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〈仏護註・目次〉 

第 1 章 

本論 1 

著述の意味 1  

縁起生は極辺から離れると説かれた面から、教示者を賞賛する 1 

総義 1 

この言葉に論書の著述内容等が含まれ、差別事（主体）において八の差別法（特質）が具わるさま １ 

それに対する他派の反論を斥ける 4 

「滅」等の数と順序に対する反論を斥ける 4 

縁起生は八つの極辺と離れると説明する方法 7 

章の著述それぞれの意味を説く 7 

縁起生は本性として空であると示す 7 

本義 7 

二無我を要約して示す 7 

因果の行為と行為するものを考察して法に本性を否定する 7 

章の著述を説く 7 

結果に生の本性を否定する 7 

四極辺の生を否定する 7 

生を否定する宗（主張命題） 7 

生を否定する正理 8 

自生を否定する正理 8 

他生等を否定する正理 8 

三極辺の生を否定する 8 

四極辺を否定して成立した意味 8 

他生の否定に経証が矛盾するという反論を斥ける 8 

経証と矛盾するという反論を挙げる 8 

経証との矛盾を斥ける 9 

生じさせるものに縁の本性を否定する 11 

縁の本性を共通に否定する 11 

行為するものの面から縁であると分別することを否定する 11 

生じる行為を成させる理由によって縁であると分別することを否定する 11 

果が生じる理由によって縁であると分別することを否定する 13 

行為対象の面から縁であると分別することを否定する 14 

それぞれに否定する 15 

因縁の定義を否定する 15 

所縁縁の定義を否定する 16 

等無間縁の定義を否定する 18 
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増上縁の定義を否定する 20 

共通に否定する別の方法を示す 20 

結果が起こる理由によって縁に本性が有ることを否定する 20 

結果が縁である・なしの本性として成立したことを否定する 22 

縁と縁でないものの確定した本性を否定する 23 

章の名を示す 24 

第 2章 

行き来の行為と行為するものを考察して人（プトガラ）に本性を否定する 25 

章の著述を説く 25 

詳細に説く 25 

業と行為者において、行為をそれぞれに否定する 25 

業を考察して否定する 25 

三つの道において共通に行為を否定する 25 

「歩く」において行為を特別に否定する 26 

対論者を置く 26 

それを否定する正理 26 

対象を表す言葉と行為を表す言葉において、一方に意味があればもう一方に意味が欠如する 26 

双方に意味があれば、途方もない背理となる 27 

行為者を考察して否定する 28 

行く者が行く（行為）の拠所として有ることを否定する 28 

三種の人において、行く（行為）を一般的に否定する 29 

行く者に行く行為を個別に否定する 29 

行為が有る理由を否定する 31 

最初の始まりが有ることを否定する 31 

行く所である道が有ることを否定する 32 

行く（行為の）対処が有ることを否定する 34 

最後の止まることを否定する 35 

留まる理由を否定する 36 

行為を考察して否定する 36 

「行く者」と「行く（行為）」において、同一か別かと考察して否定する 36 

「行く者」とする行為に、第二の行為の有無を考察して否定する 38 

業と行為者において、行為を共通に否定する 40 

まとめ 41 

章の名を示す 41 

第 3 章 

二無我を詳細に説く 42 

法とプトガラをそれぞれに分けて説く 42 

法の無我を説く 42 
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三法（現象）の無我を説く 42 

處（六根六境）に法我を否定する 42 

章の著述を説く 42 

対論者を置く 42 

それを批判する 42 

「視る」の三法（現象）が本性として成立することを否定する 42 

視る行為者を否定する 42 

眼が視る行為者であることを否定する 42 

自らを視ないという理由によって否定する 42 

理由を挙げる 43 

不確定因を斥ける 43 

意味を要約する 45 

視る行為と関係する・しないを考察して否定する 46 

我か識が視る行為者であることを否定する 46 

視る行為対象と行為を否定する 48 

その正理を他にも適用する 49 

章の名を示す 50 

第 4 章 

蘊に法我を否定する 51 

章の著述を説く 51 

色蘊が本性として有ることを否定する 51 

他の意味として有るものに因果を否定する 51 

有無と似不似に因果を否定する 52 

その正理を他に適用する 54 

論争や説明する際に、返答をする仕方 55 

章の名を示す 56 

第 5 章 

界（元素）に法我を否定する 57 

章の著述を説く 57 

六元素が本性として成立したことを否定する 57 

虚空の元素が本性として成立したことを否定する 57 

虚空の元素において性相と名相を否定する 57 

事相を否定する 57 

性相が当てはまることを否定する 57 

前後を考察して性相が当てはまることを否定する 57 

性相の有無を考察して性相が当てはまることを否定する 58 

それによって事相を否定したと示す 59 

性相を否定する 59 
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まとめ 59 

事物として・無事物として成立することを否定する 60 

本義 60 

反論を斥ける 61 

諸批判のまとめ 61 

その正理を残りの元素へも適用する 62 

有無の辺見を叱責する 62 

章の名を示す 63 

第 6 章 

それに我が有る理由を否定する 64 

依拠するものである全くの煩悩が有ることを否定する 64 

章の著述を説く 64 

貪欲と欲す者が本性として有ることを否定する 64 

前後して起こることを否定する 64 

貪欲の以前に欲す者の有無を否定する 64 

欲す者の以前に貪欲の有無を否定する 65 

一緒（同時）に起こることを否定する 66 

相互関係が無いので、一緒であることを否定する 66 

同一と別において、一緒であることを否定する 67 

同一と別において、一緒であることを一般的に否定する 67 

別において、一緒であることを特別に否定する 68 

別として成立していないので、一緒は成立しない 68 

別として成立したならば、一緒は必要性が無い 69 

別が「一緒」に対応するならば、相互依存すると示す 69 

諸批判のまとめと、その正理を他にも適用する 70 

章の名を示す 71 

第 7 章 

性相（定義）である生壊住が有ることを否定する 72 

章の著述を説く 72 

対論を述べる 72 

それを批判する 72 

有為の定義が本性として成立したことを否定する 72 

総体の定義を否定する 72 

三定義を共通に否定する 72 

有為である・ないと考察して否定する 72 

それぞれか集合の何れであるか考察して否定する 74 

他の定義が有る・無いと考察して否定する 77 

背理を挙げる 77 
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論駁の返答を否定する 78 

第一の背理の論駁を否定する 78 

論駁を述べる 78 

それを否定する 78 

第二の背理の論駁を否定する 80 

論駁を述べる 80 

それを否定する 80 

例を否定する 80 

主張命題に批判を述べて否定する 80 

理由が定かではない（不定因である）と示して否定する 82 

本義を示す 82 

意味を否定する 82 

それぞれに否定する 83 

生が本性として成立したことを否定する 83 

生じさせられるものを、三時制で分析して否定する 83 

共通、個別に生を否定する 83 

三時制の生を共通に否定する 83 

「生じつつある」を個別に否定する 84 

否定への反論を斥ける 86 

三時制の「生」を否定したことに対する反論を斥ける 86 

「生じつつある」に「生」を否定したことに対する反論を斥ける 86 

「生じつつある」を承認しても否定する 87 

有無等の三つを分析して否定する 88 

滅しつつある・ないの二つを分析して否定する 89 

住が本性として成立したことを否定する 90 

行為について三時制を分析して否定する 90 

「滅しつつある」である・ないと分析して否定する 91 

他の「住させるもの」の有無を分析して否定する 92 

壊が本性として成立したことを否定する 92 

「滅」を分析して否定する方法 93 

三時制を考察して否定する 94 

住である・ないと考察して否定する 95 

その時点・他時点を考察して否定する 95 

本義 95 

反論を斥ける］ 96 

事物の有無を考察して否定する 97 

他である「壊すもの」の有無を考察して否定する 97 

個別の定義を否定する 99 
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それによって、無為が本性として成立したことも否定したと示す 99 

そのように否定したことにおいて、経証との矛盾を斥ける 100 

章の名を示す 100 

第 8 章 

因である業（行為）と行為者が有ることを否定する 101 

章の著述を説く 101 

業（行為）と行為者が自性として成立したことを否定する 101 

一致する方向の行為と行為者が自性として成立したことを否定する 101 

始めの二分類の行為と行為者を否定する 101 

主張命題を置く 101 

理由を示す 101 

第一命題の理由 101 

誰も為していない業が有るという背理で否定する 101 

何も為さないことに行為者が有るという背理で否定する 102 

第二命題の理由 103 

無因となる背理によって否定する 103 

それを主張することに過失を述べる 103 

第三分類の行為と行為者を否定する 105 

不一致の方向の行為と行為者が自性として成立したことを否定する 106 

それぞれの行為者が、方向の違うそれぞれの業（行為）を為すことを否定する 106 

方向の違う業（行為）を二つずつ為すことを否定する 106 

世俗名称として業と行為者を設ける方法 108 

その正理を他に適用する 109 

章の名を示す 111 

第 9 章 

プトガラ（人）の無我を説く 112 

プトガラ（人）が本性として成立したことを否定する 112 

章の著述を説く 112 

対論を述べる 112 

それを批判する 112 

近取者が自性として有ることを否定する 112 

他派が考察した我を否定する 112 

取る者が、取られる対象一切の以前に有ることを否定する 112 

取られる対象より前であれば、「取者」と名付ける因（理由）が無いことで否定する 112 

取る者が前であれば、取られる対象に留まる拠所が無いことで否定する 113 

取られる対象それぞれの以前に有ることを否定する 114 

対論を述べる 114 

それを批判する 115 



VII 

 

取られる対象一切の以前に有る理由を否定する 116 

それによって近く取られる対象も本質として有ることを否定したと示す 117 

近取者が自性として無いことに対する反論を斥ける 118 

章の名を示す 118 

第 10 章 

プトガラ（人）が本性として有る理由を否定する 119 

論証する例を否定する 119 

章の著述を説く 119 

火と薪が自性として有ることを否定する 119 

前述していない正理によって否定する 119 

同一本性を否定する 119 

別本性を否定する 119 

別本性であるという主張命題を否定する 119 

本性として別であれば、木に相互関係しない 119 

否定本義 119 

木が無くして起こる 119 

常に燃えている等となる 120 

不定因を斥ける 121 

本性として別であれば、木と接しなくなる 122 

本義 122 

それに対する不定因を斥ける 122 

別本性であるという理由を否定する 123 

相互関係する理由を否定する 123 

三時制を分析して相関を否定する 123 

前後時制に相関を否定する 123 

同時制に相関を否定する 124 

相関する法（現象）の有無を分析して相関を否定する 125 

相関・非相関の双方を否定する 126 

現前に見られるという理由を否定する 126 

前述した正理によって否定する 127 

それらをまとめる 128 

その正理を他にも適用する 128 

否定した意味であるとする見解を批判する 130 

章の名を示す 131 

第 11 章 

論証する理由を否定する 132 

生死の行為が有る理由を否定する 132 

章の著述を説く 132 
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輪廻が本性として有ることを否定する 132 

輪廻において、始まりと終わりと中間の部分を否定する 132 

生死において、前後時と一緒（同時）を否定する 133 

要約して示す 133 

詳細に説く 134 

前後時制を否定する 134 

生が前であることを否定する 134 

老死が前であることを否定する 134 

同時を否定する 135 

まとめ 135 

その正理を他にも適用する 136 

章の名を示す 138 

第 12 章 

依るものである苦しみが有る理由を否定する 139 

章の著述を説く 139 

苦しみが自性として有ることを否定する 139 

主張命題を挙げる 139 

理由を示す 140 

苦しみは自他各々が為したことを否定する 140 

苦しみを基として、自他各々が為したことを否定する 140 

苦しみを基として、自らが為したことを否定する 140 

苦しみを基として、他が為したことを否定する 140 

プトガラを基として、各々が為したことを否定する 141 

プトガラ自らが為したことを否定する 141 

他のプトガラが為したことを否定する 142 

自他各々が為していない他の理由を示す 143 

二つの集合が為したことと、無因であるという言説を否定する 144 

その正理を他の現象にも適用する 145 

章の名を示す 146 

第 13 章 

単なる事物の本性が欠如すると示す 147 

事物が本性として有ることを否定する 147 

章の著述を説く 147 

他派に公認される経証によって、本性が無いことを説く 147 

そのような解説は不合理であるという反論を斥ける 147 

その経証の意味を他の様相として説くことを否定する 148 

経証の意味を他に説明する方法を示す 148 

そのように説く理由を否定する 149 
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他に変化するものが本性として有る理由を否定する 149 

本性と他に変化することの二つは矛盾することによって否定する 149 

他に変化することが本性として有ることはあり得ないことによって否定する 149 

空性が本性として有る理由を否定する 151 

本義 151 

それについて、経証との矛盾を斥ける 152 

経典の意味を説く 152 

章の名を示す 153 

第 14 章 

事物が本性として有ることの理由を否定する 154 

会合が本性として有ることを否定する 154 

章の著述を説く 154 

会合が本性として成立したことを否定する 154 

主張命題を挙げる 154 

理由を示す 154 

他が本性として無いことによって、会合を否定する 154 

論式を挙げる 154 

その方法を他にも当てはめる 155 

理由を成立させる 156 

理由を挙げる 156 

それに対する論難を斥ける 156 

不定因であるという論難を斥ける 156 

不成因であるという論難を斥ける 157 

同一と別を分析して、会合を否定する 160 

それによって、会合しつつある等も否定したと示された 161 

章の名を示す 162 

第 15 章 

因縁を我所（我がもの）とすることが、本性として有ることを否定する 163 

章の著述を説く 163 

諸事物が本性として有ることを否定する 163 

本性として有ることの理由を否定する 163 

本義 163 

本性に因縁は必要なく、矛盾すると示す 163 

自説における本性の定義を示す 164 

それによって他の三極辺を否定したと示す 164 

否定した意味であるという見解を叱責する 166 

本性として有ることに批判を示す 167 

経証による批判 167 
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理証による批判 167 

本性として有ると言えば、辺執を超えないと示す 168 

章の名を示す 169 

第 16 章 

束縛と解脱が本性として有ることを否定する 170 

本義 170 

章の著述を説く 170 

輪廻と涅槃が本性として成立したことを否定する 170 

輪廻が本性として成立したことを否定する 170 

取られものである蘊が輪廻することを否定する 170 

恒常が輪廻することを否定する 170 

無常が輪廻することを否定する 171 

取る者である有情が輪廻することを否定する 171 

蘊より別本質の有情が輪廻することを否定する 171 

蘊より自とも他とも述べられないプトガラが輪廻することを否定する 171 

涅槃が本性として成立したことを否定する 172 

束縛と解脱が本性として成立したことを否定する 174 

束縛と解脱が本性として有ることを共通に否定する 174 

それぞれに否定する 175 

束縛が本性として有ることを否定する 175 

解脱が本性として有ることを否定する 177 

涅槃の為に努めることは無意味であるという背理を斥ける 178 

章の名を示す 180 

第 17 章 

束縛と解脱が本性として有ることの理由を否定する 181 

章の著述を説く 181 

反論 181 

善・不善の構成 181 

心の善・不善の構成 181 

業の分類の構成 181 

要約して示す 181 

詳細に説く 182 

二業を三業に分類する 182 

三業を七業に分類する 182 

それにおいて恒常と断滅を排斥する方法 183 

論難を挙げる 183 

それを排斥する方法 184 

継続性を承認して恒常と断滅を排斥する 184 
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恒常と断滅の斥け方・本義 184 

例を挙げる 184 

意味を当てる 185 

十業道を果と共に把握する 185 

不失法を承認して恒常と断滅を排斥する 186 

他部の返答を排斥する 186 

自部の返答をする 187 

要約して示す 187 

詳細に説く 187 

界の分類と本性 187 

如何なる所断か 188 

生じ方 189 

滅し方 190 

意味を要約して恒常と断滅を斥ける 190 

返答 191 

業に本性が無いので、恒常と断滅は無い 191 

業が本性として有ることを否定する 193 

本性として有ることに批判を挙げる 193 

恒常であり非所作である背理 193 

背理本義 193 

それを主張することに批判を述べる 193 

論書と矛盾する 193 

世間での公認と矛盾する 194 

異熟を無限に引き起こす背理 195 

本性として有る理由を否定する 195 

業が本性として有る理由を否定する 195 

業と煩悩の二つともが本性として有る理由を否定する 196 

業が本性として有る他の理由を否定する 196 

無本性が行為を為すことを例によって示す 198 

章の名を示す 199 

第 18 章 

無我の真如へ入る方法 200 

章の著述を説く 200 

真如へ入る方法 200 

真如の見解を決定する 200 

我が自性として成立したことを否定する 200 

解脱を欲する者が最初に分析する仕方 200 

それから無我の見解を決定する仕方 200 
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我と蘊が同一本性であることを否定する 200 

我と蘊が別本性であることを否定する 201 

それによって我所が自性として成立したことも否定したと示す 201 

それが修されることで過失が退く次第 201 

過失が退く次第 201 

有身見の退き方 201 

それへの反論を斥ける 202 

取が尽きることによる生の尽き方 202 

解脱を得る方法 203 

それにおいて、経証との矛盾を排斥する 204 

経証との矛盾を排斥する・本義 204 

真如を如何様にも述べることができない理由 205 

真如へ導く次第 208 

真如の性相 210 

聖者方の真如の性相 210 

世間人の真如の性相 211 

その意味は必ず論証されなければならないと示す 211 

章の名を示す 212 

第 19 章 

時の本性が欠如すると示す 213 

時が自性として成立したことを否定する 213 

章の著述を説く 213 

三時が本性として有ることを総体として否定する 213 

過去に相対した・相対していない二時制が本性として成立したことを否定する 213 

過去に相対した時が本性として成立したことを否定する 213 

相対していない時が本性として成立したことを否定する 214 

その正理を他の二時制に適用する 215 

他の三つ一組である法（現象）に適用する 216 

自部・他部の主張をそれぞれ否定する 217 

他部（非仏教徒）が主張する時を否定する 217 

自部（仏教徒）実在論者が主張する時を否定する 218 

章の名を示す 220 

第 20 章 
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ブッダパーリタ［第１章］ 

 

 

根本中論の註釈・ブッダパーリタ。 

（仏護註） 

 

（第一章） 

 

梵語にて、ブッダパーリタムーラマダャマカバリッティ。 

蔵語にて、根本中論の注釈、ブッダパーリタ。 

第一巻。 

三宝へ礼拝奉る。 

若き文殊へ礼拝奉る。 

阿闍梨聖者龍樹へ礼拝奉る。 

阿闍梨尊者仏護へ礼拝奉る。 

 

本論＞著述の意味＞縁起生は極辺から離れると説かれた面から、教示者を賞賛する＞総義＞ 

［この言葉に論書の著述内容等が含まれ、差別事（主体）において八の差別法（特質）が具わるさま］ 

このように、阿闍梨（龍樹）は縁起生を遵守して示すと誓われ、縁起生の深

遠性を正しく如実に御覧になることによって卓越した御心を具え、信仰心より

起こった涙で溢れた御目を持ち、粛々と（御身の毛を逆立てながら）合掌を頭

頂に据えて、「如来方とは、法身である。」とこの勝義を示す偈を述べることに

より、（如来方が）目前に在られるが如くして、如来、善上師へ 

 

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。 

 

と、理由を前述して、礼拝をなさった。 
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「自在天や時間や微塵や本性や自性等1を語る、厚き戯論2に迷った世間へ、

『縁起生』という最高に深遠な勝義3の真理、滅すこと無く、生じること無く、

断たれること無く、恒常であること無く、来ること無く、去ること無く、別の

意味でなく、一つの意味でなく、一切の戯論が熄滅した涅槃4の都へと赴く、寂

静である、この公正な道を示された、真に完全なる仏陀、説者方の聖者その方

へ礼拝致します。」というのである。「世尊が、非仏教徒である一切の対論者は

幼子が語るに似ると理解され、手を握りしめる盲人のような衆生へ縁起生を示

された」と、阿闍梨は正しくご覧になられたので「諸々の説者の聖者」と説か

れた。 

 

「滅無く」とはここで、「滅が有るのではない」という意味である。残りの諸々

の言葉にもその如く当てはめたまえ。 

その偈は要点のようなもので、以降の論書がそれを解説するであろう。それ

も、語ろうと望むままにそれぞれの部門より行い、（帰敬偈に）あるままの順序

ではない。 

 

「如何に。縁起生を遵守して示した事に、何の目的があるのか？」といえば。 

 

説く。慈悲深き我性を持つ阿闍梨が、有情達が様々な苦しみに苛まれている

と御覧になり、彼等を完全に解き放つ為に、諸事物のあるがままの真実そのも

のを良く示そうと誓われたことから、縁起生を（釈尊に）続き示すことを始め

られた。 

「不真実を見る者は縛られ、真実を見る者は解放される。」 

と説かれた故である。 

 

「諸事物の、あるがままの真実そのものとは何であるか。」 

 

説く。まさしく自性が無いことであり、不賢愚昧の闇によって知恵の眼が覆

                                                   
1 自在天…自性等：自性を肯定する非仏教徒・仏教徒が承認する実在・自性の例。実在・ 

自性を証明する理由にも挙げられる。 

2  戯論
け ろ ん

：チベット語では「放たれたもの」という。二元として現れたもの。認識主体が認 

識対象を自らとは別ものとして認識する時の対象、又はそのように意識に現れること。 

「実在の戯論」「概念作用の戯論」「認識主体と認識対象が二元に現れる戯論」等がある。 

3 勝
しょう

義
ぎ

：聖なる意味。空性を直接知覚しているものを｢聖なる｣とし、その現前にある意味。 

4 涅槃
ね は ん

：煩悩、苦しみが全て滅した境地。「涅槃に去る」「涅槃に入る」といわれる時は、 

煩悩を滅した者の意識がその身体から離れること。世間一般に「亡くなる」という。 
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われた者が、諸事物を自性5であると思い込むならば、それらに諸々の貪欲や怒

りを生じさせる。ある時、縁起を知る光明が愚痴の闇を掃い、智慧の眼が諸事

物の無自性そのものを見るその時に、拠りどころの無いものに、その諸々の貪

欲や怒りは生じない。 

斯くの如く、例えば、ある者は映像の女性に『（本物の）女だ。』という思い

込みがおこり、全くの欲望を起こし、それに関連する心意がそれに誤った分別

をさせる。真実を如実に悟ったその時に、『女だ』という思い込みは無くなり、

欲望から離れ、非常な羞恥心がおこり、自らの心は、拠りどころの無いことに

欲望が生じることを、叱責するに似ている。 

そのように世尊（世尊）も 

「比丘達よ。女人に、内なる女人の根6は正しく見られない。比丘達よ。 

もし女人であるならば、内なる女人の根は正しく見られない。」 

と広範にお言葉を賜れた。 

それ故に聖提婆も、 

「有（輪廻）の種子とは識であり、諸対象はその享受対象である。対象 

に無我を見るならば、有（輪廻）の種子は滅すことになる。」7 

と説かれた。 

然れば阿闍梨が、諸事物の無自性そのものを良く示す為に、本論を著された。 

 

ここに言う。「かの時、一切を御存じで、一切をご覧になり、大慈悲心を持た

れる如来御自身が、縁起生をそれぞれの者へそれぞれのように説かれ、良く教

示されたならば、再度その後で、良く示された事に何の必要が有ろうか。」 

 

説く。如来御自身が縁起生を説かれ、良く教示された事は勿論真実である。

しかしながら、世間の名称に従って「生じる」等の口述によって説き、良く示

されたので、それに対してまさしく今も、口述のみに執着心を持つ一部の者が

最高に深遠な縁起生を悟らなければ、『諸事物は、ただ有るのみである。何故な

らば、それらの生と滅と行と来を述べられた故である。存在する何かより、常

や断やまさしくそれ（自性）や他性であるという諸々の思考をするが、兎の角

等、無きものに対してそれらは起こらない。』と思う者等へ、縁起生の自性を良

く示す為に、阿闍梨は正理と典拠を先行させた本論を著わされた。 

他にも、如来が縁起生を説かれ良く示された、ただそれだけの故に、阿闍梨

                                                   
5 自性：現象それぞれが持つ、他の現象と区別される自らの特性そのもの。 

6 根
こん

：あらしめるもの。「女性の根」とは「女性あらしめるもの」。 
7 「有･･･となる。」：『四百論』第 14 章 25 偈。 
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が遵守して良く示したと理に適うのであり、説いておらず良く示さなかったも

のを 「遵守して良く示すに値する」とは何事であるか。このように、世間の諸々

の論書も、先人の阿闍梨方が説かれ、良く示されたことによって、只今でも彼

らの弟子等が後に語るのである。それ故に、「阿闍梨が遵守して良く示した」と

理に適う。 

 

総義＞それに対する他派の反論を斥ける＞［「滅」等の数と順序に対する反論を斥ける］ 

ここで言う。「何故に『滅』等それらの八つを否定するのか。『滅無く、生無

く、断無く、常無く、』という、それだけではいけないのか。」 

 

説く。事物の自性8を語る殆どの者は、世俗名称に従って示された「滅」等、

それら八つの口述により、事物がまさしく存在すると示すので、それ故に「滅」

等まさしくそれら八つを否定された。 

その如く、真如9を思索するか、関連して著述する如何なる者であろうとも、

それら「滅」等の意味に依拠して思惟し、著述する。 

斯くの如く、先ず、或る者は「一切事物10は生滅の主体であり、刹那滅11で、

流れによって継続として起こる。」12と言う。他の者達は「『地』等、九の実体13

は（変化しない）常である」と言う。また他の者達は「『法』と『非法』と、『虚

空』と、『時』と『プトガラ14』と『命者15』という六つの実体等は常である16」

と言う。その如く、概ね「命者と身体の二つ」17「火と薪の二つ」「因と果の二

つ」「功能と功能を持つものの二つ」「支分と支分を持つものの二つ」は、まさ

                                                   
8 自性：自らの本質そのもの。 

9 真如
しんにょ

：「まさしくそれだけのもの」の意。空性。 

10 事物
じ も つ

：ものごと。学派によって、「全存在」「移り変わる物事」「実在」と意味が異なる。 

11 刹那滅
せつ なめつ

：一瞬一瞬ごとに滅すこと。 
12 「一切…起こる。」：仏教徒小乗学派の主張。生滅の主体を「一切事物」としているので、

経量部か？ 毘婆沙部（説一切有部を含む）であれば、「事物」＝「全存在」なので、一

切事物には生滅の無い恒常も含まれる。 

しかしながら、『根本中論』の対論者は主に毘婆沙師であるといわれる。 
13 地等、九の実体：非仏教徒ヴァイシェーシカ派・ニヤーヤ派が主張する九の実体。地・

水・火・風・虚空・時間・方向・我・心意。このうち虚空以降の五は恒常とする。 

14 プトガラ：補
ふ

特
ど

伽羅
が ら

。ここでは、ジャイナ教徒の主張する「落ちる者」。善業・不善業 

何れかより成立したもの。 

一般には、心や体を持つものに名付けられた「者」の総称。仏陀や仏陀以外の天・阿修 

羅・人・畜生・餓鬼・地獄等全ての者がプトガラである。「人」と漢訳されることも多い。 
15 命者：チベット語では「命」。ジャイナ教では「命」＝「我」で、命者という。 
16 法と…常である：ジャイナ教徒は、上記の六実体は変化しない恒常であると主張する。 
17 「命者…二つ」：命者＝我であるので、「我（身体を持つもの）と身体の二つ」。 
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しくそれ（同一）か、まさしく他であるという考えを派生させる。 

そのように、或る者は「行為を具える諸々の功徳と恒常が廻る」18と言い、

他の者等は「微塵と識の二つは去り行くことはない。」19と言う。他の者等は「命

者とプトガラの二つは、『行く』を具える」20と述べる。（それらが）成立して

どこへ行くかも主張する。 

それ故に、真如を考察し、派生したものを著す方法に従って、「滅」等八つを

否定なさった。 

 

ここに言う。『では何故〈滅〉を先に否定し、〈生〉を後で否定したのか。 

〈生無く〉を先に言うことが道理ではないか』と思えば。 

 

説く。それは批判に適さない。何故ならば、言語に通暁する者は、（文章）省

略の接続に前後の確定があるけれど、他の者には確定が無い故である。 

 

ここに言う。「だとしても、『生』が有るならば滅すとなろうが、（生が）無け

ればそうはならない。順序通り、先に『生無く』と述べられるのみとなる。」 

 

説く。友よ。このように「生が先で滅が後である」ということについて、そ

れによって我等が信ずるに足る例を、幾つか挙げたまえ。 

 

言う。「全てのものも例となる。如何様にといえば、先ず、この『生』には意

味が無い。何故ならば『生が有れば、老死と病と苦、殺や縛等の敵が有る』と

いうが如くである。」 

 

説く。それに死を有する、その「生」であるものにも、死が先行するのみで

あると思う。もし、それは死が先行するのでなければ、「輪廻に始まりが有る」

という背理になるので、それも承認しかねる。それ故に、輪廻に始まりと終わ

                                                   
18 「功徳…廻る」：ヴァイシェーシカ派・ニヤーヤ派の主張？ 

彼らの主張する六句義（実〈実体〉・徳〈功徳〉・業〈行為〉・同〈普遍〉・異〈特殊〉・和 

同〈内属〉）のうち、「行為（業）を具える功徳（に含まれる心等）と恒常（である我・ 

心意）が輪廻する」。 
19 「微塵…ない。」：非仏教徒ローカーヤタ派の主張？ 

彼らの主張では、微塵（地水等の基本構成要素）で構成される物質的身体が因となって

意識が生じるので、身体が滅（死）せば意識もなくなる。故に「微塵と識の二つは（来

世へ）去り行くことはない。」 
20 「命者…える」：ジャイナ教徒の主張？ 

九の実在のうち「命者＝我とプトガラの二つは、（来世へ）『行く』を具える」。 
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りは無い故に、「生が先で死が後」や「死が先で生が後である。」と述べること

はできない。後述でも、 

「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。」21 

とある。 

 

言う。「では、『仮に壊（無常）が多く生が無ければ、意味は無く、（ものごと

は）起こらない。生えた木が無ければ森は無く、風が木々をなぎ倒すとはなら

ぬが如く。』というこれが、別の例である。」 

 

説く。これに何の違いがある。 

 

言う。「違いはこれである。何故ならば、ここに滅が先行する生は無い。この

ように、樹木が他の地で滅し、ここに生えたことは無い故である。」 

 

説く。ここでも、種子が滅すことの先行より生じるので、それも滅の先行の

みより生じるのだ。 

 

ここで言う。「それは異なる。何故かといえば、他であるもののみが滅し、他

であるもののみが生じる故であり、このように、ここでは種子が滅したけれど、

芽が生じる。芽そのものが滅しながら芽そのものが生じないので、それ故にそ

れは異なる。」 

 

説く。それは全く似ている。何故かといえば、このように生と死の二つも、

死んだまさしくその者が生まれるのではない故であり、もし、死ぬまさしくそ

の者が生まれるとなれば、そう見れば恒常である過失の背理となり、天人であ

その者も天人のみに生まれ、畜生であるものも畜生のみに生まれるだろう。そ

のようであれば、業と煩悩によって為した生や、（来世へ）行くことに乱れ（変

化）が無くなるので、それも主張しない。然れば、「死ぬまさしくその者が生ま

れるだろう」ということは述べることができないので、それ故に、それは全く

似ている。 

ここで、「他であるもののみが滅し、他であるもののみが生じる。」というそ

れも正しくない。もし種子と芽の二つが他そのものであるとなれば、その二つ

に因と果の名が付けられることも無くなるものであるが、名称は有るので、そ

                                                   
21 「もし…なる。」：『根本中論』第 11 章 3 偈。 
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れ故にその二つは他性（そのもの）ではない。 

他にも、ここで説者達は種子を蒔いて、「私がこの樹木を植えた。」「私がこの

子を生まれさせた。」、「この樹木は我がものよ。」「この子は我がものよ。」と言

う。 

そこでもし、種子と樹木、（父の精子と）子等が他性であるとなれば、それら

の世間の名称があり得なくなるものであるが、あり得るので、それ故に種子と

芽の二つは他性と述べることはできない。以下でも、 

「他は、他に依拠して他である。他無くして、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、それより他であるとは不合理で 

ある」22 

と現れる。 

 

ここに言う。「そう見るとしても、種子がまさしく有るならば滅しようが、無

ければそうならないので、これも生が先で滅が後となるだろう。」 

 

説く。このように、その種子にも「種子が滅す」が先行することが有る。何

故かといえば、このように、芽からも樹木は他ではないが、樹木からも種子は

他ではない故に、種子が滅すことが先行してから芽が生える。種子も種子が滅

すことが先行してから生じ、そのように阿闍梨聖提婆も、 

「種子の例に見るように、それに初めは有るのではない。そのように因 

を具えぬものより、生じることも、あり得るとはならない。」23 

と説かれた。 

それ故に、生と滅の二つに前後の（確定した）構成が無いので、「何故滅を先

に否定し、生を後で否定するのか？」とは、争点とならない。その二つに前後

の構成が無いこと自体を良く示さんが為に、阿闍理がここで滅を先に対象とさ

れ、生を後に考察された。 

 

縁起生は八つの極辺と離れると説明する方法＞章の著述それぞれの意味を説く＞縁起生は本性として空であると示す

＞本義＞二無我を要約して示す＞因果の行為と行為するものを考察して法に本性を否定する＞章の著述を説く＞結果

に生の本性を否定する＞四極辺の生を否定する＞生を否定する宗（主張命題）＞［本義］ 

ここに言う。「先ず、如何様に『生じる』と述べることがただ世俗名称のみで

あるのか、そのように良く示したまえ。」 

                                                   
22 「他とは…ない。」：『根本中論』第 14 章 5 偈。 
23 「斯くも…ならない。」：『四百論』第 8 章 25 偈？「斯くも、種子に果てを見て、それに

始まりが有るのではないように、その如く因が揃わない故に、生も起こるとはならない。

（パツァブ訳）」 
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説く。（それを）始めに示そう。 

 

自らよりではない。他よりではない。 

双方よりではない。無因よりではない。 

何かしらの事物が、何処においても、 

生じるとは、何時にも有るのではない。 1 

 

ここに、もしある事物が生じるとなったならば、その事物の「生」は自らよ

りか？他よりか？自他双方よりか？無因よりなるか？と問えば、考察して一切

の様相から不合理である。 

 

四極辺の生を否定する＞生を否定する正理＞［自生を否定する正理］ 

「如何様に」といえば、「自らより」とは「我性より」という主旨である。 

そこで先ず、諸事物は自らの我性より生じることは無い。（何故ならば）それ

らの生がまさしく無意味になる故と、生は限りが無くなる故である。このよう

に、自らの我性として有る諸事物に、再生は必要無い。もし、有るにも拘らず

再生するならば、如何なる時にも不生とはならないので、それも主張しない。

それ故に先ず、諸事物は自らより生じることは無い。 

 

生を否定する正理＞他生等を否定する正理＞［三極辺の生を否定する］ 

他よりも生じることは無く、何故かといえば、全てより全てが生じる背理と

なる故である。 

自他双方よりも生じることは無い。（何故ならば）双方（自生と他生）の過失

となる背理になる故である。 

無因よりも生じることは無い。（何故ならば）常に全てより全てが生じる背理

になる故と、一切の努力がまさしく無意味である過失となる故である。 

 

［四極辺を否定して成立した意味］ 

そのように、何故ならば、事物が生じることは一切の様相において不合理で

ある故に、「生」は無いので、「生じる」と述べることは世俗名称のみにおいて

である。 

 

結果に生の本性を否定する＞他生の否定に経証が矛盾するという反論を斥ける＞ 

［経証と矛盾するという反論を挙げる］ 

言う。「『諸事物は自らより生じること無く、このように、芽そのものより如
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何様に生じるのか。』と説かれたことや、『自らより生じることが無ければ、自

と他の二より生じることも正しくない。（何故ならば）一方が欠ける故である』

ということや、このように『無因より生じる』というその方向は最悪であるの

で、(自生、自他二生、無因生)それ等は先ず承認しない。『諸事物は他より生じ

ることは、無いのみである。』と固執して説いたものへ言おう。 

 

縁24は四相あり、因縁25と、 

所縁26と等無間27、 

増上28もその如くであり、 

第五の縁は有るのではない。 2 

 

『第五（の縁）は有るのではない。』というので、ある阿闍梨は、『この四縁

より他の、世俗名称として述べたそれら一切も、これらの四縁に収められた。』

と、確信している。それを良く示す為に、因等それら四縁を、諸事物を生じさ

せる縁であると示し、それら四縁より諸事物が生じるとなる。何故ならば、他

となったそれら四縁より、諸事物は生じるとなる故に、『諸事物が他より生じる

ことは、無いのみである。』ということは、よろしくない。」 

 

他生の否定に経証が矛盾するという反論を斥ける＞［経証との矛盾を斥ける］ 

説く。もし、君が他であると称した因等のそれら四縁が、諸事物より他であ

るとなったならば、諸事物は他より生じるともなろうが、それらが他であると

は不合理である。「如何様に」といえば、 

                                                   

24 縁
えん

：ものごとを生じさせる条件・補助的原因。 

25 因縁
いんねん

：一般に原因。または、ある結果の物質的・本質的な原因。 

26 所縁
しょえん

：所縁
しょえん

縁
ねん

。現前識（現前にあるものごとを概念作用なく直接知覚する知覚作用）が 

生じる条件となる認識対象。 

27 等
とう

無間
む け ん

：等
とう

無間
む け ん

縁
えん

。ある事物の直前の補助的原因。 

知覚の場合は、ただ明らかであり、ただ知るものとして生じる主要な質的原因。その知 

覚の直前（間が無い）に起こった、結果の知覚に等しい類の知覚である故に、等無間縁 

という。 

28 増上
ぞうじょう

：増上
ぞうじょう

縁
えん

。ある結果を特定の性質にあらしめる主要な補助的原因。知覚の場合は、 

特定の知覚を生じさせる力のある、主な条件。特別な増上縁と、共通の増上縁の二種が 

ある。例）「青色を知覚する眼識」が、眼識として生じる特別な増上縁は、認識対象であ 

る所縁縁の「青色」と同時にある眼根（眼の感覚器官）である。また、共通の増上縁は 

それと同時にある意根（意識としての感覚器官）である。 
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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 

 

ここで「存在する諸事物は、一つに一つが相対して他性となる」とは、例え

ば「ツェタラよりグプタは他となるが、グプタよりもツェタラは他となる」如

くであるが、種子等の諸縁が有るその期間に、芽等の諸事物は有るのではない。

それ故に、因等の諸縁が有るならば、芽等諸事物の本性は有るのではない。そ

れらの自らである事物が有るのでなければ、因等は如何様に他となろうか。そ

う見るならば、因等の諸縁は、芽等の諸事物より他性であるとは不合理である。

それ故に、他である事物は唯無いのみである故に、「諸事物は他より生じる。」

というそれは合理ではない。 

「縁等に」と「等」を用いたのは、他派の教義も確かに掌握する為である。

然れば、他に諸々の教義においても、「諸事物が生じる」とは不合理であると、

良く示したのである。 

 

ここに言う。「色形等の諸縁が有れば、識が生じるのではないか。」 

 

説く。そうではなく、諸事物のこの「生」を考察したまえ。君が「生じてい

ない識は、他となった諸縁より生じる」と主張するならば、生じていない識に、

自らである事物が何処に有ろうか。自らである事物が無ければ、他である事物

も何処にあろうか。他である事物が無ければ、芽等と同様である。 

あるいは、これは別の意味であり、諸事物の本性とは、諸縁にも有るのでは

ない。諸縁より他に有るのではない。（縁と縁の他の）双方にも有るのではない。 

「何故か？」といえば、「生じる縁」であると考察されることは全く無意味であ

る過失となる故で、このように、もし諸事物の本性が、諸縁にか、諸縁より他

にか、あるいは双方に有るとなれば、（既に存在する）有に「生」が何をしよう

か？本性として有る諸事物に「再度生じる」と考えることは、まさしく無意味

となるだろう。有るものに対して、諸縁も何をしようか？縁であると考察され

たことも、まさしく無意味となるだろう。そう見るので、 

「諸事物の本性とは、縁等に有るのではない。」 

縁等に有るのではないそれは、「我の事物」が有るのではない。（何故ならば）

それ等（縁）より他に、全く考察対象として無い故である。 

「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。」 
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他である事物が無ければ、誰が「諸事物は他より生ずる」と言うことが適お

うか。 

 

章の著述を説く＞生じさせるものに縁の本性を否定する＞縁の本性を共通に否定する＞行為するものの面から縁であ

ると分別することを否定する＞［生じる行為を成させる理由によって縁であると分別することを否定する］ 

ここに言う。「『諸事物は自他等より生ずる』というこれが、我等に何をしよ

うか。このように、眼等は識が生じる縁である。それも、如何様にといえば、

ここで『生じる』行為とは、『生じさせる』と『生じる』と『起こる』であり、

主要には識におかれる。識は『生じる』のである。このように、眼等は識が『生

じる』行為を成立させるものであり、成立させるものである故に縁である。 

例えば、『炊かれる』行為とは『煮る』と『炊けた』であり、主に御飯におか

れる。御飯は『炊かれる』ものであるが、人と器と水と火と炉等、それぞれの

行為をするもの等は、その『炊く』行為を成立させる諸縁であると見られる如

くである。」 

 

ここに説く。 

 

行為は縁を具えるのではない。 

 

ここで、君達の或る者が「眼等は識が生じる行為を成立させるものである故

に、識の縁であるが、まさしくそれも識に入る。」と言うことは、行為が考察さ

れたならば不合理であるので、眼等がそれを成立させるものであると、何処で

なろうか。 

 

もし「如何様に」といえば。 

 

その為に説く。ここで「生じる」行為は、生じていない識に当たるのか？生

じた識に当たるとなるか？と問えば。 

そこで先ず、生じていない（識）には当たらない。（何故ならば）住（留まる

こと）が無い故である。このように、「生じる」行為とは、識という拠所に入る

が、拠所が無いものには入らないので、その生じていない識も無いのであるが、

それが無ければ、その「生じる」行為に、住（留まること）が有ると何処でな

ろうか。 

生じた識にも「生じる」行為は当たらない。何故かといえば、識は既に生じ

た故である。このように、既に生じたものに、再度「生じる」は無い。 
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そこでこう、『生じつつある識に〈生じる〉行為が有る』と思えば。 

 

それも適さない。何故かといえば、「生じた」と「生じていない」以外に、「生

じつつある」は無い故である。「生じる」と「生じていない」の二つに、「生じ

る」行為が当たらないことは既に示したので、それ故に「生じる」行為は無い。

これにより、「炊く」行為も斥ける。そう見るので、縁を具えた行為とは不合理

である。 

 

そこでこう、『縁を具えぬ行為が有る』と思えば。 

 

説く。 

 

縁を具えぬ行為は無い。 

 

このように、縁を具えぬ行為は無い。もし有るとなれば、常に一切より一切

のものが生じるとなろう。そう見るならば、一切の努めはまさしく無意味とな

るので、それも主張せず、それ故に、縁を具えぬ行為も不合理である。 

 

ここで言う。「先ず、諸縁は有る。それ等が有るので、事物が成立する。それ

が成立したので、『生じる』が成立する。」 

 

説く。 

 

行為を具えぬものは縁ではない。 

 

そこに行為が無いそれ等は、縁ではない。如何様にといえば、眼等は生じる

行為を成立させるので識の縁となるけれど、その「生じる行為」が不合理であ

るとは、前述で既に良く示した。それ(生じる行為）は無い故に、それ（生じる

行為）を成立させるものが有ると、何処でなろうか。それを成立させるものが

無い故に、眼等は生じる行為の縁ではない。生じる行為の縁でなければ、如何

様に縁となろうか。仮に、そうなるならば、一切が一切のものの縁となるだろ

う。そう見るならば、一切より一切のものが生じるとなるものであるが、その

ようにもならない。それ故に、行為を具えぬ諸物は縁ではない。 
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言う。「何。我輩が『諸縁は行為を具えない。』と言おうか？このように、諸

縁は行為を具えるのみである。」 

 

説く。 

行為を具えるか、あるいは。 4 

 

（具えるの）ではない」という場合に繋げて、諸縁は行為を具えるのではない。

行為は縁を具えるのではないことと、縁を具えない(行為)が無いことは、前述

で良く示したのみである。行為が無ければ、如何様に、諸縁が行為を具えると

なろうか。そのようであれば、何故ならば、行為を具えぬ縁も不合理であるが、

行為を具えるものも無いので、それ故に、『縁である』と妄分別することはまさ

しく無意味である。 

 

行為するものの面から縁であると分別することを否定する＞［果が生じる理由によって縁であると分別することを否

定する］ 

ここで言う。「『どの諸縁が行為を具えない。』あるいは『行為を具える。』と

いう不必要なこの思索が、何をしようか？何故ならば、一切の様相において、

因等のそれら四縁に依拠して諸事物は生じるので、それ故に、それらは事物の

縁である。」 

 

説く。何？君は空を両拳骨で殴るのか？「生じる行為が全く無いのみ－それ

(行為)は無い故に、諸縁は不合理である。」と先に示した時、「それ等に依拠し

て諸事物が生ずる」と言うそれが、如何様に言うに道理となろうか。 

また他にも、 

 

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。 

生じない限り、 

これらは縁ではない。如何様にそうではないのか。 5 

 

もし「これらに依拠して生じるので、縁である。」とそのように考えるならば、

「生じない限りは、縁ではない。」とも何故考えないのか。 

 

『何？以前縁とならなかったものが、後で縁となる』と思えば。 
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それも不合理である。何故かといえば、一切のものの縁となる背理になる故

に、それも主張しない。 

 

『如何に。縁でない諸物も、他の何かに相互関係して縁となる。然れば、一

切の縁に一切がなる背理とはならない』と思えば。 

 

それもまさしく同様である。何でもよいものに相互関係して、縁でないもの

も縁そのものになるならば、その縁そのものにも縁があるとなり、それにも同

様に考えねばならない。限りが無い過失ともなろう。もし、他であるものも、

何か他のものに相互関係して縁そのものになるならば、それも他に相互関係す

るが、それも又他に相互関係するので、限りが無い背理となるので、それも主

張しない。それ故に、諸縁は全く不合理である。 

 

縁の本性を共通に否定する＞［行為対象の面から縁であると分別することを否定する］ 

また他にも、 

 

無、あるいは有である意味においても、 

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。 6 

 

「これに依拠してこれが生ずる」というこの関係によって、「この意味の縁はこ

れである」と言うならば、「これだ。」「これだ。」というその関係も、無（い意

味）、あるいは有る意味の縁そのものであるのか？と考察すれば、「無い意味と、

有の意味の縁は、これである。」というに適わない。 

 

「如何様に。」といえば。 

 

「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。」 

無い事物（無事物）の縁であると考えるならば、「この縁は何の(縁)？」とい

うものに何と述べようか。このように「無い絨毯の縁は、因の織糸である。」と

示すことは正しくない。 

 

言う。「因の織糸より絨毯ができるので、『後に起こる』というあり方として、

『因の織糸は絨毯の縁である』と示してよい。」 
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説く。何？君は生まれていない子の過ちで、子の母を引き立てようとするの

か？「無い事物の縁とは不合理である。」と言って、縁が不合理なので事物が生

じることを否定しながら、君は、未来の事物は生じるので、縁そのものは証成

させられるとしている。 

「何処かで、時々にでも、生じることが無い事物に、無ければ何の縁と 

なろうか。」 

というこれが、近くある時、後に生じるだろうその事物に相対して、君の縁が

成立するとなることが何処にあろうか。そう見るので、それは凡々である。 

 

そこでこう『有るものの縁となろう』と思えば。 

 

説く。 

「有るならば縁が何をしようか。」 

有る事物に、縁は不合理である。このように、有においても、縁が何をしよ

うか－「成立して有る絨毯の縁は、因の織糸である。」と示すことは正しくない。 

 

言う。「我輩は『生じたものにも縁の行為が有る』とは言わない。しかしなが

ら、『有る絨毯の縁は因の織糸である』と名称を付けるので、その絨毯の縁は因

の織糸である。」 

 

説く。何？君は己の妻を娶らず、息子の妻を迎えようと思うのか？有る事物

が生じる縁は不合理なので、事物が生じることを否定しながら、君は、生じた

絨毯の縁を示そうと望む。ならば、事物が生じることを証成する為により策励

したまえ。そのもとで「この縁はこれである」というそれは合理になるだろう。

そう見れば、それも凡々である。 

 

生じさせるものに縁の本性を否定する＞それぞれに否定する＞［因縁の定義を否定する］ 

ここで言う。「ここで、諸事物は定義において成立するが、『因とは、成立さ

せるものである。』と因の定義も示されたので、そのように定義が有る因は、有

る。」 

 

説く。 

 

ある時、法（現象）は有と、 
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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。 7 

 

ここで、ある法（現象）を因が成立させるとなれば、それは有か、無か、有

無の何れを成立させるのか？と問えば、一切の様相において不合理である。 

そこで先ず、有るものを成立させることはしない。（何故ならば）既に生じた

故である。このように、生じたものに再度生じることが何をしようか。仮に有

るとしても再度生じるならば、如何なる時も「生じない」とならないので、そ

れも主張しない。 

因であると示されることも不合理であり、このように、有るものに因が何を

しようか。このように先ず、有るものを成立させることはしない。 

ここで、無をも成立させることはしない。（何故ならば）無い故である。仮に

無いにもかかわらず生じるならば、兎の角でも生えてこよう。 

 

もし、「事物は因より生じる。」といえば。 

 

適わない。（何故ならば）因が不合理である故である。このように、事物が無

ければ、何の因にどうなろうか。あるいは、何をすれば、因の因そのものとな

ろうか。このように、一切において事物は無い。そこに「これは因である」、「こ

れはそうではない」というその区別の提示が有ると、何処でなろうか。そう見

るので、無も成立させることをしない。 

ここで、有無をも成立させることをしない。（何故ならば）有無の二つが一緒

に起こることは矛盾する故と、前述の過失である背理になる故である。そのよ

うであれば、有無をも成立させることしない。 

それ故に、そのように考察したならば、事物が成立したことは如何様にも不

合理であるその時、 

「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。」 

そのようであれば、「成立させるものが因」というそれは、正理ではない。 

 

それぞれに否定する＞［所縁縁の定義を否定する］ 

ここで言う。「所縁（対象）は有る。（何故ならば）識等の拠所になる故であ

る。」 
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説く。 

 

（何か）である法は所縁が、 

無いのみであると近しく示された。 

 

ここで、「所縁(対象)と共にある」とは残された言葉である。この、（何か）

である法（現象）は、対象とするのみより、所縁と共にあると近しく示された。

この、（何か）である法が対象とすることが無いのみより、君は「所縁（対象）

と共にある自らの心」と述べる。 

「如何様に」といえば、ここで「所縁と共にある」とは「所縁が有る」とい

う主旨である。存在する法（現象である識）は、所縁と共にあるとなるが、無

は（所縁と共にあると）ならない。所縁（対象）と共にある以前には、対象と

することが無いので、それは所縁が無いのである。 

このように、例えば、宝が有るものは、宝と共にある－「宝持ち」という。

何かが有るならば宝と共にあるとなるが、無ければ（そう）ならない。宝と共

にある以前に宝は無いので、それは「宝無きもの」である如くである。 

それ故に所縁無きのみであるこの法（現象）について、君の妄分別が所縁と

共にあると考えるのだ。それに吾輩が説こう。 

 

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。 8 

 

「そのように」という言葉は問いである。「何処でなろうか」とは理由を示し

た－そのように法（現象）は対象にすることが無いと成立したならば、何故に

意味の無い所縁について考察するのか？ 

 

言う。「教義を理解していないまさしく君だけが誤って考えるが、我輩は『所

縁が有るとは、所縁と共にある－宝と共にある如くである』とは言わない。そ

の意味はこれである。法（現象）が成立したとは、ある基盤において成立させ

るもの、それがその所縁であり、然れば、『それは所縁と共にある』と示す。」 

 

説く。それは合理ではない。それについても説こう。 

「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。」 

そのように法（現象である識）は対象とすることが無い。有でなく、顕現し
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て成立していなければ、所縁（対象）が有ることが道理であると、何処でなろ

うか。「法の所縁」というそれも、顕現して成立していないのみである。顕現し

て成立しておらず、無いそれに、所縁が有ると何処でなろうか。所縁が無けれ

ば、如何様に対象としたことによって法（現象である識）を成立させようか。

それ故に、所縁も有るのではないが、法も所縁と共にあるのではないのみであ

る。 

 

それぞれに否定する＞［等無間縁の定義を否定する］ 

ここで言う。「他の事物が『滅したばかり』とは、他の事物が生じる縁である。

それは『等無間』といい、それは有る。」 

 

説く。 

 

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 

 

そこで根本論書の下の二行を「滅したならば、縁も何ものであろうか。それ

故に等無間は正理ではない。」と入れ替えて見たまえ。 

「も」という言葉は、ここで、「生じていない」に関わると見たまえ。それも、

「生じていない」という言葉に関わって、「滅したならば、縁も何ものであろう

か。生じていない（ものの）縁は何ものであろうか。」と繋げる。その二つは、

韻文を繋げる為に、順序通りとはしなかった。 

「他の事物が『滅したばかり』とは、他の事物が生じる縁である」と言った

ことは不合理である。何故かといえば、このように、 

「諸法（現象）が生じたのでなければ、滅は合理にはならない。滅した 

ならば縁も何ものであろうか。」 

「滅」とは｢無｣であり、そこでもし、芽が生じる以前に種子が滅すとなれば、

種子は(既に)滅した－無ければ、生じるだろうものであるその芽の縁も何であ

ろうか。あるいは、種子が滅す縁も何ものであろうか。 

種子が(既に)滅した－無くとも、如何様に芽が生じる縁となろうか。生じて

いない芽の縁に、｢種子が滅す｣が如何様になろうか。 

そう見るので、種子が滅してから芽が生じると考えれば、その二つとも無因

となる背理になり、無因であるとは主張しない。 
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言う。｢仮に、芽が生じたばかりに種子が滅すとなれば、そう見るとしても等

無間は成立する。（何故ならば）このように、芽が生じたばかりに種子が滅す縁

となる故である。｣ 

 

説く。それも合理ではない。何故かといえば、生じたとしても縁であると如

何様になろうか。もし芽が生じ、芽が生じる行為が極まった時に種子が滅すと

なれば、その滅す縁も何であるとなろうか。芽が生じる縁も何であるとなろう

か。それ故に、そう見ても、その二つ共が前述の如く無因である背理となるだ

ろう。 

 

『如何に。種子が滅しつつある時に芽が生じるので、然れば無因の過失とは

ならない』と思えば。 

 

それも正理ではない。何故かといえば、滅すもの(種子)と生じるもの(芽)、

その二つ共も有るのではない。(種子は)滅されない故と、(芽は）既に生じた故

である。二つの事物が(同時に)有るならば、等無間縁そのものに如何様になろ

うか。｢生じる｣と｢滅す｣の二つが同時であると考えても、等無間とは不合理で

ある。（何故ならば）同時である故である。 

「それ故に等無間は正理ではない。」 

そのように、何故ならば、一切の様相において考察したならば、等無間とは

不合理である。それ故に「等無間の縁が有る。」と言ったことは不合理である。 

 

あるいはこれは、他の意味である。ここで、諸事物が「生じていない」とい

うそれは、前述で既に証成した。それ故に｢諸事物は生じることが無い｣と成立

させて、説く。 

「諸法が生じたのでなければ、滅は合理にはならない。」 

諸事物は生じたのではなく、無ければ、｢滅す｣は合理とはならない。無にお

いて何が滅すとなろうか。 

「それ故に等無間は正理ではない。」 

そのように、何故ならば、事物が滅すこと自体が不合理である故に、等無間

は正理ではない。 

ここで、｢滅す｣と考えても等無間は正理ではない。如何様にといえば、 

「滅したならば縁も何ものであろうか。」 

生じたとしても、縁であると如何様になろうか。その意味は、既に解説した。 
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それぞれに否定する＞［増上縁の定義を否定する］ 

ここで言う。「増上性は有る。所有するものである事物とは増上性であり、そ

れも要約すれば、何かが有れば何かが起こり、何かが無ければ何かが起こらな

い。それは、まさしくその増上である。」 

 

説く。 

 

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 

 

ここで、諸事物の本性がまさしく無いことは、前述でも全く示し、以降でも

詳細に示す。それ故に、それが良く確立して、「本性が無い諸事物の」と説かれ

た。そのように、何故ならば「本性が無い諸事物によって有る」といわれる「有

る事物」は不合理である故に、何かが有るなら、「これが有るので」と述べるこ

とができる「まさしくその事物」は、無い。 

「これが有るので」というものがここに無ければ、「これが起こる」というそ

れが合理であると何処でなろうか。「これが有るので、これが起こる」というも

のがここで不合理ならば、何かの増上そのものであると何がなろうか。それ故

に、増上性も不合理である。 

 

生じさせるものに縁の本性を否定する＞共通に否定する別の方法を示す＞ 

［結果が起こる理由によって縁に本性が有ることを否定する］ 

ここで言う。「『縁の諸事物はこのように成立させる。』というそれは、勿論言

うことはできないが、しかしながら諸縁は有るのみである。何故かといえば、

それらより果が生じる故である。ここに、種子等の諸縁より芽等の結果が生じ

ると見て、それ故に、それらより結果が生じると見て『果の縁とはこれらであ

る。』と知る。」 

 

説く。 

 

諸縁のそれぞれと、集合より、 

その果はまさしく無い。 
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諸縁に無いもの、 

それが縁より如何様に生じようか。 11 

 

「まさしく」という言葉は、「のみ」という意味である。「それぞれにも無い

のみであるが、集まったものらにも無いのみである。」という。君が縁を良く証

明する為に、「結果が生じる」と示したこと自体が不合理であれば、縁が成立す

ると何処でなろうか。 

 

「如何様に」といえば。 

 

何故ならば、諸縁それぞれと集合に、その結果はまさしく無である故であり、

諸縁のそれぞれと集合にまさしく無いものであるそれが、如何様にそれらより

生じるとなろうか。結果が生じることが無ければ、君の縁が成立すると何処で

なろうか。 

 

そこでこう、『諸縁より結果が有るのみである』と思うならば。 

 

そう見ても、縁は合理ではない。このように「有」に対して縁による行為は

無い。（何故ならば）「既に生じたもの」は、再度生じさせる必要がない故であ

る。 

また他にも、もし、諸縁にその結果が有るとなれば、複数の縁の結果である

ものは、それぞれの縁に完全に有るのか？あるいは一部分が有ることになる

か？と問えば。 

そこで先ず、もしそれぞれに完全に有ると考察したならば、複数の縁にはな

らない。それぞれにも（完全に）有る故に、相互関係せず、それぞれよりも（完

全な）結果が生じる背理になるだろう。 

仮に、諸縁に結果の部分が有ると考察したならば、そう見ても、相互関係せ

ずに（縁）それぞれより結果の部分が（それぞれ）生じる背理となるので、そ

れも主張しない。それ故に、諸縁のそれぞれと集合に、その結果が有ることは

不合理である。 

 

『如何に。諸縁に結果は無くとも、諸縁より生じる。結果が生じることに相

関して我輩の縁は良く成立する。』と思えば。 

 

それに説こう。 
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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。 12 

 

ここで、存在する結果より、縁と縁ではないものの区別となれば、その結果

も、縁と縁ではないものに無い。それらに無いながら、もし諸縁より結果が生

じるならば、諸々の縁でないものよりも何故生じないのか。このように、諸々

の縁と縁でないものに、結果が無いと等しいにも拘らず、「諸縁よりは結果が生

じるが、諸々の縁でないものよりは生じない」というそれは、思い付きのみに

過ぎない。それ故に、結果が生じるとは不合理であり、結果が生じることが無

ければ、縁が成立すると、何処でなろうか。 

 

共通に否定する別の方法を示す＞［結果が縁である・なしの本性として成立したことを否定する］ 

ここで言う。「『諸縁に結果が有る（ものより生じる）』や、『（結果が）無い諸

縁より生じる』とは言わない。『結果とは、諸縁より変化した縁の我性が、縁よ

り起こったのだ。』と言う。そう見れば、絨毯とは、因の経糸より変化したもの

が、因の経糸の我性より起こったので、因の経糸は絨毯の縁である。」 

 

説く。 

 

果は縁より起こったのである。 

諸縁は自らより起こったのではない。 

自生起ではないものより、如何なる果があろうか。 

それは、如何様に縁より起こったのか。 13 

 

縁より変化した結果は、縁の我性より起こったのではないと考察すれば、そ

れらの縁は、自らより変化したのではなく、自体が良く成立したのではなく、

自体が我性ではなく、自らより起こったのではなく、自性が無いのである。 

自らより変化したのではない、自体が良く成立したのではない、自らの我性

ではない、自らより起こったものではない、自性が無いそれらの縁より結果が

起こったと考えるならば、如何様に縁より起こったと思い込んだのか。 

このように、もし因の経糸はそれ自体が良く成立したならば、自らより起こ

ったともなるので、然れば「絨毯は因の経糸より起こった」というそれも合理
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になるものであるが、諸因はそれ自体が良く成立しておらず、自らより起こっ

たものではなく、自性が無く－諸因より変化した、諸因の我性であり、因より

起こったのである時、「絨毯は因の経糸より起こった。」というそれが、如何様

に合理となろうか。 

阿闍梨聖提婆も、 

「絨毯が因より成立したのであれば、因も他より成立したのである。何 

かに、自らよりの成立が無いもの、それによって、他は如何様に生じさ 

せられようか。」29 

と説かれた。 

そのように、何故ならば、諸縁はそれ自体が良く成立しておらず、自らより

起こったのではなく、自性が無い。それ故に、縁より起こったのではない。結

果は縁より起こったのではない。 

 

そこでこう、『結果は縁でないものより起こった』と思えば。 

 

説く。 

 

（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。 

 

絨毯が因の経糸より起こったとは不合理である時、「絨毯はただ計画より起こ

った。」という世間と反したこれが、如何様に合理となろうか。それ故に、結果

が縁でないものより起こったことも無い。 

 

共通に否定する別の方法を示す＞［縁と縁でないものの確定した本性を否定する］ 

言う。「諸縁は有るのみである。何故かといえば、縁と縁でないものは確かな

故である。ここで、縁と縁でないものの確定が見られる。諸々の穀物より穀物

油だけが抽出されるが、バターは抽出されない。ヨーグルトよりはバターのみ

が抽出されるが、穀物油は抽出されない。砂粒からは、その双方が抽出されな

い。 

このように、何故ならば『これらはこの縁である。』『これらはこの縁ではな

                                                   
29 「絨毯･･･ようか。」：『四百論』第 14 章 13 偈。 

「瓶は因より成立したとなり、因は他より成立したとなれば、自らより成立したことが 

無いものにおいて、それが他を如何に生じさせようか。」（パツァブ訳） 
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い。』というそれが有るので、それ故に、縁は成立する。」 

 

説く。 

 

・・・・・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。 14 

 

ここで、君が「穀物油等の結果が起こる・起らないが、縁と縁でないものを

確定する因（理由）である」と言ったこと（に対して）は、「結果が生じること

は不合理である。」と前述で既に示した。その結果が無ければ、「これらはこの

縁ではない。」「これらはこの縁である。」というそれが、合理であると何処でな

ろうか。結果に相互関係してその二つに変化するならば、その結果も無い。結

果が無いので、縁でないものと縁とに、何処でなろうか。 

そう見るので、結果も合理ではないが、縁と縁でないものも無い。結果と、

縁と、縁でないものは無い故に、「生じる」と述べることは、ただ世俗名称のみ

であると成立した。 

 

因果の行為と行為するものを考察して法に本性を否定する＞［章の名を示す］ 

「縁を考察する」という第一章である。 
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（第二章） 

 

二無我を要約して示す＞行き来の行為と行為するものを考察して人（プトガラ）に本性を否定する＞章の著述を説く＞

詳細に説く＞業と行為者において、行為をそれぞれに否定する＞業を考察して否定する＞ 

［三つの道において行為を共通に否定する］ 

言う。「君が『生じる』は無いというこの正理を、（教えに）後続して良く示

したので、我が心に、空性について聴聞することは素晴らしく、精髄を持つも

のであると思わしめたが、如何様に世間の現前である「行き来」が不合理であ

るのかを、更に述べたまえ。」 

 

