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正理の海［第１章］ 

≪第一章・縁を考察する。≫ 

 

第二項［本論］に三項目がある。［論書名の意味］、［著述の意味］、［末尾の意味］

である。 

 

第一項［論書名の意味］ 

印度語1で「パルギャ」とは、蔵語2において「智慧」である。「マダャマカ」とは

「中」である。「ムーラ」とは「根本」である。「カーリカ」とは、「言葉を章にした」

である。「ナーマ」とは「という」である。 

そこで、「智慧」とは智慧波羅蜜の仕様で、名の一部を述べた。『般若灯論註』3よ

り、 

「般若波羅蜜のあり様を証成するので、般若灯論」 

と説かれた如くである。これは、著述内容の面から名が付けられた。 

「中」とは、世間において極辺を捨て去った中央を「中」ということに似て、有

（実在）無（虚無）等の二極辺を捨て去ったことによる中央そのものが「中である。」

と、自らの意味に忠実な言葉で述べた。その「中」の道を示し提唱するので「カ」

といい、言葉の語基に従って「中の論書」、あるいは「中」という名がそれに有るも

のが、「中」である。 

又は、「『カ』という名詞を表す語で述べることによって『中』といい、中の学派

である。」と清弁4が説いている。「マダャマカ」の語基に準拠して、「中の論書」あ

るいは「中の学派」に「中」と名付けたのである。 

もし有無の二極辺を捨て去った中央を「中」と説くならば、『三昧王経』より 

「有・無というものは二つとも果て（極辺）である。浄・不浄、これも果て 

であり、それ故に二つの果てを尽く捨て去り、賢者は中央にも留まることを 

しない。」 

と説かれたことを如何様に導引しようかといえば、その言葉によっては、「実在論者

達のように、間違った極辺を否定してそれと離れた中央を真実であると捉えて、（そ

こに）留まらない」5と示すので、有無等の一切の果て（極辺）を捨て去った「中」

                                                   
1 印度語：サンスクリット語。インドで大乗仏教の経典・論書が記された主な言語。 

2 蔵語
ぞ う ご

：チベット語。チベットの漢名を｢西蔵
せいぞう

｣という。 

3『般若灯論註
はんにゃとうろんちゅう

』：清
しょう

弁
べん

（バーバイヴェーカ）の著した『般若
はんにゃ

灯論
とうろん

』に対する註釈。 

観世音戒著。 

4 清
しょう

弁
べん

：バーバイヴェーカ（500~570）。古代インドの学匠。中観自立論証派の創設者。 
5「実在論者…留まらない」：中観帰謬論証派から見れば、非仏教徒と仏教哲学の他派は実 

在論者となるが、彼ら自身は「中道を行く中観派」であると言う。従って各々異なる有 

（実在）と無（虚無）の極辺を設定し、その二辺から離れた中の道を説明する。更に、 

※次頁脚注に続く 
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が無い、と示すのではない。 

『注疏道理』6より、 

「果て（極辺）とは、尽きると末の部分と、近さと方向と下方に当たる。」 

と説かれたように「果て」の語意は多くあるけれども、「果てより離れる」という果

て」とは、『中観顕明論』7より、 

「もし『中』において、心自らの本質そのものである実在の事物の何かしら 

が有るとなれば、その時にはそこに存在するので、『恒常である』あるいは『無 

常である』と顕かに思い込むことも、如何様に果て（極辺）となろうか。事 

物の真如を如実に追従し、まさしく正しく作意8することを『（誤りに）落ち 

る部分である』とすることは正しくない。」 

と説かれた如くである。それも、捉えたように存在する対象は、ここで「果て」で

はないが、心（心理作用）も正しい作意なので、辺執9ではない。 

然れば、ここでの「果て」とは下落する所10であり、世間において崖っぷちを「果

て」、そこから落ちることを「果てに落ちる」と言うが如くである。 

そこで、｢真実として有る｣とは世俗11としてもあり得ないので、｢真実として無い｣

は世俗として有る故に、「勝義12として無い」と（考えること）は虚無の辺執（断見）

ではなく、「そのようではない（勝義として無いのではない）」と否定することは、

虚無の極辺を否定することではないけれども、「否定対象を否定した無が、真実とし

て有る。」と執すれば事物の無い（虚無の）果てに陥るので、それを否定することも

虚無の辺を否定するのである。 

因果等の諸法（現象）が世俗として有ることについて、如何なる量13も害し得な

いので、「それらは有ではない」あるいは「無い」と捉える認識対象と認識主体は、

                                                   

ものごとの自性を認めているので、その中道を自性としてある（真実である）とする。 

「その様な中央を真実であると思い込み、そこに留まることをしない」という意味。 

6『注疏道理』：論書。世親
せ し ん

（ヴァスバンドゥ。320~400）著。世親は無
む

着
じゃく

（［序論］ 

脚注 8 参照）の父違いの弟。 

7『中
ちゅう

観
がん

顕
けん

明論
みょうろん

』：論書。蓮華
れ ん げ

戒
かい

（カマラシーラ。8 世紀）著。 

8 作意
さ い

：心を対象に据えて、他の対象に心を移さない心理作用。「正しい作意」とは、正し 

い対象に心を据えおき働かせること。 

9 辺執
へんしゅう

：極辺に執着すること（［序論］脚注 4・69 参照）。 
10 下落する所：見解において、恒常・実在の極辺から誤った実在の見解へ落ちる箇所と、 

虚無の極辺から誤った虚無の見解へ落ちる箇所。 

11 世俗
せ ぞ く

：ここでの意味は、｢聖なる真実（空性を直接知覚する認識面において認識される

もの）でないもの｣。｢勝
しょう

義
ぎ

｣（［序論］脚注 64 参照）に対する。 

12 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。｢世俗｣（脚注 11 参照）に対する。 

13 量
りょう

：正しい認識作用（［序論］脚注 52 参照）。 
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虚無の極辺とその辺執であるが、「仏陀には欠点が無い」というようなことは虚無の

極辺とその辺執ではない。 

（因果等の諸法は無いとする）これは（ものごとを）抹消する虚無の極辺であり、 

前者（否定対象を否定した無が真実としてある）は捏造された虚無の辺である。 

それ故に、前述の否定以外の、諸法（現象）が勝義として、あるいは自らの性相

として有ると捉える認識対象と認識主体は、実在の極辺とその辺執であるが、「仏陀

には智慧と愛情が有る」というようなことは実在の極辺とその辺執ではない。 

著述の幾つかの場合において、一切の「勝義としての有」は、実在の極辺である

と説かれたものもある。 

然れば、そう捉えることにより思い込む者が破滅するであろうものを「果てに落

ちる」と名付けた、「有・無の極辺への落ち方」はそのように知るべきであるが、 

「有」「無」という言葉のみをその極辺としてそれを捨て去りながら、「有るのでは

ない」「無いのではない」という言い方に望みをかけて「無色無声」等の改訂に重き

を置こうとも、徒労に終わる。 

「根本」とは、中についての全論書の礎を保持する身体のようであり、偏ったも

のではないということである。「言葉を章にした」とは、韻文として整えたこととし、

一般に知られた「章」ではない。これに韻文は四百四十九偈あり、章は二十七章で

ある。 

 

第二項［著述の意味］に三項目がある。［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］、［縁起生は八つの極辺と離れると説明する方法］、［そのよ

うに教示する御恩を随念する礼拝］である。 

 

第一項［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］に二

項目がある。［総義］、［支分の義］である。 

 

第一項［総義］に三項目がある。［この言葉の意味に論書の著述内容等が含まれ

るさま］、［差別事（主体）において八の差別法（性質）が具わるさま］、［それに

対する他派の反論を斥ける］である。 

 

第一項［その言葉の意味に論書の著述内容等が含まれるさま］ 

阿闍梨龍樹が、説かれるであろう論書全体の著述内容を誤りなく示す面からそ

の偉大さを述べ、著述内容である｢縁起生の本質｣と不別に留まられる教示者14仏陀

                                                   
14｢縁起生の・・・教示者：｢縁起生の本質｣とは空性であり、教示者仏陀は常に空性を直接 

知覚する状態に留まる。 

※次頁脚注に続く 
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へ、論書を著すにあたり礼拝を捧げようと誓われ、 

「その方が・・・」15 

等を説かれた。それにおいて、｢滅が無い｣等、八の性質によって特化した縁起生

が『根本中論』の著述内容である。一切の戯論16が熄滅17し寂静の性相を持つ涅槃

18が、その最重要（達成）目的である。 

『顕句論』19より、 

「帰敬偈20の著述によって論書の著述内容と最重要目的を示す」 

と説かれたことは、この（帰敬偈の）言葉によって「八の特性をそなえる縁起

生」と「戯論が熄滅した涅槃」を示したことにあてるけれども、「『根本中論』の

著述内容と最重要目的であるとこの言葉が示した」とはしない。（何故ならば）

「その方が・・・寂静を示された」と説かれたのは、「教示者がそのように示され

た」という意味である故である。 

（『根本中論』の）｢目的｣とは、他の所化21による未了義・了義22の意味への不了

解や、誤分別23の迷いや、誤知24を斥け、正しく理解させる－その為に、その著述

内容を示す故である。 

｢目的｣は｢論書｣に頼り、｢最重要目的｣は｢目的｣に頼っていることが「関係性」

であり、直接（言葉として）説かれてはいないけれども、暗示されている。 

「戯論が熄滅し寂静」25 

という言葉の註釈より、 

                                                   

仏陀以外の者は、空性（勝義）を直接知覚している時にはそれ以外のものごと（世俗） 

を知覚することができず、世俗を知覚する時には空性を直接知覚することができない。 

仏陀の心のみが常に空性に留まりつつ、衆生を助ける他利の事業を成すことができる故 

に、仏陀の特別な性質とされる。 
15「その方が・・・」：『根本中論』帰敬偈。 

16 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。 

17 熄滅
そくめつ

：きえること。「一切の戯論が熄滅する」とは、認識主体と認識対象の二つの現れ 

が全く無くなること。 

18 涅槃
ね は ん

：［序論］脚注 25 参照。 

19『顕句論
けん くろん

』：『根本中論』の註釈論書。月称（［序論］脚注 10 参照）著。 

20 帰敬偈
きき ょうげ

：経・論の文頭におかれる、帰依
き え

と敬愛を述べる韻文。 

｢帰依｣とは、守護してくれるものへ依りすがること。 

21 所化
し ょ け

：弟子。教義を聴聞し、修する者。 

22 未了
みりょう

義
ぎ

・了
りょう

義
ぎ

：［序論］脚注 2 参照。 

23 誤
ご

分別
ふんべつ

：誤った考え方。 

24 誤
ご

知
ち

：誤って知ること。本来の意味とは異なった意味として認識すること。 
25「戯論が熄滅し寂静」：『根本中論』帰敬偈。 
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「縁起生の真如をご覧になるならば、心26と心所27が入ることはない」 

と説かれた「入る」とは、『入中論註』28より、 

「心と心所より起こった動きが無に帰する」29 

と説かれた「動き」であが、それも『顕句論』より、 

「分別とは、心の動きであるならば、それと離れるが故に、その真如には 

分別が無いのである。かくの如く経典より、『勝義諦30とは何かと言えば、 

あるもの（対象）へ対して心の動きも無ければ、文字等（と関係する概念 

作用）も（無いことは）言うまでもない。』と説かれた。」 

と引用されたように、分別の動き（働き）が無に帰った意味であり、智慧が存在

しないと示すのではない。 

知31と所知32という世俗名称33が無に帰すると説かれたことは、その等引智34の面

前においてその二つ（知と所知）が無に帰した35のであり、等引智と勝義諦の二つ

が認識対象と認識主体であることを否定したのではない。（何故ならば）認識対象

と認識主体は正理知36の認知面において設けられるのではなく、世俗名称を知覚す

る37認知面において設けられる故である。この二つ（「正理知の認知面において」

と「世俗名称を知覚する認知面において」）を分ければ、これに似た多くの疑問を

                                                   

26 心
しん

：知覚作用において主となる主体。心
しん

王
のう

とも呼ばれる。自らに特有の様相は無く、共 

にある一時的な知覚作用・心理作用によって、心の様相も変化する。 

27 心所
しんじょ

：一時的に起こる知覚作用・心理作用。自らに固有の様相が無い「心」に対し各々 

特有の知覚作用・心理作用をもつ。例えば、感受・識別作用・善心・煩悩等。 

28『入 中 論 註
にゅうちゅうろんちゅう

』：論書『入
にゅう

中論
ちゅうろん

』の著者自身による註釈論書。月称著。 

『顕句論（脚注 19 参照）』が『根本中論』の言葉の解説であることに対し、『入中論』 

は『根本中論』の意味の解説であると言われる。 
29「心と…無に帰する」：「知覚主体と知覚・心理作用より起こる働きが無に帰する」 

30 勝義諦
しょうぎたい

：聖なる意味の真実（脚注 13 参照）。［序論］脚注 64 参照。 

31 知
ち

：知覚作用。 

32 所
しょ

知
ち

：知る対象。知覚作用の認識対象。 
33世俗名称：［序論］脚注 64 参照。勝義に対する。  

34 等
とう

引
いん

智
ち

：空性と滅諦を直接知覚する智慧。 
35 その等引智…帰した：空性を直接知覚する智慧は、空性における否定対象の絶対的否定 

のみを直覚する故に、認識主体（知）と認識対象（所知）の二元の現れが無くなる。 

36 正理知
しょ うりち

：ものごとの究極のあり様を正理によって探求する知恵。一般に、空性を対象と 

する概念作用と、空性を直接知覚する意識の両方を指す。 
37 世俗名称を知覚する（知覚）：世俗として現れているものごとを対象とする知覚。正理 

知に対する。 
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払拭することができる。声聞38独覚39に二無我を了解することがあると認める派40

において、『顕句論』で説かれる｢目的｣等の四つ（著述内容・最重要目的・目的・

関係性）は、大乗小乗の両方に当てはまる故に、この論書で教化される者は（大

乗と小乗）共通乗となるのかといえば、『入中論註』より、声聞・独覚乗からは法

無我を要約して掲示したのみであり、大乗には詳細に示されているので、大乗の

教えが無意味とはならない理由として 

「無相41を了解することなく、貴兄は解脱が無いと説かれた。それ故にそれ 

は大乗において、貴兄によって揃えて示されたのである。」42 

と『脱世間賛』43より説かれたことを引用された。そのように解釈すれば、本論に

おいて見解以外の大乗の特性を示していなくとも、法無我を非常に詳細に示すの

で、特別に対象とされている所化は違いがある。 

『顕句論』からも、生死等44の余すこと無き弊害と離れたことを、寂静の意味で

あると説かれた。 

 

第二項［差別事45において八の差別法46が具わるさま］ 

この場合、差別事として示された縁起生は、註釈では有為47の縁起生であると説

                                                   

38 声聞
しょうもん

：自らのみの解脱を求める小乗の修行者で、輪廻における最終の生で教法を説く 

他者（仏陀等）に依拠して解脱を得る者。 

39 独
どっ

覚
かく

：自らのみの解脱を求める小乗の修行者で、輪廻における最終の生で教法を説く他 

者（仏陀等）に依拠せず、独力で解脱を得る者。 
40 声聞…認める派：中観帰謬派は「小乗修行者も解脱を得る為に、人無我と法無我（［序 

論］脚注 51 参照）の両方を悟らなければならない」とする。 

他の仏教学派は「小乗の修行者は解脱を得る為に人無我を悟らなければならず、法無我 

を悟る必要は無い」という。 

41 無相
む そ う

：様相の無いこと。「概念作用に現れるものごとの様相が、空性を直覚する知覚面 

においては無いこと。」 
42 「無相…である。」：『脱世間賛』25 偈。旧訳か？ 

「無相に入らず、解脱は無いと説かれた故に。それ故に、貴方は諸々の大乗の教えで、余

さず真如を示された。（ツルティム・ギェルワ訳）」 

43『脱世間
だつ せけん

賛
さん

』：仏陀を讃える賞賛頌の論書。龍樹著。 
44 生死等：輪廻における生・老・病・死等の苦しみ。 

45 差別事
さ べ つ じ

：ある性質を具える主体。例えば、赤くて丸いリンゴがある時、｢リンゴ｣が｢赤 

い｣｢丸い｣性質を具える差別事（主体）である。 

46 差
さ

別法
べつほう

：ある主体に具わる性質。例えば、赤くて丸いリンゴがある時、｢赤い｣｢丸い｣が 

差別事（主体）である｢リンゴ｣に具わる差別法（性質）である。 

47 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

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――無 

有――常＝無為＝無事物 

無常＝有為＝事物 
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かれている。そこで「会った ཕྲད་」「相対（相互依存）する ལྟོས་」「依拠する རྟེན་」の三

つが同義語であると説かれたので、「依拠する」という語意は存在するもの全て（一

切所知）に当てはまる。しかし「生起する」には二通りあるうち、「生」は有為でな

いものには当てはまらないけれど、「それに依拠して成立する」も「生起する」の意

味であると説かれたものがある。 

「行為者は行為に依拠しており、行為も行為者そのものに依拠して成立する 

以外、成立する因48は見られない。」49 

と、行為に依拠して行為者が起こると説かれているけれども、行為が行為者を生じ

させるもの（原因）ではない。またその道理を他の現象にも適用すると説かれた場

合に、「量と所量50」や、「証成51されるものと証成するもの」は相互に依拠して起こ

ると説かれたけれど、（それらが）相互に生じさせるものであるとは適わない。 

『宝行王正論』よりも 

「これがある故にこれが起こる。短があれば長のある如く。」52 

と説かれたけれど、短が長を生じさせるものではないが如くである。それも、各々

自らの因縁53（原因と状況）に依拠して起こるならば、離果54以外のものは事物55で

なければならないが、そうではない諸々の縁起生は、他の現象によって起こるもの

であるけれども、相互関係しているその相手は、その因縁ではない。そうすれば、 

「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、 

                                                   

「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」「事物」等が同意となり、「常」「無為
む い

」が同意 

となる。「無事物」は意味の置き方によって「無」が含まれる場合と、「無」は含まれず 

「有」のみの「常」「無為」と同意となる場合がある。なお、毘婆沙部のみ「事物」は 

「有」と同意となる。 

48 因
いん

：ここでの意味は「理由」。「因」は「原因」「理由」等幾つかの意味がある。 

定義も「生じさせるもの」「役に立つもの」「そのものごとの以前にあるもの」等、教本 

によって違いがある。 
49「行為者は…見られない。」：『根本中論』第 8 章 12 偈。 

50 量
りょう

と所量
しょりょう

：［序論］脚注 52 参照。 

51 証
しょう

成
せい

：［序論］脚注 3 参照。 
52 「これ…如く。」：『宝行王正論』第 1 章 48 偈。 

53 因縁
いんねん

：自らが物質的・本質的に結果へと変化する「因」と、自らが結果へ変化すること 

はないが、結果を生じさせる手助けをする「縁」という二種類の原因。例えば土瓶を 

「果（結果）」とするならば、土瓶を作る粘土が物質的な原因である「因」であり、土 

瓶を作る人・ろくろ等は土瓶が生じる手助けをする原因（条件）の「縁」である。 

54 離果
り か

：煩悩等の捨て去るべきものが、その対処法を修することによって離れ無くなった 

滅。「煩悩が無くなった」は「煩悩が無い」と同じ状態なので、時の流れによって変化 

しない恒常であるが、それを得る為に煩悩の対治法を修することが原因として必要な 

為、「果」とされる。 

55 事物
じ も つ

：［序論］脚注 72 参照。上記脚注 47｢有為｣と同意。 
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空ではない法（現象）は何も有るのではない。」56 

と説かれたことも、正しく引用されるだろう。「滅」等の八の性質は世俗として有る

ので、（否定対象の）特性を付けずに否定することはできない。（否定対象の）特性

とは、『顕句論』でこの場合、 

「聖者の智慧57に相対して『滅』等は無い」 

と説かれたが、後述において 

「無知の眼障と離れた、無漏58の智慧の対象の本性に相応してではない。」 

と、「二元の現れの錯乱の漏59が無い智慧」を説かれたので、そこに「滅」等の性質

があるその縁起生を、特質を持つ基体（差別事）として捉え、無漏の智慧である等

引智の対象としての本性に相応して、「滅」等の八つが無い60ことを、その特質の法

（差別法）として付けるのである。 

 

第三項［それに対する他派の反論を斥ける］に二項目がある。［「滅」等が本性と

して成立しないことに対する反論を斥ける］と、［「滅」等の数と順序に対する反論

を斥ける］である。 

 

第一項［「滅」等が本性として成立しないことに対する反論を斥ける］ 

「もしそのような特性を付けるならば、『無漏の等引智の対象としての本性に相

応して有る』とは、勝義として有ることになる61。しかしそう見ると、その（無漏

の等引智の）認知面において勝義諦が有ることは矛盾しており62、他にもその認知

                                                   
56「何故…しない。」：『根本中論』第 24 章 19 偈。 
57 聖者の智慧：空性を直接知覚する｢聖者の｣、空性を直接知覚している｢智慧｣。等引智

（上記脚注 34 参照）。 

58 無漏
む ろ

：「漏」とは落ちること。「煩悩の漏」「諦執（［序論］脚注 91 参照）の漏」「分別 

（概念作用）の漏」等あるが、それらの「漏」が無いこと。ここでは、空性を直覚する智 

慧に、それらの「漏」が無いことから「無漏」という。「無漏」に対して「有漏
う ろ

」が 

ある。 
59 二元…の漏：「漏」の一つ。認識主体と認識対象が、二つの別のものとして心に映る現 

れ。［序論］脚注 26 参照。 
60 無漏の…無い：空性を直接知覚する智慧には「滅」等八つの特質が映らない。従って認 

識されない。 
61「もし…になる。：他派の主張。上記の理由で「『縁起生』に『滅』等八の特性が無い」 

ならば、その「空性を直覚する智慧」の対象として有れば、勝義（空性を直覚する智慧 

の対象）として有ることになる。 
62 その（無漏の…矛盾しており：他派の主張。無漏の等引智（空性を直覚する智慧）の対 

象としての本性に相当して有るならば、勝義として有ることになるので、直覚される対 

象である空性（勝義諦）は実在することになる。一方、空性を直覚する智慧は実在を否 

定した絶対的否定を知覚するので、いかなる「実在」も映らない。ならば、空性を直覚 

する智慧の認知面に、実在する空性（勝義諦）が有ることは矛盾する。 
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面において壊れない法性63が有るので『常』がある。『一義64』と『多義65』や、煩

悩の流れが切れた『断』もある66ので、それらはその認知面において無いことが、

縁起生に具わるとは不合理である。」と言えば、これは「等引智の対象の本性に相

応して無い」と説かれた意味を理解していないことなので、説明しよう。 

それも『顕句論』より、 

「そこで、縁起生の生等を示したものであるそれらは、無知の眼障と離れ 

た者達の無漏の智慧の対象の本性に相応してではない。ならば何かといえ 

ば、無知の眼障が知恵の目を衰えさせた者達の知覚の対象に相応して、で 

ある。真如の観に相応しては、世尊が『比丘達よ。これは聖なる諦（真 

実）であり、これを見よ、欺くことの無い主体、涅槃である。』」 

と説かれたので、無漏の智慧である等引智があり得なければ、「その観に相応して

説かれた」「説かれていない」という、そのような分類をすることは無い。しかし

それが有るならば、それによって真如ではない他の対象も認識されず、対象の無

い無漏の知覚もあり得ない故に、（無漏の智慧は）真如を了解しなければならな

い。その時、その認知面において単に有るのみであり、「その対象の本性として成

立する故に、勝義として有る。」とすることが、如何様に正しいとなろうか67。 

「ならば、縁起生において『滅』等が真如として成立したことを否定するこの場

合に、『無漏（である認識主体）の対象としての本性に相応した、滅等は無い』と示

して何になる？」といえば、縁起生である差別事において、「滅」等があるその主体

は、その「滅」等の特性と（滅等が）それに有ることが、その主体（差別事）の本

性、あるいは本質である・ないと分析して、そうであることを否定することが、縁

起生に「滅」等が真如として成立したことを否定する意味である。 

縁起生の「滅」等が本質としての「滅」等となれば、無漏の智慧の対象の本性と

して成立する「滅」等となる。「無漏の知覚の対象の本性（本来のあり方）」という

ものも、「縁起生のあり方」を言うので、「『滅』等は、各々の差別事（主体）の縁起

生のあり方として成立していない」という意味である。そのように、縁起生は「滅」

                                                   

63 法性
ほっしょう

：空性と同意。 

64 一義
い ち ぎ

：一つの意味。名称も意味も全く同じであること。別でないもの。 

65 別
べつ

義
ぎ

：別の意味。それぞれのものごと。意味が同じでも、名称が違えば別義となる。 
66 他にも･･･『断』もある：他派の主張。空性を直接知覚する智慧の認知面に、空性があ 

るならば、空性は変化しない恒常であるので、断滅が無い『常』がある。空性は一つで 

あるので、その認知面において『一義』があり、空性と法性は同意でも名称が違う『別 

義（別）』である為、『別義』もある。空性を直覚する時には煩悩が生じることは無い故 

に、煩悩の継続性が途切れた『断』もある。 
67「その認知…なろうか：空性を直覚する智慧の認知面に、ただ現れているのみでは、そ 

の智慧の対象の本性として成立する必要はない。それを、「その智慧の認知面に現れる 

ことは、その智慧の対象の本性として成立することである。その智慧の対象の本性とし 

て成立するならば、勝義としてある。」とすることは、正しい論理的考察ではない。 
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等の本質として、本質において成立していないこと自体が、縁起生の本質的なあり

方なので、無漏の等引智の認識対象となった本性68でもある。 

ここでも、縁起生の本質的なありさまであることを、それ自体の本質である・な

いと分析したならば、本質であることを正理によって否定することができるので、

本質的なありさまにおいて成立するのではない。芽の生が勝義として成立していな

いことは、芽の法性であるけれども、「生が勝義として成立していない」それ自体の

法性ではない。（何故ならば）自らが自らの法性であることは矛盾する故である69。 

然れば、芽の生が勝義として無いことは、芽の勝義であり、芽のあり方として既

に成立しているので、それに似たものが勝義として本質的な在り方において成立し

た・成立していないと分析することが、芽の勝義や、本質のあり方として有る・無

いと分析すると、どこでなろうか70。しかしながら、「芽のあり方であるそのような

ものが、その無生の本質であるか、世俗名称に基づいて設けられただけであるか」

と分析するのである。しかしそのように分析した場合にも、それ自体の本質として

の有無が、正理によって発見される・されないは、芽の場合と全く同様である。 

「空性の空性」と「本性の空性」と「勝義の空性」71の場合に、真如を空性の拠所

である主体として捉えて、勝義として本質が欠如する72と示さなければならないこ

とも、「法性が有る」と「勝義として無い」の二つが矛盾すると捉えることを否定す

る為である73。それ故に、「勝義と法性と真如と本質が無いとは不合理であるが、有

るとしても、それらとして成立していないならば、他にどう成立したのか？」と言

うことは、勝義として成立した・していないと分析する、分析方法が出来上がって

                                                   
68 本性：本来の性質。ここでの「本性」は、空性の否定対象である「本性」ではなく、

「本来のあり方」をいう。 
69 自らが…故である：法性は、法性を持つもの（主体）の性質である。自らが、自ら自身

の法性となれば、性質を持つもの（主体）と性質が同一になってしまうので、矛盾す

る。 
70 然れば…なろうか：「芽の生が勝義として無い」は、主体である「芽」の性質である。 

性質である「芽の生が勝義として無い」について、それ自体の本質として有る・無いと 

考察することは、「芽の性質」について考察することであり、主体である「芽」につい 

て考察することにはならない。 
71「空性の空性」…「勝義の空性」：十六空のうちの三つ。ものごとの性質である空性を、 

その性質を持つ主体の意味や名称の面から十六に分けたうちの三。「十六空」とは、内 

空・外空・内外空・空空・大空・勝義空・有為空・無為空・無際空・畢竟空・散空・本 

性空・一切法空・自相空・不可得空・無法自性空（『蔵漢大事典』より）。 
72「空性の…する：全ては空性である故に、「空性」もまた空性である。「空性」も、その

本質が欠如する。 
73「法性が…為である。：他派としては「法性が有る＝法性が空性を直覚する智慧の認知面 

に現れる」ならば、「法性は空性を直覚する智慧の対象として実在する」筈である。なら

ば「法性は勝義としてある」筈である。従って「法性が有る」と「法性が勝義として無い」

は矛盾する。以上の考えを斥ける為に、「空性の空性」等を説かれた。 
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いない者の話である。そのように知らぬ或る者は「勝義は所知（有）ではない」と

主張し、他の者達は「それ（勝義が所知ではないこと）は真実として成立する」な

どという、悪説が多く起こった。 

「もし、縁起生に『滅』等が有ることが、あり方において成立していないならば、

無明の縁によって行が生じることや、無明が滅したことによって行が滅す74ことや、 

『嗚呼、諸々の有為は無常である。生じ壊れる主体である。生じて壊れるこ 

とになり、それらが熄滅することが楽である。』 

と、蘊75が熄滅する『断』や、 

『如来方が現れようと現れなかろうと、諸法（現象）の、この法性は（変 

化せず）留まるのみであり』 

と『常』や、 

『有情76を留まらせる法は一つ、四食77である。』 

と『一義』や、 

『世間を守る法とは二つ、慚78と愧79である。』 

と『別義』や、 

『あちらの世間よりこちらへ来た。ここよりあちらへ行く80。』 

といった、『生』等の八（の特質）が有ると説かれたことは不合理である。」と言

えば、これに対して『顕句論』から前述で引用したように81、二つの認知面に相応

して説かれた返答をなさった。 

これに似た論争が起こるのは、『生・滅等が（ものごとの）あり方として成立した

                                                   
74 無明が…行が滅す：十二縁起中の以前の項目が無くなることで、それらの結果である以 

後の項目が生じなくなる。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。 

75 蘊
うん

：集積（［序論］脚注 88 参照）。煩悩と業によって生じた、輪廻における物質や知 

覚・心理作用等の集まり。 

76 有情
うじょう

：仏陀以外の、心を持つ者。「衆生
しゅじょう

」と同意。 

77 四食
し じ き

：衆生を輪廻に留まらせる四種類のもの。 

「四食」とは、段食
だんじき

（小塊になった、噛んで食べる物）・触食
そくじき

（心地よい触感）・思食
し じ き

（来世を得させる業としての思い）・識食
しきじき

（来世を得させる業としての思いと共にある意 

識・心）の四。主に今生に留まらせる前二つと、主に来世を得させる後の二つに分かれ 

る。 

78 慙
ざん

：善の心理作用の一つ。自らを因として、悪行を慎む心理作用。例えば、「私は戒律 

を守っているので誰かを害してはいけない。」と、他者を害する行為を慎む心理作用。 

79 愧
き

：善の心理作用の一つ。他者を因として、悪行を慎む心理作用。例えば、「誰かを害 

するところを他人が見たら、後で批判されるから、害してはいけない。」と、他者を害 

する行為を慎む心理作用。 
80 あちらの…行く。：「来」「去」について語られている引用。 
81『顕句論』…ように：上記 27 ページ 5 行目参照。 
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ことを否定する派が、生等を世俗として設けるので、〈輪廻への退入等も世俗として

