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〈顕句論・目次〉 

第 1 章 

本論 1 

著述の意味 1 

縁起生は極辺から離れると説かれた面から、教示者を賞賛する 1 

総義 1 

この言葉の意味に論書の著述内容等が含まれるさま 1 

差別事（主体）において八の差別法（特質）が具わるさま 2 

それに対する他派の反論を斥ける 6 

「滅」等の数と順序に対する反論を斥ける 6 

縁起生は八つの極辺と離れると説明する方法 8 

章の著述それぞれの意味を説く 8 

縁起生は本性として空であると示す 8 

本義 8 

二無我を要約して示す 8 

因果の行為と行為するものを考察して法に本性を否定する 8 

章の著述を説く 8 

結果に生の本性を否定する 8 

四極辺の生を否定する 8 

生を否定する宗（主張命題） 8 

本義 8 

派生した義 8 

絶対的否定・定立的否定の何れが理由の主張命題であるかを思惟する 8 

絶対的否定が宗（主張命題）であると示す 8 

生を否定する正理 8 

自生を否定する正理 8 

自派を設立する 8 

それへ対して他派からの過失の述べ方 9 

その過失が自派には無い理由を説く 9 

他生等を否定する正理 22 

三極辺の生を否定する 22 

四極辺を否定して成立した意味を反駁と共に示す 24 

他生の否定に経証が矛盾するという反論を斥ける 47 

経証と矛盾するという反論を挙げる 47 

経証との矛盾を斥ける 48 

生じさせるものに縁の本性を否定する 48 

縁の本性を共通に否定する 48 



II 

 

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 48 

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 48 

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 51 

行為対象の面から縁であると分別することを否定する 51 

それぞれに否定する 52 

因縁の定義を否定する 52 

所縁縁の定義を否定する 53 

等無間縁の定義を否定する 54 

増上縁の定義を否定する 55 

共通に否定する別の方法を示す 55 

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 55 

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 56 

縁と縁でないものの確定した本性を否定する 57 

了義の教証と合わせる 58 

章の名を示す 58 

第 2 章 

行き来の行為と行為するものを考察して人（プトガラ）に本性を否定する 59 

章の著述を説く 59 

詳細に説く 59 

業と行為者において、行為をそれぞれに否定する 59 

業を考察して否定する 59 

三つの道において共通に行為を否定する 59 

「歩く」において行為を特別に否定する 60 

対論者を置く 60 

それを否定する正理 61 

対象を表す言葉と行為を表す言葉において、一方に意味があればもう一方に意味が欠如する 61 

双方に意味があれば、途方もない背理となる 62 

行為者を考察して否定する 63 

行く者が行く（行為）の拠所として有ることを否定する 63 

三種の人において、行く（行為）を一般的に否定する 64 

行く者に行く行為を個別に否定する 65 

行為が有る理由を否定する 66 

最初の始まりが有ることを否定する 66 

行く所である道が有ることを否定する 67 

行く（行為の）対処が有ることを否定する 68 

最後の止まることを否定する 69 

留まる理由を否定する 70 

 



III 

 

行為を考察して否定する 72 

「行く者」と「行く（行為）」において、同一か別かと考察して否定する 72 

「行く者」とする行為に、第二の行為の有無を考察して否定する 73 

業と行為者において、行為を共通に否定する 74 

まとめ 75 

了義の教証と合わせる 75 

章の名を示す 77 

第 3 章 

二無我を詳細に説く 78 

法とプトガラをそれぞれに分けて説く 78 

法の無我を説く 78 

三法（現象）の無我を説く 78 

處（六根六境）に法我を否定する 78 

章の著述を説く 78 

対論者を置く 78 

それを批判する 78 

「視る」の三法（現象）が本性として成立することを否定する 78 

視る行為者を否定する 78 

眼が視る行為者であることを否定する 78 

自らを視ないという理由によって否定する 78 

理由を挙げる 78 

不確定因を斥ける 79 

意味を要約する 80 

視る行為と関係する・しないを考察して否定する 80 

我か識が視る行為者であることを否定する 81 

視る行為対象と行為を否定する 83 

その正理を他にも適用する 84 

了義の教証と合わせる 85 

章の名を示す 85 

第 4 章 

蘊に法我を否定する 86 

章の著述を説く 86 

色蘊が本性として有ることを否定する 86 

他の意味として有るものに因果を否定する 86 

有無と似不似に因果を否定する 87 

その正理を他に適用する 89 

論争や説明する際に、返答をする仕方 89 

了義の教証と合わせる 90 



IV 

 

章の名を示す 91 

第 5 章 

界（元素）に法我を否定する 92 

章の著述を説く 92 

六元素が本性として成立したことを否定する 92 

虚空の元素が本性として成立したことを否定する 92 

虚空の元素において性相と名相を否定する 92 

事相を否定する 92 

性相が当てはまることを否定する 92 

前後を考察して性相が当てはまることを否定する 92 

性相の有無を考察して性相が当てはまることを否定する 93 

それによって事相を否定したと示す 94 

性相を否定する 94 

まとめ 94 

事物として・無事物として成立することを否定する 94 

本義 95 

反論を斥ける 96 

諸批判のまとめ 97 

その正理を残りの元素へも適用する 97 

有無の辺見を叱責する 97 

了義の教証と合わせる 98 

章の名を示す 98 

第 6 章 

それに我が有る理由を否定する 99 

依拠するものである全くの煩悩が有ることを否定する 99 

章の著述を説く 99 

貪欲と欲す者が本性として有ることを否定する 99 

前後して起こることを否定する 99 

貪欲の以前に欲す者の有無を否定する 99 

欲す者の以前に貪欲の有無を否定する 99 

一緒（同時）に起こることを否定する 100 

相互関係が無いので、一緒であることを否定する 101 

同一と別において、一緒であることを否定する 101 

同一と別において、一緒であることを一般的に否定する 101 

別において、一緒であることを特別に否定する 102 

別として成立していないので、一緒は成立しない 102 

別として成立したならば、一緒は必要性が無い 102 

別が「一緒」に対応するならば、相互依存すると示す 103 



V 

 

諸批判のまとめ 104 

その正理を他にも適用する 104 

了義の教証と合わせる 104 

章の名を示す 105 

第 7 章 

性相（定義）である生壊住が有ることを否定する 106 

章の著述を説く 106 

対論を述べる 106 

それを批判する 106 

有為の定義が本性として成立したことを否定する 106  

総体の定義を否定する 106 

三定義を共通に否定する 106 

有為である・ないと考察して否定する 106 

それぞれか集合の何れであるか考察して否定する 107 

他の定義が有る・無いと考察して否定する 108 

背理を挙げる 108 

論駁の返答を否定する 108 

第一の背理の論駁を否定する 108 

論駁を述べる 108 

それを否定する 109 

第二の背理の論駁を否定する 111 

論駁を述べる 111 

それを否定する 111 

例を否定する 111 

主張命題に批判を述べて否定する 111 

理由が定かではない（不定因である）と示して否定する 113 

本義を示す 113 

前述の典拠を挙げる 114 

意味を否定する 115 

それぞれに否定する 115 

生が本性として成立したことを否定する 115 

生じさせられるものを、三時制で分析して否定する 115 

共通、個別に生を否定する 115 

三時制の生を共通に否定する 115 

「生じつつある」を個別に否定する 116 

否定への反論を斥ける 116 

三時制の「生」を否定したことに対する反論を斥ける 116 

「生じつつある」に「生」を否定したことに対する反論を斥ける 118 



VI 

 

「生じつつある」を承認しても否定する 119 

有無等の三つを分析して否定する 120 

滅しつつある・ないの二つを分析して否定する 120 

住が本性として成立したことを否定する 121 

行為について三時制を分析して否定する 121 

「滅しつつある」である・ないと分析して否定する 122 

他の「住させるもの」の有無を分析して否定する 122 

壊が本性として成立したことを否定する 123 

「滅」を分析して否定する方法 123 

三時制を考察して否定する 123 

住である・ないと考察して否定する 124 

その時点・他時点を考察して否定する 125 

本義 125 

反論を斥ける 125 

事物の有無を考察して否定する 126 

他である「壊すもの」の有無を考察して否定する 127 

その過失が自派には不等である理由 128 

「壊」を無因とする主張を否定する 129 

個別の定義を否定する 130 

それによって、無為が本性として成立したことも否定したと示す 130 

そのように否定したことにおいて、経証との矛盾を斥ける 131 

了義の教証と合わせる 131 

章の名を示す 132 

第 8 章 

因である業（行為）と行為者が有ることを否定する 133 

章の著述を説く 133 

業（行為）と行為者が自性として成立したことを否定する 133 

一致する方向の行為と行為者が自性として成立したことを否定する 133 

始めの二分類の行為と行為者を否定する 133 

主張命題を置く 133 

理由を示す 134 

第一命題の理由 134 

誰も為していない業が有るという背理で否定する 134 

何も為さないことに行為者が有るという背理で否定する 134 

第二命題の理由 135 

無因となる背理によって否定する 135 

それを主張することに過失を述べる 135 

第三分類の行為と行為者を否定する 137 



VII 

 

不一致の方向の行為と行為者が自性として成立したことを否定する 138 

それぞれの行為者が、方向の違うそれぞれの業（行為）を為すことを否定する 138 

方向の違う業（行為）を二つずつ為すことを否定する 138 

世俗名称として業と行為者を設ける方法 141 

その正理を他に適用する 142 

了義の教証と合わせる 143 

章の名を示す 143 

第 9 章 

プトガラ（人）の無我を説く 144 

プトガラ（人）が本性として成立したことを否定する 144 

章の著述を説く 144 

対論を述べる 144 

それを批判する 144 

近取者が自性として有ることを否定する 144 

他派が考察した我を否定する 144 

取る者が、取られる対象一切の以前に有ることを否定する 144 

取られる対象より前であれば、「取者」と名付ける因（理由）が無いことで否定する 144 

取る者が前であれば、取られる対象に留まる拠所が無いことで否定する 145 

取られる対象それぞれの以前に有ることを否定する 146 

対論を述べる 146 

それを批判する 146 

取られる対象一切の以前に有る理由を否定する 148 

それによって近く取られる対象も本質として有ることを否定したと示す 149 

近取者が自性として無いことに対する反論を斥ける 150 

了義の教証と合わせる 151 

章の名を示す 152 

第 10 章 

プトガラ（人）が本性として有る理由を否定する 153 

論証する例を否定する 153 

章の著述を説く 153 

火と薪が自性として有ることを否定する 153 

前述していない正理によって否定する 153 

同一本性を否定する 153 

別本性を否定する 154 

別本性であるという主張命題を否定する 154 

本性として別であれば、木に相互関係しない 154 

否定本義 154 

木が無くして起こる 154 



VIII 

 

常に燃えている等となる 154 

不定因を斥ける 155 

本性として別であれば、木と接しなくなる 156 

本義 156 

それに対する不定因を斥ける 156 

別本性であるという理由を否定する 157 

相互関係する理由を否定する 157 

三時制を分析して相関を否定する 157 

前後時制に相関を否定する 157 

同時制に相関を否定する 159 

相関する法（現象）の有無を分析して相関を否定する 160 

相関・非相関の双方を否定する 160 

現前に見られるという理由を否定する 161 

前述した正理によって否定する 162 

それらをまとめる 163 

その正理を他にも適用する 164 

否定した意味であるとする見解を批判する 165 

了義の教証と合わせる 166 

章の名を示す 166 

第 11 章 

論証する理由を否定する 167 

生死の行為が有る理由を否定する 167 

章の著述を説く 167 

輪廻が本性として有ることを否定する 167 

輪廻において、始まりと終わりと中間の部分を否定する 167 

生死において、前後時と一緒（同時）を否定する 169 

要約して示す 169 

詳細に説く 169 

前後時制を否定する 169 

生が前であることを否定する 169 

老死が前であることを否定する 170 

同時を否定する 171 

まとめ 171 

その正理を他にも適用する 172 

了義の教証と合わせる 172 

章の名を示す 173 

 

 



IX 

 