説く。 

 

先ず、過ぎた（道）を行くことは無く、 

過ぎていない（道）をも行くことは無い。 

 

ここで、もし行くことが有るとなれば、それは過ぎた（道）においてか？過

ぎていない（道）に有るとなるか？と問えば。 

そこで先ず、過ぎた（道）を行くことはない。（何故ならば）行く行為は、既

に過去である故である。過ぎていない（道）をも行くことはない。（何故ならば）

行く行為を始めていない故である。 

 

言う。「それはその通りだ。過ぎた（道）と過ぎていない（道）を行くことは、

勿論無いだろう。しかし、歩む（道）に『行く』は有る。」 

 

説く。 

 

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 

 

過ぎた（道）と過ぎていない（道）以外に、歩む（道）とは何があろうか。

知るとはならないだろう。如何様にといえば、このように「知るとはならない

だろう。」とは、「認識されるものとして無いので」といい、「合理ではない。」

という主旨である。そのように、何故ならば、過ぎた（道）と過ぎていない（道）

以外に歩む（道）は認識されるものとして無いのみ－不合理であるそれ故に、

無いのみであるので、「行く（行為）」は無い。 
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業を考察して否定する＞「歩く」において行為を特別に否定する＞［対論者を置く］ 

言う。「歩むのみであり、それに『行く（行為）』は有る。如何様にといえば、 

 

何処か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 

 

ここで、君の『行く（行為）が無い理由』として、既に過ぎた『行く行為』

と、始めていない『行く行為』を示した故に、 

『何処かへ動くことがそこへ行くことであり、』 

というこれが挙げられるだろう。それも、或るものの歩みにその動作が認めら

れれば、である。『或る者』とは、『行く者』という主旨である。そのように、

何故ならば動作は『過ぎた（道）』には無く、『過ぎていない（道）』にも無いが、

『歩む（道）』には有る故に、動作が有るそこに、『行く（行為）』は有る。その

ように『行く（行為）』が有るので、『歩む』に『行く（行為）』は有る。」 

 

「歩く」において行為を特別に否定する＞それを否定する正理＞ 

［対象を表す言葉と行為を表す言葉において、一方に意味があればもう一方に意味が欠如する］ 

説く。 

 

「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。 3 

 

ここで君は、「行く（行為）」を具えるので「歩む」であると主張するが、「そ

こに『行く（行為）』がある。」と言うならば、ここに行く行為はただ一つしか

ない。しかしそれは「歩む」というそれに良く付随しているので、それ故に「行

く」というそれは行く行為とは離れたことによって、「行く（行為）」が無いと

いう背理になる。それも不合理であり、このように「行く（行為）」無く、如何

様に行くとなろうか。そこで、「行く」というそれが行く行為と離れたことによ

って不合理となる時、「歩む」に「行く（行為）」が有ると如何様に合理となろ

うか。 

 

また他にも、説く。 
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某の主張では「歩む」に「行く」が有るという。 

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」を理解する故である。 4 

 

某の考察において『その過失となってはいけない。』と思い、（「歩む（道）を

行く」という言葉のうち）「行く」というそれが「行く（行為）」を具えるので

「行く」であると思惟する。それにも「行く（行為）」は「行く」というそれに

当てはめるので、「歩む」には「行く（行為）」が無く、「行く（行為）」と離れ

た、村や街のようになる背理となる。例えば「村は行く」という如く、「歩む」

も（「歩むが行く」となる）背理となるので、それも主張しない。それ故に、「『歩

む』に『行く』が有る。」ということは、如何様にも不合理である。 

 

それを否定する正理＞［両方に意味があれば、途方もない背理となる］ 

『何。その過失になってはいけない。』と思い、『〈行く〉というそれと〈歩む〉

というその二つとも、〈行く（行為）〉を具える』と思えば。 

 

それにはこの過失が有り、説く。 

 

「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。 

その「歩み」というそれと、 

それを行くというものである。 5 

 

「行く（行為）」を具える「歩む」を、「行く」であると考察すれば、「行く（行

為）」が二つになる背理となる。「行く（行為）」を具えるので「歩む」となるも

のと、「それを行く」という、第二番目の「行く（行為）」と考えられるもので

ある。「行く（行為）」が二つであるとは主張しないので、それ故に、それも不

合理である。 

 

それに、他のこの過失も有り、説く。 

 

「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、 
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「行く」は合理とはならない故に。 6 

 

「行く（行為）」が二つになる背理となれば、「行く者」も二人になる背理とな

る。「何故か」といえば、 

「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。」 

何故ならば、「行く者」が有れば「行く（行為）」も有るが、「行く者」を捨て

去れば「行く（行為）」も無い故に、「行く（行為）」が二つになる背理となれば、

「行く者」も二人になる背理となるので、それも主張しない。それ故に、その

ように多くの過失が有るので、「歩む」に「行く（行為）」はまさしく無いので

ある。 

何故ならば、過ぎた（道）と、過ぎていない（道）と、歩む（道）において

「行く（行為）」は不合理である故に、「行く」は無いのみである。 

 

業と行為者において、行為をそれぞれに否定する＞行為者を考察して否定する＞ 

［行く者が行く（行為）の拠所として有ることを否定する］ 

ここで言う。「過ぎた（道）と、過ぎていない（道）と、歩む（道）に『行く

（行為）』は不合理であったとしようが、『行く者』に依拠した『行く（行為）』

はまさしく有る。（何故ならば）このように、『行く者』に『行く（行為）』を認

める故である。」 

 

説く。 

もし、行く者が無くなれば、 

「行く」は合理ではなくなる。 

 

「行く者」が無くなれば、「行く（行為）」が合理とならないとは、既に前述

した。 

もし、「行く者」が無くなれば「行く（行為）」が合理とならないならば、「行

く者」に依拠して「行く者」に当たる、その「行く（行為）」とは何であるか。 

 

言う。「『行く者』に当たる、『行く者』より別となった他の『行く（行為）』

が有るとは言わない。このように、『〈行く（行為）〉であるものを具えるので〈行

く者〉となる、それが有る。』と言うのだ。」 

 

これに説く。 

「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。 7 
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もし、拠所が僅かにも無い「行く（行為）」が良く成立したとなれば、それを

「行く者」か「行く者でない者」が具えるかとも問われようが、拠所の無い別

となった「行く（行為）」は何も無い。然れば、別として成立した「行く（行為）」

が無いところに、君が主張する「『行く（行為）』を具えるので『行く者』とな

る」ことがまさしく有ると、何処でなろうか。「行く者」が無いとしても、誰の

「行く（行為）」となろうか。然れば、「行く（行為）」は無い。 

 

行為者を考察して否定する＞［三種の人において、行く（行為）を一般的に否定する］ 

言う。「この戯論が何をしようか。『何かに相互関係して行く。』というそれが、

『行く（行為）』なのだ。」 

 

これに説く。もし、「行く者」というまさしくそれが良く成立したとなれば、

然れば「行く（行為）」も良く成立するとなろうが、それは良く成立しないので、

「行く（行為）」が良く成立すると、何処でなろうか。 

 

「如何様に」といえば。 

 

ここで一つの「行く（行為）」が有れば、「行く者」か「行く者でない者」の

何れが行くのか？と問えば、これに説く。 

 

先ず、行く者は行かず、 

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。 8 

 

然れば、「行く。」というまさしくそれは成立しない。「何故に」といえば、不

合理である故である。 

 

行為者を考察して否定する＞［行く者に行く行為を個別に否定する］ 

「如何様に」といえば。 

 

先ず、「行く者が行く。」とは、 

如何様に合理であるとなろうか。 

「行く」が無ければ、行く者は 

如何なる時も、合理とはならない。 9 
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ここで「行く者が行く。」という言葉において、一つだけ有るその「行く行為」

は、「行く。」というその言葉に該当するので、然れば「行く者」は「行く（行

為）」と離れ、グプタとツェトラの如くただの名称のみとなった背理となるので、

それも主張しない。それ故に、「行く（行為）」が無ければ「行く者」は如何な

る時も合理にはならい時、「行く者が行く。」というそれは、如何にまさしく合

理であるとなろうか。 

また他にも、説く。 

 

或る説では、「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 

 

或る説においては、『その過失となってはいけない。』と思い、『〈行く者〉は

〈行く（行為）〉を具えるので〈行く者〉である』と思い、そこでも「行く者」

というそれに行く行為を該当させたので、「行く」の無い「行く者」である背理

となる。（何故ならば）「行く者」が「行く」であると主張する故に、「『行くこ

と無く行く。』という背理になるだろう。」という主旨である。それは不合理で

あり、「行く。」というそれは「行く（行為）」が無いと、如何様になろうか。 

 

『何と。その過失となってはいけない。』と思い、「『行く者』というものと、

『行く。』というその二つとも、『行く（行為）』を具える。」といえば。 

 

それにもこの過失があり、説く。 

 

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 

 

「行く（行為）」を具えた「行く者」を、「行く」であると考察したならば、「行

く（行為）」が二つになる背理となる。或る「行く（行為）」を具えることで「行

く者」と顕現されるものと、それが行くことに相応して「行く。」となるもので

ある。「行く（行為）」が二つであるとは不合理であり、「行く（行為）」が二つ

になる背理となれば、前述の如く「行く者」も二人になる背理となるので、そ
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れも主張しない。そう見るので、「行く者が行く。」というそれは不合理である。 

ここで、「行く者でない者」も行かない。「行く者が行く。」というそれが不合

理である時、「『行く（行為）』と離れた、行く者ではない者も、行く。」という

それが、如何様に合理であるとなろうか。そう見れば、「行く者でない者」も行

かない。 

 

そこでこう、『行く者であり行く者でない者が、行く』と思えば。 

 

説く。「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。」 

行く者と行く者ではない者より他の第三の者、「行く者であり行く者ではない

者である何者かが、行く。」ということが合理であるとは、何だ。そう見れば、

無いのみであるので、行く者であり行く者ではない者も行かない。 

そのように、「行く者と、行く者ではない者と、行く者であり行く者ではない

者が行く。」ということは不合理である故に、「行く。」というそれは全く成立し

ない。「行く。」というそれが無ければ、「行く（行為）」が良く成立すると、何

処でなろうか。 

 

ここで言う。「『行く者と、行く者であり行く者でない者が行く。』ということ

は不合理であったとしても、『グプタは行く。』『ツェトラは行く。』というそこ

に、『行く。』とは合理である。」 

 

説く。それによって、何も言ったことにはならない。グプタに依拠したなら

ば、「グプタが行く者になって行くのか、あるいは行く者ではない者が行くのか、

あるいは行く者であり行く者ではない者が行くのか」というこれを、明らかに

しなかったか。そう見れば、これは凡々である。 

 

業と行為者において、行為をそれぞれに否定する＞行為が有る理由を否定する＞［最初の始まりが有ることを否定する］ 

ここで言う。「『行く（行為）』とは、有るのみである。何故かといえば、行く

行為を始めることが有る故である。ここで、『過ぎたと、過ぎていないと、歩む

に行く（行為）が有る』ということを述べることができなくなったけれど、居

ることより行くその時には、居る行為が過去となるや否や行く行為に入ること

になるので、そう見れば行為を始めることが有るので、『行く（行為）』は有る

のみである。」 

 

説く。何？君は、他の名前に変えられたので心が蒙昧となり、我が子が分か

らないのか？君はまさしくその意味を、後の心が他の言葉によって述べたのだ。
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行く行為の始めが有ると尽く考察されるそれも、過ぎた（道）か、過ぎていな

い（道）か、歩む（道）に有るのか？と問えば、それに対して、まさしく前述

した理由によって説く。 

 

過ぎた（道）に「行く」の始めは無く、 

 

何故かといえば、行く行為は既に過ぎてしまった故である。 

 

過ぎていない（道）にも「行く」の始めは無い。 

 

何故かといえば、行く行為を始めていない故である。 

 

歩む（道）に始めが有るのでなければ、 

 

何故かといえば、「歩む」が無い故と、「行く（行為）」が二つになる背理となる

故と、「行く者」が二人になる背理となる故である。 

 

何処で「行く」を始めようか。 12 

 

という返答を、ここでしたまえ。そう見るので、「行く（行為）」の始めは無い。

始めが無ければ、「行く（行為）」が有ると、何処でなろうか。 

 

行為が有る理由を否定する＞［行く所である道が有ることを否定する］ 

ここで言う。「『行く（行為）』とは有るのみである。何故かといえば、『歩む』

と『過ぎた』と『過ぎていない』は有る故であり、何故ならば『行く（行為）』

を具える為に『歩む』というのであるが、『行く（行為）』が完遂したならば『過

ぎた』という。行く行為が過ぎていないことに相互関係して『過ぎていない』

というので、そう見れば『歩む』と『過ぎた』と『過ぎていない』は有る故に、

『行く（行為）』は有る。」 

 

説く。何？君はこの虚空で起き上がろうとして揺さぶるのか？ある時、 

 

「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。 
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ここで、「行く（行為）」を始める以前に居るとなれば、ある所で「行く（行

為）」を始めるとなる「歩む（道の様相）」も無く、「過ぎた（道の様相）」も無

い。「行く（行為）」の始めが無ければ、「歩む」が「行く（行為）」を具えると、

何処でなろうか。「行く（行為）」を具えることが無ければ、完遂した「行く（行

為）」が有るとも、何処でなろうか。 

 

ここで言う。「『過ぎていない（道の様相）』は有る。そこで『行く（行為）』

を始めるとなる。」 

 

説く。 

 

過ぎていない（道）を行くことが何処にあろうか。 13 

 

ここに居り、動かさないものは「過ぎていない」－それにおいて、始めは無

い。動かす時に、ある機会において動かすことは「過ぎていない」ではない。

その時、過ぎていない機会であるそこに、動かすことは無い。そう見れば、「過

ぎていない（道の様相）」において「行く（行為）」の始めが何処にあろうか。 

そのように考察したならば、 

 

「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 

 

そのように、一切の様相によって尽く考察したならば、「行く（行為）」の始

めがまさしく現れない時、「君の『過ぎた』も何であるか？『歩む』も何である

か？その『過ぎていない』も何であるか？」と、尽く考察したまえ。 

 

言う。「先ず、『過ぎていない』は有る。」 

 

説く。何？君は子供が生まれていないのに、（その子供が）死ぬことを苦しむ

のか？君は「過ぎた」が無くして「過ぎていない」を考察している。このよう

に、「過ぎた」に対応するものは「過ぎていない」であるならば、そこでもし、

「過ぎた」そのものが無ければ、君の「過ぎていない」が有ると何処でなろう

か。 
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行為が有る理由を否定する＞［行く（行為の）対処が有ることを否定する］ 

言う。「もし、対処が無いので『過ぎた』が無いならば、では『行く（行為）』

を成立させよう。何故にといえば、合致しないものが有る故であり、このよう

に『行く（行為）』に合致しない『居る』が有り、然れば、不合致が有る故に『行

く（行為）』は有るのみである。」 

 

説く。もし「居る」が有るならば「行く（行為）」も有るとなるのか？と問え

ば、「居る」は不合理であるので、「行く（行為）」が有ると何処でなろうか。 

 

「如何様に」といえば。 

 

ここでもし「居る」が有るとなれば、「行く者」の（居る）か？「行く者では

ない者」の（居る）であるか？と問えば、そこで、 

 

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 

 

そう見るので、｢居る｣は無いのみである。何故かといえば、不合理である故

である。 

 

「如何様に」といえば。 

 

説く。 

 

先ず、「行く者が居る。」とは、 

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。 16 

 

ここで、「行く（行為）」を具えるので「行く者」となるので、「行く（行為）」

が無ければ、「行く者」であるとはまさしく不合理である。「行く（行為）」を止

めることを「居る」というならば、「行く」と「居る」という合致しない二つが

一つ（の基体）に一緒に存在することは無い。それ故に、そのように先ず、「行

く者が居る。」というそれが、如何様に合理となろうか。 
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そこで、「行く者でない者」も居らず、何故かといえば、「行く（行為）」が無

い故である。ここで、「行く（行為）」を止めることを「居る」というならば、「行

く者でない者」とは「行く（行為）」と離れた故にまさしく「居る」であるので、

そこで再び「居る」が何をしようか。その「居る」において、再び居ると考察

すれば、「居る」が二つになる背理となることと、「居る者」も二人になる背理

となるので、それ故に「行く者でない者」も居ない。 

 

そこでこう、『行く者であり行く者でない者が、居る』と思惟すれば。 

 

説く。 

「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。」 

「行く者」と「行く者でない者」より他の第三番目である「『行く者であり行

く者でない者』が居る。」と考察したそれは、何であろうか。そう見るので、無

いのみである故に、「行く者であり行く者でない者」も居ない。 

 

行為が有る理由を否定する＞［最後の止まることを否定する］ 

また他にも、「行く（行為）」を止めることを「居る」というならば、その「居

る」も、「歩む」より（止まるの）か？「過ぎた」より（止まるの）か？過ぎて

いない」より止まるとなるのか？と問えば、そこで、 

 

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。 

 

「歩む」より居ることにはならない。何故かといえば、このように「行く（行

為）」を具える故に「歩む」であるが、「行く（行為）」を止めることが「居る」

であるので、「居る」と「行く」の合致しないその二つが、一つ（の基体）には

あり得ないので、それ故に先ず、「歩む」より止まるとはならない。 

ここで、「過ぎた」と「過ぎていない」よりも居るとはならず、何故かといえ

ば、「行く（行為）」が無い故である。このように「行く（行為）」を止めること

が「居る」であれば、「行く（行為）」とは、「過ぎた」と「過ぎていない」に無

く、「行く（行為）」が無ければ、「行く」が止まることが何処にあろうか。「行

く」が止まることが無ければ、「居る」は何処にあろうか。そう見るので、「過

ぎた」と「過ぎていない」よりも止まるとはならない。 
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行為が有る理由を否定する＞［留まる理由を否定する］ 

 

「行く」と、「入る」と、 

「止まる」も、「行く」に等しい。 17 

 

斯くも「『行く者』は居ない。（何故ならば）『居る』と『行く』の二つは合致

しない故である。」と説かれた如く、「居る者」も行かない。（何故ならば）「居

る」と「行く」の二つは合致しない故である。 

斯くも「『行く者でない者』は居ない。（何故ならば）『居る（行為）』が二つ

になる背理となる故である。」と説かれた如く、「居る者でない者」も行かない。

（何故ならば）「行く（行為）」が二つになる背理となる故である。 

斯くも「『行く者であり行く者でない者』は居ない。（何故ならば）あり得な

い故である。」と説かれた如く、「居る者であり居る者でない者」も行かない。（何

故ならば）あり得ない故である。そのように先ず、「『行く者』の居る」と、「『居

る者』の行く」は等しいのである。 

ここで、斯くも「『行く（行為）』の始めは『過ぎた（道）』と、『過ぎていな

い（道）』と、『歩む（道）』において不合理である。」と説かれた如く、「居る（行

為）」に入ることも、「居た」と、「居ていない」と、「居る」において不合理で

あり、そう見れば、「行く（行為）」の始めと「居る（行為）」に入ることは等し

いのである。 

ここで、斯くも「行く（行為）」の停止が、「『過ぎた（道）』と、『過ぎていな

い（道）』と、『歩む（道）』より止まることはない」と説かれた如く、「居る（行

為）」の停止についても、居たところより行かない。（何故ならば）「行く（行為）」

が無い故である。居ていないところよりも行かない。（何故ならば）「行く（行

為）」が無い故である。居るところよりも行かない。（何故ならば）「居る」と「行

く」の二つは合致しない故である。そのようであれば、「行く（行為）」の停止

と、「居る（行為）」の停止は等しいのである。 

 

業と行為者において、行為をそれぞれに否定する＞行為を考察して否定する＞ 

［「行く者」と「行く（行為）」において、同一か別かと考察して否定する］ 

ここで言う。「『行く（行為）と、入る（行為）と、止まる（行為）は、過ぎ

た（道）と、過ぎていない（道）と、歩む（道）に有る。』ということや、『行

く者と、行く者でない者と、それより他の者に有る。』ということに対して、述

べられなくなったとしても、ツェトラが歩みを進めることを見て、『ツェトラで

ある行く者』となるので、それ故に、『行く者』と『行く（行為）』は有る。」 
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説く。先ず、「述べられなくなったとしても」とは、困苦の言葉である。しか

しながら、それを見て『行く者であるツェトラ』と思う、ツェトラの「歩み」

を進めることにおいて、「歩みを進める」とツェトラはまさしく同一となるか？

あるいはまさしく他となるか？と問えば、そこで、 

 

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。 18 

 

「如何様に」といえば、 

 

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（行為）」であるまさしくそれが「行く者」であるとなれば、そ

う見ると、行為者と行為もまさしく同一である背理となるだろう。それは不合

理である。行為者であるまさしくそれが、行為であると如何様になろうか。 

 

『何と。その過失になってはいけない。』と思い、「行為者と行為の二つは、

まさしく他である。」といえば。 

 

それに説こう。 

 

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 

 

もし、行為者と行為の二つがまさしく同一であるという過失が見られるので、

行為者と行為はまさしく他であると尽く考察するならば、そう見れば、「行く者」

より別となった、拠所の無い「行く（行為）」が自らより良く成立したとなるこ

とと、拠所の無い「行く（行為）」が自らより良く成立したとなれば、「行く者」

も「行く（行為）」と離れ相互関係せず、自らより良く成立したとなるものであ
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るが、その二つの何れも不合理である。「行く者」無くしての「行く（行為）」

や、「行く（行為）」無くして「行く者」であると、如何様になろうか。 

 

ここで言う。「何？君は殺し屋自身に力を与えるのか？吾輩は、行為者と行為

の二つは別であると成立したことは無い故に、まさしく他であるとも主張しな

い。しかし、『行為者』は（行為と）別である故にまさしく同一であるとも主張

しないので、それ故に、その二つとも無くとも、その二つは成立する。」 

 

説く。吾輩は、殺し屋自身に力を与えることは無いけれど、まさしく君は腕

を伸ばして、大変な苦労をして手招きし、息を切らせながら幻の川を泳ぎ渡ろ

うとするのか？君は、まさしくそれ（自）か他以外の、無い方向に有るという

心で留まっている。 

 

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 

 

もし、行為者と行為の二つが、まさしく同一か他として成立したことが無け

れば、その二つ以外に他の如何なる様相によって、その二つが成立したことが

有るかを、更に述べたまえ。そう見れば、それはただの考察にすぎない。 

 

行為を考察して否定する＞［「行く者」とする行為に、第二の行為の有無を考察して否定する］ 

ここで言う。「世間に顕かなこの意味を隠しながら押さえつけることを、どう

してできようか？『その存在が無いので、行く者ではない。』や、『それに相互

関係して、この者は行く者である。』というそれが『行く（行為）』であるが、

それもまた、『行く者』という。」 

 

説く。何。君は子供が欲しくて両性者に近づくのか？君は「行く者」が無い

ものを「行く者」であると考えている。このように、去る一所が有るならば「行

く者」であると考察されることも疑い得るが、「行く者」であると考察しても去

る所が不合理となるその時、この何の役にも立たない詳細な考察によって、何

をするのか。 

去る所が如何様に不合理であるのかといえば、それは「過ぎた」でもなく、「過

ぎていない」でもないが、 
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「歩む（道）を知るとはならない。」1 

と既に示した。それらだけのこととしてそれは行くので「行く者」であるのか？

と問えば、それは行かないので、それ故に、「行く者」であると考察したことは

無意味である。 

 

ここで言う。「『行く者』なので、『行く』そのものが行く。例えば『言説者達

の誰かが、言葉を言う。』『行為をする。』というが如くである。」 

 

説く。「行く者」の「行く」について考察するとしても、その「行く」によっ

てその「行く者」であると顕かにする「行く」そのもの（が行くの）か？それ

より他のものが行くのか？と問えば、（その）二つとも見られない。如何様にと

いえば、 

 

或る「行く」の行く者であると顕かになる、 

その「行く」は、行くのではない。 

 

 

或る「行く」を具えれば、「行く者であるツェトラ」と顕かなその「行く」は、

その「行く者」を行かせるのではない。何故かといえば、 

 

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 

 

何故ならば、或る「行く（行為）」によって「行く者」であると顕かなこの「行

く（行為）」の以前とは、行く以前であり、その以前には「行く者」は無い。そ

れを具えるのみの理由で「行く者」と述べられるのであり、何かが何処かへ、

例えば村や街のように別になったので行くとなるのだけれど、「行く者」になっ

てから、行くことになるその「行く（行為）」は、「行く者」から「村」や「街」

のように別になったことは無い。そのように先ず、或る「行く（行為）」によっ

て「行く者」であると顕かになるその「行く（行為）」は、「行く者」を行かせ

るのではない。 

 

そこでこう、『それより他のものが行く』と思えば。 

 

説く。 

                                                   
1 「歩む…ない。」：『根本中論』第 2 章 1 偈 4 行目。 
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或る「行く」によって、行く者であると顕かになる、 

それより他のものが行くのではない。 

 

或る「行く（行為）」を具えるならば「行く者であるツェトラ」と顕かにする、

それより他の「行く（行為）」も、その「行く者」を行かせるのではない。何故

かといえば、 

 

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 

 

何故ならば、一人だけの「行く者」に、それによって「行く者」と顕かにす

る（行く行為）と、「行く者」になってから行くことになる（行く行為）の、二

つの「行く（行為）」は不合理である故に、それより他の「行く（行為）」も、「行

く者」を行かせるのではない。 

然れば、「言葉を言う。」「行為をする。」というものにも、返答したのである。 

 

ここで言う。「『行く者』の去る所である村や街等は有るのではないのか？」 

 

説く。それについては、既に返答した。村や街に依拠して、それは村へ「過

ぎた（ところ）」に「行く（行為）」が有るのか？「過ぎていない（ところ）」に

「行く（行為）」が有るのか？「歩む（ところ）」に「行く（行為）」が有るのか？

と既に思索したので、それ故に、それも凡々である。 

 

詳細に説く＞［業と行為者において、行為を共通に否定する］ 

また他にも、 

 

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 
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「行く者であるとなった」とは、「行く（行為）」を具える「行く者」である。

「そうではないとなった者も」とは、「行く（行為）」と離れた「行く者」であ

る。「そうであり、そうではないとなった者も」とは、「行く（行為）」を具える

のでもあり、「行く（行為）」と離れるのでもある「行く者」である。「行く」2と

は、「行かれる所」という主旨である。「三様相を」とは、「過ぎた（道）を」と、

「過ぎていない（道）を」と、「歩む（道）を」である。それ故に、そのように、

正しく導かれた知恵によって尽く考察したならば、「行く者であるとなった者」

は三様相の行かれるもの（道）を行くことをしないが、「行く者ではないとなっ

た者」も三様相の行かれるもの（道）を行くことをせず、「行く者であり行く者

ではないとなった者」も三様相の行かれるもの（道）を行くことをしない、 

 

章の著述を説く＞［まとめ］ 

それ故に、「行く（行為）」と「行く者」と「行かれるもの（道）」は無い。 

諸々の行為の中で行く行為が主要であるので、行く行為を尽く考察し、斯様

に「行く（行為）」は不合理であると良く論証するが如く、一切の行為も不合理

であると成立した。 

 

行き来の行為と行為するものを考察して人（プトガラ）に本性を否定する＞［章の名を示す］ 

「『過ぎた』と『過ぎていない』と『歩む』を考察する」という、第二章であ

る。 

                                                   
2 「行く」：『根本中論』第 2 章 24 偈 4 行目「三様相の『行く』を、…」の「行く」。 
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（第三章） 

 

 

『根本中論』の註釈、『ブッダパーリタ』第二巻 

 

本義＞詳細に説く＞法とプトガラをそれぞれに分けて説く＞法の無我を説く＞三法（現象）の無我を説く＞處（六根六

境）に法我を否定する＞章の著述を説く＞［対論者を置く］ 

ここに言う。「君が『行く（行為）』は不合理であると（教法に）続いて良く

示したので、我が心に、空性について聴聞することを喜ばしめた。それ故に、

ここで自らの教義に依拠した幾つかのことを、続いて良く示すことは正しい。」 

 

説く。そのようにしよう。 

 

言う。 

 

「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 

 

「それら『視る（もの）』等は六根1であると示されたが、それらの享受対象とは、

まさしく色形等の（それら）六つであると示された。そこで、色形を視ること

をするので『視る』と示されたが、残りも各々の対象を捉えることによって示

された。 

事物が無ければ、『色形を視ることをするので、視るものである』と述べるこ

とは不合理である。このように、無によって如何様に視るとなろうか。仮に視

るならば、兎の角も亀の毛等に変化するものであるが、それは不合理であるの

で、それ故に諸々の處2（六根と六境3）は有る。」 

 

それを批判する＞「視る」の三法（現象）が本性として成立することを否定する＞その正理を他にも適用する＞視る行

為者を否定する＞視る行為対象と行為を否定する＞眼が視る行為者であることを否定する＞我か識が視る行為者である

ことを否定する＞自らを視ないという理由によって否定する＞［理由を挙げる］ 

                                                   
1 六根：「根」は感覚器官。眼・耳・鼻・舌・身体の五感に関わる感覚器官と、意識と関わ

る意の感覚器官。 

2 處
しょ

：十二處。六根と六境を合わせて十二。心的作用が生じ増幅する十二の門。あるいは認

識主体・客体の面から知覚が客体に対して生じ、増長する十二の拠所。 
3 六境：六の感覚器官の六の対象。色形・音声・香・味・触感・法（現象）。 
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説く。もし、「色形を視ることをするので視るものである。」というそれが合

理であるならば、諸々の處が有るとになるものであるが、それは不合理である。

何故かといえば、このように、 

 

「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。 2 

 

ここで、諸事物の自性とは、自らの我性を見るならば、それを具えることに

よって他の我性をも認識することになる。例えば、水に湿潤が見えれば、それ

を具えるので地にも（水気）を認めたり、火に熱を見れば、それを具えるので

水にも（火性を）認めたり、ニクズクの花にまさしく良い香りが見えれば、そ

れを具えるので衣にも（ニクズクの香水を）認めるようなものである。自らの

我性に現れない事物であるものが、他の我性を如何様に認識するとなろうか。

このように、ニクズクの花にまさしく強い香りが見られていなければ、衣にも

認識するとはならないようにである。それ故に、もし「視る（もの）」が自らの

我性を視ることをするならば、然れば「色形を視ることをするので、視る（も

の）。」というそれが道理となるものであるが、「視る（もの）」は自らの我性を

視ることをしない。自らの我性を視ることをしないものが、如何様に他を視る

ことをしようか？然れば、「色形を視ることをするので『視る（もの）』である。」

というそれは合理ではない。 

阿闍梨聖提婆も、 

「全ての事物の本性は、最初に自らに現れることになろうが、眼そのものを 

も眼（自体）が、何故認識しないのか？」4 

と説かれた。 

 

自らを視ないという理由によって否定する＞［不確定因を斥ける］ 

言う。「火の如く『視る（もの）』等は成立する－例えば、火とは焼くもので

あるけれど、他を焼くものであるが、自らの我性を焼くものではない。その如

く、『視る（もの）』も視るものであるけれど、まさしく他を視るものであり、

自らの我性を視るものではない。」 

 

説く。 

 

                                                   
4 「全て･･･しないのか？」：『四百論』第 13 章 16 偈 2 行目～同 17 偈 1 行目。 
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「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。 

 

「できない。」とは、不可であることと、「することができない。」という主旨

であり、君によって、視るものが良く成立させられる為に火の例が挙げられた

ことでは、視るものを良く成立させることはできない。何故かといえば、ここ

で、「薪が焼かれる。」と言いはするけれども、薪より火は個別に無い故であり、

然れば火とは、自らの我性はまさしく焼くものであるが、他を焼くものではな

い。 

 

『仮に、まさしく他ではないとしても、薪とは焼かれるものである。火とは

焼くものである。』と考えるならば。 

 

吾輩も「薪とは焼くものである。」「火とは焼かれるものである。」と言い得よ

う。 

あるいは、特別な理由を示し述べなければならない。阿闍梨聖提婆も、 

「火によって熱そのものが焼かれ－熱においてである。（熱は）如何様に 

焼かれようか。然れば、薪というものは無い。それ以外に火も無い。」5 

と説かれた。そう見るので、火の例によって（証成が）可能になるのではない。 

 

ここで或る者は、『火は、自他の我性を照らすことをする。』と思い、「それに

よっても批判することはできない。火とは、斯様に自と他の二つの我性を照ら

すことをする如く、自他の二つの我性を焼くものでもある類である。しかしな

がら、まさしく他を焼くものであり、自らの我性を焼くものではない。｣といえ

ば。 

 

そのようであるとしても、火が如何様に他を焼くことをするのか。「（火は）

自らの我性を焼くことをせぬが如く、視るものも他を視るが、自らの我性を視

ることをしない。」というそれが、如何様に適おうか。「火が自と他の二つの我

性を照らすことをする如く、視るものも、もし視るならば自と他の二つの我性

を視ることをする。」というようにも、何故ならないのか。「我自身が我自身を

視る。」とも言うが、その如く、世間において言説者達は「我自身が我自身を捉

                                                   
5 「火が･･･無い。」：『四百論』第 14 章 16 偈旧訳。「熱において」の部分で否定語が欠落。

『正理の海（ツォンカパ著）』引用の旧訳においては、「熱でないものを」と記される。 

新訳（パツァブ訳）では「熱は火そのものとなり、熱でないものが如何様に焼かれよう

か。然れば、薪というものは、有るのではない。それが無ければ、火は有るのではない。」 
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える。」とも言うので、それ故に、自らの我性に当てはまる言葉によって、「視

る（もの）」が良く成立させられる為に、火の例で（証成すること）はできない。 

 

また他にも、 

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 

 

「視ると共に」とは、「視るものと共に」である。何といえば、火の例であり、

「例と視るもののその二つに、等しく既に返答した。」という主旨である。何に

よって返答したのかといえば、「過ぎた」と「過ぎていない」と「歩む」によっ

てであり、「『過ぎた』と『過ぎていない』と『歩む』が考察されて、『過ぎた（道）』

をも行くことはなく、『過ぎていない（道）』をも無く、『歩む（道）』にも行く

ことはない。」と説かれた如く、火によっても、「焼いた（もの）」をも焼かず、

「焼かれていない（もの）」をも焼かない。視るものも「視た（もの）」をも視

ることをせず、「視られていない（もの）」をも視ることをせず、「視る（もの）」

をも視ることをしない。そのように、火も焼かないが、視るものも視ることを

しなければ、何が何の例となろうか。それ故にも、「視る」が良く成立させられ

る為に、火の例によって為すことはできない。 

 

自らを視ないという理由によって否定する＞［意味を要約する］ 

また他にも、 

 

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 

 

このように、君が「色形を視ることをするので、視るものである。」と言った

ことは、行為者に行為の縁（条件）を述べて、視ることをするので、視るもの

である。それ故に、まさしく視るならば視るものであるが、視なければ視るも

のではない。それ故に、まさしく視るならば視るものであるが、視なければ視

るものではない時、「視ることをするので視るものである。」と言うことが、如

何様に正しいとなろうか－ここに「何かによって視ることをする。」という言葉

が正しいとなる、第二の視る行為が何処にあろうか。仮に、ここに第二の視る

行為が無いにも拘らず、良く（第二の視る行為が有ると）考察するならば、そ

う見るとしても、視るものが二つになる背理となり、視る者も二人となる背理
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となるので、それは主張しない。そう見るので、「色形を視ることをするので、

視るものである。」というそれは、不合理である。 

 

 

眼が視る行為者であることを否定する＞［視る行為と関係する・しないを考察して否定する］ 

『何と。不合理である二つの行為として背理になる過失となってはならない。』

と思い「まさしく視るものが視る行為を具える故に、視ることをするので、視

るものである。」といえば。 

 

それに説く。 

 

「視る」は、「視る」そのものではなく、 

 

「視るものが、まさしく視ることをする。」とそのように考えれば、それも正

しくない。そうはなく、「視ることをする。」というそれに、視る行為は無い故

である。 

 

その者がそこでこう思い、『その過失となってはならないので、〈視ることを

する。〉というまさしくそれが、視る行為を具える』と思惟すれば。 

 

それに説く。 

 

「視る」でないものは、まさしく視ない。 

 

そう見ても、視る行為と離れた視るものは、視るものではなくなるだろう。

そこで、「視るものでないものが、如何様に視ることをするのか？」といい、適

わない。このように、視るものでないものが如何様に視るものとなろうか。仮

に（如何しても）視るならば、指の先でも視るものとなるであろうが、（指先は）

視ない。そう見るので、「視るものでないものが、視ることをする。」というそ

れも適わない。 

 

視る行為者を否定する＞［我か識6が視る行為者であることを否定する］ 

言う。「この行為の縁とは、行為するものについて述べたのであり、行為者に

                                                   

6 識
しき

：知覚の主体的な部分。五感に関係する識と意識で、六識ある。ここでは主に意識。 

殆どの仏教学説は意識を我の主な拠所とする。 

十二縁起中、第三縁起の識は、意味の範囲が異なる。 
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ついてではない。従って、これによって視ることをするので、視るものであり、

『何が視ることをするのか。』といえば、視る者である。」 

 

説く。 

 

「視る」そのものによって、視る者も、 

説明されたと知りたまえ。 5 

 

ここで、 

「『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。」7 

等によって「視る（もの）が視ることをする」というそれを既に排斥した。「視

る（もの）」が斥けられたまさしくそれによって、視る者もまさしく斥けられた

と知りたまえ。何故かといえば、ここで他の意味は僅かにも言われていない。「眼

はまさしく視る者である。」ということを手放して、「我が視る者である。」と言

ったのみに尽きる故である。そこでは「視る（もの）」を視る者であると考える

か、我を視る者であると考えても構わない－斥ける諸々の理由は等しい。 

ここで、他にこの過失も有り、視る者が「視る（もの）」によって視ることを

するならば、三つの「視る」になる背理となるだろう。 

 

言う。「『視る（もの）が視ることをする』、あるいは『視る者が視ることをす

る。』と言うこれが、吾輩に何をしようか。『有る』とは、壺や絨毯等の存在す

る視られる対象を、何かが視ることをする、その『視る（もの）』が、有る。」 

 

説く。何、君は道案内無く荒野に迷うのか。君は視る者無くして「視られる

対象」と「視る（もの）」が有ると主張している。 

 

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 

 

ここで、「まさしく視る（もの）であれば視る者であり、視なければそうでは

ない。」と先に示した故に、「視る（もの）」を具える故に視る者であるので、「視

る者が視ることをする。」というそれは不合理である。第二の視る行為は無い故

                                                   
7 「視るもの…ようか。」：『根本中論』第 3 章 2 偈。 



48 

ブッダパーリタ［第 3 章］ 

 

である。そのように先ず、「視る」を捨てていなければ、視る者ではないので、

視る者は無い。 

ここで、視る者でないものもまさしく視ることをしない。（何故ならば）「視

る行為と離れる故である。」と示した如く、「視る」を捨てたとしても、視る者

は無い。 

 

「視る」の三法（現象）が本性として成立することを否定する＞［視る行為対象と行為を否定する］ 

そこで、「視る（もの）」を捨てても捨てていなくても構わないが、視る者が

無ければ、君の「視られる対象」と「視る（もの）」が有ると、何処でなろうか。

このように、何かが視ることによって「視られる対象」であるならば、その「視

ることをするもの」は無い。それが無ければ、何によって視るとなろうか。視

なければ、「視られる対象」であると如何様になろうか。 

「或る者が、何かによって視ることをするもの」が、その「視る（もの）」で

あるならば、その「何かによって視ることをするもの」は無い。それが無けれ

ば、何の（所有する）「視る（もの）」になろうか。そう考えるので、視る者が

無ければ、「視られる対象」と「視る（もの）」はまさしく不合理である。それ

故に、諸々の處は有るのではない。 

 

言う。「諸々の處はまさしく有るのである。何故かといえば、識が有る故であ

る。このように、識が諸事物を認識することは有る。それが有る故に、諸々の

處も有る。」 

 

説く。 

 

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 

 

「視る者が無ければ『視られる対象』」と『視る（もの）』は不合理である。」

と説いた時、拠所無くして識が如何様に有るとなろうか。このように、「視られ

る対象」より他の何が様相として知られるとなろうか。「視る（もの）」が無け

れば、識は相互関係することなく如何様に有るとなろうか。仮に（有ると）な

れば、盲目者にも（眼識が）有るとなるものであるが、そうはならない。そう

考えれば、「視られる対象」と「視る（もの）」が無ければ、拠所無く識が有る

ことは不合理である。 
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識が無ければ、触が何処にあろうか。触が無ければ、受が何処にあろうか。

受が無ければ、愛が何処にあろうか。その如く、近取と有と、生と老死等も、

有ると何処でなろうか8。然れば、諸々の處はまさしく有るのではない。 

斯くも世尊も、 

「そこで、声聞聖者は（こう考える）。 

眼識の対象である、過去と未来と現在起こったこれらの色形であるもの 

について、まさしく恒常か、まさしく堅固安定か、真如か、他ではない 

真如か、誤りの無い真如は何も無いけれど、その幻は有る。幻となした 

それは有る。心を蒙昧とするそれは有り、その者は『どうでもよいもの 

が有る。』と思い、そのようにそれぞれに考える。」 

と説かれた。 

 

それを批判する＞［その正理を他にも適用する］ 

言う。「君が先ず、『視る（もの）』を否定したけれど、『聴く（もの）』等は否

定していないので、然れば、『聴く（もの）』等は有る故に、諸事物は有る。」 

 

説く。 

 

「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 

 

それら「聴く（もの）」等は、まさしく解説されたと知りたまえ。 

 

「何によって解説したのか。」といえば。 

 

まさしく「視る（もの）」によってであり、「視る（もの）」が一切の様相にお

いて尽く考察されたならば不合理であるが如く、聴くもの等も（不合理である

と）知りたまえ。視る者が不合理であるが如く、聴く者等も（不合理であると）

知りたまえ。「視られる対象」は斥られけたが如く、「聴かれる対象」等も（斥

けられたと）知りたまえ。 

そう考えれば、諸々の處も空性であると成立したと、知りたまえ。 

 

                                                   
8 識が…なろうか：十二縁起に関わる背理。十二縁起とは、輪廻に生を受ける十二段階。 

無明・行・識・名色・六処・触・受・愛・取・有・生・老死。 
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處（六根六境）に法我を否定する＞［章の名を示す］ 

「處を考察する」という第三章である。 
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（第四章） 

 

三法（現象）の無我を説く＞蘊に法我を否定する＞章の著述を説く＞色蘊が本性として有ることを否定する＞ 

［他の意味として有るものに因果を否定する］ 

ここに言う。「ここで、色（物質）等の五蘊1を示された。『それらは苦しみで

ある。』と説かれ、苦しみの聖者の真実であると説かれた。聖者の真実であるそ

れが、無いと如何様になろうか。然れば、諸蘊は有る。」 

 

説く。 

 

物質の因に結ばれず、 

物質を認識するとはならない。 

 

ここで、四大2は物質の因であると示された。物質は、それらの結果であると

示されたけれど、四大に結ばれておらず、それら四大より他の意味となった「物

質」という結果は、何も無い。そう見れば、物質とは不合理である。 

 

言う。「先ず、諸々の構成要素（大）は有る。それに因が有る故に、結果も有

るので、物質もまさしく良く成立したのである。」 

 

説く。 

 

物質というものに結ばれず、 

物質の因も現れない。 1 

 

物質に結ばれずとも、「これが物質の因である。」というものは、まさしく現

れない。物質とは不合理であると既に述べ、そのように物質は不合理である故

に、物質の因も不合理である。 

 

言う。「ここで、君は因に依拠して結果を斥け、結果に依拠して因を斥けるの

                                                   

1 五蘊
ご う ん

：「蘊」とは「集積」の意味。輪廻に生まれる時に具わる、物質や知覚・心理作用等

の集まり。人間には五蘊
ご う ん

が具わる。 

五蘊とは色蘊
しきうん

（物質の集積）・受蘊
じゅうん

（感受作用の集積）・想蘊
そううん

（識別作用の集積）・行蘊
ぎょううん

（人 

の心と体に属する、他の四蘊以外のものの集積。行動や受・想以外の心理作用等もこれ 

に含まれる。）・識蘊
しきうん

（知覚作用のうち主体となる知覚の集積）の五つ。 
2 四大：地水火風の四つの基本構成要素。 
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で、そこで何かに依拠して他の何かを斥けるものは、先ず有る。それが有れば、

他も良く成立するとなるだろう。」 

 

説く。「他はまさしく有る。」と、述べることはできない。何故かといえば、

このように、 

 

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、因が斥けられても結果が有るならば、その時、無因を持つものとなる。

如何なる意味であろうとも無因を持つものは見られず、何処にも示されていな

い。（何故ならば）常に一切より一切が起こる背理となる故と、一切の努めがま

さしく無意味である背理となる故である。その如く、 

 

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 

 

もし、結果が斥けられても因が有るならば、その因は結果が無いものである

背理となる。無果を持つ因は無い。（何故ならば）「これはこれのものである。」

という世俗名称も不合理である故と、一切の因は一切である背理となる故であ

り、そう見れば物質の諸因もまさしく不合理であるが、物質も結果であるとは

不合理である。 

 

色蘊が本性として有ることを否定する＞［有無と似不似に因果を否定する］ 

また他にも、 

 

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 

 

ここで、物質の因は何であるかと考察されれば、有る物質について考察する
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のか？あるいは無い物質について考察するのか？と問えば。 

有る物質においては物質の因は不合理であり、無いものにも不合理である。

そこで先ず、有るものにおいて不合理であり、このように、（既に）有るものに

対して因が何をしようか。仮に、有るものに対しても因の働きが有るとなれば、

如何なる時も働かないことはなくなる。それも主張せず、そう見るので、有る

物質において、物質の因は不合理である。 

無い物質においても、物質の因は不合理であり、このように、物質が無けれ

ばそれは何の因となろうか。そう見るので、無い物質においても物質の因は不

合理である。 

それは、「縁を否定する」（第一章）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い。」3 

と、既に良く示してはあるけれども、再度ここでも場合に適うので示した。 

 

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。 

 

因が示されない突如とした物質は、まさしく合理に適わない－まさしく適す

るものではない。何故かといえば、常に一切物が起こる背理になる故と、一切

の努めが無意味である過失となる故である。「然れば、無因を持つという方向は

下等であるのみの故に、まさしく理に適わず－まさしく適正ではない。」と、再々

確認して説かれた。 

 

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 

 

何故ならば、物質の因に結ばれず物質は捉えられるとならないことや、有る

物質と無い物質についても物質の因は不合理であることや、無因の物質はまさ

しく理に適わず、まさしく適正ではない故に、君のような賢者の本性を持つ、

真如を了解しようと欲する者は、如何なる物質についての分別をも考察しない

ことが正しい。このように拠所の無いものを思うことが、如何様に正しいとな

ろうか。 

 

また他にも、 

因に似た果という 

ものは合理ではなく、 

                                                   
3 「無、･･･ない。」：『根本中論』第 1 章 6 偈。 
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因に似ていない果という 

ものも合理ではない。 6 

 

結果と因であると考察すれば、因に似た結果か？（因に）似ていない（結果）

か？と問えば。 

そこで「因に似た結果」とは、その方向においては、物質は諸々の大（基本

構成要素）の結果としてまさしく不合理である。「因に似ていない結果」という

方向においても、物質は諸々の大（基本構成要素）の結果としてまさしく不合

理である。 

如何様にといえば、ここで諸々の大（基本構成要素）とは、硬と、湿と、熱

と、動の自性であると示したけれど、それら大（基本構成要素）の性質は物質

に認められるものとして無い。このように、地は硬さそのもの、水は湿潤その

もの、火は熱そのもの、風は動そのものであると認められるので、それ故に、

そのように因に似た結果も無いけれど、因に似ていないものも無い故に、「物質

は結果である。」ということはまさしく不合理である。 

 

章の著述を説く＞［その正理を他に適用する］ 

 

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 

 

受と、想と、行と、識のそれらも、色（物質）がまさしく不合理であること

から、不合理であるという次第に等しい。大（基本構成要素）に結ばれておら

ず物質は無いが如く、触に結ばれておらず受は無いが、物質に結ばれておらず

物質の因は無いが如く、受に結ばれておらずとも触は無い。そのように世尊も、 

「楽を経験することになる触に依拠して、楽の受（感受作用）が生じる。」 

と説かれた。残りについてもその如くに当てはめて、そう見るので「諸蘊は有

る。」ということはまさしく不合理である。世尊も、 

「この幻は、幼子を欺くものである。」 

と説かれた。そのようにも、 

「色（物質）とは水泡が浮上するに似ている。受は水中の気泡に等しい。 

想は逃げ水に似ており、諸行は浮き木の如くである。識は幻のようであ 

ると、太陽の友が御言葉を賜れた。」 

とも説かれた。 
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諸蘊は、その一部である色（物質）がまさしく不合理であることによって不

合理であるという次第は等しいだけではなく、一切の法（現象）も、物質がま

さしく不合理であることによって、不合理であるという次第は等しい。 

 

章の著述を説く＞［論争や説明する際に、返答をする仕方］ 

そのように、何故ならば、一切の法（現象）は、物質がまさしく不合理であ

ることによって不合理であるという次第が等しい故に、 

 

空性を題にして論争した時、 

誰かが返答し語るならば、 

彼によって、一切が返答されたのではない。 

主張命題と等しくなる。 8 

 

空性について論争し、派生が起こって全くの議論になった時、誰かが空性で

はない論法で返答し語ることをする時、それら一切は返答されたのではない。

何故かといえば、主張命題と等しくなる故と、こうして、例えば、「一切の事物

は自性が欠如する。」と命題を主張すれば、例を示す為に「絨毯は自性が欠如す

る」と論証する時、誰かが「先ず、因である織糸は有る。」ということは、主張

命題と等しいものである。まさしく理由であるものによって「絨毯は自性が欠

如する」と示すこと自体が、因である織糸が空性であると良く論証するもので

もあるので、それ故に「因である織糸等は空性ではない」と示すことは、主張

命題である絨毯と等しいのである。 

その如く、法の一時性を知る者達は、『善法の自性とは善である。』と思い、『残

りの諸物もその如く確認する。』と思い、それらについて語れば、諸々の善法も

縁起生である故に自性は無いので、それも主張命題と等しい。主張命題と等し

い故に、返答されたのではない。 

阿闍梨聖提婆も、 

「一つの事物を視る者、その者は全ての視察者であると説く。一主体の 

空性であるものは、まさしくそれが全ての空性である。」4 

と説かれた。 

 

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、 

                                                   

4 「一つの…である。」：『四百論』第 8 章 16 偈。旧訳？ 

「一つの事物の視察者である、その者は全ての視察者であると説く。一主体の空性であ 

るもの、それは全ての空性である。」新訳（パツァブ訳）。 
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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 

 

空性である事物はまさしく無自性であると解説した時、空性ではない論法に

よって過失を捏造し言及する誰かのそれら一切（の言説）も、ただ前述の如く

主張命題と等しい故に、過失が付けられたのではない。それはただ同じ意味で

はあるけれど、他の場合の部分においても示した。 

この二偈は、全章の範囲に関わると視るべきである。（何故ならば）一切（の

章）において成立した故である。 

 

蘊に法我を否定する＞［章の名を示す］ 

「蘊を考察する」という第四章である。 
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（第五章） 

 

三法（現象）の無我を説く＞界（元素）に法我を否定する＞章の著述を説く＞六元素が本性として成立したことを否定

する＞虚空の元素が本性として成立したことを否定する＞虚空の元素において性相と名相を否定する＞事相を否定する

＞性相が当てはまることを否定する＞［前後を考察して性相が当てはまることを否定する］ 

ここに言う。「これらは六元素も示した。それらのそれぞれの性相1も示した。

そこで、虚空の性相とは『遮らない』であると示し、事物2が無ければ性相が示

されたことも正しくないので、そう見れば、性相がある故に虚空は有る。虚空

がある如く、残りの諸元素も自らの性相がある故に、有る。」 

 

説く。虚空の性相は、不合理である。何故かといえば、このように、 

 

虚空の性相（定義）の以前に、 

虚空は僅かにも有るのではない。 

 

もし、虚空の性相の以前に、「虚空」というものが僅かに有るならば、それに

「この虚空の性相とはこれである。」と、性相が示されることも適うけれど、虚

空の性相の以前に虚空は無い。虚空が無ければ、「虚空の性相」というそれが、

如何様に合理となろうか。仮に『虚空の性相の以前に、虚空は有る。』と、その

ように考えれば、そう見れば、 

 

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 

 

ここで言う。「性相の無いものは有る。」 

 

（それに）説く。 

 

性相の無い事物とは、 

何も、何処かに、有るのではない。 

 

「も」という語は、「まさしく」という意味であり、性相の無い事物とは、ま

さしく何も有るのではなく、如何なる経説にも示されていない。ならば今、 

 

                                                   
1 性相：定義。これに対して被定義項（定義されるもの）を名相という。 
2 事相：性相・名相がその上に成立している、拠所となる例。 



58 

ブッダパーリタ［第 5章］ 

 

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。 2 

 

それは示されるに適う。 

 

性相が当てはまることを否定する＞［性相の有無を考察して性相が当てはまることを否定する］ 

このように、 

 

性相の無いものに、性相は、 

当てはまらない。 

 

そのように、何故ならば、性相が無い事物は何も有るのではない故に、性相

の無い事物が無ければ、それは、拠所の無いものに性相が当てはまることは不

合理である。 

 

『ならば、性相と共にある事物に性相が当てはまることになる。』と思えば。 

 

説く。 

 

性相と共にあるものに（当てはまるの）ではない。 

 

性相と共にある事物においても、性相が当てはまることは不合理である。（何

故ならば）必要が無い故である。自らの性相と共に良く成立した事物において

も、性相が何をしようか。そう見れば、無限になる背理となり、それは何時で

も性相と共にあるのではないとはならず、常に性相が当てはまる背理となるだ

ろう。それも主張せず、そう見るので、性相と共にある事物にも、性相が当て

はまることは不合理である。 

 

そこでこう、『性相と共にあるものと、性相が無いものより他に当てはまる』

と思えば。 

 

説く。 

 

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 
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何故かといえば、あり得ない故であり、もし性相と共にあれば、性相が無い

のではないが、仮に性相が無ければ、性相と共にあるのではないので、それ故

に、「性相と共にあり、性相が無い」というそれは、否定として合わないもので

あり、そう考えればあり得ないのみである故に、「性相と共にあり、性相が無い」

他にも、性相が当てはまるとは不合理である。 

 

事相を否定する＞［それによって事相を否定したと示す］ 

 

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。 

 

性相が当てはまるのでないならば、性相の拠所（事相）も合理にはならず、

このように、君が性相を具えることから元素が良く成立すると示したけれど、

性相を具えるそれも、性相が当てはまらない故に不合理である。それ（性相が

当てはまること）が無ければ、君の、性相の拠所（事相）は、何によって成立

するに合理となろうか。 

 

虚空の元素において性相と名相を否定する＞［性相を否定する］ 

言う。「それは先ず、性相とは有り、性相が有るので、性相の拠所（事相）も

良く成立するとなる。」 

 

説く。 

 

事相が合理でないならば、 

性相も有るのではない。 4 

 

ここで、性相の拠所（事相）に依拠して性相となるが、その性相の拠所（事

相）も不合理である。性相の拠所（事相）が無ければ、拠所が無い性相が如何

様に合理となろうか。そう見るので、性相もまさしく有るのではない。 

 

虚空の元素において性相と名相を否定する＞［まとめ］ 

 

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。 

 

そのように、何故ならば、一切の様相において考察したならば、性相が当て
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はまるとは不合理である故に、性相の拠所（事相）は有るのではない。何故な

らば、性相の拠所（事相）が有るのではない故に、無いものの性相も、まさし

く有るのではない。 

 

虚空の元素が本性として成立したことを否定する＞事物として・無事物として成立することを否定する＞［本義］ 

言う。「『これは性相の拠所（事相）である。』『これは性相である。』と述べる

ことはできないであろうが、しかしながら、先ず、事物は有る。」 

 

説く。 

 

事相と性相以外の 

事物も有るのではない。 5 

 

もし、何らかの事物が有るとなれば、性相の拠所（事相）か？性相の何れと

なるか？と問えば、性相の拠所（事相）でもないが性相でもないものは、まさ

しく有るのではない故に、性相の拠所（事相）と性相以外の事物は何ものもま

さしく有るのではない。 

 

言う。「事物はまさしく有る。何故かといえば、無事物が有る故である。ここ

で君達の誰かが、『性相の拠所（事相）と性相は無い。』というそれは、事物に

相互関係しているのであり、それ故に『何かの事物は無い。』と述べられるその

事物は何かが有るので、そう見るので、無事物が有る故に、事物はまさしく有

る。」 

 

説明を正しく述べよう。もし、無事物が有るならば、事物も有るとなろうが、

無事物が有るのではないので、事物が有ると何処でなろうか。如何様にといえ

ば、 

 

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。 

 

前述で、 

「事相と性相以外の、事物も有るのではない。」 

と示したので、その事物が有るのでなければ、君のその無事物は何のものであ

るかと考察される。このように、事物の事物が無くなるのか？と問えば、その

事物も有るのでなければ、その無事物は何のものであるとなろうか。そう見る
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ので、事物は無い故に、無事物も無い。 

 

事物として・無事物として成立することを否定する＞［反論を斥ける］ 

言う。「それら、何かの事物と無事物を知り、事物と無事物を分別する者は、

先ず有る。それが有るので、事物と無事物もまさしく良く成立するのである。」 

 

説く。 

 

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 

 

合致しない法（現象）とは、それらが背反する法（現象）であり、事物と無

事物の合致しない法（現象）とは、事物と無事物が合致しない法（現象）であ

る。事物と無事物の合致しない法（現象）とは何かといえば、事物でもないが

無事物でもないものである。そこで、もし何かが有るとなれば、事物である法

（現象）か？無事物である法（現象）になるか？と問えば、事物である法（現

象）でもないが、無事物である法（現象）でもないそれは、まさしく有るので

はない。事物と無事物と合致しないその法（現象）が無ければ、何ものがそれ

ら事物と無事物を知ると考えられるのか？そう見るので、事物と無事物である

と知ることも無い。 

 

虚空の元素が本性として成立したことを否定する＞［諸批判のまとめ］ 

 

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。 

 

そのように、何故ならば、考察したならば性相の拠所（事相）と性相は無く、

性相の拠所（事相）と性相以外の他の事物も無い。事物が無ければ無事物も無

い故に、虚空とは事物でもなく、無事物でもなく、性相の拠所（事相）でもな

く、性相でもない。このように、もし「虚空」という僅かな何かが有るとなれ

ば、それら四つの何れか一つとなるかと問えば、それらの四つとも無いので、

それ故に虚空は有るのではない。 
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六元素が本性として成立したことを否定する＞［その正理を残りの元素へも適用する］ 

 

・・・・・五元素である、 

他の何れもが、虚空に等しい。 7 

 

「虚空に等しい。」とは、「虚空と等しい。」であり、虚空を考察したならば事

物でもなく、無事物でもなく、性相の拠所（事相）でもなく、性相でもなく、「虚

空」とは何ものでもないが如く、それら他の地等の五元素であるものも、事物

でもなく、無事物でもなく、性相の拠所（事相）でもなく、性相でもなく、如

何なる事物も有るのではないので、それ故に諸元素も有るのではない。 

 

章の著述を説く＞［有無の辺見を叱責する］ 

言う。「ここで、仏陀世尊方が法を示されたことは、概ね蘊と界（元素）と處

に依拠している。しかし、そこでもし蘊と界（元素）と處がまさしく無いので

あれば、それらは無意味そのものとならないか？それらはまさしく無意味であ

ることが正しくなければ、どのようなものか？」 

 

説く。吾輩は蘊と界（元素）と處が、まさしく無であるとは言わないが、そ

れらが有そのものであると言うことを排除する。その二つとも過失が大きく、

このように後述においても、 

「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。」3 

と記された。世尊も、 

「カタヤナよ。この世間は二つに留まり、概ね実在と、虚無に留まる。」 

と御言葉を賜れた。 

それ故に吾輩は、縁起生であるので、実在と虚無の過失と離れ、断滅でなく

恒常ではないと（教えに）沿って良く示し、虚無であるとは言わない。そう見

るので、我々にとって、蘊と界（元素）と處に依拠した諸々の教法は、まさし

く無意味とはならない。 

 

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 

 

                                                   
3 「有る…するな。」：『根本中論』第 15章 10偈。 
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小心者は最高に深甚である縁起生を了解していないので、諸事物をまさしく

有であるか、無であるかと視て、断滅か恒常であると見解する。それによって

知恵の眼が覆われた彼らが、視られる対象が熄滅し、寂滅である涅槃を見るこ

とはない。それ故に、正しくありのままに見ていない戯論を愛好する心意を具

えた、彼らの蘊と界（元素）と處に依拠した教法は、まさしく無意味になるだ

ろう。然れば、これが勝義であるので、恐れるな。 

 

言う。「何故、虚空の元素であるものを最初に考察したのか？元素を示すに当

たり、（世尊は）第一に地の元素を示されたので、まさしく地の元素が、第一に

考察されるべきである。」 

 

説く。公認された意味によって、公認されていない意味が良く証明される－

世間は概ね、虚空を何ものでもないと信じている。このように或る言説者達は

「それら一切の戯論は、虚空である。」と言うので、『それら一切は何ものでも

ない。』と思惟する。それ故に、「残余の五元素も、虚空と等しく述べたまえ。」

と例を示す為に、虚空は空性であると成立したことを第一に示した。 

 

界（元素）に法我を否定する＞［章の名を示す］ 

「界（元素）を考察する」という第五章である。 
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（第六章） 

 

法の無我を説く＞それに我が有る理由を否定する＞依拠するものである全くの煩悩が有ることを否定する＞ 

［章の著述を説く］ 

ここに言う。「君が蘊と界と處の空性を（教法に）従って良く示したので、吾

輩は空性について聴聞をしたくなったが、それ故に、ここでは貪欲と欲す者が

考察されるに適する。」 

 

説く。そのようにしよう。 

 

言う。「ここで、それやそれに貪欲と、欲す者は捨て去られたと示された。貪

欲を熄滅させる為に、正理もまた示された。（それらが）無ければ、熄滅させる

正理をも示したことは不適であり、このように、毒蛇が害さなければ真言と薬

の働きは無い。そう見るので、貪欲と欲す者は有る。」 

 

章の著述を説く＞貪欲と欲す者が本性として有ることを否定する＞前後して起こることを否定する＞ 

［貪欲の以前に欲す者の有無を否定する］ 

説く。貪欲と欲す者はあり得ない。如何様にといえば、 

 

もし貪欲の以前に、 

貪欲の無い、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。 1 

 

もし、貪欲の以前に、貪欲の無い、貪欲より別他となった欲す者が何か有る

ならば、それに依拠して貪欲が有るとなるだろう。何故かといえば、 

「欲す者が有れば、貪欲が有ることになる。」 

このように、欲す者が有れば、貪欲も「これだ。」と合理になるだろう。欲す者

が無ければ、それは誰の貪欲になろうか－このように、拠所無いものに貪欲は

不合理であるので、それ故に、欲す者が無ければ貪欲は不合理である。 

 

言う。「欲す者が有れば、貪欲は有る。」 

 

ここに説く。 

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。 
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君の欲す者が有るとなったとしても、貪欲がまさしく有ると何処でなろうか

－このように、欲す者に対して貪欲の働きは何もない。欲す者にしなければ、

如何様に貪欲であるとなろうか。どうしてもなるならば、何もまさしく貪欲で

はないものにならないので、それは主張せず、それ故に、欲す者が有るとなっ

たとしても、貪欲は不合理である。 

 

前後して起こることを否定する＞［欲す者の以前に貪欲の有無を否定する］ 

言う。「先ず、欲す者は有る。それも貪欲が無ければ現れないので、貪欲もま

さしく良く成立したのである。」 

 

説く。 

 

欲す者についても、貪欲が、 

有るか、無いかも、次第は等しい。 2 

 