有る故に、経典と矛盾しない〉と勿論言おうけれど、それら世俗の意味において、

正しい認識主体によって成立した置き所が一つ無ければ、縄を蛇と思い込んだ（そ

の思い込みの）蛇に、因果等何も設けることが適わぬが如くとなるので、〈それらを

世俗として置く〉ということも成立しない。従って（理論の）過失を捨て去ること

はできない。しかし正しい認識によって成立したことによって、過失の無い構成法

が一つあるならば、（それは）勝義として成立した意味を主張しており、（中観帰謬

派は）世俗名称をただ承認していないだけである。』と考えて、論争するのである。 

その返答は、第二十四章で説かれるであろうように、それら一切の構成がこの派

において適い、他派には適わぬさまを、正理の道より抽出することを知る必要があ

る。そうでなく、世俗として有る意味において、縛・脱82等は承認すべきところが無

く、錯乱した認知面のみにおいて（ものごとを）運ばねばならないとなれば、大き

な見解の誤りである。 

それ故に、世俗の諸々の現象をそれに似たものであると主張する者に同意して、

それらより他の現象を真実として有る・無いと論争することは、中観派と事物の自

性を語る実在論者の、如何なる派でもない。特に、世俗をそのように（錯乱した認

知面のみにおいて有ると）主張する以上、そこに正しい認識によって成立した意味

の置き場が無いので、承認者と、承認する主張と、証成する教証・理証83の一切も正

しい認識によって成立していない故に、「正しい認識によって成立した存在する真

実の法（現象）」とは、お笑い種である。 

もし、勝義としてそれらが成立したことを否定して、世俗名称として量（正しい

認識）によって成立した意味の設け方を良く理解すれば、真如や法身等、一切の勝

義法も、真実として成立していなくとも定義に適った有として承認してよいので、

「それらが真実として成立していなければ、真如を了解することと、達成すべき目

的である法身が無くなってしまう。」等と言う意味は無い。 

然れば、聖者の地（インド）の自部（仏教徒）、法（現象）の実在論者達が、真実

である事物が論証される為に大変な注意を払い、それが真実として成立しないと主

張するほか、それより他のものごとが真実として成立した・していないと論争しな

いことは、正理を知らぬ妄言を吐く論争者達より抜きんでた大きな特徴である。 

それ故に、分別を具えるものにとって、利害を成す「事物」について真実であ

ると言う迷妄の拠所は大きい84が、果を生じさせることができない「無為」につい

                                                   

82 縛
ばく

・脱
だつ

：輪廻へ縛りつけられる「縛」と、輪廻より解脱（脱出）する「脱」。 

83 経 証
きょうしょう

・理証
りしょう

：［序論］脚注 42 参照。 
84 利害を…大きい：ものごとを成すことができる「事物（上記脚注 47・55 参照）」は、そ 

の結果として実際に利害をもたらす故に、それを「真実として有る」と思い込む可能性 

が高い。 
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て真実であるという迷妄の拠所は小さい85ので、この著述においても 

「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。」86 

と説かれたように、「真実である事物」を否定すること自体に、事更に念を入れら

れた。 

そのようであれば、経蔵87より生滅等が有る・無いと説かれた両方（の言葉）が有

るので、その二つより「真如の意を持つ教示はどれか？」「有意（隠された御考えを

持つもの）はどれか？」と思い迷うことや、未了義を了義と捉える誤分別を掃う為

に、未了義・了義を分けるこの論書を著された。その二つ（未了義と了義）の詳細

な意味は、『二創設者88が未了義・了義を分別された善説の精髄』89において既に決

定してあるものから知りたまえ。 

 

第二項［滅等の数と順序に対する反論を斥ける］ 

「縁起生に『滅』等の八（の特質）が無いと示しているこれが、否定対象全てに

ついてであるならば少なすぎるが、一方向のみを表す為にであれば、『滅無く』とい

う二行だけでもよいので多すぎる。」と言えば、その両方ではない。 

「では何であるか？」と言えば、縁起生には果てしない特質があるけれども、（そ

こから）八を挙げたのは、これらのみが主要に論争される部分となった故であり、

事物の自性を語る者（実在論者）達の殆どは、「滅」等これら八（の特質）によって

事物に本性が有ると示す故である。論点は、「滅」等の本性の有無であると（この論

書の）場合によっても分かるが、『ブッダパーリタ』90からも説かれている。 

「生滅等の意味であるものについて一致しない論争であると『パラヒタ』91が主

張する」と言うが如くは、本題から外れている。 

それも、本質において相対して、盛衰する「生」「滅」の二。時において相対して

「常」「断」の二。場において相対して「去」「来」の二。相方において相対して「一」

「別」の二を示した。 

                                                   
85 果を…小さい：原因によって生じたものではない「無為（上記脚注 47 参照）」は、一般 

に概念作用の対象であり、苦楽利害等の結果を直接もたらさない為、それを「真実とし 

て有る」と思い込む根拠が薄い。 
86「有為は…しようか。」：『根本中論』第 7 章 33 偈。 

87 経蔵
きょうぞう

：仏法のうち、主に禅定について説かれた教えの集成。三蔵
さんぞう

の一。「三蔵」とは、

経蔵・律蔵
りつぞう

（釈尊の説かれた教法のうち、主に戒律について説かれた教えの集成）・

論蔵
ろんぞう

（釈尊の説かれた教法のうち、主に智慧について説かれた教えの集成）の三つ。 
88 二創設者：龍樹と無着（［序論］脚注 8 参照）。 
89『二創設者…精髄』：経典においての了義・未了義を仏教哲学派ごとに分け、解説した論

書。ツォンカパ（1357～1419・チベット）著。ツォンカパは『正理の海』の著者でもあ

る。 
90『ブッダパーリタ』：仏護（［序論］脚注 9 参照）の著した『根本中論』の註釈論書。 
91『パラヒタ』：サンスクリット語で著された『根本中論』の註であると思われる。 
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もし、「『生』が有れば『滅』が有り、無ければ無いので、「生無く、滅無く。」と

言うことが正しい。」と言えば、祭司が人生の始めに生まれて人生の末に死ぬ生滅に

は前後が有るけれども、自相として成立したものにはそれに似た前後が無いと示し

た為に、順序を不確定なものとされたのである。自相として成立したならば、同一

か別の本性を超えることはない。しかし、以前に生まれたことと後に死んだことの

二つは本性が別であれば、祭司が生まれた最後に死ぬことはなく、死ぬ前に生まれ

ていないことになる。本性が同一であれば、以前に生まれた“そのもの”が死ぬこ

とになるが、そう見れば、以前に死んだ“そのもの”が後（来世）に生まれなけれ

ばならないので、天（神）が死ねば天のみに転生しければならない過失となるだろ

う。 

 

第二項［支分の義］ 

「礼拝奉る。」と続けたのは、恭敬する意味である。「何者へ」といえば、「その

方が縁起生を示された、その『完全なる仏陀』へ」である。如何様に示されたの

かといえば、縁起生そのものが本性として生じていない故に、無漏の等引智の対

象としての本性に相応して、ここに刹那滅92の「滅」と、自らの事物として成され

た「生」と、以前からの継続の「断」と、全ての時に留まる「常」と、遠い所か

ら近くへの「来」と、近くから遠くへの「去」と、それぞれの意味である「別」

と、それぞれの意味ではない「同一」が「無い」と示されたのである。縁起生の

真如をあるがままに聖者がご覧になる認知面において、叙述内容と叙述、定義と

被定義項等の一切の戯論が退く故に、縁起生の真如を「戯論が熄滅し」という。

そのようなものへ、心と心所が向かい入る分別の動きが無い93ので、知と所知94と

いう世俗名称が無くなった面から、生老病死等の酷く害するものから残らず離反

する故に、「寂静」である。 

縁起生の真如を御理解されたので、勝者仏陀のみが誤りない意味を説かれ、対

論の一切の説者は幼子がでたらめを語るに似るとご存知になり、非常な敬愛から

再度教示者へ「諸々の説者の（中でも）聖なる方」という、他の説者から区別す

る違いを述べられた。「誰が」といえば、「守護者龍樹が」である。時は、論書を

著す最初に、である。目的は、自らを聖であると示す為と、他者に教示者への信

愛を起こす為である。教示者を賞賛する門戸は多いけれども、縁起生を説かれた

面からのこの賞賛と、他にも多く説かれたことは、『六十頌如理論』の帰敬偈で説

                                                   

92 刹那滅
せつ なめつ

：一瞬一瞬滅していくこと。 
93 その…が無い：空性を直接知覚する智慧の現前において戯論（上記脚注 16 参照）が無 

くなることによって、戯論を対象として起こり知覚する心・心所（上記脚注 26・27 参 

照）による概念作用の働きが無くなること。 

94 知
ち

と所
しょ

知
ち

：認識主体である知覚作用の「知」と、その認識対象である「所知」。 
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かれたように、縁起生である理由によって生滅等の一切の極辺を否定するその仕

方が、この偉大なる御方を非常に喜悦させている理由によるものであり、諸々の

正理の要も、まさしくこれである。 

 

第二項［縁起生は八つの極辺と離れると説明する方法］に二項目がある。［章の著

述を修行の次第に整える］と、［章の著述それぞれの意味を説く］である。 

 

第一項［章の著述を修行の次第に整える］に二項目がある。［正理の否定対象を捉

える心を認識する］と、［それを否定する支分として、著述をどのように示したか］

である。 

 

第一項［正理の否定対象を捉える心を認識する］に二項目がある。［本義］と、［否

定対象への特性の付け方］である。 

 

第一項［本義］ 

第二十六章において、「無明95の力によって輪廻へ入り込む次第」と「無明が滅

したことによって輪廻より退く次第」の二つと、 

「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。」96 

と、真如を知る意味を修したことにより無明を捨て去ると説かれているので、真

如の意味を知る・知らぬという二つに従って、輪廻と涅槃という二つに変化す

る。 

そこで、無明を認識しなければ、それを如何様に捨て去るかという方法は分か

らない。（それは）的を見ずに矢を打つようなことである。それ故に無明を認識す

べきであり、それも、単に真如を知ることが無いのみや、それ（真如を知る）よ

り他であるだけではない。その捉え方と正反対（の意味）を捉える、相反した不

合致の方向であるので、「対象を清浄に（真実として）有る」と捉えるものであ

る。 

『空七十論』より 

「因と縁より生じた諸事物を、清浄であると分別する（思い込む）もの、 

それを教示者が無明と説かれた。それより十二（縁起）支が起こる。」97 

や、『宝行王正論』よりも 

「その如く逃げ水の様な、世間が有ると、または無いと、執するものは蒙 

                                                   

95 無明
むみょう

：十二縁起（十二因縁）の第一（上記脚注 74 参照）。無知。 
96「無明が…である。」：『根本中論』第 26 章 11 偈。 
97 「因と…起こる。」：『空七十論』第 64 偈。 
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昧であり、蒙昧が有れば解脱することはない。」98 

と説かれた、無いと捉える蒙昧とは因果について蒙昧な無明である故に、ここで

論ずるものではない。「世間が有る」と捉えることは、諦執の無明99である。それ

に二あり、「法の我100に蒙昧な無明」とは、境（対象）である目耳等の法（現象）

を対象として、様相は｢自相101として成立した｣と捉えるものである。「人（プトガ

ラ）の我に蒙昧な無明」とは、境（対象）である人（プトガラ）を対象として、

様相は｢自相として成立した｣と捉えるものである。それも、別の心相続を持つ者

（プトガラ）を対象としてそのように執するものは、人我執102であるけれども倶

生103の有身見104ではない。『私である。』という思いが生じる拠所である「私」を

対象として、様相は｢自相として成立した｣と捉えるものが、我執である倶生の有

身見と人（プトガラ）の我への蒙昧（人我執）の両者である。我所105を対象とし

て、相は「自相として成立した」と捉えるものが、我所に執する倶生の有身見と

人（プトガラ）の我所に蒙昧な無明の両者である。我所の拠所、目耳等を対象と

してそのように捉えるものは、法我執である106ので、「我所を対象とする」という

ことは、それらを対象とするのではない。 

                                                   
98 「その…はない。」：『宝行王正論』第 1 章 56 偈。 

99 諦執
たいしゅう

の無明：「対象を真実として有る」と思い込む心理作用（概念作用）（［序論］脚注

91 参照）。ものごとの本質を明らかに知らぬ面から、｢無明｣と名付ける。 

100 我
が

：この場合は、空性・無我の否定対象（［序論］脚注 85 参照）。 

101 自相
じ そ う

：自らの様相。自らの定義。 

102 人
にん

我執
がしゅう

：人（プトガラ）を対象として、様相は｢自相として成立した｣と思い込む心理 

作用。我執については、［序論］脚注 89 参照。 

103 倶生
くしょう

：ものごとが生じると同時に自然に具え持つこと、またその性質。ここでは見解 

の性質として付随するので、他者から聴いたり、自ら考えることによって得る理由に 

よってではなく、輪廻にある有情全てに自然に具わっている心の性質。遍計所執（下記 

脚注 117 参照）に対する。 

104 有
う

身
しん

見
けん

：自らの五蘊（心と体の集積。［序論］脚注 88 参照）の何れかを捉えることか 

ら起こる、｢我（私）｣と｢我所（私のもの）｣は「その自相として有る」と思い込む、煩 

悩となる見解（［序論］脚注 82・83 参照）。主な五つの誤った見解（五
ご

見
けん

）の一つ。 

「五見」とは、有身見・辺執
へんしゅう

見
けん

（［序論］脚注 69・93・96 参照）・邪見
じゃけん

（仏法僧や因果 

が無いと思い込むこと）・見取
けんしゅ

見
けん

（自らの誤った見解を最高のものであると思い込むこ 

と）・戒禁
かいきん

取
しゅ

見
けん

（他教の誤った戒律や修行法を、解脱を得る道であると思い込むこと） 

の五つの見解。 

105 我所
が し ょ

：私のもの。［序論］脚注 86 参照。 
106 我所の…である：｢私のもの｣という感覚が起こる拠所になる自身に属する目耳等は、 

全ての現象を｢人(プトガラ)｣と｢法(プトガラ以外の現象)｣の二つに分けた場合に、「法」 

に属する。「私のもの」と思う慨念作用には「私」という様相が強く現れる為、「それを 

自相として有る」と思い込むことは人我執に、「目耳等が自相として有ると」思い込む 

ことは法我執に含まれる。 
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無いもの（否定対象）であるまさしく一つの「我」を、拠所である人（プトガ

ラ）と法（現象）の上に否定したことを二無我として設ける107ので、二我もそれ

ぞれの拠所の分類によって分けるが、（否定対象である）「我」に違いは無い。そ

れ故に、二我執108もそれぞれの対象以外、様相は似ており、『四百論註』109より、 

「そこで、『我』というものは、諸事物の他に頼らない本質、本性であるも 

のであり、それが無いことが無我である。それを、法と人（プトガラ）の 

分類によって二つと悟り、『法無我』と『人無我』というものである。」 

という。仏護によっても、 

「一切法は無我である」 

と語られた「我」の言葉の意味は、自性の意味であると説かれた。 

また『私である』と思う対象を、「我」として置く第二の方法があり、これは世

俗名称として有り、我執の拠所であると説かれた110。倶生の有身見とは、我

（私）と我所（私のもの）という様相で（対象に）向い入ったものなので、我

（私）を対象としない倶生の我執は無い。人（プトガラ）と法（現象）に対する

諦執である蒙昧も、煩悩111の無明であると『入中論註』と『四百論註』より説か

れ112、仏護もそのように承認されている。まさしくそれが聖者父子113の承認であ

                                                   
107 無い…設ける：中観帰謬派では、「無我」の拠所となっている主体の違いで「人無我」 

と「法無我」に分け、否定対象の様相に違いは無い。他の仏教哲学派においては 

「人無我」と「法無我」の否定対象の様相は異なる（［序論］脚注 51 参照）。 

108 二
に

我執
がしゅう

：人
にん

我執
がしゅう

と法
ほう

我執
がしゅう

の二（［序論］脚注 89 参照）。 

109『四百論註
しひゃくろんちゅう

』：聖提婆著『四百論
しひゃくろん

』に対する月称による註。 
110 また…説かれた：「我執」という場合の「我」は「否定対象の我」であり「ものごと 

（主体）そのもの」である。否定対象である「そのもの」が知覚に映るには、「そのも 

の」の拠所となる「主体」の現れが必要となる。 

人我執においては、ものごとの究極のあり様を考察しない認知面において、世俗名称 

として有る「私（我）」が主体となり、その「私」が心に映る時に「私そのもの（否定 

対象の我）」として映る。「我執の拠所」であり、「第二の方法で置かれる我」とは、「私

そのもの」と共に概念作用に映る、世俗として有る「私（我）」である。 

無我を悟らなければ、「私」と「私そのもの」を自身の経験として分けることはでき

ないといわれる。 

111 煩悩
ぼんのう

：それが起こるなり、それを持つ心が平穏でなくなる心理作用。輪廻に生まれる

業を積む動機となる。 
112 人…説かれ：「煩悩の無明」とは、主に解脱を得る障害となる無明。 

『入中論註』と『四百論註』は中観帰謬派の主張を説く。ここでは、輪廻を離れ解脱を 

求める小乗の修行者も我執と諦執の両方を捨て去らなければならない。我執と諦執が同 

意である故である。 

それに対し、他の仏教哲学派は我執と諦執の二つを、対象と捉える様相が異なる別の 

心理作用であるとする。その為、彼らの見解においては、小乗仏教の修行者は解脱を得 

る為に我執を捨て去らなければならないが、諦執は捨て去る必要が無く、諦執を捨てな

ければならない者は大乗仏教の修行者であると説く。 
113 聖者父子：父とされる龍樹と、その弟子達である聖提婆・仏護・月称等。 
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ると既に多く論証してあるので、ここでは論じない。 

然れば、他の阿闍梨が所知障114であるとする法我執とは、ここで煩悩であると

される115。瑜伽行派（唯識派）と中観自立論証派達は、人（プトガラ）と法に無

い二我（否定対象）を非常に異なると主張しており、その理由によって、人無我

を悟るならば法無我を悟る必要性の有無も一致しない116。 

遍計所執117の否定対象に執するものは、哲学の学説によって心（考え方）が変

化させられていない者には無いので、全ての有情を輪廻に束縛するものではない

故に、束縛するものは（学説によって考え方が変化させられた者と、させられて

いない者の）両者にある倶生の我執である。『四百論』118より、 

「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。」119 

と本性を捏造する分別（概念作用）によって縛されるので、その対象を否定する

と説かれた。 

 

第二項［否定対象への特性の付け方］ 

否定対象を捉える概念作用は、（何ものかを）有ると認識する全ての概念作用で

                                                   

114 所知障
しょちしょう

：解脱と一切相智（仏陀の智慧）の二つのうち、主に一切相智を得る障害とな 

るもの。一切相智は全てのものごとを同時に直接知覚する知恵である為、それを得る障 

害になるものを「所知（知る対象）の障り」という。 

一方、「解脱と一切相智（仏陀の智慧）の二つのうち、主に解脱を得る障害となるも 

の」を煩悩障
ぼんのうしょう

という（上記脚注 111 参照）。 
115 他の…される：中観帰謬派以外の仏教哲学派においては、法我執・諦執は、主に一切 

相智を得る障害であるとする為（上記脚注 114 参照）、主に解脱を得る障害である煩悩 

障には含めない。しかし中観帰謬派においては我執と諦執は同意で、解脱を得る為には 

必ずその二つを捨て去らなければならない為、それを煩悩障とする。 
116 瑜伽行…しない：瑜伽行派（唯識派）の主張する人無我とは「人（プトガラ）は独立 

した実有が欠如する」、法無我は「認識対象と、認識主体である知覚作用における二つ 

の実有が欠如する」。または「形色は『形色』という音声（名称）が置かれる拠所とし 

て、自相として成立しない」。 

中観自立派の主張する人無我は、唯識派と同様に「人（プトガラ）は独立した実有が

欠如する」。法無我は「誤りの無い知覚に映ることによって設けたのではなく、対象自

らの特別な有り方の面から成立したことが欠如する」。これら二派においては「人無

我」の方が「法無我」よりも粗く、了解し易いので、「人無我」と了解するに際し「法

無我」を了解することを先行する必要は無い。 

中観帰謬派においては、「人無我」と「法無我」は、否定対象の拠所が異なるのみで

否定対象の様相は同じであり、「人無我」を了解するには「人（プトガラ）」が認識され

る拠所となっている蘊（心と身体の集積）において無我（法無我）を了解しなければな

らない故に、「人無我を悟るならば法無我を悟る必要性の有無も一致しない」。 
117 遍計所執：他者から聴いたり、自ら考えることによって得る理由によって生じるこ 

と、またその性質。倶生（上記脚注 103 参照）に対する。 

118『四百論
しひゃくろん

』：聖提婆著。チベット語では短縮して『百論』と書かれている。 
119 「仏陀方…いる。」：『四百論』第 16 章 23 偈。 
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はない。勝義として、あるいは自相として有ると思い込むものである。それも、 

「諸仏が法を示されたことは、二諦120に正しく依拠している。」121 

と、「生・滅」等が有ることが世俗で、無いことが勝義としてであるという二諦の

分類を知らなければならないと語られており、『宝行王正論』よりも、 

「その如く幻のような世間に、生壊そのものが映るけれども、勝義とし 

て生と、壊そのものは有るのではない。」122 

と説かれたことによって、生・壊等が単に有ることのみは否定せず、勝義として

有ることが否定対象であり、そのように捉える心が、否定対象を捉える心である

と知ることができる。その如く、 

「それらは本性より無く、それ故に煩悩は清浄に無い。」123 

と、「本性より有る」と、「清浄に有る」と特性を（示す言葉を）付けたものや、

『宝行王正論』では 

「その偽りである何かの種子の、生が真実であると如何してなろうか。」124 

という「真実」という特性を付け、了義の経蔵125にも特性を付けた言葉が多くあ

る。「自性（より有る）」、「本性（より有る）」、「自相より有る」と、「自らの自性

として有る」等は類似しており、「自らより成立した」とも多く現れる。 

それについて、中観自立論証派達は「勝義（として）」、「清浄（として）」、「真

実（として）」、「真如（として）」という特性を付ければ存在を否定することがで

きるが、それらを付けなければ「自性として」、あるいは「自性より有る」等を付

けても、否定することはできないと主張する126。 

仏護と月称の派127においては、前後の特性の何れか一つを付ければ第二は必要な

いので、その二種の特性は類似すると主張し、否定対象に「勝義」の特性を付けな

いわけでもない128が、その二の何れも付けず「生」等を否定できるとも主張しない。 

                                                   

120 二諦
に た い

：世俗諦と勝義諦の二つの真理。［序論］脚注 64 参照。 
121「諸仏…依拠している。」：『根本中論』第 24 章 8 偈。 
122 「その如く…ない。」：『宝行王正論』第 2 章 11 偈。 
123 「それらは・・・無い。」：『根本中論』第 23 章 2 偈。 
124 「或る…なろうか。」：『宝行王正論』第 1 章 29 偈。 

125 了
りょう

義
ぎ

の経蔵
きょうぞう

：二諦（［序論］脚注 64 参照）のうち勝義諦を主な著述内容として示す 

経典群。ここでの「経蔵」は、上記脚注 87 の「経蔵」とは異なる。 
126 中観自立…主張する：中観自立論証派において①「勝義として有る」「清浄として有 

る」「真実として有る」「真如として有る」は空性の否定対象であり、②「自性より・自 

性として有る」「本性として有る」「自相として有る」は世俗として有る故に空性の否定 

対象ではない。 
127 仏護と月称の派：中観帰謬論証派。 
128 仏護と…でもない。：中観帰謬論証派においては、「勝義として有る」「清浄として（正 

しく）有る」「真実として有る」「真如として有る」（ここまで上記脚注 126①）、「自性よ 

り・自性として有る」「本性として有る」「自相として有る」（同上②）の七つの特性は 

全て空性の否定対象になる。 
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それも『入中論註』より、 

「本性が無い影像129においての因果の設け方も知りながら、如何なる賢者 

が、因果と不別に留まる諸々の形色や感受作用130はただ有るだけのものと 

認識したことによって、（形色や感受作用は）本性と共に有ると確信しよう 

か。それ故に、有ると認識しようとも本性としての生は無い。」 

と、「ただ有るだけ」と「本性として有る」という二つの違いを分けられた。それ

らを分けなければ、事物が有る以上「自らの本質として有り」、「自らの本質とし

て無い」以上皆無となって、捏造と抹消の二極辺を超えることはない。 

『四百論註』より、 

「事物は事物が有ると言う者の如くであれば、その事物の有そのものであ 

る限り、そのように自らの本質でもある。まさしくそれにおいて、自らの 

本質と離れたその時、そこにその事物は一切の様相として無い故に、ロバ 

の角に似て、（常断の）二説を超えることは無い故に、この説の一切の主張 

は組み立てが難しくなる。」131 

と説かれた。 

然れば、自らの本質として無いことによって一切の実在の極辺より解放され、

それ自体に本性が無い因果を設け得ることによって一切の虚無辺より解放される

ことは、このお二人の阿闍梨が聖者の御考えを解説された特徴であると映るの

で、二つの有と二つの無132を分けることは非常に重要である。 

「自相として有る」133と「世俗名称に従って設けられただけではない有」134の

二は似ているが、「世俗として有るもの一切は、世俗名称に従って有ると設けられ

た」と説かれた、世俗名称に従った設け方とは（以下のようである）。 

「私が業を積んだ。」「（私は）結果を経験した。」と名称付けるこれにおいて、

（「私」と）名を付けられたその基体がどのようなものとして有るかと探したなら

ば、目耳等それぞれと（それらの）集合もまた私ではないが、それらより別もの

としても私が無いことが、人（プトガㇻ）が自らの自性として無いさまである

が、そのようであるけれども、「私が見た」等が成り立たなければ世俗の量（正し

                                                   
129 影像：心に映る様々な現れ。 
130 因果と…作用：形色や感受作用は原因・結果として現れる為「因果と不別に留まる」。 
131 「事物…なる。」：「実在論者の主張に沿えば、事物は存在する限りその事物の本質とし

て存在する。更に自らの本質と離れた時には、無と同じになるので、ロバの角と同様で

ある。然れば有（本質の実在）と無（本質と離れた皆無）の二極論者となる。それ故

に、彼らの主張では有無の両辺より離れた「中」を設けることが難しくなる。」 
132 二つの…無：「単なる有」と「本質・本性としての有」の二つの有と、「単なる無」と

「本質・本性としての無」の二つの無。 
133 「自相…有る」：自らの定義として有る。自らを表す様相そのものとして有ること。 
134「世俗…有」：世間で公認され使われる名称によって有るとされるだけでなく、そのも

の自体として存在する「有」。 
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い認識）によって害されるので、有ることは成立した。しかし、その意味が自ら

の自性として有るとならなければ、世俗名称に従って有ると成立する。「世俗名称

に従って設けられたのみ」という「のみ」の語によっても、意味自らの本質とし

て有ることを断つが、量によって成立したことは否定しない。その如く、「名称と

して付けられたのみ」とおっしゃられた「のみ」の語によっても、名称ではない

意味が有ることや、意味が量によって成立したことも否定しないが、名称が付け

られたもの全てが世俗として有ると示すのでもない。けれど意味が自らの本質と

して有ることを断ち切る。然れば『宝行王正論』より 

「名称を付けられた以外に、有るか、無いとなる、世間の意味として、何 

が有ろうか。」135 

と説かれたように、世俗名称に従って有ると設けられたのではない「有」はあり

得ないけれども、世俗名称に従って設けたもの一切が有るのではない136。それ

も、「祭司が形色を見る」と、「実体のある祭司が見る」という世俗名称を付け

た、名付けられたところの意味が如何様に有るかを探求したことによって、僅か

にも見つからないことに何の違いもない。しかし「前者が見ることは、世俗とし

て無いこと」を正しい認識が否定するが、「後者が見ること」は正しい認識が否定

することができるので、「世俗として有る」を正しい認識が否定する故に、（その

二つが）世俗として有る・無いは全く不等である。その理由も、実体のあるもの

を正理によって探求したならば見付けなければならない故に、それによって見付

けられていなければそれを否定することができる。しかし、ただの「有」を正理

によって探究したならば、（それを）見付ける必要はないので、正理によって見出

されていないことで否定しえない故である。その方法も、「正理による分析に耐え

ない」と「正理が否定する」、そして「正理知137が見出していない」と「それ（正

理知）によって否定された」の二つをそれぞれ分けることにかかっている。 

『もし、探し分析したならば、分析するものが〈有〉を見付けることはあり得な

いので、世間の名称として有る意味をそのように承認しなければ、世間において〈生

まれた・生まれていない〉〈来た・来ていない〉と分析するにあたり、どちらか一方

を認めることと、如何様に矛盾しないのか』138と思えば、その二つは分析の仕方が

全く違っている。これ139は「生」や「来」という世俗名称を付けたそれを、それだ

                                                   
135 「名称…有ろうか。」：『宝行王正論』第 2 章 14 偈。 
136 世俗…ではない：「言葉として述べられるものごと全てが有るわけではない」。例えば 

「虚空の花」や「兎の角」は言葉で述べることはできるが、実際には存在しない。 
137 正理知：ものごとの究極のありさまを考察する、あるいは直覚する知覚。 
138 『もし…のか』：『もし、ものごとの究極のありさまを分析したならば存在そのものが

見つからない故に、世間で公認されるものごとを公認されているように認めなければ、

世間で〈生まれた・生まれていない〉等を考察してどちらかであると認めることと、ど

う矛盾しないのか』 
139 これ：世間で〈生まれた・生まれていない〉〈来た・来ていない〉と分析する方法。 
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けで満足せず、名称を付けられたその意味がどのようなものとして有るかと探求し

