甚だ善良である。汝はこれから，この吉兆なる国の王となって善行を為しなさ
い。そうすればいつか，私と同じように解脱を遂げることになろう。」シェンラプ
の言葉通り，ポブ・ラクゲンは王位を継いで善を為した。
シェンラプは，ポブ・ラクゲンの妹，ポサー・タンモに次のように言った。「汝

3I

は前世において私に花を捧げ，無数の生を繰り返しながら祈願を続けることによっ
て，この生において私と出会った。私は業力により，汝を妻として娶ることにしよ
う。だが，これは真の意味での結婚ではない。男女の愛執は三界に輪廻する因であ
る。私はそのことを身をもって示し，有情を愛執という泥から導くために，汝を娶
るのである。」
6A

シェンラプはポサー・タンモを 8 つの黄金の車輪がついた乗り物にのせて，オ
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ルモルンリンに帰った。シェンラプの弟子たちが手にヤンの品物42）を持ってを集
まり，新たな妃を歓迎して，正しい仕方でヤンを取った。そして，優れた明知の力
43）
がポサー・タンモの身体を調べた
を有するギュルワ・ロセル〔’gyur ba blo gsal〕

ところ，彼女には優れた相が具わっていることが分かった。
6B

その後，シェンラプとポサー・タンモの間にはシェンサー・ネゥチュンマ〔gshen

44）
bza’ ne’u chung ma〕（以下，ネゥチュンマ）
という娘が誕生した。母親と同じく，

彼女にも多くの優れた相が具わっていた。

悪魔キャプパ・ラクリンの挑戦

2
2.1

付属文書と和訳
##/ /brgyad pa bdud sde rnam par ’joms pa’i mdzad pa bzhugs so/
/dbus kyi gtso bo ni ston pa sangs rgyas yin la/ de la ’gran ’dzugs pa’i rgol ngan bdud

sde’i dpung ni/ bdud nga min chos po dang / ram pa dug ’gyed dang / ’gran de ya bo dang /
’khor ba gting nag dang / shor ba skya bdun sogs grangs las ’das pa yod pas rdzu ’phrul sna
tshogs bstan kyang / rin chen gsang ba’i gtor zlog mdzad/ cho ’phrul sna dgu bstan pas cung
tsam rgol ma nus pas/ bdud phrug shor ba skya bdun gyis/ ston pa’i chibs rta bdun bskus
(g.yas gong) nas bod yul rkong bor sbas pa la/ ston pa ’khor bcas dngos su byon/ mtshan
ldan khye’u bzhi khro bo bzhir sprul/ (g.yas) ston pa kong po’i bon rir byon/ kong btsun de
mo sogs brtan ma bcu gnyis dam la btags/ bdud sde pham par mdzad khyab pas bu mo
gshen za ne’u chung bslus nas bdud yul du khrid/ (g.yon ’og) ston pa dngos su byon nas
bskyabs/ khyab pas ston pa’i bka’ sgrom me la bzhen/ dpa’ bo ’bru lnga ma tshig pas ’phrul
gyi yi ge byon/ (g.yon gong) mthar bdu kyi sde dpon ’khor dang bcas pa ston pa’i bka’ la
nyan te slob mar gyur nas bde gnas su bkod do/ mdzad bcu bstod pa las/ khyab pas bdud
dmag dung phyur dos btsug tshe// bzod pa’i go g.yon snying rje’i dmag dpung gis// bdud
gling pham mdzad log lta’i g.yul ngo zlog// bde chen sar bkod mdzad la phyag ’tshal lo//
zhes pa ltar ro/ (lha bris pa ni/ reb gong bon brgya dgon pa’i grwa btsun nam mkha’ rgyal
mtshan yin/)
8 番目，魔の集団を完全に打ち負かしたという御事績。
中央の主尊は覚醒を遂げたトンパ・サンギェー［＝シェンラプ］であり，それと
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競った悪敵である魔の集団の軍は，ドゥー・ガミンチューポと，ラムパ・ドゥク
ギェーと，デンデ・ヤウォと，コルワ・ティンナクと，ショルワ・キャドゥンなど，
無数に居た。［彼らは］様々な神変を示したが，［シェンラプが］秘密の宝珠のトル
マとドクパ［という儀礼］を為さった。9 種の神変を示したが，［魔は］少しも太
刀打ちできなかった。［そこで］魔の子ショルワ・キャドゥンが，トンパ［・シェ
ンラプ］の 7 頭の馬を盗み（右上），チベットのコンポ［という地方］に隠したの
であるが，トンパ［・シェンラプ］は弟子たちとともに［そこへ］実際に至り，優
へん げ

れた相を具えた四人の少年は四人の忿怒尊に変化した（右）。［そして］トンパ［・
シェンラプ］はコンポのポンリ［という山］に至り，コンツゥン・デモなどの十二
地母を調伏し，魔の集団を打ち負かした。［魔の王である］キャプパ［・ラクリン］
は，［シェンラプの］娘であるシェンサー・ネゥチュン［マ］を欺いて魔の国に連
れてきた（左下）が，トンパ［・シェンラプ］は［魔の国に］実際に至り［娘を］
救った。キャプパ［・ラクリン］はトンパ［・シェンラプ］経箱を燃やしたが，五
つの勇者の種字を燃やすことはできす，神変の文字が到来した（左上）。最後には，
魔の集団の主と供まわりたちはトンパ［・シェンラプ］の御言葉を聞き，［シェン
ラプの］弟子となり，安楽の地に置かれたのである。［以上は］『御事績の称賛』に
「キャプパ［・ラクリン］が一億の魔の兵士を［シェンラプと］争わせたとき，忍
耐の鎧を身につけた慈悲の軍隊が，魔の国を打ち負かし，顚倒した軍地をひる返し，
大楽の地に置いたという御事績に礼拝します。」とされている通りである（絵師は
レプコンのポンギャ寺の僧，ナムカー・ギェンツェン）。

2.2

図像詳解

8 枚目のタンカ（Thangka No 8）は，『セルミク』第 10 章「シェンラプに魔が 9 種
の 神 変 を 示 し た こ と 」〔gshen rab la bdud kyis cho ’phrul sna dgu bstan pa〕
［ZM: 383422］，第 11 章「シェンラプの供回りに魔が神変を示したこと」〔gshen rab kyi ’khor la
bdud kyis cho ’phrul bstan pa〕
［ZM: 425-489］，第 12 章「シェンラプの財に魔が神変を
示したこと」〔gshen rab kyi nor la bdud kyis cho ’phrul bstan pa〕
［ZM: 490-533］という
3 つの章に叙述される物語を描いたものと思われる。付属文書には，シェンラプが
闘った魔として，ドゥー・ガミンチューポ〔bdud nga min chos po〕
，ラムパ・ドゥク
ギェー〔ram pa dug ’gyed〕
，デンデ・ヤウォ〔’gran de ya bo〕，コルワ・ティンナク
〔’khor ba gting nag〕
，ショルワ・キャドゥン〔shor ba skya bdun〕等の名が挙げられて
いるが，彼らの姿はこのタンカには描かれていない。ここでは，シェンラプに繰り返
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し闘いを挑んだとされるキャプパ・ラクリンの姿のみが描かれている。
45）
は‘暗闇のユンドゥン・光線を有する
キャプパ・ラクリン〔khyab pa lag rings〕

王国’〔mun pa’i g.yung drung zer ldan gyi rgyal khams〕
，或いは‘魔の国・暗闇の島’
〔bdud yul mun pa’i gling〕とも呼ばれる国に住む魔王ギャラク・トゥージェ〔bdud rje
rgya lag thod rje〕の息子で，シェンラプの教化活動によって魔たちの生き甲斐である
‘四つの大河’〔chu bo chen po bzhi〕―即ち，生・老・病・死―が尽き，人々が解
脱を遂げることによって国土が空じられてしまうことを心配していた。そこでキャプ
パ・ラクリンは，①シェンラプの守護神シェンラ・ウーカル〔gshen lha ’od dkar〕，②
天界においてシェンラプの師であったブムティ・ロギチェチェン〔’bum khri glog gi
lce can〕，③人間界におけるシェンラプの父ギャルポン・トゥーカル〔rgyal bon thod
dkar〕，④母ギャルシェーマ〔rgyal bzhad ma〕，⑤傲慢な力能を有するベルの将軍〔bal
gyi dmag dpon dregs pa’i rtsal ldan〕と，財宝と食べ物を持った百人（「財富を支配する
神の商主」〔lha’i tshong dpon nor la dbang bsgyur〕），⑥美しい容貌をもつ神の娘〔lha yi
bu mo mdzes pa’i bzhin bzang〕と，耳に心地よい歌をうたう龍の娘〔klu yi bu mo snyan
pa’i glu sgyur ma〕
，⑦シェンラプ
の 弟 で あ り， 未 来 の 師 で あ る
シ ェ ー パ〔shes pa〕
， ⑧ ポ サ ー・
タンモの子シェンチュン・ゴウォ
〔gshen chen go bo〕，⑨魔の軍，と
いう 9 種の神変を示してシェンラ
プを騙そうするなど，他にも様々
な策を講じて，シェンラプを何と
か天界に追い返そうとしたとさ
れる。以下，『セルミク』の記述
に依りながら，各図像の解説を試
みたい。
2.2.1

9 つの神変を示す

トンパ・シェンラプ。

1
2A

ある日，シェンラプが，オル

モルンリンにおける居城である
バルポ・ソギェ城〔mkhar bar po
302

o

図像配置図（Thangka N 8）

津曲

聖伝の素描

so brgyad〕に居ると，空に音・光・吐息・氷が生じた。そして，太鼓とシャンを鳴
らしながら光に包まれた白い人が来臨し，「シェンラプ・ミボよ」と呼んだ。シェ
ンラプはそれがキャプパ・ラクリンの変幻であるとすぐに気づいたが，穏やかに魔
を教化しようと思い，気づかないふりをしたまま「はい」と答えた。すると，白い
人は次のように言った。「私は汝の守護神，シェンラ・ウーカル〔gshen lha ’od
dkar〕である。有情の害に覆われて私の顔も忘れてしまったのか。衆生の利を為す
ことに，もはや何の意味があろう。私は汝を迎えにやってきた。汝はいまこそ涅槃
に入るべきである。さぁ，私とともに行こう。」これに対し，シェンラプは次のよ
うに答えた。「守護神よ，御心が錯乱なされたか。未だ衆生の利は成就されておら
ず，生死の門は閉じられておりません。それ故，私はまだ輪廻の世界を去ることは
できません。輪廻世界を生きる一切の有情を慈悲によって導くことなく，有情を道
に置き去りにせよとは，本当に神のお言葉でございましょうか。」正体を見破られ
たことに気づいたキャプパ・ラクリンは，その場を立ち去った。
2B

ある日，シェンラプがバルポ・ソギェ城に居ると，空に音・光・吐息・氷が生

じた。そして，宝珠で身を飾り，‘存在の階梯のチャクシン’〔srid pa skos kyi chags
shing〕46）を持った斑色の人〔mi khra bo〕が来臨し，「シェンラプ・ミボよ」と呼ん
だ。シェンラプはそれがキャプパ・ラクリンの変幻であるとすぐに気づいたが，穏
やかに魔を教化しようと思い，気づかないふりをしたまま「はい」と答えた。する
と，斑色の人は次のように言った。「私は汝を前世において導いた阿闍梨，ブム
ティ・ロギチェチェン〔’bum khri glog gi lce can〕である。有情の害に覆われて私
の顔も忘れてしまったのか。有情の業は水の流れのように絶えることがない。どう
やってそれを断じることができようか。私は汝を迎えにやってきた。汝はいまこそ
涅槃に入るべきである。さぁ，私とともに行こう。」これに対し，シェンラプは次
のように答えた。「阿闍梨よ，御心が錯乱なされたか。私は有情の利を為すことを
任されたのです。未だ衆生の利は成就されておらず，生死の門は閉じられておりま
せん。それ故，私はまだ輪廻の世界を去ることはできません。輪廻世界を生きる一
切の有情を慈悲によって導くことなく，有情を道に置き去りにせよとは，本当に阿
闍梨のお言葉でございましょうか。」正体を見破られたことに気づいたキャプパ・
ラクリンは，その場を立ち去った。
2C

ある日，シェンラプがバルポ・ソギェ城で眠っていると，キャプパ・ラクリン

がシェンラプの父ギャルポン・トゥーカル王47）の姿で枕元にやってきて，次のよ
うに言った。「我が子よ。この世界で教えを説くことに，いったいどんな理がある
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というのか。この世界に住む有情は皆，幻の如きものであるのに，汝は有情を常住
とみなし，これから先も彼らに教えを説き続けるというのか。それに，この世界に
留まり続ければ，凶悪な魔〔bdud〕・羅刹〔srin po〕・夜叉〔gnod sbyin〕
・死の王（閻
魔）〔gshing rje〕がやってきて，汝を殺めることになろう。肉を食い散らかされ，
血を飲まれ，骨を噛まれ，皮膚を剥がれて衣服とされるのである。甚だ恐ろしいこ
とではないか。さぁ今こそ，この世界を離れるべきである。」シェンラプはそれが
キャプパ・ラクリンの欺きであることにすぐに気づいたが，穏やかに魔を教化しよ
うと思い，気づかないふりをしたまま，次のように言った。「ギャルポン・トゥー
カル王よ，御心が錯乱なされたか。この世界の有情は皆，幻の如きものでございま
すが，だからこそ私は，彼らを不動なる解脱へと導こうとしているのです。凶悪な
魔や羅刹たちが私にどんな変幻を示そうとも，私を妨げることはありません。だか
ら，私は涅槃に去ることはありません。」正体を見破られたことに気づいたキャプ
パ・ラクリンは，その場を立ち去った。
2D

翌日の早朝，バルポ・ソギェ城にシェンラプの母ヨチ・ギャルシェーマ48）の姿

をした女性がやってきて，「シェンラプ・ミボよ」と呼んだ。シェンラプはそれが
キャプパ・ラクリンの変幻であるとすぐに気づいたが，穏やかに魔を教化しようと
思い，気づかないふりをしたまま「はい」と答えた。すると，その女性は次のよう
に言った。「シェンラプよ，母の話をよく聞きなさい。ポンの教えというのは全く
の偽物なのです。私は嘗てポンの教えを信仰していましたが，死んだ後に地獄に転
生し，八熱地獄で焼かれたのち八寒地獄へと赴き，いまこうやって汝と出会うこと
ができたのです。いますぐポンの教えを棄てなさい。そうしなければ汝も私と同じ
ように地獄に転生することになるでしょう。ポン教の信仰を棄てて，多くの殺生を
行えば死後の世界で富を享受することになり，多くの者を殴れば死後の世界で大き
な権力を得ることになり，多くの略奪を行えば死後の世界で多くの物品を手にする
ことができるのです。ユンドゥン（永遠）のポンの教えなど真実ではなく嘘偽りな
のですから，もうやめてしまいなさい。」これに対し，シェンラプは次のように答
49）
えた。「お母様，御心が錯乱なされたか。ポンそのものの広がり〔bon nyid dbyings〕

において覚醒を遂げるならば，どうして地獄に赴くことがありましょうか。幻術の
語・真実のポンを放じ，殺生・暴力・略奪を行い，悪業を生み出す魔に従おうとは，
本当にお母様の御言葉でございましょうか。悪しき思考を捨て去り，私を帰依処と
なさってください。ユンドゥンのポンにおいて智慧を磨けば，無上の境位に達する
のは確実でございます。」正体を見破られたことに気づいたキャプパ・ラクリンは，
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その場を立ち去った。
2E

50）
ある日，シェンラプがシャムポ・ハツェ神殿〔gsas mkhar sham po lha rtse〕
で，

5,500 のユンドゥンの菩薩たちとともに供養を行っていると，シェンラプを呼ぶ声
が聞こえた。シェンラプはそれがキャプパ・ラクリンの変幻であるとすぐに気づい
たが，穏やかに魔を教化しようと思い，自分の名を呼ぶ者のところへと出向いた。
すると，そこには馬と武器を持った 100 人（「傲慢な力能を有するベルの将軍」〔bal
gyi dmag dpon dregs pa’i rtsal ldan〕
）と，財宝と食べ物を持った 100 人（「財富を支
配する神の商主」〔lha’i tshong dpon nor la dbang bsgyur〕
）が居た。彼らはシェンラ
プに次のように言った。「シェンラプよ，五つの宝珠をお受け取り下さい。そして
商いに参りましょう。財宝によって飾られたものは全て良好であり，財宝が無けれ
ば全ては劣悪です。また，ベルの将軍とともに戦にも参りましょう。他の者を見下
し，殺害し，叩き潰すのです。男として生まれた以上，一人の男も倒すことができ
なれば，女と変わりありません。さぁ，私たちと一緒の参りましょう。」これに対
し，シェンラプは次のように答えた。「財富を支配する神の商主たちよ，尽きるこ
とのない宝藏を具えた菩提心によって欲望の心を捨て満足しなければ，いくら宝珠
を積み上げても，それは後に大きな苦を生み出すことになろう。商売の利益を勘定
するのは悲哀の湖とともにある行為であり，騾馬に重い荷物を載せて運べば，地獄
に転生する種子を植えることにもなる。財物は幻であり，それを所有するために心
を砕いてはならない。また，傲慢な力能を有するベルの将軍たちよ，自他の区別が
ない大慈悲によって，三界の有情を平等と見なしなさい。自己を讃え他者を侮蔑し
て粗暴・残酷な行為を行えば，地獄に転生し，等しく苦を味わうことになろう。そ
うなってから後悔しても遅いのである。」正体を見破られたことに気づいたキャプ
パ・ラクリンは，その場を立ち去った。
2F

翌日，シェンラプは女たちが自分の名を呼ぶ声を聞いた。シェンラプはそれが

キャプパ・ラクリンの変幻であるとすぐに気づいたが，穏やかに魔を教化しようと
思い，自分の名を呼ぶ者のところへ向かった。すると，そこには黄金とトルコ石の
装飾品や，最上の絹を身につけた娘たちが，歌舞を行っていた。彼女たちは次のよ
うに言った。「私たちは，‘美しい容貌をもつ神の娘’〔lha yi bu mo mdzes pa’i bzhin
bzang〕と‘耳に心地よい歌をうたう龍の娘’〔klu yi bu mo snyan pa’i glu sgyur ma〕
でございます。シェンラプ様，衆生の利などなさらずに，自利をなさいませ。若く
て健康な時期の喜びは歌舞であり，楽しみは遊戯であり，必要なのは友達でござい
ます。ここに集まった娘たちを，話し相手となさり，夜の友となさり，家来とな
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さってください。有情たちの利などなさっても，貴方のお身体に何の役にも立ちま
せん。」これに対し，シェンラプは次のように答えた。「娘たちよ，私の仕事は慈悲
によって有情を導くことである。若くて健康なこの時期に有情を導かなければ，年
老いて衰えた時にどうして衆生を導くことができようか。衆生の習気を浄化するこ
とが私の喜びであり，煩悩を有する有情を導くことが私の楽しみであり，大方便の
界〔thabs chen dbyings〕に戯れることが私に必要なことである。汝等も輪廻を断ち
切るために私の言葉に耳を傾けなさい。そうすれば苦の流れが断ち切られ，解脱と
いう安楽の地を得られるだろう。」正体を見破られたことに気づいたキャプパ・ラ
クリンは，その場を立ち去った。
2G

ある日，シェンラプが‘有の流れのポン’〔srid pa’i rgyud kyi bon〕51）を説いてい

ると，空に音響と光が生じ，100 人の白い人に囲まれた白い人が五色の虹の中から
現れた。彼はシェンラプに次のように言った。「私は汝の弟，知を有する現象世界
の少年〔srid pa’i khye’u chung shes pa can〕
，現象世界を知る者（シェーパ）〔snang
52）
srid shes pa〕
である。有情を教化する生活が長すぎて，私の顔も忘れてしまった

のですか。汝の祈願はもう全て実現されました。さぁ，これからは私が教えを広め
ます。」シェンラプはそれがキャプパ・ラクリンの変幻であるとすぐに気づいたが，
穏やかに魔を教化しようと思い，次のように言った。「確かに三時の師は順に来臨
する。だが，後世に現れる師はまだ乳飲み子だろう。それに，私は未だ身によって
有情を教化しているにすぎず，それは語と意の教えと一体になる必要がある。身・
語・意の教えが完成した後で，私はこの地を去ることになろう。」正体を見破られ
たことに気づいたキャプパ・ラクリンは，その場を立ち去った。
2H

ある夜，ポサー・タンモは，一ドム53）の長さの黒い光の矢が体内に入る夢を見

た。そして翌年，彼女は一人の男児を出産した。シェンラプはそれがキャプパ・ラ
クリンの変幻であると気づいたが，まだ教化する時期には至っていないと思い，そ
の子が魔の子であることを人々に教えなかった。その男児には，トブ・ブムサンや
チェーブ・ティシェーが誕生した際に観察されたような優れた相が見あたらず，そ
の上，気性が激しく，血や肉を欲しがり，イヌワシ〔go bo〕のようにそれを飲み
込んでは吐き出したため，‘シェンチュン・ゴウォ’（小さなシェン，イヌワシ
〔gshen chen go bo〕）と名付けられた。シェンチュン・ゴウォは，父シェンラプの教
えに耳を傾けることなく，「私は貴方が説くポンの教えには耳を貸さない。利他で
はなく自利の教えを説くならば，それを聞こう。私は有情を殺してその肉を食し，
暖かい毛皮を身につけたい。」とシェンラプに要求した。しかし，シェンラプはこ
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の要求に応えず，他の人々もシェンチュン・ゴウォの言葉には耳を貸さなかった。
やがて，シェンチュン・ゴウォはシェンラプの心を変えることができないと悟り，
この世を去った。ポサー・タンモは我が子の死を悲しんだが，シェンラプは彼女に，
シェンチュン・ゴウォがキャプパ・ラクリンの変幻であることを教えた。
2.2.2

魔軍の攻撃
以上のように，キャプパ・ラクリンは，神（シェンラ・ウーカル），阿闍梨（ブ

ムティ・ロギチェチェン）・父（ギャルポン・トゥーカル）
，母（ギャルシェーマ），
少年（‘傲慢な力能を有するベルの将軍’と‘財富を支配する神の商主’），少女
（‘美しい容貌をもつ神の娘’と‘耳に心地よい歌をうたう龍の娘’），兄弟（シェー
パ），子（シェンチュン・ゴウォ）という 8 つの姿に変化して，シェンラプを欺こ
うとしたが，いずれも失敗に終わった。業を煮やしたキャプパ・ラクリンは，もは
やシェンラプを穏便な方法で倒すことはできないと思い，「100 の頂［を持つ］鉄
の城」〔lcags mkhar rtse brgya〕に戻って四方八方から魔を集め，軍隊を組織した。
そして軍を率いてシェンラプのもとへ向かった。
2M

キャプパ・ラクリン率いる軍の到来を察知したシェンラプは，周りの者たちに，

魔の軍を恐れず，慈悲の心を起こすようにと命じた。そして胸の前で合掌し，「ア
カル・アメードゥ・ティスナクポ・シシ・マルマル」〔a dkar a rmad du tri su nag po
54）
という言葉を唱えるように説いた。そのようにすると，人々の心
zhi zhi mal mal〕

から魔を恐れる気持ちが消えていった。こうして，人々が恐怖心を失ってしまった
ために，キャプパ・ラクリンは，人々を支配することも，闇で包むことも，武器で
殺すこともできなくなってしまった。
3A

さらにシェンラプは，心は穏やかな状態のまま，忿怒相の化身を現出せしめ，

魔軍の進軍を阻止した。さらに，魔の世界を自身の支配下に入れるために，自身は
‘黄金の輪が千層に積み重なった座’
〔gser gyi ’khor lo stong brtsegs pa’i khri〕にす
55）
わったまま，‘4 人のワル（炎）の大忿怒尊’
を四方に現出せしめた。そして，胸

の前で印を結んだのち，「ハリン・ダクポ・バルワ・フドゥム・ラム，ハダク・ヨ
ンキャプ・ルンギュル・ダクマチョ，ウヘ・ヘーフー・ダムトゥンテョクシャク・
ツ ェ ー ダ ク マ・ ム・ バ ル ル ム 」〔ha ling drag po ’bar ba hu dum ram/ ha drag yongs
khyab lungs gyur drag ma byo/ ’o he hed dhod dram thun thog bshag tshal drag ma mu ’bar
rum〕というニンボを唱えた。すると，魔軍の心は鎮まり，闇は陽光に変わり，シェ
ンラプに向けられた武器は蓮華の雨に変わった。
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魔軍の馬たちは怖がってシェンラプに近づこうとしなかった。シェンラプの四

方を取り囲んだ‘4 人のワル（炎）の大忿怒尊’は，群青色の身体に 9 つの頭をも
ち，口を大きく開き，18 本の腕を持ち，拳を上げ，4 本の足で大地を力強く踏みつ
けながら進んだ。忿怒尊の足下で魔軍は散り散りになり，どこに逃げようとしても
忿怒尊に前方を塞がれた。魔の軍は硬直し，キャプパ・ラクリンもまた恐怖のあま
り身体が震えた。そこで，シェンラプは次のように言った。「確実なる真義を理解
することのない魔の軍はなんと哀れなことか。怒りが炎のように燃え上がり，欲望
が水のように溢れ出し，慢心が暴風のように吹き荒れ，愚昧が闇のように汝たちを
覆っている。私が間違いのない教えを説く。私の弟子となれば，不動なるユンドゥ
ンの地に導かれることになろう。」すると，魔たちは深い信仰心を起こし，次々に
懺悔を始め，シェンラプに対する帰依を表明した。
3C

魔たちの態度に落胆したキャプパ・ラクリンは一人，再び‘100 の頂［を持つ］

鉄の城’へと去った。
3D

とうとう，魔軍もシェンラプの信者になってしまった。魔王ギャラク・トゥー

ジェ〔bdud rje rgya lag thod rje〕は，我が子キャプパ・ラクリンに，「9 つの方法を
もってしても，シェンラプを倒すことはできなかったのだから，もう方法はない。」
と言った。絶望したキャプパ・ラクリンは，‘悲哀の家’〔mya ngan khang pa〕の中
に閉じこもって泣きつづけた。キャプパ・ラクリンが悲しみに耽っていると，彼の
前に母や姉妹たちが集まってきた。そして，キャプパ・ラクリンの母トゥンタン・
マモ〔thun btang ma mo〕が次のような助言をした。
「シェンラプに勝つことができ
なくても，シェンラプの教えを破壊し，貶める方法はあります。オルモルンリンの
草木を根刮ぎ引き抜いてしまうのです。執着する対象がなくなれば，人々はいった
い何に執着することができましょう。そうなれば，シェンラプが導く人々も居なく
なることになります。しかし，シェンラプは敏感です。彼に感づかれないよう，こ
の作戦は夜中にひっそりと行いなさい。」母の助言を受け，キャプパ・ラクリンは
シェンラプに帰依していない残りの魔たちを集め，魔の斧であるガルジャム〔ngar
’byam〕と悪魔の鎌であるレクチュー〔reg chod〕を持たせ，草木を根刮ぎにすべく
オルモルンリンへ向かった。しかし，魔たちが草木を掘り起こそうとすると，シェン
ラプの加持力によって激しい光を放つ火炎が生じ，魔たちは退散を余儀なくされた。
3E

キャプパ・ラクリンが‘悲哀の家’で悲しみに耽っていると，彼の前に母や姉

妹たちが集まってきた。そして，トゥンタン・マモが再び次のような助言をした。
「シェンラプに勝利することができなくても，シェンラプの教えを破壊し，貶める
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方法はあります。シェンラプの居城バルポ・ソギェの根元を堀り，その土台を崩す
のです。そうすれば，バルポ・ソギェ城は崩れ去ることになるでしょう。シェンラ
プも，拠点となる城が無くなれば，この世界から居なくならざるをえません。しか
し，シェンラプは敏感です。彼に感づかれないよう，この作戦は夜中にひっそりと
行いなさい。」母の助言を受け，キャプパ・ラクリンはシェンラプに帰依していな
い残りの魔たちを集め，彼らに巨大な魔の金槌〔tho chen〕と巨大な鍬〔’jor chen〕
を持たせて，バルポ・ソギェ城へと向かった。しかし，彼らがバルポ・ソギェ城に
近づくと，シェンラプの加持力によって城の中から大量の水が流れ出した。その激
しい水の流れによって，魔たちは追い返されてしまった。
2.2.3

新たな作戦
キャプパ・ラクリンは再び‘悲哀の家’に戻り，悲しみに暮れていた。すると，

彼の前に再び母や姉妹たちが集まってきた。そして，トゥンタン・マモは次のよう
な助言をした。「シェンラプに勝利することができなくても，シェンラプの教えを
破壊し，貶める方法はあります。シェンラプに神変を示すのではなく，シェンラプ
の子〔bu〕，娘〔chung ma〕，財〔nor〕，弟子〔slob bu〕に神変を示せば良いのです。」
それは良い考えだと思ったキャプパ・ラクリンは，作戦を実行するために出かけて
いった。
6A

同じ頃，シェンラプはガンデン（兜率天）の神の宮殿で，神々にポンの教えを

説いていた。
2K

同じ，シェンラプの息子，トブ・ブムサンは，オルモルンリンのユンドゥン・

グツェク山（永遠の九層の山）〔g.yung drung dgu brtsegs ri〕の麓で，敬虔な信者た
ちに‘有の流れのユンドゥン（永遠）のポン’〔srid pa rgyud kyi g.yung drung bon〕56）
を説いていた。すると，そこに優れた相を具えた 100 人の少年が姿を現した。彼ら
はトブ・ブムサンのまわりを回って礼拝を行った後，次のように言った。「私たち
は‘100 人の神の子と龍の子’〔lha phrug klu phrug brgya〕でございます。トブ・ブ
ムサン様，今や世界は末劫の世にございます。私たちに，‘怒りが炎のように燃え
上がるポン’〔zhe sdang me ltar ’bar ba〕，‘欲望が水のように湧き上がるポン’〔’dod
chags chu ltar ’khol ba’i bon〕
，‘ 愚 昧 で 利 己 的 な ポ ン ’〔gti mug ra chod byed pa yi
bon〕，‘嫉妬が地のように生じるポン’〔phrag dog sa ltar skyes pa yin bon〕，‘慢心が
風のように吹き荒れるポン’〔nga rgyal rung ltar ’tshub pa yin bon〕をお説き下さい。
確実なる教言によって覚醒することはできません。迷妄の教言を実践することに
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よって覚醒が得られるのです。どうか，私たちに‘断見の行’〔chad par lta ba’i
sgom pa〕をお説き下さい。」トブ・ブムサンが，それは顚倒した教えであると言っ
て断ると，彼らは「トブ・ブムサンの教えは，私たちの阿闍梨の教えと違う。」と
言って，空へ飛び去っていった。
2L

オルモルンリンの‘甘露薬の森’〔bdud rtsi sman gyi nags tshal〕で，シェンラプ

の息子，チェーブ・ティシェーは，病に苦しむ有情のために「1 万部の診断の区別」
〔dpyad kyi bye brag khri sde〕を，後世の智者たちのために「甘露の成就・診断の 9
の経典」〔bdud rtsi grub pa dpyad kyi mdo dgu〕を説いていた。すると，四方八方上
下の十方から，優れた相を具えた 10 人の少年が姿を現した。彼らはチェーブ・ティ
シェーの前に坐って合掌したのち，次のように言った。「私たちは十方の導師たち
に遣わされた者でございます。導師たちは皆，“有情の病を治す方法を説くべきで
はない。病を治せば，有情の数はますます増えていく。100 人の病を治すたびに，
一人を殺せば福徳は大きい。治療法をお説きになるのではなく，毒の調合法をお説
きになられよ”と仰っております。」これに対し，チェーブ・ティシェーは次のよ
うに答えた。「なんと奇妙なことか。十方の導師たちは皆，一切有情を我が子のよ
うに大切にしているはずである。しかし，もし毒が有情のためになるというのであ
れば，汝等が試してみるがよい。私は薬にも毒にも精通している。さぁ，いまここ
で毒を飲み干しなさい。」正体を見破られたことに気づいた魔たちは，その場を立
ち去った。
6B

キャプパ・ラクリンの挑戦は更に続いた。ある日，シェンラプの妻であるウー

57）
サ・ギャルメー〔hos bza’ rgyal med〕
とポサー・タンモが，オルモルンリンの花

園を散策していると，馬に乗った男が目の前に現れて，次のように言った。
「私は
ツァンパ（梵天）の子〔tshangs pa lha yi bu〕です。龍王ツクナ・リンチェン〔gtsug
na rin chen〕に美しい 7 人の娘がいるのですが，私はこれから彼女たちのところに
行くのです。あなたたち二人は大変美しく，私の友としてふさわしい。シェンラプ
など放っておいて，さぁ，私と一緒に遊びに行きましょう。」これに対し，シェン
ラプの二人の妻が「優れた相を具えた威厳あるシェンラプと較べたら，無駄話に熱
心なこの煩悩に満ちた男は何と哀れなことでしょう。シェンラプを誹謗するような
者を相手にするつもりはありません。」と答えると，男は馬に乗ってその場を立ち
去った。
二人の妻の拉致に失敗したキャプパ・ラクリンは，次にポサー・タンモの娘，ネゥ

2J

チュンマに目をつけた。ある夜，キャプパ・ラクリンは黒く荒々しい魔の風に姿を
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変え，バルポ・ソギェ城で眠っていたネゥチュンマの体内に入った。翌朝，体調の
悪さを感じた彼女は，それを母ポサー・タンモに相談した。ポサー・タンモはネゥ
チュンマが魔に憑かれたのではないかと心配し，真言とニンボ58）を唱え，シャム
ポ・ハツェ神殿〔gsas mkhar sham po lha rtse〕に行って礼拝と献花を行うよう勧めた。
6C

母の助言を受け，ネゥチュンマが花園で花を集めていると，一人の男が馬に乗っ

てやってきて，次のように言った。「シェンラプの娘，ネゥチュンマよ。私は龍の
息子です。貴方が住んでいるオルモルンリンというところは，なんと劣悪な国で
しょうか。私は貴方を哀れに思い，こうして迎えにやってきたのです。さあ，私と
一緒に喜びの国に参りましょう。
」
5A

その時，ネゥチュンマの心には魔が入り込んでいたので，目の前に現れた男の

姿を見て，彼ほど美しい男性はいない，オルモルンリンに楽しみはないと思えた。
そして，誘われるがままに，馬に跨った。馬にのって進んでいくと，日がだんだん
と沈み，辺りは次第に闇に包まれてきた。馬と男の姿は次第に醜くなっていった。
やがて鉄の城に到着すると，ネゥチュンマは魔軍やキャプパ・ラクリンの両親に出
迎えられた。
6D

ネゥチュンマが帰ってこないことを心配し，ポサー・タンモは家来を花園に派

遣した。しかし，ネゥチュンマを見つけることはできなかった。
ネゥチュンマが行方不明になったことを知り，ポサー・タンモは狼狽した。シェ

2I

ンラプの高弟であったアシャ・サンワドゥ〔’a zha gsang ba mdo sdud〕
（以下，サン
ワ・ドドゥ）は，ポサー・タンモに次のように言った。「ポサー・タンモよ，女性
というものは欲深い生き物です。ネゥチュンマは智慧の神〔ye shes lha〕に背を向
け，魔の友となってしまったのではないでしょうか。」そこで，ポサー・タンモは
サンワ・ドドゥに，シェンラプを迎えに行って欲しいを頼んだ。
6E

サンワドゥは鳳に姿を変え，ガンデンの神（兜率天）の宮殿で神々にポンの教

えを説いていたシェンラプのもとに至った。事情を報告したところ，シェンラプ
は，優れた相を具えた四人の少年を従え，オルモルンリンのバルポ・ソギェ城へと
向かった。
シェンラプは妃や子供，弟子たちに歓迎され，彼の前には最高に美味な供物が並
べられた。しかしシェンラプは，すぐにネゥチュンマを救いに行こうとはしなかっ
た。チェーブ・ティシェーとトブ・ブムサンが，なぜネゥチュンマを救いに行かな
いのかと尋ねると，シェンラプは，ネゥチュンマがいまキャプパ・ラクリンのもと
に居ることを教え，彼女が前世で為した悪行と，女性の欲深さについて説いた。そ
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して，ネゥチュンマを教化する時期には未だ至っていないと述べた。
6G

サンワ・ドドゥは，シェンラプのこの言葉の意味を熟考するために‘センゲ・

ギャプノルの洞窟’〔seng ge rgyab bsnol brag phug〕に向かい，そこで黙想を始めた。
5B

一方，ネゥチュンマは，魔の国に至った 3 年後，キャプパ・ラクリンとの間に，

タクブトゥン〔stag bu thung〕という男児と，シクブトゥン〔gzig bu thung〕という
女児をもうけた。タクブトゥンは虎のように怒りっぽく，シクブトゥンは豹のよう
に欲深かった。やがて二人は成長し，両親の肉を食べたいと言い出すようになっ
た。そこでキャプパ・ラクリンは，昼と夜の二回，有情を 100 人ずつ殺して，その
肉を子供たちに与えた。しかしそれでも飽きたらず，子供たちは母の肉が欲しいと
せがんだ。ネゥチュンマは激しい後悔に苛まれ，いつか魔の国を離れ，シェンラプ
のもとに戻りたいと心の中で強く願うようになった。
5C

その頃，ポサー・タンモがシェンラプの前に現れ，魔に欺かれた娘を救って欲

しいと願い出た。シェンラプは「ネゥチュンマはまだ欲望の種子が尽きていない
が，後悔の念を抱くようになったようである。今こそ，ネゥチュンマを救い出す時
期だろう。」と言い，5,500 のユンドゥンの菩薩たちとともに 100 の頂を持つ鉄の城
へ向かった。菩薩たちは三種のニンボを順に唱えた。
そのシェンラプ一行は，一瞬にしてキャプパ・ラクリンの居城に至った。シェン
ラプの姿を見た魔たちは激しい抵抗はせずに，ただ口々に「嘘つきのシェンラプが
やってきた」，「娘を奪いにやってきた」と呟きながら，鋭い武器〔’dar sha〕を手
に持ち，ネゥチュンマを城の中に匿った。そこで，シェンラプが次のように言った。
「魔の国の者たちよ，恐れることはない。ネゥチュンマは魔に与えよう。ただ一度，
ネゥチュンマを私と面会させよ。また，二人の孫を外に出し，祖父である私に礼拝
させよ。」キャプパ・ラクリンは「嘘つきのシェンラプのことだ，面会させればお
前を連れ去ってしまうだろう。」と言って，逃げられないようにネゥチュンマを
縛った。シェンラプは更に言った。「世間に有情は多いが，人の身体を持って生ま
れることは甚だ稀である。そして，師の言葉を聞く機会は更に希である。この貴重
な機会に菩提が得られるように努めなければ，人として生まれたことに何の意味が
あろうか。人として生まれながら如何なる努力もしないのは，大海に居ながら喉が
渇き，秋の収穫の中で空腹なまま横たわるようなものである。魔に欺かれた欲深い
ネゥチュンマは哀れである。汝はいますぐ灼熱の地獄に転生し，その後，いくつの
劫を経ても，解脱を得られることはないだろう。」
5D
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ネゥチュンマの袖をつかみ「目を覚ませ。シェンラプを信じてはならない。二人の
子を私生児にしてはならない。父と会う機会はいつかある。」と声をかけたが，彼
女は目を覚まさなかった。二人の子供たちは母の袖をつかんで，その肉を食べる機
会をねらっていた。その様子を見ていたキャプパ・ラクリンの父ギャラク・トゥー
ジェ〔rgyal lag thod rje〕は，短時間だけ，ネゥチュンマをシェンラプに面会させ，
二人の子供たちにシェンラプに礼拝をさせるよう提案した。
5E

キャプパ・ラクリンはネゥチュンマの四肢を鎖で縛った。そして，鼻から血を

出して，それをネゥチュンマの額につけ，それが乾くまでにここに戻ってこいと命
じた。城門の外に姿を現したネゥチュンマはすっかりやつれ，身体は青く，皮膚は
死者のように光沢を失っていた。そしてその両方の乳房には，二人の子が吸い付い
ていた。二人の子は欲深く，すぐに母乳を吸い取ってしまうため，もはや母乳は尽
き，子供たちの口は母の乳房から流れ出た血で染まっていた。変わり果てたネゥ
チュンマの姿を見て，シェンラプと菩薩たちは慈悲の涙を流した。
するとシェンラプの慈悲により，ネゥチュンマの身体を縛っていた鎖がほどけ
た。そして，シェンラプの身体から黄金色の銅剣が現れ，ネゥチュンマの乳房が切
断された。「この凶暴な子供たちは業が私に与えた報い。私の乳房を切り，それを
この子たちに与えましょう。シェンラプの慈悲の力によって，この子たちの欲望が
満たされますように。」ネゥチュンマはそのように言うと，シェンラプの周りを 3
度まわり，9 回礼拝をした。すると彼女の姿は以前と同じ姿に戻った。
5F

ネゥチュンマの視界から，シェンラプの姿は次第に消えていった。シェンラプ

を追って歩いていくと，彼女は知らない国に辿り着いた。彼女はそこで，100 人の
男たちが一人の女性を鍋に入れて焼いているのを目撃した。女性を哀れに思った
ネゥチュンマが「なんと残酷なことでしょう。あなたたちには慈悲というものがな
いのですか。この女性がいったいどんな罪を犯したというのでしょう。」と尋ねる
と，男たちは次のように言った。「この女は生前，善行につとめることなく，欲深
く，姦淫を好み，有情を殺して子を育て，正しい言葉に耳を傾けることなく，魔に
追従した。それ故，死後に業が熟したのである。」ネゥチュンマは自分とその女性
を重ね合わせ，恐怖のあまり身体がこわばった。
さらにネゥチュンマが歩いていくと，燃えさかる鉄の家に辿り着いた。家の中を
覗いて見ると，地獄の武器を持った 100 人の男たちが集まり，血で満たした鍋を沸
かしているのが見えた。ネゥチュンマは男たちに，いったい何の準備をしているの
かと尋ねた。すると男たちは次のように答えた。「人の国に，シェンラプの娘で
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ネゥチュンマという女がいる。その女はシェンラプの慈悲による導きを放棄して，
キャプパ・ラクリンという魔に追従して子を産んだ。その上，子供たちを育てるた
めに，昼と朝に 100 ずつ有情を殺してそれを与えたのである。この女は死後すぐ
に，死の王によってここに連行されるだろう。汝が先ほど見た女と同じ罰をその女
にも与えるために，私たちはいまここで準備をしているのである。
」その話を聞き，
ネゥチュンマは恐怖のあまり気絶してしまった。
6H

オルモルンリンに戻ったシェンラプに，ポサー・タンモは「何故，ネゥチュン

マを魔たちから救い出さなかったのですか。」と尋ねた。シェンラプは「ネゥチュ
ンマは救われた。沐浴をしたのち，汝の前に現れるであろう。」と言った。それを
聞いて，ポサー・タンモや家来たちは大変喜んだ。その後，シェンラプはセンゲ・
ギャプノルの洞窟を訪れ，サンワ・ドドゥに次のように言った。
「ネゥチュンマが
魔にさらわれ，自身が為した邪な行為を悔やんでいる。私はネゥチュンマに苦を示
し，屈辱を与えるために，彼女に苦の世界を示した。彼女はいま，恐怖のあまり気
を失ってしまった。汝がその場に赴き，彼女に沐浴をさせ，ここに連れてきなさ
い。」
5G

シェンラプの言葉を受け，サンワ・ドドゥはネゥチュンマのもとに向かった。

59）
そして，気絶しているネゥチュンマの所に至り，ウル〔hos ru〕
の先で気絶した

ネゥチュンマの頭を持ち上げ，次のように言った。「ネゥチュンマよ，起きなさい。
私はシェンラプの使者である。これまでの悪行を深く後悔し，懺悔し，今後は悪を
為さず，供養に努めると誓えば，汝はもうこのような地獄に堕ちることはないであ
ろう。」ネゥチュンマは目覚め，今後は善行に励むことを誓った。
5H

ネゥチュンマは魔の国で経験した罪悪を浄化するため，途中で沐浴を行ったの

ち，オルモルンリンへ戻った。
その頃，キャプパ・ラクリンはネゥチュンマが帰ってこないことに苛立っていた。

5I

そして，彼女に結びつけていた鎖を引っ張ったところ，それが解けていることに気
づいた。呆然としていると，乳房を銜えた子供たちが姿を現した。キャプパ・ラク
リンは驚き，「母親がいないのに何故，乳房を吸っているのだ。もしや，お前たち
が母親を殺して食べてしまったのか。」子供たちは答えた。「お父様。お母様はもう
どこかに行ってしまいました。黄金の剣で胸を切って，この乳房をくれたのです。」
「お前たちはどうして母の手にしがみつかなかったのだ。それがだめなら，泣き叫
んで私を呼んでもよかったのだ。そうすれば，私は気づいたものを。」と言うと，
子供たちは次のように答えた。「お母さんに捨てられようが捨てられまいが，僕ら
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には関係ありません。お母さんが居たときには，朝晩 100 人ずつの有情を殺して食
べていましたが，満腹になることはありませんでした。いまはこうしてお母さんの
乳房を食べているから，こんなに幸せなことはありません。お父さんもお母さんも
必要ありません。ただ母乳を飲んだり，乳房を食べたりしたいです。」
キャプパ・ラクリンは，シェンラプが 2 人の子を連れ去ってしまわないように，

5J

城の警備を強化した。
ネゥチュンマはオルモルンリンの人々歓迎され，母ポサー・タンモとの再会を果

6I

たした。そしてシェンラプの前に至り，自身の罪を詫びた後，自分が為した罪を浄
化し，苦しみの国へ転生することがないようにするための方法を尋ねた。すると
シェンラプは「シャムポ・ハツェ神殿に行って，如来・神・シェン・シーパに‘後
悔と懺悔の五種の供物’〔’gyod bshags mchod pa rnam lnga〕を捧げなさい。そうす
れば前世で為した障碍を浄化し，地獄へ堕ちることはなくなるだろう。」と述べた。
ネゥチュンマは‘後悔と懺悔の五種の供物’の内容についてシェンラプに尋ね

6J

た。するとシェンラプは「輪廻世界を生きる一切の有情は，因である五毒の力に
よって五つの輪廻の場に生まれるのである。輪廻の流れを断ち切るために，師の慈
悲によって‘四門と藏を合わせた五つポン［の教え］’〔bon sgo bzhi mdzod dang
lnga〕（以下，四門五藏）が説かれたのである。四門五藏には，それぞれに五つず
つ供物が説かれている。」と言って，供物の内容について説明をした（【補遺 3】参
照）。ネゥチュンマは四門五藏のうち‘ペンユルのポン’に説かれる供物を捧げる
と決め，身体を清め，美麗な飾りを身につけた後，シャムポ・ハツェ神殿に向かっ
た。するとシェンラプの加持力により，ネゥチュンマは明澄な鏡のように輝き，明
澄な意識を手に入れることができた。そこで彼女は三昧の状態に入り，‘六種の清
浄なるもの’〔dag pa rnam pa drug〕という供物（【補遺 4】参照）を神々に捧げた。
6F

更にネゥチュンマは三昧の状態に入ったまま，印を結び，太鼓とシャンを鳴ら

した後，清浄な黄金の盆を甘露水で満たし，その中に栴檀の幹を七つ入れ，ウドゥ
バルワの花をばらまいて，祈願の文言を唱えながら，ペンユルのポンに説かれる五
種の供物を捧げた。そして‘五種の欲望’というヤタ〔’dod pa rnam pa lnga’i ya
stags〕（＝「施しのヤタ」〔sbyin pa’i ya stags〕【補遺 1】2（2）参照）を並べ，「ア
カル・メードゥ・ティス・ナクポ・シシ・マルマル」というニンボを唱えたのち，
この供物があらゆる有情のもとに至るよう，祈願を行った。すると，予知・神足な
ど，幾つかの神通力が彼女に具わり，水晶のように清浄な身体からは光線が十方に
放たれるようになった。
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その後，シェンラプとネゥチュンマは，キャプパ・ラクリンからタクブ・トゥ

5K

ンとシクブ・トゥンを奪うために，100 の頂を持つ鉄の城へと向かった。城の警備
は強化されていたが，シェンラプの加持力によって，警備員たちは眠らされた。そ
して，シェンラプが「トゥル・ティ・ティ・ラム・シャクパル・チェ」〔khrol te te
lam shag par phye〕という真言を 4 回唱えると，城の門が自然に開き，タクブ・トゥ
ンとシクブ・トゥンがネゥチュンマのそばにやってきた。シェンラプは子供たちに
次のように言った。「暗闇の島はとても暗く，血肉を食することは甚だ嫌悪すべき
ことだ。孫たちよ，キャプパ・ラクリンに気づかれぬうちに，私の国に来なさい。
お前たちの母親と一緒に，ユンドゥン（永遠）のポンの教えのもとで智慧を磨きな
さい。これからは血肉ではなく，白いもの・甘いもの・薬・穀物を食べ物として与
えよう。」
シェンラプはスムドゥーパ60）という二羽の親子の鳳に姿を変え，二人の子を背

5L

中に乗せて飛び立った。
二人の子を乗せた鳳は，サンワ・ドドゥが修行を行っているセンゲ・ギャプノ

6G

ルの洞窟へと至った。そこでシェンラプは，サンワ・ドドゥに二人の子供たちを委
ねた。サンワ・ドドゥは永遠のポンの教えに基づいて彼らの智慧を鍛え，白いも
の・甘いもの・薬・穀物を食べ物として与え，彼らを守護した。
チベットに至る

2.2.4

妻と子を奪われて激怒したキャプパ・ラクリンは，優れた眼力を持つ魔にオルモ
ルンリンを透視させたが，シェンラプの力によって見えるものも見えなくなってい
た。万策尽きたと絶望するキャプパ・ラクリンに対し，父ギャラク・トゥージェは
次のような助言を与えた。「魔の子ショルワ・キャプドゥン〔bdud phrug shor ba
rkya bdun〕（以下，ショルワ）に，シェンラプの 7 頭の馬を盗みに行かせない。そ
してシェンラプが馬を探しに来たところを待ち伏せして殺すのである。そうすれば
子を奪われた仇を討つことができる。だが，馬を魔の国に連れてきても無駄だ。北
方にケサル・トムの国があり，その端にチベットという地がある。肉を喰らい，血
を飲む者たちの棲む土地だ。その中でも特に劣悪なのは，ニョンポ〔myong po〕と
コンポ〔kong po〕とダクポ〔dwags po〕という三つの地域である。ダクポに棲む
者は蛙とオタマジャクシを食し，ニョンポに棲む者は自分の肉を自分で食し，コン
ポに棲む者は兄弟・姉妹間や孫と叔父の間で交媾を行う。その上，これらの地域に
は多くの魔鬼が棲んでいる。もしショルワがシェンラプの馬を盗むことに成功した
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ら，コンポの王であるコンジェ・カルポ〔kong rje dkar po〕と同盟を結び，彼の城
に匿わせてもらうのだ。
」
父の助言を受け，キャプパ・ラクリンはショルワにシェンラプの馬を盗みに行か