第 12 章 

依るものである苦しみが有る理由を否定する 174 

章の著述を説く 174 

苦しみが自性として有ることを否定する 174 

主張命題を挙げる 174 

理由を示す 174 

苦しみは自他各々が為したことを否定する 174 

苦しみを基として、自他各々が為したことを否定する 174 

苦しみを基として、自らが為したことを否定する 174 

苦しみを基として、他が為したことを否定する 175 

プトガラを基として、各々が為したことを否定する 175 

プトガラ自らが為したことを否定する 175 

他のプトガラが為したことを否定する 176 

自他各々が為していない他の理由を示す 178 

二つの集合が為したことと、無因であるという言説を否定する 178 

その正理を他の現象にも適用する 179 

了義の教証と合わせる 179 

章の名を示す 180 

第 13 章 

単なる事物の本性が欠如すると示す 181 

事物が本性として有ることを否定する 181 

章の著述を説く 181 

他派に公認される経証によって、本性が無いことを説く 181 

そのような解説は不合理であるという反論を斥ける 182 

その経証の意味を他の様相として説くことを否定する 183 

経証の意味を他に説明する方法を示す 183 

そのように説く理由を否定する 183 

他に変化するものが本性として有る理由を否定する 183 

本性と他に変化することの二つは矛盾することによって否定する 183 

他に変化することが本性として有ることはあり得ないことによって否定する 184 

空性が本性として有る理由を否定する 186 

本義 186 

それについて、経証との矛盾を斥ける 186 

経典の意味を説く 186 

それを説かれた根拠を示す 187 

章の名を示す 188 

第 14 章 

事物が本性として有ることの理由を否定する 189 



X 

 

会合が本性として有ることを否定する 189 

章の著述を説く 189 

会合が本性として成立したことを否定する 189 

主張命題を挙げる 189 

理由を示す 190 

他が本性として無いことによって、会合を否定する 190 

論式を挙げる 190 

その方法を他にも当てはめる 190 

理由を成立させる 191 

理由を挙げる 191 

それに対する論難を斥ける 191 

不定因であるという論難を斥ける 191 

不成因であるという論難を斥ける 193 

同一と別を分析して、会合を否定する 194 

それによって、会合しつつある等も否定したと示された 195 

了義の教証と合わせる 195 

章の名を示す 196 

第 15 章 

因縁を我所（我がもの）とすることが、本性として有ることを否定する 197 

（因縁を近く取ることが、本性として有ることを否定する） 

章の著述を説く 197 

諸事物が本性として有ることを否定する 197 

本性として有ることの理由を否定する 197 

本義 197 

本性に因縁は必要なく、矛盾すると示す 197 

自説における本性の定義を示す 199 

それによって他の三極辺を否定したと示す 201 

否定した意味であるという見解を叱責する 202 

本性として有ることに批判を示す 203 

経証による批判 203 

理証による批判 204 

本性として有ると言えば、辺執を超えないと示す 206 

了義の教証と合わせる 208 

章の名を示す 209 

第 16 章 

束縛と解脱が本性として有ることを否定する 210 

本義 210 

章の著述を説く 210 



XI 

 

輪廻と涅槃が本性として成立したことを否定する 210 

輪廻が本性として成立したことを否定する 210 

取られものである蘊が輪廻することを否定する 210 

恒常が輪廻することを否定する 210 

無常が輪廻することを否定する 210 

取る者である有情が輪廻することを否定する 212 

蘊より別本質の有情が輪廻することを否定する 212 

蘊より自とも他とも述べられないプトガラが輪廻することを否定する 212 

涅槃が本性として成立したことを否定する 215 

束縛と解脱が本性として成立したことを否定する 217 

束縛と解脱が本性として有ることを共通に否定する 217 

それぞれに否定する 218 

束縛が本性として有ることを否定する 218 

解脱が本性として有ることを否定する 219 

涅槃の為に努めることは無意味であるという背理を斥ける 220 

了義の教証と合わせる 222 

章の名を示す 223 

第 17 章 

束縛と解脱が本性として有ることの理由を否定する 224 

章の著述を説く 224 

反論 224 

善・不善の構成 224 

心の善・不善の構成 224 

業の分類の構成 225 

要約して示す 226 

詳細に説く 226 

二業を三業に分類する 226 

三業を七業に分類する 227 

それにおいて恒常と断滅を排斥する方法 228 

論難を挙げる 228 

それを排斥する方法 229 

継続性を承認して恒常と断滅を排斥する 229 

恒常と断滅の斥け方・本義 229 

例を挙げる 229 

意味を当てる 230 

十業道を果と共に把握する 231 

不失法を承認して恒常と断滅を排斥する 232 

他部の返答を排斥する 232 



XII 

 

自部の返答をする 233 

要約して示す 233 

詳細に説く 234 

界の分類と本性 234 

如何なる所断か 234 

生じ方 235 

滅し方 236 

意味を要約して恒常と断滅を斥ける 237 

返答 237 

業に本性が無いので、恒常と断滅は無い 237 

業が本性として有ることを否定する 238 

本性として有ることに批判を挙げる 238 

恒常であり非所作である背理 238 

背理本義 238 

それを主張することに批判を述べる 239 

論書と矛盾する 239 

世間での公認と矛盾する 239 

異熟を無限に引き起こす背理 240 

本性として有る理由を否定する 240 

業が本性として有る理由を否定する 240 

業と煩悩の二つともが本性として有る理由を否定する 241 

業が本性として有る他の理由を否定する 241 

無本性が行為を為すことを例によって示す 243 

了義の教証と合わせる 245 

章の名を示す 245 

第 18 章 

無我の真如へ入る方法 246 

章の著述を説く 246 

真如へ入る方法 246 

真如の見解を決定する 246 

我が自性として成立したことを否定する 246 

解脱を欲する者が最初に分析する仕方 246 

それから無我の見解を決定する仕方 246 

我と蘊が同一本性であることを否定する 246 

我と蘊が別本性であることを否定する 248 

それによって我所が自性として成立したことも否定したと示す 249 
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中論註・顕句論 

 

梵語にて、ムーラマーダャミカバリッティパラセンナパダナーマ。 

蔵語にて、『根本中論の註釈、顕らかな言葉（顕句論）』。 

聖者若き文殊へ礼拝奉る。 

 

二極辺1に留まることを斥け、 

完全なる仏陀の心の大海に生を得たお方。 

聖なる法蔵の深甚なる性をあるがままに、 

続いて了解しつつ、慈悲心により示された。 

 

彼が、諸見解の火によって、 

更に、対論者の学説の 

焚き木と、世間の 

諸々の心の闇を破られた。 

 

彼の無二の智慧・御言葉の矢の集積は、 

天を含めた所化2の世間において、 

三界3へ勝者の方便を巧みに為されたことによって、 

輪廻の敵軍を残らず壊滅された。 

 

その龍樹へ礼拝し、彼の 

言葉を韻文とした解説を、容易であり、 

快い韻律の言葉によって繋ぎ、因明の 

風に乱れず、よく顕かにしよう。 

 

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

［この言葉の意味に論書の著述内容等が含まれるさま］ 

そこで、 

「自よりではなく、他よりではなく。」 

等は、説かれるであろう論書である。「その関係性と、叙述内容と、目的の目的

                                                   
1 二極辺：有（実在）と無（虚無）の二つの果て。 
2 所化：弟子。教義を聴聞し、修する者。 
3 三界：無色界・色界・欲界の三つの世界。又は、地の上（天）・地上・地下の三つの世界。 
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（最重要目的）は何であるか」と問えば、『入中論』4で示した仕様で、 

｢二元性の無い智慧によって荘厳され、大慈悲心が先行し、如来の智慧が 

起こる因となった第一の発心を最初に達成され、最後には般若波羅蜜5の 

誤りの無い方法を理解された阿闍梨龍樹が、他者に理解させる為に慈悲 

心によって論書を著され、｣ 

というこれが、先ず論書の「関係性」である。阿闍梨御自身が、（これより）説

かれる論書全般の「目的」を含めた「叙述内容」を示し、それをまさしく誤り

無く示される面から偉大なる御方であると述べて、その本質と不別に留まる聖

なる上師である如来へ、論書を著す因となる礼拝をなさろうと誓われ、 

「その方が、滅無く、生無く、断無く、常無く、来無く、去無く、別義 

ではなく、一義ではない縁起生を、戯論の熄滅と、涅槃寂静を・・・」6 

等を説かれた。 

そこで、「滅無く」等の八の特質によって区別した「縁起生」が論書の叙述内

容であり、一切戯論7が熄滅し、寂静の性相8を持つ「涅槃9」が論書の目的であ

ると示されたが、 

「説教者達の（中でも）聖なる方である、その方へ礼拝奉る。」10 

というこの言葉によって、礼拝を示す。そのようであればこれが、先ず二節の

総体的な意味である。 

 

［差別事（主体）において八の差別法（特質）が具わるさま］ 

支分の意味も分類しよう。そこで、「パラティ」とは、「会った」という意味で

ある。「イティ」とは、「行く」意味である。「ラャプ（拗音）」の語尾を持つ「パ

ラティタャ」の語とは、「会った」－「相互関係した（相対した）」（という意味

に）置かれる。語基が大きく変化させられることで、（意味が）全く変化させら

                                                   
4 『入中論』：月称（チャンドラ・キルティー）著。『顕句論』が『根本中論』の言葉の注釈

である一方、『入中論』は意味の注釈であるといわれる。 

5 般若波
はんにゃは

羅
ら

蜜
みつ

：六波羅蜜
ろ っ ぱ ら み つ

の一つで、智慧
ち え

の波羅蜜。智慧の完成。波羅蜜には他に布施
ふ せ

・持戒
じかい

・ 

忍辱
にんにく

・精 進
しょうじん

・禅 定
ぜんじょう

の五つある。 

6 「その…寂静を…」：『根本中論』帰敬偈
きき ょうげ

（帰依と敬礼を表す韻文）。 

7 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。 

8 性相
しょうそう

：定義。性相に対して、名相
みょうそう

（定義されるもの）、事相
じ そ う

（定義と定義されるものの 

解りやすい例）がある。 

9 涅槃
ね は ん

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

悩を滅した者の意識がその身体から離れること。世間一般に「亡くなる」という。 

10 「説教…奉る。」：『根本中論』帰敬偈
きき ょうげ

（帰依と敬礼を表す韻文）。 
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れる故である。 

「大きく変化させられることによって、語基の意味が完全に変化させら 

れる。ガンジス河の水は勿論甘い（真水である）けれども、海水によっ 

て（塩辛くなるが）如くである。」 

と説かれた。 

「サム」が前にある「パァタ」とは、「起こる」という意味があるので、「サ

ムパァタ」の語音は、「起こる」（という意味）に当たる。 

それ故に「因と縁に相互関係した諸事物の生起」が、「依拠し関係して起こる

（縁起生）」の意味である。 

 

他の者達は、「パラティ」とは、「繰り返す」という意味である。「イティ」と

は、「行く」（という意味）で、「過ぎる」と「滅す」である。「イテャ」とは、「行

くに適うものたちである」といい、そのように「イテャ」のその語音を有用で

ある接尾語であると個別に説き、「それぞれに行き、滅を具えるもの等の生起が、

依拠し関係して起こる（縁起生）である」と語る。 

 

彼らの如くであれば、 

「比丘等よ。あなた方へ依拠し関係して起こる（縁起生）を示すが、依 

拠し関係して起こる（縁起生）を見た者が法を見るであろう。」 

というような言葉等の意味に、「繰り返す」という意味がありえる故と、言葉を

短縮する事がある故に、個別に説明したことが上手く働くけれど、「眼と色形に

依拠して眼識が起こる」というこれ等のような（文章の表す）意味対象におい

ては、「眼と色形に依拠して」と意味の特性を直接述べられ、「眼根11である一つ

の原因を持つ、一つの知覚も生じる」と言うならば、「依拠した（パラティ）」

という語音にまさしく「繰り返す」という意味があると、何処でなろうか。 

「会った」という意味は、「会って起こるとは、依拠し関係して起こる（縁起

生）である。」と、（「会った」という）意味の特性を言葉として述べない「縁起

生」という語音にも有るけれど、意味の特性を言葉として述べたものにも有る。

（例えば）「眼と色形に依拠して、眼と色形が会って、眼と色形に相互関係して」

と説かれる故である。 

 

「イテャ」というその語音について、有用性の（「～しうる」という）語尾で

あるならば、「眼と色形に依拠して眼識が起こる。」というこの文章において、「パ

ラティタ」という語音は末尾語ではない故と、言葉の省略が有るのではない故

に分類を聴くことになると、「眼と色形に依拠した。眼識」と唱えなければなら

                                                   
11 眼根：眼の感覚器官。 
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なくなるが、これはそのようでもないので、（「パラティタャ」の）「ラャプ」の

語尾は、「文末ではない」のみであると区別して説かれたことを承認したまえ。 

 