た分析の仕方ではない。しかし、前者140はそのように分析する故である。然れば、

前の分析方法に似たものによって分析した時、分析するものが「有る」と見出す意

味を承認することはないが、後者の分析した意味を承認したとしても、「自らの本質

として有る」は承認しない故に、何処で等しいとなろうか。（等しくない。） 

自立論証派達は、前者のように分析する141それだけでは、真如が成立した・しな

いと分析するのではないと主張するので、それに似た方法によって探求された意味

（対象）は有るとも主張するが、それは「自相として成立した」とも言い、『それだ

けのものが世俗として無ければ、因果等が全く適わない』と考えた。 

ならば、「この派（自立論証派）が勝義として成立した・していないと分析する

境界は何処からと把握するか」といえば、この派は因果等を、名前という世俗名

称に従って設けられた存在であるとは主張しないので、「顕現境142・耽著境143（対

象）の自らの本質として有る意味に対して誤りの無い知覚である、世俗の根（知

覚器官）144に関わる知覚等に、（対象が）どのように映るかに従って設けられたの

ではなく、対象自らの有り方に従って存在する」145ことが、勝義として有るとす

る。そして、それより反したものが世俗として有ると主張するので、そのような

本質として有る・無いと分析することから、真如として成立した・していないと

分析することになる。 

世間人と哲学者の分析方法の違いと、哲学派においても真如として成立した・し

ていないと分析する諸々の違いを知らなければ、「分析した意味（対象）を承認する

                                                   
140 前者：分析するものが〈有〉を見付けることはあり得ない分析方法。 
141 前者のように分析する：名付けられたものごとをそのまま対象とすることに満足せ 

ず、名を付けられたその意味がどのようなものとして有るかと分析する。 

142 顕現境
けんげんきょう

：知覚に顕現することによって知覚される対象。全ての知覚がこれを持つ。 

欠陥の無い直接知覚の顕現境と照
しょう

了 境
りょうきょう

（知覚が正しく認識する主な対象）は同じであ 

るが、概念作用の顕現境と照了境は異なる。壺を見る眼と関わる直接知覚の顕現境は 

「壺」、照了境も「壺」である。壺に対する概念作用の顕現境は「壺の概念（イメー 

ジ）」であり、照了境は「壺」である。 

143 耽 著 境
たんじゃくきょう

：概念作用が捉える主な対象。概念作用の照了境と同じ。概念作用である知覚 

のみがこれを持つ。概念作用ではない、対象を直覚する知覚には顕現境・照了境は有る 

が、耽著境は無い。 
144 世俗の根（知覚器官）：生き物が持っている目・耳・鼻・舌・身体の感覚器官と、意識 

が何かを思い出す場合等に知覚器官のように働く六種の識（［序論］脚注 101 参照）。 
145「顕現境…存在する」：中観自立論証派が挙げる空性の否定対象。自立派は、正しい認 

識主体と正しい認識対象の二つが揃い、認識対象の側から「自らの本性」が現れ、認識 

主体がそれを受け取ることによって、ものごとが成立するとする。 

正しい認識主体に現れることによって「有」を設けるのではなく、正しい知覚作用、

認識主体に全く依拠することなく認識対象のみの側から自らの個別な有り様として存在

すること。 
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ことは、世俗としても主張しない」と、中観二派が多く説かれた146ことに大きな誤

解が生じ147、世俗としての有無の違いを分けることも非常に難しいので、他で詳細

に説かれたものより知りたまえ148。 

前述のように分析して、有る（実在する）と執することは、学説によって設けら

れたのみであるので、倶生の二我執ともがそのように執さないけれども、「自らの本

質として有る」と思い込んだのである。それ故に、そのように有るならば分析する

ものが探求した時に見出さなければならないが、それを否定するならば、分析して

否定することも合理である。 

先に示した分析方法のように行えば見付からない「本性が欠如する因果」を設け

ることは、帰謬論証派以外の何者も知らぬので、そのように分析して見付からない

ことを、「（それを）分析する正理が因果等全てを否定したことが、この派のやり方

である」と捉えることは、非常な間違いである149。『空七十論』よりも、 

「これに依拠してこれが起こるという、この世間の仕方を否定なさらない。」

150 

と説かれ、また『廻諍論』よりも、 

「世俗名称を承認せずに、我々が説くことはない。」151 

と説かれている。 

 

第二項［それを否定する支分として、著述をどのように示したか］ 

そのようにありさまの意味を知ることは、無明が捉えたようにその対象が無い

と了解することであるが、それはその対象が有ることへの批判と、無いことを証

成する正理によって決定することより生じる。しかし、対象である二我より心意

をこちらへ引き留めるだけに習熟することからは生じない152。（何故ならば）『四

                                                   
146「分析…説かれた：「分析した意味」とは、空性の否定対象。空性はものごとの性質で 

ある故に「有る」が、絶対的否定である「空」の否定対象は「存在しないもの」であ 

る。「存在しないもの」は勝義としても世俗としても「無」である為、空性を説く派は 

「空性の否定対象は勝義としても世俗としても無い」と説く。 
147 大きな…生じ：主に、中観帰謬論証派の「実在は世俗としても無い」=「本性は世俗と

しても無い」という主張に対して、他派が「本性は無い」=「虚無」と誤解する。 
148 世俗…知りたまえ。：本性が無いうえで物事が世俗として有るならば、如何なる性質を 

具えるべきか等、ツォンカパ著『菩提
ぼ だ い

道
どう

次第
し だ い

広論
こうろん

』「勝
しょう

観
かん

の章」等に詳しい。 
149そのように…である。：「名付けられたものごとをそのまま対象とすることに満足せず、 

名称を付けられたその意味がどのようなものとして有るかと分析をしても何も見出せな 

い故に、ものごとを分析する正理が、因果等の全ての存在を否定することが、中観帰謬 

派の考え方である」と考えることは、大きな間違いである。 
150 「これ…ない。」：『空七十論』第 71 偈。 
151 「世俗…ない。」：『廻諍論』第 28 偈。 
152 対象…ない。：物事の究極のありさま（空）を知ることは、二我を思わずにいることだ 

けでは生じない。※次頁脚注へ続く 
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百論』より 

「対象に無我を見るならば、輪廻の種子が滅すとなる。」153 

と、我であると捉えた対象の無我を了解しなければならないと説かれた故であ

る。然れば、心意が「二我に（向かい）入っていない」と、「二無我に（向かい）

入った」の違いを分けたまえ。 

それにおいても、最初に人（プトガラ）の我と我所に執する無明の対象が無い

と決定しなければならないが、それも第十八章（「我と法を考察する」）によって

示す。そのように人（プトガラ）に本性を否定したならば、『あちらの世間からこ

ちらへ来て、こちらからあちらへ行く者と、善・不善の業の行為者は有るので、

それは不合理である。』との考えを否定する為に、「行き来を考察する(第二章)」と

「行為者(と行為)を考察する（第八章）」の二章がある。後に受け取る者と、受け

取られるものも、行為と行為者の如く本性が無いと示したことに対して、『本性が

無ければ、受け取る者に適さない』という考えを否定する為に「宿住（前世での

住）を考察する(第九章)」がある。それから、受け取る者を論証する為の、論証す

る例と理由の二より、例が否定されるのが第十章（「火と薪を考察する」）であ

る。「輪廻は有るので、輪廻する者と苦しみが有る故に、それを具える我は有

る。」という理由を否定する為に、第十一章（「前と後の果てを考察する」）と第十

二章（「自と他が為したことを考察する」）である。 

そして法（現象）に対して我（実在）であると執する無明の対象を否定する為

に、内外の諸法154（現象）に生を否定するのが、第一章（「縁を考察する」）であ

る。 

『経証155より、處156と蘊157と界158が有ると説かれたので、本性は有る。』との考

えを否定する為に、「處（根）を考察する(第三章)」等の三章（「第三章」「蘊を考

                                                   

例えば、無念無想の禅定のみによって、心が様々な対象へ向かわない 

ように訓練したとしても、空性の否定対象を認識して考察し否定しない限り、空性を知 

ることはできない。 
153 「対象に…あろう。」：『四百論』第 14 章 25 偈。 
154 内外の法：それを害する・益することによって、それを具える者に直接苦楽をもたら 

す「内」の現象と、間接的に苦楽をもたらすか、苦楽をもたらさない「外」の現象。 

その者の具える身体や心が「内」であり、それ以外のものはその者にとっての「外」で 

ある。人の髪や爪は、切っても直接の身体的苦痛が無い為に「外」に分類される。 

155 経 証
きょうしょう

：［序論］脚注 43 参照。 

156 處
しょ

：ここでは十二處
じゅうにしょ

の略。欲界で享受する対象へ欲望が起こる拠所。 

感覚器官である六根
ろっこん

（眼・耳・鼻・舌・身体・心意）と、その対象である六境
ろっきょう

（形色・ 

音声・香・味・触・法〈現象〉）の集合。 

157 蘊
うん

：ここでは五蘊
ご う ん

の略（［序論］脚注 88・上記脚注 75 参照）。 

158 界
かい

：ものごとの構成要素である地
ち

・水
すい

・火
か

・風
ふう

・虚空
こ く う

。以上の五に識
しき

(知覚作用)を加え 

ることもある。又は、六根・六境・六識を足して十八境界。 
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察する（第四章）」「界（元素）を考察する（第五章）」）である。そして、「その三

つの拠所を持つ執着等と、有為を表す定義である生壊住159と、その原因である業

（行為）と行為者が有るので、その三つに本性が有る。」というものを否定する為

に、「貪欲と欲する者を考察する（第六章）」等の三章（「第六章」「生住壊を考察

する（第七章）」「行為者と行為を考察する（第八章）」）である。第八章は、人

（プトガラ）と法（現象）に本性を否定する両方に当てはめて良い。 

「行を考察する（第十三章）」は人（プトガラ）と法のそれぞれに分けず、単な

る事物の本性が、欠如する（空である）と示した。 

そして、人（プトガラ）と法（現象）のそれぞれに分けて、又は分けずに事物

の本性を否定したことに対して、本性が有る理由として「諸法（現象）の会合160

を示された」と、「生じさせる因縁である、近く取るもの」と、「一生から一生へ

の輪廻が存在する」と言う者を否定する為に、「会合を考察する（第十四章）」と

「本性を考察する（第十五章）」と「束縛と解脱を考察する（第十六章）」の三章

と、輪廻に自性が有る理由である、因果関係の拠所であることを否定する為に

「業果（業）を考察する（第十七章）」がある。 

また、事物に本性が有る理由として、「三時（過去・現在・未来）と名称を付け

られる因（原因）である故に」、というものを否定する為に「時を考察する（第十

九章）」と、時に本性が有ると証成する為の（理由である）、「結果の倶有縁161であ

る」162と、「起・壊の因である」163を否定する為に、「集合を考察する（第二十

章）」と「起壊を考察する（第二十一章）」の二章である。 

「起壊を考察する」において輪廻の流れは本性が欠如すると示したことに対し

て、「輪廻の流れの結果である如来164と、因である煩悩が有る故に、不合理であ

る。」というものを否定する為に、「如来を考察する（第二十二章）」と「誤りを考

察する（第二十三章）」の二章である。 

                                                   

159 有為
う い

を…生
しょう

壊
え

住
じゅう

：自らの原因や条件によって起こった有為（上記脚注 47 参照）の定 

義として「生（生じること）・壊（壊れること）・住（留まること）を具える」を挙げ、 

「それ故に有為はその本性として実在する」と、他派が主張する理由。 
160 会合：ものごとが成立するにあたり、様々な原因や条件が合う（会う）こと。 

161 倶
く

有縁
う え ん

：結果の質的な原因と共にある条件。「因縁
いんねん

（上記脚注 53 参照）」のうち、 

「縁
えん

」に属する。 
162 時に…である」：三時（過去・現在・未来）は実在すると述べる者が、その理由として 

挙げる「時は結果の本質に変化することはないが、結果を得る助けになる条件（倶有 

縁）である故に。」という理由。 
163 「起・滅の因である」：「時は、ものごとが起こり（生じ）壊れる理由・条件である故 

に。」と挙げられた、時が実在する理由。 

164 輪廻の…如来
にょらい

：「如来」とは仏陀のこと。「輪廻の中で生死を繰り返す衆生の心の流れ 

が、修行することによって輪廻を離れ、結果として仏陀となる故に。」という、他派の 

挙げる輪廻が実在する理由。 
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「そのように、諸法（現象）は本性が欠如するならば、四聖諦165等は不合理で

ある。」という論難への返答として、「本性が欠如することにそれら一切は合理で

あるが、欠如しないものには不合理である。」と「聖なる真実を考察する（第二十

四章）」を説かれ、これは本性を否定するそれぞれの章の最後に繋ぐべきものであ

る。 

本性が欠如することにおいて、特別に涅槃が不合理であると反論するものへの

返答として「涅槃を考察する（第二十五章）」を示した。そして縁起生と中道が同

意であると説かれた縁起生、あるいは「縁起生を見れば四聖諦の真如を見る」と

説かれた縁起生を示そうと誓われ、「縁起を考察する（第二十六章）」を説かれ

た。諸々の前章で説かれた「真如に蒙昧であれば輪廻に順次に入り、蒙昧でなけ

れば（輪廻より）逆に退く。」ということも、この意味に有るので、両方に当ては

まる。 

縁起生の真如を見れば、前の果て等、諸々の悪見166に依ることはないと説かれ

た意味を証成する為に「見解を考察する（第二十七章）」を説かれた。 

そのようであれば、自らの心相続の倶生の我執167がどのように執しているかを

よく観察し、諸々の記述はそれを止める方便であると知って、聴聞し、説き、見

解し、思惟し、修する等全てによって、我執を批判することに長けるようにしな

さい。論争のみに長けることを好んではいけない。 

 

第二項［章の著述それぞれの意味を説く］に三項目がある。［縁起生は本性が欠

如すると示す］、［それを了解する・していないことからの、輪廻への出入の仕

方］、［縁起生を了解すれば悪見が退くさま］である。 

 

第一項［縁起生は本性が欠如すると示す］に二項目がある。［本義］と、［それ

に対する反論を斥ける］である。 

 

第一項［本義］に二項目がある。［二無我を要約して示す］と、［詳細に説く］

                                                   

165 四聖諦
ししょうたい

：聖なる四つの真実。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。 
166 前の…悪見：悪見を分類すると「前（始まり）の果てに依るもの」と「後（終わり） 

の果てに依るもの」に基づいて十六に分けられる。前者には「我は過去において起こっ 

た・起こらない・両者である・両者ではない」と「我と世間は常である・無常である・ 

両者である・両者ではない」の八種の見解が有り、後者にも「我は未来の別の時におい 

て起こる・起こらない・両者である・両者ではない」と「我と世間に果てがある・な 

い・両者である・両者ではない」という八種の見解がある。ここでの「起こる」とは、 

それ以前に無かったものが新しく生じる意味である。 
167 自らの…我執：継続性を具えた心の流れに自然に具わっている（倶生：上記脚注 103 

参照）ものごとを真実として有ると思い込んでいる心（我執：［序論］脚注 89 参照）。 
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である。 

 

第一項［二無我を要約して示す］に二項目がある。［因果の行為と行為するもの

を考察して法（現象）に本性を否定する］、［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］である。 

 

第一項［因果の行為と行為するものを考察して法（現象）に本性を否定する］

に三項目がある。［章の著述を説く］、［了義の教証と合わせる］、［意味を要約して

章の名を示す］である。 

 

第一項［章の著述を説く］ 

そこで、前述の「滅無く」等を示す為に、「生」を否定したことによって「滅」

等を否定し易くなると御考えになり、最初に「生」を否定された。これに二項目

がある。［結果に生の本性を否定する］、［生じさせるものに縁の本性を否定する］

である。 

 

第一項［結果に生の本性を否定する］に二項目がある。［四極辺の生を否定する］、

［他生の否定に経証が矛盾するという反論を斥ける］である。 

 

第一項［四極辺の生を否定する］に二項目がある。［生を否定する宗（主張命題）

168］、［生を否定する正理］である。 

 

第一項［生を否定する宗（主張命題）］に二項目がある。［本義］と、［派生した義］

である。 

 

第一項［本義］ 

そこで、「誰か」という語の同義語である「如何なる（もの）」という能依（依

るもの）を表す言葉によって示された内外の事物169は、「若干であろうとも」とい

う語の同義語「何処であろうとも」という所依（依られるもの）を表す言葉によ

って示された、如何なる場所と時と学説においても、「我（自ら）より生じること

は、何時も有るのではない。」その如く、他の三主張命題にも当てはめる170。 

                                                   

168 宗
しゅう

（主張命題）：論式を立て証明をする場合に、主語・述語・理由のうち主語と述語 

を合わせた意味（主張命題）。主張命題の主語のみ、あるいは主張命題の述語のみを 

「宗」という場合もある。 
169 内外の事物：上記脚注 154 と同意。 
170 その…当てはめる。：他の三宗とは、「内外の事物が他より生じることは、如何ように 

も有るのではない。」、※次頁脚注参照 
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『場所のせいで、ある場所には紅花が生えなかったり、時期のせいで、ある時

には作物が生えないようなものなのか』という考えを、「場所と時、何処であろう

とも」と否定するので、「何時にも」と言ったことは無意味ではない。『中観の学

説に従って生じなくとも、実在論者の学説に従って生じる。』という思いを「如何

なる学説においても」と否定するので、「実在論者の説では生じない」と示すので

はない。 

ここで「『如何なる事物も、何処であろうとも、生は何時にも有ることを見

よ。』と唱えて、『自らよりではない。』以降二行を後述へ導く訳が良い」と言うこ

とは正しくない。「『自らよりではない。』とは何ではないのか」と問いた返答とし

て「生は、何時にも有ではない。」と繋ぎ、他の三（他より、両より、無因）にも

そのように続けるよう『般若灯論171』で説かれている故に、（『根本中論』の）梵

語論書にも前後の否定語が有ることは明らかである。『入中論註』より、 

「最後の『有るのではない。』という言葉は、有の理由である自生と関係す 

るが、有と（関係するの）ではない。（何故ならば）その否定は意味とし 

て成立する故である。」172 

と説かれたのは、「後二行によって主張命題を示し、前の二行によって理由を示し

たと説くように（解釈）するのではない」という意味であり、他の三つも同様で

ある。本性としての「生」が有るならば、その理由として四極辺の生の何れかを

承認しなければならない故に、「有の理由」と言った。四極辺の生を否定したなら

ば、本性としての生が否定されたことも、間接的に成立するので、そのように繋

ぐことで「本性として生が無いことが成立しない」過失は無いことが、（『入中論

註』の）最後の言葉173の意味である。 

然れば、『中観顕明論』で説かれたように、 

「『四極辺の生を否定したことを理由として、本性としての生は適わない』 

としたのではないが、前述のようにそれぞれを断つことがその著述の意味 

                                                   

「内外の事物が自他の両者より生じることは、如何ようにも有るのではない。」、「内外 

の事物が無因より生じることは、如何ようにも有るのではない。」の三つの主張命題。 

171『般若
はんにゃ

灯論
とうろん

』：龍樹著『根本中論』の註釈論書。清弁（上記脚注 4 参照）著。中観自立 

論証派の見解による著述。 
172 「最後…である。」：『根本中論』第 1 章 1 偈の言葉は、「自らより（1 行目）生は有る

のではない。（4 行目）」「他より（1 行目）生は有るのではない。（4 行目）」「（自他）両

より（2 行目）生は有るのではない。（4 行目）」「無因より（2 行目）生は有るのではな

い。（4 行目）」とそれぞれ続けて、「生は本性として有るのではない。」は直接文面に現

れない。それら四つの理由によって推察される故である。 

「有（主張命題）」「自生・他生・両生・無因（主張命題を証明する理由）」であるの

で、「有るのではない」は理由/自生等に繋げるのであり、主張命題の有に繋げるのでは

ない。 
173 最後の言葉：「その否定は意味として成立する故である。」 



47 

正理の海［第１章］ 

ではない。」174 

という。 

「特定の意味を持つ言葉である故に、特定が有り、それも『自らより生じるの

ではないのみ』と、特定（を表す言葉）を最後に付けなければならないが、その

時『自らより生じないだけである。』となるので、『他からは生じる』と主張しな

いことにならないか」といえば、それに過失は無い。（何故ならば）「のみ」とい

う言葉が、自生を打ち消しただけの絶対的否定を述べると主張する故と、他生も

「他よりではない。」と否定する故である。これは、他の三つの主張命題において

も似ており、四主張命題とも絶対的否定であるので、否定語の特定によって「否

定対象を否定するだけではない他のものごと」を仄めかさない意味である。 

生においては、因の有無の二つに限られており、有因において因果の二つは本性

が同一か別の二つそれぞれと、双方の集合の三分類に限られるので、本性としての

生を否定する主張命題も四命題でよい。 

 

第二項［派生した義］に二項目がある。［二否定の定義を示す］、［二つの何れが

理由の主張命題であるかを思惟する］である。 

 

第一項［二否定の定義を示す］ 

清弁は「自らよりではない。」等の四命題ともが絶対的否定であると説いてお

り、月称も「自よりではない。」とは絶対的否定であると説かれ、他の三命題も同

様である。 

一般に否定とは、心が否定対象を直接打ち消して了解される対象であるので、

「自らでないもの」を打ち消したような、事物に否定対象をただ打ち消しただけ

は否定ではない175。法性と勝義諦のように、言葉によって否定対象を直接打ち消

しておらずとも、その意味が心に現れれば、戯論（心的派生）が打ち消された様

相として現れるもの176が、否定である。 

それに二あり、絶対的否定とは心（心理作用）が否定対象を直接打ち消して、

                                                   
174 「『四極…ない。」：『根本中論』第 1 章 1 偈に主張命題と理由（脚注 172 参照）が直接

言葉として記されているのではないが、四極辺の生を否定するのみがその著述の意味で

はなく、理由を示したことによって主張命題の意味をも暗に示す。」 
175「自ら…ない。：例えば、概念作用で「壺」を認識する時には、「壺ではない柱」や「壺 

ではない花」を打ち消して「壺」を認識するが、その打ち消しは否定にはならない。否 

定対象をはっきりと認識してそれを心理面において打ち消すことが、否定である。 
176 法性と…もの：法性（空性と同義）は否定対象である「本性」の欠如（絶対的否定） 

である。勝義諦に法性と滅諦の二つあるうち、滅諦は修行道を修することによって汚れ 

と離れた道諦の、（「本性」と「空性の不明さ」という）二つの否定対象の欠如（絶対的 

否定）をいうので、「法性」と「勝義諦」という言葉に否定語が使われていなくとも、 

知覚にその様相が現れた時に打ち消す様相として現れる故に、否定である。 
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他の現象を暗示しない、あるいは成立させないものであり、例えば「婆羅門（貴

族）は酒を飲んでよいのか・いけないのか」と問えば、「酒を飲まない。」という

もので、飲酒をただ打ち消したのみであるが、「それ以外の飲み物を飲む。」ある

いは「飲まない。」と証明せぬが如くである。『増因明論177』より、 

「無と否定すること（絶対的否定）は、事物の自性のみのものを否定する 

に尽きるが、それと似た、それではない他の事物を成立させようとしな 

い。例えば、『婆羅門は酒を飲むことをしない。』と、それだけのことを否 

定するに尽きるが、『それより他の飲み物を飲む。』あるいは『飲まない。』 

と述べないようなものである。」 

と説かれたように。 

定立的否定とは、心が否定対象を打ち消して、他の現象を暗示するか成立させ

るもので、例えば一人の男性を平民であると示したい時に、「この者は婆羅門では

ない。」といえば、婆羅門を否定しただけではなく、婆羅門より他であり、彼より

学ぶなどのことによって、下級の平民であると（意味を）成させる如くであり、

『増因明論』より、 

「そうではないと否定すること（定立的否定）は、事物の自性を否定する 

ことによって、それと似たそれより他の事物の自性を成させるもので、例 

えば『この者は婆羅門ではない。』と否定されたことによって、婆羅門のよ 

うな者より他の婆羅門でない者、苦役や学び等によって、下級の平民であ 

ると（意味を）成させる如くである。」 

と説かれたようにである。 

他の事象を暗示する方法において、直接と、間接と、場合によって暗示するとい

う三あり、第一は「無我が有る」というように、否定対象を打ち消すことと他の現

象を暗示することの二つともを（「無我が有る」という）一つの言葉によって成す。

第二は、「太った祭司は日中に食べない。」というように、意味によって示される。

以上二つは、直接・間接に暗示したそれぞれであるが、両方を具えるものは、「痩せ

ていない、日中に食べない太った祭司がいる。」というようなものである。第三は、

一人の男性が、王族か婆羅門何れか一方であると確かであり、違いがはっきりしな

い時に、「この者は婆羅門ではない。」と言う如くで、自らの言葉（言葉自体）によ

っては示さない。 

他の現象を暗示する方法はその三つと確定しているので、それらは「そうではな

い否定（定立的否定）」であるが、その三の何れも暗示しなければ、それより他は「無

である否定（絶対的否定）」である。観世音戒178が引用したものより、 

                                                   
177『増因明論』：因明（論理的考察）論について説かれた論書。清弁（上記脚注 4 参照）

著。 
178 観世音戒：清弁の後に現れる中観自立論証派の古代インド哲学者（上記脚注 3 参照）。 
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「否定が意味によって示されたものと、一語を肯定にしたものと、それを具 

える言葉自体は示さないものが、そうではない（定立的否定）であり、他は 

他のもの（絶対的否定）である。」 

という。然れば、言葉で示されるものや、知覚対象として他の現象を暗示したとし

ても、絶対的否定ではない。 

或る者が「肯定である拠所と組み合わされば絶対的否定ではない」ということは

不合理である。（何故ならば）婆羅門が肯定であることによって、「婆羅門は酒を飲

まない」が否定対象を打ち消したのみ（の絶対的否定）であることを否定しない故

であるり、例えば声は現前分179であることによって、「声の無常」が隠蔽分180である

ことを否定しないが如くである。 

他の者が「拠所と組み合わされば他の現象を暗示した。」ということも不合理であ

る。（何故ならば）「婆羅門」の如くは他の現象を暗示する・しないと量る拠所であ

るけれども、（暗示された）他の現象ではない故である。 

 

第二項［二つの何れが理由の主張命題であるかを思惟する］に二項目がある。

［絶対的否定が主張命題であると示す］と、［それへの反論を斥ける］である。 

 

第一項［絶対的否定が主張命題であると示す］ 

他派に公認される理由にも証明される命題が有ることと、四極辺（自らより・

他より・自他両より・無因より）の生が背理によって批判されたことによっても

無生を論理的に証明すると『顕句論』より説かれたが、『入中論註』からも、 

「その四主張命題を続けて述べて、正理によって証成する為に説く。」 

と説かれ、四主張命題は絶対的否定であると承認された故に、本性を否定する一

切の場合において、絶対的否定を理由による論証命題としたまえ。 

然れば『顕句論』より、 

「比量181とは、他者の主張命題を単に否定するのみの果を持つものであ 

                                                   

179 現前分
げんぜんぶん

：知覚器官の現前に直接表れ、理由等の考察に依らず知覚される対象。 

隠蔽分
おんしゃぶん

・最隠蔽分
さいおんしゃぶん

と共に、三所量
さんしょりょう

に数えられる。「所量
しょりょう

」とは、正しい認識主体によっ 

て了解される対象（［序論］脚注 52 参照）。 

180 隠蔽分
おんしゃぶん

：隠されたものごと。正しい理由を考察することによって了解される対象。 

181 比量
ひりょう

：ここでは比較推量のよりどころとなっている理由。 

一般に比量とは、正しい認識主体となる知覚で、正しい理由によって考察し、隠蔽分を 

了解する心理作用をもつ。これに対し、理由の考察に依ることなく現前にあるものごと 

（現前分・上記脚注 179 参照）を直接知覚し了解する、正しい認識主体である知覚を 

現量
げんりょう

という。 
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る故である。」182 

と説かれたことも、「本性が有ることをただ打ち消したのみ」を諸々の論式によっ

て論証するが、それより他のものごとを論証しないという意味なので、「本性が有

ることを否定するが、（本性の）無を論証しない」という意味ではない183。それに

似た類は、本性が無いと示す経証とそれを確信する心によって、「本性をただ打ち

消したのみ」を著述内容と（心の）知覚対象とするが、「他の現象を暗示しな

い。」と絶対的否定を示す意味であり、『四百論註』より、 

「『本性を捏造する分別184によって有情が縛られたとご覧になり、それを斥 

ける為に、如来方や菩薩方は縁起生と矛盾することなく、諸事物は本性が 

無いことだけを示された。そのようであればこれは、要約すれば、仏陀の 

御言葉の意味である。』と、阿闍梨の本論書によって解説された。」 

や、『顕句論』よりも、 

「『その世間において有るかぎり一切の音声185（言葉）が、無事物であり、 

何もないという』等とあるので、無とする否定（絶対的否定）を述べよう 

とする故に、無事物の意味は、本性が無い意味である。」 

と説かれた如くである。（『四百論註』で）「本性が無いことだけを示す」という

「だけ」という言葉によって、ただ本性を打ち消しただけではない、言葉の著述

内容として暗示したことを打ち消すが、無本性を示すことを、何処で打ち消そう

か。その如く、正理によって有本性の方向をただ否定するだけのことをしても、

本性を否定したより他の現象の肯定は打ち消すけれど、「本性を否定しただけ」を

成立させることは全く打ち消さぬので、絶対的否定であると示す意味である。 

他にも、第三分類を排除する正反対を一つ示すことが無ければ、「有無、あるい

は単一と複数等のどちらを主張するか」と二極に限られた考察をなして否定する

ところが無いが、それが有るならば、正反対の一方を否定してもう一方の成立が

無ければ、無であり186、『中観顕明論』より、 

                                                   
182 「比量…ある。」：「（ここでの）理由は、ただ他者の主張を否定するのみの働きをする 

故である。」背理を挙げてものごとを了解する比量が起った場合、その背理によって対 

論者の論理を否定すれば良いだけであり、その背理で述べること自体が一般に存在する 

必要はない。 
183「本性…ない。：「本性が有ることの否定」を直接了解する比量は、同時に「本性の無」 

も副次的に了解する。 

184 本性を捏造
ねつぞう

する分別：ものごとには本性が無いにもかかわらず、本性が有ると捏造す 

る概念作用。誤った見解に、無いものを有るとする捏造と、有るものを無いとする抹消
まっしょう

 