欲す者が有るかと尽く考察したならば、貪欲が有ろうとも無かろうとも－欲

す者についても貪欲が不合理であるまさしくそれと、次第は等しい。如何様に

といえば、 

「もし欲す者の以前に、欲す者の無い、貪欲が有るならば、それに依拠 

して欲す者が有る。貪欲が有れば、欲す者が有ることになる。」1 

もし、欲す者の以前に、欲す者より別他となる、欲す者の無い貪欲が何か有

るならば、それに依拠して欲す者が有ることになるだろう。何故かといえば、 

「貪欲が有れば、欲す者が有ることになる。」 

このように、貪欲が有れば欲す者も「これによって、この者は欲す。」という合

理になるだろう。貪欲が無ければ、何によってそれが欲す者になろうか。欲し

ていなければ、如何様に欲す者となろうか。もし（欲していなくとも欲す者に）

なるならば、何ものも、まさしく欲す者でないとはならないので、それは主張

しない。それ故に、貪欲が無ければ欲す者は不合理である。 

 

そこで、こう『貪欲が有れば欲す者が有る』と思えば。 

 

説く。 

「貪欲が有るとなろうとも、欲す者が有ると、何処でなろうか。」2 

                                                   
1 「もし…になる。」：『根本中論』第 6 章 1 偈の言葉を変換する。 
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君の貪欲が有るとなろうとも、欲す者がまさしく有る3と、何処でなろうか－

このように、もし貪欲が有れば欲す者となるならば、その欲す者は、その貪欲

によって欲す者になったのではない。欲す者でなければ、如何様に欲すとなろ

うか。もし（欲す者でなくとも欲すと）なるならば、如何なる時もまさしく欲

す者でないとはならないので、それは主張せず、 

「貪欲についても、欲す者が、有るか、無いかも、次第は等しい。」4 

それ故に、貪欲が有るとなったとしても、欲す者は不合理である。 

 

その正理を他にも適用する＞［一緒（同時）に起こることを否定する］ 

言う。「貪欲と欲す者の二つには前後関係は無く、このように、その二つはま

さしく一緒（同時）に生じるのである。」 

 

一緒（同時）に起こることを否定する＞［相互関係が無いので、一緒であることを否定する］ 

説く。 

 

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。 

 

貪欲と欲す者は、まさしく一緒に生じることは不合理である。何故かといえ

ば、 

 

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 

 

このように、もし貪欲と欲す者がまさしく一緒に生じるとなれば、貪欲と欲

す者は互いに相互関係が無くなるだろう。そのようになれば、「この者の貪欲と

はこれである。」「これによってこの者は欲する。」というそれらは不合理である。

それらが無ければ、貪欲はまさしく不合理であるが、欲す者もまさしく不合理

である－このように、貪欲とは欲すとするものであるが、欲す者は欲すとされ

るものである。しかし、まさしく一緒に生じた相互関係が無いものに、それら

は不合理であるので、それ故に、貪欲と欲す者がまさしく一緒に生じることも

正理ではない。 

 

                                                                                                                                                     
2 「貪欲が…なろうか。」：『根本中論』第 6 章 2 偈の言葉を変換する。 
3 有る：北京版、ナルタン版を基に訳した。 
4 「貪欲･･･等しい。」：『根本中論』第 6 章 2 偈の言葉を変換する。 
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一緒（同時）に起こることを否定する＞同一と別において、一緒であることを否定する＞ 

［同一と別において、一緒であることを一般的に否定する］ 

また他にも、君達の誰かが「何かがまさしく一緒である。」というそれら貪欲

と欲す者は、まさしく同一か？まさしく別となるのか？と問えば、 

そこで、 

 

同一そのものであるものは、まさしく一緒には無く、 

 

 

先ず、同一そのものであれば、まさしく一緒であることは不合理である。何

故かといえば、 

 

まさしくそれは、それと一緒ではない。 

 

ここで「黄牛だけ」というものは、そのまさしく同一であるものが一頭の黄

牛に当てはまる。そこで、たった一頭の黄牛自体が、一頭だけの黄牛そのもの

と、如何様に一緒となろうか。それ故に、まさしく単一であるならば、まさし

く一緒とは不合理である。 

 

言う。「ならば、別そのものであれば、まさしく一緒になるだろう。」 

 

説く。 

 

もし、別そのものであるならば、 

一緒であると、如何様になろうか。 4 

 

もし、同一そのものであるとしても、まさしく一緒であることは不合理であ

るならば、別そのものであれば、まさしく一緒であると如何様になろうか。こ

のように別性の不合致の方向とは、まさしく一緒であるならば、不合致である

その二つは、一つ（の拠所）に如何様に一緒に留まるとなろうか。それ故に、

別そのものであるとしても、一緒（同時）性は不合理である。 

 

『仮に不合理であろうとも、貪欲と欲す者に一緒（同時）性は有る。』と考え

れば。 

 

それについても説こう。 
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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 

 

もし先ず、貪欲と欲す者がまさしく同一であるとしても、まさしく一緒にな

るならば、そう見れば友（相対するもの）が無くともまさしく一緒となるだろ

う。如何様にといえば、ここで「一」とは単一に当たる。そこで「一頭の黄牛」

「一頭の馬」という単一性は、黄牛にも馬にも当てはまるので、それぞれに単

一性が有るそれやそれに一緒（同時）性が有り、まさしく単独の黄牛や、まさ

しく単独の馬において、友が無くとも一緒（同時）性が有る背理となる。そう

見れば、まさしく一緒であると考察されることは無意味になるだろう。 

もしまた、まさしく別であるけれども、まさしく一緒であるとなるならば、

そう見るとしても、友が無いとしてもまさしく一緒であるとなるだろう。如何

様にといえば、ここで、黄牛からも馬は別であるが、馬からも黄牛は別である

ので、それぞれにまさしく別であるそれとそれに一緒（同時）性が有り、まさ

しく別の黄牛とまさしく別の馬において、友が無くとも一緒（同時）性が有る

背理となるだろう。そう見るとしても、まさしく一緒であると考察されること

は無意味になるだろう。 

 

同一と別において、一緒であることを否定する＞別において、一緒であることを特別に否定する＞ 

［別として成立していないので、一緒は成立しない］ 

言う。「別性とは、黄牛に有るのでもないが、馬に有るのでもないけれど、一

緒に起こったその二つともに有るので、それは双方の総体の結果であり、会合

の如くである。もし、別性がそれぞれに有るとなれば、別性が二つになること

と、事物は相互関係せず各々にも有ることになるので、その意味は主張しない。

それ故に、別性とは、一緒に起こった二つともに有る。」 

 

説く。 

 

もし、別が一緒であるならば、 

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。 6 
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別性が二つともに有ることは主張し得る。もし、二つともに有る別性におい

て、まさしく一緒であると考察するならば、そのようであれば貪欲と欲す者に

ついて、何が良く論証されるのか。ある時、そのようにも考えれば、その二つ

はまさしく別として成立したのみとなるだろう。然れば、まさしく別として良

く成立した故に、その二つはまさしく一緒であると考察することになる。 

 

別において、一緒であることを特別に否定する＞［別として成立したならば、一緒は必要性が無い］ 

 

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 

 

「まさしく」という言葉は、「のみに」という意味である。 

もし『貪欲と欲す者は別の事物としてまさしく成立した』とこう思えば、そ

の二つにおいて、「別の事物」と不一致であるその「一緒の事物」、無いものに

ついて何故尽く考えるのか。ある時、別の事物として成立したならば、一緒の

事物であると考察されたとしても、貪欲と欲す者は消え失せるか、（それらに）

当たるとなるものは僅かにも無い。このように、欲す者に対して貪欲も何をす

ることがあろうか。そう見るので、一緒の事物であると既に考察されたとして

も、まさしく別である過失となるのみである故に、一緒の事物であると考察し

たことは無意味となり、既述に水を撒くが如くである。 

 

別において、一緒であることを特別に否定する＞ 

［別が「一緒」に対応するならば、相互依存すると示す］ 

 

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、 

まさしく別であると、再び主張するのか。 8 

 

貪欲と欲す者がまさしく別であるとは、必要性が無い故に成立したとならな

い。従って、それが良く論証せられる為にまさしく一緒であると主張するので

ある。しかし、まさしく一緒であるとしても、まさしく同じ過失となる故に成

立していないので、それが良く論証せられる為にも「別性である」とも主張す

る君は、まるでボロ服を強風にあおられて縮こまって居り、縮まっていること
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が知られることを耐えられず、また体を伸ばすに似ている。 

 

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。 9 

 

ここでそれぞれにおいて、別の事物が有るのか？一緒に起こるその二つに（別

の事物が）有るのか？と問えば、別になった貪欲と欲す者においては、「これは

貪欲である。」「この者は、これによって欲す。」というようなことは、一切の様

相においてあり得ない。別の事物として良く成立したことが無ければ、一緒の

事物が成立するとはならない。 

このように君は、別の事物が有れば、その二つの一緒の事物が有ると主張す

るけれど、その別の事物も一切の様相において成立しない。別の事物が無けれ

ば、君のいう一緒である事物が有ると、何処でなろうか。 

ならば、別の事物である何かが有れば、貪欲と欲す者は一緒の事物であると

主張される、何かそれぞれに有るものか、あるいは一緒に起こった双方に有る

のか、あるいは君が独立した別の事物を他に何か考察してもよいが、別である

何かが有るなら、貪欲と欲す者は一緒の事物であると主張する、それを言いた

まえ。 

 

章の著述を説く＞［諸批判のまとめと、その正理を他にも適用する］ 

 

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。 10 

 

「もし貪欲の以前に、貪欲の無い、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。」5 

という等、以前に過ぎたそれらの様相によって、そのように諸々の貪欲は、欲

す者と一緒であるか、欲す者が無いとしても成立することは無い。 

貪欲は、者と一緒か、欲す者が無いとしても成立することは無いが如く、一

切法（現象）も何かと一緒か、何も無くとも成立することは無い。 

 

                                                   
5 「もし…になる。」：『根本中論』第 6 章 1 偈。 
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依拠するものである全くの煩悩が有ることを否定する＞［章の名を示す］ 

「貪欲と欲す者を考察する」という第六章である。 
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（第七章） 

 

それに我が有るとする理由を否定する＞性相（定義）である生壊住が有ることを否定する＞章の著述を説く＞ 

［対論を述べる］ 

ここに言う。「君が、貪欲と欲す者にその考察をしたので、我が心に空性につ

いて聴聞することを喜ばせた。それ故に、ここでは有為1の定義を考察の対象に

すると良い。」 

 

説く。そのようにしよう。 

 

ここで言う。「ここで、『生2』と『住3』と『壊4』は有為の一般の定義である

と示された。無においては定義を示すことは適わないので、定義が有る故に、

有為は有る。」 

 

章の著述を説く＞それを批判する＞有為の定義が本性として成立したことを否定する＞総体の定義を否定する＞三定義

を共通に否定する＞［有為である・ないと考察して否定する］ 

説く。有為の定義は不合理であるので、それが有る故に有為があると、何処で 

なろうか。もし、「如何様に」といえば、前述において 

「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。」5 

と示し、既に否定した故である。 

また他にも、 

 

もし、生が有為であれば、 

それに三定義が具わるとなる。 

                                                   

1 有為
う い

：自らの因縁（原因と条件）によって生じたものごと。それに対して、無為
む い

とは自ら

の因縁によって生じたのではない、恒常のもの。常に変化なくあるもの。 

「無我」は｢有｣と「無」に分けられ、「有」は変化する「無常」と変化しない「常」に分 

けられる。このうち、「無常」「有為」は同意となり、「常」「無為
む い

」が同意となる。 

毘婆沙部の場合、「有」と「事物」は同意であり、恒常も無常も含まれる。 

2 生
しょう

：生まれること。 

3 住
じゅう

：留まること。 

4 壊
え

：壊れること。 

対論者となる毘婆沙部では、有為である主体は、それぞれに有為の性相（定義）である

生・住・壊・滅を具え、その四つの実質の強弱のバランスによって生じ、留まり、壊れ、

滅すと考える。 
5 「性相の…でもない。」：『根本中論』第 5 章 3 偈。 
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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 

 

というこれは、「もし、生が有為であれば、如何様に有為の定義となろうか。」

と、（四行目を）一行目にも当てはめる。有為の定義が示されたものである「生」

も、有為か無為の何れと考えられるのか？と問えば。 

そこで先ず、有為であると尽く考えれば、その「生」も、「生」と「住」と「壊」

の定義によって、三定義を具えることになる。（何故ならば）有為である故であ

る。三定義を具えるとなるとは、三つの定義が集合するものである。 

 

言う。「それも三定義を具える。」 

 

「如何様に有為の定義となろうか。」 

もし「生」も、「生」と「住」と「壊」の定義を具え、「住」も、「生」と「住」

と「壊」の定義を具え、「壊」も、「生」と「住」と「壊」の定義を具えるなら

ば、定義が等しい故に、諸々の定義において違いが有ることになる。違いが無

ければ、「これは生である。」「これは住である。」「これは壊である。」というそ

れらが有ると、何処でなろうか。 

 

言う。「それは過失にはならない。斯くも、一般に有為の定義であるとしても、

個別の定義に相応して『これは壺である。』『これは絨毯である。』というそれら

が有る如く、ここでも個別の定義に相応して『生』と『住』と『壊』が良く成

立することになるだろう。その違いは何かといえば、『生じさせる』と『住させ

る（留まらせる）』と『壊す』等である。」 

 

説く。それは不合理である。何故かといえば、このように「壺を生じさせる」

や「実現させる」ものによっては、他の何ものも生じさせることはしないが、「壺

を住させる（留まらせる）」ものによっても、他の何ものも留まらせず、「壺を

壊す」ものによっても、他の何ものをも壊すことはしない故である。 

 

言う。「それらが、壺そのものを生・住・壊させるので、過失は無い。」 

 

説く。ならば、それらは壺の定義ではない。（何故ならば）行為者である故で

ある。このように、生まれさせる父親は子供の定義ではないが、拠所（置き場

所）や（壊す）金槌等も壺の定義ではない故であり、そう見るので、「生」等が

有為であるならば有為の定義として不合理である。 
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もし、「生」を無為であると尽く考えるならば、それにも説こう。このように

有為の定義であるものが無為であるならば、如何様に有為の定義となろうか。

これによって定義するので、定義であるならば、「生」と「住」と「壊」と離れ

たそれによっては、まさしく自らをも定義することはない。まさしく自らを定

義しないそれが、他を如何様に定義しようか。もし（定義）するならば、無為

である涅槃も有為の定義である背理となるので、それは主張しない。そう見る

ので、「生」と「住」と「壊」が無為であるとしても、有為の定義であることは

不合理である。 

 

三定義を共通に否定する＞［それぞれか集合の何れであるか考察して否定する］ 

定義として考察したとしても、「生」と「住」と「壊」は、それぞれか、集合

したものの何れが有為の定義となるのか？と問えば、そこで、 

 

生等の三つは、それぞれが 

有為の定義に似ることは、 

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、如何様に適おうか。 2 

 

「生」と「住」と「壊」は、それぞれにおいても有為の定義をすることはで

きず、「できない」とは、「不可」や、「することができない。」という主旨であ

る。如何様にといえば、ここで先ず、事物が実現しておらず、無においては、「生」

と「住」と「壊」は不合理である。このように「生」と「住」と「壊」は事物

に依拠したのであり、「壺の生」と、「壺の住」と、「壺の壊」というものである

が、その壺は実際に成立していなければ、「生」と「住」と「壊」は何の定義と

なろうか。 

そこで、「壊」とは、「滅した」と「無」であり、それが有るものは、まさし

く無である。それが無ければ、「生」と「住」と「壊」は何の定義となろうか。 

そのように先ず、「生」と「住」と「壊」はそれぞれか、あるいは集合も、実

現していない事物や、滅したものの定義ではない。 

 

そこで『それらは実現し、滅していない事物の定義である』と思えば。 

 

それも不合理であり。如何様にといえば、ここで、「壺」という存在する事物

に「生」は無く、このように、（既に）存在するものに再度生じる行為は無い。

もし有るにもかかわらず生じるとなれば、如何なる時も生じないとならないの

で、それは主張しない。そう見るので、有るものに「生」は無く、無いものが
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如何様に定義となろうか。 

 

言う。「先ず、『住』は有る。」 

 

説く。「住」も不合理であり、何故かといえば、「壊」と関係する故である。

このように、有為とは無常と同範囲で関係するので、同範囲で無常であるなら

ば如何様に「住（留まる）」となろうか。（何故ならば）「住」と「壊」の二つは

反する故である。このように後述においても、 

「事物が滅すとなるならば、住（留まる）であるとは合理ではない。何 

も滅すとならない、それは事物として不合理である。」6 

と現れる。 

阿闍梨聖提婆も、 

「無住の（留まることの無い）事物が何処に有ろうか。無常であれば、 

何処に住そうか。もし事物が住すとなれば、終わりに古くはならぬだろ 

う。」7 

「もし同範囲で無常が有れば、同範囲で住す（留まる）とならない。あ 

るいは恒常となってから、後に無常にも変化する。もし、事物が無常と、 

一緒に留まることが有るとなれば、無常が退くことになるか、あるいは 

住（留まること）が偽りとなる。」8 

と説かれた。 

そう見るので「住」も無い。無いものが如何様に有為の定義となろうか。 

 

言う。「ならば、『壊』は有る。」 

 

説く。「住」無くして「壊」が何処に有ろうか。このように、事物が住す（留

まる）ことが有れば壊れるとなろうが、留まることが無ければ、壊れると何処

でなろうか。それも、「『壊』とは、『滅した』と『無』であり、それが有るもの

                                                   
6 「事物･･･である。」：『根本中論』第 7 章 23 偈。本論中と源典の言葉が僅かに異なる。 

「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。滅しつつあるのでな 

いものは、それは、事物として不合理である。」 

7 「無住･･･だろう。」『四百論』第 11 章 17 偈。「無住の事物が何処に有ろうか。無常に 

よって留まることが何処に有ろうか。もし最初に留まるとなれば、終わりに古くはなら 

ないだろう。」（パツァブ訳） 
8「もし…となる。」：『四百論』第 11 章 23・24 偈。「もし常に無常そのものが、有れば、常

に住は有るのではない。あるいは、恒常に既になってから、後に無常に変化する。もし

住（留まること）が無常と、一緒に事物に有るならば、無常が退くとなるか、あるいは

住が偽りとなる。」（パツァブ訳） 
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は、まさしく無い。それが無ければ、『生』と『住』と『壊』は何の定義となろ

うか。」と、既に示したので、それ故に「壊」も有為の定義として不合理である。 

それ故に、そのように「生」と「住」と「壊」はそれぞれも有為を実現した

定義として不合理である。 

「同時（一緒）に生じる。」と説かれた故に、法（現象）のあり方を知る者達

は、「『生』と『住』と『壊』は同時（一緒）に生じる。」と述べるので、それ故

にもそれぞれのものは定義として不合理である。 

 

言う。「諸々の集合が定義である。」 

 

説く。 

「集合であるとしても、一つにおいて一時にあることが、如何様に適お 

うか。」 

互いに反する、それら定義ではないものを集めたそれぞれが、有為である一

つの事物に、同一時に（有ると）如何様に適おうか。このように、その生じる

時には「住」と「壊」は無く、住す（留まる）時には「生」と「壊」が無く、

壊れる時にも「生」と「住」が無い故に、「生」と「住」と「壊」のそれぞれと、

集合も有為の定義として不合理である。定義が不合理である故に、有為は有る

のではない。 

 

言う。「そのような誤った批判ばかりで何をしようか。経常に、何かの『生』

と『住』と『壊』は有為である。」 

 

説く。吾輩は誤った批判の為に著すのではないが、真如を知る為に著すのだ。

「生」とは何であるかを述べたまえ。 

 

言う。「壺は生じる。」 

 

説く。先ず、どの時点で「壺」というものになるのか、よく考えて言いたま

え。 

そこで、生じていない時には、「壺」ということも適わず、まさしく生じたも

のにおいて「壺」というものになる。壺も有為である故に三定義をまさしく具

えるものである時、「『生』は壺の定義である。」ということが、如何様に合理と

なろうか。このように、有るものにおいても「生」が何をしようか。定義を具

えるものに対しても、定義が何をしようか。 
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もし『壺でないものが生じ、生じ終わって壺となるのだ。』と思えば。 

 

それも正理ではなく、「壺でないものが生じ」というそれは、粗織物か、絨毯

か、あるいは「壺ではない」という何も無いものなのか、何なのだ。そこで先

ず、もし粗織物か絨毯が一枚生じるならば、それが生じ終わって、如何様に壺

になろうか。もし「壺ではない」という何も無いものであるならば、何も無い

ものが如何様に生じようか。もし生じるならば、兎の角も何故生じないのか。

それ故に、「生」というそれは不合理である。「生」というそれがここに無けれ

ば、「生じるものは有為である。」というそれが、如何様に合理となろうか。「生」

の無いものが、如何にして住し（留まり）、壊れるとなろうか。 

そう見れば、「生」と「住」と「壊」というものは、世間の名称のみに尽きる。 

 

三定義を共通に否定する＞他の定義が有る・無いと考察して否定する＞［背理を挙げる］ 

また他にも、 

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。 

無ければ、それらは有為ではない。 3 

 

「生」と「住」と「壊」の、有為の定義であると示されたそれらに、他の有

為の定義であるものが有るのか。それとも無いのか。 

そこで先ず、もしそれらより他の有為の定義であるものが有るならば、そう

見れば無限である背理となり、「生」にも「生」が有り、それにも他のもの（「生」）

が有り、それにも他（の「生」）が有り、果てが無くなるので、それは主張しな

い。 

 

もし、『無限となってはいけない。』と思い、それらに他の有為の定義は無い

と思惟すれば。 

 

そう見るとしても、それらは有為ではないとなり、「有為でなければ、如何様

に有為の定義となろうか。」と、既に前述した。 

 

 

 

『根本中論』の註釈『ブッダパーリタ』第三巻 
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他の定義が有る・無いと考察して否定する＞論駁の返答を否定する＞第一の背理の論駁を否定する＞［論駁を述べる］ 

言う。「『生』と『住』と『壊』は有為でもあるが、無限にもなる背理にはな

らない。『如何様に』といえば、 

 

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。 4 

 

ここで、識9等の諸法（現象）より、何かしら一つの法（現象）が生じるなら

ば、それは自らを含めて十五が生じる。その法（主体である現象）と、その法

の「生」と、その法の「住」と、その法の「壊」と、その法の「得」と、その

法の「老」と、ここでもしその法が白（善）であるならば、その法の「正しい

解放」か、もしその法が黒（悪）であるならば、その法の「誤った解放」と、

その如く、もしその法が出離であるならばその法の「出離性」か、もしその法

が出離ではないならば、その法の「非出離性」が生じ、それらは先ず「付随」

という。 

そこで、「生の生」と、「住の住」と、「壊の壊」と、「得の得」と、「老の老」

と、「正しい解放の正しい解放」か「誤った解放の誤った解放」と、「出離性の

出離性」か「非出離性の非出離性」も生じ、それらは「付随の付随」といい、

そのように法（現象）が生じることは、自らを含めて十五が生じる。 

そこで、基本の「生」であるものによっては、自ら以外に、その法（現象）

の我性を含めて斯くも示された十四を生じさせる。「生の生」によっては、その

基本の「生」だけを生じさせ、そのように一つが一つを生じさせるので、無限

にはならない。その如く、基本の「住」によっても「住の住」を住させ（留ま

らせ）るが、「住の住」も基本の「住」を住させ（留まらせ）る。基本の「壊」

によっても「壊の壊」を壊すが、「壊の壊」も基本の「壊」を壊すので、そのよ

うであれば、これにおいても無限である背理にはならないだろう。 

 

第一の背理の論駁を否定する＞［それを否定する］ 

説く。 

 

もし、君の生の生が、 

基の生を生じさせるならば、 

                                                   
9 識：知覚である心王（知覚の主体性の部分）と心所（一時的な心理・知覚作用）のうち、

心王の部分。 
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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「生の生」が基本の「生」を生じさせるならば、君の基本の「生」

が生じさせていないその「生」が、その基本の「生」を如何様に生じさせよう

か。（何故ならば）自ら自体が生じていない故である。 

 

言う。「基本の『生』によって生じさせられただけの『生の生』が、基本の『生』

を生じさせるが、生じさせていないものがする（生じさせる）のではない。」 

 

説く。 

 

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 

 

もし、君の基本の「生」が生じさせたその「生」が、その基本の「生」を生

じさせるならば、その「生の生」によって生じさせられていない基本の「生」

が、その「生の生」を如何様に生じさせようか。そのようであれば、それは一

方に一方が依拠したのであり、一方に一方が依拠したものは、良く（本性とし

て有ると）考察されるに適さない。 

 

言う。「生じつつある『生』そのものが『生の生』を生じさせるが、生じてい

ないものは、（生じさせることを）しない。」 

 

説く。 

 

君のそれは生じつつあり、 

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 

 

君の、生じつつあり我性が生じていないその基本の「生」が、もし他である

その「生の生」を生じさせることができれば、その「生の生」を生じさせると

主張するに至る。あるいは、君の、生じつつあり我性が生じていないその「生
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の生」が、もし他である基本の「生」を生じさせることができれば、その基本

を「生」は生じさせることに至るが、（それは）できない。このように、自ら自

体が生じておらず無いものが、他を如何様に生じさせようか。それ故に、それ

は考察のみに尽きる。 

 

論駁の返答を否定する＞第二の背理の論駁を否定する＞［論駁を述べる］ 

言う。「他の『生』が生じさせなくとも、『生』そのものが自と他を生じさせ

るだろう。如何様に、といえば、 

 

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る。 8 

 

斯くも、灯明が自らの我性も顕現させるが、壺や絨毯等、他の諸事物も顕現

させるが如く、『生』も自らの我性をも生じさせるが、壺や絨毯等他の諸事物も

生じさせる。」 

 

第二の背理の論駁を否定する＞それを否定する＞例を否定する＞［主張命題に批判を述べて否定する］ 

説く。もし、灯明が自他の我性を顕現させるならば、「生」によっても灯明の

如く、自他の我性そのものを生じさせるに至るけれど、灯明は自他の我性等を

顕現させることをしない。何故かといえば、このように、 

 

灯明とは、何処かに 

それが存在すれば、闇は無い。 

 

ここで、「顕現しないもの」が顕現される対象であるが、闇が遮ることによっ

てまさしく現れないのであれば、灯明に対しては、闇がそれ故に、灯明に顕現

しないことは無い。 

「他を顕現させる。」と言ったことも正理ではない。他の諸々の我性に当たる

その灯明にも闇は無く、闇が無い故に、それらにも「顕現しないもの」は無い。

ならば、自他の我性に「顕現しないもの」が無ければ、 

 

灯明が、何を顕現させるのか。 

 

それを言いたまえ。 
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言う。 

 

「闇を斥けることによって、顕現させるものである。 9 

 

ここで、生じつつある灯明が闇を斥け顕現させるので、『顕現させるもの』で

あり、そこで闇を斥けるものを、『それは、灯明自体と他の我性を顕現させるも

のである。』と言った。それ故に、 

『灯明とは、何処かに、それが存在するならば、闇は無い。』 

とも説かれたので、生じつつある灯明が闇を斥ける故に、然れば、灯明自体と

他の我性に、闇は無い。闇が無い故に、まさしく『顕現させるもの』である。

そのように闇を斥ける故に、灯明が、自と他の我性を顕現させる。灯明に見ら

れる如く、『生』によっても、『自と他のそれらの我性を生じさせる。』というそ

れが正しいのである。」 

 

説く。「生じつつある灯明が、闇を斥けるのである。」というそれを言いたま

え。 

 

如何様に、生じつつある灯明が、 

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。 10 

 

灯明と闇が一つであることはあり得ない故に、生じつつある灯明が闇と出合

うことは無い時、闇に出合っていない生じつつある灯明が、如何様に闇を斥け

るのか。 

 

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。 11 

 

もし灯明が、まさしく出合っておらずとも闇を斥けるならば、そのようであ

れば全世間に留まる諸々の闇も、ここに在る灯明が斥けるだろう－出合ってい

ないことは類似していながら、幾分（の闇）を斥け、幾分（の闇）を斥けない

というそこに、如何なる違いがあろうか。 
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例を否定する＞理由が定かではない（不定因である）と示して否定する＞［本義を示す］ 

また他にも、 

 

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。 12 

 

ここで、灯明とは闇の対治として留まるものであるので、然れば、もし灯明

が自と他の事物を顕現させるとなれば、闇によっても、自と他の事物を遮蔽す

る背理となることに疑いが無いこととなるが、闇が自と他の事物を覆い隠すこ

とはしない。もし覆い隠すならば、他の如く闇そのものも認められなくなるだ

ろう。闇が認められなければ、諸事物は常に顕現されることになるが、諸事物

が常に現れることはないので、それ故に、闇が自と他の事物を覆い隠すことは

しない。そう見るのであれば、闇の対治としての灯明によっても、自と他の事

物を顕現させないので、そこで「灯明の如く『生』も自と他の我性を生じさせ

る。」と言ったことは、正しくはない。 

 

それを否定する＞［意味を否定する］ 

また他にも、もし「生」が自らの我性を生じさせるならば、生じたもの（「生」）

が（生じさせるのか）？生じていないもの（「生」）が生じさせるのか？と問え

ば。 

 

二つとも不合理である。「如何様に」といえば、 

 

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。 

 

生じておらず、無いこの「生」が、自らの我性を如何様に生じさせようか。

あるいはこれは、生じておらず無い我性として、何が生じさせようか。もし、

無によっても無の我性が生じたならば、兎の角も我性を生じさせるものである

が、生じさせはしない。そう見れば、生じていない「生」が我性を生じさせる

ことはしない。 

 

そこで、こう『生じた〈生〉が（自らの）我性を生じさせる」と思えば。 
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それに対して説こう。 

 

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 

 

もし、「生」がまさしく生じたものであれば、「『生じた生』が自らを生じさせ

る。」という道理の無いこれに何故するのか。既に生じたものに対して、再度「生」

が何をするのか。そのようであれば、先ず、生じたものが（自らの）我性を生

じさせることはしない。 

 

総体の定義を否定する＞それぞれに否定する＞生じさせられるものを、三時制で分析して否定する＞共通、個別に生を

否定する＞［三時制の生を共通に否定する］ 

「『生』が他を生じさせる。」と言ったことも不合理であり、このように、も

し「生」が他を生じさせるならば、「生」によって生じさせられる他は、生じた

ものか、生じていないものか、生じつつあるものを生じさせるのか？と問えば、

そこで、 

 

「生じた」と「生じていない」と「生じつつある」を、 

如何様であろうとも生じさせない。 

 

「生」は、如何様であろうとも生じさせるとは不合理である。生じていない

ものも生じさせないが、生じつつあるものも生じさせない。 

 

「如何様に」といえば。 

 

説く。 

 

「過ぎた」と「過ぎていない」と「歩む」によって、 

それらを解説した。 14 

 

「過ぎた（道）に『行く（行為）』は無い。（何故ならば）行く行為は既に過

ぎた故である。」という如く、「生じた（もの）」をも生じさせない。（何故なら

ば）生じる行為は既に過ぎた故である。 

「生じた（もの）」にも生じる行為は無く、もし再度生じさせるとなれば、何

時も生じさせないとならないので、それは主張しない。それ故に「生じた（も

の）」を生じさせることはない。 
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「生じていない（もの）」をも生じさせない。何故かといえば、無い故である。

「生じていない（もの）」に生じさせられるとなる何が有ろうか。もし、無くと

も生じさせられるとなれば、兎の角も生じさせられることになるものであるが、

生じさせられるとはならない。然れば、「生じていない（もの）」をも生じさせ

ることはない。 

そこで、「生じつつある（もの）」をも生じさせない。（何故ならば）「生じた

（もの）」と「生じていない（もの）」以外に「生じつつある（もの）」は無い故

と、二つの「生」となる背理になる故であり、それを具えるので「生じつつあ

る」となるものと、それを具えるので「生じさせるものである。」と述べられる

ものである。 

 

共通、個別に生を否定する＞［「生じつつある」を個別に否定する］ 

また他にも、ここで「生じつつある」とは、何かの僅かが生じて僅かが生じ

ていないのか？あるいはそれより他が生じたのか？生じていないものなのか？

と問えば。 

そこでもし、その「生じおり生じていない」を「生」が生じさせるならば、

先ず、その僅かに生じたものは、その「生」によって生じさせられたのではな

いが、その「生じた」ものは「生じつつある」ではない。何故かといえば、そ

れが生じたならば生じつつあるのではなく、「『生じつつある』を生じさせる。」

とも述べる故である。もし、僅かに生じたそれが、「生」が無いのみで生じたな

らば、その残りもその如く、「生」が無いのみで生じることになると確かである。 

あるいは、その少々は「生」が無いのみで生じたが、少々は「生」が生じさ

せることについて、如何なる違いが有るか述べられなければならない。 

もし、その少々生じたものも「生」のみによって生じさせられたならば、そ

う見れば、生じていないものを「生」が生じさせるけれど、生じつつあるもの

を生じさせるのではない。 

また他にも、その僅かに生じたものは、「生」が生じさせない。（何故ならば）

既に生じた故である。 

然れば、「その残りの生じていないものを『生』が生じさせる。」となり、そ

こで「生じつつあるものを生じさせる。」と言ったことは無効となった。 

もし、その僅かに生じたものも生じさせるならば、そこで二つの「生」が行

った特別なものになるけれど、（そうは）ならない。既に生じたものに対しては、

再度生じさせる故に、如何なる働きも始めることは無いので、それ故に、それ

は再度生じさせることはしない。 

そう見るので、「『生じつつある』を生じさせる。」というそれは、要の無いと

ころを心が要と思っているにすぎず、凡々である。 
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言う。「壺等が生じることも認められ、壺等を得る為に諸々の行為に入ること

も映るので、それ故に『生』が有るが、『生』に依拠して『生』に相互関係して、

『〈生じつつある〉を生じさせる』と述べるのである。」 

 

説く。 

 

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 

 

「この『生』が有るので、この『生じつつある』が起こる。」ということが無

く、あり得ない時、如何様に「『生』に依拠して『生じつつある』が生じさせら

れる。」と述べるのか。 

 

言う。「如何様にあり得ないのか。」 

 

説く。先ず、絨毯が生じることによって何が生じつつあるのか。 

 

言う。「まさしく絨毯が生じつつあるのである。」 

 

説く。もし絨毯が、まさしく生じつつある時点で絨毯であるならば、そこで

「『生』に依拠して『生じつつある』が生じさせられる。」と斯くも述べられた

「生」が、再度何をするのか。それは不合理である。（何故ならば）「生じた」

と「生じつつある」の二つに違いが無い故である。それ故に、生じつつあるも

のは絨毯ではない。 

 

言う。「先ず、『生じた（もの）』は絨毯であり、その生じたものに依拠して、

考察される行為が経過しない限りは、『生じつつある（もの）』である。」 

 

説く。引き続いて。「生じつつある」において絨毯ではないものが、生じたな

らば如何様に絨毯となろうか。このように、働きつつある他は、他へと変化し

ない。もし（他に）なるならば、織りつつある粗布が絨毯へ変化することにな

るが、変化しないので、それ故に「生じた（もの）」も絨毯ではない。その絨毯

が無ければ、何の「生」に依拠して何が「生じつつある」となろうか。 
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生じさせられるものを、三時制で分析して否定する＞否定への反論を斥ける＞ 

［三時制の「生」を否定したことに対する反論を斥ける］ 

言う。「何？君は『戦法に長ける』といって、まさしく母親を殴るのか？君は

論争に固執するので、縁起生の正理そのものを批判するのだ。」 

 

説く。それは縁起生の正理ではなく、縁起生を語る者達にとっては、生じつ

つある事物も有るのではないが、生じつつある事物の「生」も有るのではない。

縁起生の意味とはこれであり、 

 

依拠して起こるものは、 

それは自性として寂静である。 

 

｢依拠して｣というものと、｢起こる｣というものと、双方が自性として寂静、

自性と離れ、自性が欠如するのである。 

 

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 

 

そのように、何故ならば｢依拠して｣というものと、｢起こる｣というもの、そ

れとそれの二つ共が自性として寂静、自性と離れ、自性は空であるそれ故に、

縁起生を語る者達にとって、｢生じつつある｣と「生」の二つ共も、自性として

寂静、自性として離れ、自性が欠如するのである。自性が空であるその二つ共

が、「この『生』に依拠してこの『生じつつある』が生じさせられる。」とは、

如何様にあり得るとなろうか。 

 

否定への反論を斥ける＞［「生じつつある」に「生」を否定したことに対する反論を斥ける］ 

言う。「諸々の因と縁に依拠して生じたとなる限り、事物を生じさせる為に、

行為を始める。然れば、単なる事物であるものが、『生』そのものに依拠して行

為を始めることもしないが、拠所無くとも行為を始めることはしないので、行

為を具えるそれら因と縁に依拠して事物は生じ、その『生』は、それに依拠し

て生じるとなるだろう。」 

 

説く。何の因と縁に依拠して行為を始めるのか。 

 

言う。「絨毯である。」 
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説く。何？君は虚空の花を摘むのか。君は無い絨毯の因と縁に依拠して、行

為を始めるとする。 

 

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、何故そこに生じるとなろうか。 

有るならば、生じるとならない。 17 

 

もし生じる以前に、生じていない事物が何か、何処かに有るようなことがあ

り得るならば、然れば、その存在する事物の因と縁や、それに依拠した諸々の

行為も名称を付けるに適するかと問われようが、生じていない事物が如何様に

も不合理である時、「生」と離れたその事物が有るのでなければ、何の因や縁で

あるとなろうか。因や縁の何に依拠して行為を始め、何を生じさせるのか。始

めず、生じることをしないそれに、「生」が何処に有ろうか。「生」の無いもの

が、如何様に「生」に依拠して生じるとなろうか。そう見れば、縁起生を語る

者達の見解とは、「生じつつある」と「生」は寂静である。 

 

生じさせられるものを、三時制で分析して否定する＞［「生じつつある」を承認しても否定する］ 

また他にも、 

もし、その生が、 

「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。 18 

 

もし、その「生」が他である「生じつつある」を生じさせるならば、ならば

ここで、その「生」を生じさせる「生」も何ものであろうか。 

 

そこでこう『それは、他の〈生〉が生じさせる』と思えば。 

 

それに説こう。 

 

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、他の「生」が、他の「生じつつある」を生じさせるならば、そう見れ

ば無限になる背理となるだろう。それも他が生じさせ、それもまた他が生じさ
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せて果てが無くなるので、それは主張しない。 

 

もし『他を生じさせるものは、〈生〉無くしてのみ生じた。』と思えば。 

 

それに説こう。 

 

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 

 

斯くも、他を生じさせるものが、他の生じさせるもの無く生じさせられるな

らば、一切もその如く、他の「生」無く生じるとなる。「生じたものが他を生じ

させる。」というこの無意味な無分別で何をするのか。 

あるいはこのように、「『生』そのものとは、他の生じさせるもの無く生じる

が、他の諸事物は、他の生じさせるもの無くして生じない。」という、違いの理

由が示されるべきであるが、それもしないので、「その『生』が、他の『生じつ

つある』を生じさせる。」というそれは、凡々である。 

 

それぞれに否定する＞［有無等の三つを分析して否定する］ 

また他にも、ここで何か事物が生じるとなれば、それは有るものか、無いも

のが生じるとなるのか？と問えば、そこで 

 

先ず、有も無も、 

生じるとは正理ではない。 

 

先ず、有るものは、生じるとは正理ではない。（何故ならば）生じると考察さ

れることはまさしく無意味である故である。このように、有るものに対して再

度「生」が何をしようか。 

無いものも、生じるとは正理ではない。何故かといえば、まさしく無い故で

あり、そこに何が生じるとなろうか。もし無が生じるとなれば、兎の角も生じ

るとなろうが、罪悪が尽きた者達にも罪悪が生じることになるので、それは主

張しない。そう見るので、無も生じるとは正理ではない。 

 

そこで、こう『有無である何か一つが生じる』と思えば、 

 

有無そのものでもなく、 
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有無も、生じるとは正理ではない。 

 

もし、「如何様に」といえば。 

 

説く。 

 

先に、まさしく示したのである。 20 

 

それは先に、 

「先ず、有も無も、生じるとは正理ではない。」 

と示したのであり、有無とは二つに通じるので、その二つは前述の否定によっ

て、まさしく否定したのである。 

あるいは、有と無と有無は、生じることが如何様に正理ではないかは、最初

（第一章）のみで既に示した。「何処に」といえば、 

「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。そのようであれば正理ではない。」10 

という偈においてである。 

 

それぞれに否定する＞［滅しつつある・ないの二つを分析して否定する］ 

また他にも、 

 

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。 

 

ここで君が、「生じつつある事物を生じさせる。」と言ったので、生じつつあ

る事物に、「滅」も有ることになるだろう。何故かといえば、事物とは、壊れる

定義を持つものである故である。滅しつつある事物においては、「生」とは合理

にはならない。（何故ならば）このように、顕かに増大する「生じつつある」に

おいて生じるのであるが、それも「壊」は尽きることになるので、「尽きる」と

は生じるとならない故である。 

 

もし、『生じつつある時点では、まさしく滅すとならない。』と思えば。 

 

それに説こう。 

 

                                                   
10 「法（現象）…ではない。」：『根本中論』第 1 章 7偈。 
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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。 21 

 

もし、まさしく生じつつある事物において滅すとならないならば、まさしく

「生じつつある」はまさしく事物ではなくなる。何故かといえば、事物の定義

が無い故である。このように、「壊」は事物の定義であると示したので、それが

無ければ、如何様に事物であるとなろうか。そのようであれば、「生じつつある

事物を生じさせる。」と言ったことは衰え、「生じつつある無事物を生じさせる。」

という背理ともなる。そう見れば、「『生』が他を生じさせる。」というそれも不

合理である。自らの我性も生じさせず、他の我性も生じさせないそれが、「生」

であると如何様になろうか。然れば、「生」とは有るのではない。 

 

それぞれに否定する＞住が本性として成立したことを否定する＞［行為について三時制を分析して否定する］ 

ここで言う。「『住』は有る。それも、生じていない事物においては不合理で

あるので、『生』もまさしく良く成立したのである。」 

 

説く。ここで、ある事物が住す（留まる）となれば、それは住す（留まる）

ものが住すのか？住していない（留まっていない）ものが住すのか？住しつつ

ある（留まりつつある）ものが住すのか？と問えば、そこで、 

 

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、 

 

先ず、住す（留まる）事物を住す（留まらせる）とはしない。住す（留まる）

ものに再度「住」が何をするのか。「住」が二つになる背理となり、それを具え

るので「住す」となるものと、それを具えるので「住させる。」となるものであ

る。そのようになれば、住す者も二人となる背理となるので、それは主張しな

い。 

住して（留まって）いない事物も住す（留まらせる）とはしない。何故かと

いえば、「住す（留まる）」と「住していない（留まっていない）」の二つは合致

しない故である。 

住しつつある（留まりつつある）ものも住す（留まらせる）とはしない。何

故かといえば、「住す」と「住していない」以外に「住しつつある」はあり得な

い故と、「住」が二つになる背理となる故と、住す者も二人となる背理となる故

である。 
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また他にも、 

 

生じていない何を住させるのか。 22 

 

正理を先に掲示したことによって、「『生』はまさしく無い。」と既に示した時、

「生じていない他の何を住させるのか。」という。 

 

住が本性として成立したことを否定する＞［「滅しつつある」である・ないと分析して否定する］ 

また他にも、 

 

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。 

 

滅しつつある事物に、「住」は合理とはならない。何故かといえば、「住」と

「滅」の二つは合致しない故である。 

 

そこでこう、『住の時点では、まさしく滅すとならない』と思えば。 

 

それを説こう。 

 

滅しつつあるのでないものは、 

それが事物であるとは、不合理である。 23 

 

住の（留まる）時点で滅すとならないものは、住の（留まる）時点でまさし

く事物ではなくなる。何故かといえば、事物の定義が無い故である。このよう

に「壊」は事物の定義であると示したので、それが無ければ如何様に事物であ

るとなろうか。事物が無ければ、何によって住す（留まる）となろうか。そう

見るので、まさしく滅しつつあるのである故にも、事物の「住」は不合理であ

る。 

また他にも、 

 

一切の事物は、何時も、 

老い死滅する法（現象）であるならば、 

老と死無く、 

住す事物は、何ものであるか。 24 



92 

ブッダパーリタ［第７章］ 

 

 

一切の事物は、無常に従属関係している故に、まさしく無常であることによ

って老と死の主体であると承認される時、それらに相互関係して「住」が有る

と述べられる、老死無くして住す（留まる）事物は、何ものであろうか。そう

見るので、「住」も不合理である。 

 

住が本性として成立したことを否定する＞［他の「住させるもの」の有無を分析して否定する］ 

「住の住」と言ったそれに対して説こう。 

 

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。 

 

「住」は、他の「住」が住させる（留まらせる）ことはまさしく正理ではな

いが、「住」そのものは、「住」それ自体が住させることも、まさしく正理では

ない。如何様にといえば、 

 

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 

 

斯くも、 

「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。」11 

と説かれた如く、「住」も住していない「住」によって、自らの我性を住させる

のか？「住」が自らの我性を住させるのか？と問えば。 

そこで先ず、「住していない」ものが、自らの我性を住させることはしない。

何故かといえば、無い故であり、このように、住していないものにおいては、「住」

は不合理である。無いものが、自らの我性の何を、如何様に住させようか。仮

に住させるならば、兎の角も、自らの我性を住させるだろうが、そうは述べな

い。そう見るので、住していない「住」は、自らの我性を住させることはしな

い。 

住した「住」も、自らの我性を住させることはしない。何故かといえば、ま

さしく住した故であり、住しているものに対しても「住」が何をしようか。そ

う見るので、住した「住」も自らの我性を住させることはせず、住させること

をしないそれが、「住」であると如何様になろうか。 

                                                   
11 「この生･･･有ろうか。」：『根本中論』第 7 章 13 偈。 
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そのように先ず、「住」そのものは、まさしくその「住」が住させる（留まら

せる）ことをしない。 

 

「如何様にその『住』を、他の『住』が住させる（留まらせる）ことは正理

ではないのか」といえば。 

 

斯くも、 

「もし、他の生が、それを生じさせるならば、無限となるだろう。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。」12 

と言われた如く、「住」も、他の「住」が住させるのか？他の「住」無くして住

させるのか？と問えば。 

 

そこで先ず、「住」は、他の「住」が住させることはしない。もし「住」を、

他の「住」が住させるならば、そう見れば無限になる背理となるだろう。それ

も他が住させ、それもまた他が住させるということは、果てが無くなるので、

それは主張しない。そう見るので、「住」が他の「住」によって住すことは、正

理ではない。 

 

『何、その〈住〉は、他の〈住〉無くして住させるのだ。』と思えば。 

 

それに説こう。他を住させるものが、他の「住」無くして留まるが如く、一

切も他の「住」無くして留まるとなる－「『住』が他を住させるのだ。」という

この無意味な考察で何をするのか。 

あるいはこのように、「『住』そのものは、他の『住』無くして留まるけれど、

他の諸事物は他の『住』無くして留まらない。」と特別な理由が示されるべきで

あるが、それもしないので、それ故に「住」は、他である「住」が住させるこ

とをしない。 

住させることをしないものは、まさしく「住」でもないので、それ故に「住」

もあるのではない。 

 

それぞれに否定する＞壊が本性として成立したことを否定する＞［「滅」を分析して否定する方法］ 

ここで言う。「『滅』は有る。それも、生じていない事物と、住さない（留ま

らない）ものにおいては不合理であるので、『生』と『住』もまさしく良く成立

したのである。」 

 

                                                   
12 「もし…だろう。」：『根本中論』第 7 章 19 偈。 
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「滅」を分析して否定する方法＞［三時制を考察して否定する］ 

説く。もし、「滅しつつある」が有るとなれば、それは滅した事物か？滅して

いない（事物）か？滅しつつある（事物）であるか？と問えば、一切の様相に

おいて不合理である。何故かといえば、このように、 

 

滅したものは滅させず、 

滅していないものも、滅させぬ。 

滅しつつあるものも、その如く（滅させるの）ではない。 

 

そこで先ず、「滅した」ものは滅させぬ。何故かといえば、無い故であり、無

において何が滅すとなろうか。「滅していない」ものも滅させぬ。何故かといえ

ば、「滅す」と「滅していない」の二つは相反する故である。「滅しつつある」

ものもその如く、滅させぬ。如何様にといえば、斯くも、「『生じつつある』は

生じさせない。」と言った如くであり、然れば、「滅した」と「滅していない」

以外に、「滅しつつある」はあり得ない故と、「滅」が二つになる背理となる故

と、「滅しつつある」が二つになる背理ともなる故に、「滅しつつある」は滅さ

せぬ。 

また他にも、ここで「滅しつつある」とは、何かの僅かが滅して、僅かが滅

していないのか？あるいは、それにおいて他が滅したか、滅していないものな

のか？と問えば。 

そこでもし、その「滅しており、滅していない」を「滅」が滅させるならば、

先ず、その僅かに滅したものはその「滅」が滅したのではない。その「滅」は

「滅しつつある」ではなく、何故かといえば、それが滅したならば「滅しつつ

ある」ではなく、「『滅しつつある』が滅させる。」とも述べられた故である。 

もし、僅かに滅したそれが「滅」無きのみにおいて滅したならば、その残り

もその如く「滅」無きのみにおいて滅すことになると確かである。 

あるいは、その僅かな何かは「滅」無きのみにおいて滅したが、少々は「滅」

が滅させることに、如何なる違いが有るのか述べられなければならない。もし、

その僅かに滅したそれも、滅したのみにおいて滅されたならば、そう見れば「滅

していない」を「滅した」が滅させるけれど、「滅しつつある」が滅させるもの

ではない。 

他にも、それ故に僅かに滅したそれは、「滅した」が滅させるのではない。（何

故ならば）既に滅した故である。然れば、「その残りである、滅していないもの

を『滅した』が滅させる。」ということになり、そこで「『滅しつつある』が滅

させる。」という言説は敗れることになる。 

もし、その僅かに滅した何かが滅させるならば、そこで二つの「滅」が為し
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た特別なものになるだろうが、そうはならず、既に「滅した」それにおいては、

再度滅される為に如何なる行為も開始せず、それ故に、それは再度滅させるこ

とはしない。そう見るので、「『滅しつつある』が滅させる。」というそれも、要

でないものを心が要であると思い込んだにすぎず、凡々である。 

 

また他にも、 

生じていないものが、何を滅すとしようか。 26 

 

「僅かにも『生』は無い。」というそれを前述で既に示した時、「『生じていな

い』他の何を滅させるのか。」といい、そう見るので、「滅」もあるのではない。 

 

「滅」を分析して否定する方法＞［住である・ないと考察して否定する］ 

また他にも、「滅」とは住す（留まる）ものにあるのか？住さない（留まらな

い）ものにあるのか？と問えば、それは双方共に適わない。そこで、 

 

先ず、住す事物に、 

滅は合理とはならない。 

 

生じた「住」の働きにおいて、「住」と一致しない「滅」は不合理であり、住

す（留まる）故である。それは公認されている。 

 

もし、「『不住』に『滅』が有るので過失は無い。」といえば。 

 

住さない事物においても、 

滅は合理とはならない。 27 

 

「住さない故に。例えば『滅した』の如くである。」との御考えである。 

 

「滅」を分析して否定する方法＞その時点・他時点を考察して否定する＞［本義］ 

言う。「現実に対して、理由の言葉は無意味である。それは世間に公認されて

おり、斯くも、何らかの因のみによって壊れるとなる、滅しておらず留まる事

物は、若年者以上にとっての現実であるので、それ故に『滅』は有るのみであ

る。」 

 

説く。そう見れば、これも君の心の現前の対象になる類であり、 
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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。 28 

 

或る時点に入ろうと滅したその事物の「その時点」は、その時点によってま

さしく滅すとならない。何故かといえば、その時点が有る故である。このよう

に、乳の時点そのものによって、乳は滅すとならない。乳の時点が有る故であ

る。 

他の時点によっても、他の時点はまさしく滅すとならない。何故かといえば、

他は他の時点において無い故である。このように、酪の時点において乳の時点

は滅すとはならない。（何故ならば）酪の時点において乳の時点は無い故である。

もし有るならば、乳と酪の二つが一緒に留まり、酪は無因より起こることにも

なるので、それは主張しない。そう見るので、「滅」が合理であることも心の現

前である故に、「滅」というものは何も無いと、そのように納得したまえ。 

 

その時点・他時点を考察して否定する＞［反論を斥ける］ 

言う。「『滅』とはまさしく有るのみである。何故かといえば、先に承認した

故であり、このように君が以前に、『滅しつつある事物において生は不合理であ

る。』と言った故に、その『滅』は有る。（何故ならば）その因より起こった『生』

を否定した故である。このように、無は因として不合理である。」 

 

説く。何、君は絵に描かれた火を消そうとするのか。君は無い「生」に「滅」

を主張している。 

 

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 

 

吾輩が「一切事物の『生』は不合理である。」と言った時、「一切事物の『滅』

も不合理である。」と言ったのではないのか。このように、事物として生じて無

いものに、『滅』が有ると如何様になろうか。そう見るので、「生」を否定した

のみによって「滅」は不合理であるとも良く示したのである。 

 

 



97 

ブッダパーリタ［第７章］ 

 

「滅」を分析して否定する方法＞［事物の有無を考察して否定する］ 

また他にも、ここでもし、先ず一つの「滅」が有るとなれば、それは有る事

物か？無が考察されるか？と問えば、そこで、 

 

先ず、有る事物において、 

滅は合理にはならない。 

 

先ず、留まる存在する事物においては、「滅」は合理とはならない。何故かと

いえば、このように、 

 

事物と無事物が、 

まさしく一つであるならば、合理は無い。 30 

 

有る事物の存在そのものであるものは、「有る事物」である。滅した事物の無

そのものであるものは「無い事物」であり、互いに合致しない事物と無事物の

二つが、如何様にまさしく同一であれば合理となろうか。そう見るので、有る

事物に「滅」は合理とはならず、 

 

無事物となったものにおいても、 

滅は合理にはならない。 

 

如何様にといえば、 

 

双頭において、斯くも 

断たれることは無いが如くである。 31 

 

無において何が滅すとなろうか。このように、第二の頭無くして断つことは

できぬが如くである。 

 

「滅」を分析して否定する方法＞［他である「壊すもの」の有無を考察して否定する］ 

「滅の滅」と言ったそれについて説こう。 

 

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。 

 

ここでもし、「滅」にもう一つ「滅」が有るとなれば、それは他の我性か？自
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らの我性によって滅すとなるか？双方によっても、滅すとは正しくない。 

如何様にといえば、 

 

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。 32 

 

斯くも、 

「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、生じたものに、何が生じ 

させられるものとして有ろうか。」13 

と説かれた如く、「滅」も「滅していない」ものが自らの我性を滅させるのか？

「滅した」ものが自らの我性を滅させるのか？と問えば、そこでもし、滅して

いない「滅」が自らの我性を滅させると考えるならば、それが如何様に合理と

なろうか。ある時「滅していない」とはまさしく「滅」ではないので、無い（「滅」）

が、無い我性を如何にして滅させるのか。もし、滅した「滅」が自らの我性を

滅させると考えるならば、それも如何様に合理となろうか。「滅した」ものに滅

されるとなる自らの我性も、その滅される対象は何も無い。 

そのように先ず、「滅」は自らの我性が滅させるとは合理ではない。 

他の我性によっても不合理であり、斯くも、 

「もし、他の生が、それを生じさせるならば、無限となるだろう。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」14 

と説かれた如く、「滅」も他のもう一つの「滅」が滅させるのか？他の「滅」無

くして滅させるのか？と問えば、そこでもし、その「滅」を他の「滅」が滅さ

せるならば、そう見れば果てが無くなる背理となる－それも他が滅させ、それ

もまた他が滅させて、終わりが無くなるので、それは主張しない。 

そう見るので、「滅の滅」は不合理である。 

 

もし、『その〈滅〉は他の〈滅〉無くして滅す。』と思えば。 

 

それに説こう。「もし、滅の無いものが滅したならば、一切がその如く、滅す

だろう。」15 

その「滅」が他の「滅」無くして滅した如く、一切の有為も他である「滅」

無くして滅すことになり、「『滅』が他を滅させる。」というこの空無な考察で何

                                                   
13 「この生･･･有ろうか。」：『根本中論』第 7 章 13 偈。 
14 「もし…だろう。」：『根本中論』第 7 章 19 偈． 
15 もし…だろう。：『根本中論』本文には無い。 
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をしようか。 

あるいは、「このように『滅』そのものは、他の『滅』無くして滅すけれど、

他の諸事物は『滅』無くして滅さない。」と特別な理由が示されなければならな

いがそれをしないので、それ故に「滅」は他の「滅」によって滅すとは不合理

である。 

それ故に、そのように考察したならば「生」と「住」と「壊」は如何様にも

不合理であり、不合理であれば如何様に有為の定義となろうか。そう見るので、

「『生』と『住』と『壊』は有為の定義である。」というそれは、思い付きのみ

に尽きる。 

 

有為の定義が本性として成立したことを否定する＞［個別の定義を否定する］ 

言う。「有為の総体のそれらの定義は不適となったとしても、各々の定義のみ

によって有為は有る。例えば、喉肉と尾と背瘤と蹄と角の定義によって、黄牛

が有るが如くである。 

 

説く。何。「君に、悪見が生じていなくて善かった。」と言わせるのか？君は

「生」と「住」と「壊」が無いものに、有為の定義を示している。 

 

生と住と壊が、 

成立していなければ、有為は無い。 

 

このように、生じたものと、「住」と「壊」が良く成立したならば、有為も良

く成立したとなるか？と問うが、それらは良く成立しないので、「生」と「住」

と「壊」は成立していない故に、有為が無ければ、何の定義となろうか。定義

が無い故に有為は不合理である。 

 

それを批判する＞［それによって、無為が本性として成立したことも否定したと示す］ 

言う。「諸事物は定義のみから良く成立するとは限らない。諸事物は、対治よ

りも良く成立することになる。従って、有為の対治として無為が有るので、そ

れが有る故に、有為もまさしく良く成立した。」 

 

説く。何。君は灯明で太陽を探すのか？君は無為によって有為を成立させよ

うとしている。 

 

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 
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もし、君が対治から成立するだろうと思うならば、無為の対治である有為が

成立していないと既に示したので、「如何様に有為が良く成立したならば、無為

が良く成立するとなろうか？」と、「（如何様に）無為より有為が成立すると主

張するのか？」を、更に言及したまえ。 

 

それを批判する＞［そのように否定したことにおいて、経証との矛盾を斥ける］ 

言う。「もし君に『生』と、『住』と『壊』が無いのであれば、有為が有るの

ではなくなるものだが、『嗚呼！行は無常であり、生じ壊れる主体である。』と

説かれたそれは何なのだ。」 

 

説く。 

 

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 

 

見た夢や、見せられた幻や、ガンダルヴァの都が「生じた」、「住す（留まる）」、

「滅した」と述べられても、それらに生じたことや、住す（留まる）ことや、

壊れたことは何も無いが如く、世尊は、有為の「生」と「住」と「壊」を勿論

説かれてはいるけれど、しかしながらそれらに「生じさせるもの」と、「住させ

る（留まらせる）もの」と、「壊すもの」は何も無い。その如く世尊によって、

諸行は無我である例として、幻や、こだまや、影像や、逃げ水や、夢や、浮上

した水泡や、水中の気泡や、水木の幹等が示され、 

「ここに真如か、誤りのない真如は何も無いが、これらは戯論でもあり、 

これらは偽りでもある。」 

とも説かれた。 

「一切諸法（現象）は無我である。」 

と説かれ、「無我」ということは自性が無い意味である。（何故ならば）「我」と

いう音声は「自性（本質そのもの）」という言葉である故である。 

然れば、有為の「生」と「住」と「壊」という言葉は、世俗の真実として成

立した。 

 

性相（定義）である生壊住が有ることを否定する＞［章の名を示す］ 

「生住壊を考察する」という第七章である。 
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（第八章） 

 

それに我が有るとする理由を否定する＞因である業（行為）と行為者が有ることを否定する＞［章の著述を説く］ 

言う。「君がその『生と住と壊の考察』をしたことによって、吾輩の心意を、

空性を聴聞するに至らしめた。それ故に、ここでは行為者と業（行為）が考察

されるに適する。」 

 

説く。望み通りにしよう。 

 

言う。「ここで、一切において善業と不善業も示され、その好ましい果と好ま

しくない果も示された。その如く善業と不善業の行為者も示され、まさしくそ

れもその果を食す者（享受する者）であると示されて、行為者が無くとも業（行

為）は不合理であり、業（行為）が無くとも果は不合理である。そのように行

為者と業（行為）が有るので、それが存在する故に、一切事物も良く成立する

ことが合理である。」 

 

章の著述を説く＞業（行為）と行為者が自性として成立したことを否定する＞一致する方向の行為と行為者が自性とし

て成立したことを否定する＞始めの二分類の行為と行為者を否定する＞［主張命題を置く］ 

説く。もし、一人の行為者が業（行為）を為すとなれば、それ（行為者）と

なる者か、（行為者）ではないとなった者が為すことになる。業（行為）も、（業

で）あるとなったか、（業）ではないとなったものを為すとなるか？と問えば、

そこで、 

 

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。 1 

 

行為者となった者は、業（行為）であるとなったことをしない。行為者では

ないとなった者も、業（行為）ではないとなったことをしない。 

 

始めの二分類の行為と行為者を否定する＞理由を示す＞第一命題の理由＞ 

［誰も為していない業が有るという背理で否定する］ 

何故かといえば、このように、 

 

 



102 

ブッダパーリタ［第８章］ 

 

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。 2 

 

ここで、行為を具えるのみによって行為者であるとなる。（何故ならば）この

ように、為す者のみが行為者であるが、（行為を）為さなければそうではない故

である。それ故に、行為を具えるその行為者は「行為者であるとなった（者）」

といい、その「行為者であるとなった者」においては、「再び彼が業（行為）を

為す。」という他の行為は無い。もし有るならば、行為が二つになり、一人の行

為者に二つの行為は無い。 

また他にも、業（行為）も、行為者が無いとなる。（行為をする行為者より）

他の、何もしない行為者に、業（行為）が有ると仮定する場合においても、行

為者は無いとなる。何故かといえば、行為者が業（行為）を為すことでその業

（行為）の行為者となり、行為者が（行為を）為すことによっても、その業（行

為）は行為者と共にあるとなる。しかし行為と離れれば、行為者はその業（行

為）を為さない故に、そう見るので、その業（行為）は行為者が無い背理とな

るだろう。 

 

第一命題の理由＞［何も為さないことに行為者が有るという背理で否定する］ 

その如く、業（行為）であるとなったものに行為は無い。ここでも、行為を

具えるもののみが業であるとなり、このように行為のみが業であり、為されな

いことではない故である。それ故に「行為を具える業が、業であるとなる」と

いう－業であるとなったものに、「何かの行為である。」という、他の行為は無

い。もし有るならば、行為が二つとなり、一つの業に二つの行為は無い。 

また他にも、 

「行為者も、業（行為）は無いとなる。」 

為されないその業に、行為者が有ると尽く考察したそれにも、業（行為）は無

いとなる。何故かといえば、行為者の行為であれば、その行為者の業となり、

為されたその業によっても、その行為者は業と共に有ることになる。しかし行

為と離れれば、その業は行為者の行為ではない故であり、そう見れば、その行

為者は業が無いという背理になるだろう。そう見れば、行為が無い故に、業も

行為者が無いという背理となるが、行為者も業が無いという背理となるので、

行為者となった者は業であることをしない。 
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理由を示す＞第二命題の理由＞［無因となる背理によって否定する］ 

行為者でないとなった者も、業でないとなったことをしない。如何様に、と

いえば、 

 

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、因は無い背理となる。 

行為者も無因となるだろう。 3 

 

「行為者と業（行為）でないとなった」とは、行為と離れたもの等である。 

そこでもし、行為と離れた行為者でないとなった者が、行為と離れた業（行

為）でないとなったことを為すならば、行為者と業（行為）は無因である背理

となるだろう。何故かといえば、このように、行為を具える因より起こった行

為者が、まさしく行為者であるが、業（行為）も、まさしく業である故である。 

そう見るので、行為と離れた、行為者と業（行為）でないとなったものを尽

く考えれば、まさしく無因である背理となるだろう。 

 