さて、或る者は「依拠し」という大きく変化させた（言葉）は「繰り返す」

意味である故と、「関係する」とは「会った」という意味である故と、「起こる」

という語音は「生じる」意味である故に、「それやそれの縁に依拠して起こり、

会って起こる、である。」という。 

他の者は、「『それぞれ各々滅を具えるもの等の生起とは、依拠し関係して起

こる（縁起生）である。』という。」と、他者の説に追随してされる批判は、先

ず、他者の説に随って述べるに長けていないと思う。 

 

「何故か」といえば。 

 

「依拠し関係して起こる（縁起生）」という語音を「会った」という意味を持

つと述べる者（自派）にとっては、「依拠し」という言葉は「繰り返す」という

意味としてではなく、「関係して」は「会った」という意味としてでもない。 

 

「ならば何か。」といえば。 

 

「依拠し」とは「会った」という意味であり、「関係する」に「行く」という

意味であるが、（二つ）集まった「依拠し関係する」という語音は、まさしく「会

った」（という意味）であると説く。 

然ればここに、「『会って起こる』とは依拠し関係して起こる（縁起生）であ

る。」と、そのように説かれる「縁起生」の語音で、もし存在可能な事物を余さ

ず含み述べようと欲する時には、「『それやそれの因と縁の集合が会って起こる』

とは、縁起生である。」といい、「繰り返す」（意味）と関係させるけれど、しか

しながら個別のものを捉える場合には、「眼と色形に依拠して」といい、「繰り

返す」意味と関係するのではない。 

 

「そのようであれば、先ず、阿闍梨（龍樹）は随って述べることに長けてい

ない。」 

 

それもまた適さず、「『眼と色形に依拠して眼識が起こる』と説かれたこれに 

（「会った」と「行く」の）両方の意味が無い故である。」と言ったその批判も

不合理である。何故かといえば、「如何様に無いのか」という正しい理由を挙げ

ていないので、ただ主張しているだけである故である。 
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『しかしながら、識とは有形のものではない故に、眼と会ったことは無い。（何

故ならば）諸々の有形のみにおいて、それと会ったことが見られる故である。』

という考え方であれば。 

 

それも正理ではない。（何故ならば）「この比丘は果を得たのである。」という

この場合に、「会った」（という意味）を認めた故と、「会って」という語音も「相

互関係して」という語音の同義語である故と、「依拠し関係して」という語音は、 

「それとそれに依拠して起こるものは、自らの事物として、それは生じ 

いない。」12 

と説かれ、阿闍梨龍樹によっても、（「依拠する」とは）まさしく「会って」と

いう意味であると承認された故である。 

 

「然れば、過失も不合理である。」と、他の者達は言う。 

 

「ともかく、では何なのだ」といえば。 

 

「これが有るのでこれが起こるけれど、これが生じた故に、これが生じ、」 

という「『まさしくこの縁を具える』という意味が、依拠し関係して起こる（縁

起生）の意味である。」と自説を構築した、それも合理ではない。（何故ならば）

「依拠し関係して」と「起こる」という二つの語音それぞれに意味の特性を述

べていないながら、それを区別して説くことも述べようとする故である。 

 

仮にまた、「『僧院のしずく』等のように、『依拠し関係して起こる』という語

音は、底に根差した（完成した）言葉であると認めて、そのように述べるのだ。」

といえば。 

 

それも合理ではない。（何故ならば）「依拠し関係して起こる」という語音は、

阿闍梨（龍樹）が 

「それとそれに依拠して起こるものは、自らの事物として、それは生じ 

ていない。」13 

と、支分の意味にまさしく続いて関係すると承認された故である。 

 

                                                   
12 「それと…いない。」：『六十頌如理論』第 20 偈？「それとそれに依拠し起こったそれは、

自らの事物として生じたのではない。（パツァブ訳）」 
13 同上。 



6 

顕句論［第１章］ 

 

 

 

何となれば、 

「これが有るならばこれが起こる、短が有るならば長の如く。」 

によって説明するので、「短と会って、短に依拠し、短に相対して長となるので

ある。」という正にそれを承認することになろう。それ故に、まさしくその批判

は承認するに適正でない。 

非常に派生した内容であるが、可とする。 

 

それ故に、そのようであれば、ここで世尊が「因と縁に相互関係した諸事物

の生起」を尽く明らかにされたならば、諸事物が無因そのものや、単一の因そ

のものや、まさしく不適合な因より起こることや、自と他と（自他）両者によ

って成されたことそのものを否定したことになるが、それらを否定したことに

よって、世俗である諸事物の世俗の自質が、かように留まるが如く説かれたこ

とになる。 

ここで、世俗である縁起生そのものが、本性としてまさしく生じていない故

に、聖者の智慧に相応して「これに滅が有るのではない」から「これに一義が

有るのではない」というまで、「滅無く」等の八の特質により特化する。滅すの

で「滅」であり、刹那（一瞬）にして壊れることを「滅」と述べる。生じるの

で「生」であり、我そのものの事物として確定することである。断たれるので

「断」であり、「流れが切れる」という意味である。「常」とは堅固不変であり、

「全ての時間に留まる」という意味である。来るので「来」であり、遠い所に

いるものらが近い所へ来ることである。行くので「行」であり、近い所にいる

ものらが遠い所へ行くことである。別の義（意味）とは「別義」であり、それ

ぞれの意味という主旨である。義（意味）もそれであるが、一もそれであるの

で「一義」であり、「不別の意味であり、それぞれではない」という主旨である。 

「依拠し関係して起こる（縁起生）」に、如何様に滅等が無いかは、論書全体が

示すであろう。 

 

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

縁起生に果てしなく多くの特性が有るとしても八特質のみを挙げたのは、こ

れらのみが主要に論争される部分となる故である。 

縁起生がかように留まるが如く、聖者方がご覧になれば、叙述内容と叙述や、

定義と被定義項等（について）の戯論（概念作用）が一切の様相において斥け

られる故に、ここで戯論がまさに静止するので、縁起生そのものを「戯論がま

さしく熄滅する」という。 
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ここに心14・心所15の（対象に向かい）入ることも無く、知と所知16の世俗名

称が退いた面から生老病死等の余すこと無き弊害と離れる故に、「寂静」である。 

かように示した特性を持つ縁起生は、教示されたものである面から、聖なる

望みである故に（礼拝の）対象であると示し、 

 

「その方が、 

滅無く、生無く、 

断無く、常無く、 

来無く、去無く、 

別義ではなく、一義ではない、 

戯論がまさしく熄滅し、寂静である縁起生を示された。 

完全なる仏陀であり、諸々の説者の（中でも）聖なる方である、 

その方へ礼拝奉る。」（帰敬偈） 

 

と説かれた。 

かように示された縁起生をご理解された故に、如来のみがまさしく誤りの無

い意味を説かれたとご覧になり、対論者の一切の言説を、でたらめを語る幼子

に似ていると理解され、それより阿闍梨（龍樹）は非常な信仰心を具えること

になったので、再び世尊について特別に述べられたのが、「諸々の説者の聖なる

方」という言葉である。 

 

ここで、「滅」を先に否定したのは、「生」と「滅」等に（時間的に）前後の

分類が無いと示す為であり、 

「もし、生が前となり、老死が後であるならば、生には老死が無く、死 

んでおらずとも生まれることになる。」17 

と説かれるであろう。それ故に、「生は先になり、老死は後である。」というこ

の確定は無い。 

 

 

 

 

                                                   

14 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 

にある様々な知覚作用・心理作用によって、心の様相も変化する。 

15 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。 

16 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」。 
17 「もし…だろう。」：『根本中論』第 11 章 3 偈。 
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縁起生は八つの極辺と離れると説明する方法＞章の著述それぞれの意味を説く＞縁起生は本性として空であると示す＞

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

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

ここで阿闍梨（龍樹）は、「滅無く」等によって特別に優れたものとなった縁

起生を示そうと誓われてから、「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、始めに「生」の否定を記された。 

 

「生じる」も、他派が考察したならば、自、あるいは他、あるいは（自他）

両者、あるいは無因であるものよりか？と考えれば、「（それら）一切において

合理ではない。」と確信されて説かれたのが、 

 

自らよりではない。他よりではない。 

双方よりではない。無因ではない。 

何かしらの事物が、何処においても、 

生じるとは、何時にも有るのではない。 1 

 

そこで「如かしら（複数）」という語音は能依（依拠するもの）を示す言葉で、

「誰（複数）」という語音の同義語である。「何処においても」という語音は所

依（依拠されるもの）を表す言葉で、「幾らかにおいても」という語音の同義語

である。「何時にも」とは、「如何なる時も」という主旨である。 

それ故に、「自らより、何かしらの事物が、何処においても、生じるとは何時

にも有るのではない。」と、そのように繋げたまえ。 

その如く、三つの主張命題にも繋げたまえ。 

 

生を否定する宗（主張命題）＞派生した義＞絶対的否定・定立的否定の何れが理由の主張命題であるかを思惟する＞ 

［絶対的否定が宗（主張命題）であると示す］ 

「もし、『まさしく自らより生じるのではないのだ。』と特定すれば、『他より

生じる。』と、まさしく主張しないことになるのではないか」といえば。 

 

そうではなく、絶対的否定を述べたと主張する故と、他より生じることも否

定するであろう故である。 

 

四極辺の生を否定する＞生を否定する正理＞自生を否定する正理＞［自派を設立する］ 

如何なる道理によって、自らより生じるのではないのかといえば。 

「それよりそれが起これば、如何なる良質も有るものではない。既に生 
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じたものが再度生じるとは、まさしく正理でもない。」18 

等によって、『入中論』等の門から確かめたまえ。 

阿闍梨仏護によっても、 

「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、非常な背理になる故である。自らの我性 

として有る諸事物に、再生は必要無い。もし、有るにも拘らず生じるな 

らば、如何なる時にも不生とはならない」 

と説かれた。 

 

［それへ対して他派からの過失の述べ方］ 

これに、或る者が、「それは正理ではない。（何故ならば）理由と喩例を述べて 

いない故と、他者の挙げた論難を斥けていない故である。背理となる言葉であ

る故に、（この）場合の意味より反転させることによって、主張命題とその法（述

語）を反転した意味は顕かであり、『諸事物は他より生じる』となり、『生はま

さしく果を持つ』となり、『生には限りが有る』となる故に、学説と矛盾するで

あろう。」と過失（批判）を述べる。 

 

［その過失が自派には無い理由を説く］ 

これらの一切の過失（批判）は正理ではないと、我々は見る。 

 

「如何様に」といえば。 

 

そこで先ず、「理由と喩例を述べていない故と、」という言説は正しくない。

何故かといえば、以下の理由である。「自らより」とは、「因である存在そのも

のと、まさしくそれが生じる。」と言ったのであるが、存在には、再度生じるこ

とに必要性が見られず、（生に）限りが無くなるとも見えるが、君は「生じたも

のが再度生じる」と主張せず、「限りが無い」とも主張しない。（だから、仏護

は理由を述べている。）それ故に、君達の反論は合理から外れている。 

「自らの承認と矛盾する。」とは、自生を主張する対論者へ問うものであり、

結果（である了解）を持つことになる、彼より提示された理由と喩例のただこ

れだけで論争したならば、対論者は（理由と喩例を）承認しないか？或いは、

対論者が自らの承認と矛盾して、論争しても（主張を）退けないならば、その

時はまさしく無慙19によって、理由と喩例の二つによっても全く（主張を）退け

ることは無いだろう。我々は狂人と共に論争するのでもない。 

                                                   
18 「それ…ない。」：『入中論』第 6 章 8 偈。 
19 無慙：「慙＝自分自身を省みて罪悪を行わない」が無いこと。無恥。 
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それ故に、阿闍梨（清弁）は、拠ではないにも拘らず比量20（の拠所となる正

しい理由）を揃えようとして、自身が比量をまさしくお好きであることを現わ

にしたのである。 

 

中観派であれば、自立21の比量（推量）されるもの22は正理でもない。（何故

ならば）他説の承認が無い故にである。 

それについても、聖提婆が 

「有と無と有無と、方向はどちらにも有るのではない。それに長時間 

かけようとも、批判を述べることはできない。」 

と説かれた。 

『廻諍論』よりも、 

「もし、私による承認が何か有るならば、然れば、私にその過失が有る。 

私に承認が無いので、私にはただ過失無きのみである。もし、現前等の 

意味（対象）によって、何かを対象とするならば、肯定も斥けられるだ 

ろうが、それは無い故に、私には論難が無い。」23 

と説かれた。 

 

