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※本文中
（中）：
『根本中論』パツァブ訳（新訳）ではあるが、デルゲ版と異なる記述。
（仏）：
『根本中論』チョクロ訳（
『ブッダパーリタ』に引用された旧訳）で、パツァブ訳
（新訳）と異なる記述。
（顕）
：パツァブ訳（新訳）ではあるが、
『顕句論』中で引用された『根本中論』本論と異な
る記述。
（正）
：
『正理の海』で引用された『根本中論』本論と異なる記述。

1

『中の根本の言葉を章とした知慧（根本中論）』
梵語にて、パルギャーナーマムーラマダャーマカカーリカ。
蔵語にて、『中の根本の言葉を章とした智慧（根本中論）』という。
若き文殊へ礼拝奉る。
その方が、
滅無く、生無く、
断無く、常無く、
来無く、去無く、
別義ではなく、一義ではない、
戯論がまさしく熄滅し、寂静である縁起生を示された。
完全なる仏陀であり、諸々の説者の（中でも）聖なる方である、
その方へ礼拝奉る。（帰敬偈）
（第一章）
自らよりではない。他よりではない。
双方よりではない。無因ではない。
何らかの事物が、何処においても、
生じるとは、何時にも有るのではない。
縁は四相あり、因縁と、
所縁と等無間
増上もその如くであり、
第五の縁は有るのではない。

1

2

諸事物の本性とは、
縁等に有るのではない。
我の事物が有るのでなければ、
他の事物は有るのではない。

3

縁を具える行為は無い。

行為は縁を具えるのではない。

縁を具えぬ行為は無い。

縁を具えぬ行為は無い。

行為を具えぬものは縁ではない。

行為を具えぬものは縁ではない。

行為を具える、あるいは。

4

これらに依拠して生じるので、
それ故にこれらは縁であると言う。

行為を具えるか、あるいは。（仏）

2

生じていない限り、
これらは縁ではない。如何様にそうではないのか。

無あるいは有の意味においても、

無あるいは有の意味においても、
縁とは適したものではなく、
無ければ何の縁となろうか。
有るならば縁が何をしようか。

5

縁とは適したものではない。
無ければ何の縁となろうか。
有るならば縁が何をしようか。
（仏）

6

法（現象）は有と、
無と有無が成立しない時、
如何様に成させるものを因といおうか。

或る時、法（現象）は有と、
無と有無が成立しないので、
如何様に成させるものを因といおうか。
そのようであれば正理ではない。（仏）

7

そのようであれば正理ではない。
この有る法は所縁が、

（そう）である法は所縁が、

無いのみであると近しく示された。
仮に、その法は対象とすることが無ければ、

無いのみであると近しく示された。

所縁が有ると何処でなろうか。

8

そのように、その法は対象とすることが無けれ
ば、所縁が有ると何処でなろうか。（仏）

諸法が生じたのでなければ、
滅は合理にはならない。
それ故に等無間は正理ではない。
滅したならば、縁も何ものであろうか。

9

本性が無い諸事物の
有は有るのではない故に、
これが有るのでこれが起こる、
というこれは合理ではない。 10
諸縁のそれぞれと集合に、
その果はまさしく無い。
諸縁に無いもの、
それが縁より如何様に生じようか。
仮に、それ(結果)は無いとしても、
それらの縁より生じるとなれば、
縁ではないものよりも、
何故生じるとならぬのか。 12

11
仮に、それは無いとしても、
それらの縁より生じるならば、
縁ではないものよりも、果は
何故（生じないの）かといえば、生じない。
（仏）

3
果は縁より起こったのである。

果が縁の本性であるならば、
諸縁は自らより起こったのではない。
諸縁は自らの本性ではない。
自生起ではないものより、如何なる果が
自らの事物でないものより、如何なる果があろうか。 あろうか。それは、如何様に縁より起こっ
それが、如何様に縁の本性となろうか。 13
たのか。（仏）
それ故に縁の本性ではない。
縁ではない本性の果は、
有るのではない。果が無いのであれば、
縁ではない・縁であると、何処でなろうか。

それ故に縁の本性ではない。
縁でないものより起こった果は、
有るのではない。果が無いのであれば、

14 縁ではない・縁であると、何処でなろうか。
（仏）

「縁を考察する」という第一章である。

（第二章）

先ず、過ぎた（道）を行かず、
過ぎていない（道）をも行くことは無い。
過ぎたと過ぎていない（道）以外に、
歩む（道）を知るとはならない。 1
或る所へ動くことがそこへ行くことであり、
それも或る者の歩みにおいて、
動きは過ぎたのではなく、過ぎていないのではない。
それ故に、歩むに「行く」はある。 2
「歩む」を「行く」であるとは、
如何様であれば合理となろうか。
「行く」が無い時、
「歩む」に合理は無い故である。

或る所へ動くことがそこへ行くことであ
り、それも、何故ならば、歩みにおいて、
動きは過ぎたのではなく、過ぎていない
のではない。
それ故に、歩むに「行く」はある。（顕）

「歩む」に「行く」が有るとは、
如何様であれば合理となろうか。
「行く」が無い時、
「歩む」に合理は無い故である。（仏）

3

某の主張では「歩む（道）を行く」という。
その「歩む」には、「行く」が無いという
背理となる。何故ならば、
「歩む（道）」を「行く」のである故である。
「歩む」に「行く」が有るならば、
「行く」が二つになる背理となろう。
それが歩むとなったものと、
そこを行くというものである。 5

某の主張では「歩む（道）を行く」という。
その「歩む」には、「行く」が無いという
背理となる。何故ならば、

4

「歩む」を理解する故である。
（仏）
「歩む」に「行く」が有るならば、
「行く」が二つとなる背理となろう。
その「歩み」というそれと、
それを行くというものである。
（仏）

4

「行く」が二つになる背理となれば、
行く者もまた二人となる。
何故ならば、行く者が無ければ、
「行く」は合理とはならない故に。 6
もし、行く者が無くなれば、
「行く」は合理ではなくなる。
「行く」が無ければ、行く者が、
まさしく有ると、何処でなろうか。

「行く」が二つになる背理となれば、
行く者もまた二人となる。
何故ならば、
「行く」が無ければ、
行く者は合理とはならない故に。（顕）

7

先ず、行く者は行かず、
行く者でないものは行くのではない。
行く者と行く者でない者より他の
第三の何者が行くとなろうか。 8

先ず、行く者は行かず、

「行く」が無い時に、
行く者が合理とならないならば、
先ず、「行く者が行く。」とは、
如何様に合理であるとなろうか。

先ず、
「行く者が行く。」とは、

行く者でないものは行く者ではない。
行く者と行く者でない者より他の
第三の何者が行くとなろうか。
（仏）

如何様に合理であるとなろうか。
「行く」が無ければ、行く者は

9

如何なる時も、合理とはならない。（仏）

ある説では、「行く者が
行く」という。それには、「行く」の無い
行く者である背理となる。
行く者が行くと主張する故である。 10
もし行く者が行くとなれば、
「行く」が二つになる背理となる。
それによって行く者として現れるものと、
行く者となってから、行くことである。 11
過ぎた（道）に「行く」の始めは無く、
過ぎていない（道）にも「行く」の始めは無い。
歩む（道）に始めが有るのでなければ、
何処で「行く」を始めようか？ 12
「行く」を始める以前に、
何処で「行く」を始めるとなろうか。
歩む（道に）は無く、過ぎた（道に）は無い。
過ぎていない（道）を行くことが何処にあろうか。

13

5

「行く」の始まりが一切の様相において、
現れることがまさしく無いならば、
過ぎたとは何であるか？歩むとは何であるか？
過ぎていないとは何であるか？尽く考察したまえ。

14

先ず、行く者は居らず、
行く者でない者は居るのではない。
行く者と行く者でないものより他の、
第三の何が居るとなろうか。 15
先ず、「行く者が居る。」とは、

或る時、「行く」が無ければ、
行く者は合理とならないならば、
先ず、「行く者が居る。」とは、
如何様に合理となろうか。 16

如何様に合理となろうか。
「行く」が無ければ、行く者は
いつ時も合理とはならない。（仏）

歩む（道）から止まるとならず、
過ぎた（道）と、過ぎていない（道）からでもない。
「行く」と、「入る」と、
「止まる」も、「行く」に等しい。
その「行く」と行く者は、
そのものであるとも適わない。
「行く」と行く者は、
まさしく他であるとも適わない。

17

18

もし、「行く」であるもの、
そのものが行く者であるとなれば、
行為者と行為そのものも、
全く同一になる背理となる。 19
もし、「行く」と行く者が、
まさしく他であると尽く考察すれば、
行く者の無い「行く」と、
「行く」の無い行く者となろう。 20
まさしく同一事物か、
まさしく他事物として、
成立したものが有るのでなければ、
その二つが成立したことは、如何様に有ろうか。

21

6

或る「行く」によって、行く者であると顕かになる、
その「行く」は、行くのではない。
何故ならば、「行く」の以前には無い。
何が何処へ行くとなろうか。 22

或る「行く」の行く者であると顕かな
その「行く」は、行くのではない。
何故ならば、
「行く」の以前には無い。
何が何処へ行くとなろうか。（仏）

或る「行く」によって、行く者であると顕かになる、
それより他が行くのではない。
何故ならば、一人だけの行く者において、
「行く」が二つとは不合理である。 23
行く者であるとなった者は、
三様相の「行く」を、行くことをしない。
そうではないとなった者も、
三様相の「行く」を、行くことをしない。

24

そうであり、そうではないとなった者も、
三様相の「行く」を、行くことをしない。
それ故に、「行く」と行く者と、
行かれるもの（道）も、有るのではない。

25

「行き来を考察する」という、第二章である。

（第三章）

「視る」「聴く」「嗅ぐ」と、
「経験する」「触れる」「意」は
六根であり、それらの
享受対象は、視られる対象等である。

1

「視る」自らの我性とは、
それをまさしく視るのではない。
自らを視ないもの、
それが他を如何様に視ようか。 2
「視る」が良く成立させられる為に、
火の例をあげることはできない。
過ぎたと、過ぎていないと、歩むによって、
それには、「視る」と共に返答しよう。 3

「視る」自らの我性は、
それはそれを、まさしく視るのではない。
自らを視ないもの、
それが他を如何様に視ようか。
（仏）

7

僅かにも視ない時には、
「視るもの」ではない。
視るので、「視るもの」であるという、
それが如何様に正理となろうか。 4
「視る」は、「視る」そのものではなく、
「視る」でないものは、まさしく視ない。
「視る」そのものによって、視る者も、
解説されたと知りたまえ。 5
捨てていない視る者は有るのではなく、
「視る」を捨てたとしてもである。
視る者が無ければ、それら視られる対象と、
「視る」が何処にあろうか。 6
※斯くも、父や母に、
依拠して子は生まれるという
如く、眼と色形に依拠して、
識は起こると説かれた。

視られる対象と「視る」は無い故に、
識等の四支分は、
有るのではない。近取等が、
如何様であれば有るとなろうか。 7
「視る」によって、「聴く」と「嗅ぐ」と、
「経験する」と「触る」と「意」において、
聴く者と、聴かれる対象等を、
解説されたと知りたまえ。 8
「根を考察する」という第三章である。

（第四章）

物質の因に結ばれず、
物質を認識するとはならない。
物質というものに結ばれず、
物質の因も現れない。 1

※ツォンカパ著『正理の海』
「ここで、
『斯くも、父や母達・・・』と、
挙げられた一偈の韻文は、インドの他の三註
釈論書には無く、この註釈においても、それ
について説明をなさらない。観世音戒が『根
本中論』に四百四十九偈あると説かれたこと
とも合わないので、誤版より訳したと明らか
である。
」

8

物質の因に結ばれず、
物質であるならば、物質とは無因であるという
背理となる。如何なる意味であろうとも、
無因であるものは何処にも無い。 2
もし、物質に結ばれず、
物質の一つの因が有るならば、
果の無い因となるけれど、
果の無い因は無い。 3
物質が有るとしても、物質の
因も、まさしく合理にはならない。
物質が無くとも、物質の
因も、まさしく合理にはならない。

4

因の無い諸々の物質は、
理に適わない。まさしく適わないのである。
それ故に、物質についての分別は、
何も考察されるべきではない。 5

因の無い諸々の物質は、
理に適わない。まさしく適わないのである。
物質についての分別は
何も考察されるべきではない。
（顕）

因に似た果という
ものは合理ではなく、
因に似ていない果という
ものも合理ではない。 6
受と想と行と、
心と一切事物も、
様相は一切において、
まさしく色（物質）と、分析の次第は等しい。