第二命題の理由＞［それを主張することに過失を述べる］ 

そこで、何ものも行為者でないとはならず、何も業（行為）ではないとなら

ない。そう見れば、「これは行為者である。」「これは業（行為）である。」とい

うことがあり得なくなる。それらがあり得なければ、「これは、福徳を為すので

ある。」「これは、そうではない。」「これは、罪悪を為すのである。」「これは、

そうではない。」ということも不合理になるだろう。それらが不合理であれば、

顚倒した大きな過失となるので、その行為者でないとなった者は、業ではない

となったことを為さず、あるいは、 

 

因が無ければ、果と、 

因も合理とはならない。 

 

因が無ければ、果は僅かにも合理とはならない。因の無いものに果が如何様

に合理となろうか。もし合理であるならば、突然に一切のものが起こるとなり、

一切の事始めがまさしく無意味ともなるので、それは主張しない。そう見るの

で、因が無ければ僅かな果も合理とはならない。 

「因も合理とはならない。」とは、「因が無ければ縁も合理にはならない。」と

いう主旨である。それも、「如何様に合理となるか」といえば、因より起こった

諸事物において縁も役立つものであるけれど、因が無くまさしくそれが起こら
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なければ、諸縁が何に役立つとなろうか。役立つことをしなければ、如何様に

諸縁となろうか。そう見るので、因が無ければ果も合理とはならないが、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。 4 

 

「それが無いならば、」とは、「それが無ければ」であり、その果が無ければ、

行為と行為者と、行為するものも正しくならない。如何様にといえば、ここで、

「切られるもの」を切るならば、「切る者」によって「切られる」ので「切るも

の」であり、そこで、「切られるもの」である結果が有るならば切られる行為が

あり、切られる行為の行為者である「切る者」も有るが、その「切る者」も「（対

象が）切られる行為を為すもの（道具）」によって、切る行為を為す。切られる

対象である果が無ければ、拠所の無いものに、切られる行為が如何様に有ると

なろうか。切られる行為が無ければ、その行為者である切る者が有ると何処で

なろうか。切る者が無ければ、切られる行為を為すものが何処にあろうか。 

 

行為等が正理でなければ、 

法と非法は、有るのではない。 

 

行為等が適さない背理となれば、法と非法等も有るのではない。何故かとい

えば、ここで、身口意の行為の特別なものである法と非法は、行為者と行為に

依拠したと主張する故であり、そう見るので、行為と行為者と行為するものが

理に適わなければ、それらに依拠した法と非法は、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 

 

そのように、法と非法が無ければ、それら法と非法より起こった果も無いと

いう背理になるだろう。何故かといえば、種子等から実りが生じるが如く、法

と非法より果が成立すると主張する故である。 

行為等は正理ではない故に、それら法と非法は無い。それらが無いので、そ

れより起こった果が有ると、何処でなろうか。 

 

果が無ければ、解脱や、 

繁栄（善趣）となる道は不合理である。 
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果が無くなる背理となれば、善趣へと転生することや、解脱へと変化する道

も不合理になるだろう。何故かといえば、善趣や浄化解脱は法の果であるけれ

ど、それらを得る方便が修行道であるならば、「善趣」や「浄化解脱」というそ

れらの果が無ければ、その道は何によって得られる方便となろうか。 

 

諸々の行為一切も、 

まさしく無意味である背理となる。 6 

 

果が無いので、善趣へと浄化解脱への道が不合理である背理となるだけでは

ない。世間において農作業等の行為であるそれらも、まさしく無意味である背

理となる。世間は結果の為にそれやそれ等の行為を開始するけれど、それやそ

れ等の果は不合理であり、果が無ければ行為を成させることも疲労の器に尽き

るので、まさしく無意味である背理になるだろう。それ故に、そのように因が

無ければ多くの大きな過失となる背理となるので、「行為者でないとなった者が

業（行為）でないとなったことを為す。」というそれは、非常に劣悪な言葉であ

る。 

 

一致する方向の行為と行為者が自性として成立したことを否定する＞［第三分類の行為と行為者を否定する］ 

そこでこう、『行為者であり行為者でないとなった者が、業（行為）であり業

でないとなったことを為す』と思えば。 

 

それに対して述べよう。 

 

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、 

 

行為者であり行為者でないとなった者は、行為を具え、行為を具えない者で

ある。業（行為）であり、（業）でないとなったことも、行為を具え、行為を具

えないことである。行為者であり行為者でないとなった者は、業（行為）であ

り（業）でないとなったことを為さない。何故かといえば、 

 

そうであり、そうでないとなったものは、 

互いに反する故に、如何で一となろうか。 7 

 

もし、そのような行為者と業（行為）等があり得るとなれば、その行為者は
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その業（行為）を為すともなろうか？そうであり、そうでないとなったものは

互いに反するので、単一に有ると何処でなろうか。そう見るので、あり得ない

故と、斯くも示された双方の過失となる背理となる故に、行為者であり行為者

でないとなった者は（行為を）為さない。 

そのように先ず、三つの同じ方向で、行為者と業（行為）は不合理であり、

行為者であるとなった者は業（行為）であるとなったことを為さないことと、

行為者でないなった者は業（行為）でないとなったことを為さないことと、行

為者であり行為者でないとなった者は業（行為）であり業（行為）でないとな

ったことを為さない。 

 

業（行為）と行為者が自性として成立したことを否定する＞不一致の方向の行為と行為者が自性として成立したことを

否定する＞［それぞれの行為者が、方向の違うそれぞれの業（行為）を為すことを否定する］ 

不一致によっても不合理であり、このように、 

 

行為者と業（行為）は、 

（行為者に）なった者は（業に）なっていないことを為さない。 

（行為者に）なっていない者も（業に）なったことを為さない。 

 

先ず、行為者となった者は、業（行為）でないとなったことを為さない。行

為者でないとなった者は業（行為）であるとなったことを為さない。何故かと

いえば、このように、 

 

ここでも、その過失となる背理になる。 8 

 

そのような様相の行為者と業（行為）を尽く考察するならば、ここでも、何

故ならば、以前に示した過失である、行為者であるとなった者に行為が無いこ

とと、業（行為）に行為者が無いことと、業（行為）であるとなったことに行

為が無いことと、行為者に業（行為）が無いことと、業（行為）の無い行為者

と、行為者と業（行為）でないとなったものに因が無いとなる故に、行為者で

あるとなった者は業（行為）でないとなったことを為さないが、行為者でない

となった者は業（行為）であるとなったことを為さない。 

 

不一致の方向の行為と行為者が自性として成立したことを否定する＞ 

［方向の違う業（行為）を二つずつ為すことを否定する］ 

 

行為者と業（行為）は、 
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（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。 

 

行為者となった者は業（行為）ではないとなったことと、（業）であり（業）

ではないとなったことを為さない。何故かといえば、 

 

理由は先に示した故である。 9 

 

行為者となった者に行為が無いことと、業（行為）ではないとなったことに

因が無いことと、業（行為）であり業（行為）でないとなったものは互いに反

する故に、「何処で一となろうか」と示した故である。 

 

行為者と業は、 

（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、 

（業に）なって（業に）なっていないことを為さない。 

 

行為者でないとなった者は業（行為）となったことと、（業）であり（業）で

はないとなったことを為さない。何故かといえば、 

 

理由は先に示した故である。 10 

 

行為者でないとなった者は無因の業（行為）を為し、業（行為）ではないと

なったものに行為は無く、業（行為）であり業（行為）でないとなったものは

互いに反するので、「如何で一となろうか。」と示した故である。 

 

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。 

 

行為者であり（行為者）ではないとなった者は、業（行為）であるとなった

ことと、（業で）ないとなったことを為さない。何故かといえば、 

 

ここでも理由とは、 

先に示したものによって、知りたまえ。 11 

 

行為者であり（行為者）でないとなった者は、業（行為）が互いに反するの



108 

ブッダパーリタ［第８章］ 

 

で、「何処で一となろうか。」というものと、業（行為）であるとなったことに

行為が無いことと、「業（行為）でないとなったことに因が無くなるだろう。」

と示したことによって知りたまえ。 

そのように、不一致である六方向によっても、行為者と業（行為）は不合理

である。（何故ならば）行為者であるとなった者は業でないとなったことを、行

為者でないとなった者は業であるとなったことを為さないことと、行為者であ

るとなった者は業でないとなったことと、業であり業でないとなったことを為

さないことと、行為者でないとなった者は業であるとなったことと、業であり

業でないとなったことを為さないことと、行為者であり行為者でないとなった

者は業であるとなったことと、業でないとなったことを為さない。 

そう見るので、「この行為者がこの業を為す。」というそれは、如何様にも不

合理である。 

 

章の著述を説く＞［世俗名称として業と行為者を設ける方法］ 

言う。「『この行為者がこの行為を為す。』あるいは、『為さない。』というそれ

が、吾輩に何をしようか。有るならば先ず、行為者と業（行為）は有る。」 

 

説く。何、君はゴマ油を求めて僧院の胡麻蔵を探すのか？君は「行為者」と

「業」という名称のみによって喜び、何も為さぬ者を行為者であると主張し、

為されぬことを業であると主張する。他の行為は不合理であるので、それらが

有るとの考察は無意味になることは確かであり、そのような本性を持つ者は行

為者でもないが、そのような本性を持つものは業でもないので、ここで、実在

となったそれ自体が認められる如何なる理屈を思うのか。 

 

言う。「もし、そのように行為者も無く、業も無ければ、君が『無因となる背

理となるだろう。』と斯くも示したそれら一切が、君に関わるのではないか。」 

 

説く。（そうは）ならない。吾輩は行為者と業（行為）を無そのものであると

は言わないが、吾輩は、それらの行為であるとなったことと、（行為で）ないと

なったことについて尽く分別することを捨て去ることをして、吾輩は行為者と

業（行為）は依拠して名付けられたと主張する。それも如何様にといえば、 

 

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 
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行為者とは業（行為）に依拠して業（行為）に留まる。業（行為）に相対し

て「行為者」と名付けられ述べられる。その業（行為）も、行為者そのものに

依拠して起こり、「その者の業（行為）」と名付けられ述べられる。 

それ故に、その二つは相互関係を持つものとして名付けられたのであり、自

性として成立したことと不成立は無い。 

それ故に、そのようにその二つは「有そのもの（実在）」「無そのもの（虚無）」

と承認していないので、中道と名付けられたのである。その名付けられ方以外

に、その二つが成立する他の性相は見られない。 

 

章の著述を説く＞［その正理を他に適用する］ 

 

その如く近取を知りたまえ。 

 

「近取」とは、事物であると視て、そこに事物が有るところに複数の行為者

が有るので、ここで、近く取られたものと近く取る者が認められると主張した

まえ。 

そこで、行為者に依拠して名付けられるが如く、近取者も近く取られるもの

に依拠して名付けられる。業（行為）はまさしく行為者に依拠して名付けられ

るが如く、近く取られるものも近取者そのものに依拠して名付けられ、その二

つにおいても、それ以外に成立する性相は見られない。 

それも、如何様にといえば、 

 

業（行為）と行為者を除いた故である。 

 

「除いた」とは、「否定した」である。「故である。」とは理由の意味であり、

それらの行為者と業（行為）は前述で多々なる様相で排除されたので、それら

を除いたことのみによって、近取者と近く取られるものによって成立する他の

性相も排除されたと知りたまえ。 

そこで、斯くも「行為者となった者は業（行為）となったことを為さないが、

行為者でないとなった者は業（行為）でないとなったことを為さない。行為者

であり行為者でないとなった者は業（行為）であり業（行為）でないとなった

ことを為さない。（何故ならば）多くの過失となる故である。」というが如く、

近取者も、近取者となった者は近取となったものを近く取ることをせず、近取

者でないとなった者は近取でないとなったものを近く取ることをしない。（何故

ならば）多くの過失となる背理となる故である。不一致の方向もその如く当て
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はめる。 

 

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 

 

行為者・業（行為）と、残りの諸事物は等しいと知りたまえ。 

近取を個別に言及したことは、主要である故と、以降の内容の為であり、そ

こで「残余の諸事物」とは因と果や、支分と支分を持つものや、火と薪や、功

徳と功徳を持つものや、性相と性相の礎（事相）や、そのような諸様相である。 

それは、因であるとなったものは果であるとなったものを生じさせず、因で

ないとなったものは果でないとなったものを生じさせず、因であり（因で）な

いとなったものは果であり（果で）ないとなったものを生じさせない。一切の

場合においてもその如く当てはめて、斯くも言及された過失の背理となった

諸々も示したまえ。 

因も、果を生じさせるならば「（因）であるとなった」という。それより他は、

「（因）ではないとなった」である。果も、生じさせられるならば「（果）であ

るとなった」という。それより他は、「（果）ではないとなった」である。 

その如く、支分と支分を持つものについても見るべきであり、支分であると

なったものは支分を持つものとなったものに入らず、そうでないとなったもの

もそうでないとなったものに入らず、そうでありそうでないとなったものも、

そうでありそうでないとなったものに入らない。 

火であるとなったものも薪であるとなったものを燃やさず、そうでないとな

ったものもそうでないとなったものを燃やさない。そうでありそうでないとな

ったものも、そうでありそうでないとなったものを燃やさない。 

功徳であるとなったものも功徳を持つものとなったものに入らず、そうでな

いとなったものもそうでないとなったものに入らず、そうでありそうでないと

なったものも、そうでありそうでないとなったものに入らない。 

性相であるとなったものも性相の拠所（事相）であるとなったものを表すこ

とをせず、そうでないとなったものもそうでないとなったものを表すことをせ

ず、そうでありそうでないとなったものもそうでありそうでないとなったもの

を表すことをしない。 

斯くも、行為者は業（行為）に依拠して名付けられるが、業（行為）もまさ

しく行為者に依拠して名付けられる如く、果も因に依拠して名付けられるが、

因も果そのものに依拠して名付けられる。支分を持つものも支分に依拠して名

付けられるが、支分もまさしく支分を持つものに依拠して名付けられる。火も

薪に依拠して名付けられるが、薪もまさしく火に依拠して名付けられる。功徳
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を持つものも功徳に依拠して名付けられるが、功徳もまさしく功徳を持つもの

に依拠して名付けられる。性相の拠所（事相）も性相に依拠して名付けられる

が、性相もまさしく性相の拠所（事相）に依拠して名付けられる。 

そのように、それらに相互関係して名付けられる以外に、如何なる他の様相

によっても、それらが成立することは不合理である。 

 

因である業（行為）と行為者が有ることを否定する＞［章の名を示す］ 

「行為者と業（行為）を考察する」という第八章である。 
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（第九章） 

 

『根本中論』の解説、ブッダパーリタ。第四巻。 

 

法とプトガラをそれぞれに分けて説く＞プトガラ（人）の無我を説く＞プトガラ（人）が本性として成立したことを否

定する＞章の著述を説く＞［対論を述べる］ 

言う。「『その如く近取を知りたまえ。1』と説かれたことに対して言う。」 

 

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 

 

「視るや聴く等と、」とは、視る（もの）や聴く（もの）である。「視る（も

の）や聴く（もの）等と、感受作用等、近く取られる対象を所有するその事物

は、それら視る（もの）と聴く（もの）等や、感受作用等の以前に有る。」と、

或る者はそう言う。 

それは何故かといえば、 

 

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り、 2 

 

事物が有るのでなければ、視る（もの）等は、如何様に近く取られる対象と

なろうか。それ故に不合理であるので、それら視る（もの）等の以前に、視る

（もの）等がその近く取られる対象である、その留まる事物は有る。その近取

者が有るならば、近く取られる対象も相対して名付けられて有るのであるが、

それに対して君は何を言うのか。」 

 

章の著述を説く＞それを批判する＞近取者が自性として有ることを否定する＞他派が考察した我を否定する＞取る者が、

取られる対象一切の以前に有ることを否定する＞ 

［取られる対象より前であれば、「取者」と名付ける因（理由）が無いことで否定する］ 

説く。 

 

                                                   
1 その如く…たまえ。：『根本中論』第 8 章 13 偈。 
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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。 3 

 

ここで、視る（もの）や聴く（もの）等や、感受する（もの）等の、「視る者」

や「聴く者」や「感受する者」であると、事物が名付けられるのであれば、「視

る（もの）等や感受する（もの）等の以前に『〈視る（もの）等は、某の近取で

ある〉と述べられるところの事物が有る。』と考察されるその事物は、このよう

に留まり、有る。」と何によって名付けられるのか。 

 

取る者が、取られる対象一切の以前に有ることを否定する＞ 

［取る者が前であれば、取られる対象に留まる拠所が無いことで否定する］ 

言う。「それは視る（もの）等が無くとも、我性として良く成立して存在する。」 

 

説く。 

 

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 

 

視る（もの）等は無くとも、もし「その事物は我性として良く成立し、留ま

ることが有る。」と述べるならば、その事物が無くとも、それら視る（もの）等

は我性によって良く成立し、留まることが有ることになると、疑いはない。 

 

言う。「視る（もの）等も、それ無くして留まるとなれば、如何なる過失があ

るのか。」 

 

説く。一切がまさしく過失となる。何故かといえば、「視る（もの）」等が無

い事物は、顕現させるものが無く、留まることが無くなることや、それが無け

れば「視る（もの」等も顕現させるもの無く留まることになる故である。 

何故ならば、それらは 

 

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。 
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視る（もの）等の何が、如何なる事物を「視る者」「聴く者」や、「感受する

者」と明らかにしようか。「明らかにしようか」とは、「顕現する」や、「認識対

象とする」や、「知らせる」という主旨である。かの事物によっても、「視る（も

の）」等の何ものを「これは、視る（もの）である。」「これは、聴く（もの）で

ある。」「これは、感受する（もの）である。」と明らかにしようか。そのように、

何故ならば「視る（もの）」等が事物を明らかにし、事物も「視る（もの）」等

を明らかにする故に、 

 

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（もの）等、何かそれだけのものが無ければ、明らかにするものが無い

何か事物だけのものが留まるとなることが、何処にあろうか。何か事物だけの

ものが無いとしても、明らかにするものが無い、視る（もの）等だけのものが、

留まるとなることが何処にあろうか。そう見るので、何か視る（もの）等だけ

の以前に、何か事物だけのものが留まることは無い。 

 

他派が考察した我を否定する＞取られる対象それぞれの以前に有ることを否定する＞［対論を述べる］ 

言う。 

 

視る等一切の 

以前に何かがあるのではない。 

 

「『視る（もの）等、一切の単一物の以前に、何か単一の事物が有る。』とは

言わないが、これは、単一の視る（もの）等それぞれの以前に、何か単一の事

物が有るので、それ故に、それは、 

 

視る等の他によって、 

他の時に明らかにする。 6 

 

何故ならば、それは視る（もの）等一切の以前に有るのではないが、視る（も

の）等それぞれの以前に有る故に、それは視る（もの）等別々のものが、別の

時点で『視る者』や『聴く者』や、『感受する者』と明らかにする。そう見るの

で、それは視る（もの）等の以前に無いのでもないが、明らかにするものが無

いのでもない。」 
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取られる対象それぞれの以前に有ることを否定する＞［それを批判する］ 

説く。自らの浅知恵を示すにすぎず、凡々な事を言う。 

 

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 7 

 

視る（もの）等一切の以前に、もし有るのでなければ、視る（もの）等それ

ぞれの以前にも、それは有るのではないと確かである。もし、それぞれの以前

に有るならば、一切の以前にもそれが有ると明らかである。もしそれが、視る

（もの）以前に有る時に、聴く（もの）等の以前に無いのであれば、それらの

以前に無いものであるそれが、斯くも聴く（もの）以前に無いが如くに視る（も

の）を捨て去り、聴く（もの）以前に有るとなろうか。そう見るので「それぞ

れの以前に有るけれど、一切の以前には無い。」というそれは、凡々である。 

また他にも、 

 

もし、それぞれの以前に、 

視る者そのものが聴く者であり、 

感受する者も、まさしくその者となれば、 

それはそのように、正しくはない。 8 

 

もしそれが、視る（もの）等それぞれの以前に有るとなれば、その者は「視

る者」も彼自身であるが、「聴く者」もまさしくその者である。「感受する者」

もまさしくその者であるとなり、それがそのようであれば、正しくはない。何

故かといえば、士夫が別々の窓へ行くが如く、我が別他の根（感覚器官）に移

動する過失となる故であり、我が、他の根（感覚器官）であるものに移動する

ことは主張しない。 

 

もし、『我が他の根（感覚器官）へ移動するという背理になってはいけない。』

と思い、「視る者」もまさしく他であり、「聴く者」もまさしく他である。「感受

する者」もまさしく他であると考察すれば。 

 

それに対しても説こう。 
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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。 9 

 

もし、「視る者」もまさしく他であるが、「聴く者」もまさしく他である。「感

受する者」もまさしく他であるとなれば、そう見れば、「視る者」の時点で、「聴

く者」と「感受する者」も有ることになる。如何様にといえば、何故ならば、

視る（もの）等それぞれの以前にそれらが有ると主張する故である。 

「吾輩の（主張する）『視る者』もまさしく他であるが、『聴く者』もまさしく

他である。『感受する者』もまさしく他である。」と言うので、そう見れば我も

まさしく多数となる背理となるだろう。 

仮に、まさしく別他でもあるが、『視る者』の時点で『聴く者』と『感受する

者』が無ければ、そう見ても我は無常そのものであり、まさしく多くの我とも

なる背理となるので、それも（対論者は）主張しない。 

然れば、「視る（もの）等それぞれの以前に（『視る者』等が）有ることと、

視る（もの）等（それぞれ）別々であるものが明らかにする。」と述べたことは、

正理ではない。 

 

他派が考察した我を否定する＞［取られる対象一切の以前に有る理由を否定する］ 

言う。「視る（もの）等の以前に、我はまさしく存在する。何故かといえば、

ここに『名色である縁によって六處』2と説かれた。『色』とは四大（四つの基本

構成要素）であるので、それ故に、構成要素である縁によって六處が起こるが、

それらの構成要素も我の『近く取られる対象』である。そう見るので、構成要

素を近く取る者である、構成要素が明らかにした我が留まることが有れば、六

處が起こり、順次に感受作用等も起こるので、然れば、『視る（もの）等の以前

に事物が留まることが有る。』というそれは、合理である。」 

 

説く。 

 

視るや聴く等や、 

感受する等も、 

それより変化する、その大においても、 

それは有るのではない。 10 

                                                   
2 『名色…六處』：『稲稈経』より。 

十二縁起の第四「名色」と、第五「六處」について述べている。 
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視る（もの）や聴く（もの）等や、感受する（もの）等、順次それらより変

化するそれら大（構成要素）においても、君が考察したその事物は、有るので

はない。何故かといえば、大（構成要素）を近く取る者である故であり、その

大（構成要素）を近く取る者も、諸大（構成要素）の以前に明らかにするもの

は無いので、不合理である。諸大（構成要素）の以前に有るのではないそれが、

如何様に諸大（構成要素）の近取者となろうか。そう見るので、諸大（構成要

素）にもそれが有るのでなければ、視る（もの）等の以前に有ると、何処でな

ろうか。 

 

それを批判する＞［それによって近く取られる対象も本質として有ることを否定したと示す］ 

言う。「視る（もの）等の以前に、それが有ろうとも無かろうとも構わない。

『有る』とは先ず、視る（もの）等は有る。君が先に『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。』3と言説したので、それ故に、

視る（もの）等、何かそれだけのものは有る。何かが無ければ何ものも無いの

で、それ故に、視る（もの）等、何かそれだけのものを所有する、何かそれだ

けの事物も有る。」 

 

説く。 

「何者かが無い何かが何処にあろうか。」4 

というそれによって、その返答は既にした。如何様にといえば、 

 

視るや聞く等と、 

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 

 

「視る（もの）等何かそれだけの以前に、何かそれだけの事物は無い。」とい

うことは、先に既に示した。 

「何者かが無い何かが何処にあろうか。」 

というそれも、既に示した。それ故に、もし視る（もの）等の何かそれだけを

良く成立させ、視る（もの）等を所有するとなる、まさしく何かそれだけの者

が無ければ、視る（もの）等が良く成立すると何処でなろうか。何者の視る（も

の）等となろうか。そう見るので、何かそれだけの事物は無い故に、視る（も

の）等、何かそれだけのものも無いが、視る（もの）等、何かそれだけのもの

                                                   
3 「何も･･･有ろうか。」：『根本中論』第 9 章 5 偈。 
4 「何者かが…あろうか。」：同上。 
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が無ければ、君の「何かそれだけの事物」が有ると、何処でなろうか。 

 

それを批判する＞［近取者が自性として無いことに対する反論を斥ける］ 

言う。「何？君のそれだけの事物が無いことは、非常に確かなのか？」 

 

説く。 

 

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 

 

視る（もの）等の以前と、視る（もの）等と現在時点で一緒と、視る（もの）

等の後時を一切の様相について探したならば、「それがこれである。」と自らと

して良く成立したことの無い何かそれだけのものに対して、視る（もの）等に

よって『有る。』『無い。』と連想される諸分別が退くことになる。先ず、自らが

良く成立していない故に、「それは有る。」とどう述べることができようか。視

る（もの）等が明らかにする故に、「それは無い。」とも、どう述べることがで

きようか。それ故に、それについて「有る。」「無い。」と分別することは不合理

である。 

そう見れば、行為者と業（行為）の如く、その近取も名付けられたにすぎな

いが、それ以外に、他に成立することは不合理である。 

 

プトガラ（人）が本性として成立したことを否定する＞［章の名を示す］ 

「近取者と近く取られる対象を考察する」という第九章である。 
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（第十章） 

 

プトガラ（人）の無我を説く＞プトガラ（人）が本性として有る理由を否定する＞論証する例を否定する＞ 

［章の著述を説く］ 

言う。「火と薪の如く、近取者と近く取られる対象は良く成立するが、行為者

と能作（行為の対象）の如く、良く成立しないのではない。」 

 

章の著述を説く＞火と薪が自性として有ることを否定する＞前述していない正理によって否定する＞ 

［同一本性を否定する］ 

説く。もし、火と薪が良く成立したならば、それらも良く成立することにな

るかと問われるが、火と薪が、ただ行為者と能作（行為の対象）のみである如

く良く成立しない時、近取者と近く取られる対象が如何様に良く成立するとな

ろうか。 

もし、火や薪が自性として良く成立したとなれば、まさしく同一か？まさし

く他として良く成立するとなるか？と問えば、双方とも不合理である。如何様

に、といえば、 

 

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。 

 

もし先ず、単なる薪のみであるそのものが、火であると強く考えるならば、

そう見れば行為者と能作（行為の対象）がまさしく同一である背理となり、そ

こで「火は燃やすものである。」ということはあり得なくなる。 

もし、まさしく同一であろうともそれらがあり得るならば、「火は燃やすもの

である。」「薪は燃やされるものである。」ということもあり得るものであるが、

あり得ないので、そう見れば、その二つがまさしく同一であることは不合理で

ある。 

 

前述していない正理によって否定する＞別本性を否定する＞別本性であるという主張命題を否定する＞本性として別で

あれば、木に相互関係しない＞否定本義＞［木が無くして起こる］ 

そこで、薪より、火はまさしく他であると思えば、それに説こう。 

 

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 

 

もし、薪より火がまさしく他であるとなれば、薪無く、薪に結ばれず、それ
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だけでも起こらないとなるものであるが、薪無く火は起こらないので、そう見

れば、それ自体、まさしく他であるとしても不合理である。 

 

否定本義＞［常に燃えている等となる］ 

また他にも、 

 

常に、まさしく燃えることになるだろう。 

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。 2 

 

もし、薪より火がまさしく他であるとなれば、常にまさしく燃えるとなる。（何

故ならば）このように、燃やすものが無い因より起こった故である。その燃や

すことをする因であるものが、燃やす因である。燃やす因が無いことは、「燃や

すものが無い因より起こり」－「燃やすものが無いのみにおいて、火が起こる

となる。」という主旨である。 

努めはまさしく無意味ともなるだろう。そう見るのであれば、能作（行為の

対象）の無い火ともなり、「火というこれは、燃やすものである。」というよう

な能作（行為の対象）は、提示されるものとして無いともなるだろう。 

 

言う。「『火は、燃やすものが無い因より起こったとなるだろう。』と説いたそ

れは、如何なることか？」 

 

説く。 

 

他に相互関係したことが無い故に、 

燃やすものは無い因より起こった。 

 

何故ならば、薪より火がまさしく他であるとなれば、薪が無くとも起こる背

理となる故に、他に相互関係が無いのである。このように、火が薪に相互関係

したならば、他に対する相互関係と共にあることになるが、それも、そこに薪

は無いので、他に相互関係は無いのであるが、他に相互関係が無い故に、燃や

すものが無い因より起こったとなる。 

燃やすものが無い因より起こったとなれば、常にまさしく燃えている背理と

なる。このように、火は燃やすものに相互関係するが、燃やすものが無ければ、

それは消えるとなるものである。しかしそこに、その燃やすものも無いので、
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常にまさしく燃えている背理ともなるだろう。 

 

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。 3 

 

火が常にまさしく燃えているのであれば、起こしたり、点火する等の努めは

無意味そのものになるだろう。そう見れば、能作（行為の対象）が無いともな

る背理となり、そのような様相は不合理であるので、火はまさしく無いという

背理にもなるだろう。 

 

本性として別であれば、木に相互関係しない＞［不定因を斥ける］ 

 

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、 

 

そこでもし、何者かがこのように『何故ならば、火が行き渡り、火が燃やし

つつあるものが薪である故に、他そのものであろうとも、火に薪が無いのでは

なく薪とまさしく共にある。従って、それに薪が無いという背理となったけれ

ど、それら示された過失にはならない』と思えば。 

 

それに対して説こう。 

 

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 

 

ある時、燃やしつつあるもの、ただそれのみがまさしくそれであり、他の何

を具えようとも燃やされつつあるのでなければ、薪の時点の以前に「火」とい

う何かが行き渡り、それによって燃やされつつあるならば薪であるとなる、そ

の「他」とは何であるか。 

まさしく燃やしつつある時点においても、何か薪のみであるそのものが、火

であるのか？ 

あるいは、『火も他であるが、薪も他である』というこの考えが起こるが、君

もまた「まさしく燃やしつつある時点で、火が行き渡り、火が燃やしつつある

ものが薪である。」と言った時、何故ならば火が行き渡り、火が燃やしつつある

ものが薪である故に、「火に薪が無いのではない」というそれが、如何様に言う

に適おうか。 
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然れば、他そのものであるとしても、過失の背理となるそれらは、そのまま

残るのである。 

 

別本性であるという主張命題を否定する＞本性として別であれば、木と接しなくなる＞［本義］ 

また他にも、 

 

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。 5 

 

火が他であれば、薪と接しなくなる。接すことが無ければ、それは燃やすと

ならない。もし、接すことが無くとも燃やすとなれば、一方に存在することに

よって全ての衆生を燃やすとなるので、それ故に、その接すことは不合理であ

るので、「他そのものであろうとも、燃やされつつあるものは薪である。」と言

ったことは不合理である。 

燃やさなければ消えるとならない。何故かといえば、このように、火が薪を

燃やしたならば薪が尽きるので消えるともなろうが、燃やさぬものにおいて、

因の無いことより起こった消えることが、如何様に起こるとなろうか。 

消えなければ、燃やすものの無い因より起こった、他に相互関係しないもの

は常に燃え、その印を具えるものは、まさしく恒常不変に留まるものとして、

留まるとなるだろう。 

あるいは、それは薪より他ではないとなるだろう。 

 

本性として別であれば、木と接しなくなる＞［それに対する不定因を斥ける］ 

言う。「火が他であるならば、薪と接しなくなる。」と説いたそれに言おう。 

 

もし、木より火が他であるとしても、 

木と接すに適うとなる。 

 

もし、薪より火が他であるとしても、薪と接すに適うことになる。如何様に

といえば、 

 

斯くも、女性が男性と、 

男性も女性と接すが如く。 6 
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説く。 

 

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、火と薪が、男性と女性の如く、一方によって一方が斥けられるとなれ

ば、薪より火は他そのものであるけれど、君の心意で思惟した如く、斯くも女

性が男性と接し男性が女性と接すが如く、薪と接すとも主張するに至るが、燃

やしつつあるまさしくその時点についてこの考えが起こる時、「火と薪が接すと

なるだろう。」というそれが合理であると、何処でなろうか。 

 

言う。「ここで、その二つはまさしく同一でもないが、まさしく他でもないこ

と自体を、正理によってその二つがまさしく同一かまさしく他であるとならな

くとも、簡潔にしたまえ。先ず、火と薪は良く成立したのである。」 

 

説く。それは全くお笑い種である。 

「同一である事物と、まさしく他である事物として、成立したとなった 

ことは有るのではない。その二つが成立することが如何様に有ろうか。」 

 

別本性を否定する＞別本性であるという理由を否定する＞相互関係する理由を否定する＞三時制を分析して相関を否定

する＞［前後時制に相関を否定する］ 

言う。「相互関係したことより、薪に相関して火であるが、火に相関して薪で

ある。」 

 

説く。 

 

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が、火に相互関係しても薪であるならば、

何かに相互関係して火であるとなるか、薪であるとなるその二つより、最初に

成立したものは何であるか。 
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そこでこのように、『最初に成立した薪に相互関係して、火である』と思えば、

それに説こう。 

 

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。 

 

もし、最初に成立した薪にそれが相互関係して、火であるとなれば、そのよ

うであれば、既に成立した火を、再度成立させるとなるのである。何故かとい

えば、このように、火が成立したならば薪に相互関係したと合理であるが、火

が成立しておらず無ければ、如何様に薪に相互関係しようか。それ故に、薪は

無くとも自らによって成立した火が相互関係することはできるけれど、君にも

薪に相互関係して良く成立するとなる、無意味なものが有るのか。 

 

また他にも、 

 

焼かれる薪においても、 

火無くして、そうなるのだ。 9 

 

そう見れば、薪にも火が無くなるのである。このように、薪も成立したなら

ば火に相互関係したことが合理となるが、薪が成立しておらず無ければ、如何

様に火に相互関係するのか。それ故に、薪そのものも、火無くして自らによっ

て良く成立したという背理となるにも拘わらず、君は、再度火に相互関係して

良く成立するという無意味なことを考えるのか？そう見るので、その二つは相

互関係して成立するとは不合理である。 

その如く、先に成立した火に相互関係して薪が成立すると考えても、過失を

具えるとなるだろう。 

 

三時制を分析して相関を否定する＞［同時制に相関を否定する］ 

言う。「何？言っていないことにそのような過失をなすりつけるのか？吾輩が

『それらは相互関係して成立する。』と言った時、それらについて『最初に成立

したのは何か。』や、『もしそれらより、何れかが最初に成立したとなれば、相

互関係そのものが成立しない。』というそれらは、何の返答か。」 

 

説く。相互関係して成立すると考えるならば、何かが最初に成立すると主張

しないとしても、そう見ても、相互関係が成立することは不合理である。如何

様にといえば、 
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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 

 

もし、成立させられる対象である事物であるものが他の事物に相互関係して

成立し、成立させられる対象であるまさしくその事物に対しても、相互関係し

て成立させられる対象が成立せられた故に、相関対象である他の事物であるも

のが成立するならば、ならば成立すると主張する何に相互関係して、何が成立

するのかを言いたまえ。 

君の耳元で賢者の口から述べられたそれらの言葉は「相互関係するもの」で

あるが、「相互関係するものは、成立しない。」というそれは、以前に公認され

てはいないのか？例えば、舟に括りつけられた一舟の守護に、一方はならぬが

如くである。何故ならば、そう見るのであれば、君は恥ずかしくも「それらは

互いに相互関係して成立する。」とその秘密の賛辞を言うのか？ 

先ず、等引（瞑想）した意識によって良く思惟してそれを言いたまえ。 

 

相互関係する理由を否定する＞［相関する法（現象）の有無を分析して相関を否定する］ 

 

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、如何様に相互関係しようか。 

 

「ある事物は、他の事物に相互関係して成立する。」と述べられるその事物は、

成立しておらず、無ければ如何様に相互関係しようか。それが成立しておらず

無においても、如何様に相互関係させられようか。 

 

もし、成立したものが相互関係したといえば、 

 

仮にまた、君が『まさしく成立したものが他に相互関係したが、成立してい

ないものについては相互関係しない。しかし成立したものに、再度何が相互関

係したのか』と思えば。 

 

それに説こう。 

 

それが相互関係したとは、正しくない。 11 

 



126 

ブッダパーリタ［第 10 章］ 

 

成立し存在する事物は、再度成立した為に他に相互関係したことは無意味で

ある故に、正理ではない。成立し存在する事物において、他に相互関係して何

をしようか。成立し存在するものに、他が相互関係したことによっても、如何

様に変化しようか。そう見るので、成立した・成立していないものは相互関係

したことは不合理である故に、火や薪において、相互関係して成立することは

不合理である。 

火と薪の場合に「事物」という言葉を言われたのは、火と薪も事物である故

であり、以降においても 

「壺や絨毯等と一緒に、」1 

と現れる。それ故にこれは、一切事物がまさしく考察されたものである故に、「事

物」と言われた。 

 

相互関係する理由を否定する＞［相関・非相関の両方を否定する］ 

 

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 

 

それ故に、そのように正理を先行して、清浄を視るがままに考察したならば、

薪に相互関係した火は無い。（何故ならば）成立した・成立していない火と薪は、

相互関係したとは不合理である故である。薪に相互関係していない火も無い。

（何故ならば）他に相互関係が無いことと、燃やすものが無い因より起こった

ことと、常に燃焼する背理となる故である。 

ここで、火に相互関係した薪も無い。（何故ならば）成立した・成立していな

い火と薪は、相互関係したとは不合理である故である。火に相互関係していな

い薪も無い。（何故ならば）このように、火が無く燃えつつあるのではないもの

が、薪であると如何様になろうか。もしなるならば、薪でないとなるものは何

も無く、それは主張しないので、それ故に火に相互関係していない薪も無い。 

 

別本性であるという理由を否定する＞［現前に見られるという理由を否定する］ 

 

火は他より来ず、 

木にも、火は有るのではない。 

 

                                                   
1 「壺や･･･一緒に、」：『根本中論』第 10 章 15 偈。 
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火は、他の何からも来ない。何故かといえば、このように、それが他より来

ると考察されることも、薪と共に来るのか？薪無くして来るのか？と問えば、

そう見れば、それについても思惟することでそれらの過失として背理そのもの

になるので、他より来ると考察されることは無意味となるだろう。 

薪にも火は有るのではない。何故かといえば、認識されない故と、努めがま

さしく無意味になる故である。 

（火の）明るさや大きさそのものも以前に無い故に、果は以前に無いという

背理となるだろう。 

もし、「胡麻にある胡麻油の如くである。」といえば、それも不可である。（何

故ならば）胡麻は打てば油っこくなる故と、胡麻油は他のものとして認識され

る故である。 

 

火と薪が自性として有ることを否定する＞［前述した正理によって否定する］ 

 

過ぎた・過ぎていない・歩むによって、 

その如く木について残りを示した。 13 

 

それらの様相によって、その如く薪についても残りの叙述を示したと理解し

たまえ。 

 

「如何なる様相によって」といえば。 

 

過ぎた・過ぎていない・歩むの緒相によってであり、斯くも過ぎた（道）に

行く（行為）が無いことと、過ぎていない（道）に無いことと、歩む（道）に

行く（行為）が無いが如く、燃やした薪にも燃やす（行為）は無く、燃やして

いない（薪）にも無い。燃やしつつある（薪）にも燃やす（行為）は無い。 

斯くも、過ぎた（道）に行く（行為）の努め（開始）は無く、過ぎていない

（道）に無く、歩む（道）に行く（行為）の努め（開始）が無いが如く、燃や

したものにも燃やす（行為）の努め（開始）は無く、燃やしていないものにも

無い。燃やしつつあるものにも燃やす（行為）の努め（開始）は無い。 

斯くも、「行く者は行く行為を為さず、行く者でない者において為さず、行く

者であり、行く者でない者において行く行為を為さない。（何故ならば）まさし

く無い故である。」というが如く、火についても、燃やす者も燃やす行為を為さ

ず、燃やす者でないものも為さない。燃やす者であり（燃やす者でない？）も

のも燃やす行為を為さない。（何故ならば）まさしく無い故に。 

その如く、残りも引用したまえ。 
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火と薪が自性として有ることを否定する＞［それらをまとめる］ 

 

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 

 

先ず、ただ薪のみであるそのものは火ではない。（何故ならば）行為者と能作

（行為の対象）がまさしく同一である過失の背理となる故である。 

薪より他としても火は無い。（何故ならば）他において、まさしく相互関係し

ない等の過失である背理となる故である。 

火は薪を具えるのでもない。何故かといえば、この具える縁（条件）とは、

火と薪はまさしく同一か、まさしく他として有るかと問えば、それらによって

その双方を既に斥けた故である。 

 

言う。「ならぬ。世間で見られる故である。このように、まさしくそれは世間

において、『この火は薪を具える。』『この火は薪が無い。』と見られる。」 

 

説く。これは真如を思惟するのであるから、これに世間人の口述において「こ

れは我を具える。」とも言う者達が何をしようか。火に対して薪は、土器に柏の

ように有るのでもないが、薪に火は、水に蓮華のように有るのでもない。何故

無いのかといえば、まさしく他である過失となる故である。 

 

章の著述を説く＞［その正理を他にも適用する］ 

 

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。 15  

 

火と薪によって、我と近く取られるものの同一性と、他性と、相互関係した

とは不合理であるという一切の次第は、壺や絨毯等と一緒に残らず説明したと

理解したまえ。このように、斯くも火は薪とまさしく同一でもなく、まさしく

他としても不合理であり、相互関係して成立したことも不合理である如く、我

も近く取られるものとまさしく同一でもない。まさしく他としても不合理であ

り、相互関係して成立することも不合理である。 
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斯くも、火は他よりも来ず、薪にも有るのではないが如く、我も他よりも来

ず、近く取られるものにも有るのではない。 

斯くも、薪そのものも火ではなく、薪より他にも火は無い。火は薪を具える

のでもない。火に薪が有るのでもない。薪に火が有るのでもないが如く、近く

取られる諸々も我ではない。近く取られるものより他にも我は無い。我は近く

取られるものを具えるのでもない。我に近く取られる諸々が有るのでもない。

近く取られる諸々に我が有るのでもない。 

「斯くも、燃やされた薪にも、火が燃やす（行為）は無い。燃やしていない

ものにも無い。燃やしつつあるものにも燃やす（行為）は無いことと、斯くも

火が燃やす2ものにも燃やす（行為）の努め（開始）は無い。燃やしていないも

のにも無い。燃やしつつあるものにも燃やす（行為）の努め（開始）は無いこ

とと、斯くも火が燃やす者も燃やさず、燃やす者でないものも燃やさず、燃や

す者であり燃やす者でない者も燃やさない。（何故ならば）まさしく無い故であ

る。」というが如く、我によって近く取られたものにも近く取ることは無く、近

く取られていないものにも無く、近く取りつつあるものにも近く取ることは無

い。その如く、我が近く取ったものにも近く取る（行為）の努め（開始）は無

く、近く取っていないものにも無く、近く取りつつあるものにも近く取る（行

為）の努め（開始）は無い。しかし、その如く、我が近取者も近く取ることを

させず、近取者でない者もさせず、近取者であり近取者でない者も近く取るこ

とをさせない。（何故ならば）まさしく無い故である。 

「壺や絨毯等と一緒に、」とは、「火と薪によって我と近く取られるものの次

第を解説したそれらは、壺や絨毯等とも一緒に解説し、我と近く取られるもの

と、壺や絨毯等の一切の次第は残らず解説された。」という主旨である。 

そこで壺や絨毯等は、因と果となり、支分と支分を持つものとなり、性質と

性質を持つものとなり、性相と性相の拠所（事相）となった、そのような諸様

相であると知りたまえ。 

このように、粘土そのものは壺ではない。（何故ならば）粘土が果である壺を

為すことは無くなる故である。粘土より壺はまさしく他でもない。（何故ならば）

他に相互関係の無い、恒常そのものになる背理となる故である。それらが相互

関係したとも成立しない。（何故ならば）成立したもの・成立していないものは、

相互関係したことは不合理である故である。 

葉そのものは樹木ではない。（何故ならば）葉が飛ばされれば樹木が壊す背理

となる故である。葉より樹木はまさしく他でもない。（何故ならば）他に相互関

係の無い、恒常そのものである背理となる故である。それらに相互関係したこ

                                                   
2 燃やす：北京版・ナルタン版の訳。デルゲ版では「燃やすだろう・燃やされる」。文面か

らは「燃やした」か？ 
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とも成立しない。（何故ならば）成立したもの・成立していないものは、相互関

係したとは不合理である故である。青（緑）そのものは葉ではない。（何故なら

ば）青（緑）が消えれば葉ではなくなる背理となる故である。青（緑）より、

葉はまさしく他でもない。（何故ならば）葉が飛ばされても青（緑）が留まる背

理となる故である。それらは相互関係したとも成立しない。（何故ならば）成立

したもの・成立していないものが相互関係したことも、不合理である故である。 

性相は性相の拠所（事相）ではない。（何故ならば）成立させるものと成立さ

せられるものは別である故と、数が別である故である。性相より性相の拠所（事

相）はまさしく他でもない。（何故ならば、性相によって）定義されるものでは

ない事物は、良く成立しない故である。それらは相互関係したとも成立しない。

（何故ならば）成立したもの・成立していないものは、相互関係したとは不合

理である故である。 

斯くも、火は他より来ず、薪も火が有るのではなく、薪そのものが火ではな

く、薪より他にも火は無く、火は薪を具えるのでもなく、火に薪は無く、薪に

火は無いと示された如く、果も他より来ず、因にも果が有るのではなく、因そ

のものが果ではなく、因より他にも果は無く、果は因を具えるのではなく、果

に諸因は無く、諸因に果は無いのである。 

その如く、一切にも斯くありなむと当てはめたまえ。 

 

章の著述を説く＞［否定した意義として見解を批判する］ 

それ故に、そのように自性としての我や諸事物は、多くの様相において不合

理であるが、考察の本性を持つ者ではない、賢者であるという自慢を持つ者は、 

 

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 

 

我はまさしくそれと共にあるか、別か（と示し）、諸事物はまさしくそれと共

にあるか、別であると示す彼等は、教示の意味について通暁していると吾輩は

思わない。 

「それと共に」とは、「それと共にある」である。それと共にある事物は,それ

とまさしく共にある。その我と共にある事物とは、その我とまさしく共にある。

それと共にある事物である諸事物も、まさしくそれと共にある諸事物である。 

それによって我、あるいは諸事物と名付けられるそれと、まさしく共にある

ものは、まさしく我であるか、諸事物であり、「別になったのではない」という
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主旨である。 

このように、「近く取られる対象である何かによって『我』であると名付けら

れる、近く取られる対象そのものと共にあるものは、我そのものである。しか

しそれだけではない。近く取られる対象と共にある事物である我は、まさしく

それと共にある」と示す者や、「視る（もの）等の以前に何らかの事物が留まる、

別となった我が有る。」と示す者や、その如く諸事物についても、「薪であるも

のによって火と名付けられる薪そのものと共にあるそれは、まさしく火である。

しかしそれだけではない。薪と共にある事物である火は、それとまさしく共に

ある」と示す者や、その如く「性質を持つものである葉も、性質であるそれら

青（緑）色等とまさしく共にあれば葉であるが、それだけではそうではない。」

と示す者や、その如く「果である絨毯も、因であるそれらの織糸とまさしく共

にあれば果であるが、それだけではそうではない。」と示す者や、その如く「支

分を持つものである身体も、支分であるそれら腕等とまさしく共にあれば支分

を持つものであるが、それだけではそうではない。」と示す者や、その如く「性

相の拠所（事相）である黄牛も、性相であるそれら角等とまさしく共にあれば

性相の拠所（事相）であるが、それだけではそうではない。」と示す者や、諸事

物はまさしく別であると示し、「火もまさしく他であるが、薪もまさしく他であ

る。」「性質を持つ葉もまさしく他であるが、性質である青（緑）色等もまさし

く他である。」「果である絨毯もまさしく他であるが、因である織糸もまさしく

他である。」「支分を持つ身体もまさしく他であるが、支分である腕等もまさし

く他である。」「性相の拠所（事相）である黄牛もまさしく他であるが、性相で

ある角等もまさしく他である。」と示す彼等は、『教示の意味に通暁している。』

と吾輩は思わない。 

何故かといえば、「それと共にある事物とは、まさしくそれと共にある。」と

いうそれも、まさしく同一なのか？まさしく他と共にある事物であるのか？と

問えば、双方の如くとも不合理である。（何故ならば）前述の偈において既に示

した故と、「貪欲と欲するものを考察する」の章においても、 

「同一に一緒は有るのではなく、」3 

と詳細に示したので、一緒そのものが否定されることは、成立した故である。 

  

論証する例を否定する＞［章の名を示す］ 

「火と薪を考察する」という第十章である。 

                                                   
3 「同一に･･･ではなく、」：『根本中論』第 6 章 4 偈前 2 行か？ 

「まさしく同一であるものは、まさしく一緒には無く、まさしくそれは、それと一緒で 

はない。」 
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（第十一章） 

 

プトガラ（人）が本性として有る理由を否定する＞論証する理由を否定する＞生死の行為が有る理由を否定する＞ 

［章の著述を説く］ 

言う。「我は有るのみである。何故かといえば、輪廻が有る故であり、これに

ついて世尊は 

『聖なる法を全く知らぬ、幼子にとって輪廻は長い。』 

と説かれた。その如く、 

『比丘達よ。然れば、君の輪廻を滅尽する為に、慎重にそのように学び 

たまえ。』 

とも説かれた。それ故に、それを長いと示し、滅尽する為に慎重にせよと示さ

れた、その輪廻は有る。無いとすれば、如何様に長く、そして滅尽するとなろ

うか。そう見るので、長く、滅尽すると説かれたので、輪廻は有る。輪廻が有

れば、輪廻する者も有ると顕かである。何故かといえば、来来再再そこへ行く

ので『輪廻』という故であり、来て、来て、行くそれが、我である。それ故に、

我は有るのみである。」 

 

章の著述を説く＞輪廻が本性として有ることを否定する＞［輪廻において、始まりと終わりと中間の部分を否定する］ 

説く。何？君は、蜂蜜は見えるが、絶壁は見えないのか？君は、輪廻が長い

ことや滅尽すると説かれたことを見るが、何故ならば、世尊が説かれた、この

他の言葉を見ていない。 

 

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。」と説かれた。 

輪廻は始まりと終わりが無く、 

それに前は無く、後は無い。 1 

 

世尊、一切智、一切観、大成就者が、 

「比丘達よ。輪廻に始まりと終わりは無い。前（始まり）の果ては顕か 

ではない。」 

と御言葉を賜れたので、それ故に、始まりと終わりは無いと説かれたことによ

って、世尊が輪廻も自性が欠如すると示された。このように、もし「輪廻者」

という何らかの事物が有るとなれば、それには始まりも有り、終わりも有ると

なることに疑いは無い。このように、存在する事物に始まりが無く終わりが無

いと、如何様になろうか。然れば、世間の名称に従って「輪廻は長い」や「滅

尽する」と説かれたが、世尊は勝義が示されるに準じて、「それに前は無く、後
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は無い。」と説かれた。そう見れば、始まりと終わりは無いと説かれたので、「輪

廻」という事物は何ものも不合理である。それが無ければ、どのような輪廻者

が合理となろうか。 

 

言う。「そのように、輪廻の始まりと終わりを既に否定したとしようが、中間

を否定していないので、それが有る輪廻とは有るのみである。このように、無

事物に中間が有ると如何様になろうか。そう見るので、中間が有る故に、輪廻

は有るのみである。輪廻が有る故に、輪廻する者も有るのみである。」 

 

説く。もし、中間そのものが有るとなれば、中間が有る故に輪廻も有るとな

ろうが、その中間そのものが不合理であるので、それが有る故に輪廻が有ると

何処でなろうか。 

 

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。 

 

始まりと終わりが無いそれに、中間が有ると如何様になろうか。このように、

始まりと終わりに相互関係して中間が成立するとなるのであるが、それに始ま

りと終わりも無く、それが無い故に、その中間が有ると何処でなろうか。 

阿闍梨聖提婆も、 

「始まりと中と終わりが無ければ、生の以前はあり得ない。二つずつに 

関わらず、それぞれが始めると、如何様になろうか。」1 

と説かれた。 

 

輪廻が本性として有ることを否定する＞生死において、前後時と同時（一緒）を否定する＞［要約して示す］ 

 

それ故に、それに前後か、 

一緒である順序は不合理である。 2 

 

それ故に、それに前後と一緒（同時）の順序はあり得ない。そのように、何

故ならば、輪廻に始まりと中間と終わりが無い故に、ここに輪廻者の生や老死

においても前後、一緒（同時）の順序は無い。 

 

                                                   
1 「始まり･･･なろうか。」：『四百論』第 15 章 5 偈。 

「始まりと中間と終わりは、生の以前にあり得ない。二つずつが無くして、如何様にそ

れぞれが開始するとなろうか。（パツァブ訳）」 



134 

ブッダパーリタ［第 11 章］ 

 

生死において、前後時と同時（一緒）を否定する＞詳細に説く＞前後時制を否定する＞［生が前であることを否定する］ 

それらは如何様にといえば、 

 

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。 3 

 

もし生が前となり、その下で後に老死においても前後して起こるならば、そ

う見れば、その生に老死が無くなるだろう。それに老死が無くなれば、後に老

死が何処から来るとなろうか。もし来るならば、老死は拠所が無い背理となる

だろう。それと接したとしても、それにおいて如何とも変化しない。（何故なら

ば）自性として老死が無い故である。 

また他にも、死なずとも生まれることになり、このように、生が前であると

考察したならば、それは以前に他で死んでおらずに、ここに生まれる背理とな

るだろう。そう見れば、輪廻は始まりを具えることとなり、それも主張しない

ので、それ故に、生が前であり老死が後であるとは不合理である。 

 

前後時制を否定する＞［老死が前であることを否定する］ 

『何、その過失となってはいけない。』と思い「老死は以前（にある）のみで

あり、生が後である。」といえば。 

 

それに対して説こう。 

 

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 

 

もし、その老死が前となり、生が後であるとなれば、そう見れば拠所の無い

老死は無因である背理となるので、それも主張しない。このように、生じてお

らず、存在しない老死は拠所が無く、因無くして如何様に起こるとなろうか。

生じて存在するものには、老死が示されるに適正である。そう見るので、生が

後であり老死が前でも不合理である。 
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詳細に説く＞［同時を否定する］ 

言う。「それらに前後は無く、それは老死に関係しつつあるのみにおいて生じ

る。」 

 

説く。 

 

生と老死は、 

一緒であるとは適わない。 

 

生と老死は、まさしく一緒になることは不合理である。もしなるならば、 

 

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。 5 

 

もし、生と老死がまさしく一緒になれば、そう見ればまさしく生じつつある

時に死ぬことになるので、それも不合理であり、このように生と滅の合致しな

い二つずつが、一所に同一時に、如何様に起こるとなろうか。 

また他にも、双方とも無因を持つものとなる。もし、生と老死がまさしく一

緒に起こるとなれば、その生は死が先行するのではなく、その生が前である背

理になるだろう。生が前となれば、無因を持つものである背理となり、阿闍梨

聖無畏によっても、 

「もし、業より身体が生じるが、身体に結ばれずに業が無ければ、前に 

身体は業より生じていない。如何なる因によって生じたのか。」 

と説かれた。 

そのように一緒に生じれば、その老死は生に相互関係せず自らより良く成立

し、老死には拠所が無く、無因を持つものになる背理となるので、それも主張

しない。（何故ならば）多くの過失をもつ背理となる故である。そう見るので、

生と老死は一緒であるとも不合理である。 

 

生死において、前後時と同時（一緒）を否定する＞［まとめ］ 

それ故に、そのようにここで君が考察した輪廻に、生と老死の前後と一緒（同

時）の順序はあり得ない。それが無ければ、生と老死の無い「我」という何で

あろうとも、輪廻することになるそれは何であるか。 

 

言う。「それらに前後と一緒（同時）の順序等が有ろうと無かろうと構わぬ。

存在するなら、生と老死は先ず有る。それらも、基体が無いものではないので、
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何かだけが所有するものであり、その何かまさしく有るものが我であるので、

我は有るのみである。」 

 

説く。 

 

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 

 

そのように、正理を先行して考察したならば、生であるものと老死であるも

のに前後と一緒（同時）の順序があり得ず、無いそれに対して、君は「生はそ

れであり、老死はそれである。」と、何故に概念化し、述べるのか。 

もし、生か老死の何かが有るとなれば、それは前か、後か、一緒（同時）に

なると確かであるが、「生と老死は有る。」というそれらに前後と一緒（同時）

の順序は無いので、本性として留まると、誰がその言葉を述べようか。思惟と

共にある誰が心に抱こうか。 

そう見るので、生と老死は不合理である。それが無ければ、我が有ると、如

何様に合理となろうか。それ故に、我（が存在する）と言い、正理に反したそ

れを手放したまえ。 

 

章の著述を説く＞［その正理を他にも適用する］ 

 

因果そのものや、 

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、 7 

 

斯様に考察したならば、生と老死の、前後や一緒（同時）の順序は不合理で

あるが如く、因果や、性相と性相の拠所（事相）や、感受作用と感受者や、他

の如何なる意味でもよいが、解脱と涅槃や、知と所知や、量と所量等、存在す

ると考察されたそれら一切においても、前後と一緒（同時）の順序は不合理で

ある。 

 

如何様にといえば。 
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先ずもし、果が前となり因が後となれば、そう見れば果は無因を持つものと

なるだろう。果が有るとしても、因が何をしようか。因であると考察したこと

が、まさしく無意味ともなる背理となるだろう。 

もし因が前となり果が後になったとしても、因は無果を持つものとなるので、

それも不合理であり、このように、果が無ければ如何様に因となろうか。もし

なるならば、そう見れば、因ではないと何ものもならなくなるだろう。 

もし因と果が一緒となれば、そう見てもまさしくその過失となり、双方とも

無因を持つものとなることと、果に相互関係しないのみにおいて自らより良く

成立したとなるので、それも不合理である。 

その如く、もし性相が前となり性相の拠所（事相）が後となれば、そう見て

も性相の拠所（事相）が生じていなければ、何の性相となろうか。これによっ

て定義するので「性相」というのであるが、これによって定義される性相の拠

所（事相）であるものも、生じていないので無い。それが無ければ、定義しな

いそれが如何様に性相となろうか。 

もしまた、性相の拠所（事相）が前となり、性相が後となれば、そう見ても

性相の拠所（事相）は無定義を持つものである背理となるので、それも不合理

である。このように、性相の無い事物が如何様に有るとなろうか。もし（有る

と）なれば、兎の角等も有るとなるだろう。 

性相であると考察されることもまさしく無意味ともなる。性相の拠所（事相）

が良く成立する故に性相であると主張するのであれば、それは、もしその性相

がまさしく無くとも性相の拠所（事相）が成立したならば、それに対しても性

相が何をしようか。 

もしまた、性相と性相の拠所（事相）が一緒となるならば、そう見るとして

も、まさしくその過失となる。双方ともまさしく無因を持つものとなり、性相

の拠所（事相）も性相に相互関係しないのみにおいて自らより良く成立したと

なるので、それも不合理である。 

その如く、もし感受者が前となり、感受作用が後となれば、そう見るとして

も感受作用が無く、生じていなければ、それは何の感受者となろうか。感受を

するので感受者であるけれど、まさしくその感受作用は生じておらず、それが

無ければ、それが何を感受しようか。感受しなければ、如何様に感受者となろ

うか。もしなるならば、一切も一切の苦楽と接しておらずに感受者となるので、

それも不合理である。 

もしまた、感受作用が前となり、感受者が後となれば、そう見ても、（感受者

が）感受しないながら感受作用となるのでそれも不合理である。このように、（感

受者が）感受することをしないものが如何様に感受作用となろうか。もしなる

ならば、何ものも、如何なる時にも、何処ででも、感受作用と離れるとはなら
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ないので、それも主張しない。 

もしまた、感受作用と感受者がまさしく一緒であると考えるならば、そう見

ても、まさしくその過失となる。双方とも無因を持つものとなり、感受者は感

受作用に相互関係しないのみにおいて、感受しないながら自らより良く成立し

たとなり、感受作用も感受者に相互関係しないのみにおいて、誰も感受するこ

とをしないながら自らより良く成立したとなるので、それも不合理である。 

その如く、解脱より涅槃が前となれば、全くの煩悩と共にあるものも涅槃を

得るとなり、そう見れば、誰も涅槃を得ていないとはならないので、それも不

合理である。もし、解脱より涅槃が後であれば、まさしく涅槃を得なくとも解

脱を得ることになる。そう見ても、涅槃を得ていない一切の者が解脱すること

になり、解脱してから後に涅槃を得ることは、まさしく無意味にもなるだろう。 

「涅槃とは、生じておらず、起こっていない」とは、以前に起こっておらず

後に起こるとなれば、生を持つものと等しくもなるので、それも主張しない。 

もしまた、解脱と涅槃の二つがまさしく一緒ともなれば、そう見てもまさし

くその過失となる。双方ともまさしく無因を持つものとなり、解脱は涅槃に相

互関係しないのみにおいて自らより良く成立したとなり、涅槃も解脱に相互関

係しないのみにおいて自らより良く成立したとなるので、それも不合理である。 

知と所知や量と所量等についても、その如く視たまえ。 

 

輪廻のみに、前の果てが 

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。 8 

 

何故ならば、そのように、清浄をあるがままに考察したならば、一切の事物

において前後と一緒（同時）の順序は不合理である故に、輪廻のみに前の果て

が有るのではないだけではなく、事物であると主張する一切にも前の果ては有

るのではない。従って事物としての現れは、幻や、逃げ水や、尋香の都や、映

像の如くであると成立した。 

 

生死の行為が有る理由を否定する＞［章の名を示す］ 

「輪廻を考察する」という第十一章である。 
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（第十二章） 

 

『根本中論』の解説、ブッダパーリタ。第五巻。 

 

論証する理由を否定する＞依るものである苦しみが有る理由を否定する＞［章の著述を説く］ 

言う。「我は有るのみである。何故かといえば、苦しみがある故である。ここ

で『身体と根（感覚器官）が起こることは苦しみである。』と、一切の者が知っ

ているが、世尊も『要約すれば、近く取る五蘊は苦しみである。』と説かれたの

で、それ故に苦しみは有る。拠所が無く苦しみが有るとは正しくないので、そ

れらの苦しみの所有者である何かも有り、それらの苦しみを所有するそれは、

我であるので、それ故に、我は有るのみである。」 

 

章の著述を説く＞苦しみが自性として有ることを否定する＞［主張命題を挙げる］ 

説く。もし、苦しみそのものが合理であるならば、我も有るものであろうが、

苦しみそのものが不合理であるので、我が有ると何処でなろうか。 

如何様にといえば、 

 

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 

 

ここで、苦しみを言及する者達において、或る者は、苦しみは我が為したと

主張する。或る者は、苦しみは他が為したと主張する。或る者は、苦しみは我

と他が為したと主張する。或る者は、苦しみは無因よりただ忽然と起こったと

主張する。そのように、苦しみは我と、他と、双方が為したと言う者達のその

苦しみは、我と、他と、双方が為した故に、我と他と双方の行為（されるもの）

となる背理となり、「それは、為されるに適さない。」 

 

その苦しみは、それらの行為（されるもの）であることは正しくない。何故

かといえば、もし、苦しみは（苦しみ）自体が為すとなれば、有るものか、無

いものが為すのか？と問えば。 

そこで先ず、もし『有る苦しみそれ自体（我性）が為す。』と考えれば、それ

は正理ではない。このように、有る苦しみも何をする必要があろうか。もしす

るならば、有るのではない。それ自体（我性）が為す、存在する苦しみである

ものは、無因より起こったとなるか、それも我そのものが為したならば、そう
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見れば無限となる背理となるので、それは主張しない。 

