
日本・インド・チベット・中国の主には仏教史年表
西暦前1500 前1200 前500 前200 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

▼インド・アーリア人パンジャーブ進入（前1500頃）） ▼マウリア王朝(前317-前180) ▼クシャナ朝成立（1世紀頃) ▼グプタ朝成立（公用語：サンスクリット語、国教：ヒンドゥー教、320) ▼イスラーム教徒侵入（10-11世紀頃) ▼イスラーム教徒の奴隷王朝成立（1206、デリー）
アショーカ王(前268即位) カニシカ王(前128即位) ▼フン族（匈奴）侵入（5世紀中葉頃） イスラーム教

ヒンドゥー教

バラモン教 ▼ヴェーダ作成・編纂（前1200頃） ▼ヴェーダ聖典成立（前500頃）
正統バラモン（六派哲学） ヒンドゥー教諸派と正統バラモン哲学との融合(600-1200)

●リグ・ヴェーダ ▼サーンキア学派（開祖カピラ、前350-前250頃） ▼（サーンキア学派教典『サーンキヤ・カーリカ』成立、4世紀）
●サーマ・ヴェーダ ▼ヴァイシェーシカ学派（開祖カナーダ、前150-前50ごろ）

●ヤジュル・ヴェーダ 梵我一如（ウパニシャッドの時代） ▼ヴェーダーンタ学派（開祖バーダヤーラナ、前1世紀頃） 『ブラフマ・スートラ』編纂(400-450頃) 不二一元論（シャンカラ、700-750頃）
●アタルヴァ・ヴェーダ ▼ニヤーヤ学派（開祖ガウタマ、50-150頃）

▼ミーマーンサー学派（開祖ジャイミニ、1～2世紀）
各ヴェーダの構成 ▼ヴェーダ聖典研究補助学（前6～前2世紀成立） ▼ヨーガ学派（『ヨーガ・スートラ』4世紀頃編纂・成立）

①サンヒター（本集、前1000頃成立) 　（音声学、祭事学、文法学、語源学、韻律学、天文学）
②ブラーフマナ（祭儀書、前800頃成立）
③アーラニヤカ（森林書）

④ウパニシャッド（奥義書、前500頃中心に成立)
古ウパニシャッド（前600-前200頃)

非正統バラモン（仏教と六師外道）の興隆（前500-120頃）
▼ジャイナ教（開祖ニガンタ・ナータプッタ、前444-前373頃）
▼プーラナ・カッサバの道徳否定論
▼パグタ・カッチャーヤナの七要素説
▼マッカリ・ゴーサーラの運命論 仏教出家主義教団の崩壊
▼アジタ・ケーサカンバリンの唯物論 仏教信者のヒンドゥー教への吸収
▼サンジャヤの懐疑論
▼仏教（開祖ゴータマ・ブッタ、前463-前383頃、中村元説） 仏教衰退 ▼インド仏教滅亡

第一結集（仏滅直後） イスラム教徒によるヴィクラマシラー寺破壊（1203） 仏教復興 仏滅2500年
アビダルマ(法の分析、法の解釈) ブッダジャンティ(1956)
第二結集（上座部と大衆部の根本分裂、前280頃）

部派仏教（枝末分裂、前180頃）
上座部仏教 説一切有部（法実有論、2世紀）

経量部（説一切有部から分裂、成実論）俱舎論(ヴァスバンドゥ)
大衆部仏教

▼大乗仏教興隆（前100頃）
▼『般若経』、『華厳経』、『法華経』の成立(1-2世紀頃)

ナーガールジュナ（龍樹、150-250頃）
中観派（空性説、2世紀頃）

瑜伽行派（唯識説、3世紀頃）
アサンガ(無著、395-470頃)

ヴァスバンドゥ(世親、400-480ごろ)
密教の台頭（5-6世紀) 密教の確立（7世紀頃）
初期密教 中期密教 後期密教

所作タントラ 行タントラ 無上瑜伽タントラ
瑜伽タントラ

▼『蘇悉地経』成立（所作タントラ、7世紀頃） ▼一部の仏教僧のチベット亡命
▼『大日経』成立（行タントラ、7世紀頃）
▼『金剛頂経』成立（瑜伽タントラ、7世紀頃）
　 ▼『無上瑜伽タントラ』成立(8世紀後半)

古代 中世 近代 現代(1959～)
▼吐蕃建国 ▼チベット軍、長安占拠(763) 元朝チベット制圧（13世紀初頭） ▼中国のチベット侵攻(1950)

ソンツェン・ガンポ（581年頃 - 649年） ▼チベット動乱(1959)
チデックツェン（704-755）

ティソン・デツェン(742-797)
ランダルマ

仏教前伝期 仏教後伝期
▼仏教伝来(7世紀頃) ▼ランダルマ王による破仏(841) ▼インドから仏教僧亡命 ▼ダライ・ラマ五世の中央チベット制圧(1642)
インド・ネパールより僧侶招聘 ▼アティーシャ（982-1054）をインドより招聘 パンチェン・ラマ1世(1570-1662)
唐・ネパールから妃娶る リンチェンサンポ(958-1055) プトン(1290-1364) ダライ・ラマ五世(1617-1682)

金光明経請来 宗派仏教形成 ツォンカバ(1357-1419)
シャーンティラクシタ招聘(8世紀中頃)
パドマサンバヴァ入蔵(8世紀中頃) ゲルク派開宗 ゲルク派政権樹立(1642) ▼ダライラマ14世、インド亡命(1959)

