
［研究ノート］

『根本中頌』のいくつかの について

龍樹の真意を探る

五 島 清 隆

「真意を探る」とは大仰な表現だが、およそ文献研究に携わる者は対象文献

の解読、その著者の意図・真意を探ることを目指している。筆者は最近、桂紹

隆博士との共著『龍樹『根本中頌』を読む』（以下、共著）を公刊し１)、その

中で、龍樹が何を伝えたかったのか、その真意を探ったが、 の中には十分に

その意味（あるいは意図）を把握しきれず、筆者担当の解説編でも詳しい説明

ができなかったものがいくつか残された。この研究ノートでは、それらの に

ついてどこに問題点があるのか、それを明らかにして今後の研究につなげたい

と願っている。

1 第１章第８ ＜所縁＝拠り所、対象＞

最初に、第１章「四縁の考察」の第８ を見てみよう。この章は、ものが生

起するための４つの条件（伝統説によればこれら４条件によってすべての法の

生起を説明できるとされる）を否定することによって、法の不生を明らかにす

る章であり、第８ はそのうちの所縁縁を否定する である。問題になるのは

「所縁（aramban・a）」の語義である。パーリ語aramman・aには、「［心や感官

が］かかわるもの、［知覚や認識の］対象、心識の対象、対境、所縁、╱［心が］

もとづくもの、拠り所、根拠、［心を改める、覚りを求める］機縁、契機、きっ

１）桂・五島［2016］。なお、 頌の底本には叶［2011］を使用している。
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かけ、原因、理由、条件、［心を］捉えるもの、捕捉」などの意味があり２)、こ

れは殆どそのまま、仏教混淆梵語や梵語のaramban・a,alambanaに引き継がれ

ている。要するに、「（心識の）対象」という意味と「拠り所・原因」という意

味を同時に担っているのである。所縁縁（aramban・apratyaya, alambana-

pratyaya）という場合も、直接的には「心・心作用の対象としての縁」とい

う意味であるが、同時に、「心・心作用が生起する拠り所としての縁」という

意味も含意されている。以上のことを踏まえて第８ を見てみよう（以下、訳

文は共著「翻訳編」（桂訳）による）。

この既に存在する法は「まったく依り所を持たない（無所縁）」と［諸仏に

よって］説かれているが、もし法が［認識対象という］依り所を持たない

（無所縁）なら、どうして所縁縁というものがあり得ようか。 （一・8)

anaramban・a evayam・ san dharma upadisyate｜

athanaramban・e dharme kuta aramban・am・ punah・｜｜8｜｜

この の解釈に関しては諸注釈間で異同がある。まず、青目釈ではこの と

次の の順序が入れ替えられているが、これは第３ の羅什訳文における四縁

の順序に合わせた結果であると考えられる３)。次に、ab句の「説かれている

（upadisyate）」の内容を仏説と取るもの（無畏論・青目釈・清弁釈）と対論

者の主張と取るもの（仏護釈・月称釈）とに別れる４)。桂訳は前者の解釈に従

っているが、先に、後者の例として、月称釈に基づくAnne MacDonald氏の

英訳を見てみたい。

This existent (sat)factor, indeed without an object［condition］(ana-

ramban・a), is taught［by you as having an object condition］;When

２）村上真完・及川真介編『パーリ仏教辞典』（春秋社、2009年）280頁。

３）叶［2011］17頁、第８ 注(１)。なぜ羅什が青目釈第３ で、原典とは異なって四縁の

順序を入れ替えたのかに関しては、『倶舎論』第２章第61ab、62 に見られる四縁の順に

依拠したのではないかという説がある。MacDonald［2015］Vol.II,p.326,f.n.595.
４）安慧釈は前半を「諸法無自性 非有亦非無」とし原文が異なるようである。
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a［n existent］factor is without an object［condition］, how is there
 

nevertheless an object［condition］?(MMK I.8)

要するに、「（A）所縁［縁］を持たない（B）この現に存在している要素

（法）を、［（C）所縁縁を持つものとしてあなたがたは］説いている。法が所

縁［縁］を持たないときに、どうして所縁［縁］があろうか」ということであ

るが、Aは明らかに龍樹の立場であるから、「Ｂ＋C」が対論者である有部の

主張ということになる。つまり、龍樹から見ればAである（法は無所縁であ

る）のに、それを、有部は「B＋C」（所縁縁という実在の法がある）と説いて

いる、とするのである。しかし、 に表わされた有部の主張はＢ（現に存在す

る法）のみであるのに、このように解釈することが果たして可能なのであろう

か。これに対して、「A＋B」を仏説の内容と取れば、その疑念は解消される。

（甲）無畏論と（乙）青目釈の第８ とその釈を見てみよう。５)

（甲）どのように所縁を否定するのかと言えば、［ でこう］言われている。

この現に存在する法（san dharma）はまさに依り所を持たない（無

所縁）と［世尊によって］説かれている。そのようにこの法が無所縁

である場合に、所縁はどこに存在しえようか。

世尊は『般若経』において、「（ａ）八万四千の法の集まり（dharmaskan-

dha）として説かれた法は、（ｂ）一味（ekarasa）であり、（ｃ）まさに

無所縁（anarambana）である」とお説きになられている。そのように法

は無所縁と説かれているが、そのことに対してどうして所縁があると［あ

なたは］説くのか。所縁は認められない。虚空のように。６)