7

空性を題にして論争した時、
空性を題にして論争した時、
誰かが返答し語るならば、
誰かが返答し語るならば、
それによって、一切が返答されたのではない。 その一切は返答されたのではない。
主張命題と等しくなる。 8
主張命題と等しくなる。（顕）

空性を題にして説いた時、
誰かが過失を捏造し語るならば、
それによって、一切は過失が付けられたのではない。
主張命題と等しくなる。

9

「蘊を考察する」という第四章である。

9

（第五章）
虚空の性相の以前に、
虚空は僅かにも有るのではない。
もし、性相以前に有るならば、
性相が無いという背理になる。 1
性相の無い事物とは、
何も、何処にも、有るのではない。
性相の無い事物が無ければ、
性相は何に当てはまるとなろうか。

性相の無い事物とは、
何も、何処かに、有るのではない。
性相の無い事物が無ければ、

2

性相は何に当てはまるとなろうか。（仏）

性相の無いものに、性相は、
当てはまらない。性相と共にあるものに（当てはまるの）ではない。
性相と共にあるか、性相の無いものより、
他にも当てはまるとはならない。 3
性相が当てはまるのでなければ、
事相は合理にはならない。
事相が合理でないならば、
性相も有るのではない。 4
それ故に、事相は有るのではなく、
性相はまさしく有るのではない。
事相と性相以外の
事物も有るのではない。 5
事物が有るのでなければ、
無事物は何のものであるとなろうか。
事物と無事物は合致しない法（現象）である。
何ものが事物と無事物を知ろうか。 6
それ故に虚空は事物ではない。
無事物ではなく、事相ではない。
性相ではない。五元素である、
他の何れもが、虚空に等しい。 7
小心者で、諸事物を
有無そのものであると
視る者達は、視られる対象が
熄滅した寂静を見ない。 8
「界を考察する」という第五章である。

10

（第六章）
もし貪欲の以前に、
貪欲が無い、欲す者が有るならば、
それに依拠して貪欲が有る。
欲す者が有れば、貪欲は有ることになる。
欲す者が有るとならなくとも、
貪欲が有ると、何処でなろうか。
欲す者についても、貪欲が、
有るか、無いかも、次第は等しい。

1
欲す者が有るとなろうとも、
貪欲が有ると、何処でなろうか。
欲す者についても、貪欲が、

2

有るか、無いかも、次第は等しい。（仏）

貪欲と欲す者が、
まさしく一緒に生じるとは正理ではない。
このように、貪欲と欲す者は、
相互関係が無くなるだろう。 3
同一そのものであるものは、まさしく

同一そのものであるものは、まさしく一緒には無く、一緒には無く、まさしくそれは、それと
一緒ではない。もし、別そのものである
まさしくそれは、それと一緒ではない。
もし、別そのものであるならば、
ならば、一緒であると、如何様になろう
まさしく一緒であると、如何様になろうか。 4
か。
（顕）
もし、一つだけが一緒であるならば、
友が無くともそうなるだろう。
もし、別のものが一緒であるならば、
友が無くともそうなるだろう。 5
もし、別が一緒であるならば、

もし、別が一緒であるならば、
如何にして貪欲と欲す者が、
別そのものとして成立するとなろうか。
然れば、その二つは一緒となる。 6

貪欲と欲す者は何であろうか。
別そのものとして成立したとなれば、然れば、
その二つは一緒となる。（仏）

もし、貪欲と欲す者が、
まさしく別として成立したならば、
それらはまさしく一緒であると、
何故、尽く考えるのか。 7
別として成立したとならないので、
それ故に、一緒を主張するけれど、
一緒が良く論証せられる為に、
まさしく別であると、再び主張するのか。

別として成立したとならないので、
それ故に、一緒を主張するのか。
一緒が良く論証せられる為に、

8

まさしく別であると、再び主張するのか。
（仏）

11

別の事物は成立していないので、
一緒の事物は成立しないだろう。
別の事物である何が有れば、
一緒の事物であると主張するのか。

9

そのように、貪欲と欲す者は、
一緒であるとも、一緒でないとも成立しない。
貪欲の如く、全ての諸法（現象）は、
一緒であるとも、一緒でないとも成立しない。

別の事物は成立していないので、
一緒の事物は成立しないだろう。
別の事物である何を、
一緒の事物であると主張するのか。（仏）
別の事物として成立していないので、
一緒の事物は成立しないだろう。
別の事物である何が有れば、
一緒の事物であると主張するのか。
（顕）

10

「貪欲と欲す者を考察する」という第六章である。
（第七章）
もし、生が有為であれば、
それに三定義が具わるとなる。
もし、生が無為であれば、
如何様に有為の定義となろうか。

1
生等の三つは、それぞれが
有為の定義に似ることは、

生等の三つは、それぞれが
有為の定義であることは、
できない。一つにおいて一時に、
集まったものも、如何様に適おうか。
生と住と壊に、
他の有為の定義であるものが、
もし有るならば無限となる。
無ければ、それらは有為ではない。
生の生が、基の
生のみを生じさせる。
基の生が、生の
生をも生じさせるものである。

できない。集合であるとしても、
一つにおいて一時にあることが、如何様に

2

適おうか。（仏）
生と住と壊に、
他の有為の定義であるものが、
もし有るならば限りは無い。

3

無ければ、それらは有為ではない。（仏）

4

もし、君の生の生が、
基の生を生じさせるならば、
君の基が生じさせていないそれが、
それを如何様に生じさせようか。 5
もし、君の基が、
生じさせたそれが、基を生じさせるならば、
それが生じさせていない基が、
それを如何様に生じさせようか。 6

もし、君の基が、
生じさせたそれが、基を生じさせるならば、
それによって生じさせられていない基が、
それを如何様に生じさせようか。（６・仏）
もし、君の基が、
生じさせたそれによって、基が生じさせられ
るならば、それが生じさせていない基が、そ
れを如何様に生じさせようか。
（６・顕）

12
君のそれは生じつつあり、

もし、生じていないそれが、
それを生じさせることができれば、
君の、生じつつあるそれが、
それを生じさせると主張するに至る。
斯くも、灯明は自らと他を
顕現させるが如く、
生も、自らと他の事物の
双方を生じさせるものであれば。

生じていないそれが、
もし、それを生じたとできるならば、
それを生じさせると主張するに至る。
（7・仏）

7

斯くも、灯明は自らと他を
顕現させるが如く、
生も、自らと他の事物の

8

双方を生じさせるものである。
（仏・顕）

灯明とは、何処かに
それが存在すれば、闇は無い。
灯明が、何を顕現させるのか。
闇を斥けることによって、顕現させるものである。

如何様に、生じつつある灯明が、

灯明が生じつつある時、
闇と出合うことが無ければ、
如何様に生じつつある灯明が、
闇を斥けるのか。 10

闇を斥けるのか。
灯明が生じつつある時、
闇に出合うことは無い。（仏）

灯明が、出合うことは無くとも、
もし闇を斥けるならば、
全世間に留まる闇を、
ここに在るそれが、斥けるとなるだろう。
灯明が、自と他の事物を
もしも顕現させるとなれば、
闇も、自と他の事物を
覆い隠すことに疑いは無い。

9

11

12

この生は、生じていないものが、
自らの我性を如何様に生じさせようか。
もし、生じたものが、生じさせるならば、
生じたならば、何が生じさせられるものとして有ろうか。

13

「生じた」と「生じていない」と「生

「生じた」と「生じていない」と「生じつつある」を、
じつつある」を、如何様であろうとも
如何様であろうとも生じさせない。
生じさせない。「過ぎた」と「過ぎて
それは「過ぎた」と「過ぎていない」と、
いない」と「歩む」によって、それら
「歩む」によって、解説した。 14
を解説した。
（仏）

生が有るので、
この「生じつつある」が起こることが無い時に、
如何様に、「生に依拠して
生じつつある」と述べるのか。 15

13

依拠して起こるものは、
それは自性として寂静である。
それ故に、まさしく「生じつつある」と、
生も、まさしく寂静である。 16
もし、生じていない事物が
何か、何処かに有るとなれば、
それは生じるだろう事物であり、
それが無ければ、何が生じるとなろうか。

17
もし、その生が、

もし、その生が、
「生じつつある」を生じさせるならば、
その生が生じることを見たまえ。
何が生じさせるのか。 18

「生じつつある」を生じさせるならば、
その生を生じさせる
生も、何ものであろうか。（仏）

もし、他の生が、
それを生じさせるならば、無限になるだろう。
もし、生無く生じるならば、
一切がその如く、生じるとなるだろう。 19
先ず、有も無も、
生じるとは正理ではなく、
有無そのものでもないと、
先に、まさしく示したのである。

先ず、有も無も、
生じるとは正理ではない。
有無そのものでもなく、

20

まさしく滅しつつある事物においては、
生は合理とはならない。
滅しつつあるのではないものは、
それが事物であるとは、不合理である。
住した事物は住さず、
住さない事物は住すのではない。
住しつつあるものも住さず、
生じていない何が住すとなろうか。

先に、まさしく示したのである。（仏）

21
住した事物は住さず、
住さない事物は住すのではない。
住しつつあるものも住さず、
生じていない何を住させるのか。（仏）

22

まさしく滅しつつある事物においては、
住は合理とはならない。
滅しつつあるのではないものは、
それが事物であるとは、不合理である。
一切の事物は、何時も、
老い死滅する法（現象）であるならば、

23

14

老と死無く、
住す事物は、何ものであるか。

24

住は、他の住によっても、
それ自体によっても、住すとは正しくない。
斯くも、生が自らと、
他によって、生じさせられるのではないが如く。

25

滅したものは滅させず、滅していない
滅したものは滅すとならず、
ものも、滅させぬ。滅しつつあるもの
滅していないものも、滅すとならない。
滅しつつあるものも、その如く（滅すの）ではない。 も、その如く（滅させるの）ではな
生じていない何が、滅すとなろうか。 26
い。生じていないものが、何を滅すと
しようか。（仏）

先ず、住す事物に、
滅は合理とはならない。
住さない事物においても、
滅は合理とはならない。 27
その時点によって、その時点
そのものは、まさしく滅すとはならない。
他の時点によって、他の時点も
まさしく滅すとはならない。 28

その時点の住、
それによって、まさしく滅すとはならない。
他の時点によって、他の時点が、
まさしく滅すとはならない。（仏）

一切諸法の
生が合理とはならない時、
一切諸法の
滅は合理とはならない。 29
先ず、有る事物において、
滅は合理にはならない。
まさしく一つにおいて、事物と
無事物であることに合理は無い。
無事物となったものにおいても、
滅は合理にはならない。
双頭において、斯くも
断たれることは無いが如くである。

先ず、有る事物において、
滅は合理にはならない。
事物と無事物が、

30

まさしく一つであるならば、合理は無い。（仏）

31

滅は自らの我性によって、
有るのではない。他の滅によってではない。
斯くも、生は自らと、
他によって生じさせられるのではないが如く。

滅は、他の滅か、
それ自体によっても、滅すとは正理では
ない。
斯くも、生は自らと、他によって生じさ

32

せられるのではないが如く。（仏）

15
生と住と壊が、

生と住と壊が、
成立していない故に、有為は無い。
有為は良く成立していないので、
無為が如何様に成立しようか。 33

成立していなければ、有為は無い。
有為は良く成立していないので、
無為が如何様に成立しようか。
（仏）

夢の如く幻の如く、
ガンダルヴァ（尋香）の都のかくある如く、
その如く生と、その如く住、
その如く壊を説かれた。 34
「生住壊を考察する」という第七章である。

（第八章）

行為者になった者は、
業（行為）になったことをしない。
行為者でないとなった者も、
業（行為）になっていないことをしない。
そうであるとなった者に、行為は無い。
行為者の無い業（行為）ともなる。
そうであるとなったものに、行為は無い。
業（行為）の無い行為者ともなる。 2

1
そうであるとなった者に、行為は無い。
業（行為）も行為するものが無いとなる。
そうであるとなったものに、行為は無い。
行為者も業（行為）は無いとなる。（仏）
もし、行為者になっていない者が、

もし、行為者になっていない者が、
業になっていないことを為すならば、
業に、因は無いとなる。
行為者も無因となるだろう。 3

業になっていないことを為すならば、
業に、因は無い背理となる。

因が無ければ、果と、
因も合理とはならない。
それが無ければ、行為と、
行為者と行為するものは、適さない。

行為者も無因となるだろう。（仏）

行為等が正理でなければ、
法と非法は、有るのではない。
法と非法が無ければ、
それから起こった果は無い。 5

4

果が無ければ、解脱や、
繁栄（善趣）となる道は不合理である。
諸々の行為一切も、
まさしく無意味である背理となる。 6

16
行為者になって、なっていない者は、
（業に）なって、なっていないことを為さず、
行為者になって、なっていない者は、
（業に）なって、なっていないことを為さず、 そうであり、そうでないとなったものは、
そうであり、そうでないとなった一において、 互いに反する故に、如何で一となろうか。
（仏）
互いに反する故に、何処にあろうか。 7