4I

せ，ギャラク・トゥージェは三十万部の魔軍を率いてコンポに向かった。未曾有の
軍隊の襲来にコンポの人々は怯えた。ギャラク・トゥージェは次のように言った。
「何も恐れることはない，私たちは汝等と同盟を結びにきたのだ。私たちはいま，
シェンラプの 7 頭の馬を盗むために一人の使いを送った。やがてそれらの馬はここ
に逃れてくるだろう。コンポの王，コンジェ・カルポよ。その時は馬を汝の城に隠
して欲しい。」それに対し，コンジェ・カルポは言った。「汝等が魔の国の軍である
ならば，信頼関係を築くために，ここで誓いを立てよ。」そこでギャラク・トゥー
ジェが「ムダドゥラクダム，ダンダマラタム」〔mu dra du drag ram/ drang dra ma la
tham〕という語を口にして誓いを立てたので，コンジェ・カルポは魔たちを信頼し，
彼らの依頼を受け入れた。
3F

優れた眼力を持つ魔がオルモルンリンを透視したところ，ショルワがシェンラ

プの 7 頭の馬を盗んだ姿が見えた。そのことをキャプパ・ラクリンに報告したとこ
ろ，彼はたいそう喜んで次のように言った。「シェンラプの国から馬を盗むとは，
ショルワは最高の魔である。馬の足跡を河の水で洗い，コンポ王の城へ隠すのだ。
そして馬が通った道に雪を降らし，その足跡を消しなさい。
」
4A

シェンラプは‘優れた相を具えた四人の少年’を従えて，7 頭の馬を追った。す

ると途中で，魔の雪が道を阻んだ。シェンラプは‘慈悲・太陽の心髄’〔thugs rje
nyi ma’i snying po〕というニンボ61）を唱えた。すると，魔の雪が溶け，慈悲の矢の
道〔mda’ lam〕から馬の足跡に沿って陽の光が射した。その光を辿って進むと，魔
の兵士たちがシェンラプたちを取り囲み，山や谷に火をつけた。しかし，シェンラ
プの慈悲によって炎は鎮まり，代わりに蓮華の花が咲いた。シェンラプと‘優れた
相を具えた四人の少年’は，その蓮華の上に座って進んだ。このとき，シェンラプ
の力に驚いた魔の兵士たちの一部が，シェンラプに帰依した。
4B

チベット〔bod〕とタジク〔ta zig〕の境界に至ると，シェンラプ一行はチベット

の四つの河の水源に辿りついた。すると，魔の兵士たちが再びシェンラプを取り囲
んだ。河の水が深い湖のように渦巻き，空からは雹が降った。しかし，シェンラプ
は慈悲の力によって，激しく波打つ湖の中に，蓮華の花を咲かせた。蓮華の座の上
でシェンラプたちは穏やかに微笑んでいた。このとき，シェンラプの力に驚いた魔
の兵士たちの一部が，シェンラプに帰依した。
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その後，シェンラプはシャンシュンのムチャ・ドゥムパという森〔zhang zhung

mu phya dum pa tshal〕に至った。すると，魔の兵士たちが再びシェンラプを取り囲
んだ。激しい砂の雪が吹き荒れ，上空からは土の雪〔sa yi kha ba〕が降った。土に
押しつぶされそうになったとき，シェンラプの加持力によって，砂嵐の中に光輝く
宝珠の洞窟が現れた。シェンラプたちは洞窟の中に座り，塵に汚れることなく清澄
なままであった。このとき，シェンラプの力に驚いた魔の兵士たちの一部が，シェ
ンラプに帰依した。そして，シェンラプはシャンシュンのポン教徒たちに，ツォ
〔tso〕と真言〔sngas〕の教言を与え，ヤタ，‘白・黒のナムカ’〔nam mkha’dkar
nag〕を教えた。その後，ツァン〔gtsang〕の 9 つに分かれた道に至ったとき，シェ
ンラプは「チベットにいつか九次第の乗というポンの教えが広まり，人々がそれを
行じる日が来ますように。」と祈願した。
4D

シェンラプは水中の苔でできた蓮華座に坐り，馬のあとを追って更に河の流れ

を下って行った。
4E

シェンラプたちはその後，チベットのコンポの谷の森〔kong po rong nags〕に辿

り着いた。すると，魔が黒い魔の山〔bdud ri nag po〕を現わしてシェンラプの行く
手を遮った。魔が「私のこの巨大な岩を汝のような者が登ってはならない。登ろう
としても，登れないのである。」と言うと，シェンラブは次のように応えた。「コン
ポの人々はなんと哀れなことか。この黒い山によって私が進む道を遮ることができ
ようか。汝等はこれを見よ。」シェンラプはその黒い山を左手の小指で易々と持ち
上げ，その山を‘ラリ・ギェード’
〔lha ri gyad rdo〕と名付けた。
更に進むと，黒い大きな山に大きな黒い人がいた。黒い人は「道に迷った旅人
よ，人に礼拝し，山に帰依しなさい。」と言って，シェンラプの行く手を遮った。
これに対し，シェンラプは次のように言った。「私と競おうしている黒い人よ，汝
は何と気の短いことか。ポンと競おうとするには，この山はあまりにも小さすぎは
しないか。」シェンラプは矛先のような形をした山を一つ作った。その山は‘偉大
なるポンリ’〔bon ri chen po〕と名付けられ，黒い人はシェンチェン・ギャルワ
〔gshen chen rgyal ba〕と名付けられた。
4F

山を降りていくと，シェンラプたちの前に，キャプパ・ラクリンの父ギャラク・

トゥージェ〔rgya lag thod rje〕が姿を現した。ギャラク・トゥージェは，シェンラ
プに向かって次のように言った。「偽りの言葉を語るシェンラプよ。汝はようやく
このチベットの地，即ち，ニャンの魔鬼，ダクの魔鬼，コンの魔鬼という三つの魔
鬼が棲む土地にやってきた。武器を持った魔たちよ，シェンラプを殺害せよ。」魔
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の兵士たちがシェンラプたちに襲いかかろうとした時，シェンラプは「アパルトゥ
ム， ム パ ル シ ル， テ ィ ル ダ ン パ ル ニ ェ ル 」〔a par thum/ mu par zhil/ kril drang par
dmyal〕という‘魔を教化するニンボ’〔bdud ’dul ba’i snying po〕を口にした。する
と，神々の軍隊〔lha’i dmag tshogs〕が空から降り立ち，魔の軍を撃退し，魔の兵
士たちをコンポの谷に追い払った。キャプパ・ラクリンに率いる魔の軍は，コン
ジェ・カルポ〔kong rje dkar po〕の城に逃れた。
3G

シェンラプたちが馬を追ってさらに下方へ進むと，白い絹の衣服を身につけ，

黄金とトルコ石の飾りを身につけた 100 人の女たちが姿を現した。彼女たちはシェ
ンラプを恭しく迎え，礼拝を行った後，次のように言った。「この国ではポンとシェ
ンが何を説いても，誰も理解することができません。魔と戦ったのであれば，お腹
が空き，喉が渇いていらっしゃることでしょう。私たちは，女神・龍女〔lha mo
klu mo〕でございます。さぁ，お食事をお召し上がりください。」シェンラプはこ
れが魔の欺きであることをすぐに覚り，「アドゥムドゥ，ムラムトゥ，カティル・
シル」〔a dun ’dus/ mu ram spros/ kha til zhil〕という‘諸々の毒を滅する真言’〔dug
rnams ’joms pa’i sngags〕を 9 回唱えたのち，女たちが差し出した食べ物を口にした。
すると，毒は薬となり，シェンラプの身体に黄金の蓮華が咲いた。そして，シェン
ラプが手のひらを一回打ち鳴らすと，女神・龍女たちは年老いた醜い羅刹女62）と
なり，シェンラプのもとを去っていった。
この様子を見ていたキャプパ・ラクリンの母，トゥンタン・マモ〔thun btang ma
mo〕は，心の中に深い後悔の念が生じた。そして彼女がポンの教えに帰依するこ
とを誓うと，魔の娘たちの中にもそれに従う者たちが現れた。彼女たちはその後，
シェンラプの加持力によって神の娘として生まれ変わり，シェンラプの従者となっ
た。これに続き，魔の軍隊とギャラク・トゥージェの心の中にも信仰心が芽生えた。
彼らもまた，シェンラプの加持力によって優れた相を具えた神の少年として生まれ
変わり，シェンラプの従者となった。キャプパ・ラクリンにとって，自分の母親が
シェンラプに帰依をしたことは，甚だ不愉快な出来事であった。
3H

その後，シェンラプはコンポの王，コンジェ・カルポのもとに至った。コン

ジェ・カルポは，魔が盗んだ 7 頭の馬は自分が預かっていると告白し，信仰心を起
こして，シェンラプに帰依した。コンジェ・カルポは 7 頭の馬をシェンラプに返し，
更に自分の娘コンサー・ティチャム〔kong bza’ khri lcam〕と，黄金・トルコ石と，
自分の家来たちをシェンラプに捧げた。シェンラプはコンジェ・カルポにこれまで
の悪行を反省するよう促し，今後は善を行うよう説いた。そしてシェンラプは‘偉
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大なるポンリ’〔bon ri chen po〕の山中に一晩滞在した後，翌朝，ムの鎧〔dmu
khrab〕・法螺貝・鉄の弓矢などをその地に置いた後，魔鬼を遠ざける方法や，汚れ
を追い払う方法について説き，更にと薬香と頭骸骨のヤタについて教えた。それを
終えると，シェンラプは再びオルモルンリンに戻った。
6Y

オルモルンリンでは，チェープ・ティシェーや弟子たちがシェンラプを盛大に

出迎えた。そして，シェンラプは意の少年に命じ〔seng ge’i rgyab bsnol brag phug〕
に居る，サンワ・ドドゥのところに赴き，魔の二人の子を連れてくるように命じた。
サンワ・ドドゥは，二人の子を連れてシェンラプの前に参上した。
6Z

サンワ・ドドゥに預けられた二人の子は，過去の悪業が浄化されつつあった。

ギャルメーマは再び，二人の子と出会うことができた。
6M

シェンラプはその後，チャの国へ赴き，その地でポンの教えを説いた。

輝ける湖上の寺

3
3.1

付属文献と和訳
##/ /dgu pa bstan pa rjes bzhag gi mdzad pa bzhugs so//
/sangs rgyas bstan pa’i gtso bo ston pa kun las rnam par rgyal ba mchog gis mchod rten

sum brgya drug cu/ yum rgyas ’bring bsdus gsum/ gzungs sde mang po gsungs nas bzhengs/
gsas khang bkri shis dpal ’bar sogs bzhengs/ khyad par ’dir bris pa ni mu khyud bdal ba’i
mtsho gling du/ (bdun ’og)gsas khang dkar nag bkra gsal rgya mtsho ste/ rgya kong tse
’phrul gyi rgyal po dbang yig can gyis sbyin bdag mdzad de bzhengs pa’i skabs/ lha bdud
gnyis kyis rtsod pa byed par/ kong tses bden tshig smon lam brjod de sho dkar nag ’phangs
pas lha rnams rgyal zhing bdud srin pham/ (g.yas)de nas bdud srin rnams bran du bkol nas
gsas khang bzhengs pa la grogs byed par chad bsgos/ mi rnams ’ong mi chog par byas te
nyin mtshan kun tu bzhengs par brtson pa na/ mi yul nas btsun mo dang blon ’bangs rnams
kyis rta dre’u mdzo g.yag sogs la khal bkal (g.yon)nas ’ong bas rkyen byas de bdud srin
rnams kyis mtsho gting gi chu srin rnams bslangs te bshig par brtsams/ de la kong tse ’phrul
gyis ston pa ’khor bcas (steng )spyan drangs/ ston pa rnam par rgyal ba’i skur bzhengs/
’khor khro bo bzhir sprul te gsas khang du byon/ bde gshegs gtso bo bzhi bcas mkha’ la
byon/ bdud srin rnams kyis srog snying phul nas bka’ la nyan/ lha chen gcen lha mig dgu
phag nag mgo dgu la zhon pa (g.yas ’og)bka’ yig srung mar bskos te bstan pa rjes su bzhag
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par mdzad do/ mdzad bstos las/ rnam par rgyal mdzad rgyal po’i bsam pa bsgrubs/ /dpal
mgon bye ba dbang bsdus mar bskos// ’gro rnams drangs phyir brgyad khri bzhi stong bon//
bstan pa rjes bzhag mdzad la phyag ’tshal lo// zhes pa ltar ro//
(lha bris pa nam mkha’ bstan ’dzin yin/)
9 番目，教説を残したという御事績。
覚者の教説の主であり，一切の師に勝る最高者［であるシェンラプ］は，360 の
法塔，広・中・略の三種の般若経，多くの陀羅尼を説いて［それらを］確立なさり，
パドマ・リンチェン神殿やタシ・ペルバル城などを建設なさったが，ここに特筆す
べきは，ムキュ・デルワ湖の小島に（前面下）［建設なさった］‘白と黒の鮮やかに
して明澄なる湖島’という神殿である。［この神殿が］ギャコンツェ・トゥルギ・
ギェルポを施主として建設された際，神と魔が争い［，それ］を，コンツェが真実
語・祈願を唱え，白・黒の賽子を投じたことにより，神々が勝利し，魔鬼が敗北し
たのである（右）。その後，魔鬼たちは下僕として神殿建設の手伝いを命じられた。
［魔鬼たちが神殿を建設している間，］人間は来てはならないとされ，昼夜を問わず
［魔鬼たちが神殿の］建設に努めていたところ，人間の国から妃や大臣・臣下たち
が馬・騾馬・ゾ・ヤクなどに荷物を載せてやってきた（左）ため，魔鬼たちは湖底
の海獣（摩迦羅）をおこして［神殿の］破壊を開始した。そこでコンツェはトンパ
［・シェンラプ］とその弟子たち（上）を招いた。トンパ［・シェンラプ］はナン
パル・ギャルワの御姿をとり，弟子たちは 4 人の忿怒尊に変化して神殿に至った。
四つの如来の主［四如来］たちは［神殿の］上空に至った。魔鬼たちは生命の心髄
を献上したのち［シェンラプの］御言葉を聞いた。［そして］黒豚の 9 つの頭をも
ち，9 つの眼を持つ偉大なる神チェンラ（右下）が［シェンラプの］御言葉が記さ
れた文書の守護者に任命され，教説を残したのである。［以上は］『御事績の称賛』
に「完全なる勝利を遂げた王の思惟を成就し，100 万の吉兆なる帰依処を支配する
守護者に就任し，衆生を導くために八万四千のポンの教説を残したという御事績に
礼拝します」とされている通りである（絵師は［レプコンのポンギャ寺の僧，］ナ
ムカー・テンジン）
。

3.2

図像詳解

9 枚目のタンカ（Thangka No 9）は，『セルミク』第 13 章「シェンラプは三種の教
説を残した」〔gshen rab kyis bstan pa rnam gsum rjes bzhag〕
［ZM: 534-592］と第 14 章
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「シェンラプが 18 の御事績の義を説いたこと」〔gshen rab kyis ’phrin las bco brgyad kyi
don bstan pa〕［ZM: 593-678］という 2 つの章に叙述される物語を描いたものと思われ
る。このタンカの主人公は，オルモルンリンの西方にあるとされる国ギャラク・ウー
メーリン〔rgya lag ’od ma’i gling〕の王子ギャ・コンツェ・トゥルギ・ギャルポ〔rgya
kong tse ’phrul gyi rgyal po〕であり，彼がムキュー・デルワという湖の上に，‘白と黒，
鮮やかにして明澄なる，上方が輝く湖島’と呼ばれる寺院を建設する様子が描かれて
いる。ギャ・コンツェ・トゥルギ・ギャルポは孔子をモデルにしたとされる人物であ
り，その事績は『セルミク』第 13 ～ 14 章に詳しく記されている。以下，『セルミク』
の記述に依りながら，各図像の解説を試みたい。
3.2.1

コンサー・ティチャムとの結婚

シェンラプ・ミボ。

1

シェンラプはコンサー・ティチャムを妃として迎えた。ギュルワ・ロセルはコ

2A

ンサー・ティチャムの身体・心を調べると，彼女には優れた相が具わっていること
が分かった。
シェンラプとコンサー・ティ

2B

チャムの間には男児が誕生し
た。その子は，シェンブ・コン
ツァ〔gshen bu kong tsha〕と名
付けられた。
幻術の王

3.2.2

ある日，シェンラプは人々に
次のような話を始めた。「娑婆
世界の南方にセルチョク・ダム
パ〔gsal mchog dam pa〕という
王が居り，この者は善につと
め，絶えずポンの法輪をまわし
ている。だが，この王はもうじ
きその生涯を閉じる。彼はそ
の後，我々が住む世界の西方に
ある，ギャラク・ウーメーリン
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〔rgya lag ’od ma’i gling〕という国の，ティゴ・ツェギャ〔khri sgo rtse brgya〕とい
う城で，カダーラ・セルギドチェン〔ka ’da’ la gser gyi mdog can〕王と，その妃で
あるムディル・セルウーマ〔mu dril gsal ’od ma〕の子として生まれるだろう。その
子の功徳は甚だ大きい。私はその子に，私の教えを残したいと思う。」
4A

それと同じ頃，ギャラク・ウーメーリン〔rgya lag ’od ma’i gling〕という国にあ

る，トゥルギュル・クーペーチョク〔’phrul sgyur bkod pa’i mchog〕という町の，
ティゴ・ツェギャ〔khri sgo rtse brgya〕という城で，カダーラ・セルギドチェンと
いう王と，その妃ムディル・セルウーマの間に，一人の男児が生まれた。その子は，
娑婆世界の南方の王国を治め，善につとめ，絶えずポンの法輪をまわしていたセル
チョク・ダムパという王の生まれ変わりであった。その子は大変美しい容貌を具え
ており，左右の掌には‘占星術（暦）の幻術の 30 字’〔gab tse’i ’phrul gyi yi ge sum
cu〕が描かれていたため，ギャ・コンツェ・トゥルギ・ギャルポ〔rgya kong tse
’phrul gyi rgyal po〕
（‘ギャ族のコンツェ，幻術の王’の意。以下，コンツェ。）と名
付けられた。
4B

9 歳になったとき，コンツェは陽光に花を捧げ，サティク・エルサン63）と，シェ

ンラ・ウーカルと，サンポ・ブムティと，トンパ・シェンラプに恭しく礼拝をおこ
なった。そして，「私が 25 歳になったら，3 人の息子と 2 人の娘に恵まれますよう
に。500 ケー64）の穀物が収穫できますように。一万の白い家畜・千の黒い家畜・百
の赤い家畜に恵まれますように。ニェン氏の白い妻に恵まれますように。」という
祈願を行った。王子はこの祈願の力により，その後，ニェン氏族の王の娘，ニェン
（以下，ウーマセル）を妃として迎え，25 歳になる
チャム・カルモ・ウーマセル65）
と，三人の息子と二人の娘が誕生し，500 ケルの食物が収穫され，羊一万頭，黒牛
千頭，馬百頭が彼の財産となった。
だがコンツェは，執着が輪廻の因であり，この世界にあるものは全て無常であり，
永遠の価値を有するものではないと思い，それならば，人とは違う特別なことをし
ようと思った。そして，自分の掌にかかれている‘占星術（暦）の幻術の 30 字’
を用いて占いをしたところ，自分は，いかなる善をなそうともそれを達成すること
ができるということを知った。そこでコンツェは，ムキュー・デルワ湖66）の小島
に大きな神殿を善根として建設しようと思い立った。しかし，人間が神殿の建設に
携わるとなれば，その多くは湖で溺れて死んでしまうことになるだろう。そこでコ
ンツェは再び掌の文字を使って占いをした。すると，100 人の魔鬼たちの協力を得
て神殿建設事業を行えばうまくいくということが分かった。
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コンツェは先ず，ムハラ・ムンペーリン〔mu ha la mun pa’i gling〕という国に行

き，そこで結跏趺坐し，右手は心臓の前で印を結び，左手の五本の指をかぎ針のよ
うに曲げ，魔鬼たちを自分の支配下に入れるために，「ヤシビシカマラカラクラカ
ラクラ，トゥクトゥクヤクシャベーブーティースーラクジョトゥンポプ，ヤルマ
スースー」〔ya shi bi shi ka ma la ka la ku la kha la khu la/ khrug khrug yag sha rbad rbad
this sod rag byo thun phob/ yar ma sod sod〕というニンボを 108 回唱えた。すると，
魔鬼の王であるハダラ・ナクポ〔lha dha la nag po〕が姿を現した。ハダラ・ナクポ
は，溶解した金属の身体を持ち，9 本の手にはそれぞれ鋭利な刃物を持ち，頭が 9
つある黒豚に跨っている。その恐ろしい姿を見て，コンツェは恐怖のあまり，身体
が強ばってしまった。
3B

そこでギャコンツェ・ギェルポは，魔を繫縛するための印〔sdom byed kyi phyag

rgya〕を結び，魔鬼を支配するために「アティタタラヤスルデシャラマゲーラグス
ラダニスルハプテダンパルシラトゥマリリリ」〔a ti sta phra la ya su ru de sha la ma
bgas la gu sur ra dra ni su ru ha b te drang par zhi la thu ma ri li li〕というニンボを 3 回
唱えた。すると，コンツェはそれまでとは違った姿を見せ，右肩には 100 頭の黄金
の虎，左肩には 100 頭の白い虎が飛び上がり，頭上には 100 羽の鉄の鳳が現れた。
その様子を見たハダラ・ナクポは怯え，その場から逃げようとしたが身体が硬直し
て動けない。そこでコンツェは次のように言った。「私は湖の中に大きな神殿を建
設しようと考えている。しかし人間がこれを行うことは無理であろう。魔鬼の王で
ある汝は優れた力能と神通力を持っている。私の計画を手伝うがよい。」すると，
ハダラ・ナクポは，「神通力を有する魔鬼の子を 100 人，汝と同じ姿に変幻させて
派遣しよう。そうすれば 3 ヶ月で神殿は完成するであろう」と言った。
やがて，コンツェにそっくりの姿に変幻した 100 人の魔鬼の子がやってきた。そ
して，コンツェに向かって次のように言った。「汝は人の子である。人の子という
ものは飽きっぽくて臆病だ。善業を成し遂げるということは困難な仕事であり，甚
深な行為である。この神殿が完成するまでは，誰にもこの話を漏らしてはならな
い。」コンツェはそれを誓った。
3C

真夜中，湖の畔に 100 人の魔鬼たちが集まった。神殿の外周は 500 パクツェー67）

の円形，幅は 125 パクツェー，高さは湖の深さと同じにした。シェンをひとり呼ん
で設計図を引かせ，図面に基づいて正確に神殿の建設作業を進めた。コンツェは建
設を指揮し，魔鬼たちには食物として海の泡を与えた。魔鬼たちは不思議な力を
使って山から岩を切り出し，湖の底に沈めて土台を敷いた。神殿が完成するまでの
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間，魔鬼たちは暗い霧で湖を覆い，工事の様子が誰の眼にも触れないようにした。
4A

3 日後，コンツェはしばらく両親に会っていないことに気づき，突如として寂し

さに襲われた。神殿が完成するまで，このまま 3 ヶ月も両親と会えなかったら，悲
しくてきっと死んでしまう。コンツェは気持ちを抑えきれず，両親のもとへ帰っ
た。そして両親に，「お父さま，お母さま。私は今，魔鬼たちとともに湖の島に大
きな神殿を建てています。3 ヶ月後には完成するでしょう。但し，この話は誰にも
漏らさないでください。」と伝えた。
4B

大急ぎで湖の畔に戻った。建設開始から 15 日目，湖の表面には神殿の土台が姿

を現しており，土台の四方には湖と神殿を繫ぐ道ができていた。コンツェは大いに
喜び，道を渡って魔鬼たちを称賛した。
4C

一方，王国ではコンツェが行方不明になったと大騒ぎになっていた。人々は，

コンツェはきっと死んだに違いないと噂した。この話を聞いて，コンツェの妃ウー
マセルは悲しんだ。
4D

悲しみに暮れるウーマセルの姿を見て，コンツェの両親は絶えきれず，彼女に

神殿建設の秘密を漏らした。
3D

事情を知ったウーマセルは夫に会うために，バターを溶かして得られたエッセ

ンスと，穀物の粉の一番良い部分と，チャン（穀物酒）の精髄と，金・銀の匙と調
味料などを，ゾ68）やラバの背中に載せ，子供たちと，100 人の召使いたちを連れて，
ムキュー・デルワ湖へ向かった。
3E

湖の周囲は暗い霧に覆われており，湖岸からは何も見えなかった。子の一人が

湖の周囲を探してみると，湖岸と神殿を結ぶ土の橋を見つけたので，その橋を渡っ
て湖の中心までくると，父が一人で銀製の白いギン69）を持って建設の指揮を執っ
ているのが見えた。子は，父に話しかけることができないまま，戻ってその様子を
母に伝えた。母は「神殿の建設に従事している人々に食べ物や飲み物を与えましょ
う。そして，私たちもお手伝いをしましょう。」と言った。そして母は家来と子供
たちを連れて，湖の島に向かった。湖島に近づくと，魔鬼たちがそれに気づき，
「コ
ンツェは誓いを破った！」と叫びながら，その場を去ってしまった。そして，コン
ツェは一人，その場に取り残されてしまった。
3.2.3
2C

賽子を振る
神殿の建設を果たせなかったコンツェは失望し，家来を連れて放浪の旅に出た。

9 つの峠・谷・河・国を越えて進んでいくと，銅の山と鉄の山に挟まれた谷に至っ
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た。山の上から谷を覗き込んでみると，日向の場所に 100 人，日陰の場所に 100 人
の姿があり，谷の下手の大きな道には，黄金の剣を持ち，野山羊の衣を身につけた
少年70）と，鉄の鋸を持ち，山羊の皮衣を身につけた少年〔khye’u chung ra yi slag pa
can lcags kyi sog le thogs pa〕と，水晶の鬘を巻き，接ぎ当てのある暦算の外套を身
につけた少年71）という 3 人の少年の姿が見えた。彼らは白と黒の台の上で，黄金
の賽子を振っていた。
2D

コンツェは少年たちの前に参上し，‘歴算の外套を身につけた少年’に話しかけ

た。しかし，その少年はコンツェの様々な問いかけに対し，意味不明な返答を繰り
返した72）。コンツェは怒り，手に持っていた銀製の白いギンで少年を殴りつけよう
としたが，更に話を続けていくと，その少年が菩薩であることが分かった。やがて
少年は心を開き，次のように言った。「ここはラデー・タンパツェ〔la ’gres ’phrang
pa rtse〕という国であり，4 人の王〔rgyal po bzhi〕の境域である。日向にいる 100
人は神の勝利を祈願する者たちであり，日陰にいる 100 人は魔鬼〔srin〕が勝利す
るための呪いをかけている者たちである。野山羊の衣を身につけた少年は‘如意の
73）
であり，山羊の皮衣を身につけた少年は‘悲哀の呪いをかける
祈願が生じる神’

魔鬼’〔srin mya ngan gyi dmod pa skyes〕である。そして私は，チャ・ケンツェ・レ
ンメー74）である。ここでは神と魔鬼が賽子を使って争っている。もし賽子を振っ
て神が勝利すれば善趣が勝利したことになり，世間には喜楽・富財・善行・歌舞な
どが広まる。だが，もし魔鬼が勝利すれば悪趣が勝利したことになり，世間には飢
饉・病・戦乱などの苦しみが蔓延することになるのである。私はこの勝負の証人と
してここにいるのだ。さぁ，汝も神の勝利を祈願しなさい。」
コンツェは黄金の賽子を手にし，神の勝利を祈願した後，それを‘如意の祈願が
生じる神’に手渡した。神がそれを白い台の上に転がすと，1 回目は‘ディン’
〔lding〕，2 回目は‘キュン’〔khyung〕，3 回目は‘ニャク’〔nyag〕が出た。次に
‘悲哀の呪いをかける魔鬼’が黒い台の上に賽子を転がすと，1 回目は‘グー’
〔god〕，2 回目は‘キャル’〔khyal〕
，3 回目は‘ケー’〔kes〕が出た。チャ・ケン
ツェ・レンメーは次のように解説した。「十二支のうちで汚濁の年は猪であり，
12 ヶ月のうちで汚濁の月は冬の最後の月（四季孟仲季一月）であり，30 日のうち
で汚濁の日は晦日である。12 年のラ〔brla〕のしるしは，‘ゲー’〔gal〕，‘ニャク’
〔nyag〕
，
‘キュン’〔khyung〕の 3 つと，
‘ディン’〔lding〕と‘サク’〔sag〕と‘ロ’
〔lo〕の 3 つと，
‘クル’〔skur〕と‘ラ’〔ra〕と‘トゥル’〔thul〕の 3 つと，
‘グー’
〔god〕と‘キャル’〔khyal〕と‘ケー’〔kes〕の 3 つである。このうち，後のほう
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のラを出した者が敗者となる。神は最後の 3 つのしるしを 1 つも出さず，魔鬼はす
べて出してしまった。従って，今年 1 年は神の勝利である。」こうして神が勝利し，
日向にいた 100 人の者たちの中から歓声が沸き起こった。
そして，チャ・ケンツェ・レンメーはコンツェに次のように言った。「汝は大変
な福徳に恵まれている。今年は大変幸運な年であるから，如何なる善行も意のまま
に成就することになろう。さぁ，いますぐ国に帰りなさい。そして，汝の両親や家
来たちを湖に集め，彼らに沐浴をさせ，供物を並べさせなさい。そうすれば 7 日の
うちに，神，龍，シー〔srid〕
，クー〔skos〕，チャ〔phywa〕，人〔mi〕など，多く
の善良な者たちが集まり，神殿の建設に協力することになろう。」
3F

その言葉を聞いて，コンツェはすぐに自国に戻った。そして事情を説明したと

ころ，人々は喜び，湖に集まって沐浴をし，供物を並べた。すると十方から，神，
龍，シー，クー，チャ，人が 100 人ずつ集まり，チャ・ケンツェ・レンメーも姿を
現した。彼らは，チャ・ケンツェ・レンメーの指揮のもと，神殿の建設に従事した。
神殿の壁紙は神々が貼ったものであるから日が昇ると白く，土台は魔鬼たちが敷い
たものであるから下部は黄昏時のように暗く，中間は龍たちが作ったので虹のよう
に鮮やかであり，鬼神八部の多くの職人が形を作ったので見た目が明白であり，湖
島の上空には光が燦々と輝いていた。それ故，チャ・ケンツェ・レンメーは，完成
した神殿を‘白と黒の鮮やかにして明澄なる，上方が輝く湖島’〔dkar nag bkra gsal
rgya mtsho’i gling thog ’bar〕と名付けた。コンツェは神殿の完成を喜び，建設に携
わった者たちに食事と金粉を与えた。そして，彼らはそれぞれの国へと帰っていっ
た。
3.2.4
3G

海獣の襲来
神殿が完成した様子を，魔鬼たちは苦々しく見つめていた。魔鬼の王ハダー・

ナクポ〔ha ’da’ nag po〕は，魔鬼たちに向かって次のように言った。「あの神殿の
基礎を敷いたのは，私たちではないか。コンツェという男は，最初はただで私たち
に仕事をさせ，途中で誓いを破り，挙げ句の果てに，祈願までして賽子の勝負で魔
鬼を敗北させた。私は甚だ不満である。魔鬼たちよ，我々で軍隊を組織し，あの神
殿の基礎を崩してしまおうではないか。」王の言葉を聞いて，多くの魔鬼が賛同し，
ハダー・ナクポのもとに集まってきた。魔鬼たちは様々な武器を手に持ち，‘白と
黒，鮮やかにして明澄なる，上方が輝く湖島’へと向かった。魔鬼たちの不穏な動
きに気づいたコンツェは，以前にハダラ・ナクポを繫縛するために用いた印を結び，
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魔鬼を支配するためのニンボを唱えた。しかし，魔鬼との約束を破った報いによ
り，印とニンボの力は衰えていた。魔鬼の軍は神殿の外周を取り囲み，神殿は大き
く揺れた。
その時，キャプパ・ラクリンが魔鬼の軍の前に姿を現し，次のように言った。「魔
鬼たちよ，よく聞け。コンツェの幻術の力は強い。神殿を直ちに壊すことは困難で
あろう。私が湖の底に行き，海獣の眠りを覚まして神殿に導こう。この神殿は鮮や
かで目立つ。海獣は食べ物だと思ってそれを飲み込むにちがいない。そうすれば湖
もろとも，神殿を破壊することができる。ポンの教えを沈めるという点において，
我々と汝等の目的は同じだ。」そのように言うと，キャプパ・ラクリンは湖の底に
向かい，神変の風を起こして海獣を目覚めさせ，神殿の方を示した。案の定，海獣
はそれを食べ物だと思い，大きな口を開いて神殿を湖の水ごと飲み込み始めた。コ
ンツェは絶望し，涙を流しながら叫んだ。「このままでは，神殿は沈み，ユンドゥ
ン（永遠）のポンの教えも沈んでしまう。そうなれば，魔たちが跋扈することにな
ろう。もし善友や教説の守護者というものがあるならば，いまこそ，その慈悲に
よってお助け下さい。」
3H

シェンラプは遠く離れた地で，その叫びを聞き，優れた相を具えた四人の少年

と，5,000 の永遠の菩薩たちを連れて，‘白と黒の鮮やかにして明澄なる，上方が輝
く湖島’に至った。そして，結跏趺坐し，左手を膝の上に置き，右手を耳の横で
まっすぐ伸ばし，「ムイェ・トゥーキュン・イェラム・ティティ・タルダル・セル
バ ル・ ウ ー パ ク ラ ム 」〔mu ye spros khyung ye lam kri khri tar dar gsal ’bar ’od dpag
ram〕という真言〔sngags〕を唱えた。
すると‘4 人の炎の大忿怒尊’〔dbal gyi khro bo chen po bzhi〕
，即ち，神殿の東に

3I

は‘ソウォウグ’〔zo bo dbu dgu〕
，北には‘セマウグ’〔gze ma dbu dgu〕75），西には
‘ルチョ・ウグ’〔ru cho dbu dgu〕76），南には‘ドゥムポ・ウグ’〔dum po dbu dgu〕77）
が姿を現し，‘白と黒の鮮やかにして明澄なる，上方が輝く湖島’の四方を護った。
神殿の基礎を破壊しようとしていた魔鬼たちは，忿怒尊たちの恐ろしい姿を見て逃
げ出した。
3H

シェンラプが再び印を結び，真言を唱えると，神殿の中に 1,008 のシェンラプの

像が現れた。更にシェンラプの回りには，‘口に鰐（摩迦羅魚）を銜える鳳’〔bya
khyung gi kha na chu srin za ba〕，‘口に龍の子を銜える青龍’〔g.yu ’brug gi kha na klu
phrug za ba〕，‘口にバラモンを銜える獅子’〔seng ge’i kha na bram ze za ba〕がそれ
ぞれ 2 者ずつ現れ，シェンラプを取り囲む‘6 つの飾り’〔rgyan drug〕となった。
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神殿を飲み込もうとしていた海獣の眼には，神殿の上空に現れたシェンラプと，彼
を取り囲む‘6 つの飾り’が，日月と雲が高い山を取り囲んでいるように見えた。
それが食べ物ではないことが分かると，海獣は口と目を閉じ，再び湖の底に戻って
いった。
コンツェは大変喜び，シェンラプのまわりを回って礼拝したのち，供物を捧げた。
コンツェに向かって，シェンラプは次のように言った。「コンツェよ，汝の徳は甚
だ大きい。汝こそ，像・塔・教典という 3 つの教えを残すのに相応しい人物である。
私はこれらの教えを，この神殿に残そうと思う。像と塔は既に完成しているようで
あるが，教典はこれから編まなければならない。私はこの世界に，人の寿命が 100
歳の時代にやってきた。その昔，身体によって有情を教化していた時は，既に障碍
が浄化されていた者たちは皆，私の顔を見ただけて資糧が完成し，忽ち覚醒を遂げ
たものである。その後，有情の福徳が劣ってくると，彼らは私の顔を見ただけでは
もはや覚醒を遂げることはなく，教えの言葉を聴くことによって覚醒を遂げるよう
になった。今後は，有情の福徳は更に減衰するであろう。言葉と文字によって有情
を導かなければならない時代がやってくる。それ故，教えを書物に記して保存する
必要がある。」シェンラプはその後，シェンの年で 25 年，人間の年で 2,500 年の間，
‘白と黒の鮮やかにして明澄なる，上方が輝く湖島’という神殿の中で，ユンドゥ
ン（永遠の）ポンの膨大な教えを，四つの門と藏（四門五藏）に分けて記し，それ
らを別々の経箱に収めて安置した。四門五藏の教えのうち‘プンセーの口伝による
ポンの教え’は，シェンラプの子息の一人であるトブ・ブムサンに委ねられた。
トブ・ブムサンが四如来を招くための偈頌を唱えると，サティク・エルサン〔sa

3J

trig er sangs〕，シェンラ・ウーカル〔gshen lha ’od dkar〕，サンポ・ブムティ〔sangs
po ’bum khri〕，トンパ・シェンラプ〔ston pa gshen rab〕が姿を顕した。
3K ‘白と黒の鮮やかにして明澄なる，上方が輝く湖島’では，盛大な宴がもうけら
れた。そこでコンツェは，シェンラプに謝辞を述べ，自分の臣民と財産を与えたの
ち，娘を娶って欲しいと頼んだ。シェンラプはこれを受け入れた。［ZJ:vol.11,
250.4-20］
3L

コンツェの臣民と財産，そして娘を連れて，シェンラプはオルモルンリンへ戻っ

た。［ZJ:vol.11, 250.20-251.2］
4E

そして，オルモルンリンのティモン・ギャルシェー神殿〔gsas mkhar khri smon

rgyal bzhas〕に至り，新たな妃の名前を決め，吉祥の儀式〔bkra shis kyi cho ga〕な
どを執り行い，正式な夫婦となった。［ZJ:vol.11, 251.2-5］
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一方，コンツェとその従者たちは，その後もユンドゥン（永遠の）ポンの教え

を愛好し，善行につとめた。［ZJ:vol.11, 251.5-9］

出

4
4.1

家

付属文書と和訳
##/ /bcu pa rab tu byung ba’i mdzad pa bzhugs so/
/gtso bo ni ston pa khri gtsug rgyal ba yin la/ gsas mkhar khri smon rgyal bzhad kyi

phyogs bzhir ’gro rnams skye rga na ’chi’i sdug bsngal gyis gdungs bar gzigs nas/ srid pa
’khor ba’i nyes dmigs gsungs/ nges ’byung drag pos thugs rgyud bskul ba’i tshul mdzad de/
rab tu byung dgos tshul mang du gsungs nas zad mtshams me tog gi gling (mdun ’og)la
byon/ de la ’khor rnams kyis ji ltar bshol ma nus par mchod rten rnam bzhi’i drung (g.yon)
du nyid kyi dbu skra nyid kyis bsil/ rgyal po’i chas rnams dor/ ’khor dang btsun mo spangs
pa na/ ye shes lhas/ na bza’ gos drug gding ba dang bdun/ rin chen rdzas lnga phreng ba
dang drug rnams gnang ba mkha’ las babs/ (g.yon steng )de dag mnab ste gtsang gtsug gi
khrims nyer lnga bzhes/ de nas bya shang shang gi rnam par sprul nas ’phur te ’og min du
gshegs/ drang srong legs ldan (g.yas dang steng )rgyal ba’i bdun du dag pa drang srong gi
khrims nyis brgya lnga bcu bzhes pa’i tshul mdzad/ mtshan ston pa khri gtsug rgyal ba zhes
su gsol ba na/ ’jig rten gyi khams na dmu rigs kyi rgyal po rab tu byung ngo zhes bsngags
brjod dang snyan grags ril mo’i sgras phyogs su khyab par mdzad/ mdzad bcu bstod pa las/
rjes ’jug byang chub bde lam bsnyegs mdzad phyir// ’khor dang rgyal srid longs spyod kun
spangs nas// rnam par rang byung mchod rten rnam bzhi’i drung // rab tu byung bar mdzad
la phyag ’tshal lo// zhes ’khor gyi dam pa dgra bcom gsang ba mdo sdud kyis gsungs so/
(lha bris pa ni/ reb gong bon brgya dgon pa’i grwa btsun nam mkha’ rgyal mtshan/)
10 番目，出家という御事績。
主尊はトンパ・ティツク・ギャルワである。［シェンラプは］ティムン・ギャル
シェー神殿の四方で衆生が生・老・病・死という苦によって苦しめられているのを
ご覧になり，有・輪廻の罪悪をお説きになった。［そして］強い厭離［の感情］に
よって心相続が促されたという様子をお示しになって，出家の必要性を多く［の
人々］に説いたのち，最後に花園（前面下）に至った。そこで［シェンラプの出家
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を］供回りの者たちは制止することができないまま，［シェンラプは］4 種の法塔
の前（左）で自ら剃髪した。王の装束を脱ぎ捨て，供回りと妃を捨てたとき，智慧
の神によって［出家僧が身につける］6 つの衣服と敷物をあわせた 7 つと，宝珠
［の如き］5 つの品と数珠をあわせた 6 つなどが空から降りて［シェンラプに］与
えられた（左上）。「シェンラプは」それらを着て，出家僧の 25 の戒をお受けになっ
た。そしてシャンシャン鳥の姿に変化して飛翔し，色究竟天に至り，［そこで］勝
者ダンソン・レクデン（右と上）の前で，清浄なる 250 の仙人の戒を授かる様子を
お示しになった。そして，トンパ・ティツク・ギャルワという名前を授かると，世
間の界は，ム族の王が出家したという称賛と名声の奏楽の音で［あらゆる］方角が
満たされた。［以上は］
『御事績の称賛』に「菩提と安楽の道を追求する信奉者［た
ち］のために，供回りの者たち・王位（王権）・富のすべてを放棄し，真清浄の解
脱［を求めて］4 種の完全なる自生の法塔の前で出家をなさったという御事績に礼
拝いたします」と，弟子の正士・羅漢のサンワ・ドドゥが説いている［通りである］
（絵師は，レプコンのポンギャ寺の僧，ナムカー・ギェルツェン）。

図像詳解

4.2

10 枚目のタンカ（Thangka No 10）は，『セルミク』第 15 章「トンパ（師）が家を
捨て出家したこと」〔ston pas khyim spangs rab tu byung ba〕［ZM: 679-724］の前半部分
に記述される物語を描いたものと思われる。上に示した付属文書からも知れるよう
に，このタンカの主題はシェンラプの出家と受戒である。付属文書によれば，シェン
ラプが出家を決意した場所はティムン・ギャルシェー神殿〔gsas mkhar khri smon rgyal
bzhad〕とされているが，『セルミク』に依れば，オルモルンリンのバルポ・ソギェ城
であり，ティムン・ギャルシェーはシェンラプのもとで出家した男性の修行者たちが
建設した宗教施設であると記されている。
尚，このタンカ以降，中央に描かれるシェンラプは出家者の姿で描かれるようにな
る。以下，『セルミク』の記述に依りながら，各図像の解説を試みたい。
4.2.1

家を捨てる

出家後，250 の戒律を授かり，ティツク・ギャルワ〔khri gtsug rgyal ba〕という名

1

を得たシェンラプ。
3A

シェンラプは，オルモルンリンのバルポ・ソギェ城で，人間として生を受ける

ことがいかに貴重な機会であるかということを弟子たちに説いた。そして，‘人間
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の身体’というこの上なく貴重
なものを手に入れたこの機会に
修行に励むべきであり，特に家
〔khyim〕というものは悪業を生
み 出 す 重 大 な 因 で あ る と 説 き，
人々に出家を勧めた。
これに対し，シェンラプの弟
子たちの意見は分かれた。意の
少年は，「人間という宝珠の如き
貴重な身体を得られる機会は極
めて稀である。人間には言葉・思
惟・力能という稀な能力が備わっ
ているのであり，輪廻を断ち切る
機会は今しかないだろう。我々
はいまこそ，‘家’というものに
対する執着を断ち切り，輪廻の道
o

図像配置図（Thangka N 10）

を閉ざすべきである。」と主張し
た。意の少年の言葉を聞いた女

たちは泣き出した。コンポの王の娘であり，シェンラプの妃の一人，コンサー・
ティチャムは，シェンラプと意の少年の意見に反撥した。「シェンラプよ，貴方は
魔に欺かれているのですか。それとも風の病に罹ったのでしょうか。家を捨てて出
家し，原野に赴くなどというのは，乞食も同然。意の少年よ，貴方も御心が迷乱な
さったのでございましょうか。」
こうして，シェンラプの弟子たちは，出家に賛成するものと，賛成しないものと
いう二つに分かれた。信仰心と智慧を具えた者たちは，シェンラプの言葉に喜び，
出家に賛成した。しかし，智慧が劣り，信仰心の弱い者たちは，「これまでに蓄積
してきた富財を捨て，子供や孫たち，友や縁者たちなど，深く結びついた人々と離
れ，それらを捨てて一人でゆくことが最上だとは思えません。」と言って，出家を
認めようとしなかった。シェンラプは，「世俗における繫がりは一時的なものにす
ぎない。譬えれば，長い旅路の中でたまたま，居場所を共にしている旅人のような
ものである。」と説いた。信仰心の弱い者たちは，シェンラプのこの言葉を聞いて
悲しんだ。
332

津曲

3B

聖伝の素描

シェンラプと弟子たちの話を聴いていたキャプパ・ラクリンの家来たちは，心

を躍らせ，城の寝室で眠っていたキャプパ・ラクリンを起こしに行った。「キャプ
パ・ラクリン様，寝ている場合ではありません，起きてください。あの嘘つきの
シェンラプが，財や王位や家来たちを捨てて，これから一人で長期間に渡って花園
で生活するという話を聞きました。シェンラプの取り巻きたちは皆，悲哀に暮れて
います。これで輪廻世界に生きる有情たちの解脱は延期され，やがてシェンラプの
教えも沈むことになるでしょう。今こそ，魔の教えを広める時です。」キャプパ・
ラクリンは目を覚まし，その話に間違いがないか確認したのち，「この世界に黒い
魔より強い力を持つ者はいない。魔の中で一番力が強いのは，私キャプパ・ラクリ
ンである。これまで私よりも強力な者は，嘘つきのシェンラプだけであった。しか
し，シェンラプが去るとなれば，いまこそ私の教えが広まる時がやってきたよう
だ。」と言って狂喜乱舞した。そして，キャプパ・ラクリンは陽炎や霧などに姿を
変え，シェンラプが出家する様子を観察しに行くことにした。
4.2.2
4A

出家と受戒
出家の準備のために，シェンラプは先ず，身につけていた宝珠の飾りをナイフ

で切り，自分の前に積み上げた。これは，宝珠や装飾品に執着するということ，即
ち，愛執が輪廻の因であることを人々に示すための行為であった。シェンラプは，
眼の前に積み上げられた宝珠を手にとり，それを十方に投げ，誰のためということ
のない施しを行った。投げられた宝珠は十方に雨の如く降り注ぎ，欲望に苦しむ有
情たちに触れた。彼らの欲望は，その‘執着を離れた施し’という最高の布施の力
によって悉く叶えられた。次にシェンラプは，身につけていた毛皮や絹など，虹の
ように鮮やかな五色の衣服を脱ぎ去り，目の前に積み上げた。そして，執着が輪廻
の因であることを人々に示すために，それらを十方に投げ，誰のためということの
ない布施を行った。すると，その‘執着を離れた施し’という最高の布施の力に
よって，欲望に苦しんでいた有情の心は澄み，満たされ，望むものを全て手に入れ
ることができた。
4B

その後，智慧の神〔ye shes lha〕
［＝シェンラ・ウーカル］はその慈悲により，

シェンラプが布施した宝珠の飾りのかわりに，中空から‘宝珠の 5 つの飾り’〔rin
chen blang ba’i rgyan lnga〕
（杖・剃刀・針・瓶・鉢）を，毛皮の代わりに出家者が
身につける 6 種の衣服〔na bza’ gos drug〕をシェンラプの前に降ろした。
4C

次に，虚空から鋭利な剃刀がシェンラプの前に降りてきた。シェンラプはそれ
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を手にとり，4 種の仏塔の前で自ら剃髪を行い，髪の毛を目の前に積んだ。これは
頭髪という飾りに対する執着を断ち切るという意味があった。そして，切り落とし
た髪を手に取って十方にばらまくと，十方の世界に美しい花の雨が降った。シェン
ラプの上には，無量なる光の傘〔gzhal yas ’od kyi gdungs〕が顕れた。
4D

虚空から降ろされた‘宝珠の 5 つの飾り’の中には，沐浴のための瓶があった。

この瓶からは甘露が絶えず溢れ出ていた。シェンラプは甘露で身を清めた。そして
出家者の衣服を身につけ，青い蓮華袋の中に剃刀・針・瓶・鉢などを入れ，杖を手
に持って歩き出した。
3C

こうしてシェンラプは，オルモルンリンの王としての権威を捨て去り，独りで

苦行を行うために花園に出かけた。だが，彼の出家に反対する者たちはシェンラプ
の身体にしがみつき，シェンラプに思いとどまるよう懇願した。
3D

シェンラプは大勢の信者たちに引かれ，ひとたび，バルポ・ソギェ城近くの草

原に連れ戻された。弟子たちは，バルポ・ソギェ城に留まるよう，シェンラプに強
く求めた。しかしシェンラプは，一切の執着を断つことの重要性を人々に再び説
き，これを聞き入れなかった。弟子たちが衣服や食べ物を捧げても，それを手にと
ろうとはしなかった。
2A

シェンラプは「顚倒した弟子たちよ，汝等は何と哀れなことか。確実な真理を

説いても理解することができず，幻が幻によって欺かれるように，これからも幻の
あとを追い続ける。それがいったい何の役に立つというのか。輪廻世界に生きる有
情たちよ，よく聞きなさい。長い安楽を望むなら，目先の楽しみを捨てなさい。悲
哀・苦をの断滅を望むなら，出家をしなさい。在家の者は悲哀の湖を泳ぎ，出家者
には歓喜の太陽が昇る。在家の者には毒の葉が茂り，出家者には薬の身が熟す。在
家の者は苦を滅することができず，後悔することになろう。」と言った後，身体を
6 回揺らした。すると，身体から鳥の毛が生え，僧衣からシャンシャン鳥〔shang
shang〕の翼が生えた。シェンラプは空高く飛翔した。こうして彼は人間の年にし
て 3,100 歳，シェンの年にして 31 歳78）の時に出家した。
2B

シェンラプは先ず，四天王〔rgyal chen rigs bzhi’i lha〕に迎えられた。そして，

その地で出家者の戒を司るダンソン・レクデンのもとで 250 の戒を授かり，‘ティ
ツク・ギャルワ’〔khri gtsug rgyal ba〕という名を授かった。
2C