そのように、中観派が自立の比量（の拠所となる理由）をまさしく述べない

ものである時、某へサーンキャ派達が主張する命題のこの意味とは何であるか。 

「自より」というのは、結果の我性よりか？或いは因の我性よりであるのか？

それからどうなるか？ 

もし、結果の我性24よりであるならば、既に成立したことを（再度）成立させ

る25ことになるが、因の我性よりであるならば、（対論者にとって）まさしく反

する意味となる。（何故ならば）「生を具える一切は、因の我性として有るもの

のみが生じる故である。」と、某へサーンキャ派達が論駁するであろう。「諸々

                                                   

20 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、隠された 

ものごと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。 
21 自立：「自立」とは、自らの継続性。自らより成立していること。ものごとを、そのもの

あらしめる定義に適った継続性。 
22 自立の…もの：自立の「比量の対象」。「比量の対象」として自らより成立している「比

量の対象」。 

23 『廻諍論
えじょうろん

』…無い。」：龍樹著。第 29・30 偈。 
24 果としての我性：既に顕現している結果としての芽。 
25 成立･･･させる：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（相手が既に知っていること）を証成すること 

になる。 
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の内處（六根26）は、自らより生じることは無い。」という自立の主張命題の如

くが何処にあろうか。 

我々にとっては、既に成立したことをまさしく証明するか、まさしく反する

意味になる。「成立したことをまさしく証明することと、まさしく反する意味で

あることを斥ける為に努力することが有る故に」という理由も何処にあろうか。 

それ故に、まさに他派が述べた過失である背理とならない故に、阿闍梨仏護

はその返答を述べたのではない。 

 

『仮にまた、中観派の如くであるならば、遍是宗法性27と因（理由）と喩例等

は成立しないので、自立の比量（の拠所である理由）をまさしく述べない故に、

自生を否定する主張命題の意味を証明することと、（自他）両派において成立し

た比量が、他派の主張を斥けることはもちろん無いが、他派の主張に対して自

派の比量によって矛盾を述べることはしなければならないので、自身には遍是

宗法性等や、喩例の過失より離れた因（理由）が有るとしなければならない。 

それ故に、それを述べぬ故と、その過失を斥けない故に、過失そのものとな

るのである。』と思えば。 

 

それに説こう。それはそのようではない。何故かと言えば、以下の故である。 

某が主張したその命題によって、自身が確かめた如く他者へ確信を生じさせ

たいと望むので、この意味の合理をどの面から理解したかという道理そのもの

を、他者へ有らしめなければならない。 

「それ故に、自らが承認した主張命題の意味を証明する理由が、他者のみに

                                                   

26六根
ろっこん

：身体に属する五感覚器官＋意識の知覚器官。色形を知覚する拠所となる眼
がん

根
こん

・音 

声を知覚する拠所となる耳
じ

根
こん

・香りを知覚する拠所となる鼻
び

根
こん

・味を知覚する拠所とな 

る舌根
ぜっこん

・触感を知覚する拠所となる身
しん

根
こん

の五
ご

根
こん

と、意識で六ある。 

27 遍
へん

是宗法性
ぜしゅうぼっしょう

：因
いん

三相
さんぞう

の一。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の一。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）「声が無常であること」を証成する論式で「声は（主語）無常である（述語）。生じ

たものである故に（理由）。」と言えば、「生じたもの」は「声」に行き渡り（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（異品遍無性）である。 
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よって設置されるものであるこれは、先ず、やり方ではない。これは他者にと

って理由でもない。理由と喩例が無い故に、自らが主張する命題の意味を証明

する理由は、自己承諾に従ったもののみを設置したのであり、それ故に合理よ

り外れた方向を承認しているので、これは自身のみを欺くので、他者へ確認を

生じさせることはできない。」という、自らが主張する命題の意味を証明する理

由に効力が無いというまさにこれが、余りにも明らかなこの批判であり、ここ

で比量によって論難を述べることに、理解できる必要性の何が有ろうか。 

 

「仮にまた、自らの比量によって、矛盾が必ず述べられるべきである。」と言

えば。 

 

それも、阿闍梨仏護がまさしく述べたのである。 

 

「如何様に」といえば。 

 

以下の故である。その者（仏護）がこう説かれたのであり、 

「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」 

と説かれた故である。そこで「それら」というこの言葉は、「自らの我性として

有る」（という意味）を保持している。 

 

「何故に。」といえば。 

 

「このように、自らの我性として有る諸物に、再生は必要無い。」 

というこれは、要約したその文言を説明する言葉であるが、この言葉が、他者

に良く公認された、主張命題と理由の法（現象）を具える、合致した性質の喩

例をよく保持するのである。 

そこで「自らの我性として有る」というこれが、理由を保持する。「生がまさ

しく無意味になる故と」というこれが、主張命題の述語を保持する。 

 

そこで斯くも、「声とは無常である。（何故ならば）所作は無常である故であ

る。所作は無常であると見られ、例えば瓶の如くである。その如く声も所作で

あり、それ故に、まさしく所作である故に無常である。」と、ここに論式を挙げ

て明らかにした「所作」が理由である如く、ここでも「諸事物は自らより生じ

ることは無い。（何故ならば）自らの我性として有るものに、再度生じることは

まさしく無意味となる故である。」 
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ここで、斯くも自らの我性として有る、目前に留まり明らかな瓶等は、再度

生じることに関わらず見られるが如く、粘土の固まり等の一時であろうとも、

仮に『自らの我性として存在する瓶等が有るのだ。』と思えば。 

 

その場合でも自らの我性として存在するそれに、「生」は有るのではない。 

そのようであれば、理由を論式に挙げて明らかにした「再度生じる」を否定

することに間違いない、自らの我性として有ることに自体が、サーンキャ派へ、

（彼ら）自身が推量することによって矛盾を述べられたのである。然れば、「そ

れは正理ではない。何故ならば、理由と喩例を述べていない故と」と、何故述

べるのか。 

理由と喩例を述べなかっただけではない。他者の述べた過失を斥けていない

のでもない。 

 

「どのように」といえば。 

 

サーンキャ派達は、顕現した自性を持つ目前に有る瓶は、再度顕現すると主

張せず、まさにそれが、ここで喩例そのものとして成立した本質である故であ

る。しかし、生を否定したことによって特定した「可能性の本質であり、顕現

した本性ではないもの」が、まさに（自生が無いと証成する）主張命題である

故に、既に成立したことを成立させる遍是宗法性の過失そのものであると疑う

か、理由がまさしく相違する意味であるとの疑いが何処にあろうか。 

それ故に、自らの比量（の拠所となる理由）によって矛盾を述べたとしても、

斯くも言及された過失を述べられることは無い故に、他者が言った過失を斥け

ていないことは、まさしく無い。 

それ故に、「これらの批判は全く関係がない。」と知りたまえ。 

「瓶等」という「等」の言葉によって、「生じる」と主張される事物を残らず

収めると主張する故に、絨毯等が（この主張に当てはまるかどうか）不確定と

なることもない。 

 

或いは、この論式は他の述べ方であり、「『自らより生じる』と語る者より別

の意味（ものごと）は、我性より生じることはない。（何故ならば）自らの我性

として有る故である。生者の如く。」と喩例を述べる、まさにこれを喩例として

述べたまえ。 

 

もし、「再度生じる」を否定したので、（「生じる」を）「顕現する」と述べる
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者を批判するものではないと見るとしても、「生じる」という言葉が「顕現する」

と称され、前と後で「（以前に）認識されていない」「（後に）認識される」と合

致する現象であるので、「生じる」という言葉がまさに「顕現する」を述べてい

る故に、これを否定したので、（この論難は）批判とはならない。 

 

また、「斯くも説かれた意味の叙述無くして、このような分析を如何様に見出

そうか？」といえば。 

 

説こう。有意義なこれらの言葉は、大きな意味を持つので、斯くも語られた

意味を要約して入るものであるが、それらも説明すれば、斯くも語られた意味

の我性を抽出するものである故に、ここで示さないことは僅かながらもありえ

ない。 

背理となる反転した意味とも、まさに相手が関係するのであるが、我々にで

はない。（何故ならば）自らに主張する命題が無い故である。それ故に、我々に

学説との矛盾が何処にあろうか。「背理より、反転させた（意味）を証成させた

ことによって、相手にどれだけ多くの過失となるか」だけを、我々は願望する

のみである。従って、阿闍梨龍樹の誤りの無い伝統の後続者である阿闍梨仏護

に、誰かからここに「他者が隙（手落ち）を見出した」となる、隙のある言葉

を説かれること自体何処にあろうか。 

無本性を語る者が、本性を持つと語る者へ帰謬（背理）を証成したならば、

背理より反転した（存在しえる）意味をもつ背理であると、何処でなろうか。

音声（言葉）とは、こん棒や縄を持つ者（僧院の風紀統率者）の如く、言説者

を不自由にするのではない。 

 

「ならば、何か?」といえば。 

 

効力が有れば、言説者が述べたいことに追随するのである。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。 

 

そのようにも、阿闍梨（龍樹）は、 

「虚空の性相（定義）の以前に、虚空は僅かにも有るのではない。もし、 

性相以前に有るならば、性相が無いという背理となる。」28  

と説かれた。その如く、 

「色形の因に結ばれず、色形であるならば、色形とは無因であるという 

                                                   
28 「虚空…となる。」：『根本中論』第 5 章 1 偈。 
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背理となる。如何なる意味であろうとも、無因であるものは何処にも無 

い。」29 

と説かれたものや、その如く、 

「涅槃は事物ではない。老死の性相を持つ背理となる。老と死の無い、 

事物は有るのではない。」30  

というもの等は、概ね背理を証成させるのみの面から、他派（の主張）を排斥

された。 

仮に、阿闍梨（龍樹）の言葉は意味のある言葉である故に、大義そのもので

あることによって、多くの論式の基そのものであると考察するならば、阿闍梨

仏護による諸々の言葉も、何故そのように尽く考察しないのか。 

 

「しかしながら、論式の言葉を詳しく述べたものであるこれは、註釈の著者

達の説である。」といえば。 

 

それも有るのではなく、『廻諍論』の註釈を著された折に、阿闍梨（龍樹）も

論式を説かれていない故である。 

 

他にも、この因明論師は、ご自身が論理学の論書に非常に通じていることのみ 

を示したいと望み、中観の見解を承認しつつも自立の論式を述べたということ

は、多くの非常に大きな過失が集まる所であると悟られる。 

 

「如何様に」といえば。 

 

それには先ず、このように言われる。 

ここで論式となるものは、「勝義31として、諸々の内處32は自らより生じるこ

とは無いと確かである。（何故ならば）有る故に。例えば、知覚がまさしく有る

が如くである。」と語ったのである。 

 

ここで、「勝義」という特性を何故置いたのか。 

 

もし「世間的な世俗として『生じる』と承認したことは否定対象ではない故

と、否定しても、（その）承認によって批判される背理となる故である。」とい

えば。 

                                                   
29 「色の…無い。」：『根本中論』第 2 章 2 偈。 
30 「涅槃は…無い。」：『根本中論』第 25 章 4 偈。 
31 勝義：聖なる意味。真実。 
32 内處：六根（上記脚注 26 参照）に同じ。眼・耳・鼻・舌・身・意。 
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これは正しくない。（何故ならば）「自らより生じる」とは、世俗としても承

認されていない故である。 

斯くも経典より、 

「種子である因より起こったその芽も、生じるならば、自らが為してお 

らず、他が為しておらず、（自他）両者が為しておらず、自在天が為して 

33おらず、時間に変化させられたのではなく、極微34より起こっておらず、 

本性より起こっておらず、自性より起こっておらず、無因より生じてい 

ない」 

と説かれたことや、そのように、 

「種子が有るならば、芽はその如くであり、種子であるものは、芽その 

ものではない。それ（芽）より他ではなく、それでもなく、そのように 

恒常ではなく、断滅ではなく、法性である。」 

と説かれたことや、まさしく本論よりも 

「何かに依拠して何かが起こる。それは先ず、まさしくそれではない。 

それより他でもない故に、それ故に断滅ではなく、恒常ではない。」35 

と説く。 

 

「他派に相対して、特性をつけたのである。」といえば。 

 