行為者と業は、（行為者に）
なった者は（業に）なってい
行為者になった者は、
ないことを為さない。
（行為
（業に）なっていない業は為さず、
者に）なっていない者も（業
（行為者に）なっていない者も、（業に）なったことを為さない。 に）なったことを為さない。
ここでも、その過失となる背理になる。 8
ここでも、その過失となる
背理になる。
（８・仏）

行為者になったことと、
共にある者は、業（行為）になっていないことと、
（業に）なって（業に）なっていないことを為さない。
理由は先に示した故である。 9

行為者と業（行為）は、
（行為者に）なったと共にある者は、
（業に）なっていないことと、
（業に）なって（業に）なっていないこ
とを為さない。
理由は先に示した故である。（９・仏）

行為者になっていない者が、
業になったことと共にあることと、
行為者と業は、
（業に）なって（業に）なっていないことを為さない。 （行為者に）なっていない者は（業に）
なったと共にあることと、
理由は先に示した故である。 10
（業に）なって（業に）なっていないこ
とを為さない。
理由は先に示した故である。（10・仏）

行為者になって（行為者に）なっていない者は、
業になったことと（業に）なっていないことを
為さない。これも理由は、
行為者になって（行為者に）なっていない者は、
先に示したものによって、知りたまえ。 11
業になったことと（業に）なっていないことを

行為者は業（行為）に依拠しており、
業も（行為者）そのものに、
依拠して起こる以外、
成立する因は見られない。 12

為さない。ここでも理由とは、

その如く近取を知りたまえ。
業（行為）と行為者を除いた故である。
行為者と業（行為）によって、
残余の事物について知りたまえ。 13

依拠して起こる以外、

先に示したものによって、知りたまえ。
（11・仏）
行為者は業（行為）に依拠しており、
業も（行為者）そのものに、
成立した因は見られない。（12・顕）

「行為者と業（行為）を考察する」という第八章である。

（第九章）
視るや聴く等や、
感受する等をも従えた
ものである、それらの
以前にそれが有ると、或る者は言う。

1

17
事物が有るのでなければ、

事物が有るのでなければ、
視る等と如何様になろうか。
それ故に、それらの以前に
その留まる事物は有る。 2

視る等と如何様になろうか。
それ故に、それらの以前に
その留まる事物は有り、（仏）

視るや聴く等や、
感受する等、まさしくそれ
以前に留まる事物。
それは、何によって名付けられるであろうか。
視る等が無くとも、
もし、それが留まるとなれば、
それが無くとも、それらは
有ることになると、疑いはない。

4

何が何者を明らかにしようか。
何者が何を明らかにしようか。
何も無い何者かが何処にあろうか。
何者かが無い何かが何処にあろうか。

5
視る等一切の

視る等一切の
以前に何かがあるのではない。
視る等の中から他の何かが、
他の時に明らかにする。 6
視る等一切の
以前に、もし有るのでないならば、
視る等それぞれの
以前に、それが如何様にあろうか。

3

以前に何かがあるのではない。
視る等の他によって、
他の時に明らかにする。（仏）

7
もし、それぞれの以前に、

視る者そのものが、聴く者であり、
視る者そのものが聴く者であり、
もし、感受する者もまさしくそれであるならば、
感受する者も、まさしくその者となれば、
それぞれの以前に有るとなるが、
それはそのように、正しくはない。（仏）
それはそのように、正しくはない。 8
もし、視る者が他そのものであり、
聴く者も他で、感受する者も他であるならば、
視る者が有る時、聴く者となる。
我も、まさしく多数となるだろう。 9

もし、視る者が他そのものであり、
聴く者も他で、感受する者も他であるならば、
視る者の時、聴く者が有る。
我も、まさしく多数となるだろう。（仏）

視るや聴く等や、
感受する等も、
それより変化する、その大（基本構成要素）においても、
それは有るのではない。 10

18

視るや聴く等と、
感受する等も、
所有する者が、もし無ければ、
それらも有るのではない。 11
何かしら、視る等の、
前と現在と後に無いものは、
それについて有る・無いという、
諸分別は退くとなる。 12
「宿住（前世での住）を考察する」という第九章である。

（第十章）

薪であるそれが、火であるならば、
行為者と能作が一つになる。
もし、木より火が他であるならば、
木が無くとも、（火は）起こるとなる。

1

常に、まさしく燃えることになるだろう。
燃やす因より起こらず、
努めは無意味そのものとなる。
そのようであれば、能作も無い。 2

常に、まさしく燃えることになるだろう。

他に相互関係したことが無い故に、
燃やす因より起こらず、
常に燃えているならば、
努めは無意味そのものになる。 3

他に相互関係したことが無い故に、

燃やすものが無い因より起こり、
努めは無意味そのものとなる。
そのようであれば、能作も無い。（仏）

燃やすものは無い因より起こった。
常にまさしく燃えているならば、
努めは無意味そのものになる。
（仏）

そこで、もしこのように、
燃やしつつあるものが薪であると思えば、
ただそれのみがそれである時、
何がその薪を燃やすものとなろうか。 4
他である故に、接しない。接すことが無ければ、
燃やすとならず、燃やさなければ、
消えるとならず、消えなければ、
自らの印をも具えて留まる。 5

他であれば接しない。接すことが無ければ、
燃やすとならず、燃やさなければ、
消えるとならず、消えなければ、
自らの考察を具えて留まる。（仏）

19
もし、木より火が他であるとしても、

斯くも、女性が男性に、
男性も女性に接すが如く、
もし、木より火が他であれば、
木と接すに適うことになる。 6

木と接すに適うとなる。
斯くも、女性が男性と、
男性も女性と接すが如く。（仏）

もし、火と木は、
一方によって一方が斥けられるとなれば、
木より火は他そのものであろうとも、
木と接すと主張するに至る。 7
もし、薪に相互関係して火であり、
もし、火に相互関係して薪であるならば、
何かに相互関係して火と薪となる、
最初に成立したのは何ものであるか。 8
もし、薪に相互関係して火であるならば、
成立した火を、成立させることになる。
焼かれる薪においても、
火無くして、そうなるのだ。 9
もし、相互関係して成立する事物は、
まさしくそれにも相互関係して、
相関対象が成立するならば、
何に相互関係して、何が成立しようか。

10

相互関係して成立する事物であるも
のは、それが成立していなければ、

相互関係して成立した事物であるものは、
それが成立していなければ、如何様に相互関係しようか。 如何様に相互関係しようか。もし、
成立したものが相互関係したといえ
もし、成立したものが相互関係したといえば、
ば、それが相互関係したとは、正し
それが相互関係したとは、正しくない。 11
くない。
（仏）

木に相互関係した火は無く、
木に相互関係していない火も無い。
火に相互関係した木は無く、
火に相互関係していない木も無い。

12

火は他より来ず、
木にも、火は有るのではない。
その如く、木についての残りは、
過ぎた・過ぎていない・歩むによって示した。
木そのものは火ではなく、
木より他に火も無い。
火は木を具えるのではない。
火に木は無い。それにそれは無い。

14

火は他より来ず、
木にも、火は有るのではない。
過ぎた・過ぎていない・歩むによって、

13 その如く木について残りを示した。（仏）

20

火と木によって、我と
近く取るものの全ての次第は、
壺や絨毯等と一緒に、
残らず説明した。 15

火と木によって、我と
近く取られるものの全ての次第は、
壺や絨毯等と一緒に、
残らず説明した。（仏）

我や、諸事物を、
まさしくそれと共にあるか、別であると
示す彼等は、教えの意味に
通暁しているとは思われない。 16
「火と薪を考察する」という第十章である。

（第十一章）
前の果ては顕かであるかと問うた時、

前の果ては顕かであるかと問うた時、
偉大なる成就者は、「そうではない。」と説
偉大なる成就者は、「そうではない。」と説かれた。
かれた。輪廻は始まりと終わりが無く、
輪廻は始まりと果てが無く、
それに前は無く、後は無い。（仏）
それに前は無く、後は無い。 1
始まりと果てが無いものに、
それに、中間が何処に有ろうか。
それ故に、それに前後か、
一緒である順序は不合理である。

始まりと終わりが無いもの。
それに、中間が何処に有ろうか。
それ故に、それに前後か、

2

一緒である順序は不合理である。（仏）
（顕）

もし、生が前となり、
老死が後であるならば、
生には老死が無く、
死んでおらずとも生まれることになる。
もし、生が後となり、
老死が前であるならば、
生の無い老死とは、
無因であると、如何様になろうか。

4

生と老死は、
一緒であるとは適わない。
生じつつあるものが死ぬこととなり、
双方とも無因を持つものになるだろう。
それに、前後と一緒という
それらの順序があり得ない、
その生とその老死を、
何故に概念化するのか。 6

3

5
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因果そのものや、

輪廻のみに、前の果てが
有るのではないだけでなく、
因果そのものや、
性相と事相そのものや、 7

性相と事相そのものや、
感受作用と感受者そのものや、
意味のある何ものでもよいが、
（仏）
輪廻のみに、前の果てが

感受作用と感受者そのものや、
意味のある何ものでもよいが、
まさしく一切の諸事物においても、
前の果ては有るのではない。 8

有るのではないだけでなく、
まさしく一切の諸事物においても、
前の果ては有るのではない。（仏）

「前と後の果てを考察する」という第十一章である。

（第十二章）

或る者は、「苦しみは、自らが為した」
「他者が為した」「双方が為した」
「無因より起こる」と主張する。
それは、為されるに適さない。 1
もし、我が為したとなれば、
それ故に、依拠して起こるとはならない。
何故ならば、これらの蘊に
依拠してこれらの蘊は起こる。 2
もし、これよりそれは他であり、
もし、それよりこれが他であるならば、
苦しみは、他が為したとなり、
それらの他が、それを為したとなる。 3
もし、プトガラ自らが、
苦しみを為したならば、我であるものが
苦しみを為したプトガラは、
苦しみ以外の何ものであろうか。 4

もし、これよりそれが他であるならば、
それらの他がこれを為したので、
苦しみは他が為したとなる。（仏）
もし、プトガラ自らが、
苦しみを為したならば、我であるものが
苦しみを為したプトガラは、
それら苦しみの無いものである。（仏）
もし、他のプトガラより

もし、他のプトガラより
苦しみが起こるならば、
その苦しみを為して与えた他者が、
苦しみ以外に、如何様に適おうか。
もし、他のプトガラより苦しみが
起これば、それを為して
他者に与える他のプトガラは、
苦しみ以外の何ものであろうか。

もし、それよりこれは他であり、

苦しみが起こるならば、
その苦しみを為して与える他者は、

5

苦しみが無いと、如何様に適おうか。（仏）

※本偈は『ブッダパーリタ』には無い。

6
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我が為したと成立していないので、
苦しみを、他者が何処で為したのか。
他者が苦しみを為すとは、
それは、その我が為したとなる。 7
先ず、苦しみは我が為したのではない。
それ自体が、それを為していない。
もし、他の我が為していなければ、
苦しみは他者が為したと、何処でなろうか。

8
もし、各々が為したとなれば、

もし、各々が為したとなれば、
苦しみは双方が為したとなる。
我が為さず、他が為さなければ、
苦しみが無因であると、何処でなろうか。

苦しみは双方が為したとなる。
他が為さず、我が為さなければ、

9 苦しみが無因であると、何処でなろうか。（仏）
苦しみのみが、四様相として

苦しみのみが、四様相として
有るのではないのではない。しかし、
外界の諸事物においても、
四様相は有るのではない。 10

有るのではないのではない。しかし、
一切の諸事物においても、
四様相は有るのではない。（顕）

「我が為した・他が為したを考察する」という第十二章である。

（第十三章）
「欺く法（現象）は偽りである。」と、

世尊が、「法（現象）であり、
欺くものは偽りである。」と説かれた。
一切の行は欺く法（現象）である。
然れば、それらは偽りである。 1

世尊がそう説かれた。
一切の行は欺く法（現象）である。
然れば、それらは偽りである。
（仏）

もし、欺く法（現象）であるもの、
それが偽りであることにおいて、何を欺こうか。
世尊がそれを説かれた。
諸事物は自性が無い。
空性を全く示されたのである。 2
他に変化することが現れる故である。
自性が無い事物は無い。

諸事物は自性が無い。
他に変化することが現れる故である。
事物は無自性が無い。
何故ならば、諸事物は空性である故に。
もし、自性が無ければ、
他に変化するものは、何のものであるか。
もし、自性が有るならば、
他に変化すると如何様に適おうか。 4