シェンラプは次に，三十三の神（三十三天）が住む国土へと至った。そこで彼は，

神々の助けを得ながら出家生活を開始した。
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苦行と遁世

5
5.1

付属文書と和訳

##/ /bcu gcig pa dben par dkar ba spyad pa’i mdzad pa bzhugs so/
/dbus kyi gtso bo ston pa khri gtsug rgyal ba nyid ni/ ’og min nas mar byon te rtsa gsum
rnam par rgyal ba’i khang bzang gi byang phyogs dga’ ba me tog mdzes pa’i tshal (g.yas
steng) du bzhugs nas bya ngang ba’i rgyal po dang lhan cig tu chu thigs pa re gsol nas dka’
ba spyad/ de nas mu le drum shing gi nags tshal du spre’u ha nu ma d+ha (g.yas) dang thabs
gcig tu bzhugs nas shing thog tsam re gsol nas dka’ thub mdzad/ de nas ’ol gling byang shar
me tog gi gling ku sha bsil ba’i tshal du shang shang rgyal po (g.yas ’og) dang lhan du
bzhugs nas/ rtsa nyag re dang chu thigs re gsol nas dge spyod dus drug gi nyams bzhes
mdzad nas lo gsum re ste bya sprel mi gsum gyi ’tsho ba de tsam la brten nas lo dgur bzhugs
pas/ sku gzugs kyi lhu tshigs dang rtsib ma’i rus pa phyir mngon pa bltar mi bzod pa’i tshul
mdzad pas/ log pa’i bdud tshogs kyis mthong ba’i mod la dad cing rgyud zhi zhing dul bar
gyur/ ’khor rnams kyang khyim nas khyim nas med par rab tu byung ba la mngon par spro
zhing dgon pa mdzad nas bon ’khor zhu ba la gus pas ’dud pa dang/ rang byung phug par
ting ’dzin sgom la bzhugs te gnas pa’o// mdzad bstod las/ dag pa drang srong pho mo’i
’khor sde yang // spangs nas gcig pur mi dang bya sprel gyis// ’tsho ba cha shas tsam yang
lo dgu ru/ dka’ ba thub par mdzad la phyag ’tshal lo// zhes pa ltar ro//
(lha bris pa ni/ reb gong bon brgya dgon pa’i grwa btsun nam mkha’ bstan ’dzin yin/)
11 番目，閑静な地で苦行を為したという御事績。
中央の主尊はトンパ・ティツク・ギャルワ［。彼は］色究竟天から降臨し，
三十三［天の］最勝宮殿の北方［にある］美しい花［が咲く］喜楽の園（右上）に
お座りになったのち，雁の王とともに水滴を召し上がって苦行をなさった。その
後，ムレ・ドゥムシンの森でハヌマダという猿（右）と同じ仕方でお座りになり，
果実だけを召し上がって苦行をなさった。それからオルモルンリンの北東の花園，
クシャシルワ林でシャンシャン王（右上）と共にお座りになり，僅かな草と水滴を
召し上がって，善行を絶えず実修なさり，鳥・猿・人の生活をそれぞれ 3 年ずつ，
合計 9 年間の生活を送ったことにより，身体の関節と肋骨が浮かび上がり，見るに
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耐えない姿におなりになったところ，邪な魔が［その姿を］見るやいなや，信仰心
を起こして［心］相続が鎮まり，教化された。［シェンラプはその後，］供回りたち
も出家したのを大変喜び，寺をお作りになった。［供まわりたちはそこで］ポンの
教えを授かり，［シェンラプに］恭敬と礼拝をしたのである。［以上のことは］『御
事績の称賛』に「清浄なる仙人は，男女の弟子たちも放棄して，一人で人と鳥と猿
としての生活を 9 年間［おくり，そのなかで］苦行をなさったという偉業に礼拝い
たします。」とある通りである（絵師は，レプコンのポンギャ寺の僧，ナムカー・
テンジン）。

図像詳解

5.2

11 枚目のタンカ（Thangka No 11）は，『セルミク』第 15 章「トンパ（師）が家を
捨 て 出 家 し た こ と 」〔ston pas khyim spangs rab tu byung〕 の 後 半 部 分［ZM: 701.20724.6］から，第 16 章「トンパ（師）が供回り（弟子たち）を捨てて遁世なさったこと」
〔ston pas ’khor spangs dgon pa mdzad pa〕
［ZM: 725-745］の冒頭部分に叙述される物語
物語を描いたものと思われる。以下，
『セルミク』の記述に依りながら，各図像の解
説を試みたい
5.2.1

苦

行

ティツク・ギャルワ（シェン

1

ラプ）。
2A

シェンラプは三十三の神

（三十三天）の世界で，雁の王・
白

鳥〔ngang pa’i rgyal po chu

’byed〕の族とともに，鳥の苦
行〔bya yi dka’ thub〕 を 1 年 間
行った。この苦行の間，シェン
ラプは，水から取り出した乳の
滴と，1本の茎からとれる香稲79）
だけを食した。
2B

次にシェンラプは四大王の

林に降り，四天王に教説を説き
つつ，猿の王・ハヌ（マダー）
〔ha
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80）
nu (ma ’da’)〕
とともに，猿の苦行〔spre’u’i dka’ thub〕を 1 年間行った。この苦行

の間，シェンラプは，果物の種を食べ，木の葉から滴る水と，氷から溶け出した滴
だけを飲んだ。
2C

その後，シェンラプはオルモルンリンの花園に至り，最上の水の滴と，ウメル

草〔rtswa u mer〕の果実を食し，夜は人の姿，昼はシャンシャン鳥〔shang shang
bya〕の姿で過ごし，人の苦行〔mi yi dka’ thub〕を 1 年間行った。このように，シェ
ンラプは 3 年間の苦行を行ったことにより，身体の光沢は失われ，関節や肋骨の数
を数えることができるほどまでに痩せ細った。しかし，その代わり，嫉妬が消えて
寛大な心が芽生え，慢心が消えて心が自ずと鎮まり，愚昧が消えて真理が明らかと
なり，怒りが消えて心が優しくなった。
5.2.2
2D

魔たちの帰依
このとき，陽炎や霧などに姿を変え，シェンラプの出家とその後の苦行の様子

を見ていたキャプパ・ラクリンや魔たちの心の中に，シェンラプに対する信仰心が
芽生え始めた。特にキャプパ・ラクリンの心にはシェンラプに対する深い信仰心が
生じた。彼は，「シェンラプの教説と行動は確かに理にかなっている。業に善と悪
があるのは確かであり，生に前世と来世があるのは確かであり，有情の境涯に楽と
苦があるのは確かである。絶え間なく輪廻する有情においては，いかなる財があろ
うともそれをうち捨てることが理にかなっているのである。全ては無常であり，幻
影である。我々はシェンラプに帰依することにしよう。」と言った。大勢の魔たち
がこれに同意した。しかし，キャプパ・ラクリンの意見に反撥する魔たちもいた。
彼らは「私たちはシェンラプを信仰しない。行動と業果が一致することは決してな
い。私たちは殺生を好み，肉と血を食し，戦闘と殺戮を行うのである。」と言って，
魔の国に帰ってしまった。
2E

シェンラプに対する帰依を心に決めたキャプパ・ラクリンと大勢の魔たちは，

陽炎や霧の化現をやめ，シェンラプの前に雨の如く降り注いだ。そして，シェンラ
プに花を捧げ，礼拝を行ったのち，自分たちがこれまでに行った悪行を懺悔した。
こうして魔たちは，シェンラプの出家後の最初の弟子となった。
2F

一方，シェンラプの家来や親族たちは，
「王位81）を放棄したまま，もう 3 年も戻っ

てこない。シェンラプはもう，ここには戻らないと決意してしまったのではなかろ
うか」と心配していた。そこで，意の少年が青い龍馬に跨って虚空を飛翔したとこ
ろ，意の少年の心に，シェンラプの 3 年間の様子がありありと顕れた。意の少年は
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それを人々に報告した。「シェンラプは出家した後，三十三の神（三十三天）の世
界，四天王の世界，そしてオルモルンリンの花園を歴訪なさり，それぞれの地で苦
行をなさった。今や，シェンラプに繰り返し闘いを挑んだ魔王キャプパ・ラクリン
ですら，シェンラプに帰依している。私たちは今こそ，シェンラプの前に参上する
べきである。」
2G

シェンラプの出家を巡って 2 つに分かれた弟子たちは，意の少年に導かれ，オ

ルモルンリン西方の花園へ向かった。ある者は神の太鼓を叩き，ある者は神のシャ
ンやシンバル〔cag par〕を鳴らし，ある者は神の法螺貝や笛を吹き，ある者は神の
絹を掲げた。象や虎，ヤクや獅子などが集まった。‘荘厳なる忿怒の仮面’〔brjid
pa’i khro ’bag〕や‘怒れる武士の仮面’〔rngam pa’i gyad ’bag〕の舞が演じられた。
力能を有する集団は武器を持ち，甚だ美しい者たちが顔をそろえた。
2H

シェンラプの慈悲の力により，大地は鳴動し，花の雨が降り，空には虹の天蓋

が架かった。シェンラプの周りを妃や子息，弟子たちが取り囲んだ。彼らはシェン
ラプに礼拝を行い，多くの供物を捧げた。そこに集まった人々のために，シェンラ
プは，見（解）〔lta ba〕
・行〔spyod pa〕・基〔gzhi〕・方便〔thabs〕という‘ポンの
［法］輪・四つの言葉’〔bon gyi ’khor lo tshig bzhi〕や，‘因のポン’〔rgyu’i bon〕と
‘果のポン’〔’bras bu’i bon〕についてを説いた。
5.2.3
3A

戒律の遵守
教えを求めて集まった弟子たちを，シェンラプは 4 つのグループに分けた。「私

の弟子には 2 つの種類がある。即ち，‘在家者’〔khyim pa〕と‘出家者’〔rab tu
byung ba〕である。出家者にも 2 つのグループがある。1 つは‘明澄なる智慧と信
仰心を持つ清浄なる仙人の部’〔shes gsal dad pa ldan pa drang srong dag pa’i sde〕で
あり，もう一つは‘劣った智慧と信仰心を持つ清らかなる髷［を有する］部’〔shes
chung dad pa ldan pa’i gtsang ma gtsug phud sde〕82） である。また，在家者にも 2 つの
グループがある。1 つは‘顚倒・迷乱［しつつ］幾つかの斎戒を守る者’〔log
’khrul sna ’ga’ srung ba’i bsnyen gnas〕であり，もう 1 つは‘清浄なる者・大部分［の
戒］を守る居士’〔tshangs pa phal cher bsrung ba’i dge bsnyen〕である。」このよう
に，シェンラプは弟子たちを智慧の程度によって 4 つのグループに分けた。
3B

シェンラプの右側にはトブ・ブムサン等の男性の弟子たちが並んだ。

3C

左側にはネゥチュンマ等の女性の信者たちが並んだ。彼らは皆，背筋をまっす

ぐ伸ばし，合掌をした。
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弟子たちは身につけていた装飾品・絹織物・毛皮などを脱ぎ，目の前に積んだ。彼

らの剃髪は意の少年が行った。剃り落とされた髪は，弟子たちの目の前に積まれた。
3E

沐浴の瓶から注がれる甘露によって身体を清めると，弟子たちは出家僧が身に

つける 6 つの衣服を身につけ，それまで身につけていた装飾品を十方に投げ，誰の
ためということのない施しを行った。
3F

そして意の少年は，「‘清浄なる仙人の部’の男女は，サティク・エルサン，シェ

ンラ・ウーカル，サンポ・ブムティ，トンパ・シェンラプという 4 つの根本の如来
に帰依し，肉体が滅びるまで戒を守らなければならない。そうすれば，汝等は 1 つ
の生が経過した後に覚醒を遂げるであろう。‘清らかなる髷［を有する］部’の男
女は，根本の十善〔rtsa ba dge bcu〕を守れば 5 つの生が経過した後に覚醒を遂げる
であろう。‘清浄なる者・大部分［の戒］を守る居士’は因の五波羅蜜〔rgyu yi pha
rol du phyin pa lnga〕と 4 つの根本〔rtsa ba bzhi〕
［の戒］を守れば 10 の生が経過し
た後に覚醒を遂げるであろう。‘幾つかの斎戒を守る者’は，100 の生の後に資糧
道に参入し，師（トンパ）が涅槃に入った後，人の年で 100 年が経過するまでは，
覚醒を遂げることはない。」と述べて，弟子たちに戒律を遵守することの重要性を
説いた。4 つに分けられた弟子たちのうち，出家を決めた 2 つのグループは，心の
底から深い信仰心が生じ，シェンラプの周りに集まってポンの教えに耳を傾けた。
一方，在家の 2 つのグループは家へ帰り，それぞれの場で戒律を守った。
3G

シェンラプは更に，男女の出家者が接触することを避けるために，修行の場を

別々にするよう命じた。そこで，トブ・ブムサンなどの男性の出家者たちは，
‘ティ
83）
という男性のための宗教施設を花園の中に建てた。この施
ムン・ギェルシェー’

設の中で最も際だった智慧を示すようになったのは，意の少年と，トブ・ブムサン
であった。
3H

‘コンマ・ネゥチュ
一方，シェンサー・ネゥチュンマなどの女性の出家者たちは，

ン’84）という女性のための宗教施設を林の中に立てた。ティムン・ギェルシェーと
コンマ・ネゥチュンは，4 パクツェー85）離れていた。女性の修行者の中で最も優れ
た智慧を示すようになったのは，ウーサー・ギャルメーとシェンサー・ネゥチュン
マであった。
3I

2 つの宗教施設の間には獅子座86）が設けられ，そこにシェンラプが招かれた。男
女の出家者たちはその地に赴き，シェンラプの口からポンの教えを聞いた。そして
教説を聞き終えると，男女はそれぞれの施設へ戻っていった。こうして 3 年間に
渡って，シェンラプは出家者たちにポンの教えを説いた。
339

国立民族学博物館研究報告

34巻 2 号

男女の出家者たちがそれぞれの戒律を遵守し，修行に努めるようになったことを

3J

確信すると，シェンラプは 1 人，ティムン・ギャルシェーの上手にある閑静な洞窟
に居を構えた。

入

6
6.1

滅

付属文書と和訳
##/ /bcu gnyis pa mya ngan las ’das pa’i mdzad pa bzhugs so/
/ston pa thugs rje can gyis rnam par grol ba’i mdzad pa mthar phyin rjes/ bka’ ’khor gsum

gyi don mang ’grel nyung bsdus du ma’i sgo nas rgya cher gsungs bas/ gdul bya grangs las
’das pa zhig mngon par rdzogs par sangs rgyas so/ de nas ’khor rnams la bka’ so so gnyer
gtad mdzad cing / da ni mya ngan ’das rjes su/ bka’ yi bsdu ba ’di ltar gyis/ zhes bka’ thams
cad mdo ’bum rgyud mdzod bzhir phye ba dang / de yang bsdu ’khor bcu gsum gyis bsdu
dgos tshul sogs gsungs/ de nas rtag ’dzin can sun dbyung ba sogs kyi don du sku bsnyungs
tshul (g.yas gong nas yas rim) bstan/ de la rgyal sras gto bu ’bum sangs dang / sras dpyad bu
khri shes sogs kyis sku’i rim gro mdzad pas kun rdzob bden pa mi bslu ba yin tshul mngon
pas bsnyun dwangs/ de nas dgung lo gya gnyis pa chu mo glang gi dgun ra ba’i gnam stong
skya rengs shar ba’i tshe mya ngan las ’das pa’i tshul bstan to/ de nas sku gdung gi bya ba
rnams (g.yon mas rim) ’khor gyi dam pa rnams nas mthar phyin par mdzad do/ mdzad bstod
las/ rgyal ba mchog la skye ’chi mnga’ yang // rtag par ’dzin rnams sun phyung dge bskul
phyir// mi rtag tshul bstan dgongs pa mya ngan ’das// bde chen dbyings gshegs mdzad la
phyag ’tshal lo// zhes so/
(mdzad bcu’i go rim ni dam pa gong ma’i ring gi dpe ltar bzhengs pa’o/)
(lha bris pa ni/ bon brgya dgon pa’i grwa btsun nam mkha’ rgyal mtshan yin/)
12 番目，悲哀を超えた（涅槃に入った）という御事績。
慈悲深いトンパ［・シェンラプ］は，完全なる解脱という御事績を完遂なさった
のち，御言葉を説く者・説かれる者・教説［という］3 つのために，解説など様々
な仕方で広汎にお説きになったことにより，無数の所化が現等覚を実現したのであ
る。それから弟子たちにそれぞれの御言葉を委ね，「さて［私が］涅槃に入った後
は，［私の］言葉の結集を以下のように為せ」，即ち，御言葉の全てを，ド，ブム，
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ギュー，ズーという 4 つに分け，さらに 13 の弟子たちが結集すべきであると説い
た。その後，事物は永遠であると考える誤った者たちのために，［故意に自分の］
身体に衰弱を示した（右上から下へ）。それに対し，息子のトブ・ブムサンとチェー
ブ・ティシェーなどが治療の祈祷を行ったところ，［シェンラプは］世俗の真理の
無謬性を示すために，ありありと衰弱から回復した。その後，82 歳のとき，水・女・
丑［年］の冬の最後の月の満月の頃，曙光が射した時に，涅槃に入る様子を見せた。
その後，御遺体の処理など（左，下へ）は弟子たちが最後まで行った。［以上のこ
とは］『御事績の称賛』に「最高の勝者においては生・死はないが，
［事物の］常住
性に執着する不幸な者たちを善［行］へと促すために，無常のありようを示そうと
お考えになり，涅槃に入り，大楽の広がりへ赴かれたという御事績に礼拝いたしま
す」とある［通りである］
。
（［以上，シェンラプの］1287）の御事績の順序は，先師の時代の手本に従ってたてられ
たものである。）
（絵師は，レプコンのポンギャ寺の僧，ナムカー・ギェルツェンである。）

6.2

図像詳解

12 枚目のタンカ，『セルミク』第 17 章「トンパ（師）が無常・悲哀を越えた（入
滅した）こと」〔ston pa mi rtag mya ngan las ’das pa〕に叙述される物語を描いたもの
と思われる。シェンラプの入滅は，あらゆる事象の無常を示すために意図的に示され
たものであるとされており，この点においてポン教におけるシェンラプの布置は，仏
教における釈迦牟尼のそれと大きく異なっている。釈迦牟尼は一国の王子として生ま
れた後，人生の苦を解決しようという念やみがたく出家の道に進んだが，シェンラプ
は初めから有情を導くという明確な目的のために降臨し，一切の存在の無常性を示す
ために自らの肉体を意図的に衰退させて死へ進んだ。これは受戒や婚姻についても同
様であり，例えば『セルミク』には，既にみたように，シェンラプはポン教を広める
ための手段として各地の王を妻として迎えたとされるが，例えば『セルミク』には，
「…トンパ・シェンラプは，衆生・有情の利を為す［ため］には，有情たちと一致し
たことを為すべきである［と考え］，また［人間の］系統を断じることや中性という
害を打破するために」［ZM: 167.3-5］妻を娶ったと記されている。
また付属文書によれば，このタンカにはシェンラプが入滅するまでの出来事が描か
れているとの見解が示されているが，このタンカの下部に，シェンラプの入滅後，天
界からムチョ・デムドゥク〔mu cho ldem drug〕という聖者が降臨し，オルモルンリ
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ンの人々を導いた様子が描かれていることについての言及がなされていない。後に見
るように，ムチョ・デムドゥクは，未来の師とされるシェーパ〔shes pa〕が人間界に
来臨するまでの間，3 年間にわたってオルモルンリンでポンの教えを説いたとされ，
シェンラプが説いた四門五藏の教説を分類し，「九次第の乗」を確立した人物とされ
る。また，付属文書には，シェンラプは人間の年で 82 歳のとき，水・女・丑の冬の
最後の月に入滅し，その後，13 の弟子たちによって教説の結集が行われたと記され
ているが，『セルミク』にはこれに相当する明確な記述がみられない。おそらく後世
の伝承に基づく見解であると思われる。以下，『セルミク』の記述に依りながら，各
図像の解説を試みたい。
6.2.1

衰弱と回復

ティツク・ギャルワ（シェンラプ）。

1
2A

ティムン・ギェルシェーの上手にある閑静な洞窟に居たシェンラプは，現象世

界の全てが無常であることを弟子たちに示すために，自らの身体を故意に衰弱させ
た。この様子を見たトブ・ブム
サンをはじめとする弟子たち
は，「トンパ・シェンラプの宝
珠の身体も，病によって衰弱す
るとは，幻の身体を持つ有情と
は な ん と 哀 れ な こ と か。」 と
言って，悲しんだ。
2B

シェンラプの治療するため

に，弟子たちはシェンラプを 8
つの黄金の車輪がついた車に
乗せ，男性の出家者たちが居住
するティムン・ギェルシェーに
向かった。
2C

シェンラプはティムン・ギェ

ルシェーの寝室に横たわった。
シェンラプの息子，トブ・ブム
サンは「シェンラプ様，貴方の
病を取り除き，治療するために
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は，どのような方法がございましょうか。私たちにご教示ください。」と言った。
これに対し，シェンラプは次のように言った。「私は様々な苦行を行い，戒律を守っ
てきたが，生・老・病・死の 4 つから解放され，安楽の地を得るために，
諸々の財を放棄
し，閑静な森に独り移り住んだのである。諸々の善を行い，心の煩悩を捨て去った。
だから幻の身体と離れても悪趣に生まれることはない。私の身体に諸々の病が広
がっているのは，世俗の真理であるが，こうした障碍を中断することは可能である。
そのためには，ト〔gto〕が役立つ。トブ・ブムサンよ，トの儀礼を執行しなさい。
」
2D

トブ・ブムサンは，魔に身代わり（クルー〔sku glud〕）を送り，ト〔gto〕・マン

〔smrang〕・ヤタ〔ya stags〕の儀式を行った。すると衰弱したシェンラプの身体は 3
日で回復した。しかしこれは煩悩が多い有情たちに，障碍を断じるためにはトの儀
礼が役立つということを教え，またトの伝統を消滅させないために，シェンラプが
世俗の真理を示したということにすぎなかった。それ故，3 日後には再び，シェン
ラプの身体は衰弱を見せた。
2E

その様子を見て，シェンラプの息子，チェーブ・ティシェーは，「シェンラプ様，

貴方のお身体を苦しめている病に対し，どのような治療を行うのが適切でございま
しょうか。私たちにご教示ください。」と尋ねた。すると，シェンラプは次のよう
に答えた。「幻の身体に病が広がるのは，世俗の相における真実である。だが，こ
れを中断することは可能である。チェーブ・ティシェーよ，汝は優れた智慧を持っ
ている。『寿世経』〔’tsho ba’i mdo〕を理解し，病を直す薬の調合法や，病の種類を
分けてその診断法（チュー）〔dpyod〕を学びなさい。」そこで，チェーブ・ティ
シェーをはじめとするシェンラプの弟子たちは，脈・尿像〔chu rtags〕の診断を通
じて病の種類を分け，諸々の薬の調合法を完成させた。この治療法により，シェン
ラプは 3 日後に病から回復した。しかし，それもまた，シェンラプが世俗の真理を
示すために，病から回復したふりをしたにすぎなかった。
6.2.2
3A

無常を説く
嘗て，繰り返しシェンラプに闘いを挑んでいたキャプパ・ラクリンは，シェン

ラプの弟子となった後，ツンパ・キャプパ〔btsun pa khyab pa〕という名を名乗っ
ていた。彼は，スムドゥーパという鳳〔bya khyung sum grus pa〕に姿を変え，魔の
国・暗闇の島〔bdud yul mun pa’i gling〕に飛来した。そして，魔たちに次のような
教えを説いた。「未だ魔の国に留まる者たちよ，よく聞きなさい。一切有情の本性
は無常であり，幻影である。ユンドゥン（永遠）のポンは空性を真実とする。現象
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世界の師であるシェンラプの身体は 4 つの元素によって生じたものであり，それが
今まさに壊れようとしている。常住を望み，様々な悪行を行う汝等は，なんと哀れ
なことか。私はシェンラプのもとで出家し，‘清浄なる仙人’としての戒律を守っ
ている。汝等も私のように，悪を放じるべきである。」ツンパ・キャプパの話を聞
いた魔たちは，暫し悪を捨て，キャプパとともにシェンラプのところに向かった。
しかし魔たちの煩悩は甚だ大きく，病によって衰弱したシェンラプの姿を見るや否
や，再び五毒の炎が燃え上がった。キャプパがシェンラプに帰依した後，魔の国を
支配するようになった生命の黒い屠殺者・アカルツェ〔a ka ru tse srog gi bshan pa
nag po〕は，シェンラプの前に姿を現し，「シェンラプよ，速やかに涅槃に入るが
よい。ぐずぐずしていると，魔の軍隊が汝の血肉を食べにやってくるであろう。そ
の前に，さぁ早く，涅槃に入るのだ。」と言った。これに対し，シェンラプは次の
ように言った。「汝が言わなくとも，私の無常なる幻の如き身体は壊れ，私は涅槃
に赴くことになろう。私は十善を為したことにより大いなる安楽の地に生まれる。
常住を望む魔たちはなんと哀れなことか。汝等は悪を重ね，多くの殺生を行ったこ
とにより，地獄に転生することになろう。」
2F

シェンラプはその後，再び衰弱した。弟子たちはシェンラプのまわりを取り囲

み，「トを行っても，チューを行っても，シェンラプを死から救うことはできない
のか。」と言って泣いた。
2G

シェンラプが涅槃に入る時期が迫っていることを悟り，弟子たちは悲しみに暮

れた。意の少年は，人々を今後もポンの教えによって導くために，入滅を思いとど
まるよう，シェンラプに懇願した。するとシェンラプは，「私は入滅するのではな
く，ポンの教えが沈むのでもない。常住を望む者の間違いを正すために，怠惰な者
たちに努力を促すために，言葉に従う者たちが行を為すために，吝嗇家たちが施し
を為すために，ひとたび涅槃に入る様子を示すのである。」と説いた。高い智慧を
有する者たちはシェンラプの言葉の真意を理解し，ニンボを唱えながら印を結び，
如来の名を唱えつつ祈願を行った。
2H

シェンラプが意図的に自身の身体に衰弱を示したことの真意を理解できない，

劣った見解をもつ弟子たち〔lta ba dman pa’i ’khor rnam〕たちは，ただ悲しみの声
を上げて泣くばかりであった。シェンラプは彼らに次のように説いた。「輪廻する
有情は無常であり幻影である。幻影であるから，私もこの身体は必ずや滅びるので
ある。」と説き，悪趣に堕ちた有情を救済するために，神やシェンの名を唱えるよ
う命じた。人々は，100 の神とシェンの名88）を唱え，それらに礼拝を行った。
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その頃，センゲ・ギャプノルの洞窟で瞑想を行っていたサンワ・ドドゥのヴィ

2I

ジョンの中に，白いア字が虚空に昇り，そこから光明が顕れる様子が顕れた。不思
議に思い，洞窟の外に出てみると，そこには瞑想の中に顕れたヴィジョンと同じ風
景が広がっていた。太陽の光が翳り，大河が流れをやめ，草木や花々は萎れ，動物
たちは悲しい鳴き声を上げていた。サンワ・ドドゥはオルモルンリンに向かい，
シェンラプを探したが，バルポ・ソギェ城にも，シャムポ・ハツェ神殿にも，ユン
ドゥン・クツェグ山にも，シェンラプの姿はなかった。彼は，シェンラプが涅槃に
入ったこと知った。
6.2.3
4A

葬

礼

シェンラプの死後，弟子たちはどのような葬礼を行えばよいか迷った。そこで，

トブ・ブムサンは，ツンパ・キャプパをサンワ・ドドゥのもとに派遣した。ツンパ・
キャプパは神変の力によってサンワ・ドドゥを探し，森の中を歩くサンワ・ドドゥ
を発見した。ツンパ・キャプパは彼に葬儀の仕方を尋ねると，サンワ・ドドゥは花
園へ向かった。
サンワ・ドドゥは，次のように言った。「ツンパ・キャプパよ，男性の出家者の
住居であるティムン・ギェルシェーと，女性の出家者の住居であるコンマ・ネゥ
チュンの間に，嘗てシェンラプがポンの教えを説いた荘厳な獅子座がある。その上
に，シェンラプのご遺体を，今でも生きているかのように，飾りや奏楽によって導
きなさい。」この言葉を受け，ツンパ・キャプパはシェンラプの遺体が置かれてい
るティムン・ギェルシェーへ向かい，遺体に出家僧が身につける 6 種の衣服を着せ，
様々な法具を持たせ，乗り物に載せた。
シェンラプの遺体を載せた乗り物は，様々な奏楽と，絹幡を手にした弟子たちに
導かれた。すると，神々・畜生・人・餓鬼・魔鬼たちが集まり，「シェンラプは一
切の生き物の父，この遺体は私のものだ。」と言って，シェンラプの遺体を奪おう
とした。そこでサンワ・ドドゥの提案により，シェンラプの遺体は黄金の棺の中に
入れられた。
4B

黄金の棺は美しい乗り物の上に載せられ，2 頭の象に引かれ，マロとユロによっ

て先導された。シェンラプの弟子たちや 5 人の息子たち，その他の多くの有情たち
は，様々な楽器を鳴らし，様々な供物を手にもって進んだ。
4C

シェンラプの遺体を載せた車が東方へ向かっていると，セルロン・チューテン

マ〔gser longs spyod brtan ma〕という土地の女神の姉妹が現れた。彼女たちの身体
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は黄金の心髄のように美しく，ウドゥムバラ〔u du ’bar〕の蓮華で飾られており，
手には黄金の千輻輪と甘露で満たされた壺を持ち，上半身を地中から出していた。
姉妹は 3 度礼拝を行うと，シェンラプの棺に向かって次のように言った。「私たち
は，男子の出家者の住居である吉兆なるティムン・ギャルシェー宮殿〔bkra shis
pho brang khri smon rgyal bzhad〕と，如来の住居であるシャムポ・ハツェ〔sham po
lha rtse〕の間の土地を守る女神でございます。シェンラプの遺体をこの土地で葬送
すれば，永遠のポンの教えは今後も炎のように光り輝くことでございましょう。」そ
のように言うと，土地の女神たちは再び地中に姿を消してしまった。ここが吉兆な
土地であることを知った弟子たちは，
ここでシェンラプの葬礼を行うことに決めた。
4D

先ず，元素の神である十姉妹〔’byung ba’i lha rigs lcam dral bcu〕によって，供物

としてヤタが配置され，その後，加持・結界，如来の宮殿を建てる儀式・線を引く
儀式が行われた。そして，四角形の曼荼羅の上に不動なる 4 本の柱が立てられ，そ
れら 4 本の柱の間に 4 本の梁が通され，4 本の梁の上には 100 本の鉄の垂木が置か
れ，その上に三角形の黄金の煉瓦が置かれた。そして，更にその上に，ムレ・ドゥ
ム樹〔mu le drum shing〕や白檀の木など，香り高く，花と果実をつける樹が積み上
げられた。
4E

弟子たちの手で黄金の棺が開けられ，シェンラプの遺体が外に出された。‘清浄

なる仙人の部’に属する出家者のうち，男性はシェンラプの衣服を脱がし，女性は
美しい詩をうたい，優れた相を具えた 4 人の少年たちは 5 種の浄水でシェンラプの
身体を洗った。そして，シェンラプの右足にはヤム（ ），左足にはラム（ ），右
手にはカム（ ），左手にはスム（ ），額にはオーム（ ）という種字が書かれ，右
の掌には太陽，左の掌には月が描かれた。
4F

意の少年をはじめとする弟子たちは，様々な楽器を演奏しながら，遺体の周り

を 3 度回った。太陽が沈み始めた頃，シェンラプの遺体は火葬場に運ばれ，2 つの
壇の上に，供養のヤタと施しのヤタが並べられた。そして夜明け頃，如来を招く儀
式が行われた後，東方の火の元素の神・ドゥンマ・セルワ〔shar phyogs ’byung ba
me yi lha sgron ma gsal ba〕が招来され，火のポン教徒であるウーキ・チャンロチェ
ン89）によって，遺体に火がつけられた。弟子たちは太鼓・シャン・法螺貝を演奏し，
絹を掲げ，灯明を持ち，香をたき，108 の花を捧げた。大地は鳴動し，空には明澄な
光が昇り，大地には美しい花々が咲き乱れ，十方には耳に心地よい音が響き渡った。
4G

火葬場の上には四如来と，それを取り囲む 1,000 の如来の姿が見えた。四如来の

うち，サティク・エルサンからは白いア〔a〕字，シェンラ・ウーカルからは白い光，
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サンポ・ブムティからはトルコ石色の煙，シェンラプからは灯が放出した。
シェンラプの遺体からは 208 の舎利が取り出された。

4H

100 個の舎利は帝釈天によって善趣の世界に持ち帰られ，三十三の神（三十三天）

4I

の世界の‘水晶の白い天蓋’〔shel gyi gur khang dkar po〕の中に建てられた，100 の
‘自ずと明澄な光を放つ大供養塔’〔rang ’byung ’od du gsal ba’i mchod rten chen po〕
の中に安置された。
100 個の舎利は龍・徳叉迦〔klu ’jog po〕によって悪趣の世界に持ち帰られ，100

4J

の‘自ずと明澄な光を放つ大供養塔’の中に安置された。
4K

残りの 8 つの舎利はオルモルンリンに残され，8 つの‘自ずと明澄な光を放つ大

供養塔’の中に安置された。
6.2.4
4L

ムチョ・デムドゥクの降臨
こうしてシェンラプは再び天界に戻った。シェンラプは‘原初より覚醒せる国’

〔srid pa ye sangs kyi yul〕
，‘ 中 空 の 神［ が 住 む ］ 光 明 の 領 域 ’〔bar lha ’od gsal gyi
gnas〕，
‘ゴンツゥン・チャの町’〔mgon btsun phywa yi grong khyer〕90）に留まり，神々
に囲まれていた。そして，将来の教師であるシェーパ91）に教誨を与えていた。そ
して次のように言った。「有情たちは益々，煩悩を深めていく。人々の寿命が 10 年
になったとき，シェーパが衆生の教化に赴くことになるだろう。しかしその時に
は，私の教説も世間では消滅し，1 つも見あたらないかもしれない。教えを絶えず
説き，教説を沈めないために，ムチョ・デムドゥク〔mu cho ldem drug〕という者
を降臨させよう。その者は阿修羅の国で教えを説き，その役目を終えたところであ
る。ムチョ・デムドゥクよ，汝は阿修羅たちの争いを鎮めた。汝には私と変わらな
い智慧と力が備わっている。将来の師であるシェーパは，未だ降臨する時期に至っ
ていない。シェーパが降臨するまでの間，汝がオルモルンリンに至り，私の教えを
守り，有情を導きなさい。」これに対し，阿修羅の世界に居たムチョ・デムドゥク
は次のように言った。「阿修羅たちの高慢な争いは尽きることがありません。しか
し，シェンラプの言葉に背くことはできません。3 年間だけ人の世界に降りて有情
を教化しましょう。それが終わったら，私は再び阿修羅の世界に戻ります。」
2J ‘自ずと明澄な光を放つ大供養塔’の前でオルモルンリンの人々が供養を行って
いると，十方に心地よい音が響き渡り，眩い光を放つ人が現れた。その人は神の衣
服を纏い，法螺貝の白い曲がった棒〔dung gi ldem shing dkar po〕を持ち，龍と獅子
に跨った 100 の神々を伴っていた。
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光を放つ人は，大供養塔の前に降り立った。人々は驚き，金銀の盆に花を入れ

て捧げ，礼拝を行った。ムチョ・デムドゥクが「私はムチョ・デムドゥク，人々を
導くために教師としてやってきた者である。」と言うと，信仰深い人々は彼を大い
に歓迎した。
3B

ムチョ・デムドゥクは信仰深い人々とともに，‘白と黒の鮮やかにして明澄なる，

上方が輝く湖島’に至った。そして次のように言った。「シェンラプが涅槃に入る
前，この地で四門五藏の教えを説いたのは多くの有縁の衆生が居た時であった。し
かし今は良い縁を具える者は少なく，そのため覚醒・成就を得る者や，智慧が優れ
た者，良い機根を具える者は次第に少なくなり，顚倒した者，誤った見解を持つ者，
悪行を行う者が次第に増えている。それ故シェンラプは，これらの教えを阿闍梨の
能力に応じて分類し，教示する必要があるとお説きになった。それは書くこと・説
くこと・聞くこと・読むこと・修習すること・瞑想すること・朗唱すること・真言
を唱えること・布教すること等である。更に多くの翻訳者が知識を深め，多くの者
たちにポンの教えを広める必要がある。」ムチョ・デムドゥクはそのように言って，
1 年間，
‘白と黒の鮮やかにして明澄なる，上方が輝く湖島’に居を据え，嘗てシェ
ンラプが説いたポンの教えを分類しつつ，それを教示した。
3C

ムチョ・デムドゥクは次に，嘗てシェンラプの葬儀が行われた地に招かれた。

彼はその地でポンの教えを 4 つのグループに分けて説き，女性が守るべき 360 の戒
律と，男性が守るべき 250 の戒律を定め，その遵守の重要性を説いた。こうして
シェンラプの教えはムチョ・デムドゥクによって分類され，文字に記された。更に
それらの聖典は翻訳者によって翻訳され，あらゆる地域に広まった。
3D

ムチョ・デムドゥクはバルポ・ソギェ城とシャムポ・ハツェ神殿にも赴き，そ

こでポンの教えを説いた。シェンラプが説いた四門五藏の教えを，能力の高い弟子
が読み，理解できない者たちに対しては，ムチョ・デムドゥクがそれを丁寧に解説
した。また彼は，シェンラプが説いた四門五藏を分類して‘九次第の乗’に分け
た。そのようにして 1 年の歳月が過ぎた。
ムチョ・デムドゥクがこうして合計で 3 年間，ポンの教えを説いたことにより，
，ティト・パルツァ
タジク〔stag gzig〕92）には，ムツァ・タヘペ〔mu tsha tra he pe〕
ム〔khri thog par tsam〕
，グティ・リパルヤ〔’gu ti li spar ya〕という 3 人の偉大な学
者が誕生した。
3E

また，インドの賢者・翻訳者であるラダク・ガクドル〔lha bdag sngags grol〕，中

国の賢者・翻訳者であるレクタン・マンポ〔legs tang rmang po〕
，トム〔phrom〕の
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賢者・翻訳者であるセルトク・チェジャム〔gser thog lce ’byams〕という 3 人の翻
訳者は，神通の足を持っており，その足でムチョ・デムドゥクの前に参上し，智慧
を磨いた93）。
3F

こうしてムチョ・デムドゥクはポンの教えを説き，有縁の衆生を導いた。人々

はムチョ・デムドゥクに花を捧げ，6 人の賢者たちは礼拝を行った。人の世界での
教化を終えたムチョ・デムドゥクは，3 歩で虚空に去った。その後，ポンの教えは
6 人の賢者たちによって広められることになったのである。

おわりに
以上，シェンラプ伝の後半部分を描いた 6 枚のタンカについて，ポン教の代表的な
聖典の一つである『セルミク』の記述に依りながら，その記述・解説を試みた。冒頭
でも触れたように，本研究で扱った 6 枚のタンカと，筆者が既に記述・解説を行った
6 つのタンカを併せた 12 枚のタンカは，シェンラプの「12 の偉業」〔mdzad pa bcu
gnyis〕を描いたものとして知られる。今日のポン教徒の間ではシェンラプが一生涯
に為した事績を 12 に分けて説明するのが最も一般的になっているが，シェンラプの
事績を 12 に分類する習慣は，彼の生涯を図像として描く必要に迫られた主体が仏伝
に見える十二相成道等の影響を受けて確立したものと思われる。シェンラプの生涯を
描いたタンカの図像については，これまでに，ペル・クヴェルネ（Per Kvaerne）94）や
サムテン・カルメイ（Samten G. Karmey）による研究95）があるが，今後はこうした研
究との比較を進めることが，ポン教のタンカに関する図像学研究を進展させる上で重
要になると思われる。
本稿で扱った 6 枚のタンカが，『セルミク』に叙述されるシェンラプ伝に依ったも
のであることは明らかであるが，同書には，これらのタンカに描かれていない幾つか
の重要な物語が見える。例えば，悪魔キャプパ・ラクリンがシェンラプに帰依した後，
新たに登場する別の悪魔が再びシェンラプに攻撃を挑む場面や，弟子たちの宗教的資
質（機根）に関する説話，また習気の浄化やアーラヤ識に関する教説の説示などであ
る。これは，絵師たちによってタンカが描かれる際，或いはタンカの様式が確立され
る際に，何らかの基準によって描かれるべき対象とそうでない対象が区別されたこと
を意味している。ポン教の伝統において，こうした選択が如何なる基準に基づいて行
われてきたのか，また，そうした選択行為の中に，絵師個人の主体性―或いはある
種の芸術的霊感と呼びうるもの―が介在する余地はどの程度あるのか，ということ
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について考察することは，テキストとしての聖伝と区別される宗教画という表現媒体
の独自性を吟味する上で重要な課題になる。
ポンギャ寺で蒐集された 51 枚のタンカは，このあと，ポン教の聖者や神々の姿を
詳細に描いた図像へと続いている。これらのタンカの中に，ポン教の独自性が如何に
顕れているか，また如何なる意味が隠されているかということを見極めるためにも，
今後も継続して研究を進めていくことにしたい。

略

号

［DD］mdo ’dus pa rin po che’i rgyud thams cad mkhyen pa’i bka’ tshad ma（国立民族学博
物館蔵）
［ZM］mdo gzer mig; dus gsum gshen rab kyi ’byung khungs dan mdzad pa’i rgyud ’dus pa
rin po che gzer mig gi mdo（『賽米』中国藏学出版社），1991.
［ZJ］mdo dri med gzi brjid; ’dus pa rin po che’i rgyud dri ma med pa gzi brjid rab tu ’bar
ba’i mdo, bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang（
『敦巴辛绕全传』西藏藏文古
籍出版社），2000.

補

遺

【補遺 1】「二種の賓客」と「二種のヤタ」（※［ZM: 246.10-252.7］に叙述される。）
1. 二種の賓客〔mgron rnam pa gnyis〕
供養対象の区別を述べたものと思われる。「供養対象（帰依処）の賓客」と「慈
悲の賓客」の二種に分けられる。
（1）「供養対象（帰依処）の賓客」
〔mchod gnas kyi mgron〕＝「三時の如来」
〔dus
gsum gyi bde bar gshegs pa〕
①「過去に去ったもの」〔snga rabs ’das pa〕
②「現在おわすもの」〔da ltar bzhugs pa〕
③「後に到るもの」〔slad kyi ’byon pa〕
（2）「慈悲の賓客」〔snying rje’i mgron〕＝「煩悩［を有する］三界の有情」
〔khams gsum gyi sems can nyon mongs pa〕
①「欲界［の有情］」〔’dod khams (kyi sems can)〕
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②「色界［の有情］」〔gzugs khams (kyi sems can)〕
③「無色界［の有情］」〔gzugs med pa’i khams (kyi sems can)〕
2. 二種のヤタ〔ya stags rnam pa gnyis〕
三悪趣から三善趣へ，三善趣から無上の果へと，有情を‘上方へ’〔yar〕導く霊
器〔stags〕となるが故に‘ヤタ’と呼ばれる［ZM: 255.14-19］
。また，（1）「供
養のヤタ」，（2）「施しのヤタ」という以下の二種のヤタを並べるために二つの祭
壇が設けられるが，その際，「供養のヤタ」は上段（或いは上座），「施しのヤタ」
は下段（或いは下座）に並べるべきであるともされる［ZM: 250.14-17］。
（1）「供養のヤタ」〔mchod pa’i ya stags〕
以下の「五種の具えること」〔ldan pa rnam pa lnga〕を「供養対象（帰依処）
の賓客」である「三時の如来」に捧げ，帰依を表明することにより，一切有
情を導くことができるとされる（以下の①～⑤のヤタを順に捧げる）
。
①「悉く清浄な心を具える［という供養］」〔kan dang ba’i sems dang ldan pa(’i
mchod pa)〕
心を甚だ快適で清浄な状態にしたうえで，前・後を持たない智慧の神
〔ye shes lha〕が十方を悉くご覧になり，全てを明るく照らす光明が到
来する様子を心で想うこと。
②「恭敬の身体を具える［という供養］」
〔gus pa’i lus dang ldan pa(’i mchod pa)〕
一切の色蘊を洗い清めて美しい飾りと衣装を身につけ，神の手印を結
び，［左］繞・礼拝し，信仰の舞踊と美しい奏楽を行うこと。
③「 心 地 よ い 音 を 具 え る［ と い う 供 養 ］」〔snyan pa’i sgra dang ldan pa(’i
mchod pa)〕
耳に心地よい 8 種の‘チョン’〔gcong〕という声音96） を感謝のしる
しとして捧げ，1,000 の神・シェンの名前を唱え，太鼓・シャン・法
螺貝・笛・リュート・琵琶・シルニェン97） 等の楽器よって心地良い
音を発すること。
④「 清 浄 な 食 物 を 具 え る［ と い う 供 養 ］」〔gtsang ma’i zas dang ldan pa(’i
mchod pa)〕
金・銀などの清浄な盆の上に清浄な食物を積み上げる。草花の心髄で
ある油，果物の心髄である黒糖，花の心髄である蜜，穀物の心髄であ
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る胡麻，水の心髄である塩，ミルク，薬の河〔sman gyi chu bo〕など，
他にもあらゆる穀物や薬，様々な花を積み上げる。更に，灯明，香の
煙，聖水〔tshan chu〕，白く丸いトルマ〔gsas bshos〕，花を積み上げ，
如来，シェンラプ，シーパ，神，女神たちの 1,000 の名前を唱えなが
ら，これらを捧げること。
⑤「 美 し い 飾 り を 具 え る［ と い う 供 養 ］」〔mdzes pa’i rgyan dang ldan pa(’i
mchod pa)〕
色鮮やかな絹に装飾を施す。絹傘〔bla bre〕，幢幡〔rgyal mtshan〕
，旗
〔ba dan〕
，幟〔’phan〕
，傘〔gdugs〕，隊旗〔ru mtshon〕
，［白色の］宝
石が編み込まれた格子状の装飾品〔zar tshag(s)〕，三角形の旗〔dbal
dar〕
，幕〔yol ba〕，様々な色の絹で作られた曼荼羅を飾るための装飾
〔dar bu khad〕などを捧げ，更に，空の心髄であるトルコ石，地の心
髄である黄金，水の心髄である銀，火の心髄である銅，風の心髄であ
る鉄などから作られた様々な装飾品や，色の付いた砂〔rdul tshon〕で
虎，獅子，馬などを描き，それらを捧げること。
（2）「施しのヤタ」
〔sbyin pa’i ya stags〕
有情がその本性として求める，以下の「五種の欲望」〔’dod pa rnam pa lnga〕
を満たすための供物を「煩悩［を有する］三界の有情」に施し，彼らを満足
させることによって死者を解脱へと導き，施主たちの障碍を浄化することが
できるとされる。
①「美麗なる姿形を欲する眼の欲望［を満たす供物］」〔mig gzugs sdug pa
kun ’dod pa〕
あらゆる穀物の粉末で，鳥・肉食動物・野生動物・家畜などを作り，
正しく彩色したものを並べる。
②「柔らかな感触を欲する身体の欲望［を満たす供物］」〔mig gzugs sdug pa
kun ’dod pa〕
最上の絹，肉食動物・草食動物［の毛皮・模造品］，毛織の布などを
並べる。
③「美味を欲する舌の欲望［を満たす供物］」〔lces ro zhim po ’dod pa〕
我々が屠ったのではない様々な動物の肉，様々な白い食べ物，様々な
穀物，様々な甘い食べ物，様々な酸っぱい食べ物を盆の上に並べる。
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④「芳しい香りを欲する鼻の欲望［を満たす供物］」〔snas dri zhim po ’dod pa〕
地の香りを持つ硫黄の如きもの，水の香りを持つ舟の如きもの，火の
香りを持つ焦げた煙の如きもの，肉の香りを持つ麝香鹿の精華の如き
もの，血の香りを持つ象の血の如きもの，穀物の香りを持つガーディ
シ98） の如きもの，薬の香りをもつ樟脳の如きもの，これらを全て盆
の上に並べる。
⑤「心地よい音を欲する耳の欲望」〔rna bas sgra snyan pa ’dod pa〕
耳に心地よい真言の象徴，耳に心地よい感謝の韻律，耳に心地よいシ
ルニェンの音などをシェンラプの化身として捧げる。
【補遺 2】1,000 の如来〔bder gshegs stong〕
サティク・エルサン〔sa trig er sangs〕
，シェンラ・ウーカル〔gshen lha ’od dkar〕，
シーパ・サンポ・ブムティ〔srid pa sangs po ’bum khri〕
，トンパ・シェンラプ・ミボ
〔ston pa gshen rab mi bo〕という四如来〔bder gshegs (gtso) bzhi〕の御身体（身）・御言
葉（語）・御心（意）・功徳・偉業より顕れ，十方に住するされる 1,000 の如来。
I

東方の 100 の如来〔shar phyogs kyi bde bar gshegs pa brgya〕［ZM: 267.1-275.11］
1. 広がりの母，サティク・エルサン〔dbying kyi yum sa trig er sangs〕より顕れる如
来たち
サティク・エルサンの身体の色は黄金の心髄の如し。その装飾・衣装・無量宮は，

黄金をさらに黄金の光が甚だ美しく飾っている。右手には‘黄金の文字・五つの勇者
の種字’〔gser gyi yi ge dpa’ bo ’bru lnga〕を持ち，左手には‘明澄なる顕現（光明）・
黄金の鏡’〔snang gsal gser gyi me long〕を持っている。宝珠のように鮮やかに光る
‘偉大な力能［を有する］二頭の虎’〔rtsal chen seng ge gnyis〕の座にすわり，加持力
により有情を教化している。
A.

サティク・エルサンの御身体〔sku〕の加持より生じた如来
娑婆世界〔mi mjed ’jig rten〕の東方で，慈悲の方便によって衆生の利を為
す‘御身体の女神’〔sku’i lha mo〕たち。
（1）シジー・ターイェーマ〔gzi brjid mtha’ yas ma〕
（2）シバル・タクラム〔gzi ’bar bkrags lam〕
（3）シジン・ウーセルラム〔gzi byin ’od gsal lam〕
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（4）シダン・セルトマ〔gzi mdangs zer ’phro ma〕
（5）シウー・ヨンギェーマ〔gzi ’od yongs rgyas ma〕
B.

サティク・エルサンの御言葉〔gsung〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の東方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉の女神’
〔gsung gi lha mo〕たち。
（6）ダヤン・ダンデンマ〔sgra dbyangs mdangs ldan ma〕
（7）ダケー・トンギュルマ〔sgra skad stong sgyur ma〕
（8）チルヤン・ニェンペーマ〔cir yang snyan pa’i sgra〕
（9）チルヤン・ニェンペーダ〔snang srid rang skad mkhyen〕
（10）チクデー・ダツゥンマ〔tshig sgra’i brda mtshon ma〕

C.

