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577
117
2ー1
35-2
70
73
41

31
37
21 11
－1

1983 十地思想の成立と展開
1988
2002
安藤嘉則 1986
池田澄達 1932
池田道浩 2000
2006
2000
池田練太郎 1985
石上善応 1972
磯田熙文 1967

講座大乗仏教 ３巻 華厳
思想
岩波講座 東洋思想 イン
ゴータマ・ブッダの根本思想
ド仏教１
72
弥勒論書における「虚妄分別」の起源につ 仏教学セミナー
論集 東北印度宗教学会
13
三解脱門に関する一考察
東洋文庫
根本中論疏無畏論訳注
印度学仏教学研究
97 49Candrakīrtiの所知障解釈
1
12
Tarkajvālāに引用されるCandrakīrtiの見解 駒澤短期大学佛教論集
平井俊栄古稀記念論集
依他起性と「生無自性」について
三論教学と仏教諸思想
駒澤大学佛教学部論集
16
candrakīrti『五蘊論』における諸問題
佐藤密雄古稀記念 仏教
無記とパリバージャカ
思想論集
サンスクリット語のチベット語翻訳法につい 印度学仏教学研究
15-2

て

30

1977 『現観荘厳論』の十地説
1986 死・中有・再生による成覚論
1989 pūjāについて
1994
1996
一島正真 2008
伊藤瑞叡 1971

三蔵
論集 東北印度宗教学会
藤田宏達還暦記念論集
インド哲学と仏教
『āmnāyānusāriņī』における十六空説につ 日本仏教学会年報
今西順吉記念論集インド
「六十二見」説について
思想と仏教文化
多田孝正古稀記念論集
無我説に対する反論について
仏教と文化
『十地経』第六現前地における縁起観につ 鈴木学術財団研究年報

いて（上）
1975a 華厳・十地経の心識説について（上）

PHILOSOPHIA

143
13
59

8
63

8

1975b 『十地経』第六現前地における縁起観につ 法華文化研究
いて（下）
奥田慈応喜寿記念 仏教
1976a 十地経の諸本および経題について
1976b 華厳・十地経の心識説について（下）
1977a 十地の構造内容の基本的特相
1977b 十地経諸本および十地思想に関する近時
の研究成果、そして研究課題の所在につ
1979 華厳十地経におけるsaddharma

伊藤隆寿
稲津紀三

稲葉正就

稲見正浩

1985 『十地経』および『十地経論』における心識
説と縁起観
1987 経題saddharmapuņdarīka再考
1988 第六地について
1991 鳩摩羅什の仏教思想―妙法と実相―
2000 鳩摩羅什の中観思想―『青目釈中論』を中
心に
1932a 廻心を記録せる阿含の一経と中論にあら
はれたる有無の見の批評（１）
1932b 廻心を記録せる阿含の一経と中論にあら
はれたる有無の見の批評（２）
1932c 廻心を記録せる阿含の一経と中論にあら
はれたる有無の見の批評（３）
1967 チベット中世初期における般若中観論書
の訳出（上）
1968 チベット中世初期における般若中観論書
の訳出（下）
2000 astu yathā tathā

井上教順 1953 「正見」に関する一考察
伊原照蓮 1971 parikalpa覚え書
1964 旋輪火の喩―一つの声聞実相論―
今西順吉 1970 提婆・婆藪によって言及されたサーンキャ
思想（２）
1986 我と無我
1987 言語世界の構造とその破壊―『中論』の言
語哲学について―
1988 『中論』の原典について
1999 何故ātmanなのか

思想史論集
PHILOSOPHIA
三蔵
三蔵

印度学仏教学研究
平川彰古稀記念論集 仏
教思想の諸問題
法華文化研究
華厳菩薩道の基礎的研究
仏教学
平井俊栄古稀記念論集
三論教学と仏教諸思想
大谷学報
大谷学報
大谷学報
仏教学セミナー
仏教学セミナー
戸崎宏正古稀記念論集
インドの文化と論理
印度学仏教学研究
智山学報
智山学報
北海道大学文学部紀要
印度哲学仏教学
印度哲学仏教学
成田山仏教研究所紀要
印度学仏教学研究

1

64
135
133
27－2
54

13
30

13-2
26
13-2
27
13-2
28
4
5

1-2 2
19
12･13
18ー1
1
2
11ー2
48-1
96

2000 空と空性について
2004
巌城孝憲 1988
宇井伯寿 1925
1926
1940
1958
1962
上田昇 1986
1987
1987
1990
1995

戸崎宏正古稀記念論集
インドの文化と論理
国際仏教学大学院大学研
無根信について-沙門果経研究（1）
7
究紀要
印度哲学仏教学
3
空思想における六根
思想
39
十二因縁の解釈―縁起説の意義
岩波書店
印度哲学研究第三巻（1965）再版
岩波書店
仏教思想研究 印度哲学研究11
岩波書店
瑜伽論研究
岩波書店
仏教汎論
仏教学
19
輪廻の言語論
仏教文化
17ｰ20
プラサンガと奇蹟
印度学仏教学研究
35-1 69
PrasaŉgaとViparyaya
仏教学
28
チャンドラキールティの無我論
VIPARYAYA考－仏教論理学における帰謬 東方学
90

論証－
上田愉美子 1995 『大宝積経論』の注釈形態
上田義文 1958 仏教思想史研究
1966 Ｔａｔｔｖaを見る
上山春平・ 1969 仏教の思想３ 空の論理
梶山雄一
上山大峻 1993 仏教における二諦説

龍谷大学大学院紀要
永田文昌堂
金倉圓照古稀記念論集
印度学仏教学論集
角川書店
教学研究所紀要

16

2

9

宇野惇 1978 インドの推論式
1983
1988
1991
宇野恵教 1988

足利惇氏喜寿記念 オリエ
ント学インド学論集
单都仏教
ジャイナ教の仏教批判
成田山仏教研究所紀要
<anvaya><vyatireka>考
インド中世思想研究
ジャイナ教の中世的展開
『四百論』の月称釈と護法釈－特に第10章 印度学仏教学研究

「破我品」について－
1990 『四百論』の月称釈と護法釈（Ⅱ）
瓜生津隆真 1960 月称造「入中論」の梵文佚文
1963 チャンドラキールティのアートマン批判
1964 中観仏教におけるボサツ道の展開―チャ
ンドラキールティの中観学説への一視点―
1971 自我意識とその超克―Nagarjunaの宗教的
性格―
1973a ナーガールジュナ研究（１）
1973b アーリヤデーヴァの王道論－『四百論』第
四章について
1975 無常と死 『四百論』第１章について

印度学仏教学研究
印度学仏教学研究
印度学仏教学研究
鈴木学術財団研究年報
宗教研究

名城大学人文紀要
中村元還暦記念 インド思
想と仏教
京都女子大学仏教文化研
究所研究紀要
1976a 中観学派におけるアビダルマ－月称造『五 三蔵

蘊論』管見－
1976b 肉体と苦 『四百論』第２章について
1979 不浄観と女性 『四百論』第3章について
1985 ナーガールジュナ研究
1989 大乗の菩薩としてのナーガールジュナ
1993
1989
2004
江島恵教 1966

十住毘婆沙論と初期大乗経典
大乗菩薩道への視点
龍樹 空の論理と菩薩の道
『入菩提行論』の注釈文献について

1969
1970
1980a
1980b

京都女子大学仏教文化研
究所研究紀要
京都女子大学仏教文化研
究所研究紀要
春秋社
藤田宏達還暦記念論集
インド哲学と仏教
宗教的真理と現代
日本仏教学会年報
大法輪閣
印度学仏教学研究

バーヴァヴィヴェーカの聖典観
寂天に於ける空性の問題
中観思想の展開―Bhāvaviveka研究―
中観学派における対論の意義―特にチャ
ンドラキールティの場合―
1983 アティーシャの二真理説
1984 空思想家たち
1985 『中論』注釈書における「縁起」の語義解釈

印度学仏教学研究
宗教研究
春秋社
仏教思想史

1987 『大乗掌珍論』の瑜伽行説批判

高崎直道還暦記念論集
インド学仏教学論集

龍樹教学の研究
理想
平川彰古稀記念論集 仏
教思想の諸問題

1989 『倶舎論』サンスクリット・テキスト校訂につ 仏教文化
1991 シャーンティデ―ヴァのアートマン説批判 前田専学還暦記念論集 <

50
11
36－1
71
38-2
76
8―2
22 112
1
206
14

5
116
6
9

54
28 14
－2
17ｰ2
202
3
610

25

我>の思想

1991 中観派の展開
越後屋正行 2002 十無記に関する一考察
2003 異教思想の研究
2004a 『梵網経(Brahmajāla-sutta)』考(1)『長部』
「戒蘊篇」における帰依と信に注目して
2004b 『梵網経(Brahmajāla-sutta)』考(2)何故、第
一経であるのか
榎本文雄 1981 仏教における三明の成立
1982 初期仏典における三明の展開
1984 阿含経典の成立
1989 初期仏教における業の消滅

インド中世思想研究
駒沢大学大学院仏教学研
究会年報
駒澤大学大学院仏教学研
究会年報
曹洞宗研究員研究紀要

35
36
34

駒澤大学大学院仏教学研
37
究会年報
印度学仏教学研究
28-2 58
佛教研究
12
東洋学術研究
23ー1
日本仏教学会年報
54

10

1993 罽賓―インド仏教の一中心地の所在―
2004
1993
1982
1983
遠藤信一 1998
1998
大单龍昇 1970

塚本啓祥還暦記念論集
知の邂逅－仏教と科学
神子上恵生頌寿記念論集
「根本説一切有部」の登場
インド哲学仏教思想論集
『尊婆須蜜菩薩所集論』所引の阿含の偈を 原始仏教と大乗仏教 上
渡邊文麿追悼記念
めぐって―tathāgataの原意を中心に―
『摂大乗論』無性釈に引用される若干の経 仏教史学研究

文をめぐって－城邑経の展開を中心に－
初期経典におけるāsrava（漏）
『倶舎論』における邪見と邪智について
見（dŗşţi）の宗教的意義 －心作用として
の見と見随眠－
中観派の唯心説について

单都仏教
東洋学研究
宗教研究
印度学仏教学研究

24ー2
50
35
71－4
315
36 18
－2

1984 恐怖とその超克 ―十地経の五怖畏説を
めぐって―
1985 二種の稲芋経注釈
大森一樹 2008

竹中信常頌寿記念論集
宗教文化の諸相
壬生台舜頌寿記念論集
仏教の歴史と思想
中道としての縁起説について―samyutta- 曹洞宗研究員研究紀要

nikāya「因縁相応」における記述から―
岡田行弘 1987 真諦訳『宝行王正論』における十地説
1989 三十二大人相の系統Ⅰ

高崎直道還暦記念論集
インド学仏教学論集
印度学仏教学研究

1992 三十二大人相の系統Ⅱ

印度学仏教学研究

1993 三十二大人相の系統Ⅲ

印度学仏教学研究

1996 八十種好再考

印度学仏教学研究

2002 漢訳仏典研究序説

木村清孝還暦記念論集
東アジア仏教―その成立
と展開
哲学年報

岡野潔 2003 インド仏教正量部の終末観
岡不二太郎 1950 哲学の探求と宗教―如実知見としての哲
岡本嘉之 1991 大宝積経原典考

知と行
印度学佛教学研究

丘山新 1976a 『十地経』の思想的研究―十地の結節点
1976b 『十地経』の思想的研究Ⅱ－三界唯心－

印度学仏教学研究
宗教研究

1978 「三界唯心」の原典解明
2010 「色即是空」から「空即是色」へ
小川一乗 1972 「大乗」における仏教の全体把握のために
―入中論第一章第一～四偈―
1973 世俗諦と唯世俗―入中論第六章第二～二
十八偈について―
1975 月称の中観説について―入中論の結章に
対する解読―
1976 空性思想の研究
1977 「所知障」に関するノート－中観と唯識との
1986 菩薩の大悲について―チャンドラキール
ティの菩薩観―
1987 仏教における「対論」とは何か―チャンドラ
キールティの場合―
1987 実世俗tathya-saMvŗtiの教証について

仏教学
在家仏教
仏教学セミナー
宗教研究
大谷学報
文栄堂
三蔵
日本仏教学会年報
仏教学セミナー
印度学仏教学研究

38

38-1
75
40-1
79
41-1
81
44-2
88

62
40-1
79
25―1
230
50-3
5
1
16
214
55―2
138
51
46
71 361

1988 空性思想の研究Ⅱ―チャンドラキールティ 文栄堂
の中観説―
藤田宏達還暦記念論集
1989 アーラヤ識不要論
1993 「輪廻･転生」に関する龍樹の見解
2000 『順中論義入大般若波羅密経初品法門』
の解読研究
小川英世 1991 Gamyate, Gamyamāna, Gata, āgata -『中
論』Ⅱ,kk.1-6の一考察-

インド哲学と仏教
仏教学セミナー
仏教学セミナー

印度学仏教学研究

58
71
39-2 78
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1993 MAMA PANINEH
沖和史 1990 インド大乗仏教思想における外界実在論
批判の特色
1982 自相について
荻原雲来 1938 プラサンナパダー和訳 第12章-第17章
奥住毅 1973 中論の論述形態としてのプラサンガ・アー
パッティ（1）
1975 中論の論述形態としてのプラサンガ・アー
パッティ（2）
1988 中論註釈書の研究 : チャンドラキールティ
『プラサンナパダー』和訳
2000 『ブッダパーリタ中論注釈書』第十八章和
訳
小沢憲珠 1984 『大品般若経』における菩薩の三昧
小澤千晶 2004 『中論』注釈書における十二支縁起理解
2006 『中論』における無自性をめぐる五種の探
求(pancadha mrgyamana)
2009 ナーガールジュナにおける見と縁起
小谷信千代 1989 沈み込み（bying ba）と昂ぶり（rgod pa）
1984 L.シュミットハウゼン「阿毘達磨集論の見道
規定とそのチベット註釈」
1991 シュミットハウゼン著『アーラヤ識論』ノート
2006 二種縁起説論考
越智淳仁 1985 『楞伽経』のdhrmatā-buddhaとnişyanda1988 abhisamayālamkāra-kārikāの第1章第17頌
梶山雄一 1963 清弁・安慧・護法
1966 仏教哲学における命題解釈 evaの文意制
限機能
1975 大乗経典と龍樹
1977 菩薩・大士の語義について
1977 「かく世尊は語られた・・・」
1978 中観哲学と因果論－ナーガールジュナを
中心として－
1979a 『智慧のともしび』第15章

原始仏教と大乗仏教 下
渡邊文麿追悼記念
佛教万華
密教学研究
荻原雲来文集
中村元還暦記念 インド思
想と仏教
鈴木学術財団研究年報

加藤純章還暦記念論集
アビダルマ仏教とインド思
想
竹中信常頌寿記念論集
宗教文化の諸相
印度哲学仏教学
印度学仏教学研究
学位申請論文
仏教学セミナー
仏教学セミナー
大谷学報
仏教学セミナー
密教文化
成田山仏教研究所紀要
密教文化
金倉圓照古稀記念論集
印度学仏教学論集
東洋学術研究
三蔵
三蔵
仏教思想３巻 因果

1989
1993
1993
1994
1996
2003
加治洋一 2008
片山一良 1999

観思想
理想
仏教
真野龍海頌寿記念 般若
波羅蜜多思想論集
創価大学国際仏教学高等
仏教と差別
研究所年報
創価大学国際仏教学高等
アーラヤ識と業報・輪廻
研究所年報
藤田宏達還暦記念論集
vŗka-pada
インド哲学と仏教
塚本啓祥還暦記念論集
インドにおける阿弥陀仏信仰の諸前提
知の邂逅－仏教と科学
原始仏教と大乗仏教 下
浄土の所在
渡邊文麿追悼記念
仏教文化研究所紀要
佛教の仏陀観と宇宙論
教学研究所紀要
業報論の超越
春秋社
空入門
日本仏教学会年報
「智慧」と智と慧と
原始仏教における善悪 『法句』第183偈の 日本仏教学会年報

意味するもの
2001a 中部（マッジマニカーヤ）後分五十経篇Ⅰ

19
53-1
105
50
40
70ー３
83
150
11
64

14―5
131
130
3

伊藤・田中頌寿記念 仏教
学論集
業思想研究

1984 詭弁とナーガールジュナ
1989 ブッダの死
1992 道行般若経における縁起思想

1998

12

大蔵出版

1979b バーヴァヴィヴェーカの業思想―『般若灯
論』第17章の和訳―
仏教思想史
1980a 中観派の十二支縁起
密教学
1980 「知恵のともしび」第二十五章(前段の試
講座大乗仏教 第７巻中
1982 中観思想の歴史と文献

1997

14

大蔵出版

3
16.17
610
6

1
2

33
5
73
65
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2001b パーリ仏教における涅槃
2003 長部（ディーガニカーヤ）戒蘊篇Ⅰ
2008 パーリ仏典入門
勝崎裕彦 1984 般若経の縁起説
勝又俊教 1968 菩薩道と唯識観の実践
勝本華蓮 2003 誓願か波羅蜜か―单方上座部における
Tathāgataの語義解釈をめぐって―
桂紹隆 1969 ダルマキールティにおける「自己認識」の
1976a 唯識学派の実在論批判
1976b sarvālambanajňānaについて
1983a ダルマキールティの因果論
1983b ダルマキールティの因果論
1986 svabhāvapratibandha Revisited
1989 知覚判断・疑似知覚・世俗知
1994
1998
2002
2002
2005
2006
2007

駒沢大学仏教文学部研究
紀要
大蔵出版
大法輪閣
竹中信常頌寿記念論集
宗教文化の諸相
大乗菩薩道の研究
印度哲学仏教学

18

单都仏教
23
東洋学術研究
15―1
印度学仏教学研究
24-2 48
单都仏教
50
宗教研究
552
印度学仏教学研究
69 35-1
藤田宏達還暦記念論集
インド哲学と仏教
日本仏教学会年報
60
華厳経入法界品における誓願
中公新書
インド人の論理学
存在とは何か―ダルマキールティの視点 龍谷大学仏教文化研究所
41
紀要
―
桜部健喜寿記念論集 初
ヴァスバンドゥの刹那滅論証
期仏教からアビダルマヘ
長崎法潤古稀記念 仏教
ダルマキールティ論理学における述語
とジャイナ教
svabhāvaについて
インド人は如何にして他人を説得するのか 学問の小径
仏教における〈場所〉の概念―袴谷憲昭氏 龍谷大学論集
470

へのレスポンス―
加藤弘二郎 2002 「唯識」という文脈で語られる影像―『解深
密経』「分別瑜伽品」と「声聞地」の比較検
討を通して
加藤純章 1996 羅什と『大智度論』
1990 随眠 ―anuśaya―
2003 E.ラモット『仏訳大智度論』第Ⅳ巻・「序文」
の試訳
加藤均 1992 現代哲学と中観思想の接点－C.W.ハン
ティントン氏の方法論をめぐって－
1997 『入中論』第6章に見られるyoginについて
金倉圓照 1953 ヨーガスートラの成立と佛教との関係
1973a 陳那研究かいまみ
1973b 月称による龍樹の時間論
1973c 時間論覚え書
1974 一万八千頌般若の梵本
金沢篤 1987 空華：ティミラ眼病との関わりで
2002 一切諸法の彼岸とは？
金沢豊 2007a 『入中論』における『十地経』の引用

インド哲学仏教学研究
9
印度哲学仏教学
仏教学
『大智度論』の総合的研究
真宗総合研究所研究紀要
大阪外国語大学論集
印度学佛教学研究
鈴木学術財団研究年報
インド哲学仏教学研究１仏
教学篇
インド哲学仏教学研究２仏
教学篇
鈴木学術財団研究年報
仏教学
木村清孝還暦記念論集
東アジア仏教―その成立
と展開
印度學佛教學研究

2007b 『中論頌』におけるdŗşţi : 第27章を中心に

印度學佛教學研究

2009a 空見考 : 『中論頌』と大乗経典との関連に
ついて
2009b 無明理解の変遷--パーリ『相応部』から
『中論頌』注釈書まで
金子宗元 1997 チャンドラキールティの二諦説の構造

印度學佛教學研究

2001
加納和雄 2009
狩野恭 1997
2004

59

龍谷大学大学院文学研究
科紀要
駒澤大学大学院佛教学研
究会年報
曹洞宗研究員研究紀要
中観派二諦説の思想的背景
ゴク・ロデンシェーラプ著『書簡・甘露の滴』 高野山大学密教文化研究
所
教育諸学研究論文集
ウッデョータカラのtarka解釈
神子上恵生頌寿記念論集
黄色い煙
インド哲学仏教思想論集

11
28

10
17
1-2 2
10

11
23

55-2
111
56-1
113
57-2
117
31
30
31
22
11

13

2005 pakşaとsapakşaの一体化と普遍的遍充関
係関係の確立
上村勝彦 1994 生きる目的－ダルマ・アルタ・カーマ
辛島静志 1999 パーリ語・仏教梵語研究ノート
2002
2006
川崎信定 1985
2002
2003

長崎法潤古稀記念 仏教
とジャイナ教
インドの夢インドの愛
創価大学国際仏教学高等
研究所年報
漢訳仏典の言語研究―『道行般若経』と異 創価大学国際仏教学高等
研究所年報
訳及び梵本とその比較研究
創価大学国際仏教学高等
漢訳仏典の言語研究１（脱稿1989年）
研究所年報
東方
肉食とBｈāvaviveka
日本仏教学会年報
バヴィヤの自然観
チベット語訳仏典成立過程の考察―中観 東洋学論叢

心論第9章、第10章梵本、蔵訳テキスト対
2008 仏教道徳の学としての確立―プサン教授 多田孝正古稀記念論集
仏教と文化
の『ラ・モラル・ブッディク』を巡って
待兼山論叢
河崎豊 2006 saddharmaという複合語について
川田熊太郎 1967 瑜伽論の自身所有縁起

印度学佛教学研究

1974 仏教の唯心説について
河村孝照 1985 大智度論における「空」について
岸根敏幸 1992

駒沢大学佛教学部研究紀
要
中村瑞隆古稀記念 仏教
学論集
Candrakīrtiの二諦説―自性との関連で― 印度学仏教学研究

1993 『入中論』における中観学説の提示―『十
地経』の引用を巡って―
1995 チャンドラキールティの唯識学説批判
1997 チャンドラキールティの経典解釈―「唯心」
記述との関連で―
1997 チャンドラキールティにおける論証
2000 ナーガールジュナとチャンドラキールティ―
大乗と空思想の接点をめぐって―
2001 チャンドラキールティの中観思想
北川秀則 1968 svabhāvaに対する一考察

インド哲学仏教学研究

木村清孝 2002 「三界唯心」考－モノ・こころ・いのちへの仏
教学的視点
2004 「空」と「無」の間―仏教思想史の視点から
2008 漢訳『菩薩十地経』考―同系統の二経との
比較考察―
2008 菩薩の道
木村誠司 2003 『中論』におけるsvabhāvaについて
木村泰賢 1922 木村泰賢全集 第三巻 原始仏教思想論
木村俊彦 2001 中村博士の空観研究における論理代数の
2007 インドの弁証法に於ける帰納推理

インド哲学仏教学研究

久間泰賢 2002 効果的作用をなすものは勝義的存在か

木村清孝還暦記念論集
東アジア仏教―その成立
と展開
パーリ学仏教文化学

金龍煥 1996 佛陀と形而上学
草間法照 1982 原始経典にあらわれた邪見の種々相
楠本信道 2002 『倶舎論』における世親の縁起観
2007 『倶舎論』における世親の縁起観
工藤成樹 1977 瑜伽行としての発心
久保田力 1984 『楞伽経』の形態的成立史論
1989 『楞伽経』依用の最初の論師達－「偈頌
品」成立に関連してー
1996 "生という汚れ”―意生身と不可思議変易
生死―
1998 『勝鬘経』における大力菩薩の成立

仏教学
東方学
印度学仏教学研究
印度学仏教学研究
大東出版社
印度学仏教学研究

日本の哲学
国際仏教学大学院大学研
究紀要
印度哲学仏教学
駒沢短期大学佛教論集
丙午出版社
日本仏教学会年報
宗教研究

3
5
10
1
67
56

40
16-1
31
32
79 40
―1
1
37
93
45―1
98 491
82 162
9
5
12
23
9
66
80-4
351

9

日本仏教学会年報

48

印度学仏教学研究

5１―1

平楽寺書店
三蔵
論集 東北印度宗教学会
文化
印度学仏教学研究
印度学仏教学研究

145
11
52 3,4
47-1
94
48-1
96
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雲井昭善 1954 世間（loka）について
1967 仏教興起時代の思想研究
1975 無明について －『ヨーガ・スートラ』Ⅱ･5註
との対比－
1980 パータリープトラ考
1984 『大般涅槃経』諸異本よりする覚え書き
1993
計良龍成 1992
1993
合田秀行 2004
五島清隆 1987
2002

大倉山学院紀要
平楽寺書店
大谷学報

仏教学セミナー
坪井俊映頌寿記念 仏教
文化論攷
塚本啓祥還暦記念論集
兜率天考
知の邂逅－仏教と科学
Madhyamakālokaにおける不確定因の誤謬 印度学仏教学研究

回避について
無自性性論証における能遍の無知覚因の
機能について
『入楞伽経』の十地説に関する一考察
『梵天所問経』解題
『十二門論』の構成と著者問題

2002 『十二門論』の冒頭偈について
2003 『十二門論』における縁起思想
2004 『十二門論』と龍樹・青目・羅什

インド哲学仏教学研究
精神科学
密教文化
桜部健喜寿記念論集 初
期仏教からアビダルマヘ
種智院大学研究紀要
種智院大学研究紀要
印度学仏教学研究

2005 『十二門論』における因中有果論・無果論
の否定
2007 『十二門論』と龍樹・青目・羅什(2) : とくに
青目について
2008a 龍樹の仏陀観 ―龍樹文献群の著者問題
を視野に入れて
2008 龍樹の縁起説（１）
2009 龍樹の縁起説（２）
小林守 1979 仏弟子スブーティの無諍行 －般若経の
理解と関連して－
1994 究極的真実の存在と認識（１）
1997 世間極成派について
2008 中観派からみた智慧の優劣
小峰弥彦 1977 見仏について

頼富本宏還暦記念 マン
ダラの諸相と文化（下）
印度学仏教学研究

三枝充悳 1953 大智度論に説かれた菩薩について
1958 縁起の考察－idappaccayatāからpratī
tyasamutpādaへ－
1971 般若経の真理
1979 初期仏教の「これがあるとき、かれがある」

印度学仏教学研究
印度学仏教学研究

1980 比較思想への序章
1985
1991
1995
1997
1998
1999
2000
斎藤明 1981

中論偈頌総覧
中論（上）（中）（下）修訂版
初期仏教の思想（上）（中）（下）
増補新版 龍樹・親鸞ノート
『中論』における法（上）
『中論』における法（下）
三つの警句
『空七十論註』におけるcandrakīrtiの二諦
解釈
1982 『中論頌』解釈の異同をめぐって -第13章
「真実の考察」を中心として1987a 『根本中論』チベット訳批判
1987b 『根本中論』テクスト考
1988 ＜初期＞中観派とブッダパーリタ
1989 無畏論と仏護註の譬喩表現

インド学チベット学研究
单都仏教
单都仏教
論集
論集 印度学宗教学会
印度学仏教学研究
日本仏教学会年報
印度学佛教学研究

春秋社
印度学仏教学研究
筑波大学哲学・思想学系
論集
第三文明社

1
55-1
205
31

40ー1
1
42
161
3
4
53-1
105

55-2
111
12
92
93
6
21
45―2
73
25-2
50
3 2－1
12 6－
2
28-1
55
6

レグルス文庫
レグルス文庫
法蔵館
仏教学
仏教学
仏教
印度学仏教学研究
佛教学
仏教研究の諸問題
高崎直道還暦記念論集
インド学仏教学論集
仏教学
印度学仏教学研究

1991 『中論頌』第1章第8偈（前半部）の解釈およ 印度学仏教学研究
びチベット語訳文をめぐって

40
41
49
58 29
―2
14

24
37-2
74
39-2 78
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1994 『入菩薩行論』の謎と諸問題－現行本第９ 東方学
「知恵の完成（般若波羅蜜）」章を中心とし
て－
1998a 空と言葉―『中論』第24章第7偈の解釈を 宗教研究
めぐって―
1998b ナーガールジュナにおける「存在」の両義 宗教研究
性
1998c ナーガールジュナ

岩波哲学・思想事典

2000 バヴィアの規定するmadhyamakaとその解
釈をめぐって
2001a 空性論者から縁起論者へ－buddhapālitaを
中心として－
2001b Bodhi(sattva)caryāvatāraとśikşā
2002a samuccaya
アクシャヤマティとシャーンティデーヴァ

加藤純章還暦記念論集
アビダルマ仏教とインド思
想
江島恵教追悼論集
空と
実在
印度哲学仏教学

87
72-1
331
71－4
315
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木村清孝還暦記念論集
東アジア仏教―その成立
と展開
2002b シャーンティデ―ヴァ作『入菩薩行論』の伝 研究報告１

承と変容－初期本テクストの発見秘話
2003a セルリンパが伝承する『入菩薩行論の要
義』とその思想
2003b 『大智度論』所引の『中論』頌考
2003c 『無畏論』とその成立年代
2004 空・唯識・仏性
2008 バヴィア作『論理炎論』の識二分説批判
斎藤滋 2007 インド仏教における菩薩論の展開

斎藤舜健
酒井眞典
坂部明

佐久間秀範

2006 アビダルマ仏教における霊魂の存在につ
2008 アビダルマ仏教の存在論における「仮立
(prajňapti)」
1988 ENCYCLOPEDIA TIBETICA VOL..18所収
“大宝積経解題集”について
1959 龍樹に帰せられる讃歌
1971 般若経等よりみた空空（śūnyatā-śūnyatā）
について
1974 空と般若波羅蜜
2007 仏教における空について
2004 転依におけるāśrayaの語義

櫻部建 1969 倶舎論の研究 界・根品
1972 アビダルマのともしび 第5章第二節
1975a 般舟三昧経管見
1975b 入阿毘達磨論 和訳
1975c 無生智と無生法忍
1976 念仏と三昧
1978a 無量寿経の偈頌について
1978b
1981
1982
1983
1997
2000
2002
桜部文鏡 1930

アビダルマ仏教の因果論
倶舎論に説かれる「慧」と「見」
ぼろつくろい
L.シュミットハウゼン「初期仏教における
“智”と“覚”についての变述あるいは理論
の諸相について
増補 佛教語の研究
輪廻について
阿含の仏教
西蔵訳大宝積経の研究 大宝積経成立考
の一節

阿部慈園追悼論集 仏教
の修行法
『大智度論』の総合的研究
仏教学
岩波講座 宗教
多田孝正古稀記念論集
仏教と文化
宗教研究
日本仏教学会年報
東海仏教
佛教論叢
日本仏教学会年報
印度学仏教学研究

45
4

80-4
351
71
53
32
24
19-2 38

印度学仏教学研究
22-2 44
人文科学論集
41
神子上恵生頌寿記念論集
インド哲学仏教思想論集
法蔵館
大谷学報
52-3
195
佛教研究論集 橋本博士
退官記念
佛教語の研究
佛教語の研究
奥田慈応喜寿記念 仏教
思想史論集
足利惇氏喜寿記念 オリエ
ント学インド学論集
仏教思想３巻 因果
3
佛教学セミナー
34
仏教学セミナー
35
仏教学セミナー
38
文栄堂
仏教学セミナー
文栄堂
大谷学報

72
11－3
39
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佐々木恵精 1976 四百論にみられる空観への実践
1995 聖提婆・月称にみる菩薩道と論争 「和平」
に関連して
1999 アーリヤデーヴァの破邪顕正の理念
佐々木閑 2006 仏教の自然観
2007 仏教を中心とした死の種々相―我々は
シュレーディンガーの猫なのか―
佐々木教悟 1980 般若の空・慧と尸羅波羅蜜
佐々木現順 1976 仏教哲学の諸問題
1981 連続と瞬間 －仏教学を志す学生の為
佐々木月樵 1927 龍樹菩薩
佐々木雅敏
定方晟
佐藤道郎
静谷正雄
清水海隆

清水公庸
下田正弘

印度学仏教学研究
日本仏教学会年報

24-2 48
61

日本仏教学会年報
65
松ヶ岡文庫研究年報
20
東洋学研究 別冊『日本に
おける死への準備教育』
仏教学セミナー
31
清水弘文堂
仏教学セミナー
33
佐々木月樵全集 大乘佛
1
教教理史
駒沢大学大学院仏教学研
1974 『大宝積経論《カーシャパの章の註釈》』
8
究会年報
東方
22
2006 「到彼岸」と「完成」―パーラミタの語義―
東方
23
2007 ラーフラの名について
印度学仏教学研究
27 141965 入中論に於ける数論説
1
日本西蔵学会々報
22
1976 Prāsaŉgikaの軌跡
百華苑
1974 初期大乗仏教の成立過程
1982 『瑜伽師地論』有尋有伺等三地の研究 ― 印度学佛教学研究
31-1
62
十六異論に関する考察―
印度学佛教学研究
32-1
1983 『瑜伽師地論』有尋有伺等三地の研究
63
（二）
49
1982 「佛教認識論の系譜の精神的地位」解説 单都仏教
1990a 常楽我浄―仏教におけるアートマン受容 仏教学
31

の一通路―
1990b 東アジア仏教の戒律の特色

1991 『大乗涅槃経』と『寶積經・摩訶迦葉会』
1997 涅槃経の研究―大乗経典の研究方法試
2002 初期仏教における暴力の問題 -シュミット
ハウゼン教授の理解に対して
2006 古代インド仏教聖典の形成過程について
2007 神仏習合という可能性
2001 口頭伝承から見たインド仏教聖典研究に
ついての覚え書き
2002 インド大乗仏教研究の現状と理解
ジョアキン・ 1998 『成実論』における無明について
モンテイロ
ジョナサン・ 2002 なぜ迦葉は大乗経典の为要登場人物に
シルク
なったのか
白館戒雲 1987 チベットにおけるナーガールジュナの六つ
（ツルティム・
の「理論の集まり」について
ケサン）
1991 ブッダパーリタと『無畏註』の年代
1992 中観学派の一乗真実説について
1993 一乗思想と如来蔵思想について
1993 中観学説におけるゲルク派内部での諸異
説
2000 アビダルマ研究に関わるチベット文献から
の二、三の情報
2006 縁起に関する考察 ―チベット撰述の資料
から―
白土わか 1969 梵網経研究序説
1972 梵網経の形態
1973 梵網経と阿含部梵網経についての試論
末木文美士 1989 『般舟三昧経』をめぐって

東洋学術研究
東方学
春秋社
木村清孝還暦記念論集
東アジア仏教―その成立
と展開
総合テクスト科学の構築
宗教研究
印度哲学仏教学
仏教文化
印度学仏教学研究

29-4
124
82

353
81-2
17
42
47-1
93

桜部健喜寿記念論集 初
期仏教からアビダルマヘ
印度学仏教学研究
35-1 69
仏教学セミナー
印度学仏教学研究

54
80 40
―2

関西大学東西学術研究紀
要
宮坂宥勝古稀記念論集
インド学密教学研究 下
加藤純章還暦記念論集
アビダルマ仏教とインド思
想
仏教学セミナー
大谷大学研究年報
仏教学セミナー
大谷学報
藤田宏達還暦記念論集
インド哲学と仏教

84
22
16
53-2
198

17

菅沼晃 1971
1972
1976
杉本卓洲 1978
1982

入楞伽経の不立文字論
入楞伽経研究ノート
入楞伽経の唯心論
無有愛について
菩薩の捨身行―ジャータカと法華経の交
渉の一側面―
1985 飲酒戒考
1985
1988
1990
1991
2003

金沢大学文学部論集 行
動科学科篇
密教文化
観神・観仏
パーリ学仏教文化学
パーリ仏典に見られる菩薩
愛欲（kāma）と苦行（tapas） －仏陀の中道 金沢大学文学部論集 行
動科学科篇
説をめぐって－
金沢大学文学部論集 行
菩薩の諸相
動科学科篇
極端と中道―インドの思想文化との関連に 比較思想研究

おいて―
2006 菩薩として生きる
勝呂信静 1982
1989
1976
1977

唯識説における縁起の思想
大宝積経論
唯識説における真理概念
アーラヤ識説の形成－マナ識との関係を
中心にして－
1982 アーラヤ識の語義

鈴木隆泰 1998
1998
1998
2000
2001
2003
2003

東洋大学紀要
三蔵
東洋学研究
論集
法華経の文化と基盤

こだま 金沢大学付属図書
館
大崎学報
初期唯識思想の研究
法華文化研究
三蔵

田村芳朗還暦記念論集
仏教教理の研究
インド哲学仏教学研究
『大雲経』の目指したもの
東洋文化研究所紀要
『金光明経 如来寿量品』と『大雲経』
大乗経典編纂過程に見られるコンテクスト 東洋文化研究所紀要

の移動
涅槃経系経典群における空と実在
異訳対照に基づくインド大乗経典史解読の
一例
『大雲経』の構造
大雲経における断肉説

2004 「諸行無常」再考
2006 道徳と宗教 : 人はなぜ施しをするのか
2006 釈尊の遺言 : その現代的メッセージを読み
2006 仏教史の謎を巡って : サンスカーラとの共
存の可能性と実現性
2007 大乗経典 : 仏教における<教え>とは何か
高木訷元 1985 『沙門果経』と六師外道

東洋文化研究所紀要
東洋文化研究所紀要
仏教文化研究紀要
山口県立大学国際文化学
部紀要
山口県立大学國際文化學
部紀要
山口県立大学社会福祉学
部紀要
山口県立大学大学院論集
山口県立大学國際文化學
部紀要
山口県立大学大学院論集
雲井昭善古稀記念論集
仏教と異宗教
駒沢大学仏教学部研究紀
要
仏教学

高崎直道 1967 Gotrabhūmi覚え書―とくに般若の十地をめ
ぐって―
1976a 入楞伽経の唯識説 deha-bhoga-pratişţhā
bhaM
奥田慈応喜寿記念 仏教
1976b 『四巻楞伽』の訳文の問題点

25
56
11
5

5
151
1
10
11
30別冊
160
135
2
136

9
135
136
139
141
9
9
10
12
7
12
8

25
1

思想史論集
印度学仏教学研究
26-1 51
仏教思想３巻 因果
3
仏教学
9
講座大乗仏教１ 大乗仏
教とは何か
仏教の歴史的展開に見る
1981b 『入楞伽経』のマナス（意）について
諸形態 古田古稀記念論
集
1982 Upādāna（取）について ―中論の用例をめ 田村芳朗還暦記念論集
仏教教理の研究
ぐって―
1985a 総説 大乗仏教の〈周辺〉―補論 大乗非 講座大乗仏教
10

1977
1978
1980
1981a

入楞伽経の意図するもの変化品第７考
如来蔵思想と縁起
唯心と如来蔵
大乗経典発達史

仏説の諸資料
1985b アーラヤ識と縁起

平川彰古稀記念論集 仏
教思想の諸問題

18

1985c 『楞伽経』の外教説

雲井昭善古稀記念論集
仏教と異宗教
比較思想研究
1985d インド・仏教の知
1988 死と永遠 －＜涅槃＞の意義をめぐって－ 仏教思想10 死
藤田宏達還暦記念論集
1989 『宝積経論』と『瑜伽論摂決択分』
インド哲学と仏教
インド中世思想研究
1991 唯識思想の中世的展開
東方学
2000 仏教学の百年
新アジア仏教史03
2010 大乗経典研究の変遷
印度学仏教学研究
高田順仁 1990 唯識派の有に対するツォンカパの解釈

1992 帰謬論証派の二種真実説に関するrJe
btsun Chos kyi rgyal mtshanの理解
高田仁覺 1960 無明（avidyā）に関する世親と徳慧の解釈
高橋晃一 2002 『解深密経』と五事説の関連について
高橋審也 1983 原始仏教における行（サンカーラ）の意義
について
2002 原始仏教と初期仏教
武内紹晃 1967
1978
1985
武田浩学 1993
2003
武邑尚邦 1959
1961
1980
1981
1995
竹村牧男 1975

印度学仏教学研究
印度学仏教学研究
仏教学
佛教学

木村清孝還暦記念論集
東アジア仏教―その成立
と展開
龍谷大学論集
Kāçyapaparivartaの中道説をめぐって
仏教思想３巻 因果
インド仏教唯識学における因果
雲井昭善古稀記念論集
唯識学論書における執受の二つの用例
仏教と異宗教
『大智度論』における「得無生法忍」の意義 印度学仏教学研究

―所謂「七地沈空の難」をめぐって
不常不断の中道が明示する無常と空との
差異―龍樹が超克した『第一義空経』の無
十地経梵文及び漢蔵訳互照表から
〈panňňā〉と〈viňňāņa〉－mahāvedalla sutta
による一視点
仏教の体系と展相の研究（Ⅰ）
仏教の体系と展相の研究（Ⅱ）
大乗菩薩道の確立

仏教学
仏教学研究
仏教学研究

仏教文化研究所紀要
仏教文化研究所紀要
インド仏教教学－体系と展
開－
依他起性の存在論的性格について－その 单都仏教

有・無と仮・実
田崎國彦 1997 〈あるがまま〉を吟味する―原始仏教にお 印度学仏教学研究
けるyathābhūtaMの語義と用法に関する仮
足利惇氏喜寿記念 オリエ
立川武蔵 1978a 『中論』における四句分別の論理構造
ント学インド学論集
名古屋大学文学部三十周
年記念論集
講座大乗仏教７中観思想
1982a 帰謬論証派
1982 現象世界の聖化―中論26章における縁起 仏教学セミナー
ｂ
―
理想
1984
初期中観における空
壬生台舜頌寿記念論集
1985a 『中論』における「自性」について
仏教の歴史と思想
1985b 『華厳五教章』における四句分別 －『中 雲井昭善古稀記念論集
仏教と異宗教
論』における四句分別との比較－
1986b 言語活動の止滅と空性－プラパンチャに 仏教学

12

100
77 39
―1
80 40
―2
8-1 15
44
15

383
3

42－1
83
45
16/17
18/19
19
20

35
45－2
90

1978b 『中論』における縁起

1994a
1994b
1994c
1999
2010

ついて－
中論の思想
近年の海外における空思想研究
「自性が空である」をどう解釈するか
仏教における時間
『中論』一章訳注

田中順照 1953 空観の論理--相依相待説の一批判
1966a さとりと無明
1966b 絶対と現象―中観派に於ける―

法蔵館
仏教学
仏教
時間・ことば・認識
愛知学院大学人間文化研
究所紀要 人間文化
密教文化
日本仏教学会年報
密教文化

35
610

9
36
26
25
31
48.49.5
0

19

田中孝 1998 「如実知見」について―続・業縁と当為―
谷川泰教 1973 入楞伽経に見られる引用文について

印度哲学仏教学
印度学佛教学研究

1974 入楞伽経における無記について
谷沢淳三 2007 論証の学としてのインド論理学 -帰納法と
演繹法谷貞志 1993 ダルマキールティのsvarakşaņa（独自相）
の問題
2004 「刹那滅論証」と直観为義論理

印度学仏教学研究
人文科学論集

田端哲哉 1977 説一切有部の基本命題とsatkāyadŗşţi
1978
玉城康四郎 1983
1984
1985a

説一切有部の基本命題
経典思想上の『中論』
空思想は仏教の根本立場か
心解脱・慧解脱に関する考察

1985b インド仏教における真理観
1999 解脱への道
タン ソウチャイ 2003 説一切有部における邪見の概念―『倶舎
論』「随眠品」を中心として－
丹治昭義 1961a 唯識派に於けるavikāraとaviparyāsa
1961b 中観哲学に於ける解脱の性格
1979a 『八千頌』における菩提心の一考察

宮坂宥勝古稀記念論集
インド学密教学研究 上
神子上恵生頌寿記念論集
インド哲学仏教思想論集
印度学佛教学研究
真宗教学研究
龍樹教学の研究
理想
壬生台舜頌寿記念論集
仏教の歴史と思想
仏教の思想１原始仏教
仏教
仏教文化研究論集

13
21-2
42
22-2 44
41

25-2
50
2
610

47
7

印度学仏教学研究
インド学試論集
印度学仏教学研究

9-1 17
3
55 281
関西大学東西学術研究紀
12
1979b チャンドラキールティの論理観の一考察
要
1981 無我の教説 ―『四百論』第12章の一考察 東西学術研究所創立30周
年記念論文集
―
印度学仏教学研究
1982 無畏と青目注
31ー1
関西大学東西学術研究紀
1983a 中論の構成
16
要
印度学仏教学研究
63 32
1983b 眼翳の譬喩
－1
1986 中観派の菩薩観－中論から入中論へ－ 日本仏教学会年報
51
单都仏教
1987 チャンドラキールティの「認識手段」観
57