3

何故ならば、諸事物は空性である故に。
（３・仏）
諸事物は自性が無い。
他に変化することが現れる故である。
事物は自性が無い。
何故ならば、諸事物は空性である故に。
（３・顕）
もし、自性が無ければ、
他に変化するものは、何のものであるか。
もし、自性が有るならば、
如何様であれば、他に変化しようか。(仏)(顕)
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そのものにおいて、他に変化することは無い。
他そのものにおいても、有るのではない。
何故ならば、若者は老いず、
何故ならば、老いた者も老いない。 5
もし、それ自体が他に変化するならば、
乳そのものが、ヨーグルトになるだろう。
乳より他である何が、
ヨーグルトという事物であるとなろうか。

もし、それ自体が他に変化するならば、
乳そのものが、ヨーグルトになるだろう。
乳より他である何の、

6

ヨーグルトという事物であるとなろうか。（仏）

もし、空でないものが僅かに有るならば、
空も僅かに有るとなるだろう。
不空が僅かにも有るのではないなら、
空も有ると、何処でなろうか。 7
勝者方が、空性は、

勝者方の空性は、
全ての見解より出離すると説かれた。
空性を見解とする者達は、
成就しようがないと説かれた。 8

全ての見解を根絶すると説かれた。
空性を見解とする者達は、
成就されようがないと説かれた。（仏）

「行（作用）を考察する」という第十三章の解説である。

（第十四章）

視られる対象と、視ると、視る者の、
それら三つの二つずつと、
一切も、互いに
会合したとなることは、有るのではない。
その如く、貪欲と欲す者と、
欲される対象を視たまえ。
諸々の残りと、處の
残りも、まさしく三様相によってである。
他と他として会合したとなれば、
何故ならば、視られる対象等として、
その他は有るのではない。
それ故に、会合したとはならない。 3
視られる対象等のみに、
他そのものが無いだけではない。
何であろうとも、何かと一緒にありながら、
まさしく他であるとは不合理である。 4

1
その如く、貪欲と欲す者と、
欲すとなるものと、煩悩の
諸々の残りと、處の

2 残りも、三様相によって見たまえ。（仏）
他が、他と会合したとなれば、
何故ならば、視られる対象等として、
その他は有るのではない。
それ故に、会合したとはならない。（仏）

24
他は、他に依拠して他である。他無くし

他は、他に依拠して他である。
他無くして、他は他にはならない。
何かに依拠して、何かである。
それは、それより他であるとは不合理である。

て、他より他にはならない。何かに依拠
して、何かである。それは、それより他

5 であるとは不合理である。（仏）
もし、他が、他より他であるならば、

もし、他が、他より他であるならば、
その時、他が無くして他となる。
他が無くして他になるものは、
有るのではない。それ故に無い。 6

他が無くとも適するとなるだろう。
他より他である他であり、
無ければ無いので、それ故に無い。（仏）

他性は、他に有るのではない。
他でないものにも、有るのではない。
他性が有るのでなければ、
他か、そのもの（自性）は有るのではない。

7

それは、それと会合したことは無い。
他と他も、会合したとならない。
会合しつつあると、会合と、
会合する者も有るのではない。 8
「会合を考察する」という第十四章である。

（第十五章）
本性が、因と縁より、
起こるとは正理ではない
因と縁より起こった
本性は、所作を持つものとなる。

自性が、因縁より、
起こるとは正理ではない。
因と縁より起こった、
自性は所作となる。（仏）

1

本性が所作を持つものであると、
如何様であれば適するとなろうか。
諸々の本性とは、作られたものではなく、
他に相互関係が無いものである。 2

自性は所作であると、
如何様であれば適するとなろうか。
自性とは作られたものではなく、
他に相互関係が無いものである。（仏）
自性が有るのでなければ、
他である事物が何処に有ろうか。
他である事物の自性が、
「他の事物である」と述べられる。
（仏）

本性が有るのでなければ、
他である事物が何処に有ろうか。
他である事物の本性が、
「他の事物である」と述べられる。
本性と他の事物
以外に、事物が何処に有ろうか。
本性と事物が
有るならば、事物が成立するとなる。

3

4

自性と他の事物
以外に、事物が何処に有ろうか。
自性と他の事物が
有るならば、事物が成立するとなる。（４・仏）
本性と他の事物
以外に、事物が何処に有ろうか。
本性と他の事物が
有るならば、事物が成立するとなる。（4・顕）
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もし、事物が成立していなければ、
無事物が成立するとはならない。
事物が他に変化したものが、
無事物であると、人は言う。 5
本性と他の事物や、
事物と無事物そのものであると見る
者達は、仏陀の教えに、
真如を見るのではない。 6

無事物が成立するとはならない。
他に変化する事物が、
無事物であると、人は言う。（仏）
事物そのものと他の事物や、
事物と無事物そのものであると見る
者達は、仏陀の教えに、
真如を見るのではない。（仏）
世尊は事物と無事物を、

世尊は事物と無事物を、
御存じであるので、カタヤナの
教誨で、有と
無の双方をも否定された。 7
もし、本性として有るならば、
それは、無性にはならない。
本性が他に変化することは、
いつ時にも合理とはならない。

もし、事物が成立していなければ

示すことによって、カタヤナの
教誨で、有と
無の双方をも否定された。（仏）
もし、本性が有性であれば、
それは、無性にはならない。
本性が他に変化することは、

8

いつ時にも合理とはならない。
（仏）

本性が有るのでなければ、
他に変化するとは、何のものであろうか。
本性が有るのであろうと、
他への変化が、如何にして適おうか。 9
有るとは恒常であると捉える。
無いとは断滅と見る。
それ故に有と無に、
賢者は留まることをするな。 10
本性として有る何か。
それは無ではないので、恒常である。
以前に起こったものが現在に無いという。
然れば、断滅の背理となる。 11
「本性を考察する」という第十五章である。

（第十六章）
もし、「行が輪廻する」といえば、
それらは恒常であれば輪廻せず、
無常であろうとも、輪廻するとならない。
有情についても、この次第は等しい。 1

自性として有る何か。
それは無ではないので、恒常である。
以前に起こったものが現在に無いという。
然れば、断滅の背理となる。（仏）

26

もし、プトガラが輪廻するといえば、
諸々の蘊と處と界に、
それを五つの様相で探して、
無ければ、何が輪廻するとなろうか。

2

近取より近取へと
輪廻するならば、有は無くなるだろう。
有が無く、近取が無ければ、
それは何が輪廻するとなろうか。 3
行が苦しみを超越するとは、
如何様にも不合理である。
有情が苦しみを超越するとも、
如何様にも合理とはならない。
生壊の主体である諸行は、
束縛せず、解脱するとならない。
先の如く有情も、
束縛せず、解脱するとならない。

行が苦しみを超越するとは、
如何様にも不合理である。
有情が苦しみを超越するとは、

4

如何様にも合理とはならない。
（仏）

5

もし、近取が束縛するならば、
近取と共にあるものは束縛するとならない。
近取の無いものは束縛せず、
如何なる場合に束縛するとなろうか。 6
もし、束縛された以前に、

もし、束縛される対象の以前に、
束縛するものが有れば、束縛するに至る。
それも無く、残りは、
過ぎた・過ぎていない・歩むによって示した。

束縛するものが有れば、束縛するに至る。
それも無く、残りは、過ぎた・過ぎていない・

7 歩むによって示した。（仏）
先ず、束縛されたものは解放せず、

先ず、束縛されたものは解放されず、
束縛されていないものも、解放するとなら
束縛されていないものも、解放されるとならない。
ない。束縛されたものが解放されつつある
束縛されたものが解放されつつあるとなれば、
となれば、束縛と解放が同一時となる。
（仏）
束縛と解放が同一時となる。 8
我は、取ること無く苦しみを超越するだろう。
涅槃は我がものになるだろうと、
そのように執する者の、
近取は大きなとらわれである。 9
何かに、涅槃が生じさせられることは無い。
輪廻を斥けたことも、有るのではない。
それに、輪廻とは何ものであるか。
涅槃も何が考察されようか。 10

我は、取ること無く苦しみを超越するだろう。
涅槃よ、我がものになれと、
それら執する者達の、
近取は善く経過したものではない。（仏）
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「束縛と解脱を考察する」という第十六章である。

（第十七章）

我自身を善く律することと、
他を利益する慈愛心であるもの。
最高の仙が、諸業とは、
それが法であり、それは今生と他の生において、 思と思已であると説かれた。
諸果の種子である。 1
それらの業の差別は、
様相として多く、尽く掲げられた。
（2・仏）

最高の仙が、諸業とは、
思と思已であると説かれた。
その業は我性の差別が、
多くの様相に尽く掲げられた。

最高の仙が、諸業とは、
思と思已であると説かれた。
それらの業の差別は、

2

多くの様相に尽く掲げられた。
（2・顕）
そこで、「思である」と

そこで、「思である」と
説かれた業は、心意のものと主張する。
「思已である」と説かれた
業は、身体と言葉のものである。 3
言葉と、動作と、不捨の
不表というものと、
捨の不表と、
他もその如く主張する。

説かれた業は、心意のものと主張する。
「思已である」と説かれた
業は、身体と言葉のものであると主張する。（顕）

4

享受より起こった福徳と、
福徳でないものもその如くである。
思と、七つの法を
業であると顕かに主張する。 5
もし、熟す時まで

もし、熟す時まで
留まるならば、その業は恒常となる。
もし滅したならば、滅すとなったものが、
如何様に果を生じさせようか。 6

留まるならば、その業は恒常となる。
もし滅したならば、滅したものによって、
如何様に果が生じさせられようか。
（仏・顕）

芽等の継続であるものは、
種子より顕現して起こる。
それより果が（起こる）。種子が、
無ければ、それも起こるとはならない。

7

何故ならば、種子より継続と、
継続より果が起こるとなり、
種子は果に先行する。
それ故に断滅ではなく、恒常ではない。

8
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心の継続であるものは、
心より顕現して起こるとなる。
それより果が生じる。心を見よ。
無ければ、それも起こるとはならない。

9

何故ならば、心より継続が、
継続より果が起こるとなり、
業は果に先行する。
それ故に断滅ではなく、恒常ではない。

10

白い業の十の道は、
法を成就する方便であり、
法の果は、今生と他の生での
欲界の五様相の功徳である 11
もし、その考察のようになれば、
多くの大きな過失となろう。
然れば、その考察は
ここでは合理とはならない。 12
諸仏や独覚や、
声聞方が説かれた
考察はここで合理となる。
それを良く述べよう。 13
借用証がそうであるように、
不失の業は借金の如くである。
それは界より四様相である。
それも本性は無記である。 14

心の継続であるものは、
思より顕現して起こるとなる。
それより果が生じる。思が、
無ければ、それも起こるとはならない。
（9・仏）
何故ならば、思より継続が、
継続より果が起こるとなり、
業は果に先行する。
それ故に断滅ではなく、恒常ではない。
（10・仏）
法を成就する諸方便は、
白い方向の十道であり、
法の果は、今生と他の生での
欲界の五様相の功徳である。（11・仏）
もし、その恒常となれば、
多くの大きな過失となろう。
そう見るので、その恒常は
ここでは合理とはならない。（12・仏）
諸仏や独覚や、
声聞方が説かれた
恒常であるものはここで合理となる。
それを良く述べよう。
（13・仏）
斯くも借金の借用証のように、
そのように業と不失法。
それは界より四様相である。
それも本性は無記である。（14・仏）
捨て去ることによって捨て去られるのではな
い。修習されることによって捨て去られるもの
でもある。それ故に不失法によって、業の果が
生じさせられるとなる。（15・仏）

捨て去ることによって捨て去られるのではなく、
修習されることによって捨て去られるものでもある。
それ故に、不失法によって、
業の果が生じさせられるとなる。 15
もし、捨て去ることによって捨て去られ、
業の移行によって壊れるとなれば、
そこでは、業が壊れる等の
諸々の過失の背理となる。 16
同界の業は、同部分と、
不同部分一切の
それが結生する時、
一つだけ生じるとなる。

17

捨て去ることによって捨て去られる
のではない。修習することによって捨
て去られるものでもある。それ故に不
失法によって、業の果が生じさせられ
るとなる。（15・顕）

もし、捨て去ることによって捨て去られ、業
の移行に合致するとなれば、
そこでは、業が壊れる等の
諸々の過失の背理となる。（仏）

29

今生において二様相の
全ての業と業のそれは、
別に生じることとなり、
異熟しても留まるのである。

今生において二様相の
業と業一切の、
それは、別に生じることになり、
異熟しても留まるのである。（18・仏）

18

今生において二様相の
一切は、業と業のそれが、
別に生じることとなり、
異熟しても留まるのである。（18・顕）

それは果が移行することと、
死んだとなれば滅すとなる。
その分類は無漏と、
有漏であると知りたまえ。 19
空性と無量であることと、
輪廻は恒常ではない。
諸業は失われない法（現象）であると、
仏陀が示されたのである。 20
何故ならば、業は生じることがない。
このように本性が無い故に。
何故ならば、それは生じていない。
それ故に失うとはならない。 21
もし、業に本性が有れば、
恒常になると疑いは無い。
業は為したものではなくなる。
恒常において行為は無い故である。