５）同じくab句を仏説とする清弁釈（婆伽婆所説 眞實無縁法 此法體如是 何處有縁

縁：Taisho vol.3058a18-19）は、経証として『善勇猛般若経』を挙げる（Taisho vol.30

58a9-14.蔵訳：Peking ed.Otani vol.9571b8-72a4）が、 頌との関係は希薄で、『善勇

猛般若経』梵文の当該箇所には「所縁」に対応することばが存在していない（能仁［2006］

38頁、注(25)）。

６）Huntington［1986］257.13-258.3.
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（乙）縁縁者、

如諸佛所説 眞實微妙法（saddharma） 於此無縁法 云何有縁縁

佛説、「（ａ）大乘諸法、若有色無色有形無形有漏無漏有爲無爲等諸法相、

入於法性、一切皆空無相（ｃ）無縁。譬如衆流入海同爲（ｂ）一味」。實

法可信。隨宜所説不可爲実。是故無縁縁。７)

甲と乙の下線部ａ～ｃはよく対応しており、広略の違いはあるものの同じ経

典からの引用と考えられる。ただし、甲は第８ ａ句の san dharmaを「現に

存在する法（yod pa’i chos）」としているのに対して、乙は「眞實微妙法

（saddharma）」としている点が異なる（清弁釈も「眞實無縁法」とし、この

点では青目釈と同じである）。乙の注釈に従えば、 多くの河川も大海に入れば

（塩辛いという）一味になるように、世間において様々な様相を呈する法も法

性に入れば、空・無相・無縁という一味になる>ということである。つまり、

「（究極的には）すべての法は無所縁（anaramban・a拠り所をもたないもの）

である」とする経典（大乗経典であるから龍樹の立場から言えば「諸仏の説」）

を根拠にしているのである。

甲は出典を『般若経』としているが、興味深いことに『八千頌般若経』に、

甲・乙とは異なる観点から実質的には同じ内容を説いている箇所がある。 真

実には無所縁であるが、現実には所縁を持って業や心が生じる。ちょうど夢の

中での殺生のように>という趣旨である。長くなるが、梵文の当該箇所を和訳

で見ていこう（ で囲った部分はチベット訳では欠けている部分８)、点線

部は漢訳『道行般若経』に対応する部分９)であることを示している）。

７）Taisho vol.303a29-b08.
８）対比に用いたのは『現観荘厳論』の影響を受けていない「旧八千頌系般若」の伝本（ロ

ンドン写本カンギュール）である（庄司［2016］p.270）。

９）対応する『道行般若経』は以下の通り。

利弗言：“設於夢中殺人，其心喜，覺，以言：‘我殺是人，快乎 ’如是云何 ”須菩提

言：“不然爾。皆有所因縁。心不空爾。會有所因縁。若見，若聞，若念，爲因縁,爾故知

耳。從是中令人心有所著，令人心無所著。是爲不妄爾。皆有所因縁故。” 利弗言：“所作

皆空耳。何因心有所因縁 ”須菩提言：“想因縁。是故心因縁從是起（Karashima［2011］

333.5-334.4；Taisho vol.8457b23-c01）。

―108―

仏教学会紀要 第22号



シャーリプトラが言った。

「スブーティ長老よ、もし［夢の中で生き物を殺した］その人が目覚めたと

き、『ああ、殺した。よくこそ殺した。うまいこと殺した。俺が殺したん

だ』と思いはからって殺意を起こすとすれば、その人の行為は増えたり集

まったりすることになるのですか。 仏陀世尊でさえ思いはからって（『私

の生死する身心は尽きたのだ』というように）滅尽の思いを起こされます。

その（仏陀の）行為も増えたり集まったりするのですか 」

スプーティが言った。

「そうではない、 シャーリプトラ長老よ。それはなぜかというと、如来

はすべての区別や思いはからいを滅しておられて、それはたとえば虚空の

ようなのです。 シャーリプトラ長老よ、行為はよりどころとなる対象が

なくては起こりません（nanaramban・am・ karmotpadyate）。心はよりどこ

ろとなる対象がなくては起こりません（nanaramban・am・ cittam utpadyate）。

ですから、シャーリプトラ長老よ、よりどころを伴ったときだけ行為は起

こるので、よりどころのないときは起こりません（sarambanam eva kar-

motpadyate, nanarambanam）。よりどころを伴ったときだけ心は起こる

ので、よりどころのないときは起こりません（sarambanam eva cittam
 

utpadyate,nanaramban・am）。シャーリプトラ長老よ、知識（buddhi）と

いうものは、見たり、聞いたり、考えたり、知ったりしたものについて生

じるのです。そのばあい、ある知識は汚れ（雑染）をとらえ、ある知誠は

浄らかなもの（清浄）をとらえるのです。ですから、シャーリプトラ長老

よ、意志（思 cetana）はよりどころとなる対象を伴ってこそ起こるが、

よりどころなしには起こらないし、行為もよりどころとなる対象を伴って

こそ起こるが、よりどころなしには起こらないのです」

シャーリブトラが言った。

「スブーティ長老よ、如来は、『すべての対象は（空であって、本体を）

離脱している』と説かれているのに、どうして、スプーティ長老よ、意志

はよりどころとなる対象を伴ったときだけに起こり、よりどころとなる対

象なしには起こらないのですか」
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スプーティが答えた。