1988a 中論釈 明らかなことばⅠ
1988b 沈黙と教説 中観思想研究Ⅰ
1988c 生死即涅槃－中論、特にプラサンナパ
ダーを中心にして－
1988d チャンドラキールティの自立論証批判
1992 実在と認識 中観思想研究Ⅱ
2001 仏性と仏種
2002 一音説法
2003 増益について
2006 中論釈 明らかなことばⅡ
智谷公和 1980 稲芋経について

関西大学出版部
関西大学出版部
仏教思想 死
单都仏教
関西大学出版部
法華経の思想と展開
单都仏教
関西大学哲学
関西大学出版部
印度学仏教学研究

10
59

81
22
29-1
57

千葉公慈 2000 唯識説に於ける倫理根拠の一考察 －
mahātma-dŗşţiの周辺－
塚田貫康 2002
塚田康夫 1987
塚本啓祥 2001
槻木裕 1998

駒沢大学大学院仏教学研
究会年報女子短期大学研
33
究紀要
入菩薩行論に引用される四種不生偈と無 佐々木孝憲古稀記念 仏
教学仏教史論集
自性論証をめぐって
『入菩薩行論』および『入菩提行論細註』に 印度学仏教学研究
71 361
おける菩提行について
法華経の思想と展開
正法の原義とその展開
無我説と行為为体の問題―現代哲学の視 比較思想研究
25

点から―
2001 ナーガールジュナの言語観 -「空」を理解 北陸宗教文化
するための若干の提言晃洋書房
2003a 現代の無我論－古典仏教と哲学－
比較思想研究
2003b 空へ至る基本的“論理”と矛盾律

13
30

20

月輪賢隆
津田明雅
土田龍太郎
寺本婉雅
釈舎幸紀

常盤義伸

2006 一元論か、多元論か？ナーガールジュナと
ブラッドリー
1928 安慧菩薩の大乗中観釋論に就いて
1935 古品大宝積経に就て
2003 acintyastavaと三性説の関係について
1983 入楞伽経解題
1937 梵漢独対校・西蔵文和訳 龍樹造・中論無
1968 十住毘婆沙論に引用される二つの所問経
1973 懺悔儀軌について
1977 チベット訳「三種の懺願」について
1990 孝順と慈悲の問題―梵網経を中心として
―
1992 『入楞伽経』序章の歴史的意義

比較思想研究
龍谷大学論叢

33
288

仏教学の諸問題
单都仏教
仏教教育宝典
大東出版社
仏教文化研究所紀要

83
1
7

日本西蔵学会会報

19

日本西蔵学会会報

23

仏教学研究

45/46

花園大学研究紀要

24

2000 宝経『ランカーに入る』の为旨
徳岡亮英 1960 チベット訳梵網経について

禅文化研究所紀要

25
8－2
16

長尾雅人 1942 『無と有との対論』を読みて

哲学研究

印度学仏教学研究

308

1951 宗喀巴の教学について

日本仏教学会

1954 西蔵仏教研究

岩波書店

1955 仏陀の沈黙とその中観的意義

哲学研究

430

1957 ムルティ教授の近業

哲学研究

452

16

1964 中辺分別論の題名
1973

結城令聞頌寿記念 仏教
思想史論集
『迦葉品』の諸本と『大宝積経』成立の問題 鈴木学術財団研究年報

1978 一乗・三乗の論議をめぐって

中観と唯識

1978 空性における「余れるもの」

中観と唯識

1978 中論の構造－ツォンカパ「中論釈」を中心
として－
1982 摂大乗論 和訳と注解 上
1987 摂大乗論 和訳と注解 下
1992 中観から唯識へ
長尾佳代子 1994 ギルギット本『薬師経』の成立
中川正法 1999 『律経自註』梵文写本研究の現状
長崎法潤 1981 仏教とジャイナ教 -五戒、八斎戒を中心に
して1991 Tathāgata考
2004 雑阿含経解題
長島潤道 2006 インド後期中観派の分派について―無形
象中観の展開―

中観と唯識
講談社
講談社
仏教文化研究所紀要
パーリ学仏教文化学
筑紫女学園短期大学紀要
仏教学セミナー

1978 サーンキヤ学派の推論―ヴィータとア
ヴィータと論式の文―
中谷英明 1997 『スッタ・ニパータ』について
2006 『スッタ・ニパータ』におけるdhammaの意味
2009 『スッタ・ニパータ』八頌品におけるdhamma
について
中御門敬教 2006 阿弥陀仏信仰の展開を支えた仏典の研究
中村元 1956 慈悲

31
7
34
34

前田恵学頌寿記念論集
仏教文化学論集
新国訳大蔵経阿含部４
佛教学
48

仲宗根充修 2004 中道思想と縁起説 : 「迦旃延経」の成立を 印度学仏教学研究
中心に
中田直道 1977 『順中論』にあらわれる因の三相

10

玉城康四郎記念論集『佛
の研究』
鶴見大学紀要第3部

53-1
105

15

日仏東洋学会通信
日本仏教学会年報
日仏東洋学会通信
浄土宗学研究
サーラ叢書

71
28-33
32
1

21

1964 中道と空見

1980 ナーガールジュナ

結城令聞頌寿記念 仏教
思想史論集
密教文化
金倉圓照古稀記念論集
印度学仏教学論集
選集第10巻
佛教研究論集 橋本博士
退官記念
人類の知的遺産

1984 〈空〉に関する断想

理想

1988 形而上学的問題についての沈黙

印度哲学仏教学

1993 もろもろの形而上学説の対立に関する立
場
1994 空の論理

選集第15巻

1995 原始仏教の生活倫理

選集決定版第17巻

1998 原始仏教の思想Ⅱ

選集決定版第16巻

1965 『中論』における「縁起」の意義
1966 クラマジーヴァ（羅什）の思想的特徴 『維
摩経』漢訳の仕方を通じて
1967 インド思想の諸問題
1975 『中論』諸註釈における解釈の相違

生井智紹 1977 TSにおける前世の論証
（生井衛）
1982 聖勇造『菩薩本生鬘論』における正見と邪
1989 仏道の体系と瑜伽の階梯―<菩提心修習>
に関連して―
1994 誓願について 菩提心思想との関連から
1996 輪廻の起動因 PramānņavārttikaⅡ
184,190について
2004 tattvasaMgrahaⅩⅩⅥ3427-3429について
-特にjātakamālāとの関係から―
並川孝儀 2010 構築された仏教思想 ゴータマ・ブッダ
西川高史 1983 BhāvavivekaとVaiśesika
西村実則 1988 『集異門論』の著者
2006 大衆部と『般若経』の接点 新出『八千頌
般若経』断片を手がかりに

印度学佛教学研究
日本仏教学会年報
日本仏教学会年報
日本仏教学会年報
印度学佛教学研究
神子上恵生頌寿記念論集
インド哲学仏教思想論集
佼成出版社
駒沢大学大学院仏教学研
究会年報
佛教論叢
三康文化研究所年報

1964 般若経における真如（tathatā）観について 結城令聞頌寿記念 仏教
―菩薩の空観より願行への自動力として 思想史論集
―
1970 小乗論書に於ける菩薩思想と竜樹の批判 禅文化研究所紀要
―初期菩薩思想の展開―
二瓶孝次 1997 無我と無記との理論的整合性

印度哲学仏教学

袴谷憲昭 1974 唯識説における法と法性

駒沢大学仏教学部論集

1976 唯識説における仏の世界－<四種清浄法>
の構造
1976 中観派に関するチベットの伝承
1977 初期唯識文献研究に関する方法論的覚書
1988 シュミットハウゼン教授のアーラヤ識論
2006 思想論争雑考
2006 〈凡夫〉考
畑昌利 2002 初期仏典における断滅論の諸相
2003 六十二見に対する仏教の評価とPali「梵網
経」の为題
2006 初期仏教におけるアートマン観の一側面
2007 群盲撫象の喩とブッダの無記

13
610
3

選集決定版第22巻

西義雄 1960 大衆部の般若―他部との比較において― 大倉山論集

1976 <清浄法界>考

71/72

单都仏教
駒沢大学佛教学部研究紀
要
三蔵
三蔵
駒澤大学仏教学部論集
駒澤短期大学佛教論集
駒澤短期大学佛教論集
待兼山論叢
印度学仏教学研究
日本仏教学会年報
印度学仏教学研究

文化
羽田野伯猷 1943 数論のプラティビンバ（反影）説について
1944 数論学派の論理説、ヴィータ・アヴィータに 文化
ついて

25-2
50
48
54
60
45-2
90

16
32
37
8

2
12
5
37
34
117
147
19
12
12
36
52-1
103
71
56-1
113
10ー9
11－3,4

22

1952 数論派における解脱論と『数論偈』
1993 ジュニャーナシュリバドラ著 入楞伽経注
釈 序言
八力広喜 1971 龍樹の縁起観－中論に説かれる十二支縁
起観－
1979 『順中論』考

印度学仏教学研究
チベット仏典研究叢書４巻
印度学仏教学研究

1-1 1

19-1 37

北海道武蔵女子短期大学
11
紀要
印度学仏教学研究
28―2
1980 中観派の菩提心
印度学仏教学研究
58 291981 『中論』と中観派
2
3
1988 『十住毘婆沙論』における『迦葉品』の引用 印度哲学仏教学
10
朋部弘瑞 1997a 原始仏教に於ける無明（avijja）の語義に就 パーリ学仏教文化学

1997b 原始仏教に於ける八正道と涅槃の問題
朋部正明 1961 ディグナーガの般若経解釈
1961 ディグナーガ及びその周辺の年代―『三時
の考察』和訳
1977 アポーハ論と経量部の学説
1991 仏教論理学派の宗教性

大阪府立大学紀要
塚本善隆頌寿記念 仏教
史学論集
三蔵

9

140

インド中世思想研究

1996 ヴァイシェーシカ体系における宗教性の問 東方学
題
華房光壽 1991 毘目智仙・瞿曇般若流支の訳経に関して

印度学仏教学研究

馬場紀寿 2003 北伝阿含の註釈書的要素 -縁起関連経 佛教研究
2004 北伝阿含の「空」説示 -パーリ文献との比 佛教研究
較研究ー
印度学仏教学研究
浜野哲敬 1987 『如来秘密経』の仏陀観
林隆嗣 2006 sattaはどこから来てどこへ行くのか
林寺正俊 2005 『舎利弗阿毘曇論における縁起解釈
早島理 1978 ratnākaraśāntiの中道思想
1978 ラトナーカラシャーンティの菩薩道

日本仏教学会年報
印度哲学仏教学
印度学仏教学研究
印度学仏教学研究

1973 菩薩道の哲学－『大乗荘厳経論』を中心と
して－
1988 無常と刹那
早島鏡正 1999 「さとり」とは何か
羽矢辰夫 1990 無記と無常

单都仏教

1991 無記と空 ―原始仏教における―
1993 原始仏教におけるyathābhūtaの解釈
原田覚 1976 şaţkotiko vādaH とşaţapakşīkathā

91
39-2 78
31
32
36-1
72
71
20
Feb-00
25-2
50
30

单都仏教
印度哲学仏教学
武蔵野女子大学仏教文化
研究所紀要
印度学仏教学研究
39-2
仏教学

59
14
8
78
35

印度学仏教学研究

24-2 48

1979 sgra sbyor bam po gňis pa 考

印度学仏教学研究

27―1

1985 縁起の蔵語訳

東方

2000 『転有経』と『破有論』

平井俊栄古稀記念論集
三論教学と仏教諸思想
九州龍谷短期大学紀要

原田和宗 2004 『瑜伽師地論』「有尋有伺等三地」の縁起
説（１）
2005 kāryakriyā kŗtyakriyā arthakriyā (1)『廻諍
論』の著者問題と関連して
原實 1975 tapas, dharma, puņya
1977 生苦
日下俊文 1982 大智度論における方便思想
樋田道男 1991 upādānaの問題
人見牧生 2008 大乗経典の冒頭部とその意義
兵藤一夫 1982 「心（citta）」の語義解釈

仏教文化

1

50
14

平川彰還暦記念論集 仏
教における法の研究
玉城康四郎記念論集『佛
の研究』
日本仏教学会年報
48
印度学仏教学研究
39-2 78
大谷学報
328 872
佛教学セミナー
36

23

平岡聡 2006 独覚のアンビヴァレンス―有部系説話文
献を中心として―
2007 『増一阿含経』の成立解明に向けて(1)

仏教研究

平川彰 1965 地の思想の発達と三乗共通の十地

印度学仏教学研究

1966 信解脱より心解脱
1968 初期大乗仏教の研究（平川彰著作集
3,4[1989]に再録）
1971 Eラモット教授の『大智度論フランス語訳
注』第３巻について
1975 中論における法の意味
1977
1980a
1980
1981

インド・中国・日本 仏教通史
八宗綱要
仏陀観と心―大智度論を中心として―
大乗仏教の特質

1984 存在と無常
1985
1988
1989
1989
1991
1992
平野修 1979

佛教の時間論
法と縁起
『初期大乗と法華思想』 大乗独自の十地
大乗経典の源流、発展
原始仏教とアビダルマ仏教
仏教入門
第八菩薩地の問題

印度学仏教学研究

日本仏教学会年報

印度学仏教学研究
佛教研究論集 橋本博士
退官記念
春秋社
仏典講座
仏教学
講座大乗仏教１ 大乗仏
教とは何か
早稲田大学大学院文学研
究科紀要
東洋の思想と宗教

1989
2004
藤田祥道 1988
1997

2
6

大乗仏教の教理と教団

5

平川彰著作集

2

春秋社
印度学仏教学研究

宮坂宥勝古稀記念論集
インド学密教学研究 上
現代密教
現代密教

藤井淳 2004 『大乗涅槃経』とアビダルマ仏説論 －恒
河七衆生の考察―
藤田宏達 1978 原始仏教における因果思想
1982 原始仏教における空
1988 涅槃

30

1

廣澤隆之 1993 宗教的権威としての力の概念について 『八千頌般若経』のadhişţānaをめぐって1999 根源より流れ出るもの
2003 仏教述語の概念について -比較思想にお
ける方法論をめぐって2007 仏教に見る言語と非言語の相関

2001 自相とrang gi mtshan nyid

9

平川彰著作集

大谷学報
印度学仏教学研究

福田洋一 1989 把握対象と顕現対象について

19-2
38

平川彰著作集

平野隆 1959 入中論の二諦説
平野喜之 1997 順中論について

広瀬智一 1982 アビダルマにおける破邪の形態
広浜哲生 2001 『中論仏護註』における取（upādāna）につ
福田琢 1998 上座世親と古師世親
2000 『成実論』の随眠論

34
56-1
113
13-2
26
31

川崎大師教学研究所研究
紀要 佛教文化論集
日本仏教学会年報
日本西蔵学会会報
同朊大学論叢
加藤純章還暦記念論集
アビダルマ仏教とインド思
想
印度学仏教学研究
江島恵教追悼論集 空と
実在
インド哲学仏教学研究

仏教思想３巻 因果
仏教思想７巻 空（下）
岩波講座東洋思想 インド
仏教２
岩波講座東洋思想 インド
他界
仏教３
印度哲学仏教学
ブッダ・佛・仏
仏教学研究
瑜伽行派における三三昧
クリキン王の予知夢評と大乗仏説論－『大 インド学チベット学研究

乗荘厳論』第1章第7偈の一考察―
2006 大乗の諸経論に見られる大乗仏説論の系 仏教学研究
譜 : II.『迦葉品』:仏陀の説法とその理解
藤近恵市 1992 『八千頌般若經』におけるdharmaの概念 真野龍海頌寿記念 般若
波羅蜜多思想論集

27－2
54
39―3
46ー1
91

11.12
16
10
48
46
78
37-2
74

11
3

3
19
44
2
60/61

24

藤永伸 1996 サマンタバドラの正見

印度学仏教学研究

藤村隆淳 2002 『マハーヴァスツ』の十地思想
舟橋一哉 1946 阿含における解脱思想展開の一断面―心
解脱と慧解脱
1952 原始仏教思想の研究
1975 阿毘達磨倶舎論随眠品とその称友疏との
1986 梵文称友造『倶舎論』随眠品の欠落箇所
について
舟橋尚哉 1963 成実論の三心と三性説との関係について

密教文化
大谷学報

1972 中辺分別論の諸問題
1990 大乗阿毘達磨集論
（abhidharmasamuccaya）の諸問題
1994 輪廻思想と仏教
2000 唯識思想の成立と展開―唯識を学ぶ人の
ために―
船山徹 1990 部分と全体―インド仏教知識論における概
要と後期の問題点―
1995 8世紀ナーランダー出身注釈家覚書き
1996 疑経『梵網経』成立の諸問題
2000 ダルマキールティの六識倶起論

大谷学報
大谷学報

法蔵館
佐々木現順『煩悩の研究』
佛教学セミナー
印度学仏教学研究

仏教学セミナー
仏教学セミナー
東方学報
日本仏教学会年報
仏教史学研究

戸崎宏正古稀記念論集
インドの文化と論理
2002a 「漢訳」と「中国撰述」の間－漢文仏典に特 仏教史学研究

2002b
2003
2004
2005
古坂紘一 1976
1985
1989
1991
2001
外薗幸一 1993
1996
細田典明 1989
1992
1994
1995
1997

有な形態をめぐって－
五,六世紀の佛教における破戒と異端
龍樹、無着、世親の到達した階位に関する
諸伝承
瞑想の実践における分別知の意義―カマ
ラシーラの場合―
インドのことばを漢文に
大乗仏教における二諦説の一考察 -「般
若灯論」観聖諦品を中心として菩薩の特徴について
『般若灯論』における『入楞伽経』等の援用
事情（Ⅰ）
『般若灯論』における『入楞伽経』等の援用
事情（Ⅰ）
『般若灯論広註』に見る『灯論』著作の動機
と意義
ラリタヴィスタラの成立
無我説の倫理
古ウパニシャッドにおける実践の問題
『梵網経』と『ブリハッド・アーラニヤカ・ウパ
ニシャッド』
輪廻の为体についての蛭（ひる）の譬喩
『雑阿含』見相応と『発智論』見納息
古ウパニシャッドと原始仏教

1999 『ブリハッド・アーラニヤカ・ウパニシャッド』
と『ダンマパダ』
阿理生 1982 瑜伽行派の問題点
1984 瑜伽行派の空性と実践
堀内俊郎 2005 『釈軌論』の仏身論
2007 瑜伽行派におけるウダーナとニダーナ―
十二分教と三蔵の包摂関係から―
本庄良文 1982 シャマタデーヴァの倶舎論註
1984 シャマタデーヴァの倶舎論註雑録
1992 シャマタデーヴァの伝える阿含資料 -世
品5『梵網經』1993 『倶舎論』七十五法定義集
1994 シャマタデーヴァの伝える阿含資料 -業

中国中世社会と宗教
東方学
神子上恵生頌寿記念論集
インド哲学仏教思想論集
創文
大阪教育大学紀要
密教文化
大阪教育大学紀要第一部
門
大阪教育大学紀要第一部
門
密教文化

45－1
89
208
98 271

44
21 11
－1
52ｰ2
70ー1
59
71
62
60
39ー1

45ー1

105

480
25
151
38
39
207

鹿児島経済大学論集
鹿児島経済大学論集
日本仏教学会年報
印度哲学仏教学

34―3
36―4
54

印度哲学仏教学
印度哲学仏教学
印度学仏教学研究

9
10
45－2
90

印度哲学仏教学

7

14

哲学年報

41

哲学年報

43

仏教文化研究論集
哲学・思想論集

9
33

单都仏教
佛教論叢
教育諸学研究論文集

49
28

三康文化研究所年報
教育諸学研究論文集

26・27
8

6

25

2000 シャマタデーヴァの伝える阿含資料 -随
眠品・定品2001 世親の縁起解釈－受支－
本多恵 1985
1988
前田恵学 2008
前田専学 1980

石上善応古稀記念 仏教
文化の基調と展開 第1巻
日本仏教学会年報
如来について
国書刊行会
中論註和訳
仏教文化
仏教の開祖・釋尊とその思想
無明、この心を覆うもの―古ウパニシャッド 仏教学

を中心として―
松尾宣昭 2007 「輪廻転生」は「諸法無我」と矛盾するか
松下了宗 1987 無自性説と密意趣
1987 中観光明論に見られる無自性説批判
松田和信 1982 『分別縁起初勝法門経』―経量部世親の
縁起説―
1983 abhidharmasamuccayaにおける十二支縁
起の解釈
1984 縁起にかんする『雑阿含』の三経典
1984 Vasubandhuにおける三帰依の規定とその
2006a 唯識文献研究の過去と未来
2006b アフガニスタンの仏教写本
松濤誠達 1991 出家修行者とチャンダーラ
松本史朗 1978 『入中論』の「ウトパラの比喩」について
1979 The satyadvaya of the madhyamakāvatā
rabhāşya
1980a ratnākaraśāntiの中観派批判（上）
1980b ratnākaraśāntiの中観派批判（下）
1987
1988
2003
真野龍海 1985

教育諸学研究論文集

如来蔵思想は仏教にあらず
空について
『解深密経』の「唯識」の経文について
般若経における語源的説明（１）

1984 般若経に於ける語源学的説明（２）
丸井浩 2001 理屈と理屈を超えたもの
茨田通俊 1993 無記説と外教思想
神子上恵生 1980 特殊者の同定をめぐって

龍谷教学
仏教学研究
印度学仏教学研究
仏教学セミナー
真宗総合研究所研究紀要
佛教研究
仏教学セミナー
駒澤短期大学佛教論集
駒澤大学佛教学部論集
仏教学
印度学仏教学研究
印度学仏教学研究

9
42
43
35-2
70
36
1
14
39
12
37
32
52 262
55 28-1

仏教学セミナー

57

仏教学研究

36

1981 社会論理と瞑想の哲学－実在論者の唯識
説批判－
1982 シュバグプタの唯識説批判
1982 シュバグプタの習気（vāsanā）理論批判
1983 シュバグプタの極微説の擁護
1984 仏教徒の因果関係の決定方法についての
一考察
1985 実在論者の唯識説批判

日本仏教学会年報

水野弘元 1930
1952
1953
1954

17

98 19
－1
東洋学術研究
99 19
－2
印度学仏教学研究
35-1 69
駒澤大学仏教学部論集
19
駒沢大学佛教学部研究紀
61
要
壬生台舜頌寿記念論集
仏教の歴史と思想
坪井俊映頌寿記念 仏教
文化論攷
仏教文化研究所紀要
40

佛教文献の研究

シュバグプタのbāhyārthasiddhikārikā
シュバグプタの唯識説批判
Tattvasamgraha第789偈、第790偈の考察
インド仏教における言葉による宗教的真理
の伝達の問題
譬喩師と成實論
Arthapada Sūtra（義足経）について
ウダーナと法句
十二縁起説について－特にその心理的見

50

東洋学術研究

1968 瑜伽師地論における外教説批判

1986
1987
2003
2005

14

单都仏教
仏教学研究
仏教文化研究所紀要
仏教学研究
雲井昭善古稀記念論集
仏教と異宗教
龍大論集
仏教学研究
龍谷大学論集
印度哲学仏教学
駒沢大学仏教学会年報
印度学仏教学研究
駒澤大学学報
印度学仏教学研究

47
48
38
22
39，40

429
43
462
20
1
1 1-1
2
5 3－1

26

1956 原始仏教 サーラ叢書
1964 パーリ仏教を中心とした 佛教の心識論
1965 原始仏教および部派仏教における般若に
ついて
1971 転法輪経について
三谷真澄 1994 『無畏』『仏護註』『般若灯論』相互の文献
上の問題
2001 『般若灯論』中の『無畏』―ルイゲンツェン
の翻訳手続きに関する一試論―
光川豊藝 1957 prasannapadāに於ける中論本頌の取り扱
い方について
1962 「人法二無我」に対する清弁と月称の見解

平楽寺書店
山喜房仏書林
駒澤大學佛教學部研究紀
要
佛教研究
宗教研究
日本西蔵学会会報
仏教学研究
仏教文化研究所紀要

23
1
67-4
299
46
14/15
1

1964 清弁と月称の思想的背景－中論釈による 龍谷大学論集
引用書を中心にして－

376

1965a 「般若灯論」における清弁の仏護説批判 1 龍谷大学論集
章～10章

389

1965b 「大乗掌珍論」管見

印度学仏教学研究

1967 清弁、月称の中論釈にみられる般若経
1968 清弁・月称の中論釈における理趣と聖教
1969 prasannapadāに見られる月灯三昧経

仏教学研究

1971 「般若灯論」における清弁の仏護説批判
11章～27章
1976 四百論の護法釈と月称釈について

龍谷大学論集

1979 中観派にみられるśūnyatā-vādaとNāstika

龍谷大学論集

1980 大宝積経「無垢施菩薩応弁会」―特に仏
弟子とかの女との討論を通して―
1982 「夢」と菩薩の行

龍谷紀要

1985 大乗仏典にみられる「十二縁起」
1987 中観の「縁起」と依他起について
蜜波羅鳳洲 2003 『大乗集菩薩学論』の梵蔵漢和対照研究
第11章
2006 大乗経典における浄化の理論と手法 ―
『三昧王経』諸説のmahābhijňāparikarmaを
中心として―
三友健容 1975 「我」を为張した部派
箕浦暁雄 2005 スティラマティ『五蘊論釈』和訳－行蘊１－
2007

佛教文献の研究
印度学仏教学研究

印度学仏教学研究

龍谷紀要

395
24-2 48
415
2
4―1
39，40

仏教学研究

43

高野山大学論叢

38

論集 東北印度宗教学会
33
三蔵

議論
龍樹教学の研究
壬生台舜 1983 龍樹空思想の特質
三穂野英彦 2001 『解深密経』における二種の因相説に関す 密教文化
る一考察
2003 madhyāntaravibhāga-ţīkāにおける空性の 印度学仏教学研究
修習の構造―特に入無相方便および三性
説との関係において―
密教学

1981 経部師大徳dPe canについて

印度学仏教学研究

1988 『ロサル宗義書』唯識派章 試訳（１）

成田山仏教研究所紀要

宮坂宥勝 2002 ブッダの教え スッタニパータ

15-2
30

仏教学研究

長崎法潤古稀記念 仏教
とジャイナ教
分別縁起の正当性に関する『順正理論』の 大谷学報

御牧克己 1978 Blo gsal grub mtha'について

13-2
26
24

109

86ー2

206

52―1
15
29-2
58
11

法蔵館

宮下晴輝 1983 倶舎論註釈書Tattvaarthaの試訳 -第7章 佛教学セミナー
第１偈から第6偈まで

38

27

1986 『倶舎論』における本無今有論の背景 ― 佛教学セミナー
『勝義空性経』の解釈をめぐって―
日本仏教学会年報
1992 無明と諸行 -『倶舎論』における心と形
2000

2003 仏教の信仰―宗教間対話のための基礎
概念として
2004 仏教の世俗の概念

教化研究

仏教とキリスト教の対話Ⅲ

2004 知恵と思想－仏教の場合

岩波講座 宗教１

2004 インドにおける自己論の構造

神子上恵生頌寿記念論集
インド哲学仏教思想論集

宮本正尊 1942 無記と空と中道
1974 縁起説におけるupādānaの考察
向井亮 1978 ヨーガーチャラ（瑜伽行）派の学派名の由
来
1991 ツォンカパ著『仏教瑜伽行思想の研究』書
評
1972 『瑜伽論』に於ける過去未来実有論に就い
て
1974 『瑜伽論』の空性説-『小空経』との関連に
おいて2000 〈空〉の二面性について
村上真完 1967a Samādhirājasūtraの語彙研究
（平野真完）
1967b Samādhirājasūtra第1章と第17章、第38,39
章
1968 Rāşţrapālaparipŗcchāの語彙
1973 サンスクリット本城邑経（nagara）
1988 原始仏教における信の原形 －pamuň
cassu saddhamの誤解を正す－
1990 佛の聖典と伝承 如来の死後の存否に関
する議論
1995 空性（空であること）考
1996 初期の仏教における不殺生と和平の思考
2001 無常説と刹那滅説の基礎概念
2002 刹那滅説の基礎
2004a 世親の実在論批判
2004b 無常説の根底
2005 説一切有部の実在論の基盤
2006 諸法考
村田常夫 1954 十地経にいふ三界唯心の心に就いて
ムルティ研究会 2006 ムルティ著『仏教の中心哲学』テキスト本
文の試訳
室寺義仁 1988 アーラヤ識の語義存在論証について post
Dharmakirti
1986 『倶舎論』・『成業論』・『縁起経釈』
1993 ヴァスバンドゥによるアーラヤ識概念の受
容とその応用
2000 ヴァスバンドゥによる「識」理解

123

仏教とキリスト教の対話Ⅱ

2007 善の断絶と続起―有部教学における断善 仏教学セミナー
根論―
國學院大学紀要
宮元啓一 1999 新・漢訳『廻諍論』

2001

57

仏教における身体論―仏教倫理学の基礎 仏教とキリスト教の対話Ⅰ

づけのための一視座
2001 衆生としての生命 －仏教の生命観－

2000

44

思想
印度学仏教学研究
三蔵
仏教学セミナー
印度学仏教学研究
印度学仏教学研究
印度哲学仏教学
八戸工業専門学校紀要
印度学仏教学研究
八戸工業専門学校紀要
佛教研究
佛教論叢

86
37

243
22-2 44
153
54
20-2
40
22-2 44
15
2
15-2
30
3
3
32

佛のことば註
佛教論叢
日本仏教学会年報
論集 印度学宗教学会
印度哲学仏教学
印度哲学仏教学
神子上恵生頌寿記念論集
インド哲学仏教思想論集
印度哲学仏教学
佛教研究
大倉山学院紀要
大正大学総合仏教研究所
年報
印度学仏教学研究
密教文化
高野山大学論叢

加藤純章還暦記念論集
アビダルマ仏教とインド思
想
高木訷元古稀記念論集
『十地経』における「大悲」と「唯心」
仏教文化の諸相
『華厳経』「十地品」における「唯心」につい 密教文化研究所紀要

39
61
28
17
19
20
34
1
28
36－1
71
156
28

28

2004 『中辺分別論疏』と『縁起経釈』
2004
2010
望月海慧 1989
1992
2001
2006
2008
本村耐樹 2008
森章司 1972
1984
1988
1990
2005
2007
1988
1989
1990
森山清徹 1978
1999
矢島道彦 1997
矢島羊吉 1984

経部 ―初期Sautrāntika―
思想の深化
『般若灯論』第13章試訳
ratnākaraśāntiによる一乗思想の解釈
ブッダは輪廻思想を認めたのか
中観と唯識を融合する「大中観」とは何か
ブッダが悟った智慧とは何か
『瑜伽師地論』「摂決択分中菩薩地」におけ
る依他起性の生起
五取蘊について
縁起の滅について
原始仏教経典の編集形態について
「諸行無常」と「諸法無我」
死後・輪廻はあるか －「無記」「十二支縁
起」「無我」の再考－
釈迦仏教の家族観
原始仏教における真実と人間観〔上〕
原始仏教における真実と人間観〔下〕
「無常」「無我」の日本的受容

神子上恵生頌寿記念論集
インド哲学仏教思想論集
高野山大学論叢
新アジア仏教史03
立正大学大学院年報

39

仏教学

33

日本仏教学会年報
大崎学報
日本仏教学会年報
東海仏教
東洋学研究

1970 中観思想の研究
1972 入楞伽経にあらわれる識の学説について
1975 中観学説における業の理解-『中論』第17
章「業と果の考察」の研究1980 龍樹の空の学説と自我の問題
1983 龍樹教学における涅槃について
泰本融 1950 無我の難点と其の解決法
山極伸之 1988 Vinayasūtra資料論

53
6
14

東洋学論叢

41

東洋学論叢

43

東洋学論叢

30

平話と宗教

平和と宗教
平和と宗教
東洋学術研究

山口益還暦記念論集 印
度学仏教学論叢
法蔵館
大谷学報
業思想の研究

32

佛教論叢

32

1995 梵文『沙門果経』和訳（２）

佛教大学仏教学会紀要

山口益 1937 智吉祥賢の入楞伽経註について

日本仏教学協会年報（日
本仏教学会年報）
弘文堂
中観仏教論攷
法蔵館
般若思想史
仏教と文化 鈴木大拙記
中観仏教における有神論の批判
念論集
山喜房仏書林
仏教における無と有との対論（修訂版）
金倉圓照古稀記念論集
月称五蘊論における慧の心所の解釈
印度学仏教学論集
成田山仏教研究所紀要
『二巻本訳語釈』研究
思想
飛んでいる矢は止まっているか
思想
刹那滅と縁起生の相違
了義・未了義の意義－スッタニパータの中 印度哲学仏教学

観的註釈－
2005 邪説「相依性縁起」の暴走

52ｰ2

仏教学セミナー
龍樹教学の研究
日本仏教学会

佛教大学仏教学会紀要

山口瑞鳳 1979
1988
1989
1996

73

佛教研究

山極伸之・ 1994 梵文『沙門果経』和訳（１）
平岡聡

1964
1966

66
162

26
7
8
29-4
124
佛教大学大学院研究紀要
6
「空性思想の形成」研究序説
95 48-1
世親、ダルマキールティの滅無因説と中観 印度学仏教学研究
鶴見大学仏教文化研究所
Suttanipāta対応句索引
2
紀要
空の哲学 『中論』の根本思想をめぐって 理想
610

安井広済 1955 唯心の二類型

1944
1951
1960

7

成田山仏教研究所紀要

15

2
3
8

4
772
778
11

29

2008 西蔵大蔵経における深刻重大な誤訳 -阿 成田山仏教研究所紀要
字本不生義を伝え損ねた大過失印度学仏教学研究
山口務 2000 「般若経」における無記について
龍谷大学論集
山崎慶輝 1957 般若に影響された唯識修道の階位
1958 中観と瑜伽の接触―特に菩薩の修道に関 印度学仏教学研究
して―
藝林
山崎次彦 1950 無記の理由について

31
48-2
97
356
11 6－
1
1ー3

1964 龍樹における見（dŗşţi）の把握とその超克 結城令聞頌寿記念 仏教
1973 アビダルマにおける「見」の理解

思想史論集
中村元還暦記念 インド思
想と仏教

1979 阿含経典における「見」について

伊藤・田中頌寿記念 仏教
学論集

1988 ナーガールジュナにおける「見」の観念
山下正男 1984 空の論理学

高田短期大学紀要
理想

山田龍城 1959 大乗仏教成立論序説

平楽寺書店

湯山明 1993 エジャトンの仏教梵語研究の学史的背景
2004 楞伽島備忘録記の雑学的拾遺
葉阿月 1973 中辺分別論を中心として見た十二支縁起
説について
吉川幸次郎 1960 観
吉水千鶴子 1988 Nāgārjuna作Bodhicittavivaranaについて
1988
2006
芳村修基 1974
芳村博実 1977
吉村誠 2003
吉元信行 1982
1983
四津谷孝道 1998
1999
1999

Paňcakramaにおける三智・三空とprabhā
インド・チベット中観思想史の再構築へむ
インド大乗仏教思想研究 （入楞伽経に関
インド唯識学における「界」の意味
玄奘西遊意－玄奘はなぜインドに行った
のか－
邪見と断善根
断善根と続善根
『入中論』における唯識無境説の未了義性
「仏陀の沈黙」が語るもの
ツォンカパにおける「非有・非無」の解釈

2000 鳩摩羅什訳『中論』「観法品第十八」覚え
書き
2002a 世俗諦と無明（Ⅰ）
2002b 帰謬派の離辺中観解釈
米澤嘉康 1992 『廻諍論』のテクストについて

原始仏教と大乗仏教 下
渡邊文麿追悼記念
創価大学国際仏教学高等
研究所年報

8

中村元還暦記念 インド思
想と仏教
吉川幸次郎全集
印度学仏教学研究
成田山仏教研究所紀要
哲学・思想論集
インド大乗仏教思想研究
三蔵
仏教史学研究
日本仏教学会年報
宗教研究

19
36-2
71
11ー2
32
141
46ー1
48
552

曹洞宗研究員研究紀要

29

駒沢大学佛教学部論集

57

国際仏教学大学院大学研
究紀要

3

平井俊栄古稀記念論集
三論教学と仏教諸思想
駒沢大学佛教学部研究紀
要
駒沢大学佛教学部論集
印度学仏教学研究

仏教学
2004 prasannapadā19.3-7の解釈について
頼富本宏 1971 Subhāştasamgrahaに関する一考察－その 印度学仏教学研究
構成と内容を中心として－
1971 Subhāştasamgrahaの引用文献をめぐって 密教文化
1971 Subhāşitasamgrahaに関する一考察―その 印度学仏教学研究
構成と内容を中心として―

ロバート.F.ローズ 1984 Hsueh-li Cheng(tr) Nāｇārjuna's Twelve
Gate Treatise
1984 書評 Nāｇārjuna's Twelve Gate Treatise
若原雄昭 1982 知識の真偽性
1996 無縁の慈悲

6
610

仏教学セミナー
仏教学セミナー
单都仏教
日本仏教学会年報

60
33
40-1
79
46
38 19
－2
96
38 19
―2
39
39
49
61

30

渡辺明照 1993 根本悪・無明について
渡邊純子 2000 『百論』・『四百論』破常品にみる虚空

仏教学
印度学仏教学研究

渡辺照宏 1982 渡辺照宏著作集

筑摩書房

渡辺章悟 1982 月称とツォンカパの“五部論”観

印度学仏教学研究

1982 大乗空観の一考察 十八空を中心として 東洋大学大学院紀要
1983 般若経における空の法数と空義の理由句 印度学佛教学研究
『二万五千頌般若』を中心として
1985a 「般若經」における四句否定の根拠として
のabhāvasvabhāva

宗教研究

1985b 「般若経」における無自性とabhābasvabhā 印度学佛教学研究
東洋大学大学院紀要
1986 va
八不と縁起 ―「般若経」における「八不
偈」をめぐって―
仏教学
1987a 顛倒論試稿
1987b 「般若経」における縁起

印度学仏教学研究

1991 般若心経成立論序説

仏教学

1992 「般若経」における非存在abhāvaの意義

真野龍海頌寿記念 般若
波羅蜜多思想論集

1997 般若波羅蜜多の解釈

東洋学論叢

2005 大乗仏教
2006

菅沼晃古稀記念論文集
インド哲学仏教学への誘
い
チベット語訳『能断金剛般若経』校訂テクス 東洋学術研究

ト１
2010 大乗教団のなぞ

新アジア仏教史02

渡辺文麿 1985 Vikalpa,Vitakka,Vicāra －パーリ語資料を 雲井昭善古稀記念論集
仏教と異宗教
中心に－

35
49-1
98
31-1
62
19
32-1
63
58-4
263
33-2 66
23
23
35-2
70
31
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第1章

龍樹と『中論頌』
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第1節

龍樹について

NAgArjuna（ca.2c- 以下、龍樹）を菩薩と讃え、彼の偉大さを示す文
献は、多く存在するが、出自や人となりについての言及は限られてい
る。漢字文化圏では、鳩摩羅什（344-413）が書き残した『龍樹菩薩
伝』
（大正 50 巻 pp.184a-186c）に依拠している。現在では、チベッ
ト伝プトゥン著『仏教史』やターラナータ著『仏教史』における記述
も広く知られ1、龍樹がどの様な人生を歩んできたのかが、おおよそわ
かる。中村元[1980]は、これらの伝記を対照させた際に浮かび上がる
共通点を次の 4 点にまとめている。

・

南インドのサータヴァーハナ王朝と何らかの関係がある

・

バラモンの生まれ

・

博学でバラモン教の影響下、種々の学問を修めた

・ 一種の錬金術を体得していた

また、龍樹に言及する資料として知られるのは次の文献である。
・
『摩訶摩耶経』
（大正 12 巻 p.1013c）
「七百歳已。有一比丘名曰龍樹。善説法要滅邪見幢然正法炬。」
・
『大智度論』序（大正 25 巻 p.57a）
「龍樹生於像法之末。正餘易弘。」
・
『入楞伽経』
（LA :Nanjio ed, p.286、
『楞伽経』大正 16 巻 p.569a）
「於南大國中有大徳比丘名龍樹菩薩 能破有無見爲人説我法大乘無上
法證得歡喜地往生安樂國」

・
『大唐西域記』
（大正 51 巻 p.924a）
Dan Martin[1997]pp.50,51.100,101
Bu-ston Rin-chen-grub(1290-1364),Chos-’byung 1322
TAranAtha(1575-1635),Rgya-gar Chos-’byung 1608 cf.
1
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「東有馬鳴。南有提婆。西有龍猛。北有童受。」
『摩訶摩耶経』
は、
仏滅後 700 年以内に龍樹が誕生したと説いている。
多くの学者が上記の資料を根拠に、龍樹の生年を紀元後に設定し、現
存する龍樹著作の成立年をもって下限を 2 世紀頃としている。ただし、
大正新修大蔵経に龍樹（菩薩）撰述として伝えられるのは、20 部 154
巻、西蔵大蔵経（北京版）テンギュルには 95 部残されており、全て
の著作を龍樹撰述と見るわけにはいかない。後になって、同名別人の
龍樹が著したものか、龍樹に帰せられた後代の作品が殆どである。そ
のうち、
『中論頌』の注釈書『プラサンナパダー（Pras）
』の作者とし
て高名なチャンドラキールティ（CandrakIrti, 以下、月称 ca.600-660）
が龍樹の著作として挙げているのは次の８点である2。

１．中論頌（MUla-madhyamaka-kArikA）
【梵】MUlamadhyamakakArikA of NAgArjuna,

MUlamadhyamakakArikA PrajJA nAma. Ed. by de Jong
Rev, by Christian Lindtner, The Adyar Library and
Reserch Centre 2004
【蔵】Pek:No.5224 Derge:No.3824
【漢】鳩摩羅什訳（青目釈『中論』大正 30 巻 No. 1564）
瞿曇般若流支訳
（無着『順中論』
大正 30 巻 No. 1565）
波羅頗蜜多羅訳
（分別明釈『般若灯論釈』大正 30 巻 No. 1566）
惟浄・法護訳
（安慧釈『大乗中観釈論』大正 30 巻 No. 1567）
2

Pras 末尾にある。Pek:No.5224 225a1-3, Derge:No.3824 199b3-4

瓜生津隆真[2004] pp.66 によるとこの部分は『中論讃
（Madhyamaka-CAstrastuti）
』と呼び、ここで言うスートラサムッチャヤ
は『十住毘婆沙論』の偈頌を指していると推定する。
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２．六十頌如理論（yuktiSaStikA）
【蔵】Pek:No.5225 Derge:No.3825
【漢】施護訳（大正 30 巻 No. 1575）

３．空七十論（CUnyatAsaptati）
【蔵】Pek:No.5227&No.5231 Derge:No.3827&3831
４．廻諍論（VigrahavyAvartanI）
【梵】VigrahavyAvartanI Sanskrit translation and Tibetan

translation.
Ed.by YONEZAWA Yoshiyasu
成田山仏教研究所紀要 31 2008
【蔵】Pek:No.5228&No.5232 Derge:No.3828&3832
【漢】毘目智仙共瞿曇流支訳（大正 32 巻 No.1631）
５．広破論（Vaidalya-prakaraNa）
【蔵】Pek:No.5226&No.5230 Derge:No.3826&3830

６．宝行王正論（RatnAvalI）
【梵】NAgarjuna’s RatnAvalI. Ed. by Michael Hahn,INDICA
ET TIBETICA Band1 Bonn;1982
【蔵】Pek:No.5658 Derge:No.4158
【漢】真諦訳（大正 32 巻 No.1656）
７．四讃歌（CatuH-stava）
①超世間讃（LokAtIta-s）②無譬讃（Niraupamya-s）
③不可思議讃（Acintya-s）④勝義讃（ParamArtha-s）
【梵】断片のみ
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【蔵】①Pek:No.2012 Derge:No.1120
②Pek:No.2011 Derge:No.1119
③Pek:No.2019 Derge:No.1128
④Pek:No.2014 Derge:No.1122
８．経集論（SUtrasamuccaya）
【蔵】Pek:No.5330 Derge:No.3934
【漢】法護訳（大正 32 巻 No.1635『大乗宝要義集』）
14 世紀の訳経僧プトゥンは、龍樹の著作を「如理論聚（rigs tshogs）
」
と名付け上記の１～５を挙げる。以降、チベットの伝統では、プトゥ
ン説に第 6 番目 VyavahAra-siddhi (『言説成就』)を加えたものを龍樹の
著作とすることが定着した3。しかしこれも一説であり、龍樹著作の伝
承は地域と時代により異なっている。さらに、龍樹に帰せられる書物
が同一人物によるものかどうかの議論に決着がついているわけではな
く、龍樹著とある以上、真作を否定する事ができない消極的な真作も
含まれている4。梶山雄一[1982]は ８．を除いて次の 2 作を龍樹の著
作に含めており、現代の研究者の中から特に異論は出ていない。