空性と断滅でないことと、
輪廻は恒常ではない。
諸業は失われない法（現象）であると、
仏陀が示されたのである。（20・仏）
空性と断滅が無いことと、
輪廻は恒常ではない。
諸業は失われない法（現象）であると、
仏陀が示されたのである。（20・顕）
何故ならば、業は生じることが無い。
何故ならば、事物そのものが無い故に。
何故ならば、それは生じていない。
それは、失うとはならない。（21・仏）

22

もし、業に事物そのものが有れば、
恒常になると疑いは無い。
業は為したものではなくなる。
恒常において行為は無い故である。
（22・仏）

もし業を為していなければ、
為していないものとの遭遇を恐れることになる。
梵行に留まるのでない者も、
そこで過失となる背理となる。 23
まさしく一切の世俗名称とも、
反することに疑いは無い。
福徳や罪悪を為すという
分類も合理とはならない。 24
それは異熟が熟したものが、
再々異熟するとなるだろう。
もし本性が有るならば、
何故ならば、業が留まる故に。

それは異熟が熟すとなり、
再々異熟するとなるだろう。
仮に、何故ならば業が留まる

25

この業は煩悩の我性であり、
それらの煩悩は正しくあるのではない。
もし、煩悩が正しくなければ、
業が正しいとは如何様であるか。 26

それ故に、自性が有る故に。（仏）
この業は煩悩の我性であり、
それらの煩悩は正しくあるのではない。
もし、煩悩が正しくなければ、
業は、それの如何様に為したものか。（仏）

30

業と煩悩は、
諸々の身体の縁であると示された。
もし、業と煩悩は
それが欠如するなら、身体において如何様に述べようか。

27

無明によって覆われた、
欲望を具える者は享受者である。
それも行為者より他ではなく、
そのものであるそれでもない。 28
何故ならば、この業とは、
縁より起こったのではなく、
縁でないものより起こったことも有るのではない。
それ故に行為者も無い。 29
もし、業と行為者が無ければ、
業より生じた果は何処に有ろうか。
もし果が有るのでなければ、
享受者を見よ。何処に有ろうか。 30
斯くも、教示者による変化は、

斯くも、教示者が変化身を、
円満な神変によって変化し、
その変化身も変化を、
再び他に変化するように 31

円満な神変によって、
変化し、変化身も他を変化する。
その変化も他を変化するように、（仏）

その如く、その行為者が或る業を
為したことも、変化の様相の如くである。
例えば変化身が他の変化身を
変化なさるが如くである。 32
諸々の煩悩や業や身体や、
行為者や果は、
尋香の都の如くや、
逃げ水や夢に似るのである。

33

「業を考察する」という第十七章である。

（第十八章）

もし、蘊が我であるならば、
生と壊を持つものになる。
もし、諸蘊より他であれば、
蘊の定義が無いとなる。 1

その如く、行為者が或る業を為し、
それも変化の様相の如く。
例えば変化身による他の変化が
変化をなさるが如くである。（仏）

31

我性が有るのでなければ、
我所が有ると何処でなろうか。
我と我所が寂滅する故に、
我執と我所執は無くなる。 2
我執と我所執が無い者。
それも有るのではなく、
我執と我所執が無いと、
見る者によって、見られない。

3

内と外そのものに対して、
我と我所であると思うことが尽きれば、
近取は滅すとなり、
それが尽きることによって生が尽きる。

4

業と煩悩が尽きることによって解脱する。
業と煩悩は妄分別から。
それらは戯論から。戯論は、
空性によって滅すとなる。 5
「我である」とも名付けられ、
「無我である」とも示された。
諸仏が、「我と
無我は何ものも無い」とも示された。

「我である。
」とも名付けられ、
「無我である」とも示された。
諸仏が、我と、

6

無我は何も無いと示された。（仏）
述べられる対象を斥けた。

述べられる対象が退いた。
心の所行が退いたことによってである。
生じておらず滅していない、
法性は涅槃に等しい。 7

心の所行を斥けたことによってである。
生じておらず滅していない、
法性は涅槃に等しい。
（顕）

一切は、まさしく清浄と、非清浄と、
清浄と非清浄であり、
非清浄ではなく清浄ではない。
それが仏陀の教導である。 8
他より知るのではない。寂静で、
諸々の戯論が発生させていない。
分別は無く、別義ではない。
それが真如の性相である。 9
何かに依拠して何かが起こる。
それは先ず、まさしくそれではない。
それより他でもない故に、
それ故に断滅ではなく、恒常ではない。

10

32

世間の守護者である諸仏の、
甘露となったその教法は、
同義ではなく、別義ではない。
断滅ではなく、恒常ではない。

同義ではなく、別義ではない。
断滅ではなく、恒常ではない。
それは、仏陀、世間の
守護者が示された甘露である。
（11・仏）
完全な仏陀方が現れておらず、
声聞方が尽きたとなろうが、
独覚の智慧は、
依拠すること無く良く生じる。
（12・仏）
完全な仏陀方が現れておらず、
声聞方も尽きたとなった
独覚の智慧は、

11

完全な仏陀方が現れておらず、
声聞方も尽きたとなった
独覚の智慧は、
教示者無きより良く生じる。 12

無所依より無く良く生じる。（12・中/顕）

「我と法を考察する」という第十八章である。

（第十九章）

現在起こった時と未来が、
もし過去に相対したならば、
現在起こった時と未来は、
過去時に有ることになる。 1
現在起こった時と未来が、
もしそこに無いとなれば、
現在起こった時と未来は、
如何様にそれに相対したとなろうか。

2

過去に相対しておらず、
その二つが成立したことは有るのではない。
それ故に、現在起こった時と、
未来の時も有るのではない。 3
まさしくこの順次の論法によって、
残りの二つの錯誤と、
上と下と中等や、
一等についても知りたまえ。 4

過去に相対しておらず、
その二つが成立することは有るのではない。
それ故に、現在起こった時と、
未来の時も有るのではない。（仏）

留まらぬ時として、捉えることはしない。
捉えられる対象である時が、留まることは、

留まらぬ時を、捉えることはしない。
有るのではないので、捉えられていない時と
捉えられる対象である時が、
して、如何様に名付けられようか。
（5・仏）
留まることは、有るのではないので、
捉えられていない時が、如何様に名付けられようか。 5
もし、時が事物に依拠した（ならば）、
無事物の時は、何処に有ろうか。
如何なる事物も有るのでなければ、
時を見て、有ると何処でなろうか。 6

33

「時を考察する」という第十九章である。

（第二十章）

もし、諸々の因と縁の、
集合そのものより生じるとなり、
集合に果が有るならば、
如何様に集合そのものより生じようか。
もし、諸々の因と縁の、
集合そのものより生じるとなり、
集合に果が無ければ、
如何様に集合そのものより生じようか。

もし、諸々の因と縁の、
集合そのものより生じるとなれば、
集合に果が有るならば、

1

如何様に集合そのものより生じようか。
（仏）
もし、諸々の因と縁の、
集合そのものより生じるとなれば、
集合に果が無ければ、

2

如何様に集合そのものより生じようか。
（仏）

もし、諸々の因と縁の、
集合に果が有るならば、
集合に認められる対象として有るべきであるが、
集合そのものに認められる対象として無い。 3
もし、諸々の因と縁の、
集合に果が無ければ、
諸因や諸縁も、
因縁でないと等しくなる。

4

もし、因が果に、
因を与えて滅すとなれば、
与えた分と滅した分の、
因の我性は二つとなる。 5
もし、因が果に、
因を与えずに滅すとなれば、
因が滅してから生じた
その果は無因となる。 6
もし、集合と一緒に、
果も生じるとなるならば、
生じさせるものと生じさせられるものが、
同時である背理となる。 7
もし、集合の以前に、
果が生じたとなれば、
諸々の因と縁の無い
無因の果が起こるとなる。

8

もし、集合と一緒に、
果も生じるとなるならば、
生じさせるものと生じさせられたものが、
同時である背理となる。（仏）

34

もし、因が滅して、果に
因が全く移行するとなれば、
以前に生じた因も、
再び生じる背理となる。 9
滅し消えたものが、
生じた果を如何様に生じさせようか。
果と関係する、
留まる因も、如何様に生じさせようか。

10

もし、因果が関係していなければ、
如何なる果を生じさせようか。
因は、見ても見ておらずとも、
果を生じさせることはしない。 11
過去となる果は、過去となる因と、
生じていない因と、生じた因と、
一緒に接したとなることは、
いつ時にも有るのではない。 12
生じていない果は、生じていない因と、

生じた果は、生じていない因と、
過去の因と、生じた因と、
一緒に接したとなることは、
いつ時にも有るのではない。 13

過去の因と、生じた因と、
一緒に接したとなることは、
いつ時にも有るのではない。（仏）
生じた果は、生じた因と、

生じていない果は、生じた因と、
生じていない因と、過去の因と、
一緒に接したとなることは、
いつ時にも有るのではない。 14
接したことが有るのでなければ、
因が果を、如何様に生じさせようか。
接したことが有るとしても、
因が果を、如何様に生じさせようか。
仮に果が欠如する因が、
如何様に果を生じさせようか。
仮に果が欠如しない因が、
如何様に果を生じさせようか。

16

空でない果は、生じるとならない。
空でないものは滅すとならない。
空でないそれは、滅しておらず、
生じていないともなるのだ。 17

生じていない因と、過去の因と、
一緒に接したとなることは、
いつ時にも有るのではない。（仏）
接したことが有るのでなければ、因によっ
て果が、如何様に生じさせられようか。
接したことが有るとしても、因によって果

15

が、如何様に生じさせられようか。（顕）

35

空が如何様に生じるとなり、
空が如何様に滅すとなろうか。
その空も、滅しておらず、
生じていない背理ともなる。 18

因と果がまさしく同一であれば、生じさせら
れるものと生じさせるものが、同一となる。
因と果がまさしく他であれば、因と因でない
ものが等しくなる。（20・顕）

因と果がまさしく同一であるとは、
いつ時も合理とはならない。
因と果がまさしく他であるとは、
いつ時も合理とはならない。 19

因と果がまさしく同一であれば、生じさせる
ものと生じさせられるものが、同一となる。
因と果がまさしく他であれば、因と因でない
ものが等しくなる。（20・仏）

因と果がまさしく同一であれば、
生じさせられるものと生じさせるものが、まさしく同一となる。
因と果がまさしく他であれば、
因と因でないものが等しくなる。 20
果が自性として有るならば、
因が何を生じさせようか。
果が自性として無ければ、
因によって何が生じさせられるとなろうか。
生じさせるものでなければ、
因そのものは合理とはならない。
因そのものに合理が有るのでなければ、
果は何のものであるとなろうか。 22
諸因と諸縁による、
集合であるそれによって、
我が我性を生じさせなければ、
果を如何様に生じさせようか。

23

それ故に、集合が為したことは無い。
集合でないものが為した果は無い。
果が有るのでなければ、
縁の集合が何処に有ろうか。 24
「集合を考察する」という第二十章である。

（第二十一章）
壊は、生起が無くしてか、
一緒にまさしく有るのではない。
生起は、壊が無くしてか、
一緒にまさしく有るのではない。

1

果が自性として有るならば、
因が何を生じさせようか。
果が自性として無ければ、
因が何を生じさせるとなろうか。
（21・中デ）

21 果が自性として有るならば、

因によって何が生じさせられるとなろうか。
果が自性として無ければ、因によって何が生
じさせられるとなろうか。
（21・顕）

諸因と所縁の、
集合であるそれの、
我が我性を生じさせなければれば、
果を如何様に生じさせようか。
（23・顕）
それ故に、集合が為したことと、
集合でないものが為した果は無い。
果が有るのでなければ、
縁の集合が何処に有ろうか。（24・仏）
それ故に、集合が為したことと、
集合でないものが為した果ではない。
果が有るのでなければ、
縁の集合が何処に有ろうか。（24・顕）