それも正理ではない。（何故ならば）それらの構成は、世俗としても承認され

たことがない故である。二諦36の誤り無い観察から衰えた外道達を、（勝義・世

俗の）両方の面から否定する程に、まさしく功徳であると悟られる。そのよう

であれば、他派の論説に相対して特性を述べたことも正理ではない。 

それ（世間）に相対したとしても特性が結果を持つことになる、世間によっ

ても、自らより生じるとは了解しない。世間人は、「自らより」「他より」等の

ような様相で行為に入ることは無いとして、「因より果が起こった」というこれ

                                                   
33 「何か…ない。」：『根本中論』第 18 章 10 偈。 

34 極微
ご く み

：最も微細な基本構成要素の粒（素粒子のようなもの）。 
35 「何か…無い。」：『根本中論』第 18 章 10 偈。 

36 二諦
に た い

：二つの諦
たい

（真理）。 

全ての「有」は、聖なる真理（勝義諦
しょうぎたい

）と世俗の真理（世俗諦
せぞ くたい

）の二に分けられる。勝 

義諦と世俗諦の意味と例は学派それぞれに異なる（非仏教徒にも二諦の名称は使われる）。 

中観派においては空性を直覚する知覚を勝義として、その認知面において真実（諦）で 

あるので勝義諦という。空性を直覚していない、錯誤のない知覚を世俗として、その認 

知面において真実であるものを世俗諦という。 

空性が勝義諦であることは全ての大乗学派において同じだが、空性の否定対象は学派 

それぞれに異なる。一方、小乗の学派は法無我・空性を否定する。 
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だけのことを了解するのである。阿闍梨もそのように分類されたのであり、そ

れ故に、「一切の様相において特性はまさしく無意味である。」と確かである。 

 

他にも、もし世俗として「生じる」を否定しようと望みこの特性を置くので

あれば、その時、自らに（主張命題の主語が）非存在という遍是宗法性の過失

か、非存在である理由の過失となる。（何故ならば）自らが勝義としての眼等の

處を承認していない故である。 

 

もし、「世俗として眼等は有るので、過失は無い。」といえば。 

 

ならば「勝義として」というこれは、何の特性であるのか？ 

 

もし、「眼等諸々の世俗が勝義として生じることを否定する故に、『勝義』と

言ったのは、『生じる』を否定する特性である。」といえば。 

 

そう見るならば、ならば「眼等諸々の世俗は、勝義として生が有るのではな

い」という言葉を述べることになるが、そうも言っていない。言うとしても、

対論者達が眼等の諸物をまさしく実質として有ると承認している故と、仮に名

付けたものとして有ると承認していない故に、他派にとって（主張命題の主語

が）非存在という遍是宗法性の過失となるので、これは正しくない。 

 

「如何に。『声は無常である』が斯様であるように、法（主張命題の述語）と

有法（主張命題の主語）の二つは（主張命題の）総体そのものを捉えたのであ

るが、特性（を捉えたの）ではない。特性を捉えるならば、『比量』と『比量の

対象』という世俗名称が無くなるだろう。このように、もし『四大基本構成要

素より変化した声』を捉えるならば、それは対論者において成立していない。

もしくは、『虚空の良質』を捉えれば、それは自身仏教徒において成立していな

いのである。 

その如く、ヴァイシェーシカ派が『声は無常である』と主張するとしても、『所

作（為されたもの）の声』を捉えれば、それは他派（ヴァイシェーシカ派）に

とって成立しない。あるいは『明らかにした（声）』であるならば、それは自派

において成立していないのである。 

その如く、何らかの壊も、もし因と共にあるならば、それは仏教徒自身にと

って成立していないけれど、あるいは（壊が）無因であるならば、それは対論

者にとって成立していないのである。 

それ故に、ここで一般的な法（主張命題の述語）と有法（主張命題の主語）
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だけのものを捉えるように、ここでも特性を取り払った単なる有法のみを捉え

るとなる。」といえば。 

 

それはそのようなものでもない。このように、ここで生を否定したことを主

張命題の述語であると主張する時だけ、その拠所である有法がただ誤っている

ことだけで「自の事物を見出すこと」が衰えていくと、これによって自身が、

まさしく承認したのである。「誤り」と「誤りない」とは、別である。それ故に、

白内障患者の落髪（黒い線状の、視界への現れ）等のように、誤りによって、

有るのではないものをまさしく有ると捉える時、部分的な有となった意味だけ

でも認識すると、如何でなろうか。白内障患者でない者が落髪等のように誤り

（が視界に現れること）なく、正しくないものを捏造しない時にも、誰かがそ

の時に世俗のものごとになる有ではない意味を、部分的にでも認識することが

何処にあろうか。 

まさしくそれ故に、阿闍梨のお言葉よりも、 

「もし、現前等の意味（対象）によって、何かを対象とするならば、肯 

定か排斥もされようが、それは無い故に、私には論難が無い。」37 

と説かれた。 

何故ならば、そのように「誤り」と「誤りない」は別である故に、誤りない

場合には誤りが有るのではない故に、有法（主張命題の主語）そのものになる

世俗としての眼がどこにあるか見たまえ。それ故に、（主張命題の主語が）非存

在という遍是宗法性の過失と、非存在である理由の過失はまさしく退くことが

無いので、これは全く返答にならない。 

喩例にも類似が有るのではない。そこでは、声の総体と無常性の総体は、特

性を述べようとしないことが両方共に有るけれど、その如く眼の総体は、空性

言説者と非空性言説者達が、世俗としても承認していない。しかし勝義として

（承認するの）でもないので、喩例においても類似が有るのではない。 

不成立という遍是宗法性の過失の述べ方であるまさしくこれは、「有る故に」

というこの理由に対して、（遍是宗法性の）不成立の過失を述べるものにも当て

嵌めたまえ。 

そのようなそれは、このようである。何故ならば、斯くも口述されたこの意

味は、この論争者が自身で承認したものである。 

 

「如何様に」といえば。 

 

「諸々の内處を生じさせる因等は、有るのみである。（何故ならば）そのよう

                                                   
37 「もし…無い。」：『廻諍論』第 30 偈。 
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に如来がおっしゃられた故である。如来が斯くもおっしゃられたことはその通

りであり、例えば、『涅槃とは寂静である。』と言われた如くである。」という他

者が置いたこの理由に、ここで君が理由の意味であると主張するものは何であ

るか。 

「如来が世俗としてそう説かれた故に」か、あるいは「勝義として説かれた

故に」であるのか。 

もし、「世俗として」であるならば、（論式を挙げた者）自身にとって、理由

の意味はまさしく成立しない。 

あるいは「勝義として」であるならば、 

「法（現象）は有と、無と有無が成立しない時、」38 

その時、結果は、有・無・（有無）双方の我性である縁を斥ける故に、 

「如何様に成させるものを因といおうか。そのようであれば正理ではな 

い。」39 

それは、「〈成させるもの〉である因ではないのみである。」という言葉の意味

である。 

「それ故に、勝義として、証成されるもの（主張命題）と証成させるもの（理

由）自体が成立していない故に、理由は（遍是宗法性が）成立していない意味

そのものであり、まさしく相違する意味となる。」というこの言葉が、この過失

を述べたのである。 

 

何故ならばそのように、これが、この自説の論法によって理由は成立してい

ないと承認している故に、事物の法（実在の現象）を理由として挙げた一切の

比量において、理由等が自らにとって成立していない故に、一切の証成するも

の（理由）は尽く崩壊するであろう。 

このように、「勝義として諸々の内處は、それらの縁である他より生じること

は無い。（何故ならば）他である故に。例えば瓶の如くである。」あるいは、「勝

義として、他者が述べようと欲す眼等の内處を成立させる諸物は、縁ではない

と確かである。（何故ならば）他である故に。例えば織糸等の如くである。」と

いうここでの「他そのもの」等は、自身にとって成立していないのである。 

斯様にこの者が、「諸々の内處は、生じたのみである。（何故ならば）それら

の対象を具える特別な世俗名称を付ける故である。」と他者が述べたこの理由に、

（遍是宗法性の）非成立を述べようとして、斯くも「あるいは勝義として、等

引40にある瑜伽行者の智慧の眼が、諸事物のまさしくあるがままの清浄が見られ

                                                   
38 「ある…場合」：『根本中論』第 1 章 7 偈。 
39 「如何に…ない。」：同上。 

40 等
とう

引
いん

：空性を直覚している瞑想状態。 
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る『生じる』や『行く』等を有ると成立させたならば、その時、それらの対象

を具える特別な世俗名称を付ける故である。」という理由は、まさしく成立して

いない意味である。 

「『行く』も、『生じる』を否定したことのみによって否定した故である。」 

と言ったのであり、その如く自らが挙げた理由においても「勝義として、未だ

過ぎていない（道）を行くことはない。（何故ならば）道である故に。過ぎた道

の如く。」という理由である「道」自体が、自身にとってまさしく成立していな

い意味として（論式を）組むのであるが、「勝義として能依（依るもの）と共に

ある眼は、色形を見ることをしない。（何故ならば）眼根である故に。例えば、

彼同分41の如くである。」というものや、その如く「眼は、色形を見ることをし

ない。（何故ならば）まさしく所造42である故に。例えば色形の如く。」や、「地

は、堅硬とした本質ではない。（何故ならば）元素である故に。例えば風の如く

である。」等にも、理由等が自身にとって成立していない論式を組みたまえ。 

 

「有る故に。」というこの理由も、対論者にとっては、「諸々の内處は、有る

故に、（例えば）知覚が有る如く、自らより生じないものであるのか？あるいは

瓶等の如く自らより生じるものなのか？」という不定因43となる。 

 

もし「瓶等も主張命題と等しい故に、全くの不定因ではない。」といえば。 

 

それはその如くではない。（何故ならば）その言葉で言っていない故である。 

 

「もし、他者の諸比量に対して斯様に過失を述べた如く、自らの比量にとっ

ても述べた通りの過失となる背理になるので、存在していない（主張命題の主

語）や、理由が成立しない等の過失そのものになるのではないか。それ故に、

両者にとって過失となるそれによって、一方を弁駁するものではない。然れば、

これら一切の過失は正しくないとなる。」といえば。 

 

述べよう。自立の比量を語る者達にとってはこの過失になるけれども、我々

は自立の比量（の因となる理由を述べる論式）を組まない。（何故ならば）比量

とは、他者の主張命題を否定するのみの果を持つものである故である。 

 

                                                   

41 彼
ひ

同分
どうぶん

：五感の対象を感知していない時の感覚器官。 

五感の対象を感知している時の感覚器官を同分
どうぶん

という。 
42 所造：造られたもの。 
43 不定因：定まらない理由。必ずしもそうとは限らない理由。 
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以下のように、「他を眼で見る。」と分別する（概念作用）は、眼において自

ら自体を見ない現象も認めるけれど、他を見る現象が無ければまさしく起こら

ないとも承認したのであり、それ故に、「自ら自体を見ることが無いそれやそれ

においては、他を見ることも有るのではない。例えば、瓶の如くである。眼に

おいても自ら自体を見ぬことが有るのであり、それ故に、他を見ることも、こ

れには無い。それ故に、自ら自体を見ぬことと反して『青色などの他を見るこ

と』は、自らに公認された比量と反するのである。」と、相手にとって成立した

比量によって、（対論者の主張を）排斥するのである。 

 

何故ならば、諸比量によって、ただこれだけのことが述べられるものである

ので、我々の説において、斯くも展開されたと同様の欠陥となる過失に当ては

まることが、何処であろうか。 

 

また「何者かに成立した比量の面からも、比量による批判が有るのか？」と

いえば。 

 

有る。それも、自身において成立した理由そのものによってであり、他者に

おいて成立したものによってではない。（何故ならば）まさしく世間において見

られる故に。世間において時折、優勢な論者とその論敵の両者が正しいとした

言葉によって、（論争に）勝ったり負けたりするけれども、時折は自らの（考察

する）言葉のみとなる。他者の言葉によって勝ったり負けたりするのではない。

世間においてそうであるように、正理においてもその通りであり、世間人の世

俗名称のみが、因明論書において当然（に使われるもの）である故である。ま

さしくそれ故に、ある者は「『他者に公認されたことに従って』とは、比量によ

る批判ではない。他者に公認されたこと自体を、否定しようとする故である。」

と説いた。 

『何か両者に対して確定して述べられたことが、肯定、あるいは批判である

が、何かしら（確定していないもの）において成立した、あるいは迷いを言う

ことではない。』という思索によっても、世間名称の組み立てに依拠して比量に

ついて斯くも語られた、まさしくこの論法を承認したまえ。 

 