９．勧誡王頌（SuhRllekha）
【蔵】Pek:No.5409 Derge:No.4182
【漢】真諦訳（大正 32 巻 No.1674）

１０．因縁心論（PratItyasamutpAdahRdaya）
【梵】Der Saskrit-text von nAgArjuna’s
3

ツルティム・ケサン[1987]
偽作説はそれぞれに成り立つが、真作説を覆すには至っていない。
Potter[1970]pp.5-11 には、VyavahAra-siddhi SUtrasamuccaya 他、龍樹
に帰せられる作品が 15 本挙げられている。
4
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PratItyasamutpAda-kArikA, Ed.byV.V.Gokhale, Studia
Indologica Bonn 1955
【蔵】Pek:No.5237 Derge:No.3837
【漢】訳者不明（大正 32 巻 No.1654）
龍樹の著作とは断定できないが重要な著作として以下、１１～１７
の 7 点があげられる。
１１．大乗破有論（BhavasaMkrAnti）
【蔵】Pek:No.5240＆5241 Derge:No.3840＆3841
【漢】施護訳（大正 32 巻 No.1574）
１２．大乗二十頌論（MahAyAnaviMCikA）
【梵】Minor Buddhist Texts, Part1, pp.195-207
Ed.by G. Tucci 1956
【蔵】Pek:No.5233 Derge:No.3833
【漢】施護訳（大正 30 巻 No.1576）
次の 5 点は漢訳しか現存しておらず、龍樹の真作か偽作かが確定して
いない。

１３．菩提資糧論5
達磨笈多訳（大正 32 巻 No.1660）
１４．十二門論
鳩摩羅什訳（大正 30 巻 No.1568）
１５．大智度論
鳩摩羅什訳（大正 25 巻 No.1509）
5

『梵仏論』p.137 では瓜生津隆真[1985]pp.44-50 の意見を採用し真
作と認めている。
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１６．十住毘婆沙論
鳩摩羅什訳（大正 26 巻 No.1521）
１７．方便心論
吉迦夜・曇曜共訳（大正 32 巻 No.1632）
これら多くの著作が龍樹に帰せられることから、龍樹と名付けられ
た人物が複数存在したとも考えられてきた。斎藤明[1998c]は龍樹の人
物像を次のようにまとめる。

①『中論』
『六十頌如理論』
『空七十論』
『廻諍論』などの主に〈空〉
思想を説く諸論書の著者
②仏教百科事典ともいえる『大智度論』の著者
③『華厳経』
「十地品」の注釈書で、易行道としての阿弥陀信仰に
も関説する『十住毘婆沙論』の著者
④『ラトナーヴァリー』や『スフリレーカ』などの国王への宗教
的・道徳的な教誡や統治上のアドヴァイスをふくむ書翰体の論
書の著者
⑤『無譬讃』等からなる四讃頌や『法界讃』等の讃頌文献の著者
⑥医学書『スシュルタ本集』を編纂した医学者
⑦密教学者
⑧錬金術師

それぞれの龍樹の活躍年代の点からみると、⑥は４、５世紀頃、⑦は
７、８世紀頃、⑧は８、９世紀頃と考えられ、いずれも①に代表され
る２、３世紀頃に活躍した大乗仏教の論師としての龍樹とは区別され
る。
さらに、①空思想を説く諸論書の著者はすべて同一の龍樹かどうか
という点にも疑義が提出されている。五島清隆[2008a]は、１．『中論
頌』に用いられる仏陀をあらわす語に関して仔細に検討し、主張内容

52

や用法を明らかにしたものである。その上で２．
『六十頌如理論』
、３．
『空七十論』
、４．
『廻諍論』
、６．
『宝行王正論』の用法と比較すると、
いずれも
『中論頌』からは思想的に距離のある主張が見られるという。
龍樹を『中論頌』以外の書物の著者として位置付けるのに慎重な姿勢
を取るもので、本稿は、五島清隆[2008a]の仮説を重視し、ひとまず揺
るぎない『中論頌』の著者として龍樹を扱いたい。
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第2節

『中論頌』と中論注釈書について

『中論頌』
（MUla-madhyamaka-kArikA 以下、MMK）の著者、龍樹に
関する研究は、19 世紀末にはじまる6。すなわち、チャンドラ・ダス
／チャンドラ・シャストリが公刊した、月称の中論注釈書『プラサン
ナパダー』校訂本である7。しかし、誤りが多い為、学術的価値は低い。
現在は 1903 年から 1913 年に「カルカッタ」
「ケンブリッジ」
「パリ」
の各『プラサンナパダー』写本とチベット訳に基づき校訂、発刊され
たルイ・ド・ラ・ヴァレ・プサン（Louis de La Vallée Poussin 1869-1938）
の『プラサンナパダー』校訂本（LVP）が重用され 100 年にわたって
仏教学の金字塔として今もなお存在価値を有している8。
『プラサンナパダー』梵本断片の発見や校訂本の研究によって

MMK 全 27 章 449 偈頌（帰敬偈を含む）が、サンスクリット原文で
解読が可能となり、20 世紀の仏教研究者たちの興味が龍樹に注がれる
ようになる。なお、現在も現存するいくつもの中論注釈書文献に依っ
6

日本では、凝念『八宗綱要』にも龍樹の名が登場するが、先述の『摩
訶摩耶経』の孫引きであると平川彰[1980a]p.97 は指摘する。日本に
三論宗が伝わった際の祖師は吉蔵の弟子高麗の慧灌とされ、龍樹の
MMK または青目釈『中論』そのものを研究対象にした形跡は見当た
らない。羽溪了諦『国訳一切経』中観部Ⅰ解題 参照。

MadhyamakAvRtti:The philosophy of the mahAyAna school containing
the aphorisms of nAgArjuna with its commentary of AcArya candrakIrti,
7

Calcutta, 1894-97
8 Louis de La Vallée Poussin （1869-1938）

PrasannapadA of CandrakIrti, MUlamadhyamakakArikAs de nAgArjuna avec
la prasannapadA commentaire CandrakIrti , ed. Louis de la Vallée

Poussin, Bibliotheca Buddhica4, [1903-1913] Reprint, Tokyo,
1977.
Potter[1970]は、龍樹に言及する学術論文の最初期のものとしてワシ
リエフの論考を英訳した E.Lyall. Bibliographies of ACvaghoSa,

NAgArjuna, Aryadeva and Vasubandhu, Indian Antiquary 4, 1875 を
筆頭に挙げている。
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て MMK の復元が試みられている9。中でも LVP が参照できなかった
「ローマ写本」を用いて、ドゥ・ヨング（J.W. de Jong）は 67 偈文を
訂正し 1977 年に『中論頌』のテキストを刊行した（de Jong[1977］
）。
三枝充悳は 1984 年に LVP 所収の偈頌と、de Jong 本の異同を記し『中
論（上・中・下）
』
（レグルス文庫）を出版した。さらに続けて諸注釈
に含まれている偈頌を併記した『中論偈頌総覧』
（三枝充悳[1985]）を
完成させる。その後リントナー（Christian. Lindtner）によるいくつ
かの補正を踏まえて 1991 年に『中論（上・中・下）』
（三枝充悳[1991]）
の修訂版を出版した。2004 年には、リントナーが de Jong[1977]を編
集しなおして発刊する（Lindtner[2004]）。このリントナー本を本研究
では MMK を引用する際の底本とする。
一方、チベット大蔵経には MMK チベット訳の刊本が存在する。斎
藤明 [1987a][1987b][1991] は BuddhapArita の注釈（チベット訳）を
参照して LVP の修正案を提示し MMK の再構築を行ってきた。2000
年にはマクドナルド（Anne MacDonald）が「オックスフォード写本」
を元に韻律分析を行った成果を一部発表し、2007 年には 27 詩頌分の
修正案を提示、今後 Pras の新たな校訂本を提出しようとしている。
19 世紀末には MMK の翻訳研究がはじまるが、MMK が注釈書や他
の文献との比較参照なしに解読することが不可能である事は、注釈書
に関するの膨大な先行研究の量が物語っている10。MMK 自体のまと
9

『中論頌』の再構築の必要性に関しては早くから提唱されていた（山
口益[1944]pp.3-28）
。Pras のサンスクリット写本研究については、斎
藤明[1987a]note,1、
『梵仏論』pp.237-244、小澤千晶「2008 年 学位
請求論文」本論 pp.3-9 に詳しい。
10 『中論頌』の注釈書の中で最も初期に書かれたものの一つとして
Samuel Beal の青目釈『中論』の第 25 章第 1 偈～第 17 偈の英訳（The
Chong –lun or PranyamUla-CAstra-TIkA of NAgarjuna 1881 pp.87-89）や、
1911 年の Max Walleser による無畏論チベット訳からの独訳が挙げら
れる。1990 年以前の先行研究を網羅した『梵仏論』には記載されてい
ない MMK に関する代表的な論文を紹介する。
・今西順吉[1988]「
『中論』の原典について」は韻律を中心として『中
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まった翻訳としては『国訳大蔵経』の宇井伯寿訳、
『国訳一切経』の脚
注に収められている羽渓了諦訳、中村元[1980]、三枝充悳[1985][1991]
らの全体訳に渡邊照宏11、平川彰12、の部分訳がある。和訳以外には
K.Inada[1970]、Kalipahana[1986]、Garfield[1995]、Back[1997]の
全体訳と、P.Williams[1977] 、Wood[1994]らの部分訳の研究が挙げ
られ、Siderits & Katsura [2005/2006-2009]が発表した全体訳が最新
の成果と言える13。他にも多くの学者が MMK を中心として龍樹の思
想の研究を行っており、チベット僧侶による英訳や共訳がいくつか出
版されている14。このように多くの研究がなされているが、中論注釈
書の研究は上述の Pras を除いて尽くされているとは言い難い。
次に現存する『中論頌』注釈書を成立順に分類し簡単にまとめてみ
たい。

論頌』を検討しプラークリットの言語要素が残存していることと、韻
律上も古形が残っていることを指摘した。
・三枝充悳[1998][1999]「
『中論』における法」は、MMK 梵本中の
dharma の意味内容を検討し羅什が「法」と漢訳した言葉との比較対
照を試みたものである。
・斎藤明[2003b]「
『大智度論』所引の『中論』頌考」は、
『中論』と『大
智度論』所引の『中論頌』の偈頌が一致しないことを指摘し、羅什訳
といえども訳文の完成には複数の翻訳者が関わっていたことを証明し
た。
11 渡邊照宏[1982] 第 8 巻 第 17 章、第 19 章～第 21 章を欠く
12 『大乗仏典』pp.359-376
第 5 章、第 9 章、第 11 章～第 16 章、
第 20、21 章を欠く
13 奥住毅[1988]、本多恵[1988]による Pras の全訳がある。MMK 全
体が訳されているが Pras の研究は除外した。Pras の翻訳研究の
Bibliography は Kragh[2006]pp.30,31 の一覧表が有益である。
14 ・Khenpo Tsultrim Gyamtho The Sun of Wisdom Theaching on

the Noble Nagarjuna’s Fundamental Wisdom of the Middle Way
Shambhala 2003
・Geshe Sonam Rinchen How Karma Works Snow Lion Pub 2006
・Joseph Walser NAgArjuna in Context MAhAyAna Buddhism and
Early Indian Culture Motilal 2008 (Columbia Univ. Press 2006)
・Jan Westerhoff NAgArjuna’s Madhyamaka Oxford 2009
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・青目釈（
『中論』
）
：青目釋, 鳩摩羅什譯『中論』,
大正 30 巻 No. 1564．
・無畏論（Abh）
：MUlamadhyamakakArikAvRtti-AkutobhayA,
dbu ma rtsa ba’i ’grel pa ga las ’jigs med,
Derge No. 3829, Pek No. 5229.
・仏護註（BP）
：BuddhapAlita-MUlamadhyamakavRtti, BuddhapAlita.
dbu ma rtsa ba’i ’grel pa Buddhap'ali ta.
Derge No. 3842, Pek No. 5242.
これら 3 文献は、いずれも紀元三世紀から六世紀の間に書かれたも
のと考えられ『中論頌』全体に対する簡潔な注釈書である。中観派
を自称せず唯識批判を展開していないという点で初期の注釈文献に
位置付けられている15。
青目釈『中論』は、漢訳のみ保存され、他の二書とは異なり後に
アヴァローキタヴラタ（Avalokitavrata, ca.650-750）が『般若灯論
復釈』第 1 章で挙げる 8 つの注釈書に含まれない16。鳩摩羅什が訳
出していることから、龍樹造と伝えられる『大智度論』や『十二門
論』
、
『十住毘婆沙論』との用語の比較関係が可能であり、日本でも

15

斎藤明[1988]、三谷真澄[2001]
江島恵教[1980a]pp.16,17、
『梵仏論』pp.206,207 参照のこと。 ア
ヴァローキタヴラタについては、羽田野伯猷[1952]、梶山雄一[1979b]。
無畏論（Abh）を翻訳したジュニャーナガルバとルイゲンツェンによ
る奥書にも龍樹を含む 8 人の注釈者の名前が残されている。(Abh.
p.572 Derge:99a)
16

「ナーガールジュナと、学兄ブッダパーリタと、チャンドラキールティと、
デーヴァシャルマンと、グナシュリーと、グナマティと、スティラマティ
と、バーヴァヴィヴェーカという 8 人の註釈家たちによって作られた。」
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重んじられてきた17。また、青目と同じ時代に無着が『中論頌』注
釈書として作成したとされる『順中論』も現存する18。ただし、
『中
論頌』から順不同で計 55 偈を抜き出し注釈するもののため、本研
究では同列には扱わず、必要に応じて参照するにとどめる。
『無畏論』は、チベット訳のみ現存し、龍樹作と伝えられている。
しかし、龍樹の弟子に当たる聖提婆の『四百論』からの引用がある
ことや、チベット仏教の大学僧ツォンカパ（1357-1419）が龍樹自
注説を否定していることなどから、否定的な見方が強く 4 世紀後半
に成立したものと考えられている19。また『無畏論』と『仏護註』
は、第 23 章第 17 偈以下、同一のテキストであり、
『仏護註』が散
逸し、
『無畏論』から補われたと推測されている20。
また、ブッダパーリタ（BuddhapAlita 以下、仏護）による『仏護
註』も近年までチベット訳しか残されていなかったが、サンスクリ
ット断片がチベットの僧院から発見された21。仏護は『中論頌』の
論法を帰謬法（prasaGga-anumAna プラサンガ論法）によって注釈し
たことが最大の特徴であり、後にバーヴィヴェーカ（BhAviveka 以
下、清弁 ca.500-570）からの批判を受ける。しかし、仏護の説は月
青目に関する研究は、三枝充悳[1991]（上）pp.46-62、Bocking[1995]、
伊藤隆寿[2000]、五島清隆[2004],[2007]
18 般若流支訳『順中論』 大正 30 巻 No.1565
『順中論』に関する
研究は、中田直道[1977]、八力広喜[1979]、平野喜之[1997]、小川一
乗[2000]
19 斎藤明[2003c] 『無畏論』のテキストに関する研究は、前掲の
Max.Walleser[1911]、寺本婉雅[1937]、Huntington[1986]
龍樹作を否定的に見るのは、池田澄達[1932]pp.1-8、Lindtner[1982]
pp.15-16 note.33、
20 梶山雄一[1982]p.11、丹治昭義[1982]、斎藤明[2003]
21 Ye Shaoyong[2005],[2007],[2008] Ye は全 14 フォリオの写本が発
見され、3 フォリオが『中論頌』
、11 フォリオが BP であることを明ら
かにしている。部分的であっても『中論頌』のサンスクリット写本が
単独で発見されたのは初めてのことであり、公開と研究の進展が望ま
れる。
17
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称に擁護されることから権威づけられ、後代のチベット人僧侶によ
って中観帰謬論証派の祖として仰がれることになる22。仏護の生没
年に関しては、従来 470-540 年が想定されていたが、ツルティム・
ケサン[1991]は、煩悩障、所知障と人無我、法無我を判定基準とし
て仏護 230-330 年、
『無畏論』の著者は 260-360 年を想定している。
次に中期中観派に位置付けられる注釈書を紹介する。
・清弁 BhAviveka：PrajJApradIpamUlamadhyamakavRtti （PP）
Derge No.3853,Pek No.5253
：波羅頗蜜多羅訳『般若灯論釈』大正 30 巻 No.1566
・安慧 Sthiramati：法護訳『大乗中観釈論』 大正 30 巻 No.1567
・月称 CandrakIrti：PrasannapadA （Pras）PrasannapadA of CandrakIrti,
MUlamadhyamakakArikAs de NAgArjuna avec la
prasannapadA commentaire CandrakIrti. Bibliotheca
Buddhica4,1977
清弁が著した PP は dbu ma pa=中観派(MAdhyamika)と自らの立場
を初めて明確にしている注釈書である。チベット訳と漢訳が残り、こ
れまでの中論注釈書と比べて体系的で緻密なものとなっている。最大
の特徴は論証方法に推論式を取り入れていることであり、仏教内外の
諸派を批判し唯識説の論難を繰り広げる。さらに PP にはアヴァロー
キタヴラタの逐語的な注釈（＝復注）が残されており、現在 PP の読

22

仏護の論証の特徴を prasaGga-vAkya と最初に呼んだのは、月称であ
るから（LVP p.15,1、p.36,13）
、チベットの宗義書文献や歴史書には、
月称を帰謬論証派の祖とする伝承もある。中観派の分派については松
本史朗[1980b]、梶山雄一[1982]、長嶋潤道[2006]に詳しい。
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解においては、復注の解読が必須である23。
また、瑜伽行派の論師として著名な安慧（ca.510-570）も漢訳のみ
が現存する中論注釈書『大乗中観釈論』を著した。そこには PP にお
ける推論式の批判が繰り広げられている24。
『中論頌』全編に注釈して
いるが、大正蔵には第 13 章までしか収録されず、残りの第 14 章から
第 27 章までは『卍字続蔵経』
（26-1）に収められている。そういった
事情もあり、データ分析、研究の遅れをとっている注釈書である25。
『プラサンナパダー』
（以下、Pras）は 16 種類以上のサンスクリッ
ト断片が発見されており、部分的なものを含めて 7 本以上の校訂本が
存在する26。漢訳は存在しないが、ニマタク（Ji-ma grags 1055-）に
よる精度の高いチベット訳が残る27。月称は多くの注釈書を残してき
た人物で、Pras の中で多くの論点を先行して著した『入中論』に委ね
ることがある。Pras の研究は先に記したとおり、各章で LVP を越え
る校訂出版が進んでおり28、今後『入中論』とも併せて研究の進展が
望まれる29。

PrajJApradIpa-TIkA :zhea rab sgron ma rgya cher ’grel pa Derge No.
3859, Pek No. 5259
24 梶山雄一[1963]、上山春平・梶山雄一[1969]p.166
25 『大乗中観釈論』を中心に扱った研究として、月輪賢隆[1928]があ
る。
26 『梵仏論』pp.237-242 に詳しい。
27 ニマタクについては、斎藤[1987a]、D.S.Ruegg[2000a]pp.159,160、
Kragh[2006]pp70-73
28 Kragh[2006]は、Pras 第 17 章第 1 偈から第 20 偈を再校訂した。
YONEZAWA[1999-2010]は、12 世紀ごろのチベット人翻訳官ダルマ
タク作とされる LakSaNaTIkA （Pras を部分的に抜き出して説明を加え
る書物）を Pras と対応させて LVP の修正点を発表した。
29 『入中論』は、330 の偈頌と自注からなる月称の代表的な著作。
『十
地経』に基づく十地に第 1～10 章を対応させ、第 11 章に菩薩地の功
徳、第 12 章に仏地の功徳をあてて結ぶ全 12 章である。ただし、異本
23

madhyamakAvatAra-kArikA (Pek No,5262 Derge No,3861)は 11 章立
てで、小川一乗[1976]は第 11 章に菩薩地の功徳と、仏地の功徳、結び
を含めて考えており『入中論』全 11 章立てを支持する。
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第3節

『中論頌』の構成と先行研究

第 1 項『中論頌』の構成
さて『中論頌』
（MUla-madhyamaka-kArikA）の書名は、第 24 章第 18
偈に現れる madhyamApratipad
（中道）
に由来するという30。斎藤明[1988]
は中論注釈書に頻出する madhymaka と mAdhyamika の語形に関して分
析を加え、
「中」という学説を指すのか、あるいはその信奉者ないし学
派を表わすのか、近代の諸学者の理解が異なることを指摘している31。

Pras や『空七十論註』、『四百論註』といった月称の著作を見ると、
madhymaka は『中論頌』に説かれる中道説を指し、mAdhyamika が信
奉者ないし学派を表わしたとする。さらに、月称の時代には
madhymaka-CAstra という用語が「龍樹の諸論書」を指し、必要に応じ
て『根本中論』MUlamadhyamakaCAstra と呼ばれたと結論付ける。
ここで、MMK の章題を掲げておく32。タイトルによってどこで何
が主題とされているか理解の助けとなると考えるからである。
【表５】
Chap

MMK（LVP）

MMK 和訳（三枝[1985]）

1

pratyayaparIkSa

縁の考察

2

gatAgatagamyamAnaparIkSa

行かれた所、まだ行っていない所、

（gatAgataparIkSa）

今行きつつある所の考察

30

『中論』
觀因縁品

觀去來品

三枝充悳[1997]p.134
諸学者の理解が異なる原因は、LVP の表紙の
「MUlamadhyamakakArikAs（MAdhyamikasUtras）
」という標記にある。
チベット訳からは Pras の各章コロフォンにある通り
MAdhyamikasUtras ではなく MadhymakavRtti と読むべきであると斎藤
明[1988] n.29 は指摘する。
32 MMK と LVP の章名が異なる箇所のみ LVP をカッコに入れる。三
枝充悳[1985]は LVP の章題を採用している。右端列は羅什訳出のタイ
トルである。複数の注釈が異なる章名の示すことについては山口益
[1944]pp.3-6、三枝充悳[1991]pp.35-40
31
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(去ることと来ることとの考察)

AyatanaparIkSa

処の考察

（cakSuradIndriyaparIkSa）

(眼などの認識能力（根）の考察)

4

skandhaparIkSa

集合体（蘊）の考察

觀五陰品

5

dhAtuparIkSa

要素（界）の考察

觀六種品

6

rAgaraktaparIkSa

貪りと貪る者との考察

觀染染者品

7

utpAdasthitibhaGgaparIkSa

生住滅の考察

（saMskRtaparIkSa）

(つくられたもの（諸現象、有為）の考察)

8

karmakArakaparIkSa

行為（業）と行為者（作者）との考察

9

upAdAtrupAdAnaparIkSa

取者と取との考察

（pUrvaparIkSa）

(先行するものの考察)

10

agnIndhanaparIkSa

火と薪の考察

11

saMsAraparIkSa

輪廻の考察

（pUrvAparakoTiparIkSa）

(〔輪廻の〕前後の究極の考察)

12

duHkhaparIkSa

苦の考察

13

tattvaparIkSa

真実の考察

（saMskAraparIkSa）

(〔潜在的〕形成作用（行）の考察)

14

saMsargaparIkSa

結合の考察

15

bhAvAbhAvaparIkSa

有と無との考察

（svabhAvaparIkSa）

(自性（固有の実体）の考察)

16

bandhanamokSaparIkSa

繋縛と解脱との考察

觀縛解品

17

karmaphalaparIkSa

業と果報との考察

觀業品

18

AtmadharmaparIkSa

我と法との考察

（AtmaparIkSa）

(アートマン（我、主体）の考察)

19

kAlaparIkSa

時の考察

20

hetuparIkSa

原因の考察

（sAmagrIparIkSa）

(集合の考察)

3

觀六情品

觀三相品

觀作作者品

觀本住品

觀燃可燃品

觀本際品

觀苦品

觀行品

觀合品

觀有無品

觀法品

觀時品

觀因果品
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21

saMbhavavibhavaparIkSa

生成と壊滅との考察

觀成壞品

22

tathAgataparIkSa

如来の考察

觀如來品

23

viparyAsaparIkSa

顛倒の考察

觀顛倒品

24

AryasatyaparIkSa

聖なる真理（四聖諦）の考察

觀四諦品

25

nirvANaparIkSa

ニルヴァーナ（涅槃）の考察

觀涅槃品

26

dvAdaCaGgaparIkSa

十二支（縁起）の考察

觀十二因縁品

27

dRSTiparIkSa

誤りの見解の考察

觀邪見品

偈頌

447 偈

総数

（『龍樹論集』では 449 偈）

MMK は、全体を 447 偈とするが、『龍樹論集』解題では帰敬偈をカ
ウントして 449 偈と理解する33。

第2項

『中論頌』の先行研究

MMK の研究は、研究者の数だけ切り口が存在する。上記のタイト
ルだけを見ても多くの主題が存在することが明らかである34。では、

de Jong[1977]は『中論』の帰敬偈が本来の『中論』に含まれてい
なかったとしてテキストから除いている。また、三枝充悳は「龍樹の
帰敬偈について‐帰敬偈成立史論」
（三枝充悳[1997]所収）において「帰
敬偈は龍樹が中論を完成した後に作成し、翻って中論の冒頭に掲げた
（前掲書 p.172）
」と結論付けている。なお、LVP は 448 偈とするが、
MMK では LVP の第 3 章第 7 偈を採用しない。MMK p.ⅹⅳ
34 三枝充悳[1985]巻末には『中論頌』
（MMK）に限定した論考は、和
文約 150 本、欧文 30 本余りの参考文献表がある。
『梵仏論』pp.189-203
には、MMK を中心とした中観思想の和文 180 本、欧文 140 本の論文
が網羅されている。翻訳を除き『中論頌』
（MMK）を中心とした研究
で、本論と関係する欧文論文は、
GOSHIMA[2008], Hayes[1994], KATSURA[1993][1997a][1997b],
MacDonald[2000] [2003][2007],Oetke[2007], Pind[2007],
Ye[2005][2007b], Ruegg [2000b],
33

445 偈
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従来の研究は MMK から龍樹をどのように評価してきたのだろうか。
20 世紀前半には、龍樹は否定的ニヒリストや神秘主義者といった評価
が近代ヨーロッパの学者を中心に展開されたが、現在その様な見解は
ほとんど見られなくなった35。
インド哲学を研究する際に西洋哲学との比較を試みる方法をとった
先鋒であり、龍樹を新カント派絶対主義者と位置付けていたシチェル
バツキー（Theodor Ippolitovich Stcherbatsky 1866-1942）は、
『大
乗仏教概論』で龍樹の空性理解の問題を取り上げている。シチェルバ
ツキーは「初期仏教の中心概念はダルマの多元性で、大乗の中心概念
は、ダルマの相対性（空性）である」という36。また「空性」を「相
対性」と理解する根拠は、MMK 第 24 章第 18 偈とその注釈（Pras）
にあり、空性を虚無論と考えることは、MMK 第 24 章第 7 偈を根拠
に空を正しく理解することができていないと述べる37。このようなシ
チェルバツキーの説は空と無を峻別する際の 1 つの回答として、広く

書籍は Ruegg[2000a], Kragh[2006], Wood[1994], Walser[2005],
Westerhoff[2009],
35 龍樹をニヒリスト（虚無主義者）と位置付ける西欧の学者は、シチ
ェルバツキー[1927]pp93-99 に詳しい。なお、神秘主義者という指摘
はシチェルバツキー、シャイエル、ラーダークリシュナン、エドワー
ド・トマスなどである。梶山雄一も MMK 第 18 章に表れる三昧への
言及から龍樹が神秘主義者である面を否定しない。三枝充悳は、龍樹
が神秘主義者であると主張する説の根拠「直観（intuition）」を否定
する立場をとる。シチェルバツキーやシャイエルの主張する「直観
（intuition）
」は山口益[1951]p.48 によると prajJA に相当する。しか
し三枝は MMK において prajJapita という動詞はあっても prajJA は用
いられていないので「直観（intuition）
」という語をもって龍樹の特
徴をつかむことはできないという。
36 Stcherbatsky [1927] シチェルバトスコイ・金岡秀友訳『大乗仏教
概論』p.106
37 MMK 24.7
これに対して、われわれは答える。君は空であるときの（すべてのも
のの）有用性と、空と、空の意味とを知らない。それゆえ、このよう
に悩まされるのである。 （斎藤明[2004]p.88）
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学界に受け入れられた38。しかし、空性を Relativity（相対性）と訳
すことには批判がなかったわけではない。上田義文や田中順照は、龍
樹の説く空は単なる相関関係ではないといい39、三枝充悳も空も縁起
も共に「相対性」と訳すことは混同に当たると指摘し認めていない40。
また MMK で多用される否定論法も龍樹の特徴であり、MMK 研究
の 中 心 的 な 主 題 で あ る 。 ロ ビ ン ソ ン は 、「 成 り 立 た な い （ na
upapadyate）」、「不合理である（na yujyate）」、「誤りにおちいる
（prasajyate）
」が MMK 中、多くの偈頌で使用されていることを指
摘している41。梶山雄一は MMK の論理形式について「龍樹が自己の
理論を主張するよりも他者の理論を批判することに専心したから三段
論法を多用することはない」といい、「p ならば q、そして p、ゆえに
q」という仮定的論証と、ディレンマ、四句分別が龍樹の論証方法の
中心であるという42。ただし、
「眼はそれ自体を見ない。（眼が）それ
自体を見ないときに、どうしてそれ以外のものを見るであろうか（梶
山雄一訳 MMK 3.2）
」のような否定形の破壊式で表わされるものが多
いという43。また、桂紹隆は龍樹の論法を評して次のようにまとめる44。

（１）まず、テトラレンマ（四句分別）などを用いて、ある事項に
関するすべての理論的可能性を枚挙する。
（２）さらに、そのいちいちの場合を検討して、すべてに論理的誤
宇井伯寿は「流石に優れた理解を示すもの」
（
『仏教思想研究』p.496）
、
宮本正尊は「龍樹の空観研究として有益である」
（
『根本中と空』
p.545.n.2）と空＝相対性に賛同する。
39 上田義文[1958]p.268、田中順照[1953]
40 三枝充悳[1997]p.103
41 Robinson[1967]pp.50-58
42 上山・梶山[1969]p.133
43 桂紹隆[1998]pp.155-167 は、破壊式の論理形式を「破壊的ディレン
マ」
「破壊的トリレンマ」と呼び、
『ヴァイダリヤ論』では「帰謬法」
や「破壊的トリレンマ」が用いられていることを詳細に紹介する。
44 桂紹隆[1998]p.197
38
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謬を指摘する。
（３）結論は、当該事項はあらゆる概念的思惟や言語的多元性の把
握を超えており、本質をもたず「空である」ということにな
る。
現在、以上の先行研究を踏まえると、第 24 章第 18 偈で明らかな空
性理解や、破壊式を多用し他者の理論を批判することを理由に、龍樹
が虚無論者であるとする指摘は首肯できない。『廻諍論』（vv69cd
CUnyatAvAdinAM）や『ヴァイダルヤ論』
（冒頭 stong pa nyid du smra
ba rnams kyis）で、龍樹は自身を含む複数の人を指して「空性論者」
と自称している45。また MMK 第 18 章「我と法との考察」第 7 偈に
対する注釈には、
「中観論者はすべてをないものにしてしまうから、虚
無論者と区別はない」と非難するものに対して、仏護、清弁、月称の
それぞれの注釈者は論陣を張っている46。
すでに先行研究でも明らかにされているが、おそらく龍樹が破壊式
を用いて批判する相手は、アビダルマの仏教とニヤーヤ・ヴァイシェ
ーシカ学派の哲学である47。MMK で龍樹が展開するアビダルマ批判
は各章に横断的に存在するが、顕著なものは、MMK 第 24 章第 7 偈
の空の理解に表れている。

これに対して、われわれは答える。君は空であるときの（すべて
のものの）有用性と、空と、空の意味とを知らない。それゆえ、
このように悩まされるのである。
45

龍樹のが空性論者と自称することと、仏護が縁起論者を自称するこ
とは、斎藤明[2001a]に詳しい。
46 清弁の説は『世界の名著
大乗仏典』所収 梶山雄一訳『知恵のと
もしび』第 18 章和訳 pp.320,321
47 ニヤーヤ、ヴァイシェーシカ、サーンキャ等の体系原理に対する批
判は、MMK より『ヴァイダルヤ論』
『廻諍論』に顕著である。上山・
梶山[1969]pp.90-93、桂紹隆[1998]pp.148-211
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（斎藤明[2004]p.88）

しかし、その空に執着することは許されない。誤って見られた空性
は、誤って認識されたヘビや、誤って修められた呪術と同様であると
し（24.11）、その様な理解をするものたちに対して、釈尊はダルマを
説示することをためらったという（24.12）。また、空とすら主張しな
いことが空の意味である（22.11）、とも言われている。端的には、ダ
ルマの体系はアビダルマの解釈ではなく、縁起によってのみ説明が可
能であり、縁起は空性によって理解されなければいけないことを主張
した。
龍樹は空性を説いているのであって、無を説いているのではない48。
無は執着の一辺であるところの断滅論であり否定される49。空性なる
ものにのみ、あらゆる働きが可能になることは第 24 章第 14 偈に述べ
られている。

空が妥当するものには、すべてが妥当する。空が妥当しないもの
には、すべてが妥当しない。
（斎藤明[2004]p.90）

空性に於いて初めて正当に言葉が成り立ち、一切が縁起的に成り立

48
49

中村元[1994]p.31
MMK 15.11

asti yaddhi svabhAvena na tan nAstIti CACvatam |
nAstIdAnIm abhUt pUrvam ity ucchedaH prasajyate ||15.11||
およそ自性としてあるものは、存在しないのではないと考えて、常住
（論）が結果として生じ、過去にはあったが、現在は存在しないとい
って、断滅論が結果として生じるからである。長尾雅人訳『世界の名
著２』p.282
本体として存在するものは非存在とはならない、というのは常住者（の
見解）であり、前には存在したがいまは無いというのは断滅性（の見
解）となってしまおう。梶山雄一訳[1969]『仏教の思想』p.160
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つ。龍樹の言う縁起とは何かというと、帰敬偈で押さえられているよ
うに不生不滅、不常不断、不一不異、不来不去の「八不」と見ること
ができる50。

〔もろもろの存在（諸法）は〕滅することなく、生ずることなく、
断滅することなく、常住でなく、同じものでもなく、異なるもの
でもなく、来ることなく、去ることがない、
〔という、そういう〕
戯論の鎮まった、吉祥なる縁起を説示した、完全に覚った人（ブ
ッダ）に、もろもろの説法者の中の最も勝れた人として、私は礼
拝する。
（五島清隆[2009]）
訳者の五島清隆は、この帰敬偈から次の 3 つのメッセージを読み取
る。
第 1 「縁起」は「不生・不滅」などの「八不」で説明されること。
第 2 「縁起」は「戯論の鎮まった」「吉祥なる」ものであること。
第 3 「縁起」は「仏所説」であること。
そしてそれぞれを「縁起の内容」
、「縁起の目的」、
「縁起＝仏説」と
し、
「縁起とは空性であり、仮説されたものであり、中道である」とい
う第 24 章第 18 偈を「縁起＝空性」と設定して MMK における縁起の
4 つの側面という作業仮説を立てている。仏所説である縁起は十二支
縁起として第 26 章にも取り上げられる。また、仏に帰依することが
最終偈にも繰り返し説かれており、一切見を断じた仏陀に礼拝すると
説かれているのである。
帰敬偈では縁起を説示した仏陀に、最終偈では一切見を断じた仏陀
に帰依するという姿勢が明確にされており、
「縁起の側面を理解するこ
と」と、「断じるべき一切見を理解すること」を両輪とすることで、

50

安井広済[1970]pp.107-151、五島清隆[2009]、立川武蔵[2010]
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MMK の思想が解明されると考えることができる。
本研究は、後者の「断じるべき一切見を理解すること」の見（dRSTi）
に着目しながら、『中論頌』全体における「見 dRSTi」を考察するもの
である。本論第 2 章からは、これまで見てきた龍樹以前の dRSTi 理解を
踏まえて、
龍樹が MMK で dRSTi を用いた箇所を検討することにしたい。
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第2章

『中論頌』第 13 章
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第1節

第 8 偈（sarvadRSTi. CUnyatAdRSTi）

『中論頌』
（MUlamadhyamakakArikA , 以下 MMK）には、阿含・ニカ
ーヤ文献からの影響が見られる。それは、 MMK 第 15 章第 7 偈で

KAtyAyanAvavAda（『迦旃延経』）を取り上げていることなどから明らか
であり1、龍樹が仏説を正しく伝える意図をもって MMK を著したこ
とは、従来の研究においても注意されてきた。しかし一方で、大乗経
典と MMK の著者龍樹との関係については、「ナーガルジュナは、般
若経が示そうとした「空の世界」に論理を与えた」という説以外にほ
とんど明らかではない2。この点に関して、梶山雄一は「大乗経典と龍
樹」という論考で、次のように指摘している。

従来、龍樹の思想研究は、彼の諸著作、とくに『中論』を、それ
に対する後代の注釈書とともに研究し、龍樹思想の構造を分析す
る作業を中心として行われてきた。もとよりその作業は基本的な
ものであるけれども、それとは別に、龍樹の思想をそれに歴史的
に先行する大乗経典の思想という背景のうえに浮き彫りにする
必要がある3。
以下、本章では、MMK 第 13 章における「見（dRSTi）」の用法を検
討する。そこで従来の MMK の研究で指摘されてこなかった『大宝積
経 迦葉品』（Kāśyapaparivarta 以下、『迦葉品』）が、MMK に影

1

kAtyAyanAvavAde cAstIti nAstIti cobhayam |
pratiSiddhaM bhagavatA bhAvAbhAvavibhAvinA || 15.7 | |

カーティヤーヤナへの教えにおいて、「有り」と｢無し｣という両者が、存
在と非存在を熟知する世尊によって論破された。 SNⅫvol.2, pp.16-17

KaccAyanagotta, NidAna-saMyutta , 15.
2 『大乗仏典 14 巻
龍樹論集』pp.419-420、立川武蔵[1994a] p.11
3 梶山雄一[1975]
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響を与えている一例を明らかにしたい4。
なお MMK 全体で、dRSTi の複合語は 3 箇所に限られている5。その
うち、MMK 第 13 章第 8 偈には「sarvadRSTi」
「CUnyatAdRSTi」2 つの複
合語が用いられており、MMK における dRSTi の意味するところを明ら
かにするにあたって当該偈頌の分析が不可欠である。
龍樹は MMK 第 13 章第 8 偈で、

CUnyatA sarvadRSTInAM proktA niHsaraNaM jinaiH /
yeSAM tu CUnyatAdRSTis tAn asAdhyAn babhASire // 13.8
空性はすべての見解から解放する手段であると諸仏は説かれた。
しかし、空見をもつものたちは、不治であるとも述べられた。

諸仏が、空性はすべての見解から解放する手段であることを説いたと
いい、空見を持つ人々は不治であるという。CUnyatAdRSTi（空見）とい
う複合語は MMK 全体でこの偈頌にのみ用いられる語で、この文脈だ
けで龍樹の意図を知ることは難しい6。前の偈との関係を見ると、第７

本章は、第 59 回日本印度学仏教学会学術大会発表原稿（2008 年）、
および拙稿[2009a]を元に加筆修正を行ったものである。なお、『中論
頌』第 13 章第 8 偈と『迦葉品』の関係は五島清隆[2008]note3、
[2009]note24 によっても指摘されている。
5 CUnyatAdRSTi
第 13 章第 8 偈、sarvadRSTi 第 13 章第 8 偈、第 27 章第
30 偈
6 CUnyatAdRSTi は「空性見」と訳すべきかもしれないが、本稿は空見
（CUnyatAdRSTi）の理解に関する先駆的な研究、中村元「中道と空見」(『結
城令聞博士頌寿記念 仏教思想史論集』1964 所収) に基づいて展開さ
せたものであるから中村訳に従って「空見」としている。なお、
『望月
仏教語辞典』に「空見」は śūnyatādṛṣṭi の訳語として挙げられており、
『瑜伽師地論』が典拠となっている。しかし『瑜伽師地論』で玄奘が
「空見」と漢訳する原語は nAstikavAda（虚無論者）であり、『瑜伽師
地論』中に CUnyatAdRSTi の用例はない。したがって『瑜伽師地論』の空
見と『中論頌』で用いられる CUnyatAdRSTi とを関連付けることはできな
いと本稿では考える。
4
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偈で空なるもの（CUnyam）が存在しないことを述べており、第 8 偈の
ab 句では空性はすべての見解から解放する手段であると端的に説く。
その上で龍樹は「空見を持つもの」は「癒し難く」
「不治」であるとい
うことをいう。
先行研究は CUnyatAdRSTi を次のように翻訳する7。
諸勝者は、一切見を離るることは空性なりと説く、併しながら空
性の見を有する人は治癒すべからずと説ける。
（荻原雲来［1938］）
一切の執着を脱せんがために、勝者（佛）により空が説かれた。
しかるに人がもしも空見をいだくならば、その人々を「何ともし
ようのない人」とよんだのである。
（中村元[1980]）
諸々の勝者〔＝佛〕は、空性とは一切の見を捨て去ることである
と説かれた。しかるに、空性の見のある者らは不治である、と述
べられた。
（斎藤明［1982］）
空であること（空性）とは全ての見解の超越であると、もろもろ
の勝者（佛）によって説かれた。しかるに、およそ、空性という
見解をいだく人々〔がおり〕かれらは癒し難い人々であると、〔も
ろもろの勝者は〕語った。
（三枝充悳［1984］）
あらゆる邪見を超越することが空である、と勝者（仏陀）たちに
よって説かれ、これに対して、もし空見をもつ人たちがあるなら
ば、かれらは不治者である、と示された。（瓜生津隆真［1985］）
7

和訳以外の訳語は次の通り。
・Richard. Hubert.Jones, 1978: The nature and function of
nAgArjuna's arguments, Philosophy East&West 28-4 p.485「hold
voidness」
・Ruegg, D.S. 1989: Buddha-nature, Mind and the Problem of
gradualism in a Comparative Perspective , London p.43「the
dogmatic view of emptiness」
・Hoornaert, Paul. Roland. 1991: A Study in Mahayana Thought

–The Controversy Between The Madhyamaka and The Yogacara-,
TohokuUniv.

p.702「Emptiness as a substantial entity」
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諸訳は「空性の見」
「空見」と訳し、その性質をもつ人々は治癒し難
いことを言う。もちろん空性が誤った見解であると述べているのでは
ないと考えられる8。では、どのような状態を空見と呼び、どのように
この偈頌を理解するのかというと、中村元[1964]は空見に 2 種の解釈
が可能であるという結論をすでに出している。その論旨を次にまとめ
てみたい。
中村元[1964]は、『中論頌』第 13 章第 8 偈に対する月称の注釈

PrasannnapadA（Pras）を根拠に「空は一切の見を滅すことであるにも
かかわらず、その空を有（bhava）と解することが空見である」とい
う9。一方、空見とは空を無の意味に解すること、すなわち「無に執着
すること」とも解釈できるという。その根拠は Pras と『大智度論』に
求められるといい、
「空見とは本来、非有非無の意味であるはずの空を、
有の意味に解すること、
無の意味に解することの 2 種が存在するのだ」
とまとめた。

8

karmakleCakSayAn mokSaH karmakleCA vikalpataH |
te prapaJcAt prapaJcas tu CUnyatAyAM nirudhyate ||18.5||
業と煩悩の止滅によって解脱がある。業と煩悩は思惟分別より生じる。
それらはプラパンチャ（戯論）による。プラパンチャは空性によって
滅せられる。 (桂紹隆[1998] p.144)
sarvaM ca yujyate tasya CUūnyatA yasya yujyate |
sarvaM na yujyate tasya CUnyaM yasya na yujyate ||24.14||
空が妥当するものには、
すべてが妥当する。空が妥当しないものには、
すべてが妥当しない。（斎藤明[2004]p.90）
9 第 13 章第 8 偈注釈
(Pras: p.247, 3) 訳は中村元[1964]より。
sarveSAm eva dRSTikRtAnAM sarvagrahAbhiniveCAnAM yan niHsaraNas
apravRttiH sA CUnyatA.
すべての見によって作られた執着を脱すること、つまり、はたらかないこ
とが空である。