36

壊は、生起無くして、
如何様に有るとなろうか。
生まれることなく死ぬことになる。
壊は、生起無くして無い。 2

壊は、生起無くして、

壊は、生起と一緒に、
如何様にまさしく有るとなろうか。
死は生と同一時に、
まさしく有るのではない。 3

壊は、生起と一緒に、

如何様に有るとなろうか。
生の無い死のように、
壊は、生起無くして無い。（仏）

如何様にまさしく有るとなろうか。
死は生と同一時に、
まさしく有るのではないが如く。（仏）
生起は、壊無くして、

生起は、壊無くして、
如何様であれば有るとなろうか。
諸事物において無常性は、
いつ時も無いのではない。 4

如何様にまさしく有るとなろうか。
諸事物において無常性は、
いつ時も無いのではない。（仏・顕）
生起は、壊と一緒に、

生起は、壊と一緒に、
如何様にまさしく有るとなろうか。
生と死は同一時に、
まさしく有るのではない。 5
互いに一緒か、
互いに一緒ではなく、
成立したものは有るのではない。
それらの成立が、如何様に有ろうか。

如何様にまさしく有るとなろうか。
生と死は同一時に、
まさしく有るとは正しくないが如く。（仏）

6

尽きたものに生起は有るのではない。
尽きていないものにも生起は無い。
尽きたものに壊は有るのではない。
尽きていないものにも壊は無い。 7
事物が有るのではなく、
生起と壊は有るのではない。
生起と壊無くして、
事物は有るのではない。 8
空において、生起と壊は
まさしく合理ではない。
不空においても、生起と壊は
まさしく合理ではない。 9
生起と壊が、
まさしく同一であるとは不合理である。
生起と壊は、
まさしく他であるとも不合理である。 10

生起と壊無くして、
事物は有るのではない。
事物が有るのではなく、
生起と壊は有るのではない。（仏）

37

生起と壊は、
見えると君が思うならば、
生起と壊は、
まさしく愚痴によって見られるのである。
事物は事物より生じず、
事物は無事物より生じない。
無事物は無事物より生じず、
無事物は事物より生じない。

11
事物は事物より生じず、
無事物は事物より生じない。
事物は無事物より生じず、

12

無事物は無事物より生じない。
（仏）

事物は我より生じず、
まさしく他より生じるのではない。
我と他より生じることは、
有るのではない。如何様に生じるとなろうか。

13

事物が有ると承認したならば、
恒常と断滅の見解となる
背理となる。その事物とは、
恒常と無常になる故である。 14
事物が有ると承認したとしても、
断滅にならず、恒常にならない。
果と因の生起と壊の、
その継続が有（輪廻）である故である。

15

果と因の生起と壊の
その継続が有であるとなれば、
壊に再び生じることは無い故に、
因は断滅する背理となる。 16
事物は自性があるならば、
無事物となることは正理ではない。
涅槃の時には断滅する。
有の継続が良く寂滅する故である。
最後が滅したとなれば、
最初の有は正理とならない。
最後が滅したとならない時、
最初の有は正理とならない。

17
滅したとなった最後は、
最初の有に結生するとならない。
滅したとならない最後は、

18

もし、最後が滅しつつある時、
最初が生じるとなるならば、
滅しつつあるとは一となり、
生じつつあるも他になる。 19

最初の有に結生するとならない。（仏）

38
もし「滅しつつある」と「生じつつある」が、

もし「滅しつつある」と「生じつつある」が、
一緒に結生することも有るのでなければ、
一緒であるとも正しくなければ、
死ぬとなる或る蘊において、
死ぬとなる或る蘊において、
それに生も起こるとなるのか？ 20
それに生も起こるとなる。（仏）
そのように三時においても、
有の継続が正理でなければ、
三時において無いもの、
それが如何様に有の継続となろうか。

21

「起壊を考察する」という第二十一章である。

（第二十二章）
御身ではない。御身より他でもない。

蘊ではなく、蘊より他でもない。
それに蘊は無く、それにそれは無い。
如来は蘊を具えるものではない。
如来は如何なるものであるか。 1

それに御身は無い。それはそれに無い。
如来は御身を具えるのではない。
如来は何ものであるか。（仏）

もし、仏陀が蘊に
依拠して、本性より有るのでなければ、
本性より無いものは、
それが他の事物より何処に有ろうか。 2

もし、仏陀が蘊に
依拠して、自性より無ければ、
自性より無いものは、
それが他の事物より何処に有ろうか。（仏）

他の事物に依拠してあるものは、
それが我性であるとは不合理である。
我性の無いそれが、
如何様に如来となろうか。 3

他の事物に依拠してあるものは、

もし、本性が有るのでなければ、
他の事物が有ると、如何様になろうか。
本性と他の事物、
以外のその如来とは何であるか。 4

もし、自性が無ければ、

もし、蘊に依拠しておらず、
如来が何か有るならば、
それは、やっと依ることになり、
依拠して、それからそうなるに至る。

まさしくそれらであるとは不合理である。
我性の無いそれが、
如何様に如来となろうか。（仏）

他の事物が有ると、如何様になろうか。
自性と他の事物、
以外のその如来とは何であるか。（仏）

5

諸蘊に依拠しておらず、
如来は何も無い。
依拠していないものが有るのでなければ、
然れば、如何様に近取となろうか。 6

諸蘊に依拠せず、
如来は何も無い。
依拠していないものが有るのでなければ、
それは、如何様に近取となろうか。（顕）

39

近く取られたのでないものは、
近取であると、何故ならないのか。
近取の無い
如来は何も無い。 7
五様相で探求したならば、
そのものか、まさしく他として、
無いその如来は、
近取によって如何様に名付けられようか。
近く取られるものは、
それは本性より有るのではない。
我の事物より無いものは、
それが他の事物より有ることは全くない。
そのように、近く取られるものと近取者は、
一切の様相として空である。
空であるので、空である如来を、
如何様であれば名付けるとなろうか。 10

8
近く取られるものは、
それは自性より無い。
我の事物より無いものは、

9 その如く事物より有ることは全くない。（仏）
そのように、近く取られたものと近取者は、
一切の様相として空である。
空であるので、空である如来を、
如何様であれば名付けるとなろうか。（顕）

「空である。」とも述べず、
「空ではない。」ともしない。
二つともと、二つともでないともせず、
仮設される意味として述べよう。 11
恒常と無常等の四つが、
寂滅したこれに、何処に有ろうか。
辺と無辺等の四つが、
寂滅したこれに、何処に有ろうか。
如来は有ると、
密な思い込みで捉えた者。
彼は、涅槃について、
「無い」という分別で考える。

12

13

本性が欠如するそれに、
仏陀は涅槃を得てから、
「有る」というか「無い」という、
思索はまさしく合理とはならない。
戯論を超えて、
無尽である仏陀について戯論を為す、
戯論によって衰えた全ての者が、
如来を見るとはならない。 15

自性が欠如するそれに、
仏陀は涅槃を得てから、
「有る」というか「無い」という、

14

思索はまさしく合理とはならない。（仏）
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如来の事物そのものであるもの、

如来の本性であるもの、
それはこの衆生の本性である。
如来は、本性が無い。
この衆生の本性は無い。 16

それはこの衆生の自性である。
如来は、事物そのものが無い。
この衆生は自性が無い。（仏）

「如来を考察する」という第二十二章である。

（第二十三章）
貪欲と瞋恚と愚痴は、

貪欲と瞋恚と愚痴は、
妄分別より起こると説かれた。
好ましい、好ましくない、誤りに、
まさしく依拠したことより全く起こる。

妄分別より起こると説かれた。
好ましい、好ましくない、誤りに、

1

依拠したこれより全く起こる。
（仏）
好ましい、好ましくないという、

好ましいと、好ましくないと、
誤りに依拠して起こるもの。
それらは本性より無く、
それ故に、煩悩は正しく無い。

誤りに依拠して起こるもの。
それらは自性より無い。

2

それ故に、煩悩は正しく無い。
（仏）

我の有性と無性とは、
如何様にも成立することは無い。
それが無く、諸煩悩の
有性と無性は如何様に成立しようか。

3

それらの煩悩は何のものであるか。
それも、成立することは有るのではない。
何も無いものに、何のものとしても、
諸煩悩は有るのではない。 4

それらの煩悩は何のものであるか。
それも、成立することは有るのではない。
もし、何かが無ければ、何が有ろうか。
僅かな煩悩も有るのではない。
（4・仏）
これらの煩悩は何のものであるか。
それも、成立することは有るのではない。
何も無いものに、何のものとしても、
僅かな煩悩も有るのではない。
（4・顕）

自らの身体を見るが如く、諸煩悩は、
煩悩を持つものに五様相として無い。
自らの身体を見るが如く、煩悩を持つものは、
煩悩に五様相として無い。 5
好ましいと、好ましくないと、誤りの、
本性より有るのでなければ、
好ましいと、好ましくないと、誤りに、
依拠した煩悩は何ものであるか。 6
色形と音声と味と触感と、
香と法（現象）の六様相は、
拠所であり、貪欲と瞋恚と、
愚痴のものであると考察された。

7

好ましいと、好ましくないと、誤りの、
自性より有るのではない。
好ましいと、好ましくないと、誤りに、
依拠した煩悩は何ものであるか。（仏）
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色形と音声と味と触感と、

色形と音声と味と触感と、
香と法（現象）ただそれだけであり、
尋香の都のようであり、
逃げ水や夢に似るのである。 8

香と法（現象）ただそれだけ。
尋香の都のようであり、
逃げ水や夢に似るのである。（仏）

幻の人のようであり、
映像に似たそれらに、
好ましいや好ましくないものが、
起こるとも、何処でなろうか。 9

それに依拠して「好ましい」と、
「好ましくない」に対して名付けられる、
「好ましい」は相対せずに有るのではないので、
それ故に、
「好ましい」は合理ではない。
（10・仏）

それに依拠して「好ましい」と、
それに依拠して「好ましい」と、名付けられる
名付けられる「好ましくない」は、
「好ましくない」は、
「好ましい」に相対してお
らずに有るのではないので、
それ故に、
「好まし
「好ましい」に相対せずに有るのではないので、
それ故に、「好ましい」は合理ではない。 10 い」は合理ではない。（10・顕）
それに依拠して「好ましくない」。
「好ま

それに依拠して「好ましくない」と、
しい」と名付けられるものは、
「好ましく
名付けられる「好ましい」は、
ない」に相対せずに有るのではないので、
「好ましくない」に相対せずに有るのではないので、 それ故に「好ましくない」は合理ではな
い。（11・仏）
それ故に「好ましくない」は合理ではない。 11
「好ましい」が有るのでなければ、
貪欲が起こると何処でなろうか。
「好ましくない」が有るのでなければ、
瞋恚が起こると何処でなろうか。（12・仏）

「好ましい」が有るのでなければ、
貪欲が有ると何処でなろうか。
「好ましくない」が有るのでなければ、
瞋恚が有ると何処でなろうか。 12
もし、無常を恒常であると、
そのように捉えることが誤りであるならば、
空に無常は有るのではないので、
捉えることは如何様に誤りであるのか。 13
もし、無常を恒常であると、
そのように捉えることが誤りであるならば、
空を「無常である」と、
捉えることも如何様に誤りでないのか。 14
捉えるものと、捉えることと、
捉える者と、捉えられるものの、
一切は寂静であり、
それ故に、捉えることは有るのではない。
誤り、あるいは正そのものであると、
捉えるものが有るのでなければ、
何に誤りがあり、
何に誤らないものが有るのか。 16

15

「好ましくない」が有るのでなければ、
瞋恚が起こると何処でなろうか。（12・顕）
もし、無常を恒常であると、
そのように捉えることが誤りであるならば、
空に恒常は有るのではないので、
捉えることは如何様に誤りでないのか。
（13・仏）
空に無常は有るのではないので、
捉えることは如何様に誤りでないのか。
（13・顕）
もし、無常を「無常である」と、
そのように捉えることが誤りでないならば、
空に無常は有るのではないので、
捉えることは如何様に誤りでないのか。
（14・仏）
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誤りとなったものに、

誤りとなったものに、
諸々の誤りはあり得ず、
誤りとなっていないものに、
諸々の誤りはあり得ない。 17

諸々の誤りはあり得ない。
誤りとなっていないものにも、
諸々の誤りはあり得ない。（仏）

誤りとなりつつあるものにも
諸々の誤りはあり得ない。
何に誤りがあり得るかは、
己自身で分析せよ。 18
諸々の誤りが生じていなければ、
如何様であれば有るとなろうか。
諸々の誤りが生じることが無ければ、
誤りを持つものは何処にあろうか。 19
事物は自らより生じず、
他よりまさしく生じるのではない。
自らと他よりでもないならば、
誤りを持つものは何処にあろうか。