このように経証44による批判とは、両者にとって成立する経証のみの面からで

はない。「では何か」と言えば、自身において成立する面からでもある。自らの

意義の比量とは、一切においてまさしく自身にとって成立したものが堅実であ
                                                   

44 経 証
きょうしょう

：ある主張を証明する引用文。経典、論書等。これに対し、ある主張を証明する 

正しい論理的考察を「理証
りしょう

」という。 
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り、両者において成立したものではない。まさしくそれ故に、因明の定義が述

べられることは、不必要である。（何故ならば）仏陀方が、自身に斯くも承認さ

れた道理によって、真如を知らぬ所化の者を利益する故である。 

非常に派生した内容であるが、可とする。 

 

生を否定する正理＞他生等を否定する正理＞［三極辺の生を否定する］ 

本題を述べよう。 

 

諸事物は他より生じるのでもない。（何故ならば）他は無い故である。これも、 

「諸事物の本性とは、縁等に有るのではない。」45 

というそこで、説かれるであろう。それ故に、まさしく他は無い故に、他より

も生じるのではない。 

 

他にも、 

「他に依拠して、もし他の何かが起こるとなれば、ならば、炎からも深 

い闇が起こるとなり、一切よりも一切が生じることになる。何故ならば 

『生じさせるもの』でないものも残らず、まさしく他であることは等し 

い（故である）。」46 

等により、「他生を否定する」は『入中論』より理解したまえ。 

 

阿闍梨仏護は、 

「諸事物は他より生じることは無い。（何故ならば）全てより全てが生じ 

る背理となる故である。」 

と、説明する。 

 

これに阿闍梨清弁が、 

「然れば、それについて背理となる言葉である故に、証成されるもの（主 

張命題）と証成するもの（理由）を反転させれば、諸事物は自らか、（自 

他）双方か、無因より生じることになることと、何かより何かが生じる 

ことになる故に、優れた学説と矛盾することになる。そうでなければ、 

また一切より一切が生じるとなる故である。然れば、そこに証成と批判 

そのものが無い故に、それは無関係の意味であり」 

と批判を述べた。 

 

                                                   
45 「諸事物…ない。」：『根本中論』第 1 章 3 偈。 
46 「他に…）。」：『入中論』第 6 章 14 偈。 
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これ（仏護の言葉）も、無関係の意味ではない。（何故ならば）前述だけて既

に示した故と、他者の主張命題の意味を批判する故と、まさしく批判である故

に、これ（清弁の批判）は凡々である。然れば、再度（弁護に）努めることは

しない。 

 

諸事物は、（自他）双方より生じるのでもない。（何故ならば）双方へ述べた

過失となる背理になる故と、それぞれに生じさせる能力が無い故である。 

「もし、各々が為したとなれば、苦しみは双方が為したとなる。」47 

と（後述で）説かれるであろう。 

 

無因よりも生じない。（何故ならば） 

「因が無ければ、果と、因も合理とはならない。」48 

等によって説かれるだろう過失となる背理になる故と、 

「もし因が欠如しているならば、これらの衆生は認識対象ではない。 

斯くも虚空のウパラ華の香りや色の如く。」49 

等の過失となる背理になる故である。阿闍梨仏護は、 

「諸事物は無因よりも生じることは無い。（何故ならば）常に全てより全 

てが生じる背理となるだろう。」 

と説く。 

 

これにも、阿闍梨清弁は 

「それについても背理となる言葉である故に、もし証成されるもの（主 

張命題）と、証成するもの（理由）を反転させた主張命題の述語を言葉 

の意味として顕かにしようとすれば、その時には斯くも、『諸事物は、因 

より生じるとなり、何度か何かより何かが生じるとなり、まさしく結果 

と共にある努力となる故である。』と示したとなるが、その解説は正しく 

ない。（何故ならば）前述の過失となる背理になる故である。」 

と、批判を言う。 

 

他の者は「これは、正しくない。（何故ならば）以前に既に返答した故である。」

という。 

 

                                                   
47 「もし…なる。」：『根本中論』第 12 章 9 偈。 
48 「因が…ない。」：『根本中論』第 8 章 4 偈。 
49 「もし…如く。」：『入中論』第 6 章 100 偈。本論書『顕句論』はデルゲ版を基にしている。 

「もし、衆生に因が欠如するとなれば、虚空のウパラ華の香りや色の如く、まさしく認

識対象として無いならば、」（シトゥン版） 
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某がまた、「自在天等を近く収める故である。」というそれも正しくない。（何

故ならば）自在天等は、承認されたそのままに、自と、他と、（自他）双方の方

向に収まる故である。 

 

他生等を否定する正理＞［四極辺を否定して成立した意味を反駁と共に示す］ 

それ故に、「生は有るのではない。」というこれを証成したのであり、生が有

るのではないので、無生等によって特化した縁起生が成立したのである。 

 

ここで言う。「もし、そのように無生等によって特化した縁起生を設けるなら

ば、では、世尊が 

『無明の縁によって諸行が生じる』 

や、 

『無明が滅したので、行が滅す』 

や、その如く 

『嗚呼、諸行は無常である。生じ滅す主体である。生じて滅すことにな 

り、それらが熄滅することは楽である。』 

と説かれたり、 

『如来方が現れたとしても、如来方が現れなかったとしても、諸法（現 

象）のこの法性は、ただ留まるのみであり』 

と説かれたり、 

『有情を留まらせる法とは一つであり、四食50である。世間を守る法は二 

であり、慙51と愧52である。』 

等や、その如く『あちらの世間よりこちらへ来た。こちらの世間よりあちらの

世間へ行く。』と、そのように滅等によって特化した縁起生を示されたことは、

如何様に矛盾とならないのか？」といえば。 

 

何故ならば、そのように縁起生は滅等が有ると聴くことになるまさしくそれ

                                                   

50四食
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。 

51 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。 

52 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。 
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故に、阿闍梨が未了義53と了義54の経部の分類を示す為に、この中観の論書を著

されたのである。 

 

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55

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。では何かと言え

ば、無知の眼障によって知恵の目が衰えた者たちの知覚の対象に相応してであ

る。真如をご覧になる面に相応しては、世尊が 

「比丘たちよ。これは聖なる諦（真実）であり、このように、欺くこと 

の無い有法（主体）、涅槃である。一切の行は偽りであり、欺く主体であ 

る。」 

等と説かれた。その如く、 

「ここで、真如、あるいは誤りのない真如は無いが、これらは欺く主体 

である。これらは偽りであり、幻であり、幼子を騙すものである。」 

と説かれた。その如く、 

「色形とは、浮き上がった水泡に似ている。受（感受作用）とは、水中 

の気泡の如く。想とは、逃げ水のようで、行は、芭蕉の幹に似ている。 

識は、幻のようなものであると、太陽の友（蓮華＝仏陀）がお言葉を給 

われた。」 

という言葉や、その如く、 

「精進56を勤め、念57と正知58を具える比丘が、昼夜、法（現象）を思択 

59するならば、一切の行60が寂滅する境地である寂静、諸法の無我性を悟 

るであろう。」 

等を説かれた。 

 

                                                   

53 未了
みりょう

義
ぎ

：世俗の真実を主に示すか、言葉通りではなく他の意味に導いて解釈しなければ

ならない教えの意味。 

54 了
りょう

義
ぎ

：聖なる真実を主に示し、言葉通りに認めてよい教えの意味。 

55 無漏
む ろ

：「漏」とは落ちること。「煩悩の漏」「諦執（実体視）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。 
56 精進：善に勤めること。 
57 念：或る対象に心をとどめ、思い返すこと。ここでは修行すべき対象に専念し、心が逸

れたらもとに引き戻す心理作用。 

58 正知
しょうち

：自身の心が正しい状態からずれていないか観察し、知る心理作用。 

59 思択
しちゃく

：対象をそれぞれに深く考察すること。ここでは現象それぞれの究極のありさまで

ある空性を深く考察すること。 

60 行
ぎょう

：集まり為すこと。行い。 
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そのように示された御意を知らぬ者が、『ここで真如の意味を持つ教えは何れ 

か。御意の含みのあるものは、ここで何れであるか』と思い、迷いを持つ者や、

ある者は心が全く弱いので、未了義の教えを了義であると考察する。その両者

の、諸々の迷いや誤認を正理と経証の二つの門より斥ける為に、阿闍梨がこの

論書を著された。そこで、 

「自らよりではない。」 

等によって、正理を説かれたのである。 

 

「世尊が、『欺く法（現象）は偽りである』と説かれた。一切の行は欺く 

法である。然れば、それらは偽りである。『前の果ては前世であるのか』 

と問うた時、大得者は『そうではない』と説かれた。輪廻に始まりと終 

わりは無い。それを前は無い、後は無い（という）。世尊は事物と無事物 

をご存じなので、カーターヤナの教誨より、有と、無の二つともをも否 

定された。」 

等の経証を説かれたのである。 

 

『聖阿差末菩薩経』より、 

「了義の経蔵とは如何に、未了義の経蔵は如何にといえば、修行道へ 

入る為に示されたそれらの経蔵は、『未了義』という。（修行の）果へ入 

る為に示されたそれらの経蔵は、『了義』という。我や、有情や、命者や、 

衆生や、養者や、士夫や、プトガラや、意生や、儒我や、作者や、受者 

や、様々な様相の音声で説くことや、所有者無きものを所有者を伴うと 

示されたそれらの経部は、『未了義』という。空性や、無相や、無願や、 

非顕現行や、未生や、未起や、無事物や、無我や、無有情や、無命者や、 

無プトガラや、無所有者から解脱門まで示されたそれらの経部は『了 

義』といい、これらは『了義の経蔵に依拠するが、未了義の経蔵に依拠 

しない』という。」 

と説かれ、その如く『聖三昧王経』よりも、 

「空性は善逝61が説かれたように、了義の諸経蔵の部分であると知りたま 

え。かの法から有情やプトガラや士夫を示された、その法の一切は未了 

義であると知りたまえ。」 

と説かれた。 

それ故に、生等を示された諸々の教えは偽りの意味を持つと示す為に、阿闍

梨（龍樹）が縁起生を（経典に）後続して示す論書を著された。 
                                                   

61 善逝
ぜんぜい

：：仏陀。仏
ぶつ

十号
じゅうごう

（仏に対する十種の称号）の一。仏十号とは、如来
にょらい

・応供
お う ぐ

・正遍
しょうへん

 

知
ち

・明 行
みょうぎょう

足
そく

・善逝
ぜんぜい

・世間
せ け ん

解
げ

・無上師
むじ ょうし

・調
ちょう

御丈夫
ごじ ょうぶ

・天人師
てん にんし

・仏
ぶっ

世
せ

尊
そん

の十。 
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「もし生等がありえないとして、一切法（現象）はまさしく偽りであると示

す為に阿闍梨がこれを著されたならば、そう見れば、偽りであるものは有るの

ではないので、諸々の不善業が無くなるが、それが無いので諸悪趣が無くなり、

善と善趣も無くなるだろう。善趣と悪趣が無い故に、輪廻も有るのではないの

で、一切の努力はまさしく無意味になるのではないか?」といえば。 

 

説こう。世俗諦に相応して、これが真実であると現に思い込んでいる世間人

にとっての対治62そのものとして、我々が「諸事物は偽りの意味である」と示し

たけれど、偽りか偽りでないとなる何かを、聖者方は僅かにもご覧になるので

はない。 

他にも、一切法（現象）はまさしく偽りの意味を持つと尽く御存知である方

にとって、業は有り、輪廻は有るのか？この方は、如何なる法（現象）もまさ

しく有る・まさしく無いと認識するのでもない。 

斯くも、世尊が『聖宝積経』より、 

「『迦叶波よ。心とは、全てを探しても見付からない。見つかっていない 

それは、認識されないのである。認識されないそれは、過去でもない。 未 

来でもない。現在起こったのでもない。過去でもなく、未来でもなく、 

現在起こったのでもないそれに、自性は無い。自性の無いそれに、起こ 

ることは無い。起こることが無いそれに、滅は無い。』」 

と、詳細に説かれた如くである。 

誤った見解を具える者が、諸法（現象）はまさしく偽りであると理解せず、

諸事物に本性があると分別して現に思い込む。その者は、諸法（現象）を「こ

れは真実である」とまさしくはっきりと思い込むことから、顕かに執するとな

り、業も行い、輪廻をも廻ることになるが、誤り（の見解）に留まるので、涅

槃を得る機会を持つ者にもならない。 

 