サティク・エルサンの御心〔thugs〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の東方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心の女神’
〔thugs kyi lha mo〕たち。
（11）クンリク・ロセルマ〔kun rig blo gsal ma〕
（12）シェーラプ・ロデンマ〔shes rab blo ldan ma〕
（13）リクシェー・クンリクキェー〔rig shes kun rig bskyed〕
（14）ナンシー・ロラセル〔snang srid blo la gsal〕
（15）イェシー・イラタ〔ye srid yid la bkra〕

D.

サティク・エルサンの功徳〔yon tan〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の東方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳の女神’
〔yon tan gyi lha mo〕たち。
（16）ナンシー・ギェーゼーマ〔snang srid rgyas mdzad ma〕
（17）イェシー・インデルマ〔ye srid dbyings bdal ma〕
（18）カムスム・トゥクジェキョン〔khams gsum thugs rjes skyong〕
（19）シースム・ラプキデン〔srid gsum rlabs kyis ’dren〕
（20）トンスム・タルギェーペル〔stong gsum mthar rgyas spel〕

E.

サティク・エルサンの偉業〔’phrin las〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の東方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業の女神’
〔’phrin las gyi lha mo〕たち。
（21）ズトゥル・ヤマスン〔rdzu ’phrul ya ma zung〕
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（22）チルヤン・チョトゥルトン〔cir yang cho ’phrul ston〕
（23）トゥルク・サムメーギェー〔sprul sku bsam med ’gyed〕
（24）セムチェン・グードゥーキョン〔sems can dgos ’dod skong〕
（25）カムスム・トゥルペーキョン〔khams gsum sprul pas skyong〕
2. 原智の神，シェンラ・ウーカル〔ye shes kyi lha gshen lha ’od dkar〕より顕れる如
来たち
シェンラ・ウーカルの身体の色は水晶の心髄の如し。その装飾・衣装・無量宮
は，水晶をさらに水晶の光が甚だ美しく飾っている。手には慈悲の導きの［象徴
である］鉄の鉤針〔lcags kyu〕を持ち，宝珠のように鮮やかに光る‘強力な二頭
の象’〔stobs ldan glang po gnyis〕の座にすわり，慈悲［の心］を起こして有情を
教化している。
A.

シェンラ・ウーカルの御身体〔sku〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の東方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御身体の神’
〔sku’i lha〕がみ。
（26）ガルセー・ツェンポ〔gar gsas btsan po〕
（27）ガルブ・シャンギェル〔gar bu shang rgyal〕
（28）ガルセー・ダクポバル〔gar gsas drag po ’bar〕
（29）ガルセー・セルワバル〔gar gsas gsal ba ’bar〕
（30）ガルセー・ウールマセル〔gar gsas ’od ru ma zer〕

B.

シェンラ・ウーカルの御言葉〔gsung〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の東方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉の神’
〔gsung gi lha mo〕がみ。
（31）ガルセー・トプダンセル〔gar gsas stobs dang zer〕
（32）ガルセー・ガルタン・シェルデン〔gar gsas gar dang shel ldan〕
（33）ガルセー・ガルタン・ウーカルデン〔gar gsas gar dang ’od dkar rje〕
（34）ガルセー・ガルジェ・ロマン〔gar gsas gar rje lo rmang〕
（35）ガルセー・ガルユル・ツォルポ〔gar gsas gar yul rtsol bo〕

C.

シェンラ・ウーカルの御心〔thugs〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の東方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心の神’
〔thugs gi lha〕がみ。
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（36）ガルセー・ショクツェルジェ〔gar gsas gshog rtsal rje〕
（37）ガルセー・ツェルダク・キョルポ〔gar gsas tshal drag skyol po〕
（38）ガルセー・ロクグ・シュクパ〔gar gsas rog gu shag pa〕
（39）ガルセー・ティンパクメー〔gar gsas gting dpag med〕
（40）ガルセー・パクメー・ウーギェー〔gar gsas dpag med ’od rgyas〕
D.

シェンラ・ウーカルの功徳〔yon tan〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の東方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳の神’〔yon
tan gyi lha〕たち。
（41）ガルセー・ヨグク・タンポ〔gar gsas g.yo ’gul thang po〕
（42）ガルセー・セルタン・ギャキェー〔gar gsas gsal dang rgya bskyed〕
（43）ガルセー・タンギェー・ウージェバル〔gar gsas thang rgyas ’od rje ’bar〕
（44）ガルセー・ウーユク・セゲースチュー〔gar gsas ’od yug bse gas su gcod〕
（45）ガルセー・ティンパク・ムメーギェー〔gar gsas gting dpag mu med
rgyas〕

E.

シェンラ・ウーカルの偉業〔’phrin las〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の東方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業の神’
〔’phrin las kyi lha〕がみ。
（46）ガルセー・カージェ・ウーダン〔gar gsas mkha’ rje ’od dang〕
（47）ガルセーカーユク・ロンデル〔gar gsas mkha’ yug klong gdal〕
（48）ガルセー・ユクパ・セルバル〔gar gsas yug pa gsal ’bar〕
（49）ガルセー・バルユク・トゥルタン〔gar gsas ’bar yug sprul thang〕
（50）ガルセー・ガルランマルポ〔gar gsas gar glang dmar po〕

3. 方便の最勝，シーパ・サンポ・ブムティ〔thabs kyi mchog srid pa sangs po ’bum
khri〕より顕れる如来たち
シーパ・サンポ・ブムティの身体の色は銀の心髄の如し。その装飾・衣装・無
量宮は，銀をさらに銀の光が甚だ美しく飾っている。手には宝珠の勝幢〔rin po
che’i rgyal mtshan〕を持ち，宝珠のように鮮やかに光る‘偉大な二羽のガルーダ’
〔rlabs chen bya khyung gnyis〕の座にすわり，化身によって存在し，有情を教化し
ている。
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A.

シーパ・サンポ・ブムティの御身体〔sku〕の化身〔sprul pa〕によって存在
する如来
娑婆世界の東方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御身体のシー
パ’〔sku’i srid pa〕たち。
（51）イェサン・カルポ〔ye sangs dkar po〕
（52）グンサン・グンポ〔gung sangs sngon po〕
（53）ヤンサン・デボ〔yang sangs de bo〕
（54）サンポ・イリン〔sangs po yid rings〕
（55）サンギェー・タルゾク〔sangs rgyas mthar rdzogs〕

B.

シーパ・サンポ・ブムティの御言葉〔gsung〕の化身によって存在する如来
娑婆世界の東方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉のシー
パ’〔gsung gi srid pa〕たち。
（56）イェデル・ムティ〔ye bdal mu khri〕
（57）グンダク・ツェンポ〔gung bdag btsan po〕
（58）イェティ・シェーデン〔ye khri shes ldan〕
（59）ムサン・デボ〔mu sangs de bo〕
（60）サントク・ティセル〔sangs thog khri gsal〕

C.

シーパ・サンポ・ブムティの御心〔thugs〕の化身によって存在する如来
娑婆世界の東方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心のシーパ’
〔thugs kyi srid pa〕たち。
（61）トゥルトク・ロンタンジェ〔’phrul tog klong dang rje〕
（62）トゥルジェ・ダンケンジェ〔’phrul rje drang rkan rje〕
（63）トゥルブ・サンタンセル〔’phrul bu gsang dang gsal〕
（64）トゥルギ・ダンシンジェ〔’phrul gyi drang shing rje〕
（65）トゥルギ・シーパキェ〔’phrul dang srid pa skyed〕

D.

シーパ・サンポ・ブムティの功徳〔yon tan〕の化身によって存在する如来
娑婆世界の東方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳のシーパ’
〔yon tan gyi srid pa〕たち。
（66）カルタン・ジェチューパ〔dkar dang rje phyod pa〕
（67）チューパ・セルワンギュル〔phyod pa gsal dbang sgyur〕
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（68）ワンタン・クーリンギュル〔dbang dang bkod gling sgyur〕
（69）モンラムギ・クーパヤク〔smon lam gyi bkod pa yags〕
（70）モンラム・イシンタンポ〔smon lam yid bzhin thang po〕
E.

シーパ・サンポ・ブムティの偉業〔’phrin las〕の化身によって存在する如来
娑婆世界の東方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業のシーパ’
〔’phrin las kyi srid pa〕たち。
（71）シェーシン・タンポ〔shes bzhin thang po〕
（72）クンギュル・ワンチュク〔kun bsgyur dbang phyug〕
（73）ギャキェー・ヨンデル〔rgya bskyed yongs bdal〕
（74）ワンチェン・バルワウー〔dbang chen ’bar ba ’od〕
（75）ワンチェン・コルロギュル〔dbang chen ’khor lo bsgyur〕

4. 智慧99）の殊勝，トンパ・シェンラプ・ミボ〔shes rab kyi phul ston pa gshen rab mi
bo〕より顕れる如来たち
トンパ・シェンラプ・ミボの身体の色は宝珠のように鮮やかであり，その装飾・
衣装・無量宮は，宝珠をさらに宝珠の光が甚だ美しく飾っている。手には宝珠の
チャクシン〔chags shing〕100）を持ち，宝珠のように鮮やかに光る‘九層輪’
〔’khor
lo dgu brtsegs〕の座にすわり，光線を放出し，有情を教化している。
A.

トンパ・シェンラプ・ミボの御身体〔sku〕の光線〔’od zer〕101） から顕れる
如来
娑婆世界の東方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御身体のシェ
ン’
〔sku’i gshen〕たち。
（76）デボ・スンチェン〔lde bo gsung chen〕
（77）カテムヤ〔kha ste mu ya〕
（78）ムテ・グージャム〔mu ste rgod ’byam〕
（79）グーダク・ラプチェン〔rgod drag rlabs chen〕
（80）ナムデ・スンギュル〔gnam lde gsung ’gyur〕

B.

トンパ・シェンラプ・ミボの御言葉〔gsung〕の光線から顕れる如来
娑婆世界の東方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉のシェ
ン’
〔gsung gi gshen〕たち。
（81）デサン・ウーバル〔lde gsang ’od ’bar〕
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（82）デギェル・ワンシェン〔lde rgyal dbang gshen〕
（83）ワンギュル・ガルツゥク〔dbang bsgyur gal gtsug〕
（84）ダケー・ブムギュル〔sgra skad ’bum bsgyur〕
（85）デウー・サンダク〔lde ’od gsang grags〕
C.

トンパ・シェンラプ・ミボの御心〔thugs〕の光線から顕れる如来
娑婆世界の東方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心のシェン’
〔thugs kyi gshen〕たち。
（86）タンモ・ウーギャル〔thang ma ’od rgyal〕
（87）タンマ・メドゥン〔thang ma me sgron〕
（88）ウーデ・チェジャム〔’od de lce ’byam〕
（89）ドンマ・セルバル〔sgron ma gsal ’bar〕
（90）ウーギェル・バルドゥン〔’od rgyal ’bar sgron〕

D.

トンパ・シェンラプ・ミボの功徳〔yon tan〕の光線から顕れる如来
娑婆世界の東方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳のシェン’
〔yon tan gyi gshen〕たち。
（91）レクパ・クンジュン〔legs pa kun ’byung〕
（92）ヤクパ・ヨンキェー〔yags pa yongs bskyed〕
（93）トミー・キェンパギェー〔thogs med mkhyen pa rgyas〕
（94）カメー・トドゥバル〔bkag med spro bsdu ’bar〕
（95）ツァンパ・ウールムツェ〔tshangs pa ’od rum rtse〕

E.

トンパ・シェンラプ・ミボの偉業〔’phrin las〕の光線から顕れる如来
娑婆世界の東方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業のシェン’
〔’phrin las kyi gshen〕たち。
（96）ニョムパ・フンドゥプ〔snyoms pa lhun grub〕
（97）ニャムニョム・クンデン〔mnyam snyoms kun ’dren〕
（98）ニャムペー・ロデン〔mnyam pa’i blo ldan〕
（99）トミー・トプチョ〔thogs med stobs mchog〕
（100）クンジュン・カクパメー〔kun ’byung bkag pa med〕
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34巻 2 号

北方の 100 の如来〔byang phyogs kyi bde bar gshegs pa brgya〕［ZM: 278.10-286.17］

1. 広がりの母，サティク・エルサン〔dbying kyi yum sa trig er sangs〕より顕れる如
来たち。
A.

サティク・エルサンの御身体〔sku〕の加持力より生じた如来
娑婆世界〔mi mjed ’jig rten〕の北方で，慈悲の方便によって衆生の利を為
す‘御身体の女神’〔sku’i lha mo〕たち。
（101）ターイェー・クジーマ〔mtha’ yas sku brjid ma〕
（102）セルウェー・ウーデルマ〔gsal ba’i ’od bdal ma〕
（103）ウーマ・タクダンマ〔’od ma bkrag mdangs ma〕
（104）セルデン・トゥルティンシャ〔zer ldan ’phrul ting shags〕
（105）ヨンス・キャプギェーマ〔yongs su khyab rgyas ma〕

B.

サティク・エルサンの御言葉〔gsung〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の北方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉の女神’
〔gsung gi lha mo〕たち。
（106）ニェンペー・ダヤンドク〔snyan pa’i sgra dbyangs sgrogs〕
（107）ダケー・パクトゥメー〔sgra skad dpag tu med〕
（108）ニェンダヤン・キェーマ〔snyan sgra dbyangs skyed ma〕
（109）ジクテン・ランダケン〔’jig rten rang sgra mkhyen〕
（110）ダイ・ツゥンゼーマ〔brda yi mtshon mdzad ma〕

C.

サティク・エルサンの御心〔thugs〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の北方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心の女神’
〔thugs kyi lha mo〕たち。
（111）クンリク・ロセルマ・ルートゥン〔kun rig blo gsal ma lus ston〕
（112）シェーラプ・セルバルダン〔shes rab gsal ’bar dwangs〕
（113）クンリク・セルウェー・チョク〔kun rig gsal ba’i mchog〕
（114）ナンセル・ウーセルト〔snang gsal ’od zer ’phro〕
（115）イェジャム・キャプセルマ〔ye ’byam khyab gsal ma〕

D.

サティク・エルサンの功徳〔yon tan〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の北方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳の女神’
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〔yon tan gyi lha mo〕たち。
（116）シーパ・ギェーパルペル〔srid pa rgyas par spel〕
（117）デルキャプ・クントマ〔bdal khyab kun ’phro ma〕
（118）マルー・トゥクジェ・キョン〔ma lus thugs rjes skyong〕
（119）レクペー・ジンラプマ〔legs pa’i byin rlabs ma〕
（120）ギェーパ・タルペルマ〔rgyas pa mthar spel ma〕
E.

サティク・エルサンの偉業〔’phrin las〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の北方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業の女神’
〔yon tan gyi lha mo〕たち。
（121）ズトゥル・トミートゥン〔rdzu ’phrul thogs med ston〕
（122）チョトゥル・チルヤントゥン〔cho ’phrul cir yang ston〕
（123）トプチョク・トミーキェン〔stobs mchog thogs med mkhyen〕
（124）ダクシュル・ツェルタンデン〔drag shul rtsal dang ldan〕
（125）カムタン・キェムチェーセル〔khams dang skye mched gsal〕

2. 原智の神，シェンラ・ウーカル〔ye shes kyi lha gshen lha ’od dkar〕より顕れる如
来たち。
A.

シェンラ・ウーカルの御身体〔sku〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の北方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御身体の神’
〔sku’i lha〕がみ。
（126）グーセー・カムパ〔rgod gsas kham pa〕
（127）グーブ・タルダク〔rgod bu ’phrar drag〕
（128）グ ー セ ー・ ダ ク ポ・ ト ゥ ル シ ュ ク チ ェ ン〔rgod gsas drag po rtul
shugs can〕
（129）グーセー・セルウェー・ウーセルデン〔rgod gsas gsal ba’i ’od zer ldan〕
（130）グーセー・ウーセル・チョクチュルト〔rgod gsas ’od zer phyogs bcur
’phro

B.

シェンラ・ウーカルの御言葉〔gsung〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の北方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉の神’
〔gsung gi lha mo〕がみ。
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（131）グーセー・セルデン・トプキィ・シュクチェン〔rgod gsas zer ldan
stobs kyi shugs can〕
（132）グ ー セ ー・ ロ デ ン・ ダ ン ダ ク ツ ェ ン ポ〔rgod gsas blo ldan grangs
bdag btsan po〕
（133）グーセー・ウーセル・ラムパ〔rgod gsas ’od zer lam pa〕
（134）グーセー・ダクシュク・ツェルデン〔rgod gsas drag shugs rtsal ldan〕
（135）グーセー・キャプワン・ギュルチェン〔rgod gsas khyab dbang sgyur
chen〕
C.

シェンラ・ウーカルの御心〔thugs〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の北方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心の神’
〔gsung gi lha〕がみ。
（136）グーセー・ダクポ・ショクツェルジェ〔rgod gsas drag po gshog rtsal rje〕
（137）グーセー・キェーパ・ダクポデン〔rgod gsas skyed pa drag po ldan〕
（138）グーセー・ロクパ・キェーパ〔rgod gsas rog pa bskyed pa〕
（139）グーセー・ターギェー・ティンパクメー〔rgod gsas mtha’ rgyas gting
dpag med〕
（140）グーセー・トゥクジェ・パクトゥメー〔rgod gsas thugs rje dpag tu med〕

D.

シェンラ・ウーカルの功徳〔yon tan〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の北方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳の神’〔yon
tan gyi lha〕たち。
（141）グーセー・ヨグル・ギェーパ〔rgod gsas g.yo ’gul rgyas pa〕
（142）グーセー・ギャルキャプ・セルバル〔rgod gsas rgyar khyab gsal ’bar〕
（143）グーセー・ウージェ・ウーユクバル〔rgod gsas ’od rje ’od yug ’bar〕
（144）グ ー セ ー・ ユ ク パ・ チ ュ ー パ ギ ェ ー〔rgod gsas yug pa phyod pa
rgyas〕
（145）グーセー・ムメー・トゥクジェキャプ〔rgod gsas mu med thugs rjes
khyab〕

E.

シェンラ・ウーカルの偉業〔’phrin las〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の北方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業の神’
〔’phrin las kyi lha〕がみ。
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（146）グーセー・ウータンカージェキェー〔rgod gsas ’od dang mkha’ rje
skyed〕
（147）グーセー・カーラ・ニャムペー・トゥンドゥプ〔rgod gsas mkha’ la
mnyam pa’i don grub〕
（148）グーセー・セーセル・キャプパ〔rgod gsas gsal zer khyab pa〕
（149）グーセー・ニュルギョ・ユーキ・キュー〔rgod gsas myur mg.yogs
yud kyis bskyod〕
（150）グ ー セ ー・ ツ ェ ル ト プ・ セ ン ゲ ィ・ シ ュ ク〔rgod gsas rtsal stobs
seng ge’i shugs〕
3. 方便の最勝，シーパ・サンポ・ブムティ〔thabs kyi mchog srid pa sangs po ’bum
khri〕より顕れる如来たち。
A.

シーパ・サンポ・ブムティの御身体〔sku〕の化身〔sprul pa〕によって存在
する如来
娑婆世界の北方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御身体のシー
パ’〔sku’i srid pa〕たち。
（151）イェギュー・ムチュー〔ye rgyud mu phyod〕
（152）セルタン・ウーキャプ〔gsal dang ’od khyab〕
（153）ウーバル・ティルム〔’od ’bar khri rum〕
（154）ツァンパ・インルム〔tshangs pa dbyings rum〕
（155）セルバル・ムギェー〔gsal ’bar mu rgyas〕

B.

シーパ・サンポ・ブムティの御言葉〔gsung〕の化身によって存在する如来
娑婆世界の北方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉のシー
パ’〔gsung gi srid pa〕たち。
（156）イェキャプ・デルパ〔ye khyeb bdal pa〕
（157）グンティ・バルワウー〔gung khri ’bar ba ’od〕
（158）イェシェ・セルデン〔ye shes gsal ldan〕
（159）デルキャプ・ダクパ〔bdal khyab dag pa〕
（160）ダムチャム・ケードゥク〔’bram phyam skyes drug〕

C.

シーパ・サンポ・ブムティの御心〔thugs〕の化身によって存在する如来
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娑婆世界の北方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心のシーパ’
〔thugs kyi srid pa〕たち。
（161）ダンケー・ロンジェキェー〔dang skyes klong brje bskyed〕
（162）デロン・クンドゥプツェル〔bde klong kun grub rtsal〕
（163）ヤクニョム・キャプパルドゥル〔yags snyoms khyab par sgrol〕
（164）クーパ・ギェータルペル〔bkod pa rgyas mthar spel〕
（165）ヤンパル・ヨンデルキョン〔yangs par yongs bdal skyong〕
D.

シーパ・サンポ・ブムティの功徳〔yon tan〕の化身によって存在する如来
娑婆世界の北方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳のシーパ’
〔yon tan gyi srid pa〕たち。
（166）チューパ・カルセルト〔phyod pa dkar zer ’phro〕
（167）ウールム・ツェルチプ〔’od rum rtser chibs〕
（168）シェーラプ・パクセルワ〔shes rab ’phags gsal ba〕
（169）セルバル・ウールム〔gsal ’bar ’od rum〕
（170）トミー・タシツェグ〔thogs med bkra shis brtsegs〕

E.

シーパ・サンポ・ブムティの偉業〔’phrin las〕の化身によって存在する如来
娑婆世界の北方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業のシーパ’
〔’phrin las kyi srid pa〕たち。
（171）ジュンキェー・ゾクパ〔byung bskyed rdzogs pa〕
（172）タルキャプ・ゾクパ〔mthar khyab rdzogs pa〕
（173）ジュンワ・キェーロン〔’byung ba bskyed klong〕
（174）ゾクキャプ・ケルデン〔rdzogs khyab skal ldan〕
（175）ダンジン・ツィーキェン〔grangs ’dzin rtsis mkhyen〕

4. 智慧102）の殊勝，トンパ・シェンラプ・ミボ〔shes rab kyi phul ston pa gshen rab mi
bo〕から顕れる如来たち。
A.

トンパ・シェンラプ・ミボの御身体〔sku〕の光線〔’od zer〕から顕れる如来
娑婆世界の北方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御身体のシェ
ン’〔sku’i gshen〕たち。
（176）パラプ・リンツェル〔pa rab gling rtsol〕
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（177）ロンヤンムゲー〔klong yangs mu rgyas〕
（178）カーセル・キェンギェー〔mkha’ gsal mkhyen rgyas〕
（179）ジャムデン，ケーペル〔byams ldan skyed dpal〕
（180）タルチェー・ギェーデン〔thar byed rgyud ’dren〕
B.

トンパ・シェンラプ・ミボの御言葉〔gsung〕の光線から顕れる如来
娑婆世界の北方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉のシェ
ン’〔gsung gi gshen〕たち。
（181）ウーセル・デワン〔’od gsal lde dbang〕
（182）ワンダク・チプー〔dbang grags spyi phud〕
（183）コルロ・ワンギュル〔’khor lo dbang bsgyur〕
（184）ダギェル・ダクパ〔sgra rgyal grags pa〕
（185）マデー・ニャムチョク〔ma ’dres mnyam mchog〕

C.

トンパ・シェンラプ・ミボの御心〔thugs〕の光線から顕れる如来
娑婆世界の北方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心のシェン’
〔thugs kyi gshen〕たち。
（186）ギェルワ・サンタンデン〔rgyal ba gsang dang ldan〕
（187）ウールム・メドゥンセル〔’od rum me sgron gsal〕
（188）インチェン・ナムカーデル〔dbyings chen nam mkha’ bdal〕
（189）キャプセル・トプデン〔khyab zer stobs ldan〕
（190）ギェルチェー・トプデン〔rgyal byed dbang thob〕

D.

トンパ・シェンラプ・ミボの功徳〔yon tan〕の光線から顕れる如来
娑婆世界の北方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳のシェン’
〔yon tan gyi gshen〕たち。
（191）デガー・クンデン〔bde mnga’ kun ldan〕
（192）ナンデン・ヨンキェー〔snang ldan yongs bskyed〕
（193）ケンデン・ワンシー〔mkhyen ldan dbang srid〕
（194）キャプワン・スーゼー〔khyab dbang gsos mdzad〕
（195）チャクメー・モントプチョク〔chags med smon stobs mchog〕

E.

トンパ・シェンラプ・ミボの偉業〔’phrin las〕の光線から顕れる如来
娑婆世界の北方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業のシェン’
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〔’phrin las kyi gshen〕たち。
（196）ロデン・ニョムパ〔blo ldan snyoms pa〕
（197）ミチェー・チャデン〔mi ’byed cha ldan〕
（198）キャプデル・シェーラプチェ〔khyab bdal shes rab che〕
（199）ミヨ・ニョムペーギェン〔mi g.yo snyoms pa’i rgyan〕
（200）グンドゥク・キャプペーツォ〔gung drug khyab pa’i gtso〕
III

西方の 100 の如来〔nub phyogs kyi bde bar gshegs pa brgya〕
［ZM: 289.14-298.4］

1. 広がりの母，サティク・エルサン〔dbying kyi yum sa trig er sangs〕より顕れる如
来たち。
A.

サティク・エルサンの御身体〔sku〕の加持力より生じた如来
娑婆世界〔mi mjed ’jig rten〕の西方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す
‘御身体の女神’〔sku’i lha mo〕たち。
（201）セルウェー・ナムケー・マダンデンマ〔gsal ba’i nam mkha’i mdangs
ldan ma〕
（202）ナムケー・ウーデルマ〔nam mkha’i ’od bdal ma〕
（203）ウーバル・ダンセルマ〔’od ’bar mdangs gsal ma〕
（204）ダンウーセル・トマ〔mdangs ’od zer ’phro ma〕
（205）ギャキャプ・セルトマ〔rgya khyab zer ’phro ma〕

B.

サティク・エルサンの御言葉〔gsung〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の西方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉の女神’
〔gsung gi lha mo〕たち。
（206）ツクプー・ドンバルマ〔gtsug phud don ’bar ma〕
（207）ツクチャム・ウーマセン〔gtsug lcam ’od ma seng〕
（208）イェキャプ・トゥルティンシャク〔ye khyab ’phrul ting shags〕
（209）グーティン・トゥルナムカル〔rgod ting ’phrul nam skar〕
（210）グーバル・キャプギェーマ〔rgod ’bar khyab rgyas ma〕

C.

サティク・エルサンの御心〔thugs〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の西方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心の女神’
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〔thugs kyi lha mo〕たち。
（211）コンデル・サムテンマ〔klong bdal bsam gtan ma〕
（212）キャプパ・グンティマ〔khyab pa gung khri ma〕
（213）リクシェー・ミヨマ〔rig shes mi g.yo ma〕
（214）シェーニ・セルデンマ〔shes nyid gsal ldan ma〕
（215）マチャク・セルデンマ〔ma chags gsal ldan ma〕
D.

サティク・エルサンの功徳〔yon tan〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の西方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳の女神’
〔yon tan gyi lha mo〕たち。
（216）ワンチャム・クンドゥプメ〔dbang lcam kun grub me〕
（217）ワンダク・トゥモツァ〔dbang grags mthu mo tsha〕
（218）ワンデン・ツクプーマ〔dbang ldan gtsug phud ma〕
（219）ツァンパ・ツォルケーマ〔tshangs pa gtsor bskyed ma〕
（220）セルドウー・ケーヅクマ〔gsal dod skas ’dzugs ma〕

E.

サティク・エルサンの偉業〔’phrin las〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の西方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業の女神’
〔’phrin las gyi lha mo〕たち。
（221）トンギジェ・チツクマ〔stong gi rje spyi gtsug ma〕
（222）セーキカル・テンジンマ〔gsas kyi mkhar brtan ’dzin ma〕
（223）タルウェーゴ・デルデンマ〔thar ba’i go bder ’dren ma〕
（224）ヤンペーロン・ヤンドゥプマ〔yangs pa’i klong yangs grub ma〕
（225）シェーラプキウー・ギェーゼーマ〔shes rab kyi ’od rgyas mdzad ma〕

2. 原智の神，シェンラ・ウーカル〔ye shes kyi lha gshen lha ’od dkar〕より顕れる如
来たち。
A.

シェンラ・ウーカルの御身体〔sku〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の西方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御身体の神’
〔sku’i lha〕がみ。
（226）セージェ・マンポ〔gsas rje rmang po〕
（227）セーブ・ツゥンガン〔gsas bu mtshon gang〕
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（228）セ ー ジ ェ・ キ ュ ン ト ク・ バ ル タ ン ジ ェ〔gsas rje khyung thog ’bar
dang rje〕
（229）セージェ・ウーカルセルトクデン〔gsas rje ’od dkar zer tog ldan〕
（230）セージャ・ウードゥーカセルジェ〔gsas rje ’od ’dus bkra gsal rje〕
B.

シェンラ・ウーカルの御言葉〔gsung〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の西方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉の神’
〔gsung gi lha mo〕がみ。
（231）トゥーパ・ギャナムキェー〔spros pa rgya rnams bskyed〕
（232）キャプパル・カーナムト〔khyab par bka’ rnams spro〕
（233）キェーペー・ドゥンナムトゥン〔skyed pa’i don rnams ston〕
（234）スンギ・ダナムニェン〔gsung gi sgra rnams snyan〕
（235）ドゥンギ・ルンナムドゥー〔don gyi lung rnams sdud〕

C.

シェンラ・ウーカルの御心〔thugs〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の西方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心の神’
〔gsung gi lha〕がみ。
（236）インニ・ナンバルダク〔dbyings nyid rnam par dag〕
（237）ナムダク・ディマメー〔rnam dag dri ma med〕
（238）イェティ・シェーラプセル〔ye khri shes rab gsal〕
（239）イェシェー・ウードゥセル〔ye shes ’od du gsal〕
（240）ゲルツク・ゲーペーダ〔gal tsugs nges pa’i sgra〕

D.

シェンラ・ウーカルの功徳〔yon tan〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の西方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳の神’〔yon
tan gyi lha〕たち。
（241）セージェ・パクメーツェーミシン〔gsas rje dpag med tshad mi zin〕
（242）セージェ・キェンツェーダンレーデー〔gsas rje mkhyen tshad grangs
las ’das〕
（243）セ ー ジ ェ・ ズ ト ゥ ル・ パ ク ミ ポ ク〔gsas rje rdzu ’phrul dpag mi
dpogs〕
（244）セージェ・クンニョム・ニィメーシェル〔gsas rje kun snyoms nyi
ma’i zhal〕

368

津曲

聖伝の素描

（245）セージェ・ウーセルパクトゥメー〔gsas rje ’od zer dpag tu med〕
E.

シェンラ・ウーカルの偉業〔’phrin las〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の西方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業の神’
〔’phrin las kyi lha〕がみ。
（246）セージェ・ドゥーツィ・ギュンドゥギェー〔gsas rje bdud bdud rtsi
rgyun du ’gyed〕
（247）セージェ・ミイェン・ドゥンラゴム〔gsas rje mi yengs don la sgom〕
（248）セージェ・ウーダンセルダンデン〔gsas rje ’od dang zer dang ldan〕
（249）セージェ・ティツェク・バルワギェル〔gsas rje khri brtsegs ’bar ba
rgyal〕
（250）セージェ・ギェルトゥー・ヤンペーロン〔gsas rje rgyal thod yangs
pa’i klong〕

3. 方便の最勝，シーパ・サンポ・ブムティ〔thabs kyi mchog srid pa sangs po ’bum
khri〕より顕れる如来たち。
A.

シーパ・サンポ・ブムティの御身体〔sku〕の化身〔sprul pa〕によって存在
する如来
娑婆世界の西方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御身体のシー
パ’〔sku’i srid pa〕たち。
（251）パクメー・クンラニョム〔dpag med kun la snyoms〕
（252）クンニョム・セルトプチェ〔kun snyoms zer stobs che〕
（253）ウータン・ターメーニャム〔dbus dang mtha’ med mnyam〕
（254）ミチェー・クンギツォ〔mi ’byed kun gyi gtso〕
（255）ヨンギェー・ニャムペードゥン〔yongs rgyas mnyam pa’i sgron〕

B.

シーパ・サンポ・ブムティの御言葉〔gsung〕の化身によって存在する如来
娑婆世界の西方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉のシー
パ’〔gsung gi srid pa〕たち。
（256）ザセル・トプチェン〔zla gsal stobs chen〕
（257）ニェンギェー・セルタクブム〔gnyan rgyas zer ’phrag ’bum〕
（258）ケーペー・ジュンネートゥン〔mkhas pa’i ’byung gnas ston〕
369

国立民族学博物館研究報告

34巻 2 号

（259）ツォクセル・ツォムブケー〔tshogs gsal tshom bu skas〕
（260）バゲーロン・カルナクトゥン〔ba ga’i klong dkar nag ston〕
C.

シーパ・サンポ・ブムティの御心〔thugs〕の化身によって存在する如来
娑婆世界の西方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心のシーパ’
〔thugs kyi srid pa〕たち。
（261）ヨンドゥー・クンギプン〔yongs sdud kun gyi dpon〕
（262）マンボ・クーペーギェン〔mang po bkod pa’i rgyan〕
（263）ニャムペーチャ・コルルーリン〔mnyam pa’i cha ’khor lo’i gling〕
（264）ドゥーシ・トゥータージョム〔bdud bzhi spros mtha’ ’joms〕
（265）マルターリンペーツェル〔dmar thag ring pa’i rtsal〕

D.

シーパ・サンポ・ブムティの功徳〔yon tan〕の化身によって存在する如来
娑婆世界の西方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳のシーパ’
〔yon tan gyi srid pa〕たち。
（266）マンガク・クンキェン・トクタンデン〔ma ’gags kun mkhyen stobs
dang ldan〕
（267）シュンツクラクディム・ゲードゥントゥン〔gzhung tshugs lag ’grim
nges don ston〕
（268）ロデンガンリンサコルドゥル〔blo ldan ngang ring sa ’khor bsgrol〕
（269）シースムドゥンロプ・ジクパセル〔srid gsum don slob ’jigs pa sel〕
（270）ドゥクゲーダジョム・イェシェーキェー〔dug lnga’i dgra ’joms ye
shes bskyed〕

E.

シーパ・サンポ・ブムティの偉業〔’phrin las〕の化身によって存在する如来
娑婆世界の西方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業のシーパ’
〔’phrin las kyi srid pa〕たち。
（271）ゲーペー・ドゥンナムソゥーネー・ティクレルトゥン〔nges pa’i
don rnams bsdus nas thig ler ston〕
（272）トゥクジェィ・ツェーニョムネー・キェンド・ブタルソ〔thugs rje’i
tshad snyoms nas skye ’gro bu ltar gso〕
（273）ゲ ギ ェ ー キ・ キ ェ ー シ ン・ ミ ン パ ル ヅ ゥ ク〔dge rgyas kyi skyed
shing smin par ’dzugs〕
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（274）ミコルウェー・デーブ・トゥルパルトゥン〔mi ’khor ba’i ’bras bu
sprul par ston〕
（275）トゥクジェチェンポ・ニャクタクギェンドゥトン〔thugs rje chen po
nyag thag rgyun du gtong〕
4. 智 慧 の 殊 勝， ト ン パ・ シ ェ ン ラ プ・ ミ ボ〔shes rab kyi phul ston pa gshen rab mi
bo〕から顕れる如来たち。
A.

トンパ・シェンラプ・ミボの御身体〔sku〕の光線〔’od zer〕から顕れる如来
娑婆世界の西方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御身体のシェ
ン’〔sku’i gshen〕たち。
（276）パラプ・リンシ〔pa rab gling bzhi〕
（277）パーウェー・トプデン〔dpa’ ba’i stobs ldan〕
（278）ニョンモンキ・キュンサン〔nyon mongs kyi skyon sangs〕
（279）リンチェンギ・チャルベプ〔rin chen gyi char ’bebs〕
（280）マリクギ・ムンパセル〔ma rig gi mun pa sel〕

B.

トンパ・シェンラプ・ミボの御言葉〔gsung〕の光線から顕れる如来
娑婆世界の西方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉のシェ
ン’〔gsung gi gshen〕たち。
（281）マリク・ムンパセル〔ma rig mun pa sel〕
（282）リクペー・ドゥンマデク〔rig pa’i sgron ma ’degs〕
（283）イェシェーキ・プンナムキェー〔ye shes kyi dpung rnams skyed〕
（284）ドゥクゲーツォナムキェム〔dug lnga’i mtsho rnams skems〕
（285）ドゥクスムギ・ツァワチュー〔dug gsum gyi rtsa ba gcod〕

C.

トンパ・シェンラプ・ミボの御心〔thugs〕の光線から顕れる如来
娑婆世界の西方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心のシェン’
〔thugs kyi gshen〕たち。
（286）ミヌプペー・ギェルツェンヅゥク〔mi nub pa’i rgyal mtshan ’dzugs〕
（287）ミシクペー・セーカルツィク〔mi shigs pa’i gsas mkhar brtsigs〕
（288）ランシンギ・フンドゥプツェ〔rang bzhin gyi lhun grub rtse〕
（289）キャプペー・デルパグン〔khyab pa’i bdal pa gung〕
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（290）ウマル・セルワルナン〔dbu ma ru gsal bar snang〕
D.

トンパ・シェンラプ・ミボの功徳〔yon tan〕の光線から顕れる如来
娑婆世界の西方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳のシェン’
〔yon tan gyi gshen〕たち。
（291）デ ン ペ ー シ ュ ク キ・ グ ン パ ル シ ェ ー パ・ ド ゥ ク デ ン〔bden pa’i
shugs kyi mngon par shes pa drug ldan〕
（292）レクペーヨンテンギ・ニェーペーキュンポン〔legs pa’i yon tan gyis
nyes pa’i skyon spong〕
（293）イェシェーキメィ・ドゥクゲードゥンテク〔ye shes kyi me yis dug
lnga’i gdon sreg〕
（294）ドゥーツィーゼーキ・ムゲィギェンチュー〔bdud rtsi’i zas kyis mu
ge’i rg.yungcod〕
（295）セルウェードゥンギ・タルペーラムデン〔gsal ba’i sgron gyis thar
pa’i lam ’dren〕

E.

トンパ・シェンラプ・ミボの偉業〔’phrin las〕の光線から顕れる如来
娑婆世界の西方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業のシェン’
〔’phrin las kyi gshen〕たち。
（296）ワンギ・ツクプーチェン〔dbang gi gtsug phud can〕
（297）ワンギュルギ・コルロチェン〔dbang bsgyur gyi ’khor lo can〕
（298）ドゥプペー・トルチョクチェン〔grub pa’i thor cog can〕
（299）トゥーペー・ジンラプチェン〔spros pa’i byin rlabs can〕
（300）ドゥーペー・メンガクチェン〔sdud pa’i man ngag can〕

IV

南方の 100 の如来〔lho phyogs kyi bde bar gshegs pa brgya〕［ZM: 301.3-309.12］

1. 広がりの母，サティク・エルサン〔dbying kyi yum sa trig er sangs〕より顕れる如
来たち。
A.

サティク・エルサンの御身体〔sku〕の加持力より生じた如来
娑婆世界〔mi mjed ’jig rten〕の南方で，慈悲の方便によって衆生の利を為
す‘御身体の女神’
〔sku’i lha mo〕たち。
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（301）チ ャ ク ギ・ リ ン ダ ン コ ル ロ ギ ュ ル〔phyag gis gling dang ’khor lo
bsgyur〕
（302）シャプキ・チンパルサドゥマ〔zhabs kyis phyin par sa bgrod ma〕
（303）クイトゥルパ・ヨンキェンマ〔sku yi sprul pa yongs mkhyen ma〕
（304）チェンギ・タラクチャシーマ〔spyan gyis phra rab cha gzigs ma〕
（305）ニェンギマルー・ダセンマ〔snyan gyis ma lus sgra gsan ma〕
B.

サティク・エルサンの御言葉〔gsung〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の南方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉の女神’
〔gsung gi lha mo〕たち。
（306）ギェルワ・ギェルチェーマ〔rgyal ba rgyal byed ma〕
（307）ツェモ・チュンギェルプー〔rtse mo byung rgyal phud〕
（308）タルギェー・ミギュルテン〔mthar rgyas mi ’gyur brtan〕
（309）ギェーター・ユンドゥンギェル〔rgyas mtha’ g.yung drun rgyal〕
（310）ギャチェ・ターイェーマ〔rgya che mtha’ yas ma〕

C.

サティク・エルサンの御心〔thugs〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の南方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心の女神’
〔thugs kyi lha mo〕たち。
（311）ミヨ・ヨメー・テンペーツォ〔mi g.yo g.yo med brtan pa’i gtso〕
（312）ミギュル・ギュルメー・ドゥプペータク〔mi ’gyur ’gyur med grub
pa’i rtags〕
（313）ミケ・ケメー・タルペーロン〔mi skye skye med thar pa’i klong〕
（314）ミガク・ガクメー・ジュンウェーネー〔mi ’gag ’gag med ’byung ba’i
gnas〕
（315）トゥルクマンプー・コルワドゥル〔sprul sku mang pos ’khor ba sgrol〕

D.

サティク・エルサンの功徳〔yon tan〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の南方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳の女神’
〔yon tan gyi lha mo〕たち。
（316）ドゥーシ・トゥイドゥル〔bdud bzhi mthu yis sgrol〕
（317）チュシ・ワンギケム〔chu bzhi dbang gis skems〕
（318）キェシー・ゴチューパ〔skye bzhi’i sgo gcod ma〕
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（319）ギャシ・トゥンドゥドゥー〔rgyu bzhi don du sdud〕
（320）トゥンスム・デーブルセル〔don gsum ’bras bur gsal〕
E.

サティク・エルサンの偉業〔’phrin las〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の南方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業の女神’
〔’phin las gyi lha mo〕たち。
（321）トゥクニィ・ミヨゴム〔thugs nyid mi g.yo sgom〕
（322）スンギ・ニャゲンサン〔gsung gis mya ngan sangs〕
（323）カーイ・ゲードゥントゥン〔bka’ yis nges don ston〕
（324）クイ・シトトゥル〔sku yis zhi khro sprul〕
（325）ユンテン・パクメーギェー〔yon tan dpag med rgyas〕

2. 原智の神，シェンラ・ウーカル〔ye shes kyi lha gshen lha ’od dkar〕より顕れる如
来たち。
A.

シェンラ・ウーカルの御身体〔sku〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の南方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御身体の神’
〔sku’i lha〕がみ。
（326）ナムセー・インルム〔gnam gsas dbyings rum〕
（327）ナムブ・チューパ〔gnam bu phyod pa〕
（328）ナムセー・デルキャプウー〔gnam gsas bdal khyab ’od〕
（329）ナムセー・ツェト・キュンルムバル〔gnam gsas rtse thog khyung rum
’bar〕
（330）ナムセー・ウールムセルトバル〔gnam gsas ’od rum zer thog ’bar〕

B.

シェンラ・ウーカルの御言葉〔gsung〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の南方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉の神’
〔gsung gi lha mo〕がみ。
（331）ナムセー・カードゥク・イェシェーデン〔gnam gsas mkha’ drug ye
shes ldan〕
（332）ナムセー・ウードゥク・チプー〔gnam gsas ’od drug spyi phud〕
（333）ナムセー・グンドゥクゴナム〔gnam gsas mngon drug sgro nam〕
（334）ナムセー・ゴンドゥク・ミギュル〔gnam gsas gong drug mi ’gyur〕
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（335）ナムセー・ツォクドゥク・ラムキェン〔gnam gsas tshogs drug lam
mkhyen〕
C.

シェンラ・ウーカルの御心〔thugs〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の南方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心の神’
〔gsung gi lha〕がみ。
（336）ナムセー・ウーユクカーロン〔gnam gsas ’od yug mkha’ klong〕
（337）ナムセー・メンガクトゥンチュー〔gnam gsas man ngag don chod〕
（338）ナムセー・ゲーペー・ルントゥン〔gnam gsas nges pa’i lung ston〕
（339）ナムセー・ギューキ・ラムデン〔gnam gsas rgyud kyi lam ’dren〕
（340）ナムセー・ギェーペーブムドク〔gnam gsas rgyas pa’i ’bum sgrog〕

D.

シェンラ・ウーカルの功徳〔yon tan〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の南方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳の神’〔yon
tan gyi lha〕たち。
（341）ナムセー・ティンパクムメー〔gnam gsas gting dpag mu med〕
（342）ナムセー・ケルデン・リンチェンテルジュン〔gnam gsas skal ldan
rin chen gter ’byung〕
（343）ナムセー・ティンチェン・チョクシャ〔gnam gsas rting chen cog gzhag〕
（344）ナムセー・ラチェン・ロンデル〔gnam gsas lha chen klong bdal〕
（345）ナムセー・チプージュンギェル〔gnam gas spyi phud byung rgyal〕

E.

シェンラ・ウーカルの偉業〔’phrin las〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の南方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業の神’
〔’phrin las kyi lha〕がみ。
（346）ナムセー・ゲギェーキ・シンカムキェー〔gnam gsas dge rgyas kyi
zhing khams bskyed〕
（347）ナムセー・グーバルギ・ツクルムトゥン〔gnam gsas rgod ’bar gyi
gtsug rum ston〕
（348）ナムセー・リンダクイ・ダヤンドク〔gnam gsas gling grags kyi sgra
dbyangs sgrog〕
（349）ナムセー・ゴゥルメーキ・タルラムデン〔gnam gsas gol med kyi thar
lam ’dren〕
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（350）ナムセー・ミチャクペートゥルシュクキェー〔gnam gsas mi chags
pa’i rtul shugs bskyed〕
3. 方便の最勝，シーパ・サンポ・ブムティ〔thabs kyi mchog srid pa sangs po ’bum
khri〕より顕れる如来たち。
A.

シーパ・サンポ・ブムティの御身体〔sku〕の化身〔sprul pa〕によって存在
する如来
娑婆世界の南方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御身体のシー
パ’〔sku’i srid pa〕たち。
（351）ディプペーサナムセル〔sgrib pa’i sa rnams sel〕
（352）ゼクペーケーナムズク〔’dzeg pa’i skas rnams ’dzugs〕
（353）ドゥーペーティクナクデプ〔bgrod pa’i thig rnams ’debs〕
（354）テンペーサナムジン〔brtan pa’i sa rnams ’dzin〕
（355）デギェーキロンナニャム〔bde rgyas kyi klong na mnyam〕

B.

シーパ・サンポ・ブムティの御言葉〔gsung〕の化身によって存在する如来
娑婆世界の南方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉のシー
パ’〔gsung gi srid pa〕たち。
（356）ギュルメーキ・ツクプーチェン〔’gyur med kyi gtsug phud can〕
（357）トミーキ・トドゥバル〔thogs med kyi spro bsdu ’bar〕
（358）ガクメーキ・ユンテンペル〔’gag med kyi yon tan spel〕
（359）グンシェーキ・ツェルナムゾク〔mngon shes kyi rtsal rnams rdzogs〕
（360）ミネーペー・ティンジンチェン〔mi bsnyel ba’i ting ’dzin can〕

C.

シーパ・サンポ・ブムティの御心〔thugs〕の化身によって存在する如来
娑婆世界の南方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心のシーパ’
〔thugs kyi srid pa〕たち。
（361）チャウェー・ギューデン〔bya ba’i rgyud ’dren〕
（362）ケーイゲ・ギューペル〔bka’i yi ge rgyud spel〕
（363）ゲーペー・トゥンタクチェン〔nges pa’i don rtags can〕
（364）チャウェー・レーツォルジン〔bya ba’i las gtsor ’dzin〕
（365）ジャムペー・ギュータルテン〔byams pa’i rgyud mthar brtan〕
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D.

シーパ・サンポ・ブムティの功徳〔yon tan〕の化身によって存在する如来
娑婆世界の南方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳のシーパ’
〔yon tan gyi srid pa〕たち。
（366）グティジェウーセル〔dgu khri rje ’od gsal〕
（367）グンウープンセーセル〔gung ’od spungs gsal zer〕
（368）グンダクツェンブムセル〔gung bdag btsan ’bum gsal〕
（369）ティタンジェトンナム〔khri dang rje stong nam〕
（370）ムギュー・キェンタルチン〔mu rgyud mkhyen mthar phyin〕

E.

シーパ・サンポ・ブムティの偉業〔’phrin las〕の化身によって存在する如来
娑婆世界の南方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業のシーパ’
〔’phrin las kyi srid pa〕たち。
（371）ティルム・シャクトンナム〔khri rum shags stong nam〕
（372）カルタン・セルギャプキェー〔dkar thang gsal rgyab skyed〕
（373）ムウェル・キャプカージェ〔mu wer khyab mkha’ rje〕
（374）ドゥンティ・バルワウード〔grung khri ’bar ba ’od dro〕
（375）ウーブムギェーペルセル〔’od ’bum ’gyed dpal zer〕

4. 智 慧 の 殊 勝， ト ン パ・ シ ェ ン ラ プ・ ミ ボ〔shes rab kyi phul ston pa gshen rab mi
bo〕から顕れる如来たち。
A.

トンパ・シェンラプ・ミボの御身体〔sku〕の光線〔’od zer〕から顕れる如来
娑婆世界の南方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御身体のシェ
ン’〔sku’i gshen〕たち。
（376）マンシェン・ギャルワ〔mang gshen rgyal ba〕
（377）ティクレ・チクゴム〔thig le gcig bsgom〕
（378）ゲチュ・タルペル〔dge bcu mthar spel〕
（379）ギャツィ・ゴチェー〔rgya rtsis go ’byed〕
（380）トントゥン・ドジン〔stong thun mdo ’dzin〕

B.

トンパ・シェンラプ・ミボの御言葉〔gsung〕の光線から顕れる如来
娑婆世界の南方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉のシェ
ン’〔gsung gi gshen〕たち。
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（381）ティタ・トゥンチェー〔khri phrag don mched〕
（382）ブムタ・デージョル〔’bum phrag ’gres sbyor〕
（383）ワンポ・ツェージン〔dbang po tshad ’dzin〕
（384）ツィクシ・ドペル〔tshig bzhi mdo sbrel〕
（385）シュロン・トクセル〔zhu lon rtog sel〕
C.

トンパ・シェンラプ・ミボの御心〔thugs〕の光線から顕れる如来
娑婆世界の南方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心のシェン’
〔thugs kyi gshen〕たち。
（386）ディンワ・テプユク〔ding ba theb yug〕
（387）ペンチェー・ヨキェー〔’phen byed g.yo bskyed〕
（388）ペーマ・ウーギェー〔pad ma ’od rgyas〕
（389）ナミティン・シジー〔nam ting gzi brjid〕
（390）ツクセー・マボ〔gtsug sras rma bo〕

D.

トンパ・シェンラプ・ミボの功徳〔yon tan〕の光線から顕れる如来
娑婆世界の南方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳のシェン’
〔yon tan gyi gshen〕たち。
（391）トトヨンキ・ラマ〔mtho thog.yongs kyi bla ma〕
（392）チルギュ・クンゴキェン〔spyir rgyug kun sgo mkhyen〕
（393）ツェギェル・ロンターイェー〔rtse rgyal klong mtha’ yas〕
（394）セルダク・ツァンメーク〔gsal dag gtsang ma’i sku〕
（395）ツクト・ジャンロチェン〔gtsug thog ljang lo can〕

E.