「 シャーリブトラ長老よ、実際には存在しない10)対象を特徴化し

（nimittıkr・tyavidyamanam evaramban・am）、対象化したばあいに（aram-

ban・ıkr・tya）、意志はよりどころとなる対象を伴ったときだけに起こり、

よりどころなしには起こらない、といえるのです。 シャーリプトラ長老

よ、意志とても（空であって、本体を）離脱しているし、特徴も（本体

を）離脱している。このように、無知（無明）によって起こる（といわれ

る）意欲（行）も、実際には離脱している。意欲によって起こる（といわ

れる）意識（識）も、 さらに、誕生（生）によって起こる（といわれる）

老死にいたるまで （有情生存の因果系列をなす十二のもののすべては）

離脱しているのです。まさしくこのように、シャーリプトラ長老よ、すべ

ての対象は離脱してい（て空であ）る（sarvaramban・ani viviktani）。特

徴を離脱している意志が起こる、というのは世間の言語習慣に従って

（いわれるだけ）なのです（nimittena vivikta cetana lokavyavaharam
 

upadayotpadyata iti）」11)

先程要説したように、ここでは、世間における行為（業）の発生、心・意志

の生起は必ず「拠り所となる対象（所縁）」を伴っていることが強調されてい

る。夢の中の殺生の場合、目覚めてからそれを拠り所として夢を見た者に殺意

が生じることが強調されている。この点は最も簡潔な漢訳（点線部）でも同じ

である。「行為あるいは行為の対象（所作）は空であるのに、どうして心にそ

の拠り所となる対象（所因縁）があるのか」というのが舎利弗の疑問である。

それに対する須菩提の答は、殆ど問いの繰り返しによる確認に過ぎないが、梵

文では、「非存在の対象を特徴化して［行為が］生じ、それを対象化して意志が

生じる。すべての対象は［空であり本体を］離脱しているが、特徴を離脱してい

る意志が生起するのは世間の言語表現によって［概念設定されるから］である」

10）Vaidya本 vidyamanaを蔵訳北京版によりavidyamanaと読む。

11）梶山［1975］(II)152-154頁（文庫版153-155頁）。As・t・asahasrika Prajnaparamita,Vaidya’s 
ed.,177.4-19.
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と説明している。

「世間において心は必ず対象をともなっている」というのは龍樹の対論者た

る有部の主張であり、この点をとくに強調する『八千頌般若経』の記述はむし

ろ有部の主張を支援するものとなる。また、 あらゆる対象は離脱していて無

所縁だが世間世俗においては対象をもって生じると［概念設定（仮説）され

る］>とする点に着目すれば、二諦説を重視する中期中観派の考え方に近いと

言える。いずれにしても『八千頌般若経』のこの部分の所説は龍樹の主張とは

重ならない。

無畏論や青目釈がいうようにこの第８ が大乗経典の一節を踏まえていると

すると、『根本中頌』に、第13章第８ 12)以外にも大乗経典との関係が確認さ

れることになる。第８ は無畏論の釈が最も整合性の高い見解だと考えるが、

果たして真実のところはどうなのであろうか。

2 第18章第12 独覚たちの知>

次に、第18章「自己と法の考察」の、特に最後の第12 を再検討してみたい。

この章では、（甲）自己と諸法に関する真実と、（乙）それらと諸仏との関係が

明示されているので、まず、甲と乙に分けて、全体を見て行くことにしよう。

まず甲である。

もしも自己（アートマン）が五蘊と同じであるとすれば、それは生じたり

滅したりするものとなるだろう。もしも五蘊と別のものであるとすれば、

五蘊の特徴を持たないものとなるだろう。［いずれにせよ、「自己」と呼ば

れるものは存在しない。］そして、自己が存在しなければ、自己の所有物が

どうしてあろうか。（Ａ）自己とその所有物とが寂滅する［、すなわち、生

じることも、認識されることもない］から、「私」や「私のもの」という意

識はなくなる。さらに、「私」や「私のもの」という意識を持たない人も

知られない。「私」や「私のもの」という意識を持たない人を見る者は、

12）『宝積経・迦葉品』第65節に対応箇所がある（共著214頁参照）。
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［真実を］見ない。 （一八・１～３）

（Ｂ）外にも、そしてまさに内にも、「私」や「私のもの」という意識が

消滅するとき、（Ｃ）［欲取・見取・戒取・我語取という四種の］執着（取）

が滅する。執着が消滅するから、［再び］生れることも消滅する。

（一八・４）

（Ｄ）業と煩悩とが消滅することにより解脱がある。業と煩悩とは、概念

的思惟より生じる。諸々の概念的思惟は、言語的多元性（戯論）より生じ

る。しかし、言語的多元性は空性において滅する。 （一八・５）

［空性において言語的多元性が滅するとき、］言葉の対象は止滅する。そし

て、心の活動領域も止滅する。なぜならば、［諸法の］法性は、あたかも涅

槃のように、不生にして不滅だからである。 （一八・７）13)

［真実は］他に依って知られることなく、寂静であり、諸々の言語的多元性

（戯論）によって実体視して語られることなく、概念的思惟を離れ、多義

でない14)。これが［諸法の］真実（＝空性）の特徴である。 （一八・９)15)