の二種類ある。 
185 音声：蔵語書タシルンポ版には「音声」とあり、シェリク・パルカン版には「誰」と

ある。 
186 正反対…である：「無我（有無全体）」または「有」を正反対の二つに分割した場合、 

ものごとは全て A・B の何れかに含まれる。※次頁脚注に続く 
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「相互に排除して留まる定義をもつ双現象は、一方が否定され他方の成立 

が無ければ、無である故に、両方ではない方向を考察することも正理では 

ない。」 

というものや、 

「何かを肯定し、それを否定したものが無ければ無い、その二つは、相互 

に排除して留まる定義のものである。相互に排除して留まる定義であるそ 

れらは、一切の様相に遍満する187ものである。一切の様相に遍満するそれ 

らのものは、他の分類を排除するものであり188、例えば身体を持つものと 

身体を持つのではないもの等の差別のようなものである。」 

と説かれた如くである。二否定の定義と、本性を否定する理由の論証命題は絶対

的否定であることと、正反対の一方を打ち消せばもう一方に決定することと、一

方を否定すればもう一方を肯定しなければならないことについて、中観帰謬派と

自立派に違いはない。 

本性が有ることを正しい認識によって打ち消せば、否定対象を打ち消したこと

を正しい認識が確かにするので「肯定させる」と説かれ、『中辺分別論189』より 

「肯定させるものと、理解させるものと」 

と説かれた如くである。然れば、「芽は本性が無い」は主張命題であるが、「肯

定」は主張命題ではない。 

一切の肯定が肯定的であると主張することは、肯定の意味を知らずに言うこと

である。（何故ならば）「この拠所はこの現象ではない」や、「ここにこの現象は無

い」と肯定しなければならないことは、一切の所知190に当てはまる故と、心が否

定対象を直接打ち消して（概念で）認識しなければならない対象は、否定である

故である。 

無本性が有っても、世俗の正しい認識主体によって本性が有ることを否定でき

ないので、無本性も成立しない故に、（ものごとの究極のありさまを推し量る）正

                                                   

その両方、あるいはその両方ではない分類は存在しない。その場合、正反対の一方 A を 

否定して、もう一方の残る筈である B も存在しなれば（無ければ）、Ｂは無である。 

187 一切…遍満
へんまん

する：存在するもの全てに行き渡る。 
188 一切の…であり：有無全てを正反対の二方に分割した場合、その二方以外の集合（分 

類）を排除する。 

189『中辺分
ちゅうべんふん

別論
べつろん

』：『弁中辺論頌
べんちゅうべんろんじゅ

』と同じ論書。弥勒
み ろ く

の五法の一。 

「弥勒の五法」とは、『現
げん

観
かん

荘厳論
しょうごんろん

』『大乗
だいじょう

荘厳
しょうごん

経論
きょうろん

』『大乗究竟
だいじょうくきょう

一乗
いちじょう

宝性論
ほうしょうろん

』 

『法法性分
ほうほっしょうふん

別論
べつろん

』『中辺分別論』の五論書。 

190一切の所
しょ

知
ち

：全ての現象。所知（上記脚注 94 参照）は知られる対象であるが、全ての 

「有」はそれを対象とする認識主体（知覚）に知られる故に、「有
ゆう

」「所
しょ

知
ち

」「所量
しょりょう

」 

「境
きょう

（対象）」等は同意である。更に「法
ほう

（現象）」も「自らの（世俗の）本質を保持す 

る」という定義から、「有」と同じ範囲を持つ。 
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理知によって悟る。 

それ（無本性）が無ければ、二つの否定語（無本性が無い）によって清浄（真

実であること）を示すので、諸事物に本性が有ることになり、『廻諍論』より、 

「仮に、無本性そのものによって、仮に無本性を覆すならば、無本性その 

ものが退けば、本性そのものであるとよく成立するだろう。」191 

とはっきりと説かれた。 

「正理知によって本性を彼方へただ断絶したのみであるが、本性が無いことを

対象としないので、理由によってもそれを証明しない」と言えば、「経証によって

も本性や我を彼方へただ切り捨てただけであるが、無本性と無我を叙述内容とし

ない」と言わなければならないので、「勝義を示す一切は了義の善説である」や、

「中観の論書が、著述内容である、極辺を離れた縁起生の空性を示した。」とも述

べてはならない。そのようであれば、「実有の芽」や「実在する非実在」の両方を

否定することはできるが、「実在として有無の両方（であること）」を否定するこ

とはできず、勝義としての有無も、それと似ている192。 

 

第二項［それへの反論を斥ける］に二項目がある。［無本性は正理知によって有

ると成立するという反論を斥ける］と、［無本性が正理知によって成立したならば

実在する、という反論を斥ける］である。 

 

第一項［無本性は正理知によって有ると成立するという反論を斥ける］ 

このように「『芽が本性として無いこと』は有ると、正理知によって成立されな

ければならない。（何故ならば）他の量193によってそれは成立されない故と、正理

知によって無本性が成立した故である。正理知が『有る』と見出すならば、真如

としての有無や、真如である・ないと分析し、探求した意味の何か一つを見出し

たのであるから、真実として有る。そのようであれば、否定対象である真実（実

在）を否定する一切の正理は、「否定対象が欠如する真実」についても同等である

ので、否定対象（真実として有る）も否定してはいない194。」といえば。 

                                                   
191 「仮に…だろう。」：『廻諍論』第 26 偈。 
192 勝義…似ている。：「実在する」と「勝義として有る」は同義。「実在を否定することは 

できても、非実在を認識対象にしない」という主張では、「芽は実在する」「非実在が実 

在する」という実在を否定することはできる。しかし「実在として無い（非実在）」は 

認識できないので「実在として有り、実在として無い」も認識できず、否定対象が認識 

できない故に、否定することはできない。 
193 他の量：空性を対象とする知覚の正理知ではない、空性以外のものごとを対象として 

正しく認識する知覚（上記脚注 36・37 参照）。 
194「芽が…いない。」：他派の主張。「正理知が見出す対象は真実として有る。『真実として 

無い（無本性）』は正理知によって見出される為、真実として有る。なれば正理知は 

『真実として無い』を真実として認識するので、『真実として有る』は否定しない。」 
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これに対して、正理知がただ『本性として成立したことは無い。』と感じ把握し

た以外、「無本性が有る」等、如何とも捉えないので、まさしく絶対的否定が所量

（正しく認識されるもの）であると主張する。しかし、もし「無本性が有る」等

と捉えれば、（空性より）他の現象が正理知の対象として投擲された為に、定立的

否定が主張命題であり所量となるだろう。然れば、正理知の直接の働きによって

は、「無本性が有る」と成立しない。 

『あるいは〈無本性が有る〉と間接的に了解するが、それも正理知によって成立

されなければならない。』と思えば。 

そう見るならば「芽は本性が無い。」という言葉によっても無本性が有ることを間

接的に示さなければならない。（何故ならば）その言葉に随って生じる心が、それが

有ると間接的に了解する故である。それ故に、否定対象を打ち消したのみではない

他の現象が間接的に暗示されたものも定立的否定であるので、絶対的否定であるこ

とが斥けられる。 

他にも、「肥った者が日中食べない」とは、「肥った」（という言葉）によって、「食

物を調理した」という因を持つと分かるが、食べる時間は昼か夜の二つに決まって

おり、日中食べることの打ち消しが直接示されることで、間接的に、夜に食べるこ

とがその言葉の暗示内容と、（その言葉を聞いたことによって生じる）心の間接的な

対象になる。しかし、それに等しい直接的な効果は「芽は本性が無い」という言葉

と（「芽は本性が無い」を対象とする）心に現れないので、間接的に了解する理由も

無い。 

それでも、間に他の量を経由することに依らず、正理知の力に依拠して「無本性

は無い」と捉える捏造（思い込み）と正反対に捉える心を起こさせることができ、

まさしくその心によってそれ（無本性が無い）を打ち消すので、正理知に依拠して

捏造（思い込み）を断つことにはなるけれども、正理知自体がその捏造を断ったの

ではない。 

これは例を挙げれば、「声は無常である」を証成する因三相195を確信する正しい

                                                   

195 因
いん

三相
さんぞう

：或るものごとを証成（論式を挙げて証明）する場合、挙げられた理由（因） 

が具えるべき三つの性質。因三相が具わる理由が、正しい理由（因）であるとされる。 

「因三相」とは、遍
へん

是宗法性
ぜしゅうぼっしょう

・同品定
どうほんじょう

有性
うしょう

・異品遍
いほ んへん

無性
むしょう

の三。 

因三相を具える因（理由）は、「主張命題の主語・その述語・挙げられた理由の三を正 

しく認識して、主張命題を理解したいと欲している者」に対してのみ正しく成立する。 

遍
へん

是宗法性
ぜしゅうぼっしょう

：「挙げられた理由」は、「主張命題の主語」に完全に当てはまること。 

同品定
どうほんじょう

有性
うしょう

：「挙げられた理由」であるもの全ては「主張命題の述語」であること。 

異品遍
いほ んへん

無性
むしょう

：「主張命題の述語」でないもの全ては「挙げられた理由」でないこと。 

例えば、「声が無常であること」を証成するにあたり、定義に適った相手に論式を挙げ 

て、「声は（主語）無常である（述語）。生じたものである故に（挙げられた理由）。」と

言えば、 ※次頁脚注に続く 



54 

正理の海［第１章］ 

認識が生じたならば、間に他の正しい認識を経由することに依らず、その効果に

依拠して「声は常である」と捉える思い込みと正反対に捉える心を起こすことが

できるけれども、「声は無常である」が先の認識の潜在的な対象として成立した

り、「声は常である」と捉える思い込みを先の認識が打ち消したのではない196が如

くである。 

然れば『量評釈197』より、 

「『声とは所作198性である。これに類似した全ては、無常である』と述べる 

ことによっても、意味として、それは壊（と捉える）心になる。」199 

と、「意味として」－「潜在的に」と説かれたけれども、潜在的に了解するのでは

ないことに似ている200。 

「如何に。『無本性が有る』の意味は、正しい認識が対象とするのであるが、そ

れも正理知によって成立した故に、『有る』の意味はそれによって成立したのであ

る。しかし因三相は宗（主張命題）の意味ではないので、（正理知が「無本性は有

る」と成立させることと、因三相を了解する心が主張命題を了解しないことの二

つは）不等である201。」といえば。 

                                                   

「生じたもの」は、「声」全てに当てはまり（遍是宗法性）、「生じたもの」は全て「無

常（一瞬一瞬ごとに変化して留まらない刹那滅）」であり（同品定有性）、「無常」でな

いものは全て「生じたもの」ではないもの（異品遍無性）である。 
196「声は…ではない：「声は無常である」を証明する理由の因三相を認識対象とする正し 

い認識の働きの結果として、「声は無常である」と了解する量が生じる。しかし、「声は 

無常である」は、自らを対象とする認識の原因である「因三相を認識対象とする正しい 

認識」の直接の対象ではなく、直接現れない潜在的な対象でもない。 

また、「声は無常である」と確信する量が「声は常である」と思い込む心を斥けるので 

あり、その原因である「因三相を認識対象とする正しい認識」が、「声は常である」と 

思い込む心を斥けるのではない。 

197『量
りょう

評 釈
ひょうしゃく

』：量（正しい認識主体）について詳しく説かれた論書。 

古代インド仏教論理学者法称
ほっしょう

（ダルマキールティ・650 年頃）著。 

198 所作
し ょ さ

：作られたもの。生じたもの。無常・有為・事物と同意であるが（上記脚注 47 参 

照）、了解する難易度が異なる故に、「声は無常であること」を了解する為に「所作の性 

質」を理由に挙げる。 
199「声…になる。」：『量評釈』第 4 章 22 偈。 
200「声…いる。：「声は所作の性質であり、所作の性質を持つものは全て無常である」と 

述べることによって、その後で結果として「声は無常である」と直接了解する。 

ここで、「意味として－潜在的に、『声は壊（無常）である』と捉える心になる」と説か

れるが、「声は所作の性質を持ち、所作の性質を持つものは全て無常である」と知る心

自体が潜在的に「声は常であると執する心」を斥けるのではないことは、本文上記の説

明と似ている。 
201 無本性…である。：他者の主張。「無本性が有る」は、正理知が「無本性」を了解する 

と同時に成立する。すると「無本性」と「無本性が有る」は、それらが成立する拠所を 

同じ正理知とする。それに対し、因三相を了解する知覚と主張命題を了解する知覚は、 

対象が異なり認識主体が異なるので、前述の例に当てはまらない。 
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ここで、世俗として自証分202を承認する中観派によっては、「無本性を正しい認

識が対象とする203」は、対象としている主体を経験する自証分によって間接的に

成立すると承認するけれども、自証分を世俗の正しい認識204であると承認してい

るので、正理知によって成立したのではない。 

月称の主張においても、「有」の意味は正理知によって成立したのではない。

（何故ならば）正理知によっては、真如としての有無、あるいは真如である・な

いと分析した意味の何れか一つを見出すので、それによって有ると見出すなら

ば、真実として成立したとなる故である。自証分によって、潜在的に成立すると

も承認しない205。 

「では、如何様に成立したのか」といえば。 

ここで、量（正しい認識主体）の定義である「欺かない」とは、世間で設ける

如く承認しているが、世間において、新しく欺く・欺かないと違いを分けず、一

般に欺かないものを量（正しい）とおくので、概念作用の無い現量によって引き

起こされた諸々の既定知も量として承認すると明らかである206。それ故に、概念

作用である量においても現量が有る。（何故ならば）既定知の対象を現前分である

と置くので、現前分について欺かない故である207。無本性は差別事（主体・拠

                                                   

202 自証分
じしょうぶん

：自らを悟る知覚作用。外界の対象に向かうのではなく、内面の知覚を直接経 

験する知覚。「捉える様相（自証分の定義）」 

或る者の青色を見る眼識（知覚 A）を、その自証分が認識（経験）対象とした場合、そ 

の自証分は知覚 A を直接知覚し、知覚 A に映る様相（青色・青色が有ること）等を間接 

的に知覚する。自証分は、承認する派としない派に分かれる。 
203「無本性…とする」：「正しい認識が対象とする」は、「有」の定義。従って、「無本性が

有る」という意味になる。 
204 世俗…認識：空性を対象とするのではない正しい認識主体である知覚。 
205 自証分…しない。：月称の属する中間帰謬論証派は自証分自体を承認しないので、自証 

分が「真如の有」を潜在的に成立させることも承認しない。 
206 世間…である。：中観帰謬派に特有の量（正しい認識主体）の定義・性質を表す。 

中観帰謬派以外の仏教哲学派において、量の定義は「新しく欺かない知覚」とされる故

に、量は対象を正しく知覚認識する第一瞬目の知覚のみとする。それ以後に生じる、同

じ認識対象を持つ知覚は、既に知ったことを再度知る「既定
き て い

知
ち

」となり、「量」ではな

い知覚（心理作用）であるとする。 

これに対し、中観帰謬派においては「新しく欺く」「新しく欺かない」と違いを分け

ず、一般に欺かないものを量（正しい）とする故に、概念作用の無い現量（上記脚注

181 参照）によって引き起こされた既定知等も量として承認すると明らかである。 
207 それ…である。：中観帰謬派が、現量から引き起こされる概念作用である既定知を現量 

とする理由を述べる。 

中観帰謬派以外の仏教哲学派において、既定知の定義は「自らを引き起こす先行する量 

が了解した対象を了解する、量ではない知覚」であり、現前の（理由の考察に依ること 

なく現前にあるものごとを直接知覚し了解する）既定知と、分別（概念作用）の既定知 

の二つに分類される。その後者は、現量によって引き起こされる分別の既定知と、比量 

（上記脚注 181 参照）によって引き起こされる分別の既定知の二に分類される。※次頁 
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所）として成立して208、有無の意味や、世俗名称の何れについても分析すること

が無いので、理由によって証成されるものではなく、理由に相互関係しなくとも

「無本性が無い」と捉える捏造（思い込み）を断つこともできるので、「無本性が

有る」は現前分である。 

それも、「有」は現前分であるので、「無本性」は隠蔽分であろうとも、それが正 

しい認識によって成立したことにおいて「無本性が有る」は現前分である209。例

えば、「刹那滅210」が隠蔽分なので、「声」や「青」は現前分であろうとも、「その

二つは刹那滅である」が隠蔽分である211如くである。然れば、「有る」と確信する

世俗の心も現前分について欺かない故に、現量である。 

これによって、芽等は本性が無いと正理知が了解するけれど、芽の現れは、本

性が無いながら現れると、何（の量）によって成立する212かも知りたまえ。 

 

第二項［無本性が正理知によって成立したならば実在する、という反論を斥ける］ 

ここで、芽等は本性が無いことが正理知によって成立したならば、究極のあり

様を分析する正理による分析に耐えうるものになると見て、或る者は「真実の事

物が無いことは、実在する（真実として成立する）」と言い、他の者は、正理知と

比量の反体213（呼び方）をそれぞれ分けて「前者には対象が無く、後者には対象

                                                   

中観帰謬論証派においては、「既定知を量とする」ので、「分別の既定知」は「分別であ 

る量（概念作用である量）」となる。ここで、現量が引き起こす既定知の対象は現量が 

既に了解したものを再び対象とするので「既定知の対象を現前分（上記脚注 179 参照） 

であると置くので、現前分について欺かない故」に、「概念作用である量においても現 

量が有る」とする。 
208 無本性…成立して：無本性を、性質を持つ拠所である差別事（上記脚注 45 参照）とし 

て成立させて。 
209「有」は…である。：その性質である「有」が現前分（上記脚注 179 参照）である為、 

その性質を持つ「無本性」は隠蔽分（上記脚注 180 参照）であろうとも、正しい認識の 

対象となる（主語と述語が合わさった）「無本性が有る」は現前分となる。 

210 刹那滅
せつ なめつ

：無常の定義。上記脚注 47・48・92 参照。 
211「刹那滅」…である：その性質である「刹那滅」が隠蔽分である為、その性質を持つ 

「声」「青」は現前分であろうとも、集合した意味の「声は刹那滅である」「青は刹那滅 

である」は隠蔽分となる。 
212 芽等…する：「芽等は本性が無い」と了解するのは正理知であるが、「無本性の芽等の 

現れが有る」は、「有」が現前分である故に現前分であり、現前の対象を誤らず認識す 

る現量によって、有ると成立する。 

空性を直覚した後に現れる「本性が無いながら現れる芽等の現れ（微細な世俗）」の場 

合は、正理知（空性を直覚する瞑想状態の智慧）の後に起こった世俗を認識する現量 

が、現前の対象を幻のような主体として認識するので、現量によって有ると成立する。 

213 反体
はんたい

：言葉として提示された特定のものごとの、それではないもの（違う言葉で表さ 

れるもの）から反する面。例えば、「『無常』の反体」は「無常」であり、その定義であ 

る「刹那滅」は「『無常』の反体」ではない。 

※次頁に続く 
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が有る214」と言う。 

その双方とも不合理であり、このように芽等を真実として有る・無いと分析す

ることは、前述で倶生（の諦執）が実在すると執する捉え方を説明した215ように

有無を分析するのであるが、究極のあり様を分析する正理知による分析に耐え得

る・得ないや、正理知によって成立した・していないと分析するのではない。従

って、正理知によって成立しただけのことを承認したことに、「実在したという意

味を承認した」と言う意味は無い。 

『もし、実在の意味を承認していなくとも、正理知によって成立したならば、究 

極のあり様を分析する正理の分析に耐えるものとして成立しなければならない。

（何故ならば）正理知による分析に耐えなければ、それによって成立したとは矛

盾する故である。正理知による分析に耐えるものとして有るならば、真実とな

る。』と思えば。 

これも「正理知による分析に耐える」と、「それ（正理知）によって成立した」

の二つを同義であると主張するもので、正理知によって成立したこと自体が実在

の意味であると主張したことになる216ので、どの辺りから実在となる境界217を了

                                                   

「『無常』の反体」と同じ範囲を持つものは、「『無常』と同一」・「『無常』と同一となる 

『無常』」・「『刹那滅』の名相（定義されるもの）」・「『刹那滅』の仮有三法を具えるもの 

（名相の定義）」等があり、それらが示すものは、「無常」以外無い。 

「無常」は無常（一瞬一瞬変化するもの）であるが、「『無常』の反体」は常（変化しな

いもの）である。 
214正理知…有る」：空性を認識対象とする正理知には現量と比量（上記脚注 181 参照）の 

両方が含まれる。正理知の反体は「正理知」であり、比量の反体は「比量」であるとそ 

れぞれに分けて、「正理知には対象が無い」「比量には対象が有る」とする他説の主張。 
215 以前に…説明した：上記本文［本義］（33ｐ～）参照。 
216「正理…になる：ある客体が、他に依ることなく本性として成立しているならば、その 

客体の究極的な有り様を分析する正理によって分析された場合、正にその客体が見出さ 

れる筈なので、「正理による分析に耐える」とは「真実として成立する」「実在する」と 

いう意味になる。 

「正理知によって成立した」とは、「ある認識対象が正理知によって認識された」とい

う意味であり、正理知によって認識されたその対象（空性）は、（究極的なあり様を）

分析された客体ではない。 

従って、「正理による分析に耐える」と「正理知によって成立する」の意味は異なる

が、対論者はその違いに気付かず、「正理知によって成立する」「正理による分析に耐え

る」「真実として成立する」の三を同義であると主張したことになる。 
217 どの…境界：空性の否定対象である「実在（真実として成立する）」は、自らの「本 

性」「自性」「自相（定義）」「本質」等として成立することである。原因やそれを知覚す 

る認識主体等、他の何ものにも依らず、現れるままに対象そのものの側から存在するこ 

とでもある。 

それ以外の何からもあり方に影響を受けることはないので、正理知が如何にそのあり方 

を分析しようとも、分析される客体はそのままの様相で正理知に認識される筈である。 

（しかしそれは認識されない。） 
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解していないので、これに対しては、前述のようにまさしく諦執となる範囲218を

示したことによって、不合理だと了解することは易しい219。 

先に、芽等が真実として有る・無いと探求したもとで、非実在を正理知が見出

したので、再び非実在は真実として有るか無いかと探求した時、（真実として有る

か無いかと考察された）非実在を見出さなくとも、それ（非実在）が見つからぬ

とはならない。以前に、芽等が究極のあり様を分析する正理による分析に耐える

ものとして有る・無いと探求した時にも、分析に耐えうるものは見出されなかっ

た。けれど再度、「分析に耐えないもの」自体が分析に耐える・耐えないと探求し

た時も、それ自体は見付からない故に、「正理知によって見出す（見付かる）」

と、「それ（正理知）による分析に耐える」の二つも等しくはない。 

然れば、どの程度成立したならば「実在する」となる最低限の区切り220を了解

する為には、主張命題と所量221が絶対的否定であると示してから、この疑いを斥

けなければならないが、『正理知によって無本性が有ると成立した。』との思いを

斥けない限り、所量が絶対的否定であるとも証成することはできない。222 

『般若灯論』より、四極辺の生が無いという主張命題を絶対的否定とせずに、

定立的否定とすれば、『般若経』より 

「色の無生を行ずるならば、般若波羅蜜を行さない。223」 

と説かれたことと反すると説かれ、『集品224』よりも、 

「『この蘊は空である』と分別しても、様相を行ずる菩薩は、無生の要所を 

信じてはいない。」 

や、それに似た他の著述も多い。それら一切は、正理知が無我や、本性が欠如す

                                                   
218 諦執となる範囲：ある概念作用が対象をどのような様相として思い込むと、諦執（実

在視）になるかという様相。 
219 諦執と…易しい。：諦執が思い込んでいるように、ものごとが「真実として成立する」 

ならば、正理知がある客体を分析した場合、「①分析される客体そのものが」「②正理知 

によって見出される」という二つの性質が揃っていなければならない。空性を正理知が 

見出した場合、「②正理知によって見出される」性質は具わっているが、「①分析される 

客体そのものが」という部分が欠けている。以上を考察すれば「空性は認識主体である 

正理知によって、認識対象として成立するが、真実として成立してはいない」と了解す 

ることは易しい。 
220 どの程度…区切り：ものごとが｢真実として成立する｣場合の、最低条件。 
221 主張命題と所量：概念作用である正理知が証成し了解する主張命題と、直覚である正 

理知が了解する対象でもある所量。空性（非実在）。 
222 然れば･･･できない。：了解する順番として、①『正理知よって無本性が有ると成立し

た』という思いを斥ける（間違いであると知る）。②所量（ここでは空性）が絶対的否

定であると知る。③どの程度成立したならば「実在する」となる最低限の区切りを了解

する。 
223「色の無生…ない」：「色に（真実としての）生は無いが、『色の無生は有る』と捉えて

修行すれば、般若波羅蜜（智慧の完成）を修行するのではない。」 
224『集品』：般若経一万八千頌中の一章。 
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ると捉えるならば、否定対象の戯論（心が放った現れ）をただ打ち消しただけと

認識せず、それより他に「無我が有る」等の放擲された他の現象を捉えたなら

ば、諦執の様相に働き、般若波羅蜜の意味を修するのではないと説かれた。否定

対象の戯論無く、否定のみであると捉えれば般若波羅蜜を行ずるが、様相を行ず

るのではないことを御考えになり、 

「それらの五蘊も本性が欠如すると正しく随見せよ。」225 

と説かれ、『入中論』よりも、 

「それ故に我と我所の空を見る、その瑜伽行者は解脱するとなる。」226 

等、空や無我であると見られなければならないとも多く説かれたことは矛盾しな

いと、そのように知るべきであり、そうでなければ、 

「様相を行ずる（菩薩）は、無生の要所を信じてはいない。」227 

と説かれようとも、 

「無生を行ずるならば、般若波羅蜜を行さない。」228 

と説かれているので、互いに矛盾することになる。 

 

二否定の面から戯論を打ち消すこの方法を分けずに、「空・不空や、我の有無

等、如何とも捉えられない」と説かれた幾つかの教証に惑わされて、無我の見解

を保持する仕方の大きな障害となったものが、多く起こったように見える。229 

他にも、『〈世間を考察する〉より 

〈これは有そのものを否定し、無そのものに執するのではない。黒ではな 

いと言ったことが、白であると述べていないように。〉230 

と説かれたので、否定対象をただ打ち消したのみであるが、それ（否定対象）を

否定したことを理由の（証明する）主張命題とすることは不合理である』と思え

ば。 

これは『般若灯論』において、 

                                                   
225 「それら…随見せよ。」：『般若心経』より。 
226 「それ…となる。」：『入中論』第 6 章 165 偈。 
227「様相…いない。」：本文上記『集品』の言葉。 
228「無生…さない。」：本文上記『般若経』の言葉。 
229 二否定…見える。：正理知が了解するのは「本性の欠如」という絶対的否定である。

「本性の欠如（絶対的否定）」と「本性の欠如が有る（定立的否定）」を分けることがで

きないと、「本性の欠如が有る」も正理知に見出されるものであるという誤解がおこ

り、「本性の欠如が実在する」という、空性に対する実体視が起こる。 

一方「～如何とも捉えられない」という経証は「本性の現れとして捉えられない」とい 

う意味であるが、それが分からず、「如何なる様相にも捉えられない」という無想無念 

が空性を修する瞑想であるという主張や、空性自体があり得ないという見解等が起こっ 

た。 
230『世間を考察する』：？ 
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「自性が有ることを否定したことに尽きるが、無事物そのものであるとは 

言わず、」 

という著述を証成するもの（理由）として引用され、註釈によっても絶対的否定

であると知らしめる理由として説明された。例を述べることからも分かり、「これ

は黒ではない」と述べたならば黒を否定したのみであるが、「それより他の、白で

あるとは述べていない」と説かれたので、「『白である』と述べたことを否定した

けれど、黒を否定しただけのことは述べない」と否定するとは如何に。 

その如く、「『無本性』というこれは、有を否定するのみであるが、それより他

の『無本性が有る』と尽く捉えるものではない。」と説くべきであるので、本性が

有ることを否定しただけのそれが、その言葉によって述べられていなかったり、

その心が対象としなかったり、理由が証成しない、と示すのではない。 

無事物そのものであると言っていないことも『増因明論』より、 

「地等が、勝義として基本構成要素231の自性ではないのみのことにするだ 

けで、他の本質や、無事物の自性であると証成しない」 

と説かれたように、「本性をただ否定したのみではない、無本性の自性として留ま

る」とも証成しない意味であり、まさしくそれより、「有を否定したことによって

証成する論法によって、無の自性を証成するとはしないが、二極辺を捨て去った

道を示すと主張する」と説かれた。 

その如く『顕句論』からも、 

「我々はこれが無い、有ると証成しないが、他者が有ると仮定したもの 

と、無いと仮定したものを否定する。（何故ならば）二極辺を掃い、中の道 

を成立させたい故である。」 

と説かれたことも、「相手が承認した有辺と無辺の二つを否定したのみであるが、

それ以外の他を証成しない」という意味である。二極辺を否定しただけのことを

証成していないのでもない。（何故ならば）二極辺を掃って中の道を証成すると説

かれた故である。 

 

第二項［生を否定する正理］に二項目がある。［自生を否定する正理］と、［他

生等を否定する正理］である。 

 

第一項［自生を否定する正理］に三項目がある。［自派を設立する］と、［それ

に対する他派からの過失の述べ方］と、［その過失が自派には無い理由を説く］で

ある。 

 

 

                                                   
231 基本構成要素：ものごとの成り立つ、基礎的な構成要素（［序論］脚注 99 参照）。 
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第一項［自派を設立する］ 