トンパ・シェンラプ・ミボの偉業〔’phrin las〕の光線から顕れる如来
娑婆世界の南方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業のシェン’
〔’phrin las kyi gshen〕たち。
（396）ジャムペー・セムパー〔byams pa’i sems dpa’〕
（397）ジンペー・シュクデン〔sbyin pa’i shugs ldan〕
（398）セルキャプキ・イェシェ〔gsal khyab kyi ye shes〕
（399）ヨンペー・ギャキェー〔yangs pa’i rgya bskyed〕
（400）シウェー・ワンギュー〔zhi ba’i dbang rgyud〕
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上方の 100 の如来〔steng phyogs kyi bde bar gshegs pa brgya〕［ZM: 312.10-320.15］

1. 広がりの母，サティク・エルサン〔dbying kyi yum sa trig er sangs〕より顕れる如
来たち。
A.

サティク・エルサンの御身体〔sku〕の加持力より生じた如来
娑婆世界〔mi mjed ’jig rten〕の上方で，慈悲の方便によって衆生の利を為
す‘御身体の女神’〔sku’i lha mo〕たち。
（401）トゥーパ・ウーパクメー〔spros pa ’od dpag med〕
（402）ムウー・キャプテンセル〔mu ’od khyab bsten gsal〕
（403）ドント・セーセルウー〔’brong thog gsal zer ’od〕
（404）ティンナム・ロンドゥクギェー〔thing nam klong drung rgyas〕
（405）セルト・タルギェーセル〔zer ’phro mthar ’gyed gsal〕

B.

サティク・エルサンの御言葉〔gsung〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の上方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉の女神’
〔gsung gi lha mo〕たち。
（406）ダクパ・ギェンキャプマ〔grags pa rgyan khyab ma〕
（407）ヨンウーセルダンデン〔yongs ’od zer mdangs ldan〕
（408）ムハルツァティトゥン〔mu hal tsa tri ston〕
（409）ダリン・ヨンキャプウー〔sgra ling.yongs khyab ’od〕
（410）アカルトゥンデン・ダツェンマ〔a dkar don ldan sgra mtshan ma〕

C.

サティク・エルサンの御心〔thugs〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の上方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心の女神’
〔thugs kyi lha mo〕たち。
（411）ミヨ・ラプデンマ〔mi g.yo rab ldan ma〕
（412）ティクナムテンマ〔thig nam brtan ma〕
（413）サントク・セルマ〔sangs rtogs gsal ma〕
（414）ウーナム・シャクマ〔’od nam shag ma〕
（415）ロンルム・キルマ〔klong rum skyil ma〕

D.

サティク・エルサンの功徳〔yon tan〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の上方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳の女神’
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〔yon tan gyi lha mo〕たち。
（416）マルー・ヨントマ〔ma lus yongs spro ma〕
（417）カルデン・シンキョンマ〔dkar ldan zhing skyong ma〕
（418）カーセル・ゲートゥンマ〔mkha’ gsal nges don ma〕
（419）ハリン・ムギェーマ〔ha ling mu rgyas ma〕
（420）トゥンサンギ・ティクナムマ〔don gsang gi thig nam ma〕
E.

サティク・エルサンの偉業〔’phrin las〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の上方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業の女神’
〔’phin las gyi lha mo〕たち。
（421）デンペー・リクシェーマ〔ldan pa’i rig shes ma〕
（422）ゴヤン・ダジョルマ〔go dbyangs brda sbyor ma〕
（423）ダチルトゥンチェーマ〔sgra phyir don byed ma〕
（424）ダガク・シェーラプマ〔brda mngag shes rab ma〕
（425）ティクギェンギ・ドゥーツィマ〔thig rg.yungyi bdu rtsi ma〕

2. 原智の神，シェンラ・ウーカル〔ye shes kyi lha gshen lha ’od dkar〕より顕れる如
来たち。
A.

シェンラ・ウーカルの御身体〔sku〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の上方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御身体の神’
〔sku’i lha〕がみ。
（426）ウーナム・バルワ〔’od nam ’bar ba〕
（427）ティンツェ・セルタン〔ting tse gsal tang〕
（428）ウーナム・チューセル〔’od nam phyod gsal〕
（429）バナム・ティンキュー〔ba nam gting skyod〕
（430）ナムギェル・タンポ〔nam rgyal thang po〕

B.

シェンラ・ウーカルの御言葉〔gsung〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の上方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉の神’
〔gsung gi lha mo〕がみ。
（431）ティンツク・パクメー〔ting tsug dpag med〕
（432）ウチェン・リクギェル〔dbu chen rig rgyal〕
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（433）レクタン・ウームギャン〔legs tang ’od mu rgyang〕
（434）ティナムサンキョルポ〔khri nam gsang skyol po〕
（435）ナムティンシャクダンジェ〔nam ting shags drang rje〕
C.

シェンラ・ウーカルの御心〔thugs〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の上方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心の神’
〔gsung gi lha〕がみ。
（436）シャンラ・トムナム〔shangs lha spro mu nam〕
（437）ハムラムアチュー〔ha mu ram a phyod〕
（438）ティンルム・ランシェーシン〔gting rum rwangs shes bzhin〕
（439）ウーカル・セルギェー・シューメル〔’od dkar zer ’gyed shod mer〕
（440）グー・カージェ・ウーユク〔rgod mkha’ rje ’od yug〕

D.

シェンラ・ウーカルの功徳〔yon tan〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の上方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳の神’〔yon
tan gyi lha〕たち。
（441）ナムウーキョン〔gnam ’od skyong〕
（442）キュント・ロンデル〔khyung thog klong gdal〕
（443）ラジェ・カルセル〔bla rje mkhar gsal〕
（444）ムキュン・ツェト〔mu khyung rtse ’phro〕
（445）ムルム・ティント〔mu rum gting thog〕

E.

シェンラ・ウーカルの偉業〔’phrin las〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の上方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業の神’
〔’phrin las kyi lha〕がみ。
（446）ユギェル・パクメー〔g.yu rgyal dpag med〕
（447）レクタン・プールム〔legs tang phod rum〕
（448）ウーシェン・ゴムセル〔’od gshen sgom gsal〕
（449）ニェンルム・セルタン〔gnyan rum zer thang〕
（450）トプチェン・ウート〔stobs chen ’od ’phro〕

3. 方便の最勝，シーパ・サンポ・ブムティ〔thabs kyi mchog srid pa sangs po ’bum
khri〕より顕れる如来たち。
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シーパ・サンポ・ブムティの御身体〔sku〕の化身〔sprul pa〕によって存在
する如来
娑婆世界の上方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御身体のシー
パ’〔sku’i srid pa〕たち。
（451）トゥルジェ・セーウーナム〔’phrul rje gsas ’od nam〕
（452）ムルム・ブムカージェ〔dmu rum rbum mkha’ rje〕
（453）ナムパン・ギェルトゥーパ〔nam dpang rgyal spros pa〕
（454）トゥルシュク・キェーミチャク〔rtul shugs skyed mi chags〕
（455）ミヨ・パクチェン〔mi g.yo dpag chen〕

B.

シーパ・サンポ・ブムティの御言葉〔gsung〕の化身によって存在する如来
娑婆世界の上方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉のシー
パ’〔gsung gi srid pa〕たち。
（456）グンティ・ウールムト〔gung khri ’od rum spro〕
（457）イェデン・バルチューパ〔ye ldan ’bar phyod pa〕
（458）ツェンパ・キェーパクメ〔btsan pa skyed dpag med〕
（459）ティグームタンキャプ〔khri rgud mu dung khyab〕
（460）ムラ・ウーカルタン〔mu la ’od dkar tang〕

C.

シーパ・サンポ・ブムティの御心〔thugs〕の化身によって存在する如来
娑婆世界の上方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心のシーパ’
〔thugs kyi srid pa〕たち。
（461）ミヨ・チェルニャム〔mi g.yo chal mnyam〕
（462）ミイェンペー・デーデン〔mi yengs pa’i dad ldan〕
（463）ムハラテンギェー〔mu ha la rten rgyas〕
（464）ユンドゥンギ・ギェンクーパ〔g.yung drung gi rgyan bkod pa〕
（465）コルロジェコルユク〔’khor lo rje ’khor yug〕

D.

シーパ・サンポ・ブムティの功徳〔yon tan〕の化身によって存在する如来
娑婆世界の上方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳のシーパ’
〔yon tan gyi srid pa〕たち。
（466）ガルワ・トゥーウーギェー〔gar ba spros ’od rgyas〕
（467）ティルム・ウーパクメー〔khri rum ’od dpag med〕
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（468）ドゥンパ・キェーガーギェン〔’dun pa skyed dga’ brgyan〕
（469）ドゥクチャ・ダティンワ〔’brug cha sgra ting ba〕
（470）ツァワ・ウーティンパクメー〔tsha ba ’od gting dpag med〕
E.

シーパ・サンポ・ブムティの偉業〔’phrin las〕の化身によって存在する如来
娑婆世界の上方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業のシーパ’
〔’phrin las kyi srid pa〕たち。
（471）ヤンティ・サンセル〔yang khri sangs gsal〕
（472）シェート・セルタン〔shes thog gsal tang〕
（473）ウーナム・キェーマ〔’od nam skyed ma〕
（474）ラマンジェ・ティンルム〔lha rmang rje ting rum〕
（475）ドンナム・ダンセルタン〔’brong nam drang gsal tang〕

4. 智 慧 の 殊 勝， ト ン パ・ シ ェ ン ラ プ・ ミ ボ〔shes rab kyi phul ston pa gshen rab mi
bo〕から顕れる如来たち。
A.

トンパ・シェンラプ・ミボの御身体〔sku〕の光線〔’od zer〕から顕れる如来
娑婆世界の上方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御身体のシェ
ン’〔sku’i gshen〕たち。
（476）カージェ・ウーカル〔mkha’ rje ’od dkar〕
（477）サンレ・ギェルマン〔gsang le gyer mangs〕
（478）ナムティン・ダルム〔nam ting sgra rum〕
（479）ダサン・ティンナム〔zla gsang thing nam〕
（480）ディデル・クンニョム〔dri bdal kun snyoms〕

B.

トンパ・シェンラプ・ミボの御言葉〔gsung〕の光線から顕れる如来
娑婆世界の上方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉のシェ
ン’〔gsung gi gshen〕たち。
（481）ヨンパル・ドゥンタ〔yangs par don bkra〕
（482）ティプパル・ジンティプ〔’thibs par byin gtibs〕
（483）セルバル・ウーキュク〔gsal ’bar ’od ’khyug〕
（484）デンパル・ドゥントゥン〔bden par don ston〕
（485）キューパ・トミー〔skyod pa thogs med〕
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トンパ・シェンラプ・ミボの御心〔thugs〕の光線から顕れる如来
娑婆世界の上方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心のシェン’
〔thugs kyi gshen〕たち。
（486）ムラ・ギェルギャチュー〔mu la rgyal rgya chod〕
（487）ウーナム・シャクトゥルジェ〔’od nam shags ’phrul rje〕
（488）カーデル・ユクウーラム〔mkha’ bdal yug ’od ram〕
（489）サントク・ティギェーデプ〔sangs tog khri rgyas ’debs〕
（490）ムキュー・ラプゴンチュー〔mu khyud rlabs gong gcod〕

D.

トンパ・シェンラプ・ミボの功徳〔yon tan〕の光線から顕れる如来
娑婆世界の上方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳のシェン’
〔yon tan gyi gshen〕たち。
（491）ヨクパ・キャプチェン〔yogs pa khyab chen〕
（492）ベルソ・ガルトゥク〔dbal so ngar drug〕
（493）ムンパ・ティクセル〔mun pa khrigs sel〕
（494）ニェルウェー・イウーレク〔gnyer ba’i yid hos legs〕
（495）ティンパクギ・ツァムチェー〔gting dpag gi ’tshams ’byed〕

E.

トンパ・シェンラプ・ミボの偉業〔’phrin las〕の光線から顕れる如来
娑婆世界の上方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業のシェン’
〔’phrin las kyi gshen〕たち。
（496）トドゥ・ウールムツェ〔spro bsdu ’od rum rtse〕
（497）キャプヤン・ロンダクカー〔khyab yangs klong dag mkha’〕
（498）タセル・ジーウータン〔bkra gsal brjid ’od tang〕
（499）ティンツク・ドゥーロルパ〔ting gtsug brod rol pa〕
（500）レクペー・ギェンティクレ〔legs pa’i rgyan thig le〕

VI

北東の 100 の如来〔byang shar gyi bde bar gshegs pa brgya〕［ZM: 323.14.3-332.1］

1. 広がりの母，サティク・エルサン〔dbying kyi yum sa trig er sangs〕より顕れる如
来たち。
A.
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娑婆世界〔mi mjed ’jig rten〕の北東で，慈悲の方便によって衆生の利を為
す‘御身体の女神’〔sku’i lha mo〕たち。
（501）キャプイェー・タルダクキョン〔khyab yas mthar dag skyong〕
（502）セルセー・デルウート〔zer gsal bdal ’od ’phro〕
（503）シジン・ペジャムロン〔gzi byin dpe ’byam klong〕
（504）ウーナム・トゥルパントゥン〔’od nam ’phrul ’phang ston〕
（505）ティンルム・デルキャプカー〔gting rum bdal khyab mkha’〕
B.

サティク・エルサンの御言葉〔gsung〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の北東で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉の女神’
〔gsung gi lha mo〕たち。
（506）ギェルチェー・タルラムトゥン〔rgyal byed thar lam ston〕
（507）ジュンギェル・イェシェロン〔byung rgyal ye shes klong〕
（508）ミギュル・カーティチェー〔mi ’gyur bka’ thig ’byed〕
（509）ギェーデプ・ユンドゥンテン〔rgyas ’debs g.yung drung brtan〕
（510）ギャチェ・ターイェーキャプ〔rgya che mtha’ yas khyab〕

C.

サティク・エルサンの御心〔thugs〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の北東で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心の女神’
〔thugs kyi lha mo〕たち。
（511）ミドク・テンチェーマ〔mi ldog brtan byed ma〕
（512）ドゥプタク・ミギュルマ〔grub rtags mi ’gyur ma〕
（513）キェメー・ドゥーネーダク〔skye med gdod nas dag〕
（514）ミガク・トゥクジェィギュン〔mi ’gag thugs rje’i rgyun〕
（515）キャプデル・コルワドゥル〔khyab bdal ’khor ba sgrol〕

D.

サティク・エルサンの功徳〔yon tan〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の北東で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳の女神’
〔yon tan gyi lha mo〕たち。
（516）トゥデン・ドゥーツォクジョム〔mthu ldan bdud tshogs ’joms〕
（517）トプキ・コルワドゥル〔stobs kyis ’khor ba sgrol〕
（518）キェワル・ユンドゥンキェー〔skye bar g.yung drung skyed〕
（519）ギュジ・ギュマルトゥン〔rgyu bzhi sgyu mar ston〕
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（520）クスムギ・デーウキェー〔sku gsum gyi ’bras bu skyed〕
E.

サティク・エルサンの偉業〔’phrin las〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の北東で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業の女神’
〔’phin las gyi lha mo〕たち。
（521）ミヨ・トゥクタルドゥル〔mi g.yo thugs mthar sgrol〕
（522）ニャゲンギ・シポンマ〔mya ngan gyi gzhi spongs ma〕
（523）カーイ・ゲードゥントゥン〔bka’ yis nges don ston〕
（524）クジー・シトマ〔sku brjid zhi khro ma〕
（525）パクメー・ユンテンジュン〔dpag med yon tan ’byung〕

2. 原智の神，シェンラ・ウーカル〔ye shes kyi lha gshen lha ’od dkar〕より顕れる如
来たち。
A.

シェンラ・ウーカルの御身体〔sku〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の北東で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御身体の神’
〔sku’i lha〕がみ。
（526）インルム・トプタン〔dbyings rum stobs tang〕
（527）ナムプー・ツェギェルウー〔gnam phud rtse rgyal ’od〕
（528）ウーキャプデルパ〔’od khyab bdal pa〕
（529）トンドゥク・レクタン〔mthong drug legs tang〕
（530）トプジェ・ダンカル〔stobs rje drang dkar〕

B.

シェンラ・ウーカルの御言葉〔gsung〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の北東で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉の神’
〔gsung gi lha mo〕がみ。
（531）ナムラ・カードゥク〔gnam lha mkha’ drug〕
（532）ウードゥク・チプー〔’od drug spyi phud〕
（533）ドゥンマ・グンドゥク〔sgron ma mngon drug〕
（534）ミチェー・ウーラム〔mi ’byed ’od ram〕
（535）ナムドゥク・キェーパ〔gnam drug skyed pa〕

C.

シェンラ・ウーカルの御心〔thugs〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の北東で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心の神’
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〔gsung gi lha〕がみ。
（536）ロンカー・ヨンパク〔klong mkha’ yongs dpag〕
（537）ドンチェー・メンガクゲー〔don chod man ngag nges〕
（538）ゲールン・ドゥンドゥトゥン〔nges lung don du ston〕
（539）ティンナム・ギュードゥトゥン〔thing nam rgyud du ston〕
（540）ブムディ・トゥンゲー〔’bum sde’i don nges〕
D.

シェンラ・ウーカルの功徳〔yon tan〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の北東で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳の神’〔yon
tan gyi lha〕たち。
（541）ティンパク・ターギェー〔gting dpag mtha’ rgyas〕
（542）リンチェン・ケルデン〔rin chen skal ldan〕
（543）デンチェン・チョクデン〔rdeng chen mchog ldan〕
（544）デルチェン・ロンヤン〔bdal chen klong yangs〕
（545）ジュンギェン・チツク〔’byung rgyan spyi gtsugs〕

E.

シェンラ・ウーカルの偉業〔’phrin las〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の北東で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業の神’
〔’phrin las kyi lha〕がみ。
（546）シンカムキ・ゲギェーキェー〔zhing khams kyi dge rgyas bskyed〕
（547）グーワルギ・ルトジェ〔rgod ’bar gyi ru thog rje〕
（548）ダヤンキ・リンダクギェル〔sgra dbyangs kyi gling grags rgyal〕
（549）タルラム・ムメーパク〔thar lam mu med dpag〕
（550）チャクメー・ロンドゥドゥル〔chags med klong du sgrol〕

3. 方便の最勝，シーパ・サンポ・ブムティ〔thabs kyi mchog srid pa sangs po ’bum
khri〕より顕れる如来たち。
A.

シーパ・サンポ・ブムティの御身体〔sku〕の化身によって存在する如来
娑婆世界の北東で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御身体のシー
パ’〔sku’i srid pa〕たち。
（551）ディプペー・サナムセル〔sgrib pa’i sa rnams sel〕
（552）ゼクペー・ケーナムトゥン〔’dzeg pa’i skas rnams ston〕
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（553）ミコルウェー・ティクデプ〔mi ’khor ba’i thig ’debs〕
（554）ティンジンギ・ロンドゥンチェン〔ting ’dzin gyi klong drung can〕
（555）デギェー・ティクレルゲー〔bde rgyas thig ler nges〕
B.

シーパ・サンポ・ブムティの御言葉〔gsung〕の化身によって存在する如来
娑婆世界の北東で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉のシー
パ’〔gsung gi srid pa〕たち。
（556）ギュルメーキ・ツクプーチェン〔’gyur med kyi gtsug phud can〕
（557）バルウー・トミーギェー〔’bar ’od thogs med rgyas〕
（558）ユンテンギェル・モンラムタ〔yon tan rgyal smon lam bkra〕
（559）グンペーツェルタンデン〔mngon pa’i rtsal dang ldan〕
（560）スンデンギ・ミニェルチョク〔gzungs ldan gyi mi bsnyel mchog〕

C.

シーパ・サンポ・ブムティの御心〔thugs〕の化身によって存在する如来
娑婆世界の北東で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心のシーパ’
〔thugs kyi srid pa〕たち。
（561）ギュンタギ・ロンドゥンチェン〔rgyun thag gi klong drung can〕
（562）タクキ・ゲーワンデン〔rtags kyi nges dbang ldan〕
（563）カーギューキ・トゥンタク〔bka’ rgyud kyi don rtags〕
（564）ツォルジンブタデトゥン〔gtsor ’dzin bu bkra lde ston〕
（565）ギ ュ ー ジ ャ ム キ・ タ ー ダ ク キ ョ ン〔rgyud byams kyis mtha’ dag
skyong〕

D.

シーパ・サンポ・ブムティの功徳〔yon tan〕の化身によって存在する如来
娑婆世界の北東で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳のシーパ’
〔yon tan gyi srid pa〕たち。
（566）グティ・キャプテンタン〔rgu khri khyab brten thang〕
（567）ツェルサン・セルセー〔tsal sangs zer gsal〕
（568）ブムキャプ・ムツェンパ〔’bum khyab mu btsan pa〕
（569）トンナム・デンパクティク〔stong nam deng pag khrigs〕
（570）ムギューキ・ゴチェー〔mu rgyud kyi go ’byed〕

E.

シーパ・サンポ・ブムティの偉業〔’phrin las〕の化身によって存在する如来
娑婆世界の北東で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業のシーパ’
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〔’phrin las kyi srid pa〕たち。
（571）テンタンシェーリンギュー〔rten tang shes gling rgyud〕
（572）ギャキェーデルグンツク〔rgya skyed bdal gung gtsug〕
（573）ムウェル・プンカージェ〔mu wer spungs mkha’ rje〕
（574）バルバ・グンドウー〔’bar ba gung dro ’od〕
（575）ギューペル・セルブムギェー〔rgyud dpal zer ’bum ’gyed〕
4. 智 慧 の 殊 勝， ト ン パ・ シ ェ ン ラ プ・ ミ ボ〔shes rab kyi phul ston pa gshen rab mi
bo〕から顕れる如来たち。
A.

トンパ・シェンラプ・ミボの御身体〔sku〕の光線から顕れる如来
娑婆世界の北東で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御身体のシェ
ン’〔sku’i gshen〕たち。
（576）ギェルワ・ギェルマン〔rgyal ba rgyal mang〕
（577）ミチェー・ティクレ〔mi ’byed thig le〕
（578）ポンデ・タルペル〔bon sde mthar spel〕
（579）トゥクダク・ギャツィ〔thugs dag rgya rtsis〕
（580）ドジン・ゲードゥー〔mdo ’dzin nges sdud〕

B.

トンパ・シェンラプ・ミボの御言葉〔gsung〕の光線から顕れる如来
娑婆世界の北東で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉のシェ
ン’〔gsung gi gshen〕たち。
（581）トゥンギ・タクチェー〔don gyi ’phrag ’byed〕
（582）トゥンベーキ・トゥンゼー〔mthun ’bad kyis don mdzad〕
（583）ツェーメー・ツェージン〔tshad ma’i tshad ’dzin〕
（584）トゥンゲーキ・ドペル〔don nges kyi mdo sprel〕
（585）トクセルギ・ティクデプ〔rtog sel gyi thig ’debs〕

C.

トンパ・シェンラプ・ミボの御心〔thugs〕の光線から顕れる如来
娑婆世界の北東で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心のシェン’
〔thugs kyi gshen〕たち。
（586）テゥユクグージャム〔the’u yug rgod ’byam〕
（587）ツェルゲギェン〔tshal dge rgyun〕
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（588）ペマ・ムセル〔pad ma mu zer〕
（589）シジー・ナムティプ〔gzi brjid nam gtibs〕
（590）マタンティブー〔rma dang rtsi ’bod〕
D.

トンパ・シェンラプ・ミボの功徳〔yon tan〕の光線から顕れる如来
娑婆世界の北東で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳のシェン’
〔yon tan gyi gshen〕たち。
（591）トト・プーメー〔mtho thog phud med〕
（592）チギュ・クントゥン〔spyi rgyug kun ston〕
（593）ロンター・ギャイェ〔klong mtha’ rgya yas〕
（594）セルダク・ツァンチョク〔gsal dag gtsang mchog〕
（595）トツク・ウーギェー〔thog gtsug ’od ’gyed〕

E.

トンパ・シェンラプ・ミボの偉業〔’phrin las〕の光線から顕れる如来
娑婆世界の北東で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業のシェン’
〔’phrin las kyi gshen〕たち。
（596）ジャムキャプ・テンパクメー〔byams khyab rten dpag med〕
（597）トプキギュー・シュクデン〔stobs kyi rgyud shugs ldan〕
（598）イェセル・ギューツォク〔ye gsal rgyud ’tshogs〕
（599）ギャキェー・ムヤン〔rgya skyed mu yangs〕
（600）ワンギューキ・クンデン〔dbang rgyud kyi khung ldan〕

VII

北西の 100 の如来〔byang nub gyi bde bar gshegs pa brgya〕［ZM: 335.1-343.12］

1. 広がりの母，サティク・エルサン〔dbying kyi yum sa trig er sangs〕より顕れる如
来たち。
A.

サティク・エルサンの御身体〔sku〕の加持力より生じた如来
娑婆世界〔mi mjed ’jig rten〕の北西で，慈悲の方便によって衆生の利を為
す‘御身体の女神’〔sku’i lha mo〕たち。
（601）イェシェ・ティナムマ〔ye shes thig nam ma〕
（602）ウーパク・セルダンマ〔’od dpag gsal dwangs ma〕
（603）シデル・ニョムチョクマ〔zhi dal snyoms chog ma〕
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（604）デルジャム・ジャンペーツォ〔dal ’jam byams pa’i gtso〕
（605）マリン・リンアムキョル〔ma ling ring nam skyol〕
B.

サティク・エルサンの御言葉〔gsung〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の北西で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉の女神’
〔gsung gi lha mo〕たち。
（606）ウーデン・セルダンドゥー〔’od ldan gsal dang dod〕
（607）ドゥプタク・ドゥーツィキェー〔grub rtags bdud rtsi bskyed〕
（608）ディダー・プーゲーデンマ〔dri bda’ spos ngad ldan ma〕
（609）ティンナムティクデプダン〔thing nam thig ’debs drang〕
（610）バガル・ラプツォデン〔ba gar rab mtsho ldan〕

C.

サティク・エルサンの御心〔thugs〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の北西で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心の女神’
〔thugs kyi lha mo〕たち。
（611）シェンウー・ムティキュー〔gshen ’od mu khri bskyod〕
（612）デム・チャンウェーシ〔lde mu byang ba’i gzhi〕
（613）ガーウェー・トゥンタンデン〔dga’ ba’i don dang ldan〕
（614）ドゥーシ・ツィーソマ〔bdud bzhi rtsis gso ma〕
（615）トゥクジェィ・ギュンターキョン〔thugs rje’i rgyun thag skyong〕

D.

サティク・エルサンの功徳〔yon tan〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の北西で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳の女神’
〔yon tan gyi lha mo〕たち。
（616）カーナム・ムシルマ〔mkha’ nam mu zil ma〕
（617）デムパ・ムチョクー〔ldem pa mu cho skos〕
（618）ナンセルギ・ドクダンマ〔snang gsal gyi mdog dwangs ma〕
（619）イエシェーキ・ツクミノル〔ye shes kyi gtsug mi nor〕
（620）トゥルチェー・ダーギュンデン〔’phrul cha’i dga’ rgyun ’dren〕

E.

サティク・エルサンの偉業〔’phrin las〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の北西で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業の女神’
〔’phin las gyi lha mo〕たち。
（621）ランギェー・ティンシャクトゥル〔lang brgyad ting shags ’phrul〕
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（622）クギュルギ・トンツィテプ〔sku ’gyur gyis stong rtsis thebs〕
（623）ナンデンギ・プーツクルムキェ〔snang ldan gyi phud gtsug rum skyes〕
（624）リンポチェィ・イデンギュル〔rin po che’i yid ldan sgyur〕
（625）ツクミギュル・テンマウー〔gtsug mi ’gyur brtan ma ’od〕
2. 原智の神，シェンラ・ウーカル〔ye shes kyi lha gshen lha ’od dkar〕より顕れる如
来たち。
A.

シェンラ・ウーカルの御身体〔sku〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の北西で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御身体の神’
〔sku’i lha〕がみ。
（626）シーパギャルグー〔srid pa rgyar ’god〕
（627）ツァンパ・ムメー〔tshangs pa mu med〕
（628）トプデン・ダクシュグ〔stobs ldan drag shugs〕
（629）デルジャム・ダヘ〔dral ’byam sgra he〕
（630）ジンプン・ムルム〔byin spungs mu rum〕

B.

シェンラ・ウーカルの御言葉〔gsung〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の北西で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉の神’
〔gsung gi lha mo〕がみ。
（631）ウーセル・リタ〔’od zer ris bkra〕
（632）ツァンタク・タセル〔tshangs rtags bkra gsal〕
（633）トゥンサン・ガンリン〔don gsang ngang ring〕
（634）トゥクジェィ・ダントプデン〔thugs rje’i drang stobs ldan〕
（635）ティンセル・ムパク〔ting gsal mu dpag〕

C.

シェンラ・ウーカルの御心〔thugs〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の北西で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心の神’
〔thugs gi lha〕がみ。
（636）ペーツク・キルパ〔pad gtsug ’khyil pa〕
（637）ジャムパク・ディプセル〔byams dpag sgrib sel〕
（638）ニャゲン・ティンドク〔mya ngan gting zlog〕
（639）カードム・ヨンタク〔bka’ sgrom yongs rtags〕
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（640）ドンメー・ロギュ〔sgron ma’i glog ’gyu〕
D.

シェンラ・ウーカルの功徳〔yon tan〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の北西で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳の神’〔yon
tan gyi lha〕たち。
（641）ギュトゥル・ナツォクチュン〔sgyu ’phrul sna tshogs ’byung〕
（642）カータク・テージョルトゥン〔bka’ rtags thal sbyor ston〕
（643）トゥクテンギ・ユンドゥンギェル〔thugs brten gyi g.yung drung rgyal〕
（644）デンペ・ムタキョン〔’dren pa’i dmu thag rkyong〕
（645）コルロ・インロンティム〔’khor los dbyings klong stim〕

E.

シェンラ・ウーカルの偉業〔’phrin las〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の北西で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業の神’
〔’phrin las kyi lha〕がみ。
（646）カンカルギ・クドクデン〔gangs dkar gyi sku mdog ldan〕
（647）ガンカルギ・ウーナムバル〔gangs dkar gyi ’od nam ’bar〕
（648）ティテン・ウームケー〔khri rten ’od mu skas〕
（649）シーパ・ティデゥーキャプ〔srid pa khri sdud khyab pa〕
（650）ジャムユク・ロンナデル〔’byam yug klong na gdal〕

3. 方便の最勝，シーパ・サンポ・ブムティ〔thabs kyi mchog srid pa sangs po ’bum
khri〕より顕れる如来たち。
A.

シーパ・サンポ・ブムティの御身体〔sku〕の化身〔sprul pa〕によって存在
する如来
娑婆世界の北西で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御身体のシー
パ’〔sku’i srid pa〕たち。
（651）ギュルメーキ・セルトクチェン〔’gyur med kyi gser tog can〕
（652）キュンム・サンルトジェ〔khyung mu sangs ru thog rje〕
（653）ゼーデン・ウーナムペーギェン〔mdzes ldan ’od rnam pas brgyan〕
（654）メーキ・タクセルタンゴク〔rmad kyi bkrag zer dang ngog〕
（655）デーダン・ディシムダンワ〔dad dwang dri zhim gdang ba〕

B.

シーパ・サンポ・ブムティの御言葉〔gsung〕の化身によって存在する如来
393

国立民族学博物館研究報告

34巻 2 号

娑婆世界の北西で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉のシー
パ’〔gsung gi srid pa〕たち。
（656）ミセー・テルム・キュンチューパ〔mi zad gter mu khyung phyod pa〕
（657）カートジェ・ギャヨンキャプ〔mkha’ thog rje rgya yongs khyab〕
（658）ムプン・グーダプダクシュク〔mu spungs rgod ’dab drag shugs〕
（659）ギャラ・チェーノル・マルトゥン〔rgya lag phyad bsnol mar ston〕
（660）カダー・ギェーダンシェー〔ka ’da’ rgyud drang shes〕
C.

シーパ・サンポ・ブムティの御心〔thugs〕の化身によって存在する如来
娑婆世界の北西で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心のシーパ’
〔thugs kyi srid pa〕たち。
（661）カーセル・トゥンダンデン〔mkha’ gsal don dang ldan〕
（662）リクペーツェル・シェーラプデン〔rig pa’i rtsal shes rab ldan〕
（663）ウ ー ダ ン・ シ ェ ー ツ ェ ー メ ー チ ョ ク〔’od dwang shes tshad ma’i
mchog〕
（664）グトゥク・トゥンソソルトゥン〔rgu phrugs don so sor ston〕
（665）クントゥ・デギェン〔kun tu bde brgyan〕

D.

シーパ・サンポ・ブムティの功徳〔yon tan〕の化身によって存在する如来
娑婆世界の北西で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳のシーパ’
〔yon tan gyi srid pa〕たち。
（666）ニンポ・ダクメ・ペマ〔snying po dag me tog pad ma〕
（667）ジ ン タ ン デ ン・ テ ィ ン ツ ォ ク テ ィ プ〔byin dang ldan sprin tshogs
gtibs〕
（668）パンペー・デワヨンスドゥプ〔spangs pas bde ba yongs su grub〕
（669）リクキェー・ダクツァンメートゥン〔rigs skyed dag gtsang ma’i don〕
（670）ドゥーパクンジュン・リンチェンギテル〔dod pa kun ’byung rin chen
gyi gter〕

E.

シーパ・サンポ・ブムティの偉業〔’phrin las〕の化身によって存在する如来
娑婆世界の北西で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業のシーパ’
〔’phrin las kyi srid pa〕たち。
（671）セルツー・ウーダンチェン〔gser btso’i ’od mdangs can〕
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（672）ドゥーツィー・ジンブチェン〔bdud rtse’i rdzing bu can〕
（673）メンガギ・ニンボチェン〔man ngag gi snying po can〕
（674）ワンタクキ・ルツゥンチェン〔dbang rtags kyi ru mtshon can〕
（675）カタ・ケーティク・レルゲー〔ka tra skyed thig ler nges〕
4. 智 慧 の 殊 勝， ト ン パ・ シ ェ ン ラ プ・ ミ ボ〔shes rab kyi phul ston pa gshen rab mi
bo〕から顕れる如来たち。
A.

トンパ・シェンラプ・ミボの御身体〔sku〕の光線〔’od zer〕から顕れる如来
娑婆世界の北西で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御身体のシェ
ン’〔sku’i gshen〕たち。
（676）ナンパル・カーダク〔rnam par mkha’ dag〕
（677）チューラム・デルギェー〔spyod lam bder rgyal〕
（678）ノルマル・ズトゥルトゥン〔bsnol mar rdzu ’phrul ston〕
（679）トジー・ゲクセル〔khro brjid gegs sel〕
（680）サンデンギ・メンガク〔gsang ldan gyi man ngag〕

B.

トンパ・シェンラプ・ミボの御言葉〔gsung〕の光線から顕れる如来
娑婆世界の北西で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉のシェ
ン’〔gsung gi gshen〕たち。
（681）ガーワキェー・シジートゥン〔dga’ ba bskyed gzi brjid ston〕
（682）ウーセルギ・プーモンパセル〔’od gsal gyi phud rmongs pa sel〕
（683）ウーレーキェー・ドゥプパデン〔’od las skyed grub pa ldan〕
（684）ルツォンキョル・ロドゥーギャル〔ru mtshon skyol blo gros rgyal〕
（685）トゥルチャ・ギェーロギュ〔’phrul cha ’gyed glog ’gyu〕

C.

トンパ・シェンラプ・ミボの御心〔thugs〕の光線から顕れる如来
娑婆世界の北西で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心のシェン’
〔thugs kyi gshen〕たち。
（686）ウーギュー・タセル〔’od rgyud bkra gsal〕
（687）ペルキャプ・テンキェー〔dpal khyab rten skyed〕
（688）ジャムペー・ブムカージェ〔byams pa’i ’bum bka’ rje〕
（689）ダンペー・ニンジェキェー〔dwangs pa’i snying rje bskyed〕
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（690）ツェーメー・トゥンタクチェン〔tshad med don rtags can〕
D.

トンパ・シェンラプ・ミボの功徳〔yon tan〕の光線から顕れる如来
娑婆世界の北西で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳のシェン’
〔yon tan gyi gshen〕たち。
（691）アヌ・タクセー〔a nu phrag sras〕
（692）ダンナン・デンパ〔drang snang ldan pa〕
（693）ムケー・リクグンズク〔dmu skas rigs rgyun ’dzugs〕
（694）ツォギェルギ・メセル〔gtso rgyal gyi me gsal〕
（695）バガルギ・ギューロンドゥン〔ba gar gyi rgyud klong drung〕
トンパ・シェンラプ・ミボの偉業〔’phrin las〕の光線から顕れる如来

E.

娑婆世界の北西で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業のシェン’
〔’phrin las kyi gshen〕たち。
（696）ポダンドゥ・ロンセル〔pho brang du klong gsal〕
（697）トゥンデンギ・テンベプ〔don bden gyi gtan ’bebs〕
（698）ツェーメードゥ・トゥンドゥー〔tshad med du don ’dus〕
（699）スンデンギ・ウーパク〔gzungs ldan gyi ’od dpag〕
（700）ダンイドゥ・ツォンペル〔drang yid du tshong dpal〕
VIII

南西の 100 の如来〔lho nub gyi bde bar gshegs pa brgya〕［ZM: 346.12-354.16］

1. 広がりの母，サティク・エルサン〔dbying kyi yum sa trig er sangs〕より顕れる如
来たち。
A.

サティク・エルサンの御身体〔sku〕の加持力より生じた如来
娑婆世界〔mi mjed ’jig rten〕の南西で，慈悲の方便によって衆生の利を為
す‘御身体の女神’〔sku’i lha mo〕たち。
（701）ツァンマ・リンチェントク〔tshangs ma rin chen tog〕
（702）ダンデン・シェーバルマ〔mdangs ldan shes ’bar ma〕
（703）トルツク・ブムタクマ〔thor tshugs ’bum phrag ma〕
（704）ミトゥル・トゥクツェンデン〔mi ’khrul thugs mtshan ldan〕
（705）ウーパク・ツェーメート〔’od dpag tshad med ’phro〕
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B.

サティク・エルサンの御言葉〔gsung〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の南西で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉の女神’
〔gsung gi lha mo〕たち。
（706）セルパク・ムケーデン〔zer dpag mu skyed ldan〕
（707）ドゥクナム・ドゥーツィルギュル〔dug rnams bdud rtsir bsgyur〕
（708）トゥクツン・ナムパンギェル〔thugs thun nam pang rgyal〕
（709）ジャムニョム・ティクギェーマ〔byams snyoms thig ’gyed ma〕
（710）ジーヌー・キェーチェーマ〔brjid snod skyed byed ma〕

C.

サティク・エルサンの御心〔thugs〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の南西で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心の女神’
〔thugs kyi lha mo〕たち。
（711）シデル・デラムトゥン〔zhi dal bde lam ston〕
（712）トゥンタク・ツェンタンデン〔don rtags mtshan dang ldan〕
（713）キェーペル・ヨンスダク〔skyed dpal yongs su dag〕
（714）ブムデ・リクチェーチャ〔’bum sde rigs ’byed cha〕
（715）ミグン・ドゥーツィーギュン〔mi mgon bdud rtsi’i rgyun〕

D.

サティク・エルサンの功徳〔yon tan〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の南西で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳の女神’
〔yon tan gyi lha mo〕たち。
（716）ギャルモ・ロンギュルマ〔rgyal mo klong bsgyur ma〕
（717）ヨンス・トゥプパキョン〔yongs su grub pa skyongs〕
（718）キルルム・ツェプーギャル〔skyil rum rtse phud rgyal〕
（719）ワルソ・ヤムガルデン〔dbal so yam ngar ldan〕
（720）トゥルナム・トギェルジュン〔’phrul nam gto rgyal ’byung〕

E.

サティク・エルサンの偉業〔’phrin las〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の南西で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業の女神’
〔yon tan gyi lha mo〕たち。
（721）ギャルタクキ・ティクチャーマ〔rgyal rtags kyi thig ’cha’ ma〕
（722）ウージャム・ラルキャプマ〔’od ’byam lar khyab ma〕
（723）ダンナム・スンミイェン〔’brang nam gzungs mi yengs〕
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（724）ヨトゥルギ・コルリンマ〔g.yo ’khrul gyi skor gling ma〕
（725）チュルン・ギュルギューチェーマ〔chu klung ’gyur rgyud byed ma〕
2. 原智の神，シェンラ・ウーカル〔ye shes kyi lha gshen lha ’od dkar〕より顕れる如
来たち。
A.

シェンラ・ウーカルの御身体〔sku〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の南西で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御身体の神’
〔sku’i lha〕がみ。
（726）ポントン・カーナム〔bon stong mkha’ nam〕
（727）イェテン・イェジュン〔ye than ye ’byung〕
（728）バナム・ジュンケー〔ba nam ’byung skas〕
（729）セルドゥン・ムンジョム〔gsal sgron mun ’joms〕
（730）ムドゥン・デンパ〔mu drung ldan pa〕

B.

シェンラ・ウーカルの御言葉〔gsung〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の南西で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉の神’
〔gsung gi lha mo〕がみ。
（731）ウーナム・ティンツク〔’od nam ting gtsug〕
（732）ルーパ・インタク〔rol pa dbyings rtags〕
（733）グゾク・ルータン〔rgu rdzogs rol tang〕
（734）ヤプラ・トクタン〔yab bla thog tang〕
（735）ドゥクデン・ゴンセル〔drug ldan mngon gsal〕

C.

シェンラ・ウーカルの御心〔thugs〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の南西で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心の神’
〔thugs gi lha〕がみ。
（736）ティスム・ムルドゥー〔khri gsum mur sdud〕
（737）グンメー・ゴツァル〔gung rmad ngo mtshar〕
（738）ゴルダン・ジェテンパ〔gor dang rje brtan pa〕
（739）ギンバク・カルテ〔’gying bag dkar te〕
（740）ナムデ・ティシャクパ〔gnam lde khri shag pa〕

D.
398

シェンラ・ウーカルの功徳〔yon tan〕の慈悲より生じた如来

津曲

聖伝の素描

娑婆世界の南西で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳の神’〔yon
tan gyi lha〕たち。
（741）チャティン・カーナム〔phya gting mkha’ nam〕
（742）ティンセル・サンジェ〔gting gsal gsang rje〕
（743）ツェルタン・カルゼク〔stsol dang mkhar ’dzeg〕
（744）ウーデ・ギェルワ〔’od de rgyal ba〕
（745）ダクチャグ・ツェンパ〔brag chags btsan pa〕
E.

シェンラ・ウーカルの偉業〔’phrin las〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の南西で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業の神’
〔’phrin las kyi lha〕がみ。
（746）ナツォク・レクパジュン〔sna tshogs legs pa ’byung〕
（747）ダサン・グードゥプ〔zla gsang dngos grub〕
（748）クーギャ・ワンジュン〔bkod rgya dbang ’byung〕
（749）ケルダン・シェーラプ〔skal grang shes rab〕
（750）ダクク・キャプティク〔dag sku khyab thig〕

3. 方便の最勝，シーパ・サンポ・ブムティ〔thabs kyi mchog srid pa sangs po ’bum
khri〕より顕れる如来たち。
A.

シーパ・サンポ・ブムティの御身体〔sku〕の化身によって存在する如来
娑婆世界の南西で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御身体のシー
パ’〔sku’i srid pa〕たち。
（751）イェタンデン・ムトゥク〔ye dang ldan mu thug〕
（752）ワンチェン・タクテンパ〔dbang chen rtags brtan pa〕
（753）ムウー・ギェンセルティク〔mu ’od rgyan zer tig〕
（754）カルタンデン・ツェンチョク〔mkhar dang ldan btsan mchog〕
（755）ミクペーユル・ポンニ〔dmigs pa’i yul bon nyid〕

B.

シーパ・サンポ・ブムティの御言葉〔gsung〕の化身によって存在する如来
娑婆世界の南西で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉のシー
パ’〔gsung gi srid pa〕たち。
（756）トゥクジェ・ダクトプデン〔thugs rje drag stobs ldan〕
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（757）コルワ・ドゥルデンパ〔’khor ba sgrol ’dren pa〕
（758）シギューレー・ジャムパギェー〔gzhi rgyud las byams pa ’gyed〕
（759）リムペードゥー・テクパデン〔rim pas bgrod theg pa ldan〕
（760）ナムカー・トンギャマチェー〔nam mkha’ stong rgya ma chad〕
C.

シーパ・サンポ・ブムティの御心〔thugs〕の化身によって存在する如来
娑婆世界の南西で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心のシーパ’
〔thugs kyi srid pa〕たち。
（761）コムワン・デルツォ〔khom dbang dal gtso〕
（762）ダンダン・ジャムパ〔dwangs gdangs ’jam pa〕
（763）ムチュー・ヨンター〔dmu spyod yongs mtha’〕
（764）ムラ・ウーシェー〔mu la ’od shes〕
（765）ムペン・リクギェル〔mu ’phan rigs rgyal〕

D.

シーパ・サンポ・ブムティの功徳〔yon tan〕の化身によって存在する如来
娑婆世界の南西で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳のシーパ’
〔yon tan gyi srid pa〕たち。
（766）カーロン・ヨンタン〔mkha’ klong.yongs tang〕
（767）ウーナム・ティンシャク〔’od nam ting shags〕
（768）ムギュー・トゥン〔mu rgyud don〕
（769）タキェン・クーダク〔phra mkhyen skos drug〕
（770）ウェンバ・ヨンティン〔dben pa yongs ting〕

E.

シーパ・サンポ・ブムティの偉業〔’phrin las〕の化身によって存在する如来
娑婆世界の南西で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業のシーパ’
〔’phrin las kyi srid pa〕たち。
（771）レクタン・テンパジェ〔legs tang brtan pa rje〕
（772）ワンティクギ・ギャティクデプ〔dbang thig gi rgya thig ’debs〕
（773）インレー・デルドワドゥル〔dbyings las bdal ’gro ba ’dul〕
（774）ドゥンパル・シトゥンゲー〔’dun par gzhi don nges〕
（775）ギョクタンデン・トプワン〔’g.yogs dang ldan stobs dbang〕

4. 智 慧 の 殊 勝， ト ン パ・ シ ェ ン ラ プ・ ミ ボ〔shes rab kyi phul ston pa gshen rab mi
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bo〕から顕れる如来たち。
A.

トンパ・シェンラプ・ミボの御身体〔sku〕の光線〔’od zer〕から顕れる如来
娑婆世界の南西で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御身体のシェ
ン’〔sku’i gshen〕たち。
（776）カート・ディンワ〔mkha’ mtho ding ba〕
（777）イェサン・プーギェル〔ye sangs phud rgyal〕
（778）ヨメー・グルキェー〔g.yo med ’gul skyed〕
（779）リンナム・パンチュー〔ring nam ’phang phyod〕
（780）ツクセー・マナム〔gtsug sras rma nam〕

B.

トンパ・シェンラプ・ミボの御言葉〔gsung〕の光線から顕れる如来
娑婆世界の南西で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉のシェ
ン’〔gsung gi gshen〕たち。
（781）ティンダン・ツェルク〔mthing ’brang rtsal khug〕
（782）リンシャク・トゥルダン〔ring shags ’phrul drang〕
（783）ベーダン・ツォルルン〔’bad drang rtsol rung〕
（784）ランセルギ・ティクレ〔rang gsal gyi thig le〕
（785）チェークン・ギェーラムヒク〔chad khungs brgyad lam hig〕

C.

トンパ・シェンラプ・ミボの御心〔thugs〕の光線から顕れる如来
娑婆世界の南西で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心のシェン’
〔thugs kyi gshen〕たち。
（786）インレー・デルドゥプツォ〔dbyings las bder grub gtso〕
（787）ロルパ・ドゥンチュクジェ〔rol pa don phyug rje〕
（788）セルタン・ウールムデル〔gsal thang ’od rum bdal〕
（789）ナムキャプ・クントゥキェー〔gnam khyab kun tu skyed〕
（790）リクギャ・ヨンスセル〔rigs rgya yongs su gsal〕

D.

トンパ・シェンラプ・ミボの功徳〔yon tan〕の光線から顕れる如来
娑婆世界の南西で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳のシェン’
〔yon tan gyi gshen〕たち。
（791）デルデン・トゥンドゥプタク〔bder ldan don grub rtags〕
（792）トゥルシュクキ・トミーダク〔rtul shugs kyi thogs med drag〕
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（793）ダンラ・ダクチクトゥトゥン〔drang la drag gcig tu ston〕
（794）シデードゥ・ガンツゥルデン〔zhi dal du ngang tshul ldan〕
（795）ドゥパ・スンギダナムチェー〔grub pa gsung gis sgra rnams ’byed〕
E.

トンパ・シェンラプ・ミボの偉業〔’phrin las〕の光線から顕れる如来
娑婆世界の南西で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業のシェン’
〔’phrin las kyi gshen〕たち。
（796）トゥルチャ・ロルパギュル〔’phrul cha rol pa bsgyur〕
（797）シネーラ・ガンギゲー〔zhi gnas la ngang gi nges〕
（798）レクチューラ・ドゥンドゥドゥー〔legs spyod la don du sdud〕
（799）デンラム・ギューマノル〔’dren lam rgyud ma nor〕
（800）トゥシュクキ・チャクギャ〔stobs shugs kyi phyag rgya〕

IX

南東の 100 の如来〔lho shar gyi bde bar gshegs pa brgya〕［ZM: 357.15-365.18］

1. 広がりの母，サティク・エルサン〔dbying kyi yum sa trig er sangs〕より顕れる如
来たち。
A.

サティク・エルサンの御身体〔sku〕の加持力より生じた如来
娑婆世界〔mi mjed ’jig rten〕の南東で，慈悲の方便によって衆生の利を為
す‘御身体の女神’〔sku’i lha mo〕たち。
（801）テンシ・ヨンギェーマ〔gtan gzhi yongs rgyas ma〕
（802）ヨンドゥプ・ギャルヨクマ〔yongs grub rgyar g.yogs ma〕
（803）ギェルトク・ギェルチェーマ〔rgyal gtogs rgyal byed ma〕
（804）ラプティン・ギャルヨンマ〔labs khrin rgyar g.yongs ma〕
（805）シーペー・ツィーニェルマ〔srid pa’i rtsis gnyer ma〕

B.

サティク・エルサンの御言葉〔gsung〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の南東で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉の女神’
〔gsung gi lha mo〕たち。
（806）ダギェー・サンティクマ〔zla rgyas gsang thig ma〕
（807）チェデン・ワンギューマ〔che ldan dbang rgyud ma〕
（808）ツェルドゥク・トプデンマ〔rtsal drug stobs ldan ma〕

402

津曲

聖伝の素描

（809）ウーナム・ティンツクハク〔’od nam ting gtsug lhag〕
（810）ダンスンワ・ナムキョル〔’brang gzungs ba nam skyol〕
C.

サティク・エルサンの御心〔thugs〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の南東で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心の女神’
〔thugs kyi lha mo〕たち。
（811）ギェルツェン・クンリクロ〔rgyal mtshan kun rig blo〕
（812）ヨトゥン・ギュンデンデン〔g.yo ’khrun rgyun ’dren sbreng〕
（813）チャンロ・トクウーバル〔lcang lo thog ’od ’bar〕
（814）ムト・トパルラプ〔mu spro spro par rlabs〕
（815）クー・カーギュルチャンマ〔skos bka’ ’gyur byang ma〕

D.