第１～３ は無自性・空によって我・我所に対する意識が消滅することを説

明している。それをまとめた下線部ＡがさらにＢに要約され16)、Ｂは十二支縁

起・還滅門の最後の４支の滅であるＣに接続している。Ｃの「再生の滅」とは

「有の滅」であり、「生の滅、老死の滅」のことだからである17)。第５ のＤ

13）nivr・ttam abhidhatavyam・ nivr・ttas cittagocarah・｜

anutpannaniruddha hi nirvan・am iva dharmata｜｜7｜｜

14）説明するまでもないことだろうが、第11 では「一義でもなく、多義でもなく（ane-

kartham ananartham）」とあるのに対して、この第９ では単に「多義でない

（ananartham）」となっているのは、前者は多様で変化に富んだこの世界における諸法

のありよう（真のすがた）を説いているのに対して、後者は空性の知によって開かれる戯

論・分別の滅した寂静の境地を説明しているからである。この境地は「一味の解脱」の境

地であるから「一義」と言えなくもないが、それを「非多義」ということばで表現してい

るのである。前者の場合は「不一・不異」と訳せるが、後者の場合は「不異」とは訳しが

たいゆえんである。

15）aparapratyayam・ santam・ prapancair aprapancitam｜

nirvikalpam ananartham etat tattvasya laks・an・am｜｜9｜｜

16）Ｂの「私」や「私のもの」という意識はＣの執着（四取）の一つである「我語取」に相

当する。

17）『根本中頌』第26章「十二支縁起の考察」における「有」がいわゆる業有や三有ではな

―112―

仏教学会紀要 第22号



は、十二支縁起の還滅門全体を指している。共著では第５ 全体が空性による

還滅門を示したものとして以下のように図式化しておいた18)。

空性→戯論の滅→分別（四顚倒）の滅→業煩悩の滅

（＝無明の滅→行の滅→……取の滅→有の滅→生の滅→老死の滅）→解脱

そして第７ がその結果得られる（現観される）戯論寂滅の境地の風光であ

り、第９ はその解説（定義）である。これら２ は、その境地における諸法

の真実のすがた（羅什訳の「諸法実相」）を説明したものである19)。

なお、第７ の二重下線部「涅槃のように（nirvan・am iva）」には、ことば

で真実を説明する際の龍樹の慎重な配慮を見て取ることができる。なぜなら、

涅槃は悟りの境地を示すことばではあるが、世間において輪廻の対語として用

いられ、あるいはアビダルマ教学で考察の対象とされる概念語でもあるからで

ある。悟りの境地に立っての説明としては「法性はまさに涅槃に他ならない

（nirvan・am eva dharmata）」の方が真実に近い表現であろうが、世俗の中で

目標として概念設定された「涅槃」と、長い修行の結果現観しえた「涅槃」と

が同一視される可能性があり、龍樹にはそれに対する警戒心が働いていると考

えられる。これは、禅における悟後の風光を「魚行キテ魚ニ似タリ」「鳥飛ビ

テ鳥ノ如シ」と表現する発想20)に通じるところがある。つまり、概念化、実体

化されたものとの混同を避ける工夫である。このような警戒と工夫は以下で検

討するいくつかの にも見られる。

次に乙を見てみよう。

く（もちろん、中有や生有でもなく）輪廻的生存一般を指していることについては、五島

［2016］参照。

18）共著200-204頁（「十二支縁起と空性」）。

19）梶山［1969］によれば、Ａの諸 は『般若経』が説く三三昧に対応したものであり、第１

-４ が無願三昧、第５・７ が空三昧、第９ が無相三昧に相当する（55-66頁、文庫版

67-80頁）。

20）「水清［ク］シテ地ニ徹シ、魚行［キ］テ魚ニ似タリ。空闊［ク］シテ天ニ透ル、鳥飛［ビ］テ

鳥ノ如シ」（道元「坐禅箴」、『正法眼蔵』Taisho No.82,120c27-28）。井筒［1991］118-120

頁参照。
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諸仏によって（buddhair）、「自己はある」（有我）とも仮に説かれた（施

設された）。「自己はない」（無我）とも説かれた。「何か自己と呼ばれるも

のがあるわけでもなく、自己のないものがあるわけでもない」（非有我非

無我）とも説かれた。 （一八・６）

「一切は真実である。」いや、「一切は真実でない。」そして、「一切は真実

であり、かつ、真実でない。」さらに、「一切は真実でもなく、真実でない

こともない。」これが［諸］仏の［教化対象に応じた］段階的な教え

（buddha-anusasana21)）である。 （一八・８）

あるものがあるものを縁として生じるとき、まず両者は同一でもないし、

さらに別異でもない。したがって、［諸法は］断絶することも、常住である

こともない。［諸法は］一義でもなく、多義でもなく、断絶することも、常

住であることもない。これが世間の指導者である諸仏の甘露のような教え

（lokanathanam・ buddhanam・ sasana-amr・ta）である。（一八・10,11)
22)

たとい諸仏が（sam・buddhanam・）［この世に］現れず、さらに［諸仏の直弟

子である］声聞たちもいなくなってしまっても、［世間から］遠ざかること

により、独覚たちの知は生じるのである。 （一八・12)23)