もし『存在しない苦しみを、我（苦しみ）自体が為す。』と考えれば、如何様

に無いもの自体がそれ自体を為すとなろうか。もし為すならば、兎の角も我自

体を為すとなるだろう。 

そのように先ず、苦しみは我（自ら）によって為されたとは正しくない。 

為されておらず存在しないものに、他があると何処でなろうか？他は無いの

みである故に、苦しみは他によって為されたとは正しくない。 

まさしくこれによって、我と他によって為されたことは正理ではないのみで

あるとも解説したのである。 

 

苦しみが自性として有ることを否定する＞理由を示す＞苦しみは自他各々が為したことを否定する＞苦しみを基として、

自他各々が為したことを否定する＞［苦しみを基として、自らが為したことを否定する］ 

また他にも、 

 

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、苦しみは我によって為しされたとなれば、そう見れば依拠して起こる

（縁起生）とならないものであるが、依拠しても起こる。何故ならば、現在の

これらの蘊に依拠して未来のそれらの蘊が起こるとなる。世尊も 

「識の縁によって名と色」 

と説かれ、苦しみは我によって為されたとなれば、苦しみが因と縁の力によっ

て起こるとならないので、それ故に、苦しみは我によって為されたとは正しく

ない。 

 

苦しみを基として、自他各々が為したことを否定する＞［苦しみを基として、他が為したことを否定する］ 

言う。「それはその如くであり、苦しみは我によって為されていない。このよ

うに、苦しみは他によって為された。如何様にといえば、何故ならば、他とな

ったこれらの蘊に依拠して、それらの蘊が起こる故である。」 

 

説く。苦しみはまさしく他によって為されたのではない。何故かといえば、 

 

もし、それよりこれは他であり、 

もし、これよりそれが他であるならば、 
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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。 3 

 

もし、未来のそれらの蘊より、現在のこれらの蘊であるものが他であるとな

り、現在のこの蘊よりも、未来のそれらの蘊であるものが他であるとなれば、

そう見れば、それら現在の他である蘊によって、これら未来の他である蘊が為

されたので、苦しみは他によって為されたともなるだろうが、それらよりもこ

れらは他ではなく、これらよりもそれらは他ではない。まさしく他であること

が無ければ、如何様に苦しみは他が為したことが合理となろうか。 

 

そこでこう、『如何様に、それらは他そのものでないのか。』と思えば。 

 

それは以降で 

「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。」1 

と現れるので、それ故に苦しみは他によって為されたとも、不合理である。 

 

苦しみは自他各々が為したことを否定する＞プトガラを基として、各々が為したことを否定する＞ 

［プトガラ自らが為したことを否定する］ 

言う。「苦しみそのものが苦しみを為したので、それ故に『苦しみは我が為し

た。』とも言わぬが、苦しみは因と縁より起こったので、それ故に『苦しみは他

が為した。』とも言わぬ。苦しみはプトガラ自らが為したので、それ故に、先ず

『苦しみは我が為した。』とも言うが、苦しみは他のプトガラが為したので、そ

れ故に『苦しみは他が為した。』とも言う。」 

 

説く。 

 

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。 4 

 

もし、「プトガラ自らが苦しみの蘊を為した。」といえば、君の（主張する）

苦しみの蘊が無いものは（プトガラを）明らかにするもの（蘊）が無いので、

我がその苦しみの蘊を為したという、苦しみの無いそのプトガラは何であるか

                                                   
1 「何か…である。」：『根本中論』第 14 章 5 偈。 
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を言いたまえ。このように、苦しみの蘊が無い、明らかにするものが無い、単

なるプトガラのみであるものに、名付けられることも無ければ、それが如何様

に苦しみを為すとなろうか。それ故に、「プトガラ自らが苦しみを為した」とい

うことも正しくない。 

 

プトガラを基として、各々が為したことを否定する＞［他のプトガラが為したことを否定する］ 

「他のプトガラが苦しみを為した。」と言ったことに対しても説こう。 

 

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る他者は、 

苦しみが無いと、如何様に適おうか。 5 

 

もし、他のプトガラが苦しみであるこの蘊を為し、それがそれを為して、他

に与えることをすれば、他がそれを為して与えられる対象であるそれは、苦し

みが無く、苦しみと離れ、明らかにするものが無い、ただそれだけのものであ

ると如何様に適うとなろうか。それを更に言及したまえ。このように、近取が

無い、ただそれだけの、何かに名付けられるものも無ければ、明らかにするも

のの無いそれは他であったとしても、如何様に苦しみを為すとなろうか。近取

が無いただそれだけのものは、一切の様相において有り得ないならば、その苦

しみを為す他が何処に有れば「苦しみは他が為した。」と恥ずかしげも無く言え

るのか。 

 

また他にも、 

 

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。 

 

ここでもし、「苦しみは我が為した。」というそれが良く成立したとなれば、

然れば「苦しみは他が為した。」というそれも合理となろうが、「苦しみは我が

為した。」というそれが良く成立していない－それは苦しみは我が為したと良く

成立していないので、苦しみは他が為したと何処でなろうか。 

何故かといえば、 

 

他者が何か苦しみを為すことは、 

それは、その我が為したとなる。 6 
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もし、他者が何か苦しみを為すことは、その他の我がまさしく為したとなる

が、（それは）他が為したのではない。仮にそれは、それが我によって為したの

でなければ、如何様に、一方のそれは他が為したとなろうか。それ故に、我が

為したことは、他によって背理となり、苦しみは他が為したとは不合理である

とは、既に示した。 

それ故に、苦しみは我が為したと良く成立していないので、苦しみは我が為

したことが無ければ、苦しみは他が為したと何処でなろうか。従って「他が為

したとなる苦しみ」とは何であるか。それ故に、「他のプトガラが苦しみを為し

た。」ということも正しくない。 

 

苦しみは自他各々が為したことを否定する＞［自他各々が為していない他の理由を示す］ 

言う。「何？君は説者の思索を了解しておらず、自らの知恵の分別が当てはめ

た意味に、言葉で過失を結び付けるのか？このように、吾輩は『苦しみは我が

為した。』や、『他が為した。』とは言わぬが、このように、何故ならば先ず、プ

トガラ自らがそれを為したので、それ故に『プトガラ自らが為した。』と言う－

その苦しみよりそのプトガラは他ではないので、苦しみによってその苦しみが

為された故に、異音同義より『苦しみは我が為した。』とも言うし、苦しみであ

るそのものはプトガラではないので、異音同義より『苦しみは他が為した。』と

も言う。」 

 

説く。何？君は根の腐った樹木に水をやるのか？君は、近取の無いただそれ

だけの、一切の様相において不合理であるプトガラについて、「苦しみはプトガ

ラ自らが為した。」と言うのか？このようにもし、近取の無いただそれだけのプ

トガラが、何かしら良く成立したとなれば、然れば「苦しみはプトガラ自らが

為した。」と言うことも正しくなるものであるが、近取の無いただそれだけのプ

トガラは、如何様にも正しくない。それが無ければ、 

 

先ず、苦しみは我が為したのではない。 

 

近取の無いただそれだけの、そのプトガラが無ければ、苦しみは我が為した

のではないので、先ず、苦しみはプトガラ自らが為したのではない。 

 

「その苦しみより、そのプトガラは他ではないので、苦しみがその苦しみを

為した故に、異音同義より『苦しみは我が為した。』とも言う。」と言ったそれ

にも説こう。 
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それ自体が、それを為していない。 

 

そう見れば、苦しみそのものが、その苦しみを為していない。何故かといえ

ば、このように、経過した苦しみより、それは他ではないと述べられた故であ

り、近取より他ではないとなったこれは、何も為していない。それが近取の苦

しみそのものを為したか？と問えば、何故ならば「為したものより、それは他

ではない。」という故に、近取の無いただそれだけのプトガラが為していないの

で、それ故に「苦しみそのものが、その苦しみを為した。」と言ったことは、正

しくない。 

 

苦しみであるそのものは、プトガラではないので、異音同義より「苦しみは

他が為した。」と言ったことにも説こう。 

 

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。 7 

 

もし、そのプトガラは我自身が為しておらず、我そのものが良く成立してい

ない－苦しみが無いただそれだけのものはまさしく有るのでなければ、他とな

った良く成立していない自らの我性は無いので、その苦しみは他が為したと何

処でなろうか。その近取は生じておらず、無ければ、そのプトガラが有ったと

しても、他であると何処でなろうか。 

そう見るので、それら一切は前述で既に返答したことに対して、君は他の言

葉で他の意味として思惟し、まさしくそれらをも言及したとなったのだ。 

 

理由を示す＞［二つの集合が為したことと、無因であるという言説を否定する］ 

言う。「苦しみは我と他のそれぞれが為したことは正しくなかったとしても、

苦しみはまさしく我と他の双方が集まったものが為したことは、有る。」 

 

説く。 

 

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。 

 

もし、各々が為したことが有るとなれば、苦しみは双方が為したこと自体も

有るとなるだろうが、苦しみは各々が為したと適さないことは既に示した。苦

しみを各々が為したことが無ければ、苦しみは双方が為したことが合理である
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と、如何様になろうか。我と他の双方は、苦しみが無いただそれだけのものと

してあり得ない時、如何様に、まさしくそれが苦しみを為すとなろうか。それ

故に、「我と他の双方の苦しみを為した。」ということも不合理である。 

 

言う。「もし、苦しみは各々も為していないとしても、双方が為したことも適

わぬならば、ならばそう見れば、苦しみは我と他と双方が為していないので、

無因より起こったのである。」 

 

説く。 

 

他が為さず、我が為さなければ、 

苦しみが無因であると、何処でなろうか。 8 

 

「他が為した」とは、「他がそれを為した」であり、「他がそれを為す」とい

う主旨である。「他が為していない」とは、他が為さないことである。 

「我が為した」とは、「我がそれを為した」であり、「我がそれを為す」とい

う主旨である。「我が為していない」とは、我が為さないことである。 

「他が為していない」と「我が為していない」とは、他が為さないことと我

が為さないことである。 

そのように、他も為していなければ、苦しみは突然であることが合理である

と、何処でなろうか。もしなるならば、常に一切が起こるとなるだろう。そう

であるならば、一切の努力はまさしく無意味であり、複合した大きな過失とも

なるので、それは主張しない。然れば、「苦しみは無因より起こった」というそ

れは、まさしく善良ではない。 

 

章の著述を説く＞［その正理を他の現象にも適用する］ 

言う。「もし、そのように苦しみが無ければ、世尊が『迦葉よ。苦しみは有り、

私は苦しみを知った。見た。』と説かれたことは如何なるものか。」 

 

説く。「苦しみは無い。」と誰が言ったか。吾輩が 

「それ故に、依拠して起こるとはならない。」2 

と言わなかったか？それ故に吾輩は、苦しみは縁起生であると言うが、「我が為

した」「他が為した」「双方が為した」「無因より起こった」とは言わぬ。 

 

 

                                                   
2 「それ故･･･ならない。」：『根本中論』第 12 章 2 偈 2 行目。 
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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。 9 

 

苦しみである蘊のみに、「我が為した」「他が為した」「双方が為した」「無因

より起こった」という四様相が有るのではないと捉えられるのではない。色形

等の外界の諸事物においても、四様相は有るのではない。 

それも如何様にといえば、先ず、色形そのものが、色形の我性を為していな

い。もし色形が我性を為すならば、有無の何れを為すか？と問えば、そこで先

ず、もし色形としてまさしく有るのであれば、それに再度何をする必要がある

か。もし色形が無ければ、如何様に無い我性が、我性を為すとなろうか。もし

為すならば、尋香の都も自らの城柵を築くことになるだろう。 

色形が我（自ら）によって為されたならば、「色形は依拠して起こる（縁起す

る）。」とは不合理であるので、それも主張しない。 

 

そこで、『その色形は他となった諸大（基本構成要素）が為した。』と思えば。 

 

それも適わない。何故かといえば、色形の因である諸大（基本構成要素）よ

り、色形は他そのものではない故であり、それは以降でも、 

「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。」3 

と現れ、為していない、生じていない、無い色形より、諸大（基本構成要素）

が如何様に他となろうか。 

色形は、双方が為したのでもない。（何故ならば）各々が為したとは不合理で

ある故である。 

色形は無因より起こったのでもない。他が為しておらず、我が為していない

ことが、無因より如何様に起こるとなろうか。（何故ならば）多くの過失として

背理になる故である。 

その如く、音声等一切の事物についても、四様相は不合理であることが成立

すると視たまえ。 

 

依るものである苦しみが有る理由を否定する＞［章の名を示す］ 

「苦しみを考察する」という第十二章である。 

                                                   
3 「何か…である。」：『根本中論』第 14 章 5 偈。 
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（第十三章） 

 

（二無我を）詳細に説く＞単なる事物の本性が欠如すると示す＞事物が本性として有ることを否定する＞章の著述を説

く＞［他派に公認される経証によって、本性が無いことを説く］ 

言う。「苦しみもある。外界の諸事物も有り、それらが有ることにおいて、四

様相のみが不合理である。四様相が無かったとしても、先ず、諸事物は良く成

立した。」 

 

説く。何？君は幻の象によって行こうとするのか？君は四様相によって為さ

れていない諸事物を、正しく存在すると考えている。ここで、正しいこと自体

が捉えられる為の正理を思う。 

 

言う。「ここで、正しいとは何か。」 

 

説く。 

 

「欺く法（現象）は偽りである。」と、 

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。 1 

 

ここで、世尊が、他の経部より 

「欺く法（現象）とは、偽りである。比丘達よ。このように、欺かぬ主 

体である涅槃とは、真実のなかで最良である。」 

と説かれた。その如く、 

「真実は一つであり、第二は無い。」 

という偈も説かれた。その如く他からも、 

「その有為は欺く法（現象）でもある。それは全く壊れる法（現象）で 

もある。」 

と、一切の行は欺く主体であると説かれた。それ故に、一切の行は欺く法（現

象）の性であることによって、一切はまさしく偽りであり、それら偽りである

ものが、如何様に良く成立するとなろうか。君が「諸事物は良く成立した。」と

言ったことは、欲求によって突き動かされたに過ぎない。 

 

章の著述を説く＞［そのような解説は不合理であるという反論を斥ける］ 

言う。「もし、一切の行が偽りであるならば、認識しながらも『一切の事物は
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無い。』と、それらを不明にしたことにならないか？」 

 

説く。ならない。 

 

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。 

空性を全く示されたのである。 2 

 

もし、「欺く法（現象）」と説かれたものが偽りであるならば、「欺く法（現象）

は、まさしく無い。」と言うことであるので、存在しない欺く法（現象）につい

て、何を欺くことになるのか、更に言いたまえ。このように、無について何を

欺くとなろうか。仮に欺くとなれば、自在天派や耆那教徒の財物をも、強盗達

が害するとなるだろう。1そう見るので、「偽り」と説かれたことによって、諸事

物が無いと示されたのではない。 

障碍2を持たぬ智慧と解脱を得た世尊は、清浄をあるがままにご覧になるので、

「欺く法（現象）であるものは、偽りである。」と説かれたことによって、一切

の外道が了解しない、有そのものと無そのものの過失と離れた、諸事物の自性

がまさしく欠如することを、完全に示されたのである。 

 

章の著述を説く＞その経証の意味を他の様相として説くことを否定する＞［経証の意味を他に説明する方法を示す］ 

言う。「『偽り』と説かれたことは、諸事物の自性空性を完全に示すものであ

るとは説かれなかった。しかし世尊がそう説かれたのは、 

 

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。 

 

『偽り』とまさしく説かれたことによって、諸事物に自性が無いのみである

と全く示されたのではない。しかしそれは、諸事物は他に変化すると現れる故

と、様相が変化することが現れる故と、確固に留まらない自性であると現れる

故に、尽く示されたのである。 

もし、如何様にといえば、 

 

                                                   

1 自在天派･･･だろう。：非仏教徒である自在天派と耆那
じ な

教
きょう

（ジャイナ教）徒の修行者は新

しく業を積まぬ修行をする為、財物を持たない。 

2 障碍
しょうげ

：修行の結果を得る障害となるもの。 
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自性が無い事物は無い。 

何故ならば、諸事物は空性である故に。 3 

 

何故ならば、自性が無い事物は無いが、諸事物の空性も示された。それ故に、

諸事物の自性は確実に留まらぬ故と、他に変化すると現れる故に、『諸事物は、

まさしく自性が無い』と説かれたと理解したまえ。それはただ確実であると、

そのように理解したまえ。でなければ、 

 

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、諸事物に自性が無いのみであれば、他に変化することは何のものであ

るとなろうか。『他に変化する』とは、自性より翻ることであるが、そこでもし

自性が無いのみであれば、他に変化することも無くなることは疑いの無いこと

である。しかし他に変化することは有るので、それ故に、自性も有るのみであ

る。」 

 

そのような解説は不合理であるという反論を斥ける＞そのように説く理由を否定する＞他に変化するものが本性として

有る理由を否定する＞［本性と他に変化することの二つは矛盾することによって否定する］ 

説く。もし自性が有るならば、「他に変化するとは何のものであるか。」と言

ったことに対して説こう。 

 

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。 4 

 

もし、諸事物に自性が有るならば、他に相互関係せず自らより良く成立した、

変化しない恒常が有るそれに、如何様に他にも変化することが有るとなろうか。

他に変化するとは、他に頼る故に変化するのであるが、自性はそうではないの

で、それ故に、自性において他に変化することは不合理である。 

 

他に変化するものが本性として有る理由を否定する＞ 

［他に変化することが本性として有ることはあり得ないことによって否定する］ 

言う。「もし、自性において他に変化することが不合理であれば、ならば、自

性より他であるものは、如何様に他へ変化しようか。」 

 

説く。 
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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。 

 

事物であると尽く考察されるそのものにおいても、他への変化が有るとは不

合理であるが、それよりまさしく他であるものにおいても、他への変化が有る

とは不合理である。何故かといえば、 

 

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 

 

「これより他に変化する」とは「老いる」である。その「老いる」も、何故

ならば、まさしく若者である時期に老いに当たることも無いが、若者より他の

老いた時期に（老いに）当たることも無いので、それ故に、まさしくそれにお

いても他に変化することは無いが、他そのものにおいても有るのではない。 

もし若者が、まさしく若者の時点において老いるとなれば、そう見れば老若

の二つが、一人に一緒に留まるともなるだろう。それも不合理であり、このよ

うに、不一致の二つが一つ（の拠所）に、一緒に如何様に留まるとなろうか。 

もしまた、老人が老いた時点において老いるとなれば、そう見れば、再度老

いると考察されることは無意味となる。このように「老いた」において、老い

させられる何が必要か。老いによって老いたそれが、再度老いるとなれば、「彼

のそれは、如何なる時点となろうか。」と、それについても、まさしくその思索

に随従することになるだろう。 

 

言う。「まさしくそのものが他に変化するが、他は変化しない。例えば、乳は

他になった事物であるヨーグルトそのものであるように。」 

 

説く。 

 

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。 

 

もし、それ自体が他に変化すると思えば、そのようであれば、君の乳そのも

のがヨーグルトである背理となるだろう。何故かといえば、「それ自体のもの」

であるが、「他のもの」ではない故であり、君が、乳の時点そのものになったヨ

ーグルトという事物について述べたので、然れば乳そのものが、ヨーグルトそ
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のものである背理になるだろう。 

 

言う。「乳そのものの事物がヨーグルトであるので『乳そのものがヨーグルト

である。』とは言わぬ。」 

 

説く。 

 

乳より他である何の、 

事物がヨーグルトであるとなろうか。 6 

 

もし、乳そのものの事物がヨーグルトであるので「乳そのものがヨーグルト

である。」と言わなければ、ならば、乳より他である何の事物がヨーグルトであ

るとなろうか。 

ヨーグルトそのものの事物がヨーグルトとなり、ヨーグルトそのものである

のか？あるいは水である事物がヨーグルトとなり、「水はヨーグルトである。」

と言ったのか？ 

そう見るので、それ自体と他も、他に変化することは不合理である。 

何故ならば、それ自体と他も、他に変化することは不合理である故に、他に

変化すること自体が、有るのではない。 

それ故に、「偽り」と説かれたことは、諸事物の自性はまさしく欠如している

と尽く示すものであり、自性が確固として留まらないことを示すのではない。 

 

そのように説く理由を否定する＞空性が本性として有る理由を否定する＞［本義］ 

言う。「あるいは先ず、空性は有る。対治が無いものは僅かにも有るのではな

いので、空性は有る故に、空性でないものも有るとなるだろう。」 

 

説く。対治より事物が良くも成立すると主張しても、空であることは不合理

である。何故かといえば、空が無い故である。 

 

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 

 

もし、空でないものが僅かに良く成立するとなったならば、その対治である

空も僅かに有るとなるものであるが、一切の様相において考察したならば空で
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ないものが僅かにも有るとは不合理である時、不空が無ければ、空が有ると何

処でなろうか。ここで空が有るのではなければ、その対治である空でないもの

が有ると、如何様に考察しようか。 

 

空性が本性として有る理由を否定する＞それについて、経証との矛盾を斥ける＞［経典の意味を説く］ 

言う。「君の言うまさしくそれも主張しない。前述で『世尊がそれを説かれた。

空性を全く示されたのである。』3と言ったにも拘らず、『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。』4と言うのか。」 

 

説く。ここで怒らず、正理を捉えたまえ。 

 

勝者方が、空性は、 

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。 8 

 

清浄をあるがままにご覧になる勝者、聖なる御慈悲を具える方々が、衆生達

を利益する為に、「空性」とは全ての見解の、一切の海獣鯨より確かに逃れ出る

ものであると説かれた。それは一切の見解の海獣鯨を斥けると説かれたので、

「見解の海獣鯨が斥けられること」が、事物であるとは不合理である。 

例えば、愚昧な心を持つ誰かが、尋香の都に対して『都だ。』と思う分別を起

こしたとしても、全くの愚昧を離れて正しいことをあるがままに見る時、都で

あると思う心が消えれば、「都であるという心が消えた」という如何なる事物も

無い。存在しないものに対する分別と離れただけである。 

その如く、清浄をあるがままに見る、「事物である（実在する）と見る海獣鯨

であるものより反する空性」というそれに、「空性」という如何なる事物も無い。

「空性」とただ述べられる以外ない故に、空性を事物であると視る彼等が、無

知の大きな闇によって知恵の目が覆われたことによって、成就され得るか、成

就され得ないかと分析したことは、偉大なる医師である勝者方によって、「それ

らはまさしく成就されようがないのである。」と説かれた。 

何故かといえば、「諸事物は自らの自性として有るのではない。」と思い込む

彼等に、「『空性』と述べられるこの縁起生によって、因縁の力に従って事物は

名付けられたのであるが、諸事物は自性として有るのではない。」と、諸事物の

自性を良く示したならば、その思い込みを斥けることができ。しかし、空性を

                                                   
3 『世尊が…である。』：『根本中論』第 13 章 2 偈。 
4 『もし…だろう。』：『根本中論』第 13 章 7 偈。 



153 

ブッダパーリタ［第 13 章］ 

まさしく事物であると思い込んだ彼等へ対しては、他の何によってもその思い

込みを斥けることはできない。例えば、「何も無い。」と言ったならば「『何も無

い』そのものをくれ。」という者に、まさしく無いことを納得させることが如何

様にできようか、というが如くである。そう見るので、然れば、十力を具える

勝者、大慈悲をお持ちになる方によっても、まさしく治しようがないと説かれ

た。 

空性も空であると見る、真如を見る者達にとっては、空性であると成立した。 

 

事物が本性として有ることを否定する＞［章の名を示す］ 

「真如を考察する」という第十三章である。 
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（第十四章） 

 

単なる事物の本性が欠如すると示す＞事物が本性として有ることの理由を否定する＞会合が本性として有ることを否定

する＞ 

［章の著述を説く］ 

言う。「諸事物は、自性が空性なのではないが、諸事物は自性が有るのみであ

る。何故かといえば、会合が示された故である。ここで、世尊は、それやそれ

に、 

『色形と識（知覚）と眼の三つが会合したことは触（接触）である。音 

声と、識と耳等も、その如くである。』 

と説かれた。その如く、 

『執着や、瞋恚や無知の結縛（煩悩の因）が、全く縛り付けた。』 

と説かれた。 

諸事物に自性が無ければ、会合したとは不合理であり、このように自性の無

い諸事物が、如何様に会合したとなろうか。そう見れば、諸事物は自性が有る

のみである。」 

 

章の著述を説く＞会合が本性として成立したことを否定する＞［主張命題を挙げる］ 

説く。もし、諸事物がまさしく会合したことが合理であるならば、諸事物は

自性が有るとなるものであるが、諸事物の会合そのものが不合理であるので、

自性が有ると何処でなろうか。如何様に、といえば、 

 

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。 1 

 

それら視られる対象と、視る（眼）と、視る者の三つは、二つずつと、一切

も互いに会合したとはならない。視られる対象と視る（眼）も会合したとなら

ないが、視られる対象と視る者も会合したとならず、視る（眼）と視る者も会

合したとならず、視られる対象と視る（眼）と視る者も、会合したとならない。 

 

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 

残りも、三様相によって見たまえ。 2 
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斯くも、視られる対象と、視る（眼）と、視る者は二つずつと、互いに一緒

に会合したとならぬが如く、貪欲と欲す者と、欲すとなるもの等も、二つずつ

と、一切も互いに一緒に会合したとならない。貪欲と欲す者も会合したとなら

ず、貪欲と欲すとなるものも会合したとならず、欲す者と欲すとなるものも会

合したとならず、貪欲と欲す者と欲すとなるものも会合したとはならない。そ

の如く、残りの煩悩である瞋恚等や、處の残りである音声と耳と聴く者等も、

二つずつと、一切も互いに一緒に会合したとはならない。 

 

会合が本性として成立したことを否定する＞理由を示す＞他が本性として無いことによって、会合を否定する＞ 

［論式を挙げる］ 

言う。「何故、それらの視られる対象等は、互いに一緒に会合したとならない

のか。」 

 

説く。 

 

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。 3 

 

ここで、もし「会合」という何かが有るとなれば、それは必ず他と他が一緒

にあることよりそうなるのか？と問えば、何故ならば、視られる対象等におい

て、その「他」が有るとは正理ではなく、それらに「互いにまさしく他である

こと」が有るのではない故に、互いに一緒に会合したとはならない。 

 

他が本性として無いことによって、会合を否定する＞［その方法を他にも当てはめる］ 

 

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 

 

それら視られる対象等のみに、互いにまさしく他であることが不合理である

だけではない。このように、如何なる事物も、如何なる事物とも、一緒にまさ

しく他であることは不合理である。他そのものが無ければ、何ものも、何かと

も一緒に会合したことは不合理である。 
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他が本性として無いことによって、会合を否定する＞理由を成立させる＞［理由を挙げる］ 

言う。「諸事物の他性を現前に認めながら『無い。』と誰が言って良いものか。」 

 

説く。君が、諸事物の他性を現前に認めるただそれだけの為に、吾輩は君が

諸事物の他性を認識していないと、良く理解する。このように、諸事物の他性

が無いことは、天眼によっても認めることができなければ、君のような肉眼に

よっては、何を言う必要があろうか。何故かといえば、 

 

他は、他に依拠して他である。 

他無くして、他より他にはならない。 

 

「他」というものは、それより他の何かに依拠して他となるのではないけれ

ど、他が無ければ、他は自らより他とはならない。他であるものは、他に相互

関係して「他」というが、自らより他とはならないので、「それを現前に認める。」

と誰が言って良いものか。 

 

言う。「そう見ても、他性が無いとはならない。他性は良く成立するだろう。」 

 

説く。賢くない者にとってはそうなるだろうが、賢者にとってはならず、 

 

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。 5 

 

このように、何かに依拠して何かが起こるものは、「それより他である。」と

その言葉を言うことは正しくないのではないか？ 

 

理由を成立させる＞それに対する論難を斥ける＞［不定因1であるという論難を斥ける］ 

何故かといえば、 

 

もし、他が、他より他であるならば、 

他が無くとも適するとなるだろう。 

                                                   

1 不定因
ふじょういん

：似因（似る因=正しくない理由）の一つ。対論者にとって、その因（理由）であ

れば、主張命題の述語であるとは限らない理由。例えば「音声は、無常である。有であ

る故に。」という論式では、「有」には恒常もあるので必ずしも「無常」ではない故に、

不定因となる。 

※正しい理由であっても、対論者が論題の要素をどのように把握しているかによって不

定因になり得る。 
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もし、何かに依拠して他となるそれが、それより他であるとなれば、それが

無くとも、それはまさしく他となるだろう。そのようであれば、粗織物に相対

していないのみにおいて、壺は他性となるものであるが、粗織物に相対してい

ない壺は他ともならない。そう見るので、粗織物より壺は他ではない。 

 

言う。「それより他となっていないとしても、先ず、他は有る。」 

 

説く。何？君は、まさしく駆逐する者の後を追うのか？君は、他性を排斥す

る理由が、他性を論立すると思っている。もし、「何かに依拠して他である」と

いうそれより、それが他でなければ、ならばそれは自らの我性のみより他とな

ると思うのか？ 

 

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。 6 

 

何故ならば、他である何かより他である、その他が無ければ、他は無いので、

自ら自身より他とはならない故に、他は無いのみであると知りたまえ。 

 

それに対する論難を斥ける＞［不成因2であるという論難を斥ける］ 

言う。「『他とは、他に依拠して他となる。』というただそれだけの故に、他は

有るのではないのか。仮に依拠したとしても、他ともならなければ、『他である。』

とは何を言うのか。」 

 

説く。縁起生とはこのような我性であり、何故ならば先ず、他に依拠して「他」

という故に、世間の名称に従って「他である。」と言う。 

何故ならば、清浄を見るがままに考察したならば、 

 

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。 

 

                                                   

2 不成因
ふじょういん

：似因の一つ。対論者にとって、その因（理由）が主張命題の主語ではない理由。

例えば「音声は、無常である。色形である故に。」という論式では、「色形」は「音声」

に当てはまらない故に、不成因となる。 

※正しい理由であっても、対論者が論題の要素をどのように把握しているかによって不 

成因になり得る。 
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何故ならば、「粗織物に相対して壺は他」ということは、粗織物に相対した故

と、粗織物に頼る故と、自らより良く成立していない故に、壺に他性は有るの

ではない。何故ならば、「粗織物に相対しない、他ではない壺」という単一にお

いても、「他ではない」と合致しない他性は無い故に、「勝義に準じて他は無い。」

という。 

それ故に、世尊も水木の集積を示し、「水木の集積とは、内側が空っぽで真髄

を悟るとならない故に、何も無い。」とも示された。 

 

言う。「もしそのように、壺が他ではないならば、そう見れば壺そのものが他

ではなくなり、他無くして他でないものも無いので、他も有ることになる。」 

 

説く。対治（対称物）よりも、他性は不合理である。何故かといえば、他で

はないと不合理である故であり、このように「他」に相対して「他でない」と

なるけれど、その他性も、考察したならば不合理である。 

 

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 

 

今その他性が有るのではなければ、その対治である「他ではない」それ自体

も無い。しかし「他ではないものが無ければ、その対治である他は無い。」とい

う言葉が示されるとならないか？ 

 

他にも言う。「他に相対して他となるのではないが、『他性』とは総体であり、

それを具えるので他となる。」 

 

説く。もし、他性を具えるので他となれば、自らより良く成立していない故

に、他に相対したのみによって、他となるのではないか？ 

 

言う。「他性は、他に確実に留まるのみであるので、それにも何の相対が必要

か。」 

 

説く。 

「他性は、他に有るのではない。」 

「他性とは、他より確実に留まるのみであるので」と言った、それは正理では

なく、他性とは他に無い。何故かといえば、斯くも、 

「他でないものにも、有るのではない。」 
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ここで、壺とは自らの我性より他ではないので、そこに非他性と合致しない

他性は有るのではない。 

もしその他性が、他にまさしく確実に留まるとなれば、壺自体の我性よりも

他そのものとなり、他でないとはならないけれど、壺自体の我性よりまさしく

他になったものは主張しない。そのようであれば、何故ならば、他ではない壺

には無い故に、他にも（他性は）有るのではない。もし有るとなれば、全ての

場合において有るとなるだろう。 

 

仮に、『壺が絨毯に相対したならば他である時、その壺にその他性が有る』と

思えば。 

 

そう見るならば、他性は確実に留まらないと示したのである。（何故ならば）

その事物は相対して有る故である。 

他性として設けたことと、探究して有る（見出だす）ことをも、命題として

主張したことにもなるので、それも不合理である。（何故ならば）自派の宗論と

矛盾する故である。 

 

また他にも、二つの事物が有れば会合することになるが、無ければならない

ので、そこで、もし先ず、自性として他ではないものが他性を具えることによ

って、如何様に他となろうか。乳と混ざった水も乳とはならず、乳も水にはな

らぬが如くである。仮に壺が自性として他であるならば、他に他性を具えるこ

とを追求する、何が必要か。 

そう見るので、「それは他性を具えるので、他となる。」や、「他性は他に確実

に留まる。」ということは、凡々である。 

 

言う。「他性が他に確実に留まろうと、留まらなかろうと構わない。ある意味

において他性であると主張するその『他』は、とりあえず有る。」 

 

説く。何？君は世間を走り回ることを始めるのか？君は他性が無いので、他

を論証しようと努めている。 

「他性が有るのでなければ、他か、それ自体は有るのではない。」 

「他性である他の事物が有るのでなければ、他か、それ自体は無い。」と示した

のみではないのか？もし、他の事物が無くとも他となるならば、君に愚かとい

う事物が無くとも、愚かとなるだろう。もしそれを主張しないならば、ならば

他の事物無くして他とはならない。それ故に、そのように考察したならば一切

の事物において、他性とは如何様にも不合理である。 
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他性が無ければ、視られる対象等や、貪欲等が、如何様に互いに一緒に会合

したとなろうか。会合が無ければ、君の「会合」という理由より提起された事

物の自性が、合理であると何処でなろうか。 

 

理由を示す＞［同一と別を分析して、会合を否定する］ 

もしまた、君の心意に思うことによって『他でもあるが、それ自体でもある。』

と思えば、そう見るとしても会合はまさしく不合理である。何故かといえば、

斯くも、 

 

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。 

 

そこで先ず、それ自体が、それと会合したことは不合理である。何故かとい

えば、それのみに尽きる故と、一緒の意味として不合理である故である。もし、

そう見ても（会合したと）なるならば、何も会合しないとならないので、それ

も主張しない。そう見るので、それ自体と会合したとは不合理である。 

そこで、何かにおいて「これは他である。」「これも他である。」というその存

在においても、会合したとは不合理である。何故かといえば、まさしく他であ

るのみの故である。もし、まさしく他でありながらも会合したならば、そう見

れば何も会合しないとならないので、それも不合理である。そう見るので、他

性であるとしても会合したとは不合理である。 

 

言う。「他となった二つが一つとなることは、例えば乳と水の二つが会合した

（混ざった）如く、他と他も会合したとなる。」 

 

説く。それにも、まさしくそれが留まる。先ず、乳と水が別となれば、その

時には会合は無い。何故かといえば、まさしく別となった故である。まさしく

同一となったその時にも、会合は無い。何故かといえば、まさしく同一である

故である。 

 

言う。「ある時に、まさしく同一となったことが会合である。」 

 

説く。「もし、まさしく同一であろうとも会合したとなるならば、何も会合し

ないとはならないだろう。」と説いていないか？そう見るので、それも善くはな

い。 
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章の著述を説く＞［それによって、会合しつつある等も否定したと示された］ 

言う。「他となった複数物が会合しつつあることが、会合である。」 

 

説く。それにも、まさしくそれが留まりつつあるのであり、もし「会合しつ

つある」という複数の事物が一つ有るとなれば、それにおいても「これは他で

ある。」「これも他である。」という他である故に、会合したとは不合理である。 

仮に、「会合しつつある」というそれが、まさしく同一であると述べられるの

であれば、「会合しつつある」という言葉は不合理である。まさしく同一のもの

が、如何様に会合しようか。 

 

言う。「『半分会合した複数の事物が会合しつつある』というそれらに、会合

は有る。」 

 

説く。そこにもまさしくそれが有る。もし先ず、それらが半分会合したなら

ば、一方が会合したことによって「一切の我性が会合した。」と考察されたなら

ば、まさしく同一である故に、会合したとは不合理である。 

仮に、一方が会合しようとも我性はまさしく別であるとなるならば、別であ

る故に、会合すると何処でなろうか。 

もし、それら僅かな一部が会合し、僅かな一部が会合していないのであれば、

我性が二つとなる。それらの会合である部分については、まさしく同一でない

故に会合は無い。それらの会合していない部分についても、他である会合は無

い。 

 

言う。「『会合しつつある』は無くとも良い。先ず、会合であることは有る。

会合したことが有れば会合が有るので、会合も良く成立した。」 

 

説く。嗚呼！何と大それた希望か！何かに「会合しつつある」も不合理であ

り、会合し始めることも不合理であるにおいて、会合が合理であるとなるもの

か。「同一となるだろう。」と言った時、同一であるならば会合すると何処でな

ろうか。仮に会合しても単一でない（と主張する）ならば、そう見るとしても

他ではない故に、まさしく会合していないのではない。 

 

言う。「会合が無くとも良い。先ず、同一性の以前に他となる事物であるもの

が有り、それは会合する者であり、とりあえず有る。」 

 

説く。何？君は両性具有者に嫉妬するのか？君は、会合無くして会合する者
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がまさしく有ると主張しているだけだ。ここで、会合を為すものによって、会

合の因より起こったものが会合する者であるが、その会合も、一切の様相にお

いて不合理である。それが無ければ、会合を為すものは無く、会合する者が有

ると如何様になろうか。 

それ故に、そのように正理を先行して、清浄を見るがままに考察したならば、 

 

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 

 

それらが無ければ、君の「会合」を示した理由より提示された、事物の自性

が成立すると、何処でなろうか。 

 

会合が本性として有ることを否定する＞［章の名を示す］ 

「会合を考察する」という第十四章である。 
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（第十五章） 

 

本性が有ることの理由を否定する＞因縁を我所（我がもの）とすることが、本性として有ることを否定する＞ 

［章の著述を説く］ 

言う。「君は事物が有ることを認識しない故に、これらの事物は自性が無いの

であると思い、『諸事物は縁起生である』とも主張するが、『諸事物は自性が無

い』とも言うならば、如何様に、事物は起こったのでもありながら無自性であ

るともなろうか。もし、諸々の因縁より諸事物の自性のみが起こらないならば、

それより他の何が起こるとなろうか。もし、因である織糸より絨毯の自性のみ

が起こらなければ、因である織糸の自性のみが起こるのか？もし何も起こらな

いならば、『起こる』とも、如何なる言葉で述べるのか。」 

 

章の著述を説く＞諸事物が本性として有ることを否定する＞本性として有ることの理由を否定する＞本義＞ 

［本性に因縁は必要なく、矛盾すると示す］ 

説く。何？君はまさしく馬に乗りながら、馬が見えないのか？君は『諸事物

は縁起生である』とも言うが、それらは何の自性が無いか自体も見えていない。

それは先ず、粗雑な心によっても安易に知るとなるだろう。 

 

自性が、因縁より、 

起こるとは正理ではない。 

 

ここで「我の事物」を「自性」といい、我の事物が有るものは、再度諸々の

因や縁から起こることは正しくない。このように、存在するものに如何なる再

度の（起こる）行為が有ろうか。行為が無ければ、諸々の因や縁が何をしよう

か。もし、それが諸々の因と縁より起こるならば、そう見れば、 

 

因と縁より起こった、 

自性は所作となる。 1 

 

それも不合理である。 

 

言う。「自性とは所作のみである。何故かといえば、このように、以前に起こ

っていない絨毯の事物を後に為す故である。」 

 

説く。 
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自性は所作であると、 

如何様であれば適するとなろうか。 

 

「自性は所作である」と如何すれば適するとなろうか。 

それらの意味は、一致しない否定であり、もし自性であるならば所作ではな

いが、仮に所作であるならば自性ではない時、「自性でもあるが所作でもある。」

と、心ある者の誰がそのように捉えようか。 

 

本義＞［自説における本性の定義を示す］ 

言う。「君は、自性が如何なる正理を具えると思うのか。」 

 

説く。 

 

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。 2 

 

行為によって成立させられるとならないものと、因と縁にも相互関係したと

ならない、自らの自性が変化することなく入るそれが、自性として正しいので

ある。行為によって成立させられるものと、因と縁にも相互関係したとなるも

のは他に頼る故に、他に相互関係したものは自らの我性として良く成立してい

ないものであるので、「自性」として如何様に合理となろうか。 

 

本性として有ることの理由を否定する＞［それによって他の三極辺を否定したと示す］ 

言う。「何かに相対してそれが事物となる他の事物とは、先ず有る。他の事物

が良く成立したならば、自性も良く成立するだろう。」 

 

説く。対治に依拠しても自性は不合理である。何故かといえば、他の事物が

不合理である故であり、 

 

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。 

 

もし、自性が良く成立したとなれば、然ればその対治である他の事物も有る

となるものであるが、自性とは不合理であり、自性が有るのでなければ他の事

物が何処に有ろうか。それは、他の事物が無ければ、その対治である自性が合

理であると何処でなろうか。 
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また他にも、自性も他であるが、他の事物も他ではない。何故かといえば、

このように、 

 

他である事物の自性が、 

「他の事物である」と述べられる。 3 

 

このように、他の事物の自性であるものが「他の事物」と述べられたので、

それ故に、もし、その他の事物の自性が無いのみであるならば、何によってそ

れが有るとなろうか。それ故に、「自性も他であるが、他の事物も他である」と

は不合理である。そう見れば、対治そのものは無い。（何故ならば）まさしく同

一である故である。対治が無ければ、如何様に対治に依拠して成立するとなろ

うか。 

 

言う。「『事物の自性は有る。』『無い。』というこれが、吾輩に何をしようか。

先ず、事物は有る。」 

 

説く。 

 

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 

 

もし、幾らかの事物が有るとなれば、自性か他の事物の何れか？と問う。そ

れ故に、自性と他の事物が有るならば事物が成立するとなるが、自性も無いが

他の事物も無い時、自性と他の事物以外の、（言葉で）述べられるものではない

自にも他にもならない単一のその事物が有ると、何処でなろうか。 

 

言う。「そう見れば、諸事物の無事物は有る。（何故ならば）無事物も相互関

係しておらずに為すので、何かの無事物となる事物も有る。」 

 

説く。そう見るとしても、事物が良く成立することは不合理である。何故か

といえば、無事物が良く成立していない故であり、 

「自性と他の事物以外に、事物が何処に有ろうか。」 

と既に言った。それ故に、 
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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。 

 

「もし、事物そのものが何も良く成立していなければ、無事物はまさしく成

立するとならない。」とまさしく言ったのではないか？何故かといえば、 

 

他に変化する事物は、 

無事物であると、人は言う。 5 

 

このように、「他に変化するものであるその事物は、無事物である。」と人々

は言うが、その事物も無い。それが無ければ、その無事物は何のものであると

なろうか。無事物が（無ければ）、君のその対治となる事物が合理であると何処

でなろうか。 

 

本性として有ることの理由を否定する＞［否定した意味であるという見解を叱責する］ 

言う。「ここで『真如を見ることによって、解脱するだろう。』といい、『真如』

というものも、その事物が真如（それのみ）であり、『事物の自性』という主旨

である。そこでもし、事物の自性がまさしく無いのであれば、そう見れば君に

とって、真如を見ることは不合理になるのではないか？真如を見ることが無け

れば、解脱が合理であると如何様になろうか。そう見るので、『諸事物は自性が

無い』というその見解は、善良ではない。」 

 

説く。誤って捉えるな。 

 

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。 6 

 

そのように、自性と他の事物や、無事物そのものと見るそれらの見解は、こ

のようにも最高に深甚な仏陀の教えに、真如を見るのではない。我々は、縁起

生という太陽が現れることによって明るみに出た諸事物の無自性そのものを正

しくあるがままに見るので、それ故に、まさしく我々には真如を見ることが有

るので、我々のみにおいて解脱も理に適う。 
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諸事物が本性として有ることを否定する＞本性として有ることに批判を示す＞［経証による批判］ 

もし、「それは何故か」といえば、このように、 

 

世尊は事物と無事物を、 

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。 7 

 

何故ならば、勝義1の真如に通暁する世尊が事物と無事物を良く示すことによ

って、『迦旃延2への教誨』という経典で、「有」というものと「無」という双方

とも否定された故に、諸事物を有性（実在）や無性（虚無）と見なす者達は真

如を見ないので、まさしく彼らにとっても解脱は不合理である。有性（実在）

と無性（虚無）に顕かに執すること無く、世俗名称を付けた我々においては、

不合理は無い。 

もし、事物と無事物であると見ることが真如を見ることであれば、真如にお

いて見ていないことが全く無くなるので、それは、「のみ」ではない（真如では

ない）。そう見れば、諸事物の無自性そのものとは真如であるが、それを見るこ

とのみによって解脱することになり、阿闍梨聖提婆も、 

「有（輪廻）の種子とは識であり、諸対象はその享受対象である。対象 

に無我を見るならば、有（輪廻）の種子は滅すとなる。」3 

と説かれた。それは、そのように確かであるのみと知りたまえ。 

 

諸事物が本性として有ることを否定する＞本性として有ることに批判を示す＞［理証による批判］ 

そうでなければ、 

 

もし、本性が有性であれば、 

それは、無性にはならない。 

 

もし諸事物が本性としてまさしく有であるとなれば、本性として有る有性は、

後に無性にはならない。何故かといえば、このように、 

 

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。 8 

                                                   

1 勝
しょう

義
ぎ

：聖なる真実。世俗の真実に対する。 

2 迦旃
か せ ん

延
ねん

：Kātyāyana 釈尊の十大弟子の一人。 
3 「有･･･となる。」：『四百論』第 14 章 25 偈。 
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このように、変化する対治（相対物）とは本性であるので、それ故に、本性

とは変化せずに恒常であるとなる類であるが、諸事物においては他に変化する

と映るので、それ故に、それらにおいてまさしく自性として有ることは不合理

である。 

 

ここで言う。「仮に、事物が無いと見ることより諸事物の自性は有るのではな

いと納得したので、先ず、諸事物の無事物であるとなったのである。」 

 

説く。 

 

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。 

 

諸事物において「有性は本性として無い。」と言った時、諸事物の有性は本性

が有るのでなければ、その「他への変化そのもの」は、何のものであるとなろ

うか。 

 

言う。「もし、諸事物の無事物は映るけれど、本性も有るのでなければ無事物

とは不合理である。何かの事物が無くなる（無事物になる）という『事物の本

性』は、疑いなくまさしく有るのである。」 

 

説く。 

 

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 

 

前述でも、 

「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。4このよう 

に、変化する対治（相対物）とは本性であるので、それ故に、本性とは 

変化せずに恒常であるとなる類であるが」 

と説いていないか？それ故に、諸事物の無性も不合理である。 

 

章の著述を説く＞［本性として有ると言えば、辺執を超えないと示す］ 

諸事物を有性や無性であると見る見解に対して、この他の過失としても背理

となり、 

                                                   
4 「本性が…ならない。」：『根本中論』第 15 章 8 偈後 2 行。 
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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 

 

「事物は有る。」と事物を見る見解においては恒常であると捉える背理となる

が、「事物は無い。」と無を見る見解においては断滅であると見る背理となるの

で、その二つとも無意義であり、害するとなるものである。それ故に、有性・

無性と見れば、恒常と断滅であると見る背理になるので、それも無意義で害す

るとなるので、それ故に、真如を了解しようと欲し、輪廻の閑所より抜け出よ

うと望む賢者は、有性と無性に留まることをするな。 

 

言う。「有性や無性であると見れば、如何様に常見（実在視）と断見（虚無見）

の過失の背理となるのか。」 

 

説く。 

 

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。 11 

 

このように、自性として有る何かが後にまさしく無いとは不合理である。本

性は変化しないので、それ故にまさしく有ると見ることより、恒常と見る（実

在視する）となる。「その事物が以前に起こり、現在に無い。」と、有る事物に

ついて壊れると見る見解によっては、断滅と見る（虚無見）となる。 

そのように、何故ならば諸事物に有性と無性を見ることは多くの過失となる

故に、「諸事物は自性が無い」と言うそれは、真如を見る－中の道であるが、ま

さしくそれが勝義を成立するのである。 

 

因縁を我所（我がもの）とすることが、本性として有ることを否定する＞［章の名を示す］ 

「事物と無事物を考察する」という、第十五章である。 
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（第十六章） 

 

『根本中論』の解説、ブッダパーリタ。第六巻。 

 

本性が有ることの理由を否定する＞束縛と解脱が本性として有ることを否定する＞本義＞章の著述を説く＞輪廻と涅槃

が本性として成立したことを否定する＞［輪廻が本性として成立したことを否定する］ 

ここに言う。「事物や無事物であると見ることが無いところに、何ものにおい

ても輪廻と涅槃や、束縛と解脱は不合理であるとするそれが、如何様に真如と

なろうか。事物や無事物と見ることが有れば、それら一切が合理となるので、

事物や無事物であると見ること自体が、真如を見るのである。」 

 

輪廻が本性として成立したことを否定する＞取られものである蘊が輪廻することを否定する＞ 

［恒常が輪廻することを否定する］ 

説く。何かを事物や無事物と見ることにおいて、それら一切は不合理である。 

 

もし「如何様に」といえば。 

 

ここで、事物であると言う者（実在論者）達は『諸事物である』と尽く考え

るが、諸行や有情を『事物である』と尽く分別するのか？と問えば、それらを

事物であると尽く分別すれば、恒常か無常になる背理となるだろう。そこで、 

 

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 

 

そこでもし、先ず諸行が輪廻すると尽く考察すれば、それは不合理である。

何故かといえば、このように、 

「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。」 

先ず、諸行が恒常であれば輪廻しない。何故かといえば、恒常は変化しない

故である。ここで、心相続1の流れがそれやそれへ生じ滅すものを「輪廻」とい

うならば、恒常で変化しない諸行が、起こり壊れる主体そのものであるとは不

合理なので、それ故に諸行が恒常であれば輪廻しない。 

 

                                                   
1 心相続：心の継続。 
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取られものである蘊が輪廻することを否定する＞［無常が輪廻することを否定する］ 

諸事物は無常であろうとも輪廻しない。このように、ここで、ただ滅すだけ

の諸行も他に生じないので、それ故に、永久に滅した諸物に輪廻は不合理であ

る。それ故に、諸行は無常であるとしても輪廻しない。そのように先ず、行と

いう名を持つ恒常である事物と、無常である諸事物が輪廻することは不合理で

ある。 

 

輪廻が本性として成立したことを否定する＞取る者である有情が輪廻することを否定する＞ 

［蘊より別本質の有情が輪廻することを否定する］ 

そこでこう、『諸行は輪廻しないが、有情は輪廻する』と思えば。 

 

それに対して説こう。 

「有情についても、この次第は等しい。」 

諸行においても輪廻が不合理であると示した次第そのものが、有情について

も等しい。このように、有情も恒常か無常である何が輪廻するとなるのか？と

問えば、それ故に、それについても、恒常において、輪廻は不合理である。（何

故ならば）変化しない故である。無常においても輪廻は不合理である。（何故な

らば）結び付く必要無く、永久に滅した故である。 

 

取る者である有情が輪廻することを否定する＞［蘊より自とも他とも述べられないプトガラが輪廻することを否定する］ 

ここで言う。「その論法は、有情が輪廻することについて等しくはない。この

ように有情は、諸々の蘊と處と界より、そのもの（自性）や他性であると述べ

られるものではなく、まさしく恒常や無常であるとも述べられるものではない

ので、それ故に、恒常と無常の過失と離れた有情が輪廻するのである。」 

 

説く。 

 

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 

 

もしこのように、プトガラが輪廻すると思えば、それは甚だしく、非常に不

合理である。何故かといえば、何故ならば蘊と處と界に、それを五つの様相で

探したならば無い故であり、君の好む、作り物の草食動物のように尽く考察さ

れたものである必要性の無いプトガラは、蘊と處と界において五つの様相によ
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って探したけれど認識されるものとして無く、五様相で探したけれど認識され

るものとして無いそれらを、他の何が、有ると捉えようか。それ故に、それは

無いのみである。それが無ければ、何が輪廻を廻るか、それを言いたまえ。 

また他にも、 

 

近取より近取へと 

輪廻するならば、有2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 

 

もし、「プトガラが輪廻する。」と考えたならば、そう見れば、それが近取よ

り他の近取へと輪廻するけれど、有は無くなるだろう。何故かといえば、この

ように、近取に従って有と名付けられるのであるが、その近取であるそれも、（近

取と）近取の中間に入ることが無ければ、何によって有と名付けられようか。

それ故に、そこに近取は無い故に、有が無い背理となるだろう。名称が付けら

れることは無く、明らかにするものが無く、近取が無く、有が無いそれは何で

あり、如何なる近取へ輪廻するとなろうか。得ていないその時に、近取そのも

のも無い。 

 

言う。「それは中有の有として、近取と共にあるのみなので、それ故に、近取

と共にあるのみによって他の有を得るので、有が無くなるとはならない。」 

 

説く。この近取を捨て去り、中有の近取へ移行することや、中有の近取も捨

て去り、それより他の近取へ移行するものにおいても、その間の時間に有が無

いことと、近取が無くなること自体はそのまま留まり続けるので、それ故に、

有情も輪廻するとは不合理である。 

 

輪廻と涅槃が本性として成立したことを否定する＞［涅槃が本性として成立したことを否定する］ 

ここで、 

 

行が苦しみを超越するとは、 

如何様にも不合理である。 

 

諸行が苦しみを超越する（涅槃を得る）とは、如何様にも不合理である。何

故かといえば、恒常か無常である背理となる故である。 

                                                   
2 有：輪廻での生。 



173 

ブッダパーリタ［第 16 章］ 

 

そこで先ず、もし、諸行が恒常であると尽く考察されれば、恒常にならない

諸行において涅槃を得るので、如何なる違いを為すとなろうか。もし為すなら

ば、変化する故に無常となるだろう。 

もし諸行が無常であるならば、そう見るとしても壊の主体である故に、滅し

て無いものにとって涅槃とは何のものであるとなろうか。そう見るので諸行が

苦しみを超越する（涅槃へ赴く）ことも不合理である。 

 

そこでこう、『有情が苦しみを超越する』と思えば。 

 

それに述べよう。 

 

有情が苦しみを超越するとは、 

如何様にも合理とはならない。 4 

 

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。何故かといえ

ば、まさしく恒常か無常である背理となる故である。 

そこで先ず、もし有情が恒常となれば、常に変化しない諸物において、涅槃

を得ることによって何も為されることは無く、多くの過失ともなるだろう。 

もし、有情が無常となれば、そう見るとしても、結び付く必要無く滅した無

常において、涅槃を得たことによっても何をしようか。涅槃は何の（所有する）

ものとなろうか。 

 

そこでこう、『まさしく恒常か無常であると述べられるものではない有情が、

苦しみを超越する（涅槃を得る）と合理である』と思えば。 

 

それも不可である。何故かといえば、恒常か無常そのものであると述べられ

るものでないものは、近取とまさしく共にある場合には合理であるが、近取が

無いものにおいては不合理である。近取の無い有情が苦しみを超越せられるも

のであれば、近取の無いただそれだけのものが、何故に恒常とも無常とも述べ

られる対象ではないとなろうか。 

 

そこでこう、『近取が無いものは、有性や無性であると述べられるものではな

い。』と思えば。 

 

それに説こう。有性や無性であると述べられる対象でないそれを、如何様に

「苦しみを超越した（涅槃を得た）。」と述べるのか。 
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言う。「近取の無いものであるそれは、有性や無性であると述べられる対象で

はなくなる。斯くも近取と共に有るものが存在すれば、それ自体（自性）か他

性であると述べられるものではないが如くである。」 

 

説く。近取無く、明らかにするものが無いものについて、有性（まさしく有

る）と何によって知ろうか？もし有るならば、「某によって、それが有る」と知

らされるもの自体が、その近取であるので、近取と共にあるそれにおいては、

解脱とはまさしく不合理である。 

 

そこでこう、『〈近取が無いものは、有性であると述べられるものではない。〉

という時、〈何によってそれが有ると知ろうか？〉という対論が、如何様に適当

なのか。』と思えば。 

 

説く。「述べられる対象」も他であり、「様相として知られる対象」も他であ

るので、それ故に「如何様に知ろうか？」と言った。しかし「何と述べようか？」

とは言っていない。存在しない兎の角について、君の「述べられる対象」や「述

べられる対象ではない（不可説）」という思惟は無いので、それ故に、心がそれ

を有ると捉えて言葉の過失を斥ける為に「述べられる対象ではない（不可説で

ある）。」と言うのか？もし君の心によっても、それがまさしく有るか、無いか

と確かでなければ、何故「述べられる対象ではない。」と言うのか。真正直に「尽

く知られる対象ではない。」と述べられるものの類であり、阿闍梨聖提婆も、 

「解脱において、もし我が有るならば恒常に、もし無ければ無常となる。 

不可説の士夫も、賢者によって知られる対象ではないのではない。」 

と説かれた。 

そう見るので、有情も、如何様にも苦しみを超越する（涅槃を得る）とは不

合理である。 

 

章の著述を説く＞束縛と解脱が本性として成立したことを否定する＞ 

［束縛と解脱が本性として有ることを共通に否定する］ 

 

生壊の主体である諸行は、 

束縛せず、解脱するとならない。 

 

諸行とは、束縛するとも不合理であるが、解脱も不合理である。何故かとい

えば、このように、確実に留まらない、刹那毎に生じ自然に滅す生壊の主体で

ある諸行は、如何様であろうとも束縛する、解脱するとは不合理である故であ
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る。 

 

言う。「行の継続に、束縛することと解脱が有る。」 

 

説く。もし、「行の継続」という何らかの事物が有るとなれば、君が主張する

ように束縛するか？解脱するとなるか？とも問われようが、生滅の因そのもの

である行を「継続」という時、それにおいて、何が束縛し何が解脱するとなろ

うか。もし継続である一事物が有るとなったとしても、そう見ても、行である

故と、生と壊の主体である故と、確実に留まらない故に、それにおいて束縛と

解脱が合理になると、何処でなろうか。 

 

そこでこう、『諸行は、束縛するともならず解脱するともならないが、有情が

束縛し、解脱するとなるだろう。』と思えば。 

 

それに説こう。 

 

先の如く有情も、 

束縛せず、解脱するとならない。 5 

 

有情も束縛するとならず、解脱するとならない。もし如何様にといえば、「先

の如く」であり、斯くも先に、恒常の有情においても輪廻と涅槃は不合理であ

るが、無常においても不合理であると示された如く、ここでも有情は恒常にな

らないとしても、束縛するとは不合理であり、解脱も不合理である。もし、束

縛し、解脱するとなれば、変化する故に無常になるだろう。 

無常の有情において、滅す主体であり確実に留まらないものも、束縛され、

解脱させられる対象にはできない。このように滅して無いものにおいて、何が

束縛され、解脱させられる対象として有ろうか。 

 

束縛と解脱が本性として成立したことを否定する＞それぞれに否定する＞［束縛が本性として有ることを否定する］ 

ここで言う。「有情の近取であるものは『束縛するもの』というが、近取が永

久に寂滅したそれを「解脱」といい、有情も、まさしく恒常か無常であると述

べられるものではないので、それ故に、恒常と無常の過失と離れた有情に、束

縛と解脱が合理である。 

 

説く。 
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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。 

 

もし、近取が束縛するものであれば、そう見れば先ず、近取と共にある有情

は、束縛するとならない。何故かといえば、既に束縛されたのみである故であ

り、このように既に束縛されたものにも、束縛される何が必要か。 

 

そこでこう『近取の無いもののみが、束縛するとなる。』と思えば。 

 

それに説こう。 

 

近取の無いものは束縛せず、 

 

近取が無くとも、それを束縛するとは不合理である。このようにも、何か意

味付けられるものとして無い、名付けられるものとして無い、明らかにするも

のが無い、近取の無いものが、如何様に有るとなろうか。無いそれを如何様に

近取が束縛するとなろうか。それ故に、近取が無い有情も、近取が束縛すると

は不合理である。ならばここで、君の有情を、 

 

如何なる場合に束縛するとなろうか。 6 

 

を、ここで言いたまえ。 

 

ここで言う。「束縛するものである近取は、先ず明らかに有り、これが束縛を

為すので、『束縛するもの』という。そのように束縛するものが有る故に、それ

によって束縛される対象も、有るのみである。」 

 

説く。 

 

もし、束縛された以前に、 

束縛するものが有れば、束縛するに至る。 

それも無く、・・・ 

 

もし、その束縛（されたもの）より以前に、束縛するものである近取が有る

となれば、君が主張するように近取が束縛するので、束縛するものとなるに至

るが、束縛（されたもの）の以前にそれも無い。このように、近く取られてい
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ないものが、如何様に近取であるとなろうか。束縛（されたもの）の以前に無

いものによって、如何様に束縛するとなろうか。そう見るので近取も束縛する

ものではない。 

 

・・・・・・残りは、 

過ぎた・過ぎていない・歩むによって示した。 7 

 

束縛するものが不合理であることの残りであるものは、過ぎた・過ぎていな

い・歩むによって示されたと理解すべきであり、斯くも、過ぎた（道）に行く

（行為）が無いことと、過ぎていない（道）にも無く、歩む（道）にも無いが

如く、束縛されたものも束縛せず、束縛されていないものも束縛せず、束縛し

つつあるものも束縛しない。斯くも、過ぎた（道）において行く行為の開始は

不合理であり、過ぎていない（道）においても不合理であり、歩む（道）にお

いても不合理であるが如く、束縛されたものにおいて束縛の開始は不合理であ

り、束縛されていないものにおいても不合理であり、束縛しつつあるものにお

いても不合理である。 

 

それぞれに否定する＞［解脱が本性として有ることを否定する］ 

ここで言う。「先ず解脱とは、世尊によって示されたこととして－衆生を尽く

解脱させる為に如来は世間へと現れるので、それ故に、先ず解脱は有る。束縛

されていないものにも解脱は無いので、束縛（されたもの）も有るのみである。」 

 

説く。もし解脱そのものが合理であれば、束縛も有るだろうかと疑われよう

が、解脱が不合理であるので、束縛が合理であると、何処でなろうか。如何様

にといえば、何故ならば、 

 

先ず、束縛されたものは解放せず、 

 

ここで先ず、束縛されたのであるものは、解放しない。何故かといえば、こ

のように、束縛された所自体に存在する束縛されたものが、如何様に解放する

に合理となろうか。もし束縛されたもの自体が解放するとなれば、そう見れば、

何も解放されていないとならないので、それは主張しない。そう見るので、先

ず束縛されたたものは解放しない。 

 

言う。「束縛するものと離れたものである束縛されたものが、解放されたのだ。」 
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説く。それについても、まさしくそれであり、束縛されたものにおいて、束

縛するものと離れたとは不合理である。（何故ならば）束縛されたのみである故

である。 

 

言う。「ならば、束縛するものと離れたことを解放という。」 

 

説く。 

 

束縛されていないものも、解放するとならない。 

 

このように、束縛するものと離れたものは、束縛されていないのみであり、

束縛されていないものは、まさしく解放されたものであるので、それにおいて

再び解放されるとなって何をしようか。然れば、束縛されていないものも解放

されるとならない。 

 

言う。「束縛されたものは解放し、このように『束縛されたものが解放される

となるだろう。』というそれは、世間に公認されるのである。」 

 

説く。「それは、世間に公認されるのである。」と言ったことは、善く言った。

このように、何故ならば世間に公認されたのである故に、勝義3を思惟するに当

たるとはならない。如何様にといえば、斯くも、 

 

束縛されたものが解放されつつあるとなれば、 

束縛と解放が同一時となる。 8 

 

もし、「束縛されたものは解放する」となれば、そのように束縛するものを具

えることによって「束縛されたもの」といい、解脱であることを具えるので「解

放されたもの」という、束縛と解脱二つが同一時である背理となり、束縛と解

放という不一致の二つが一つに留まることは不合理であるので、それ故に「束

縛されたものは解放する」というそれは、無関係（無意味）である。 

 