(Pras: p.248, 1-2)
evaM yeSAM CUnyatAyAm api bhAvAbhiniveCaH kenedAnIM sa teSAM tasyAM
bhAvAbhiniveCo niSidhyatAm iti.
だれにでも空性に対してさえも、有の執着が存するならば、いまや誰によ
ってその人々の、空性に対する有の執着が否定できようか。
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ここで「空見は 2 種の意味がある」という中村説の結論に注意した
い。なぜならこの結論は Pras と青目釈『中論』、
『大智度論』から導き
出されたものであり、月称、青目以外の中論注釈者が、空見をどのよ
うに定義しているのかは示されていないからである。したがって、他
の中論注釈書が空見をどう解釈したのかという問題は残されており、
月称の空見解釈についても Pras のみならず、主著『入中論』を含めて
再検討する余地があると思われる。
したがって次節では、中論注釈者の空見解釈の整理を行う。また、
「空見」（CUnyatAdRSTi）は、『中論頌』成立以前に編纂されたと考え
られる経典にも使用例がある。特に Pras で教証として引用される『迦
葉品』「我見須彌山」のたとえの意味と、その用法を明らかにするこ
とによって、龍樹の空見理解を再考する。
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第2節

注釈書の理解

前節に取り上げた中村説の「空を有と解釈すること」の根拠となった
月称の注釈 Pras は、次のように注釈する。

本論においては、まさに、すべての見解に由来するもの、すなわち、
すべての執着の離脱、つまり起こらないことが空性である。そして、
見解に由来する（執着の）単なる止滅は有ではない。しかし、その
空性さえも有と執着する者達に対して私たちは、語りかけない。ゆ
えに、私たちの（空性の）教えにより、すべての分別を離れること
により、どうして（彼らに）解脱があろうか。
「わたしはあなたに何
も商品を与えないだろう」と言われた人が、
「おお、あなたは、その
何もないという名の商品を私に下さい」と言うならば、どのような
手段によって彼に（商品の）無を理解させることが可能だろうか。
同様に空性に対しても、有という執着を持つ者達のかの有という執
着は、いま何によって否定することができようか。それゆえに、優
れた薬にも病因という観念があるから、最上の薬師、大医、如来方
によって、まさに彼らは拒絶される。

（PrasannapadA p.247, 3 - p.248, 3）
ここには、月称の空性理解が示されている。空性とはすべての見解に
由来する執着を離脱させるものであると述べる。①全ての見解は執着
を生み出す。②執着から離れる手段として空性を説く。という流れの
理解が説かれている。空性を有と執着する者たち、つまり空見者を「無
い」という商品を求めるものに喩えて非難する。そして、直後に教証
として『迦葉品』§64,65 を引用する。そこには「空見」という語が
使用され、かつ「空見を持つものは不治である」という表現があるか
らである。

76

カーシャパよ、観念に固執するものをすべて（自由な境地へ）出
離させるのが空性である。しかるに、カーシャパよ、もしその空
性をこそ観念化するものがあるならば、彼こそは癒すことができ
ない者、と私は呼ぶ。そのことについて、次の詩頌がある。
たとえば、医師が病をしずめるために、人に解毒剤を与えると
しよう。（その解毒剤が）さまざまな病因を除いたのちも外へ
出て行かないならば、それが原因となって（病気は）治癒しな
い。
（『迦葉品』§65 KP p. 97.『大乗仏典 9 巻 宝積部経典』長尾訳 p.56）
このように MMK 第 13 章第 8 偈を注釈する際に月称が当該の『迦
葉品』に言及していることは、よく知られているが、以下で Pras よ
り前に成立した注釈が第 13 章第 8 偈をどのように理解していたのか
を検討したい。なぜなら、現存の MMK は Pras から抽出したもので
あり、Pras に保存されている MMK と、龍樹の MMK とが全く同じ
とは限らない。龍樹の意図に近づくために、どうして空性はすべての
見解から解放する手段で、空見をもつものはどうして不治なのかを

Pras 以前に成立した『中論頌』注釈書の理解に求めることにしたい。
現存する注釈書のなかでも成立時期が比較的早い青目釈『中論』と
『無畏論』
（Abh）と『順中論』、
『仏護註』
（BP）を順に見てゆく。こ
れらはおよそ後 5 世紀までに成立したと考えられる。
青目釈『中論』は、

大聖が空の法を説けるは、諸見を離れんが為めの故なり。
若し復た空有りと見れば、諸仏の化せざる所なり。
大聖は六十二諸見、及び無明愛等諸煩悩を破せんが為の故に空を説く。
若し人、空に於いて復た見を生ぜば、是の人は化すべからず。譬えば
病有りて薬を服するを須いれば治すべく、若し薬復た病と為らば、則
ち治すべからざるが如し 。
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（『中論』大正 30 巻. p.18c）

偈頌の諸見を『梵網経』の六十二見や諸煩悩と理解し、それらを破
する為に空性を説くと理解している。また CUnyatAdRSTi を「空を有る
と見れば」と翻訳し、その例えとして、
「病は薬で治るが、薬が原因で
病となれば、それを治す薬はない」という。この文脈の典拠は明記さ
れていないが、明らかに『迦葉品』§65 と内容が一致する 10。無畏に
よる注釈とも、龍樹自注とも伝えられる Abh には、
諸仏、世尊方は、空性はすべての見解の対治となるものだから、
一切の見解から解放するものであるとおっしゃって、空性である
という見解をもつ彼らは癒すことができないと説いた。すなわち、
修行者の頭上における髑髏の飾（thod pa *kapAla）のようなもので
ある11。
偈頌を逐語的に繰り返すのみで、ほとんど解釈を加えていない。 Abh
に典型的な比喩表現、顛倒を意味する「髑髏の飾りの喩え」があるの
みである12。なお、Abh は JJAnagarbha と Klu’i rgyal mtshan によっ
10

『大宝積経 迦葉品』§65「薬と病の喩え」は全ての異本に収めら
れていることから、
『迦葉品』成立当初から存在する古形の譬えであっ
たことが判明している。
『大乗仏典 9 巻 宝積部経典』解説 pp.349-355
を参照。
11 sangs rgyas bcom ldan 'das rnams kyis stong pa nyid ni lta ba
thams cad kyi gnyen por gyur ba yin pa'i phyir lta ba kun las nges
par 'byin pa yin par gsungs pas/ gang dag stong pa nyid du lta ba de
dag ni bsgrub tu mi rung ba nyid yin par gsungs te/ bsam gtan pa'i
mgo la thod pa bzhin no //（AkutobhayA, Derge:No.3829. tsa 59a2-3）
12 Abh 各章の末尾に簡明な比喩が説かれている事は、斎藤[1989]に詳
しい。髑髏の飾りの譬えは、顛倒を表す譬えとして、この第 13 章と
第 23 章にあるが Abh だけでは文意が不明である。チャンドラキール
ティの『四百論註』第 8 章第 3 偈注釈が手掛かりとなる。「ある瞑想
家が、心が迷乱して｢私の頭には髑髏が付いている」という時、あるひ
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て 9 世紀にチベット語訳された。後述の仏護『根本中論註』、清弁の
中論注釈書 PrajJA-pradIpa（Praj）も同じ翻訳官によってチベット語に
訳されているため、第 13 章第 8 偈の偈頌部分に関しては、諸注釈書
の間に大きな異同はない13。
無着に帰せられる『順中論』は、他の注釈書のように逐語的注釈で
はなく、冒頭の造論の意図の直後に、第 13 章第 8 偈を引用する。

彼の善男子、善女人言さく。我れ色の無常、乃至、識の無常、苦、
無我等を知る。此の因縁を以っての故に。是れ相似般若波羅蜜なり。
是れ真實般若波羅蜜に非ず。
問うて曰く。若し色の空、無相、無願を説かば、云何が此の法唯是
れ相似のみにして、実の般若波羅蜜に非ざるや。此の三解脱は世尊
の所説にして、有為に非ざるが故に。云何が彼の空も亦た相似なる
や。
答えて曰く。取著を以っての故に。
問うて曰く。何れの法をか取著するや。
答えて曰く。色を取著し、空を取著するなり。若し取著有らば。云
何が是の般若波羅蜜を得ん。此の取著とは、豈に是れ見に非ざらん
や。一切諸見、皆、如來の空を説くに因るが故に断ず。又復た何れ
の人か即ち彼の空を見とせん。彼の人、復何れの法を以って対治せ
ん。唯だ二際無きのみ。是れ則ち能く除く。二際無きが故に、名づ
けて非際と為す。是の故に如来已に迦葉が為に是の如く説きて言さ
く。

とが彼に「これは君の頭から落ちたのだよ」と言って別の髑髏を放っ
た。これによって彼は「そうだったのか」と正気になる。妄分別を消
し去ったためである」斎藤明訳
すなわち、思い違いを示す譬えとして用いられていたことが分かる。
13 チベット語訳として現存するインド撰述の中論注釈書のうち月称
の Pras だけがニマタク（Ji-ma grags, 1055-）による校訂である。
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一切諸見、空を見て出づるを得、若し人、空を取して、空におい
て見を生ぜば、我救ふに能わず。
此の義を以っての故、師（龍樹）、偈を説きて言さく
空は一切見に対す

是れ如来の所説なり

空に於いて見を生ぜば

彼則ち対治無し（13－8） 14

無着は、五蘊それぞれの無常、苦、無我などを知る善男子に対して、
その理解は真実の般若波羅蜜ではないと述べる。なぜなら、それらに
執着が残っている疑いがあるからである。色や、空に執着がなくなっ
てこそ真の般若波羅蜜であると言い、教証として『迦葉品』の一部と、
龍樹がその意味を反映させたとする MMK 第 13 章第 8 偈を引用する。
この記述から、執着と見解は等置され、見解は空性によって断ずるこ
とができるという構図が見出せる。また、空見が不治である理由とし
て、見解を断ずる空性に執着してしまう場合は対治できないからであ
るという。このように、比較的成立年代の早い注釈の中で『順中論』
が第 13 章第 8 偈は大乗経典の記述に基づいていることを指摘してい
る。
仏護（ca.470-540）『根本中論註』（BP）は次のように言う。

14

『順中論』（大正 30 巻 p.40b）

彼善男子。善女人言。我知色無常。乃至識無常苦無我等。以此因縁故。是
相似般若波羅蜜。非是真實般若波羅蜜
問曰。若説色空無相無願。云何此法唯是相似。非實般若波羅蜜耶。此三解
脱世尊所説。非有為故。云何彼空亦相似耶。
答曰。以取著故
問曰。取著何法。
答曰。於色取著。於空取著。若有取著。云何得是般若波羅蜜。此取著者。
豈非是見。一切諸見。皆因如來説空故斷。又復何人即見彼空。彼人復以何
法對治。唯無二際。是則能除。無二際故。名為非際。是故如來已為迦葉。
如是説言。
一切諸見。見空得出。若人取空。於空生見。我不能救。
以此義故。師説偈言
空對一切見 是如來所説 於空生見者 彼則無對治
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空性はすべての見解から解放する手段であると諸仏は説かれ
た。空見を持つものたちは、不治であるとも述べられた。13.8
仏という、如実知見のお方、慈悲の完成と結びつくお方々は、輪廻
に赴くもの達を哀れむがゆえに、
「空性は～」は、すべての空性の見
解、つまり、すべての執着から解放する手段であるとおっしゃる。
つまり、それ（空性）は、見解というすべての執着の否定をおっし
ゃるから、その（対論者の）「見解という執着の否定が実有である」
〔とする〕ことは不合理である。･･･
･･･空性とは言語表現のみであるということが理解できないので、
空性を実有であると見る彼らは、無明の大暗黒によって、智慧の眼
が覆われるので、治癒できるものか不治なるものかの分析について
大医王なる諸々の勝者は、彼らは不治なるものであるとおっしゃっ
たのである15。

「すべての見解」は「すべての執着」と言い換えられており、先の月
称の理解と等しい。空性が執着から解放する手段であるという点と、

BP : DergeNo.3842. tsa219b4-5, 219b7-220a1
rgyal ba rnams kyis stong nyid ni, ,lta kun nges par 'byin par
gsungs //
gang dag stong pa nyid lta pa, ,de dag bsgrub tu med par gsungs
// 13-8
rgyal ba yang dag ji lta ba bzhin du gzigs pa, thugs rje'i dam pa
dang ldan pa rnams kyis 'gro ba rnams la phan gdags pa'i phyir,
stong pa nyid ces bya ba ni stong pa nyid lta ba kun gyi chu srin
'dzin khri thams cad las nges par 'byin pa yin par gsungs te/ de ni
lta ba'i chu srin 'dzin khri thams cad bzlog par gsungs pas/ lta ba'i
chu srin 'dzin khri bzlog pa de ni dngos por mi 'thad do // ・・・
・・・gang dag stong pa nyid ces brjod pa tsam ma rtogs(gtogs?) pa'i
phyir/ stong pa nyid la dngos por lta ba de dag ni ma rig pa'i mun
pa chen pos blo gros kyi mig bsgribs pas bsgrub tu rung ba dang/
bsgrub tu mi rung ba'i dpyad pa smran pa chen po rgyal ba rnams
kyis de dag ni bsgrub tu mi rung ba nyid yin no zhes gsungs so /
15
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空性は言語表現としてのみ存在するのであって、仏を医者に譬え、空
性に執着するものが不治なるものであるという点は、
『迦葉品』と同内
容である。空性が存在すると考え、その存在に執着し、空性を理解す
るものたちを空見者としている。なお、近年発見されたサンスクリッ
ト写本に、第 13 章第 8 偈の断片が見られるが完全な形ではない16。
続 い て BP に 批 判 を 加 え 、 Pras に 先 だ っ て 著 さ れ た 清 弁
（ca.490-570）の注釈書 PrajJApradIpa（PP）を見てみよう。清弁はま
ず第 13 章造論の目的として、反論に答えることと、自立論証によっ
て、諸行は無自性であることを証明するということを宣言する17。そ
して、第 8 偈に対しては、造論の意図の通り、空性を実有と執着すべ
きでないことを注意している。

空性はすべての見解から解放する手段であると諸仏は説かれ
た。13.8ab
種々なる苦の種子なる「すべての見解」である。見解とは、執持と執
着とである。それらの種類は、有身見などである。それらの対治は内
空などである。広大な善根をつまず、意楽が成熟せず、深い〔無生〕
法忍を起こさず、道に通じていない、

空見を持つものたちは、不治であるとも述べられた。13.8cd
「これは存在する」と空性に執着する者たち、つまり「下剤薬（bskru
sman *virecana）を与えられ、内にとどめるような病人の如く、種々
なる見という病因によって、心が不調になったもの達に対して、そ
16

仏護註のサンスクリット断片を下線部分で示す。

〔CUnyatA sarvadRSTInAM proktA niHsraNaM jinaiH / yeSAM tu
CUnyatAdRSTis tAn〕 asAdhyAn babhASire / (13-8) CUnyatA nAma
sarvvadRSTInAM sarvvagrAhANAM…○(string hole) tiH param…
17 PrajJA-pradIpa.Derge: No.3853(Peking No.5253) tsha 147b3
da ni sun 'byin pa'i lan btab pa dang, rang dbang du rjes su dpag
pa'i mthus 'du byed rnams rnam pa las ngo bo nyid med pa nyid du
bstan pa'i don gyi dbang gis rab tu byed pa bcu gsum pa brtzam mo
//
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れを鎮める効力のある空性という薬を与えることから、より大きな
病因によって混乱した病人のようなかれら」は、勝れた薬師のよう
な如来も、不治なるものであるとおっしゃったので、それゆえにそ
れ（薬＝空性）を捨てることにも過失はない。･･･

･･･我々は、空

性を実有であると執着するのではない 18。

見解は執着と等値され、
具体的には有身見等と理解している。また、
cd 句に対する注釈は『迦葉品』と内容が等しく19、両者のチベット訳
の用語はよく対応する20。また、漢訳『般若灯論釈』も PP のチベッ
ト訳とほぼ対応しており、清弁が空見を「空性を有として執着して、
空有りという者」と考えていたことは間違いない 21。よって、清弁も

ibid, tsha 153a1-5
rgyal ba rnams kyi stong nyid ni, ,lta kun nges par 'byin par
gsungs,13-8ab
sdug bsngal sna tshogs kyi sa bon gyi lta ba thams cad do // lta ba
ni mngon par zhen pa dang 'dzin pa ste, de dag gi rab tu dbye ba ni
'jig tshogs la lta ba la sogs pa'o // de dag gi gnyen po ni nang stong
pa nyid la sogs pa'o // dge ba'i rdza ba rgya chen po nye bar ma
bsags pa/ bsam pa yongs su ma smin pa, chos zab mo la bzod pa ma
skyes pa, lam la mi mkhas pa /
gang dag stong pa nyid lta ba, ,de dag bsgrub tu med par
gsungs, 13-8cd
'di nyid yod do zhes stong pa nyid du 'dzin pa gang dag bkru sman
btang ba khong du 'khyil ba'i nad pa bzhin du lta ba sna tsogs kyi
skyon gyis sems ma rungs par gyur pa rnams la de zhi bar nus pa
stong pa nyid kyi sman byin pa las skyon chen pos 'khrugs par gyur
pa nad pa lta bu de dag ni, de bzhin gshegs pa sman pa mchog lta
bus bsgrub tu med par gsungs pas de'i phyir de spangs pa la yang
skyon med do /… …stong pa nyid la dngos po mngon par zhen par
mi byed do //
19 波羅頗蜜多羅訳『般若灯論』
（大正 30 巻. pp.91c24-92a2）もチベ
ット訳とほぼ対応している。
20
『迦葉品 梵蔵漢 六種合刊』p.96 チベット訳は Jinamitra & Ye Ces
sde による。
21 『般若灯論』
（大正 30 巻 pp.91c24-92a2）
18

如來、空法を説くは、諸見を出離せんが為めなり
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また空性を有として執着する者を空見と考え、
『迦葉品』を下敶きにし
て薬と病の喩えを展開した可能性が指摘できる22。
また、安慧（ca.510-570）作とされる『大乗中観釈論』も、空性を
有と見て執着すれば、ブッダによっても教化できないと解釈している。
ただし比喩が述べられない分、他の注釈と比べると簡潔な印象を受け
る23。
以上のように、
『無畏論』
（Abh）には明確でないが、
『中論』と無着
『順中論』、
『仏護註』
（BP）、清弁の PP、安慧『大乗中観釈論』、月称
の Pras による第 13 章第 8 偈理解は、「空を有（存在）に解して執着
すること」が空見であるとしていることがわかった。
続いて、中村元の言う二種の空見解釈の第 2 番目「空を無に解する
こと」の根拠を検討するため、再び Pras に戻ってみたい。
月称が、Pras 第 13 章第 8 偈の教証として『迦葉品』を引用するこ
とはすでに述べた 24。月称が引用する『迦葉品』の「無に執着してい
釋して曰く。見とは謂わく身見等なり。空とは謂わく内入を對治する空等
なり。若し衆生有りて善根未だ熟せず。無生の深法忍を得ずんば、正道を
解せず。偈に曰く
諸の見空の者有り
釋して曰く。云何見空者と名づく。謂く空に執著して此の空有りと言うな
り。此の空に執著して何の過失有りや。偈に曰く
彼れを不可治と説く
釋して曰く。如來は彼の空見の衆生を不可療治と説く。

PP（Derge:289b）は『迦葉品』§64 の部分を第 25 章第 20 偈の注
釈で引用している。なお、PP、Pras による経典の引用に関して『迦
葉品』が他の経典に比べて比重を占めることを光川豊藝[1964]は 指摘
する。
23 法護訳 『大乗中観釈論』
（大正 30 巻 p.158c16-22）
22

遣有故説空
令出離諸見 若或見有空
諸佛所不化
釋曰。此即遣諸空執。諸佛世尊所説無疑。何況有異。若欲有其空者。此乃
於法自性有所取著。此中亦非有性可取。應當捨離。若或於空有所取者。此
即邊執。彼有執者無異方便。應知此等佛所不化

清弁は第 24 章第 13 偈に『宝積経迦葉品』「我見須彌山」を教証と
して引用している。
（大正 30 巻 p.125c）
24
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るものの（abhAvAbhiniveCika）空見」を中村元は、「空見」とは「空を
無の意味に解すること」の最初の根拠としている。

実にカーシャパよ。無に執着している空見よりも、むしろ須彌山
の大きさの我見に依るほうが、まだましである25。
（中村元訳[1964]）

下線部分は abhAvAbhiniveCika であり「無に執着している」と訳すこと
ができる。しかし、中村論文が言及していない当該の Pras チベット
訳には次のようにある。
‘od srungs gang zag tu lta ba ri rab tsam la gnas pa ni bla’i,
mngon pa’i nga rgyal can stong pa nyid du lta ba ni de lta ma
yin no //
abhAvAbhiniveCika にあたるのが下線部分 mngon pa’i nga rgyal can（＝
AbhimAnika 憍慢、増上慢）であり対応しないのである。これは、チベ
ット訳者が abhAvAbhiniveCika ではなく AbhimAnika を訳した事を示し
ている。そこで、引用元とされる『迦葉品』§64 を見てみると、全て
の異本に AbhimAnika という記述があるので、月称が引用する『迦葉品』
のテキストだけが現行の『迦葉品』のどのテキストとも異なっている
復た次に、自部の人の所分別の空を遮せんが為には、今此の空を遮せ
んが故に而も空は無自體なりと言うも、亦た空に執して是の分別を作
すにあらず。空は、今應に捨すべきが故を寶積經の中に説かれんが如
く。
佛、迦葉に告ぐ。寧ろ我見を起こすこと須彌山の如くなるも、亦た
増上慢を作さずんば、空見を起す。
是の義を以ての故に色の空を見ず、色の不空を見ず。
25 PrasannapadA （Poussin, ed） p.248, 9-10
varaM khalu kACyapa, sumerumAtrA puDgaladRSTir ACritA na tv
evAbhAvAbhiniveCikasya CUnyatAdRSTiH.
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のである26。

varaM khalu puna kACyapa sumerumAtrA pudgaladRSTir ACritA na tu
evābhimānikasya CUnyatAdRSTimAlinA.

Kāśyapaparivarta§64
（Stael-Holstein’s ed.p. 95）

実にカーシャパよ、空性という観念（空見）を足場にして思い上
がっている者よりは、スメール山ほどにも大きな個我の観念（我
見）に依拠している者のほうが、まだしもましである。
（長尾・櫻部訳『大乗仏典９

宝積部経典』中公文庫版 p.55）27

26

当該の『迦葉品』を引用する他のテキストとして『瑜伽師地論』
「菩
薩地 真実義品」（Wogihara ed. p.46,22-23 ）
varam ihaikatyasya pudgaladṛṣṭirna tvevaikatyasya durgṛhītā śūnyateti|
空性を誤って理解する人よりも、霊魂存在論（我見）
〔に捕らわれて〕いる人のほ
うがまだましである。

『瑜伽師地論』卷第三十六 本地分 真實義品第四（大正 30 巻 p.488c）
亦壞世間隨彼見者。世尊依彼密意説言。寧如一類起我見者。不如一類
惡取空者。
本地分では悪取空となっている。
また『迦葉品』の注釈書『大宝積経論』と『瑜伽師地論摂決択分』と
の関係について以下の研究がある。
・ 月輪賢隆「古品大宝積經に就て」『仏教学の諸問題』1934 年
・ 宇井伯壽『瑜伽論研究』1958 年 pp.108-112
・ 高崎直道「『宝積経論』と『瑜伽論摂決択分』」
『藤田宏達博士記念
論集 インド哲学と佛教』1989 年
・ 勝呂信静『初期唯識思想の研究』1989 年 pp.217-241
・ 上田愉美子「『大宝積経論』の注釈形態」
『龍谷大学大学院紀要 16』
1995 年
27 異訳の漢訳諸本の該当箇所を挙げておく。
・支婁迦讖譯『佛説遺日摩尼寶經』

（大正 12 巻 191a）

佛語迦葉。人寧著癡大如須彌山。呼為有其過不足言耳。人有著空言有空。其過甚
大。若有著癡者曉空得脱。

・大宝積経『普明菩薩會』第四十三（大正 11 巻 p.634a）
如是迦葉.寧起我見積若須彌。非以空見起増上慢。所以者何。一切諸見以空
得脱。若起空見則不可除。
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したがって、PrasannapadA 所収の『迦葉品』を根拠とし、月称は空見
を「空を無の意味に解すること」と理解したとする中村説には疑いが
残る。また、引用元となる『迦葉品』（Stael-Holstein’s ed. §64）には
「無に執着している（abhAvAbhiniveCika）空見」という記述はどこにも
残されていない。
さらに、『迦葉品』「我見須彌山」と同じ内容が述べられている『無
上依経』28、
『入楞伽経』29、
『宝性論』30にも「無に執着している空見」

梁天竺三藏真諦譯『佛説無上依經』
「菩提品」第三（大正 16 巻 p.471b）
復有増上慢人。在正法中觀空。生於有無二見。是真空者。直向無上菩提一
道淨解脱門。如來顯了開示正説。於中生空見我説不可治。阿難。若有人
執我見如須彌山大我不驚怪亦不毀呰。増上慢人執著空見。如一毛髮作十六
分我不許可。
復た増上慢の人あり。正法の中に在りて空を觀じ。有無の二見を生ず。是
の真空なる者は。無上菩提に直向する一道淨解脱門にして。如來は顯了に
開示し正説す。中に於いて空見を生ずるを、我れ治すべからずと説く。阿
難よ。若し人ありて我見を執することを須彌山大の如くなるも、我れは驚怪せ
ずまた毀呰せず。増上慢の人の空見に執著するは。一毛髮を十六分と作す
が如くなるも我れは許可せず。
28

『入楞伽経』LaNkAvatAra sUtra, Nanjio.ed: p.146,11-14
idaṁ mahāmate nāstyastitvasya lakṣaṇam | idaṁ ca mahāmate
saṁdhāyoktaṁ mayā-varaṁ khalu sumerumātrā pudgaladṛṣṭir na tv eva
nāstyastitvābhimānikasya śūnyatādṛṣṭiḥ |
29

マハーマティよ、これが、有、無の性質である。マハーマティよ、これが、有、
無の性質である。
「実に、有と無に慢心している者の空見よりも、須彌山ほどの我
見のほうがまだましである。」

【宋訳】宋天竺三藏求那跋陀羅譯（394-468 訳出）
大慧。因是故我説寧取人見如須彌山。不起無所有増上慢空見。
【魏訳】元魏天竺三藏菩提留支譯（？-527 訳出）
大慧我依此義餘經中説。寧起我見如須彌山。而起憍慢。不言諸法是空無
也。
【唐訳】大周于闐國三藏法師 實叉難陀奉 敕譯（653-710 訳出）
我依此義密意而説。寧起我見如須彌山。不起空見懷増上慢。

『宝性論』Ratnagotravibhāgo Mahāyānottaratantraśāstram
ed.Johnston 1950. Patna p.28
varaṁ khalu kāśyapa sumerumātrā pudgaladṛṣṭir na tv evābhimānikasya
śūnyatādṛṣṭir iti|
カーシュヤパよ、スメールほどの量の我見はまだしも、おごれるもの
30
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の記述はなく、
『大乗密厳経』にいたっては、空を実有と執着すること
が不治なる考えの内容と記されている31。
このように、他の経典論書に種々引用される『迦葉品』
「我見須彌山」
箇所において、
「無に執着する空見」という定義を含むものは、月称が

Pras で引用したもの以外には見られない。
確かに月称は、空の意味を無であると理解する者を批判している。
中村論文が「空見は無に執着すること」の第 2 番目の根拠とする Pras
第 24 章第 11 偈の注釈では次のように言う。
まず、もしこれらすべてが「空である」、すなわちすべては存在
しない、と分別するならば、そのときには彼には邪見が生じるで
あろう32。
また、月称は『入中論』第 6 章冒頭部でも空性を無であると理解す
るものは邪見を増大させることになるという。

縁起をあるがままに見るものの結果としての論書（了義の論書）
たち（増上慢）の空見はまったくいただけない。 第 1 章 第 33 偈 注
釈（高崎直道訳『宝性論』p.50）
31 『大乗密厳経』
（大正 16 巻 p.772a）
我如妙高山
此見未為礙 憍慢而著空
此惡過於彼
自處為相應
不應非處説 若演於非處
甘露即為毒
一切諸有情
生於種種見 欲令斷諸見
是故説空理
聞空執為實
不能斷諸見 此見不可除
如病翳所捨
我は妙高山の如くなるも
此の見未だ礙と為さず 憍慢にして空に著
せば
此の惡は彼に過ぐ。自處を相應と為す
非處は説くべからず
若し非處を演ぶれば
甘露即ち毒と為る。一切の諸の有情は
種種の
見を生ず 諸見を斷ぜしめんと欲して
是の故に空理を説く空を聞い
て執して實と為せば 諸見を斷ずるに能わず 此の見除く可からざること
病翳の捨てらるるが如し。

Pras: Chap24, p.495,12-13
kathaM kRtvA/ yadi tAvat sarvam idaM CUnyaM sarvaM nAstIti
parikalpayet tadAsya mithyAdRSTir Apadyate/
32
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も、前もって修習し相続において空性の種子を受けるものたちだ
けに示されるべきであって、他のものたちに〔示されるので〕は
ないのである。なぜならば、彼らは、空性を聴くようになっても、
そこで間違った理解と結びつくことによって、大きな不幸と結び
つくからである。同様にまた、愚者は空性を捨てて悪趣にいくこ
とになるだろう。また、空性の意味を「無である」というように
誤って確定して、一切法を損減する邪見を生じて増大させるので
ある33。

月称は縁起を如実に見る論書によって、空性の正しい理解が可能で
あることを説く。そして「空性を無である」と確定することを邪見（log
par lta pa: mithyAdRSTi）と理解している。空を無と解することを空見
とは呼ばずに邪見と呼んでいる。
また、中村元が「空見とは空を無と解すること」第 3 番目の根拠と
して挙げる『大智度論』には、

すべての存在は生じることもなく、滅することもなく、空であって、
非存在である。たとえば、兎の角、亀の毛が常に非存在であるように。

梶山雄一・赤松明彦訳『大乗仏典 大智度論』pp.33,34

方広道人説が犢子部や説一切有部とともに、自説に執着するものと

MadhyamakAvatAra（Poussin, ed:p.77,6-15）
rten cing 'brel par 'byung ba yang dag pa ji lta ba bzhin ston pa'i
'bras bu can gyi bstan bcos de yang sngar goms pas rgyud la ston pa
nyid kyi sa bon bzhag pa rnams kho na la bstan par bya'i gzhan dag
la ni ma yin te / de dag stong pa nyid nyan par gyur du zin kyang
de la log par zhugs pa'i bsam pa dang ldan pa nyid kyis don ma yin
pa chen po dang ldan pa'i phyir ro / /'di ltar res 'ga' ni mi mkhas pas
stong pa nyid spangs nas ngan 'gror 'gro bar 'gyur ro / / res 'ga' ni
stong pa nyid kyi don ni med pa yin no zhes de ltar phyin ci log tu
nges par bzung sta / dngos po thams cad la skur pa 'debs pa log par
lta ba skyed nas 'phel bar byed do / /
33
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して否定されている 34。これは、空性を無と解釈すると主張している
者への非難ではなく、
「すべての存在は、不生不滅で、空でありかつ非
存在」とする方広道人の説が否定されているのである。よって、中村
論文で提示された『大智度論』の当該箇所は空見を「空を無と解する
こと」の根拠とは見做し難い。以上の検討から空見を「空を無と解す
ること」という解釈は、いずれの場合においても妥当ではないと考え
る。
先に述べたように月称が第 13 章第 8 偈で引用する『迦葉品』には、
「無に執着している（abhAvAbhiniveCa）空見」という記述があるが、

Pras のチベット訳、現存する『迦葉品』、または『迦葉品』を引用す
る諸本には見られない。したがって、Pras の『迦葉品』引用部分を根
拠に、空見を「空を無と解し執着すること」と導くことはできない。
また、月称は第 24 章第 11 偈に対する注釈や『入中論』第 6 章冒頭に
見られるように、空性を無と解釈するものを非難しているが、それを
空見と言わずに邪見と呼んでいる。以上の事項から、
『大智度論』の解
釈も含めて、中村元が空見とは「空を無と理解し執着すること」の根
拠とされた箇所には疑問を呈しておきたい。
以上、CUnyatAdRSTi を分析した中村元[1964]の説について中論の注釈
書を手掛かりに再検討した。その結果、
「空を有と理解し執着すること」
が CUnyatAdRSTi の意味であり、第 13 章で用いられている CUnyatAdRSTi
は、大乗経典のなかでも古層に位置し、おそらく紀元後 1-2 世紀に成
34

『大智度論』大正 25 巻 p.61a,b

犢子阿毘曇中説。五衆不離人。人不離五衆。不可説五衆是人離五衆是人。
人是第五不可説法藏中所攝。説一切有道人輩言。神人一切種一切時一切法
門中。求不可得。譬如兔角龜毛常無。復次十八界十二入五衆實有。而此中
無人。更有佛法中方廣道人言。一切法不生不滅。空無所有。譬如兔角龜
毛常無。如是等一切論議師輩。自守其法不受餘法。此是實餘者妄語。若
自受其法自法供養自法修行他法不受不供養為作過失。若以是為清淨。得第
一義利者。則一切無非清淨。何以故彼一切皆自愛法故

Lamotte:1949, LE TRAITE DE LA GRANDE VERTU DE
SAGESSE, TOMEⅠ p.44 ・
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立したと考えられる『迦葉品』（Kāśyapaparivarta Stael-Holstein’s
ed.）§65 から着想を得ている事が明らかになったと考える。
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第3節

まとめ

第 2 章では MMK 第 13 章第 8 偈において不明瞭だった CUnyatAdRSTi

（空見）と sarvadRSTi の意味の解明を試みた。
龍樹は空性と見解の関係について、見解という執着から解放する手
段が空性であるという。空性は正しい理解に基づいて理解されるべき
で、空性そのものに捉われる場合（空見 CUnyatAdRSTi）は、我見に捉わ
れるより悪質で、治すことができないと述べられている。
つまり、すべての見解（ sarvadRSTi）から解放するための手段として
の空性を「有」として執着してしまうのでは、薬に執着し、服用しす
ぎることによって病になる場合の薬と同様になる。この喩えは初期大
乗経典の『迦葉品』成立段階から保存されているもので、龍樹は直接
関係を語らないが、青目釈『中論』に言及され、
『順中論』において初
めて出典が明記された。そして仏護、清弁、月称に至るまで空見を理
解するための文脈で『迦葉品』の薬と病の喩えは継承されていた。
青目、無着、仏護、清弁、安慧、月称が CUnyatAdRSTi を「空性を有
と執着するもの」と理解するのは『迦葉品』に基づく理解があるから
である。ここに、MMK 第 13 章第 8 偈と『迦葉品』§65 との関係が
明らかになった。
また、全ての見解といわれる sarvadRSTi は、「すべての執着である」
と諸注釈は規定する。これも『迦葉品』の「観念に固執するものをす
べて（自由な境地へ）出離させる（sarvadRSTigatAnAM: lta bar gyur pa thams
cad las ‘byung ba（すべての観念に固執するもの超越させる）」から継
がれるものと考えられる。したがって sarvadRSTi は、特定の見解ではな
く、極論として『迦葉品』で中道と相対化される「すべての観念」で
あるということができる。
このように、第 13 章第 8 偈の dRSTi に注目したときに『迦葉品』の
影響が大きいことから、Abh,BP,PP が採用した第 13 章の章題「真実
の考察（de kho na Jid brtags pa）」も『迦葉品』の中道を示す箇所の締
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めくくりで用いられる「カーシャパよ、これが中道であり、存在につ
いての真実の観察といわれる」という定型句の影響を受けているので
はないかとも考えられるが、詳細は今後の課題としたい 35。

MMK に記された空見（CUnyatAdRSTi）の意味を考察し、その起源が
『迦葉品』にあるという理解が中論注釈者達にあったことを確認した。
これによ って 、これ ま で般若経 典と の関連 の みが指摘 され てきた

MMK において、般若経典以外の大乗経典の影響が見出せる一例を述
べた。

35

第 13 章は全 8 偈からなる章で、注釈者の理解の相違からリントナ

ー（底本:MMK）は「tattvaparIkSa 真実の考察」とし、三枝充悳
や中村元は『中論』『大乗中観釈論』の「觀行品」、Pras の
（saMskAraparIkSa） (〔潜在的〕形成作用（行）の考察)」を章
題として採用する。全 8 偈のうち、第 2,5,6,7,8 偈は龍樹の主張で第
1,3,4 偈は敵者か論者か、注釈者によって意見が分かれている。第 13
章で注釈者によって意見が分かれている偈頌についての分析は、斎藤
明[1984]によってなされている。第 1 偈の推論式に関しては江島恵教
[1979]pp.65-74 参照のこと。
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第3章

『中論頌』第 23 章
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第1節

第 5 偈（svakAyadRSTi）

第 1 項 龍樹の理解
svakAyadRSTivat kleCAH kliSTe santi na paJcadhA |
svakAyadRSTivat kliSTaM kleCeSv api na paJcadhA || 23.5
自己の身体の認識のように、煩悩は煩悩に悩まされている者にお
いて五通りに〔検討されても〕存在しない。
自己の身体の認識のように、煩悩に悩まされている者は煩悩にお
いて五通りに〔検討されても〕存在しない。
（丹治昭義訳[2006]）
『中論頌』第 23 章第 5 偈には svakAyadRSTi という語が繰り返して用
いられる。ここでいう dRSTi の意味を明らかにするため分析を加えてみ
たい。
先行研究は svakAyadRSTi の訳語を、中村元「自分の身体をアートマ
ン（我）とみなす見解」
、平川彰「我見」
、三枝充悳「自分の身体を我
と考える見解」
、
上で引用した丹治昭義は
「自己の身体の認識」
と訳す。
中村は身体を我（アートマン）と見る見解で、平川は我見として同じ
理解をしている。三枝は我を「アートマン」か「わたし」なのかを明
示していない。我見は AtmadRSTi に対する漢訳と考えられるが、すでに
宇井伯寿が「svakAyadRSTi は、我見のこと」とし、同義語と考えられて
いる1。しかし、言語が違う以上、svakAyadRSTi と AtmadRSTi は訳し分け
られる必要があるとも考えられる。この事については後に触れるとし、
先に第 5 偈に至るまでの流れを簡単に確認しておきたい。
第 23 章は「顛倒の考察（vipariyAsaparIkSA）
」と名付けられている。
第 1 偈には貪・瞋・痴の三毒は思惟から生じると仏によって説かれて
いる事を示し、龍樹はその三毒は浄・不浄・顛倒に縁っても生じると

1

宇井伯寿[1962]『仏教汎論』p.188、同[1940]『仏教思想研究』p.622
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考えている2。第 2 偈には、浄・不浄・顛倒に縁って生じるものは、自
性として存在しているのではないから、三毒のような煩悩は、真実と
しては存在しないと龍樹は述べている3。さらに、第 3 偈から第 5 偈に
かけて煩悩が無自性であることを証明する。

Atmano 'stitvanAstitve na kathaMcic ca sidhyataH |
taM vinAstitvanAstitve kleCAnAM sidhyataH kathaM || 23.3
また自我の存在と非存在はどうしても成立しない。
それ
〔自我〕
なしで煩悩の存在と非存在がどうして成立しようか。
（丹治昭義訳）

kasyaciddhi bhavantIme kleCAH sa ca na sidhyati |
kaCcid Aho vinA kaMcit santi kleCA na kasyacit || 23.4
実にこれらの煩悩は或る者のものであるが、
しかしその或る者は成立していない。
或いはもし或る者なしで存在するならば、
諸煩悩は或る者のものではない〔ことになる〕。（丹治昭義訳）
第 3 偈で自我の存在非存在について破壊的ディレンマを述べ、煩悩の
依り所としての或る者が成立しないことを第 4 偈でいう。自我が成立

2

saMkalpaprabhavo rAgo dveSo mohaC ca kathyate |
CubhACubhaviparyAsAn saMbhavanti pratItya hi ||1||
欲望（貪欲）と憎悪（瞋恚）と迷い（愚痴）は思惟から生ずると説か
れている。実に〔それらは〕好ましいもの（浄）と好ましくないもの
（不浄）と倒錯（顛倒）に縁って生ずるのである。
（丹治昭義訳）
3 CubhACubhaviparyAsAn saMbhavanti pratItya ye |
te svabhAvAn na vidyante tasmAt kleCA na tattvataH ||23.2||
およそ浄や不浄、諸顛倒に縁って、生じるものは、
自性として存在しない。それゆえ煩惱は真実としては〔存在し〕ない。
（丹
治昭義訳）
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しないから煩悩も成立しないとし、煩悩の依所である或る者が成立す
ると仮定した場合の誤りについて帰謬論法を用いて指摘する。
そして冒頭の通り、第 5 偈が述べられる。再び訳文だけをあげてお
く。

自己の身体の認識のように、煩悩は煩悩に悩まされている者にお
いて五通りに〔検討されても〕存在しない。
自己の身体の認識のように、煩悩に悩まされている者は煩悩にお
いて五通りに〔検討されても〕存在しない。
（丹治昭義訳）
ab 句と cd 句は同じ構文となっているが、ab 句は煩悩が存在しないこ
と、cd 句は煩悩の依所となるものが存在しないことが言われている。
そして、その根拠は「svakAyadRSTi と同様であるから」とし、svakAyadRSTi
が存在しないことは自明のこととなっている。
では、存在しない「svakAyadRSTi」とは何なのだろうか。そして、存
在しないことの証明方法として「五通り」という言葉が使われている
が、それは何を意味するのか。この２点を次項以降で順に検討する。

第2項

svakAyadRSTi について

PrasannapadA の校訂者 Louis de la Vallée Poussin は、この第 5 偈
svakAyadRSTi に関して注目すべき注記をしている。 LVP p.454 note1)
に、 MMK チベット訳とシャーンティデーヴァ(CAntideva ca.6c)の

CikSAsamuccaya の用例を根拠として svakAyadRSTi が、satkAyadRSTi（有身
見）と同義語であると明記しているのである4。ただし『中論頌』には
他に satkAyadRSTi の用例が無く、月称が両語を同義と理解していても、
龍樹の主張として適当なのか疑問が残る。
パーリ文献における sakkAyadiTThi と satkAyadRSTi、svakAyadRSTi の関係
4『翻訳名義大集』は、satkAyadRSTi＝’jig

とする。

tshogs la lta ba（Mvy:No.1955）
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は、古くから先行研究において問題視されてきた。詳細は今西順吉
[1986]に譲るとして、ポイントを素描することにしたい。
『阿毘達磨倶舍論』（AKBh）をヨーロッパに最初に紹介したビュ
ルヌフは、パーリ語の sakkAya に対応するサンスクリットとして
satkAya を提案した。そして「身体が存在するという見解、すなわち身
体それだけが存在する自我であるという見解」と定義した5。これに対
してチルダースは自身の辞書の中で sakkAya は svakAya を語源とすると
反論した6。理由は v の脱落に依って k が重複したものであるという音
韻上の問題とし、satkAya と理解したのは北方仏教徒の過失だという。
リ ス ・ デ ィ ヴ ィ ス も チ ル ダ ー ス 説 に 賛 同 し svakAya は 「 主 体 性
（individuality）」を意味するという 7 。これらの議論を発端として
sakkAya の語義について大きく意見が２つに分かれることになる。
パーリ文献に見られる sakkAya とパラレルなサンスクリットとして
satkAya を支持する学者は、レフマン（S.Lefman）、スナール（E.Senart）、
svakAya の 解 釈 を 認 め な が ら も satkAya を 採 る オ ル デ ン ベ ル ク
（H.Oldenberg）がいる。ガイガー（W.Geiger）やニャ－ナティロー
カ（NyAnatiloka）は、説明を加えることなく断定的に satkAya を支持
している8。エジャトンも satkAya、
satkAyadRSTi の項目で、語源は sakkAya、
sakkAyadiTThi という。彼も svakAyadRSTi を最初に提案したチルダース説
を否定し、svakAyadRSTi を語彙として取り上げない9。
一方、svakAya を採るチルダース説を支持したのは、ワレーザー

Burnouf[1844] Introduction à l'histoire du Buddhisme indien
p.263、今西順吉[1986]p.31
6 Childers[1875] A dictionary of the Pali language, p.418
7 T.W. Rhys Davids: The Pali Text Society's Pali-English dictionary.
p.611
8 ・W.Geiger: PAli,Literatur und Sprache.1933 §24.1
・NyAnatiloka: Buddhist Dictionary. Manual of Buddhist Terms
and doctrines. 1956 pp.141,142
9 BHSD p.553
5
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（M.Walleser）である10。１．音韻説、２．sat の意味は「良い（gut）」
であり、意味的に問題がある。３．仏教梵語において satkAya の使用
例は多いが北伝仏典はパーリ仏典よりも新しく成立したもので、意味
を解さない人々の造語である。４．『八千頌般若経』に svakAyadRSTi
が使用されている。という４つの根拠を提示する。しかし、今西順吉
[1986]は、ワレーザーの１．２．に疑問を呈し、３．の説もオルデン
ベルク以上に注意を即しただけで説得的ではないと評する。ここでは、
今西順吉[1986]がコメントをしていない第 4 番目の説のみを見てみた
い。
『八千頌般若経』（ASP）第 1 章で菩薩大士が定義される箇所に
svakAyadRSTi が用いられている11。（カッコ内のサンスクリットと下線
は筆者の補い）