第６ は「自己（atman）」についての、第８ は「真実（tathya）」につい

ての教化対象に応じた諸仏の教化方法（対機説法）を説明したものである。こ

れに対し、第10・11 は、この世の存在・現象（法bhava, dharma）がどの

ようなものであるのか、その真のありように関する諸仏の教えの内容を説明し

たものである。第10・11 の趣旨は、「およそ縁已生のものは（pratıtya yad

21）ここは複合語なので、buddhaの単数形・複数形の区別はできないが、前後の文脈から

複数形のブッダ（諸仏）と取るべきだろう。なお、３漢訳は、「諸佛法」「諸佛教」と複数

形で訳している。

22）pratıtya yad yad bhavati na hi tavat tad eva tat｜

na canyad api tat tasman nocchinnam・ napi sasvatam｜｜10｜｜

anekartham ananartham anucchedam asasvatam｜

etat tal lokanathanam・ buddhanam・ sasanamr・tam｜｜11｜｜

23）sam・buddhanam anutpade sravakan・am・ punah・ ks・aye｜

jnanam・ pratyekabuddhanam asam・sargat pravartate｜｜12｜｜
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yad bhavati tat.....）不一・不異、不断・不常である、というのが、諸仏の甘

露のごとき教えである」ということであり、「八不」を明示している帰敬 に

呼応したものである。ただし、ここでは複数形のブッダの教えであるが、帰敬

では単数形のブッダ（つまり釈尊）の教化内容ということになっている。こ

の は、また、第24章第18 の「［諸々のものが何かを］縁として生起すること

（縁起）を、我々は［諸々のものが］空であること（空性）と言う」の部分とも

深い関係がある。

第６・８・11 に見られる「諸仏」は、言うまでもなく、過去・現在・未来

という時間の流れを超越した普遍的な存在であるが、実際には、かつて存在し、

人々を教化した「過去の諸仏」と捉えていいと思われる。それゆえ、現在のこ

ととして第12 が加えられていると考えられる。

さて、その第12 だが、上に挙げたのは共著での訳であり、これを直訳で示

すと「等覚者たちが未だ現れていない時に（anutpade）、さらに、仏弟子たち

が滅しているときに(ks・aye)、結びつき（関係・交わり）なくして（asam・sar-

gat24)）、独覚たちの知が働く（pravartate）」となるが、これも一般論ではな

く、現在のこととして具体的に述べたものとして見ると次のように訳すことが

できるだろう。

［空性の知によって開かれる真実の境域について、あるいは、この世界の

諸存在の真のありようについて、人々の機根に合わせて教示する］諸仏が

未だ現れず、さらに［仏の教えを伝える］弟子たちが滅している［現在の無

仏の世］においては、［彼ら（諸仏や仏弟子たち）とは］無関係に、独覚た

24）asam・sarga には、「無執着・遠離」の意味があり、独覚のありようを示しているとも考

えられる。しかし、sam・sargaの語は、『根本中頌』自体では、「（根境識の三者の）結合」

（第14章第１,２ ）という意味で用いられており、『入法界品』の「善知識との交わり

（交際）に意欲をなくしてはいけない。（nasayo vinivartayitavyah・ kalyan・amitrasam・-

sarges・u.）」（Gan・d・avyuha, Vaidya’s ed., 363.21）や、『法華経』の「私は、ある菩薩たち

があらゆる遊戯の楽しみを捨て愚かな仲間たちを避けて、聖人たちとの交際を楽しんで心

が安定しているのを見る（pasyami.... bodhisattvan.... aryes・u sam・sargaratan sama-

hitan）」（Saddharmapun・d・arıkasutra, ch.1 v.34）を参考にすると、sam・sargaを「結びつ

き・関係・交わり・交際」の意に取ることも可能であろう。
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ちの知が働く（生起する）。

下線部は、「独覚たちに［空性の］知が働く（生起する）」とすることも可能だろ

う。もしこういう解釈が可能であれば、龍樹は自らが生きる時代を、無仏の、

真正の教えが途絶えた時代と見ていたことになる。そのような時に空性の知は

独覚者たちに働く、というのであるから、彼は、現在十方諸仏という考え方は

知らなかったと考えるべきであろう。独覚たちに働く知の内容が空性の知であ

ることは、この章全体が空性の知によって開かれる真実の境域をテーマとして

いることから明らかであろう。

このように見てくると、この第12 は『根本中頌』の中でも極めて重要な

の一つである。第18章の末尾に「独覚の知」に関する をおいた龍樹の真意と

はどのようなものであったのだろうか。

3 第22章第16 如来の自性とこの世界の自性>

『根本中頌』の中には、その だけに着目すればまったく異なる解釈が出て

来る可能性のある が散見する。その典型的な例の一つとして、第８章「行為

者と行為対象の考察」において、行為者と行為対象との相互依存関係を明示し

た第12 が、後にいわゆる「相互依存の縁起」の理論的根拠とされるようにな

ったことは、共著「解説編」において詳述した25)が、第22章16 もそのような

可能性をはらんだ である。具体的に見てみよう。

言語的多元性（戯論）を超越し不滅である仏陀（＝如来）を言語的に実体

視する人々は、みな言語的多元性によって冒されていて、如来を見ること

はない。 （二二・15）

如来に固有の性質（自性 svabhava）は、この世界に固有の性質である。

［しかし、］如来は固有の性質を持たない（無自性nih・svabhava）。［だか

ら、］この世界も固有の性質を持たない。［一切は無自性、空である。］

25）共著217-255頁。
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（二二・16)26)