サティク・エルサンの功徳〔yon tan〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の南東で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳の女神’
〔yon tan gyi lha mo〕たち。
（816）チョラプ・ムルキェンマ〔cho rabs mur mkhyen ma〕
（817）ヨンギェー・クードゥンティク〔yongs rgyal skos drung tig〕
（818）トゥルウェー・ティリンダ〔khrol ba’i khri ling sgra〕
（819）チャサン・ロンルムデル〔phya sangs klong rum bdal〕
（820）トムセル・ティクセル〔spro mu zer tig gsal〕

E.

サティク・エルサンの偉業〔’phrin las〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の南東で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業の女神’
〔’phin las gyi lha mo〕たち。
（821）トスム・ウールムツェ〔mtho gsum ’od rum rtse〕
（822）ワルルム・タバルジー〔dbal rum bkrag ’bar brjid〕
（823）カーティン・ムチューセル〔mkha’ lding mu phyod gsal〕
（824）カルトゥー・ハナムキョン〔dkar thod lha rnams skyong〕
（825）ガルグー・ドゥンゲィムマ〔rgyar ’god don ’grims ma〕

2. 原智の神，シェンラ・ウーカル〔ye shes kyi lha gshen lha ’od dkar〕より顕れる如
来たち。
A.

シェンラ・ウーカルの御身体〔sku〕の慈悲より生じた如来
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娑婆世界の南東で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御身体の神’
〔sku’i lha〕がみ。
（826）ダント・デチュー〔drang thog bde spyod〕
（827）ウーギェル・ダンタ〔’od rgyal gdangs bkra〕
（828）カルタム・トゥクギャ〔skar bkram thugs rgya〕
（829）ティン・カー・ゲートゥン〔spring bka’ nges don〕
（830）ヨンギェン・ゲートゥン〔yongs rgyan rgyal gtsug〕
B.

シェンラ・ウーカルの御言葉〔gsung〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の南東で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉の神’
〔gsung gi lha mo〕がみ。
（831）ダンク・ダヤン〔gdangs khugs sgra dbyangs〕
（832）ギィムタン・ツォルポ〔gyim dang rtsol po〕
（833）デルデン・ニョムゼー〔dal ldan snyoms mdzad〕
（834）ウナム・ヨンカル〔dbu nam yongs dkar〕
（835）ヘラ・ルンダン〔he la slung drangs〕

C.

シェンラ・ウーカルの御心〔thugs〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の南東で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心の神’
〔gsung gi lha〕がみ。
（836）セルト・ヨンダン〔zer spro yongs gdangs〕
（837）ニェンギュ・ダルキャプ〔snyan rgya sgrar khyab〕
（838）ロンデル・サムデン〔klong gdal bsam ldan〕
（839）ドゥプパル・タクギェン〔grub par rtags rgyan〕
（840）ティクギェン・サントゥン〔thig rgyan gsang don〕

D.

シェンラ・ウーカルの功徳〔yon tan〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の南東で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳の神’〔yon
tan gyi lha〕がみ。
（841）ロンギュル・ツィキェー〔klong ’gyur rtsi skyed〕
（842）ドゥルパル・ミイェン〔grub par mi yengs〕
（843）ニェンギェル・トゥンタク〔gnyan rgyal don rtags〕
（844）タンキェー・トゥクジェ〔thang skyed thugs rje〕
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（845）ギェルトゥー・ロンパク〔rgyal thod klong dpag〕
E.

シェンラ・ウーカルの偉業〔’phrin las〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の南東で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業の神’〔’phrin
las kyi lha〕がみ。
（846）ミクメー・タークー〔dmigs med mtha’ skas〕
（847）テーパ・ムルデル〔gtad pa mur bdal〕
（848）コルポ・ディムタン〔skyol po ’brim tang〕
（849）ゲネン・トプキャプ〔ge nan stobs khyab〕
（850）ウールム・ツェシャク〔’od rum rtse shags〕

3. 方便の最勝，シーパ・サンポ・ブムティ〔thabs kyi mchog srid pa sangs po ’bum
khri〕より顕れる如来たち。
A.

シーパ・サンポ・ブムティの御身体〔sku〕の化身〔sprul pa〕によって存在
する如来
娑婆世界の南東で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御身体のシー
パ’〔sku’i srid pa〕たち。
（851）セルタン・ロンパ〔gser dang ron pa〕
（852）ククパ・チャクギャ〔khug pa phyag rgya〕
（853）ヤンツァン・デンパ〔yang gtsang ldan pa〕
（854）ギェルタン・トンドゥク〔gyer thang mthon drug〕
（855）ケーギャ・ヨンチュー〔mkhas rgya yongs chod〕

B.

シーパ・サンポ・ブムティの御言葉〔gsung〕の化身によって存在する如来
娑婆世界の南東で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉のシー
パ’〔gsung gi srid pa〕たち。
（856）ペンパ・ムキル〔’phan pa mu skyil〕
（857）ドゥプパ・ギャジン〔grub pa brgya byin〕
（858）ジョンティ・デガー〔byon khri sde gda’〕
（859）ペゥサン・ルトジェ〔pe’u sangs ru thog rje〕
（860）ツィクジン・ケルタク〔tshig ’dzin skal phrag〕

C.

シーパ・サンポ・ブムティの御心〔thugs〕の化身によって存在する如来
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娑婆世界の南東で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心のシーパ’
〔thugs kyi srid pa〕たち。
（861）トプデン・ドゥプキョル〔stobs ldan grub skyol〕
（862）セルドデン〔gser mdog ldan〕
（863）ギェルト・デルウー〔gyer spro bdal ’od〕
（864）タンポ・ツェルチン〔thang po rtser phyin〕
（865）トギャ・ウーギェン〔gto rgya hos brgyan〕
D.

シーパ・サンポ・ブムティの功徳〔yon tan〕の化身によって存在する如来
娑婆世界の南東で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳のシーパ’
〔yon tan gyi srid pa〕たち。
（866）ツェルダン・ワルダク〔tsher drang dbal drag〕
（867）ツィケー・ソデン〔rtsi skyed gso ldan〕
（868）ウート・ギャデル〔’od ’phro rgya bdal〕
（869）トゥクカル・ディマデ〔thugs kar dri ma de〕
（870）ションメル・ヤルタン〔shong mer dbyar tang〕

E.

シーパ・サンポ・ブムティの偉業〔’phrin las〕の化身によって存在する如来
娑婆世界の南東で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業のシーパ’
〔’phrin las kyi srid pa〕たち。
（871）ツェンパ・ギェルケー〔btsan pa gyer mkhas〕
（872）クンドゥル・ダクツェン〔kun ’dul drag btsan〕
（873）ケームル・キェータルケー〔skyed mur skyed thar skas〕
（874）ワルジェ・ウータクジー〔dbal rje ’od bkrag brjid〕
（875）ダクポ・ジャクランダン〔drag po ljags rang dwang〕

4. 智 慧 の 殊 勝， ト ン パ・ シ ェ ン ラ プ・ ミ ボ〔shes rab kyi phul ston pa gshen rab mi
bo〕から顕れる如来たち。
A.

トンパ・シェンラプ・ミボの御身体〔sku〕の光線〔’od zer〕から顕れる如来
娑婆世界の南東で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御身体のシェ
ン’〔sku’i gshen〕たち。
（876）ギェルワ・ダンジェカル〔rgyal ba drang rje dkar〕
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（877）トゥンガク・ツォカルペン〔thun sngags tso dkar ’phen〕
（878）カウーセル・バルト〔kha ’od zer ’bar ’phro〕
（879）ワンジェィ・トゥーキャプタン〔dbang rje’i khros khyab tang〕
（880）チェジーキ・ギェルツェン〔ljags dad skyed ’od nam〕
B.

トンパ・シェンラプ・ミボの御言葉〔gsung〕の光線から顕れる如来
娑婆世界の南東で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉のシェ
ン’〔gsung gi gshen〕たち。
（881）チェジーキ・ギェルツェンチェン〔che brjid kyi rgyal mtshan can〕
（882）トクトク・チェムガルタンキェー〔thog thog chem ngar dang skyed〕
（883）ジャラ・ワルジャムイェー〔ljags la dbal ’byam yas〕
（884）ムァ・イェートゥンドゥー〔mu la yas don du sdud〕
（885）ダクパ・セルティジェ〔dag pa gsal khri rje〕

C.

トンパ・シェンラプ・ミボの御心〔thugs〕の光線から顕れる如来
娑婆世界の南東で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心のシェン’
〔thugs kyi gshen〕たち。
（886）トゥンギェー・デデン〔don rgyas bde ldan〕
（887）タプチェン・デドゥル〔thabs chen bde sgrol〕
（888）ドゥーツィ・ジャクヌン〔bdud rtsi ljags rnon〕
（889）トルティク・ティンジン〔mthor tig ting ’dzin〕
（890）ティクレ・トゥンギェー〔thig le don rgyas〕

D.

トンパ・シェンラプ・ミボの功徳〔yon tan〕の光線から顕れる如来
娑婆世界の南東で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳のシェン’
〔yon tan gyi gshen〕たち。
（891）ウーデ・パクメー〔’od de dpag med〕
（892）ミンカージェ・ウータン〔ming mkha’ rje ’od tang〕
（893）グールム・カーウー〔rgud rum bkra ’od〕
（894）ヘゥジェ・シジー〔lhe’u rje gzi brjid〕
（895）ギェルマ・シンダン〔gyer smra zin ’brang〕

E.

トンパ・シェンラプ・ミボの偉業〔’phrin las〕の光線から顕れる如来
娑婆世界の南東で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業のシェン’
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〔’phrin las kyi gshen〕たち。
（896）ガルジェ・ギェルタン〔ngar rje rgyal tang〕
（897）チャウー・ナムティンシャク〔phya ’od nam ting shags〕
（898）ヤンウー・レクムト〔g.yang hos legs mu spro〕
（899）トクツェ・ダクウート〔thog rtse drag ’od ’phro〕
（900）シウェーガンデン・デージョル〔zhi ba’i ngang ldan dal ’byor〕
X

下方の 100 の如来〔’og phyogs kyi bde bar gshegs pa brgya〕［ZM: 368.17-377.3］

1. 広がりの母，サティク・エルサン〔dbying kyi yum sa trig er sangs〕より顕れる如
来たち。
A.

サティク・エルサンの御身体〔sku〕の加持力より生じた如来
娑婆世界〔mi mjed ’jig rten〕の下方で，慈悲の方便によって衆生の利を為
す‘御身体の女神’〔sku’i lha mo〕たち。
（901）ダジェル・ロンリクマ〔brda ’jal klong rig ma〕
（902）シャクデク・サンティクマ〔shags dreg gsang thig ma〕
（903）ブムドゥー・ティトンゲー〔’bum sdud khri thongs nges〕
（904）ゴチェー・タートゥンマ〔go ’byed mtha’ ston ma〕
（905）タルラム・デルデンマ〔thar lam bder ’dren ma〕

B.

サティク・エルサンの御言葉〔gsung〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の下方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉の女神’
〔gsung gi lha mo〕たち。
（906）ネーテンドゥ・ラムゲーマ〔gnas brtan du lam nges ma〕
（907）スンドゥンギ・サルグーマ〔g.yung drung gi sar ’god ma〕
（908）カーダン・セルギュンチェー〔mkha’ dwang gsal rgyun chad〕
（909）ケルペー・ダンジンマ〔bskal pa’i grangs ’dzin ma〕
（910）シーペー・ツィーテプマ〔srid pa’i rtsis thebs ma〕

C.

サティク・エルサンの御心〔thugs〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の下方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心の女神’
〔thugs kyi lha mo〕たち。
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（911）タンマ・オルドウクケー〔thang ma ’ol drug skas〕
（912）ウデン・トゥンミニェル〔dbu ’dren don mi bsnyel〕
（913）ギャチェー・トプデンチョク〔rgya bcad stobs ldan mchog〕
（914）キュンヨン・チャルチェーデン〔skyon yon char ’byed ldan〕
（915）サムテン・ミイェンデン〔bsam gtan mi yengs ldan〕
D.

サティク・エルサンの功徳〔yon tan〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の下方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳の女神’
〔yon tan gyi lha mo〕たち。
（916）チツク・ティクレトゥン〔spyi gtsug thig ler ston〕
（917）ケーダ・チョムギュルマ〔skad sgra gcom bsgyur ma〕
（918）ムラ・ウートプタンセル〔mu la ’od stobs dang zer〕
（919）カータク・ミギュルギャ〔bka’ rtags mi ’gyur rgya〕
（920）ワンチェンギ・チギャチュー〔dbang chen gyi spyi rgya chod〕

E.

サティク・エルサンの偉業〔’phrin las〕の加持力より生じた如来
娑婆世界の下方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業の女神’
〔’phin las gyi lha mo〕たち。
（921）チルチュー・カンデンマ〔spyir gcod mkha’ ldan ma〕
（922）チョクツク・トゥンタクチェン〔mchog gtsug don rtags can〕
（923）ミナン・セルドゥンバル〔mi snang gsal sgron ’bar〕
（924）ナムケー・ディメーウー〔gnam skas dri med ’od〕
（925）ゲーティクギ・ワンギャコル〔nges thig gi dbang rgya skor〕

2. 原智の神，シェンラ・ウーカル〔ye shes kyi lha gshen lha ’od dkar〕より顕れる如
来たち。
A.

シェンラ・ウーカルの御身体〔sku〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の下方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御身体の神’
〔sku’i lha〕がみ。
（926）トゥンドゥク・レクパ〔don drug legs pa〕
（927）ムドゥン・ガンカル〔mu drung gangs dkar〕
（928）ドゥーマン・トゥルギェル〔gdod mangs sprul rgyal〕
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（929）リラプ・テンパ〔ri rab brtan pa〕
（930）ロンフン・カージェ〔klong lhun mkha’ rje〕
B.

シェンラ・ウーカルの御言葉〔gsung〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の下方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉の神’
〔gsung gi lha mo〕がみ。
（931）トミー・ギュルワ〔thogs med ’gyur ba〕
（932）シェーギャル・ゴンロン〔shes rgyar gong slong〕
（933）ムタン・ティンツク〔mu stangs gting gtsug〕
（934）ギュンミチェー・タンギュン〔rgyun mi ’chad thang rgyun〕
（935）シンウェー・ギュンゲートゥン〔sring ba’i rgyun nges ston〕

C.

シェンラ・ウーカルの御心〔thugs〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の下方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心の神’
〔thugs gi lha〕がみ。
（936）ムプン・ジョムトゥンデン〔mu spungs ’joms don ldan〕
（937）ゲーペー・カールンギュー〔nges pa’i bka’ lung rgyud〕
（938）リンチェン・テルデン〔rin chen gter ldan〕
（939）シート・タクナンデン〔srid gtos bkrag snang ldan〕
（940）ギャムチェー・クンミャム〔rgyam chad kun mnyam〕

D.

シェンラ・ウーカルの功徳〔yon tan〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の下方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳の神’〔yon
tan gyi lha〕たち。
（941）ミガク・レクパジュン〔mi ’gag legs pa ’byung〕
（942）カギュー・ヨンチェー〔bka’ rgyud yongs skyed〕
（943）レクジュン・チュードゥー〔legs ’byung bcud bsdud〕
（944）ケルデンギ・ワンドゥプ〔skal ldan gyi dbang sgrub〕
（945）リル・トカーダンキェー〔spyi ru spro bka’ dwang bskyed〕

E.

シェンラ・ウーカルの偉業〔’phrin las〕の慈悲より生じた如来
娑婆世界の下方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業の神’
〔’phrin las kyi lha〕がみ。
（946）ツクルムドゥ・トゥンタク〔gtsug rum du don rtags〕
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（947）ツェタクラ・ワントプ〔tshe rtags la dbang thob〕
（948）キェーモ・ルギャデム〔bskyed mo ru rgya ’grems〕
（949）ツォクパル・クンジュン〔’tshogs pa ru kun ’byung〕
（950）ヤンギャ・ギュルチュンデプ〔dbyangs rgya ’gyur byung ’debs〕
3. 方便の最勝，シーパ・サンポ・ブムティ〔thabs kyi mchog srid pa sangs po ’bum
khri〕より顕れる如来たち。
A.

シーパ・サンポ・ブムティの御身体〔sku〕の化身〔sprul pa〕によって存在
する如来
娑婆世界の下方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御身体のシー
パ’〔sku’i srid pa〕たち。
（951）ダント・クジー〔grangs spro sku brjid〕
（952）ケーギェー・ダクワン〔mkhas rgyas grags dbang〕
（953）ムチュー・セルラム〔mu spyod zer lam〕
（954）ムラ・ギュル〔mu la skos sgyur〕
（955）ユーカムス・ダクギェル〔yod khams su grags rgyal〕

B.

シーパ・サンポ・ブムティの御言葉〔gsung〕の化身によって存在する如来
娑婆世界の下方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉のシー
パ’〔gsung gi srid pa〕たち。
（956）イェジュン・ドゥーダク〔ye ’byung gdod dag〕
（957）セルツェル・タクジー〔zer ’tsher bkrag brjid〕
（958）グンジェ・ジャムサン〔gung rje ’byams sangs〕
（959）ラギェル・グンサン〔lha rgyal gung gsang〕
（960）ケーメン・ツィギュル〔skyed sman rtsi sgyur〕

C.

シーパ・サンポ・ブムティの御心〔thugs〕の化身によって存在する如来
娑婆世界の下方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心のシーパ’
〔thugs kyi srid pa〕たち。
（961）キェードゥン・ダンカル〔skyed drung ’brang dkar〕
（962）モンナム・バカル〔mong nam ba dkar〕
（963）グンダク・ツェンパ〔gung bdag btsan pa〕
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（964）ルンシン・ドゥントン〔lung zin don ston〕
（965）ギュートル・ドゥントン〔rgyud khrol don ston〕
D.

シーパ・サンポ・ブムティの功徳〔yon tan〕の化身によって存在する如来
娑婆世界の下方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳のシーパ’
〔yon tan gyi srid pa〕たち。
（966）ドゥンブム・ティダン〔bdun ’bum khri dang〕
（967）ガデ・チャケー〔lnga sde cha mkhas〕
（968）ワルダク・ガルチェン〔dbal drag ngar chen〕
（969）ムイェ・サンゴム〔dmu yad gsang sgom〕
（970）ジョンキュー・ペル〔ljon bskyed dpal〕

E.

シーパ・サンポ・ブムティの偉業〔’phrin las〕の化身によって存在する如来
娑婆世界の下方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業のシーパ’
〔’phrin las kyi srid pa〕たち。
（971）カイェル・チェプーラム〔kha yal lce phud lam〕
（972）ウーカルギ・ムドゥンバル〔’od dkar gyi mu sgron ’bar〕
（973）ケルデンギ・ツィクダンケン〔skal ldan gyi tshig drang rkan〕
（974）ギューデンギ・ムタク〔rgyud ’dren gyi dmu thag〕
（975）トドゥイ・トゥクセル〔spro bsdu’i thugs gsal〕

4. 智 慧 の 殊 勝， ト ン パ・ シ ェ ン ラ プ・ ミ ボ〔shes rab kyi phul ston pa gshen rab mi
bo〕から顕れる如来たち。
A.

トンパ・シェンラプ・ミボの御身体〔sku〕の光線〔’od zer〕から顕れる如来
娑婆世界の下方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御身体のシェ
ン’〔sku’i gshen〕たち。
（976）カムテン・ティンルム〔khams brtan ting rum〕
（977）ナントン・トゥルク〔snang stong sprul sku〕
（978）トゥーパ・タルギェー〔spros pa mthar ’gyed〕
（979）ジタル・トゥンドゥプ〔ji ltar don sgrub〕
（980）ジタル・トゥンギェー〔ji ltar mthun ’gyed〕

B.
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娑婆世界の下方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御言葉のシェ
ン’〔gsung gi gshen〕たち。
（981）カギュ・シュンデン〔bka’ rgyud gzhung ’dren〕
（982）ルンギュー・ドゥントゥン〔lung rgyud don ston〕
（983）カールン・ゲータク〔bka’ lung nges rtags〕
（984）ツァンタク・カーギャ〔tshangs rtags bka’ rgya〕
（985）ツェーメー・ゲーティク〔tshad ma’i nges thig〕
C.

トンパ・シェンラプ・ミボの御心〔thugs〕の光線から顕れる如来
娑婆世界の下方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘御心のシェン’
〔thugs kyi gshen〕たち。
（986）カルセル・ネーヅィン〔dkar gsal gnas ’dzin〕
（987）インチェン・ミギュル〔dbyings chen mi ’gyur〕
（988）トンニ・ロンデル〔stong nyid klong bdal〕
（989）ミチェー・カーキル〔mi ’byed mkha’ skyil〕
（990）ウーセル・セルキェー〔’od zer gsal bskyed〕

D.

トンパ・シェンラプ・ミボの功徳〔yon tan〕の光線から顕れる如来
娑婆世界の下方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘功徳のシェン’
〔yon tan gyi gshen〕たち。
（991）ウーセル・ダワ〔’od gsal zla ba〕
（992）デルキャプ・ニウー〔bdal khyab nyi ’od〕
（993）シルセル・ドゥンマ〔zil zer sgron ma〕
（994）ズトゥル・トミー〔rdzu ’phrul du thogs med〕
（995）トゥーペー・レクシ〔bstod pa’i legs bzhi〕

E.

トンパ・シェンラプ・ミボの偉業〔’phrin las〕の光線から顕れる如来
娑婆世界の下方で，慈悲の方便によって衆生の利を為す‘偉業のシェン’
〔’phrin las kyi gshen〕たち。
（996）ナンワタンデン・ユンドゥン〔snang ba dang ldan g.yung drung〕
（997）ユンドゥンギ・ツクティクデプ〔g.yung drung gi gtsug thig ’debs〕
（998）ムタクギ・ギューデン〔dmu thag gi rgyud ’dren〕
（999）ツェタクキ・グードゥプ〔tshe rtags kyi dngos grub〕
（1000）ワンタクキ・ルムツゥン〔dbang rtags kyi ru mtshon〕
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【補遺 3】「後悔と懺悔の五種の供物」〔’gyod bshags mchod pa rnam lnga〕
［ZM:469.6-7］
『セルミク』第 11 章［ZM:469.15-470.16］に叙述される。以下のように，ポンの四
門五藏〔bon sgo bzhi mdzod dang lnga〕の各法類には五つずつの供物が説かれるとさ
れる。尚，同書によれば，ネゥチュンマはこれらの供物のうち「ペンユルのポン」に
説かれる供物を捧げたとされることから，「後悔と懺悔の五種の供物」とは恐らく以
下の 4 に示した五種の供物を指すと思われる。
1．プンセーのポン〔bon dpon gsas〕（= プンセー［ポン教における導師・ラマ］の口
伝によるポンの教え）に説かれる五種の供物。
（1）怒り（瞋）［に対する］慈しみとしての供物〔zhe sdang byams pa la mchod pa〕
（2）欲望（貪）［に対する］施しとしての供物〔’dod chags sbyin pa la mchod pa〕
（3）愚昧（癡）［に対する］智慧としての供物〔gti mug ye shes la mchod pa〕
（4）嫉妬（嫉）［に対する］寛容としての供物〔phrag dog yangs pa la mchod pa〕
（5）慢心（慢）［に対する］寂静としての供物〔nga rgyal zhi ba la mchod pa〕
2．白い河のポン〔bon chab dkar〕
（＝荒々しい真言・白い河のポン）に説かれる五種
の供物。
（1）加持によって四種の生を解放するための供物〔byin gyis rlabs gyis skye ba
rnam pa bzhi bsgral la mchod pa〕
（2）慈悲の力によって輪廻の五つの道を断じるための供物〔thugs rje’i stobs kyis
’khor ba’i lam lnga bcad la mchod pa〕
（3）真言の威力によって煩悩の潜在余力（習気）を浄化するための供物〔sngags
kyi mthu yis nyon mongs pa’i bag chags sbyang la mchod pa〕
（4）手印の力によって人と神の位に資糧を生起せしめるための供物〔phyag rgya’i
dbang gis mi dang lha’i go ’phang du tshogs bskyed la mchod pa〕
（5）三昧の技力によって智慧の界に留まるための供物〔ting nge ’dzin gyi rtsal gyis
ye shes kyi klong du bzhag la mchod pa〕
3．黒い河のポン〔bon chab nag〕
（= 有の流れ・黒い河のポン）に説かれる五種の供物。
（1）恭敬する身体（身）の供物〔lus gus pa’i mchod pa〕
（2）耳に心地よい言葉（語）の供物〔ngag snyan pa’i mchod pa〕
（3）純浄なる心（意）の供物〔yid dang ba’i mchod pa〕
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（4）清浄なる食物の供物〔zas gtsang ma’i mchod pa〕
（5）美麗なる事物の供物〔rdzas mdzes pa’i mchod pa〕
4．ペンユルのポン〔bon ’phan yul〕（= ペンユルの十万の膨大なるポンの教え）に説
かれる五種の供物。
（1）明澄に輝くバターランプの供物〔mar me mdangs gsal gyi mchod pa〕
（2）芳しい香りを放つ調合された香の供物〔sbyar spos dri bda’i mchod pa〕
（3）最高に美味な薬油という供物〔rtsi sman ro mchog gi mchod pa〕
（4）献食としての神香の供物〔lha sangs zhal zas kyi mchod pa〕
（5）美麗なる華という供物〔me tog mdzes ldan gyi mchod pa〕
5．頂点・一般の清浄なるポン〔bon gtsang ma mtho thog spyi rgyug〕（= 頂点・一般の
宝藏のポン）に説かれる五種の供物。
（1）御身体（身）の供物である手印〔sku yi mchod pa phyag rgya〕
（2）御言葉（語）の供物であるニンボ〔gsung gi mchod pa snying po〕
（3）御心（意）の供物である三昧〔thugs kyi mchod pa ting nge ’dzin〕
（4）功徳の供物である法具〔yon tan gyi mchod pa yo byad〕
（5）偉業の供物である偈頌〔’phrin las kyi mchod pa tshigs bshad〕
【補遺 4】「六種の清浄なるもの」〔dag pa rnam pa drug〕
［ZM:469.6-7］
『セルミク』第 11 章［ZM:471.15-472.5］に叙述される。「器世間」〔snod〕・「有情世
・「 自 己 」〔bdag〕・「 賓 客 」〔mgron〕・「 善 逝 」〔bder
間 」〔bcud〕・「 事 物 」〔rdzas〕
gshegs〕を真清浄なものとして観想する瞑想法を指す。
1．三昧によって，器［世間］は真清浄であり，外［の］四大を宝珠の宮殿として捉
え る〔snod rnam par dag pa phyi ’byung ba rnam bzhi rin po che’i gzhal yas khang du
ting nge ’dzin gyis gzung〕
2．三昧によって，［世界の］内容［= 有情世間］は真清浄であり，内［なる］三界
の有情を神と女神の御身体として捉える〔bcud rnam par dag pa nang khams gsum
gyi sems can lha dang lha mo’i sku ru ting nge ’dzin gyis gzung〕
3．三昧によって，事物は真清浄であり，供物と布施［物］の二つを五妙欲に変わる
ものとして捉える〔rdzas rnam par dag pa mchod pa dang sbyin pa gnyis ’dod pa’i yon
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tan lnga ’gyur bar ting nge ’dzin gyis gzung〕
4．三昧によって，自己は真清浄であり，磨かれた水晶玉のように無垢で光線を放つ
神の御身体として捉える〔bdag rnam par dag pa lha’i sku shel sgong phyis pa ’dra ba
dri med ’od zer ba phro ba gcig tu ting nge ’dzin gyis gzung〕
5．三昧によって，賓客は真清浄であり，［彼らは］どんな物を欲しても意のままに
［それと］出会って願望が満たされると捉える〔mgron rnam par dag pa rdzas ci
’dod yid bzhin dang phrad nas dgos ’dod re ba skongs par ting nge ’dzin gyis gzung〕
6．三昧によって，善逝（如来）は真清浄であり，美麗なる四身の四顔は甚だ数多く，
十方の全てに住していると捉える〔bder gshegs rnam par dag pa sku bzhi mdzes pa’i
zhal bzhi shin tu grangs mang ba phyogs bcu kun na gnas par ting nge ’dzin gyis gzung〕

神名索引
以下に，拙稿の末尾に列挙した神名について，当該の神名が記される『セルミク』
（mdo gzer mig; dus gsum gshen rab kyi ’byung khungs dan mdzad pa’i rgyud ’dus pa rin po
che gzer mig gimdo〈『賽米』中国藏学出版社〉1991）の頁番号と，拙稿における掲載
箇所を示す。
凡

例

（1）ローマナイズは拡張ワイリー方式に基づいて転写し，藏語のアルファベット順に
並べる。
（2）A 補は「聖伝の素描―ポン教の聖者シェンラプ・ミボの降臨から子息の誕生ま
で」（『国立民族学博物館研究報告』33 巻 4 号，2009 年）の補遺（pp. 714–734）
，
B 補は本稿の補遺を意味する。
例）kun khyab ma 160 [A補 5/211] → ‘クンキャプマ’は『セルミク』160 頁，
「聖伝の素描―ポン教の聖者シェンラプ・ミボの降臨から子息の誕生まで」
の補遺 5（211）に記されている。
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Ka
ka tra skyed thig ler nges

341 [B補 2/675]

ka ’da’ rgyud drang shes

340 [B補 2/660]

klong mkha’ yongs dpag

326 [B補 2/536]

kun khyab ma

160 [A補 5/211]

klong gi bskyed byed ma

158 [A補 5/174]

kun grub ma

159 [A補 5/201]

klong ’gyur rtsi skyed

361 [B補 2/841]

kun dga’ ma

159 [A補 5/208]

klong lnga cir sprul ma

151 [A補 5/21]

pa

48 [A補 3/1]

kun sgrol dbyings phyug

95 [A補 4/30]

klong mtha’ rgya yas

331 [B補 2/593]

kun bsgyur dbang phyug

273 [B補 2/72]

klong gdal bsam ldan

360 [B補 2/838]

kun snyoms zer stobs che

294 [B補 2/252]

klong bdal bsam gtan ma

290 [B補 2/211]

kun tu bde brgyan

340 [B補 2/665]

klong yangs mu rgyas

285 [B補 2/177]

kun ’dul drag btsan

363 [B補 2/872]

klong rum skyil ma

313 [B補 2/415]

kun ’dul ma

159 [A補 5/206]

klong lhun mkha’ rje

371 [B補 2/930]

kun ’dus ma

160 [A補 5/210]

dkar thang gsal rgyab skyed

307 [B補 2/372]

kun ’dren ma

159 [A補 5/207]

dkar thod lha rnams skyong

359 [B補 2/824]

kun ldan ma

159 [A補 5/203]

dkar dang rje phyod pa

kun bsdud ma

159 [A補 5/209]

dkar ldan zhing skyong ma

313 [B補 2/417]
376 [B補 2/986]

272 [B補 2/66]

kun ’bum go ’byed

105 [A補 4/82]

dkar gsal gnas ’dzin

kun ’bum mtha’ yas ma

152 [A補 5/28]

bkag med spro bsdu ’bar

274-275 [B補 2/94]

kun ’byung bkag pa med

275 [B補 2/100]

bka’ rgyud kyi don rtags

328-329 [B補 2/563]

kun tshang ma

159 [A補 5/205]

bka’ rgyud gzhung ’dren

375 [B補 2/981]

kun ’tshogs ma

159 [A補 5/204]

bka’ rgyud yongs skyed

372 [B補 2/942]

95 [A補 4/29]

bka’ sgrom yongs rtags

338 [B補 2/639]

268 [B補 2/11]

bka’ brgyud che bar spel

161 [A補 5/240]

kun rig blo gsal ma lus ston

279 [B補 2/111]

bka’ rtags thal sbyor ston

338 [B補 2/642]

kun rig gsal ba’i mchog

279 [B補 2/113]

bka’ rtags mi ’gyur rgya

370 [B補 2/919]

kun la bu ltar sems

161 [A補 5/251]

bka’ ’dren gtso

160 [A補 5/212]

kun ’od sgron ma
kun rig blo gsal ma

kun shes go ’byed ma

152 [A補 5/34]

bka’ yis nges don ston

303 [B補 2/323]

kun shes ma

152 [A補 5/32]

bka’ yis nges don ston

325 [B補 2/523]

kun shes ma

151 [A補 5/4]

bka’ lung nges rtags

375 [B補 2/983]

kun shes ma

159 [A補 5/202]

bka’i yi ge rgyud spel

306 [B補 2/362]

61 [A補 3/1]

bkod rgya dbang ’byung

350 [B補 2/748]

klu bon dbyar snya gyim bu glu khams dang chas

bkod pa rgyas mthar spel

283 [B補 2/164]

klu bon dbyar snya
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bkra gsal brjid ’od tang

320 [B補 2/498]

skye ’gro gsos kyi gso

161 [A補 5/252]

skad sgra gcom bsgyur ma

370 [B補 2/917]

skye bar g.yung drung skyed

325 [B補 2/518]

skar bkram thugs rgya

360 [B補 2/828]

skye med gdod nas dag

324 [B補 2/513]

61 [A補 2.2/3]

skye bzhi’i sgo gcod ma

302 [B補 2/318]

skar gsal tshom bu can

157 [A補 5/166]

skyed drung ’brang dkar

374 [B補 2/961]

skal grang shes rab

350 [B補 2/749]

skyed pa’i don rnams ston

292 [B補 2/233]

skal ldan gyi dbang sgrub

372 [B補 2/944]

skyed dpal yongs su dag

347 [B補 2/713]

skal ldan gyi tshig drang rkan

374 [B補 2/973]

skyed mur skyed thar skas

363 [B補 2/873]

sku ’gyur gyis stong rtsis thebs

337 [B補 2/622]

skyed sman rtsi sgyur

373 [B補 2/960]

sku brjid zhi khro ma

325 [B補 2/524]

skyod pa thogs med

319 [B補 2/485]

skyon yon char ’byed ldan

370 [B補 2/914]
361 [B補 2/848]

skar bon tshe gu

sku yi sprul pa yongs mkhyen ma 301 [B補 2/303]
sku yis zhi khro sprul

303 [B補 2/324]

skyol po ’brim tang

sku gsum gyi ’bras bu skyed

325 [B補 2/520]

bskal pa’i grangs snyoms ma

skos bka’ ’gyur byang ma

358 [B補 2/815]

bskal pa’i grangs ’dzin ma

369 [B補 2/909]

skos bon gtsug sras

61 [A補 2.1/11]

bskal pa’i grangs ’dzin ma

152 [A補 5/38]

bskyed pa’i kun ’byung ma

153 [A補 5/58]

44-45 [A補 2.1/11]

bskyed pa’i shugs ldan ma

163 [A補 5/283]

348 [B補 2/718]

bskyed mo ru rgya ’grems

372 [B補 2/948]

kha ste mu ya

273 [B補 2/77]

khyab bdal ’khor ba sgrol

324 [B補 2/515]

kha dog dngos med ma

152 [A補 5/22]

khyab bdal shes rab che

286 [B補 2/198]

kha ’bigs dbyings

160 [A補 5/213]

khyab pa gung khri ma

290 [B補 2/212]

kha ’od zer ’bar ’phro

364 [B補 2/878]

khyab par bka’ rnams spro

292 [B補 2/232]

kha yal lce phud lam

374 [B補 2/971]

khyab pa’i bdal pa gung

297 [B補 2/289]

khams brtan ting rum

375 [B補 2/976]

khyab dbang gsos mdzad

286 [B補 2/194]

khams dang skye mched gsal

280 [B補 2/125]

khyab zer stobs ldan

285 [B補 2/189]

skos bon gtsug sras khrol ba skos khams dang
chas pa
skyil rum rtse phud rgyal

154 [A補 5/81]

Kha

khams gsum thugs rjes skyong

268 [B補 2/18]

khyab yangs klong dag mkha’

320 [B補 2/497]

khams gsum sprul pas skyong

269 [B補 2/25]

khyab yas mthar dag skyong

324 [B補 2/501]

khu byug gi gsung snyan can

60 [A補 1/10]

khyung gi ru mtshon can

59 [A補 1/7]

khug pa phyag rgya

362 [B補 2/852]

khyung thog klong gdal

315 [B補 2/442]

khom dbang dal gtso

351 [B補 2/761]

khyung mu sangs ru thog rje

339 [B補 2/652]
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khri rgud mu dung khyab
khri rgyal khug pa

317 [B補 2/459]
94 [A補 4/23]

mkha’ thog rje rgya yongs khyab 340 [B補 2/657]
mkha’ mtho ding ba

353 [B補 2/776]

khri rten ’od mu skas

339 [B補 2/648]

mkha’ dwang gsal rgyun chad

369 [B補 2/908]

khri dang rje stong nam

307 [B補 2/369]

mkha’ bdal yug ’od ram

319 [B補 2/488]

khri nam gsang skyol po

315 [B補 2/434]

mkha’ lding mu phyod gsal

359 [B補 2/823]

khri phrag don mched

308 [B補 2/381]

mkha’ nam mu zil ma

336 [B補 2/616]

mkha’ yis mnyam byed ma

158 [A補 5/176]

44 [A補 2.1/3]

mkha’ gsal mkhyen rgyas

285 [B補 2/178]

khri bon phywa sangs

61 [A補 2.1/3]

mkha’ gsal nges don ma

khri ’od dkar po

94 [A補 4/22]

mkha’ gsal don dang ldan

340 [B補 2/661]

khri ’od gsal ’bar

94 [A補 4/24]

mkhar dang ldan btsan mchog

351 [B補 2/754]

khri bon phya sangs khrin khams dang chas pa

313-314 [B補 2/418]

khri rum ’od dpag med

318 [B補 2/467]

mkhas rgya yongs chod

362 [B補 2/855]

khri rum shags stong nam

307 [B補 2/371]

mkhas rgyas grags dbang

373 [B補 2/952]

khri gsum mur sdud

349 [B補 2/736]

mkhas pa’i ’byung gnas ston

294 [B補 2/258]

khro brjid gegs sel

341 [B補 2/679]

mkhyen ldan dbang srid

286 [B補 2/193]

khrol ba’i khri ling sgra

359 [B補 2/818]

’khor ba sgrol ’dren pa

351 [B補 2/757]

mkha’ klong yongs tang

352 [B補 2/766]

’khor yul ’khor lo can

158 [A補 5/171]

94 [A補 4/21]

’khor lo rje ’khor yug

317 [B補 2/465]

mkha’ rje ’od dkar

319 [B補 2/476]

’khor lo dbang bsgyur

285 [B補 2/183]

’khor los dbyings klong stim

338 [B補 2/645]

mkha’ ’gying dkar po

Ga
gangs kyi lha mo mthu mo che

156 [A補 5/139]

gar gsas gar glang dmar po

271 [B補 2/50]

gangs dkar gyi sku mdog ldan

339 [B補 2/646]

gar gsas gar rje lo rmang

270 [B補 2/34]

gangs dkar gyi ’od nam ’bar

339 [B補 2/647]

gar gsas gar dang ’od dkar rje

270 [B補 2/33]

gar lcam ron pa ma

155 [A補 5/112]

gar gsas gar dang shel ldan

270 [B補 2/32]

gar ba spros ’od rgyas

317 [B補 2/466]

gar gsas gar yul rtsol bo

270 [B補 2/35]

gar bu shang rgyal

269 [B補 2/27]

gar gsas gting dpag mu med rgyas 270 [B補 2/45]

gar bu shang rgyal

97 [A補 4/44]

gar gsas gting dpag med

270 [B補 2/39]

gar gshegs stobs ldan ma

154 [A補 5/72]

gar gsas stobs dang zer

270 [B補 2/31]

gar gsas mkha’ rje ’od dang

271 [B補 2/46]

gar gsas thang rgyas ’od rje ’bar

270 [B補 2/43]

gar gsas mkha’ yug klong gdal

271 [B補 2/47]

gar gsas drag po ’bar

269 [B補 2/28]
419
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gar gsas dpag med ’od rgyas

270 [B補 2/40]

gyer spro bdal ’od

362 [B補 2/863]

gar gsas ’bar yug sprul thang

271 [B補 2/49]

gyer smra zin ’brang

365 [B補 2/895]

gar gsas btsan po

269 [B補 2/26]

grags pa rgyan khyab ma

313 [B補 2/406]

gar gsas btsan po

97 [A補 4/43]

grang ba tsha bas ’dul

162 [A補 5/258]

gar gsas tshal drag skyol po

270 [B補 2/37]

grangs spro sku brjid

373 [B補 2/951]

gar gsas ’od yug bse gas su gcod

270 [B補 2/44]

grangs ’dzin rtsis mkhyen

284 [B補 2/175]

gar gsas ’od ru ma zer

269 [B補 2/30]

grung khri ’bar ba ’od dro

307 [B補 2/374]

gar gsas yug pa gsal ’bar

271 [B補 2/48]

grub rtags bdud rtsi bskyed

335 [B補 2/607]

gar gsas g.yo ’gul thang po

270 [B補 2/41]

grub rtags mi ’gyur ma

324 [B補 2/512]

gar gsas rog gu shag pa

270 [B補 2/38]

grub pa brgya byin

362 [B補 2/857]

gar gsas gshog rtsal rje

270 [B補 2/36]

grub pa gsung gis sgra rnams ’byed

gar gsas gsal dang rgya bskyed

270 [B補 2/42]

gar gsas gsal ba ’bar

269 [B補 2/29]

354 [B補 2/795]
grub par rtags rgyan

360 [B補 2/839]
361 [B補 2/842]

gal tsugs nges pa’i sgra

292 [B補 2/240]

grub par mi yengs

gung khri ’bar ba ’od

283 [B補 2/157]

grub pa’i kun grub ma

151 [A補 5/15]

gung khri ’od rum spro

317 [B補 2/456]

grub pa’i gter ldan ma

151 [A補 5/18]

gung rje ’byams sangs

373 [B補 2/958]

grub pa’i thor cog can

298 [B補 2/298]

gung drug khyab pa’i gtso

286 [B補 2/200]

grub pa’i gzi brjid can

151 [A補 5/9]

gung bdag btsan pa

374 [B補 2/963]

gling grags sgra ldan ma

160 [A補 5/216]

gung bdag btsan po

272 [B補 2/57]

dga’ ba bskyed gzi brjid ston

342 [B補 2/681]

gung bdag btsan ’bum gsal

307 [B補 2/368]

dga’ ba’i don dang ldan

336 [B補 2/613]

gung rmad ngo mtshar

349 [B補 2/737]

dgu khri rje ’od gsal

306 [B補 2/366]

gung ’od spungs gsal zer

306 [B補 2/367]

dgud tshig gzhung ’dren skar ma’i gza’ bud ’dul

gung sangs sngon po

271 [B補 2/52]

156 [A補 5/130]

ge nan stobs khyab

361 [B補 2/849]

go dbyangs brda sbyor ma

314 [B補 2/422]

go ’byed mtha’ ston ma

369 [B補 2/904]

dge bcu mthar spel

308 [B補 2/378]

gor dang rje brtan pa

349 [B補 2/738]

bgrod pa’i thig rnams ’debs

305 [B補 2/353]

’gag med kyi yon tan spel

306 [B補 2/358]

157 [A補 5/153]

’gying bag dkar te

349 [B補 2/739]

gyim dang rtsol po

360 [B補 2/832]

’gyur med kyi gtsug phud can

306 [B補 2/356]

gyer thang mthon drug

362 [B補 2/854]

’gyur med kyi gtsug phud can

328 [B補 2/556]

gyad mo rtsal chen bdud kyi mkhar rnams ’joms

420
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’gyur med kyi gser tog can

339 [B補 2/651]

’gyogs dang ldan stobs dbang

352 [B補 2/775]

’gro ba’i lam ldan ma

163 [A補 5/288]

rgu khri khyab brten thang

329 [B補 2/566]

rgu phrugs don so sor ston

340 [B補 2/664]

rgu rdzogs rol tang

349 [B補 2/733]

rgud rum bkra ’od

365 [B補 2/893]

rgod gsas mu med thugs rjes khyab
282 [B補 2/145]
rgod gsas myur mgyogs yud kyis bskyod
282 [B補 2/149]
rgod gsas rtsal stobs seng ge’i shugs
282 [B補 2/150]
rgod gsas zer ldan stobs kyi shugs can

rgod kyi ’phar ’dab can

59 [A補 1/8]

rgod mkha’ rje ’od yug

315 [B補 2/440]

rgod gsas ’od rje ’od yug ’bar

rgod lcam gtsug gi don ’bar ma

155 [A補 5/110]

rgod gsas ’od dang mkha’ rje skyed

rgod lcam yer bu ma

155 [A補 5/113]

rgod ting ’phrul nam skar

290 [B補 2/209]

rgod drag rlabs chen
rgod bu ’phar drag

281 [B補 2/131]

282 [B補 2/146]
rgod gsas ’od zer phyogs bcur ’phro

273 [B補 2/79]
97 [A補 4/46]

282 [B補 2/143]

281 [B補 2/130]
281 [B補 2/133]

rgod gsas ’od zer lam pa

rgod bu ’phrar drag

280 [B補 2/127]

rgod gsas yug pa phyod pa rgyas 282 [B補 2/144]

rgod ’bar khyab rgyas ma

290 [B補 2/210]

rgod gsas g.yo ’gul rgyas pa

282 [B補 2/141]

rgod ’bar gyi ru thog rje

327 [B補 2/547]

rgod gsas rog pa bskyed pa

281 [B補 2/138]

rgod gsas skyed pa drag po ldan 281 [B補 2/137]

rgod gsas gsal ba’i ’od zer ldan

rgod gsas kham pa

280 [B補 2/126]

280-281 [B補 2/129]

rgod gsas kham pa

97 [A補 4/45]

rgod gsas gsal zer khyab pa

282 [B補 2/148]

rgod gsas khyab dbang sgyur chen 281 [B補 2/135]

rgya skyed bdal gung gtsug

329 [B補 2/572]

rgod gsas mkha’ la mnyam pa’i don grub

rgya skyed mu yangs

331 [B補 2/599]

282 [B補 2/147]

rgya bskyed yongs bdal

273 [B補 2/73]

282 [B補 2/142]

rgya khyab zer ’phro ma

290 [B補 2/205]

rgod gsas thugs rje dpag tu med 281 [B補 2/140]

rgya gram bsnol ma can

158 [A補 5/172]

rgod gsas mtha’ rgyas gting dpag med

rgya bcad stobs ldan mchog

370 [B補 2/913]

rgya che mtha’ yas khyab

324 [B補 2/510]

rgod gsas drag po rtul shugs can 280 [B補 2/128]

rgya che mtha’ yas ma

302 [B補 2/310]

rgod gsas drag po gshog rtsal rje 281 [B補 2/136]

rgya rtsis go ’byed

308 [B補 2/379]

rgya mtsho’i stobs ldan ma

158 [A補 5/181]

rgya lag phyad bsnol mar ston

340 [B補 2/659]

rgyam chad kun mnyam

372 [B補 2/940]

rgod gsas rgyar khyab gsal ’bar

281 [B補 2/139]

rgod gsas drag shugs rtsal ldan

281 [B補 2/134]

rgod gsas blo ldan grangs bdag btsan po
281 [B補 2/132]
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rgyar ’god don ’grims ma

359 [B補 2/825]

rgyal gtogs rgyal byed ma

358 [B補 2/803]

rgyun thag gi klong drung can

328 [B補 2/561]

rgyal rtags kyi thig ’cha’ ma

348 [B補 2/721]

rgyun mi ’chad thang rgyun

371 [B補 2/934]

rgyal thod klong dpag

361 [B補 2/845]

sgyu ’phrul dra ba can

160 [A補 5/231]

rgyal ba rgyal byed ma

301 [B補 2/306]

sgyu ’phrul sna tshogs ’byung

338 [B補 2/641]

rgyal ba rgyal mang

330 [B補 2/576]

sgra skad stong sgyur ma

rgyal ba drang rje dkar

364 [B補 2/876]

sgra skad dpag tu med

279 [B補 2/107]

rgyal ba gsang dang ldan

285 [B補 2/186]

sgra skad ’bum bsgyur

274 [B補 2/84]

61 [A補 3/3]

rgyal bon bongs po

rgyal bon bongs po thong rje rgyal khams dang
48 [A補 3/3]

chas pa

329 [B補 2/565]

268 [B補 2/7]

sgra rgyal grags pa

285 [B補 2/184]

sgra phyir don byed ma

314 [B補 2/423]

sgra dbyangs kyi gling grags rgyal 327 [B補 2/548]

rgyal byed thar lam ston

324 [B補 2/506]

sgra dbyangs mdangs ldan ma

rgyal byed dbang thob

285 [B補 2/190]

sgra yi bye brag can

rgyal mo klong bsgyur ma

348 [B補 2/716]

sgra ling yongs khyab ’od

313 [B補 2/409]

rgyal mtshan kun rig blo

358 [B補 2/811]

sgrib pa’i sa rnams sel

305 [B補 2/351]

rgyas mtha’ g.yung drun rgyal

302 [B補 2/309]

sgrib pa’i sa rnams sel

328 [B補 2/551]

rgyas ’debs g.yung drung brtan

324 [B補 2/509]

sgron ma mngon drug

326 [B補 2/533]

rgyas pa mthar spel ma

280 [B補 2/120]

sgron ma ma

152 [A補 5/31]

rgyas par gsung rab ston

161 [A補 5/244]

sgron ma gsal ’bar

274 [B補 2/89]

rgyu bzhi sgyu mar ston

325 [B補 2/519]

sgron mas mun pa ’joms

162 [A補 5/275]

rgyu bzhi don du sdud

302 [B補 2/319]

sgron ma’i glog ’gyu

338 [B補 2/640]

rgyud khrol don ston

374 [B補 2/965]

sgron ma’i ’od zer gyis sems can mnyam par snyoms

rgyud ’dren gyi dmu thag

374 [B補 2/974]

154 [A補 5/91]

rgyud dpal zer ’bum ’gyed

329 [B補 2/575]

rgyud byams kyis mtha’ dag skyong

sgrol ba’i gtso
bsgrubs pas kun grub ma

268 [B補 2/6]
153 [A補 5/48]

160 [A補 5/228]
153 [A補 5/52]

Nga
nga che dbang rdzogs ma

160 [A補 5/217]

ngar rje rgyal tang

365 [B補 2/896]

nges thig gi dbang rgya skor

370 [B補 2/925]

nges lung don du ston

326 [B補 2/538]

nges pa’i bka’ lung rgyud

372 [B補 2/937]

dngos grub sna tshogs ma

158 [A補 5/189]

nges pa’i don rtags can

306 [B補 2/363]

mngon pa’i rtsal dang ldan

328 [B補 2/559]

422

nges pa’i don rnams bsdus nas thig ler ston
295 [B補 2/271]

津曲

聖伝の素描

mngon shes kyi rtsal rnams rdzogs

rnga stong ri chem pa can

306 [B補 2/359]

lnga sde cha mkhas

60 [A補 1/13]
374 [B補 2/967]

Ca
cir sprul thogs med ma
cir yang mkhyen

153 [A補 5/71]

cir yang mi ’byed mnyam pa’i tshal gnas

159 [A補 5/198]