サーンキャ派232が「目等の内と、芽等の外の諸事物は、原因時に無いものが生

じることは不合理である」と見て、「疱（胎児の初期状態）や種子等の原因として

の我性に、顕現しない（潜在的な）さまで有るものが、それらより生じる」と主

張し、既に顕現してから生じるとは主張しない233。 

それを否定するにあたり、生が無意味となる背理による否定とは「芽等が再度

生じることは無意味となる。（何故ならば）自らの我性を既に得た故である。生と

は自らの我性を得る為であるけれど、それを既に得て再度生じるならば、（生に）

必要性が無い234。」 

「もし自らの我性を既に得たとしても、生じなければならないことは矛盾しな

い。」といえば、無限となる背理による否定は、そう見れば、その芽等は如何なる

時も再度生じないとはならない。（何故ならば）既に成立しても再度生じなければ

ならない故である235。 

                                                   
232 サーンキャ派：インド六派哲学の一。 

仏教が始まる以前からインドに広まっていたバラモン教の中で最も古い。 
233「目等の…しない。：サーンキャ派の主張。サーンキャ派哲学において、全ての物質は 

根源となる物質的原理の「根本原質」が創造し、顕現した物質全ての本性もまたその 

「根本原質」であるとする。顕現された物質それぞれの本性（根本原質）は全く同一で 

ある故に、例えば、ある事物（芽）がその原因から生じるにあたり、その物質的原因 

（種子）と条件・補助的原因（水・肥料等）の両者においてもその本性は全く同一であ 

り、更にそれらの結果である事物（芽）の本性も相互に同一となる。 

一方、我々が見ることのできる因果関係において、結果はその原因のうちに顕現しない 

様相で具わっており、ある事物がその原因から生じた場合、原因に具わっていた結果の 

潜在的様相が顕現したとする。そして、それを「生じる」という言葉で表す派と「顕現 

する」という言葉で表す派の二派がある。 

サーンキャ派の主張する「自生（自らより生じる）」とは、結果である芽は、その原因

である種子のうちに顕現しない様相で存在するが、原因である種子の本性と、顕現して

いない芽の本性と、顕現した芽の本性は全く同一である故に、自らの本性より生じる。

また結果である「芽」は、原因時に既に成立している顕現していない「芽」が生じる故

に、「自らより生じる」という説明もある。 

更に、既に顕現している結果からは、再度その結果が顕現するとは主張しない。 
234 生が…無い。」：龍樹著『根本中論』の註釈である『ブッダパーリタ（仏護）』において 

提示された「自生」に対する背理。 

サーンキャ派が主張する如く、原因時に既に自性を持って成立している顕現していない

「芽」が、結果時に顕現することを「生じる」とするならば、「生じる」ことが無意味

になる。何故ならば、「生じる」とは以前に無いものが新しく生まれることである。

「芽」はその原因である種子と同時に顕現せずに存在している故に、既に生じており、

それが顕現することを「生じる」とするならば、再度生じることになる。既に存在する

ものが再度「生じる」ならば、それは意味と必要性に欠けるものとなる。 
235「無限と…である。：サーンキャ派の論駁に対して、自派の挙げた論難。 

既に生じている芽から、更に結果である同じ芽が生じるならば、その結果の芽からもそ 

の結果である芽が生じ、それからもその結果である芽が生じ…と、果てしなく芽が生じ 

続ける背理となる。 
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それに対して対論者が、可能性の本質として顕現せずにあるものが、顕現して

生じなければならないことと、既に顕現してから生じる必要はないので、「前後二

つの背理に行渡らない236」と、勿論言いはしようが、過失を斥けることはできな

い。顕現が以前より有るならばそこで生じる必要はないが、以前より有るにもか

かわらず生じるならば、「無限となる」ことはそのまま残り、顕現が以前に無いな

らば、「原因において以前から有るもののみが生じる」という説が廃される。サー

ンキャ派の一部は生じるとは主張せず、顕現すると主張はするけれども、それら

の正理によって否定することができる。 

第二十章237と第七章238で、これを否定する他の正理も説かれてはいるが、仏護

が二つの正理によって否定したこの類も、多くがテキストより現れる。 

 

第二項［それに対する他派からの過失の述べ方］ 

これに仏護が 

「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に」 

と説かれたことに対し、清弁が「それは正理ではない。（何故ならば）その論式は

自生が無いと証成する理由と喩例239の何も述べていないので、ただ主張するのみ

に尽きている240故と、サーンキャ派が『自らより』という意味が、顕現した我性

である果よりであるならば、既に成立していること（相手が既に承認しているこ

と）を証成させることになり241、可能性の我性である顕現していない因よりであ

                                                   
236それに…行渡らない：自派の提示した上記の論難に対する、サーンキャ派の返答。 

自生であるとしても、サーンキャ派の挙げる前述の理由で、無意味であるとは限らない 

し、無限になるとも限らない。意味があり、限りもあるという主張。 
237 第二十章：『根本中論』第 20 章「集を考察する。」 

238 第七章：『根本中論』第 7 章「生住滅を考察する。」 

239 喩例
ゆ れ い

：論式を挙げてある主張命題を証明する場合、挙げられた理由であるもの全てが 

主張命題の述語全てに当てはまること（同品定
どうほんじょう

有性
うしょう

、上記脚注 195 参照）を理解する 

為に示される例。主張命題の主語のうえでそれを理解するより、解り易い例を挙げる必 

要がある。 
240 その論式…いる：清弁（中観自立論証派）においては、主張命題を証成する論式も、 

自らの定義によって存在しなければならない。従って、他派を批判する論式も、主張命 

題を証明出来る正しい要素である、理由と喩例等が具わったものでなければならない。 

「仏護の提示した帰謬（背理）論式は、ただサーンキャ派の理論を基にした背理のみに 

従っており、正しい定義に適った論式を挙げていない。」という清弁の主張。 
241 顕現…になり：主張命題を証成する定義に適った論式は、論式を提示される相手が了 

解していなかったことを新しく了解させるものでなければならない。従って、相手が既 

に承認している主張命題と理由を挙げるものは、定義に適った論式にならない。ここ 

で、既に顕現した果を「自ら」として、それから再度顕現して果が生じるならば、生が 

無意味になり、無限になる背理が当てはまることは、「相手が既に承認していることを 

証成すること」になる故に、提示された論式は定義に適ったものにはならない。 
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るならば、生を具える一切のものはそれより生じるのみであるので、（対論者であ

るサーンキャ派にとっては）『（理由は主張命題の述語と）反するとなるだろう

242。』と、主張命題を考察しての論難を斥けなかった故である。他の対論者の批判

する隙の有る言葉である故においても、正理ではない。」 

『顕句論』より 

「背理となる言葉である故に」 

と訳されているけれども、『般若灯論』より 

「隙のある言葉でもある故に」 

と訳されたように、註釈によっても説かれているが、 

「それ故にも、正理ではない」 

と、正理ではない理由として説かれた。 

隙があると如何様になるのか。時事的な意味をその論式から反転させることに

よって、なるのである。 

時事的な意味から反転させることによって、隙のある言葉になるなり方とは。 

「『事物は自らの我性より生じることは無い。』という証成される対象（主張 

命題）が反転された意味は顕かであり、『諸事物は他生（他より生じる）であ 

る』。そして証成する法（現象）である理由が反転された意味は顕かであり、 

『生に意味が有る』と『限りが有る』となるので、自らの学説に矛盾すると 

なる過失が有る243」 

と言うのである。 

「意味が無い」「限りが無い」も理由ではないが244、「自生が有るならば意味が

無い」「自生が有るならば限りが無い」も理由として適さない。（何故ならば）そ

れが論争の拠所（主張命題の主語）の上に成立したならば、主張命題が成立しな

ければならない（理由が主語の上に成り立つと了解すると同時に、主張命題自体

                                                   
242 顕現…だろう：未だ顕現していない可能性の我性である因を「自ら」として、それよ 

り顕現する結果が生じるとするならば、対論者であるサーンキャ派にとっては、生を具 

える一切のものは全てそのように生じるので、「無意味である故に」「無限になる故に」 

という理由は、自生に反することになる。 
243 自ら…有る：「自らの学説」とは、「四極辺の生を否定する論式の主張命題は、否定対 

象を打ち消すのみで、他の現象を暗示したり、肯定することの無い絶対的否定である」 

という説。 

主張命題である「事物は自らの我性より生じることは無い。」が暗示する意味は「事物

等は他より生じる（他生である）」である為、主張命題は絶対的否定ではなく、否定対

象より他の現象を暗示する定立的否定となる故に、「自らの学説と矛盾するとなる過失

が有る。」 
244「意味…ないが：「意味が無い」「限りが無い」は正しい論式の理由にならない。遍是宗 

法性（上記脚注 195 参照）が具わらない故である。「意味と限りが無い」は、主張命題 

の主語である「諸事物」の全てに当てはまらない。 
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を了解しなければならない）故である245。然れば、二つの反転された意味が理由

である。246 

実際に挙げた理由を反転しなければならないならば、実際に挙げた主張も反転

されなければならない。（何故ならば）それらは同等である故である。それには理

由が反転されたようにすることはできない247ので、自生をただ打ち消しただけで

ないものが、反転された意味である。 

これは背理の法（帰謬論式）の理由が反転されたものではない。（何故ならば） 

「証成される対象（主張命題）が反転されたことによって」 

と説かれた故と、「自生が無い」を理由として言っていない故である248。その時、

「生は意味と限りが有る故に、諸事物は自生をただ打ち消したのみではない。」と

して、他より生じるとなる。そう見るならば、「自よりではない」という意味が、

                                                   
245「自生が…である：「自生が有るならば意味と限りが無い」も、正しい論式の理由では

ない。 

正しい論式であるならば、因三相（上記脚注 195 参照）を了解した結果として、後に主 

張命題を了解する認識作用が起こる。 

しかし、上記の理由を挙げれば、その理由が主張命題の主語（諸事物）上に成り立つこ

とを了解すると同時に、主張命題（諸事物に自生が無い）を了解してしまうので、正し

い論式にはならない。 
246 二つの…である。：「意味が有る」「限りが有る」が理由である。 
247 それには…できない：「主張が反転される」とは、主張を反対の意味に置き換えること 

である。しかし意味が成り立たなければ、それは適わない。 

「理由が反転された」場合、「生に意味と限りが無い」の正反対の意味である「生に意

味と限りが有る」とすることができる。しかし「主張が反転された」場合、「自らの我

性より生じることはない」から「自らの我性より生じることが有る」としては、正しい

主張にならない為、「理由が反転されたようにすることはできない」。 
248 これは…である。：論式には、証成における論式と帰謬（背理）における論式の二種が 

有る。その二つは同じ「主張命題の主語 A」を持ちながら、証成の場合には「主張命題 

の述語 B」と「主張命題を証明する理由 C」が続けられ（Ａ-Ｂ-Ｃ）、帰謬の場合には 

「C の意味を反転させた質問形の背理 C’」と「B の意味を反転させた背理の理由 B’」が 

続けられる（A-C’-B’）。 

この場合、仏護の提示した証成論式は「事物等は A」「自らの我性より生じることはない

（自生ではない）。B」「生に意味と限りが無くなる故に。C」となり、帰謬の論式は「事

物等は A」「生に意味と限りがあるのか？C’」「自生である故に。B’」となる。 

 

前述の「二つの反転された意味が理由である。」から、「証成論式の理由」「帰謬論式の

理由」の二つの意味を反転させたものが理由となり、「自生を打ち消しただけでないも

の」は、帰謬論式の理由を反転させたのかといえば、そうではない。「証成される主張

命題が反転されたことによって」と説かれている故と、帰謬論式の理由は「自生であ

る・自生が有る」となり、「自生が無い」を理由として言わない故である。 

清弁の挙げる証成論式においては、「諸事物は A」「他より生じる（他生である）。B」 

「生に意味と限りが有る故に。C」となり、帰謬論式においては「事物等は A」「生に意 

味と限りが無いのか？C’」「他生でない故に。B’」となり、それらが定義に適った正しい 

論式であるとする。 
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自生をただ打ち消したのみ（の絶対的否定）である学説と矛盾する。 

註釈は、「阿闍梨（龍樹）の教証より、他生と、生に意味と限りが有ると承認し

ない学説と矛盾する」と説く。 

「『〈生は意味と限りが無い〉を理由として挙げたと主張すれば、理由を述べて

いない』とは不合理である」といえば、それは「自生が無いことを証成できる理

由」を述べていないと主張するので、その派（中観自立論証派）においては矛盾

しない。 

 

第三項［その過失が自派には無い理由を説く］ 

そのような（清弁の）言説を月称が否定した論法とは、「再度生じることに意味

が有る」と「有る」の二つが反すると述べる背理によって、自生を否定できる

が、それができなければ、自立249（の論式）を挙げてもできないので、自立の喩

例と理由を述べる必要はないことと、中観派が自立を承認することは適わぬ故

に、自立の主張命題と理由に対して他者が挙げた過失を斥ける必要はないのであ

る。 

「だとしても、サーンキャ派自らに公認される比量（正因）250によって矛盾を

述べなければならない251ので、他派の対論者に公認された例と理由と主張命題

を、その過失と離れたものにしなければならないがそれを述べず、欠陥を斥けて

いない故に、前述の過失となる。」といえば。 

全ての対論者に対して、相手の公認した論式を必ずしも述べる必要はなく、幾

らかの対論者には述べる必要があるけれども（ここでは）述べたのである。 

仏護が 

「自らの我性として有るものに、再生は必要無い。」 

と説かれたことは、 

「それらの（生がまさしく無意味になる故と・・・）」 

等の説明の言葉であるので、「有る」が理由と、「再生は無意味」が主張命題であ

る252。それによって、他者に公認された理由と主張命題の述語の二つを具える例

                                                   

249 自立
じりゅう

：中観自立論証派の挙げる、「自らの定義によって存在している」もの。 

ここで「自立の論式」とは、同じ主張命題の主語を持ち、主張命題の述語と理由がお互

い反転した形で入れ替わった証成と帰謬の論式（上記脚注 248 参照）の理由において、

共に因三相（上記脚注 195 参照）が具わっているものを言う。 
250 比量（正因）：ある論式を証明する正しい因（理由）を、「比量」と呼ぶことがある。 

その正しい理由によって、主張命題を了解する比量が生じる故で、結果の名前をその因 

に着けたものである。 
251 サーンキャ…ならない：論争をする場合、自他共に公認された理由を具える論式を挙 

げて、対論者の主張を斥けなければならない。 
252「有る」…である。：ここで示される論式は、「諸事物は、再度生じることに意味が無 

い。（何故ならば）有る故に。」である。 
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証も保持した253ので、「喩例と理由を述べない」と何故述べるのか。「顕現した瓶

が再度顕現すると主張しないこと」が例であり、「顕現していない可能性の本質が

生じることを否定した」が主張命題であるので、（既に）成立した理由を証成する

ことや、（理由が主張命題の述語と）反する疑いも無い。然れば、始めの二つの過

失は無い。 

反転された意味を承認したことに対して過失を述べるにあたらないことは、 

「背理が反転された意味とも相手は関係しているが、我々に（関係する 

の）ではない。（何故ならば）自らに主張する命題が無い故である254。」 

と説かれた。これは、中観派が放った全ての背理にではなく、先に放った自生を

否定する背理についてである。その背理になるものごとは、「生は意味と限りが無

い」として背理になるのみではない。「再度の生は意味と限りが無い」であるが、

その背理になるものごとが反転された意味である「再度の生に意味と限りが有

る」は、サーンキャ派のみが主張する。しかし自らにその承認は無いので、それ

（サ－ンキャ派）が承認したことを理由にして、学説と矛盾することが何処にあ

ろうか。 

然れば、中観派が背理を放った一切の反転（された意味）は相手が承認するの

であり、自ら（中観派）が承認しないことや、一般に（中観派に）主張する命題

が無いと、この著述が示したのではない。 

仏護が「再生は無意味」と、「再」という言葉を述べているが、その意味は、

「芽が原因時に自らの我性を既に得ているもとで、（更に）生じると主張するの

で、それは無い」という意味である。『顕句論』よりも、「再」の言葉を述べてお

り、『入中論』よりも、 

「既に生じたものが再度生じると尽く分別するとなれば、」255 

と説かれたので、「有る」と「再度生じる」の二つが矛盾するのであり、「有る」

と「生じる」は矛盾しない。「有る」と「生は限りが有る」も同様である256。 

月称が背理を反転させた意味と自らは関係していないと示したこれによって、

清弁も「再度の生は意味と限りが無い」と背理を放ったことを御考えにならず、

一般に「生は意味と限りが無い」と（背理を）放ったと捉えて「反転された意味

を承認しなければならない」と説かれたと示した。 

                                                   
253 それに…保持した：上記の論式を示すことによって、「有るもの全ては再度生じること 

に意味がない」を理解する、自他共に公認された喩例を挙げることができる。 
254「背理が…である。」：月称著『顕句論』より。 

反転された論式の主張命題の述語「（再度の）生に意味と限りが有る。」と理由の「自生 

が有る故に。」は、サーンキャ派哲学の主張と関連しており、我々（中観帰謬論証派） 

の主張と関係しているのではない。 
255 「既に･･･なれば、」：『入中論』第 6 章 9 偈 1 行目。 
256 ｢有｣と…である。：、｢有｣と｢再度の生に限りが有る｣の二つは矛盾するが、｢有｣と｢生

に限りが有る｣は矛盾しない。 



67 

正理の海［第１章］ 

もし、「他者が主張しない背理を放てば、背理になるものごとを反転させた意味

を（背理を）放つ者が必ず承認しなければならないので、背理になるものごとを

反転させた意味の承認が無いことは不合理である257」といえば、 

「無本性を語る者が、本性を持つと語る者へ背理を証成する258ならば、背 

理より反転したことによって259（存在し得る）意味を持つものとしての背 

理に、何処でなろうか。260」 

というのも、一般的な背理ではなく、自生を否定する二背理である。その二背理

によって、（相手が）主張していないことを証成するならば、（背理を）放つ者が

反転された意味を必ずしも承認する必要はない。（何故ならば）言葉によって意味

を示すことは、言説者が自由無くするのではなく、言説者の叙述欲求に随って行

う故と、背理を放つ者も「再度の生は意味が有ることと限りが有ること」を否定

することだけを欲して（背理を）放った故である。 

「ならば、サーンキャ派が、『以前から有り、縁（条件）によって顕現されたこ

とのみ』を生の意味として示そうと欲して、『芽が生えた。』と述べる故に、『芽が

生える』という意味も、ただそれだけとなる。261」といえば。 

「効力が有れば」262と説かれ、前述のそれは示す効力が有ることと、叙述欲求

の二つの集合が必要であるので、過失は無い。 

「それ故に、背理を証成することは、相手の主張する命題を否定するのみの 

結果を持つものである故に、背理より反転した意味となるものが存在するの 

ではない。263」 

と説かれたことは、「前述のその背理によって、背理になるものごとを反転させた

意味である『再度の生は意味と限りが有る』という理由によって『自生が無い』

                                                   
257「他者が…である」：中観自立論証派の論駁。「他者に対して背理を述べるならば、その 

主張命題の述語を反転させて理由とし、理由を反転させて主張命題の述語に当てた論式 

の意味を自派が承認しなければならない為、その背理（帰謬）の反対の意味を自派が承 

認しないとは、不合理である。」 
258 証成する：『顕句論』では「証成した」。 
259 ことによって：『正理の海』ゴマン版の表記。『顕句論』では「～の（格助詞）」。 
260 ｢無本性…なろうか。｣：『顕句論』より。 

無本性を説く者（中観帰謬論証派）が、本性を持つと説く者（中観自立論証派以下の学 

派）へ、ある背理を論立する時、相手の主張を覆す働きがあればそれで良いので、主張 

命題の述語と理由を反転させて設置し（上記脚注 257 参照）、道理にかなった論式を立 

てる必要はない。」 
261「ならば…となる。」：自立派より帰謬派への論駁。「言葉が意味を示すことは、言説者 

が何をどう述べたいかに関わるならば、サーンキャ派が『以前から有り、縁によって顕 

現されたことのみ』を『生じる』と述べようとするならば、『芽が生える』という意味 

も『以前から有り、縁によって芽が顕現されたことのみ』という意味となる。」 
262 「効力が有れば」：『顕句論』より。 
263「それ故…はない。」：『顕句論』より。 
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と証明しないけれども、目的が無いのではない。サーンキャ派が主張しない『生

は意味と限りが無い』と証明したことで、サーンキャ派が主張した『自生』を打

ち消しただけのことを証成する目的を持つものである故である。」という意味であ

る。 

「芽に自らの本質として成立した本性が有ると承認するならば、種子に依拠し

て起こる（縁起生）とならない。（何故ならば）自らの本質として有る故に。」と

いう背理を放つようなものにおいては、「依拠して起こる（縁起生である）故に、

芽に自らの本質として成立した本性はない。」と背理になるものごと（主張する背

理の述語）を反転させたものを理由として、背理の理由を反転させた主張命題の

証成264は非常に多い。それにおいても、他者が主張した「自らの本質として有

る」をただ打ち消しただけのことをするが、他のものごとを肯定しないことは、

全てにおいて類似している。それは、反転されたものを（背理として）放ったの

であるが、自立の（証成論式を）反転したものを（背理として）放ったのではな

い265。背理においても、反転されたものを放つものと、放たないものと二種ある

266。然れば、自派の見解を証成する「証成されるもの（主張命題）」と「証成する

もの（理由）」を承認しようとも、自立の「証成されるもの」と「証成するもの」

を承認するのではない。 

ならば、自立の意味は何かと言えば、『般若灯論』で他説の一論難を述べた折に 

「自在にその語を述べているのか、批判としてであるのか」 

とチョク・ロ翻訳官によって訳されたので、自立の意味とは自在の意味である。

それも、無本性を証成しなければならない対論者267においては、正しい認識と 

して何かに向かった認識方法を見れば、正しい認識として向かった一切の対象 

は、自らの本質として有る一つの意味に向かう以外、自らの本質として有る・無 

いの何ものにも特化していない単なる意味に対して、正しい認識として向かうこ 

                                                   
264「芽に…の証成：中観帰謬論証派が実在論者達へ自派の主張を証成する場合、「芽は、 

種子に依拠して起こるとならないのか？自らの自性として有る故に。」と背理を述べ、 

その後で「芽は、自らの自性として（成立する本性は）無い。縁起生（種子に依拠して 

起こる）である故に。」と、背理の理由を反転させた主張命題を、背理の述語を反転さ 

せた理由によって証成する。 
265 それは、反転された…はない。：「芽は、種子に依拠して起こることはないのか？自ら 

の自性として有る故に。」という背理は、「芽は、自らの自性として（成立する本性は） 

無い。縁起生（種子に依って起こる）である故に。」という証成論式を反転させたもの 

であるけれども、自立の証成論式を反転したものを、背理として挙げたのではない。 
266 背理に…二種ある。：中観帰謬論証派の放つ背理には、証成論式が反転されたものを放 

つ背理（例：芽は、種子に依拠して生じることは無いのか？自らの自性として有る故 

に。）と、証成論式が反転されたものではない背理（例：芽は、再度の生に意味が無い 

のか？自らの原因時に完全に成立している故に。）の二種類ある。 
267 無本性…対論者：実在論者。具体的には中観帰謬論証派以外の、ものごとの本性を肯 

定する哲学論者。 
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とは無い268。それ故に、自らの本質として無い意味を量る正しい認識が、二つの 

主体（主張命題の主語）と因相を証成すれば、主張命題を既に成立させているの 

で、「本性が有る」と説く者（実在論者）を超える269。自らの本質として有る意味 

を量る正しい認識によって証成すれば、否定対象を否定することができないの 

で、他者の承認に沿うことなく、量（正しい認識・理由）が意味のあり方から自 

主的に因相を証成しえない故に、自立を承認しない270。 

しかしながら、相手が承認したか承認しなければならない「量（正しい認識・理 

由）による批判が無い意味271」とは、対論者にとって成立した理由によって主張

命題を証成するので、「対論者自身において公認された」というか、「立論者にと

って他派に公認された比量（理由）」によって証成したのである。 

これらは非常に了解し辛いと見て、『善説の精髄』等に既に詳細に説いたものよ

り、理解したまえ。 

 

第二項［他生等を否定する正理］に二項目がある。［三極辺の生を否定する］

と、［四極辺を否定して成立した意味を反駁と共に示す］である。 

 

第一項［三極辺の生を否定する］ 

経論より、他生を否定する多くの異なる正理を説かれているけれども、仏護は

第二十章272において 

「他より生じるならば、因であるものとないものが等しくなろう。」 

と説かれた正理によって否定したが、月称も『入中論』において、その正理によ

って否定した。『顕句論』より「諸事物の本性…273」という場合の参照と、前述の

                                                   
268 それも…無い。：ものごとの本性を肯定する学派において、正しい認識主体が何を認識 

しようとも、その認識対象の本性（自性）として成立しているものに対して認識作用が 

働く。そうでなければ、対象を正しく認識することはできない故である。従って、認識 

対象をその自性として成立する・成立しないと区別することなく、単なる対象の意味の 

みに対して正しい認識がされることは無い。 
269 それ故に…超える。：前述（脚注 268）の故に、無自性の意味を考察する正しい認識作 

用が、「主張命題の主語（①本質として無いもの②本質として有る・無いと区別されな 

いもの）二つ」と、「主張命題の述語」「因（理由）」においての因三相（上記脚注 195 

参照）を理解することができれば、「ものごとは自性が無い」という主張命題を既に成 

立させたことになるので、「本性が有る」と説く実在論者を超えて、「本性が無い」と了 

解することができる。 
270 自らの…しない。：本質に対して「正しい認識・理由」は、本質を否定対象にすること

はできない。自他共通の承認に依拠して「正しい認識・理由」として働き、「正しい認

識・理由」自体の本質として因相を証成することができないので、帰謬論証派は自立を

承認しない。 
271 「量（正しい…意味」：正しい認識作用によって「誤り」とされない意味。 
272 第二十章：『ブッタパーリタ』第 20 章「集合を考察する」20 偈解説。 
273「諸事物…」：『根本中論』第 1 章 3 偈。 
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正理によって否定することの両方をなされた。仏護は 

「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。」 

と説かれた。 

ここで「他より生じれば一切より一切が生じるであろう。」と、途方もない背理

を放てる理由とは、「他生」の「他」とは、実名が別であることによってそれぞれ

であると理解される「別」ではないが、自らの本質として成立した「別」であ

る。そのように成立したならば、その芽が種子に相互関係することは矛盾するの

で、関係性を否定することができる。しかし無関係で別の意味である一つのもの

から生じるならば、一切から生じるとなるだろう。それ故に、種子が芽より自ら

の本質として別であるあり方と、炭より別であるあり方が等しいならば、その二

つ（種子と炭）より芽が生える、生えないも等しい274。『入中論』より、 

「一切よりも一切が生じるであろう。何故ならば、生じさせるものでない 

もの全てにおいても、まさしく他であることは等しい。」275 

と説かれ、 

「自相としてそれぞれであるものは、それらが一つの継続性に結ばれると 

は正しくない。」276 

と、自相として成立したそれぞれにおいて、同一継続性と因果を否定し、自相と

してそれぞれに成立したならば、相互関係が適わないことを何度も説かれた。然

れば、ある者は「同一反体の多兵放出277である」と述べ、ある者は「因果には、

時間的な前後関係がいきわたり、他では同時でなければならない要によって、途

                                                   
274 無関係…等しい。：本性としての「別」とは、お互い全く無関係の複数のものごとにあ 

てはまる。従って、ある無関係のものから無関係の結果が生じるならば、どのようなも 

のからも、どのようなものでも生じ得る。それ故に、種子を基にして、それが芽と「本 

性として別」であるあり方と、それが炭と「本性として別」であるあり方が等しいなら 

ば、芽にとっても種子は「本性として別」であり、「本性として別」である種子より芽 

が生えるならば、同様に炭よりも芽が生えるであろうし、「本性として別」である炭よ 

り芽が生えないならば、同様に種子よりも芽が生えないことになる。 
275 「一切…等しい。」：『入中論』第 6 章 14 偈。 
276 「自相･･･正しくない。」：『入中論』第 6 章 61 偈後 2 行。 
277 同一…放出：「一切より一切が生じる背理」が適用される理由として、ツォンカパ以前 

の一部の学匠達が主張する理由。 

（脚注 274）「芽が本性として別の種子から生じるならば、一切のものから一切のものが 

生じる背理となる。（芽と種子は）別である故に。」と論式を挙げた場合、理由である 

「別」の反体（上記脚注 213 参照）に当てはまるものを数多く挙げることが、「一切よ 

り一切が生じる背理」となると言う。「芽と種子は『別』である。『芽』ではない名称を 

持つもの一切も、芽とは『別』である。芽とは『別』の種子より芽が生えるならば、芽 

と『別』の言葉が当てはまる一切よりも芽が生える背理となる。」という解釈。 

この場合、同一反体の「別」とは、単に名称が異なるだけの「別」であり、「本性とし 

て別」ではない故に、この背理が適用される正しい理由にはならない。 
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方もない背理を放つ」というは、この正理の勘所ではない。 

これにも、清弁が、「実際に挙げられた証成されるもの（主張命題）と証成する

もの（理由）を反転させずそのまま据え置くならば、『一切より一切が生じるであ

ろう』とは理由に適わないので、自説に証成は無い。他派が他生を承認したこと

に現量等の論難を何も示していないので、他説を批判することも無く、歯が十本

生えた幼児の言葉の如く無関係である。反転するならば、理由が反転された意味

は『何かより何かが生じる』であるが、『他生は無い』が反転された意味は『他生

は有る』としてはならない。（何故ならば）『勝義として他生は無い』と示す場合

である故である278。」と御考察をされた。「然れば、『何かより何かが生じる』理由

によって、事物に他生をただ打ち消したのみではない何かが有ると示さなければ

ならなかったので、自ら、あるいは双方、あるいは無因より生じることが有るの

で、『他より生じるのではない』という意味が、他生をただ打ち消したのみ（絶対

的否定）である優れた説と矛盾する279。」 

註釈では、「『何らかの事物…』という二行280と矛盾する。」と説かれた。 

ここでも、自立によって遍是宗法性を成立させることは無くとも過失ではない

が、相手による他生の承認は、前述の正理によって批判することができるので、

批判となる背理である。これには、「因果が確実である」という理由281によって他

生が無いことを証成することもできるので、反転された背理を放っても学説と矛

盾する過失は無い。（何故ならば）他より生じることをただ打ち消すだけのことを

為す故である282。世俗として、自相（自らの定義）として成立したことを承認す

                                                   
278「実際…である。」：「諸事物は、他より生じることは無い（他生は無い）。一切より一切 

が生じるであろう故である。」という背理論式に対して、清弁が挙げた論難。論式を言 

葉通りに考察すれば、「諸事物は」「一切より一切が生じるであろう」ことは無いので、 

遍是宗法性（上記脚注 195 参照）が成立しない故に、「一切より…」は理由に適さな 

い。理由が正しくないので証成も無い。比量だけでなく、現量（上記脚注 181 参照）を 

基にした矛盾点も示されておらず、他生を批判することができていない。従って、自生 

を批判した場合のように論式の言葉を反転させなければならない。理由が反転された意 

味は『何かより何かが生じる』である。『他生は無い』が反転された意味を『他生は有 

る』としては主張命題が絶対的否定とならない為、『勝義として他生は無い』とする。 
279「然れば…する。」：清弁の主張。「諸事物は、他より生じることは無い。何かより何か 