章の冒頭（第１ ）において如来と五蘊との関係に関して五様の分析がなさ

れているように、この章では実体視する限り（つまり、固有の性質を前提とす

る限り）、如来と五蘊の関係は成立し得ないことが強調されている。上に挙げ

た第16 はその総括の であり、表現自体は極めて明解であるが、その真意と

なると必ずしも明確ではない。特に、ab句は直訳すると「如来がその固有の

性質（自性）としているものは、この世界がその固有の性質としているもので

ある」ということであり、文字通りに取れば、如来とこの世界とは、何らかの

もの（X）を固有の性質として共有している（つまり同質のものである）とい

うことになるからである。一方で、「この世界」は文脈からすれば五蘊のこと

であり（一般化しても有情世間のことであり）、それ以前の所論では両者は無

関係とされている。この矛盾はどういうことなのだろうか。

この点に関し、筆者は以下のように考えたい。つまり、cd句が、言語的多

元性に冒されて如来やこの世界を実体視する対論者への否定の反論であるのに

対して、ab句は、先に見た第18章と同じように、真実あるいは法性の境域に

おける、如来とこの世界のありようを積極的に示そうとしたものなのである。

つまり、真実には、両者は無区別（非多義ananartha）ということである。別

の表現を用いれば「一如」「不二」ということになるが、前者では同一性が強

調される嫌いがあり、後者では平等性という発想（この発想自体は優れたもの

ではあるが）につながる怖れが出て来る。龍樹の一見曖昧で迂遠に見える表現

には彼の慎重な配慮が働いているのである。ただし、「無区別」を示すのに対

論者の要語である「固有の性質」を用いているところには龍樹の痛烈な皮肉が

込められている。

ところが、ab句をそのようには捉えず、「何らかのもの（X）」を「空性」と

見て、「如来とこの世界には、無自性（つまり空性）という自性（固有の性質）

がある」とする主張が、そして、「あらゆるものには、無自性（つまり空性）

26）tathagato yatsvabhavas tatsvabhavam idam・ jagat｜

tathagato nih・svabhavo nih・svabhavam idam・ jagat｜｜16｜｜
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という自性がある」とする主張が、この の文言から導き出される可能性があ

る27)。さらには、「如来（仏陀）とこの世界（有情世間、有情）とには共通の

固有の性質（X）がある。Xとは仏陀性（buddhatva）である」という発想に

も繫がる可能性がないわけではない。しかし、これらの解釈が龍樹の真意に沿

ったものでないことは言うまでもない。

4 第25章第20 輪廻の極みと涅槃の極み>

この もある種の誤解に対する龍樹の警戒心による慎重な表現が工夫されて

いる例と言っていいだろう。

輪廻を涅槃から区別するもの（vises・an・a）は何もない。涅槃を輪廻から区

別するものも何もない。 （二五・19）

涅槃の極みは輪廻の極みである。その二つの極みの間にはわずかな𨻶間も

決して知られない。

【別訳】涅槃の極みと輪廻の極み、この二つの極みの間にはわずかな𨻶間

も決して知られない。 （二五・20)28)

第20 は第19 と同じく一切法空の観点から見て涅槃と輪廻は互いに無区別

27）『根本中頌』第13章では、すでに対論者が同様の見解を示している。

【反論】［世尊は、ものが固有の性質を持って生じない、と説かれたのではない。］諸々の

ものには、それに固有の性質がなくなるということがある（bhavanam・ nih・svabhava-

tvam）。なぜなら、ものには変化が見られるからである。実に、固有の性質を持たないも

のなど存在しない（nasvabhavas ca bhavo ’sti）。［たといあなたの意見に従っても］諸々

のものには空性［という固有の性質］があるからである（bhavanam・ sunyata yatah・）。も

しものに［変化の主体である］固有の性質がなければ、いったい何が変化するのだろうか。

（一三・3,4ab）

【龍樹】もしものに［三時にわたって変化することがない］固有の性質があるなら、いった

い何が変化し得るだろうか。（一三・3,4cd）

ここからも、「空性という固有の性質（自性）」という考え方が龍樹の思想に反している

ことは明らかである。

28）nirvan・asya ca ya kot・ih・ kot・ih・ sam・saran・asya ca｜

na tayor antaram・ kim・cit susuks・mam api vidyate｜｜20｜｜
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であることを示したものである。後の時代であれば、「勝義としては、輪廻は

即ち涅槃であり、涅槃は即ち輪廻である」という表現になるのであろうが、こ

れでは、世俗つまり（ａ）輪廻的生存の中で目標として概念設定された（ｂ）

涅槃と、長い修行の結果現観しえた（ｃ）涅槃の関係において、ａ＝（ｂ＝ｃ）

と安易に捉えられる恐れが出て来る。

第20 の輪廻と涅槃の関係を図で見てみよう。極み（kot・i）を両者の領域を

示す円周に見立てると次のようになる（両者を両端をもつ線分と見ても同様で

ある）。

両者の極み（kot・i）の間にはわずかな𨻶間（antara）も決して知られない、

というのであるから、上の図で言えば、二つの円が完全に重なることを示して

いるはずである。つまり、「Ｓ＝－Ｎ」ということになる。一切法空のレベルで

考えればこれが正しいのであろうが、既に指摘したように安易に両者を等値す

ることに対して龍樹はきわめて慎重である。これは第18章第７ の「あたかも

涅槃のように」という表現や第22章第16 ab句において働いていた龍樹の警

戒心と配慮がこの章の第20 の表現にも反映していると考えられる。

なお、kot・iを時間的な究極（前際purva-anta、後際 apara-anta）と取るこ

とも可能である。アビダルマ的発想になるが、ある人が業煩悩のせいで輪廻し

ている状態（sam・saran・a）から煩悩の火が消えて涅槃（nirvan・a）の状態に入

ったとして、それを図式化した［図２］（次頁）を見てみよう。

この図では、Xに向かう矢印の先が極み（kot・i）であり、輪廻の終端（kot・i
 

A）と涅槃の始端（kot・i B）ということになる。「この二つの極みにはおよそ

𨻶間（antara）というものが存在しない（知られない）」というのが の趣旨

［図１］

輪廻（Ｓ） 涅槃（Ｎ）
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であるから、輪廻の状態から涅槃の状態への転換点（X）で、輪廻（S）と涅