シャーリプトラ長老は申し上げた。
「自がありと思い（ātma-dṛṣṭi）、意識あるものありと思い（sattva-d）
、
命あるものありと思い（jīva-d）、人たるものありと思い（pudgala-d）、
生存を思い（bhava-d）、死滅を思い（vibhava-d）、断滅を思い
（uccheda-d）、恒常を思い（śāśvata-d）、自己の身体ありと思う
（svakāya-d）など、大きな諸種の誤解があります。このようなも
のをはじめとする多くの誤解を断つために彼は教えを説くであろ
う、という意味で、菩薩は大士といわれるのです。
」
（梶山雄一訳『八千頌般若経Ⅰ』p.30）

M.Walleser[1910] SatkAya.ZDMG.64.
ASP pp.9,10
AyuSmAn CAriputra Aha-mahatyā ātmadṛṣṭyāḥ sattvadṛṣṭyāḥ jīvadṛṣṭyāḥ
pudgaladṛṣṭyāḥ bhavadṛṣṭyāḥ vibhavadṛṣṭyāḥ ucchedadṛṣṭyāḥ śāśvatadṛṣṭyāḥ
svakāyadṛṣṭyāḥ, etāsāmevamādyānāṁ dṛṣṭīnāṁ prahāṇāya dharmaṁ
deśayiṣyatīti, tenārthena bodhisattvo mahāsattva ityucyate|
10
11
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ハリバドラ（ca.800）の注釈や12、当該のチベット訳も rang gi lus la
lta ba とあり、svakAyadRSTi の読みを支持するという13。ここで現存す
るサンスクリットやチベット訳の文献より古形を保存していると考え
られる諸漢訳を見てみたい。

【表６】
①

②

③

④

⑤

『道行般若經』

『大明度經』

『小品般若波羅蜜經』

『摩訶般若鈔經』

『佛説佛母出生法藏

（大正 8 巻 p.427b）

（大正 8 巻 p.480c）

（大正 8 巻 p.538c）

（大正 8 巻 p.510b）

般若波羅蜜多經』
(大正 8 巻 p.589c)

摩訶薩者。悉自

吾亦樂其爲大士

世尊。菩薩爲斷 我

摩訶薩者。悉自

舍利子言所有

了見悉了知。十

者。於見身見性

見 衆生見 壽者見

了見悉了知。一

我見。衆生見。

方天下人十方所

見命見人見丈夫

人見 有見 無見

切人世間所有悉

命者見。補特伽

有悉曉了知。知

見有見無見斷滅

斷見 常見等而爲

了知。人壽命悉

羅見。諸有趣見。

人壽命。知有惡

見。常在爲斷大

説法。是名摩訶薩

了知。悉了知著

斷見。常見。及

無惡。樂不樂。

見。何者爲説上

義。

斷之事。便能隨

有身見。若離如

有志無志。悉曉

師云六十二見爲

人所樂爲説法。

是等見爲衆生説

了知見爲説法。

一見潤耳法度諸

以是故名爲摩訶

法者是爲摩訶

如是無所著。爾

見潤。是故爲大

薩。

薩。

故字爲摩訶薩。

士。

ASP には 大きな諸種の誤解 が 9 項 目挙げられ、 第 9 番目 に
svakAyadRSTi が配置されているのがわかる。しかし、支婁迦讖訳『道行
般若經』をはじめ、①～④が ASP の svakAyadRSTi に当たる箇所を欠い
ていて、10 世紀頃の施護訳⑤が、サンスクリット原文と極めて近く「有
Wogihara:p.81、Tucci[1932]p.78, ASP p.309
（AtmAtmIyAkAreNa paJcaskandhadarCanaM.「五蘊を我我所相によって見
ることが svakAyadRSTi である」
）
13 今西順吉[1986]p.37
12
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身見」と記している。明らかに①~④は、現存の ASP のテキストと異
なるものを見ていたといえる。
①『道行般若經』は「自了見」と訳す箇所、支謙(-222-,三国)訳の②
『大明度経』には「見身」とあり sva-もしくは、svakAya が保存され
ているようにも見えるが、枚挙の順番を考えると AtmadRSTi の訳語と考
えるのが自然だろう。つまり般若経典の svakAyadRSTi は、後代になっ
てから当該個所に混入し、
チベット語に訳されたのではないだろうか。
しかし、
なぜ ASP で svakAyadRSTi が用いられたのかという疑問が残る。
おそらく svakAya-d を用いている文献の影響が考えられるが、残され
ている資料で svakAya-d を用いる文献は、余りにも尐ない14。そのため
慎重を要するが、現存の資料からは ASP が『中論頌』第 23 章第 5 偈
の影響を受けて svakAya-d を採用したということが考えられる。
すなわち sakkAya-d は、
MMK で svakAya-d として採用される。片方、
アビダルマ論書では sat「有」の意味を持つ satkAya-d が多く用いられ
ることになる。
月称の中論注釈書『プラサンナパダー』においても satkAya-d の用例
は７例ある。それに対して svakAya-d は、MMK 当該２ヶ所しか使用さ
れておらず、月称は svakAya-d という語を見ているにも拘らず自身の
言葉としては用いていない。ここから解ることは、月称の活躍した 7
世紀頃には satkAya-と svakAya-が同義語として用いられていたという
ことである。したがって、龍樹が用いた svakAya-d は古形を保った用
語であるといえるだろう。
一方 ASP に採用される svakAya-d は、漢訳般若経典の諸訳を見ると
成立の古い文献には該当箇所が存在しない。現存のサンスクリットテ
キスト（ASP）より古い成立のものとしては⑤『佛説佛母出生法藏般
若波羅蜜多經』の「有身見」とあるが、文脈上、①~④で挙げられる
項目に付加されている印象を受ける。したがって、龍樹の時代に小品
田端哲哉[1977]によると、svakAyadRSTi は、MMK の他に
Lalitavistara とハリバドラ『現観荘厳経論』に使用例がある。
14
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般若経典類に svakAya-d が用いられていたとは考えにくい。むしろ後
代の ASP 編集者が『中論頌』第 23 章第 5 偈の影響を受けて、権威づ
けのために svakAya-d を採用したと考える方が妥当だろう。
なお、ASP の svakAya-d を、Conze はリス・ディヴィスが sakkAya
の訳語として提案したのと同じ「individuality」、梶山雄一は「自己の
身体ありと思う」
、平川彰は「身体は自己のものであるという見解」と
訳している15。
多くの学者を巻き込んだこの問題には決着がつかないと見る学者も
多い。ラモットは『大智度論』の研究の中で sakkAya が語源不明の語
であるとし、シュミットハウゼンも結論を出すことを控えている16。
日本では宇井伯寿が「有身見とは、身見とも自身見とも、また我見と
もいはれるもの」とし、語源論には立ち入っていない 17 。中村元も
sakkAyadiTTh から 2 つの語が派生したと考えるが、根拠を明示していな
い18。
このように、svakAya-d、satkAya-d、sakkAya-d の関係が難題である事
が明確になり、簡単に結論は出せないが、龍樹の用例を考えるにあた
って、svakAyadRSTi は satkAyadRSTi より古形を保った用語である。そし
て、ASP に使用されている svakAyadRSTi は、MMK の用例を受けて使
用されたのではないかという仮説を述べた。

第 3 項 sakkAyadiTThi について
中論の諸注釈を検討する前に、MMK に先行する仏典中から主要な
sakkAyadiTThi の用例を見てみたい。

Conze[1958]p.7、梶山雄一『八千頌般若経Ⅰ』p.30、平川彰『大乗
仏典』p.313
16 Lamotte[1949] TomeⅡp.737、Schmithausen[1979]
17 宇井伯寿[1962]p.188
18 中村元[1967]pp.136-140
15
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自身を打ち破ること（sakkAyass ’uparodhanaM）を聖者は「楽」と
見る。Sn.761
自身〔に対する誤った〕見方（sakkAyadiTThi）と、疑い(vicikicchita)
と、正しからぬ戒律・禁制(sIlabbata)との 3 は、〔正しい〕見解が
具足されるとともに打ち捨てられることになる。Sn.231
（櫻部建訳[2002]pp.74-78）

これらの偈頌から sakkAya は、sat-kAya ではなく、本来 sa-k-kAya「自身」であったと櫻部建[2002]は推測している。特に Sn.231 偈頌は、
原始経典におけるアビダルマ的な解釈の萌芽とされている 19 。見方
（sakkAyadiTThi）、疑い(vicikicchita)、正しからぬ戒律・禁制(sIlabbata)
の３つは、後にアビダルマで煩悩として整理される十結の最初の項目
となる。
また sakkAyadiTThi は、中部の経典に次のように定義されている。
比丘よ、ここに無聞の凡夫がいる。聖人を見ることなく、聖人の
教えを知ることなく、聖人の教えに従わず、善き人を見ることな
く、善き人の教えを知ることなく、善き人の教えに従わず、色は
我である、我は色を有する、我の中に色がある、色の中に我があ
ると見る（以下、色受想行識と同文）比丘よ、このようにして、
有身見（sakkAyadiTThi）を起こす20。

（高橋審也訳[1983]p.34）

現象世界である五蘊の世界において我があると理解することが有身
見であると理解する。
「～は我である」、
「我は～を有する」、
「我の中に
中村元[1993]p.483 ただし、Sn の中では成立の新しい経文である
という。
20 MNⅢpp.17-18 ＝SNⅢp.102
対応漢訳 『雑阿含経』巻二 大正 2 pp.14,15
19

世尊。云何生我慢。佛告比丘。愚癡無聞凡夫。於色見我異我相在。於受想
行識。見我異我相在。於此生我慢。比丘白佛。善哉所説。歡喜隨喜。
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～がある」
、
「～の中に我がある」という４種の見解を五蘊の一つひと
つに対応させ、二十種類の有身見となる。これは無聞の凡夫の性質と
でも言える有身見を退けて無我を説く経典である。そしてその有身生
起の原因は渇愛によると同じ中部の経典も示している21。このように
二十種類の有身見を戒める伝統は、
『大毘婆沙論』やパーリアビダンマ
文献などにも現れ「二十有身見」とよばれている22。なお「二十有身
見」という術語は『大智度論』にも記されている23。
さらにアビダルマ仏教では六十二見も有身見を元とするものである

MN vol.Ⅰ299
尊者ヴィーサカよ、実にこれらの五取蘊は有身（sakkAya）であると世
尊によって説かれた。たとえば、色取蘊・受取蘊・想取蘊・行取蘊・
識取蘊である。
（中略）例えば欲愛（kAmataGhA）
・有愛（bhavataGhA）
・
非有愛（vibhAvataGhA）がある。尊者ヴィーサカよ、実にこれが有身の
生起（sakkAya samudaya）である。
22 『阿毘達磨大毘婆沙論』卷第八
（大正 27 巻 p.36a）
21

問於勝義中無我我所。云何此見實有所縁。
答薩迦耶見。縁五取蘊計我我所。如縁繩杌謂是蛇人。行相顛倒非無所縁。
以五取蘊是實有故。此二十句薩迦耶見。幾我見幾我所見耶。答五我見。謂
等隨觀色是我。受想行識是我。十五我所見。謂等隨觀我有色。色是我所。
我在色中。我有受想行識。受想行識是我所。我在受想行識中。

DhammasaGgani PTS,1885 p.200、VibhaGga PTS,1904 p.364、水野弘
元[1964]p.522、
『翻訳名義大集』No.4684。
23 『大智度論』
（大正 25 巻 p.418b）
あるいはまた、色受想行識の五つの構成原理（五衆）は、他の原因に
よって生起してくるもの（因縁生）であるから、空であり、それ自体
の本質を持たないもの（無我）である。
〔それゆえ、この五つの構成原
理によって構成される身体のうちに主体的自己が存在することはない。
それにもかかわらず、自分の身体のうちに「わたし」というものを想
定するのはなぜかというならば〕無知という原因から、
「信頼のうちに
本質的・主体的な自己が存在する」という誤った二十種の見解が生じ
てくる。
この主体的自己の存在を身体のうちに見る誤った見解
（我見）
は、五つの構成原理と連関して必然的にそこから生まれてくるもので
ある。主体的自己の観念が、この五つの構成原理を原因として生起し
てくるものであるがゆえにこの五つの構成原理のいずれかが主体的自
己（我）であると想定するのである。
（梶山雄一・赤松明彦訳『大乗仏典 大智度論』pp.185,186）
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という解釈がある24。もちろん『梵網経』にはその様な記述はなく、
アビダルマ論師たちの解釈と理解であろう。また、龍樹以降に著され
たものだが、衆賢（4 世紀頃）の『順正理論』では「有の故に sat と名
づけ、聚を kAya と名づける。即ちこれを和合積聚の意味とする」とい
われている25。ここに svakAya-d の理解はない。アビダルマ仏教におけ
る有身見とは satkAyadRSTi であり、五蘊のそれぞれに我を見る邪見であ
る事は明らかである。
以上、五蘊である身体が我であると見たり、五蘊のそれぞれの中に
我をみたりする四種類の sakkhAya を satkAya と理解するか、svakAya と
理解するかという問題に着目した。
紹介したとおり、この問題にはパーリ仏典を元に多くの学者が言及
しており、MMK の理解だけで本稿が決着をつけることはできない。
しかし、現存する仏教文献上では svakAya に比べて satkAya の文章用例
が圧倒的に多いことから、satkAya だけが辞書の項目に取り入れられる

『阿毘達磨大毘婆沙論』卷第一百九十九（大正 27 巻 p.996b-c）
又梵網經説六十二諸惡見趣。皆有身見為本。六十二見趣者。謂前際分
別見有十八。後際分別見有四十四。前際分別見有十八者。謂四遍常論。
四一分常論。二無因生論。四有邊等論。四不死矯亂論。後際分別見有
四十四者。謂十六有想論。八無想論。八非有想非無想論。七斷滅論。
五現法涅槃論。此中依過去起分別見名前際分別見。依未來起分別見名
後際分別見。若依現在起分別見此則不定。或名前際分別見或名後際分
別見。以現在世是未來前過去後故。或未來因過去果故。前際分別見中
四遍常論者。一由能憶一壞成劫。或二或三乃至八十。彼便執我世間倶
常。
25 『阿毘達磨順正理論』卷第四十七
（大正 47 巻 p.605c）
論曰。由因教力有諸愚夫。五取蘊中執我我所。此見名為薩迦耶見。有
故名薩。聚謂迦耶。即是和合積聚為義。迦耶即薩名薩迦耶。即是實有
非一為義。此見執我。然我實無。勿無所縁而起此見。故於見境立以有
聲。復恐因斯執有是我。為遮彼執復立身聲。謂執我者於一相續。或多
相續計有一我。此皆非身。身非一故。由如是見縁薩迦耶。故説名為薩
迦耶見。即是唯縁五取蘊義。
この部分は世親『阿毘達磨倶舍論』隨眠品を受けている。
AKBh pp.281-282 小谷・本庄[2007]pp.34,35
24
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などしてきた。
したがって、MMK 第 23 章第 5 偈の svakAya は、satkAya
と同義とすることに疑問が持たれなかったのである。
第 23 章第 5 偈を検討する上で、もう一点問題が残っている。それ
は「五通り（pañcadhā）
」ということばの意味である。龍樹は、先に見
たように第 1 偈から第 4 偈の間に
「五通り」については語っていない。
以下では MMK 全体で龍樹が pañcadhā に言及する箇所と、第 5 偈の注
釈書をみて理解の助けとしたい。

第4項

paJcadhA について

第 23 章第 5 偈の自身見 svakAyadRSTi という読みに関連するのが「五
種の」paJcadhA という言葉である。これがどういうことなのかを、他
の偈頌と注釈書を手掛かりに明らかにしたい。
龍樹は、この「五種」という言葉をこの第 23 章以外では、第 16 章
第 2 偈、第 22 章第 8 偈で用いている。第 16 章「繋縛と解脱との考察」
第 2 偈で「paJcadhA mRgyamANa（渡辺訳：五通りの可能な場合を考慮
して見る）
」と述べている。

pudgalaH saMsarati cet skandhAyatanadhAtuSu |
paJcadhA mRgyamANo 'sau nAsti kaH saMsariSyati ||16.2||
「霊魂が輪廻する」というかも知れないが、蘊・処・界について
五通りの可能な場合を考慮して見るにそういう（霊魂）は存在し
ないから、輪廻する主体がない。

（渡辺照宏訳[1982]26）

したがって第 22 章でも第 23 章でも mRgyamANa（考慮して見る・検

渡辺照宏[1982]p.55 は「五通りの可能な場合」と訳し 5 通りについ
て次の 5 つを挙げる ①霊魂は蘊処界からなりたつものではない。②そ
26

れらと別のものでもない。③それらを所有するものでもない。④それらの
中にも存しない。⑤それらは霊魂の中に存するのでもない。
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討する・探求）が略されているとみてよい27。何を考慮するのかとい
えば、第 16 章第 2 偈では輪廻主体としてのプドガラと、アビダルマ
で一切法として理解される蘊と処と界である。五種の検討をするなら
ば、プドガラは存在しないし、その依所となるものもない。全てを尽
くす方法として五種の検討がある。それはどの様な方法なのだろうか。
龍樹は第 22 章で明らかにしている。

skandhA na nAnyaH skandhebhyo nAsmin skandhA na teSu saH |
tathAgataH skandhavAn na katamo 'tra tathAgataH ||22.1||
〔如来は〕諸蘊ではなく、諸蘊と別ではなく、彼の中に諸蘊はなく、
彼はそれらの中になく、
如来は蘊をもつものではない。この場合、
如来とはいったい何なのであるか。

（斎藤明訳[1987b]）

第 22 章は如来の在り方について考察する章である。
冒頭第１偈から、
如来も例外なく成り立たないことが述べられている。「如来は五蘊で
はない」「如来は五蘊と別ではない」「如来の中に五蘊は無い」「如
来は五蘊の中に無い」「如来は五蘊を具えていない」という５つの検
討を否定式で表わしている。これは有身見を退け無我を説く中部の経
典にあった身見の四見解に「別異」の項目を加えたものである28。

tattvānyatvena yo nāsti mṛgyamāṇaś ca pañcadhā|

27

中村元[1967]は「五種の見かた」
、小澤千晶[2006]は「五種の探求」
と訳す。
28 この論法は嘉祥大師吉蔵(548-623)『中論疏』に「五門求破」と命
名されており、月称はそれぞれを「同一であるとの見かた（tattva-pakSa）
」
「別異であるとの見かた（anyatva-p）」
「拠りどころであるとの見かた
（AdhAra-p）
」
「依るものであるとの見かた（Adheya-p）」
「所有者である
との見かた（tadvat-p）
」と呼んでいる(LVP p.212.6)。さらに、
『入中
論』第 6 章 vv144,145 で、この五種の検討を五蘊の中のそれぞれに適
応させて 25 の有身見を提示する。Wayman[1990]pp.218,219
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upādānena sa kathaṁ prajñapyeta tathāgataḥ ||22.8||
同一としても別異としても存在しないし、
五種に検討されても
〔存
在しない〕ところのその如来が取得によってどのように仮構され
るであろうか29。

（丹治昭義訳[2006]）

MMK で paJcadhA の語が用いられるのは、この第 16 章第 2 偈、第 22
章第 8 偈の２箇所である。第 16 章でプドガラと依り所としての蘊処
界が五通りに検討された関係と同じように、第 22 章では如来と五蘊
が五通りに検討される。五通りとは、有身見を検討し無我を証明する
際に用いられる四種の見かたに「別異」を加えた龍樹独自の五種の検
討を指している30。「別異」の項目が加わったのは、相応部「蘊相応」
の別異性を示唆する文言「修行を完成した人は色の外に存するのでは
ない31」を受けたという見方が強い32。龍樹が不一不異を導き出した五
種の検討は、無我説を証明するための四見解の発展型とみることがで
きる。
以上のことを踏まえて、第 23 章第 5 偈に戻って考えると、五種の
検討は煩悩と煩悩のよりどころとなる或るものが、どの様な場合にお
いても存在しないことを証明するために用いられている。
29

三枝充悳[1991]は paJcadhA を「五蘊に求めても」と訳すが、誤りで
あろう。
およそ、〔もろもろの構成要素（五蘊）と〕同一であるか、ないし別異である
かについて、五蘊に求めても存在していない如来が、〔ここで〕依存するとい
うことによって、どのようにして想定される（仮に説かれる）であろうか。

月称は panJadhA vicAryamANa と言い換えている。（LVP p.212.15
p.435.4）
30 このことを最初に指摘した中村元[1967] pp.141-143 によると、
『瑜
伽師地論』第 65 巻には我を実有と見る見解は 4 種類に他ならないと
されているという。
『瑜伽論』は中部経典からアビダルマに受け継がれ
た二十有身見の四種類の吟味方法を踏襲していると考えられ、
「五種の
見かた」は龍樹の独自の論法であったことが知られる。
31 aJJatra rUpA tathAgato ti samanupassasIti (SN 22.85)
32 舟橋一哉[1952]pp.249-255、中村元[1967pp.141-150]、小澤千晶
[2006]
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ま た 、 龍 樹 が 用 い る svakAyadRSTi と い う こ と ば は 、 「 有 身 見
=satkAyadRSTi」より、古形を示すサンスクリットと考えられる。もちろ
ん、龍樹がインドの歴史上サンスクリット文献に残される極めて初期
の論師であることも一つの理由だが、svakAyadRSTi、satkAyadRSTi 両方の
語句のルーツと推測されている sakkAyadiTThi は、sa-k-kAya-diTThi 自-身見と理解され、svakAyadRSTi を意味するという先行研究の指摘もある。
そして、このように龍樹が用いた古形のことばは権威を持ち、後に般
若経典を信奉するグループによっても取り入れられたのではないかと
いう仮説も本章において指摘した。
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第2節

注釈者の理解

『中論』と無畏論（Abh）
、仏護註（BP）を順に見てみたい。まず、
『中論』で五通り（paJcadhA）の示すものは「身見は五陰の中に五種求
めるも不可得なるが如く」とあり、の五蘊の中の色受想行識それぞれ
を五種に求めることを指している33。煩悩と、その依所としての汚れ
た心もまた得ることができないとされている。
また、Abh と BP は、第 23 章第 17 偈以降が同一であると知られて
いる。しかしチベット訳者が同じということもあり、それ以前の偈頌
においても類似点が多い34。この偈頌に関しても両注釈書は、下表の
通り「蘊」を「五蘊」とするなど網かけ部分に違いがあるのみで、同
じ内容の注釈が施されている。偈頌の内容に対して『中論』以上の注
釈による情報はなく、煩悩や煩悩を具えた心（sems）は五種の見かた
によっても存在しないことを述べている。

自の身見の如く、諸煩悩は

具煩悩に於いて五種になし

自の身見の如く、具煩悩は 〔諸〕煩悩に於いて五種になし 23.5
まさに自の身見は諸（BP:五）蘊に於いて五種に（求むるに）有
ることなし。この如く諸煩悩は（BP:も）具煩悩の心に於いて五
種に有ることなし。まさに自の身見は諸（BP:五）蘊に於いて五
種に於いて五種になきが如く、具煩悩の心も諸煩悩に於いて五種
になし。

（寺本婉雅訳[1937]）

『中論』（大正 30 巻 p.31b）
もし、我無しと雖も而も煩悩は心に属すと謂わば、是の事はまた然らず。
何となれば
身見の如きは五種に 之れを求むるに不可得なり 煩惱も垢心におい
て 五に求むるもまた得ず
身見は五陰の中に五種に求むるも不可得なるがごとく、諸煩悩も亦た垢心
の中において、五種に求むるもまた不可得なり。又た垢心は煩悩の中にお
いて、五種に求むるもまた不可得なり。
33

34

本論第 1 章第 2 節、第 4 章第 2 節 注 19 も参照のこと。
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Abh (Huntington p.504)

BP (Derge 267b2-3)

rang lus lta bzhin nyon mongs

rang lus lta bzhin nyon mongs

rnams // nyon mongs can la rnam

rnams // nyon mongs can la rnam

lngar med // rang lus lta bzhin

lngar med // rang lus lta bzhin

nyon mongs can // nyon mongs pa

nyon mongs can // nyon mongs pa

la rnam lngar med // 23-5

la rnam lngar med //23-5

ji ltar rang gi lus la lta ba phung

ji ltar rang gi lus la lta ba phung

po (rnams) la rnam pa lngar yod

po lnga po dag la rnam pa lngar

pa ma yin pa de bzhin du / nyon

yod pa ma yin pa de bzhin du /

mongs pa rnams nyon mongs pa

nyon mongs pa rnams kyang nyon

can gyi sems la rnam pa lngar yod

mongs pa can gyi sems la rnam pa

pa ma yin (no) // ji ltar rang gi lus

lngar yod pa ma yin // ji ltar rang

la lta ba phung po (rnams) la

gi lus la lta ba phung po lnga po

rnam pa lngar yod pa de bzhin du

dag rnam pa lngar yod pa de

/ nyon mongs pa can gyi sems

bzhin du / nyon mongs pa can gyi

kyang nyon mongs pa rnams la

sems kyang nyon mongs pa rnams

rnam pa lngar yod pa ma yin no //

la rnam pa lngar yod pa ma yin no
//

偈頌の rang lus lta 「身見」を Abh も BP も「自らの身を見ること
（rang gi lus la lta ba）
」とする。
「自らの身を見ることは、五蘊にお
いて五通り（検討しても）に存在しないように、諸煩悩は煩悩を持つ
心に五通りに（検討しても）存在しない」という35。自らの身を何ら
かの主体と見ることをいう。そして、煩悩を備える場所は『中論』で
いわれた「垢心」のような「心」であることが示されている。

35

寺本婉雅訳は注釈の訳を反映させていない為、訳を若干改めた。
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清弁の『般若灯論』
（PP）には、これまでの注釈に比べて詳しい説
明がある36。sva を「我と我所（bdag dang bdag gi’o）」として、kAya
を「集積された名色（ming dang gzugs nye bar bsags pa）
」と理解す
る。
「身見」と訳される複合語は、
「自己の身体を対象とする煩悩をも
つものの見解」と注釈しており37、その煩悩が五通りに検討されても
存在しないという偈頌に連結する。その根拠はすでに語られていると
して「五つの検討」を説いている第 22 章第 1 偈を引用する。
身体ではなく、身体と別ではなく、彼の中に身体はなく、
彼はそれらの中になく如来は身体をもつものではない。
この場合如来とはいったい何なのであるか38。22.1
第 23 章第 5 偈で言われる諸煩悩も同じように五種の検討によっても
存在しないことが明らかにされる。
36

PP : Derge:221a1-7

Derge:221a1-4
rang lus lta bzhin nyon mongs rnams // (5a) rang zhes bya ba ni
bdag dang bdag gi’o //
lus zhes bya ba ni ming dang gzugs nye bar bsags pa’i rnams
grangs so // rang gi lus la lta ba zhes bya ba ni / rang gi lus la dmigs
pa’i nyon mongs pa can gyi lta ba’o //
rang gi lus la lta ba bzhin zhes bya ba ni rang gi lus la lta ba ‘dra
ste //
sku min sku las gzhan ma yin // de la sku med der de med //
de bzhin gshegs pa sku ldan min // de bzhin gshegs pa gang
zhig yin // 22.1
zhes bya ba bzhin du zhin du nyon mong pas pa rnams kyang de
dang ’dra’o//
nyon mongs pa rnams zhes bya ba ni gnod pa’i don gyis nyon
mongs par byed pa dag go//
38 原文は、
前注釈参照。引用文と第 22 章第 1 偈の語句は同じである。
PP の翻訳者ルイゲンツェンは skandha を sku=kAya に置換している
ことが分かる。プラサンナパダーを翻訳したニマタクは
phung=skandha と適確な訳を残している。ルイゲンツェンの訳出の
問題に関しては、斎藤明[1987b]、三谷真澄[1994],[2001]に詳しい。
37
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nyon mongs can la rnam lngar med //

5ｂ

nyon mongs can gyi sems la ste // nyon mongs pa rnams ni
nyon mongs pa can ma yin te/ de las gzhan ma yin pa nyid
bkag pa’i phyir dang sreg pa dang bsregs pa dag gcig pa nyid
du thal bar ‘gyur ba’i phyir ro //
煩悩を持つものに五は存在しない 5b
「煩悩を持つものの心において」すなわち諸煩悩は、煩悩を持つ
ものではなくて、それとは別のものでもないことが否定されたか
ら、
燃焼と焼かれるものが同一であるという誤りに陥るのである。

「諸煩悩を持つもの」ということに注意が払われている。それは煩悩
を持つからといって、煩悩と同一なのではなく、別異でもないという
ことである。
つまり清弁によると、五種の検討によっても煩悩は存在せず、煩悩
を備える心も存在しない。その煩悩を備える心は煩悩と同一でも別異
でもないという。
我・我所の見解が働き、名色の集まりとして理解される 身体
（svakAyadRSTi）を認識する誤りと同じように、煩悩や煩悩の依り所と
しての心も不可得なのである。
また最後に「燃焼と焼かれるものが同一であるという誤りに陥る
（dang sreg pa dang bsregs pa dag gcig pa nyid du thal bar ‘gyur
ba）
」と注釈を添えている。ここから第 10 章第 14 偈の薪と火の関係
を五種の検討によって否定している箇所との繋がりを指摘している39。
39

MMK 第 10 章第 14 偈

indhanaṁ punar agnirna nāgnir anyatra cendhanāt |
nāgnir indhanavān nāgnāvindhanāni na teṣu saḥ ||14||
薪がそのまま火ではない。また火は薪より別のところにあるのでもな
い。火は薪を所有するものに非ず、火の中に薪があるのでもない。薪
の中に火があるのでもない。（平川彰訳）
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般若流支による『般若灯論釈』も PP に忠実に訳している40。
月称のプラサンナパダー（Pras）第 23 章第 5 偈は、対論者の三支
作法が議論のきっかけとなる。
（本節以下の翻訳は丹治昭義[2006]に依
る）

〔主張〕よりどころとして確立されるところの、
自我といわれる或るものは存在しない。
〔証因〕原因がないものであるから
〔喩例〕虚空の中のマンゴーのように

対論者の主張は、
「煩悩にまとわれた心によって煩悩が生じるので、心
と煩悩は同時に生じると」ということである41。しかしそれは成り立
たないとして、第 5 偈が説かれるのである。

svakAyadRSTivat kleCAH kliSTe santi na paJcadhA |
svakAyadRSTivat kliSṭaM kleCeSv api na paJcadhA ||23.5||
自己の身体の認識のように、煩悩は煩悩に悩まされている者にお
いて五通りに〔検討されても〕存在しない。自己の身体の認識の
ように、煩悩に悩まされている者は煩悩において五通りに〔検討
40

『般若灯論釈』（大正 30 巻 p.122a）

今當次答自部人等。如論偈説
身起煩惱見 縁於我我所 煩惱與染心 五求不可得 23.5
釋曰。名色聚集因名爲身。縁於自身起染汚見。是名身見。貪等三種與此義
同。如觀如來品中偈説。
非陰不離陰。陰中無如來。如來中無陰。非如來有陰。22.1
諸煩惱亦如。五種中無煩惱者。能起苦故名爲煩惱。染者非煩惱。今爲遮不
異義故。若染者即煩惱。能燒所燒同得一過。亦不異煩惱有染者。此義已如
先遮。復次若異煩惱得有染者。則離煩惱獨有染者是故異體不成。染者中亦
無煩惱。煩惱中亦無染者。亦非染者有煩惱。如是五種求煩惱無體。以煩惱
無體故。則無能成立法。

LVP :p.454 7,8
kliSTaM cittaM pratItya kleCA upajAyante / tac ca citeaM saha iva
kleCairUpajAyata iti /
41
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されても〕存在しない。
svakAya を「物質的な要素（色）等の相の総合体42」とし、svakAyadRSTi
を「自己の身体の中にアートマンを見ることであり、我と我所という
形相の把握によって起こされたものである43」と注釈する。そして、
五通りに検討を加えることについて、清弁と同じように第 22 章第 1
偈を引用している。

如来は五蘊でないし、
五蘊よりも別異のものでないし、
これ〔如来〕に五蘊は存在しないし、
それら〔五蘊〕にそれ〔如来〕は存在しないし、
五蘊を具えているものでもない。

22.1abc

ここに、五種の検討の仕方が表れており、それと同じように意図され
て第 23 章第 5 偈が説かれているという。第 22 偈での「如来」と「五
蘊」の関係と同様に、第 23 章第 5 偈では、
「煩悩」と「煩悩を持つ者」
が取り上げられている。つまり、第 16 章第 2 偈、第 22 章第 8 偈、第
23 章第 5 偈と paJcadhA を用いる箇所は、例外なく「何らかの人格主
体」と「人格主体の依所」が五通りに検討されているのである。
第 22 章第 8 偈に示されていたように同一でもなく、別異でもないか
ら、片方が存在しないと、両者が存在しないことになる。したがって、
対論者が言うような「煩悩を持つ者」と「煩悩」は存在しないのだと
いう。それは、煩悩とそれを所有する自我、もしくは心が存在しない
からである。

42
43

LVP: p.454 12 svakAyo hi nAma rUpAdilakSaNasaMhAtaH.
LVP: p.454 12 svakAyadRSTiH svakAya AtmadRSTir

AtmIyAkAragrahaNapravRttA.
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第3節

まとめ

svakAyadRSTi が用いられている第 23 章第 5 偈を検討した。この偈頌
の主張は、煩悩や煩悩の依所を五通りに検討しても存在しないことと
いうことである。
「五種（paJcadhA）」と示されているのは五種類の見かたによって
検討することである。これは、二十有身見の考察としてニカーヤ中に
述べられている無我を論証する４つの方法に「別異性」の検討を加え
た龍樹独自の方法である。なお『中論頌』において paJcadhA は、第
16 章第 2 偈、第 22 章第 8 偈、第 23 章第 5 偈に用いられているが、
例外なく「何らかの人格主体（A）
」と「人格主体の依所（B）
」を対象
に五種に検討しているという特徴を指摘した。それらは「A は B では
ない」「A は B と別ではない」「A の中に B は無い」「A は B の中
に無い」「A は B を具えていない」という五通りすべての方法を尽く
して A、B いずれもが成立しないことを明らかにしている。
その「煩悩」や「煩悩の依所」と同様に存在しないものとして挙げ
られる svakAyadRSTi を次の順序で検討した。
まず、svakAya と satkAya、パーリの sakkAya の関係を先行研究に沿
って吟味した。sakkAya は櫻部建[2002]が指摘するように sa-k-kAya「自
-身」であったと推定され、龍樹が用いる svakAyadRSTi と極めて近い関
係にあったと考えられる。しかし、sakkAyadiTThi は漢訳阿含で「有身
見」と訳され、アビダルマ仏教で多用される satkAyadRSTi という梵語
と対応する。
「有身見（satkAyadRSTi）
」は次第に五蘊の中のそれぞれを
４種の方法によって考察する二十有身見として広く知られるようにな
り、satkAyadRSTi は、アビダルマの教学では六十二見の根本とも言われ
るようになった。このように satkAyadRSTi というサンスクリットが論
書中に多く用いられる一方で、svakAyadRSTi は龍樹以降ほとんど用い
られた形跡がない。月称も Pras で svakAyadRSTi に対して satkAyadRSTi
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と注釈しており、殆ど龍樹の特殊な言葉になりつつあった。しかし、
現存する『八千頌般若経』
（10 世紀頃）に使用例が現れることから、
龍樹の言葉に権威を与える者たちが、アビダルマ仏教で使用される

satkAyadRSTi とは区別して『八千頌般若経』に svakAyadRSTi を用いたと
考えられるのである。
したがって、龍樹の svakAyadRSTi は、sakkAyadiTThi の意味を受ける
「自身に対する誤った見方」という理解が穏当だろう。なお、注釈者
は svakAyadRSTi をどの様に理解していたのかというと『中論』には「身
見」としか訳されておらず判然としない。清弁は sva を「我と我所」
、
kAya を「集積された名色」と理解する。そして svakAyadRSTi に「自己
の身体を対象とする煩悩をもつものの見解」と注釈しており、煩悩の
一種と考えていた。
般若流支による漢訳も「身に煩悩の見を起こして」
とする。また、月称は svakAya を「物質的な要素（色）等の相の総合
体」とし、清弁の理解を受けている。svakAyadRSTi には「自己の身体
の中にアートマンを見ること」と注釈するので、我見の一種と考えて
いたのである。
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第 4 章 『中論頌』第 25 章
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第1節

第 21 偈（dRSTi）

第 25 章「涅槃の考察」にも第 21 偈に１か所「見 dRSTi」の語が見ら
れる。第 21 偈の検討に入る前に、本章の主題「涅槃」の語義を確認
しておきたい。パーリ語の古層文献に見られる nibbAna は、nir√vA
に由来することばで「消えること」
「消滅」の意味で用いられる。漢訳
では、解脱を意味する nirodha の訳語「滅」と共通しており、藤田宏
達によると「涅槃とは仏教における究極の目的を表わす語である。
（中
略）インドの宗教・哲学において究極の目的を表わす語といえば、一
般には「解脱」であり、すでに仏教以前から用いられているが、仏教
では最初期からこの「解脱」とともに「涅槃」の語を採用した」1。ま
た、
「涅槃」の語が『リグヴェーダ』など仏教以前のバラモン文献にも
登場することから仏教特有の語ではないが、この用語を最も高揚した
のは仏教であったという。
仏教徒が、ブッダの至った涅槃の境地を目指して修行したことは、
論をまたない。しかし、仏道修行者たちの涅槃観は、仏教典籍中最古
の資料といわれる『スッタニパータ』以来、展開してゆく2。特に、般
若経典の教説を反映していると考えられる龍樹の MMK は、第 25 章
で涅槃を主題としており、当時の一つの涅槃観を示していると考えら
れる3。では、龍樹は涅槃をどのように理解しているのだろうか。以下
1

藤田宏達[1988]pp.264-266。 また丹治昭義[1988c]は、涅槃を次の
ように解釈する「インドでは涅槃は直接的には死の追求、死の徹底の
結果ではない。宗教が一般的に滅びの生を捨て永遠の生を求めるとい
う宗教的要求に基づくと言われるような意味で、インド思想史の中で
見るならば、涅槃は尐なくとも表面的には死ではなく不死の探求の仏
教的結論である」
2 藤田宏達[1988]p.278、平川彰[1992]p.141。ただし、本章では MMK
第 25 章の枞を出る涅槃観について述べることはできない。初期仏教
におけるニルヴァーナについては多くの研究がある。代表的なものは、
高崎直道[1988]、三枝充悳[1995]pp.741-768、片山一良[2001b]
3 藤田宏達[1988]p.280、
中村元[1994]pp.425-445。龍樹の活躍期以降、
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に見てゆき、文脈から第 21 偈の「見 dRSTi」の意味を考えたい。
第 25 章「涅槃の考察」は、反論者による次の偈頌で始まる。

yadi CUnyam idaM sarvam udayo nAsti na vyayaH |
prahANAd vA nirodhAd vA kasya nirvAṇam iṣyate || 25.1||
もしこのすべてが空であるならば、生もないし滅もない。
何の断滅から、或いは〔何の〕消滅から、涅槃は〔あると〕認め
られるのか。
（以下、第 25 章偈頌の翻訳は丹治昭義訳[2006]に依る）
この偈頌は第 24 章第 1 偈と同形で、第 24 章と第 25 章は同じ反論
者が想定される4。前章では仏教の修行道の体系としての四聖諦を取り
上げ、本章では修行道の目的となる涅槃を取り上げており、議論が一
貫していることが窺える。第 2 偈は龍樹が「何の断滅から、あるいは
消滅から涅槃はあると認められるのか」と反論者に問いかけ、第 3 偈
において龍樹は涅槃の特質を明らかにしている。

aprahīṇam asaṁprāptam anucchinnam aśāśvatam |
大乗仏教の発達期に涅槃を中心とした経典類が登場する。大乗の『大
般涅槃経』がそれであるが、本章の考察対象からは外すことにし、今
後の検討事項としたい。
4 yadi CUnyam idaM sarvam udayo nAsti na vyayaH |
caturNAm AryasatyAnAm abhAvas te prasajyate |24.1|
もしこのすべてが空であるならば、生もないし滅もない。
君には四つの聖者の真実（四聖諦）が無いことになる。
（第 24 章第 1 偈 丹治昭義訳）
なお、丹治昭義は、第 24 章と第 25 章冒頭の反論者の特徴について次
のように見ている。
「対論者は自説を主張するのではなく、空の主張に
ともなう誤りを指摘しているのであり、回答も対論者の主張を否定す
る場合も、自説である空論や涅槃の擁護に終始している。」
したがって、龍樹はこの対論者を仏教内の有自性論の立場をとる有
部ではなく、大乗の空の立場を受け入れながらも、空の立場では無に
なってしまうのではないかと思い悩んでいた大乗教徒、
『般若経』の奉
教者ではないかと丹治昭義は推測する。丹治昭義[2006]pp.140,141
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aniruddham anutpannam etan nirvāṇam ucyate || 25.3 ||
断滅されず、獲得されず、断絶もないし恒常でもなく、
絶滅しない生起しないもの、それが涅槃といわれる5。
a 句の断滅は prahANa であって、b 句の断絶は ucchinna、c 句の絶滅
は nirodha である。a 句と c 句が、前の第 1 偈（prahAna, nirodha）を受
けていることがわかる。しかし、注釈者によって何を滅するのが涅槃
なのかの解釈が異なる6。無畏（Abh）は a 句を煩悩（rAga）の滅、c
句を五蘊（skandha）の滅とする。青目釈『中論』も月称の Pras も同
じ立場をとるが、清弁の PP だけが c 句を名称と形態(nAmarUpa)の滅と
見ている7。いずれにせよ龍樹は「まず、涅槃は存在（bhAva）ではな
い」と第 4 偈に言う8。涅槃が存在であれば十二支縁起の項目にあるよ
うに、生の原因となり老や死と結びつくことになってしまう。続く第
7 偈、第 8 偈では涅槃が有（bhAva）の対となる「無（abhAva）である」
という説を排斥し、再び涅槃を次のように解釈する。

ya AjavaMjavIbhAva upAdAya pratItya vA |
so 'pratItyAnupAdAya nirvANam upadiCyate || 25.9||
依存して、或いは、縁って去来する存在であるもの
『中論』大正第 30 巻 p.34c
無得亦無至 不斷亦不常 不生亦不滅 是説名涅槃
〔何ものも〕断ぜられることなく、〔あらたに〕得ることなく、断滅
でなく（不断）、常住でなく（不常）、滅することなく（不滅）、生
ずることのない（不生）、これがニルヴァーナである、と説かれる。
6 月称に従えば、
「断滅されず、
・・・恒常でもないもの、それが絶滅
しないし、生起もしない涅槃といわれる」となり、ab 句が不生不滅の
涅槃と理解できる。
7 梶山雄一[1980b]
5

8

bhAvas tAvan na nirvAṇaM jarAmaraNalakSaNam |
prasajyetAsti bhAvo hi na jarAmaraNaM vinA ||25.4||

まず涅槃は有ではない。老死の相と結びつくことになろう。
というのは、有は老死なしでは存在しないからである。(丹治昭義訳)
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それが、依存しないで、縁らないで〔いるとき、〕涅槃と説かれる。

これまで涅槃の有無を議論してきたが、そのいずれも否定し「依存
する存在が依存しないとき」と「縁って去来する存在
（AjavaMjavIbhAva upAdAya）が縁らないとき」が涅槃だという。去
来する存在（AjavaMjavIbhAva）は、清弁も月称も来たり去ったりす
るもの（’ong ba dang ni ’gro ba’i dngos / AgamanagamanabhAva）と注
釈し、生死の輪廻と理解できる9。すなわち輪廻を超えたものが涅槃で
あるというのである。そして龍樹は、この第 9 偈を詳説するために第
10 偈から第 16 偈までの間に涅槃の存在、非存在がともにありえない
ことを四句分別の形式で述べている。
さらには涅槃を実体的に見なす説を批判し、涅槃は迷いの世界と区
別されるものではないということを第 19 偈、第 20 偈に宣言する。

na saMsArasya nirvANAt kiMcid asti viCeṣaNam |
na nirvANasya saMsArAt kiMcid asti viCeṣaNam || 25.19||
nirvAṇasya ca yA koTiH koTiH saMsaraNasya ca |
na tayor antaraM kiMcit sumUkSmam api vidyate || 25.20||
輪廻には涅槃からの区別は何ら存在しない。
涅槃には輪廻からの区別は何ら存在しない。
およそ涅槃の極まるところは、輪廻の極まるところでもある。
両者の間にはいかなる微細な差異も存在しない。