が生じる故である。」という論式を立てると、「何かより何かが生じるならば、他生は無 

い」という同品定有性（上記脚注 195 参照）を考察した場合、「他生はないけれども、 

生じることは生じるので、あるいは自より、あるいは自他両方より、あるいは無因より 

生じるのではないか？」と暗示されるものが有る。従って、「他より生じるのではな 

い」という意味を、他生をただ打ち消したのみの絶対的否定とする優れた派の主張と矛 

盾する。 
280「何らか…二行：『根本中論』第 1 章 1 偈後二行。 
281「因果が…理由：「ある特定の結果を生じさせることのできる原因より、ある特定の結 

果が生じることは、確定している。」という理由。 
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る中観派283が他生を世俗として承認するけれども、（仏護と月称の）二阿闍梨は、

それを世俗においても承認しない。 

倶生執284に「自らの定義として成立した我が有る」と捉える知覚等は有るけれ

ども、「因果は、自らの定義として別の他である」と捉えることは、倶生の心には

無いと（帰謬派は）認めており、『入中論』より、 

「何故ならば、世間では種子だけを蒔いて、私がこの子を生まれさせたと 

言い、樹木も植えたと思い了解する。然れば、他より生じることは世間か 

らも無い。」285 

と説かれ、仏護の説を挙げた。世間において、男性の体の不浄な種子のみを一つ

子宮へ入れて、「この子は私が生まれさせた。」といったり、樹木の種子だけを植

えたことで「この樹木は私が植えたのだ。」と言うので、子どもと樹木と、二つの

種子を自相としての他であると捉えることは無い。（何故ならば）そうでなけれ

ば、他の人や他の樹木にも「これは私が生まれさせた。」「これは私が植えたの

だ。」という世俗名称を付ける背理となる286故である。入れ、蒔いた種子は、子ど

もや樹木ではないけれど、そのようにした理由によって「子供が生まれる」「樹木

を植えた」とすることができる。例えば、手と目は人ではないけれども、手が痛

かったり、目が色を見るならば、「私は痛い。」や、「私が色を見た。」とすること

ができる如くである。世間においては、父母と子等にそのような世俗名称を付け

ることは無い287ので、前述の二つのように、同じ物質的継続の因果であるとして

なされた。世間の倶生執で他生が有ると捉えることは無いけれども、他生が無い

と、世俗の量によっては成立しない288。 

                                                   
282「反転…である。：「諸事物は、他より生じることは無い。因果が確定している故に。」 

という証成論式を反転させると、「諸事物は、因果が確定していないのか？他より生じ 

る故に。」という矛盾の無い帰謬論式となる。先の証成論式は、他生を打ち消すのみの 

働きをする故に、学説と矛盾する過失は無い。 
283 世俗…中観派：中観自立論証派。 

284 倶生執
くしょうしゅう

：倶生（上記脚注 103 参照）の執着。 
285 「何故…無い。」：『入中論』第 6 章 32 偈。 
286 そうで…となる：もしも「生まれた子供とその父親の種子」や「樹木とその種子」等 

が、自相（自らの定義）として別であると執する倶生執が有るならば、「因果は相互に 

無関係の他である」という思い込みが誰にでも自然に具わっていることになる。なら 

ば、自分の子供以外の人間でも自分の植えた種子と「自相として他である」ことは等し 

いので「この人は私が生まれさせた」と言ったり、自分が植えたのではない木も、自分 

の植えた種子と同様に他であることは等しいので「この木は私が植えた」と言うこと 

が、世間の人々に公認されるとなる背理になる。 
287 世間に…無い：例えば、私の手や目がある働きをしたならば、それらは「私」ではな 

いけれど、「私がした」「私が見た」と言うことは世間で公認されている。しかし、子供 

がある働きをした時に、その両親が「私がした」等と言うことは、世間で公認された言 

葉の使い方やその意味ではない。 
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双方より生じると言うのは、サーンキャ派が「芽は種子より生じることがその

我性（より生じる自生）と、縁等から生じることがそれとは他の意味（より生じ

る他から）の生である」と言うことや、ジャイナ教徒が「土壺は、粘土の我性と

して有るものが生じることが粘土に相対して自生と、壺制作者やロクロ等に相対

して他生である。また、祭司は前世の命の我性として有るものが生まれるので、

命に相対して自生と、父母と業などに相対して他生である」と主張するのである

が、それらは前述の自他よりの生を否定する正理によって否定したまえ。 

無因より生じると言うのは、サーンキャ派に二十五の分派があるうちの一派に

依拠して、世間眼仙人という者が著した順世派の学説十万頌と、それに随従する

者である。無因より生じるならば、場所と時間と本性が確かな生に因が無い289の

で、一より生じれば一切より生じるとなるだろう290し、一切の努力はまさしく無

意味になるだろう291。 

清弁が無因を二つに分けて「因は有るけれど、因の働きを為さぬ自在天等より

生じる」もそれに含めたことを、月称が「それらより生じることは、先の三種の

内に収まるので、不合理である。」と否定した292。 

 

第二項［四極を否定して成立した意味を反駁と共に示す］ 

それらによって、 

「『生は有るのではない。』というこれを証成したのであるが、それ（生） 

が無いので、無生等の差別293をした縁起生が成立したのである。」 

と『顕句論』より説かれたので、批判の背理を述べたにも拘らず、本性として生

じることが無いことを証成するのである。 

                                                   
288 世間の…しない。：世間一般の自然な思い込みの中には「結果は、自相として他である 

全く無関係の原因から生じる（他生が有る）」という考えは無い。ならば、世間一般の 

ものごとを知る世俗の正しい認識によって「他生」を否定することはできない。「他 

生」を否定することができるのは、勝義（空性）を考察する正しい認識（量）である。 
289 場所…無い：無因を承認する者の主張。あるものごとの「生」とは、生じる場所・生 

じる時間・生の本性が特定される。それらが原因無くして起こると言う主張。 
290 一より…あろう：無因を唱える者へ対する背理。原因無くして、一つのものごとより 

ある結果が生じるならば、他の如何なるものよりも、原因無くしてその結果が生じるで 

あろう。原因が無いことは皆同じである故である。 
291 一切の…なろう。：同上の背理。結果は原因無しに生じるので、あるものごとを成し遂 

げようとする努力をしなくとも、そのものごとが生じることになる。なれば、その果を 

得ようとしての努力は全て無意味となる。 
292 清弁が…否定した。：清弁は「無因より生じる」を二種類に分け、一種は言葉通りの 

「原因無く生じる」とした。もう一方は、変化する無常ではない恒常不変の「因の行為 

をしない自在天等より生じる」ことであるとした。その後者に対し、月称が「恒常の自 

在天等より生じることを、『無因より生じる』とすることは正しくない。それは、自よ 

り・他より・自他双方より生じることの何れかに含まれる故である。」と否定した。 

293 差別
しゃべつ

：ある主体が特性をもって区別されること。 
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それを証成したことによって、帰敬偈で説かれた八の特質が差別したことも成

立する仕方とは。 

生じていないならば滅さないので、滅の本性を否定することができる。それ故

に『四百論』より、 

「生じたものに来ること（は無く）、その如く、滅したものに去ることは無 

い。」294 

と説かれたように、行き来に本性が無いと成立する。結果は原因と同一本性・別

本性を否定したことによって、第十八章で説かれるように常・断も捨て去る。 

これについて、『顕句論』より、「諸事物が、自他と双方と無因より生じなけれ

ば、無明の縁によって行が生じる295と、説かれたことは不合理である296」と反論

された返答として、 

「これは世俗（として）であるが、勝義（として）ではない。」297 

と説かれ、「無明の縁によって生じることが勝義としてであるならば、その二つは

矛盾するけれども、世俗として設けるので矛盾しない298」という意味である故

に、四極辺の生を否定する正理によって世俗の生は否定しないが、それ故に「世

俗名称として四極辺の生が無い」と「生が有る」は矛盾しない。 

それから、「如何なる世俗の成り立ちが述べられるのか？」という返答として、 

「縁そのもの、ただこれのみによって世俗が成立したと承認する。四方向 

を承認した面からではない。」 

と、承認する境界をはっきりと説かれた。その二つを主張する理由は、「後者299を

承認したならば事物に本性が有ると承認しなければならないが、前者300を承認し

たならば、因果の二つは相互関係したので、自性として成立したことは無い故

に、事物に本性が有ると言うことにならない。」として、自性として成立したこと

を承認してはならないことと、無本性の承認が適うと説いた。その典拠として

                                                   
294 「生じた…無い。」：『四百論』第 15 章 10 偈。 
295 無明の…生じる：十二縁起第一の無明の縁によって、第二の行が生じる（脚注 74 参 

照）。ここで「縁」と言われるのは、無明が行の本質的原因ではなく、補助的原因とな 

る故である。 
296「諸事物…である」：仏教徒実在論者よりの論駁。「事物等が、自他・両・無因の何れよ 

りも生じないならば、生じること自体が無くなってしまう。ならば、釈尊が十二縁起を 

説く場合等に『生じる』と説かれたことが不合理となる。」という主張。 
297 「これは…ない。」：『顕句論』「これは世俗であるが、真如ではない。（パツァブ訳）」 
298「無明…しない」：「行が無明の縁によって生じることが、究極のあり方としてであるな 

らば、『事物等が、自他・両・無因の何れよりも生じない』と『無明の縁によって行が 

生じる』は矛盾するけれども、『無明の縁によって行が生じる』は究極のあり方を分析 

しない世俗として設けられるので、矛盾しない」 
299 後者：四つの方向（自・他・自他双方・無因の何れかより生じる）を承認すること。 
300 前者：「縁そのもの、ただこれのみによって世俗が成立したと承認する」こと。 
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『出世間賛』301より、 

「苦しみは自らが為したか、他が為したか、双方が為したか、無因である 

かと論争者達は主張する。貴方は縁起生であると説かれた。」302 

や、また本論（『根本中論』）より、 

「行為者は業（行為）に依拠しており、業（行為）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。」303 

や、 

「『そこで、法（現象）の名称とはこれであり、このように、これが有るの 

でこれが起こるが、これが生じたのでこれが生じる。このように、無明の 

縁によって諸々の行が、行の縁によって識が（生じる）』等、ただこれだけ 

のことを説かれた。」 

と引用して、第一（の引用）は四生が承認に適わず、依拠して生じることは適う

ことと、第二（の引用）は「以外」という言葉によって、互いに依拠して成立す

ることが成立した方法であるが、自性として成立した方法は無いと説く。最後

（の引用）は、依拠して有ることによって「有」と設け、依拠して生じることに

よって「生」と設ける典拠である。 

『入中論』より、真如として自・他より生じる・生じないと分析する正理その

ものによって、「世俗としても生は正理ではない。」と説かれたことは、「世俗とし

て、自相と実質としての生を否定する304」と、註釈で明らかに説かれた。そのよ

うであれば、芽等の諸々の結果は、まさしく種子等の因と縁を取り入れて生じる

ので、四極辺の生が無いのである。 

このように、その理由によって無因を否定することは易しいが、本性が同一で

あってもそれ（結果）を生じさせることは矛盾すると先に示した。しかし別本性

であっても無関係で別他の意味より生じることは矛盾する。それ故に、双方より

も生じない。然れば、種子に依拠して芽が生じると承認しなければならないこと

のみによって、その四極辺を否定することができることが、正理の王である「縁

起生の正理」の特徴である。これに対して、「四極辺の生が無いならば、それから

何が生じるのだ？」と、縁起生の中観の道を批判することはやめたまえ。 

「自らよりでない。」というこの偈のみの意味である「本性として生じることは

無い」を確信しても、真如の意味を修習するであろう者が困窮することはないの

で、自らの心は生じることが無いという意味を知って修習しようと望む者達も、

各々のただそれのみを修練したまえ。 

                                                   
301 『出世間賛』：論書（龍樹著）。 
302 「苦しみ…られた。」：『出世間賛』第 19 偈。 
303 「行為者…ない。」：『根本中論』第 8 章 12 偈。 
304「世俗…する」：勝義として自相・実体・本性・自性としての「生」を否定するだけで 

なく、世俗としても自相・実体・本性・自性の「生」を否定する。 
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第二項［他生を否定したことに経証が矛盾するという反論を斥ける］に二項目

がある。［経証と矛盾するという反論を挙げる］と、［経証との矛盾を斥ける］で

ある。 

 

第一項［経証と矛盾するという反論を挙げる］ 

仏教徒自部、事物の本性を語る者達は、「自らより生じることは意味が無いので

自生は正しくなく、それ（自生）が無いので、自他双方より生じることも正しく

ない。無因は全く最悪なので否定されることも正しいが、『他よりではない』と他

生を否定することは正理ではない。勝者仏陀が、他となった四縁のみが諸事物を

生じさせるものであると示した故である。 

このように、縁305とは四相あり、因縁306と所縁縁307と、等無間縁308と、増上縁

309である。 

「もその如く」310 

とは、「因が縁であるそのように、所縁（対象）等も縁である。」と接続する。 

その四縁を何に置くかについて、ある部は「因縁とは『倶舎論311』より、 

『因というものは五因である。』312 

                                                   

305 縁
えん

：ものごとを生じさせる条件・補助的原因。上記脚注 53 参照。 

306 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。 

307 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。例えば、「青色を知覚する眼識」が青色の様相を持つものとし 

て生じる条件となる、認識対象の「青色」を所縁（対象）といい、それが「青色を知覚 

する眼識」の縁である故に、その所縁縁という。 

結果となる知覚の所縁縁・等無間縁・増上縁は同時である。 

308 等
とう

無間
む け ん

縁
えん

：知覚が、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。 

例えば、「青色を知覚する眼識」が、知覚として生じる主要な原因となる、「青色を知覚 

する眼識」の直前にある、青色に注意を向ける知覚が、「青色を知覚する眼識」の等無 

間縁である。 

309 増上
ぞうじょう

縁
えん

：特定の知覚の特性を生じさせる力のある、条件としての原因。特別な増上縁 

と、共通の増上縁の二種がある。例えば、「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。 
310「もその如く」：『根本中論』第 1 章 2 偈。 

311『倶舎論
くし ゃろん

』：カシミール地方説一切有部の学説を詳しく記した論書。世親（上記脚注 6

参照）著。 
312 『因…ある』：『倶舎論』第 2 章 62 偈。 
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と（因縁とは）能作因313以外の五因314。 

そして所縁縁とは、 

『所縁とは一切諸法（現象）である。』315 

といい六識の対象である一切法（現象）。 

そして等無間縁とは、 

『生じた諸々の心と心所で、最後ではない、相応した等無間』316 

といい無余（涅槃）317に入るより他の、それ以前に生じた心・心所318等。 

そして増上縁とは、 

『能作因とは所有者（増上させる主）であると説く。』319」 

といい能作因を説明したように主張する。 

六因320とは『倶舎論』より、 

                                                   

313 能作因
のう さいん

：成させる因。ある結果が生じることを妨げない原因。効力を具える能作因 

と、効力の無い能作因の二種ある。無常である事物は（結果と無関係でも）全て前者で 

あり、恒常は全て後者である。 

例えば、「青色を知覚する眼識」の効力を具える能作因は「柱」「音声」等の事物であ 

り、効力の無い能作因は「虚空」「無我」等の恒常である。 
314 五因：下記『倶舎論』引用の「六因」のうち、能作因を除いた五因。 
315 『所縁…である。』：『倶舎論』第 2 章 63 偈。 
316 『生じた…等無間』：『倶舎論』第 2 章 62 偈。 

317 無余
む よ

（涅槃
ね は ん

）：涅槃とは、苦しみと苦しみの源が無くなること。 

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」と主張し、唯識随理行派と中観派は、有 

余涅槃を得た者が死後に無余涅槃を得た時、意識の継続が続くと主張する。 

中観帰謬論証派は上記の一般的な有余・無余の涅槃も説くが、別に、空性を直覚する等

引智の本質に対して実体の現れの余が無い無余。それから覚めた後得時は、実在の現れ

の余がある有余であると説く。 
318 無余…心所：等無間縁（上記脚注 308 参照）となる心・心所（上記脚注 26・27 参 

照）の範囲。無余涅槃に入ると毘婆沙部の見解によれば心身が無くなる為、その直前の 

心・心所はその果を成すことができない。それ故に、「無余涅槃直前の心・心所」以外 

の心・心所が等無間縁に適する。 
319 『能作…説く。』：『倶舎論』第 2 章 63 偈。 

320 六因
ろくいん

：『倶舎論』中で説かれる六種の因。 
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「能作因、倶有321と、同類322、相応323と、遍行324と異熟325と、因とは六相で 

あると主張する。」326 

と説かれた。 

ある部は「成立させるものが因である」と定義を示したことから、「何かを生じ

させる何か、種子の本質として留まるそれが、その因縁である。老人が立ち上が

るように生じつつある諸々の心・心所は、杖に似た拠り所となる対象が生じさせ

る。それが、その所縁縁である。因が滅したばかりとは、果が生じる等無間縁で

あり、例えば種子が滅したばかりは、芽が起こる縁である如くである。『入中論

註』より、 

「種子が滅したばかりは、芽の相応した等無間縁であるが如くである。」 

と説かれ、『顕句論』よりも等無間縁を否定する折に、芽の相応した等無間縁を否

定した。仏護もその如く承認しているので、この（中観帰謬論証）派は形色にお

いても相応した等無間縁を主張する327派である。何かが有れば（特定の）何かが起

こる、これは、その増上縁である。 

『顕句論』より、以前に生じたものと、一緒に生じたものと、後に生じるだろ

                                                   

321 倶
く

有
う

：倶有因。お互いに同時で実質が別であり、お互いが生じることに妨げとならな 

いもの。例えば、同時に生じた「柱」と「壺」や、心理作用においては同時に生じた 

「感受作用」と「識別作用」等は、お互いにお互いの倶有因である。 

322 同類
どうるい

：同類因。自らと同類の結果を、自らの類似物として生じさせる因。例えば、 

「壺」が五瞬間ある時、一瞬間目の「壺」は、二瞬間目の「壺」の同類因である。 

323 相応
そうおう

：相応因。お互いに五相応であり、お互いが生じることに妨げとならないもの。 

主に知覚作用にあてられる。五相応とは、①実質が相応する。お互いの実質が一つずつ 

であること。②時が相応する。お互いの生・住・滅が同時であること。③拠所が相応す 

る。知覚作用において、お互いが同じ感覚器官によって生じること。④所縁が相応す 

る。お互いの対象が同じであること。⑤相が相応する。お互いの様相が同じであるこ 

と。 

例えば、「青色を知覚する眼識（心・上記脚注 26 参照）」を取り巻いて起こる、心所 

（上記脚注 27 参照）の「感受作用」と「識別作用」は、①お互いの実質が一つずつで 

あり、②同時に生じ、同時に留まり（住）、同時に滅し、③同じ眼の感覚器官によって 

生じ、④同じ「青色」を対象とし、⑤同じ青色の様相を持つ。 

従って、お互いがお互いの相応因となる。 

324 遍
へん

行
ぎょう

：遍行因。自らの結果となる、自らと同界の後の煩悩を生じさせる煩悩。「同 

界」の「界」は、欲界・色界・無色界の「界」である。例えば、「怒り」は欲界のみに 

有る故に、同じ欲界の後の煩悩を生じさせる原因となった時、遍行因となる。 

325 異
い

熟
じゅく

：異熟因。不善と、有漏の善の何れかに含まれるものごと。「有漏」とは、輪廻 

に生まれる原因となることである。不善業（それによって来世悪趣に生まれる）・福徳 

業（それによって来世欲界の人・天に生まれる）・不動業（それによって来世色界・無 

色界に生まれる）等が異熟因である。 
326 『能作…する。』：『倶舎論』第 2 章 49 偈後 2 行・50 偈前 2 行。 
327 この…主張する：説一切有部は、形あるものは相応する等無間縁を持たないと主張す 

るが、中観帰謬派は形あるものにも等無間縁が有ると主張する。 
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うもの等も、これらの中に収められると説かれたのは、『般若灯論』より、 

「前に生じたものと、有と、無の、他部が名付けた諸々の縁」 

と訳されたものと同義となるけれども、そのようで良い。その意味は註釈より、

上座部328が名を付けた「前に生じた縁」とは、諸根（感覚器官）の現前識329の前方

に生じた所縁縁である。「有る縁」とは、因縁と増上縁である。「無い縁」とは、

等無間縁であると説いた。 

それに似た名称だけが合わないものは、定義を考察したならばこの四つに収ま

るが、自在天等は縁ではない330ので、 

「第五の縁は有ではない。」331 

と確かに認識する。『倶舎論』より、 

「四が諸々の心と心所を332。三が二相の等至を333。他は二縁より生じる334。 

自在天等（は縁）ではない。順次に起こる335等の故である。」336 

と説かれた如くである。 

それ故に、「果とは別となったこれらの縁より諸事物が生じる337と説かれたこと

を否定したならば、経証338と反する故に、他生は有る」と言うのである。 

 

 

 

                                                   

328 上座部
じょ うざぶ

：パーリ語の法統を持つ小乗仏教の学派、毘婆沙部の分派。 

329 現前
げんぜん

識
しき

：上記脚注 307 参照。 
330 自在天…ない：非仏教徒の主張する「ものごとの原因である創造神としての自在天」 

等は存在しない故に、ものごとを生じさせることができる縁ではない。 
331「第五…ない。」：『根本中論』第 1 章 2 偈。 

縁は四種あるのみで、「第五番目に当たる縁は無い。」 
332「四が…心所を」：心・心所（上記脚注 26・27 参照）は四種の縁によって生じる。 

333「三が…等
とう

至
じ

を」：等至とは、深い瞑想によって心・心所の働きが一時的に無に帰する 

こと。等至に二種あり、無想定
むそうじょう

（無想の禅定）と滅尽
めつじん

定
じょう

（聖者が心の平安に留まる為に 

修する、粗い知覚を停止させる無想定より深い瞑想）に分けられる。これらの等至は因 

縁・増上縁・等無間縁の三縁によって生じる。 
334「他は…生じる。」：事物のうち、心・心所、二等至以外のものごとは、因縁・増上縁の 

二縁によって生じる。物質的なものごとや、知覚・物質以外の事物で二等至以外のもの 

ごとを指す。 
335 順次に起こる：自在天等、恒常の創造神がものごとの縁であることを否定する理由。 

創造神は常に変化せず、全てのものごとを生み出す力を持って存在するとされる。なら 

ば、全てのものごとが常に生じ続けなければならないが、ものごとは段階を追って、条 

件が適った時に生じる故に、「自在天等は縁ではない。」 
336 「四が…である。」：『倶舎論』第 2 章 64 偈後 2 行・65 偈前 2 行。 
337 果とは…生じる：「他生」の意味。結果と本質的に別である縁より、結果の事物が生じ

る。 

338 経 証
きょうしょう

：［序論］脚注 43 参照。 
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第二項［経証との矛盾を斥ける］ 

そのように言う他生とは、因と果が自らの本質として他であることと、自らの

本質として生じることの二つの集合であるが、それに対してそれぞれの要素を否

定した面から、集合である他生の否定が説かれるにあたり、（①生を否定した面よ

り他生を否定することを説くと、） 

「有るのではない。」 

を説く拠所として引用する。 

「何が（有るのではない）？」といえば「芽等、結果である諸事物の本性であ

り、『本質は』（有るのではない）」である。 

「何処に（有るのではない）？」といえば、種子等の縁の集合にと、それぞれ

の要素にと、その双方にと、「等」の語に含めたそれらより他のものにも（結果の

諸事物の本性は有るのではない）」である。 

「如何様に（有るのではない）？」といえば、「銅盆に柏が依拠した（置かれ

た）ように（結果の諸事物の本性は有るのではない）」であり、「に」という第七

格339の語は、 

「位置する拠所である時に、そのように（有ではないの）である。」340 

と『入中論註』より説かれた。 

「如何なる時に（有るのではない）？」といえば、「自らが生じた以前に（結果

の諸事物の本性は有ではない）。」である。一般に、結果の諸事物に「有る時」と

「生じた時」という二つの時間はそれぞれに無いけれども、他者の思考に基づい

てそれぞれに分けて否定しなければならないことが多く起こるので、（ここで）

「生じるだろうその芽が、生じた以前に有るならば」と考察することは、「芽自体

が、自らの以前に有るならば」と考察することとは不似である341。それも、結果が

生じることに向かっている時が「生じる時」であり、既に生じた時は「生じた

                                                   
339 第七格：チベット語文法において八種類ある格のうち、第七格「留まる拠所」。ものご 

との存在する時間的・空間的な位置・所を表す格助詞。 

チベット語文法における八格とは、第一格「意味の本質のみを示す（名詞）」・第二格

「対象への行為」・第三格「行為者を示す語」・第四格「必要性」・第五格「源」・第六格

「関係を示す語（所有格）」第七格「留まる拠所」・第八格「呼びかけの語（感動詞の一

部）」である。 
340 「位置…である。」：『入中論註』第 6 章。 

「『〈何かが有るので、有の性相である。〉というこれは、第七格である。拠所である時 

に、諸果の本性は諸々の縁等に、銅盆と柏のように有るのではない。』という意味であ 

る。」 
341 「生じる…である。：「未来に生じるだろう芽が、『生じた』以前の『生じる』時に有る 

ならば」と考察することは、「『生じる』行為を成す行為者の芽が、有形として生じた以 

前に、存在するならば」と考察することである。一方、「芽自体が、自らの以前に有る 

ならば」と考察することは、「『有形として生じた芽』そのものが、自らが顕現した以前 

に、存在するならば」と考察することなので、二つの考察方法は異なる。 
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時」であるので、生じた以前に「有る」ならば、生じることに向かっている時に

「有る」必要がある。それらの場所と時間に有るならば、認識されなければなら

ないにも拘らず認識されないことと、再び生じることは無意味より生じなければ

ならない故に、（生じた以前に結果が有ることは）無い。そのように、生じるだろ

う結果自体の事物が、生じた以前に有るのでなければ、事物とはここに起こる－

生じるものであるので、「他より生じる」は自らの本質として有るのではない。 

ならば、「他生が自らの本質として有るならば、その結果は自らが生じた以前に

有る必要があると、何によって証明するのか？」といえば、これらの正理におい

てこの理由が成立していなければ、他の諸々の言説も言葉だけに尽きるので、証

成しなければならない。しかしそれも、この場合『顕句論』では語られていない

けれど、『入中論』で他生を否定する折に説かれたので、補足しよう。 

そこで「生じる」を主張する以上、「因が滅す」と「果が生じることに向かう」

の二つは同時であることが必要である。それは、単に「生じる」のみや、世俗名

称として「生じる」と承認することにおいて不合理は無いけれども、「勝義とし

て」や「自らの定義として生じる」においては矛盾となる。（何故ならば）前者に

おいては原因・結果の生・滅の二行為が同時であろうと、原因・結果の二つは同

時である必要は無い。しかし後者においては、同時の行為であれば原因・結果も

同時でなければならない故である。 

このように、結果が生じる行為とは、「これが生じる」という行為者「芽」等に

依拠しなければならないので、所依342（よりどころ）と能依343（よるもの）であ

る。所依と能依が勝義として成立したならば、（その二つの）本性が他になること

は不合理である344ので、如何なる時でも行為は（その拠所に）依拠しなければなら

ない。それ故に、芽等が生じることに向かっている時であろうとも、「生じる」行

為の所依として芽が有る必要があるので、原因と結果が同時になる。そして前述

の二正理によっても批判されるので、（芽が生じることに向かっている）その時

に、（芽が）「有る」とは不合理である。 

世俗名称の「生じる」においては、一度所依と能依となろうとも、一切時にお

いてそうである必要は無いので、等しくない。『入中論』より、 

                                                   

342 所依
し ょ え

：よりどころ。この場合は、「生じる」行為のよりどころとなる、行為者「芽」で

ある。 

343 能依
の う え

：よるもの。この場合は行為者「芽」に依るものである「生じる」行為である。 
344 所依と…である：「よりどころ」は「よるもの」が有って「よりどころ」となり、「よ 

るもの」は「よりどころ」が有って「よるもの」となるので、所依と能依が勝義（真 

実）として成立するならば、常にお互いが存在しなければならない。一方、本性が他で 

あれば、その二つのものごとは全く無関係の別他でなければならない故に、（その二つ 

の）本性が他であることは不合理である。 
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「この生は、行為者無くして正理である本質でもない。」345 

と説かれ、本論よりも、 

「もし、生じていない事物が、何か、何処かに有るとなれば、それは生 

じるだろう事物であり、それが無ければ、何が生じるとなろうか。」346 

と説かれた。 

そのように、その正理347の面からの否定は、「他の事物348」の「事物」という言

葉の換わりに「起こる」についても説明があるが、その時には、「生じるだろう我

である事物が無い」は他が無い理由にはならない。それは生を否定する理由に向

けられた故である349。 
②自らの本質として成立した他を否定した面から他生を否定する為に説けば、有

るのではないものは前述に類似する。 

「如何なる時に?」といえば、「様相の変化が無い種子350等、諸々の縁が有る時

に」である。「この時に」という第七格の言葉は「これが有る時にこれが有る」と

いう時制の第七格であり、『入中論註』において説かれている。因縁は様相が変化

していない時に結果が有るならば、無因となる351ので、その時に（結果は）無い。

そのように、原因時に結果の「我」としての事物が有るのでなければ、諸々の縁

                                                   
345「この生…ない。」：『入中論』第 6 章 19 偈。 

「本性として有る『生じる』という行為は、常にそのよりどころとなる行為者と共に存 

在しなければならず、行為者無く存在することは正しいあり方ではない。」 
346「もし…なろうか。」：『根本中論』第 7 章 17 偈。 

「もし、未だ生じていない事物である、何かが何処かに有るとすれば、それは未来に生 

じるだろうものだ。その未来に生じるだろう事物が、「生じる」行為と共に無いならば 

一体何が生じるのか。」 
347 その正理：「本質としての『生じる』行為の主体は、生じる行為と共になければならな

い。生じる行為の主体が生じる時になければ、本質としての『生じる』行為は無い」と

いう正理。 
348「他の事物」：『根本中論』第 1 章 3 偈 4 行目の言葉。 
349 そのよう…である。：上記脚注 347 の正理は、「結果に、本性として他である原因が無 