154-155 [A補 5/93]

cir yang cho ’phrul ston

269 [B補 2/22]

gcod pa’i khra slag can

59 [A補 1/3]

cir yang snyan pa’i sgra

268 [B補 2/8]

bcud kyi sdud byed ma

158 [A補 5/173]

cir yang ma grub ci la yang mi gnas pa
155 [A補 5/95]

Cha
lcang lo thog ’od ’bar

358 [B補 2/813]

chud kyi bon po thar bon gru skyol 61 [A補 3/11]

chags med klong du sgrol

327 [B補 2/550]

chud kyi bon po thar bon gru skyol snang srid lha

chags med smon stobs mchog

286 [B補 2/195]

’dre skos la ’debs pa chud khams dang chas pa

chad khungs brgyad lam hig

353 [B補 2/785]

chu klung ’gyur rgyud byed ma

348 [B補 2/725]

che rgyal rgod zhu can

chu bo rka bskyed ma

158 [A補 5/184]

che brjid kyi rgyal mtshan can

364 [B補 2/881]

chu bzhi dbang gis skems

302 [B補 2/317]

che ldan dbang rgyud ma

358 [B補 2/807]

che ba’i gzhi ldan ma

163 [A補 5/282]

cho ’phrul cir yang ston

280 [B補 2/122]

cho rabs mur mkhyen ma

359 [B補 2/816]

mchog gtsug don rtags can

370 [B補 2/922]

chu yi lha mo bdud rtsi kun sdud ma
155 [A補 5/106]
chu lha kun sdud bdu rtsi can

101 [A補 4/67]

chu lha kun gso sman gyi dri mchog can

48 [A補 3/11]
59 [A補 1/1]

101 [A補 4/68]

Ja
ji ltar mthun ’gyed

375 [B補 2/980]

’jig rten gdos mkhyen ma

152 [A補 5/36]

ji ltar don sgrub

375 [B補 2/979]

’jig rten rang sgra mkhyen

279 [B補 2/109]

ljags dad skyed ’od nam

364 [B補 2/880]

’ja’ bon ku gtang

61 [A補 2.2/5]

’ja’ gsal mdog ldan ma

157 [A補 5/167]

ljags la dbal ’byam yas

364 [B補 2/883]

’jig chags stong gnas ma

158 [A補 5/177]

ljon bskyed dpal

374 [B補 2/970]

brjid snod skyed byed ma

347 [B補 2/710]

’jig rten go ’byed ma

152 [A補 5/42]
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brjid pa’i mtshan ldan ma

34巻 2 号

153 [A補 5/60]

brjid pa’i gzi mdangs can

161 [A補 5/237]

61 [A補 2.2/2]

gnyer bon gto chen gnyer khams dang chas pa

Nya
nyi bon drang ma
nyi ma rgu phrugs ma

162 [A補 5/279]

nyi ma’i ’od du snyoms

156 [A補 5/118]

nyi ma’i ’od zer sgron me’i mchog gis ’khor ba’i
mun pa ’joms

157 [A補 5/145]

44 [A補 2.1/4]

275 [B補 2/97]

mnyam snyoms kun ’dren
mnyam pa’i cha ’khor lo’i gling

294-295 [B補 2/263]

nyi tshe ba rnams bde gnas rnyed par byed
162 [A補 5/259]

320 [B補 2/494]

gnyer ba’i yid hos legs

mnyam pa’i thugs ldan ma

163 [A補 5/290]

mnyam pa’i blo ldan

275 [B補 2/98]

156 [A補 5/131]

mnyam pa’i dbyer med ma

153 [A補 5/54]

157 [A補 5/164]

snyan gyis ma lus sgra gsan ma

301 [B補 2/305]

snyan rgya sgrar khyab

360 [B補 2/837]

162 [A補 5/260]

snyan sgra dbyangs skyed ma

279 [B補 2/108]

nyon mongs kyi skyon sangs

296 [B補 2/278]

snyan pa’i khu byung gsung

161 [A補 5/236]

gnyan rgyal don rtags

361 [B補 2/843]

snyan pa’i sgra dbyangs sgrogs

279 [B補 2/106]

gnyan rgyas zer ’phrag ’bum

294 [B補 2/257]

snyan pa’i dbyangs

160 [A補 5/224]

snying po dag me tog pad ma

340 [B補 2/666]

nyi zer gsal ldan nyi ma’i slong bdud ’dul

nyi gsal ’od ’phro ma

nyis ’khor ba rnams thar par ’dren

gnyan bon thang thang

61 [A補 3/2]

gnyan bon thang thang khrol ba gnyan khams
dang chas pa
gnyan rum zer thang
gnyer bon gto chen

48 [A補 3/2]
316 [B補 2/449]

snyoms pa lhun grub

275 [B補 2/96]

snyoms pa’i thugs

160 [A補 5/223]

snyoms pa’i blo ldan ma

163 [A補 5/287]

61 [A補 2.1/4]

Ta
ting tsug dpag med

315 [B補 2/431]

gta’ bon byon khri

ting tse gsal tang

314 [B補 2/427]

gta’ bon byon khri gnod pa gta’ la bskor ba gshin

ting gtsug brod rol pa

320 [B補 2/499]

ting ’dzin gyi klong drung can

328 [B補 2/554]

gting dpag gi ’tshams ’byed

320 [B補 2/495]

ting gsal mu dpag

338 [B補 2/635]

gting dpag mtha’ rgyas

327 [B補 2/541]

gtad pa mur bdal

361 [B補 2/847]

gting rum bdal khyab mkha’

324 [B補 2/505]

gtan gzhi yongs rgyas ma

358 [B補 2/801]

gting rum rwangs shes bzhin

315 [B補 2/438]
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61 [A補 3/10]

48 [A補 3/10]

津曲

聖伝の素描

gting gsal gsang rje

350 [B補 2/742]

stong gsum mthar rgyas spel

268 [B補 2/20]

gto rgya hos brgyan

362 [B補 2/865]

stobs kyi rgyud shugs ldan

gto rgyud zhi bar mdzad

163 [A補 5/299]

stobs kyi phyag rgya can

151 [A補 5/11]

rtags kyi nges dbang ldan

328 [B補 2/562]

stobs kyis ’khor ba sgrol

325 [B補 2/517]

rtul shugs kyi thogs med drag

354 [B補 2/792]

stobs chen ’od ’phro

316 [B補 2/450]

rtul shugs skyed mi chags

316 [B補 2/454]

stobs mchog thogs med mkhyen 280 [B補 2/123]

rten tang shes gling rgyud

329 [B補 2/571]

stobs rje drang dkar

326 [B補 2/530]

rtog sel gyi thig ’debs

330 [B補 2/585]

stobs ldan grub skyol

362 [B補 2/861]

ster ba’i blo ldan ma

162 [A補 5/264]

stobs ldan drag shugs

337 [B補 2/628]

stong gi rje spyi gtsug ma

291 [B補 2/221]

stobs shugs kyi phyag rgya

354 [B補 2/800]

stong nyid klong bdal

376 [B補 2/988]

brtan pa’i sa rnams ’dzin

305 [B補 2/354]

stong thun mdo ’dzin

308 [B補 2/380]

bstod pa’i legs bzhi

376 [B補 2/995]

stong nam deng pag khrigs

329 [B補 2/569]

160 [A補 5/230]

331 [B補 2/597]

Tha
thang skyed thugs rje

361 [B補 2/844]

thar pa’i sgo

thang po rtser phyin

362 [B補 2/864]

thar pa’i lam ’dren ma

thang ma me sgron

274 [B補 2/87]

thar bon gru skyol

thang ma ’od rgyal

274 [B補 2/86]

thar bon gru skyol snang srid lha ’dre skos la

369 [B補 2/911]

’debs pa chud khams dang chas pa 48 [A補 3/11]

thang ma ’ol drug skas

152 [A補 5/44]
61 [A補 3/11]

thar ba’i go bder ’dren ma

291 [B補 2/223]

157 [A補 5/154]

thar byed rgyud ’dren

285 [B補 2/180]

160 [A補 5/232]

thar lam bder ’dren ma

369 [B補 2/905]

thabs kyis cir mkhyen ma

153 [A補 5/50]

thar lam mu med dpag

327 [B補 2/549]

thabs kyis ’du ’dzi spong

162 [A補 5/262]

thig rgyan gsang don

thabs chen bde sgrol

364 [B補 2/887]

thig rgyun gyi bdu rtsi ma

314 [B補 2/425]

thams cad sgyu mar gzigs

162 [A補 5/274]

thig nam brtan ma

313 [B補 2/412]

thig le gcig bsgom

307 [B補 2/377]

thig le don rgyas

365 [B補 2/890]

thang mo kun mkhyen ’gro ba thabs kyis ’dul

thabs kyi zhags pa can

thams cad brten byed shong yang ma
158-159 [A補 5/197]

360-361 [B補 2/840]

thams cad yongs su rgyas

161 [A補 5/242]

thing nam klong drung rgyas

313 [B補 2/404]

thar par sgrol

159 [A補 5/199]

thing nam rgyud du ston

326 [B補 2/539]

thar pa’i skas lam can

161 [A補 5/238]

thing nam thig ’debs drang

335 [B補 2/609]
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thugs kar dri ma de

363 [B補 2/869]

thugs rje chen po nyag thag rgyun du gtong
295 [B補 2/275]
thugs rje drag stobs ldan

thog gtsug ’od ’gyed

331 [B補 2/595]

thog rtse drag ’od ’phro

365 [B補 2/899]

thog zer ’od ’phros bar chod dgra bgegs ’dul
156 [A補 5/134]

351 [B補 2/756]

thugs rje gsal bas ma go rig par ston

34巻 2 号

thog gsas kham pa

105 [A補 4/84]

157 [A補 5/152]

thogs med kyi spro bsdu ’bar

306 [B補 2/357]

thugs rje’i rgyun thag skyong

336 [B補 2/615]

thogs med bkra shis brtsegs

284 [B補 2/170]

thugs rje’i lcags kyu can

160 [A補 5/233]

thogs med mkhyen pa rgyas

274 [B補 2/93]

thugs rje’i nyi zer rkyong

157 [A補 5/146]

thogs med ’gyur ba

thugs rje’i drang stobs ldan

338 [B補 2/634]

thogs med stobs mchog

thugs rje’i sprin dpung ma

158 [A補 5/186]

thogs med ma

thugs rje’i tshad snyoms nas skye ’gro bu ltar gso
295 [B補 2/272]

371 [B補 2/931]
275 [B補 2/99]
151 [A補 5/6]

thogs med myur du byon

161 [A補 5/249]

thor tshugs ’bum phrag ma

347 [B補 2/703]

thugs rjes khyab gdal ma

153 [A補 5/70]

mtha’ yas sku brjid ma

278 [B補 2/101]

thugs rjes snyoms mdzad ma

153 [A補 5/47]

mthar khyab rdzogs pa

284 [B補 2/172]

mthar rgyas mi ’gyur brtan

301 [B補 2/308]

mthing ’brang rtsal khug

353 [B補 2/781]

338 [B補 2/643]

mthu ldan bdud tshogs ’joms

325 [B補 2/516]

thugs thun nam pang rgyal

347 [B補 2/708]

mthun ’bad kyis don mdzad

330 [B補 2/582]

thugs dag rgya rtsis

330 [B補 2/579]

mtho gcod blo ldan ma

thugs nyid mi g.yo sgom

303 [B補 2/321]

thugs brten gyi g.yung drung rgyal

thugs la snang srid ye mkhyen gsal 157 [A補 5/149]

152 [A補 5/35]

mtho thog phud med

331 [B補 2/591]
308 [B補 2/391]

thun sngags tso dkar ’phen

364 [B補 2/877]

mtho thog yongs kyi bla ma

the’u yug rgod ’byam

331 [B補 2/586]

mtho ris skas ’dzugs ma

152 [A補 5/43]

thog gi lha mo drag ’bar ma

156 [A補 5/135]

mtho gsum ’od rum rtse

359 [B補 2/821]

thog thog chem ngar dang skyed 364 [B補 2/882]

mthong drug legs tang

326 [B補 2/529]

thog mda’ dmar pos gnod sbyin ’dul

mthor tig ting ’dzin

365 [B補 2/889]

156 [A補 5/137]

’thibs par byin gtibs

319 [B補 2/482]

dag sku khyab thig

350 [B補 2/750]

dang khra mgyogs byed khams gsum yud kyis

dag pa gsal khri rje

364 [B補 2/885]

dang skyes klong brje bskyed

283 [B補 2/161]

Da
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dad dwang dri zhim gdang ba

157 [A補 5/156]
339 [B補 2/655]

津曲
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dal ’jam byams pa’i gtso

335 [B補 2/604]

drag po’i rdzu ’phrul can

dal ldan snyoms mdzad

360 [B補 2/833]

drag pos bar chod sgrol

161 [A補 5/248]

drag shul rtsal dang ldan

280 [B補 2/124]

drang thog bde spyod

360 [B補 2/826]

dal bon lu gu
ding ba theb yug

61 [A補 2.2/6]
308 [B補 2/386]

dug lnga’i dgra ’joms ye shes bskyed

drang snang ldan pa

151 [A補 5/7]

342-343 [B補 2/692]

295 [B補 2/270]

drang yid du tshong dpal

343 [B補 2/700]

dug lnga’i mtsho rnams skems

296 [B補 2/284]

drang la drag gcig tu ston

354 [B補 2/793]

dug rnams bdud rtsir bsgyur

347 [B補 2/707]

dral ’byam sgra he

337 [B補 2/629]

dug gsum gyi rtsa ba gcod

296 [B補 2/285]

dri bda’ spos ngad ldan ma

335 [B補 2/608]

dri bdal kun snyoms

319 [B補 2/480]

dung ’phar po ’phar chung can
don gyi ’phrag ’byed

60 [A補 1/15]
330 [B補 2/581]

don gyi dbyings grub ma

152 [A補 5/25]

don gyi lung rnams sdud

292 [B補 2/235]

don grub ma

dri gsas nga rgya
drug ldan mngon gsal

105 [A補 4/85]
349 [B補 2/735]

dren pa’i chu bos thugs rje rgyun du spel

151 [A補 5/5]

154 [A補 5/90]

don rgyas bde ldan

364 [B補 2/886]

dren pa’i thugs rje can

don nges kyi mdo sprel

330 [B補 2/584]

gdangs khugs sgra dbyangs

360 [B補 2/831]

don chod man ngag nges

326 [B補 2/537]

gdod mangs sprul rgyal

371 [B補 2/928]

don rtags mtshan dang ldan

347 [B補 2/712]

bdag dang gzhan med gcig pa’i ngang

don drug legs pa

371 [B補 2/926]

don bden gyi gtan ’bebs

343 [B補 2/697]

bdal khyab kun ’phro ma

279 [B補 2/117]

don gsang gi thig nam ma

314 [B補 2/420]

bdal khyab nyi ’od

376 [B補 2/992]

don gsang ngang ring

338 [B補 2/633]

bdal khyab dag pa

283 [B補 2/159]

don gsum ’bras bur gsal

302 [B補 2/320]

bdal chen klong yangs

327 [B補 2/544]

dwangs gdangs ’jam pa

351 [B補 2/762]

bdal pas kun khyab ma

151 [A補 5/14]

dwangs pa’i snying rje bskyed

342 [B補 2/689]

bdal pas yongs rgyas ma

153 [A補 5/51]

drag po ljags rang dwang

363 [B補 2/875]

bdal pa’i phyogs med ma

153 [A補 5/55]

drag po thog gi rgyal mo ’brug sgra can
156 [A補 5/136]
drag po shugs kyi rdzi slung can

101 [A補 4/73]

drag po’i dpung gis dmar po btsan khams skyong
156 [A補 5/124]
drag po’i dbal slag can

59 [A補 1/5]

151 [A補 5/10]

162 [A補 5/270]

bdu rtsis ’dod pa skong
bdud bon chu lcags

162 [A補 5/276]
61 [A補 2.1/7]

bdud bon chu lcags rgyal ba bdud khams dang
chas pa

44 [A補 2.1/7]

bdud rtsi rgyun du sbring

157 [A補 5/147]

bdud rtsi ljags rnon

364 [B補 2/888]
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bdud rtsi’i rgya mtsho sems can gyi ’dod pa skong
154 [A補 5/89]
bdud rtsi’i char slag can
bdud rtsi’i phyag

59 [A補 1/4]
160 [A補 5/226]

34巻 2 号

’dur gshen rmad srid bdas kyi gcod cing/ mi bla
106 [A補 4/94]

rmad kyis ’tshol ba
’dur gsas rma bo

105 [A補 4/86]

’dus pa’i kun tshang ma

153 [A補 5/53]

’degs pa’i rngam sdug ma

158 [A補 5/170]

297 [B補 2/294]

’degs pa’i stobs ldan ma

163 [A補 5/286]

bdud rtse’i rdzing bu can

341 [B補 2/672]

’dod pa kun ’byung rin chen gyi gter

bdud bzhi mthu yis sgrol

302 [B補 2/316]

bdud bzhi spros mtha’ ’joms

295 [B補 2/264]

’dod pa’i sdug bsngal med

bdud bzhi rtsis gso ma

336 [B補 2/614]

’dre bon glung bon gyer mkhas ’dre khams shags kyis

bdun ’bum khri dang

374 [B補 2/966]

bde klong kun grub rtsal

283 [B補 2/162]

’dre bon glud bon gyer mkhas

bde rgyas kyi klong na mnyam

306 [B補 2/355]

’dren pa’i thabs

160 [A補 5/227]

bde rgyas thig ler nges

328 [B補 2/555]

’dren pa’i dmu thag rkyong

338 [B補 2/644]

bde mnga’ kun ldan

286 [B補 2/191]

’dren lam rgyud ma nor

354 [B補 2/799]

bde bar don dam grub

161 [A補 5/243]

rdeng chen mchog ldan

327 [B補 2/543]

bden par don ston

319 [B補 2/484]

ldan pa’i rig shes ma

314 [B補 2/421]

bden pa’i nges tshig ston

161 [A補 5/246]

lde rgyal dbang gshen

274 [B補 2/82]

lde bo gsung chen

273 [B補 2/76]

bdud rtsi’i zas kyis mu ge’i rgyun gcod

bden pa’i tshig gis nges pa’i don rnams ston
154 [A補 5/88]
bden pa’i shugs kyi mngon par shes pa drug ldan
297 [B補 2/291]
bder grub ma

151 [A補 5/1]

341 [B補 2/670]
162 [A補 5/263]

’dul ba ’dre khams dang chas pa

lde mu byang ba’i gzhi

48 [A補 3/7]
61 [A補 3/7]

336 [B補 2/612]

lde ’od gsang grags

274 [B補 2/85]

lde gsang ’od ’bar

274 [B補 2/81]

ldem pa mu cho skos

336 [B補 2/617]

bder ldan don grub rtags

354 [B補 2/791]

sdud pa’i dbang ldan ma

163 [A補 5/284]

mdangs ldan shes ’bar ma

347 [B補 2/702]

sdud pa’i man ngag can

298 [B補 2/300]

mdangs ’od zer ’phro ma

290 [B補 2/204]

sdus pa’i ris med ma

mdo ’dzin nges sdud

330 [B補 2/580]

brda mngag shes rab ma

314 [B補 2/424]

’dun pa skyed dga’ brgyan

318 [B補 2/468]

brda ’jal klong rig ma

369 [B補 2/901]

’dun par gzhi don nges

352 [B補 2/774]

brda yi mtshon mdzad ma

279 [B補 2/110]

351 [B補 2/760]

nam mkha’ mtha’ yas

153 [A補 5/56]

Na
nam mkha’ stong rgya ma chad
428
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nam mkha’ mtha’ yas ma

152 [A補 5/26]

nam mkha’i mdangs ldan ma

154 [A補 5/76]
59 [A補 1/6]

nam mkha’i ba dan can

gnam gsas dge rgyas kyi zhing khams bskyed
305 [B補 2/346]
gnam gsas rgod ’bar gyi gtsug rum ston

290 [B補 2/202]

305 [B補 2/347]

nam mkha’i lha mo mdangs ldan ma 155 [A補 5/101]

gnam gsas rgyas pa’i ’bum sgrog 304 [B補 2/340]

nam mkha’i ’od bdal ma

nam rgyal thang po

315 [B補 2/430]

gnam gsas rgyud kyi lam ’dren

304 [B補 2/339]

nam ting sgra rum

319 [B補 2/478]

gnam gsas nges pa’i lung ston

304 [B補 2/338]

nam ting gzi brjid

308 [B補 2/389]

gnam gsas mngon drug sgro nam 304 [B補 2/333]

nam ting shags drang rje

315 [B補 2/435]

gnam gsas gting dpag mu med

nam dpang rgyal spros pa

316 [B補 2/453]

gnam gsas rting chen cog gzhag 304 [B補 2/343]

gnam skas dri med ’od

370 [B補 2/924]

gnam gsas bdal khyab ’od

gnam khyab kun tu skyed

353 [B補 2/789]

gnam gsas dbying rum

gnam gas spyi phud byung rgyal 304 [B補 2/345]

304 [B補 2/341]

303 [B補 2/328]
98 [A補 4/49]

gnam gsas dbyings rum

303 [B補 2/326]
304 [B補 2/337]

gnam lcam dbyig ma

156 [A補 5/115]

gnam gsas man ngag don chod

gnam drug skyed pa

326 [B補 2/535]

gnam gsas mi chags pa’i rtul shugs bskyed

gnam lde khri shag pa

349 [B補 2/740]

gnam lde gsung ’gyur

273 [B補 2/80]

305 [B補 2/350]
gnam gsas rtse thog khyung rum ’bar

326 [B補 2/527]

gnam phud rtse rgyal ’od

gnam phyi gung rgyal bdud rtsi’i dngos grub can

303 [B補 2/329]
gnam gsas tshogs drug lam mkhyen

156 [A補 5/125]

304 [B補 2/335]

gnam bu phyod pa

303 [B補 2/327]

gnam bu phyod pa

98 [A補 4/50]

gnam gsas ’od yug mkha’ klong 304 [B補 2/336]

315 [B補 2/441]

gnam gsas ’od rum zer thog ’bar 303 [B補 2/330]

gnam ’od skyong

gnam gsas skal ldan rin chen gter ’byung
304 [B補 2/342]
gnam gsas mkha’ drug ye shes ldan
303-304 [B補 2/331]
gnam gsas gong drug mi ’gyur

304 [B補 2/334]

gnam gsas gol med kyi thar lam ’dren
305 [B補 2/349]
gnam gsas gling grags kyi sgra dbyangs sgrog
305 [B補 2/348]

gnam gsas ’od drug spyi phud

304 [B補 2/332]

gnam gsas lha chen klong bdal

304 [B補 2/344]

gnam lha mkha’ drug

326 [B補 2/531]

gnas brtan du lam nges ma

369 [B補 2/906]

gnas pa’i bcud ldan ma

163 [A補 5/285]

rnam rtog mtshan ma med

153 [A補 5/62]

rnam dag dri ma med

292 [B補 2/237]

rnam par mkha’ dag

341 [B補 2/676]

sna tshogs legs pa ’byung

350 [B補 2/746]

snang stong sprul sku

375 [B補 2/977]
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snang ldan gyi phud gtsug rum skyes

snang ldan yongs bskyed

snang srid gtan la ’bebs

268 [B補 2/14]

337 [B補 2/623]

snang srid rang skad mkhyen

286 [B補 2/192]

snang gsal gyi mdog dwangs ma 336 [B補 2/618]

snang ba dang ldan g.yung drung 376 [B補 2/996]
snang srid rgyas mdzad ma

snang srid blo la gsal

34巻 2 号

268 [B補 2/16]

268 [B補 2/9]

snang gsal ’od zer ’phro

279 [B補 2/114]

bsnol mar rdzu ’phrul ston

341 [B補 2/678]

161 [A補 5/253]

Pa
pa rab gling rtsol

285 [B補 2/176]

spyir rgyug kun sgo mkhyen

308 [B補 2/392]

pa rab gling bzhi

296 [B補 2/276]

spyir gcod mkha’ ldan ma

370 [B補 2/921]

pad ma mu zer

331 [B補 2/588]

spyod lam bder rgyal

341 [B補 2/677]

pad ma ’od rgyas

308 [B補 2/388]

spring bka’ nges don

360 [B補 2/829]

pad gtsug ’khyil pa

338 [B補 2/636]

sprin bon ba thul

pe’u sangs ru thog rje

362 [B補 2/859]

sprin bzang phyug mo bdud rtsi char ’bebs ma

dpag med kun la snyoms

294 [B補 2/251]

dpag med kyi nam mkha’ klong du snyoms
154 [A補 5/92]

156 [A補 5/138]
sprul sku mang pos ’khor ba sgrol 302 [B補 2/315]
sprul sku gzi brjid cir yang mkhyen

dpag med yon tan ’byung

325 [B補 2/525]

dpa’ ba’i stobs ldan

296 [B補 2/277]

sprul sku bsam med ’gyed

dpal khyab rten skyed

342 [B補 2/687]

sprul pa’i sku

dpal gyi lha mo bdud bzhi zil gyis gnon

61 [A補 2.2/4]

157 [A補 5/144]

sprul pa’i sku yis snang srid ’dul

269 [B補 2/23]
160 [A補 5/221]
154 [A補 5/86]

156 [A補 5/129]

spro bsdu ’od rum rtse

320 [B補 2/496]

dpal mo gdug pa’i mtshon thogs log ’dren bar

spro bsdu’i thugs gsal

374 [B補 2/975]

spro mu zer tig gsal

359 [B補 2/820]

spangs pas bde ba yongs su grub 340 [B補 2/668]

spros pa rgya rnams bskyed

292 [B補 2/231]

spyan gyis phra rab cha gzigs ma 301 [B補 2/304]

spros pa mthar ’gyed

375 [B補 2/978]

chod ’dul

157 [A補 5/150]

spyi rgyug kun ston

331 [B補 2/592]

spros pa ’od dpag med

312 [B補 2/401]

spyi gtsug thig ler ston

370 [B補 2/916]

spros pa’i byin rlabs can

298 [B補 2/299]

phya gting mkha’ nam

350 [B補 2/741]

spyi ru spro bka’ dwang bskyed 372 [B補 2/945]

Pha
pho brang du klong gsal
430
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phya ’od nam ting shags

365 [B補 2/897]

phra mkhyen skos drug

352 [B補 2/769]

phya sangs klong rum bdal

359 [B補 2/819]

’phan pa mu skyil

362 [B補 2/856]

’phen byed g.yo bskyed

308 [B補 2/387]

phyag gis gling dang ’khor lo bsgyur
301 [B補 2/301]

’phrul gyi drang shing rje

272 [B補 2/64]

phyin pa’i gzhi

160 [A補 5/229]

’phrul cha ’gyed glog ’gyu

342 [B補 2/685]

phyin pa’i sa ldan ma

163 [A補 5/289]

’phrul cha rol pa bsgyur

354 [B補 2/796]

phyogs med dmigs mi ’chal

162 [A補 5/268]

’phrul cha’i dga’ rgyun ’dren

336 [B補 2/620]

phyod kyi thogs med ma

158 [A補 5/168]

’phrul rje drang rkan rje

272 [B補 2/62]

phyod pa dkar zer ’phro

284 [B補 2/166]

’phrul rje gsas ’od nam

316 [B補 2/451]

272 [B補 2/67]

’phrul tog klong dang rje

272 [B補 2/61]

phywa bon rnga brdung the lu legs phywa khams

’phrul dang srid pa skyed

272 [B補 2/65]

phyod pa gsal dbang sgyur

45 [A補 2.1/12]

’phrul nam gto rgyal ’byung

61 [A補 2.1/12]

’phrul bu gsang dang gsal

ba gar gyi rgyud klong drung

343 [B補 2/695]

byams pa kun ’drongs

ba gar rab mtsho ldan

335 [B補 2/610]

byams pa kun ldan

ba ga’i klong dkar nag ston

294 [B補 2/260]

byams pa kun rig

92 [A補 4/12]

ba nam gting skyod

315 [B補 2/429]

byams pa kun shes

92 [A補 4/13]

ba nam ’byung skas

349 [B補 2/728]

byams pa khyab gdal

92 [A補 4/19]

bon stong mkha’ nam

349 [B補 2/726]

byams pa snyoms mdzad

92 [A補 4/18]

bon sde mthar spel

330 [B補 2/578]

byams pa’i rgyud mthar brtan

306 [B補 2/365]

bya ba’i rgyud ’dren

306 [B補 2/361]

byams pa’i ’bum bka’ rje

342 [B補 2/688]

bya ba’i las gtsor ’dzin

306 [B補 2/364]

byams pa’i sems dpa’

309 [B補 2/396]

153 [A補 5/67]

byams dpag sgrib sel

338 [B補 2/637]

dang chas pa
phywa bon the’u ligs

348 [B補 2/720]
272 [B補 2/63]

Ba

byang chub sems dpa’ ma

92 [A補 4/20]
91-92 [A補 4/11]

byams khyab rten dpag med

331 [B補 2/596]

byin dang ldan sprin tshogs gtibs 340 [B補 2/667]

byams snyoms thig ’gyed ma

347 [B補 2/709]

byin spungs mu rum

337 [B補 2/630]

byams ldan skyed dpal

285 [B補 2/179]

byin rlabs char pa ma

158 [A補 5/187]

byams pa kun khyab

92 [A補 4/15]

byams pa kun bsgrod

92 [A補 4/14]

byams pa kun ’dul

92 [A補 4/16]

byung bskyed rdzogs pa

284 [B補 2/171]

byams pa kun ’dren

92 [A補 4/17]

byung rgyal ye shes klong

324 [B補 2/507]

byin rlabs stobs kyis mtha’ bzhi gnon
154 [A補 5/87]
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byur bon sna bon li byin

61 [A補 3/9]

byur bon sna bon li byin mi rabs rgyud du spel ba
byur khams dang chas pa

34巻 2 号

105 [A補 4/91]

dregs pa’i lha ’dre ’dul ba

dbal bon rum po dbal khams dang chas pa

48 [A補 3/9]

44 [A補 2.1/1]

byon khri sde gda’

362 [B補 2/858]

dbal rum bkrag ’bar brjid

359 [B補 2/822]

brag chags btsan pa

350 [B補 2/745]

dbal so ngar drug

320 [B補 2/492]

bla rje mkhar gsal

315 [B補 2/443]

dbal so mdun rtse can

60 [A補 1/11]

blo ldan ngang ring sa ’khor bsgrol 295 [B補 2/268]

dbal so yam ngar ldan

348 [B補 2/719]

blo ldan snyoms pa

286 [B補 2/196]

dbal gsas chem pa

105 [A補 4/83]

blo ldan snang srid bkra

162 [A補 5/273]

dbu chen rig rgyal

315 [B補 2/432]

dbang gi gtsug phud can

297 [B補 2/296]

dbu ’dren don mi bsnyel

dbang gi lha mo gnas dkar ma

156 [A補 5/116]

dbu nam yongs dkar

360 [B補 2/834]

dbang grags mthu mo tsha

291 [B補 2/217]

dbu ma ru gsal bar snang

297 [B補 2/290]

dbang grags spyi phud

285 [B補 2/182]

dbus dang mtha’ med mnyam

294 [B補 2/253]

dbang rgyud kyi khung ldan

331 [B補 2/600]

dbus dang mtha’ med snyoms pa’i thugs

dbang bsgyur gal gtsug

369-370 [B補 2/912]

274 [B補 2/83]

155 [A補 5/94]

dbang bsgyur gyi ’khor lo can

298 [B補 2/297]

dben pa yongs ting

dbang lcam kun grub me

291 [B補 2/216]

dbyangs rgya ’gyur byung ’debs 372 [B補 2/950]

dbang chen ’khor lo bsgyur

273 [B補 2/75]

352 [B補 2/770]

dbyings kyi bstim byed ma

158 [A補 5/175]

dbang chen gyi spyi rgya chod

370 [B補 2/920]

dbyings chen nam mkha’ bdal

285 [B補 2/188]

dbang chen rtags brtan pa

351 [B補 2/752]

dbyings chen mi ’gyur

376 [B補 2/987]

dbyings nyid rnam par dag

292 [B補 2/236]

dbang chen ’bar ba ’od
dbang rje’i khros khyab tang
dbang rtags kyi ru mtshon

273 [B補 2/74]
364 [B補 2/879]
377 [B補 2/1000]

dbyings phyug ma

151 [A補 5/2]

dbyings rum stobs tang

326 [B補 2/526]

dbang rtags kyi ru mtshon can

341 [B補 2/674]

dbyings las bdal ’gro ba ’dul

352 [B補 2/773]

dbang thig gi rgya thig ’debs

352 [B補 2/772]

dbyings las bder grub gtso

353 [B補 2/786]

dbang dang bkod gling sgyur

272 [B補 2/68]

dbyibs kyi gzugs med ma

152 [A補 5/23]

dbang ldan gtsug phud ma

291 [B補 2/218]

’bad drang rtsol rung

353 [B補 2/783]

dbang po tshad ’dzin

308 [B補 2/383]

’bar ba gung dro ’od

329 [B補 2/574]

dbal rje ’od bkrag brjid

363 [B補 2/874]

’bar ba’i me lce can

157 [A補 5/162]

dbal drag ngar chen

374 [B補 2/968]

’bar ’od thogs med rgyas

328 [B補 2/557]

60 [A補 2.1/1]

’bum khyab mu btsan pa

329 [B補 2/568]

’bum sdud khri thongs nges

369 [B補 2/903]

dbal bon rum po

dbal bon rum po mthu dang stobs su ldan pas/
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’bum sde rigs ’byed cha

347 [B補 2/714]

’brug cha sgra ting ba

318 [B補 2/469]

’bum sde’i don nges

327 [B補 2/540]

’brong thog gsal zer ’od

312 [B補 2/403]

’bum phrag ’gres sbyor

308 [B補 2/382]

’brong nam drang gsal tang

318 [B補 2/475]

’byam yug klong na gdal

339 [B補 2/650]

sbyin gtong mnyam pa

95 [A補 4/38]

’byung rgyan spyi gtsugs

327 [B補 2/545]

sbyin gtong thogs med

95 [A補 4/32]

’byung ba bskyed klong

284 [B補 2/173]

sbyin stobs chen po

95 [A補 4/35]

’byung ba’i cha snyoms ma

154 [A補 5/83]

sbyin pa mkha’ shes

95 [A補 4/37]

’byung ba’i rdul mkhyen ma

152 [A補 5/39]

sbyin pa mthar phyin

95 [A補 4/34]

sbyin pa dbyings rtogs

95 [A補 4/38]

155 [A補 5/103]

sbyin pa dmigs med

95 [A補 4/33]

’brang nam gzungs mi yengs

348 [B補 2/723]

sbyin pa yongs su snyoms pa

95 [A補 4/40]

’brang gzungs ba nam skyol

358 [B補 2/810]

sbyin pa shugs ldan

95 [A補 4/31]

’bram phyam skyes drug

283 [B補 2/160]

sbyin pas kun tshim

95 [A補 4/36]

’byung ba’i lha mo klong bskyed ma

’bri bu rgu skor sprul pa cir yang ston
157 [A補 5/157]
’bri mig rgu skor can

sbyin pas ’dod chags ’dul

162 [A補 5/266]

sbyin pa’i shugs ldan

309 [B補 2/397]

158 [A補 5/182]

Ma
man ngag klong rtogs ma

151 [A補 5/19]

295 [B補 2/266]

man ngag gi snying po can

341 [B補 2/673]

ma cig ’gyid ma ’od mtsho ma

155 [A補 5/109]

man ngag sngags rgyud ’dren

161 [A補 5/247]

ma chags stobs ldan ma

162 [A補 5/261]

mi skye skye med thar pa’i klong 302 [B補 2/313]

ma chags gsal ldan ma

290 [B補 2/215]

mi ’khor ba’i thig ’debs

ma ’dres mnyam mchog

285 [B補 2/185]

mi ’khor ba’i ’bras bu sprul par ston

ma rig gi mun pa sel

296 [B補 2/280]

ma rig mun pa sel

296 [B補 2/281]

mi ’khrul thugs mtshan ldan

ma ling ring nam skyol

335 [B補 2/605]

mi dgongs mnyam pa’i cha la gnas

ma lus thugs rjes skyong

279 [B補 2/118]

ma lus yongs spro ma

313 [B補 2/416]

mi mgon bdud rtsi’i rgyun

mang po bkod pa’i rgyan

294 [B補 2/262]

mi ’gag kun gyi sgo gsal ma

mang gshen rgyal ba

307 [B補 2/376]

mi ’gag ’gag med ’byung ba’i gnas

ma ’gags kun mkhyen stobs dang ldan

man nga klong bskom ma

154 [A補 5/73]

328 [B補 2/553]

295 [B補 2/274]
347 [B補 2/704]

163 [A補 5/291]
347 [B補 2/715]
155 [A補 5/98]

302 [B補 2/314]
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mi ’gag thugs rje’i rgyun

324 [B補 2/514]

mi g.yo thugs mthar sgrol

325 [B補 2/521]

mi ’gag legs pa ’byung

372 [B補 2/941]

mi g.yo dpag chen

317 [B補 2/455]

mi ’gyur klong na brtan

155 [A補 5/100]

mi g.yo g.yo med brtan pa’i gtso 302 [B補 2/311]

mi ’gyur bka’ thig ’byed

324 [B補 2/508]

mi g.yo rab ldan ma

313 [B補 2/411]

mi g.yo bsam gtan sgom

163 [A補 5/295]

mi ’gyur ’gyur med grub pa’i rtags
302 [B補 2/312]
mi chags rtul shugs blo ldan ma

155 [A補 5/96]

mi g.yo bsam gtan ma

153 [A補 5/66]

mi shigs pa’i gsas mkhar brtsigs 297 [B補 2/287]

mi bsnyel ba’i ting ’dzin can

306 [B補 2/360]

ming mkha’ rje ’od tang

365 [B補 2/892]

mi ldog brtan byed ma

324 [B補 2/511]

mu khyung rtse ’phro

316 [B補 2/444]

mu khyud rlabs gong gcod

319 [B補 2/490]

mu rgyud kyi go ’byed

329 [B補 2/570]

mu rgyud mkhyen mthar phyin

307 [B補 2/370]

mi nub pa’i rgyal mtshan ’dzugs 297 [B補 2/286]
mi snang gsal sgron ’bar

370 [B補 2/923]

mi sprul klong na gnas

155 [A補 5/99]

mi sprul bdal pa’i gzhi

163 [A補 5/292]

mu rgyud mtha’ yas

mi byon dbyings na rgyas

163 [A補 5/293]

mu rgyud don

mi ’byed kun gyi gtso

294 [B補 2/254]

mu cho ldem drug srid pa mu med pa’i bon la

mi ’byed mkha’ skyil

376 [B補 2/989]

mkhas pa/ bskal pa grangs med pa’i cho rabs

mi ’byed cha ldan

286 [B補 2/197]

thon pa dung gi ldem shing dkar po phyag na

mi ’byed thig le

330 [B補 2/577]

bsnams nas/ sku ldem ldem gyis ’gro ba ris

mi ’byed zhi bar ’jog

163 [A補 5/298]

drug gi don mdzad pa

mi ’byed ’od ram

326 [B補 2/534]

mu stangs gting gtsug

mi dmigs don dam rtogs

163 [A補 5/297]

mu ste rgod ’byam

mi dmigs shes rab ldan ma
mi ’dzad thig le gcig

154 [A補 5/75]
163 [A補 5/294]

mi zad gter mu khyung phyod pa 340 [B補 2/656]

94 [A補 4/26]
352 [B補 2/768]

106 [A補 4/92]
371 [B補 2/933]
273 [B補 2/78]

mu drung gangs dkar

371 [B補 2/927]

mu drung ldan pa

349 [B補 2/730]

mu spungs rgod ’dab drag shugs 340 [B補 2/658]

mi yengs ting ’dzin can

160 [A補 5/220]

mu spungs ’joms don ldan

372 [B補 2/936]

mi yengs pa’i dad ldan

317 [B補 2/462]

mu spyod zer lam

373 [B補 2/953]

mu spro spro par rlabs

358 [B補 2/814]

mu ’phan rigs rgyal

351 [B補 2/765]

mi yengs man ngag rtogs

154 [A補 5/74]

mi yengs man ngag gzungs thob ma
155 [A補 5/97]

mu med mtha’ yas

94 [A補 4/28]

mi g.yengs klong na gnas

163 [A補 5/296]

mu wer khyab mkha’ rje

307 [B補 2/373]

mi g.yo chal mnyam

317 [B補 2/461]

mu wer spungs mkha’ rje

329 [B補 2/573]

mi g.yo snyoms pa’i rgyan

286 [B補 2/199]

mu ’od khyab bsten gsal

312 [B補 2/402]
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mu ’od rgyan zer tig
mu yang de ba

351 [B補 2/753]

dmu thag dgung ’phring chung nas skye ’gro gso

94 [A補 4/25]

156 [A補 5/133]

mu rum gting thog

316 [B補 2/445]

dmu spyod yongs mtha’

mu la skos sgyur

373 [B補 2/954]

dmu bon ye tan gyer mkhas dmu khams dang chas pa

mu la rgyal rgya chod

319 [B補 2/486]

44 [A補 2.1/8]

mu la ’od dkar tang

317 [B補 2/460]

dmu bon ye’u tan

mu la ’od stobs dang zer

370 [B補 2/918]

dmu yad gsang sgom

374 [B補 2/969]

mu la ’od shes

351 [B補 2/764]

dmu rum rbum mkha’ rje

316 [B補 2/452]

mu la yas don du sdud

364 [B補 2/884]

dmyal ba rgyun du gcod

161 [A補 5/255]

rma dang rtsi ’bod

331 [B補 2/590]

mu sangs gung rgyal
mu sangs de bo

94 [A補 4/27]
272 [B補 2/59]

rma bya’i ldem rgyang can

351 [B補 2/763]

61 [A補 2.1/8]

59 [A補 1/9]

mu ha la rten rgyas

317 [B補 2/463]

rmad kyi bkrag zer dang ngog

mu hal tsa tri ston

313 [B補 2/408]

smag gi cha mnyam ma

154 [A補 5/79]

mun pa khrigs sel

320 [B補 2/493]

sman gyi bcud ldan ma

158 [A補 5/191]

152 [A補 5/41]

sman gyi bdud rtsi ma

158 [A補 5/179]
162 [A補 5/277]

mun pa’i tshogs ’joms ma

339 [B補 2/654]

me sgron glog lce ma

156 [A補 5/121]

sman gyis nad rnams ’dul

me tog mdzes ldan ma

158 [A補 5/195]

sman phyi g.yu ’brang sman ’phran ’bum sdud ma
156 [A補 5/128]

me yi lha mo gsal ba’i drod snyoms ma
155 [A補 5/105]

smug mo gzi brjid ’od bu ’bar

156 [A補 5/117]

me lha drod chen smin pa

101 [A補 4/65]

smon bon ’brim tang

61 [A補 3/4]

me lha ’od drung gsal ba

101 [A補 4/66]

smon bon ’brim tang skyol po sman khams dang

mong nam ba dkar

374 [B補 2/962]

mya ngan gyi gzhi spongs ma

325 [B補 2/522]

smon lam gyi bkod pa yags

mya ngan gting zlog

338 [B補 2/638]

smon lam yid bzhin thang po 272-273 [B補 2/70]

dmar thag ring pa’i rtsal

295 [B補 2/265]

smra bsam brjod med tshig dang sgra las ’das/ kha

dmigs pa’i yul bon nyid

351 [B補 2/755]

dog dngos med dkar nag che chung med/ pha

dmigs med cir yang gsal

161 [A補 5/250]

rol phyin pa’i yum/

dmigs med mtha’ skas

361 [B補 2/846]

smrang rgyud zhi bar gsung

dmu skas rigs rgyun ’dzugs

343 [B補 2/693]

smrig gi rgyun ’dren ma

dmu thag gi rgyud ’dren

377 [B補 2/998]

chas pa

48 [A補 3/4]
272 [B補 2/69]

159 [A補 5/200]
163 [A補 5/300]
154 [A補 5/80]
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Tsa
tsal sangs zer gsal

329 [B補 2/567]

btsan bon mtshal chags

gtsug lcam ’od ma seng

290 [B補 2/207]

btsan bon mtshal chags snar ba btsan khams dang

gtsug thog ljang lo can

309 [B補 2/395]

gtsug phud don ’bar ma

290 [B補 2/206]

rtsal drug stobs ldan ma

358 [B補 2/808]

gtsug mi ’gyur brtan ma ’od

337 [B補 2/625]

rtsi skyed gso ldan

363 [B補 2/867]

gtsug rum du don rtags

372 [B補 2/946]

rtsi’i mdzod ldan ma

158 [A補 5/192]

gtsug sras rma nam

353 [B補 2/780]

rtsi’i ’od dkar ma

158 [A補 5/178]

gtsug sras rma bo

308 [B補 2/390]

rtse rgyal klong mtha’ yas

309 [B補 2/393]

gtso rgyal gyi me gsal

343 [B補 2/694]

rtse mo byung rgyal phud

301 [B補 2/307]

gtsor ’dzin bu bkra lde ston

329 [B補 2/564]

rtse yis chung rnams bskyed

162 [A補 5/278]

btsan pa skyed dpag med

317 [B補 2/458]

stsol dang mkhar ’dzeg

350 [B補 2/743]

btsan pa gyer mkhas

363 [B補 2/871]

chas pa

61 [A補 2.1/9]

44 [A補 2.1/9]

Tsha
tsha ba grang bas ’dul

161 [A補 5/257]

tshig sgra’i brda mtshon ma

268 [B補 2/10]

tsha ba ’od gting dpag med

318 [B補 2/470]

tshig ’dzin skal phrag

362 [B補 2/860]

tshangs rtags bka’ rgya

375 [B補 2/984]

tshig bzhi mdo sbrel

308 [B補 2/384]

tshangs rtags bkra gsal

337-338 [B補 2/632]

tshu bran lag ’grims ma

158 [A補 5/185]

tshangs pa dbyings rum

283 [B補 2/154]

tshe rtags kyi dngos grub

377 [B補 2/999]

tshangs pa mu med

337 [B補 2/627]

tshe rtags la dbang thob

372 [B補 2/947]

tshangs pa gtsor bskyed ma

291 [B補 2/219]

tsher drang dbal drag

363 [B補 2/866]

tshangs pa ’od rum rtse

275 [B補 2/95]

tshogs kyi dgra ’joms ma

152 [A補 5/45]

tshangs ma rin chen tog

346-347 [B補 2/701]

tshogs gsal tshom bu skas

294 [B補 2/259]

tshad med rgya cher ’gyed

162 [A補 5/267]

mtshan ma cir sprul

153 [A補 5/61]

tshad med du don ’dus

343 [B補 2/698]

mtshan ma yongs dang bral

153 [A補 5/63]

tshad med don rtags can

342 [B補 2/690]

mtshams bon yo ’khru

61 [A補 2.1/6]

tshad ma’i nges thig

375 [B補 2/985]

mtshams bon yo ’khru mtshams khams dang chas

tshad ma’i tshad ’dzin

330 [B補 2/583]

tshal dge rgyun

331 [B補 2/587]

tshig gi mtha’ ’das ma
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聖伝の素描

Dza
mdzes ldan ’od rnam pas brgyan 339 [B補 2/653]

rdzu ’phrul gyi zhabs

160 [A補 5/225]

mdzes pa’i rma bya can

160 [A補 5/235]

rdzu ’phrul thogs med ston

280 [B補 2/121]

’dzeg pa’i skas rnams ston

328 [B補 2/552]

rdzu ’phrul du thogs med

376 [B補 2/994]

’dzeg pa’i skas rnams ’dzugs

305 [B補 2/352]

rdzu ’phrul ya ma zung

269 [B補 2/21]

61 [A補 2.2/9]

rdzogs khyab skal ldan

284 [B補 2/174]

rdzi bon phyur ba

Zha
zhabs kyis phyin par sa bgrod ma 301 [B補 2/302]

106 [A補 4/97]

lha ’dre skos la ’debs pa

zhi dal snyoms chog ma

335 [B補 2/603]

zhi dal du ngang tshul ldan

354 [B補 2/794]

zhi dal bde lam ston

347 [B補 2/711]

zhi gnas la ngang gi nges

354 [B補 2/797]

dbang du bsdud pa

106 [A補 4/96]

zhi bas sems can ’dul

161 [A補 5/245]

zhi ba’i dbang rgyud

309 [B補 2/400]

zhi ba’i ngang ldan dal ’byor

365 [B補 2/900]

zhing khams kyi dge rgyas bskyed

zhi ba’i ngang tshul can

spel ba

g.yen khams mang po zhi ba’i shags kyis ’dul ba
106 [A補 4/98]
zhi ba’i bon po gta’ bon byon khri nag po bdud

327 [B補 2/546]
zhu lon rtog sel

308 [B補 2/385]

zhe sdang klong du zhi

161 [A補 5/256]

gzhi rgyud las byams pa ’gyed

351 [B補 2/758]

gzhung tshugs lag ’grim nges don ston

106 [A補 4/99]

zhi ba’i bon po thar bon gru skyol/ snang srid kyi

106 [A補 4/100]

zhi ba’i bon por lcags skyid rgyal/ dri khams

151 [A補 5/8]

zhi ba’i bon po glud bon gyer mkhas/ gdug pa’i

khams gta’ la bskor ba

zhi ba’i bon po sna bon li byin mi rabs rgyud du

295 [B補 2/267]
zil zer sgron ma

376 [B補 2/993]

zer dmar nag dmu ’dul ma

156 [A補 5/120]

zer ’tsher bkrag brjid

373 [B補 2/957]

Za
zer gyi thig le can
zer gyi mdangs ldan ma

157 [A補 5/159]
154 [A補 5/78]

zer ldan ’phrul ting shags

278 [B補 2/104]

zer gsal bdal ’od ’phro

324 [B補 2/502]

zer dpag mu skyed ldan

347 [B補 2/706]

zla rgyas gsang thig ma

358 [B補 2/806]

zer spro yongs gdangs

360 [B補 2/836]

zla bon tshes pa

zer ’phro mthar ’gyed gsal

313 [B補 2/405]

zla gsang dngos grub

350 [B補 2/747]

zer ’phro ma

152 [A補 5/30]

zla gsang thing nam

319 [B補 2/479]

zer bon gdangs snyan

61 [A補 2.2/7]

zla gsal stobs chen

294 [B補 2/256]

61 [A補 2.2/1]
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zla gsal zer ldan ma
gzi brjid mtha’ yas ma

157 [A補 5/165]
267 [B補 2/1]

34巻 2 号

gzi ’od yongs rgyas ma

267 [B補 2/5]

gzugs kyi cho ’phrul can

153 [A補 5/49]

gzi brjid nam gtibs

331 [B補 2/589]

gzungs ldan gyi mi bsnyel mchog 328 [B補 2/560]

gzi brjid tshogs bskyed ma

157 [A補 5/148]

gzungs ldan gyi ’od dpag

gzi brjid ’od ’bar ma

157 [A補 5/142]

gze ma mtshon thogs lha min g.yul las zlog

gzi mdangs sku brjid ma

157 [A補 5/141]

gzi mdangs zer ’phro ma

267 [B補 2/4]

gzi byin dpe ’byam klong

157 [A補 5/155]
gzed bon la tsha khug pa gzed khams dang chas pa

324 [B補 2/503]

gzi byin ’od gsal lam

267 [B補 2/3]

gzi ’bar bkrags lam

267 [B補 2/2]