20

もし、我と、浄と、
常と楽が有るならば、
我と、浄と、常と、
楽は誤りではない。 21
もし、我と、浄と、
常と楽が無いならば、
無我と、不浄と、無常と、
苦は有るのではない。 22
そのように誤りが滅したことによって、
無明は滅すとなる。
無明が滅したとなれば、
行等は滅すとなる。 23
もし幾らかの煩悩である
何かが本性として有るならば、
如何様であれば捨て去るとなろうか。
有るものを誰が捨て去ろうか。 24
もし、幾らかの煩悩である
何かが本性として無ければ、
如何様であれば捨て去るとなろうか。
無いものを誰が捨て去ろうか。 25

もし、我と、好ましいと、
常と楽が有るならば、
我と知る、好ましいと知る、常であると知る、
楽であると知ることは誤りではない。（仏）
もし、我と、好ましいと、
常と楽が無いならば、
無我と、好ましくないと、無常と、
苦は有るのではない。
（仏）

もし幾らかの煩悩である
何かが自性として有るならば、
如何様であれば捨て去られるとなろうか。
有るものを誰が捨て去ろうか。
（24・顕）
もし、幾らかの煩悩である
何かは自性が無ければ、
如何様であれば捨て去るとなろうか。
無いものを誰が捨て去ろうか。
（25・仏）
もし、幾らかの煩悩である
本性として無いものは、
如何様であれば捨て去るとなろうか。
無いものを誰が捨て去ろうか。
（25・顕）
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「誤りを考察する」という第二十三章である。

（第二十四章）

もし、これら全てが空であるならば、
起こることは無く、壊れることは無い。
聖なる四つの真実が、
君には無い背理となる。 1

聖なる四諦が無いので、
尽く知られることや捨て去られることや、
修されることや実現されることは、
合理となるのではない。（2・仏）

聖なる四諦が無いので、
尽く知ることや捨て去ることや、
修することや実現されることは、
合理となるのではない。 2

聖なる四諦が無いので、
尽く知られることや捨て去られることや、
修することや実現されることは、
合理となるのではない。（2・顕）

それらが有るのではないので、
四果も有るのではない。
果が無ければ、果に住す者も無い。
向かう者達も有るのではない。 3
もし、八種のプトガラである士夫、
それらが無ければ僧伽は無い。
優れた諸諦が無い故に、
聖なる法も有るのではない。 4
諸法、僧伽が有るのでなければ、

法と僧伽が有るのでなければ、
仏陀が如何様に有るとなろうか。
そのように空性を語るならば、
三宝に害を為し、 5
果が有ることと、
非法と法性と、
世間人の名称の
全てに害を為すのである。

仏陀が如何様に有るとなろうか。
そのように語るならば、
三宝に害を為すのである。（仏）
空性は、果が有ることと、
非法と法性と、
世間人の名称の

6

全てに害を為すのである。（仏）

そこで説く。君は、
空性の必要性と、空性と、
空性の意味を了解していないので、
それ故に、そのように批判するのだ。
諸仏が法を示されたことは、
二諦に正しく依拠している。
世間の世俗の諦（真実）と、
聖なる勝義の諦（真実）である。

8

7
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その二諦の、
分類を良く知らぬ者。
彼らは仏法の、
深甚なる真如を全く知らない。

二諦の、
分類をよく知らぬ者。
彼らは仏法の、
深甚なる真如を全く知らない。
（顕）

9

世俗名称に依拠しておらず、

世俗名称に依拠しておらず、
聖なる義は示されることができない。
聖なる義を了解しておらず、
涅槃を得るとはならない。 10

聖なる義は示されることができない。
聖なる義に依拠しておらず、
涅槃を得るとはならない。（仏）

空性について見解を間違えば、
知慧の弱い者達は破滅する。
斯くも、間違った蛇の掴み方や、
明咒が間違って成就されるが如くである。

11

それ故に、弱き者がこの法の、
底を悟り難いとご存知になり、
成道者の御心は、法を教示することより、
良く退いたのである。 12
君が私に対して、空性を、

過失として背理になるものは、
空に当てはまらないので、
君が空性を捨て去らせる、
それは私に当たらない。 13
空性が適うものは、
それにおいて一切が適うとなる。
空性が適わぬものは、
それにおいて一切が適わぬとなる。

過失として背理にすることによって
捨てさせるものは、
それは空に当たらない。（仏）
空性が適うものは、
それにおいて一切が適うとなる。
空性が適わぬものは、

14

君は、自らの諸々の過失を、
私に尽く転嫁する。
馬に実際乗りながら、
馬そのものを忘れてしまったかの如く。
もし、諸事物が本性より
有ると随見するならば、
そう見るのであれば、諸事物は、
因縁が無いと君は見るのだ。 16
果と因そのものや、
行為者と行為するものと行為対象や、
生と滅や、
果へも害を為す。 17

それにおいて一切が適うとならぬ。（仏）
まさしく君は自らの諸々の過失を、
私に尽く転嫁する。
馬に実際乗りながら、

15

馬そのものを忘れてしまったかの如く。
（仏）
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依拠し関係して起こる（縁起生である）もの、 依拠し関係して起こるのであるものは、
それは空性であると説かれる。
それは空性であると説かれる。
それは依拠して名付けられるもので、
それは依拠して名付けられるもので、
まさしくそれが中の道である。 18
まさしくそれが中の道である。
（仏）
何故ならば、縁起生ではない
法（現象）は何も有るのではない。
それ故に、空ではない
法（現象）は何も有るのではない。

19

もし、この全てが空でないならば、
起こることは無く、壊れることは無い。
聖なる四つの真実ともが、
君には無い背理となる。 20
縁起生でなければ、
苦があると何処でなろうか。
無常や苦を説かれたことは、
本性そのものに有るのではない。

縁起生でなければ、
苦があると何処でなろうか。
無常や苦を説かれたことは、
自性より有るのではない。（21・仏）

21

自性より有るのでなければ、
何が全く起こるとなろうか。
それ故に空性を害するものには、
集は有るのではない。
（22・仏）

本性より有るのであれば、
何が全く起こるとなろうか。
それ故に空性を害するものには、
集は有るのではない。 22

自性が有る苦に、
滅は有るのではない。
自性とは尽く留まる故に、
滅に害を為すのである。（23・仏）

苦が本性として有るならば、
滅は有るのではない。
本性として尽く留まる故に、
滅に害を為すのである。 23

本性として有る苦に、
滅は有るのではない。
本性そのものとは尽く留まる故に、
滅に害を為すのである。（23・顕）

道に本性が有るならば、
修することは合理にはならない。
もし、その道が修されるものであれば、
君の本性は有るのではない。 24
ある時、苦と集と、
滅が有るのでなければ、
道の「苦の断滅」とは、
何が得られるだろうと主張するのか。
もし、まさしく本性として、
遍く知るのでなければ、
それは如何様に遍智となろうか。
本性は留まるのではないのか？ 26

道は自性が有るならば、
修されることは合理にはならない。
もし、その道が修されるものであれば、
君の事物そのものは有るのではない。
（24・仏）

25
もし、自性として、
遍く知るのでなければ、
それは如何様に遍智となろうか。
事物そのものが留まることを知るのではないのか？（仏）

46

その如く、まさしく君の
捨て去られる、実現される、
修される、そして四果も、
遍智の如く適わない。 27
本性を尽く保持することによって、
まさしく本性として、
得たのではないその果を、
如何様に得ることができるとなろうか。

自性を尽く保持することによって、
自性として、
得たのではないその果を、

28

如何様に得ることができるとなろうか。
（仏）

果が無ければ果に留まる者は無い。
（果に）向かう者達も有るのではない。
もし、八種のプトガラの士、
それらが無ければ僧伽は無い。 29
聖なる諸諦が無い故に、
聖なる法も有るのではない。
法と僧伽が有るのでなければ、
仏陀が如何様に有るとなろうか。

30

君によって、仏陀は菩提に
依拠していないという背理にもなる。
君によって、菩提は仏陀に
依拠していないという背理にもなる。

31

君の本性によっては、
仏陀ではないものが、
菩薩行を、菩提を得る為に
追求したとしても菩提を得るとはならない。
何者も、法と非法を
いつ時も為すとはならず、
欠如しないものに何をするのか。
本性において行為は無い。 33
法と非法が無くとも、
果が君には有るとなる。
法と非法の因によって起こった、
果は君に有るのではない。 34
法と非法の因によって起こった、
果がもし君に有るならば、
法と非法より起こった、
果が何故空ではないのか。 35

君の自性によっては
仏陀ではないものが、
菩薩行を、菩提を得る為に
追求したとしても菩提を得るとはならない。（仏）

32
何者も、法と非法を
いつ時も為すとはならず、
欠如しないものに何をするのか。
自性において行為は無い。（仏）
法と非法の因によって起こった、
果は君には有るのではない。
法と非法が無くとも、
果が君には有るとなる。（仏）

47

縁起生の
空性に害を為すことは、
世間人の世俗名称の
全てに害を為すのである。
空性に害を為すならば、
行為は何も無くなり、
開始の無い行為となる。
為さずとも為すとなる。

世間人の世俗名称の
全てにも害を為すのである。
縁起生である
空性に害を為す。（36・仏）

36

縁起生の
空性に害を為すことは、
世間人の世俗名称の
全てにも害を為すのである。（36・顕）
行為は何も無くなり、
行為を始めることも無くなる。
空性に害を為すならば、
為さずとも為すとなる。（37・仏）

37

本性が有るならば、諸々の衆生は、
生まれておらず、滅しておらず、
永久に留まることになり、
様々な時点と離れたとなる。 38
もし、空が有るのでなければ、
得ていないものを得ることや、
苦しみを終わらせ、業と
煩悩の一切を捨て去ることも無い。

事物そのものが有るとしても、諸々の衆生は、
様々な時点と離れたことになり、
生まれておらず、滅しておらず、
永久にも留まることになる。（38・仏）

39

縁起生を
見る者が、苦と、
集と、滅と、
道の、それらそのものを見るのである。
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「聖なる真実を考察する」という、第二十四章である。

（第二十五章）

もし、これら全てが空であるならば、
起こることは無く、壊れることは無い。
何を捨て去り、滅したことより、
涅槃へ至ると主張するのか。 1

もし、これら全てが空であるならば、

もし、この全てが空でないならば、
起こることは無く、壊れることは無い。
何を捨て去り、滅したことより、
涅槃へ至ると主張するのか。 2

もし、この全てが空でないならば、

捨て去ったこと無く、得たこと無く、
断滅は無く、恒常は無く、
滅は無く、生は無い。
それが涅槃であると主張する。 3

捨て去ったこと無く、得ること無く、

起こることは無く、壊れることは無い。
何を捨て去り、滅すことより、
涅槃へ至ると主張するのか。（仏・顕）

起こることは無く、壊れることは無い。
何を捨て去り、滅すことより、
涅槃へ至ると主張するのか。（仏）

断滅は無く、恒常は無く、
滅は無く、生は無い。
それが涅槃であると主張する。
（顕）

48
涅槃は事物ではない。

先ず、涅槃は事物ではない。
老死の性相を持つ背理となる。
老と死の無い、
事物は有るのではない。 4
もし、涅槃が事物であるならば、
涅槃は有為となる。
有為ではない事物は、
何も、何処にも有るのではない。

老死の性相を持つ背理となる。
老と死去と死の無い、
事物は有るのではない。（仏）

5

もし、涅槃が事物であるならば、
如何様にその涅槃は依拠したものではないのか。
依拠してでない事物は、
何も有るのではない。 6
もし、涅槃が事物でなければ、
無事物が如何様に適うとなろうか。
彼にとって涅槃は事物ではない、
そこに無事物は有るのではない。 7
もし、涅槃が事物でなければ、
如何様にその涅槃は依拠したものではないのか。
依拠したものではない、
無事物は有るのではない。 8
来て、行く事物は、
来て、行く事物は、
依拠するか、因を為したものである。
依拠したか、因を為したものである。
それは依拠したのではなく、因を為してではない。それは依拠したのではなく、因を為して
涅槃であると示された。 9
ではない。涅槃であると示された。（仏）

諸々の起や壊を、
捨て去るよう教示者が御言葉を賜れた。
それ故に、涅槃とは
事物でなく、無事物でないと正しい。 10
もし、涅槃が、
事物と無事物の双方であるならば、
事物と無事物であるものが、
解脱となるが、それは正理ではない。
もし、涅槃が、
事物と無事物の双方であるならば、
涅槃は依拠していないのではない。
その二つは依拠してである故である。