また、「偽りの本性を持つ諸事物も、汚染（全くの煩悩）と清浄の因になるの

か？」と言えば。 

 

なる。例えば、幻影の嫁は、その本性を現に知らない者達の、全くの煩悩の

因であり、如来の変化とは、善根を集積した者達の、清浄の因になる如くであ

る。 

 

                                                   

62 対治
た い じ

：対処方法。煩悩等、捨て去るべきものを斥ける方法。 
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『高志を示す経』より、 

「種姓の子よ。このように、例えば幾人かが、幻影師の音楽が起こった 

時、幻影師が変化させた女人を見て欲望によって心が引き寄せられ、取 

り巻きに脅かされ面目を失い、座より立ち去った。その者は去って、ま 

さしくその女人について好ましくないことや、不浄や、無常や、苦や、 

空や、無我であると作意するならば」 

と、詳細に説かれた。 

『律経』よりも、魔術師のなした魔術の娘は、正しく実在する娘が欠如しな

がら、絵描きの欲する欲望の拠所になったと説く。その例の如く、偽りの本性

を持つ諸事物も、幼子達の全くの煩悩の因である。 

その如く、『聖宝積経』よりも、 

「それから、五百人の禅定を得た比丘は、世尊のこの教法に入らず、了 

解しておらず確信していないので、座より立ち去った。 

それから世尊が、それらの比丘が去って行ったその道へ、二人の変幻 

の比丘を幻出させた。 

そしてそれらの五百人の比丘は、その二人の比丘が去って行ったその 

道へ行き、しばらく行ってこう言った。『長老達よ、何処へ行く。』 

二人の変幻が言った。『我々は、僧院の住処へ禅定の楽に触れ住する為 

に行くのだ。それは何故かと言えば、我々は世尊が教示されたその経法 

に入らず、了解せず確信せず、恐れて全く畏怖し、本当に酷く畏怖して、 

我々は僧院の諸々の住処に、禅定の楽に触れ住する者等として留まろう。』 

そしてそれら五百人の比丘達がこう言った。『長老達よ。我々も世尊が 

教示された法に入らず、了解せず確信せず恐れ、全く畏怖し、本当に酷 

く畏怖した。それ故に我々も僧院の諸々の住処に、禅定の楽に触れ、住 

する者等として留まろう。』 

変幻達が言った。『長老達よ。それ故に、我々は正しく行こう。論争せ 

ずにいよう。争い無く努めることは、比丘の法である。長老達よ。〈これ 

は完全に涅槃を得た〉とは何であろうか？完全な涅槃へ至る法とは何で 

あうか？この身体より、我か、有情か、命者か、生まれる者か、士夫か、 

プトガラか、儒士か、儒童か、何が完全な涅槃へ至るとなろうか？何が 

尽きることによって、完全な涅槃となるのであろうか？』 

それらが言った。『貪欲が尽き、瞋恚が尽き、愚痴が尽きたことによっ 

て、完全な涅槃へ至る。』 

二人の変幻が言った。『長老達よ。貪欲と瞋恚と愚痴は有であるのか？ 

何時それが尽きるのか？』 

それらが言った。『それらは内にも無く、外にも無い。双方ともに無い 
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とも認められず、それらは全く考察されていないことよりも生じない。』 

二人の変幻が言った。『長老達よ。そう見るならば、我であると分別 

せず、妄分別なさるな。長老達よ。分別せず、妄分別しない時、執着す 

るとならず、執着より離れるともならない。 

執着無く、執着より離れることも無いそれを、〈寂静〉という。 

長老達よ。持戒とは、輪廻せず、完全な涅槃へ至るのでもない。長老 

達よ。禅定や、智慧や、解脱や、解脱道の智慧を見ることも、輪廻せず、 

完全な涅槃へ至らない。長老達よ。それらの法によって完全な涅槃へ至 

ると示すけれど、それらの法も、空であり、脱離であり、認識されるも 

のとして無いのである。 

長老達よ。このように、涅槃へ至る想を捨てたまえ。想についても、 

想であるとなさるな。想を、想によって完全に知ろうとなさるな。想を 

想によって完全に知る者のそれ（想）は、想について完全に縛られたの 

である。長老達よ。君は想と受を滅尽する等至に禅定したまえ。長老達 

よ。〈比丘は、想と受を滅尽する等至に禅定するより勝る行いは無い。〉 

と言う。』 

この法の品類を説いた時、それら五百人の比丘は（輪廻を）取ること 

無く、諸々の漏より心が完全に解放された。それらは心が完全に解放さ 

れて、世尊の居られるその場所へ去り、到来し、世尊の御足に額を付け 

て礼拝し、一列に並んだ。 

そして長老である善現が、それらの比丘へこう言った。『長老達よ。何 

処へ去った？何処から来た？』 

それらが言った。『尊者善現よ。何処へも行くことは無く、何処からも 

来たのではない故に、世尊が法を示された。』 

（善現が）言った。『長老達よ。あなたの教示者は何か。』 

（それらが）言った。『生じておらず、完全な涅槃へ至らぬ者である。』 

（善現が）言った。『あなたは如何様に法を聴聞したのか？』 

（それらが）言った。『縛られる為でもなく、解脱する為でもない。』 

（善現が）言った。『あなたを誰が教化したのか？』 

（それらが）言った。『身体無く、心の無い者が（教化したの）である。』 

（善現が）言った。『あなたは如何に努めるのか？』 

（それらが）言った。『無明を捨て去る為でもなく、智を生じさせる為 

でもない。』 

（善現が）言った。『あなたは如何様に解放されたのか？』 

（それらが）言った。『加行の為でもなく、捨て去る為でもない。』 

（善現が）言った。『あなたは誰の声聞か？』 
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（それらが）言った。『得ることなく、顕かに完全に成仏することの無 

い者の（声聞）である。』 

（善現が）言った。『あなたの梵行は何か？』 

（それらが）言った。『三界を動かぬものごとである。』 

（善現が）言った。『長老達よ。どれだけの間で完全な涅槃へ至るのか？』 

（それらが）言った。『如来の変化が完全な涅槃へ至る時にである。』 

（善現が）言った。『あなたの行いを行ったのか？』 

（それらが）言った。『我執と我所執を完全に知ることによって。』 

（善現が）言った。『あなたの煩悩は尽きたのか？』 

（それらが）言った。『一切法は永久に尽きた故である。』 

（善現が）言った。『あなたは魔を調伏したのか？』 

（それらが）言った。『蘊の魔を認識しない故である。』 

（善現が）言った。『あなたは教示者を供養したか？』 

（それらが）言った。『身体によってもせず、言葉によってもせず、心 

によってもしていない。』 

（善現が）言った。『あなたは福田の地を浄化したか？』 

（それらが）言った。『執することなく、集めることが無いことによっ 

て。』 

（善現が）言った。『あなたは輪廻を超えたのか？』 

（それらが）言った。『断無く、常無き故である。』 

（善現が）言った。『あなたは福田の地へ入ったのか？』 

（それらが）言った。『一切の執より全く解放された故である。』 

（善現が）言った。『長老達よ。何処へ行くのか？』 

（それらが）言った。『如来の変幻が行かれた所へ。』 

そのように、長老である善現が尽く問い、それら比丘たちが返答をし 

て、その周囲の八百人の比丘は、（輪廻を）取ること無く、諸々の漏より 

心が全く解放された。三万二千の生き物は、諸法について、無塵で汚れ 

の無い法の眼が尽く浄化された。」 

と説かれた。そのようであれば、偽りの本性を持つ如来の変幻の二人の比丘が、

五百人の比丘の解脱の因をなしたのである。 

『聖金剛精髄経』よりも、 

「『文殊よ。このように、例えば火きり杵と火きり臼に依拠して、人の手 

の努めに依拠して煙が起こり、火が現実に成され、その火も火きり杵に 

も留まらず、火きり臼にも留まらず、人の手の努めにも留まらない。 

文殊よ。その如く無より、蒙昧なプトガラ、士夫に貪欲と瞋恚と愚痴 

の完全な苦痛も起こり、その完全な苦痛も、内にも留まらず、外にも留 
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まらず、双方でもないものにも、もちろん留まらないが、文殊よ。しか 

しながら〈愚痴〉というのである。 

それが何故〈愚痴〉と言われるのかといえば、文殊よ。愚痴とは、一 

切法は全く解放されており－然れば、愚痴というのである。』」 

といい、その如く、 

「『文殊よ。一切法（現象）は有情の地獄の門であり、これは、陀羅尼の 

言葉である。』 

（文殊が）申し上げた。『世尊よ。如何にしてこれが陀羅尼の言葉なの 

でしょうか？』 

（仏陀が）御言葉を給われた。『文殊よ。地獄の有情達は、幼子である 

凡夫達が、有るのではないものを誤りによって成立させ、（凡夫）自らの 

妄分別より起こった。』 

（文殊が）申し上げた。『世尊よ。地獄の有情達は、何処へ正しく集 

まるとなりましょうか？』 

（仏陀が）御言葉を給われた。『文殊よ。地獄の有情達は、虚空に正し 

く集まるとなろう。文殊よ。それをどう思う？地獄の有情は自らの妄分 

別より起こったのか？あるいは自性より起こったのか？』 

（文殊が）申し上げた。『世尊よ。幼子である凡夫達は、自らの分別 

のみによって地獄の有情と、畜生の生所と、閻魔の世間であると識別し、 

それらはそうなっていないものに捏造をする為に苦しみの感受を経験し、 

三悪趣において苦しみを経験することになるのです。世尊よ。我は、地 

獄の有情を知らぬように、地獄の有情の苦しみも知りません。 

世尊よ。このように、或る者は眠りに落ちて、夢で自らが地獄の有情 

へと落ちると想い、それによって彼は、多くの者が入った煮えたぎる鉄 

瓶へ自らを放り込むことすらも想う。それによってそこで、酷く耐えら 

れない苦しみを感受し、留まることは難しく、不快を経験することにな 

りましょう。それによってそこで、心意の苦痛を尽く経験することにな 

る。その者はそこで恐れることになる。苦しむとなる。全く苦しむこと 

になりましょう。 

その者はそれから目が覚めて、思い込んでいるので、〈嗚呼、苦しい！ 

嗚呼、苦しい！〉と泣き叫び、悲鳴を上げることになるのです。 

それからその者へ、友人や親近者や親族等が〈何によって、このよう 

にお前は苦しむことになったのだ？〉と問い、その者は友人や親近者や 

親族等へ、このように〈私は地獄の有情の苦しみを経験した。〉と言う。 

彼は〈私が地獄の有情の苦しみを経験したのに、君達は‘何によって、 

このように君は苦しむのか’と問うのか。〉と、彼らに慟哭し叱責するの 
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です。 

それからその者へ、それらの友人や親近者や親族達が、このように『お 

い君。恐れるな。恐れるな。君は眠っていたのだ。君はこの家から何処 

へも行ってはいない。』と言うのです。その者も『私は眠って、この正し 

くないことを全く思い込んでいたのだ。』と思い、それを承知し、再びそ 

の者は安心することになるのです。 

世尊よ。斯くも、眠っていた者が有るのではないものに捏造して、自 

分自身が夢の中で地獄へ落ちたと想う如く、世尊よ。真実ではない貪欲 

によって全く縛られた幼子である全ての凡夫は、女人を様相として分別 

するのです。彼らは、女人について様相として分別し、自身をそれらと 

一緒に戯れ喜ぶと想う。その幼子である凡夫はこう思うのです。『私は男 

だ。この人は女だ。この女人は私のものだ。』と思うようになり、それを 

望む欲望が全く絡み取った心によって、享受を追い求める心に入り込む 

ことになるのです。彼はその基底から、争いや口論や戦争を発生させ、 

悪虐な根を持つ相手に恨みが起こることになるのです。間違った思い込 

みを持つその者は、その誤った想いによって、死ぬ時になり自身を何千 

劫もの間、地獄の有情として苦しみの感受を経験することを想うのです。 

世尊よ。斯くも、その者へ友人や親近者や親族等がこのように『おい。 

君よ。恐れるな。恐れるな。君は眠っていたのだ。君はこの家から何処 

へも行ってはいない。』と言う如く、世尊よ。仏陀世尊方も、四つの誤っ 

た考え方によって誤りとなった有情達へこのように法を示されました。 

ここに女性も無い。男性も無い。有情も無い。命者も無い。養育者も 

無い。プトガラも無く、これらの一切の法（現象）は誤りである。これ 

ら一切の法（現象）は有ではない。これら一切の法（現象）は誤りが成 

立させた。これら一切の法（現象）は幻のよう。これら一切の法（現象） 

は夢のよう。これら一切の法（現象）は神変のよう。これら一切の法（現 

象）は水に映った月のよう。」 

と、詳細に説かれたものや、その如く、 

「彼らは世尊の教法を聴聞して、一切の法（現象）は貪欲と離れたもの 

であると理解した。一切法（現象）は瞋恚と離れ、愚痴と離れ、自性は 

無く、障碍63が無いと理解した。彼らは心が虚空に留まるので、死ぬ時に 

なり、死時を迎えたとたんに残余の蘊の無い涅槃の界へと涅槃を得て－ 

世尊よ。そのように、我は地獄の有情を理解するのです。」 

と、説かれた。『優波離請問経』よりも、 

                                                   