章の著述を説く＞［涅槃の為に努めることは無意味であるという背理を斥ける］ 

ここで言う。「もし、そのように解脱そのものが不合理であるならば、輪廻が

慄かせる者達のものである。しかし『何時か、我は近取無く、完全に苦しみを

超越する（解脱を得る）となろうか。』『何時か、完全な涅槃は我がものとなる

                                                   
3 勝義：究極の意味。聖なる意味。世俗、世間に対する。 
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だろうか。』と思う思惟や、涅槃を得る教誨であるものや、涅槃を得る為に尽く

突き動かすそれらの一切は、まさしく無意味とならないか？」 

 

説く。正しい方法でないものによって追求することや、教誨を示すことや、

努めることが、まさしく無意味になることは疑いない。このように『我は近取

無く、完全に涅槃をえよう。』と思うことや、『涅槃は我がものとなる。』と思う

者達が、如何様に涅槃である（苦しみより超越する）となろうか。かの時、 

 

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。 9 

 

ここで、近取を永久に寂滅したものであるそれが「涅槃」とすれば、一切の

近取の根本は我と我所（我がもの）に対するとらわれであるので、『我は近取無

く、完全な涅槃を得よう。』『近取の無い完全な涅槃が、我がものとなれ。』と誤

って思い込んだ者達は、我と我所に対する執が尽く保持される－確実に留まる

ものである。従って、それ故に、それらの我と我所に対する執そのものが、善

く経過していない近取なのである。近取と共にあるものに、解脱が合理である

と何処でなろうか。近取無く、完全な涅槃となるであろうそれは何であり、完

全な涅槃は何の（所有する）ものであるとなろうか。それら一切は、その渇愛

と愚痴によって生じさせられたのである。 

 

ここで言う。「先ず、輪廻と涅槃は、また有るのであり、それらも何かのみの

（所有する）ものであるが、何も無いものの（所有する）ものでもないので、

輪廻者と涅槃者も有り、吾輩にとってはそれだけで良い。」 

 

説く。何？君は空っぽの器を守るのか？君は不合理な束縛と解脱に、輪廻と

涅槃が有ると主張している。 

 

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 

 

このように、輪廻であるものに束縛された諸々の有情と行が、輪廻より斥け
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捨て去られる－涅槃へと生じさせられ、そこに入り込ませない処を、「輪廻」と

いう何であると考察せられるか。それより何も排斥されていないけれど、それ

に何も生じさせられるとしていないそれを「涅槃」というが、それも何である

と考察せられるか。 

あるいはこれは他の意味であり、このように、それに輪廻を完全に滅尽させ

る為と、何らかの涅槃を得る為に努めを具えても、輪廻が斥けられ捨て去られ

るとはしないが、涅槃も、生じさせられ向上させられることをしない。清浄で

はない分別とまさしく離れたのみとなるそれにおいて、「輪廻」という何が考察

され、「涅槃」とも何が説明されようか。 

そう見るので、事物と無事物であると見る者達は、恒常・断滅と見る見解で

ある背理となる故に、それらに輪廻と涅槃や、束縛と解脱等は不合理である。

しかし、縁起生を語る者自身には、輪廻と涅槃、束縛と解脱というものが成立

する。 

 

本義＞［章の名を示す］ 

「束縛と解脱を考察する」という第十六章である。 
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（第十七章） 

 

束縛と解脱が本性として有ることを否定する＞束縛と解脱が本性として有ることの理由を否定する＞章の著述を説く＞

［反論］1 

ここに言う。「『事物や無事物であると見解すれば、輪廻は不合理である。（何

故ならば）恒常と断滅の過失である背理となる故である。』と説いたことは適正

ではない。何故かといえば、業2と果として関係する故である。 

 

反論＞善・不善の構成＞［心の善・不善の構成］ 

業は何かといえば、 

 

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。 

それが法であり、それは今生と他の生において、 

諸果の種子である。 1 

 

『我自身を善く律する』とは、我性を善く律することである。『他を利益する』

とは、他の者達を利益することである。『慈愛心』とは、近親者へ起こる－『関

わったことより起こった』という主旨である。あるいは『慈愛心』とは『優し

さそのもの－心を滑らかにする』という主旨であり、それは自利の縁（条件）

である。 

我自身を良く律することと、他者を利益することと、慈愛の心であるそれが

『法』である。まさしくそれが諸果の種子であり、これ（今生）と他（の転生）

での諸果の因である。このように世尊も、 

『慈愛を修したならば八の功徳があり、諸人が好むとなるだろう。』 

と詳細に御言葉を賜れた。 

 

善・不善の構成＞業の分類の構成＞［要約して示す］ 

三様相である業も、法である故である。思とは種子であると示され、身体と

言葉の二つはそれに頼る故である。このように、世尊も、 

『意とは法の前を行く』 

という韻文を説かれた。 

 

                                                   
1 ［反論］：対論者の主張。［返答］の前までが全て対論者の主張となる。 

2 業
ごう

：動機をもって為された行為・心的作用。学派によって有形か無形に主張が分かれる。

無形であると主張する場合、一時的な心的作用であるとする。 
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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、 

様相として多く、尽く掲げられた。 2 

 

最高の仙である世尊が、諸業をこのように要約したことより二様相の業を説

かれた。『種子となった思3』と、『後時に開始するものである思已4』である。そ

れら二様相の業の差別も多くの様相が有ると、世尊がそれやそれと、そのよう

に多くの様相として尽く掲げ、示された。 

 

業の分類の構成＞詳細に説く＞［二業を三業に分類する］ 

 

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 

 

そこで、『思である』と説かれた業は、心意のものであると主張する。『思已

である』と説かれた業は、心が『これをしよう』と思い説かれて、身体か言葉

のその行為は、身体と言葉のものであり、（動機として）思わずに為したことで

はない。 

 

詳細に説く＞［三業を七業に分類する］ 

 

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。 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 

 

そこで、『言葉』とは、文字が明らかに述べられることである。『動作』とは
                                                   

3 思：思業
し ご う

。心で「思う」働き。言葉と身体で実際に行う前の心の働き。 

4 思巳：思巳業
し い ご う

。思い（動機）を経過した、言葉と身体によって顕現した働き。行い。 
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身体を動かすことで、その二つとも業の力に準じた故に、業の道に結ばれ、こ

こでも業として数えられたのであると捉えたまえ。 

『不捨5の無表6』とは、『〈この不善の業〉というものを身体か言葉で為そう。』

と思う不善の心を完全に起こしたそれ以降、その不善を身体か言葉の何かで為

さなかったとしても、不善の心を完全に起こしたという因より起こったのみの

諸不善が生じるとなるものであり、それらは『不捨の無表』という名を得る。 

他の『捨7の無表』というものもその如く主張し、『〈この善業〉というものを

身体か言葉によって為そう。』と思う善の心を完全に起こしたそれ以降、その善

を身体か言葉によって為さなかったとしても、善の心を完全に起こしたという

因より起こったのみの諸善が生じるとなることであり、それらは『捨の無表』

という名を得る。 

『享受より起こった福徳』とは、完全に享受する因より福徳が起こったこと

であり、『因より起こった』とは、後続することや、後に続いて関係することや、

継続が発展することであり、福徳そのものである。享受（使用）より起こった

福徳でないものも、同様のあり方である。 

『思』とは、顕現して働く心である。 

そのように、それら多くの様相を持つ業も、言葉等の諸法に収められたので、

まさしくそれ故に、言葉等のそれら七つの法は業として顕かであり、業という

名を持ち、業の諸定義であると主張するのである。 

そのように、それら七様相の業は果と関係する故に、輪廻も合理となるが、

恒常と断滅の過失ともならない。 

 

反論＞それにおいて恒常と断滅を排斥する方法＞［論難を挙げる］ 

説く。もし、業そのものが恒常と断滅の過失の背理とならないならば、それ

も過失とならぬものであるが、（恒常と断滅の）過失ともなるので、それ故に諸

業そのものも不合理であり、業と果としての関係も不合理である。それは如何

様にといえば、 

 

もし、熟す時まで 

留まるならば、その業は恒常となる。 

 

                                                   
5 不捨：捨てないこと。不善。悪行を捨てないこと。 

6 無表
むひょう

：毘婆沙部の設ける形あるものの分類の一つ。「知らしめるのでないもの」の原義で、

善・不善と感覚器官で直接知ることのできないもの。例えば悪行を控える戒律や、悪行

を生業にすると誓うこと等。眼で見たり、耳で聞くことはないけれど、物理的に悪行を

為すことを抑え、或いは悪行を推進するので「見ることのできない形あるもの」とする。 
7 捨：捨て去ること。善。悪行を捨てること。 
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先ず、仮に業が熟す時まで留まるが如く、他の時間にも留まるとなるので、

恒常となる。恒常が合理であるものが、如何様に異熟8するとなろうか。もし『そ

の過失となってはいけない。』と思い、『業とは刹那滅であり、刹那滅である故

に滅した。』と思えば、それに説こう。 

 

もし滅したならば、滅したものが、 

如何様に果を生じさせようか。 6 

 

もし、業は刹那滅である故に、滅して失壊したのであれば、それが如何様に

果を生じさせるとなろうか。もし無い業でも果を生じさせるとなるならば、稲

の花でも衣に香を染ませることになろうが、（香が）無い故に、染ませることを

しない。従ってそう見れば、滅した諸業によっても果を生じさせるとはならな

い。そう見るので、諸業は恒常と断滅の過失である背理となる故に、諸業その

ものも不合理であれば、業と果として関係するに合理であると、何処でなろう

か。 

 

それにおいて恒常と断滅を排斥する方法＞それを排斥する方法＞継続性を承認して恒常と断滅を排斥する＞恒常と断滅

の斥け方・本義＞［例を挙げる］ 

ここで言う。『業と果として関係することは、全く合理である。何故かといえ

ば、継続する流れにおいて果が成立する故であり、このように例えば、 

 

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 

 

ここで種子とは、生じさせて滅す芽の因である。芽等の継続であるものは種

子より顕現して起こり、その継続より果が顕現して起こる。種子が無ければ芽

等のその継続も顕現して起こるとならない。何故ならば、種子より継続が顕現

して起こるが、因より果が顕現して起こるとなり、種子は果の前を行く故に、

                                                   

8 異
い

熟
じゅく

：前世での果が、転生した来世以降の異なった生で熟し、顕現すること。 
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断滅と恒常ではない。何故ならば、種子は一切の様相において断滅して継続と

して起こるのではなく、継続は後に続く故に、断滅ではない。しかし、何故な

らば種子は滅し、確実に留まらない故に、恒常でもない。 

 

恒常と断滅の斥け方・本義＞［意味を当てる］ 

それに見られる如く、 

 

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 

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 

 

心の継続であるものは、滅しつつある、業であると述べられるその思（志向

作用）から顕現して起こり、その因より果が顕現して起こる。思が無ければ、

その心の継続も顕現して起こるとはならない。何故ならば、業であると述べら

れた思（志向作用）より心の継続が顕現して起こるが、心の継続より果が顕現

して起こることになり、その業は果に先行する故に、断滅と恒常ではない。何

故ならば、滅しつつある思から心の継続が起こるが、思は一切の様相において

滅すとならない故に断滅ではない。しかし、何故ならば思は滅し、確かに留ま

らない故に、恒常でもない。それ故に、そのように継続性によって果が成立す

るので、輪廻も合理でありながら恒常と断滅の過失である背理ともならない。 

 

継続性を承認して恒常と断滅を排斥する＞［十業道を果と共に把握する］ 

また他にも、 

 

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 

 

ここで、世尊が法を成就する方便とは、十善業の諸道であると示されたが、

その果も、これや他に欲す五つの功徳であると示された。 
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そこでもし、諸業と果に関係が無いとなれば、法を成就する方便を示された

ことも不合理であるが、法の果を示したことも不合理なことである。しかし、

世尊がその二つとも示されたので、それ故に業と果として関係することは、有

るのみである。』 

 

それを排斥する方法＞不失法を承認して恒常と断滅を排斥する＞［他部の返答を排斥する］ 

他者が言う。 

 

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 

 

もし、『種子と芽の（物質的）継続が関係する如く、業と果として関係するこ

とになる。』と君がそのような恒常に（考察すると）すれば、そう見れば大きな

酷い過失が多く起こるとなるだろう。 

それについて何とでも言うことはできようが、ただ例のみを述べよう。ここ

で、種子と同種の芽である継続が起こるとなるので、そう見ればマンゴーの木

の種よりまさしくマンゴーが生え、コウモリカズラの木は生えないが、コウモ

リカズラの木の種よりもまさしくコウモリカズラは生えるけれどマンゴーの木

は生えない。それ故に、マンゴーの木よりもマンゴーの果のみが生じコウモリ

カズラの果は生じないが、コウモリカズラの木よりもまさしくコウモリカズラ

の果が生じマンゴーの木の果は生じないので、そう見れば、種子に類似する（物

質の）継続は起こるが、類似しないものは起こらない。 

もし、心の継続が関係するものより果が起こることも、それと似たものとな

れば、人の心からも人の継続のみが起こり、天の心からも天の継続のみが起こ

り、畜生の心からも畜生の継続のみが起こることになる。そのようになれば、

衆生は交じりあうことが無いので、一切の努力はまさしく無意味となり、それ

において大きな悪質な過失が多く起こるとなるので、それは主張しない。 

善と不善や、有覆9と無覆10の無記11の分類よりまさしく多様な心へ変化し、ま

さしく多様な心よりまさしく多様な（心の）継続となる。まさしく多様な（心

                                                   

9 有覆
う ふ く

：修行道を覆い妨げるもの。有覆無記の例は我執。六道輪廻全てに行渡り、天界にも

地獄にもあるので善・不善何れでもなく、解脱を得る妨げになる為。 

10 無覆
む ふ く

：修行道を覆い妨げないもの。無覆無記の例は阿頼耶識。異熟の果である故に善・

不善何れでもなく、純粋な意識の継続は修行道の妨げとならない為。 
11 無記：善でも不善でもないもの。仏が善とも不善とも説かず、記されていないもの。 
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の）継続よりまさしく多様な業へ、まさしく多様な業より衆生や種姓や（父系

の）血族や境や身体や根や色や形や力や心等が別となるのであるが、それもこ

の恒常性によって不合理となるので、それ故に多くの大きな過失の背理となる

ので、その考察はここで合理ではない。 

 

不失法を承認して恒常と断滅を排斥する＞自部の返答をする＞［要約して示す］ 

ならば、どのようであれば合理であるかといえば、 

 

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 

 

それも何かといえば、 

 

斯くも借金の借用証のように、 

そのように業と不失法12。 

 

ここで、業とは刹那滅であり、その一刹那の業の『不失法』という刹那滅で

はない法（現象）が生じ、借金がそうであるように業を考えるべきであるが、

借用証がそうであるように、その不失法を考えたまえ。 

そこで、例えば貸した財物は使われても借用証があるので、その財物の所有

者の財は失われず、利息と共に返済されるとなるが如く、刹那滅の業が既に滅

したとしても、その因より起こった不失法が生じることが有るので、行為者の

業の果は失われず巡り来ることになる。 

斯くも、財の所有者が財を後に取り戻して、果を既に使用したならば、借用

証が有ろうと再々財を引き出すことができないように、行為者が果を経験して

しまえば不失法も再々果を生じさせることはできず、 

 

自部の返答をする＞詳細に説く＞［界の分類と本性］ 

 

それは界より四様相である。 

 

その不失法は、界より四様相となり、欲界に結ばれたものと、色界に結ばれ

                                                   

12 不失法
ふしつほう

：チベット語直訳では「無駄にならないもの」。業を積んだ後に業自体は刹那滅で

滅しても、業の影響力を無駄にせず保つ潜在的な実在。 
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たものと、無色界に結ばれたものと、無漏である。 

 

それも本性は無記である。 14 

 

それも本性として、善や不善と経証に示されていない（無記）である。 

 

詳細に説く＞［如何なる所断か］ 

 

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。 

 

それは、苦と集と滅と道13に関わる見所断14を捨て去ることによって捨て去ら

れるのではなく、それは他の果へ移行して、修道によって捨て去るられるもの

（修所断15）である。 

 

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 

 

そのように、何故ならば、それは苦等の見所断を捨て去ることによって捨て

去られるのではない故に、果を既に得たとしても不失法によって諸業の果は生

じさせられるのみとなる。 

 

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。 16 

 

もしそれが、見所断である苦等を捨て去ることや、業の移行と同種のもので

あるとなれば、そう見れば見所断である苦等の如く、または業の如く、それも

捨て去るとなるので、そこでは業が壊れる等の諸々の過失として背理となるだ

ろう。このように、凡夫16が見所断である苦等の粗密（煩悩等）を捨て去ったな

                                                   
13 苦と…と道：四聖諦（釈尊が説かれた四の聖なる真実）の苦諦・集諦・滅諦・道諦。 

14 見所断
けんしょだん

：見道によって捨て去られるもの。毘婆沙部の定める見所断は、四諦十六相に関

わって設けられる。 

15 修所断
しゅうしょだん

：修道によって捨て去られるもの。 

16 凡夫
ぼ ん ぷ

：見道以上の聖者道を得ていない者。見道は真実を直覚する第一瞬目から始まる。 
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らば、他の『凡夫の業』であるそれらも捨て去ったことになる。そうでなけれ

ば、見道を得た者も凡夫の業を具えることになり、見道を得た者が凡夫の業を

具えるとなることも主張しない。そこでここでは、それらの業は既に捨て去ら

れたとしても、不失法によってそれらの業の異熟は完全に保持されて留まるの

で、それ故に、見道を得た者は凡夫の業を具えるのでもないが、諸業はまさし

く無駄に失ったともならない。（何故ならば）異熟として有る故である。 

そう見るので、その者の見所断である苦等を捨て去ることで、業の如く捨て

去られるものではなく、果が他へと移行したならば捨て去ることになる。 

欲界に結ばれた不失法は、欲界より正しく超越したことによって捨て去るが、

色界と無色界に結ばれたものも色界と無色界より正しく超越したことによって

捨て去る。 

 

詳細に説く＞［生じ方］ 

 

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 

 

その時ここにそれぞれより生じた、等しい界の業の同部分・不同部分一切の

不失法は、結生17する時にそれら一切が滅すとしても、一つだけが生じるとなる。 

 

今生において業と業の 

二様相一切の、 

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 

 

今生においては、それぞれの業と業である思業と思已業と、善と不善の二様

相一切の不失法であるものは、別々に生じることになる。尽く熟した（異熟し

た）としても留まるのであり、それは業が異熟する因によって滅すように、確

実そのものではない。業は異熟しようとも、万が一散乱が起こらぬ限り間に留

まり、散乱したならば滅す。それは留まるとなっても再び果を生じさせること

はできず、確実に返済されている借用証の如くである。 

                                                   

17 結生
けつせい

：次の生と結びつくこと。チベット語では「入胎」と同じであるが、入胎は胎生の

場合、結生はそれ以外の生（変化生、又は身体を持たない意識体として生まれる場合等）

を得る場合である。 
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詳細に説く＞［滅し方］ 

 

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 

 

その業の不失法の滅とは二様相であると確実であり、果が移行したことと、

（不失法を具える者の）死である。そこで果が移行したとは、 

『修道によって捨て去られる』18 

と示されたものである。死して滅すことは、 

『結生する時、一つだけ生じることになる。』19 

と示されたのである。 

その（不失法の）それ（滅）も分類すれば二様相であると知るべきであり、

無漏と有漏の業の差別によってである。 

 

自部の返答をする＞［意味を要約して恒常と断滅を斥ける］ 

それ故に、そのように諸業はまさしく刹那滅であるけれども、不失法が完全

に保持するので果と関係することになる。果と関係することも、業の分類に従

って諸々の別の衆生や種姓や骨や境や時間として、諸々の別の身体や根や色や

形や力や心等によって、様々な対象における楽と、苦しみを経験することにな

る。それ故に、 

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 

 

そのように、何故ならば、業と果として関係することは、存在等が別である

ことによって様々な時点であるとなるが、様々な時点であろうともまさしくそ

れ（自性）か、まさしく他（他性）であると述べられるものではない故に、自

性は確実に留まらず、述べられるものではないので、空性も合理である。空性

であろうとも断滅の過失の背理ともならない。輪廻も合理である。輪廻は有ろ

うとも恒常の過失の背理ともならない。有情達の業と異熟が現前（直接知覚の

対象）となった仏陀世尊が、諸業の不失法を示されたことも合理である。 

                                                   
18 「修道･･･られる」：『根本中論』第 17 章 15 偈 2 行目。 
19 「結生…になる。」：『根本中論』第 17 章 17 偈後 2行。 
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そう見るので、まさしくその考察がここで合理であり、芽の因より果が成立

する如く業の果が成立すると考えることは、合理ではない。」 

 

章の著述を説く＞返答＞［業に本性が無いので、恒常と断滅は無い］ 

説く。何？君は尋香20の都の外柵を作り直したので怒っているのか？君は業が

不合理でありながら業の果の為に論争している。このように、もし君が、業を

自性として僅かにも良く論立させたとなれば、然れば存在するその業は（質的）

継続が関係することによってか、不失法によって果と関係すると思惟すること

も正しいとなるかもしれないが、業そのものが自性として不合理である時、礎

の無いこの思索によって何をしようか。 

 

言う。「業は如何様に不合理であるか。」 

 

説く。このように、 

 

何故ならば、業は生じることが無い。 

 

何故ならば、業にまさしく生じることが無い故に不合理であり、このように、

生じていなければ、如何様に合理となろうか。 

 

言う。「何故業は生じることが無いのか。」 

 

説く。 

 

何故ならば、事物そのものが無い故に。 

 

何故ならば、業は自性が無い故に生は無く、このように、業の自性が有るな

らば「業の生とはこれである。」と生も合理となろうが、業の自性が無ければ何

が生じるとなろうか。仮に生じるとしても自性としては生じるとならない。自

性として生じるとならないものは、業そのものではない。（何故ならば）業の自

性が無い故である。その業は不合理である。 

 

言う。「業には、生がまさしく有る。何故かといえば、諸業は無駄に失われな

い故であり、このように世尊も『諸業は失われない。』と説かれたので、もし業

                                                   

20 尋
じん

香
こう

：ガンダルヴァ。妖精。チベット語直訳で「香りを食べる者」。死者の魂を言うこと

もある。 
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に生が無ければ、その不失法は何であるとなろうか。そう見るので、業には生

が有るのみである。」 

 

説く。生が有るならば、不失法は不合理である。 

 

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 

 

世尊は、ただその業は生じていないそれだけの故に、「失われない。」と説か

れた。 

そうではなく生じるならば、如何様に失うとなろうか。もしなるならば、生

者も不死となるものであるが、生者は不死とはならない。そう見るので、業も

生じて失われないとはならない。 

 

言う。「吾輩が『業はまさしく刹那滅である故に、滅したとしても不失法によ

って果が成立するとなる。』と言った時、『業が生じたならば、如何様に失われ

ないとなろうか。』というこれは、何の返答であるか。」 

 

説く。それは、まさしくこれに対する返答である。もし君（の主張）に従っ

て、その業は刹那滅である故に滅したならば、その不失法とは何のものであろ

うか。拠所が無ければ、不失法は不合理である。このように、業の不失法であ

れば、その業も滅して無ければ、それは無い故に不失法も無い。そう見るので

「滅の不失法」というそれは、矛盾する。 

 

言う。業が滅したとしても、異熟は失われないので過失は無い。 

 

説く。それも不合理である。何故かといえば、ここで望ましい業と望ましく

ない業の、望ましい果と望ましくない果を行為者が得ることを「異熟」といい、

それも今生か、（来世）生まれてか、他の生においてそれら縁の差別によって経

験するとなる。しかし縁に相互関係し、縁に頼るその生じていないものを、不

失法が如何様に保持しようか。もしそれがまさしく生じたのであれば、それに

よって行為者に楽や苦の果を経験させなければならず、そのようであれば、そ

こに不失法が再度何をしようか。もし生じたとしても、先ずそれが行為者に楽

と苦を経験させなければ、それによって「それが生じた。」と知ることになる、

その「生じた」の定義とは何であるか。もし、それ（異熟）が生じたとしても

行為者に楽と苦を経験させないならば、後にもそれ（異熟）がそれ（行為者）
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に何もするとはならず、後に行為者へそれ（苦楽）を送るとなるものも、何も

のであるとなろうか。 

そう見るので、真如の意味を全く知らずに「不失法」という言葉のみを事物

（実在）であるとあからさまに執して、多くの様々な要の無いことを、有るだ

け言ったのである。 

 

返答＞業が本性として有ることを否定する＞本性として有ることに批判を挙げる＞恒常であり非所作21である背理＞ 

［背理本義］ 

このように、業とは自性が無いのみであり、何故ならば自性が無い故に生じ

ていないのであるが、何故ならば生じていない故に失われるとならず、それは

そのように確実に見たまえ。 

そうでなければ、 

 

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。 

 

もし業に自性が有るとなれば、恒常になると疑いは無い。（何故ならば）この

ように本性とは変化しない故に、他へ変化することは不合理である。それ故に、 

 

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 

 

業がまさしく恒常であるならば、まさしく為されていない背理となるだろう。

何故かといえば、恒常には行為が無い故であり、このように、変化しない恒常

である主体においては、再度の行為は不合理である。為していない恒常の業の

果として、如何様に異熟しようか。このように、恒常に変化は不合理である。 

 

恒常であり非所作である背理＞それを主張することに批判を述べる＞［論書と矛盾する］ 

もし、業は変化しない恒常であるとしても、その因より起こった果と遭遇す

ると考えれば。 

 

そう見るとしても、 

 

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。 

                                                   
21 非所作：原因や条件によって作られたのではないもの。 
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もし、業は為していなくとも果を生じさせるとなれば、そう見れば、為して

いない（業の果）に遭遇するので、恐れることになる。このように、その者は

不善業を為していなくとも彼に（不善業の果が）有るのみであるので、然れば

望まぬ果が訪れるとなるので、それに対して大きな恐れが起こるとなるだろう。 

他にも、 

 

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 

 

業を為していないのであれば、そこで、他にこの大きな過失の背理ともなる。

ある者が梵行でない行を為していなくとも（非梵行が）有る故に、何ものも梵

行を行うことに留まるとは不合理となり、ある者が梵行でないことを行ってい

なくともその者に梵行は有るのみである故に、再度梵行に留まることは無意味

となるので、それ故にも梵行に留まるのではない背理となるだろう。 

 

それを主張することに批判を述べる＞［世間での公認と矛盾する］ 

その如く、 

 

まさしく一切の世俗名称とも、 

反することに疑いは無い。 

 

そのように業が所作22でなければ、結果を目的として世俗のものごとを開始す

る世間人が、農作業や商売や牧畜や、王に仕える等や、その如く論理や技術や

芸能を習うことや、それらの教えを伝授すること等、まさしくそれら一切とも

矛盾することになるだろう。何故かといえば、為すことと為さないことに、そ

れらの果が訪れる背理となる故である。 

他にも、 

 

福徳や罪悪を為すという 

分類も合理とはならない。 24 

 

業が非所作であれば、「この者は福徳を為す。」「この者は罪悪を為す。」とい

うそれらの分類もまさしく合理とはならない。何故かといえば、為していない

善・不善の一切の業も存在する背理になり、それらの果も得られる背理となる

故である。 

                                                   
22 所作：原因や条件によって作られたもの。 
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本性として有ることに批判を挙げる＞［異熟を無限に引き起こす背理］ 

また他にも、 

 

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 

それ故に、自性が有る故に。 25 

 

もし、その業は自性が有るのでもあるが、果が生じたとなるのでもあれば、

そう見れば、その異熟は既に熟したとなろうが再々熟すとなるだろう。何故か

といえば、何故ならば、業が確実に留まるのであれば、それ故に自性が有るこ

とになる。それは以前に自性が確実に留まるけれど、果が生じさせられるとな

った如く、現在にも確実に留まるので、それ故に、それによっても、ここで他

に果が生じさせられなければならない。 

あるいは、確実に留まることは似ていても、「何かによって以前には果が生じ

させられるとなったが、ここでは再々生じさせることをしない。」という違いの

理由が示されなければならない。 

 

業が本性として有ることを否定する＞本性として有る理由を否定する＞［業が本性として有る理由を否定する］ 

言う。「君は、業は自性が有ることの過失を殊更に挙げることのみを為すにす

ぎない。このようであれば『業は自性が無い。』とは僅かにも示さない。それ故

に、もし何かによって『その業は自性が無い。』と吾輩が信じ得る、『業は自性

が無い』と示す何らかの正理が有ると見るなら、それを示したまえ。」 

 

説く。聞きたまえ。 

 

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。 26 

 

この「業」というものは、煩悩である因より起こった－このように煩悩を持

つ心を具える身体と言葉と意が為すことを「業」という。そう見れば、煩悩で

ある因より起こった、煩悩の本性を持つ、煩悩の我性を持つものであるので、

自性として有るのではない。 

「それらの煩悩は正しくあるのではない。」 
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という、とある業の我性であるそれらの煩悩も、正しく有るのではない。「その

事物は、正しく－煩悩である事物そのものとして有るのではないので、自性と

して有るのではない。」という主旨であり、以降でも、 

「好ましい、好ましくないという、誤りに依拠して起こるもの。それら 

は自性より無い。それ故に、煩悩は正しく無い。」23 

と現れる故である。 

もし、ある業の我性であるそれらの煩悩は正しくなく、自性として有るので

なければ、ならばこれより何ものの我性であるとなろうか。何故ならば、業は

煩悩である因より起こったのであるが、諸煩悩は誤った因より起こったのであ

る故に、「業と煩悩」と言う。 

 

本性として有る理由を否定する＞［業と煩悩の二つともが本性として有る理由を否定する］ 

言う。「業と煩悩は、自性が有るのみである。何故かといえば、それらの果は

自性がまさしく有る故である。ここで、業と煩悩は諸々の身体の縁であると示

されたが、諸々の身体は自性が有るものなので、それ故に果は自性が有るので

ある故に、業と煩悩は自性が有るのみである。 

 

説く。 

 

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 

 

ここで君が「業と煩悩は諸々の身体の縁であると示されたが」と言った。果

が成立したことによって因は成立すると主張するが、因が成立する他の正理は

僅かにも示さない。我々が「身体の因であるその業とそれらの煩悩は縁起生で

ある故に、自性が欠如する。」と示したことによって、「果は因の性質の我性を

持つものである」と主張されるものであるので、それ故にもし、身体の因であ

る業と煩悩そのものが欠如し、それらが空であれば、「身体は自性が有る。」と

いうことを如何様に述べようか。「身体は自性がまさしく有る。」という言葉は、

全く威嚇するものではないと確かである。 

 

本性として有る理由を否定する＞［業が本性として有る他の理由を否定する］ 

言う。「業とは有るのみである。何故かといえば、業の果を享受する食う者（享

                                                   
23 「好ましい･･･無い。」：『根本中論』第 23 章 2 偈。 
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受者）が有る故である。これについて世尊が、それやそれへ、 

『無明によって覆われた有情達は、欲望の結縛を持つ』 

とも説かれたが、他にも 

『もし、お前自身がこの罪悪の業を為したならば、お前自身がその異熟 

を経験しなければならない。』 

とも説かれた故に、 

 

無明によって覆われた、 

欲望を具える者は享受者である。 

 

『無明によって覆われた有情達は、欲望の結縛を持つ』と説かれたことと、『お

前自身がその異熟を経験しなければならない。』と説かれたことは、業の果を享

受する食う者（享受者）についてであり、それ故に先ず、業の果を享受する食

う者（享受者）は合理である。従って、存在しない果も無いが、行為者が無い

業も不合理であるので、享受者が有る故に、行為者と業も良く成立したのであ

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 

 

ここで、業の果を享受する食う者（享受者）も、その業の行為者より他では

ない。（何故ならば）『自らの異熟を経験することになる。』と説かれた故である。

他でないものでもない。（何故ならば）近取が他である故である。そう見れば輪

廻も合理であるが、恒常と断滅の過失としての背理ともならない。」 

 

説く。何？君は壁の礎を敷かずに雨樋を付けようとするのか？君は行為者と

業と果が良く成立していないながら、業の果を享受する食う者（享受者）を成

立させている。このように、行為者と業と果そのものが不合理であれば、享受

者が合理であろうと何処でなろうか。 

如何様にといえば、 

 

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 
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何故ならば、縁起生を語る者達に、「『この業』というものは縁より起こった。」

ということはあり得ないが、無因より起こったと言う者達にとっても「『この業』

というものは無因より起こった。」ということはあり得ない故に、業とは先ず、

縁より起こったことも有るのではなく、縁でないものより起こったことも有る

のではない。 

何故ならば、業は有るのではない故に、業が無い行為者も無い。 

 

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 

 

もし考察したならば、業も無いが行為者も無く、それらが無ければ業より生

じた果を見よ。有ると何処でなろうか。もし（有ると）なるならば、業より生

じた果ではなく、無因より起こった果となるので、それは主張しない。（何故な

らば）多くの過失を持つ背理となる故である。ここで仮に果が無ければ、享受

者が有ると何処でなろうか。このように、果の享受者になる筈であれば、その

果も不合理であり、それが無ければ、それは何の享受者となろうか。 

そう見るので、「行為者と業と果と享受者は有る。」ということは、単なる戯

言に尽きる。行為者と業と果と享受者が不合理であれば、輪廻が如何様に合理

となろうか。 

 

返答＞［無本性が行為を為すことを例によって示す］ 

言う。「何？『行為者と業と果と享受者と諸煩悩は無い。』ということが、非

常に確かであるのか？」 

 

説く。何かに依拠し、関係して起こる（縁起生である）ものにおいて、「有る。」

や「無い。」という言説が何処で適おうか。 

 

言う。「今ここで、事物が有るとは何であるか。」 

 

説く。事物が有るとは何だ。事物が有ると執することを斥ける為に、例を心

に留めたまえ。 

 

斯くも、教示者による変化は、 

円満な神変によって、 
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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、 31 

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。 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 

 

それ故に、そのように変化することと変化身や、尋香の都や幻や逃げ水や、

夢のような業と煩悩と身体や、行為者と果や享受者等について、尽く分別（概

念作用）を具える者が確信して言う「有る。」や「無い。」を、如何様に言うこ

とができようか。このように、事物や無事物であると考える一切は、恒常と断

滅の過失に引き続いて関係するものであるが、縁起生とは事物や無事物である

との諸見解より外れたものなので、それ故に、恒常と断滅の見解の過失より尽

く解放されたのである。 

そう見るので、吾輩の「事物は依拠して名付けられた（縁起生な）のである。」

という、堅固な確信を心に留めたまえ。 

そう見れば、行為者と業と果と食う者（享受者）と煩悩と身体が示されたも

の等も合理であるが、恒常と断滅の過失ともならず、輪廻も成立する。 

 

束縛と解脱が本性として有ることの理由を否定する＞［章の名を示す］ 

「業と果を考察する」という第十七章である。 
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（第十八章） 

 

『根本中論』の解説、ブッダパーリタ。第七巻 

 

二無我を詳細に説く＞無我の真如へ入る方法＞章の著述を説く＞真如へ入る方法＞［真如の見解を決定する］ 

言う。「もし、事物や無事物であるとの見解は恒常と断滅の過失の背理となる

ので真如ではないならば、君の真如とは何であるかと、如何様に真如を了解す

るとなるのか、それを言いたまえ。」 

 

真如の見解を決定する＞我が自性として成立したことを否定する＞［解脱を欲する者が最初に分析する仕方］ 

説く。最初に始められてから、真如を良く示された。要約すれば、外と内に

ついてまさしく無我や無我所1であると見ることが、聖なる真如であるが、真如

の見解を修習したことによって、真如を了解することになるだろう。 

 

我が自性として成立したことを否定する＞それから無我の見解を決定する仕方＞［我と蘊が同一本性であることを否定

する］ 

言う。「如何様に、外と内について、無我と無我所であると見ることになろう

か。」 

 

説く。ここで、完全な考察を具えた真如を見ようと欲す者によって、このよ

うにそれぞれに正しく考察されるべきである。 

その「我」というものであるそれは、まさしく諸蘊であるのか？あるいは諸

蘊より別他であるのか？ 

その「我」とは、まさしく諸蘊か、諸蘊より他のものとなる以外ない。ここ

で他の様相であると言うそれら一切も、他そのものか、まさしく他ではないと

言うのみに収められるが、双方ともに不合理である。何故かといえば、 

 

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 

 

先ず、もし諸蘊そのものがまさしく我であるとなれば、そう見れば生と壊の

主体となる。（何故ならば）諸蘊は生と壊の主体である故である。そこでは我が

まさしく多数である背理ともなるが、我について言説することがまさしく無意

                                                   
1 無我や無我所：実在する「私」と「私のもの」が無いこと。 
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味ともなる。（何故ならば）「我」とは蘊の異音同義のみに尽きる故である。そ

う見るので先ず、「諸蘊そのものが我である。」とは不合理である。 

 

それから無我の見解を決定する仕方＞［我と蘊が別本性であることを否定する］ 

もしまた、諸蘊より他であるとなれば、そう見れば蘊の性相（定義）ではな

いとなる。諸蘊は生と壊の性相であるので、然れば、我は諸蘊より他である故

に、生と壊の性相ではなくなるだろう。そう見るので恒常となり、我が恒常で

あるならば一切の努めて始めることはまさしく無意味となる。（何故ならば）こ

のように、変化しない恒常において何を為すことがあろうか。そう見るとして

も、我が存在すると考えることはまさしく無意味となり、それにおいて僅かに

も入るとも、退くともならない。そう見るので、我は諸蘊より他であるとも不

合理である。 

 

真如の見解を決定する＞［それによって我所が自性として成立したことも否定したと示す］ 

その者は、そのように知恵で確信してからもそれぞれに正しく考察し、 

 

我性が有るのでなければ、 

我所が有ると何処でなろうか。 

 

考察したならば、もし、我そのものが一切の様相において不合理であれば、

我所が有ると、何処でなろうか。このように、「それらの『我』というものの」

というが、その我も無く、それが無ければ「それのこれである。」というように、

如何様に合理となろうか。そう見るので、我所も不合理である。 

 

真如へ入る方法＞それが修されることで過失が退く次第＞過失が退く次第＞［有身見の退き方］ 

そのように、外と内について我と我所であると見解しないことは真如を見る

のであり、その者はそれを修習し、堅固にさせる。それを修習し堅固にする者

の、我と我所への執着は寂滅するとなるので、 

 

我と我所が寂滅する故に、 

我執と我所執は無くなる。 2 

 

そのように、我や我所であると顕かに執することが寂滅する故に、その者に

は我執と我所執が無くなる。 
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過失が退く次第＞［それへの反論難を斥ける］ 

言う。「『彼がそのように清浄をあるがままに見るならば、我執と我所執が無

くなるだろう。』という、まさしくそれが我であるので、それは有る故に、我と

我所も全く確実に有るのである。」 

 

説く。 

 

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 

 

そのように「我執は無く、我所執は無い」というそれも有るのではなく、そ

れは近取に依拠して名付けられたものであると示し、このように世尊も、 

「命ある者よ。『この名はこれである』や『骨（父系）はこれである』と 

いうものは、近取に結ばれておらずにプトガラの名や骨は無い。」 

と説かれた。そう見るので、ただ近取に従って述べられているに尽きず、我執

が無くなり、我所執が無くなる他の何かは何も無い。もし有るならば、それが

有れば、如何様に我執が無くなり、我所執が無くなるとなろうか。 

もしそれらが有るとしても（我執が無くなり、我所執が無くなると）なるな

らば、そう見れば、彼のそれらは誤った見解のみとなるが、真如を見るのでは

ない。阿闍梨聖提婆も、 

「もし、我というものが有れば、その無我とは正しくない。あるいは真 

如を了解するか、涅槃はそれによって偽りとなる。」2 

と説かれた。 

そう見るので、我執無く我所執が無いと見る者を誤って見解する、知恵の目

が衰えた者によっては、真如はまさしく見られない。 

 

過失が退く次第＞［取が尽きることによる生の尽き方］ 

 

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、 

                                                   
2 「もし…となる。」：『四百論』第 10 章 20 偈。「もし『我』というものがあれば、無我を

思うことは正しくない。『真如を知り確信することより、涅槃を得るとなる』ということ

も偽りとなる。（パツァブ訳）」 
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それが尽きることによって生が尽きる。 4 

 

ここで、内と外そのものを「その我」や「我所」という、それらを誤って捉

えることが尽きたとなれば、近く取らせるものは無く、近く取られる対象であ

るものも無いので、四様相の近取も滅すとなり、近取が滅したことによって有

（輪廻）は滅し、有（輪廻）が滅したことによって生が尽きるとなることを、「解

脱」という。 

 

それが修されることで過失が退く次第＞［解脱を得る方法］ 

そのように清浄を如実に見る者が真如を了解するのであるが、真如を了解す

ることによって、解脱するとなる。 

 

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 

 

ここで、業と煩悩とは生の因である故に、業と煩悩が尽きるので「解脱」と

いう。それらの業と煩悩も正しくない分別作用より起こったのであるが、自性

として有るのではない。煩悩とは、適正でない分別作用より起こったのであり、

斯くもただ一つの対象に対しても何人かは執着し、何人かは嫌悪し、何人かは

蒙昧となるので、それ故に、諸煩悩は妄分別より起こった。煩悩を持つ心を具

える身体と言葉と意が、実際に行うことを「業」といい、このように世尊も、 

「無知を具えたこのプトガラは、福徳より起こった顕現される行も顕か 

に行う。」 

と詳細に御言葉を賜れた。そう見るので、業と煩悩は、正しくない分別作用で

ある因より起こったのである。それも、それらの正しくない分別作用は、戯論

（心的派生）より起こった－世間人の戯論より起こった。世間人の得・不得等

の諸法（現象）に対して『これは真実である。』と思い執着する心を持つ者達は、

それやそれと分別をするので、それ故に緒分別は戯論より起こった。戯論は空

性によって滅すとなり、その得・不得等の世間人の戯論は、空性によって滅す

となる。事物の自性は空性であると了解することによって滅し、空性を了解し

て滅す。そう見るので、空性とは真如であるが、空性を修習したのみによって

真如を了解するとなり、まさしく真如を了解することを「解脱」といい、阿闍

梨聖提婆も、 

「要約すれば、法とは傷つけないこと（慈悲）であると、如来方が説か 
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れた。空性と涅槃であり、ここにはその二つのみである。」3 

と説かれた。 

 

章の著述を説く＞それにおいて、経証との矛盾を排斥する＞［経証との矛盾を排斥する・本義］ 

言う。「もし、そのように我と我所が無ければ、如何様に仏陀世尊方がそれや

それと我を示されたのか。」 

 

説く。「無我のみである。」とも言わず、以降でも 

「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。」 

4 

と現れる。しかしながら、有情達の思いや潜在（意識）を知ることに通暁され

た仏陀世尊方は、所化5達の顕わな執着を斥ける為に、 

 

「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、 

無我は何も無いと示された。 6 

 

そこで、『この世間は無い。』『あちらの世間（来世）は無い。』『有情は偽りで

あり、生は無い。』と思うそのような見解が起こった所化に対して、誤った思い

込みに執着したことによって心が蒙昧な、あちらの世間（来世）に依拠せず、

世間のあり方より外れて慎まず、地獄の大絶壁に直面するそれら有情の「我は

無い」とする見解を斥ける為に、「我である。」とも名付けられた。 

ある所化において、『善・不善の諸業の行為者と、それらの望ましい・望まし

くない諸果を食う（経験する）ことと、束縛と解脱等の所有者を示す〈我〉と

いうものは、何か有る。そうでなく我が無ければ、それら一切はまさしく無意

味となるだろう。』と思うそのような見解が起こった、輪廻の大海へ落ちた、我

執と我所執の海獣に既に捕えられた、見解の河によって心が逸れた、輪廻の楽

に執着する者達の我見を斥ける為に、「無我である。」とも示された。 

                                                   

3 「要約･･･である。」：『四百論』12 章 23 偈。「法とは、要約すれば傷つけないこと（慈悲）

であると、如来方が説かれた。空性と涅槃であり、ここにはその二つのみである。 

（パツァブ訳）」 

4 「その･･･しない。」：『根本中論』第 27 章 8 偈。 

5 所化
し ょ け

：教化される者。弟子。 
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善資量6が完全に熟した、輪廻の大河を越えることのできる、勝義7の話の器と

なったそれら善良な所化達へは、勝義の真如を示す偉大なる導引者である仏陀

世尊方が、「この幻は幼子を欺く。これに我と無我の何ものも無い。」と示され

る。阿闍梨聖提婆も、 

「無と有と双方と、双方でないものも示された。病に基づいて確かに、 

薬が合うとなるが如く。」8 

と説かれた。 

あるいはこれは他であり、真如を見ることに背を向けた、一切を知るのでは

ないにも拘らず一切智であると顕かな傲慢を持つ、自らの推論に従って「我が

無ければこれら一切は不合理である。」と恐れる何者かによって、「我である。」

とも名付けられた。 

その如く、蒙昧の無い知恵者達が世間において蘊であるとする、業や衆生が

隠蔽分9となった他の者達によって、「無我である。」とも示された。 

障碍10の無い、尽く解放された智慧を得られた一切智、一切をご覧になる仏陀

世尊方が、衆生を利益すると誓われて、「その二つとも無い。」と確実に明らか

にされ－我と無我ではない、 

「これが有るので、これは起こるが、これが無ければ、これは起こらな 

い。」 

という中の道そのものを示された。 

 

それにおいて、経証との矛盾を排斥する＞［真如を如何様にも述べることができない理由］ 

ここで言う。 

「『戯論は、空性によって滅すとなる。』 

と言ったことについての正理は何か。」 

 

ここで説く。 

 

述べられる対象は退いた。 

 

何故ならば、諸事物は空であると見れば、述べられる対象そのものが退くと

                                                   
6 善資量：善き福徳と智慧の集積。 
7 勝義：聖なる真実。空性・真如等。 
8 「無と…如く。」：『四百論』第 8 章 20 偈。「有と無と有無と、双方ではないとも示された。

病に従って一切も、薬というものになるのではないのか。（パツァブ訳）」 

9 隠蔽分
おんぺいぶん

：隠されたものごと。正しい理由によって推測されるものごと。 

10 障碍
しょうげ

：解脱と一切相智（仏陀の智慧）等を得る障り。 
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なる故に、戯論（心的派生）は、空性によって滅すとなる。このように、述べ

られる対象が有ればそれに依拠して戯論が有るとなるが、述べられる対象が無

ければ、拠所の無い戯論が如何様に有るとなろうか。 

 

言う。「その述べられる対象は、如何様に退くとなろうか。」 

 

説く。 

 

心の所行11が退いたことによってである。 

 

心の対象とは、色形等諸々の対象であり、何故ならば、その心の所行である

色形等が無くなる為に、その述べられる対象が退くことになる。このように、

述べられる対象は色形等であるが、そう見れば何が述べられるとなろうか。 

 

言う。「その心の所行である色形等が、如何様に退くとなろうか。」 

 

説く。 

 

生じておらず滅していない、 

法性は涅槃に等しい。 7 

 

何故ならば、その者が清浄を如実に見て、生じておらず滅していない法性は

涅槃に等しいと良く知る故に、その心の所行は退くこととなる。そう見るので、 

戯論は、空性によって滅すとなる。12 

阿闍梨聖提婆も 

「有（輪廻）の種子とは識であり、諸対象はその所行（享受対象）であ 

る。対象に無我を見るならば、有（輪廻）の種子は滅すことになる。」13 

と説かれた。 

 

言う。「『この世間（今世）は無い。あちらの世間（前世・来世）は無い。有

情は偽りであり、生は無い。』等のその見解と、『一切事物は生じておらず滅し

ていない』という見解の二つに、如何なる違いが有るのか？」 

 

                                                   

11 所行
しょぎょう

：ここでの意味は、働く対象。享受する対象。 
12 戯論は…となる。：『根本中論』第 18 章 5 偈 4 行目。 
13 「有･･･となる。」：『四百論』第 14 章 25 偈。 
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説く。その二つにおいて違いは非常に大きいけれど、君は空性の意味を全く

知らずに『その二つは似ている。』と思惟する。ここで、それぞれに考察してお

らず平等にすることと、それぞれに考察して平等にすることの二つは、平等に

することにおいては勿論似ているけれど、それぞれに考察しておらずに平等に

することは無知の結縛を具えると示された。しかし、もう一方の平等にするこ

とは仏陀世尊方が全く携わったことであるので、その二つにおいて違いは非常

に大きいが如く、ここでも「この世間は無い。」等のように見る者は、無知によ

って全く蒙昧された心を具えた者であるが、「一切事物は自性が欠如する故に、

生じておらず滅していない」と見るもう一方は知ることを経過しているので、

その二つに違いは非常に大きい。 

他にも、無そのものを見ていないながら「この世間は無い。」と言葉だけを述

べることについては、例えば生まれながらの盲目者が「こちらの方向が楽だ。」

と言ったとしても、目が無い故に、見ないことによってそれを間違え、落下す

ることになるが如く、その者も「この世間は無い。」と述べようとも知の目が無

い故に見えないので、それらの過失によって汚されることになる。 

他にも、例えばある者が論争すれば、真実となる意味のみにおいて二人の証

人が提示される。そこで一人はそのものごとを現実に見たのであるが、二人目

はそのものごとを現実に見たのではなく、間違った面から、あるいは懇意で抱

き込まれた者である。その二人ともにそれについて証言させたならば、そこで

一方が、そのものごとは如何様に真実であるかと証言させたとしても、その意

味は現実にもならない故に、偽りともなるが、非法や、不快さも具わることに

なる。もう一方がそのものごとを証言したならば、その意味は現実であるとな

る故に、真実を証言するのでもあるが、法や悦ばしさも具えるとなるが如く、

一切事物は空であり、空であるが故に生じておらず滅していないものであると

しても、直覚によって知ることが有る者自身が、善良さを具え賞賛されたので

ある。もう一方は空性が現実となっていない故に、見解の過失によっても汚さ

れるが、賢者方に誹謗されることにもなるので、それ故にその二つは、非常に

大きな違いがある。 

阿闍梨善羅睺羅による『般若波羅蜜賛論』よりも 

「まさしくおまえを見れば縛られ、見ずとも縛られる。まさしくおまえ 

を見れば解放され、見ずとも解放される。」 

と説かれた。そう見れば、これは真如を知る汚れない知恵の目を具えた者の対

象であるが、これを知らぬ大きな暗黒によって知恵の目が覆われている者達の

対象ではない。 

 

他にも、君は賢いと思いあがった心を通じて見解を思索するに等しく、吾輩
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に論駁するが、実在と虚無を語る者達に対してはしない。それにも違いが有る

と説こう。 

如何様にといえば、実在と虚無を述べることは見解の影響によってであり、

吾輩は、諸事物は兎の角の如くまさしく無いと見て、言葉の諸々の過失を尽く

捨て去る為に「まさしく有るのでもないが、まさしく無いのでもない。」と言わ

ない。このように、それらは縁起生である故に、如何様に有性（実在）や無性

（虚無）が映像の如く見えるかを言うので、君は、ガラス球をサファイアの値

段で売ろうと思った通りの果も得ないだろうが、自らの心が浅はかであるとも

示した如くとなった。 

 

言う。「もし、そのように一切事物が涅槃に等しいのであれば、法と非法に違

いは無い故に、一切の努めはまさしく無意味とならないか？」 

 

説く。何？君は清浄を如実に見ることにも努めが有ると見るのか？ 

先に、 

「述べられる対象は退いた。心の所行が退くことによって。」 

と既に示したので、それ故に、尽く蒙昧な心を具える者に努めは有るが、真如

を見ることにおいては如何なる行為も無い。斯くも、 

「行為を為した。これより他は無い。」 

と説かれたことや、その如く 

「無明を具えたこのプトガラは、福徳より起こった実現されるものごと 

も実行する。」 

と説かれた如くである。 

阿闍梨聖提婆も、 

「全てが無ければ何を為すことが有ろうかと、君は恐れが生じることに 

なる。もし行為が有るならば、この法（現象）が退くのではない。」14 

と説かれ、そう見るので 

「法性は涅槃に等しい。」 

というこれは、勝義である故に説かれたのである。 

 

章の著述を説く＞［真如へ導く次第］ 

世間の名称の為に、 

                                                   
14 「全てが…ない。」：？『ブッダパーリタ（チョクロ訳）』で聖提婆を引用する場合、概ね

『四百論』を引用する。『四百論』新訳（パツァブ訳）で似た意味の偈は「もし、全ての

事物は無い故に、虚無となるならば、そう見るのである。そして全ての方向で、事物が

無いとは正しくない。」（第 16 章 19 偈）。 
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一切は、まさしく清浄と、非清浄と、 

清浄と非清浄であり、 

 

このように世尊も、 

「世間に有ると公認されたものは、私も有ると言う。世間に無いと公認 

されたものは、私も無いと言う。」 

と説かれたので、それ故に、世間での名称を付ける時に、世間においてまさし

く清浄であると公認されたそれは、世尊も「まさしく清浄である。」と説かれた。

世間においてまさしく清浄ではないと公認されたそれを、世尊も「清浄ではな

い。」と説かれた。世間において、まさしく清浄であり、まさしく清浄ではない

と公認されたそれを、世尊も「まさしく清浄であり、まさしく清浄ではない性

である。」と説かれた。 

このように、例えば、二人の村人が所用で都へ出向いて、観覧の為に寺へ入

って絵を見始めた。そこで一方が言った。「手に三叉の槍を持っているこの方が

ビシュヌ神だ。手に輪を持っているこの方が大シヴァ神だ。」 

もう一方が言った。「君は間違っている。手に三叉の槍を持っている方は大シ

ヴァ神だ。手に輪を持っている方はビシュヌ神だ。」 

そのようにその二人は言い争ったが、付近に一人の梵志が居たので近くへ行

って礼拝し、彼に各々の考えを語った。すると、その梵志は一方に「君の言う

ことが正しい。」と言い、もう一方に「正しくない。」と告げたが、そこでその

梵志は「ここには大シヴァ神も何も無いが、ビシュヌ神も無い。これらは壁面

に依拠した描かれた絵である。」と言われたように理解できる。しかし、世間の

名称に従って「これは真実である。」「これは真実ではない。」と言ったことに、

虚言の過失を持つとならぬが如く、世尊も諸事物は自性が欠如するとご覧にな

ろうとも、世間の名称に従って「これはまさしく清浄である。」「これはまさし

く清浄ではない。」「これはまさしく清浄であり、まさしく清浄ではない。」と説

かれた。 

勝義としては、 

 

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 

 

幻や、夢や、逃げ水や、影像や、こだまのように自性が欠如する事物を、如

何様にまさしく清浄や、まさしく清浄でないと述べようか。それ故に、それは

仏陀世尊方の教示が、有性と無性の過失と離れ、一切の非仏教徒と共通ではな
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い勝義を明らかにするのである。 

 

あるいはこれは他の意味であり、ある者は「一切は有そのもの（実在）より

生じる。」という。他の者は「果が以前に無い因より生じる。」という。ある者

は「有無より生じる。」という。 

仏陀世尊方の教示は、事物は因と縁より名付けられるに過ぎず、有無（より

名付けられるの）ではない。そのようにも迦旃延15へ、 

「この世間は二つに留まる。概ね有性に留まるか、無性（虚無）に留ま 

る。」 

と説かれた。そう見るので、仏陀世尊方が世間の名称に従ってもそれやそれら

を説かれたので、それ故に、真如を見ようと欲する者達の世間の名称に従って

説かれた言葉に顕わに執着することはせず、真如であるそのものを捉えたまえ。 

 

章の著述を説く＞真如の性相＞［聖者方の真如の性相］ 

言う。「真如の性相（定義）は何であるか。」 

 

説く。 

 

他より知るのではない。寂静で、 

諸々の戯論が派生させていない。 

分別は無く、別義ではない。 

それが真如の性相である。 9 

 

「他より知るのではない」とは、ここで、他より知ることが無い－経証は無

く、己の現前となり、「まさしく己の現前」という主旨である。「寂静」とは、「自

性が欠如する」という主旨である。「諸々の戯論（心的派生）が派生させていな

い」とは、「世間の諸法（現象）と離れた」という主旨である。「分別なく」と

は、「これ」や「これだ。」という様相として考察されていないことである。「別

義ではない」とは、「これでもあるが、これでもある。」と意味を分けることが

無いことである。 

そこで、何故ならば分別が無い故に、諸々の戯論によって発されていないの

である。何故ならば、世間人の諸法（現象）によって発されていない故に、寂

静である。何故ならば、寂静である故に別義ではなく、それ故に、そのような

本性を知ることは自ら知り、他より知るのではないことが、真如の性相である

                                                   

15 迦旃
か せ ん

延
ねん

：釈尊の十大弟子の一人。 
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と知りたまえ。 

 

真如の性相＞［世間人の真如の性相］ 

これも真如の他の性相であり、 

 

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 

 

このように、何かに依拠して何かが起こるものは、先ず、真如（まさしくそ

れ）ではない。それより他でもなく、もしそれが、それより他であるとなれば、

それが無くとも起こることが正しいけれど、起こらないので、それ故にそれよ

り他でもない。 

例えば、種子に依拠して芽が生えたことでは、ただ種子のみであるものは、

芽のみであるものではないが、種子より他である芽の自性は無い故に、種子よ

り芽は他でもないが如くである。そのように、何故ならば何かに依拠して起こ

ったものは、まさしくそれでもないが、それより他でもない故に、断滅でもな

いが恒常でもない。 

このように、種子そのものが芽であるとなれば、種子は恒常になるだろう。

何故ならば、種子そのものは芽ではない故に、種子は恒常ではない。 

もし、種子もまさしく他であり芽も他であるとなれば、そう見れば種子は一

切の様相において継続が絶えるので、断滅となるだろう。何故ならば、種子よ

り芽は他ではない故に、種子が絶えるのではなく、阿闍梨聖提婆も、 

「何故ならば、事物は入ることになる。然れば断滅とならない。何故な 

らば、事物は退くことになる。それ故に恒常とならない。」16 

と説かれた。 

そう見るので、それも、まさしくそれ自体か、まさしく他であると述べられ

る対象ではない故に、恒常でもないが断滅でもないので、真如（それのみ）の

性相である。 

 

章の著述を説く＞［その意味は必ず論証されなければならないと示す］ 

 

同義ではなく、別義ではない。 

断滅ではなく、恒常ではない。 

                                                   
16 「何故…ならない。」：『四百論』第 10 章 25 偈。 
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それは、仏陀、世間の 

守護者が示された甘露である。11 

 

そのように、まさしく同一義ではなく別義ではない、断滅ではなく恒常ではな

い、同一と別や断滅と恒常の過失より外れた、最高に深甚な、勝義の真如を明

らかにする、その善趣と浄化解脱への道の分類は、世間と出世見の楽を得させ

る為に、一切智で一切をご覧になり、十力の能力を具え不動の慈愛を持つ仏陀

世尊方が示された甘露であり、それを成就させたまえ。 

このように、それに入門した者達自身の現前となったものは、ただ短期間で

成就されるとなる。まさしく資量を為していないことで短期間で成就していな

い者達も、他の転生において確実に成就するとなり、阿闍梨聖提婆も、 

「真如を知る者が今生で、貪欲から離脱を得ていないとしても、他の転 

生で努め無く、確実に得る。業の如くである。」17 

と説かれた。 

 

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 

 

もしまた、これに僅かに慣れ親しんだ者達に、百にも（万が一）完全なる仏

陀方が現れていないか、声聞方が尽きたとなり、縁を具えなくなったとしても、

彼らが以前慣れ親しんだ因より起こった、他より知るのではない独覚の智慧は

依拠すること無くとも、縁より良く生じることになる。 

その方のそのように教示されたこの甘露を成就させる者には果が有るとなる

ので、そう見るのなら、完全な考察を具える、輪廻の荒野を捨て去ろうと欲す、

甘露の境地を得ようと望む者達が、まさしくこれを努めて成就するべきであり

－これのみより、勝義が確実に成就する。 

 

無我の真如へ入る方法＞［章の名を示す］ 

「我と法を考察する」という第十八章である。 

                                                   

17 「真如･･･である。」：『四百論』第 8 章 22 偈。「真如を知る者が、もしここで、涅槃を得

ていないとしても、来世において努めることなく、必ず得ることになる。業の如くであ

る。（パツァブ訳）」 
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（第十九章） 

 

二無我を詳細に説く＞時の本性が欠如すると示す＞時が自性として成立したことを否定する＞［章の著述を説く］ 

言う。「ここで君が、行為者と業が考察されることの副次的におこった、その

ままの正理を続いて示したことによって、我が心の地に、堅固に大きく長い間

強く生えている『事物が有る・無い』と見解する樹木の根をも良く動かした。

しかしそれ故に、ここでも吾輩に役立とうという動機で、時が考察されるべき

である。」 

 

説く。よろしい。 

 

言う。「ここで世尊が、それやそれにおいて三時1を教示された。無ければ教示

であるとは適わぬので、三時とは有るのみである。 

 

章の著述を説く＞［三時が本性として有ることを総体として否定する］ 

説く。世尊が世間の名称に従って三時を示されたが、真如として三時は不合

理である。それは如何様にといえば、ここで先ず、もし未来の時となって次第

に現在となり、現在となってからも次第に過去となることが、そう見れば一時

となる。例えばツェトラが村へ行ったとしてもまさしくツェトラであるが、村

より過ぎたとしてもまさしくツェトラであり、そこへ「行っていない」と「行

った」と「過ぎた」の三性に分けることは無いが如くである。 

もしまた、未来もまさしく他であるが、現在も他であり、過去も他であると

なれば、そう見るとしても、三つ共にまさしく恒常となるだろう。まさしく恒

常であれば、時として考察されることはまさしく無意味となる。（何故ならば）

必要性が無い故である。 

 

三時が本性として有ることを総体として否定する＞過去に相対した・相対していない二時制が本性として成立したこ

とを否定する＞［過去に相対した時が本性として成立したことを否定する］ 

また他にも、ここでもし「時」という何らかの事物が有るとなれば、それは

自らより（成立する）か？相対して良く成立するとなるか？と問えば、そこで

先ず、仮に三時制として相対して良く成立することを思惟すれば、それに説こ

う。 

 

現在起こった時と未来が、 

もし過去に相対したならば、 

                                                   
1 三時：過去・現在・未来の三種の時。 
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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、未来の時が、もし過去時に相対して有るとなれば、そう

見れば現在と未来の時は過去時において有るとなるだろう。過去にあるとなれ

ば、その二つも過去になるだろう。そう見れば、一時制のみとなるだろう。一

時制のみであるならば、相対したことは不合理であり、このように、まさしく

それが、まさしくそれに如何様に相対しようか。相対が不合理である故に、時

も全く不合理である。 

もし過去時が失壊し、滅して無いのみであるならば、それにこの二つが如何

様に有るとなろうか。仮に、過去も有るのみであると思惟するならば、有る故

に、現在であるとなるが、過去ではないので、それは主張しない。 

 

言う。「『現在起こった時と未来は、過去に相対して成立する。』と言った時、

如何様にその二つが過去に有るとなろうか。」 

 

説く。何故ならば、「それに相対して成立する。」と言った、ただそれだけの

故に、その二つがそこに有る背理となるだろう。そうでなければ、 

 

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 

 

現在起こった時と未来の時が、もしその過去時に無いとなれば、そこに無い

それら現在起こった時と未来の時が、如何様にそれに相対するとなろうか。（何

故ならば）このように、三つともに集まるとなれば、相対に合理となる故であ

る。 

もしまた、そこに有るとなれば、存在するその二つに対して、再度相対して

何をしようか。そう見るので、先ず、現在起こった時と未来が過去に相対して

良く成立することは、不合理である。 

 

過去に相対した・相対していない二時制が本性として成立したことを否定する＞ 

［相対していない時が本性として成立したことを否定する］ 

そこでこう思い、『現在起こった時と未来は、過去に相対していないのみにお

いて成立する』と思惟すれば。 
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それに説こう。 

 

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。 

 

過去時に相対しておらずとも、現在起こった時と未来時のその二つが、自ら

より良く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。 3 

 

そのように、何故ならば現在起こった時と未来の二つは過去時に有るのでは

ないので、相対したとは不合理であるが、過去に相対しておらずともその二つ

が成立することは有るのではない故に、現在起こった時と未来の時も有るので

はない。 

 