い理由」と、「結果に本性としての生が無い理由」の両方に当て嵌まる。 

前者の場合、「生じる」行為をなしている原因の時、結果である事物は存在しないの 

で、自他を量る拠所となる「自」が無い為に、「他が無い理由」となる。この場合、「他 

の事物は有ではない。」という『根本中論』の言葉がそのまま当たる。 

後者の場合、「生じる」行為をなしている原因の時、「生じるもの」である行為者である 

結果が存在しないので、本性としての「生（生じる行為）」を否定する理由となる。こ 

の場合、「他より起こる（生じる）ことは有ではない。」となる。 
350 様相…種子：種子そのままの状態である種子。種子に様相の変化が起こった時は、種 

子が変化して芽となった結果の時である。 
351 様相が…となる：原因の様相が変化して結果となることが、正しい有り方であるが、 

「原因の様相が変化していない、まさに原因そのままである時に、同時に結果が有るな 

らば」、原因によって結果が生じる必要はない。ならば、結果は原因に依拠する必要が 

無いので「無因から生じることになる。」 
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等は何かに相対して「他」となる基が無いので、種子等に「他の事物」－他性が

有るのではないので、他生は無い。 

ここで、「同時に居る弥勒352と近護353は相対して『他』となるが、種子と芽の二

つは同一時に無いので『他』は無い」と説かれたことも、自らの定義によって

「他」として成立したならば同一時でなければならない理由によってであるが、

単に「他」であることに「同時に成立した必要がある」と示すのではない。これ

も、因縁が結果に相対して「別」であることが、自らの定義として成立したなら

ば、相対相手の結果は、原因時にも有る必要があるのであり、理由は前述の如く

である。 

もし、「天秤竿の上下する二つの動きが同時に見られる如く、種子が滅すことと

芽が生じることの二つも同時であるので、種子と芽は同時である故に、他とな

る。」といえば。 

「種子が滅しつつある」とは滅に向かっていることで（種子の）現在354であり
355、「芽が生じつつある」とは生に向かっていることで（実際に生じた芽は）未来

であるので、生滅の二つの行為は同時であるが、種子と芽は同時ではない。天秤

の頭尾両端も現在であるので、例と意味も等しくない。 

「ならば、『稲稈経』より 

「天秤竿の上下の如きあり方で、種子が滅すまさしくその刹那のみにおい 

て、芽が生じる。」 

と天秤の例を挙げていないのか？」といえば。 

勿論挙げはしたけれど、それによって因果の二つを同時であると示さないこと

は、既に説いた。しかしそれを示さなくとも、前後時制の他生356を示すのでもな

い。 

『そうでなくとも、それに説かれたように（本性としての）生を主張しなけれ

ばならない。』と思うならば、 

「自らの定義（性相）である生357が示された故でもない。」 

と『入中論註』より説かれたので、生を主張しても、自らの定義（性相）である

                                                   

352 弥勒
み ろ く

：人名。 

353 近
きん

護
ご

：人名。 
354 現在：ものごとが生じ留まっている時、それは「現在」である。ものごとが生じる 

（顕現に向かっている）時間において、その（生じるであろう）ものごとは「未来」で 

ある。ものごとが滅した時間において、その（滅した）ものごとは「過去」である。 
355 「種子が…であり：芽が生じる（実現に向かっている）と同時に起こっていること

は、「原因である種子が滅しつつあること」である。これは種子が滅す行為をしている

故に、種子の状態が留まっている「現在である。」 
356 前後時制の他生：原因が先にあり、結果が後で生じる、時間的に前後して成り立つ他

生。 
357 自ら…の生：自らそのものとして成立している生。 
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生は主張しない。 

「ならば、それによって何を示すのか？」といえば。 

同時に依拠して起こる、（勝義としてのあり方を）考察されておらず成立した、

幻のような生を示す。「同時に」とは、同一時である生滅の行為に依拠して果が起

こるのである。後者の正理②による否定を、「他の事物」のまさしく「事物」とい

う言葉の意味を示すとすれば、その「自らである事物が無い」は他を否定する理

由になるけれど、生を否定する理由とはならない故である。 

そのように他生を正理によって批判するので、「四縁より諸事物が生じる」と説

かれようとも、他生は仏陀の承認されたことではない。（何故ならば）御方は正理

に反する意味を承認なさらない故である。 

経証の真意とは、「無明の縁によって行が生じる358等は勝義ではないが、世俗と

してである。」と説かれた如くであるが、然れば、四縁より生じると説かれた経典

によっても、他生を示していない。 

これ以前に他生を否定する為に三つの正理を示したうち、第一359によっては、

他・生二の共通項を、第二①によっては生を、第三②によっては因果の二が他であ

ることへの批判を示した面より否定し、批判の示し方にも、それぞれ異なりがあ

ることを分けなければならない。しかし他の場合にも、全くその如くであると知

る必要がある。 

それらを良く分類していなければ、真如を分析する智慧の向上力も弱く、了義

を示す教示者とその意味を解説する賢者方へも、特別な功徳を見ることによって

導かれる信心も生じず、他の転生においてもこの修行道と離れぬ非常に安定した

習気を植え付けない。菩薩方へ、無我を非常に詳細に示されたと同方向の意義も

起こっていないので、この偉大なる御方（龍樹）の、了義の精妙な正理それぞれ

の様相も、敬心をもって探求したまえ。 

 

第二項［生じさせるものに縁の本性を否定する］に三項目がある。［縁の本性を共

通に否定する］と、［それぞれに否定する］と、［共通に否定する別の方法を示す］

である。 

 

第一項［縁の本性を共通に否定する］に二項目がある。［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］、［行為対象の面から縁であると分別することを

否定する］である。 

 

                                                   
358 無明の…生じる：上記脚注 74 参照。 
359 第一：第一の正理とは、［三極辺の生を否定する（69p）］において示された正理であ

る。 
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第一項［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］に二項目が

ある。［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］、

［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］である。 

 

第一項［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］ 

行為より生じると言う者達は、『そこで生を否定したのは、果が縁より直接生じ

るという方向（に対して）であるが、それを否定したとしても批判することには

ならない。我々は眼や形色等の縁が、直接識を生じさせるとは主張しない。しか

し識が生じる行為を成させるので、それらを〈縁〉というが、その行為によって

も識を生じさせる故に、縁を具えた、識を生じさせる行為が識を直接生じさせる

が、縁等（が直接生じさせるの）ではない。例えば御飯を炊く行為の如くであ

る。』と思索する－縁によって「勝義としての行為」があり、それによっても、果

を生じさせると主張する。 

識が生じることに向かう時に識は無いけれど、「生じる行為」は有る。その時に

有る「生じる行為」は眼等の縁に有るが、それも縁の我性であるので、それに似

た行為より生じることは、経量部以上が主張する。 

その時制において、眼等の縁が無く行為が有ることと、眼等は有るけれどもそ

れより識が直接生じないとは、二部360ともが主張しない。然れば、二実在論者361が

声論師362の教誨に従って対論すると説くには適当とし難いので、「（対論者は）声論

師である。」と言うように道理である。 

生じることに向かう時の「生じる行為」は「結果」の原因であるけれども、一

般に、「生じる行為」は「結果」と、行為と行為するものの所依・能依と説く363こ

とは矛盾しない。（例えば）「法螺貝の無常」によって「法螺貝の音」を生じさせ

るけれども、「法螺貝の音」と「無常」が所依・能依であることは矛盾せぬが如く

である。 

そこで、自らの本質として成立した一つの「生じる行為」が有るならば、それ

は「縁が成立させる」や、「識を生じさせる」ともしようが、それは無い。（何故

ならば）このように、識が生じることに向かっている時にこの行為を主張するな

                                                   
360 二部：説一切有部と経量部の二部。 
361 二実在論者：説一切有部と経量部の論者。前記二部はものごとの実在を承認する。 

362 声論師
こえ ろんじ

：バラモン教の流れをくむ一宗派。「オーム」という音声の自性である梵天を創 

造主であるとして、全てのものごとはその梵天が創り出したとする。 
363 生じる…説く：「生じる行為」と「結果」は時間的に前後し、同時には無いけれども、 

一般に「生じる行為」は行為であり能依とされ、「結果」は行為対象であり所依とす 

る。行為は行為者無く成立することが無い為に、行為をなすものに依拠する。「結果が 

生じる」という場合、「結果」は行為の結果となるが、「生じる行為」のよりどころとな 

る故に、所依となる。 
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らば、識が既に生じていればこれは必要ない。364（何故ならば）既に生じたものが

再度生じることは正理ではない故である。生じていないとしても正理でないこと

は、前述で行為者が無いことによって拠所が無いという正理365を示した如くであ

る。一般に「生じるであろう識」と「生じる行為」の二つは、生じることに向か

う時に所依・能依として無いけれども、「生じる行為」が自らの定義として成立し

たならば、その時であろうとも「生じる行為」の所依として識が成立していなけ

ればならないので、それが成立していなければ行為も成立しない。識が生じるこ

とに向かうその「生」の所有主である「識」は、その時には無くとも、以後やっ

と起こるだろうことを思惟してその「生」であるとする。しかしその「生」が有

ることに相対しても、起こるだろう識が有366ると置くので、行為者である「識」と

「生じる行為」の二つが所依・能依であることに矛盾は無い。 

「互いの意味に依拠して成立したとは、本性として成立していない仮有367で 

ある。」 

と『入中論』の根本頌と註釈より説かれた如く、他の「生じる行為」と「（生じ

る）行為者」についても知りたまえ。 

「生じつつある」にその行為を主張するとしても正理ではない。（何故ならば）

「生じた」と「生じていない」の何ものでもない「生じつつある」は無い故であ

る。 

もし、「生じる行為とは、始まって生じ終わらないもので、既に生じたのでもな

いが、生じる行為を最初に始めていない、生じていないのでもないので、生じつ

つあるものである。そこに、この（生の）行為を考察する。」といえば。 

それも不合理である。「これは生じつつある。」と名付ける拠所である識の如く

を、「生じつつある」としなければならないが、その一部は「生じた」けれど一部

が「生じていない」ならば、「半分生じて半分生じていない」となるので、「生じ

                                                   
364 識が…必要ない。：識において①生じようとする②生じる③生じた、という三時制 

の行為があるが、主体の識と行為が同時に存在するのは③生じた時のみである。 

ここでは①の時点で、独立した「生じる行為」が有るとすれば、「生じる行為/能依」が 

有るので「識/所依」が有る筈である。「識/所依」が有れば③生じたのであるので、②生 

じる行為は必要無い。 
365 生じて…正理：結果の「識」が未だ生じていない時に自らの自性として成立する「（識 

が）生じる行為」が有ると仮定しても行為者である所依の「識」が無いので、それも成 

立しないという正理。 
366 「互いの…である。」：『入中論』第 6 章 58 偈 3 行目と、その自註よりか？ 

『入中論』「もし、（未来に）起こるものごとを説こうとすれば、（果が生じる）力無く

して、この起こるだろうものごとは無い。互いの意味に依拠して成立するものは、まさ

しく成立したのではないと、聖者方が説かれた。」 

『入中論註』「彼方が有ればこちらにもなるが、こちらが有れば彼方にもなるように、

名付けられた（仮有）となるが、それらに本性である成立は無い。」か？ 

367 仮有
け う

：名称を付けられたことによって仮に有るもの。実在として有る実
じつ

有
う

に対する。 
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た」と「生じていない」の二つでないものは無い。 

「既に生じた」「（既に）生じていない」の二つを考察すれば、過去と未来の二

つも「生じつつある」になるので、三時制の一切が「生じつつある」となり368、 

『四百論』より、 

「『生じつつある』は半分『生じた』故に、『生じつつある』は『生じる』 

ではない。あるいは、一切がまさしく『生じつつある』であるという背理 

になる。」369 

と説かれた。 

そのように、以前生じていないものを生じさせる行為は勝義として無く、既に

生じたものを再度生じさせる行為も無いので、勝義である行為は無いが、それ故

に、眼等の縁を具える自らの本質として成立した行為は有るのではない。石女の

子は存在しないので、その子が牛を伴うことは無いが如くである。「縁を具える」

の意味は、「縁によって成された、縁を伴う行為」である。 

「ならば、縁を具えない行為が有る。」といえば。 

眼等の縁によって成されていない、縁を具えない行為も無い。それが有るなら

ば無因として生じなければならない370ので、一切より一切が起こり、一切の努力が

無意味になる371だろう。 

そのように行為が無ければ、『ならば縁そのものが果を生じさせる。』と思え

ば。 

「生じる行為」を具えないとは、「生じる行為」が勝義として無いことである。

それ故に、それを成させるものも無いので、眼等は「勝義である生じる行為」の

縁ではない。そのようであれば、それらは勝義として縁であると如何様になろう

か－（それらは）縁ではない。「生じる行為」の縁でなくとも縁となるならば、一

切のものも一切のものの縁となるだろう。 

「行為を具えぬ372」意味について『顕句論』より、縁によって成立させられた行

為か、成立させられていない行為かの言明は無いけれども、前者より適したもの

は無い。 

それも『ブッダパーリタ』の御考えの如く説かれた。 

                                                   
368 「既に…となり：「生じつつある（現在）」が「既に生じた（過去）」「生じていない

（未来）」の両方であれば、現在過去未来の三時制が全て「生じつつある」に含まれる。 
369 「『生じ…となる。」：『四百論』第 15 章 16 偈。 
370 眼等の…ならない：眼等の縁無くして「生じる行為」が成されるならば、諸縁である 

原因無く、結果が生じることになる。 
371 一切より…になる：無因よりものごとが生じるならば起こる、二つの背理。 

① ある結果を生じさせる為に特定の原因が必要ない為に、如何なるものからも、如何

なるものであろうとも生じ得る。 

② 努力しなくとも結果を得られる為に、全ての努力が無意味になる。 
372「行為を具えぬ」：『根本中論』第 1 章 4 偈 3 行目。 
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結果と縁の間を行為が分断することは主張しないけれど、眼等は結果が生じる

行為を成立させる縁であることと、最終的に、それが成立させた行為の一部特性

より結果が生じることは自派においても主張しなければならないと、三行目の場

合の諸々の正理によって知る。 

「何と、行為を具える縁のみによって生じさせるのだ。」といえば、前行（三行

目）最後の「ではない373。」とここ（四行目）で引用する。諸縁は自らの本質とし

て成立した行為を具えて有るのではない。「あるいは374。」という言葉は、ここでは

「そうではないのみ」と決定の意味であると『顕句論』より説かれたが、縁を具

える・縁を具えない行為が無いとは前述で既に示した。 

『般若灯論』より、三行目以前に「結果が生じる以前に諸縁は行為を具えない

のか？あるいは具えるのか？」と示した後者にこの四行目を合わせるので、「ある

いは」の言葉は考察対象である意味として説く。 

そのようであれば、「眼等は結果が生じる行為を具えるので、縁である。」とい

う理由を、四行目と一行目で否定した。そこで、「縁を具える行為は無いけれど、

縁を具えない行為は有る。」という主張を二行目で否定した。そして『行為を具え

なくとも、縁とする。』という考えを三行目で否定するので、行為を具える・具え

ない如何なる縁も勝義として無いので、「諸縁に自らの本質として成立した本性が

あると分別することは無意味である。」ということがそれらの正理の結果であり、

『ブッタパーリタ』の御考えである。 

 

第二項［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］ 

もし、「縁は行為を具える・具えないと分析するこれが、我々に何をしようか。

何故ならば、眼等これらの縁に依拠して識等は生じるので、それ故に、これら眼

等は自らの本質として「縁」という本性であると置くのだ。」といえば。「云々
375。」とは、著者（龍樹）が承認していないことを示す。 

これは、 

「経量部は、『結果が生じることに向かう時に、諸縁は行為を具えるが、 

それ以前には具えない』と主張する説である。」 

と『般若灯論』より説かれた。それに対して、前述で「生じる行為」を否定して

縁は不合理であると示したばかりであるので、こう言うことは不適であるが376、言

うとしても過失が有る。種子等より結果である芽等が生じない－生じる行為が見

                                                   
373「ではない。」：『根本中論』第 1 章 4 偈 3 行目。 
374「あるいは。」：『根本中論』第 1 章 4 偈 4 行目。 
375「云々」：『根本中論』第 1 章 5 偈 2 行目。 
376 こう…あるが：『根本中論』第 1 章 5 偈について、『般若灯論』で対論者を経量部であ 

るとして説明する言葉は、適当ではない。その直前に「生じる行為」を否定して、「行 

為を具える縁」も否定したばかりである故である。 
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られない限り、これらは結果の縁でないと如何してならないのか。（これらは）縁

ではないのみである。それも、結果が生じる行為を具えるのみによって縁とする

要によって、そのように承認しなければならない。縁でないならば、それらより

結果が生じるのでもなく、砂より胡麻油377の如くである。 

『穀物等は、結果が生じることに向かう以前には縁ではないけれども、実現に

向かう時に縁となる。』と思えば。 

それは正理ではない。そうならば、一切も一切の結果の縁となる378だろう故であ

る。 

「何故だ。縁でないもの等も、他の幾つかの縁に相互関係して縁となるので、

過失は無い。」といえば。 

穀物等は以前縁ではないけれども他の縁に相互関係して芽等の縁となる、その

「他の縁」も、自らの結果が生じることに向かう「生」を具えぬ時には縁ではな

いので、それも他に相互関係するが、それにもまたそのように思惟しなければな

らないので、無限となるであろう。そうなれば、根本の縁は成立しない379。「結果

が生じる行為を具える」を縁の定義であると主張するならば、それを具えない、

以前のもの等は縁ではなくなるが、そう見ると、後に生じることに向かう時にも

縁とはならない380ので、縁は無くなるだろう。 

自派においては、結果が生じる行為を行うことによって（縁を）設けるが、「行う

もの」には、直接と間接とに（生じる行為を）行うものの両方が有る。 

 

第二項［行為対象の面から、縁であると分別することを否定する］ 

「『これに依拠してこれが生じる。』というこの関係が有る理由によって、この

                                                   
377 砂より胡麻油：縁でないものより結果は生じない例。砂を絞っても胡麻油は生じな

い。 
378「穀物･･･となる：対論者の主張において起こるだろう背理。 

縁でないものが、結果が生じようとする時に縁となるならば、無関係のものがいきなり

縁になることになる。無関係のものが縁になるのであれば、全てのものが全てのものの

縁になり得る。 
379 穀物等･･･しない：対論者の主張において起こるであろう背理。 

以前は「縁」ではない穀物の種が「縁」になるのは、「縁と同時にある『芽（結果）が 

生じる行為』」の以前の「芽が生じようとする時」にである。それも、他の縁（水・

暖・肥料等）と相互関係して「縁」になる。ならばその水も｢縁｣になるには他の｢縁

（様々な条件）｣に相互関係し、その｢縁（様々な条件）｣もまた「縁（更なる様々な条

件）」に相互関係して「縁」となるので、限りが無くなる。そして、「ある特定の結果 

の縁」という根本の縁が成立しなくなる。 
380「結果が･･･ならない：自らの定義として成立する「縁」の定義を「結果が生じる行為 

を具える」とするならば、それを具えていない事物は、その結果の縁ではない本性にな 

る。ならば「結果が生じようとする時」以前に縁の定義を具えないものは、自らの定義 

として縁の定義を具えないので、「縁」になることはない。 
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意味（結果）の縁はこれである」と言うならば、その関係性は、（結果である）意

味の有・無、どれか一つについて考察しなければならない。しかし、無い意味に

縁は適さない。それだけでなく、有る意味にも縁は適さない。「あるいは」とは、

「その（有・無）二つの何れか一つの縁であると考察しなければならない」とい

う意味である。「く381、」は残余（の言葉が続くこと）を導く。 

如何様に適さないかとは。所知に無い（存在しない）ものを原因が生じさせる382

とは誰も主張しないので、原因の時に結果は無いのであるが、それも原因時にお

いて結果が存在することを打ち消したのみの「無事物が生じる」とも主張しない

ので、「原因時に無い（結果である）芽等が生じる」と主張することを否定する。 

それに対して、「生じた以前にその結果が無いならば、この縁は何の縁である

か」という者へ対して、「何かの縁」となる基体（所有主）のその意味は無いの

で、何を述べることがあろうか。「無い絨毯の縁は、原因の織糸である。」と示し

てはならない。 

もし、「原因の織糸より絨毯が起こる（作られる）ので、現在無くとも後に起こ

る仕方で、原因の織糸は絨毯の縁として示されることに適う。」といえば。 

時折、何処かで起こるならばその通りであるが、ここで自らの本質として成立

した生を否定するなら、それに基づく生は如何なる時においても無いので、「後に

起こる絨毯に相対しても、その縁である。」と述べることが何処でできようか。 

世間において原因の織糸より絨毯が起こる（作られる）と見て、後の絨毯を思

って以前の原因の織糸を「これは絨毯の縁である。」と言うことは、絨毯に相対し

て原因の織糸を縁とするのであるが、それ（原因の織糸）に依拠しても絨毯を結

果とすることは、互いの意味に依拠して名付けられたのみとして成立した「本性

として無い」ことである。それ故に、（未来に）起こる絨毯に相対して以前の原因

の織糸を縁とするならば、相対して名付けられたことを承認しなければならない

が、自らの本質として成立したものに、それは一切の様相において適さない。こ

れは対論者を否定することができ、自派には等しくない理由である。 

もし、『その結果が、生じた以前に存在するので、存在するものの縁である』と

考えても不合理である。有るならば、縁が再度何をする必要があろうか。既に出

来上がった絨毯を、原因の織糸である縁によって成させる必要は無きが如くであ

る。 

もし、「吾輩は『既に生じたものに、再度縁の行為が有る』とは言わないが、有

る絨毯の縁は、原因の織糸であると名付ける。」といえば。 

これについて、毘婆沙部以外の自部383が、既に成立した結果は再度原因が生じさ

                                                   
381「く、」：『根本中論』第 1 章 6 偈 2 行目。 
382 所知･･･させる：存在しないもの（所知：上記脚注 32 参照）を原因が生じさせる。 
383 毘婆沙部…自部：経量部・唯識派・中観自立論証派。自部とは仏教徒自部のこと。 
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せる必要はないけれども、成立自体は原因によって生じさせられたと主張する。

その如く、再度原因に頼る必要はないけれども、成立自体は原因の他力に従うの

で、原因に頼るのである。 

それだけのことは自派においても主張するので、（彼らとの）違いは「自らの本

質として成立したものが因によって成立させられたならば、既に成立してから再

度生じさせなければならない」等の批判を示すので、『ブッダパーリタ』と『顕句

論』において、「有るものに縁は不必要」という折に「再度」の言葉を用いた。 

この二つの正理は何度も現れるので、他の場合においてもここで説かれた如く

理解したまえ。 

 

第二項［それぞれに否定する384］に四項目がある。［因縁の定義を否定する］、

［所縁縁の定義を否定する］、［等無間縁の定義を否定する］、［増上縁の定義を否

定する］である。 

 

第一項［因縁の定義を否定する］ 

「『諸事物は定義より成立するが、因とは、成させるものである。』と、因縁の定

義も説かれたので、定義が有る故に、因縁は本性として有る。」といえば。 

その定義が勝義として有るならば因縁も勝義として有るけれども、それは不合理

である。（何故ならば）結果の法（現象）が原因時に有るか、無いか、有無双方かと

分析したならば、原因によって成立しない時に、如何様であれば、「自らの本質とし

て有る『成立させる』という定義は、因縁の定義である」としようか－そうではな

い385。そう見るならば、「因縁の定義が有る故に、因縁は勝義として有る。」と言う

ことは不合理である。 

この正理は、もちろん前述されているけれども、『ブッダパーリタ』より説明を

述べられた。原因時に有る結果が、原因によって成立するならば、生じることは

無意味であり、無限となるであろう386。原因時に無い、自らの本質として有る芽等

が原因によって成立するならば、原因時に無いことが同じでありながら芽は生じ

るが、兎の角が生じないことは不合理となる。（何故ならば）「自らの本質として

成立した事物」は一切の時間において無いので387、それに「これはこの因であ

                                                   
384［それぞれに否定する］：四種ある縁（上記脚注 306・307・308・309 参照）が本性と 

して有ることをそれぞれに否定する。 
385 結果の･･･ない。：本質として有る因縁の定義が「成立させるもの」であるならば、そ 

の時「成立させられるもの」もなければならない。しかし「成立させられるもの」が因 

縁の有る時に有・無・有無双方の何れも成立しないので、「成立させるもの」が因縁の 

定義であると、如何にしてなろうか。 
386 原因時･･･あろう。：上記脚注 234・235 参照。 
387「自らの･･･ので：他説に対して、背理が挙げられる理由。 

※次頁脚注に続く 
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る。」「これはこの因ではない。」と違いを分けることはできない故である。 

原因時に有無の双方であろうと、成立するとはしない。互いに反する同一の意

味は無い故と、有無双方の過失となるであろう故である。 

 

第二項［所縁縁の定義を否定する］ 

「所縁縁は本性として有る。（何故ならば）識等の拠所388になった故である。」と

いえば。 

ならば、その所縁縁を対象とする以前に有る知覚について考察するのか？無い

知覚について考察するのか？ 

所縁（対象にされるもの）を対象とする以前に有るものには、所縁縁は必要な

い。（何故ならば）その法（現象である識）が生じさせられる為に所縁縁を考察す

るならば、その法は、所縁を対象とする以前に存在する故である。仮に、そのよ

うに法（現象である識）自体の我性が所縁（対象）に相互関係なく良く成立した

ならば、これに対象が有ると考察したことによって、何をするのか。それ故に、

対象が無いのみである、この心等の存在する法（現象）は、君達の私欲によって

「対象と共にある。」と近く示されたのみに尽きる。しかしこれに所縁（対象）と

関係することは、僅かにも無い。 

如何に、所縁（対象にされるもの）が対象にされる以前に無い知覚について考

察すれば、その時に無い知覚には、所縁縁との関係は無い。（何故ならば）所縁

（対象にされるもの）が有る時に対象とするものは無く、対象とするものが有る

時に所縁（対象にされるもの）は無い故である。それに関係が有ることは、世俗

として否定することはできないけれども、ここでは所縁縁が勝義として成立した

との説を否定するものなので、勝義としての関係性を否定することができる。（何

故ならば）関係性が勝義として成立したならば二つの法（現象）のあり様として

成立していなければならず、あり様は、その自らの法（現象）において何時であ

ろうとも誤らぬので、全ての場所と時間において当てはまる故である。そう見れ

ば、結果の法（現象）であるこの心と心所は対象が無いものであり－（対象が）

無くなったもののみが、君によって対象と共にあると近く示されたのだ。 

先に「有る」と訳したものをここでは「である」と訳し、無い識に所縁縁を否

定する場合であることを考慮した。その二行において、その違い以外、前後の二

                                                   

もしも「自らの本質として成立した事物」がある一時点において無いならば、自らの本 

質として「無い」ことになる。なれば、時間の経過に従って「自らの本質として無い」 

が変化することは無いので、一切の時間において存在しなくなる。 
388 識等の拠所：他派の述べた、所縁縁が本性として有ることの理由。 

所縁縁が有ることによって、その結果の現前識（上記脚注 307 参照）が生じる為、 

「眼・耳・鼻等の識の拠所」と述べた。 
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つは似ているが、「如何に」という（前後）二つの意味は異なる。389 

『般若灯論』に 

「眼識等のこの法は、勝義として対象が無くなったのみであると示すこと 

によって、近しく示した」 

と説かれたので、「のみであると」は、論書の言葉にある。それ故に、対象とする

ものであるその法（現象である識）は、所縁（対象にされるもの）を対象とする

以前に無い故に、その対象になるものも勝義として無い。 

「如何に」とは問いである。「何処でなろうか。」により、理由を示した390。 

「なれば、教示者仏陀は『対象と共にある法は何であるかといえば、一切の心

と心所である。』と、それらは対象と共にあると説かれたが、君が対象を否定した

ので矛盾する。」といえば。 

「対象と共にあるとは世俗であり、勝義ではないので、過失は無い。」と説かれ

た。正理によって否定したことは「勝義として成立した」であるが、経証の意味

は世俗として成立したことなので矛盾しない意味であり、「否定対象に（『勝義と

して』という）特性を付けなければならない」という意味である。 

 

第三項［等無間縁の定義を否定する］ 

「他の事物が『滅したばかり』とは、他の事物が生じる等無間縁391であり、それ

は本性として有る。」と言えば。 

芽等結果の諸法が生じたのでなければ－生じた以前に、種子等の原因が滅す－

「滅」は合理にはならない。それ故に、他の事物が「滅したばかり」は、他の事

物の等無間縁であるとは正しくない。 

もし、結果が「生じた」以前に種子が滅して無ければ、芽が「生じる」縁とし

て何が有るのであろうか－それは無い。（何故ならば）芽が「生じた」直ぐ以前に

は種子が無い故である392。 

                                                   
389 先に･･･異なる。：『根本中論』第 1 章 8 偈「この有る法は所縁が、/無いのみであると

近しく示された。/如何に、その法を対象とすることが無ければ、/所縁（対象）が有る

と何処でなろうか。」を、「所縁を対象とする以前に有る識」と「所縁を対象とする以前

に無い識」の二通りに考察する時、後者では 1 行目の言葉「有る」を「である」に変換

する。3 行目「如何に」は、前者と後者で意味が異なる。 
390「如何に･･･示した。：「対象が有ると如何にしてなろうか。」という言葉によって、 

「対象が無い故に。」という理由を示した。 

391 等
とう

無間
む け ん

縁
えん

：上記脚注 308 では知覚においての等無間縁を示すが、知覚ではない事物に

も等無間縁がある。 
392 もし･･･である。：他派の述べる等無間縁の定義から引き起こされる背理。 

結果が生じる直ぐ以前に存在する、原因が「滅したばかり」の状態を等無間縁とす 

るならば、「生じる行為」の直ぐ以前に原因（種子）は既に無くなってしまっているの 

で、顕現した芽が「生じた」直ぐ以前に原因である種子が無い故に、芽が「生じる」縁 

（原因）は無い。 
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種子が「滅した」は、「生じていない393」芽の縁であるとも適さない。（何故なら