このように龍樹は、輪廻と涅槃の区別が存在しないこと、すなわち

中村元[1994]p.432、丹治昭義[2006]p.215, note121)はチャンドラキ
ールティが第 11 章の冒頭で AjavaMjavIbhAva を解して「もし自我が存
在しないとしたならば、誰が五道輪廻において去来する存在として、
すなわち、生と死との連続として輪廻するだろうか」と説明している
ことを注記する。
9
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輪廻と涅槃に断絶を見ずに同質のものであるという「輪廻即涅槃」を
述べる。輪廻の世界は、そのまま生死の世界でもあり、ここで「生死
即涅槃」の思想が龍樹によって確立されたとみられている10。龍樹が
第 3 偈で述べる涅槃の特質を明らかにするのは、この第 20 偈といえ
るだろう。そして第 21 偈と第 22 偈、第 23 偈に涅槃時を中心に 12
種の偏った見解（dRSTi）を紹介する。

paraM nirodhAd antAdyAH CACvatAdyAC ca dRSTayaH |
nirvana aparAntaM ca pUrvAntaM ca samACritAH || 25.21||
CUnyeSu sarvadharmeSu kim anantaM kim antavat |
kiM anantam antavac ca nAnantaM nAntavac ca kim ||25.22||11
kiṁ tad eva kim anyat kiṁ CACvataM kim aCACvatam |
aCACvataM CACvataM ca kiM vA nobhayam apy atha12 || 25.23||
滅度の後に〔如来はおられるか等〕と、
〔世間は〕有限等〔の四句〕
と、
〔世間は〕恒常等〔の四句〕の見解は、〔各々順に〕涅槃時と
未来世と過去世に依拠している。
一切法が空であるとき、何が無限であり、何が有限、何が無限で
有限、何が無限でなく有限でもないのか。
何がそのもの〔同一〕であり、何が別異であるか。何が恒常であ
り、何が恒常でなく何が恒常でもなく恒常でもあるのか。或いは
いったい〔何が〕
〔その〕両方でないのか。

10

真諦は『摂大乗論』で saMsAra を「生死」と漢訳する。長尾雅人訳
『摂大乗論』
（下）p.288。また、斎藤明[2004]は MMK 第 25 章第 19,20
偈が『六十頌如理論』6cd「輪廻的生存を十分に知ることが涅槃であ
るといわれる」と並行関係にあることを指摘する。
11 MacDonald[2000]の提示する Oxford Manuscript は
12

kim anantavac cānantaṁ nāntavac ca kim //
三枝充悳[1991]p705,Vaidya は apyataH を支持する。
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第 21 偈から第 23 偈は、無記に関することが述べられ、1 つのまとま
りをもっている。第 21 偈の冒頭「滅度の後に」は、先の第 17 偈の内
容を指していると考えられる。

paraṁ nirodhād bhagavān bhavatīty eva nājyate |
na bhavaty ubhayaṁ ceti nobhayaṁ ceti nājyate || 25.17||
滅度の後に世尊は「おられる」とは立言されず、同じく〔世尊は〕
「おられない」とも〔おられるしおられないという〕「両者であ
る」とも、「両者でない」とも立言されない。

この偈頌は『箭喩経』で、マールンキャ・プッタが釈尊の言葉とし
て伝えるものと同内容である13。第 4 偈から第 16 偈までは「涅槃は存
在ではない」「涅槃は非存在ではない」「涅槃は存在と非存在の両者
でもない」「涅槃は存在でもなく非存在でもない」という四句分別の
形式で説かれてきた。これは、第 17 偈でいう十無記中の「滅度の後
の如来の存在等の見解」に関連して説いていたことがわかる。涅槃が
成立しないことを証明する際に、四句分別という論法を用い、存在の
仕方として四句がどこにも涅槃に当てはまらないことを明らかにする
ものである14。
第 17 偈の「滅度の後の世尊」が、
第 18 偈では、
「持続者（tiṣṭhamāna）
としての世尊」と言いかえられており、過去から持続して未来へと続
いていく世尊が同じようにあり得ないことが示されている15。ここに

序論【表 1】参照。
立川武蔵[1984]によると「四句分別（catuSkoti）」は初期経典以来、
仏教文献には現れるが、ヒンドゥー文献尐なくとも正統バラモンの文
献には見られないものであり、仏教徒の思惟方法の 1 つを表わすもの
として注目されてきた。四句分別に関しては Robinson[1967]、立川武
蔵[1978a]、Ruegg[2000a],[2000b]に詳しい。
本論第 5 章第 4 節「第 20 偈 四句分別に関連して」を参照のこと。
13
14

15

tiṣṭhamāno'pi bhagavān bhavatītyeva nājyate|
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は人格主体が時間を経て輪廻する場面が想定されるが、輪廻と涅槃の
区別が無いという先の第 19,20 偈と繋がっている。
このように第 17 偈をより一般的な形式で説くのが第 21 偈の無記説
の項目といえるだろう。第 25 章第 21 偈から第 23 偈をまとめると、
【表７】のようになる。第 21 偈には①～⑫までが述べられていると
考えられ、
「見」は無記説として列挙されている退けるべき見解を指し
ている。第 22 偈の冒頭に「一切法が空であるとき」とあるように、
空の理解を通じて龍樹が無記説を述べていることが分かる。

【表７】
①

如来は涅槃時に存在する

②

如来は涅槃時に存在しない

③

如来は涅槃時に存在し、
存在しない。
如来は涅槃時に存在するので

④

涅
槃
時

はないし、存在しないのでも
ない。

第 21 偈

⑤

世間は有限である

⑥

世間は有限でない

⑦

世間は有限で、有限でない

⑧

世間は有限ではなく、
有限でないのではない。

⑨

世間は常住である

⑩

世間は常住でない

⑪

世間は常住で、常住でない

⑫

未
来
世

世間は常住ではなく、
常住でないのではない。

na bhavatyubhayaṁ ceti nobhayaṁ ceti nājyate ||18||

過
去
世
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第 23 偈

⑬

何が（生命と身体は）別異か

⑭

何が（生命と身体は）同一か

だたし、この龍樹の無記説は阿含・ニカーヤで説かれるような無記
説と同じというわけではない。
①～④を涅槃時に、
⑤～⑧を未来世に、
⑨～⑫を過去世にそれぞれ対応させ、時間の有限性や、過去に関して
常住であるというように、
時間の限定を導入しているのである。なお、
第 23 偈には「別異か同一か」という十四無記説の定型句⑬、⑭は、
龍樹の偈頌を見る限り三世の分類には含まれていない。
また、無記説の形式上「如来が死後存在するか存在しないか」を問
う項目を最初に挙げるのは、特徴的である。この形式は、山口務[2000]
によると「如来 4 句から始まる十四無記、如来 4 句・常 4 句・有限 4
句・霊魂 2 句・タイプは小品系にのみ見られる」もので現存の阿含・
ニカーヤ文献には見られないという。この形式を保存するのは、次の
通りである。
・
『道行般若経』
（大正 8 巻 p.449c）
・
『大明度経』
（大正 8 巻 p.491c）
・
『大般若波羅蜜多経 第四会』
（大正 7 巻 p.816b）
・
『八千頌般若経』ASP pp.133-134
（梶山雄一・丹治昭義訳『八千頌般若経Ⅱ』pp.28-31）
しかし、上記の箇所と対応する羅什訳『小品般若波羅蜜経』
（大正 8
巻 p.558b）では「常 4 句・有限 4 句・如来 4 句・霊魂 2 句」の形式
で述べられており16、第 25 章第 21 偈のパターンが必ずしも、小品系
の『般若経』と一致するとは言えない。ただし、般若経典の成立順序
を勘案すると、龍樹の十四無記は阿含・ニカーヤ文献よりも小品系の
『佛説佛母出生法藏般若波羅蜜多經』（大正 8 巻 p.631a-b）や『大
般若波羅蜜多經 第三会』
（大正 7 巻 p.603c）にも同じ形式が見られ
る。
16
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『般若経』に近い関係にあるといえるだろう。これは、これまで龍樹
の所説と般若経典類の関係とが密接であると言われてきた事を補完す
る具体的な資料となる。
さらに、第 25 章の無記説には涅槃時、過去世、未来世の三時の分
類を加えていることがわかる。涅槃時と過去世と未来世という区分は、
先の『小マールンキャ経』
（
『箭喩経』MN 第 63 経、大正 1 巻 pp.804a805c）の十無記や十四無記には見られず（序論【表１】参照）、上記
の般若経典類にも見られない。
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第2節

注釈者の理解

龍樹が第 25 章第 21 偈で用いる「見」が、無記説としてまとめられ
る偏った見解を指すことは明らかになった。なおかつそれは、龍樹が
第 22 偈で指摘するように「一切法が空であるとき」という空性理解
において否定されるべき見解といえる。青目釈の『中論』は、第 21
偈について

滅後の有無等と、有邊等と常等との
諸見は涅槃、未來、過去世に依る。
如來の滅後の、有の如來、無の如來。亦有の如來亦無の如來。非
有の如來非無の如來。世間の有邊、世間の無邊。世間の亦有邊亦
無邊。世間の非有邊非無邊。世間の常、世間の無常。世間の亦常
亦無常。世間の非有常非無常。此の三種の十二見は、如來滅後の
有無等の四見は涅槃に依って起こり、
世間の有邊無邊等の四見は、
未來世に依って起こり、世間の常無常等の四見は、過去世に依っ
て起こる。
如來滅後の有無等は不可得なり。
涅槃また是のごとし。
世間の前際後際、有邊無邊、有常無常等不可得なるがごとく、涅
槃また是のごとし。この故に世間と涅槃等は異あることなし17。

龍樹の偈頌を【表７】にまとめた通り、涅槃時、未来世、過去世の
三世に四句分別の形式で 4 つの見解を挙げている。すなわち十二見が
第 21 偈で述べられていると注釈する。しかもそれらはすべて不可得
であるから、涅槃も同様であるという。続いて第 22、23、24 偈をま
とめて列挙し、
「かくの如き六十二の邪見は、畢竟空の中に於いて皆不
可得にして諸々の有所得は皆やみ、戯論皆滅するので、諸法実相に通

17

鳩摩羅什訳 青目釈『中論』
（大正 30 巻 p.36a）
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達して安穏道を得るなり」とまとめる18。「見」は、第 22、23 偈に挙
げられた 14 見を指し、六十二種の邪見と理解している。それら邪見
は、空の理解に基づけば不可得であり、戯論を寂滅する事となる。そ
して、諸法実相であることを理解して安穏道、すなわち涅槃の境地に
至ることができると明らかにされている。
次に『無畏論』
（Abh）を見てみたい。第 25 章は『仏護註』
（BP）
と同一のテキストである。この経緯については丹治昭義[1982]は、第
26 章、第 27 章が『中論』Abh,BP ともに同じものであるから、前 2
書の内容が BP に混入したと主張し、さらに Abh と『中論』が元来同
じものであったことを論証する。斎藤明[1989]も、BP に特徴的な比
喩表現が 23 章以降には皆無であることから、
BP の第 23 章以降は Abh
がそのまま取り入れられているとみてよいという19。第 25 章第 21 偈
の Abh（BP）は、
『中論』と変わらない注釈をしている。
滅後と辺等と常等における諸見とは
涅槃と後際と前際とに依るものなり 25.21
如来は滅後に有と、無と、有もまた有なるも無もまた無にして、
有もまたあらず無もまたあらずといえる全ての見と、世間有辺と、
世間無辺と、有辺もまた有なるも無辺もまた無にして、有辺もま
たあらず無辺もまたあらずといえる全ての見と、世間常と、世間

18

鳩摩羅什訳 青目釈『中論』
（大正 30 巻 p.36a-b）

復次
一切法空故 何有邊無邊 亦邊亦無邊 非有非無邊 22
何者爲一異 何有常無常 亦常亦無常 非常非無常 23
諸法不可得 滅一切戲論 無人亦無處 佛亦無所説 24
一切法一切時一切種。從衆縁生故。畢竟空故無自性。如是法中。何者是有
邊誰爲有邊。何者是無邊。亦有邊亦無邊。非有邊非無邊。誰爲非有邊非無
邊。何者是常誰爲是常。何者是無常。常無常非常非無常。誰爲非常非無常。
何者身即是神。何者身異於神。如是等六十二邪見。於畢竟空中皆不可得。
諸有所得皆息。戲論皆滅。戲論滅故。通達諸法實相得安隱道。
19

本論第 1 章第 2 節も参照のこと。
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不常と、常もまた常なるも不常もまた不成にして、常もまたあら
ず不常もまたあらずといえるそれらの全ての見とは次第の如く、
涅槃と後際と前際とに能依するなり20。
（寺本婉雅訳[1937]）
この後も『中論』と同じように第 22 偈、第 23 偈、第 24 偈を列挙し、
最後に「化作あるいは、アングリマーラのように（sprul pe bzhin nam
sor phrang bzhin no //）
」という言葉で締めくくっている。これは一
説に依ると、悪を働いたアングリマーラが改心し仏教に帰依したよう
に、善き変化を示す譬えである21。第 25 章全体の偈頌を了解すること
の功徳を意味するのかもしれない。

Huntington [1986] p.546
’gag par gyur dang mtha’ sogs dang // rtag la sogs par lta ba dag //
mya ngan ‘das dang phyi mtha’ dang // sngon gyi mtha’ la brten yin
// 25.21
de bzhin gshes pa ’gags par gyur nas yod pa dang med pa dang /
yod kyang yod la med kyang med pa dang / yod pa yang ma yin med
pa yang ma yin zhes bya bar lta ba gang dag yin pa dang / ’jig rten
mtha’ yod pa dang / ’jig rten mtha’ med pa dang / mtha’ yod kyang
yod la / mtha’ med kyang med pa dang mtha’ yod pa yang ma yin /
mtha’ med pa yang ma yin zhes bya bar lta ba gang dag yin pa
dang/ ’jig rten rtag pa dang / ’jig rten mi rtag pa dang / rtag kyang
rtag la mi rtag kyang mi rtag pa dang / rtag pa yang ma yin mi rtag
pa yang ma yin zhes bya bar lta ba gang yin pa de dag ni / go rim
bzhin du mya ngan las ’das pa dang / phyi ma’i mtha’ dang sngon
gyi mtha’ la brten pa yin no //
21 「アングリマーラのように」という譬えは、龍樹作とされる
SuhRllekha（『勧誡王頌』）v.14「およそ先に怠惰であった人が後に怠惰で
20

なくなるなら、その人も雲から出た月のように美しく、たとえば、ナンダ
やアングリマーラやクシェーマダルシンやウダヤナのようであります（瓜
生津隆真訳『龍樹論集』
）」が示すように理解すべきだろうか。そうする

と、善き変化を表わす譬えと考えられる。また、Huntington
[1986]p.23 は第 23 章、第 24 章、第 27 章と、この第 25 章の譬えは
Abh には存在して BP からは抜け落ちていることを指摘している。
本論第 5 章 注 48 も参照のこと。
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清弁は第 21 偈について次のように注釈している。

最高の真実として諸見解が存在するならば、それらの対治者もあ
りうるであろうが、それらの見解が存在しないときにそ〔の対治
者はどうなるのか〕を吟味しようとして次のように言う。
滅度したのち〔の如来の有無、世界は空間的に〕限界があるか否
かなどや〔時間的に〕永遠か否か、など諸々の見解は涅槃と未来
と過去とにかかわっている。25.21

滅度したのち、とは如来は涅槃ののち存在する、存在しない、存
在するのでもあり存在しないのでもある、存在するのでもなく存
在しないのでもない、という諸見解のことである。限界などとは、
世界は〔空間的に〕有限である、無限である、有限でもあり無限
でもある、有限でもなく無限でもない、という諸見解のことであ
る。永遠などとは、世界は永遠である、無常である、永遠でもあ
り無常でもある、永遠でもなく無常でもない、という諸見解であ
る。これらの見解は、順序どおりに、涅槃と未来と過去とに依存
していて、本体としてあるのではない。顛倒した分別（vikalpa）
などの熏習の誤りによるのであるから、分別と分別された事物は
本体のないものであるとすでに説いたのであるから、
あらゆるものが空であるときに、何が有限、無限、何が有限かつ
無限、何が有限にあらず無限にもあらざるか。25.22
〔霊魂と肉体と〕同一とは何か、別異とは何か。何が永遠、何が
無常、何が永遠かつ無常、或何が両者に非ずというのか。25.23

分別される対象である事物がないときには、基体がないのであっ
て、それらを分別することもないからであるという趣旨である22。

22

PP（Derge: 239a2-a5）

yang na don dam par lta ba dag yod na ni de dag gi gnyen po yang
rigs par 'gyur grang na, lta ba de dag yod pa ma yin pas de brtag
pa'i phyir 'di bshad de,

131

（梶山雄一訳[1980b]）
第 21 偈が PP の特徴である「最高の真実として（don dam par）
」
見解が存在しないことを言うために説かれているという。最初に「如
来が涅槃の後に存在、
非存在」
の四句を否定する。
「限界があるか否か」
についても世界が有限である等の四句を否定し、
「永遠など」も世界が
常住か無常かを四句に分ける。それぞれが涅槃、未来、過去に依存し
ているとし、
『中論』と Abh とも注釈に相違が無い。ただ、諸見は「顛
倒した分別などの熏習の誤りによって（log par rnam par rtog pa la
sogs pa'i bag chags kyi skyon gyis）
」引き起こされたものである事だ
けが説かれている。そして、諸見解を詳しくのべる第 22 偈と、霊魂
と身体の同一、別異を加えて十四無記に整える第 23 偈を引用した後
に、それらの対象と基体の関係として「基体がないのであって（対象
'gags par gyur dang mtha' sogs dang / /rtag la sogs par lta ba dag //
mya ngan 'das dang phyi mtha' dang / /sngon gyi mtha' la brten pa
yin // 25.21

'gags par gyur pa ni de bzhin gshegs pa mya ngan las 'das nas yod
pa dang med pa dang/ yod kyang yod la med kyang med pa dang/
yod pa yang ma yin med pa yang ma yin par lta ba'o // mtha' la
sogs pa ni 'jig rten mtha' yod pa dang/ mtha' med pa dang/ mtha'
yod kyang yod la mtha' med kyang med pa dang/ mtha' yod pa yang
ma yin mtha' med pa yang ma yin par lta ba'o // rtag pa la sogs pa
ni 'jig rten rtag pa dang/ mi rtag pa dang/ rtag kyang rtag la mi
rtag kyang mi rtag pa dang, rtag pa yang ma yin mi rtag pa yang
ma yin par lta ba'o // lta ba de dag ni go rims bzhin du mya ngan
las 'das pa dang/ phyi ma'i mtha' dang / sngon gyi mtha' la brten pa
yin pas/ ngo bo nyid las yod pa ma yin no //
log par rnam par rtog pa la sogs pa'i bag chags kyi skyon gyis rnam
par rtog pa dang/ rnam par brtags pa'i dngos po ngo bo nyid med pa
nyid du bstan zin pas de'i phyir/
dngos po thams cad stong pa la// mtha' yod ci zhig mtha' med ci//
mtha' dang mtha' med ci zhig yin// mtha' min mtha' med min pa ci//
de nyid ci zhig gzhan ci yin// rtag pa ci zhig mi rtag ci//
rtag pa mi rtag gnyis ka ci// gnyi ga min pa'ang ci zhig yin//

rnam par brtag par bya ba'i dngos po med pa na gzhi med pa la de
dag tu rnam par rtog pa med pa'i phyir ro zhes bya bar dgongs so //
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を）分別することもない（gzhi med pa la de dag tu rnam par rtog pa
med pa）
」という。
これまでの注釈において、微妙な差異はあれども第 21 偈の見解が
12 種の偏った見解を指すことに変わりはなく、第 23 偈の「霊魂と身
体が同一か別異か」という項目を併せて 14 種の無記説を提示してい
る。Pras においても大筋変わりはないが、月称は、この第 23 偈「霊
魂と身体が同一か別異か（kiṁ tad eva kim anyat）」に対して注釈を
加えていない。このことはすでに校訂者が指摘している通りで、不自
然な印象を受ける23。月称の第 23 偈に対する註釈は次の通りである。
事物の自体がないとき、これら 14 の説かれなかった（無記）の
命題もまったくなりたたない。他方、事物の自体を付託（増益）
して、それ〔自体〕と離れるか、離れないか、からして、これら
の見解を生じて執着する者、その者のこの執着は涅槃の城に導く
道を塞ぎ、輪廻の諸々の苦をもたらす、と知るべきである24。
（丹治昭義訳）

ブッダが説かれなかった“14 種の命題”と示しておきながら、やは
り「霊魂と身体が同一か別異か」という 2 つの命題には言及していな
い。チベット訳も同様である。月称は、見解を生じて執着する者は、
涅槃に至ることができずに輪廻の苦しみを受けることになると説いて
いる。そして、14 の見解に代表される執着が空であるのと同様に、涅
槃に執着することは許されないと述べているのである。

23
24

LVP p.537 note3)
LVP p.537

caturdaCApyetAnyavyAkRtavastUnyasati bhAvasvarUpe naiva
yujyante. yastu bhAvasvarUpamadhyAropya tadvigamAvigamata etA
dRSTirutpAdyAbhiniviCate tasyAyamabhiniveCo nirvANapuragAminaM
panthAnaM viruNaddhi sAMsArikeSu duHkheSu niyojayatIti
vijJeyaM.
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第3節

まとめ

第 25 章で龍樹は、涅槃に関してどの様な構想も成立しないことを
詳細に説明する。第 3 偈において早くも「涅槃の特質が不生不滅など
である」と結論のような明示をしていた。つづく第 4 偈から第 16 偈
では、四句分別をもって涅槃の存在を吟味し、涅槃が成り立たないこ
とを言う。さらに、第 17 偈では、無記説の項目として知られていた
「如来の死後の存在」についての四句を導入して、如来が成立しない
ことを言う。すなわち、如来という人格主体が成立しないから、輪廻
が成立しないということを示すのである。これによって、輪廻も涅槃
も「成り立たない」という意味では全く違いが無いと、第 20 偈で改
めて涅槃の定義をしている。
そして第 21 偈では、第 17 偈を拡大して、涅槃時に如来が存在する
か否かを先頭にした 14 の偏った見解を否定する。ここに枚挙される
ものは「霊魂と身体の同一、別異」の項目を除いた 12 の無記説であ
る。
龍樹は、
「如来の死後の存在非存在」を涅槃時の問題として設定し、
未来世に「有限性」を、過去世に「常住性」を適用し、無記説を時間
の範疇で解釈する。この点は、従来の無記説に比べて新たな解釈であ
り、第 25 章で退けるべき見解を枚挙する際の龍樹の特徴といえる。
さらに、涅槃が成立しないという事は第 22 偈の「一切の法が空で
あるときに」とあるように、自ずと空の論証が意図されている。空性
を正しく理解するならば、第 25 章で述べられている見解の各項目は
排斥されなければならず、
涅槃に執着することも許されないのである。
また、注釈書の『中論』や Abh には、dRSTi は邪見としか注釈されて
いない。しかし、清弁はそれぞれの見解が時間に依存しているから本
体としてあるのではないといい、涅槃の特徴を、
「基体のないものであ
って、分別される事もない」という。月称も事物の自体が無いときは、
無記説の命題も成り立たないと説明している。龍樹以前から、涅槃を
説明する際には常に何らかの輪廻の主体が想定され、議論が交わされ
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てきた。しかし、龍樹は輪廻と涅槃に区別が無いといい、注釈者も輪
廻や涅槃の基体も、事物の自体もないというのである。それは一切の
法が空だからである。
第 25 章第 21 偈の「dRSTi 見」は、まさに釈尊が無記として退けた偏
った見解を表わす。それが第 25 章の「如来は死後存在する」に始ま
る 14 の見解であった。
なお、この 14 種が枚挙される形式は初期経典に見られないが、複
数の般若経典類には見出すことができるものである。このことは、般
若経典類と『中論頌』の緊密性を示す一例であり、これまで具体的に
指摘されてこなかった。
しかし、般若経典に見出せる無記説と、
『中論頌』第 25 章の無記説
とが全く同一ともいえない。それは、先にのべたように龍樹が無記説
を涅槃時、未来世、過去世のそれぞれに適用しているということであ
る。無記説に時間を配分する仕方は、相応部の因縁相応（12-20）な
どには見られるが25、般若経典類の無記説には見出せない。序論でも
示したように、元来、無記説は空間と有限性、時間と常住性が対応す
る項目として知られている。龍樹が未来世と有限性、過去世と常住性
を適用する無記説に関して、注釈者たちは第 25 章の中に、教証を挙
げていないので、根拠は不明のままである。この事について手掛かり
になりそうなのは、過去世と未来世に言及する第 27 章に見られる無
記説である。したがって、無記説と過去世、未来世の適用についての
結論は、後の章に持ち越すことにしたい。

本論第 5 章第 5 節第 2 項 参照のこと。
『梵網経』も六十二見説を
18 の過去に関する見解と 44 の未来に関する見解に分類する。
25
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第1節
第１項

『中論頌』第 27 章について
位置づけの問題

先行研究が第 27 章を取り上げる際に必ず言及するのは、MMK に
おける第 27 章の位置づけの問題である。本章では、先行研究を紹介
した後に第 27 章全体の梗概を示す。そして見（dRSTi）の用いられる各
偈頌について注釈者の理解と併せて検討し、その論証形式や、特徴か
ら龍樹が MMK 最終章「見解の考察（DRSTiparIkSA・観邪見品）」とし
たことの意義を考察したい。
もとより先行研究では、青目釈『中論』や『無畏論』の理解から、
前 25 章を「摩訶衍」の教えとするのに対して第 26 章、第 27 章を「声
聞法」と位置づける理解がなされてきた1。この説は『中論頌』全体の
構成が大きく二分されている事を示し、この記述を根拠に、第 26 章
と第 27 章は他の章と同列に語ることが疑われてきた2。しかし、帰敬
偈と最終偈第 27 章第 30 偈の呼応に見る一貫性や、龍樹の仏陀観に関
する研究などから龍樹が前 25 章と第 26 章、第 27 章に断絶を認めて
いたとは考えられないという説もある3。
第 26 章、第 27 章の位置づけに関しては、すでに Lindtner[1982]、
Vetter[1992]、KATSURA[1997a]、丹治昭義[2006]、らによって検討
が加えられている。それぞれの考察は、小澤千晶[2008]に詳しいので、
要旨だけまとめてみたい。
リントナーは第 1 章、第 3 章、第 4 章、第 5 章、第 7 章、第 17 章、
第 23 章、第 24 章、第 25 章、第 26 章とともに第 27 章を「アビダル

1

宇井伯寿『国訳大蔵経』p.240,n.127,1920 年、羽渓了諦『国訳一切
経』p.233,n.1,1925 年
2 第 27 章の異時成立説に関しては、
・T.Vetter[1992] ・TANJI [2000]、
[2006]pp.308,309
3 KATSURA[1997a]、五島清隆[2008a]
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マや伝統的仏教の概念を検討する章」と区分している。特に第 26 章、
第 27 章に対する注記に、空性を通してのみ理解できる十二支縁起と
見の否定を提示するという特殊な意図をもって，MMK に加えられた
章との理解を示している4。
フェッターは、龍樹に帰せられる MMK とラトナーヴァリー（RV）
の教義の一貫性を比較検討する中で、MMK の中でも教義が一貫して
いないことを指摘する。つまり MMK 第 25 章までの議論と第 26 章以
降の説には整合性が見られないという。具体的な理由として①後者が
「自性」や「空性」に言及しないこと。②第 26 章では他の章ですで
に明らかな無明の条件（18.5 の vikalpa や 23.1 の saMkalpa/viparyAsa5）
を参照していないことなどを挙げる。ただし、第 26,27 章はリントナ
ーが言うような「期待はずれ（anticlimax）」ではなく、第 27 章の
第 1 偈から第 28 偈までの議論の未熟さと、空性に言及する第 29 偈と
第 30 偈が後の付加であることに触れて、龍樹の真作である事は認め
ている6。結論として第 26,27 章は龍樹の青年期の小論とする。このフ
ェッター説は、丹治昭義もプラサンナパダー訳注研究において支持し
ている7。
桂紹隆は、帰敬偈と最終偈を貫く「縁起」が MMK の核心であり、
第 24 章第 18 偈に縁起とは空性であると宣言されていることを確認す
る。そのうえで、MMK 第 26,27 章がフェッターのいう「学生期のエ
ッセイ（a student’s essays）」であるという理解に疑問を呈した。第
24 章で示された空性を通してのみ第 26 章、第 27 章が理解できると
いうリントナー説は認めるが、第 26 章は伝統的な「十二支縁起説」
に空性の意味を与え、第 27 章は自己と世界に関係しているすべての

4
5
6
7

Lindtner[1982] pp.27, 28 . n.81、小澤千晶[2008]p.10
Vetter[1992]p.496, n.11
Vetter[1992]pp.494-499
丹治昭義[2006]p.249.n.1、pp.308,309n.240
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見解は空性の理解において否定されると理解し、断絶を認めない8。龍
樹が、伝統的な仏説に空性という新しい意味を与えたのが MMK 末尾
の 2 章であるとする。
小澤千晶は上記 4 氏の説を受けて第 27 章を注釈とともに解読し、
見の否定が空性理解に基づいたものであるというリントナー・桂紹隆
の説に賛同する。また第 1 章から第 27 章までが一貫した縁起理解の
上につくられたと見る桂説を支持する。
以上、先行研究を概観した。第 27 章の議論に入ろう。

第 2 項『中論頌』第 27 章梗概
MMK の最終章である第 27 章の章題は「見解の考察（DRSTiparIkSA・
観邪見品）
」という。章題の通り MMK 全体の中で dRSTi の使用例が最
も多く、第 1 偈、第 2 偈、第 13 偈、第 14 偈、第 29 偈、第 30 偈に
見られる。そしてそれらの見は、これまでの箇所で見てきたように、
龍樹の立場から非難すべき見解が述べられているのだろうか。そうだ
とすれば、非難すべき見解として紹介されるのはどの様な見解なのだ
ろうか。
月称の注釈を元にした丹治昭義[2006]によって第 27 章の梗概
を挙げる。

１

十六の見解の概説

２

八つの見解の否定9
２－１

（第 1,2 偈）

前際を対象とする四見解の否定

KATSURA[1997a]
丹治昭義[2006]は「十六の見解の否定」とするが、２の範囲は過去
世、未来世の存在に関する議論で 8 つの項目しか読み取れない。ツォ
ンカパの科段には、第 1 偈から第 28 偈で、世俗の問題として 16 見解
を 4 つずつ説明し、第 29 偈には勝義として空であるということを示
すと位置づけられている。
『西蔵仏教基本文献』第 1 巻 The Collected
Sa-bcad of rJe yab sras gsung ‘bum (1) p.61
8
9
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［２－１－１ 過去世の自我の有の否定］ （第 3-8 偈）
［２－１－２ 過去世の自我の無の否定］ （第 9-12 偈）
［２－１－３ 過去世の自我の有無と非有非無の否定］

（第 13 偈）
２－２
３

後際を対象とする四見解の否定（第 14 偈）

恒常等の四見解の否定
３－１

恒常の否定

（第 15 偈）

３－２

恒常でないものの否定

（第 16 偈）

３－３

恒常不恒常の否定

（第 17 偈）

３－４

非恒常非不恒常の否定

（第 18 偈）

３－５

輪廻する者に内在する恒常性等の四句否定

（第 19,20 偈）
４

有限等の四見解の否定
４－１「世界は有限である」と「無限である」
という二見解の否定①（第 21 偈）
４－２「世界は有限である」と「無限である」
という二見解の否定②（第 22-24 偈）
４－３

取者の有限・無限の共の否定（第 25,26 偈）

４－４

取の有限・無限の否定

（第 27 偈）

４－５

非有限・非無限の否定

（第 28 偈）

（第 29 偈）

５

結語

無取得空

６

教証

『稲芉経』

７

論全体の結論のことば

（第 30 偈）
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第2節

第 1 偈、第 2 偈（dRSTi）

第 1 項 龍樹の理解
abhUm atItam adhvAnaM nAbhUvam iti dRSTayah // 10
yAs tAH CACvatalokAdyAH pUrvAntaM samupACritAH // 27. 1
「私は過去世に存在した」とか「私は過去世に存在しなかった」
など、また「世間は恒常である」等の間違った諸見解は、過去世
に依っている。

dRStayo na bhaviSyAmi kim anyo 'nAgate 'dhvani /
bhaviSyAmIti cAntAdyA aparAntaM samACRitAH //

27.2

「私は、未来世に存在しないだろうか、あるいは、異なって存在
するだろうか11」など、また、
「〔世間は〕有限である」等の間違
った諸見解は、未来世に依っている。

この冒頭２偈によって、諸見解（dRSTi）が過去世と未来世の２つに
区分されることが知られる。細かくみると、人格主体である「私」の
存在の有無が過去においても未来においても否定される項目として取
り上げられている。また、過去世の範疇での恒常論が説かれ、未来世
の範疇で有限論が説かれている。恒常論を過去世に、有限論を未来世
に適応するのは、第 25 章の無記説と同一である12。
ただし、偈頌の理解だけで「私」の示すものが具体的に何なのかは
わからない。
「アートマン」なのか、それとも無記説の項目の「如来は
死後存在するかしないか」のように「如来」を指すことも考えうる。
「私は過去世に存在した」などの四見解を否定する為に説かれている
第 3 偈から第 13 偈に尋ねる前に第 1,2 偈に対する註釈を見てみたい。
10

11

DRStayo abhUvaM nAbhUvaM kiM nv atIte adhvanIti ca //
LVP p.571 note 4) 文法的には abhUvam が最適。Mss では abhUnam。

チベット訳は「未来世に異なって存在するだろうか、あるいは存在
しないだろうか」と順序が逆になる。
12 本論第 4 章【表６】参照。
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第2項

注釈者の理解

第 27 章もこれまで通り、青目釈『中論』、
『無畏論』
（Abh＝『仏護
註』
（BP）
）13、
『般若灯論』
（PP）
、
『プラサンナパダー』
（Pras）の順
に見ていくことにする。
第 27 章の注釈冒頭には著述の意図と十六邪見を総論する第 1,2 偈に
対する注釈がなされている14。

問う。すでに大乗の法にて邪見を破するを聞いた。今から声聞の
法にて邪見を破するを聞く15。

青目釈『中論』は、声聞の法にて邪見を聞くという質問者に対して、
偈頌を以って回答する。すなわち、質問者が大乗の教えにて邪見を退
けることはすでに聞いたので声聞の教えで邪見を退けることを聞くと
いう。ここでいう大乗の教えによる邪見の排斥が具体的に何を指すの
かは述べられていない。しかしながら、この質問者に対する答えが第
1 偈となっている。さらにこの一文は「声聞の教えにて第一義諦に入
る方法を聞く」と問う第 26 章導入部分と形式が同じである16。

ABh=BP は、第 23 章第 17 偈以下、同一のテキストであり、
『仏護
註』が散逸し、
『無畏論』から補われたと推測される。本論第 1 章第 2
節、第 4 章第 2 節も参照。
14 安慧の『大乗中観釈論』には第 27 章の著述の意図を記した箇所は
見当たらない。第 27 章の冒頭には、対論者が「身体に相続があるの
は見処であるから（衆生相續是見處故）
」ということに対して、不合理
である事を述べる。その説明の為に第１偈以下が説かれるという。対
論者が見処に言及するのは、PP のアヴァローキタヴラタの注釈にも
同様であり、MMK の注釈書の中で両書の関係が深い事を伺わせる。
15 『中論』
（大正 30 巻 p.36c）
問曰。已聞大乘法破邪見。今欲聞聲聞法破邪見。
16 『中論』
（大正 30 巻 p.36b）
問曰。汝以摩訶衍説第一義道。我今欲聞 説聲聞法入第一義道。
13
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答えて曰く

私は過去世において、有であったのか、これは無だったのか、
世間は常であるなどの見は、 皆過去世に依る。
私は未來世において、作をなすだろうか不作をなすだろうか、
有邊であるなどの諸見は、皆未來世に依る。
なお、注釈には a 句、c 句に対して、過去世に関する私の有無の分別
と、未来世に関して私は作用を及ぼすか否かの四句分別を行う17。
『中
論』は、未来世における存在を作用と読み替えていることがわかる。
さらに、第 3 偈から第 8 偈に過去世における私の存在の有無を一つの
まとまりとして採りあげる。
つぎに『無畏論』
（Abh＝『仏護註』（BP）
）を見てみると
ここで問う。あなたは、声聞の乗と〔それと〕同じ教説中に依っ
て、見解の諸相がありえないことを述べよ18。

Abh の冒頭でも、質問者が「見」を声聞乗の教説に依って述べるこ
とを指示して議論が始まる。そして偈頌の後に次のように言う。

『断一切有漏法門』という経典の中でおっしゃるには「私は過去世
の時において生じるだろう」ということと「私は過去世の時におい

17

『中論』（大正 30 巻 p.36c,37a）
答曰 我於過去世 爲有爲是無 世間常等見 皆依過去世
我於未來世 爲作爲不作 有邊等諸見 皆依未來世
我於過去世。爲有爲無。爲有無爲非有非無。是名常等諸見依過去世。我
於未來世。爲作爲不作。爲作不作爲非作非不作。是名邊無邊等諸見依未
來世。如是等諸邪見。何因縁故名爲邪見。

18Abh.

p.554 (Derge: 95b4)
‘dir smras pa / khyod kyis nyan thos kyi theg pa dang mthun pa’i
mdo sde’i mtha’ la brten nas lta ba’i rnam pa rnams mi srid par
ston cig //
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て生じることはないだろう」という提案、「この世間は恒常か等の
諸見解は過去世に依っていること」である。「私は未来時に異なっ
て生じることになる」ということや、「私は未来時に異なって生じ
ることはない」ということの提案、「この世間は有限であること」
などの見解、「それらは未来世によっていること」である。それら
（過去世、未来世に私は存在していたということ）が、なぜ間違っ
た道理かということに答える19。

Abh 第 1,2 偈の直後の注釈では、当該の偈頌がそのまま『断一切有
漏法門』と名づけられる経典に記されている議論であることを示す。
したがって、経典に基づいて書かれたものであるならば「私」と表現
される人格は如来であると考えられる。しかし同名の経典は現存して
おらず目録にも見当たらないため詳しいことはわからない20。

Abh 第 27 章には、第 26 章と同じ形式で対論者による質問があり、
共に声聞乗や声聞の法といったことばで第 25 章以前との差別化が図
られている。前述の『中論』も Abh と同じ立場をとっていると見るこ
とができる。
しかし『般若灯論』
（PP）に登場する質問者は、第 27 章と他の章と

Abh. pp.554,555 (Derge: 95b4)
zag pa thams cad sdom pa’i rnam grangs zhes bya ba’i mdo sde las
gsungs pa / bdag lngon ‘das pa’i dus na byung bar gyur ces bya ba
dang / bdag sngon ‘das pa’i dus na ma gyur ces bya ba’i rgyu ‘dis ‘jig
rten rtag pa la sogs par lta ba gang yin pa de dag ni sngon gyi mtha’
la brten pa yin no // bdag ma ‘ongs pa’i dus gzhan du ‘byung bar
‘gyur zhes bya ba dang / bdag ma ‘ongs pa’i dus gzhan du ‘byung
bar mi ‘gyur zhes bya ba’i rgyu ‘dis ‘jig rten mtha’ yod pa la sogs par
lta ba gang yin pa de dag ni phyi ma’i mtha’ la brten pa yin no / de
dag ni mi ‘thad de / rigs pa gang gis she na / bshad par bya ste /
20 zag pa thams cad sdom pa’i rnam grangs zhes bya ba’i mdo sde
池田澄達[1932] p.180 は、
『断一切有漏法門』と名づけられる経と想定
し、寺本婉雅[1937]は『一切漏律儀法門』、C.W.Huntington[1986]
p.204 も sarvACravaniyAmakaparyAyasUtra?? と推測している。
19
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を区別をするような記述はしない。

さて、同じ様に、空性と対立する特定の主張を否定することによ
って、見は空であると説くという目的のゆえに、第 27 章をはじ
める。
反論者：勝義という観点からすれば，五取蘊は有自性にほかならない。
見処であるから21。
清弁は第 27 章の冒頭で、見は空であることを説くことが第 27 章の
目的であると述べて注釈をはじめる。そして五取蘊の自性が存在する
ことを『倶舎論』を引用して反論する者に対して、第 1 偈が述べられ
ていると理解する22。第 1,2 偈を逐語的に注釈した後に、五蘊の自体
の否定を述べており、誤った見解というのは「執着を起こすこと等と
差異がない」ものであるという23。

21

PP. (Derge: 253a3,4)

da ni de bzhin du stong pa nyid kyi mi mthun pa’i phyogs kyi khyad
par dgag pas lta ba stong pa nyid du bstan pa’i don gyi dbang gis
rab tu byed pa nyi shu bdun pa brtam mo // ’dir smras pa/ don dam
bar nye bar len pa’i phung po lnga ni ngo bo nyid yod pa khon yin te
/ lta ba’i gnas yin pa’i phyir ro//
22 反論者は『倶舎論』1.8cd を引用する。
PP. (Derge: 253a4,5)
chos mngon pa las /
de ni sdug bsngal kun ‘byung dang // ‘jig rten lta gnas srid pa yin//
zhes ‘byung bas de’i phyir gtan tshigs ji skad smos pa’i mthus don
dam par nye bar len pa’i phung po lnga ni ngo bo nyid yod pa kho
na yin no //
AKBh p.5「duHkham. samudayo loko dRSTisthAnam. bhavaC ca te.」1.8cd
(それら五取蘊は）苦であり、集であり、世間であり、見処であり、有
である 櫻部建[1969]
23 PP. (Derge 253a7)
lta ba zhes bya ba ni mngon par zhen pa zhes bya ba dag dang don
tha dad pa ma yin no // 漢訳『般若灯論釈』は、
「見とは取などに執
着すること（見有何義。謂執著於取等）
」とする。
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以上の諸注釈の中から次の二点の特徴がわかった。
・ABh が『断一切有漏法門』という経典を根拠としていること
・PP において「見」が執着（mngon par zhen pa）と同義であると
定義されていること
これらの注釈を参照しているにも拘らず月称は異なる切り口で注釈
する。Pras 第 27 章冒頭に本章は『稲芉経』の十四無記を詳細に説く
ことであると著述の意図を述べている。

「また、そのように、縁起をあるがままに正しく見る者は過去世
に依らないし、未来世に依らない云々」と（稲芉）経に説かれて
いる。そのうち、過去世とは何であるか、未来世とは何であるか。
なぜに、依らないのか、というその意味を説くために、以下のよ
うに説き始める24。
（Pras p.571, 3-5）
月称は、第 27 章が『稲芉経』に基づくものであるという理解を示
している25。先に述べた通り、他の注釈者は 16 数えられる見解につい
て明言はしないが、Pras だけが『稲芉経』十四無記の項目が過去世、
未来世に依るということを具体的に取り上げているのである。

24

LVP p.571, 3-5)

yaC caivaM pratItyasamutpAdaM yathAbhUtaM samyak paCyati sa na
pUrvAntaM pratisarati, nAparAntaM pratisaratIty Adi sUtre paThyate /
tatra katamaH pUrvAntaH, katamo 'parAntaH, kathaM na pratisaratIti
tadvyutpattyartham idam Arabhyate //
ただし、第 27 章冒頭の注釈ではサンスクリット原文、チベット訳
ともに『稲芉経』という経典名を明示していない。章末の教証でも、
チベット訳はただ「経の中で」という。つまり章末のサンスクリット
原文だけが『稲芉経』と記しており、その『稲芉経』とされる教証と
全く同一の内容が、
『倶舎論』に引用される縁起経典 NidAnasaMyukta 14
[8-12]（楠本信道[2007]pp.279-281）に存在する。相応部「因縁篇」
（12.20）と対応するパーリ文からの和訳は、
『ブッダのことばⅣ』
pp.63-67、並川孝儀[2010] pp.94-97
25
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第3節
第1項