宗派間衝突終焉
元朝の支援で、サキャ派隆盛

明朝の支援で、カギュ派隆盛
ダライ・ラマ五世、ニンマ派保護

唐建国(618) 唐滅亡(907) 元(1271) 明(1368) 清(1644) 清朝滅亡(1912)▼

玄宗(在位712-755) ラマ教重視 ラマ教重視 ▼文化大革命(1966-1976)

▼仏教伝来（前100頃） 安史の乱(755)

初期密教 中期密教 後期密教

『摩登伽経』漢訳(230) 『六十華厳』漢訳(400頃) 『八十華厳』漢訳(700頃)

『華積陀羅尼神呪経』漢訳(230) 善無畏三蔵（638-735）

一行禅師(683-727)

▼『大日経』漢訳（善無畏三蔵、一行禅師、724）

金剛智三蔵（671-741）

▼『金剛頂瑜伽中略出念誦経』等漢訳（金剛智三蔵、723）

不空三蔵（705-774)

恵果和尚(746-805)

▼両部密教体系の樹立

最澄・空海入唐(804)

▼武宋の廃仏(845)

西暦前1500 前1200 前500 前200 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

飛鳥時代 奈良時代 平安時代 鎌倉時代 室町時代 江戸時代 明治
大
正

昭和 平成

▼仏教公伝(538 or 552) 桓武天皇(在位：781-806) 保元の乱(1156) 文永の役(1274) 応仁の乱(1467) 秀吉、天下統一(1590) 神仏分離令(1868)

大化改新(645) 嵯峨天皇（在位：809-823) 平治の乱(1159) 弘安の役(1281) 加賀一向一揆(1474) 関ヶ原の戦い(1600) 大教宣布の詔(1870)

大宝律令(701) 淳和天皇(在位：823-833) 平氏、南都焼討(1180) 徳川幕府開幕(1603) 廃仏毀釈(1868-1875頃)

仁明天皇(在位：833-850) 鎌倉幕府、念仏宗禁止令（1200) 天文法華の乱(1536)

南都六宗 法相宗(興福寺・薬師寺) 開祖 道昭(629-700) 鎌倉幕府、専修念仏禁止令（1207) 織田信長、比叡山焼討(1571)

倶舎宗(東大寺・興福寺) 開祖 道昭(629-700) 安土宗論(1579)

三論宗(東大寺南院) 開祖 恵灌(生没年不詳、625年高句麗より来日) 五山十刹の制(1342) 豊臣秀吉、根来寺焼討(1585)

成実宗(元興寺・大安寺) 開祖 道蔵(生没年不詳、百済より来日)

律宗(唐招提寺) 開祖 鑑真(688-763) 島原の乱(1637)

華厳宗(東大寺) 開祖 良弁(689-774) 鎖国(1639)

華厳宗(東大寺) 開祖 審祥(生没年不詳、729-749頃に唐より帰国) 本末法度(1615)

道慈帰朝(718) 寺社奉行設置(1635)

道璿帰朝(734)

玄昉帰朝(735)

『略出念誦経』『蘇悉地経』等書写(734-736)

『華厳経』講演(新羅僧審祥、740)

東大寺大仏開眼供養会(752) 鎌倉大仏建立(1238)

最澄(766-822) 天台宗開祖

最澄 唐より帰朝(805)

最澄、伝法灌頂開壇(高雄山寺、805)

天台業年分度者二名の勅許、天台宗独立(806)

比叡山開創(788)

最澄 諡号「伝教大師」下賜(866)

空海(774-835) 真言宗開祖

空海 唐より帰朝(806)

真言宗 開宗(812頃)

高野山下賜(816) 高野山根本大塔落慶(1156) 高野山開創1200年(2015)

真言宗年分度者三名（三業度人）の勅許(835)

綜芸種智院創立(828)

金剛峯寺、定額寺の勅許(835)

空海入定(835) 明忍、律の復興(1602) 佛海(1828-1903)

空海 諡号「弘法大師」下賜(921) 浄嚴(1639-1702)

戒律の復興

慈覚大師 円仁(794-864)天台宗 新仏教興起 慈摂大師 真盛(1443-1495)天台真盛宗開祖

智証大師 円珍(814-891)天台宗 慈眼大師 天海(1536-1643)天台宗

慈慧大師 良源(912-985)天台宗(通称 元三大師) 真空大師 隠元(1592-1673)日本黄檗宗祖(中国出身)

道興大師 実慧(786-847)真言宗 興教大師 覚鑁(1095-1143)新義真言宗開祖

法光大師 真雅(801-879)真言宗 月輪大師 俊芿(1166-1227)真言宗

本覚大師 益信(827-906)真言宗 円光大師 法然房源空(1133-1212)浄土宗開祖

理源大師 聖宝(832-909)真言宗 見真大師 親鸞(1173-1262)浄土真宗開祖

聖応大師 良忍(1072-1132)融通念仏宗開祖 慧燈大師 蓮如(1415-1499)浄土真宗

証誠大師 一遍(1239-1289)時宗開祖

無相大師 関山慧玄(1277-1360)臨済宗

微妙大師 授翁宗弼(1296-1380)臨済宗

円明大師 無文元選(1323-1390)臨済宗

承陽大師 道元(1200-1253)日本曹洞宗高祖

常済大師 瑩山(1268-1325)日本曹洞宗太祖

立正大師日蓮(1222-1282)日蓮宗開祖
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