ば）種子が「滅した」と芽が「生じた」は同時である故である394。 

種子が「滅した」ということの縁にも、何が有るのであるか－それは無い。（何

故ならば）芽が「生じる」は種子が「滅した」以前には無い故である395。 

然れば、種子が「滅して」から芽が「生じる」と考えれば、その両方とも無因

となるが、そう主張するのでもない396。 

「も」とは、「結果が『生じていない』において因が滅していなければ、等無間

縁が正理でなくなるだけでなく、滅したとしても正理ではない」ということなの

で、繋げる所もそこである397。 

結果が「生じた」ところで因が「滅した」にも等無間縁を否定する。 

もし、「芽が『生じたばかり』の時に、種子が『滅した』けれど、それを見ても

等無間縁は成立する。（何故ならば）芽が『生じたばかり』が、種子が『滅す』縁

となる故である。」といえば。 

「滅したとしても」という言葉を、「生じたとしても、縁であると如何様になろ

うか。」と読み方を変えて否定する。 

                                                   
393 生じていない：「生じた」の前の状態。「生じていない、これから顕現する」状態。 

「生じる」と同じ時点であると考えると、解りやすい。（上記脚注 364 参照） 
394 種子が･･･である。：原因の種子において、①滅そうとする時②滅す・滅しつつある時 

③滅した時の三時点がある様に、結果の芽においても⓵生じようとする時⓶生じる時＝ 

生じていない時⓷生じた時の三時点があり、原因と結果の①②③時は、それぞれ同時と 

なる。種子が「③滅した」と芽が「⓷生じた」は同時である故に、種子が「③滅した」 

は芽が「⓶生じていない」の後で起こるので、芽が「⓶生じる」以前に存在する縁（原 

因）ではない。 

395 種子が･･･である。：他派の主張によれば、種子が「③滅した」（縁）の後で芽が「⓶生 

じる」（結果）。 

実際の因であるべき芽が「⓶生じる」行為は、種子が「③滅した」以前には無い故に、 

種子が「③滅した」の縁を挙げることはできない。 

396 種子が･･･無い。：種子が「③滅した」後で芽が「⓶生じる」とすれば、芽が「⓶生じ 

る」は種子が「③滅した」以前に無いので、種子が「③滅した」原因が無くなる。 

また、実際は種子が「③滅した」は芽が「⓷生じた」と同時である為、芽が「⓶生じ

る」後でおこる。すると種子が「③滅した」は芽が「②生じる」以前に存在する縁とは

ならない。従って種子が「③滅した」と芽が「⓶生じる」の両方とも無因となるが、他

派はそうとも主張しない。 

397「も」･･･である。：「も」とは『根本中論』第 1 章 9 偈 4 行目にある。 

「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。」（『根本中論』第 1 章 9 偈） 

結果が『⓶生じていない＝生じる』時に原因が『③滅した』状態でなければ、『滅した

ばかり』という等無間縁が正理ではなくなるだけでなく、原因が『③滅した』として

も」、原因である種子が無い故に、正理ではない。 
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芽が生じる行為が完了した時に種子が滅したならば、種子が「滅した」縁と、

芽が「生じる」縁とは何ものであろうか－それらは双方とも無因となるだろう。

その理由は、「芽が生じようとする行為」は種子が「滅した」直前には無く、「種

子が滅したとなろうとする行為」は芽が「生じた」直前に無い故である。 

「何故だ。種子が『滅しつつある』時に芽が『生じる』ので、種子が『滅しつ

つある行為』は『生じつつある芽』の縁であり、芽が『生じつつある行為』は種

子が『滅した』縁であるので、無因にはならない。」といえば、それも正理ではな

い。自らの本質として成立した因果において、芽が「生じつつある」時に芽は存

在する必要があるが、そう見れば、滅すものである種子と生じるものである芽の

二つが同時に存在するので、等無間という意味がなくなる故である。二つの行為

が同時であると考えても等無間は不合理である。（何故ならば）自らの定義として

成立したものにおいて二行為が同時であるならば、二つの法（現象）も同時でな

ければならない故である。 

「結果が『生じた』以前に原因が『滅していない』と、（原因が）『滅した』の

両方において等無間縁が不合理である故に、結果が生じる等無間縁である、原因

が『滅したばかり』が、本性として有ると言うことは正理ではない。」と、三行目

最後のここで導く。三行目でなさったのは、綴文法398に則ったものであり、ここで

は意味を説くことを主にした。 

「それ故に等無間は正理ではない。」399 

と三行目の後に付けなければならないけれども、最初の二行の後に付けることを

否定したわけではない400。 

あるいは、以前に生を否定した正理を考察されて、「諸法…」という（始めの）

二行を説かれた。そのようであれば、生・滅が本性として有ることを否定して、

等無間縁が勝義として有ることを否定するが、前者の様であれば、「生じていな

い」と「滅していない」の二つを世俗的に考察したのである401。「滅したとして

                                                   

398 綴
てい

文法
ぶんほう

：『根本中論』は韻文形式で綴られているが、本論では七語四行で一偈となる。 

その為、長い言葉を省略したり、一行七語に足りない場合には言葉を付け足す場合もあ 

る。また読み易さ等を量り、一偈の中で著述内容が前後することもある。 
399 「それ故に…ない。」：『根本中論』第 1 章 9 偈 4 行目。 
400「結果･･･ない。：『根本中論』第 1 章 9 偈の四行を、意味を説明する仕方に沿って並べ 

替えると、一行目・二行目・四行目・三行目の順になる。従って、三行目の「それ故 

に、等無間は正理ではない。」という言葉は、一・二・四の三行の最後に続くことにな 

るが、始め二行の後に続けても意味を成す。 
401 あるいは･･･である。：「以前」とは、『根本中論』第 1 章 1 偈で述べられた考察方法の 

こと。「あるいは」以降の正理による考察方法は、「勝義として」等無間縁を否定する仕 

方である。前者においては「勝義として有る・無い」ではなく、世俗のあり方を考察し 

て等無間縁を否定する。 
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も」という二つの考察は前者と類似する402。 

ここでは『ブッダパーリタ』が詳細であると映るので、その如くに説いた。 

 

『結果が「生じた」以前に原因が「滅した」「滅していない」について、自説で

は如何様にするのか』と思えば、『入中論』より、「種子が滅しつつある」と「芽

が生じつつある」の二つは同時であると説かれたように、仏護も承認なさる。従

って、「原因が滅した」と「結果が生じた」の二つも同時である。然れば、「原因

が滅しつつある」という「滅す行為」は、芽が「生じた」以前に行いながら、「結

果が生じつつある」という「生じる行為」も原因が「滅した」以前に行うが、そ

の二つとも因果である403。「原因が滅した」と結果の二つは同時であるので、等無

間の意味は無いと承認する。 

「ならば『六十頌如理論』の註釈より、種子は、存在する期間のみにおいて芽

の原因であると了解することはないが、無くなったならば芽の原因であると了解

する例として、他派が『無くなった以前の識は、後の識の等無間縁である』と承

認したように、『以前の識が存在している時に他の識の原因であるならば、その二

つは同時に存在することになる。〈原因が滅したばかりとは、結果が生じる縁であ

る〉と言うように、無もまさしく因である。』と、原因が尽きたことは結果が尽き

た原因であると証成する場合に説かれたことは、何様であるか」といえば、（自説

に）過失は無い。これは『四百論』より 

「原因とは様相が変化するならば、他（の結果であるものごと）の原因に 

変化し、」404 

と説かれ、その解説で「種子が以前の一時期を放さずに、芽の原因とはならな

い」と説かれたように、結果の時点で原因であった一時期を手放していなけれ

ば、原因であると主張されるそれは、その結果の原因にはならない。それを「以

前の種子と識が無くならなければ、原因にはならない」と説かれた故である。そ

のように主張しない者に、「因果の二つが同時となる」と説かれたことからも分か

るが、原因は、様相が（結果である）他に変化しない間は原因にならないけれ

ど、変化した時には原因ではなくなるので、それからも原因にはならない故であ

る405。 

                                                   
402「滅した･･･いる。：「勝義として有る・無い」と本偈を考察したとしても、四行目は世 

俗として考察した場合と同様に考察される。 
403 その二つとも因果である。：「種子が滅しつつあること」「芽が生じつつあること」の二 

つと、「種子が滅した」「芽が生じた」の二つは、互いに因果関係となる。 
404 「原因とは…変化し、」：『四百論』第 9 章 9 偈。 
405 原因は･･･である。：原因は、その様相が結果の様相へ変化しなければ「原因」となら 

ない。しかし、結果の様相へ変化した時には「結果」となり「原因」は存在しないの 

で、存在しないものを「原因」とすることもできない。 
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『般若灯論』より、 

「他の刹那が分断していない『滅しつつある』前刹那は、後が生じる機会 

を開くので、その等無間縁である。」 

と主張する者へ対し、有形でないものは場所に留まらないので、機会を開くこと

は無い故と、『阿毘達磨406』で 

「六つの過ぎたばかりの、識であるそれは意識である。」407 

と説かれたので、「滅したばかり」の意識が縁である故に、（他の刹那が分断して

いない『滅しつつある』前刹那が等無間縁であることは）正理ではない。」と否定

したが、仏護は、「滅していない」を縁と承認することも否定した408。 

 

『増因明論』よりも、 

「種子が滅したことより芽等が生じるとなると映る故である。もし、種子が 

滅していなくとも芽が生じるとなるならば、穀物蔵などに有る（保存されて 

いる）種子にも（芽が）生える背理となるだろう。」 

と説かれ、 

「『滅しつつある』と『生じつつある』の二つは同時であるので、縁ではな 

い。」 

とも言う。この方向において、芽は種子より直接生じることと、以前の同種の識

が後の識の直接の等無間縁をすることがあり得ない過失をご覧になり、先の引用

によって前述のように説いた409。 

ならば「『六つの過ぎたばかりの』や『等無間とは、滅したばかりの心と心所で

あり、最後以外のものである410。』と説かれたことを、如何様に引用したのか」と

いえば。 

                                                   

406『阿毘
あ び

達磨
だ つ ま

』：『倶舎論
くし ゃろん

（上記脚注 311 参照）』に同じ。 
407 「六つ･･･ある。」：『倶舎論』第 1 章 16 偈。 
408 仏護は･･･否定した。：『般若灯論』において、清弁は「滅しつつある」前刹那が等無間 

縁であることを否定したが、仏護は「滅していない」、「滅しつつある」と同時のものも 

等無間縁であることを否定した。「滅しつつある」と「滅していない」が同時である理 

由は、「滅しつつある」は完全に滅す全段階の行為であり、「滅していない」も未だ完全 

に滅していない段階に有る故である。 
409 この方向･･･説いた。：中観自立論証派においては、「芽は種子より直接生じる」こと 

と、「以前の同種の識が後の識の直接の等無間縁をする」と承認する。それ故に中観自 

立論証派に属する清弁は、前述『般若灯論』の引用に示された理由によって、「等無間 

縁が勝義として有る」と主張する対論者を批判した。 
410「等無間･･･である。」：本文［経証と矛盾するという反論を挙げる］より。 

「等無間縁とは『心と心所の生じたもので、最後ではない、相応した等無間』といい無 

余（涅槃）に入るより他の、それ以前に生じた心・心所等と」（77 頁） 

「生じつつある心・心所等は、拠りどころである杖に似た、ある対象が生じさせる。それ

が、その所縁縁である。因が滅したばかりとは、果が生じる等無間縁であり」（78 頁） 
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結果の時に（原因が）既に滅し、それに間を開けず（結果が）起こったことを

考察され「滅したばかり」と説かれたのであるが、結果の直前に「滅した」こと

を（等無間縁であると）考察されたのではない。 

そうでなければ、「六つの過ぎたばかりの識は意識である」と説かれたことは正

理ではない。（何故ならば）「滅した」識は意識に適わぬ411故である。然れば、「滅

した」ということによって、この縁に前後時制の因果と、「等無間」ということに

よって直接因である必要性を示した。 

 

第四項［増上縁の定義を否定する］ 

或るものが有れば或るものが起こるが、或るものが無ければ或るものは起こら

ないそれは、その主（増上）であるが、それも本性として成立した。」と言えば。 

何故ならば縁起生であるその故に、一切事物は本性が無い時、それらの有は本

性として有るのではない。それ故に「これが有るので」と説かれた原因の「こ

れ」と、「これが起こる」と説かれた結果の「これ」において、本性が有るとは合

理ではない。それが合理でなければ、或るものの主（増上）と何ものがなろう

か。それ故に、増上縁も本性として有るのではないので、定義よりも諸縁に本性

が有るとは成立しない。 

 

第三項［共通に否定する別の方法を示す］に三項目がある。［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］、［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］、［縁と縁でないものの確定した本性を否定する］であ

る。 

 

第一項［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］ 

もし、「『縁が諸事物をこのように成立させる。』と言うことはできないけれど、

織糸等から絨毯等が生じると見て、『結果の縁とはこれらである。』ということを

知る。」といえば。 

「織糸や、木炭や、織り機の銅や、経糸を渡す木412等の諸々の縁それぞれと、

（それらの）集合に、結果であるその絨毯は無そのもの、ただそれだけである。

諸縁に無いものであるその絨毯が、縁である織糸等より自らの自性として如何用

に生じようか。」といい、（結果の絨毯は）生じない。砂より胡麻油の如く413であ

る。 

                                                   
411「滅した」･･･適わぬ：「滅した」識は既に無いので、有であり、事物である意識にはな

らない。 
412 織糸･･･渡す木：絨毯を織る際に必要な諸々の道具。 
413 砂より･･･如く：上記脚注 377 参照。 
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如何様に無いのかといえば、もしその絨毯がそれぞれ個別の縁に有るならば、

部分が完全に揃ったものが縁それぞれに有るのか、（絨毯の）部分それぞれが（そ

れぞれの縁に）有るのか。前者のようであれば、複数の縁は必要ない。他（の

縁）に相互関係することなく、個々の縁でも（完全な絨毯を）生じさせるだろ

う。後者のようでも、他の縁に相互関係することなく、個々（の縁）でも、（絨毯

の）それぞれの部分を生じさせるだろう。そのように主張することはできないの

で、縁それぞれに完全な絨毯か、（絨毯の）それぞれの部分の何れも無いので、そ

れら縁の集合にも（結果の絨毯は）存在しない。 

『顕句論』より、 

「それぞれの縁に、絨毯はそれぞれに無い。（何故ならば）認識可能である 

にも拘らず認識されていない故と、因が多いことによって果が多くなる414の 

で、否定することは易しい。織糸等の（縁の）集合に有るのではない。（何 

故ならば）それぞれの支分に（結果の絨毯が）無い故と、一つの結果が断 

片的に生じるとなる415故である。」 

と否定した後者は、「集合に絨毯が有る時、集合をもつものに絨毯のそれぞれの部

分が有る。しかしその時、前述のようにそれぞれより生じさせることができるの

で、多くの部分として生じるだろう」。という。 

「如何に。絨毯等のその結果は諸縁に無くとも、それらの縁より生じるとなる

ので、前述（の主張）は不周遍416（全てに行き渡らない）である。」といえば。 

そう見るならば、縁ではない茅草等からも絨毯等がなぜ生じないのか417。生じる

ことになるだろう。これらの理由は既に説いた418。 

 

第二項［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］ 

「もし縁と結果が別であるならば、縁に結果が有る・無いと分析することは正

しいけれど、結果とは縁の本性を有するのみである（ので、君の考察は正しくな

                                                   
414 因が･･･なる：絨毯の縁それぞれに、生じるであろう完全な絨毯がそれぞれ有るなら 

ば、結果の絨毯が生じた時には縁の数だけ絨毯が生じる筈である。 
415 一つの･･･なる：絨毯の縁である支分それぞれに、自らの結果である絨毯の部分部分が 

それぞれ有るならば、結果の絨毯が出来上がった時に一枚の絨毯とはならず、それぞれ 

の縁が作り上げた断片的な絨毯の部分が、縁の数だけ生じる筈である。 

416 不周遍
ふしゅうへん

：因
いん

三相
さんぞう

（上記脚注 195 参照）の同品定
どうほんじょう

有性
うしょう

の過失。挙げられた理由が、必ず 

しも主張命題の述語に当て嵌まらないこと。 

対論者は、「前述の『絨毯等の結果は諸縁に無い』としても、『結果が縁より本性として

生じない』とは限らない。」と主張する。 
417 縁では･･･ないのか。：ある結果がその縁に無くとも生じるならば、その縁でないもの 

よりも生じる筈である。その縁であろうと、その縁でなかろうと、結果がそれらに存在 

しないことは等しい故である。 
418 これら･･･前述した。：上記脚注 274 参照。 
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い）。」といえば。 

もし、「結果は縁の本性であるか、あるいは縁の様相が変化したものである。」

とすれば、それは正理ではない。織糸等が自らの本質として成立したならば、「そ

の絨毯の本性である。」と置くことも可能であるが、それら諸縁は、「我の本質」

として成立した本性として有るのではない故であり、それらは自々の部分に名付

けられて設けたのみである故である。それ故に、我である事物の本性ではないそ

れらより（起こった）、絨毯等の結果であるそれが、如何様に織糸等の縁の本性と

して有ろうか。それは無い。 

それについて『四百論』より、 

「絨毯は因より成立したとなり、因も他より成立したとなれば、自らとし 

て成立したことが無いもの、それが他を生じさせると、如何様になろう 

か。」419 

という。それ故に、縁の本性を持つ結果は、有るのではない。 

「なれば、結果は縁ではない本性となる。（何故ならば）本性は有るけれど縁の

本性として不合理である故である。」といえば。 

縁ではない本性として成立した結果は、有るのではない。（何故ならば）絨毯が

織糸の本性として不合理であると見て、茅草の本性であると承認することは正し

くない故である。 

結果が原因と同一本性である生を、勿論前述で否定はした420けれども、ここで

「同一本性」を否定する。しかし、否定する正理も異なる。 

 

第三項［縁と縁でないものの確定した本性を否定する］ 

もし、「君は結果を否定はしたけれども、縁と縁でないものの確定は有る。（何

故ならば）穀物より穀物油のみが抽出されるが、バターは抽出されない。酪より

はバターのみが抽出されるが、穀物油は抽出されない。砂よりはその両方が抽出

されない。君も『縁でないものよりも421』と述べた故である。 

「バターや穀物油といった結果が無ければ、穀物や酪等は、縁や縁でないもの

に適わぬので、結果と原因も本性として有るのだ。」といえば。 

ここで君が、「穀物油等は、『結果が生じる縁』『結果が生じない縁でないもの』

と、それぞれ確定した因である」と言ったことに対して、縁と縁でないものの本

性の結果は無いと、前述で既に示してある422。ならば「これはこの縁として有

                                                   
419 「絨毯は…なろうか。」：『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） 
420 結果が･･･した：上記本文［自生を否定する正理］の［自派を設立する（61 頁）］参照 
421『縁で･･･よりも、』：『根本中論』第 1 章 12 偈 3 行目の言葉。 
422 縁と･･･ある：［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］等参照 
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る。」「これらはこの縁ではない。」という確定が本性として有ると、何処でなろう

か。そうはならない。 

 

第二項［了義の教証と合わせる］ 

そのように、非常に深甚な聖者の（説かれた）諸々の正理によって、本性とし

て生じることは無いと証成したことに対して、正理を知らずただ経証のみに助け

を求めた者達が「乾いた論争の論書423のみによって証成したのだ。」という言説を

否定する為と、「諸法（現象）は生じることが無い」と示す一切の善説は、本章に

よって説明されるものであると示す為に、了義の教証に合わせた一部を示せば、

『聖宝生経』より、 

「何においても空であり、知覚することが無いとは、空の空間の鳥の飛 

跡に等しい。」 

と、真如と一味となった戯論の無い智慧が、その例に似ていると示した。 

真如とは 

「何においても、自性は何も有るのではない。それは、何時も他の因には 

ならない。かの自性は見付からない。無本性のそれが、如何様に他の縁と 

なろうか。」 

と、原因と縁（条件）に「生まれさせるもの」の本性が無いことと、 

「無本性は他によって、何が生じさせられようか。その因は善逝（仏陀） 

が示された。」 

と、「結果に『生じさせられたもの』の本性が無い空性を、勝者（仏陀）が理由と

共に示された、まさしくその通りである。」と説かれた。 

「一切法も不動で堅固に留まる。不変で無害で寂静であり、斯くも虚空を 

知ることは無いが如く、それについて無知の衆生は蒙昧となる。」 

とは、諸法（現象）の真如を「不動」等と示され、それも「虚空は、山等の可触

物質を排除したのみとして設けるのではなく、（それより）他に知られるものとし

て無い」ように、（真如も）「動や堅固等の戯論を打ち消したのみ」と知覚される

対象であることと、その意味を了解しないことによって輪廻すると説かれた。 

「斯くも山々は揺らぐことが無い。その如く、諸法は常に動かされること 

はできない。死に移ること無く、生じることが無い諸法を、そのように勝 

者がよく示された。」 

という偈によって、諸法（現象）は本性が欠如し、他の様相へと導くことはでき

ないことと、死に移ること等は無いと示された。 

「生じること無く起こること無く、死に移ること無く、老いるとならない 

                                                   
423 乾いた論争の論書：大乗の慈愛の潤いに溢れた経論ではなく、論理的考察のみを主要 

とする論争についての書。 
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法を、人の獅子（仏陀）がそう示され、何百もの有情をそれへ導いた。」 

という偈によって、「本性による生死が無いその意味を、多くの他の所化にも把握

させた」と直接示して暗喩的に、「他の者達も、それへ有情らを導きなさい。」と

示した。 

「それに自性は何ものも無い。他でもない。誰にも見つからない。内側で 

もなく外側にも、見付からないそれらに、守護者が導いた。」 

という偈によって、「如何なる法を、誰が、如何なる場合に探そうとも、自と他の

自性は見付からないその意味へ、有情らを置いた」と示して、所化に了義の理解

を生じさせる方法を示した。 

「善逝が『寂静の行程』と説かれたけれども、『行く』は何も見付かるとな 

らず、その者達は『行く』より解放されると全く説かれた。解放されて多 

くの有情を解脱せしめた。」 

という偈によって、その寂静へ行く者も探せば見付からないことと、そう見ると

しても彼らは五衆生424の輪廻より解脱することと、自らが解脱して多くの他者を解

脱させると説かれた。（それは）正理によって分析したならば見付からないので、

解脱と、それを得る者と、それによってそれを得ること等一切を否定しない425意味

である。 

なれば、第一章のこれらの正理は、これやこれに似た無生を示す一切の善説を

見抜く眼であると知りたまえ。 

 

第三項［意味を要約して章の名を示す］ 

「この章が否定する否定対象の捉え方」と、「それは正理によって否定されたも

とで、如何なるものとして成立したか」と、「まさしくそれに因縁と結果を設ける

方法」の三つを要約して述べる。 

種子や薪等が芽や火等を生じさせる行為を為すことを見て、「そのように（種子

は芽を生じさせ、薪は芽を生じさせることを）する」と聞いたならば、因果の両

方共がただ名称を付けられただけではなく、名相426を付けられた「名付けられたと

                                                   

424 五
ご

衆生
しゅじょう

：一般に、輪廻には六種の衆生（［序論］脚注 82 参照）があると言われるが、 

六種のうち阿修羅と天を一つに数え、五種の衆生とする。五衆生は以下の通り。地獄・ 

餓鬼・畜生・人・天。 
425 それは･･･しない：前述の多くの正理によって「ものごとの本性」を探求すれば見付け 

ることはできないけれども、「ものごとの本性が無い」は「ものごとが全く無い」とい 

う虚無ではない。ものごとは世俗として名付けられたように有る故に、解脱と、解脱を 

得る者と、修行道によって解脱を得る等も世俗として有る。 
426 名相：世俗名称。「名付けられたものの意味（様相）」と「名称」の二つが、相互に符 

合する関係性。名相には、概念作用の名相（概念作用で行われる「様相」と「名称」の 

関係づけ）と、名前の名相（言葉として発せられた「名称」に基づく「様相」と「名 

相」の関係づけ）の二種がある。上記脚注 213の「名相」とは異なる。 
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ころ」のその意味が、自らの本質として成立した「生じさせられるもの」と「生

じさせるもの」として存在すると捉えることが、否定対象を捉えることである。 

そのように捉えたその意味が存在すると承認するならば、「その『結果が生じ

る』とは、因縁と同一本性（の生）か、別本性の生か、何れであるか？」と分析

して、結果の面から「生じさせられるもの」の本性（を否定すること）と、縁に

よっても、「結果が因時において有・無の何を成立させるか？」等によって、原因

の面から「生じさせるもの」の本性を否定する－「自らの本質として存在するそ

れに、因縁と結果の何れも設ける所が無いと否定する方向」そのものを主旨とな

さり、示す。 

そのようになさらなければならないのは、「因果が有ることは自らの本質の力に

よって有る」という思い込みは、（我々が）無始より余りにも慣れ親しんでいるの

で、それは斥け難い故と、その本性が無くなったならば「無本性において、行為

と行為するものは理に適う」と容易に成立する故に、自説では、世俗名称として

行為と行為するものの諸々の設け方を、主要に（論述することは）なさらなかっ

た。 

そのように否定する一部分である「自より」あるいは「他より」等によって、

世俗名称を付けられた「名付けられたところ」のその意味が如何様に有るのかと

分析して否定するばかりが現れるので、「名付けられただけでない生」を否定する

けれど「単なる生」は否定しないと非常に明らかであると考慮され、殆どの章で

否定対象に特性（を示す言葉）427を付けていない。（否定対象の）特性を付けた言

葉も多くの場合に説かれたが、一度付ければ（その言葉を付けなければならな

い）理由は等しいので、直接に付けていない複数の言葉にも付けなければならな

いことは、知るに易しいと御考えになってでもある。 

『顕句論』より「滅無く、生無く428。」等は、滅等が有ると説かれた経証と矛盾

しないと示すにあたり、 

「無漏の智慧の対象の本性の生滅等は無いのである」429 

や、 

「勝義としての生を否定したけれど、世俗としての生は否定していない」 

と、『空総義論』で既に説いており、四縁より事物が生じると説かれた経証の御考

えも、それであると説かれた。所縁縁を否定したことも 

                                                   
427 特性（を示す言葉）：ある否定対象を否定する場合、その基体と結び付いて否定される 

べき性質を表す言葉。例えば、空性の否定対象となる「真実として」「勝義として」「本 

性として」「自性として」という言葉。基体に結び付けられた場合、「真実として有る」 

「真実としての生」等となる。 
428「滅無く、生無く。」：『根本中論』帰敬偈 2 行目。 
429 「無漏の…である。」：『顕句論』「そこで縁起生の『生』等を示したそれらは、無知の

眼障と離れた者達の無漏の智慧（である認識主体）の対象の本性に相応してではない。」 
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「勝義としてであり、世俗としてではない。」 

と説かれたので、否定対象に特性を付けることは非常にも明らかであり数も多い

ので、語義を説く場合に多く（特性を付けることが）為されていないことに惑わ

されないようにしたまえ。 

『四百論註』よりも、 

「もしこの分析によって、生が一切の様相において否定されたことから、 

有為は生が無いと示そうと望めば、その時それは、まさしく幻のようには 

ならない。石女の子等が認識されることになろうが、縁起生が無いという 

背理となる恐れから、それら（石女の子）と迎合させることはしないが、 

それ（縁起生）と矛盾しない幻等と（符号させることを）する。」 

と非常に明らかに説かれ、『楞伽経』よりも 

「本性として生じていないことを慮り、私は『一切法は生じていない。』と 

説いたのだ。」 

という言葉を、『顕句論』に引用された。 

自らの定義（性相）として成立したことに因果を否定したならば、因果はただ

名前として付けられたのみであり、名前という世俗名称430に従って設けられたのみ

となり、『ブッダパーリタ』第一章の始めに 

「『生じる』と述べることが世俗名称のみであることを、示したまえ。」431 

や、完結した末に 

「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。」432 

と説かれた如くである。 

そのように、自らの本質として成立したものに因果の承認は適わないと見える

けれど、利害を為す因果については誰も歪曲することはないので（因果は）有る

ことになるが、自らの本質として存在することにおいて（因果を）設けられない

故に、「名前という世俗名称に従ってただ設けたのみにおいてそれらは合理であ

る。」と承認したまえ。 

「生じさせられるもの」と「生じさせるもの」は、自らの定義（性相）として

成立した上で置くことに殊更慣れているので、それを否定したならば、名前とい

う世俗名称に従って設けたのみとしてそれらを置くことは、気分的に楽ではない

けれど、『置き方は二つより（他に）無いが、前者が不合理であれば、後者に置く

しかない。』と思い、心をその方向へ導かなければならない。 

                                                   
430 名前･･･名称：チベット語を直訳すると「名前の名相（上記脚注 426 参照）」となる。 
431 「『生じる』…たまえ。」：『ブッダパーリタ』「先ず、どのように『生じる』と述べるこ

とが世俗名称のみであるのか、そのように良く示したまえ。」 

432 「生じる･･･した。」：『ブッダパーリタ』「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。」 
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『〈生じさせられるもの〉と〈生じさせるもの〉が有るならば因果の意味が有る

ので、〈ただ名前を付けただけである。〉ということは不合理である。』と思うこと

も正しくない理由は、「だけ」という言葉が、「名称ではない意味が有る」こと

と、「意味が量（正しい認識主体）によって成立した」ことを打ち消さない故と、

「ただ名前を付けただけとして有る」ということによっても、「名前という世俗名

称に従って設けられていない存在」はあり得ないけれども、「名前という世俗名称

に従って設けられたもの」全てが有ると示すのではないと、既に説いた。433 

そのようであれば、内外の因縁である種子や芽等と、感覚器官と対象に依拠し

て識が起こるように、何か明らか（認識可能）な様相を一つ基底として捉え、前

述のような思い込みが如何様に捉えたかを見て、それから結果の側と原因の側の

何れか一方より自らの本質として有ることを否定する諸々の正理の残りの本性を

余さず否定する。（何故ならば）僅かに否定されていなくとも、その執によって縛

られて、解放を与えない故である。それから、それらの因果は「ただ名前を付け

られたのみ」であると映るけれども、利害を為す因果は歪曲できる所が無いの

で、ただ名付けられただけの原因が結果を生じさせるものとして存在する。それ

において、『我が〈自らの定義として成立したのみ〉としてそれらを捉えていたこ

とは、誤りであった。』と思いを確かにして、因果の縁起生への確信を害さないよ

うにする。（何故ならば）自説において、それらが因果として設けられた所無く、

錯乱した認識面に有るのみを「世俗として有る」と設けたならば、見解の錯誤点

である甚だしい抹消となる故である。 

 

「縁を考察する」という十四偈の我性である、第一章の解説である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECHEN 訳 

                                                   
433「名前･･･説いた。：上記脚注 136 参照。 