第 13 偈、第 14 偈（dRSTi）
龍樹の理解

これまで、第 1 偈、第 2 偈に関する龍樹の理解と各注釈者の特徴を
見てきた。次に見 dRSTi を用いるのは第 13 偈、第 14 偈であるが、順
を追って第 3 偈から検討していくことにする。

abhUm atItam adhvAnam ity etan nopapadyate /
yo hi janmasu pUrveSu sa eva na bhavaty ayaM // 27. 3
「私は過去世に存在した」と言うことは成り立たない。
なぜなら、実に、先行する生において（存在した）同じ人が、
いまここに存在するのではないから。
第 3 偈は、第 1 偈の a 句「私は過去世に存在した」が成り立たない
ことを述べる偈頌である。それは、過去から今まで同じ人がいるわけ
ではないからである。
「過去世」は「先行する生」と言いかえられてお
り、輪廻転生する迷いの存在における前世のことを指していると思わ
れる。

sa evAtmeti tu bhaved upAdAnaM viCiSyate /
upAdAnavinirmukta AtmA te katamaH punaH //

27.4

しかし実にそれがアートマンであるとなれば、五取蘊（身体）
は〔我と〕区別されることになる。しからば、身体を離れてど
のような我があなたにあるのか。
第 1 偈 a 句の「私は」が、アートマンであれば、常住不変であり、
無常なる身体とは別ものとなる。そこで、五取蘊である身体と、アー
トマンはどの様な関係にあるのかについて第 5 偈から第 7 偈で議論さ
れる。それらをまとめて説いたのが第 8 偈である。
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evaM nAnya upAdAnAn na copAdAnam eva saH /
AtmA nAsty anupAdAnaH nApi nAsty eSa niCcayaH // 27. 8
このようにアートマンは〔五〕取〔蘊〕より別のものでないし、
それが〔五〕取〔蘊〕そのものでもないし、
〔五〕取〔蘊〕と無
関係でもない。しかも〔アートマンは〕存在しない〔という〕
この決定もない26。
第 4 偈で身体とアートマンの同一性を否定して、第 8 偈で「別異性」
「同一性」
「無関係」
「非存在」など四種類の見かたで否定を行ってい
る27。したがって「私は過去世に存在しなかった」という見解は妥当
でないと結び、四句分別の形式においても成り立たないことを第 13
偈にいう。未来世についても同様であるとして、続く第 14 偈に明ら
かにしている。

evaM dRSTir atIte yA nAbhUm aham abhUm ahaM /
ubhayaM nobhayaM ceti naiSA samupapadyate //

27.13

以上、過去世に関して「私は存在しなかった」「私は存在した」
「両者であった」
「どちらでもなかった」というこのような見解
は〔すべて〕成り立たない。

26

羅什は、nApi nAsti を「無に非ず」と訳し eSa niCcayaH/ 「此れ即ち決
定の義なり」とする。
27 その手法は、第 23 章第 5 偈でも言及した「五種の検討」と似てい
るが、同じではない。龍樹が提示する五種の検討は、例えば第 22 章
第 1 偈にある。
skandhA na nAnyaH skandhebhyo nAsmin skandhA na teSu saH |
tathAgataH skandhavAn na katamo 'tra tathAgataH ||22.1||
〔如来は〕諸蘊ではなく、諸蘊と別ではなく、彼の中に諸蘊はなく、
彼はそれらの中になく、如来は蘊をもつものではない。この場合、
如来とはいったい何なのであるか。
（斎藤明訳[1987b]）
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adhvany anAgate kiM nu bhaviSyAmIti darCanaM /
na bhaviSyAmi cety etad atItenAdhvanA samaM //

27.14

未来世に関して「私は存在するだろうか」という〔見解〕と、
「あるいは私は存在しないだろうか」というこの見解は、過去
世〔の場合〕と同じ〔で成り立たない〕
。

この両偈は、過去世に「私は存在した」
「私は存在しなかった」「両
者（私は存在しかつ存在しなかった）」「どちらでもない（私は存在し
たのでもなく存在しなかったのでもない）」という四見解と、未来世に
「私は存在するだろうか」
「私は存在しないだろうか」「両者（私は存
在しかつ存在しないだろうか）
」
「どちらでもない（私は存在するので
もなく存在しないのでもないだろうか）
」という四見解が成り立たない
ことを明らかにしている。つまり、アートマンではない「私」に関し
て過去に存在したことも、未来に存在するであろうこともない。第
13,14 偈で用いられる見は否定すべき８つの見解である。この点は注
釈書にも明らかにされている。

第2項

注釈者の理解

『中論』は第 13 偈に対して、過去世の邪見である「私の有」
「私の
無」
「私の有かつ無」
「私の非有かつ非無」は、第 4 偈から第 12 偈に
説いた理由で成り立たず、未来世に関する四句も過去世の場合と同様
に成り立たないと注釈する28。

Abh にも、同じように第 13 偈に 4 つの見解、第 14 偈に 4 つの見解

28

『中論』
（大正 30 巻 p.38b）
如過去世中 有我無我見 若共若不共 是事皆不然
如是推求過去世中邪見有無。亦有亦無。非有非無。是諸邪見。先説因縁
過故。是皆不然
我於未來世 爲作爲不作 如是之見者 皆同過去世
我於未來世中。爲作爲不作。如是四句。如過去世中過咎。應在此中説。
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の併せて 8 つの見解が成り立たないといわれている29。この箇所につ
いては PP も Abh と同じ簡易な注釈である。

Prasには第14偈の注釈の後に、
「過去世」を説いた第3偈、第9偈を「未
来世」に変換したものを注釈に挙げている。

adhvany anAgate kiM nu bhaviSyAmIty asaMgataM /
aiSya30 janmani yo bhAvI sa eva na bhavaty ayaM //
「私は未来世に存在するだろうか」ということは不合理である。
なぜなら、未来の生存において存在するであろう人、その同じ人
が、今ここに存在するのではないから31。

na syAmanAgatakAla32 ity etan nopapadyate /

29

Abh. pp.560,561 (Derge:97a)
以上、過去世に関して「私は存在しなかった」「私は存在した」「両
者であった」
「どちらでもなかった」というこのような見解は〔すべ
て〕成り立たない。 27.13
以上のように妄想された場合「私は過去世の時において存在した」とい
うことと、「私は過去世の時において存在しなかった」ということと、
「過去世の時において存在しているのでもあって、かつ存在していない
のでもある」ということと、「過去世の時において存在しているのでも
なく、かつ存在していないのでもないこと」という過去世の時において、
どのような見解も成り立たない。いま、
未来世に関して「私は存在するだろうか」という〔見解〕と、
「ある
いは私は存在しないだろうか」というこの見解は、過去世〔の場合〕
と同じである。 27.14
いま、「私が、未来の時において他で存在することになろうか」という
こと、
「私が、未来の時において他で存在することにならないだろうか」
ということ、未来世の時においてすべての見解であるそれらは、過去世
の時〔に関する見解〕と同様であると考えられて、過去の時を始めると
いう過失。何がそれらにここでも特に知られることになろうか。

aiSya = eSya LVP p.582 note3
第 27 章第 3 偈の「過去」を「未来」と置き換えたのとほぼ同じ、
特に d 句は全同。
30
31

abhUm atItam adhvAnam ity etan nopapadyate /
yo hi janmasu pUrveSu sa eva na bhavaty ayaM //

32

LVP anAgatakAle. R anAgate kale

27.3
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aiSyajanmani yo bhAvI tato 'nyo na bhavaty ayaM /
「私は未来世において存在しないだろう」という、
〔この見解〕は
成り立たない。なぜなら、
〔この現在の〕私は、未来の生存におい
て存在するであろうものと別のものではないからである33。

月称は自身の創作した偈頌をもって詳細に8つの見解を説明する。な
お、安慧釈『大乗中観釈論』には第14偈にあたる部分はなく、第13偈の
注釈に含まれている34。
このような過去世、未来世に関する私の存在の有無について言及す
るのは、初期経典中の用例に決して多いわけではない。例えば『テー
ラガーター』で 20 ずつの詩句の箇所、仏弟子のアディムッタ長老が、
盗賊に向けて仏法を説く場面にも見られる。盗賊は財貨を得るため長
老を捕えるが、どうして怯えたり泣き悲しんだりしないのかを長老に
尋ねた。それに対する答えの結論として次の句がある。

われには「われが、かつて存在した」という思いもないし、
またわれには「われが未来に存在するであろう」という思い
もない。潜在的形成力は消滅するであろう。ここに何の悲し
みがあろうか35。
（TheragAtA 715 中村元訳『仏弟子の告白』p.151）
第 27 章第 9 偈の「過去」を「未来」と置き換えたのとほぼ同じ、
特に b,d 句は全同。
33

nAbhUm atItam adhvAnam ity etan nopapadyate /
yo hi janmasu pUrveSu tato 'nyo na bhavaty ayaM //

27.9

34

『大乗中観釈論』巻第十八 （高麗大蔵経 第四十一 p.172b）
復次頌言
過去起是見 我為有為無 此二倶不倶 是皆無所有
釋日如其所説審諦観察乃以多種開亦其義今此遮遣依止未来而起諸見
未来有我或無我邪如是諸見皆同過去然後一性異性倶不倶執。

35

TheragAtA 715
na me hoti ahosin ti, bhavissanti na hoti me,
saGkhArA vibhavissanti, tattha kA paridevanA.
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このことばを聞いた盗賊たちは直ちに行いを改め、仏弟子になった
と伝えられる。ここでは saGkhAra の消滅が言われている。
「われ」が
過去世や未来世に存在しないとを思えば、saGkhAra は消滅することが
記されている。そして「われ」はアートマンや如来などに限定される
ものではなく、世俗的な「わたし」と思うことで何らかの輪廻の主体
を意味している。
龍樹は saGkhAra/saMskAra に関しては、すでに第 26 章第 10,11 偈
で「諸行」をなすことは輪廻の根本であり、無明を滅すればこのよう
な「諸行」は滅びるものであると明らかにしている36。
したがって、仮に龍樹が上記の箇所のような過去世、未来世の存在
を否定する初期経典をうけていたと考えると、第 1 偈以降いわれてい
る「私」というのは、諸行によって形成される輪廻するものとも考え
られるだろう。そして、
「私」を含む見解は誤っており、退ける必要が
あった。

第 26 章第 10 偈、第 11 偈
それ故、無知の者は輪廻の根本原因である諸行を為す。
したがって無知の者は行為者である。しかし、知者は真実を見るから、
〔行為者では〕ない。
「無明」が滅せられたときには、諸行は生じない。
しかし、無明が滅するのは、まさにこの智を修習するからである。
36
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第 20 偈 四句分別に関連して

さらに第 15-28 偈は、恒常論と有限論を四句分別の形式で分析し否
定する話題へと移る。第 15 偈から第 18 偈において、過去世に依拠す
る恒常論の四句「恒常である」「恒常でない」「恒常かつ恒常でない」
「恒常でなくかつ恒常でないのでもない」をそれぞれの否定したのち、
第 20 偈で龍樹は次のように言う。

nAsti cec chACvataH kaCcit ko bhaviSyaty aCACvataH /
CACvato 'CACvataC cApi dvAbhyAm AbhyAM tiraskRtaH // 27.20
もし恒常なものが何ら存在しないならば、何か恒常でないものが
存在するであろうか。
恒常かつ不恒常なもの、さらにこの両者を欠くものも〔存在する
であろうか〕

これまでの偈頌で説明してきた「恒常なものが存在する」などの四
句を帰謬法に変換して議論をまとめる。
さて、龍樹の論法の本質はすでに、
「帰謬法」であり「四句分別」や
「三時不成の論理」を好んで用いると言われている37。また、本論第
３章で複数の偈頌を確認したように「paJcadhA 五種の（検討）
」も龍
樹の論法の 1 つの特徴といえるだろう。
中でも「四句分別」は、初期経典で形而上学的問題を取り上げる場
合や、アビダルマの論師が多くの箇所で利用した枚挙法である38。実
37

仏教徒が用いた帰謬論証については、立川武蔵[1982a]、上田昇
[1995]、桂紹隆[1998]、槻木裕[2003a]などに詳しい。
38 『中論頌』で用いられる四句分別に関する議論は枚挙にいとまがな
い。B.K.Matilal や F.Staal、Murti、Robinson、A.Wayman の諸論
文があるが、A.Wayman が瞑想の観点から評価している点を紹介する
にとどめる。
「4 つの選言支は、それぞれ別のものであると考えられて
いるが、もともと入門としての方向付けを与えるものであった。因果
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際に龍樹は、四句分別を『中論頌』に多く織り込んでいるので、ここ
で整理をしたい。

MMK に表れる四句分別（テトラレンマ）を立川武蔵[1984]は 2 種
類に分類する。
Ⅰ．或るものは、M でもなく（１）、非 M でもなく（２）
M にして非 M なるものでもなく（３）
M でもなく非 M でもないものでもない（４）
Ⅱ．或るものは、M であるか（１）、非 M であるか（２）
「M にして非 A なるもの」であるか（３）
「M でもなく、非 A でもないもの」であるか（４）

前者は 4 つの命題が各々否定形で表わされており連言命題という。
後者は 4 つの命題が各々肯定形で表現され、選言命題という。『中論
頌』における四句分別はいくつかのパターンで登場しており、すでに
立川武蔵[1978a]によって 5 つに整理されている。
１）４つの格を有する１・２・３・４型
２）３つの格を有する１・２・３型
３）３つの格を有する１・２・４型
４）２つの格を有する１・２型

以上の４つの四句分別の型は、総じて否定されるべきもので、上記の
Ⅰ．連言命題に対応するものである。
もう１つは、Ⅱ．選言命題となるものである39。

関係のそれぞれの選言支を否定するという事は、定義・推理などを行
う人間の理性を支持して瞑想するひとつの仕方であった（中村元訳
[1994]p.736」
（A.Wayman[1990]p.250）
39 自我があるともいわれ、自我はないとも説かれた。
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５）
「ブッタの教説として肯定される」
１．２．４型

（第 18 章第 16 偈）

１．２．３．４型（第 18 章第 18 偈）
以上 5 種類が MMK に見られる四句分別全ての形式であるが、第 27
章で用いられるのは第 13 偈と第 20 偈にみられるパターン１）に限ら
れる40。また、無記とされる項目を表わす第 25 章の四句分別の形式も
すべて１）に含まれることを注意したい。第 27 章第 28 偈までに明ら
かにされる、断たれるべき見解は、表にすると次の通りである。

【表８】

過
去
世

①

私は過去世に存在した

⑨

世間は恒常である

②

私は過去世に存在しなかった

⑩

世間は恒常でない

⑪

世間は恒常で、恒常でない

⑫

世間は恒常ではなく、
恒常でないのでもない。

③

両者であった
（私は過去世に存在し、存在しなかった）

どちらでもなかった
④

（私は過去世に存在したのではなく、
存在しなかったのでもない）

いかなる自我もなく無我もないと諸仏は説いた。18.6
すべては真実であり、あるいはまた真実ではない、真実でありかつ
真実でない、真実でないのではなく真実でないのでもない。
これがブッダの教説である。18.8 （以上、梶山雄一訳）
否定されるべきものとして四句分別がなされてきたが、仏陀の教説と
して提示されると一転して矛盾を引き起こしてしまう。この事態に対
して『無畏論』と『般若灯論』では、第 1 句を世俗真理に基づくもの、
第 2 句を勝義の真理に基づくもの、第 3 句はその両方に基づき、第 4
句は三昧に至ったヨーガ行者の立場に基づいていると述べている。つ
まり、異なる次元を読み込むことで矛盾を回避する。梶山雄一[1969]
p.137
40 主題とするものは異なるが同じ形式のものとして、第 22 章第 12
偈、第 25 章 10,13,16 偈を併せたもの、第 25 章第 17,18,22,23 偈、そ
してこの第 27 章第 13,20 偈がある。
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未
来
世

⑤

私は未来世に存在するだろうか

⑬

世間は有限である

⑥

私は未来世に存在しないだろうか

⑭

世間は有限でない

⑮

世間は有限で、有限でない

⑯

世間は有限ではなく、
有限でないのではない。

⑦
⑧

両者である
（私は未来世に存在し、存在しない）

どちらでもない
（私は未来世に存在するのではな
く、存在しないのでもない）

第 27 章における dRSTi は、誤った見解を４種の四句分別にまとめた
16 種の見解を指している。そして、これらの項目は「私」の存在の四
句分別を、過去世、未来世それぞれにおいて否定した①-⑧と、十四無
記のうちの恒常論と有限論を過去世と未来世に適用した⑨-⑯とを合
わせたものである。①～⑧の「私」が人格主体をあらわすものである
から、いわゆる無記説の「如来の死後の存在」を一般的に解釈したも
のと理解できる。⑨～⑯の項目は、第 25 章の無記理解と同一で第 4
章【表７】⑤～⑫と完全に対応することがわかった。無記説は伝統的
には常住性を時間に、有限性を空間に適用して理解されてきたが、龍
樹は無記説の常住性も有限性も時間の範疇で理解している。この特徴
はすでに本論第 4 章第 25 章の分析において指摘したことだが、第 27
章の無記説にも言えることである。
このように、ブッダが無記としたとされる形而上学的命題に対して、
龍樹は無記の姿勢を採らずに詳細に否定していることがわかる。そし
てその根拠を明らかにするのが第 29 偈である。
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第5節
第1項

第 29 偈、第 30 偈
龍樹の理解

第 29 偈で、これまで検討されてきた 16 種類の命題が空であること
をいう。

atha vA sarvabhAvAnAM CUnyatvAc chACvatAdayaH /
kva kasya katamAH kasmAt saMbhaviSyanti dRSTayaH // 27.29
或いはまた、あらゆる存在は空であるから、
「恒常である」などの
見解は、どのようなもので、何に関して、誰に、どういうわけで、
あるだろうか。
ここですでに明らかになっている第 27 章の主題である 16 種の「見」
が、空である事を述べる。あらゆる存在は空であって全ては成り立た
ないのに、16 種の命題がどうして成り立つのかと問うている。
実は、龍樹はすでに第 25 章の第 22 偈から第 24 偈においても十四
無記を取り上げた後に同じ内容の指摘をしている。つまり、無記とし
て表わされる否定すべき見解を枚挙し、それらは空であるから全て成
り立たないと示すのである。
（本論第 4 章【表７】参照のこと）
第 25 章第 22 偈は次のように説かれていた。

CUnyeSu sarvadharmeSu kim anantaM kim antavat /
kiM anantam antavac ca nAnantaM nAntavac ca kim // 25.22
一切法が空であるとき、何が無限であり、何が有限、何が無限で
有限、何が無限でなく有限でもないのか。（丹治昭義訳）
このように、第 25 章第 22 偈では、一切法(sarvadharma)が空であ
るとき、どの様な見解も存在しないことが説かれていた。第 27 章第
29 偈では、あらゆる存在（sarvabhAva）が空であるから（CUnyatvAt）
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どの様な見解も存在しないと説いている。
以上のように、龍樹は空であることを理解すれば、どの様な見解に
も陥ることはないという事を、MMK の第 25 章と第 27 章の二ヶ所で
説明していることがわかる。
空の立場の重要性は第 24 章第 14 偈で
「空
が妥当するものには、すべてが妥当する。空が妥当しないものには、
すべてが妥当しない41」と言われており、縁起と空性は同じ第 24 章の
第 18 偈で等置されている42。
空の理解を踏まえることで無記説として並べられる見解を否定する
ことができるのである。そして結論の最終偈では、これまで見を否定
してきたことの拠り所が示されているのである。

sarvadRSTiprahANAya yaH saddharmam adeCayat /
anukampAm upAdAya43 taM namasyAmi gautamam // 27.30
慈しみによって、あらゆる見解を断つために
正法をお説きになった、かのガウタマに私は礼拝したてまつる。

ガウタマと呼ぶブッダが、正法をお説きになったのは慈しみによる
ものであり、
見解を断つことを目的としていたと龍樹は理解している。
ブッダの教えが誤った見解の対治となることについては、
『テーリーガ
ーター』にも記録がある。

〔チャーラー尼いわく〕この〔仏教の〕外の異学の者どもは、
誤った見解に依存しています。かれらは、真理を知っていません。
41

斎藤明[2004]p.90
第 18 章第 5 偈を受ければ、
「見」というものは空性によって滅せら
れるプラパンチャと同質のものという解釈ができるかもしれない。
「業と煩悩の止滅によって解脱がある。業と煩悩は思惟分別から生じ
る。それはプラパンチャ（戯論）による。プラパンチャは空性によっ
て滅せられる」
（桂紹隆訳[1998]p.144）
43 LVP apAdAya
42
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かれらは、真理の教えに通じていません。サキャ族に、ブッダが
お生まれになりました。比類のない方です。かれは、わたくしに、
諸々の誤った見解を超越する真理の教えを説き示されました。
すなわち（１）苦しみと、
（２）苦しみの成り立ちと、（３）苦し
みの超克と、
（４）苦しみの終滅におもむく八つの実践法よりなる
尊い道（八正道）とであります44。
（TherIgAtA 184,185,186 中村元訳『尼僧の告白』p.42）
ブッダの教えは四諦であり八正道であることが明確に説かれている。
異学の誤った見解に対する実践の方法として、正見から始まる八正道
が説かれるのである。
従って、龍樹が第 27 章において見解を否定することは、ブッダの
正法を正確に伝える上で避けることができないものであった。
第 27 章は、dRSTi を過去世、未来世に分配して解説し、第 29 偈です
べては空であると結論付けている。第 29 偈の見は第 27 章で述べられ
てきた 16 種の形而上学的命題を指している。
また第 30 偈は、ブッダは慈しみによって一切見を否定されたとい
い、ブッダに帰依する龍樹も、慈しみによって『中論頌』を著したと
いえる。MMK で取り上げた全ての「見 dRSTi」を否定するということ
は、自己の見解にとらわれた極端な見解ではなく、ブッダの正法に依
っていたことを示している。それは実際、本論で検討してきたように

MMK に経典からの影響が多く見られることからも支持される45。
44

TherIgAtA: 184.185.186

Ito bahiddhA pAsaNDA diTThiyo upanissitA,
na te dhammaM vijananti na te dhammassa kovidA
Atthi sakyakule jAto buddho appaTipuggalo,
so me dhammavadesesi diTThinaM samatikkamaM.
DukkhaM dukkhasamuppAdaM dukkhassa ca atikkamaM,
AriyaJcaTThaGgikaM maggaM dukkhUpasamagAminaM.

以上の 27 章の議論は『四百論』
「破時品」第三（CatHCataka Ⅺ.1）
、
『空七十論』第 35 偈へとつながっていると言われている。
45
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第2項

注釈者の理解

一切の法は空なるが故に 世間常等の見は、何れの處、
何れの時において 誰がこの諸見を起こすであろうか。 29
『中論』は第 29 偈の注釈で「已に声聞法にて諸見を破した」とい
い、第 29 偈に説かれる空性には邪見も正見も生じないという46。そし
て第 30 偈で「一切見」について言及する。

瞿曇大聖主は 憐愍してこの法を説き
悉く一切の見を断じる。 私は今、稽首して禮す。 30
一切見とは、略説すれば則ち五見である。廣説すれば則ち六十二
見である。 この諸見を断じるために法を説く。大聖主瞿曇は、こ
れ無量無邊不可思議智慧者なり。このゆえに我れ稽首して禮す47。

『中論』 の一切見は、何を表わしているのかというと五見と六十二
見である。断じるべき性格の見解として当時、アビダルマでまとめら
れていた五見と『梵網経』などに顕れている六十二見がその代表とさ
れている。

Abh は、第 30 偈の注釈に一切見の説明を行わない。ただし、Abh
の特徴である簡易な比喩として「ナンディカ菩薩のように」と記して

K.Potter[1999] p.123 Lindtner’s comment
46 『中論』
（大正 30 巻 p.39b）
上以聲聞法破諸見。今此大乘法中説。諸法從本以來畢竟空性。如是空性
法中無人無法。不應生邪見正見。
47

『中論』
（大正 30 巻 p.39b）
瞿曇大聖主 憐愍説是法
悉斷一切見 我今稽首禮
一切見者。略説則五見。廣説則六十二見。 爲斷是諸見故説法。大聖主
瞿曇。是無量無邊不可思議智慧者。是故我稽首禮
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いる48。

PP を見てみよう。
「今、勝義においてすべての見解は、総体的（spyir）
にありえないとおっしゃったので、ここで述べられる49」といって第
29 偈を引用する。総体的というのは、偈頌に挙げられる 4 つの方向を
意味していると考えられる。
①gang du（kva 何において）
②gang la（kasya 誰に）
③gang dag（katamAH どのような）
④ci phyir kun du（kasmAt どういう理由で）

或いはまた、あらゆる存在は空であるから、
「常住である」など
の見解は、何において、誰に、どのような、どういう理由であ
ろうか。27.29
あるいはまた、
勝義においてすべてのあり方は空であるから、
「恒常」
などの見解を、何において、誰に、どのような、どういう理由で生
じることになるだろうか（いや、生じない）。つまり、対象（yul）
と作者（byed pa po）と見解（lta ba）と原因（rgyu）などが生じ

Abh. p.570 (Derge:99a)
慈しみによって、あらゆる見解を断つために、正しい法をお説きに
なった。佛、世尊、未曾有で完全で無比なるお方、無量なるゴータ
マとかの唯一のお方に礼拝します。たとえば、ナンディカ菩薩
（Nandika:byang chub sems dpa’ dga’ byed ）のように。
・赤沼智善『印度仏教固有名詞辞典』pp.449-450 Nandiya
・『翻訳名義大集』No.1042 難陀迦
SuhRllekha v14d:dga' bo sor phreng mthong ldan bde byed bzhin
ナンダやアングリマーラやクシェーマダルシンやウダヤナのように。
Abh はアングリマーラの譬え（第 25 章）も言うことから、ナンダを
指す可能性もある。本論第 4 章注 21 参照
49 da ni don dam par lta bat hams cad spyir mi ‘thad pa bstan pa’i
phyir ‘di bshad de /
48
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ないからである。ということを表している50。

そして①～④に対応する、対象、作者、見解、原因が生じないから見
解がありえないことを述べている。そして、その様な見解は「分別から
生じる見解（kun tu rtog pa las byung ba’i lta ba）」として、最終偈第
30偈を導くのである51。第30偈の一切見を注釈して「一切の見解を断ず
るためにというのは、一切の見解は空性であると説くためである。52」
という。清弁は、分別から見解が生じることを明示し、その見解は空で
あるという。この直後に「正法」が優れた法であり大乗であることを述
べ、大乗であることを示すために教証が引用されている53。
月称は第29偈が説かれる理由を、次のように述べている。

まず、影像の（ような54）形象をもつ世俗的な取者（認識可能な
人）や〔五〕取〔蘊〕を認めても、
「常住」などの〔16 の〕諸見
50

PP : Derge256b
yang na dngos po thams cad dag // stong phyir rtag la sogs lta ba //
gang du gang la gang dag ni // ci phyir kun du ‘byung bar ‘gyur // 29

yang na don dam par dngos po thams cad stong pa’i phyir rtag pa la
sogs par lta ba gang dag tu gang la gang dag ci’i phyir kun du
‘byung bar ‘gyur te / yul dang / byed pa po dang / lta ba dang / rgyu
dag ma skyes pa’i phyir ro zhes bya bar dgongs so //
51 「分別が生じる」kun tu rtog pa *saMkalpa は、MMK 第 23 章第 1
偈で用いられており、月称の注釈に基づいてジャック・メイが解説す
る箇所に詳しい。May[1959]pp.180,181 note.581,586 また、saMkalpa
が生じる原因として月称は無明を想定している。月称の無明理解に関
しては付録「無明理解の変遷」で検討している。付録 注 33,34 参照の
こと。
52 PP : Derge256b-257a
lta ba thams cad spang ba’i phyir // zhes bya ba ni lta ba thams cad
stong pa nyid du bstan pa’i phyir ro //
53『聖勝鬘経』(CrImAlAdevIsiMhanAdasUtra)PP にのみ引用される。光川
豊藝[1964]
54 チベット訳「gzugs brJan lta buHi rnam pa can（影像のような形象を
持つ）
」を補った。
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解がありえないことを、以上のように教示した上で、次に、
〔その
ような特定の場合でなく一般に〕あらゆるあり方で存在を本質と
するものを認識しないことによって、〔そもそも存在していない〕
石女の子が黒いや白いなどということ〔がありえない〕ように、
恒常などの諸見解がありえないことを教示したいと願う〔師龍樹
が次に〕お説きになった55。
月称は、世俗的な取者や、五取蘊は認めても第 28 偈までにのべた
ような見解は認めないと総括する。存在に自性を認めないことによっ
て、諸見解がありえないことを言い、月称が本質を認める有自性論者
を対論者としていることが想定できる。では、どのように存在を認識
するのかというと、「あらゆる存在は空である」と第 29 偈に言われ
ている通りなのである。

本書においては、あらゆる存在は縁起したものであるから空であ
ると、論全体で説いてきた56。

MMK 全体で説いてきたことの一つに空性があることをいい、PP
で注意されたような 4 つの方向から吟味しても 16 種の諸見解は妥当
しないのである。そしてこれまで述べてきたことを裏付けるために教
証を引用する。月称は『稲芉経』の無記説の項目の箇所を引用してい
る。それらをまとめると、次のようになる。
55

LVP p.591.1

evaM tAvat sAMvRtaM pratibimbAkAram upAdAtAram upAdAnaM
cAbhyupetyApi CACvatAdidRSTyasaMbhavaM pratipAdyedAnIM
sarvathA bhAvasvabhAvAnupalambhena vandhyAputra
CyAmagauratAdivac chACvatAdidRSTInAm asaMbhavaM
pratipipAdayiSur Aha /
56

LVP p.591.6

iha sarvabhAvAnAM pratItyasamatpannatvAc chUnyatvaM sakalena
CAstreNa pratipAditaM /
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【表９】57

過去世

未来世

現世

57

(1)

私は過去世に存在したのか

(2)

私は過去世に存在しなかったのか

(3)

私は過去世に何者であったのだろうか。

(4)

私は過去世にどのように存在したのだろうか。

(5)

私は未来世に存在するか

(6)

私は未来世に存在するだろうか

(7)

私は未来世に何者であるのだろうか。

(8)

私は未来世にどのように存在するのだろうか。

(9)

これは何なのか58

(10)

これはどのようなものか59

(11)

現に存在している者たちは誰なのか

(12)

私達は何になるのか

(13)

衆生はどこから来たのか

(14)

死に去った彼はどこに行くのか

LVP p.593.9-p.594.1

kiM nv aham abhUvam atIte 'dhvani Ahosvin nAbhUvam atIte
'dhvani, ko nv aham abhUvam atIte 'dhvani, kathaM nv aham
abhUvam atIte 'dhvani / aparAntaM vA punar na pratisarati, kiM
nvahaM bhaviSyAmy anAgate 'dhvani Ahosvin na bhaviSyAmy
anAgate 'dhvani, ko nu bhaviSyAmy anAgate 'dhvani, kathaM nu
bhaviSyAmy anAgate 'dhvani / pratyutpannaM vA punar na
pratisarati,kiM nv idaM kathaM nv idaM ke santaH ke bhaviSyAmaH,
[p.594] ayaM sattvaH kuta AgataH / sa itaC cyutaH kutra gamiSyatIti.

CAlistambasUtra（Pras. p.593,9-p.594,1）は、漢訳が５本残っている。
中でも・失訳「佛説大乗稲芉経」
・不空訳「慈氏菩薩所説大乘縁生稻
簳喩經」705～774 と Pras の引用は近似している。
58 kiM nv idaM KamalaCIla の註釈や、NidAnasaMyukta14 によると「わ
たしなのか、わたしではないのか」Schoening[1995] p.332 、楠本信
道[2007]p.279
59 kathaM nv idaM KamalaCIla の註釈や、
NidAnasaMyukta14 によると「か
たちを持つのか持たないのか」ibid

164

このように、第 27 章の教証として引用される『稲芉経』には、過
去世に関して４つ、未来世に関して４つ、現世に関して６つの見解を
合わせた十四無記が説かれている。
そして沙門や婆羅門には、それぞれの見解があるが、
「後には不生不
滅の性質を持つものとなる（anutpAdAnirodhadharmANi）」という部分ま
でを月称は引用している。この『稲芉経』とされる引用は、
『倶舎論』
に引用されることで有名な NidAnasaMyukta14（＝相応部の因縁相応
12-20）と内容が全く一致する60。
16 の誤った見解を説く第 27 章と、14 の誤った見解を説く『稲芉経』
とでは、無記を時間分類することと、そのうち過去世の(1)(2)、未来世
の(5)(6)の見解を引用するという点においては共通する。しかし、過去
世、未来世に関する見解が８つずつ述べられる第 27 章の内容と、
『プ
ラサンナパダー』で引用される『稲芉経』の内容とは必ずしも一致し
ないことが【表８】と【表９】を比べるとわかる。
もちろん『稲芉経』は、月称が理解するところの教証であって、有
用性を問う事はできないが、
『中論頌』の注釈者達に十六種の見解の起
原に関する統一見解がないことは明らかになった。したがって、注釈
文献類から知りえる十六種の見解の情報から推測すれば Abh が第 1
偈の注釈に記す
『断一切有漏法門』
と名づけられる経典によるものか、
龍樹の独創であるかの２点の可能性が残されているといえる。ただし、
前者の経典は現存の経典に見出せず、後者の独創であることの根拠は
見当たらない。

60

本論第 5 章 注 25 参照
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第6節

まとめ

第 27 章における「見 dRSTi」は、誤った見解を４種の四句分別にま
とめた 16 種の見解を指しており、
【表８】に整理した。
まず、第 27 章の第 1 偈から第 28 偈までにまとめられている無記説
の形式について指摘したい。MMK 第 27 章には 16 種の命題が成り立
たないことが示されている。原始仏典において、見を説明する際の形
式は「世間は常住か無常か」の二句、「世間は有限か無限か」の二句、
「霊魂は肉体と同じか別異か」の二句「如来の死後の生存について」
の四句分別が含まれる十無記、あるいは「常住」と「有限」を四句分
別の形式に変形し三種の四句分別を含む漢訳阿含の十四無記が定型と
して知られている。ただし、MMK 第 27 章を構成するのは 16 種の命
題であり、阿含・ニカーヤの無記説の形式がそのまま利用されている
わけではないことは明らかである。第 27 章無記説の最大の特徴であ
る諸見解（dRSTi）が過去世と未来世の 2 つに区分されることからは、
次の二点を指摘したい。
第一に、人格主体である「私」の存在の有無が過去においても未来
においても否定される項目として取り上げられている。この「私」は、
如来とも考えられるが、広く輪廻する人格主体を取るものと押さえた。
そして、それが過去世から未来世へと連綿と続く常住のものではない
ことを表わしている。いわゆる無記説の「如来の死後の生存について」
の項目を詳細に見たものと考えられる。
第二は、過去世の範疇で恒常論が説かれ、未来世の範疇で有限論が
説かれていることである。恒常論を過去世に、有限論を未来世に適応
することについて注釈書に統一の見解は無いが、この形式は、第 25
章の無記説と全く同じなのである。
そしてそれらの「見 dRSTi」は、まとめの偈頌となる第 29 偈におい
て空であるから成り立たないことが明らかにされる。また、第 30 偈
は、ブッダは慈しみによって一切見を否定されたといい、ブッダに帰
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依する龍樹も、ブッダと同様に慈しみによって『中論頌』を著したと
いえる。
龍樹自身が MMK で取り上げた全ての見解を否定することは、
自己の見解にとらわれた極端な見解ではなく、ブッダの正法に依って
いたことを示している。したがって、第 27 章における「見」は複数
個所で用いられていたが、第 30 偈の sarvadRSTi だけが性質の異なるも
のである。具体的な所説を表わすのではなく、例えば『中論』にいう
ような五見や六十二見という広い意味で用いられている。
さて、第 27 章の位置づけの問題に関するこれまでの指摘は最初に
紹介した通りだが、本論文が第 27 章を検討した結果、加えることが
あるとすれば次の点である。
・第 27 章第 29 偈は、16 種の見解が成り立たない理由を、
「あらゆる
存在は空であるから」と表明しており、存在を空と見なすことの重
要性を説いている。これは第 25 章の無記説の否定における第 22 偈
と同じ役割を果たし、第 25 章と第 27 章での龍樹の主張に一貫性が
あると考える。先行研究では、MMK における空性理解の通底が、
龍樹著作に揺れを認めない説の一つの理由としていた。意味の異な
る章は合わせられないし、空性の正しい理解という意味が通底して
いるからこそ、一つの論書として成り立っていると考える。
・第 25 章と第 27 章の共通点はそれだけではない。それぞれの無記説
は、過去世、未来世を含む時間と対応しており、並行関係にある。
第 25 章を龍樹が説いたものと認めるのであれば、同じ方法で説か
れている第 27 章も龍樹が著したものと認めざるを得ない。
・第 27 章が「声聞の教えによって」説かれていると位置付けるのは、
『中論』と Abh の注釈に登場する質問者の設定である。青目や無畏
（仏護）が質問者に応えるように注釈されているが、注釈者自身の
発言ではない。しかも、そのような理解は、他の注釈書 PP や Pras
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には引き継がれていないのである。また、後代に、どの様な操作が
あったにしても、龍樹自身の言葉から第 27 章の別時成立説が見出
せない以上、
「第 27 章が第 25 章以前に比べて内容に未熟さが残る」
とは考えにくい。
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結論
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本研究は、龍樹が『中論頌』最終偈に示した「すべての見 sarvadRSTi」
の「見 dRSTi」とは何かを明らかにすることを目的とした。ブッダが正
法をお説きになったのは、その見を断じる為だと龍樹が伝えているか
らである。
したがって『中論頌』の当該個所のみならず、龍樹の思想背景を視
野に入れて原始仏教文献から考察した。まず、序論で形而上学的問題
と呼ばれる難問に対して、ブッダおよび仏教徒がどの様な態度を取っ
てきたかを先行研究に基づいて確認した。さらに、原始仏教の文献上
に形而上学的質問や論難の命題が「見 Skt:dRSTi,PAli:diTThi」という言葉
によって示されていることを明らかにしている。さらに、仏陀が無記
とした難問に対して龍樹がどの様な態度を取ったのかを『中論頌』で
確認し、
「見」という言葉が用いられる箇所を中心に考察した。
以下で『中論頌』における「見」について研究した本論の考察結果
を整理し、結論に代えることにしたい。

龍樹以前の「見」理解
「見 dRSTi/ diTThi」を用いる最初期の仏典として『スッタニパータ』
八頌品を取り上げた。そこは、偏った見方として見解が否定され（
「悪
意について」
）
、無意味な論争の原因となるのは自らの見解が優れてい
ると主張することを指摘し、
否定する箇所であった
（「清浄について」
）。
また、
『スッタニパータ』八頌品が限りなくブッダの金言に近いとする
先行研究に従えば、
「各自が正しいと思っていること」を「見」と表し、
「これのみが正しい」と執着する見方（samuggahIta）を「見」と呼び、
繰り返し否定することこそが、ブッダの根本的な課題であり、仏の教
えの基礎であったということができる。また、ディーガ・ニカーヤ（長
部）の第 1 経として知られる『梵網経』には、異教徒の思想を 62 種
にまとめた「六十二見」が列挙されている。六十二見は「我 attan」と
「世間 loka」を構想し、それらと関連づけられた見解の集成として紹
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介されており、如来はこれらすべての見解から出離することを如実に
知るのだと説かれている。
「見」の語義自体には執着や煩悩の意味は含まれていないが、上記
のような代表的な仏典では
「邪見」
と理解されていることがわかった。
そして「邪見」を退けた仏教の決定的な立場を知るために他の阿含・
ニカーヤにおける正見の定義を次のように確認した。
正見はまず、八正道の筆頭項目として整理される以前から、仏教の
修行徳目として『スッタニパータ』に表れている。後に、正見が八正
道の根本と整理されていくと、正見は四諦とも関連付けられて、同じ
ように修行道で重視される慧（paJJA）と同義となる。この伝統は南伝
アビダンマ文献や『倶舎論』にも用いられる定義でもある。
『相応部』には、五蘊のそれぞれを無常と見、六根も無常と見るこ
とが正見とされ、さらには、有漏や無漏の正見という段階的な正見理
解が知られている。一方で、何が邪見であるかという項目は同じ『相
応部』の「見相応」に取り上げられ、六師外道と呼ばれる人々の所説
と対応していることを見た。
以上のように「見」に言及する主な初期経典から当時の思想界を見
た場合、人々は他を排斥し、自らの哲学の正しさを証明することに力
を注いでいたことが伺える。その様な状況で経典の内容が煩瑣になっ
てゆくのは必然とも考えられ、
『梵網経』に異教徒の見解は六十二種に
まとめられた。異教徒の見解は、アビダルマでは五見という新たな枠
に収められることになり、五見を中心に悟りの妨げとなる煩悩論が広
く展開される。
アビダルマにおける煩悩論の発展の理由は、修行の過程で仏教徒が
陥ってはならない思考に注意が払われていたからと考えられる。つま
り、仏教徒は邪見を邪見だからと言って無視はしなかった。おそらく
龍樹は、それらの理解を踏またうえで、仏説に回帰してゆく。
『中論頌』は、正しい見解とは何かに応える相応部 KAtyAyanAvavAda
の中道説を第 15 章第 7 偈で採用し、帰敬偈では仏説を基に縁起の宣
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揚を世俗の真実として「八不」で示した。第 24 章第 18 偈では縁起の
意味するところを空性であると宣言し、仮説でもあり中道に他ならな
いと提示する。そして同時に、陥ってはならない見解を dRSTi として繰
り返し注意し、四句分別を多用する。このような龍樹の議論の概要ま
でを第 1 章で論じ、詳細は第 2 章以降で明らかにした。

『中論頌』第 13 章
第 2 章では『中論頌』第 13 章第 8 偈に記された CUnyatAdRSTi（空見）
と sarvadRSTi の意味を考察し、その起源が『迦葉品』にあるという理
解が『中論頌』注釈者達にあったことを確認した。これによって、こ
れまで般若経典との関連のみが指摘されてきた『中論頌』において、
般若経典以外の大乗経典の影響が見出せる一例を述べた。
龍樹は、空性と見解の関係について、見解という執着から解放する
のが空性であるという。空性は正しい理解に基づいて理解されるべき
で、空性そのものに捉われる場合（空見 CUnyatAdRSTi）は、我見に捉わ
れるより悪質で、治すことができないと第 8 偈で述べている。
つまり、すべての見解（sarvadRSTi）から解放するための空性を「有」
として執着してしまうのでは、薬に執着し、服用しすぎることによっ
て病になる場合の薬と同様になる。この喩えは初期大乗経典の『迦葉
品』成立段階から保存されているもので、龍樹は直接関係を語らない
が、青目釈『中論』に言及され、
『順中論』において初めて出典が明記
された。そして仏護、清弁、月称に至るまで空見を理解するための文
脈で『迦葉品』の薬と病の喩えは継承されていた。
また、
『中論頌』では最終偈と第 13 章第 8 偈だけに用いられる「す
べての見解（sarvadRSTi）
」は、
「すべての執着である」と諸注釈は規定
する。これも、特定の見解ではなく『迦葉品』で中道と相対化される
「すべての観念（sarvadRSTi）
」から継がれたものと考えられる。
このように、第 13 章第 8 偈の dRSTi に注目したときに『迦葉品』の
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影響が大きいことから、Abh,BP,PP が採用した第 13 章の章題「真実
の考察 de kho na Jid brtags pa」も『迦葉品』の中道を示す箇所の締め
くくりで用いられる「カーシャパよ、これが中道であり、存在につい
ての真実の観察といわれる」という定型句の影響を受けているのでは
ないかと考えた。この点はまだ論証不充分であり、注釈者によって異
なる第 13 章の章題の詳しい考察は、今後の課題としたい。

『中論頌』第 23 章
第 3 章では、
「顛倒品」と名付けられる第 23 章に svakAyadRSTi が用
いられている第 23 章第 5 偈を検討した。
この偈頌の主張は、
「svakAyadRSTi が存在しないのと同様に、煩悩
や煩悩の依所を五種に検討しても存在しない」ということである。偈
頌中に「五種（paJcadhA）」と示されている五種類の検討方法は、二
十有身見の考察としてニカーヤ中に述べられている無我を論証する４
つの方法に「別異性」の検討を加えた龍樹独自の方法である。そして、
「五種の検討」は煩悩と煩悩のよりどころとなる或るものが、どの様
な場合においても存在しないことを証明するために用いられる方法で
あることを『中論頌』全体を精査して導きだした。
ま た 、 龍 樹 が 用 い る svakAyadRSTi と い う こ と ば は 、 「 有 身 見
=satkAyadRSTi」より、古形を示すサンスクリットと考えられる。もち
ろん、龍樹がインドの歴史上サンスクリット文献に残される極めて初
期の論師であることも理由の一つだが、svakAyadRSTi、satkAyadRSTi 両
方の語句のルーツと推測されている sakkAyadiTThi は、sa-k-kAya-diTThi
自-身-見と理解され、svakAyadRSTi を意味するという先行研究の指摘も
ある。
したがって、
従来「有身見」
と同義語とされていた龍樹の svakAyadRSTi
は、sakkAyadiTThi の意味を受ける「自身に対する誤った見方」と理解
するのが穏当だろう。
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そして、このように龍樹が用いた古形のことばは権威を持ち、後に
般若経典を信奉するグループによって『八千頌般若経』に svakAyadRSTi
が取り入れられたのではないかという仮説を本章において提示した。