槃（N）が接していることになる。固有の性質をもつ実体的なものには、およ

そ、接触や連続的な変化が成り立たないことは、第10章「火と燃料の考察」や

第20章「因果の考察」などで明らかにされている29)。Sを過去、Nを未来、A

とBの接点であるXを現在と見れば、輪廻と涅槃が連続しえないことは、第２

章「歩行行為の三時の考察」において「三時不成」として証明されている。そ

もそも第11章「輪廻の始まりの考察」において、「輪廻は無始無終であり」（第

１ ）、輪廻ばかりでなく「すべてのものにも究極の始まり（purva-kot・i）は

知られない」（第８ ）のである。諸注釈では、この後者の解釈（前際・後際

の関係）を取るが、これは余りにも自明なことの確認に過ぎない。この章の主

意は前者の解釈（２領域の無区別）にあるように考えられるが、どうであろう

か。

5 第27章「悪しき見解の考察」第８ 自己と五取蘊の関係>

この章は、第１・２ が４種（甲～丁）の四句分別による問題提起、第３

～13 がその中の（甲）過去世の自己に関する四句分別、第14～20 が（乙）

未来世の自己と（丙）世間の常・無常に関する四句分別、第21～28 が（丁）

29）男と女のように全く別の存在だからこそ到達できるとする第10章第６ の対論者の主張

を受けて、第20章では因果の関係を男女の出会いになぞらえた（ある種の皮肉を込めた）

表現が成されている。古代インドにおいて身分の高い女性が公の場に集まった求婚者の中

から自分の花婿を選ぶことを svayam・varaというが、この章は、そのようにして選ばれ

た（vr・ta）花婿（＝原因）が花嫁（＝結果）に会って（dr・s・t・va）結ばれる（sam・ gati,

sexual union）という一連の過程を、因果の結合（sam・gati）になぞらえて説明している

（二〇・10cd-14）。

［図２］

時間の流れ →

sam
・
saran

・
a(S) X nirvan

・
a(N)

kot
・
i A  kot

・
i B
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世間の有限・無限に関する四句分別、第29 が以上の４種の四句分別の否定に

よる一切法空の結論、第30 が冒頭の帰敬 に呼応した、『根本中頌』全体の

結語となっている。

このうち、第８ は、甲の四句分別（「私は過去に存在した」「存在しなかっ

た」「その両者であった」「いずれでもなかった」）の第１句「私は過去に存在

した」を否定した部分（第３～８ ）の締めくくりの である。第６ から見

てみよう。

さらに、Ａ自己は五取蘊と同じではない。後者は滅したり、生じたりする

からである。実に、いったいどうして五取蘊を取る者（upadatr・＝自己）

が五取蘊（upadana）そのものであるということになろうか。（二七・６）

しかし、Ｂ自己が五取蘊と別であることは、絶対にあり得ない。もし別な

ら、五取蘊がなくても、自己が把握されるはずだが、［実際には］把握され

ないからである。 （二七・７）

Ｃかくして、自己は五取蘊と別でもなく、五取蘊と同じでもない。五取蘊

なしに自己は存在しない。［しかし、］「自己は存在しない」という決定も

「自己は存在する」という決定もない。 （二七・８）

問題になるのは第８ の後半の解釈である。下線部Ｃはそれ以前の下線部

Ａ・Ｂを受けたものである。原文を見てみよう。

evam・ nanya upadanan na copadanam eva sah・｜

atma nasty anupadano napi nasty es・a niscayah・｜｜8｜｜

この は、一般的には月称釈に従ってａ～ｃ句とｄ句とに分けて次のように

理解する

かくして、自己は五取蘊とは別でもなく、それ（自己）が五取蘊そのもの

というのでもない。五取蘊なしに自己は存在しない。［しかも、自己が］存
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在しない（nasty）［という］この決定もない（napi......es・a niscayah・）。