もし、涅槃が、
事物と無事物の双方であるならば、
事物と無事物であるものが、

11

解脱となることは、正理ではない。（仏）
もし、涅槃が、
事物と無事物の双方であるならば、
涅槃は依拠していないのではない。

12

それは二つに依拠した故である。（仏）

49
もし、涅槃が、

如何様に涅槃が、
事物と無事物の双方であろうか。
涅槃は無為であり、
事物と無事物は有為である。 13

事物と無事物の双方であるならば、
涅槃は無為であり、
事物と無事物は有為である。（仏）
もし、涅槃に、

如何様に涅槃に、
事物と無事物の二つが有ろうか。
その二つは一つに有るのではなく、
光と闇の如くである。 14

事物と無事物の二つが有るならば、
その二つは一つに有るのではなく、
光と闇の如くである。
（仏）

事物でなく無事物でないものを、
涅槃であると示すものは、
無事物と事物の二つが
成立したならば、それは成立したとなる。
もし、涅槃が、
事物でなく無事物でなければ、
「事物でなく無事物でない」と、
何ものがそれを顕かにするのか。

事物でなく無事物でないものを、
涅槃であると示すものは、
無事物と事物の二つが
（仏・顕）
15 成立したならば、それは成立するとなる。

16

世尊は涅槃を得てから、
「有る」と顕かではない。その如く、
「無い。」あるいは「双方」か、
「双方ではない」とも顕かではない。

17

世尊は留まられたとしても、
「有る」と顕かではない。その如く、
「無い。」あるいは「双方」か、
「双方ではない」とも顕かではない。

18
輪廻は涅槃より、

輪廻は涅槃より、
違いは僅かにも有るのではない。
涅槃は輪廻より、
違いは僅かにも有るのではない。

19

涅槃の果てであるものは、
それは輪廻の果てであり、
その二つの僅かな違いは、
非常に微かにも有るのではない。

20

違いは僅かにも有るのではない。
涅槃も輪廻より、

御方が逝かれて以降、果て等や、
恒常である等の緒見解は、
涅槃と、後の果てと、
前の果てに依拠したのである。 21

違いは僅かにも有るのではない。（顕）

滅したことや、果て等や、
恒常である等の緒見解は、
涅槃と、後の果てと、
前の果てに依拠したのである。
（仏）

50

一切の事物が空であることにおいて、
果てが有るとは何か。果てが無いとは何か。
果てと果て無しとは何か。
果てと果て無しでないとは何か。 22

一切の事物が空であることにおいて、
果てが有るとは何か。果てが無いとは何か。
果てと果て無しとは何か。
果てでなく果て無しでないとは何か。（仏）
そのものとは何か。他とは何か。

そのものとは何か。他とは何か。
恒常とは何か。無常とは何か。
恒常と無常の双方とは何か。
双方でないとは、何ものであるか。

恒常とは何か。無常とは何か。
恒常と無常の双方とは何か。

一切の認識対象が寂滅し、
戯論が寂滅し、寂静であり、
仏陀は、何処においても、
誰にも、如何なる法も示していない。

23

双方でないも、何ものであるか。（仏・顕）

24

「涅槃を考察する」という第二十五章である。

（第二十六章）

無明が覆い隠したことによって、再びの輪廻の為に、
三様相の諸行を、
顕現して行うものである
それらの業によって、衆生へと赴く。 1
行の縁を持つ識は、
諸衆生へと入り込むことになる。
識が入ったとなれば、
名と色になることになる。 2
名と色になったならば、
六處が起こることになる。
六處に依拠して、
触が正しく起こるとなる。

名と色になったならば、
六處が起こることになる。
六處に依拠して、

3

眼と色形と念じるものに、
依拠して生じるのみであり、
そのように眼と色形に依拠して、
識が生じるとなる。 4
眼と色形と識の、
三つが集まったもの。
それが触である。その触より、
受が全く起こるとなる。 5

それより触が起こるとなる。（仏）
名と色形と念じるものに、
依拠して生じるのみである。
そのように名と色形に依拠して、
識が生じるとなる。（仏）

51

受の縁によって愛であり、
受の為に愛すとなる。
愛となれば取。
四様相の取となる。 6
取が有れば、取る者の
有がよく起こるとなる。
もし、取が無ければ
解脱するとなり、有にはならない。

その有も五蘊である。
有よりは生が起こる。
老死と、悲痛と、
慟哭と、苦と、（８・仏）

7

その有も五蘊である。
有より生となる。
老死と、悲痛と、
慟哭と、苦と、 8

その有も五蘊である。
その有より生が起こる。
老死と、悲痛と、
慟哭と、苦と、（８・顕）

心不楽と、混乱等、
それらは生より、よく起こる。
そのように苦の薀、
このただそれだけが、起こることになる。

それ故に、賢者達は輪廻の、

9 根本の行を行わない。

輪廻の根本は行であり、
それ故に、賢者達は行をなさない。
それ故に、不賢の者は行為者である。
不賢の者は、まさしくそれを見る故である。
無明が滅したとなれば、
諸行も起こるとはならない。
無明が滅すとなることは、
知が真如を修したことによってである。

11

それ故に、不賢の者は行為するものである。
不賢の者は、まさしくそれを見る故である。
（10・仏）
輪廻の根本は行であり、
それ故に、賢者達は行をなさない。
10 それ故に、不賢の者は行為者である。
賢者は、真如を見る故である。
（10・顕）
無明が滅したとなれば、
全ての諸行は起こるとはならない。
無明が滅したとなれば、
知が真如を修したことによってである。（顕）

それやそれが滅したことによって、
それやそれは実現しない。
苦の蘊ただそれだけのもの。
それは、そのように正しく滅す。 12
「有（輪廻）の十二支分を考察する」という第二十六章である。

（第二十七章）
「過去時において現れた」「現れていない」というものと、
世間は恒常等という
「過去時において現れた」というものと、
見解であるそれらは、
「現れていない」、世間は恒常等という
前の果てに依拠したのである。 1
見解であるそれらは、

前の果てに依拠したのである。
（仏）

52

他の未来時において現れるだろう」と、
「現れない」、世間の果て等を
見解とするそれらは、
後の果てに依拠したのである。 2
「過去時において現れた」と
いうそれは不合理である。
諸々の前世に現れた、
まさしくそれは、これではない。

3

「その者自体が我となる」と思えば、
近取は別となる。
近取に結ばれていない、
君の我とは如何なるものか。 4
近取に結ばれていない、

近取に結ばれていない、
我は有るのではないとした時、
近取そのものが我であるならば、
君の我は無である。 5

我は有るのではないとした時、
近取そのものが我であるならば、
君の我そのものは無である。（第 9 章引用・正）

近取そのものは我ではない。
それは起こり、壊れるのである。
近く取られるものが如何様に、
近取者であるとなろうか。 6
我は、近取より
他であるとは、まさしく合理ではない。
もし他であるならば、近取無く
認識される筈であるが、認識されるものとして無い。
そのように、近取より他ではない。
それは近取そのものでもない。
我は、近取が無いのではない。
無そのものであるとも、それは確定しない。

7

8

「過去時において現れていない」と
いうそれも不合理である。
諸々の前世に現れた、
それよりこれは、他ではない。 9
もし、これが他であるとなれば、
それが無くとも現れるとなる。
その如く、それは留まるとなり、
そこで死なずに生まれるとなる。

もし、これが他であるとなれば、
それが無くとも現れるとなる。
その如く、留まるとなり、

10

そこで死なずに生まれるとなる。（仏）

53

断滅や、業が無駄になることや、
他者が為した諸業を、
他者がそれぞれ経験することや、
それ等の背理となる。 11
現れていないものより現れたのではなく、
ここで過失として背理になる。
我が所作になることと、
現れるものか、無因を持つものになる。 12

現れていないものより現れたのではなく、
ここで過失として背理になる。
我が所作になることと、
現れるものが、無因を持つものになる。
（仏）

そのように、我は現れた・我は現れていない、 そのように、我は現れた・我は現れていない、
その双方・双方ともではないと、
その双方・双方ともではないと、
過去について見解するもの、
過去について見解するもの、
それらは合理ではない。 13
それは合理ではない。
（顕）
「未来の他の時点に現れるだろう」と、
「現れるとならない」という
見解であるそれらは、
過去時と等しいのである。 14
もし、その天がその人であるならば、
そう見るならば、恒常となる。
天はまさしく生まれていないとなる。
恒常に生まれることは無い故である。

15

もし、天より人が他であるならば、
そう見るならば、無常となる。
もし、天と人が他であるならば、
心相続は合理とはならない。 16
もし、一方は天であるが、

もし、一方は天であるが、
一方は人であるとなれば、
恒常と無常になるのである。
それも正理ではない。 17
もし、恒常と無常の、
双方が成立したとなれば、
恒常でなく無常でなく、
成立したとなる主張を得る。

一方は人であるとなれば、
恒常と無常になる故に、
それも正理ではない。
（仏）
もし、恒常と無常の、
双方が成立したとなれば、
恒常でなく無常でなく、
成立するとなる主張を得る。（仏）

18

もし、何者かが何処かより何処かへ、
来て何処かへも行くとなれば、
それ故に、輪廻は始まりが無いと、
なるけれど、それは有るのではない。

もし、何者かが何処かより来て、
何かが何処かへ行くとなれば、
それ故に、それに始まりは無いので、

19

恒常となったが、それも無い。
（仏）

54

もし、恒常が何も無ければ、
無常は何であるとなろうか。
恒常と無常と、
その二つが斥けられるとなった。
もし、世間に果てが有るならば、
彼方の世間とは如何様になろうか。
もし、世間に果てが無ければ、
彼方の世間とは如何様になろうか。

もし、恒常が何も無ければ、
無常は何であるとなろうか。
恒常と無常と、

20

21

何故ならば、諸蘊のこの継続は、
灯明の光と等しい。
それ故に、まさしく果てが有ることと、
まさしく果てが無いことも正理ではない。
もし、以前が壊れるとなり、
この蘊に依拠して
その蘊が起こらなければ、
然れば世間は果てが有るとなる。
もし、以前が壊れず、
この蘊に依拠して
その蘊が起こらなければ、
然れば世間は果てが無いとなる。

その二つが斥けられるとなる。
（顕）

22
もし、以前が壊れるとなり、
この蘊に依拠して
この蘊が起こらなければ、

23

然れば世間は果てが有るとなる。（仏）
もし、以前が壊れず、
この蘊に依拠して
この蘊が起こらなければ、

24

もし、一方は果てが有るが、
一方は果てが無いとなれば、
世間は果てが有り、果てが無いとなる。
それも正理ではない。 25
如何様であれば、近取者の、
一方が様相として壊れるとなるが、
一方は様相として壊れるとならないのか。
そのようなそれは、正理ではない。 26

然れば世間は果てが無いとなる。（仏）

如何様であれば、近取者は、
一方が様相として壊れるとなるが、
一方は様相として壊れるとならないのか。
そのようなそれは、正理ではない。
（26・仏）
如何様であれば、近取者は、
一方が様相として壊れるとなるが、
一方は様相として壊れないとなるのか。
そのようなそれは、正理ではない。
（26・顕）

如何様であれば、近取は、
一方が様相として壊れるとなるが、
一方は様相として壊れるとならないのか。
そのようなそれも、正理ではない。 27
もし、果てが有ると果てが無いの、
双方が成立したとなれば、
果てが有るのではなく、果てが無いのでもなく、
成立するとなると主張することを得る。 28

55

あるいは、一切諸事物は
空である故に、恒常等であるとする見解は、
何が、何として、何に対して、
何より全く起こるとなろうか。 29

あるいは、一切諸事物は
空である故に、恒常等であるとする見解が、
何に、何に対して、何が、
何故に全く起こるとなろうか。
（仏）

「見解を考察する」という第二十六章である。

その方が、大慈悲を御心に保たれ、
一切の見解を捨て去る為に、
聖なる法を示された。
かのゴウタマへ、礼拝奉る。
『中の根本の言葉を章とした知慧（根本中論）』という大乗の阿毘達磨の構成、勝義の
真如を正しく示す、智慧（般若）波羅蜜の仕方を明らかにする、乱れぬ智恵と慈悲を具
え、無上の如来乗の仕方を明らかにされ、※無上の如来乗の仕方をよく分類され、（仏）
歓喜地を成就し極楽浄土へと去られ、
「純粋な光」という世間界において「智慧の根源の
光」という如来となられるだろう偉大なる我性の阿闍梨、聖者龍樹による著述が完了し
た。

聖自在天の我性を持たれた吉祥ハツェンポ大王の勅語によって、インドの大僧院長である中
観師ギャナガルバと、主校訳経官である比丘チョクロ・ルィギェルツェンが訳し、決定した。
これに二十七章、四百四十九偈ある。巻は一巻半とした。
後に、無例というカシミールの都の中心、宝珠が隠された経堂の中で、カシミールの僧院長
ハスマティと、チベットの訳経官であるニマ・ダクが、人の主、聖提婆の御代1に『顕句論』と
すり合わせて改定した。
後にラサの変幻の経堂で、インドの僧院長カナカと、訳経官（ニマ・ダク）本人が、善く校合
された。

DECHEN 訳
1

聖提婆の御代：蔵語テキストまま。