『中論頌』第 25 章
第 25 章第 21 偈の「dRSTi 見」は、ブッダが無記とした形而上学的命
題を指す。それは第 25 章の「如来は死後存在する」に始まる十四の
形而上学的見解である。
14 種の命題が枚挙される無記説はパーリニカーヤには全く存在せ
ず、漢訳阿含にしか見られないといわれている。つまり、龍樹の無記
説は南伝上座部の聖典よりも漢訳阿含の伝承に近いことがわかった。
さらに、この「如来は死後存在する」を先頭とする 14 種の命題が枚
挙される形式は、漢訳阿含に見られないが、複数の般若経典類には見
出すことができるものである。このことは、般若経典類と『中論頌』
の緊密性を示す一例であり、これまで具体的には指摘されてこなかっ
た。
また、龍樹は、
「如来の死後の存在非存在」を涅槃時の問題として設
定し、未来世に「有限性」を、過去世に「常住性」を適用し、無記説
を時間の範疇で解釈する。この点は、従来の無記説に比べて新たな解
釈であり、般若経典類にも見られない龍樹の特徴といえる。

『中論頌』第 27 章
第 27 章における「見 dRSTi」は、2 種類である。第 1,2,13,14,29 偈
の「見」が指すものは、退けるべき見解を４種の四句分別にまとめた
16 種の見解であり、第 30 偈の「一切見」は、仏説として龍樹の時代
まで指摘されてきた何らかの偏った「すべての見方」を指している。
前者「dRSTi」は、過去世の範疇で恒常論が説かれ、未来世の範疇で
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有限論が説かれている 16 種の形而上学的命題である。恒常論を過去
世に、有限論を未来世に適応することについて注釈書に統一の見解は
無いが、この形式は、第 25 章の無記説と全く同じであることがわか
った。龍樹は第 25 章では涅槃が成立しないこととの関連、第 27 章で
は「見」そのものから離れることを示すために、同じ仕方で二度無記
説に言及しているのである。どちらも最終偈の一つ前の偈頌で一切法
は空であることを明らかにするという共通点もある。この事は、これ
まで明らかにされてこなかった。
後者「sarvadRSTi」は、ゴータマの正法は何のために説かれたのかを
明らかにする。
龍樹は、
『中論頌』
で形而上学的問いに代表される邪見、
有身見、空見を「dRSTi」と示してきた。これら含む全ての偏った見方
を「sarvadRSTi」としている。つまり、ゴータマの正法は、邪見、有身
見、空見を含む全ての偏った見方に基づく執着を断じる為に説かれて
いたと龍樹は理解しているのである。
この二点を認めるならば、第 27 章の位置づけの問題について先行
研究の指摘する
「第 27 章が第 25 章以前に比べて内容に未熟さが残る」
とは考えにくい。

以上、本論で龍樹『中論頌』を考察した結果、『中論頌』には、「見
dRSTi」と示す形而上学的問いに対して二度（第 25 章、第 27 章）大き
く紙幅を取って言及し、それらはいずれも空であると明言する。第 13
章では空という見解に執着しないよう注意し、第 23 章では顛倒した
考えとして svakAyadRSTi の例を挙げていた。
その意味でブッダが捨置してきたとされる形而上学的命題に対して、
龍樹は積極的に答えていると言えるだろう。否定論法に終始し、神秘
主義的とも指摘されてきた龍樹はそこにいない。龍樹の用いる「見」
は、極論や対象に対する執着を意味し「中道」の対義語である。そし
て空の理解によって「見」から解放されることを明確にしている。ま
た『中論頌』における「見」の典拠は、初期経典のみならず、大乗経
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典にも求められることから、初期経典中の六十二見や無記説で言われ
る「見」理解に留まらないだろう。このことを本研究の第 1 の結論と
したい。
また、これまで『中論頌』第 27 章「見の考察」は、注釈者たちの
理解に則り、第 1 章から第 25 章までの議論とは一線を画すものであ
るという印象を与えてきた。しかし、本研究は『中論頌』第 27 章と
第 25 章に挙げられる無記説に同一の主張を見出した。したがって第
25 章を龍樹が説いたものと認めるのであれば、同じ方法で説かれてい
る第 27 章も龍樹が著したものと認めざるを得ない。この第 27 章の位
置づけについての提案を第 2 の結論とする。
龍樹の『中論頌』は、空性に基づいて「縁起」述べる論書として知
られてきた。縁起によって現象世界を認識し、勝義としては空性であ
るという理解を明確にしている。そこに仮説としての法が示され、仏
教徒として
「中道」
のあり方を改めて説く論書であると言えるだろう。
つまり、中道を説くということも龍樹による『中論頌』著述の一つの
意図であったと理解できる。しかし、そのために最も注意しなければ
いけないのが、対象に執着することであり、経典には邪見と理解され
ていた「dRSTi 見」である。
したがって「見」は、
『中論頌』の主たる主張である「中道」の対極
として、何度も丁寧に否定される必要があったと考えられる。だから
こそ『中論頌』を閉じるにあたって「見」の章を配置したとも考えら
れるだろう。
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付録

無明理解の変遷
－パーリ『相応部』から中論注釈書まで－

はじめに
１） 阿含・ニカーヤ中の無明理解
２） アビダルマ論書の無明理解
３） 『中論頌』とその注釈者による無明理解
おわりに
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はじめに
広い裾野を持つ山にはいくつもの登山道があるように、仏教内外の
諸学派によっていくつもの定義が与えられてきたことばがある。
「無明
（Skt:avidyA, PAli:avijjA）
」も、そのようなことばの 1 つであり、特に
十二支縁起の第一支分として位置づけられていることは、原始仏典に
明らかである。しかし、後世の仏教徒は、無明ということばにそれぞ
れの立場に合った定義を付加することが知られている。これについて
T.R.V.Murti は「アビダルマの体系にとって有身見(satkAyadRSTi)が無明
である。唯識派にとって外界対象の見(bAhya- or viSaya-dRSTi)が無明で
ある。ヴェーダンタにとって差異の見(bhedadRSTi)が無明である。中観
派にとっては凡ての見ること、見そのものが無明である」と、無明を
各学派の退けるべき見解（dRSTi）と関連付けて述べている1。
そこで本稿は、
最初に先行研究による無明理解を整理する。そして、
阿含・ニカーヤ文献において「知らない」、「痴である」と理解されて
いる無明が、アビダルマ論書においてその理解が発展していることを
明示する。
さらに Murti によって dRSTi と同一視されている中観派の無
明理解については、根本となるナーガールジュナ（NAgArjuna, ca.2c,
以下、龍樹）の著作を検討する。そこから、中観派の論書には、アビ
ダルマ論書で議論される「無明」の定義を踏まえて、ダルマの実体的
な存在を認めない立場から、無明を断つべき方法を設定していたとい
う結論を導き出したい。
無明の定義は、Murti 説以前にも議論されていた。木村泰賢による
十二支縁起説の成立の解釈を発端とし2、赤沼智善、宇五伯壽、和辻哲
郎を交えた、いわゆる縁起論争の中においても解釈の相違が見てとれ
る。十二支縁起第一支分である無明と、第二支分の諸行の関係性を説
明する中で宇五伯壽は無明を「仏陀の根本思想に対する無知」と定義
1
2

Murti[1955] p.240
木村泰賢[1922]
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し3、宇五説を継承する和辻哲郎は「不知聖法」と述べている4。一方、
宇五伯壽からの批判に答える立場にあった木村泰賢は、無明を「盲目
的肯定の意味で、盲目意志」であるとした5。また赤沼智善は、無明と
は「情意的に渇愛を中心として動く我々の心の不明である」とするの
である6。無明に関する研究は、縁起説の議論内に限らない。雲五昭善
はインド思想に於ける実在論と仏教の縁起論を対比することで仏教の
無明観を確かめ、
「仏教は無明の実在性を説くことなく、
“知の欠如せ
るもの”として、智慧によって消滅する立場を貫いてきた」とまとめ
ている7。また、原始仏典資料において avijjA が一律に「ignorance」
と訳されることを問題視した服部弘瑞は、語根から訳語を検討する必
要性を説いて、
「無明知」と言う新たな訳語を提案している8。
論書を中心とした研究については、
『倶舎論』以前のアビダルマ論書
に関して宮下晴輝が、説一切有部の教義において無明と行とがどのよ
うに定義されるかを精査しまとめている9。『倶舎論』に登場する無明
解釈は櫻部建を中心とした和訳研究書に詳しく、世親の十二支縁起解
釈中の無明の定義は「縁起の内容を知らないこと」であることが楠本
信道によって明らかにされた10。また、梶山雄一は、十二支縁起を主
題とする『因縁心論』と『中論頌』第 26 章の注釈書を訳出したうえ
で、龍樹の無明観を明らかにした11。さらに、チャンドラキールティ
（CandrakIrti, ca.6c,以下、月称）が『入中論』で世俗と無明とを同一
視するという報告が安五広済や小川一乗、岸根敏幸によってなされて

宇五伯壽[1925] 再録：
『印度哲学研究 2』 pp.272-277
和辻哲郎[1927] pp.233-235
5 木村泰賢[1936] pp.521-524
6 赤沼智善[1931] cf. 赤沼智善[1925] pp.475-497
7 雲五昭善[1975]
8 服部弘瑞[1997a]
9 宮下晴輝[1992]
10 楠本信道[2007]
11 梶山雄一[1980a]
3
4
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いる12。このように、無明に関する研究が扱う文献の範囲は、次の３
種に分かれていると言えるだろう。
１） 阿含・ニカーヤ中の無明理解
２） アビダルマ論書の無明理解
３） 『中論頌』とその注釈者による無明理解
以下、１）
、２）
、３）の順に先行研究であげられた資料を振り返りな
がら、加えうる資料を提示したい。そして各項目の連続性と差異性を
考察することで無明理解の変遷を明らかにする。

12

安五広済[1970] p.160、小川一乗[1988]、岸根敏幸[2001] pp.77-79
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１）阿含・ニカーヤ中の無明理解
ニカーヤ中に十二支縁起を説明する文脈は多くあるが、無明の意味
を解説するものは限られている。まず、無明とは無知であるという説
明がある。何を知らないのかといえば、①苦集滅道に対する無知と、
②色・受・想・行・識それぞれの集・滅・道を知らないことを無明と
するのである。

無明とは何か。比丘たちよ、苦における無知、苦の集における無
知、苦の滅における無知、苦の滅に至る道における無知である13。

尊者よ、何を無明となし、何を無明（に行ける）人となすのか。
ここに無聞の凡夫があって、色（乃至識）を知らず、色（乃至識）
の集起を知らず、色（乃至識）の滅を知らず、色の滅に至る道を
知らず、これを名づけて無明となし、無明（に行ける）人となす14。

このように、
『サンユッタニカーヤ』中、十二支縁起を説明する文献

SN.Ⅱ, p.4 PaTipadA,
katamA avijjA : yaM dukkhe aJJANaM dukkhasamudaye aJJANaM
dukkhanirodhe aJJANaM dukkhanirodhagAminiyA paTipadAya aJJANaM,
訳文は雲五昭善[1975]p.3 からの引用。
14 SN.Ⅲ, pp.162,163 AvijjA
katamA nu kho bhante avijjA kittAvatA ca avijjAgato hotIti, idha bhikkhu
assutavA puthujjano rUpaM na pajAnAti rUpasamudayaM na pajAnAti
rUpanirodhaM na pajAnAti rUpanirodhagAminiM paTipadaM na pajAnAti,
vedanaM na pajAnAti, saJJam, saNkhAre na pajAnAti, pa,
viJJANanirodhagAminim paTipadaM na pajAnAti, ayaM vuccati bhikkhu
avijjA ettAvatA ca avijjAgato hotIti ,
訳文は雲五昭善[1975]p.3 からの引用。
13

『雑阿含経』第 257 経 （大正 2 巻 pp.64c-65a）
無明者謂不知。不知者是無明。何所不知。謂色不如實知。色集．色滅．
色滅道跡不如實知。受．想．行．識不如實知。識集．識滅．識滅道跡不
如實知。摩訶拘絺羅。於此亓受陰不如實知．不知．不見．不無間等．愚．
闇．不明。是名無明。成就此者。名有無明。
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には、無明が無知(aJJANa)や、知らない(na pajAnAti)と同義であること
が確認できる。その場合の「知」の対象は、四聖諦や亓蘊の集滅道で
あった。十二支縁起説を述べる文脈を除くと、『サンユッタニカーヤ』

SagAtha-vagga の中に、いわゆる三毒「貪・瞋・痴」の痴と無明が言い
換えられている箇所が複数ある。

智慧ある人は戒律に住し、心と智慧とを修め、熱心で慎み深い比
丘は、
この結縛から解かれるべきである。貪と瞋と無明とを離れ、
煩悩を滅した阿羅漢たちの結縛は解かれる15。

ここから、
無明は貪、
瞋と並列され煩悩の１つであることが知られる。
貪、瞋、無明を離れ、超えなければならないのが『サンユッタニカー
ヤ』で言う阿羅漢の正しい姿なのである。また、『スッタニパータ』
729,730 には次のようにある。

この状態から、他の状態へと、くり返し生死輪廻に赴く人々は、
その帰趣（行きつく先）は無明にのみ存する。
この無明とは大いなる迷いであり、それによって永いあいだこの
ように輪廻してきた。しかし明知に達した生けるものどもは、再

15

SN.Ⅰp.13, SN.Ⅰp.165 JaTA （大正 2 巻 160b, 471b）

sIle patiTThAya naro sapaJJo, cittaM paJJaJca bhAvayaM, AtApI nipako
bhikkhu , so imam vijaTaye jaTanti. yesaM rAgo ca doso ca, avijjA ca virAjitA,
khINAsavA arahanto, tesaM vijaTitA jaTA.
次の箇所でも痴と無明は言い換えられている。
SN.Ⅰp.15 Mahaddhana （大正 2 巻 156b, 439b）
hitvA agAram pabbajitvA, hitvA puttaM pasuM piyaM, hitvA rAgaJca dosaJca,
avijjaJca virAjiya, khINAsava arahanto, te lokasmiM anussukA ti.
SN.Ⅰp.235 Sakka-namassana(2) （大正 2 巻 293b, 387a）
so idha sammAsambuddho, asmiM loke sadevake, anomanAmaM satthAraM,
taM namassAmi MAtali. yesam rAgo ca doso ca, avijjA ca virAjitA, khINAsavA
arahanto, te namassAmi MAtali. ye rAgadosavinayA, avijjAsamatikkamA,
sekhA apacayArAmA, appamattAnusikkhare, te namassAmi MAtali.
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び迷いの生存に戻ることがない16。

無明は、大きな迷い（mahAmoha）といわれており、無明によって人々
は生死輪廻を繰り返している。輪廻の根源的なものして無明は位置づ
けられていた17。
以上のように、阿含・ニカーヤにおける無明は、
「知らない」の意味
が中心であった。それは、四諦や亓蘊に関する知識の欠如という意味
の無知と理解されている。また、無明は大きな迷いと表現され、
「無明
＝痴」とも理解される。この痴と無明が同義であるという理解は、次
の考察するアビダルマ論書にも引き継がれる。

16

SuttanipAta p.142 729,730

jAtimaraNasaMsAraM ye vajanti punappunaM itthabhAvaJJathAbhAvaM,
avijjAy’ eva sA gati. avijjA h’ ayaM mahAmoho, yen’ idaM saMsitaM ciraM,
vijjAgatA ca ye sattA, nAgacchanti punabbhavan.
訳文は中村元『ブッダのことば』岩波文庫 p.159 からの引用。
17 中村元は、阿含、ニカーヤでは無明の論究が放棄されており、理論
的な追及は中観派の理論を待たねばならないという。中村元[1998]
p.525

184

２）アビダルマ論書の無明解釈
アビダルマ論書のなかでも初期に成立したとされる『集異門足論』
や『法蘊足論』には、三不善根の痴と無明を同義に扱う阿含経典を引
用して無明の説明を行っている18。
また、
『発智論』
（迦多衍尼子 著 ca. B.C.1）にも、第 1 雑蘊の第 3
章と第 8 章に無明に関する議論が見られる。
『発智論』第 3 章では、
十二支縁起を過去、未来、現在の三世に分顜し、無明と行は過去に位
置すると規定する箇所がある。その中で論者は敵者に「無明を縁とし
て行がある」ことと、三世のうちの現在に割り当てられる「取を縁と
して有があること」との違い尋ねられ、次のように返答する。

（大正 26 巻 p.376b,c）
癡云何。答謂於前際無知。後際無知。前後際無知。於内無知。外無
知。内外無知。於業無知。異熟無知業異熟無知。於善作業無知。惡
作業無知。善惡作業無知。於因無知因所生法無知。於佛無知法無知
僧無知。於苦無知集無知滅無知道無知。於善法無知不善法無知。於
有罪法無知無罪法無知。於應修法無知不應修法無知。於下劣法無知
勝妙法無知。於黒法無知白法無知。於有敵對法無知。於縁生法無知。
於六觸處如實無知。如是無知無見非現觀。黒闇愚癡無明盲冥。罩網
纏裹頑騃渾濁障蓋。發盲發無明發無智。滅勝慧障礙善品令不涅槃。
無明漏無明暴流無明軛。無明毒根無明毒莖。無明毒枝無明毒葉。無
明毒花無明毒果。癡等癡極癡改等改極改。癡顜癡生改顜改生。總名
為癡。
『阿毘達磨法蘊足論』縁起品 （大正 26 巻 p.505c）
云何無明。謂於前際無知。後際無知。前後際無知。於内無知。外無
知。内外無知。於業無知。異熟無知。業異熟無知。於善作業無知。
惡作業無知。善惡作業無知。於因無知。因所生法無知。於佛法僧無
知。於苦集滅道無知。於善不善法無知。於有罪無罪法無知。於應脩
不應脩法無知。於下劣勝妙法無知。於黒白法無知。於有敵對法無知。
於縁生無知。於六觸處如實無知。如是無知無見非現觀。黒闇愚癡。
無明盲冥。罩網纏裏。頑騃渾濁。障蓋發盲。發無明。發無智。發劣
慧。障礙善品。令不涅槃。無明漏。無明瀑流。無明軛。無明毒根。
無明毒莖。無明毒枝。無明毒葉。無明毒花。無明毒果。癡等癡極癡。
欢等欢極欢。癡顜癡生。總名無明。
18『阿毘達磨集異門足論』三法品
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「無明を縁として行がある」とは、広説すれば、先に述べたよう
に業の縁である。世尊は一つの煩悩を「無明」と説かれた。
「取を
縁として有があること」とは、広説すれば、先に述べたように業
の縁である。世尊はすべての煩悩を「諸々の取」と説かれた。こ
れが違いである19。

無明も取も、ともに煩悩であるが、
「一つの煩悩」
「すべての煩悩」数
的な違いをもって両者を区別している。それは、無明は過去世以来の
根源的な煩悩であるという意味を含めて、
「一つの煩悩」
と表現し、
諸々
の取は、現在の生存における「すべての煩悩」を意味すると考えられ
る。また『発智論』第 8 章では、十二支縁起の説明中の無明を解説す
るが、これまで阿含・ニカーヤで定義されてきたような、無明は四諦
や亓蘊に対する無知とか、痴であるとは言わない。簡潔に「無明とは
どういうものか。答える。三界に対する無知である（大正 26 巻 p.927b
云何無明。答三界無智。
）
」と述べている20。
『集異門足論』や『法蘊足
論』では、阿含の記述を教証として、痴と言い換えられてきた無明が、
『発智論』では、四諦や亓蘊に対する無知ではなく、三界に対する無
知という言い方がなされる。そして、説一切有部の法体系が整理され
ていくに従って、煩悩の体系に取り込まれていくことがわかる21。

『阿毘達磨発智論』 （大正 26 巻 p.921b）
無明縁行。取縁有。何差別。答無明縁行者。廣説如前。此業縁。世
尊説一煩惱。謂無明。取縁有者。廣説如前。此業縁。世尊説一切煩
惱謂諸取。是謂差別。
20 『界身足論』
（大正 26 巻 p.615a） 無明云何。謂三界無智。
『品顜足論』（大正 26 巻 p.700b） 無明云何。謂三界無知性。
21 『倶舎論』に先立って成立したとされる『入阿毘達磨論』における
無明の定義も、
『発智論』の定義と同様である。
19

無明 avidyA というのは、三界の無知であって、識知しないことを相とするこ
と盲の如くである。すなわち、明に相反するのが無明である。
〔a という〕否
定詞は、a-mitra, a-satya などのように、相反する意味をあらわして用いら
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さ ら に 、 経 量 部 所 伝 と 考 え ら れ る 『 成 実 論 』（ 訶 梨 跋 摩 著
ca.250-350）には、無明に関する詳しい議論がある。三毒のそれぞれ
を章題とし、
「貪品」
「瞋品」に続いて「無明品」が立てられる。
「無明
品」は、相、因、過失、断という４つの側面から無明の解説をしてお
り、冒頭には、無明の相についての立論がある。

仮名に従うことを無明という。それは「凡夫は我という音声に従
い、その中に我や我所はないにもかかわらず、ただ諸法が和合す
ることのみを仮に名づけて人と為すのに、凡夫は分別できないの
で我ありという心を生じ、我心を生じることが無明である」と説
かれるように22。

「無明とは仮名に従うことだ」という。我という音声に従い、我あり
という、我心を生じることを仮名に従うというのである。続いて「経
典中に“過去世等を知らない者を無明”というのでないか」という質
問者に対して「過去世において錯謬をなすので無明である」といい「他
の経典では明の意味が説かれ、明と相違するものを無明とする」と答
える。すなわち無明とは仮名に従うことで我心が生じることであり、
さらに無明者は過去世に錯謬をなす。そして、その無明は明と相違す
るものと述べられた。では、具体的に明とは何かというと、

所知があることを明という。何の法を知るのかといえば、色・受・
想・行・識の亓蘊を如実に無常と知ることである。明と相違する
ものを無明という。すなわち、如実を明らかにしないから、無明

れるからである。櫻部建[1997] p.208
22

『成実論』
（大正 32 巻 p.312c）
論者言。隨逐假名名為無明。如説凡夫隨我音聲。是中實無我無我所。
但諸法和合假名為人。凡夫不能分別故生我心。我心生即是無明。
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というのである23。

「亓蘊を如実に無常と知る」ことと、
「如実を明らかにすること」を明
と言う。ハリヴァルマンはさらに無明が生じる原因にも言及する。
無明はどうして生じるのかというと、
「邪因を聞けば、無明が生じる
のだ（若聞思邪因則無明生）
」という。悪友に近づき、邪法を聞き、邪
念し、邪行するという４つの誤った原因を為すと、無明が生じるとい
う24。ならば、無明にどのような過失があるのかというと、
「無明から
貪などの煩悩が生じ、煩悩から不善業を起こし、業から身を受け、身
を受ける因縁から種々の悩みを得るのである」といい25、17 種顜の過
失を挙げる。その 17 種の過失の第 14 番目に「無明が十二支縁起の根
本であること」で、
「諸々の苦しみの根本」という過失を挙げている26。
これまで見てきた無明の第一義は十二支縁起の根本であった。しかし
ながら『成実論』では 17 種ある過失のうちの 1 種に数えられており、
ここに無明の定義の発展を見取ることができるのである。そして、無
明を断ずるためには、どうすればよいのかというと、
「善く真智を修め
れば、無明を断じる」といい、その真智は、因縁であると述べている
『成実論』
（大正 32 巻 312c）
問曰。經中佛説不知過去世等名為無明。何故但説我心是耶。答曰。
是過去等中。多人錯謬故。説是中不知名為無明。又經中解明名義。
謂有所知故名為明。知何等法。謂色陰無常如實知無常。受想行識陰
無常。如實知無常。與明相違名為無明。然則不明如實故名無明
24 『成実論』
（大正 32 巻 p.313a）
謂親近惡友聽聞邪法邪念邪行。是四邪因故無明生。
25 『成実論』
（大正 32 巻 p.313b）
問曰。無明有何等過。
答曰。一切衰惱皆由無明。所以者何。從無明生貪等煩惱。從煩惱起
不善業。從業受身。受身因縁得種種衰惱。
26 『成実論』
（大正 32 巻 p.313c）
又無明是十二因縁根本。若無無明則諸業不集不成。何以知之。諸阿
羅漢無衆生相。無無明故諸業不能集成。業不集故識等諸分不能復生。
故知無明是諸苦本。
23
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（
「因縁名無明藥」
）
。そこで教証として因縁を述べる経典を引用する。

また、
〔稲芋〕経に説かれる。
もし人が因縁を見れば、この人は法を見る。もし法を見れば、
すなわち仏を見る。
このようにもし、人がよく名から生じる痴を断ずれば、この人は
実に仏を見るものにして、他の教えに従わず、この故に、正しい
智によって無明が尽き、正しく因縁法を知ることによって正しい
智を得るという27。

因縁の法を知り、智を得る。それよって無明が尽きるという過程を明
らかにしている。そして最後のまとめとして、

八萬四千の法藏において、すべての智慧は皆、無明を除くもので
ある。無明は一切煩惱の根本であって、一切煩惱を助けるもので
あるので、このような因縁にて無明を断じるのである28。
『成実論』
（大正 32 巻 p.314a）
又經中説。若人見因縁是人即見法。若見法即見佛。如是若人能斷從
名生癡。是人則實見佛。不隨他教。是故以正智故則無明盡。正知因
縁法故能得正智。
教証として『稲芋経』が引用されていると考えられる。
新国訳大蔵経『成実論Ⅱ』p.429
『佛説稲芋経』
（大正 16 巻 p.816c）見十二因縁。即是見法。即是見佛。
27

CAlistambasūtram. Vaidya, ed.Buddhist Sanskrit Texts No.17
MahAyAna-sUtra-saMgrahaH Part-1. The Mithila Institute, 1961
yo bhikSavaH pratItyasAmutpAdaM paCyati, sa dharmaM paCyati | yo
dharmaM paCyati, sa buddhaM paCyati |
Pras には縁起の語義解釈をする箇所でこの一説を引用している。
Pras p.6 teSAN pratItyasamutpAdaM vo bhikSavo deCayiSyAmi / yaH
pratItyasamutpAdaM paCyati sa dharmaMM paCyati /
比丘たちよ私はあなたたちに縁起を示そう。
「縁起を見るものは法を見る」

『廻諍論』第 54 偈註釈にも引用がある。
『龍樹論集』p.171
28『成実論』
（大正 32 巻 p.314a）
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すべての智慧は、無明を除くものといわれ、無明はすべての煩悩の
根本であるから滅するべきであると言う。
阿含・ニカーヤ文献と、アビダルマ論書の無明に関する議論をまと
めると、無明は①「知らない」と、②「痴である」と理解ができる。
前者の目的語としては、智慧や明が入り、無知を意味していた。具
体的には阿含・ニカーヤ文献では、
四諦や亓蘊についての無知であり、
アビダルマ論書では三界に対する無知と言われていた。後者の理解で
は痴と無明が同義であることが知られる。阿含・ニカーヤ文献では『ス
ッタニパータ』のように「無明は大いなる迷い（痴）である」と理解
され、アビダルマ論書では無明は痴たる煩悩であるとされていた。無
明とは根源的な煩悩であり、無明が存在することによって、十二支縁
起が流転することになる。十二支縁起の文脈で無明に言及するテキス
トはこの理解である。
『成実論』ではさらに議論が発展し、八万四千の
法藏すべての智慧は無明を除くためのものであることまで論じられて
いる。
では、
『成実論』の成立の前後に形成されていた中観派のテキストに
は、どのような無明理解がなされているのだろうか。

又略説。八萬四千法藏中。所有智慧皆除無明。以無明是一切煩惱根
本。亦助一切煩惱故。如是因縁則無明斷
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３）
『中論頌』とその注釈者による無明理解
龍樹の無明観について梶山雄一は 3 点の特徴を挙げている29。
１．
『中論頌』第 23 章第 23 偈から、無明の原因は顚倒であると考
えていること。
２．『因縁心論釈』の末尾から迷い（saMmoha）と無明とは同義で
あるということ。
３．
『因縁心論釈』で無明・愛・取の三支を煩悩として一括すること
と『中論頌』第 23 章第 1 偈で貪瞋痴が思惟から生じるという
ことから、無明は、原始仏教の十二支縁起解釈で第一原因とさ
れるように単独で存在するものではなく、他の煩悩と共存する
ものであるということ。
梶山論文には龍樹作『因縁心論釈』が詳細に検討されており、本稿
で新たに加えるべき事項もない。
『中論頌』に関しては、無明という語
が４箇所（第 23 章第 23 偈、第 26 章第 1, 10,11 偈）で用いられてい
る。そこで『中論頌』第 23 章と第 26 章の当該箇所を月称の注釈とと
もに検討する。まず、第 23 章第 23 偈を見ると

evaM nirudhyate 'vidyA viparyayanirodhanAt |
avidyAyAM niruddhAyAM saMskArAdyaM nirudhyate || 23.23||
このように、顚倒が滅するから、無明が滅せられる。
無明が滅せられたときに、諸行が滅せられる。
「このように」とは、第 23 章第 22 偈で述べられた「四顚倒の非存在」
を指しており30、四顚倒の消滅によって無明が消滅することがいわれ
29
30

梶山雄一[1980a] p.139-140
nAtmA ca Cuci nityaM ca sukhaM ca yadi vidyate |
anAtmACucy anityaM ca naiva duHkhaM ca vidyate || 23.22||

もしも我と浄と常と楽が存在しないならば、無我と不浄と無常と苦は決し
て存在しない。
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ている。cd 句は無明の滅によって、諸行の滅があるといい十二支縁起
の滅を表している。つまり無明は十二支縁起の第一支分でありながら、
顚倒を原因とすると考えられているのである。この第 23 偈について
月称は、
「この詳述した顚倒の考察が無明などを断つ原因であるから、
重大な意味があることを教示するために〔師は〕説かれた31」と、明
らかに顚倒が無明の原因であることを述べている。その顚倒をどのよ
うに考察するのかは月称が第 23 章第 13 偈の注釈に示している。
また、無常性というものは、存在の自性を欠いており、自性を持
つものとして生じない空なるものにはありえない。同じように苦
性もまたありえず、不浄性もありえず、無我性もありえない。そ
して、自性空であるから、苦性などがありえないとき、そのとき
なぜ、その対立項となる常楽我浄という諸顚倒があろうか。それ
ゆえに諸顚倒は自体として存在しない。それがないとき、どうし
て無明が存在しようか、原因が存在しないからである32。

ここは、龍樹が主張する「顚倒が自体として存在しない（na santi
viparyAsAH svarUpataH）
」ことを、四顚倒が存在しないから無明も存在し
ないという道理によって説明する。顚倒がないというのは、顚倒が自
体（svarUpa）として存在しないことであって、誤った思考に基づけば、
顚倒を縁として無明が生じてしまうのである。四顚倒を、自性を持つ
ものとして考えることが無明を生み出す原因であると考えられている

Pras p.469,7
asya ca yathopavarNita viparyAsavicArasyAvidyAdiprahANahetutvena
mahArthatAM pratipAdayann Aha/
32 Pras p.461, 14 - p.462, 3
yathA cAnityatvaM CUnye na saMbhavati bhAvasvabhAvarahite
sasvabhAvenAnutpanne, evaM duHkhatvam api na saMbhavati, aCucitvam
api nAsti, anAtmatvam api nAsti / yadA ca svabhAvaCUnyatvAd
duHkhatvAdikaM nAsti, tadA kutas tadvipakSabhUtA
nityasukhaCucyAtmaviparyAsA bhaviSyanti / tasmAn na santi viparyAsAH
svarUpataH / tadabhAve kuto bhaviSyaty avidyA hetvabhAvAt /
31
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のである。
また、月称は、第 23 章第 2 偈の注釈において痴(moha)の原因を説
明する為に、無明の原因は「不如理作意（ayoniCo manaskAraH）」と決
定している『縁起経』を引用し 33 、無明は「思惟から生じるもの
（saMkalpaprabhava）
」であると述べている。これは、痴を説明する箇
所において、無明の定義を返答していることから、月称自身が痴と無
明を同義と考えていたことを示す。
月称は第 23 章の複数の箇所で、無明に言及していた。まず、第 2
偈の注釈において、無明と痴を同義と見なす。そして、無明が不如理
作意を原因としているという『縁起経』を教証とし、思惟から生じる
ものであると述べている34。さらに第 23 偈では顚倒を考察することが、
無明を断つ原因になると言い、顚倒が無明の原因であることを表すの
である。
また、龍樹が著したとされる『空七十論』偈頌と自注にも十二支縁
起は不生起であり、顚倒がなければ無明はないと述べる箇所がある。
校訂者 La Vallée Poussin は、LVP p.452.note3 AKBh p.523,10
に引用される Sahetu-sapratyaya-krama-sUtra を同定している。
Pras p.452,11-14:
avidyApi bhikSavaH sahetukA sapratyayA sanidAnA / kaC ca bhikSavo
'vidyAyA hetuH / ayoniCo bhikSavo manaskAro 'vidyAyA hetuH / Avilo
mohajo manaskAro bhikSavo 'vidyAyA hetur
33

比丘たちよ、無明もまた原因を持ち、縁を持ち、因縁を持つ。比丘たちよ、無明
の原因は何か。比丘たちよ、無明の原因は不如理作意である。比丘たちよ、無明
の原因は痴から生じる汚れた作意である。

丹治昭義[2006] p.75. note24 にも詳しい。
34 月称が不如理作意を無明の原因とするのは、教証によるものだが、
『倶舎論』の説を引き継いだとも考えられる。（AKBh p.135,6-7 cf.
楠本信道[2007] p.97）また、それは『瑜伽師地論』にも見られる。
L.Schmithausen[1987] p.518
avidyA katamA / asatpuruSasaMsevAm Agamya asaddharmaCravaNam
ayoniComanaskAram naisargikaM vA smRtisaMpramoSaM yaj jJeye
vastuni …kliSTam ajJAnam /
無明とは何か。不善人に仕えるがゆえに、邪法を聴く本質的な不如理作意である。
または、その知られるべき事物において、対象を忘れること（亡失）を決定する
こと．
．．
（または）不染汚無知である。
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それ（顚倒）がなければ、４つの顚倒から生じる無明はなくなる。
それ（無明）がなければ、諸行も生じず、残りのもの（十二支）も
同様である35。

『空七十論』第10偈の、
「それ」というのは、顚倒のことを指し、具体
的には常楽我浄の四顚倒のことをいう。さらに無明は行なしでは生じな
いとし、十二支縁起の順観を述べている。無明なしでは行が生じないの
で、両者は互いに依って成立するといい、自性によって成立するのでは
ないと主張する。顚倒と無明の関係は、たとえば、父は子でなく、子は
父でないという父子の同一性が否定されるのと同じで、各々を実体視し
てはならず依って成立していると龍樹は第13偈で述べている36。この『空
七十論』の議論は、先の『中論頌』23.23と非常に似ている。ただし『中
論頌』23.23は、顚倒の滅によって無明の滅を述べているのに対して、
『空
七十論』第10偈は「四顚倒から生じる無明（phyin ci log bzhi las skyes
pa'i ma rig）
」という無明の生起を述べていることが注意される。この
ことからも無明は、原因を持つと理解されていることが明らかなのであ
る。同じ「顚倒から生じる無明」という文言は『空七十論』第62偈にも
見られる。

真実を見るから、4 つの顚倒から生起する無明はない。
それがないから、諸行は、生じないし、他のものも同様である。
以上のように、真実を理解することによって、四顚倒から生起す
る無明は生じない37。62
de med na ni phyin ci log// bzhi las skyes pa'i ma rig med//
de med na ni 'du byed rnams// mi ‘byung lhag ma’ang de bzhin no// 10

35

pha bu ma yin bu pha min// degnyis phan tshun med min la//
de gnyis cig car yang min ltar// yan lag bcu gnyis de bbzhin no// 13
37 yang dag mthong phyin ci log// bzhi las skyes ba'i ma rig med//
de med phyir na 'du byed rnams// mi 'byung lhag ma'ang de
36
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また、
『空七十論』第 64、65 偈には無明の定義がなされている。

因と縁から生起した諸存在を、真実として分別すること 64ab
依存する存在に執着すること、見ること、分別すること、把握するこ
とを無明という。

それを説者（佛）は、無明とおっしゃる。それより十二支が生
じる。64cd
さらにまた

真実を見るから、存在は空と善く知る。〔そうすれば〕無明は
生じない。それが無明の滅である。それゆえに十二支（縁起）
は滅せられるのである38。65
偈頌で、無明とは「因縁から生起した諸存在を真実として分別するこ
と」を自注で「依存する存在に執着したり、見たり、考えたりするこ
と」と言い換える。因縁生起の諸存在への執着こそが、十二支縁起の
無明が生じる根本原因とされるからである。無明を滅する方法として、
「真実を見ること」と第 62 偈に述べられていたが、第 65 偈にはさら
に詳しく、
真実を見ることによって、
存在の空を知ることが言われる。
bzhin no// 62
de ltar yang dag par rtogs pas phyin ci log bzhi las skyes pa’i ma rig
pa mi ‘byung ngo / /
38 rgyu rkyen las skyes dngos po rnams / /
yang dag nyid du rtog pa gang / / 64ab
brten pa’i dngos por mngon par zhen pa dang lta ba dang rtog pa
dang ‘dzin pa dang//
de ni ston pas ma rig gsungs //
de las yan lag bcu gnyis 'byung // 64cd
zhan yang /
yang dag mthong phyir dngos stong par //
legs shes ma rig mi 'byung ba //
de ni ma rig 'gog pa yin / /
de las yan lag bcu gnyis 'gag / / 65
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そうすれば、四顚倒は起こらず、無明を生じさせることはない。顚倒
があるから無明がある。このように十二支縁起説に言及する場合でも
無明に原因が求められているのである。
ここで『中論頌』に戻って、十二支縁起を主題とする第 26 章の中
で無明に言及する第 10 偈、第 11 偈、第 12 偈を検討する。

saMsAramUlaM saMskArAn avidvAn saMskaroty ataH |
avidvAn kArakas tasmAn na vidvAMs tattvadarCanAt ||26.10||
それ故、無知の者は輪廻の根本原因である諸行を為す。
従って無知の者は行為者である。しかし、知者は真実を見るから
（行為者では）ない。
avidyAyAM niruddhAyAM saMskArANAm asaMbhavaH |

avidyAyA nirodhas tu jJAnasyAsyaiva bhAvanAt ||26.11||
「無明」が滅せられたときには、諸行は生じない。しかし、「無明」
を滅するのは、まさにこの智を修習するからである。

tasya tasya nirodhena tat tan nAbhipravartate |
duHkhaskandhaH kevalo 'yam evaM samyag nirudhyate ||26.12||
それぞれ（の支分）を滅することによって、それぞれ（の後の支
分）は生じない。この純粋なる苦だけの集合体は、そのようにし
て完全に滅せられる。
第 1 偈から第 9 偈において十二支縁起各支分を説明し39、第 10 偈で
「無知の者が輪廻の根本である行を作り出す」という。
「無知の者」と
反対の「知者」は、
『空七十論』第 62 偈、第 65 偈でいわれているの
と同様に「真実を見る」ので行為主体にはならないといわれ、龍樹は
「真実を見ること」の必要性を説く。では、いったい何が「真実を見
ること」なのかというと、第 11 偈でいう「智の修習」であり、第 12
偈でいう十二支縁起観の滅を実践することに他ならない。十二支縁起
第 1 偈には、
「無明に覆われている者」という主体を設定するのみ
で十二支の第一支分としての無明の定義はない。
39
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の滅を修習することが、真実を見ることであり、無明を滅することな
のである。注釈には、縁起の滅という不顚倒なる修習によって自体の
認識を取り払い、無自性空の境地に入ることが言われている40。そう
すれば顚倒は生じず、無明が起こりうる事もない。このような論理が
第 26 章では述べられている。

Pras p.559,3-5
asyaiva pratItyasamutapAdasya yathAvad aviparItabhAvanAto 'vidyA
40

prahIyate // yo hi pratItyasamutpAdaM samyak paCyatIti sa sUkSmasyApi
bhAvasya na svarUpam upalabhate /
pratibimbasvapnAlAtacakramudrAdivat tu svabhAvaCUnyatAM sarveSAM
bhAvanAm avatarati /
「まさにこの」縁起の如実で不顛倒なる修習によって、無明は絶たれ
る。というのは縁起を正しく見るもの、彼は微細なる存在でも自体を
認識しないが、影像、幻、旋火輪、印のようなすべての事物の自性が
空であることに悟入するからである。
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おわりに
阿含・ニカーヤの中で、無明は無知(aJJANa)や、知らない(na pajAnAti)
と同義であることが確認できる。それは「四諦の無知」と「亓蘊を知
らないこと」であった。また所謂三毒の貪・瞋・痴の痴と言い換え可
能である事も知られている。煩悩について述べる文脈において、痴に
代わって無明を三毒に含める方法は、初期のアビダルマ論書に引き継
がれ、
『成実論』の構成にも影響が見て取れる。つまり、無明は「知が
ないこと」と「痴である」の二種に理解されていた。
アビダルマ論書における無明は、阿含、ニカーヤ文献における理解
と大きな相違はないが「三界の無知」という理解が新たに加わる。無
明は痴であるという理解に加えて、十二支縁起の根源的なものであり、
煩悩としての側面が強調されていた。
無明理解に関して中観派の論書は、アビダルマ論書の説を無視した
り全否定したりすることはない。月称も、第 23 章第 2 偈の注釈で「痴
の生起の原因について」の質問に対し、無明の原因を述べていること
から、痴と無明を同義として用いていることが確認できる。その場合
は、無明の原因が不如理作意なる思惟であるとも言われていた。そし
て注意しておきたいのが、龍樹は、無明に言及する際に必ず「顚倒が
滅するから無明が滅する」という、無明の滅を説いている事である。
これによって無明の原因は、四顚倒となるのだが、それは自体として
存在しないことが注意されているのである。龍樹の著作において特徴
的なのは、無明の滅のためには真実を見ること（tattvadarCana）の必要
性を強調することである。そしてその真実を見るというのは、十二支
縁起の滅を修習することであった。言い換えれば、龍樹は、アビダル
マ論書で確立された煩悩の体系の中の無明を実体視しないように「無
明の滅の方法」を改めて設定したのである。
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【付記】
１０年や２０年前の自分をふりかえった時、当時の自分と、今の自
分に共通しているものは、ほとんどない。おおよそ見た目も、考え方
も異なる。ましてや「私」をつくる構成要素は、細胞レベルでは確実
に別のものである。このような違いを認めざるを得ないのに、なぜ、
十年前の「私」の姿を「私」であると思い続けるのだろうか。
そこに変わらず持続する主体（アートマン／ジーヴァ／プルシャ）
があるからという答えを見出したのが、何らかの形でヴェーダに権威
を認めるインド正統哲学者たちである。あるいは、アートマンは認め
ないが、宿命論や詭弁論などを用いて目の前の世界を説明しようとし
たのが、
六師外道としても知られる自由思想家たちであった。
しかし、
仏教徒はいずれにも属さない。ただし、属さないからといって仏教徒
はその様な問題を無視したのではない。本論文は、形而上学的命題に
積極的に応えている１人の仏教徒、龍樹の思想解明に迫った。
龍樹によると、
「私」は成り立たない。「私」は「見」と名付けられ
る捉われに過ぎず、五通りの検討を加えても証明できない。一切法は
空であるからである。
『中論頌』で説かれていた「見」を理解し一切見
を断じるならば、十年前の「私」は、いまの「私」ではないのである。
しかしながら、十年前から現在まで「私」は諸先生方に多大なご指
導を賜った。恩師、百濟康義先生、仏教の入口を示して下さった光川
豐藝先生、サンスクリットの手解きをいただいた清水庸先生、3 人の
先生方には、
もはや直接お礼を述べることが叶わなくなってしまった。
そして何より指導教授、桂紹隆先生には文字通り手取り足取り、厳
しくご指導いただいた。放逸なる筆者にとって先生のご教導が無けれ
ば、本当に何も成し得なかった。副指導の能仁正顕先生にも「我慢」
の「私」を永い間温かく見守っていただいた。
皆様にこの場を借りて厚く御礼申し上げます。
あらゆる面から検討しても不肖なる「私」であるが、論文作成に際
して惜しみない援助をくださった浄土真宗本願寺派教学伝道研究セン
ターの先生方にも感謝の念を表して付記とする。