（二七・8）

これに対して共著での桂訳は、前後の文脈や『根本中頌』全体の主張から、

上掲のように二重下線の部分を補って訳しているが、それは、これが龍樹の意

にもっとも即していると考えられるからである。たとえば、第23章には、「［諸

煩悩の所属すべき］自己は、存在するとも、存在しないとも、決して立証され

ない」（二三・３ab）とある。

しかし、cd句を羅什訳の青目釈（「非無受非無 此即決定義」）に合わせて以

下のように解釈することも可能であろう。

自己は、五取蘊なしに存在しない（atma nasty anupadano非無受）。［五

取蘊なしに］存在しないわけでもない（napi nasty非無）。このことは決定

している（es・a niscayah・此即決定義）。 （二七・8cd）

つまり、この第８ を自己と五取蘊との関係を分析した別の四句分別と見る

のである。第３ からこの第８ までは、「過去世に私が存在した（abhum
 

atıtam adhvanam・）」という命題を、転生の主体とされる自己（atman）と現

在の私の身心（五取蘊 upadana）という観点から否定しようとしている。従

って、ｄ句のみを自己（atman）の存否を問うているものと解釈する他に、青

目釈のように、ｄ句を含めて全体を自己と五取蘊との関係を総括して締め括っ

ていると解釈することも十分に可能であろう。

第６ で述べているように、自己（atman）は五取蘊（upadana）を取る者

（upadatr・）であり、両者は、取る主体とその対象、あるいは所有者と所有物

という関係にある。それゆえ、第22章が如来（tathagata）と五蘊（skandha）

との関係を五様の分析によって考察したようには、両者をいわば客観的に同等

に扱ってその関係を論じることはできないのである。そこで、自己（atman）

と五取蘊（upadana）との関係は、別異でもなく、同一でもなく、自己は五取

蘊の非所有者（an-upadana）でもなく、非所有者でなくもない、という四句
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分別で示すことになったと考えられる。「決定（niscaya）」というのは、両者

の関係はこの４番目の選言肢で尽くされており、第５の選言肢はないことを明

示したものであろう。あるいは、「［五取蘊なしに］存在しないし、存在しない

わけでもないし、存在しないわけでもないわけでもないし、……」と無限に否

定が繰り返されていく可能性を阻止することばなのかも知れない。

ここで注意しなければならないのは、「〔五取蘊なしに〕存在しないわけでも

ない」は、純粋に前の句の「五取蘊なしに存在しない」という命題を否定して

いるのであって、これが「五取蘊なしに存在する」という肯定の文を含意して

いるわけではないことである。なぜなら、自己は「取る主体（upadatr・）」で

あり、五取蘊は「取る対象、取られるもの（upadana）」なのであり、自己が

五取蘊なしに存在することは語義から見てありえないし、既に第７ において

強く否定されているからである。

ところで、先に指摘した月称釈のようにｄ句を「［しかも、自己が］存在しな

い（nasty）［という］この決定もない（napi …… es・a niscayah・）」とすると、

この だけを根拠に、「龍樹は自己（atman, pudgala）を決定的には否定して

いない」という誤った考えに導かれるおそれが出て来る。もちろん、前後の文

脈や『根本中頌』全体の主張から切り離した断章取義的解釈なのだが、たとえ

ば月称自身が既にそのような解釈に立っている。それを確認してみよう。

しかも存在しない［という］この決定もない （二七・8d）

実に［五取］蘊によって概念設定される（skandhan upadaya prajnapyate）

ものが、どうして存在しないことがあろうか。現実に存在していない子供

を産まない女性の息子は、［五取］蘊によって概念設定されはしない。取ら

れる者（upadana五取蘊）がないときに取る者（upadatr・自己）があると

いうことが、どうして成り立つだろうか。従って、［自己が］存在しないと

いうことも成り立たない。それ故、自己が存在しないというこの決定も成

り立たない。しかし、この自己の確定（atmano vyavasthana）は詳しく

は『入中論』で確かめられるべきである。またここ（『プラサンナパダ

ー』）においても、既に、至るところで、確定されているのであるから、
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再びここで、その［自己の］確定に努力するまでもないのである。

このようにして、先ず、「私は過去世に存在した」という選言的命題

（kalpana）は成り立たないのである。30)

つまり、自己（atman、取る者upadatr・）は、五取蘊（取られるものupadana）

によって（upadaya）概念設定される（prajnapyate）のであるから、こうい

う自己が存在しないということはあり得ない、と言っているのである。つまり、

世俗においては自己は概念設定されたものとして存在している（確定してい

る）のである。

これは月称の思想の表明であって、『根本中頌』の作者たる龍樹の考え方か

らはかなり距離のあるものではないだろうか。『根本中頌』によれば、何であ

れ、縁に依って生じたもの（pratıtya-samutpanna）は、無自性・空なのであ

る。また、例えば車のように部分の集合によって概念設定された（upadaya-

pranjapti）ものも、火と薪のように相互依存関係にある（parasparapeks・a）

ものも、無自性・空であり、不生・不滅、不一・不異なのである。それらは存

在するわけでもなく、存在しないわけでもない。既に確認したように、「［諸煩

悩の所属すべき］自己は、存在するとも、存在しないとも、決して立証されな

い」（二三・3ab）のである。どのような条件下であれ、自己の確定など、龍

樹の思想としてはあり得ないのである。

月称は、『根本中頌』はもちろん、『空七十論』や『六十頌如理論』等の所論

を踏まえ、清弁を始めとする仏教徒たち、さらには、仏教外の思想家たちとの

「対決」の中から彼独自の優れた哲学を生み出した。『プラサンナパダー』は

そういう彼の哲学観のもとに作成された主要著作の一つである。『根本中頌』

の注釈であり、彼の立場から『根本中頌』に見られるその作者（龍樹）の意

図・真意を探ったものであるが、その真意が世俗における「自己の確立」にあ

ったとしているのである。あるかないか立証（決定）できない自己よりも、勝

義では非存在であっても世俗では確定している自己の方が、安定性をもたらす

という点では優れた知見であることは確かであるが、それが『根本中頌』の作

30）Prasannapada,Louis de la Valee Poussin’s ed.,578.3-9.
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者の意図していたことかどうかは別の問題ではないだろうか。これは月称が強

調する「相互依存の縁起」にも共通する問題である31)。

第８ は、共著桂訳のように、あるいは、筆者が上に提案したように、読む

べきであろう。
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