三時が本性として有ることを総体として否定する＞［その正理を他の二時制に適用する］ 

 

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 

 

まさしくこの順次の論法によって、残り二つの時の錯誤と、上と下と中や、

一等についても知りたまえ。 

現在起こった時と過去が、もし未来に相対して有るとなれば、そう見れば、

その二つも有るとなる。そう見れば、現在起こった時と過去も未来であるとな

る。（何故ならば）そこに有る故である。そう見れば、時は唯一つのみとなるの

で、それに相対することは不合理となる。相対が無い故に、それらも無い。 

無のみである起こっていないその未来にも、その二つが如何様に有るとなろ

うか。もし、未来も有るのみであれば、有る故に、まさしく現在であるとなる

が、未来ではないので、それも主張しない。 

もし、その二つがそこに無いとなれば、それに如何様に相対したとなろうか。

しかしながら相対したとなれば、そう見れば、有る故に、相対したと考察され

ることはまさしく無意味となるだろう。 
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未来に相対していなくとも、その二つが成立することは有るのではない。 

 

その如く、過去と未来がもし現在に相対して有るとなれば、そう見れば、そ

の二つもそこに有るとなるだろう。そう見れば、過去と未来も現在であるとな

る。（何故ならば）そこに有る故である。そう見れば、時は唯一つのみとなるの

で、それにおいてそれが相対したことは不合理である。相対が無い故に、それ

らも無い。過去と未来は、失壊した故と起こっていない故に、無いのみである

それらも、現在時に如何様に有るとなろうか。もしまた、有るのであれば、成

立している故に、その二つにとっても、相対したことによって何をしようか。 

相対していなくとも、その二つが成立することは有るのではない。 

そう見るので、過去も有るのではないが、未来も有るのではない。現在も有

るのではない。 

 

三時が本性として有ることを総体として否定する＞［他の三つ一組である法（現象）に適用する］ 

上と下も、もし中に相対して成立するならば、そう見れば上と下も中が有れ

ば有るとなるが、自らより（有るの）ではない。もし中が無ければ、如何様に

それに相対して上や下が有るとなろうか。中に相対していなくとも、その二つ

が成立することは有るのではない。 

 

そこでこう思い、『中が有れば、それら上と下が有る』と思惟すれば。 

 

それに述べよう。三つとも有るとなれば、再度如何なる相対が必要か。相対

が無くとも、それらより何れかが自らより良く成立することは有るのではない。

そう見るので、上と下と中は自性より有るのではない。 

その如く、上と中において、仮に下に相対して有るとなるのか？中と下は、

仮に上に相対して有るとなるのか？始めと終わりは、仮に中間に相対して（有

るとなるの）か？始めと中間は、仮に終わりに相対して（有るとなるの）か？

終わりと中間は、仮に始めに相対して（有るとなるの）か？近くは、仮に遠い

に相対して（有るとなるの）か？遠いは、仮に近いに相対して（有るとなるの）

か？ 

その如く、前と後や、同一性と別性や、そのもの（自性）と他性や、果と因

や、短と長や、小そのものと大そのものや、我と無我や、有為と無為や、一と

二は、仮に多に相対して（有るとなるの）か？一と多は、仮に二に相対して（有

るとなるの）か？二と多は、仮に一に相対して、（有るとなるの）か？それらは

僅かな何に相対して成立するとなろうか。それら一切の前述は、それらに有と

して現れることになる。（何故ならば）無ければ相対するとは不合理である故で
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ある。 

そう見るので、それら一切も、真如として自らより良く成立することは有る

のではない。世間の名称に従って述べられるものである。 

 

章の著述を説く＞自部・他部の主張をそれぞれ否定する＞［他部（非仏教徒）が主張する時を否定する］ 

言う。「『相対していなくともそれらが成立することは、有るのではない。』と

言ったことは正しくない。ここで時とは、刹那2や、臘縛3や、須臾4や、夜や、

昼や、半月や、月や、季節や、閏や、年等の単位を具えると良く成立したので、

それに相対して何をするのか。」 

 

説く。 

 

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、有るのではないので、 

捉えられていない時として、如何様に名付けられようか。 5 

 

ここで、確実に留まる諸事物は、単位より捉えられるに適う－例えば「この

木は高い。」「これは長い川である。」「これは短い。」「この象は大きい。」という

ように。時においては、全体として確実に留まる、ある単位から捉えられる対

象は、何も有るのではない。 

このように須臾も、僅かに過ぎたか、僅かに至っていない分を「須臾」と名

付けるのであるが、全体として確実に留まる「須臾」というものは、何も有る

のでなければ、昼日等は言うまでもない。 

 

そこでこう、『ここに確実に留まる刹那が有る』と思惟すれば。 

 

それに説こう。「確実に留まる刹那」というものは、過去でもなく未来でもな

い。何故かといえば、確実に留まる故である。確実に留まらないのみである故

に、それはそのようでもない。（現在に）入る故に「現在」と述べられるのであ

れば、もしそれが確実に留まるのであればそれは成立したのであるが、（現在に）

入るのではないので、入るのでないものが如何様に現在であるとなろうか。そ

う見るので、確実に留まる時はまさしく有るのではなく、有るのではないそれ
                                                   

2 刹那
せ つ な

：最も短い時間の単位。勇者が指を一回はじく六十五分の一の時間。 

3 臘縛
ろうばく

：時間の単位。刹那の七千二百倍。 

4 須臾
し ゅ ゆ

：時間の単位。一昼夜の三十分の一。 
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を、如何様に捉えるのか。捉えられる対象として無いそれらは、刹那や臘縛や

須臾等と、如何様に名付けられるのか。そう見るので、「時」というものに如何

なる事物も不合理である。 

 

自部・他部の主張をそれぞれ否定する＞［自部（仏教徒）実在論者が主張する時を否定する］ 

ここで言う。「時は有るのみである。何故かといえば、印が有る故であり、前

と後や、同時と非同時や、長期と早速等は時の印であるので、そのように印が

有る故に、時は有る。」 

 

説く。 

 

もし、時が事物に依拠した（ならば）、 

 

もし、それら「前」や「後」等が時の印であるならば、そう見れば、時とは

事物のみに依拠して名付けられるのであるが、自らより良く成立したのではな

い。 

 

言う。「そうではない。時は自らのみより良く成立した。『時』というものは、

「前」や「後」等は因であり、それよりそれら（前後等）となるものが時であ

る。」 

 

説く。 

 

無事物の時は、何処に有ろうか。 

 

事物に結ばれずに、君の時が自らより良く成立し、確実に留まることが合理

であると何処でなろうか。不変恒常である因時が確実に留まるのであれば、果

が別であると如何様になろうか。 

もし、前世となったツェトラと後世となったグプタにおいて、その者が本性

不別として留まるならば、別であるその二人は、それによって如何様に（二人

に）されたとなろうか。ツェトラとグプタの二人は、自身として前後に別では

ないにもかかわらず、前後の時よりまさしく前と後になった。しかし時そのも

のが別でなければ、その二人が別であることを、時が如何様に為したとなろう

か。 

阿闍梨聖提婆も 

「果と因は別であるので、然れば恒常は有るのではない。あるいは、因 
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の有るところ。そこに果は有るのではない。」5 

と説かれた。 

もし、その二人は不別であるけれども、時に基づいて別でないならば、そう

見れば、「別」という言葉が無い故に一切が別か、一切が別では無くなるだろう。 

そう見るので、事物のみに依拠して時が名付けられることが合理であるが、

事物に結ばれずに、他として確実に留まる時が有るとは不合理である。 

 

言う。「時は事物に依拠して名付けられるのみであり、『一須臾存在した。』『一

日存在する』『一ヶ月存在するとなるだろう。』というので、それ故に、時は有

るのみである。」 

 

説く。もし、事物そのものが有るとなれば、時は事物に依拠したのかとも問

われるが、 

 

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 

 

「如何なる事物も不合理である。」というまさしくそれが、前述で既に良く論

証されたので、それ故にもし、時は事物に依拠して良く成立すると思うならば、

その事物は何も有るのではないので、君の時が今有ると何処でなろうか。 

 

言う。「もし時が有るのでなければ、そう見れば違いが無い故に『為したとな

った。』『為す。』『為すとなろう。』というそれらの叙述が全く不合理なものとな

るが、合理も有るので、それ故に時とは有るのみである。」 

 

説く。先に 

「述べられる対象は退いた。」6 

と示した時、「それらの叙述は不合理である。」という言葉は、君が僅かに言っ

ただけに尽きるが、それらのみに尽きず、一切の叙述も不合理である。世間の

名称に従って、それら一切も合理であり、それについても、 

「一切は、清浄と、非清浄と、」7 

と示されたのである。 

                                                   

5 「果と…ではない。」：『四百論』第 9 章 18 偈。「果によって因は失壊した。然れば、因は

恒常ではない。あるいは、因の有るところ。そこに果は有るのではない。（パツァブ訳）」 

6 「述べ･･･退いた。」：『根本中論』第 18 章 7 偈 1 行目。 
7 「一切…非清浄と、」：『根本中論』第 18 章 8 偈 1行目。 
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そう見るので、「時」という如何なる事物も無いと知るべきであり、依拠して

名付けられたと成立する。 

 

時が自性として成立したことを否定する＞［章の名を示す］ 

「時を考察する」という第十九章である。 
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（第二十章） 

 

時の本性が欠如すると示す＞時が本性として有る理由を否定する＞時は果が起こる倶有縁であることを否定する＞ 

［章の著述を説く］ 

言う。「時は有るのみである。何故かといえば、まさしく時と集合することよ

り果が成立する故である。ここに土と種子と水が既にあったとしても芽が生え

るとはならないが、それらが時を集めてまさしく集合となった時に芽が生える

ことになる。従って、そのように、何故ならばまさしく時との集合が無ければ

芽が生えることにならないが、有ればなる故に、時とは有るのみである。」 

 

章の著述を説く＞因縁の集合より生じることを否定する＞以前の集合より生じることを否定する＞集合より直接生じる

ことを否定する＞［集合における有・無が生じることを否定する］ 

説く。もし、果が生じること自体が合理となるならば、果が生じるので時も

有るとなろうが、果が生じること自体が不合理であるので、果の因（理由）を

持つ時が有ると何処でなろうか。 

このように、もし集合そのものより果が生じるとなれば、その果はその集合

そのものに有るか、無いより生じるとなるのか？と問えば、双方よりもその生

は不合理である。如何様にといえば、 

 

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、 

如何様に集合そのものより生じようか。 1 

 

集合の事物とは、集合そのものである。もし、諸々の因と縁の集合そのもの

より果が生じるとなれば、その集合そのものにその果がまさしく有るならば、

その存在する果が如何様に集合そのものより生じるとなろうか。もしそれが有

るとしても再度生じるとなれば、そう見ればその生について考察することはま

さしく無意味となる。このように、有において再度生じて、何をしようか。無

限である背理ともなる。（何故ならば）このように、いつ時も生じないとならな

い故である。 

 

もしまた、こう『諸々の因と縁の集合そのものに果は無く、諸々の因と縁の

集合そのものに果が無いものが生じるとなる』と思惟すれば。 

 

それに説こう。 
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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、 

如何様に集合そのものより生じようか。 2 

 

もし、諸々の因と縁の集合そのものより果が生じるとなれば、その集合その

自体にその果がまさしく無いのであれば、その無い果が、如何様にその集合そ

のものより生じるとなろうか。もし無くとも生じるとなれば、そう見れば、そ

れは生じたとしてもまさしく無となる。生じる段階で無いものが生じたならば、

如何様に有るとなろうか。このように、黄牛が生まれるようにはならない。 

 

集合より直接生じることを否定する＞［集合において有無そのものを否定する］ 

また他にも、 

 

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そのものにその果がまさしく有るのであれば、そ

の集合そのものに確実に留まるそれは、木にとまった鳥の如く認識される対象

として存在する類であるが、そこにそれが存在しようとも認識される対象とし

て無く、その認識される対象として無いものを、如何様に有るとするのか。そ

う見るので、集合そのものに果が有るとは不合理である。 

 

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、諸々の因と縁の集合そのものにその果がまさしく無いのであれば、諸

因と緒縁も、因や縁でない諸物と等しくなる。そう見れば、一切より一切が起

こるとなるので、それも主張しない。そう見るので、集合に果の無い生は不合

理である。 

 

言う。「そうではない。（何故ならば）因と縁が確かである故である。もし、
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一切が一切の因や縁であるとなれば、そう見れば『一切より一切が起こるとな

ろう。』と言うに適うが、一切は一切の因や縁ではない。このように、確実な（特

定した）因と縁が見られる。大麦の種子よりもまさしく大麦の芽は生えるが、

稲の芽は生えず、因の織糸よりもまさしく絨毯が現れるが、壺は現れないので、

そのように、何故ならば因と縁は確実である故に、一切より一切が起こるとは

ならない。」 

 

説く。不可である。（何故ならば）確かである理由を示していない故である。

君は「このように因と縁は確かである。」という確実な理由を示していない。も

し（理由が）無ければ、それが確実に留まる理由のないことが、如何様に適う

となろうか。そう見るので、確実である理由が無いので、因と縁は、諸々の因

や縁でないものと等しい背理となるだろう。そのように一切より一切が起これ

ば、大麦の種子にも大麦の芽も無いけれど、稲の種子にも稲の芽は無く、そこ

で二つとも無ければ、「大麦の種子は大麦の芽だけの因であるが、稲の芽の因で

はない。」というこの確実性は何から来たのか。 

諸々の因と縁に果が有るならば、果が有ることによって確実となることも合

理となろうが、それも無く、それが無ければ、確実である理由の無いそれが如

何様に適するとなろうか。そう見れば、確実である理由が無いので、因や縁は

因や縁でない諸物と等しい背理そのものになるのである。 

 

言う。「顕現に、理由である言葉の意味は無い。まさしく顕現として大麦の種

子よりまさしく大麦の芽は生えるが、稲の芽が生えない時、他の理由を探して

何の必要性があるのか。」 

 

説く。確実であると映ることも、諸々の因と縁に果が有るならば合理である

が、無ければ不合理であるので、それ故に「無は生じない。」という。そう見る

ので、無が生じる何か他の理由が示されるべきである。然れば、その他の理由

によって無が生じると良く成立したならば、確実に見られるので、一切より一

切が起こるとはならないものであるが、無が生じる他の理由も示さないので、

それ故に、確実であると見ることは、まさしく集合に果が有ると示すのである。 

 

以前の集合より生じることを否定する＞［集合より間接的に生じることを否定する］ 

言う。「ここで、因が果に因を与えて滅すので、それ故に因によって果が成立

するとなり、緒縁はそれを利益するものであるので、そこで『集合そのものに

果が有るのか無いのか』というその思惟で何をしようか。」 
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説く。 

 

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、因が果に因を与えて滅すとなれば、そう見れば、その与えたものと滅

したものによって、因の我性は二つとなる。因の我性が二つであるとは不合理

である。（何故ならば）滅したものは生じさせられるのではない故である。因が

与えたことも不合理である。（何故ならば）有・無の果に因が施すことは不合理

である故である。このように、有る果に対して、再び因が与えて何をするのか。

無に対して、何ものに施すのか。 

 

言う。「因が果に因を与えて滅すのではないが、このように因が滅したやいな

や果が生じる。」 

 

説く。 

 

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、因が果に因を与えずに滅したとなれば、因が滅し失壊して生じたその

果は、無因より起こったとならないか？無因より生じたとは主張しない。（何故

ならば）多くの過失の背理となる故である。 

 

因縁の集合より生じることを否定する＞［同一時の集合より生じることを否定する］ 

言う。「果は、因と集合と一緒に生じる。灯明と光の如く。それ故に集合と果

は同一時のみに起こり、灯明と光の如くであるので、それについて、『集合その

ものに果が有るか無いか』というその思索は不合理である。」 

 

説く。 
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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。 7 

 

もし、集合と果がただ一緒に生じるとなれば、そう見れば、因である生じさ

せるものと、意味（目的）である生じさせられるもののそれらが同一時に起こ

る背理となるので、それも不合理である。このように、父と子が同一時に如何

様に生まれるとなろうか。仮にまた生じるとなるならば、そこで「これはこの

因である。」、「これはこの果である。」というこの設定が、如何様に有るとなろ

うか。そう見るので、集合そのものと果が一緒にくることは不合理である。 

 

因縁の集合より生じることを否定する＞［後時の集合より生じることを否定する］ 

言う。「果は、集合そのもののまさしく以前に有る。それは後に集合そのもの

が生じたことによって明らかにする。灯明によって壺（が明らかになる）の如

くである。 

 

説く。 

 

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、因は以前にまさしく有るのであるが、後の集合によって現れるとなれ

ば、そう見れば諸々の因と縁が無いことと、諸々の因と縁が結ばれていない果

が無因より起こったとなるだろう。生じた果についても、因と縁の集合におい

て再度生じると考察して何をするのか。このように、果の為に因と縁が集まる

と主張すれば、その果もまさしく既に生じているのである。そう見るので、そ

れも凡々である。 

 

章の著述を説く＞因そのものより生じることを否定する＞［因果は同一本質であるという説を否定する］ 

言う。「因が完全に変化することより果として成立する。それ故に、前時点が

滅すことより因が滅したならば、果に変化する。そう見れば、因が滅していな

くとも果にはならず、その果は無因より起こったともならない。」 
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説く。 

 

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 

 

もし、因の事物が以前に滅して他の時点を得たものを「果」とするならば、

そう見れば、因は全てにおいて移行するとなるけれど生じるのではない。例え

ば踊り子が他の衣装を捨てて他の衣装を着けることは、生まれるのではないが

如くである。もしまた、他の時点に全てにおいて移行すること自体が生じるこ

とであれば、そう見るとしても、以前に生じた因そのものも生じる背理となる

だろう。そう見るとしても、尽く変化する主体である諸事物は確実に留まらな

い故に、いつ時も生じないとはならないだろう。 

 

言う。「『因が滅したならば果となる。』と述べられる時、何故『全てにおいて

移行するとなる』や『再び生じる背理となる。』と述べるのか？」 

 

説く。何？君は道に入っていながら道を問うのか？君は「尽く変化した事物

を果という。」と言いながら、自らの言葉の意味を理解していない。それ故に、

君はとても疲れただろうからもう良い。座っていたまえ。ここで吾輩が、教示

の見解は因果としての関係であると考察者達へ示すので、君は心意を集中させ

て聴きたまえ。 

 

因そのものより生じることを否定する＞因果は別本質であるという説を否定する＞因が、果が生じる行為を準備するこ

とを否定する＞［滅した因と、留まる因が果を生じさせることを否定する］ 

ここでもし、因が果を生じさせるとなれば、滅したものか、留まるものが生

じさせるのか？と問われる。果もまさしく生じたものか、生じていないものを

生じさせるのか？と問えば、一切の様相も不合理である。如何様にといえば、 

 

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 

 

もし先ず、一切の様相において滅し消えた因が、生じた果を生じさせると考
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えれば、それは正理ではない。このように、滅し消えた因が、生じたまさしく

存在する果を如何様に生じさせようか。無因であるものが生じさせると考察さ

れるそれも何であるか。まさしく生じたものも、何が生じさせられる必要があ

ろうか。 

 

もしまた、こう『まさしく留まる、果を具える、果と関係する因が、果を生

じさせる』と思惟すれば。 

 

それも不合理であり、このように留まる因が、まさしく存在する果を如何様

に生じさせようか。それ故に、ある時にまさしく生じた果と因として関係する

のであるが、生じていないものとではない。生じたものに、再び生じさせる因

が何をしようか。そう見るので、それも不合理である。 

 

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。 

 

もし、『果を具えない、果と関係していないその因が、果を生じさせる』と思

惟するならば。 

 

君の如何なる果を因が生じさせるのかを言いたまえ。果は生じていない故に、

無において「果」というもの自体も無い時、「因が果を生じさせる。」というそ

れが、如何様に合理となろうか。仮にまた、無くともそれに、それを生じさせ

る能力そのものが有るとなれば、それによって兎の角も生じさせられるとなる

ことに、疑いは無い。 

 

因が、果が生じる行為を準備することを否定する＞［因は、見て・見ておらずに果を生じさせることを否定する］ 

また他にも、 

 

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 

 

ここで、もし因によって果が生じさせられたとなれば、見てか？見ておらず

に生じさせるとなるか？と問えば、双方の如くとも不合理である。 

如何様にといえば、もし先ず、見て生じさせるとなれば、そのようであれば

生じたものを生じさせるとなり、このように生じていないものを見るとはなら

ないが、生じたものは再び生じさせられる必要はない。 
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もしまた、因が見ておらずに果を生じさせると考えれば、そう見るとしても、

因が見ていない何やかやを、それやそれが生じさせるとなるものであるが、生

じさせることもしない。そう見るので、因が見ておらずとも果を生じさせるこ

とはしない。 

 

因果は別本質であるという説を否定する＞［因が接して・接さずに果を生じさせることを否定する］ 

また他にも、ここで、もし因によって果が生じさせられるとなれば、接して

生じさせられるとなるのか？と問えば、果と因が接したことは如何様にも不合

理である。如何様にといえば、 

 

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 

 

過去となる果は、過去と、生じていない因と一緒に接したことは、いつ時も

有るのではない。（何故ならば）過去と未来である果と因は無い故である。 

過去となる果と生じた因も、一緒に接したことはいつ時も有るのではない。

（何故ならば）果は無い故である。 

 

生じていない果は、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 

 

生じていない果は、生じていない因と、過去である因と一緒に接したとなる

ことはいつ時も有るのではない。（何故ならば）過去と未来である果と因は無い

故である。 

生じていない果と生じた因も、一緒に接したことはいつ時も有るのではない。

（何故ならば）果は無い故である。 

 

生じた果は、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 
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生じた果は、生じた因と一緒に接したことはいつ時も有るのではない。（何故

ならば）「これはこれの因である。」「これはこれの果である。」というように、

因と果として不合理である故と、そのようになったものに、接したことも不合

理である故である。 

生じた果と、生じていない因と過去である因とも一緒に接したとなることは

いつ時も有るのではない。（何故ならば）過去と未来である因は無い故である。 

 

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。 

 

それ故に、そのように過去と未来と現在となる果と、過去と未来と現在とな

る因に、一緒に接したとなることは一切の様相において不合理であれば、「因が

果を生じさせる」とは如何様に合理となろうか。 

 

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。 15 

 

もし、不合理でありながらも因と果は接したと考えれば、そう見るとしても

まさしく存在する因が、その果を如何様に生じさせようか。このように、存在

においては再度生じさせられるものは無く、因の行為（働き）も無い。 

 

因が、果が生じる行為を準備することを否定する＞［果が欠如する・欠如しない因が果を生じさせることを否定する］ 

また他にも、 

 

仮に果が欠如する因が、 

如何様に果を生じさせようか。 

 

ここで、もし因が果を生じさせるならば、それは果の我性が欠如するか、欠

如しないものがその果を生じさせるのか？と問えば、そこで先ず、もし果の我

性が欠如する因が果を生じさせると考えるならば、それは如何様にも不合理で

ある。もし合理であるならば、砂も胡麻油や、水もバターを生じさせるとなる

だろう。あるいは、砂と胡麻ともに胡麻油は無く、水とヨーグルトともにバタ

ーは無いと類似するけれど、まさしく胡麻より胡麻油は現れるが、砂より現れ

ないことや、まさしくヨーグルトよりバターは現れるが、水より現れないこと

において、如何なる違いがあろうか。そう見るので、「果の我性が欠如する因が

果を生じさせる。」というそれは不合理である。 
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そこでこう、『果の我性が欠如しない（因が）果を生じさせる』と思えば。 

 

それに説こう。 

 

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 

 

もし、果の我性が欠如しない因そのものであるならば、それが如何様にその

果を生じさせることが合理となろうか。ある時、果がまさしく有るのであれば、

それは自性が欠如するのではない。既に生じたものにおいて、再び生じさせら

れるものは無い。そう見るので、「果の我性が欠如しない因が果を生じさせる。」

というそれも、本質を斥けられない者によって捉えられるものである。 

 

根本中論註ブッダパーリタ。第八巻。 

 

因が、果が生じる行為を準備することを否定する＞［空・不空である果を因が生じさせることを否定する］ 

また他にも、ここで「因が果を生じさせる。」というそれも、自性が欠如して

いない（不空）か、欠如する（空）ものが生じ、滅すとなるか？と問えば、そ

れに吾輩が説こう。 

 

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 

 

自性が欠如しない、自らの我性として確実に留まるものであるその果は、生

じるとならず、滅すともならない。何故かといえば、自らの我性として確実に

留まる故である。このように、本性において変化は不合理であるので、それ故

に、その果は不空であると尽く考えるならば、恒常である故に、君のそれは滅

しておらず、生じていないともなるだろう。そう見るので、不空の果は生じる

とならず、滅すともならない。 

 

そこでこう、『空である果が生じ、滅すとなる』と思えば。 

 

それに対して説こう。 
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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 

 

自性が欠如する、我性として良く成立していないものであるその果が、如何

様に生じるとなり、如何様に滅すとなろうか。 

仮に、その果は自性が無くとも生じ滅すと尽く考えるならば、それについて

言及しなければならない。 

仮に、果の本質以外の他の何かが生じ、滅すとなるのか？ 

仮に、果の事物以外の他の何かが生じるとなれば、それが果にどう変化しよ

うか？このように、果ではなく生じるものは、果にならない。そう見るので、

その果を空であると尽く考察しても、無い故に、滅しておらず生じていない背

理ともなるので、それも不合理である。そう見るので、空である果も生じると

ならず、滅すともならない。 

 

因が、果が生じる行為を準備することを否定する＞［同一本性と別本性の因が果を生じさせることを否定する］ 

また他にも、もし因と果になれば、まさしく同一か、まさしく別になるか？

と問えば、それも尽く考察したならば、 

 

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 

 

何故かといえば、このように、 

 

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 

 

このように、もし因と果がまさしく同一であるとなれば、そう見れば、生じ

させるものと生じさせられるものがまさしく同一義となるので、それも不合理

であり、このように父と子が、如何様にまさしく同一となろうか。種子と芽も
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まさしく同一とはならない。 

もしまた、因と果が「これは因である。」「これは果である。」というまさしく

他となれば、そう見るとしても、因と因でないものが等しくなるだろう。斯く

も、麦の芽より稲の種子が他であるが如く、稲の芽よりも麦の種子は他である

ならば、そこで「麦の種子は麦の芽の因であるが、稲の種子はそうではない。」

ということが、何故そのようになろうか。 

そう見るので、因と果はまさしく同一でもないが、まさしく他であるとも不

合理である。まさしく同一か、まさしく他として成立したことが有るのではな

いそれらに、成立は無い。（何故ならば）それらより他に成立することは不合理

である故である。 

 

因が、果が生じる行為を準備することを否定する＞ 

［自性として有る・自性として無い果を因が生じさせることを否定する］ 

また他にも、もし因が果を生じさせるならば、それは自性として有るとなる

ものを生じさせるのか？無いとなったものを生じさせるのか？と問えば、それ

に吾輩が説こう。 

 

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。 21 

 

もし、果が自性として有るとなれば、為さずとも完全にまさしく存在するの

で、それが有るならば、因がそれに対して、他の何を生じさせようか。もし『ま

さしくそれを生じさせる。』と考えれば、それは正理ではなく、生じたものに、

再び生じる行為は無い。 

もし、その果が自性として無いとなれば、それを因が如何様に生じさせると

なろうか。もし、果が自性として無くとも因によって生じさせられるとなるな

らば、稲の花でも数珠を綴れることに疑いは無い。そう見るので、有となる果

と、無となる果も、因によって生じさせられることは不合理である。 

 

因果は別本質であるという説を否定する＞［因そのものが本性として有ることを否定する］ 

 

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。 
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如何なる因も、果を生じさせなければ、それはまさしく因として合理となら

ない。このように「生じさせる因」というけれど、もし生じさせるものでなく

とも因となるならば、そう見れば、何も因ではないとならないので、「一切が因

そのものとなるだろう。」ということも主張しない。そう見るので、因そのもの

は合理であるとはならない。 

 

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 

 

もし、果が生じさせられる因そのものが有るのでなければ、因が無ければそ

の果は何のもの（果）となろうか。このように、因の果であると主張するなら

ばそれも無く、それが無ければ「果」というものとして不合理である。もし合

理であるならば、父が無くとも子が有るとなるので、それも主張しない。そう

見るので、因が有るのでなければ、果が有るのでもない。 

 

章の著述を説く＞［因縁の集合より生じることを否定する他の正理を示す］ 

 

諸因と諸縁による、 

集合であるそれが、 

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 

 

「諸々の因と縁の集合は、果を生じさせる」と考察されるものとして、先ず、

我が我性を生じさせることはしない。何故かといえば、集合とは複数であると

知る故であり、阿闍梨聖提婆も、 

「集合は単一ではなく、その如く事物は何も無い。もし、それもそれよ 

り他であれば、それも単一の何が有ろうか。」1 

と説かれた。 

ここで、我性が生じていない、我性が良く成立していない集合であるものが、

果を如何様に生じさせるかを考察しよう。もし、我性が生じていない集合によ

っても、果を生じさせるならば、生まれていない母によっても、子を生まれさ

せることが実現するだろう。 

 

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。 

                                                   
1 「集合は…有ろうか。」：？ 
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果が有るのでなければ、 

縁の集合が何処に有ろうか。 24 

 

そのように、何故ならばその集合は我性が生じておらず、良く成立していな

い故に、集合が為した果は無い。 

 

そこでこう『集合でないものが為した果が有る』と思えば。 

 

それに説こう。 

「果でないものが為した果は無い。」 

集合が為した果そのものが不合理である時、無因より起こった、集合でない

ものが為した果が如何様に合理となろうか。もし（合理と）なるならば、父母

達がいなくとも子が生まれるとなるものであるが、（子は）生まれるともならな

い。そう見るので集合でないものが為した果も無い。 

 

言う。「非常に多くの世間と反することを説いたこれによって、何をするの

か？有であれば先ず、諸々の因と縁の集合は有り、それが有るので果も有ると

なる。」 

 

説く。何？君は空っぽの村に城塞を落としたのか？君は、果が有るのではな

いけれど集合が有ると主張している。「果をまさしく生じさせる集合」というな

らば、果そのものも如何様にも不合理である時、果が有るのでなければ、縁の

集合が有ると何処でなろうか。 

阿闍梨聖提婆も、 

「何故ならば、世間で見られる全ての名称は、集合そのものに現れる。 

それ故に事物は有るのではなく、無事物の集合も有るのではない。」2 

と説かれた。そう見るので、果は有るのではない故に、集合も有るのではない

ので、そこで「時との集合そのものの果が成立する故に、時は有るのみである。」

と言ったことは不合理である。 

 

言う。「もし、時も無い。因と果と集合も無ければ、他の何が有ろうか。そう

見るので、それはまさしく虚無を語るのだ。」 

 

説く。そうではない。君が、時等は自性より存在すると尽く考えるようには

不合理であるに尽きるが、それらが依拠して名付けられたとは成立する。 

                                                   
2 「何故…ではない。」：？ 
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時は果が起こる倶有縁であることを否定する＞［章の名を示す］ 

「因と果を考察する」という第二十章である。 
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（第二十一章） 

 

時が本性として有る理由を否定する＞時は果が生起し失壊する因であることを否定する＞［章の著述を説く］ 

言う。「時間等は有るのみである。何故かといえば、ある時に何処かで何かが、

生起と壊を具える故である。このように、もし時間等が無いとなれば、ならば、

そう見れば違いは無いので、一切の時点で、一切より一切も生起し、壊れると

なるものであるが、そのようにもならないので、それ故に、時間等は有るのみ

である。」 

 

章の著述を説く＞生壊が本性として成立したことを否定する＞起壊が本性として有るという主張命題を否定する＞起壊

は一緒であるかないかを考察して否定する＞［主張命題を挙げる］ 

説く。もし、何かに生起と壊そのものが有るとなれば、時間等も有るとなる

ものであるが、 

 

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 

 

という時、もし、生起と壊が有るとなれば、互い（の一方）が無いのか？一緒

になるのか？と問えば、双方の如くとも不合理である時、それらの理由を持つ

時間等が如何様に有るとなろうか。 

 

起壊は一緒であるかないかを考察して否定する＞理由を示す＞［失壊は生起と一緒である・一緒でないことを否定する］ 

「それは如何様に」といえば。 

 

不合理である故であり、 

 

壊は、生起無くして、 

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。 2 

 

このように、壊は生起無くして如何様に有るとなろうか。何かが起これば壊

れるとなるが、基体が無く壊れるとはならない。例えば生があれば死ぬとなる

が、生まれていないものに死は無いが如く、生起が有れば壊れるとなるが、生
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起が無く壊れるとはならない。 

 

そこでこう、『壊は、生起とまさしく一緒に有るのであるが、生起無くしてで

はない』と思えば。 

 

それに説こう。 

 

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が如く。 3 

 

このように、壊は生起と一緒に、如何様に有るとなろうか。その二つの意味

が互いに合致しないものである時、その二つが一つに一緒に有ることは不合理

である。例えば、死は生と互いに合致しない故に、まさしく同一時に有るので

はないが如く、壊も生起と合致しない故に、まさしく一緒に有るのではない。 

 

理由を示す＞［生起は壊失と一緒である・一緒でないことを否定する］ 

言う。「仮に、壊は生起が無くとも不合理であるが、一緒であるとも不合理で

あるので、壊は無かったとしても、先ず、生起は有る。それがある故に、時等

も有る。」 

 

説く。 

 

生起は、壊無くして、 

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。 4 

 

このように、生起は壊無くして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ではないので、このように生起は、壊無くして、

如何様にまさしく有るとなろうか。一切事物が無常性によって、無常に関係し

ている時、諸事物において無常性はいつ時もまさしく無いのではない。 

このようにもし、たった一刹那の事物が無常性と離れるとなれば、そのよう

であれば長期間でも離れるとなる。そう見てもまさしく恒常であるという背理

となるので、それも主張しない。そう見るので、諸事物は常に無常性と関係す
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るので、生起は壊無くしてまさしく有るのではない。 

 

そこでこう、『生起は、壊とまさしく一緒に有るのであるが、壊が無くしてで

はない』と思えば。 

 

それに説こう。 

 

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、 

まさしく有るとは正しくないが如く。 5 

 

このように、生起は壊と一緒に、如何様に有るとなろうか。その二つの意味

が互いに合致しないものである時、その二つが一つに一緒に有ることは不合理

である。例えば、生は死と互いに合致しない故に、同一時に有るのではないが

如く、生起も壊と合致しない故に、一緒に有るのではない。 

 

起壊は一緒であるかないかを考察して否定する＞［それらの意味をまとめる］ 

それ故に、そのように尽く考察したならば、生起と壊は互いに無いか、互い

に一緒に成立することは不合理であるので、 

 

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。 6 

 

生起と壊であるものが、互いに一緒か互いに一緒でなく成立したという、有

るのではないそれらと別他の如何なる様相で成立することが有ると思うのか。

そう見るので、生起と壊は有るのではない。それらが無ければ、時等が有ると

何処でなろうか。 

 

起壊が本性として有るという主張命題を否定する＞起壊は如何なる拠所に有るかを考察して否定する＞ 

［尽・無尽である拠所において起壊を否定する］ 

言う。「留まることが有るので、過失は無い。ここで生起と壊の間には住（留

まる）が有る。住が有るので、生起と壊の何れかが無くとも有るのではないが、

生起と壊は同一時であるともならないので、それ故に過失は無い。」 
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説く。それも不合理である。何故かといえば、諸事物は無常性と続いて関係

するものであるので、如何なる事物も自らの住に一瞬たりとも留まらぬ故であ

る。それ故に、 

 

尽きたものに生起は有るのではない。 

 

何故ならば、諸事物は無常性といつ時も離れず、常に無常性に従って関係す

る故に、尽きたとなる事物において生起はまさしく有るのではなく、生起が無

ければ住が有ると何処でなろうか。 

 

言う。「生起する時には尽きるとならないので、それ故に、生起は有る。生起

は住（留まる）になり、住は後に壊れるとなる。」 

 

説く。 

 

尽きていないものにも生起は無い。 

 

尽きたという性相と離れたものにおいても、生起は無い。何故かと言えば、

事物ではない故である。このように、事物とは尽きた性相を持つものであるの

で、それ故に尽きた性相と離れたものは、まさしく事物ではない。事物ではな

いものにおいて如何様に起こるとなろうか。そこに「そのように起こるとなる

だろう。」という世間名称そのものさえも無いので、それ故に、尽きていないも

のにおいても、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 

 

そのように、何故ならば尽きたものにおいて生起は不合理であるが、生起が

無ければ住（留まる）そのものも無い故に、この生起しておらず留まらない尽

きたものに、壊失は有るのではないが、尽きていないものにも有るのではない。 

尽きたものに有るのではないが、尽きていないものにも有るのではないそれ

ら生起と壊が、他の何に有るとなろうか。そう見るので、生起も有るのではな

いが、壊も有るのではない。 
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起壊は如何なる拠所に有るかを考察して否定する＞［事物である拠所において起壊を否定する］ 

言う。「先ず、諸事物は有り、生起していないものが事物であるとは不合理で

あるので、生起もまさしく良く成立したのである。生起が有るものに壊も必ず

有るので、壊もまさしく良く成立した。」 

 

説く。何？君はビドラ樹の果実を欲しがるのか？君は、生起と壊が有るので

はなく事物が有ると主張する。生起と壊を斥けたので、事物もまさしく斥けた

のではないのか？ 

 

「それは如何様に」といえば。 

 

何故ならば、 

 

生起と壊無くして、 

事物は有るのではない。 

 

このように、もし事物のみが有るとなれば、それは生起する主体か？壊失す

る主体であるものか？と問えば、生起と壊が不合理である時、「事物は有る。」

というそれが、如何様に合理となろうか。 

 

事物が有るのではなく、 

生起と壊は有るのではない。 8 

 

そのように、何故ならば、尽く考察したならば事物そのものが不合理である

故に、事物が有るのではなく拠所の無い生起と壊は有るのではないので、そこ

で「事物が有るならば、生起と壊もまさしく良く成立したのである。」と言った

ことは、正理ではない。 

 

起壊は如何なる拠所に有るかを考察して否定する＞［空・不空である拠所において起壊を否定する］ 

また他にも、ここでもし、生起と壊が有るとなれば、それらは自性が空か、

空でない事物に有るとなるか？と問えば、そこで、 

 

空において、生起と壊は 

まさしく合理ではない。 

 

先ず、自性が空である事物において、生起と壊が有ることは不合理である。
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何故かといえば、有るのではない故である。このように、自性が有るのではな

いものに、それらは何によって有るとなろうか。自性が有るのではない故に、「何

かのこれである。」と、名称が付けられること自体も有るのではないところに、

「何かが起こる。」「何かが壊れる。」と、何が述べられようか。そう見るので、

空であるものに生起と壊はまさしく合理ではない。 

 

そこでこう、『自性が空ではない事物に、生起と壊が有る。』と思えば。 

 

それに説こう。 

 

不空においても、生起と壊は 

まさしく合理ではない。 9 

 

自らの我性として有るとなることが無い事物において、生起と壊が有るとは

まさしく合理ではない。（何故ならば）このように、本性とは他へと変化しない

故である。そう見るので、空でないものにおいても生起と壊はまさしく合理で

はない。 

 

起壊が本性として有るという主張命題を否定する＞［起壊は同一か別かを考察して否定する］ 

また他にも、ここでもし、生起と壊が有るとなれば、まさしく同一か？まさ

しく他となるか？と問えば、そこで、 

 

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 

 

先ず、生起と壊がまさしく同一であるとは不合理である。何故かといえば、

このように、生起とは生じることであるが、壊とは滅すことであり、別の意味

である故に、合致しないその二つが如何様にまさしく同一となろうか。 

生起と壊は、まさしく他であるとも不合理である。何故かといえば、一切の

事物は尽きる我性を持つものである故であり、このように、如何なる事物も一

刹那たりとも無常性と離れることは無い故に、一切の事物は尽きる我性を持つ

ものである。事物は、自性よりまさしく他であるとは不合理であるので、生起

と壊がまさしく他であるとは不合理である。 

そのように、何故ならば、生起と壊はまさしく同一かまさしく他であるとは
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不合理である故に、生起と壊はまさしく不合理である。 

 

生壊が本性として成立したことを否定する＞起壊が本性として有る理由を否定する＞［「見える」は理由にならない］ 

 

生起と壊は、 

見えると君が思うならば、 

 

君がこう『諸事物の生起と壊が、まさしく現前に見えるので、それについて

他の如何なる道理が必要か。』と思えば、である。 

 

それは正理ではない。何故かといえば、このように、 

 

生起と壊は、 

まさしく愚痴によって見られるのである。 11 

 

愚痴が心を覆った不賢の者達は、『生起と壊が見られる。』とそのように思う

が、生起と壊が見られるとは不合理である。何故かといえば、このように、も

し生起と壊が有るとなれば、事物（に依拠するのか？）、あるいは無事物に依拠

するのか？と問えば、それらの事物と無事物は有るのではない。それらが無け

れば、拠所の無い生起と壊が見られると、何処で正しいとなろうか。 

 

起壊が本性として有る理由を否定する＞その理由を示す＞［起壊は自らと同種・異種より生じることを否定する］ 

言う。「事物と無事物は如何様に有るのではないのか。」 

 

説く。ここでもし事物と無事物が有るとなれば、それらは事物からか？無事

物から生じるのか？と問えば、そこで、 

 

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、 

無事物は無事物より生じない。 12 

 

そこで先ず、事物は事物から生じず、このように、壺は確実に留まる粘土よ

り生じない。 

 

『何を。壺は粘土を改造することより生じる』と思えば。 
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そのようであるとしても粘土を改造して滅したならば、壺が生じるので、事

物が事物より生じるのではない。（何故ならば）このように滅して無いものは事

物ではなく、事物と無事物は別義である故である。 

 

もしまた、こう『粘土である事物そのものが壺である』と思惟すれば。 

 

そう見るとしても、事物は事物より生じるのではない。（何故ならば）粘土よ

り他である他の事物が生じない故であり、粘土そのものを壺であると述べた故

である。 

 

そこでこう、『果物である事物は、樹木である事物より生じる』と思惟すれば。 

 

それも適わない。何故かといえば、果物より樹木が他であるとは不合理であ

る故である。そのように先ず、事物が事物より生じることは無い。 

無事物も事物より生じることは無い。このように、壊れた壺は、確実に留ま

る壺より生じない。（何故ならば）確実に留まるものに壊れることは無い故であ

る。壊れた壺は、壺である事物よりも生じない。（何故ならば）壊れて無いもの

は、事物が無い故である。 

 

そこでこう、『事物が無い壺は、斧の事物より生じる』と思えば。 

 

それも適わない。このように、もし無事物が斧より生じるとなれば、壺が無

くとも生じるとなるだろう。もし無事物が生じるならば、無事物そのものには

ならない。（何故ならば）生が有る故である。「生」という何も無ければ、「生じ

る」というそれを、誰が信じるに適おうか。そう見るので、無事物も事物より

生じることは無い。 

事物も無事物より生じることは無い。このように、壺は滅した粘土より生じ

ない。（何故ならば）滅したものは無い故である。もし、滅して無い事物より生

じるとなれば、そう見れば、事物が生じることは無因を持つものとなるので、

それは主張しない。（何故ならば）一切の時において一切より一切が生じる故と、

一切の努めがまさしく無意味となる故である。そう見るので、事物も無事物よ

り生じることは無く、無事物も無事物より生じることは無い。 

このように、無事物は壺の無事物より生じない。（何故ならば）壺の無事物と

は壺が単に無くなったことであり、何も無い故と、生じさせられるものの意味

とは何ものであるか、という故である。仮に、何も無いものが何も無いものよ

り生じるとなれば、そう見れば兎の角も馬の角より生えるとなるだろう。もし、
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無事物が何かであれば、何かである故に、事物そのものであるが、無事物では

ない。そう見るので、無事物も無事物より生じることは無い。 

 

その理由を示す＞［事物は自と他より生じることを否定する］ 

また他にも、このように、もし事物が生じるとなれば、それは我からか？他

からか？双方より生じるとなるか？と問えば、そこで、 

 

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 

 

先ず、事物は我（自）より生じることは無い。（何故ならば）自らの我性とし

て有るものにおいては、再び生じると考察されることはまさしく無意味となる

故と、限りが無くなる背理の過失となる故である。自らの我性として無いもの

においては、「我より」という言葉さえも不合理である故であり、そう見るので、

事物は我より生じることは無い。 

事物は他よりも生じることは無い。（何故ならば）生じておらず無い事物にお

いて、他は不合理である故である。このように、何かが有れば他も有るとなる

が、それも無い。それが無ければ、他が有ると何処でなろうか。もしなるなら

ば、まさしくそれが事物であるので、その有においても生じる為に何をしよう

か。（何故ならば）生じると考察したことはまさしく無意味となる故である。そ

う見るので、生じていないので他は無いのみである故に、事物は、我と他より

も生じることは無い。（何故ならば）斯くも示された二つともの過失の背理とな

る故である。 

そう見るので、事物とは双方よりも生じることは無い。我と他と双方より生

じることの無いそれらの事物が、他の何から生じると思うのか。 

そう見るので、事物は不合理である。事物が有るのでなければ、何の事物が

無いとなろうか。事物と無事物が有るのでなければ、拠所無くして生起と壊が

如何様に有るとなろうか。 

 

章の著述を説く＞生壊が本性として成立したと主張すれば、恒常と断滅の過失であると示す＞ 

［事物が本性として有ると承認すれば、恒常と断滅になるさま］ 

また他にも、 

 

事物が有ると承認したならば、 
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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 

 

事物であるとの見解が有れば、他のこの大きな過失ともなる。何故ならば、

その事物が有ると承認したならば、恒常と断滅の見解である背理となるだろう。 

如何様にといえば、このように、その有は恒常と無常である故であり、その

事物であるものが有ると承認すれば、それは恒常か無常となる。（何故ならば）

それより他には不合理である故である。 

そのように先ず、もしその事物が恒常であるならば、恒常である過失の背理

となるが、あるいは無常であるならば、断滅である過失の背理なるので、それ

も主張しない。（何故ならば）大きな過失である故である。 

 

生壊が本性として成立したと主張すれば、恒常と断滅の過失であると示す＞そのように承認しながらもその過失を斥け

る返答を、否定する＞［本性として成立したことを承認して恒常と断滅を斥ける論法］ 

言う。 

 

「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。 

 

このように、事物が有ると承認したとしても、恒常の見解の背理ともならな

いが、断滅の見解の背理ともならず、君は仏説を明らかに知らぬので、そのよ

うに思惟するに過ぎない。このように、もし事物が有ると承認したならば、恒

常と断滅である過失として背理になるならば、そう見れば、有（輪廻）が不合

理になる。何故かといえば、恒常とは確実に留まる故と、断滅は（有に）入ら

ぬ故である。事物であるとの見解が有ろうとも有（輪廻）は合理であるので、

それ故に、恒常と断滅の見解の過失である背理とはならない。それは如何様に

といえば、 

 

果と因の生起と壊の、 

その継続が有である故である。 15 

 

このように、果と因の生起と壊の継続であるものが有（輪廻）であり、そこ

で、何故ならば因が壊れるとなる故に、恒常の過失である背理とならず、何故

ならば滅しつつある因より果が生起するとなる故に、断滅の過失である背理に

ならない。それ故に、そのように事物が有ると承認したとしても、有（輪廻）
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は有る故に、恒常と断滅の過失である背理にならない。」 

 

そのように承認しながらもその過失を斥ける返答を、否定する＞それを否定する返答＞ 

［継続を承認しようとも恒常と断滅は斥けられない］ 

説く。 

 

もし、果の生起と壊の 

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 

 

もし、果と因の生起と壊の継続であるものが有（輪廻）であるとなれば、そ

う見るとしても、君にとっては断滅のみとなる背理となる。何故かといえば、

壊に再び生じることは無い故であり、このように、滅した因にも再び生じるこ

とは無い故である。そのように、滅した因に再び生じることは無い故に、因は

断滅するのみである背理となるだろう。 

 

言う。「ならない。因より果はまさしく他ではない故である。このように、因

より果がまさしく他であるとは不合理である。君も 

『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。』1 

と言ったので、然れば、因より果はまさしく他ではない故に、因は断滅すると

ならない。」 

 

説く。吾輩はそうは言ったが、君はその拠所である真如を理解していない。

このようにもし、事物が滅し事物自体が生じるとなれば、その二つは、まさし

くそれ自体か、まさしく他であると如何してならないのか。このように、もし

先ず、因が因の時点を捨て去って果の時点へと移行するとなれば、そう見れば、

まさしくそれが因であり、その時点が他や他へと変化するのみに尽きる。例え

ば、踊り子が他の衣装を捨てて他の衣装を受け取ることは、まさしく別の衣装

に変化するのみに過ぎず、別人ではない踊り子は、衣装が別になろうともまさ

しく彼女自身が踊り子であるが如く、他の時点へと既に移行したとしてもまさ

しくそれが因であれば、如何様に（因）そのものであるとならないのか。 

 

もしまた、こう『因とは他の時点へと移行せず、因は滅すとなり、因が滅し

                                                   
1 「何か…ない。」：『根本中論』第 18章 10偈。 
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たならば果が生じるとなる』と思惟すれば。 

 

そう見るとしても、他が滅したうえで他が生じた時、如何様にまさしく他で

あるとならないのか。 

我々においては、事物において、依拠して名付けられた、自性が欠如する、

幻や逃げ水や映像のようなものにおいて、その事物は何のものとなろうか。そ

の事物は何より他となろうか。まさしくそれ自体や、まさしく他であるとなる

ことは無い。 

そう見るので、事物であるとする見解が有れば、滅した因は再び生じること

が無い故に、継続が断滅するのみの背理となるだろう。 

 

また他にも、 

 

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。 

 

事物が自性として有るならば、自性が有るものは、事物が無くなるとは正し

くない。何故かといえば、本性とは他へ変化しない故である。それ故に、事物

であるとする見解が有れば、因も滅すとは不合理であるが果も生じるとは不合

理であり、生と滅は否定したものである故に、そこで恒常のみの過失である背

理となるだろう。 

 

また他にも、 

 

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。 17 

 

涅槃2を得た時には阿羅漢の有（存在）の継続は良く寂滅する故に、断滅のみ

の過失でもある背理となるだろう。そう見るので、その有の継続を有ると考え

るとしても、恒常と断滅のみの過失である背理となるだろう。 

 

 

                                                   

2 涅槃
ね は ん

：ここでの意味は無余
む よ

涅槃
ね は ん

といい、有為の継続の残余の無い涅槃。阿羅漢が解脱を得 

たのち、亡くなった状態。無余涅槃を得て、身体だけでなく意識の継続も無くなると主 

張する説と、身体を離れても解脱を得ている意識は断滅しないとする二説ある。ここで 

の対論者は前者。 
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それを否定する返答＞［継続そのものが本性として成立していないと示す］ 

言う。「先ず、有の継続は良く成立した。涅槃を得た時には阿羅漢の有の継続

が退転することは、我々を批判しないので、涅槃を得た時にはそれが断滅する

となっても構わない。」 

 

説く。君の「有の継続が有ろうが、恒常と断滅の過失である背理とはならな

い。」と言ったこと自体も、吾輩が「有の継続が有っても、恒常と断滅のみの過

失である背理となるだろう。」と既に良く示した。 

先ず、「有の継続は良く成立した。」と言ったことも正しくはない。有の継続

とは、如何様にも不合理のみである。何故かといえば、このように、 

 

滅したとなった最後は、 

最初の有に結生するとならない。 

 

現在の有の終末の心が、最後の有である。未来の有の心が生じる最初が、最

初の有である。そこで先ず、滅した最後の有は、最初の有と結生することは無

い。（何故ならば）滅した最後の有は有るのではない故である。このように、滅

して無い事物より、如何様に事物が生じるとなろうか。もし、最後の有が滅し

たとしても最初の有が生じるとなるならば、そう見れば最初の有は無因より起

こるとなるので、それは主張しない。（何故ならば）多くの過失の背理となる故

である。 

 

そこでこう、『滅していない最後の有が、最初の有と結生する』と思えば。 

 

それに説こう。 

 

滅したとならない最後は、 

最初の有に結生するとならない。 18 

 

滅していない最後の有も、最初の有と結生することは無い。何故かといえば、

二つの有である背理となる故と、無因より起こった過失である背理となる故で

ある。 

 

言う。「滅した・滅していない最後の有は、最初の有と結生することは勿論無

いだろうが、しかしながら滅しつつあるものが結生する。」 
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説く。 

 

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 

 

もし、滅しつつある最後の有が最初の有と結生するとなれば、滅しつつある

とは半分滅した故と、生じつつあるも半分生じた故に、その二つが二つの有で

ある背理の過失となる。（何故ならば）「滅しつつある」と「生じつつある」が

有る故である。 

 

生壊が本性として成立したと主張すれば、恒常と断滅の過失であると示す＞［そのように否定した意味を要約する］ 

言う。「『滅した・滅しつつある最後の有は、最初の有と結生することは無い。』

というそれが吾輩に何をしようか。有るならば先ず、最初の有の生は有り、そ

れが有るので有の継続も合理である。」 

 

説く。 

 

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、 

死ぬとなる或る蘊において、 

それに生も起こるとなる。 20 

 

「一緒に結生することも」という「も」という言葉は、滅した・滅していな

い（最後の有）も含む意味である。 

もし、滅しつつある最後の有が、生じつつある最初の有と一緒に結生するこ

とも有るのではなく、滅した最後の有も最初の有と結生することは有るのでは

ない。しかし、滅した最後の有も最初の有と結生するのではないながら「最初

の有の生は有る。」といえば、そう見れば、或る蘊において死ぬことになるそれ

らのみにおいて、生も起こる背理となる。（何故ならば）他の生は不合理である

故である。それも主張せず、そう見るので、その三つ以外に有が生起するとは

不合理である。 

 

そのように三時においても、 

有の継続が正理でなければ、 
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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 

 

それ故に、そのように尽く考察したならば、滅した・滅していない・滅しつ

つある最後の有が最初の有と結生するとは不合理である故に、三時においても

有の継続は正理ではない。三時において無いものである有の継続が、如何様に

有の継続として合理となろうか。 

有の継続が有るのでなければ、生起と壊が有ると何処でなろうか。 

生起と壊が有るのでなければ、君の時間等が成立すると、何処でなろうか。 

 

時は果が生起し失壊する因であることを否定する＞［章の名を示す］ 

「起壊を考察する」という第二十一章である。 
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（第二十二章） 

 

二無我を詳細に説く＞有（輪廻）の継続は本性が欠如すると示す＞如来が本性として有ることを否定する＞ 

［章の著述を説く］ 

言う。「有の継続は有るのみである。何故かといえば、如来が有る故である。

如来とは、世尊、阿羅漢、正しく完成した仏陀が有る。その方が何無数劫をか

けて菩提を正しく成就し、そのようにも他の経部より 

『その生のその時に、私は婆羅門の子、善目という者となった。』 

『その生のその時に、私はガレヌ王という者となった。』 

と説かれ、有（輪廻）の継続が無ければそれは不合理であるので、それ故に有

の継続は有るのみである。」 

 

章の著述を説く＞如来が自らの性相（定義）として成立したことを否定する＞取得者が本性として成立したことを否定

する＞［如来が実質として有ることを否定する］ 

説く。もし、如来そのものが合理であるならば、有の継続も有るか？と問わ

れるが、如来そのものが不合理であるので、その有の継続が有ると何処でなろ

うか。如何様にといえば、ここでもし、「如来」という何かが有るとなれば、そ

れは諸蘊そのものか？諸蘊より他のものであるか？と問えば、それに対し、 

 

御身ではない。御身より他でもない。 

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。 1 

 

先ず、諸蘊そのものは如来ではない。何故かといえば、諸蘊は生起と壊の主

体である故である。如来が無常そのものである背理となる故と、近取者と近取

がまさしく同一であるとは不合理である故である。 

諸蘊より他の如来である蘊の無い法（現象）は個別にも無い。何故かといえ

ば、無常の諸蘊より異なる性質である故にまさしく恒常である背理となる故と、

他そのものであるならば（そのように）認識される対象として有る背理となる

故であり、認識される対象としても無いので、それ故に、諸蘊より如来は他で

もない。 

如来に諸蘊は、何処かにおける樹木の森の如くには無い。何故かといえば、

所依（拠所）能依（依るもの）は他ではない故に、まさしく無常である背理と

なる故である。 

諸蘊に対しても如来は、樹木の森における獅子の如くに無い。何故かといえ
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ば、まさしく只今示した過失となる故である。 

如来は諸蘊を、樹木が根幹を具えるが如く具えるのではない。何故かといえ

ば、諸蘊より他でない故にまさしく無常である過失となる故である。 

そのように五つの様相で探究したけれど、如来は近取にあり得なければ、君

がそれによって有（輪廻）の継続が存在すると尽く考察した、その如来とは何

であるかを言いたまえ。 

 

取得者が本性として成立したことを否定する＞蘊に依拠して名付けられたものが本性として有ることを否定する＞蘊に

依拠して名付けられた如来が本性として有ることを否定する＞ 

［蘊に依拠して名付けられたならば、本性として有るのではない］ 

言う。「何？吾輩が『諸蘊そのものが如来である』か、『諸蘊より如来は他で

ある。』と言ったか？なぜ君は、吾輩に対して恒常か無常である背理となる過失

を擦りつけるのか。吾輩は諸蘊に依拠して如来が名付けられるものであると言

うので、依拠して名付けられるものは、近取より、それ自体か、まさしく他で

あると言わない。それ故に、それ自体と述べられるものではない故に、無常性

の過失とならないが、まさしく他であると述べられるのではない故に、恒常性

の過失にならない。」 

 

説く。何？君は善く組み立てた半分で踊るのか？君は、依拠して如来が名付

けられるとも言うが、如来は自性よりも成立すると主張している。ならば、 

 

もし、仏陀が蘊に 

依拠して、自性より無ければ、 

 

もし、仏陀は諸蘊に依拠して名付けられるものであるならば、その意味とは

仏陀は自性より無いのではないのか？このように、自性より有るものにおいて

は、再度依拠して名付けられることによって、何をしようか。ただその自性だ

けであるそれのみによって、名付けられものになる。何故ならば、それは自性

が無い故に、近取によって何かが名付けられようか。そう見るので、如来は自

性より有るのではない。 

 

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。 2 

 

自性より無いそれらの如来が、他の何より有ると思うのか。 
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蘊に依拠して名付けられた如来が本性として有ることを否定する＞［その二つが矛盾しない返答を否定する］ 

言う。「他の事物より－如来とは他となった近取に依拠して名付けられるもの

であるので、それ故に、如来は他の事物より有る。」 

 

説く。 

 

他の事物に依拠してあるものは、 

まさしくそれらであるとは不合理である。 

 

他の事物に依拠して名付けられるものであるそれは、「我性がある。」と述べ

られることは不合理である。何故かといえば、自らより成立していない故であ

る。 

 

我性の無いそれが、 

如何様に如来となろうか。 3 

 

自らの我性が無い如来であるそのものが、他となった近取によって名付けら

れるものであれば、如何様に如来となろうか。もし、それが自らの我性無く近

取に依拠して我性が有るとなるならば、そう見れば近取に依拠して生じたとな

るので、それも主張しない。（何故ならば）まさしく無常である等の過失として

背理となる故である。 

 

蘊に依拠して名付けられた如来が本性として有ることを否定する＞ 

［自である事物が成立していなければ、他である事物は成立していない］ 

また他にも、 

 

もし、自性が無ければ、 

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。 4 

 

もし如来は自性が無く、自性が有るのでなければ、他の事物が有ると何処で

なろうか。このように、自性より他であるものを「他の事物」というならば、

自性の無いそれが何より他の事物であるとなろうか。そう見るので、他の事物

もまさしく有るのではない。 
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蘊に依拠して名付けられた如来が本性として有ることを否定する＞［然れば、如来は本性として無いと成立した］ 

ならば、自性と他の事物以外にその如来とは何であるかと、何によって名付

けられるのかを言いたまえ。 

 

蘊に依拠して名付けられたものが本性として有ることを否定する＞ 

［如来と蘊が、取者と取られる対象として本性によって有ることを否定する］ 

言う。「君は、依拠して名付けられる意味を全く知らずに多くの不合理をある

だけしゃべり、他者の言葉を侮蔑するのみでは真如の意味を尽く知ることはで

きない。諸如来において、依拠して名付けられるものであるそれに対して『如

来は自性より有るのか？あるいは他の事物より有るのか？』という言葉の論難

は当たらない。」 

 

説く。世間において「鬼による行為であるもの。それは幼子達が為す。」と述

べられることは全く真実であり、吾輩は依拠して名付けられる意味を尽く知ら

ぬのであるが、君はそうでないと見たまえ。君がそれに如来がまさしく有ると

尽く考察した諸蘊とは、近取そのものとして不合理である。それは如何様にと

いえば、 

 

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。 5 

 

もし、近取である諸蘊の以前に「如来」という何かが有り、それが諸蘊を近

く取るとなるならば、そう見れば、如来は依拠して有るとなるに至る。それも

生じたものに、諸蘊がそれをただ明らかにするのみのことをするとなるが、 

 

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 

 

諸蘊に依拠しておらずに、如来は何ものも不合理であり、それは諸蘊に依拠

しておらず、無ければ、無いそれによって如何様に諸蘊が近取となろうか。 

 

言う。「学説に反したそれを説いて良いものか。このように世尊が 
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『輪廻に始まりと終わりは無い。』 

と説かれたので、そこで近取者と近取（取られるもの）に前後関係が有ること

が合理であると、何処でなろうか。それは、常に近取と共にあるので名付けら

れるのである。」 

 

説く。もし、輪廻に始まりと終わりが無いので、近取者と近取は前後関係が

有ることが不合理であるならば、「如来は近取者であるが、諸蘊は近く取られる

ものである。」というこれも不合理ではないのか？何故かといえば、このように、 

 

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 

 

ここで、近く取られたものなので「近取」というが、近く取ることをするの

で「近取者」というので、それ故に近取者によって近く取られたのでないもの

は近取ではない。しかし、近く取られるものを近く取ることをしないものも、

近取者ではない。輪廻に始まりと終わりが無ければ、「これが近く取られたもの

である。」「これが近く取る行為者である。」というそれは不合理である。 

そのように前後関係が無ければ、君の諸蘊が如何様に近く取られるものであ

るのかと、君が尽く考察したその如来が如何様に近く取る者であるのか、それ

を言いたまえ。 

そう見るので、前後関係が無ければ近取者もまさしく不合理であるが、近取

（近く取られるもの）もまさしく不合理である。 

 

言う。「それは合理である。何故かといえば、そのものか、まさしく他である

と述べられる対象ではない故であり、近取者と近取は、そのものかまさしく他

であると述べられない。 

先ず、そのものであると述べられない。（何故ならば）行為者を表す言葉は別

である故である。まさしく他であるとも述べられない。（何故ならば）それぞれ

に成立することは無い故である。そう見るので、その二つとも有り、そのもの

かまさしく他であると述べられ得ない。」 

 

説く。何？君は親しい心で敵を証人とするのか。君は、ただそれだけで近取

者と近取が良く成立することを不合理にする、それのみ（の理由）によって、

それらが良く論立せられる為に努めている。 
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このように、もし近取と近取者であるものが有るとなれば、まさしく同一か、

まさしく他になることに疑いは無い。まさしく同一であるとしても有るのでは

ないが、まさしく他であるとしても有るのではないそれらが、他に如何様に有

るとなろうか。そう見るので、近取もまさしく有るのではないが、近取者もま

さしく有るのではない。 

世間名称に従って近取者と近取を述べるとしても、まさしくそれでもなく、

まさしく他でもないと述べなければならず、それはただ確実にそのように見解

される。そうでなければ、我である如来と、無我である近取が、如何様にまさ

しく他であるとならぬのか。 

阿闍梨聖提婆も、 

「何故ならば色に我は無い。それ故に色より我は他となる。寒と熱がま 

さしく別であることは、無い、と述べられてはならぬが如く。」1 

と説かれた。 

 

取得者が本性として成立したことを否定する＞［それらのまとめ］ 

もしまた、近取者であるものが有るとなれば、そう見るとしても、 

 