343 [B補 2/699]

48 [A補 3/5]
gzed bon lan tsha

61 [A補 3/5]

’A
’od nam ting shags

352 [B補 2/767]

’od nam phyod gsal

315 [B補 2/428]

44 [A補 2.1/5]

’od nam ’phrul ’phang ston

324 [B補 2/504]

154 [A補 5/77]

’od nam ’bar ba

314 [B補 2/426]

’od kyi lha bu can

157 [A補 5/160]

’od nam shag ma

313 [B補 2/414]

’od dkar gyi mu sgron ’bar

374 [B補 2/972]

’od nam shags ’phrul rje

319 [B補 2/487]

’od dkar zer ’gyed shod mer

315 [B補 2/439]

’od dpag tshad med ’phro

347 [B補 2/705]

’od khyab bdal pa

326 [B補 2/528]

’od dpag gsal dwangs ma

335 [B補 2/602]

’od rgyal gdangs bkra

360 [B補 2/827]

’od ’phro rgya bdal

363 [B補 2/868]

’od ’bar khri rum

283 [B補 2/153]

’o bon ’brang gzu

61 [A補 2.1/5]

’o bon ’brang gzu ’o khams dngas chas pa

’od kyi mdangs ldan ma

’od rgyal ’bar sgron

274 [B補 2/90]

’od rgyud bkra gsal

342 [B補 2/686]

’od ’bar mtha’ yas ma

’od de rgyal ba

350 [B補 2/744]

’od ’bar mdangs gsal ma

290 [B補 2/203]

’od de lce ’byam

274 [B補 2/88]

’od ’bum ’gyed dpal zer

307 [B補 2/375]

’od de dpag med

365 [B補 2/891]

’od ’byam lar khyab ma

348 [B補 2/722]

’od dwang shes tshad ma’i mchog340 [B補 2/663]

’od ma bkrag mdangs ma

278 [B補 2/103]

’od drug spyi phud

326 [B補 2/532]

’od zer phyogs bcur ’phro

157 [A補 5/143]

’od ldan gsal dang dod

335 [B補 2/606]

’od zer ’bum phrag ma

152 [A補 5/46]

’od nam skyed ma

318 [B補 2/473]

’od zer ’bum phrag ma

162 [A補 5/280]

’od nam ting gtsug

349 [B補 2/731]

’od zer smig nag bdud ’dul

156 [A補 5/119]

’od nam ting gtsug lhag

358 [B補 2/809]

’od zer tsha tshas sa’i sri gcan ’dul 156 [A補 5/123]

438

152 [A補 5/29]

津曲

聖伝の素描

’od rum rtser chibs

284 [B補 2/167]

156 [A補 5/132]

’od las skyed grub pa ldan

342 [B補 2/683]

’od zer ris bkra

337 [B補 2/631]

’od gshen sgom gsal

316 [B補 2/448]

’od zer gsal bskyed

376 [B補 2/990]

’od gsal gyi phud rmongs pa sel 342 [B補 2/682]

’od rum me sgron gsal

285 [B補 2/187]

’od gsal lde dbang

285 [B補 2/181]

’od rum rtse shags

361 [B補 2/850]

’od gsal zla ba

376 [B補 2/991]

’od zer zla bas zla ba’i nya bdud ’dul

Ya
ya ngal gyem gong srid pa dkar nag ’byed cing/

g.yung drung can

102 [A補 4/80]

lha ’dre’i lan chags ’jal ba

106 [A補 4/95]

yab bla thog tang

349 [B補 2/734]

yags snyoms khyab par sgrol

283 [B補 2/163]

yags pa yongs bskyed

274 [B補 2/92]

yid kyi rdzu ’phrul can

151 [A補 5/13]

yum chen thugs rje byams ma’i gtso

yang khri sangs gsal

318 [B補 2/471]

155 [A補 5/108]

yang gtsang ldan pa

362 [B補 2/853]

yum chen sa ’dzin ’od sangs ma 155 [A補 5/111]

yang sangs de bo

271 [B補 2/53]

ye khyab rgyal po

91 [A補 4/3]

yangs par don bkra

319 [B補 2/481]

ye khyab ’phrul ting shags

290 [B補 2/208]

yangs par yongs bdal skyong

283 [B補 2/165]

ye khyeb bdal pa

283 [B補 2/156]

yangs pa’i klong yangs grub ma 291 [B補 2/224]

ye khri shes ldan

272 [B補 2/58]

yangs pa’i rgya bskyed

309 [B補 2/399]

yangs pa’i chu bon dag pa khrus kyi bum pa can
102 [A補 4/78]
yangs pa’i chu bon bdud rtsi kha brod ngad kyi zil
pa can

102 [A補 4/77]

yangs pa’i me bon ’od kyi lcang lo can
102 [A補 4/76]
yangs pa’i me bon gsang grags gsal ba’i sgron ma
can

102 [A補 4/75]

ye khri shes rab gsal

292 [B補 2/238]

ye rgyud mu phyod

283 [B補 2/151]

ye than ye ’byung

349 [B補 2/727]

ye dag rgyal po
ye dang ldan mu thug

yangs pa’i sa bon mi ’gyur gling drug gser gyi
thor tshugs can

102 [A補 4/79]

yangs pa’i sa bon sra brtan tshig ’dzin g.yu’i

350-351 [B補 2/751]

ye bdal rgyal po

91 [A補 4/4]

ye bdal mu khri

272 [B補 2/56]

ye ldan ’bar phyod pa

317 [B補 2/457]

ye phyi gung rgyal ye shes kyi sgron ma can
156 [A補 5/127]

yangs pa’i rlung bon skyod pa’i ’khor lo can
101 [A補 4/72]

91 [A補 4/10]

ye ’bum rgyal po
ye ’byam khyab gsal ma
ye ’byung rgyal po
ye ’byung gdod dag

91 [A補 4/1]
279 [B補 2/115]
91 [A補 4/8]
373 [B補 2/956]
439
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91 [A補 4/9]

ye gsal rgyal po

ye shes kyi sgron ma can

98 [A補 4/51]

ye gsal rgyud ’tshogs

331 [B補 2/598]

ye shes kyi sgrol mdzad

98 [A補 4/56]

yogs pa khyab chen

320 [B補 2/491]

ye shes kyi nyi zer can

98 [A補 4/58]

yogs bon gto rgyal

ye shes kyi drag po thog mda’ can 98 [A補 4/60]
ye shes kyi bdud rtsi can
ye shes kyi dpung rnams skyed

ye shes rgyal po

44 [A補 2.1/2]
yongs grub rgyar g.yogs ma

358 [B補 2/802]

yongs rgyan rgyal gtsug

360 [B補 2/830]

297 [B補 2/293]

yongs rgyal skos drung tig

359 [B補 2/817]

336 [B補 2/619]

yongs rgyal ’brug slag can

59 [A補 1/2]

296 [B補 2/283]

ye shes kyi zla ba’i gur khyim can 98 [A補 4/59]
ye shes kyis ’dren mdzad

yogs bon gto rgyal yogs khams dang chas pa

98 [A補 4/57]

ye shes kyi me yis dug lnga’i gdon sreg

ye shes kyi gtsug mi nor

60-61 [A補 2.1/2]

98 [A補 4/55]
91 [A補 4/6]

ye shes sgron mas gti mug mun pa sel
157 [A補 5/151]

yongs rgyas mnyam pa’i sgron

294 [B補 2/255]

yongs sdud kun gyi dpon

294 [B補 2/261]

yongs ’od zer mdangs ldan

313 [B補 2/407]

yongs su khyab rgyas ma

279 [B補 2/105]
152 [A補 5/33]

yongs su khyab pa ma

ye shes chen po khyab gdal

98 [A補 4/52]

yongs su grub pa skyongs

348 [B補 2/717]

ye shes chen po zangs thal

98 [A補 4/53]

yod khams su grags rgyal

373 [B補 2/955]

ye shes chen po gsal ’bar

98 [A補 4/54]

yon tan rgyal smon lam bkra

328 [B補 2/558]

335 [B補 2/601]

yon tan dpag med rgyas

303 [B補 2/325]

ye shes bde dang ldan

153 [A補 5/64]

g.yang hos legs mu spro

365 [B補 2/898]

ye shes spyan gyis kun gzigs ma

154 [A補 5/85]

g.yu rgyal dpag med

316 [B補 2/446]

ye shes zang thal ma

153 [A補 5/69]

g.yu yi na bun mthing shags ’phrul mo che

ye shes thig nam ma

156-157 [A補 5/140]

ye shes ’od du gsal

292 [B補 2/239]

ye shes gsal ldan

283 [B補 2/158]

ye sangs dkar po

271 [B補 2/51]

ye sangs rgyal po

91 [A補 4/2]

g.yung drung gi sar ’god ma

369 [B補 2/907]

353 [B補 2/777]

g.yung drung ’gyur med ma

153 [A補 5/68]

ye sangs phud rgyal
ye srid rgyal po
ye srid cha la ’god

91 [A補 4/7]
161 [A補 5/254]

g.yung drung gi rgyan bkod pa

317 [B補 2/464]

g.yung drung gi gtsug thig ’debs 376 [B補 2/997]

g.yo ’khrun rgyun ’dren sbreng

358 [B補 2/812]

g.yo ’khrul gyi skor gling ma

348 [B補 2/724]

ye srid dbyings bdal ma

268 [B補 2/17]

g.yo byed bzhi ba ma

151 [A補 5/20]

ye srid yid la bkra

268 [B補 2/15]

g.yo med ’gul skyed

353 [B補 2/778]
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Ra
rang bzhin gyi lhun grub rtse

297 [B補 2/288]

ring nam ’phang phyod

353 [B補 2/779]

rang gsal gyi thig le

353 [B補 2/784]

ring shags ’phrul drang

353 [B補 2/782]

ram shags ’phrul mo che

160 [A補 5/218]

rin chen skal ldan

327 [B補 2/542]

ri rab brtan pa

371 [B補 2/929]

rin chen gyi char ’bebs

296 [B補 2/279]

rig ldan glog ’gyu ma

162 [A補 5/272]

rin chen gter ldan

372 [B補 2/938]

rig pa’i klong na gnas

153 [A補 5/65]

rin chen gter ldan ma

158 [A補 5/190]

rig pa’i sgron ma ’degs

296 [B補 2/282]

rin chen thor tshugs can

157 [A補 5/161]

rig pa’i rtsal shes rab ldan

340 [B補 2/662]

rin po che’i yid ldan sgyur

337 [B補 2/624]

rig byed mnyam par snyoms

162 [A補 5/269]

rim pas bgrod theg pa ldan

351 [B補 2/759]

ru mtshon skyol blo gros rgyal

342 [B補 2/684]

rig shes kun rig bskyed

268 [B補 2/13]

rig shes mi g.yo ma

290 [B補 2/213]

re ba dus su skong

162 [A補 5/265]

rigs skyed dag gtsang ma’i don

340 [B補 2/669]

rol pa don phyug rje

353 [B補 2/787]

rigs rgya yongs su gsal

353 [B補 2/790]

rol pa dbyings rtags

349 [B補 2/732]

lung rgyud des par ’bogs

161 [A補 5/239]

lung rgyud don ston

375 [B補 2/982]

La
rlung gi lha mo yang ba’i ’degs byed ma
155 [A補 5/104]
rlung bon ’dren pa’i ’od zer can

101 [A補 4/74]

lung zin don ston

374 [B補 2/964]

rlung lha rgyu ba’i skor chen

101 [A補 4/64]

legs tang brtan pa rje

352 [B補 2/771]

rlung lha ’degs pa’i stobs ldan

101 [A補 4/61]

legs tang phod rum

316 [B補 2/447]

rlung lha sdud pa’i dbang chen

101 [A補 4/62]

legs tang ’od mu rgyang

315 [B補 2/433]

rlung lha ’byed pa’i rgyal po

101 [A補 4/63]

legs pa kun ’byung

rlun bon phyod de gsang rgyal

101 [A補 4/71]

legs pa’i rgyan thig le

320 [B補 2/500]

brlab gsas pho ma

105 [A補 4/87]

legs pa’i byin rlabs ma

280 [B補 2/119]

274 [B補 2/91]

la chod yongs su grags

161 [A補 5/241]

lag cog sngags ’dzab can

160 [A補 5/219]

lang brgyad ting shags ’phrul

336 [B補 2/621]

legs spyod la don du sdud

354 [B補 2/798]

labs khrin rgyar g.yongs ma

358 [B補 2/804]

legs ’byung bcud bsdud

372 [B補 2/943]

lam gsas phyam bu
lu ma rgu phrugs can

105 [A補 4/90]

legs pa’i yon tan gyis nyes pa’i skyon spong
297 [B補 2/292]

lo bon rtsis ’debs

61 [A補 2.2/8]

158 [A補 5/183]
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Sha
shags dreg gsang thig ma

369 [B補 2/902]

shong ba’i snod ldan ma

163 [A補 5/281]

shangs lha spro mu nam

315 [B補 2/436]

shong mer dbyar tang

363 [B補 2/870]

shugs ki stobs ldan ma

158 [A補 5/169]

gshang khri lo gnam grag can

shugs kyis dbyings sgrol ma
shel lcags sngon po

60 [A補 1/14]

151 [A補 5/12]

gshin rje’i bon po gta’ bon byon khri 61 [A補 3/10]

97 [A補 4/42]

gshin rje’i bon po gta’ bon byon khri gnod pa gta’

shes rgyar gong slong

371 [B補 2/932]

shes nyid gsal ldan ma

290 [B補 2/214]

48 [A補 3/10]

shes thog gsal tang

318 [B補 2/472]

gshen bon khu byug gsung snyan lhang lhang

shes bzhin thang po

273 [B補 2/71]

khams gsum grags pas/ snang srid ye bsrid brda

shes rab kyi ’od rgyas mdzad ma 291 [B補 2/225]

la bskor ba gshin khams dang chas pa

’jal nus pa

106 [A補 4/93]

shes rab ’phags gsal ba

284 [B補 2/168]

gshen ’od mu khri bskyod

shes rab blo ldan ma

158 [A補 5/194]

gshen gsas khri lo

105 [A補 4/88]

shes rab blo ldan ma

268 [B補 2/12]

gshen lha ’od dkar

97 [A補 4/41]

sel gsas gra brgyad

105 [A補 4/89]

shes rab gsal ’bar dwangs

336 [B補 2/611]

279 [B補 2/112]

Sa
sa yi lha mo sra brtan ma

155 [A補 5/107]

sa lha kun ’byung rin chen sna lnga can
101 [A補 4/70]
sa lha shong yangs ’degs pa’i stobs po che

sra brtan tshig ’dzin ma
sri bon ya ngal

158 [A補 5/188]
61 [A補 3/6]

sri bon ya ngal gyim gong sri khams dang chas pa

101 [A補 4/69]

48 [A補 3/6]

sangs rgyas mthar rdzogs

271 [B補 2/55]

sring ba’i rgyun nges ston

371 [B補 2/935]

sangs tog khri rgyas ’debs

319 [B補 2/489]

srid gtos bkrag snang ldan

372 [B補 2/939]

sangs rtogs gsal ma

313 [B補 2/413]

srid pa khri sdud khyab pa

339 [B補 2/649]

sangs thog khri gsal

272 [B補 2/60]

srid pa rgyar ’god

337 [B補 2/626]

sangs po yid rings

271 [B補 2/54]

srid pa rgyas par spel

279 [B補 2/116]

sems can gyi sems mkhyen ma

152 [A補 5/40]

srid pa’i rtsis mkhyen ma

sems can dgos ’dod skong

269 [B補 2/24]

srid pa’i rtsis gnyer ma

358 [B補 2/805]

158 [A補 5/193]

srid pa’i rtsis thebs ma

369 [B補 2/910]

sems can gso ldan ma
sems la kun mnyam ma

154 [A補 5/84]

ser mo ljang smug zhi bas skyong156 [A補 5/122]
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152 [A補 5/37]

154 [A補 5/82]

srid pa’i lha mo kun skyong ma 155 [A補 5/102]
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61 [A補 2.1/10]

gsal ’bar ’od rum

284 [B補 2/169]

gsas kyi mkhar brtan ’dzin ma

291 [B補 2/222]

44 [A補 2.1/10]

gsas lcam bra ma

156 [A補 5/114]

295 [B補 2/269]

gsas rje kun snyoms nyi ma’i zhal293 [B補 2/244]

srid gsum rlabs kyis ’dren

268 [B補 2/19]

gsas rje khyung thog ’bar dang rje 292 [B補 2/228]

srin bon mu ’phan phe’ur

61 [A補 3/8]

gsas rje khri brtsegs ’bar ba rgyal 293 [B補 2/249]

srid bon mu cho

srid bon mu cho ldem drug srid khams dang chas
pa
srid gsum don slob ’jigs pa sel

srin bon mu ’phan phe’ur srin khams chings kyis

gsas rje mkhyen tshad grangs las ’das

’ching ba srin khams dang chas pa 48 [A補 3/8]
gsang ldan gyi man ngag

341-342 [B補 2/680]

gsang le gyer mangs

319 [B補 2/477]

gsal khyab kyi ye shes

309 [B補 2/398]

gsal khyab ma

293 [B補 2/242]
gsas rje rgyal thod yangs pa’i klong
293 [B補 2/250]
gsas rje bdud bdud rtsi rgyun du ’gyed

151 [A補 5/3]

293 [B補 2/246]

gsal sgron mun ’joms

349 [B補 2/729]

gsas rje dpag med tshad mi zin

293 [B補 2/241]

gsal thang ’od rum bdal

353 [B補 2/788]

gsas rje mi yengs don la sgom

293 [B補 2/247]

gsal dag gtsang mchog

331 [B補 2/594]

gsas rje rmang po

292 [B補 2/226]

gsal dag gtsang ma’i sku

309 [B補 2/394]

gsas rje rmang po

98 [A補 4/47]

gsal dang ’od khyab

283 [B補 2/152]

gsas rje rdzu ’phrul dpag mi dpogs

gsal dod skas ’dzugs ma

291 [B補 2/220]

gsal ldan thogs med ma

162 [A補 5/271]

293 [B補 2/243]
gsas rje ’od dkar zer tog ldan

292 [B補 2/229]

gsal ba mtha’ yas ma

152 [A補 5/27]

gsas rje ’od dang zer dang ldan

293 [B補 2/248]

gsal ba’i kun gzigs ma

153 [A補 5/59]

gsas rje ’od ’dus bkra gsal rje

292 [B補 2/230]

gsas rje ’od zer dpag tu med

293 [B補 2/245]

gsal ba’i sgron gyis thar pa’i lam ’dren

gsal ba’i sgron ma can

297 [B補 2/295]

gsas mda’ dung dbyug can

60 [A補 1/12]

157 [A補 5/158]

gsas bu tshon gang

98 [A補 4/48]

gsas bu mtshon gang

292 [B補 2/227]

290 [B補 2/201]

gsung gi sgra rnams snyan

292 [B補 2/234]

gsal ba’i spyan

160 [A補 5/222]

gsung gis mya ngan sangs

303 [B補 2/322]

gsal ba’i mar me can

157 [A補 5/163]

gser dang ron pa

362 [B補 2/851]

gsal ba’i me long can

160 [A補 5/234]

gser mdog ldan

362 [B補 2/862]

gsal ba’i ’od bdal ma

278 [B補 2/102]

gser btso’i ’od mdangs can

341 [B補 2/671]

gsal ’bar mu rgyas

283 [B補 2/155]

gso bas yo ’tsho ma

151 [A補 5/16]

gsal ’bar ’od ’khyug

319 [B補 2/483]

gso ba’i chu bo ma

158 [A補 5/180]

gsal ba’i nam mkha’i mdangs ldan ma
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bsam gtan mi yengs ldan

370 [B補 2/915]

61 [A補 2.1/13]

Ha
ha drag shugs ldan ma

160 [A補 5/215]

lha bon thod dkar

ha mu ram a phyod

315 [B補 2/437]

lha bon thod dkar lha khams dang chas pa

ha ling mu rgyas ma

314 [B補 2/419]

he la slung drangs

360 [B補 2/835]

lha mo brtan byed ma

158 [A補 5/196]

lha rgyal gung gsang

373 [B補 2/959]

lha rmang rje ting rum

318 [B補 2/474]

lhe’u rje gzi brjid

365 [B補 2/894]

a nu phrag sras

342 [B補 2/691]

lha phyi gung rgyal lha gsas mthu rtags can

45 [A補 2.1/13]

156 [A補 5/126]

A
a dkar don ldan sgra mtshan ma 313 [B補 2/410]
a dkar bde ldan ma

160 [A補 5/214]

註
1） ポンギャ寺の歴史と現状については，Samten G. Karmay, Yasuhiko Nagano (eds.), A survey of
Bonpo monasteries and temples in Tibet and the Himalaya (Senri ethnological reports 38, Bon studies
7), National Museum of Ethnology, 2003, pp. 284–289 を参照。
2） ポン教におけるシェンラプの布置については，拙稿「聖伝の素描―ポン教の聖者シェン
ラプ・ミボの降臨から子息の誕生まで」『国立民族学博物館研究報告』33 巻 4 号，2009 年，
pp. 665–666 を参照。
3） 例えば Thangka No 1 の 5 にはシェンラプが少年期に園で遊んだ様子が描かれているが，
『セ
ルミク』にはこれに相当する明確な記述が見られず，『シジー』［ZJ: vol. 3, 1–169］には詳細
な記述が見られる。
4）『シジー』の記述に基づいて描かれたと考えられる木版画については，サムテン・カルメ
イによる研究がある（Samten G. Karmay, Feast of the morning light: the eighteenth century woodengravings of Shenrab’s life-stories and the Bon Canon from Gyalrong〈Senri Ethnological Reports
57〉, National Museum of Ethnology, 2005, pp. 173–259）。
5） 章末に記される章名は〔bde bar gshegs pa stong rtsa brgyad la phyag ’tshal ba〕
［ZM: 382.6］，
洋綴本の章名は〔bde bar gshegs pa stong rtsa brgyad la phyag ’tshal ba〕［ZM: 226］。
6） 章 末 に 記 さ れ る 章 名 は〔gshen rab la bdud kyis cho ’phrul bstan par sna dgu rdugs pa〕
［ZM:
422.2］。
7） 章 末 に 記 さ れ る 章 名 は〔’go ba’i don du ’phrin las bco brgyad kyi don bstan pa〕
［ZM678.1415］。
8） 章末に記される章名は〔gshen rab kyis khyim spangs rab tu byung ba〕
［ZM: 724.5-6］，洋綴
本の章名は〔gshen rab kyis khyim spangs rab tu byung ba〕［ZM: 679］。
9） 章末に記される章名は〔ston pa mya ngan las ’das pa〕［ZM: 801.8-9］
，洋綴本の章名は〔ston
pa mya ngan las ’das pa〕［ZM: 746］。
10） このように付属文書では，中央の主尊から見た位置で左右・上下が示されている。
11） この書物は，この付属文書を記した筆者が所依とした典籍を指すと思われるが，その所在
については現在のところ仔細不明。また，Thangka No 1–4, 7 の付属文書には〔mdzad bcu〕
，
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Thangka No 5, 9, 11, 12 の付属文書には〔mdzad bstod〕，Thangka No 6, 8, 10 の付属文書には
〔mdzad bcu bstod pa〕とあり，典籍名が一定しない。何れもシェンラプの偉業を称讃する同
一の典籍を指していると思われる。本稿ではこれら全てを『御事績の称讃』という訳語で統
一した。
12） 章末に記される章名は〔bde bar gshegs pa stong rtsa brgyad la phyag ’tshal ba〕
［ZM: 382.6］，
洋綴本の章名は〔bde bar gshegs pa stong rtsa brgyad la phyag ’tshal ba〕［ZM: 226］である。
13） トブ・ブムサンは，シェンラプと，オルモルンリンの東方にある王国，ルーモ・リンドゥ
ク〔hos mo gling drug〕の王ダンワ・イリン〔dang ba yid ring〕の息女ギャルメーマ〔gyal
med ma〕との間に誕生したとされる息子である（拙稿・前掲，pp. 710–712 参照）。
14）［ZM: 226.15］では〔khri ’byam ma’i gling〕，
［ZM: 240.7］では〔khri thang ’byam pa〕，
［ZM:
236.5-6, 240.7, 241.9］では〔khri ’byam pa’i gling〕
［ZM: 236.5-6］
。本稿では〔khri thang ’byam
pa〕を採った。
15）［ZM: 226.16］では〔shod pa brtsegs pa’i rtse〕
，
［ZM: 240.7, 241.15］では〔shod pa brtsegs pa〕
。
本稿では後者を採った。
16）「ト」〔gto〕は有害な諸力を遠ざける目的で行われる一連の儀式ないし魔に捧げられる供
物を指す。
17）‘身代わり’
〔glud〕［ZM: 227.15］とは，今日では除災招福の果を得るために実際の血肉の
代替物として魔あるいは神々に捧げられる穀物の粉などから作られた人形等の供物，或いは
そうした供物を捧げる一連の儀式を指す。尚‘身代わり’
〔glud〕という語には，代替物を用
いて魔や神々を‘欺く’
〔bslu〕という意味が含まれている。この種の‘身代わり’を用いて
行われる儀式には様々なものがあるが，‘死を欺く’
〔’chi bslu〕と呼ばれる延命儀礼の概要に
ついては，拙稿「チベット人の死生観―‘死を欺く’儀式と三つの生命」（『死生学研究』東
京大学人文社会系研究科，2003 年，pp. 56–73）を参照。
18）〔spa gyi ma shang gong gong〕［ZM: 228.14］，〔sba gyi ma shang gong gong〕［ZM: 244.21］。
本稿では前者を採った。尚，［ZM: 357.10, 368.3］には〔spa gyim shang gong gong〕ともある
が，これは〔spa gyi ma shang gong gong〕の誤記と思われる。
19）〔gshen〕［ZM: 228.14］。しかし［ZM: 357.10, 368.3, etc.］には〔bon po〕ともある。
20）〔’ga’ ha ’da’ la nag po〕［ZM: 228.19］，〔’ga’ ha ’da’ nag po〕［ZM: 230.1.4.10, 235.1, 239.14,
300.19］，
〔ha ’da’ nag po〕［ZM: 229.18］，
〔’ga’ ha ’da’〕
［ZM: 243.11］。本稿ではガー・ハダー・
ナクポ〔’ga’ ha ’da’ nag po〕とした。
21） 父の名はムバルハデ〔mu ’bal lha de〕［ZM: 323.9, 334.6］，母の名はリダカム〔li dra ka mu〕
［ZM: 334.16］である。
22）〔thob〕［ZM: 232.18］，不明。図像から判断して斧の一種と解した。
23）〔lcags kyi tho chen〕
［ZM: 234.1-2］は「大金槌」の意。だが図像（5C）では斧に似たもの
が描かれているようにも見える。
24）［ZM: 300.19］には「暗闇の島・畜生の地」〔mun pa’i gling byol song gi gnas〕とも記されて
いる。
25）〔chags shing〕［ZM: 240.14］は〔chag shing〕の誤記と思われる。〔chag shing〕とは，真実
と虚偽の区別を象徴するとされるポン教の法具で，シェンラプの図像・鋳像はこのチャクシ
ンをもった姿で描かれることが多い。（A lexicon of Zhangzhung and Bonpo terms, compiled by
Pasar Tsultrim Tenzin, Changru Tritsuk Namdak Nyima, Gatsa Lodroe Rabsal. edited by Yasuhiko
Nagano, Samten G. Karmay. translated by Heather Stoddard. National Museum of Ethnology, 2008, p.
64，及び，国立民族学博物館編『チベット ポン教の神がみ』千里文化財団，2009 年，pp.
32, 52 参照。）
26） マロとユロは，シェンラプとともに天界からポン教の聖地オルモルンリン〔’ol mo lung
rings〕に降臨し，その後，シェンラプと行動を共にしたとされる。『セルミク』には「御言
葉から化現した神の子，トルコ石の髪の房をもつユロ」〔gsung las ’prul pa’i gsas bu g.yu lo g.
yu’i lan phran can〕
，「セーの子息，ユロ」［ZM: 381.5］，及び「御心から化現した神の子，野
山羊の衣を持つマロ」〔thugs las sprul pa’i gsas bu rma lo skyin gyi ral ga can〕
，「セーの子息，
マロ」［ZM: 381.3-4］といった表現も見受けられる。両者はシェンラプを描く図像の中で
シェンラプの両脇に立つ姿で屡々描かれる（拙稿・前掲「聖伝の素描」，pp. 671, 678 参照）。
27） 意の少年は，‘トルコ石の髷を有する意の少年’〔yid kyi khye’u chung g.yu’i zur phud can〕
，
‘髷を有する少年’〔khye’u chung zur phud can〕
［ZM: 69.11］，‘如意の髷を有する意の少年’
〔yi kyi khye’u chung yid bzhin gyi zur phud can〕
［ZM: 167.11］，‘阿闍梨・永遠の勝者ツクシェ
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ン’〔slob spon g.yung drung gtsug gshen rgyal ba〕［ZM: 135.5］等とも呼ばれる。『セルミク』
には「シーパ・サンポ・ブムティの化身［である］この髷を有する意の少年は…」［ZM:
119.1-2］とあり，彼をポン教の「四つの主要な善逝（四如来）」〔bder gsehgs gtso bzhi〕の一
つであるシーパ・サンポ・ブムティ〔srid pa sangs po ’bum khri〕の化身としている。シェン
ラプ伝を描くタンカでは，青い龍馬〔’brug rta sngon po〕に跨った姿で描かれることが多い
（拙稿前掲「聖伝の素描」，p. 689 参照）。
28） 前掲註 13）参照。
29）‘中空の神［々が住む］明澄なる光［の領域］’〔bar lha ’od gsal〕に住するとされる菩薩。
シェンラプが人間界に降臨した際，その教説を聞くためにシェンラプに同行したとされる
（拙稿前掲「聖伝の素描」，p. 679 参照）。
30）〔gshang〕［ZM: 240.17］。揺らして鳴らす鈴に似た楽器で，ポン教徒が行う様々な儀式の
際に用いられる。
31）〔gong ’og〕［ZM: 248.17］。高さの異なる祭壇を二つ用意するとも読めるが，Thangka No 7
の 3B では等しい高さの祭壇が並べ置かれているようにも見える。
32） 前掲註 25）参照。
33）‘五つの勇者の種字’［ZM: 252.17］はポン教の儀式の様々な場面で用いられる種字であ
り，悪業や障碍を浄化する力を持つともされる。これら五つの種字は『セルミク』で屡々言
及され，シェンラプの遺体にこれらの種字が書かれたとされる［ZM: 778.12-14］他，例え
ば同書第 5 章ではトブ・ドゥーデ〔gto bu dod de〕という悪人の業を浄化するために，シェ
ンラプが‘ツェンチャン’〔mtshan byang〕と呼ばれる白い紙に人の姿を描き，その中心に
トブ・ドゥーデの名前を書いて，「五つの勇者の種字を四方と中心［の合計］五［箇所］に
書きなさい。即ち，右足にはヤム（ ），左足にはラム（ ），右手にはカム（ ），左手にはス
ルム（ ），中心にはオーム（ ）［と書くのである］」［ZM: 89.12-14］と指示したとあり（拙
稿前掲「聖伝の素描」，pp. 693 参照），また第 14 章には「…五つの勇者の種字は 1,000 の神
［がみ］の心髄であることにより，東方の隅には白でヤム（ ），北方の［隅には］緑でラム
（ ），西の［隅には］赤でカム（ ），南の［隅には］青でスルム（ ），中央には黄色でオー
ム（ ）［と書くのである］」［ZM: 611.11-13］とも記されている。尚，『ドドゥー』［DD: 8.2］
）の 5 字を‘五つの勇者の種字’〔dpa’ bo ’bru lnga〕としており，『セルミク』
では（
と記述が異なる。
34）〔dbyings kyi yum sa trig er sangs gyi klong〕［ZM: 267.1］。本稿では〔dbyings〕を‘広がり’，
〔klong〕を‘界’と訳出した。
35） これは『セルミク』［ZM: 276.15, 287.18, 289.6-7, 310.13, 333.2-3, 344.13-14, 417.21, etc.］に
度々現れる真言であり，例えば悪魔キャプパ・ラクリン〔khyab pa lag ring〕の率いる軍がオ
ルモルンリンを攻撃しようとした際，シェンラプは人々の心の中から魔の軍に対する恐怖心
を消し去るためにこの真言を教えたと記されている。この真言は大変ポピュラーなものであ
り，ポン教の僧院等ではこの真言が石版などに刻まれているのを目にすることがある（fig.
1 参照）。
36） 意の少年〔yid kyi khye’u chung〕，マロ〔rma lo〕，ユロ〔g.yu lo〕
，トブ・ブムサン〔gto bu
’bum sangs〕の四者を指す。『セルミク』に依れば彼らは皆美しい容貌を具えていたとされ
ており，特に意の少年はその美しさ故，オルモルンリンの東方にあるウーモ・リンドゥク
〔hos mo gling drug〕の王ダンワ・イリン〔dang ba yid ring〕の妃グリンマ〔’gu ling ma〕に誘
惑されたとも記されている（拙稿・前掲「聖伝の素描」pp. 697–705 参照）。
37）『セルミク』に於いてニンボ〔snyin po〕は真言〔sngags〕とほぼ同義であるが，後述する
ように「真言とニンボを続けて唱えよ」
〔sngags dang snyin po rgyun du zlos〕
［ZM: 442.13］と
いう記述も見られることから，両者は区別されているようにも思える。現在のところ両者の
相違については不詳。
38）〔bde bar gshegs pa bzhi〕［ZM: 278.6-7］。サティク・エルサン〔sa trig er sangs〕，シェンラ・
ウーカル〔gshen lha ’od dkar〕
，
（シーパ・）サンポ・ブムティ〔(srid pa) sang po ’bum khri〕
，
（ト
ンパ・）シェンラプ・ミボ〔ston pa gshen rab mi bo〕の四者を指す（【補遺 2】参照）。
39）〔li dra ka mu〕［ZM: 334.16］，〔li tra ka mu〕［ZM: 345.18］。前者を採った。
40）〔mus tsal ma〕［ZM: 346.7］，〔mus tsa la ma〕［ZM: 357.1］。前者を採った。
41）［ZM: 380.6］では〔dpo bu la gang na〕。
42）「ヤンの品物」〔g.yang cha〕［ZM: 381.19］とは，運気〔g.yang〕を招き，それを受け取る
ための様々な品物のこと。ここでは結婚という出来事に際し，新たな妃から運気（ヤン）を
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受け取ろうとして人々が集まったことを意味していると思われる。
43）「バラモンの子，ギュルワ・ロセル」〔bram ze’i bu ’gyur ba blo gsal〕［ZM: 167.20］とも呼
ばれる。『セルミク』第 7 章には，ウーモ・リンドゥク国の王ダンワ・イリン王の娘，ギャ
ルメーマ〔rgyal med ma〕とシェンラプが結婚した際，この人物がギャルメーマの身体・言
葉・心に優れた徴が具わっているかどうか調べたという記述が見える（拙稿・前掲「聖伝の
素描」p. 707 参照）。
44） ネゥチュンマ〔ne’u chung ma〕は〔ne’u chung sman〕［ZM: 441.21, 443.1］とも表記される。
45）『セルミク』に依れば，キャプパ・ラクリン〔khyab pa lag rings〕という名の意味は「キャ
プパとは全てに及び満ちることであり，ラクリンとは全てに至るということである」［ZM:
416.20-21］とされる。
46） 世界が形成される段階が描かれたチャクシン。チャクシン〔chags shing〕については，前
掲註 25）参照。
47）〔rgyal bon thod dkar〕
［ZM: 398.17］。シェンラプはオルモルンリンの王であるこの人物の
子息として誕生したとされる。チベットの古い伝承に依れば，古代チベット人は，セ〔se,
bse〕
・ム〔dmu〕・ドン〔ldong〕・トン〔stong, thong〕と呼ばれる四大部族から成り立ってい
たとされるが，このうち，現在の西チベットのシャンシュン地方を拠点としたム〔dmu〕と
呼ばれる部族の宗教が，ポン教であったと伝えられており，ギャルポン・トゥーカルはム族
の末裔であるとされる（拙稿・前掲「聖伝の素描」，pp. 679–680 参照）。
48）〔yo phyi rgyal bzhad ma〕
［ZM: 399.12］。ギャルポン・トゥーカルの妃で，人間界における
シェンラプの母とされる。『セルミク』第 4 章には，シェンラプが母方の父であるサラ王を
表敬するためにランリンという街を訪れたという物語が記述されており，その様子は
Thangka No 2「教えを広めたという御事績」〔bstan pa spel ba’i mdzad pa〕に描写されている
（拙稿前掲「聖伝の素描」，pp. 672, 682–687 参照）。
49） 仏教における法界〔chos dbyings〕に相当する。前掲註 34）も参照のこと。
50） オルモルンリンにある神殿。〔gsas mkhar〕は本来，‘セー’〔gsas〕という神々が住む城を
意味する。人が住む城〔mkhar〕と区別するために，本稿ではこれを「神殿」と訳出した。
51） ポン教の易学・占星術・儀礼・病の診断等に関する教えであり，「四門五藏」〔sgo bzhi
mdzod lnga〕と呼ばれる教理群の一つである「有の流れ・黒い河のポン」〔chab nag srid pa
rgyud kyi bon〕を指すと思われる。「四門五藏」とは，ポン教の中心教義の一である大究竟
〔rdzogs chen〕の根本典籍群を構成する①「プンセー［＝ポン教における導師・ラマ］の口
伝によるポンの教え」〔dpon gsas man ngag lung gi bon〕，易学・占星術・儀礼・病の診断等に
関する教えである②「存在の流れ・黒い河のポン」〔chab nag srid pa rgyud kyi bon〕
，ポン教
における密教・真言の教えである③「荒々しい真言・白い河のポン」〔chab dkar drag po
sngags kyi bon〕，ポン教における般若乗〔phar phyin theg pa〕の根本典籍群を構成する④「ペ
ンユルの十万の膨大なるポンの教え」〔’phan yul rgyas pa ’bum gyi bon〕という四種の教理
（これらが「四門」〔sgo bzhi〕と呼ばれる）に，「藏」〔mdzod〕
，即ち，世界や存在の起源・
破壊について説く⑤「頂点・一般の宝藏のポン」〔mtho thog spyi rgyud mdzod kyi bon〕を加
えた五つの教理を指す（A lexicon of Zhangzhung and Bonpo terms, op. cit., p. 51）。
52）［ZM: 411.5］。『セルミク』によれば，シェンラプは嘗て天上界にダクパ〔dag pa〕という
兄とシェーパ〔shes pa〕という弟が居たとされる。このうちシェーパはシェンラプの後にポ
ンの教えを広めるために修行を行っているとされる（拙稿・前掲「聖伝の素描」，p. 678 参照）。
53）〔’dom gang ba〕［ZM: 411.19］。ドムは長さの単位で，1 ドムは左右に広げた両腕の先から
先までの長さを指す。
54） 前掲註 35）参照。
55）〔dbal gyi khro bo chen po bzhi〕
［ZM: 418.10］。［ZM: 74.8-11］に依れば，①炎の忿怒尊，ソ
ウォ・ウグ〔dbal gyi khro bo zo bo dbu dgu〕
，②炎の忿怒尊，ルムポ・ツェグ〔dbal gyi khro
bo rum po rtse dgu〕，③炎の忿怒尊，ルチョ・デグ〔dbal gyi khro bo ru co sde dgu〕
，④炎の忿
怒尊，セマ・ゴグ〔dbal gyi khro bo ze ma mgo dgu〕という四者を指す。『セルミク』［ZM:
74.8, 418.10, 419.5, 576.15, etc.］には，シェンラプがこれらの忿怒尊を現出せしめ，悪人・魔
の撃退にあたらせたという物語が見え，タンカにもその姿が描かれている（Thangkha No 8
〈3A〉, No 3〈2D〉, No 9〈3I〉）。これらの忿怒尊の特徴については，拙稿・前掲「聖伝の素
描」pp. 690–691 参照。
56）‘有の流れ・黒い河のポン’と同義と思われる。前掲註 51）参照。
57） シェンラプの妻の一人。ウーモ・リンドゥク〔hos mo gling drug〕の王ダンワ・イリン
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〔dang ba yid ring〕の息女で，トブ・ブムサン〔gto bu ’bum sangs〕
，チェーブ・ティシェー
〔dpyad bu khri shes〕の母。ギャルメーマ〔rgyal med ma〕とも表記される（拙稿・前掲「聖
伝の素描」pp. 704–712 参照）。
58） 前掲註 37）参照。
59）〔hos ru〕［ZM: 464.9］。 戒 律 を 守 る 者 が 持 つ 杖（A lexicon of Zhangzhung and Bonpo terms,
op.cit., p. 286 参照）。
60）〔bya khyung sum grus pa〕［ZM: 488.5-6］。『セルミク』第 17 章には，キャプパ・ラクリン
がこの鳳に姿を変えたという記述も見える［ZM: 751.20］
61）〔a spra mu sprags la zer ’od ram shag/ kha ram ram mu zer spros/ hu rum zhum hu rum zhum/ lam
bar to zhum par zhum zhum par zhum〕
［ZM: 494.10-12］
62） 原文〔rgan mo sen mo〕
［ZM: 504.1］を〔rgan mo srin mo〕の誤記と解した。
63） 原文〔sa dri er sangs〕［ZM: 537.3-4］を〔sa trig er sangs〕の誤記と解した。
64）〔khal〕［ZM: 537.12］。穀物をはかる嵩の単位で，1 ケーは重量にして 14^kg 程度に相当す
る。
65）〔gnyan lcam dka’ mo ’od ma gsal〕
［ZM: 537.13-14］
，〔gnyan lcam dkar mo ’od ma gsal〕
［ZM:
544.19］。後者を採った。
66）〔mu khyud rgya mtsho〕
［ZM: 539.19］
，〔mu khyud gdal pa mtsho〕
［ZM: 545.21］
，〔mu khyud
gdal ba’i rgya mtsho〕［ZM: 546.20］。本稿では‘ムキュー・デルワ湖’で表記を統一した。
67）〔dpag tshad〕［ZM: 542.16］。チベット語の仏教教典ではサンスクリット語のヨージャナ
（Skt. yojana）の訳語として用いられる。ヨージャナは古代インドの距離の単位で，1 ヨー
ジャナは約 7 マイル，或いは約 9 マイルに相当するとされる。
68） ゾ〔mdzo〕［ZM: 546.19］は，チベットの伝統的な家畜の一つ。雌ヤク〔’bri〕と雄牛
〔glang〕を交配してできたディゾ〔’bri mdzo〕と，雄ヤク〔g.yag〕と雌牛〔ba mo〕を交配
してできたバゾ〔ba mdzo〕とがある。
69）〔dngul gyi ’gying kar〕
［ZM: 547.13-14］。〔dngul gyi ’gying dkar〕の誤記と思われる。‘白い
ギン’〔’gying dkar〕は，工事の先頭に立つ人物や仕事の監督をする者が手に持つとされる
道具である（A lexicon of Zhangzhung and Bonpo terms, op.cit., p. 45）。
70）〔khye’u chung skyin gyi ral gu can gsang gyi ral gri thogs pa〕［ZM: 552.1-2］，〔khye’u chung
skyin gyi ral gu can gser gyi ral gri thogs pa〕［ZM: 562.9-10］。後者を採った。
71）〔khye’u chung dug po’i rtsi ber can shel gyi ’phrang ba ’dren pa〕［ZM: 552.3-4］，〔khye’u chung
dug po rtsi ber can shel gyi ’phreng ba gcus pa〕［ZM: 562.13］。後者を採った。
72） この少年とコンツェのやりとりについては，サムテン・カルメイによる研究がある
（Samten G.Karmay, “The Interview between Phyva Keng tse lan-med and Confucius,” in The Arrow
and the Spindle: Studies in History, Myth, Rituals and Beliefs in Tibet, Mandala Book Point, 1998, pp.
169–189）。
73）〔lha yi bzhin gyi smon lam skyes〕［ZM: 562.10-11］，〔lha yid bzhin smon lam skyes〕［ZM:
563.12］。後者を採った。
74）〔phywa kong tse lan med〕［ZM: 562.13］，〔(phywa) ken tse lan med〕［ZM: 563.15, 566.3,
566.11-12, 570.16, 571.13, etc.］。後者を採った。
75）［ZM: 74.11］では‘セマゴグ’〔se ma mgo dgu〕。他に〔gze ma dbu dgu〕と表記されるこ
ともある。
76）［ZM: 74.10］では‘ルチョデグ’〔ru co sde dgu〕。
77）［ZM: 74.10］では‘ルムポ・ツェグ’〔rum po rtse dgu〕。他に〔hrom po rtse dgu〕と表記さ
れることもある。
78）［ZM: 700.3-4］。このように，“シェンの 1 年”〔gshen lo gcig〕は，人間の年に換算してお
よ そ 100 年 に 相 当 す る と さ れ る（shar rdza bkra shis rgyal mtshan, rdo rje rgyal po (ed.) legs
bshad rin po bhe’i gter mdzod, mi rigs dpe skrun khang〈夏察・扎西却導著，多吉垓博編『西藏
本教源流』民族出版社〉，1985, p. 54.）。
79） 原文〔’bras sa le〕［ZM: 702.1］。〔’bras sa lu〕の誤記と判断した。
80）〔spre’u’i rgyal po ha nu ma ’da’〕
［ZM: 702.3］。［ZM: 710.5］には‘猿の王・ハヌ’〔spre yi
rgyal po ha nu〕ともある。
81） シェンラプは誕生後，早い段階でオルモルンリンの王に即位したとされる。但し，即位の
経緯については，典籍により若干の相違がある（拙稿・前掲「聖伝の素描」，pp. 680–681，
及び註 33）参照）。
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82） 25 の出家戒を保つ僧侶を指す（A lexicon of Zhangzhung and Bonpo terms, op.cit., p. 203 参照）
。
83）〔khri smon rgyal bzhad pho gling gnas〕
［ZM: 723.14-15］。［ZM: 725.13-14, 747.11-12］には，
〔bkra shi pho brang khri smon rgyal bzhad〕ともある。
84）〔kong ma ne’u chung mo gling gnas〕［ZM: 723.16］。［ZM: 725.14］では〔bkra shis mo gling
khong ma ne’u chung〕。
85） 前掲註 67）参照。
86）〔seng ge’i khri〕［ZM: 723.18, 766.4］。〔seng ge’i gdan〕［ZM: 725.10］とも呼ばれる。
87）〔mdzad bcu〕は〔mdzad (pa) bcu gnyis〕の誤記と判断した。
88） 100 の神とシェンは，数々の悪行を積み地獄に転生したトウ・ドゥーデ〔gto bu dud de〕
を悪趣から善趣へと救済するために唱えられたともされる（拙稿・前掲「聖伝の素描」，pp.
694–696, pp. 714–721〈【補遺 1】～【補遺 4】参照〉）。
89）〔’byung ba me’i bon po ’od kyi lcang lo can〕
［ZM: 780.3-4］。‘四元素の偉大なる原初のシェ
ン’〔’byung ba’i ye gshen chen po bzhi〕の一つであり，『セルミク』に依れば，シェンラプが
3 歳の時，人間界の母であるギャルシェーマの父，サラ王を表敬するために旅に出た際，シェ
ンラプの身体の熱から出現したとされる（拙稿前掲「聖伝の素描」，p. 685 参照）。
90）‘原初より覚醒せる国’〔srid pa ye sangs〕，‘中空の神［々が住む］光明の領域’〔bar lha
’od gsal〕，‘チャの町’〔phywa yi grong khyer〕の三つは，‘無上なる神の地’〔’og min lha yi
gnas〕と合わせて‘四つの聖なる領域’〔gnas ris chen po bzhi〕と呼ばれる。‘4 つの聖なる領
域’はシェンラプが人間界に降臨する前に居住していた聖域とされており，『セルミク』第
10 章の冒頭には，
「17 の色界〔gzugs khams bcu bdun〕の一番上には，4 つの聖なる領域〔gnas
ris chen po bzhi〕がある。［その 4 つとは］‘原初より覚醒せる世界’〔srid pa ye sangs yul〕が
一 1 つ目，‘中空の神［が住む］光明の領域’〔bar lha ’og gsal gnas〕が 2 つ目，ゴンツン・
チ ャ の 町〔dgon btsun phywa yi grong khyer〕 が 3 つ 目，‘ 無 上 な る 神 の 地 ’〔’og min lha yi
gnas〕が 4 つ目である。」［ZM: 383.6-9］という記述も見える。
91） 前掲註 54）参照。
92） ポン教徒の多くは，シェンラプ・ミボの生誕地であるオルモルンリンをタジク〔stag gzig〕
に所在した聖地としており，これは西洋の学者達によってペルシャに比定されている（拙稿
前掲「聖伝の素描」，p. 665, p. 735〈註 9〉参照）。
93） これら 6 人の賢者は‘世界の賢者・6 つの飾り’〔’dzam gling mkhas pa’i rgyan drug〕と呼
ばれる（A lexicon of Zhangzhung and Bonpo terms, op.cit., p. 213）。
94） フランス国立ギメ東洋美術館（Le musée Guimet）所蔵のシェンラプ伝を描いたタンカに
ついて図像解説を行っている（Per Kvaerne, “Peintures tibetaines de la vie de sTon-pa-gçen-rab.”
Arts asiatiques 41, 1986, pp. 36–81.）。
95） 18 世紀に制作された木版画に描かれるシェンラプ伝について，その図像解説を試みてい
る（Samten G. Karmay, Feast of the morning light: the eighteenth century wood-engravings of
Shenrab’s life-stories and the Bon Canon from Gyalrong (Senri Ethnological Reports 57), National
Museum of Ethnology, 2005, p. 173–259）。
96）〔skad gcong brgyad〕［ZM: 249.11］。ドゥー・ルー〔mdos glud〕と呼ばれるポン教の儀式を
行う際にも発せられる旋律を伴う声音。ここでは 8 種が言われるが，9 種あるともされる（A
lexicon of Zhangzhung and Bonpo terms, op.cit., p. 63）。
97）〔sil snyan〕［ZM: 249.13-14］。儀式や仮面舞踊等の際に用いられるシンバル状の楽器。2 枚
のシンバルが中心に通された紐によって一対に繋がっており，垂直に持ち，左右から打ち合
わせて鳴らす。
98）〔’ga’ dri si〕
［ZM: 251.19］，仔細不明。
99） 本論では〔ye shes〕を‘原智’，〔shes rab〕を‘智慧’と訳出した。
100） 前掲註 25）参照。
101） 本論では〔’od gsal〕を‘光明’，〔’od zer〕を‘光線’，〔’od〕を‘光’と訳出した。
102） 本論では〔ye shes〕を‘原智’，〔shes rab〕を‘智慧’と訳出した。
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