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。 8 

 

近取であるものによって名付けられたその如来であるもの自体を、五様相で

探索したならば、まさしくそれか、まさしく他であると述べられる対象ではな

い。それが近取に無ければ、如何様に「如来は有る。」と述べられるのか。そう

見るので、依拠して名付けられたことと、まさしく有ることも不合理である。 

 

如来が自らの性相（定義）として成立したことを否定する＞［取られる対象が本性として成立したことを否定する］ 

言う。「『近取』というこの五蘊が、先に認識されるとなる限り、如何様に無

いとなろうか。それ故に、先ず近取は有る。運転者無く馬車は行かぬので、こ

こで近取者も有るとなる。」 

 

説く。何？君は奔流に流されながら抜かれた根にしがみつくのか？君は近く

取られたものによって近取者が良く成立させられると主張する。ある時、 

 

                                                   
1 「何故…如く。」： 
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近く取られるものは、 

それは自性より無い。 

 

『近く取られるものが有る。』と思うことも、縁起生である故に、自性は無い。 

 

言う。「それは先ず有る。仮に我の事物より有るのではなくとも、他の事物よ

り有る。」 

 

説く。 

 

我の事物より無いものは、 

その如く事物より有ることは全くない。 9 

 

自らの事物より無い近取が、他の事物より有るとなることは全く無い。我の

事物が何かしら有るならば、他であるとなろうが、近取は自らの事物より有る

のではないので、それ故に、それより他もまさしく有るのではない。他が無け

れば、如何様に他より有るとなろうか。そう見るので、近取は他の事物よりも

有るのではない。 

 

如来が自らの性相（定義）として成立したことを否定する＞［その二つのまとめ］ 

「現前に認識される。」と言ったことも、完全に蒙昧である自心の過失によっ

て、幻や夢を見るが如く見えるのであるが、これにおいて正しくは僅かにも無

い。（何故ならば）『これは真実である。』と思う顕かな執着を捨て去った故に、

世尊が水面に浮上した泡や、水中の気泡や、逃げ水や浮き木の集まりや、幻の

諸々の例を挙げられ、「この幻は幼子を欺く。」とも説かれた。何故ならば、そ

れらは有るのではない故に、 

 

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 

 

そのように、何故ならば、近取は自性よりも有るのではないが、他の事物よ

りも有るのではない故に、近取は空である。何故ならば、近取者も全ての様相

で尽く考察されたならば、自性よりも有るのではないが、他の事物よりも有る

のではない故に、近取者も空である。それ故に、君は「水面に浮上した泡や、
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水中の気泡や、逃げ水や、浮き木の集まりや、幻のように真髄が無く、自性が

空である近取によって、幻の人や、夢や、映像や、尋香の都のように精髄無く

自性が空である如来が有る。」と、如何様に捏造するかを更に言及したまえ。 

そう見るので、先ず、「自説に対する執着が見られるが、依拠して有ると名付

ける誰か」と、「『これが有るのでこれは起こるが、これが無いのでこれは起こ

らない。』と名付ける、まさしく依拠して有ることと、まさしく無いことを捨て

去り、中庸であると論証したもの」の二人より、どちらが依拠して名付けられ

る意味を全く知らぬ者であるのか考えたまえ。 

そう見るので、依拠して名付けられた意味とは、依拠して名付けられる事物

は、一切の様相において自性が欠如する故に、まさしく有や無であると述べら

れるものではないのであり、世俗名称の言葉においては、過失は無い。 

 

章の著述を説く＞［それにおいて他の邪見に関するものも礎が無いと示す］ 

言う。「もし、そのように『それら一切は空である。』とも述べられるのでな

いものならば、ならば君は恥ずかしげも無く秘密をさらけ出し、『これら一切は

空である。』と言うのか。」 

 

説く。「『空である。』と述べられるのでないものならば」とは、非常に少なく

述べたのであり、 

 

「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 

 

「空である。」とも述べられず、「空ではない。」ともされず、「空と不空」や、

「空でもない不空でもない。」とも述べられない。正しくない妄分別を捨て去る

為と、勝義の真如が仮設される意味としてそれらが述べられ、以降でも 

「世俗名称に依拠しておらず、聖なる義は示すことができない。聖なる 

義に依拠しておらず、涅槃を得るとはならない。」2 

と現れる。 

阿闍梨聖提婆によっても、 

「もし事物に本性が有るならば、空性を見ることに如何なる功徳が有ろ 

うか。分別による束縛を見るので、ここでまさしくそれを否定せよ。」3 

                                                   
2 「世俗･･･できない。」：『根本中論』第 24 章 10 偈。 
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と説かれた。 

 

言う。「仮に、如来は自性よりも有るのではないが、他の事物よりも有るので

はない。何故『恒常と無常等や、辺や無辺等と言われるものではない。』と言う

のか。『如来はまさしく無い。』と、ただはっきりと述べられる正理ではないか

と思う。」 

 

説く。依拠して名付けられるものである如来を、「有る。」というか「無い」

と、如何様に述べて良いものか。このように、もし一如来が有るとなれば、近

取が無くとも有るのみとなる道理であるが、近取が無ければ、有るのではない。

近取が無ければ有るのではないものが、如何様に「有る。」と述べられるのか。

何かに依拠して名付けられるその如来が、如何様に「無い。」とも述べられよう

か。このように、ウドゥンバラの花が無ければ、名付けられるものとして無い。

そのように、何故ならば先ず、如来は自性よりも有るのではないが、他の事物

よりも有るのではない故に、説く。 

 

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。 12 

 

自性が欠如し自性が寂滅したものである如来に、恒常と無常等の四つ、「恒常

である如来」、「無常である如来」、「恒常も恒常であるが無常も無常である如来」、

「恒常でもなく無常でもない如来」というそれらが合理であると、何処でなろ

うか。 

辺（限り）と無辺（無限）等の四つが、「辺が有る如来」、「無辺である如来」、

「辺が有ることも有るけれど辺が無くとも無い如来」、「辺が有るのでもなく辺

が無いのでもない如来」というそれらが合理であると何処でなろうか。自性と、

他の事物と離れたものである、それら恒常と無常等より何れか一つとなる「如

来」というそれは何であるか。何故ならば、諸蘊に依拠して名付けられるもの

である故に、「如来は無い。」とも述べられるものではなく、このように、依拠

して名付けられるものが如何様に無となろうか。以降でも、 

「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 

                                                                                                                                                     
3 「もし…否定せよ。」：『四百論』第 16 章 23 偈。「もし、本性として事物が有るならば、

空を見ることにいかなる功徳が有ろうか。分別によって見ることは束縛であり、それを

ここで否定しよう。（パツァブ訳）」 
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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。」 

4 

と現れる。 

それ故に、そのように有性と無性の方向より離れた如来に、まさしく今生で

依拠したにもかかわらず、認識対象として無い如来に対して愚痴によって全く

包まれた心を具え、真如を見ることが隠された、 

 

密な思い込みを保持させられた 

者は、涅槃について、 

如来が「有る」か、 

「無い」という分別で考える。 13 

 

密な思い込みを保持するとなる『まさしくこれが真実であるが、他は無意味

である。』と思う者は、涅槃を得た如来に対して、このように「如来はまさしく

有る。」というか、「如来はまさしく無い。」という分別を、そのように尽く考察

する。「如来は涅槃を得てから有る。」というか、「如来は涅槃を得てから無い。」

というか、「如来は涅槃を得てから勿論有るが、勿論無い。」というか、「如来は

涅槃を得てから有るのでもなく無いのでもない」というように考える。縁起生

を知る灯明の光が心の眼に利益し諸事物を清浄に如実に見る、それら偉大なる

我性の方々にとっては、 

 

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、 

思索はまさしく合理とはならない。 14 

 

自性と他の事物が欠如する、幻や映像や変化のような、涅槃を得たその如来

に、「仏陀世尊は涅槃を得てから有る。」というか、「仏陀世尊は涅槃を得てから

無い。」というそれらの思惟は、まさしく合理とはならない。（何故ならば）そ

のようであるとしても世尊が、 

「阿難よ。お前はこのように、今生において如来を清浄であると随見し 

ていなければ楽になるだろう。」 

と説かれた故である。 

 

 

                                                   
4 「その･･･しない。」：『根本中論』第 27 章 8 偈。 
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章の著述を説く＞［誤って捉えたことによる過失を示す］ 

「如来は涅槃を得てから存在する。」というか、「如来は涅槃を得てから無い。」

という者達が、 

 

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 

 

それ故に、そのように、世間の一切の戯論（主客二元的に発生したもの）よ

り正しく超越し無尽である仏陀世尊について、有と無や、恒常と無常等の諸々

の戯論によって概念作用を起こすそれら一切の者は、それらの戯論によって智

慧の目が衰えたことによって、生まれながらの盲人にとっての太陽の如く、如

来を見るとならない。世間より超越した法（現象）に留まる如来を、有等の世

間的な諸々の戯論で、如何様に見ることができようか。 

「無尽」とは行くことが無い意味であり、「行くことが無い者を、如何なる歩

みで導こうか。」と説かれた如くである。そう見るので、如来とはまさしく自性

が無いものであるので、それに対して「有（輪廻）の継続は有るのみである。（何

故ならば）如来が有る故である。」と言ったことは正理ではない。 

 

章の著述を説く＞［その正理を他にも適用する］ 

そこで、世間とは二様相であり、有情の世間と行（作用）の世間であると主

張する。そこで如来が考察されたことによって、有情の世間も考察されたので

あるが、この如来が考察されたこと自体で行の世間も考察されたと理解したま

え。何故かといえば、このように、 

 

如来の事物そのものであるもの、 

それはこの衆生の自性である。 

 

何故ならば、如来の自性であるものはこの衆生の自性でもある故に、まさし

くこの如来が考察されたことによって、これらの衆生も考察されたのである。 

 

言う。「如来の自性とは何か。」 

 

説く。 
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如来は、事物そのものが無い。 

この衆生は自性が無い。 16 

 

如何様にといえば、何故ならば、如来は諸蘊に依拠して名付けられるもので

あるが、自らより良く成立したことは無い故に、自性は無い。これらの衆生も

それやそれらに依拠して名付けられるものであるが、これらに自らより良く成

立したことは僅かにも無いので、それ故に、衆生も如来の如く自性が無い。自

性が無い故に、本章でも、 

「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。」5 

と説かれた。 

 

言う。「そのようではない。有為とは一筋に『無常である』と述べられるが、

如来は『無常である』とは述べられぬので、そこで 

『如来の事物そのものであるもの、それはこの衆生の自性である。』 

とは、如何様に合理となろうか。」 

 

説く。それは以降よりも、 

「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。」6 

と現れるので、そこで世間の世俗の真実であるもので「壺は有る。」「垣根が有

る。」と述べられる、まさしくそれによって「壺は壊れた。」「垣根が焼けた。」

とそれらが無常であるとも述べられる。それのみ（真如）が単なる垣根のみで

ある時、壺や垣根は依拠して名付けられるものであることが不合理であれば、

それらが壊れた、焼けたと見て合理であると、何処でなろうか。 

他にも、如来も世間の世俗に従って「如来はお年を召された。」「如来は涅槃

へ入られた。」と無常であるとも述べる。勝義を思惟する時に、如来そのものが

不合理であれば、「お年を召す」や「涅槃に入る」を見て合理であると、何処で

なろうか。 

それ故に、如来の自性であるものは、この衆生の自性でもある。そう見るの

で、有情の世間が考察されたことによって、行の世間も考察されたと成立した。 

 

如来が本性として有ることを否定する＞［章の名を示す］ 

「如来を考察する」という第二十二章である。 

                                                   
5 「恒常と…有ろうか。」：『根本中論』第 22 章 12 偈。 
6 「諸仏が…である。」：『根本中論』第 24 章 8 偈。 



263 

ブッダパーリタ［第 22 章］ 
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（第二十三章） 

 

『根本中論』の解説、ブッダパーリタ。第九巻 

 

有（輪廻）の継続は本性が欠如すると示す＞煩悩が本性として有ることを否定する＞［章の著述を説く］ 

ここで言う。 

 

「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、 

依拠したこれより全く起こる。 1 

 

ここで、貪欲と瞋恚と愚痴は妄分別より起こると諸経部より詳細に説かれ、

好ましいと、好ましくないという誤りにまさしく依拠することより全く起こる

ので、それ故に、貪欲と瞋恚と愚痴は有るのである。」 

 

章の著述を説く＞煩悩は本性があることを否定する＞［縁起の理由によって否定する］ 

ここで説く。 

 

好ましい、好ましくないという、 

誤りに依拠して起こるもの。 

それらは自性より無い。 

それ故に、煩悩は正しく無い。 2 

 

現在好ましい、好ましくないという誤りに依拠して妄分別より起こるそれら

のものは、自性より無いので、それ故に、諸煩悩も清浄に有るのではない。 

 

煩悩は本性があることを否定する＞拠所は本性として無いという理由によって否定する＞ 

［我は拠所として無いという理由によって否定する］ 

また他にも、 

 

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 

 



264 

ブッダパーリタ［第 23 章］ 

 

我の有性と無性は、如何なる様相としても如何様にも成立することは無い。

その我が無ければ、諸煩悩の有性と無性が如何様に成立するとなろうか。何故

かといえば、 

 

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。 

 

それらの煩悩は何の（所有する）ものであろうか－それらの煩悩が何かの（所

有する）ものであることも、一切の様相において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 

 

もし、何かの（所有する）ものであるそれらの煩悩も成立することが有るの

でなければ、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。 

 

拠所は本性として無いという理由によって否定する＞［心は拠所として無いという理由によって否定する］ 

『仮に、何も無く諸煩悩は有り、それらは誰のものでもない。』と思えば。 

 

それに説こう。 

 

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 

 

斯様に自らの身体を見る見解（の対象）が、五蘊に五様相として有るのでは

ないが如く、諸煩悩も煩悩を持つ心に五様相として有るのではない。斯様に、

自らの身体を見る見解（の対象）は五蘊に五様相として有るのではないが如く、

煩悩を持つ心も諸煩悩に五様相として有るのではない。 

 

煩悩は本性があることを否定する＞［因は本性として無いという理由によって否定する］ 

また他にも、 
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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。 6 

 

好ましいと好ましくないという誤りが自性より有るのではない時、好ましい

と好ましくないという誤りは、正しくない。正しくないものは、有るのではな

く、それら好ましいと好ましくないという誤りが有るのでなければ、それらに

依拠して起こるそれらの煩悩は何であろうか。それらの因を持つ諸煩悩が、如

何様に有るとなろうか。 

 

煩悩は本性があることを否定する＞［対象は本性として無いという理由によって否定する］ 

言う。 

 

「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 

 

色形と音声と味と触感と香と法（現象）の六相は、貪欲と瞋恚と愚痴の礎で

あると尽く考察され、それらの礎が有れば、好ましいと好ましくないという誤

りが全く起こるので、それ故に、好ましいと好ましくないという誤りに依拠し

て、貪欲と瞋恚と愚痴が起こる。」 

 

ここで説く。 

 

色形と音声と味と触感と、 

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。 8 

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 

 

色形と、音声と、味と、触感と、香と、諸法（現象）は、ただそれだけのも
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の、離れた、何も無い、非混合で、自性は無く、尋香の都のようであり逃げ水

や夢に似るので、幻の人のように、映像に似たそれらにおいて、好ましいや好

ましくないが起こると何処でなろうか。 

 

煩悩は本性があることを否定する＞因は本性として無いという他の理由によって否定する＞ 

［貪欲と瞋恚の因が本性として成立したことを否定する］ 

また他にも、 

 

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、相対しておら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 

 

それ（「好ましい」）に依拠したならば「好ましくない」が「好ましくない」

と名付けられる「好ましい」は、「好ましくない」に相対する以前に有るのでは

ないので、それ故に「好ましい」は合理ではない。 

 

それに依拠して「好ましくない」、 

「好ましい」と名付けられる。 

「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 

 

それ（「好ましくない」）に依拠して「好ましい」が「好ましい」と名付けら

れる「好ましくない」は、「好ましい」に相対する以前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。 

 

「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 

 

「好ましい」が有るのでなければ、貪欲が起こると何処でなり、「好ましくな

い」が有るのでなければ、瞋恚が起こるとも何処でなろうか。 
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因は本性として無いという他の理由によって否定する＞愚痴の因が本性として成立したことを否定する＞誤りが本性と

して成立したことを否定する＞［常見が誤りとして、本性として成立したことを否定する］ 

ここで言う。「経部より恒常等の四つの誤りが有ると説かれたので、それらは

有る故に、誤りとなったものも有る。そこで、無常である何かを『恒常である』

と捉えることは誤りであるが、無常である何かを『無常である』と捉えること

は誤りではなく、残りについてもその如くである。」 

 

ここに説く。 

 

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 

 

もし、『無常を〈恒常である〉とそのように捉えることは誤りである。』と思

えば。 

 

それに説こう。自性が空であることにおいて恒常であるとは僅かにも有るの

ではないので、それが無ければ、そのように捉えることが如何様に誤りでない

となろうか。諸々の残余もその如くである。 

 

誤りが本性として成立したことを否定する＞ 

［無常であると捉えることは誤りではないと、本性として成立したことを否定する］ 

 

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 

 

もし、『無常を〈無常である〉とそのように捉えることは誤りではない。』と

思えば。 

 

それに説こう。自性が空であることにおいて無常は僅かにも有るのではない

ので、それが無ければ、そのように捉えることは如何様に誤りでないとなろう

か。諸々の残余もその如くである。 
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誤りが本性として成立したことを否定する＞［ただ捉えることのみが本性として成立したことを否定する］ 

 

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。 15 

 

捉えるもの（何が捉えるか）は、行為するものになったことによってである。

捉えることであるものは、事物となったものである。捉える者であるものは、

行為者となったものである。捉えられるものは、行為対象となったものである。

それら一切が寂滅するとは、自性より寂滅する－それらは如実にそのように、

過ぎたと、過ぎていないと、歩むが考察された折に詳細に既に説いたので、そ

れ故に、捉えることは有るのではない。 

 

愚痴の因が本性として成立したことを否定する＞誤りを具えるものが本性として成立したことを否定する＞ 

［具わるものは本性として無いので、具える者が本性として有ることを否定する］ 

 

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 

 

まさしく誤りか、まさしく正しいと捉えるそれらが有るのでなければ、何に

誤りが有ることになり、何に誤りでないものが有るとなろうか。 

 

誤りを具えるものが本性として成立したことを否定する＞［誤りの拠所が本性として成立したことを否定する］ 

また他にも、 

 

誤りとなったものに、 

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。 17 

誤りとなりつつあるものにも 

諸々の誤りはあり得ない。 

 

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もあ
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り得ない。誤りとなりつつあるものにもあり得ず、如何様にあり得ないかは、「過

ぎた」と、「過ぎていない」と「歩む」を考察する章1において詳細に示した如く

理解したまえ。 

 

何に誤りがあり得るかは、 

己自身で分析せよ。 18 

 

今何に諸々の誤りがあり得るか、己自身で尽く分析せよ。 

 

誤りを具えるものが本性として成立したことを否定する＞［誤りが本性によって生じたことを否定する］ 

また他にも、 

 

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 

 

自性より生じていないそれらの誤りが、如何様であれば有るとなろうか。今

それらの誤りが自性より生じることが無ければ、誤りを持つものが有ると何処

でなろうか。 

 

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 

 

愚痴の因が本性として成立したことを否定する＞［誤りの対象の有無を考察して否定する］ 

また他にも、 

 

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。 21 

 

もし、「我と、好ましいと、恒常と、楽」というそれら四つが有るならば、そ

                                                   
1 「過ぎた」･･･章：『根本中論』第 2 章。 
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れらは有る故に、恒常であると知ることと、好ましいと知ることと、恒常であ

ると知ることと、楽であると知るそれらのことは誤りではないとなる。 

 

そこでこう『我と、好ましいと、恒常と、楽というそれら四つは有るのでは

ないが、無我等の四つはある。それらを誤って捉えるので、諸々の誤りも有る』

と思えば。 

 

それに説こう。 

 

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。 22 

 

もし、「我と、好ましいと、恒常と、楽」というそれら四つが無ければ、それ

らは無い故に、「無我と、好ましくないと、無常と、苦」という四つも有るので

はない。（何故ならば）相対関係が無い故である。それ故に、この因の特性によ

っても、諸々の誤りは有るのではない。 

 

愚痴の因が本性として成立したことを否定する＞［そのように否定することは重要であると示す］ 

 

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 

 

そのように修行道によって諸々の誤りは滅すが、誤りが滅したことによって

無明2が滅し、無明が滅したことによって行等の意味が滅すとなる。 

 

章の著述を説く＞［その理由である、それを捨て去る方法が本性として有ることを否定する］ 

 

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るとなろうか。 

                                                   
2 無明：無知。輪廻の十二縁起の第一。十二縁起とは、輪廻に生を受ける十二段階。無明・

行・識・名色・六處・触・受・愛・取・有・生・老死。 
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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ものが自性として有り、正しく、真如であり、真実

であるならば、それらは如何様に捨て去られるとなろうか。有を誰が捨て去ろ

うか－捨て去るとは不合理である故である。 

 

そこでこう『諸煩悩は自性としてまさしく無く、それら自性として無いもの

を捨て去る。』と思えば。 

 

それに説こう。 

 

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 

 

もし、幾らかの煩悩であるものは自性として無く、正、真如、真実でなけれ

ば、それらを如何様に捨て去るとなろうか。無を誰が捨て去ろうか。（何故なら

ば）捨て去られるとは不合理である故である。 

 

煩悩が本性として有ることを否定する＞［章の名を示す］ 

「誤りを考察する」という第二十三章である。 
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（第二十四章） 

 

それに対する反論を斥ける＞真実を考察する＞章の著述を説く＞反論＞起壊等が不合理であるという反論＞ 

［四聖諦の修行対象と修行行為が不合理であるという反論］ 

 

ここで言う。 

 

「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1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 

 

起壊等が不合理であるという反論＞［向と果が不合理であるという反論］ 

 

それらが有るのではないので、 

四果2も有るのではない。 

果が無ければ、果に住する者も無い。 

向かう者達も有るのではない。 3 

 

起壊等が不合理であるという反論＞［三宝が不合理であるという反論］ 

 

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、 

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。 5 

                                                   

1 聖なる四つの真実：四聖諦
ししょうたい

。苦諦
く た い

（苦しみの真実）・集諦
じったい

（苦しみの原因の真実）・滅諦
めったい

（苦

しみとその原因が滅した真実）・道諦
どうたい

（滅諦を得る為の修行道の真実）の四。 

2 四果
し か

：声聞聖者の四種の修行の果。 
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もし、これらの衆生が全て空であるならば、それ故に起こることは無く、壊

れることは無い。それらが無いので、聖なる四つの諸真実が、君には無い背理

となるだろう。四聖諦が無いので、苦が尽く知られることと、集が捨て去られ

ることと、道が修されることと、滅が実現されることは、合理となるのではな

い。 

それら、苦が尽く知られることと、集が捨て去られることと、道が修される

ことと、滅が実現されることが有るのではないので、善行の四果も有るのでは

ない。善行の果が無ければ、果に住す者と向かう者であるそれら八種のプトガ

ラ3も有るのではない。 

もしそれら八種のプトガラである士夫が無ければ僧伽は無く、また他にも聖

なる諸諦が無い故に、聖なる法も有るのではない。聖なる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。その言葉で空性であると語るなら

ば、三宝を害するのである。 

 

反論＞［業の因果等が不合理であるという反論］ 

また他にも、 

 

空性は、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。 6 

 

空性を保持するならば、非法と法そのものと、それらによって為された果が

                                                   

3 八種のプトガラ：四向四果
し こ う し か

の、八種の修行道の何れかを具える者。 

四果は声聞聖者の四種の修行の果。四向は、果を得る為に実践に向かう四種の修行道。 

預流果
よ る か

：四果の一。声聞の第一の果。見所断（見道で捨て去るべきもの）を捨てて、静

慮地（禅定）を得る障害になる欲界の荒い煩悩を捨て去るまでの声聞聖者の修行果。 

一来果
いちらいか

：四果の一。声聞の第二の果。見所断（見道で捨て去るべきもの）を捨てて、静

慮地（禅定）を得る障害になる欲界の殆どの煩悩を捨て去り、来生に欲界の生を一度経

過して阿羅漢果を得るだろう声聞聖者の修行果。 

不還果
ふ げ ん か

：四果の一。声聞の第三の果。見所断（見道で捨て去るべきもの）を捨てて、静

慮地（禅定）を得る障害になる欲界の煩悩を捨て去り、来生に欲界の生を受けずに阿羅

漢果を得るだろう声聞聖者の修行果。 

阿羅漢
あ ら か ん

：阿羅漢果。四果の一。声聞の第四の果。見所断・修所断（見道・修道で捨て去

るべきもの）を捨て去り、解脱を得た声聞聖者の修行果。 
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有ることと、世間人の名称全にも害を為すものであるので、そう見れば、一切

事物は空ではない。 

 

章の著述を説く＞それへの返答＞他派の言説は縁起の真如を了解していない反論であると示す＞他派が挙げた過失は自

派に当てはまらないさま＞論難が当たらない理由＞［三義を了解していない反論であると示す］ 

 

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。 7 

 

君は、空性が示された必要性であるものと、空性の定義であるものと、空性

の意味であるそれらを正しく如実に了解していない故に、そのように批判する

のだ。 

 

論難が当たらない理由＞そのような反論が（対論者は）二諦を了解していないと示す＞［了解されていない二諦の本質］ 

 

諸仏が法を示されたことは、 

二諦に正しく依拠している。 

世間の世俗の真実（諦）と、 

聖なる勝義の真実（諦）である。 8 

  

そのような反論が（対論者は）二諦を了解していないと示す＞［二諦を知らねば善説の真如を知らぬ］ 

 

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。 9 

 

仏陀仏世尊方が法を示されたことはこれらの二諦に依拠して起こり、「世間の

世俗の諦」とは、自性が欠如する諸法（現象）において、世間が誤りを了解し

ていないことによって、一切法（現象）は生じると見るものであり、それはま

さしくそれらにとって世俗としてまさしく真実であるので、世俗の諦である。 

「勝義の諦」とは、聖者方が誤りであるとご理解されたことによって、一切

法（現象）は生じることは無いとご覧になるものであり、それはまさしくそれ

らの方々にとって勝義として真実そのものであるので、勝義の諦である。 
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そこで、その二つの世俗諦と勝義諦の分類をよく知らぬ者は、仏陀の深甚な

教えの真如をよく知らぬのである。 

 

そのような反論が（対論者は）二諦を了解していないと示す＞［二諦が示された必要性］ 

ここで、こう『言いたい意味が〈一切法（現象）は生じることが無い〉とい

う勝義諦そのものであるならば、この第二の世俗諦は何故必要か？』と思えば。 

 

それに説こう。 

 

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。 

聖なる義に依拠しておらず、 

涅槃を得るとはならない。 10 

 

何故ならば、世俗名称に依拠しておらずに勝義が示されることは適わず、何

故ならば、勝義に依拠しておらずに涅槃が得られるとはならない故に、二諦と

も名称付けられなければならない。 

 

そのような反論が（対論者は）二諦を了解していないと示す＞［二諦を誤って捉える過失］ 

 

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 

 

勝義である空性について見解を誤れば、弱い知慧を具える者を破滅させ、彼

に大変な害をもたらすことになる。斯くも、例えば蛇に対して持ち方を誤れば

酷いことになり、その者に死に係わる大きな危険を生じさせることや、斯くも、

例えば明咒や真言の行じ方と儀軌が衰えたことによって成就を誤ったならば、

破滅を招き、その者に命に係わる大きな危害を生じさせるが如くである。 

 

そのような反論が（対論者は）二諦を了解していないと示す＞ 

［二諦は了解し難いので、教示者が最初に説かれていないさま］ 

 

それ故に弱き者がこの法の、 

底を悟ることは難しいとご存知になり、 
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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 

 

その因（理由）のみの故に、知慧の弱い者達がこの法の奥底をまさしく了解

し難いとご存知になって、世尊の御心は法を示すことより良く退かれたのであ

る。 

 

他派が挙げた過失は自派に当てはまらないさま＞［論難が当たらないと示す本論］ 

 

君が私に対して、空性を、 

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。 13 

 

君が私に対して、空性を、過失として背理にすることによって捨てさせるも

のは、自性が欠如するものにおいて不合理である。 

 

他派が挙げた過失は自派に当てはまらないさま＞［過失が無いだけでなく、良質があるさま］ 

また他にも、 

 

空性が適うものは、 

それにおいて一切が適うとなる。 

 

他派の言説は縁起の真如を了解していない反論であると示す＞過失を挙げた者自身にその過失が当てはまるさま＞ 

［過失の提示者にその過失が当たる理由］ 

 

空性が適わぬものは、 

それにおいて一切が適うとならぬ。 14 

 

それにおいて自性がまさしく欠如すると適うものに、世間と出世間の一切が

適うとなるだろう。それにおいて自性がまさしく欠如すると適わぬものに、世

間と出世間の一切が適わぬとなるだろう。 

 

過失を挙げた者自身にその過失が当てはまるさま＞［それによって、自らの過失を他派の過失であると捉えた方法］ 

 

まさしく君は自らの諸々の過失を、 
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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。 15 

 

まさしく君が自らの諸々の過失を私に尽く転嫁させることは、馬に実際に乗

りながら、馬そのものを忘れてしまったかの如くである。 

 

過失を挙げた者自身にその過失が当てはまるさま＞［それらの過失が何であるか明らかに示す］ 

また他にも、 

 

もし、諸事物が事物そのものより 

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 

 

もし、諸事物は自性に有ると随見するならば、そう見れば君は、諸事物は因

縁が無いと見るのである。然れば、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、果についても害を為すのである。 

 

それへの返答＞［自派の承認は、空の意味は縁起の意味であると示す］ 

 

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 

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 

 

吾輩は、依拠し関係して起こる（縁起生である）ものは空性であると説き、

それは依拠して名付けられるものであり、まさしくそれが中の道である。そこ
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で、何らかの事物がまさしく有るならば、それは依拠して起こることと、依拠

して名付けられるものであるので、何故ならば縁起生でない法（現象）は何も

有るのではない故に、空でない法（現象）は何も有るのではない。 

 

それへの返答＞そのように主張しない者にとって一切の構成が不合理であるさま＞［所知である四諦が適わない］ 

 

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 

 

もし、この衆生全てが空でないならば、それ故に起こること無く壊れること

は無い。それらは無い故に、聖なる四つの真実ともが、君には無い背理となる

だろう。 

 

もし、「如何様に」といえば。 

 

説く。 

 

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 

 

縁起生でなければ、苦が有るとはならない。何故かといえば、諸経部より 

「無常とは苦しみである。」 

と説かれたことは、自性より有るのではない故である。 

また他にも、 

 

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（苦が全く起こること）は有るのではない。 22 

 

その苦しみが自性より有るのでなければ、何が全く起こるとなろうか。（何故

ならば）自性より有る故である。何故ならばそのようである故に、空性を害す
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るものに集（苦が全く起こること）は無い。 

 

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 

 

自性として有る苦に滅は有るのではない。（何故ならば）壊れぬ故である。然

れば、自性が尽く留まる故に、滅に害を為すのである。 

 

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 

 

道は自性が有ると捉えるならば、修されることは合理にはならない。（何故な

らば）まさしく無意味である故である。このように、恒常であるものに修され

成就する方法は無いので、それ故に道が修されることは合理にはならない。も

し、道が修されるものであるならば、君の自性は有るのではない。 

また他にも、 

 

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。 25 

 

苦と集と滅の三つともの法が有るのではない時、君の、苦が断滅する何が、

道によって得られるだろうと主張するのか。 

 

そのように主張しない者にとって一切の構成が不合理であるさま＞［四諦の智等と四果が適わない］ 

また他にも、 

 

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？ 26 



280 

ブッダパーリタ［第 24章］ 

 

もし、苦であるものを自性として遍く知るのでなければ、それは如何様に遍

智され得ようか。（何故ならば）自性として尽く知られていない故である。君の

「自性として確実に留まるのである」というのではないのか。 

 

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4も、 

遍智の如く適わない。 27 

 

その如く君自身によって、集が捨て去られることと、滅が実現されることと、

道が修されることと、四つともの果も、苦の遍智の如く適わない。自性として

捨てられていないものであるその集も、捨てられ得ない。（何故ならば）自性と

して捨て去られていない故である。自性として実現されていないものであるそ

の滅も、実現され得ない。（何故ならば）自性として実現されていない故である。

自性としてまさしく修習されていないものであるその道も、修習され得ない。

（何故ならば）自性として修習されていない故である。そのようであれば、そ

れら四聖諦は、遍く知られることと、捨て去られることと、実現されることと、

修習されることの四つともも不合理である。 

 

また他にも、四果である預流と、一来と、不還と、阿羅漢も、四つの諸々の

行為が無いので適わない。 

 

そのように主張しない者にとって一切の構成が不合理であるさま＞［三宝が適わない］ 

また他にも、 

 
                                                   

4 四果
し か

：修行よって得られる四種の果。預流果
よ る か

・一来果
いちらいか

・不還果
ふ げ ん か

・阿羅漢果
あ ら か ん か

の四。 

預流果：四果の一。声聞の第一の果。見所断（見道で捨て去るべきもの）を捨てて、静

慮地（禅定）を得る障害になる欲界の荒い煩悩を捨て去るまでの声聞聖者の修行果。 

一来果：四果の一。声聞の第二の果。見所断（見道で捨て去るべきもの）を捨てて、静

慮地（禅定）を得る障害になる欲界の殆どの煩悩を捨て去り、来生に欲界の生を一度経

過して阿羅漢果を得るだろう声聞聖者の修行果。 

不還果：四果の一。声聞の第三の果。見所断（見道で捨て去るべきもの）を捨てて、静 

慮地（禅定）を得る障害になる欲界の煩悩を捨て去り、来生に欲界の生を受けずに阿羅 

漢果を得るだろう声聞聖者の修行果。 

阿羅漢果：四果の一。声聞の第四の果。見所断・修所断（見道・修道で捨て去るべきも 

の）を捨て去り、解脱を得た声聞聖者の修行果。 
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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、 

如何様に得ることができるとなろうか。 28 

 

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ものであるそ

れらの果も、得ることはできなくなるだろう。 

 

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 

 

善なる加行の諸果が無ければ、果に留まる者と、（果に）向かう者である八種

のプトガラ達も有るのではない。もし、八種のプトガラであるそれらの士が無

ければ僧伽も無い。 

また他にも、 

 

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。 32 

 

そのように主張しない者にとって一切の構成が不合理であるさま＞［行為者と業果が適わない］ 

 

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。 
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自性において行為は無い。 33 

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。 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 

 

そのように主張しない者にとって一切の構成が不合理であるさま＞［世間の世俗名称が適わない］ 

 

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 

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 

事物そのものが有るならば、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 

 

自性が有るのでなければ、余すことない諸々の衆生は、様々な（異なる）時

点と離れるとなり、生じておらず、滅しておらず、永久に留まることにもなる

だろう。そう見ることから、そのように自性を語ることを尽く保持するならば、

斯くも示されたそれら一切の過失としても背理となるだろう。 

 

そのように主張しない者にとって一切の構成が不合理であるさま＞［出世間の名称が適わない］ 

また他にも、 

 

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 
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煩悩の一切を捨て去ることも無い。 39 

 

もし、自性がまさしく欠如するのでなければ、それ故に、得ていないものを

得るとなる、それらあらゆる一切の世間と出世間の特性が得られることも無く

なるが、苦しみを終わらせる業も無くなり、一切の煩悩を捨て去ることも無く

なるだろう。 

 

それへの返答＞［縁起の真如を見れば、四聖諦の真如を見るとなる］ 

 

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。 40 

 

縁起生を見る者が、「苦そのもの、集そのもの、滅そのもの、道そのもの」と

いうそれら四法を見るのである。 

 

真実を考察する＞［章の名を示す］ 

「聖なる真実を考察する」という、第二十四章である。 
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（第二十五章） 

 

それに対する反論を斥ける＞涅槃を考察する＞章の著述を説く＞［反論］ 

ここに言う。 

 

「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、滅すことより、 

涅槃1へ至ると主張するのか。 1 

 

「もし、これら全ての衆生が空であるならば、そう見れば起こることは無く、

壊れることは無い。それらが無い故に、何を捨て去り、滅すことより、苦しみ

より超越する（涅槃を得る）だろうと主張するのか。（何故ならば）捨て去るこ

とと滅すことは不合理である故である。それ故に、そのようではない。空でな

ければ、煩悩を捨て去り、蘊が滅すことより涅槃を得るともなるだろう。」 

 

章の著述を説く＞返答＞［事物が本性として成立した説には涅槃が不合理である］ 

ここで説く。 

 

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、滅すことより、 

涅槃へ至ると主張するのか。 2 

 

もし、これら全ての衆生が空でないならば、そう見れば起こることは無く、

壊れることは無い。それらが無い故に、何を捨て去り、滅すことより、苦しみ

を超越する（涅槃を得る）だろうと主張するのか。（何故ならば）捨て去ること

と滅すことは不合理である故である。そう見るので、この次第によって涅槃は

不合理であると理解したまえ。 

 

                                                   

1 涅槃
ね は ん

：苦しみが無くなること。また苦しみの源である煩悩が無くなること。 

一般に、涅槃には二種あり、煩悩を滅した者が生きている間の涅槃を（その者の心と体 

の余りが有る）有余涅槃、煩悩を滅した者の死以後の涅槃を（その者の心と体の余りが 

無い）無余涅槃という。無余涅槃について、仏教小乗学派（説一切有部・経量部）と唯 

識随教行派（唯識派の一部）は、「無余涅槃を得た時に、その者の有為（心身等、事物 

としての）本質的継続が断滅され、無くなる」と主張する。唯識正理派・中観派は、無 

余涅槃を得ても意識の継続はあるとする。 
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返答＞［自説によって涅槃を認識する］ 

「ならば如何様なものか」といえば、 

 

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 

 

それ故に、涅槃の性相とはそのようであると考慮される。 

 

返答＞それより他の方法で語ることを否定する＞涅槃が四つの極辺として成立したことを否定する＞涅槃が事物として

有る・無いの、それぞれの極辺を主張することを否定する＞［涅槃は事物の極辺であるとの主張を否定する］ 

また他にも、 

 

涅槃は事物ではない。 

老死の性相を持つ背理となる。 

老と死去と死の無い、 

事物は有るのではない。 4 

 

先ず涅槃とは、一切の様相においても事物ではない。もし事物であるとなれ

ば、老死の性相を持つものである背理となるだろう。何故かといえば、老死の

無い事物は有るのではない故である。 

また他にも、 

 

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、如何様にも有るのではない。 5 

 

もし、涅槃が事物であるならば、それ故に涅槃は有為となる。何故かといえ

ば、有為ではない事物は何も、如何様にも有るのではない故である。 

また他にも、 

 

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、 
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何も有るのではない。 6 

 

もし、涅槃は事物であると主張するならば、涅槃を「依拠したのではない。」

と言ったことは不合理である。何故かといえば、依拠したのではない事物とは、

何も有るのではない故であり、そう見るので、涅槃は事物ではない。 

 

涅槃が事物として有る・無いの、それぞれの極辺を主張することを否定する＞ 

［無事物の極辺であるとの主張を否定する］ 

ここで言う。「ならば、涅槃は事物ではない。」 

 

ここで説く。 

 

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。 

 

仮に、涅槃は如何様にも事物であるとならなかったことから、無事物でもな

い。何故かといえば、事物が良く成立したならば無事物も良く成立するとなる

故である。 

 

『根本中論』の解説、ブッダパーリタ。第十、最終巻。 

 

また他にも、 

 

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 

 

涅槃は事物であると主張する者にとって、無事物は有るのではない。（何故な

らば）このように、有る事物を「無事物」とすることは正しくない故であり、

そう見るので涅槃は無事物でもない。 

 

また他にも、 

 

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 
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もし、涅槃は事物が有るのではないと主張するならば、「その涅槃は依拠した

ものではない。」と言ったことは不合理である。何故かといえば、依拠したので

はない無事物であるものは、何も有るのではない故であり、そう見ることによ

って、涅槃は無事物でもない。 

 

涅槃が事物として有る・無いの、それぞれの極辺を主張することを否定する＞ 

［二極辺を捨て去った涅槃を何処におくか］ 

言う。「ならば涅槃はどのようであるか述べたまえ。」 

 

説く。 

 

来て、行く事物は、 

依拠するか、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。 

涅槃であると示された。 9 

 

誤りを悟らぬことによって、諸蘊が依拠するか因を為したものである、来て

行く事物そのものが誤りであるので、依拠したのではなく、因を為したのでは

ないことによって諸蘊が起こらないことを、涅槃であると示された。 

 

涅槃が事物として有る・無いの、それぞれの極辺を主張することを否定する＞［二極辺の見解を教示者が叱責する方法］ 

また他にも、 

 

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 

 

世尊が、諸々の起と壊を捨て去るよう御言葉を賜れたので、それ故に、涅槃

とは事物でもなく、無事物でもないと正しい。 

 

涅槃が四つの極辺として成立したことを否定する＞［その二つの極辺を主張することを否定する］ 

ここで言う。「ならば涅槃は、事物と無事物の双方ともである。」 

 

ここに説く。 
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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、 

解脱となることは、正理ではない。 11 

 

もし、涅槃が事物と無事物の双方ともであるならば、そう見れば事物と無事

物であるものが解脱であるとなるので、それも正理ではない。（何故ならば）互

いに反する二つが同時に一つであることはあり得ない故である。 

 

また他にも、 

 

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。 

それは二つに依拠した故である。 12 

 

もし、涅槃が事物と無事物の双方であるならば、そう見れば涅槃は依拠して

いないのではなくなる。（何故ならば）その涅槃は事物と無事物の二つともに依

拠した故である。それは主張しないので、それ故に「涅槃は事物と無事物の双

方である。」というそれは、正理ではない。 

 

また他にも、これ故に正理ではなく、 

 

もし、涅槃が、 

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。 13 

 

涅槃は、事物と無事物の双方であるとは不合理である。何故かといえば、涅

槃は無為であるが、事物と無事物の二つは有為である故である。そう見るので、

この因の一部特性によっても、涅槃が事物と無事物の双方であるとは正しくな

い。 

 

ここで言う。「涅槃は事物と無事物の双方でもないが、その二つが有るものが、

涅槃である。」 
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ここで説く。 

 

もし、涅槃に、 

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。 14 

 

涅槃に事物と無事物の二つが有るとも不合理である。何故かといえば、互い

に合致しないその二つが一所に同一時に一緒に有ることは正しくない故であり、

例えば光と闇の如くであるので、それについて「それに事物と無事物の二つが

有るものが、涅槃である。」と言ったことは正しくない。 

 

涅槃が四つの極辺として成立したことを否定する＞［双方でない極辺を主張することを否定する］ 

ここで言う。「涅槃は事物でもない。無事物でもない。」 

 

ここで説く。 

 

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、それは成立するとなる。 15 

 

君が「涅槃は事物でもなく、無事物でもない。」と言ったことは不合理である。

何故かといえば、「事物でもなく無事物でもない」と明らかで、捉え、働く心で

あるものは、無事物と事物の二つが成立したならばそれも成立するとなるので

あるが、それら無事物と事物が成立していないので、それ故に「涅槃は事物で

もなく、無事物でもない。」というそれは不合理である。 

 

また他にも、 

 

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。 16 

 

もし、涅槃が事物でもなく、無事物でもないのであれば、事物でもない無事
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物でもないそれらは無く、それらが無い故に、「事物でもなく無事物でもない涅

槃」と、何ものがそれを顕かにし、定義し、認識し、決定しようか。そう見る

のであれば、「涅槃は事物でもなく、無事物でもない。」というそれも正しくな

い。 

 

それより他の方法で語ることを否定する＞［涅槃を会得したものが四つの極辺として成立していないと示す］ 

これ故にも涅槃は不合理であり、如何様にといえば、 

 

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 

 

何故ならば、世尊が涅槃を得られたか、留まられたとしても構わないが、「有

る。」か「無い。」か「有ることも有るが、無いことも無い。」か「有るのでもな

い。無いのでもない。」と顕かでなく、定義されることも無く、認識されること

も無く、名付けられることも無い故に、涅槃も名付けられるものとして無く、

それが無ければ、涅槃は誰のものであるとなろうか。そう見るのであれば、一

切の様相としても、涅槃は不合理である。 

 

それより他の方法で語ることを否定する＞それによって成立した意味＞［輪廻と寂滅が平等性であると成立した］ 

また他にも、 

 

輪廻は涅槃より、 

違いは僅かにも有るのではない。 

涅槃も輪廻より、 

違いは僅かにも有るのではない。 19 

 

ここで、蘊の継続に依拠して「輪廻」と名付けられるならば、それらの蘊は

自性が欠如する故に、如何様に永遠に生が無く、滅が無い主体であるのかを吾

輩が全く最初に既に示したので、それ故に一切法（現象）は生が無く、滅が無

いことがまさしく等しいことによって、輪廻は涅槃より違いは僅かにも有るの
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ではない。斯様に輪廻は、涅槃より違いが僅かにも有るのではないが如く、涅

槃も輪廻より、違いは僅かにも有るのではない。 

 

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 

 

涅槃と、輪廻の正しい果てと、無生の果てと、正しい究極の果てであるそれ

らは、認識されるものとして無いとまさしく等しいことによって、非常に微か

な僅かな違いも有るのではない。 

 

それによって成立した意味＞［無記の見解の否定が成立した］ 

 

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。 21 

 

「如来が滅されてより有る」と「無い」と、「有ることも有るが無いことも無

い」と、「有るのでもなく無いのでもない」と見解するものや、「世間は果てが

有る」と「世間は果てが無い」と、「果ては有ることも有るが、無いことも無い」

と、「果ては有るのでもなく、無いのでもない」と見解するものや、「世間は恒

常である」と「世間は無常である」と、「恒常も恒常であるが、無常も無常であ

る」と、「恒常でもなく、無常でもない」と見解するものであるそれらは、順次

に涅槃と、後の果てと、前の果てに依拠したのである。 

そこで、 

 

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。 22 

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。 

双方でないも、何ものであるか。 23 
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返答＞［そのように否定したことにおいて、経証との矛盾を排斥する］ 

 

一切の認識対象が寂滅し、 

戯論が寂滅し、寂静である。 

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。 24 

 

涅槃を考察する＞［章の名を示す］ 

「涅槃を考察する」という第二十五章である。 
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（第二十六章） 

 

章の著述其々の意味を説く＞縁起を了解する・しないことからの、輪廻への入出の仕方＞［章の著述を説く］ 

ここに言う。「君が、大乗の教説によって勝義へ入ることを既に示したけれど、

ここで君が声聞の教説の勝義に入ることを示したまえ。」 

 

章の著述を説く＞順行の縁起＞［放つものの因果］ 

ここで説く。 

 

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、 

それより触が起こるとなる。 3 

名と色形と念じるものに、 

依拠して生じるのみであり、 

そのように名と色形に依拠して、 

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 

 

順行の縁起＞［成すものの因果］ 

 

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 
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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。 7 

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 

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。 9 

 

章の著述を説く＞［逆行の縁起］ 

 

それ故に、賢者達は輪廻の、 

根本の行を行わない。 

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 

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 

 

幼子は無明が覆い隠したことによって再度生を受ける故に、衆生は地獄等を

組み立てる三様相の諸行1を、身体と言葉と意によって顕現して行う。斯様に顕

現して為された大中小の何れかであるそれら善と不善の業によって、有情は地

獄等の諸衆生へと赴く。 

                                                   
1 三様相の諸行：三様相の業。業は動機によってなされた行為。有形とする学派と、心の一 

時的な働きにおく学派がある。 

三様相は善・不善・不動（色界・無色界への転生が確定した動かない業）、または身体・ 

言葉・心意の業。 
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そこで行である縁を持つ識2が、斯様に諸衆生へ入り込んだことによって、名

と色3が出来上がるとなる。 

名と色が出来上がったとなれば、名色になったものより六處4が起こるとなる。 

六處に依拠して、それより触5が起こるとなり、その触が起こる次第はこうで

ある。名と色と作意に依拠して生じるのみであり、そのように名色に依拠して

識が生じるとなり、そのように名と色と識の三つが集まったものが触である。 

触より受6が全く起こるとなる。 

受である縁によって愛7であり、受の意味に対して愛すとなる。 

愛すとなれば、諸々の四取8を近く取るとなる。 

取が有れば、近取者の有9がよく起こるとなり、もし取が無ければ、然れば解

脱するとなり、その者の有が起こるとはならないものである。しかし、何故な

らば取と共にある故に、有が起こるとなり、その有も五蘊であると知りたまえ。 

有より生が起こるのである。 

生より老死と、悲痛と、慟哭と、苦と、心不楽と、混乱等が起こり、そのよ

うに、この混じり気の無い苦の集合のみである苦の蘊が起こるとなる。 

 

それ故に、賢者達は輪廻の根本である諸行を行わない。それ故に、不賢の者

達は諸行の行為者であるが、賢者達はそうではない。それは何故かといえば、

真如を見る故であり、そこで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」は、まさしく十二支分を知り修習されることが習熟さ

                                                   

2 識
しき

：意識の認識主体的な部分。時間的継続性があり、業が為され滅した時に、業の潜在的

なエネルギーが蓄積される（因時）。後に条件が整った時（果時）に業が活性化する。 

3 名
みょう

と色
しき

：「色」は身体的な集積の色蘊。「名」は知覚作用等の集積である四つの蘊〈受蘊

（感受作用の集積）、想蘊（識別作用の集積）、行蘊（他の四以外の行い等の集積）、識蘊

（心王〈知覚作用において観察者として見ている部分〉の集積。六識ある。）〉。あわせて

五蘊になる。 

4 六處
ろくしょ

：六つの感覚器官。眼・耳・鼻・舌・身体・識。 

5 触
しょく

：外的対象を捉える知覚が生じる条件となる、対象と感覚器官と知覚の接触。 

名（作為と共にある意識・無等間縁）、色（感覚器官・増上縁）、対象（所縁縁・色に従 

属する）、作意（一時的な意識作用・無等間縁）、が集結すること。 

6 受
じゅ

：感受作用。楽・苦・苦楽どちらでもない感受の三種。 

7 愛
あい

：今生で享受した好ましい対象に対する欲望。 

8 四
し

取
しゅ

：「取」は来世の蘊を取らせる強い欲望。四種に分類される。 

欲取（欲望に依拠した取）・見取（見解に依拠した取）・戒禁取（誤った修行の取捨に依

拠した取）・我語取（我と我がものに依拠した取）。 

9 有
ゆう

：第三縁起の識で蓄積された業の潜在的エネルギーが活性化されて、輪廻での来世を「有」

にした状態。活性化した業。 
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れることと、まさしく安定堅固としたことによってである。それやそれの有（輪

廻）の支分が滅したことによって、それやそれの有（輪廻）の支分は顕現して

起こらず、そのように、混じり気のない苦の集合のみである苦の蘊は正しく滅

し、永久に滅すとなる。 

それらの有（輪廻）の十二支分に入ることは、詳細には経部と阿毘達磨より

理解したまえ。要約して、ここでも述べた。 

 

縁起を了解する・しないことからの、輪廻への入出の仕方＞［章の名を示す］ 

「有（輪廻）の十二支分を考察する」という第二十六章である。 
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（第二十七章） 

 

章の著述それぞれの意味を説く＞縁起生を了解すれば悪見が退くさま＞［章の著述を説く］ 

ここに言う。「ここで君が、声聞乗と共通の経部の辺に依拠して見解の諸様相

があり得ないと示したまえ。」 

 

章の著述を説く＞［十六悪見を認識する］ 

ここで説く。 

 

「過去時において現れた」というものと、 

「現れていない」、世間は恒常等という 

見解であるそれらは、 

前の果てに依拠したのである。 1 

「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 

 

『一切有漏を収める類品』という経部より説かれた「我は、以前過去時に現

れた」というものや、「我は、以前過去時に現れていない」というこの理由によ

って世間は恒常である等と見解するそれらは、前の果てに依拠したのである。 

「我は、未来の別の時に現れるだろう。」や「我は、未来の別の時に現れると

ならない。」というこの理由によって、世間に果てが有る等と見解するそれらは、

後の果てに依拠したのである。 

 

章の著述を説く＞縁起を了解することによって、それに留まらぬ方法＞世俗として映像のような縁起であるとして、そ

れらの見解に留まることを否定する＞前の果てに依拠した四見解の第一を否定する＞過去時に現れた・現れていないと

する二見解を否定する＞過去時に現れたとする見解を否定する＞［否定本論］ 

それらは不合理であり、如何なる正理によってかといえば、説こう。 

 

「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。 
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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、 

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 

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。 7 

 

過去時に現れたとする見解を否定する＞［否定のまとめ］ 

 

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。 8 

 

「我は以前、過去時において現れた」というそれは不合理である。何故かと

いえば、以前の転生において現れた者自身が、現在のこの我ではない故である。 

 

そこでこう『もし、以前の諸々の転生において現れた者自身が、現在のこの

我であるとなれば、それ故に如何なる過失となろうか？』と思えば。 

 

それに説こう。もし、以前の諸々の転生において現れた者自身が、現在のこ

の我であるとなれば、そう見れば近取が別であるとならぬものであるが、近取

は別であるともなり、近取に結ばれておらず我が有る背理にもなるだろう。そ

こで、近取に結ばれていない君のその我は、何者であると言うことができるの

か？吾輩は一切の様相においても不合理であると知る。 

 

そこでこう、『近取に結ばれていない我は有るのではない。』と思えば。 
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それ故に近取そのものが我であるとなるか、あるいは君の我は無いのである。 

「近取そのものが我である。」というそれも不合理である。何故かといえば、

その近取は、起こり壊れるものであるので、生じ滅すとなる故である。そのよ

うなものは、我の性相ではない。 

また他にも、近取であるもの自体が、如何様に近取者であるとなろうか。（何

故ならば）多くの過失となる背理になる故である。 

 

そこでこう、『近く取られるものより、近取者は他である。』と思えば。 

 

それに説こう。我が近取より他であるとはまさしく合理ではない。何故かと

いえば、もし他であるならば、近取が無くとも眼等の諸根（感覚器官）によっ

て認識される対象として有る筈であるが、認識対象として無い故である。 

そう見れば、我そのものは近取より他でもないが、それは近取そのものでも

ない。近取が無いのでもない。まさしく何も無いと確かでもない。それ故に、

この考察によって「我は以前の過去時において現れた」というそれは不合理で

ある。 

 

過去時に現れた・現れていないとする二見解を否定する＞［過去時に現れていないとする見解を否定する］ 

ここで、 

 

「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、留まるとなり、 

そこで死なずに生まれるとなる。 10 

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、 

現れるものが、無因を持つものになる。 12 
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ここで「我は過去時において現れたとならない」というそれも不合理である。

何故かといえば、以前の諸々の転生において現れたとなったものより、これは

他ではない故である。もしこれが他であるとなれば、それ故に、それが無くと

もこれが現れるとなる。 

また他にも、以前のそれは、その如く、そこに留まるとなり、これもそこで

死んでおらずに、ここに生まれるとなるだろう。そう見れば、断滅と、諸業が

無駄になることと、他者が為した諸業を他者がそれぞれ経験することと、それ

らの多くの過失として背理になるだろう。 

また他にも、そう見れば、我は現れていないものより現れた背理となり、我

は現れていないものより現れるのではないので、それ故に、ここでも我が所作

になることと、起こる（現れる）ものは無因を持つものになる過失として背理

になるので、それは主張しない。それ故にこの考察によって「我は過去時にお

いて現れたとはならない」というそれも不合理である。 

 

前の果てに依拠した四見解の第一を否定する＞［まとめて、他の二見解も不合理であると示す］ 

 

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、 

過去について見解するもの、 

それらは合理ではない。 13 

 

そのように尽く考察したならば、「我は以前過去時において現れた」、「我は以

前過去時において現れたとならない」、「以前過去時において現れたとなったと

もなったが、現れたとならなくもならない」、「以前過去時において現れたとも

ならず、現れたとならなくもない」という、過去時について見解するそれらは

合理ではない。 

 

世俗として映像のような縁起であるとして、それらの見解に留まることを否定する＞ 

［それによって、後の果てに依拠した四見解の第一を否定したと示す］ 

ここで、 

 

「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 
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ここに、「我は未来の他の時点において現れるだろう」と、「我は未来の他の

時点において現れるとならない」という、未来時について見解するそれらは、

過去時と等しく思惟されるものあり、過去時（について）より開示した過失で

あるまさしくそれら（の過失）を、ここでも個別に知りたまえ。 

 

世俗として映像のような縁起であるとして、それらの見解に留まることを否定する＞前の果てに依拠した四見解の第二

を否定する＞［恒常・無常の辺執見の始めの二つを否定する］ 

また他にも、 

 

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、その天自身がその人自身となれば、そう見れば恒常であるとなる。 

また他にも、天はまさしく生まれていないともなる。何故かといえば、恒常

に生まれることは無い故である。何故ならば、天である者自身は人ではなく、

天はまさしく生まれていないのでもない故に、恒常ではない。 

 

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、天より人が他であるならば、そう見れば無常であるとなる。心相続の

理由によって、天より人が他であるとは不合理であるので、それ故に無常では

ない。 

 

前の果てに依拠した四見解の第二を否定する＞［辺執見の後の二つを否定する］ 

 

もし、一方は天であるが、 

一方は人であるとなれば、 

恒常と無常になる故に、 

それも正理ではない。 17 
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もし、一方は天であるが、一方は人であるとなれば、そう見れば、恒常も恒

常であるが無常も無常であるとなるものであるが、何故ならば、そのようにま

さしく第二の我性は正理ではない故に、恒常も恒常であるが無常も無常ではな

い。 

 

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。 18 

 

もし、「恒常と無常」というその双方が良く成立したとなれば、それ故に「恒

常でもなく無常でもない」というそれも良く成立するとなる、と主張すること

を得るが、何故ならば恒常と無常のその双方が良く成立していない故に、「恒常

でもなく無常でもない」というそれも、良く成立しない。 

 

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、 

恒常となったが、それも無い。 19 

 

もし、ある事物がある所より来て、何かが単独で何処かへと行くとなれば、

それ故にそこに始まりは無いので、恒常になるものであるが、知慧によって探

求すれば何らかの事物が或る所より来て、何かが単独で何処かへ行くとなるよ

うな事物は何も無いので、それ故に、それに始まりが無いことも無いので、恒

常ではない。 

 

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。 20 

 

もし、そのように知慧によって考察したならば、事物が何も無ければ、無常

は何であるとなろうか。恒常も恒常であるが無常も無常であることと、恒常で

もなく無常でもないものも、何であるとなろうか。そう見ることによって、前

の果てより始まった恒常や無常等についてのそれら四見解は不合理である。 
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世俗として映像のような縁起であるとして、それらの見解に留まることを否定する＞後の果てに依拠した四見解の第二

を否定する＞［果てを具える・具えない辺執見の始めの二つを否定する］ 

ここで、後の果てより提起された有辺と無辺等のそれら四見解が、如何様に

不合理であるかを説こう。 

 

もし、「如何様に」といえば。 

 

説く。 

 

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。 21 

 

「世間は果てが有る」とは不合理である。何故かといえば、もし、彼方の世

間が有るとなれば、それ故に世間は果てが有るとはならぬ故である。彼方の世

間も有るので、それ故に「世間は果てが有る」とは不合理である。 

「世間は果てが無い」ということも不合理である。何故かといえば、もし、

世間は果てが無いとなれば、それ故に彼方の世間が無くなる故である。彼方の

世間も有るので、それ故に「世間は果てが無い」ということも不合理である。 

 

「その二つは何故不合理であるのか」といえば。 

 

それに対して説こう。 

 

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。 22 

 

何故ならば、諸蘊のこの継続は、灯明の光と等しく因と縁の集合の力によっ

て起こる故に、「世間はまさしく果てが有る」と「まさしく果てが無い」という

ことも正しくない。 

 

「何故正しくないのか」といえば。 
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それに対して説こう。 

 

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、 

然れば世間は果てが有るとなる。 23 

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、 

然れば世間は果てが無いとなる。 24 

 

もし、以前の諸蘊が壊れるとなり、これらの蘊に依拠してそれらの他の蘊が

起こらなければ、然れば世間は果てが有るとなるものであるが、何故ならばそ

のようではない故に、「世間は果てが有る」ということは不合理である。 

もし、以前の諸蘊が壊れず、それらの蘊に依拠してそれらの後の蘊が起こら

なければ、然れば世間は果てが無いとなるものであるが、何故ならばそのよう

ではない故に、「世間は果てが無い」ということも不合理である。 

阿闍梨聖提婆も、 

「聴聞者と聴聞されるものと、説者が現れることは非常に希少である。 

それ故に、要約すれば輪廻とは、果てが有るのではなく、果てが無いの 

ではない。」1 

と説かれた。 

 

後の果てに依拠した四見解の第二を否定する＞［辺執見の後の二つを否定する］ 

ここで、「世間は果てが有ることも有るが、果てが無いも無い」というそれも

不合理である。何故かといえば、説こう。 

 

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 

 

もし、一方は果てが有るとなるが、一方は果てが無いとなれば、それ故に世

                                                   
1 「聴聞者･･･ではない。」：『四百論』第７章 5 偈。「聴聞者、聴聞されるもの、説者が、現

れることは非常に得難い。然れば、要約すれば輪廻は、果てが無いのではなく、果てと

共にあるのではない。（パツァブ訳）」 
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間は果てが有ることも有るが、果てが無いも無いとなるものであるが、そう見

れば、事物はまさしく二つの我性となるので、それは不合理である。 

 

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 

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 

 

先ず近取者は、如何なる正理によって一方は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。恒常と無常そのものは無い故に、先ず

そのようには不合理である。 

近く取られるものも、如何なる様相によって、一方は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。恒常と無常そのものは不合理

のみである故に、そのようであるとも不合理である。 

そのように、何故ならば、まさしく二つの我性である事物は不合理である故

に、「世間は果てが有ることも有るが、果てが無いも無い」ということは不合理

である。 

 

ここで、「世間は果てが有るのでもなく、果てが無いのでもない」ということ

も不合理である。何故かといえば、説こう。 

 

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 

 

もし、「果てが有る」と「果てが無い」というその双方が良く成立したとなれ

ば、それ故に「果てが有るのでもなく、果てが無いのでもない」というこれが

良く成立するとなるとも、主張することを得るが、何故ならば「果てが有る」「果

てが無い」というその二つが良く成立していない故に、「果てが有るのでもなく、

果てが無いのでもない」というこれも良く成立していない。 

そう見るので、この考察によって、後の果てより提示された有辺（果てが有
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る）と無辺（果てが無い）等の四見解は不合理である。 

 

縁起を了解することによって、それに留まらぬ方法＞ 

［勝義として一切の戯論が寂滅することによって、それらの見解に留まることを否定する］ 

 

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。 29 

 

あるいは、一切事物は空である故に、恒常等であるとする諸見解は、如何な

る対象と時間に、如何なる事物に対して、如何なる見解が、如何なる理由で全

く起こるとなろうか。 

 

著述の意味＞［そのように教示する御恩を随念する礼拝］ 

 

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。 30 

 

その方が御愛情によって近く保たれ、一切の見解を捨て去る為に聖なる法を

教示された、非常に素晴らしく不可思議で比類無く量り知れぬ、氏族ゴウタマ

と同族であるその仏陀世尊へ、礼拝奉る。 

 

縁起生を了解すれば悪見が退くさま＞［章の名を示す］ 

「見解を考察する」という第二十七章であり、最終章である。 

 

本論＞［末尾の意味］ 

 

『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、般若（智慧）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よく分類され、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、聖者龍樹が著された。 
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その解説である『ブッダパーリタ』という、大乗の了義を示す、悪見解の汚

れを掃う般若（智慧）波羅蜜の方法を決定した、勝義諦を明らかにする、聖者

文殊の預言を得て、多くの論書の解説を著され、大乗に正しく入門し、持明咒

を成就した特別な境地へと去られた、阿闍梨尊者仏護による著は完了した。 

 

インドの僧院長ギャナガルバと、主校訳経官チョクロ・ルィギェルツェンが

訳し校合し、決定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECHEN 訳 
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