63 障碍
しょうげ

：修行道の結果を得る障害となるもの。 
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「地獄の有情の恐怖を私が示して、何千もの有情は悲しんだけれども、 

死に移り悪趣等へと赴く者、それらの衆生は如何なる時も存在しない。 

剣や大弓の武器を抜く、害を為す者は存在するのではなく、分別（概念 

作用）の力でそれらの悪趣において、身体に降りかかることを見るが、 

そこに武器は無い。 

様々な好ましい花々がほころび、輝く素晴らしい黄金の宮殿、ここで、 

それにも創造者は誰もいない。それらは分別（概念作用）の力で置かれ 

たのだ。分別（概念作用）の力で世間を考察し、想（識別作用）を捉え 

て幼子は分類する。『捉える』と『捉えない』それも起こるのではなく、」 

全くの概念作用であり、幻や逃げ水のようなものだ。」 

と、説かれた。 

それ故に、そのようであれば「誤りによって設けられた、有るのではない本

性を持つ諸事物は、輪廻において幼子達の全くの煩悩の因となる。」ということ

に留まる。偽りの本性を持つ諸事物が、如何様に全くの煩悩と、完全な清浄の

因そのものであるかは、詳しく『入中論』より確認したまえ。 

 

ここで言う。「もし、自と他と（自他）双方と無因より、諸事物は生じること

が有るのでなければ、如何様に世尊が、『無明の縁によって諸行』と説かれたの

か？」 

 

説こう。これは世俗であるが、真如ではない。 

 

「如何に。世俗の構成を述べるのではないのか？」といえば。 

 

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。（何故ならば）本性と共にある事物を語る背理になる故

と、それも正理ではない故である。縁そのもの、ただこれのみを承認したなら

ば、因果の二つは相互関係する故に、自性としての成立が有るのではないので、

事物は本性と共にあると、語ることになるのではない。まさしくそれ故に、 

「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 

るかと論争者たちは主張する。あなたは縁起生であると説かれた。」64 

と説かれた。本論書（『根本中論』）よりも、 

「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。」65 

                                                   
64 「苦しみ…られた。」：『出世間賛』第 19 偈。 
65 「行為者…ない。」：『根本中論』第 8 章 12 偈。 



34 

顕句論［第１章］ 

 

 

 

と（以下で）説くことになる。 

世尊によっても、 

「そこで、法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。斯様にこれは、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。 

 

これにある者達が弁駁し、「『諸事物は生が無い。』と思うこの確信は、量66よ

り生じたものなのか？あるいは量ではないものより生じたものなのか？ 

そこで仮に、量より生じたものであると主張するならば、『量とは幾つ（種類

が）あるのか？定義（性相）は何か？諸々の対象は何か？自らより生じたもの

なのか？他か、あるいは（自他）双方か、あるいは無因よりであるのか？』と、

これを述べたまえ。しかして、量でないものより生じたのであれば、それは正

理ではない。（何故ならば）所量67を了解することは量に頼る故であり、了解さ

れていない意味は、量無くして了解することはできない。量が無いので、意味

対象を了解することも無ければ、君のこの正しい確信は何からおこるのか？そ

れ故に、『諸事物は生が無い。』というこれは正理ではない。 

あるいは、君の『諸事物は生が無い。』というこの確信がおこったまさしくこ

れより、『私の一切事物は有るのである。』というのでもあるが、また『君の一

切事物は生が無い。』という確信となったそのままに、私の一切事物は生じると

もなる。 

仮に、君に『一切事物は生が無い。』と思うこの確信が無いならば、その時、

自身によっても確信されないので、他者を納得させることは不可能である故に、

論書を著すことがまさしく無意味となる。然れば、一切事物は否定されること

なく有るのである。」といえば。 

 

説こう。もし、我々に「確信」という何かが有るとなれば、それは量より生

じたか、あるいは量でないものより生じたものとなるが、（それは）有るのでは

ない。「何故か」といえば、ここに不確信が有るならば、それに相対してその対

治となる確信も有るとなるものであるが、先ず、我々に不確信そのものが有る

のではないその時、それに反する確信が有ると何処でなろうか。（何故ならば）

関係性を持つ他に相対していない故である。例えば、ロバの角の長短の如くで

ある。 

そのように確信が無い時、何が成立せられる為に諸量を尽く考えるのか。そ
                                                   

66 量
りょう

：正しい認識主体。（上記脚注 20 参照） 

67 所量
しょりょう

：量の対象。正しい認識主体に了解される対象。 
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れらの（種類の）数や定義（性相）や対象や、「自らか他か（自他）双方か無因

より生じるのか？」とも、何処でなろうか。これら一切は我々によって述べた

れたのではないものである。 

 

「もし、そのように、君に確信が有るのでなければ、君達の諸事物は、 

『自よりではない。他よりではない。双方よりではない。無因ではない。』

という、この確定する本性を持つ言葉を、如何様に認識するのか。」といえば。 

 

説こう。確定となったこの言葉は、自らに成立した道理の面から世間に存在

するけれども、聖者方にとってではない。 

 

「如何に。聖者方にとって正理はないのか？」といえば。 

 

この、有る・無いとは誰が言ったのか？聖者方の勝義とは、何も説かれなか

ったのであり、それ故に、道理である・道理ではないと（いう概念作用を）持

たない彼らに、戯論が有ると何処でなろうか。 

 

「もし、聖者方が道理をおっしゃらないのであれば、ここで、何によって世

間人が勝義を理解するようになさるのか？」といえば。 

 

聖者方は、世間の世俗名称によって道理を説かれなかったが、しかしながら

世間のみに良く公認されたそれらの道理であるものを、他者が了解する為に御

認めになられ、まさしくそれによって世間を納得せられた。 

斯くも、身体に不浄そのものが有るとしても、誤った考えの後に続く欲望を

持つ者達は、（不浄を）認識するとならず、正しくないけれども清浄な様相に捏

造して、尽く煩悩に煩うことになる。彼らを欲望と離れさせる為に、この身体

に「髪」等によって以前には「清浄である」という想いによって隠されていた

身体の諸々の欠点を、如来の変化身、あるいは神がよく示された。彼らも「清

浄である」という想いと離れることによって、欲望との離脱を得ることになる

如く、ここで凡夫達も無明の眼障によって智慧の眼がまさしく衰えたことによ

って、諸事物の誤った本性を、聖者方が一切の様相において認識していない「我

性」をもつものであり、何かに何らかの特徴を余分に捏造して、法（現象）は

非常に煩わせるものになる。それらの者は今、聖者方が「存在する瓶は、粘土

等より生じるのではない。」と承認した如く、「生じた以前より有るものにおい

ても、生は有るのではない。（何故ならば）有る故である。」と、確認したまえ。 

または、斯くも「火と炭等、他となったものより芽が生えることは有るので
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はない。」と承認した如く、「種子等、述べようとするものよりも（生えること

は）有るのではない。」と確認したまえ。 

 

「何とまた、これは、我々が経験したものである。」と思えば。 

 

これも正理ではない。このように経験とは、偽りの意味を持つものである。（何

故ならば）経験するものである故である。例えば、眼障を持つ者が二つの月を

（見たと）経験する如くである。それ故に、経験も証成する対象（主張命題）

とまさしく等しい故に、「それ故に（意味を）反転させることは正しくない。」

と、彼らの公認そのものによって、納得させたのである。それ故に、諸事物は

生が無いのである。 

そのように先ず、殊更捏造された、その誤った本性への対治として、第一章

を著されたのである。そして、幾らかの性質において捏造された、その特性を

明らかにする為に、以降の章を著されたのであり、「縁起生において『行く者』

と、『行かれるもの』と『行く（行為）』等の、存在し得る全ての区別も残らず

有るのではない。」と示される為である。 

 

『如何に。まさしくこの世間的な『量』と『所量』の名称は、我々の論書に

おいて述べられたのである。』と思えば。 

 

なれば、それを述べる必要性を挙げなければならない。 

 

もし、「論争者達が誤った定義（性相）を述べて、それを無くしてしまったの

で、我々がその定義を正しく述べたのである。」といえば。 

 

これも正理ではなく、もし世間において、悪しき論争者によって述べたられ

た誤った定義の、誤った定義されるもの（被定義項・名相68）が有るとなれば、

その為の努力は結果を持つとなろうが、それはそのようでもないので、この努

力はまさしく無意味である。 

他にも、「もし所量を了解することが量に掛かっているのであれば、それらの

量は、何ものが肯定するのか」等の『廻諍論』で説いたその過失を斥けないの

で、正しい定義（性相）をまさしく明らかにするものも有るのではない。 

他にも、もし、自らと総体の二つの性相に従って（自相69・共相70の）二つの

                                                   

68 名相
みょうそう

：定義されるもの。上記脚注 8 参照。 

69 自相
じ そ う

：自らの定義。 
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様相を言及するならば、その二つの性相がそこに有る、その事相71は有るのか？

それとも無いのか？もし有るならば、その時それら（自相と共相）より他の所

量が有るので、如何に（自相・共相を正しく認識する）二つの量となろうか？

あるいは事相が無ければ、その時（性相の）拠りどころが無いので、性相も有

るのでは故に、如何にして（自相・共相を正しく認識する）二つの量となろう

か。 

「性相が当てはまるのでなければ、事相は合理にはならない。事相が合 

理でないならば、性相も有るのではない。」72 

と、（後に）述べるとなる。 

 

『仮にまた、これが（確かな意味を）表すので、定義（性相）であるのでは

ない。ならば何かといえば、〈行うものとルタァは、概ねである。〉というので、

（表す）行為対象を〈ルタァ〉とし、これ（ルタァ）が表されるもの（名相）

なので、定義（性相）なのである。』と思えば。 

 

そう見るとしても、まさしくそれによって名相そのものとしてあり得ない故

に、それ（名相）を表すことをするその行為するものと、（表される）行為対象

は別である故に、まさしくその過失となる。 

 

『如何に。〈知覚〉とは（知る）行為するものである故に、しかしそれも自ら

の性相の範囲に収まる故に、この過失は無い。』と思えば。 

 

説こう。先ずここで、斯くも、地の「硬い」や、感受作用の「経験する」や、

識73（様相として知る知覚）の「それぞれの対象を様相として知覚する」のよう

に、それ（性相）がそれ（名相）を定義する、他と共通ではない我性自体の本

質であるものが「自らの定義（性相）」であるけれど、良く公認されたことに準

拠して個別に説くことを捨て去り、（識は、定義される）対象であると成立させ

ることを承認しながら、識は（様相として知覚）するものという本質であると

悟ることによって、「『自らの定義』のみが定義される対象（被定義項）そのも

                                                                                                                                                     

70 共相
きょうそう

：自らが部分として含まれる総体の、共通の定義。 

71 事相
じ そ う

：定義と定義されるものの解りやすい例。上記脚注 8 参照。 
72 「性相…ない。」：『根本中論』第 5 章 4 偈。 

73 識
しき

：チベット語を直訳すると、「様相として知る」。 

知覚認識の主体的な部分。五感と関係した知覚の主体性も含まれる。一時的で変化して

いく知覚・心理作用に対して、常に中立的に経験している知覚面。 

知覚を心
しん

王
のう

・心所
しんじょ

と分けた場合、識は心王（「心」と記されることもある）であり、一時 

的で変化する知覚・心理作用は心所である。 



38 

顕句論［第１章］ 

 

 

 

のであり、他の『自らの定義』は（様相として知覚）するものの本質である。」

ということを語ることになる。 

そこでもし、識の自らの性相が（様相として知覚）するものであるならば、

それには別となった一つの（様相として知覚される）対象が有るとならねばな

らぬので、まさしくその過失となる。 

 

『如何に。地等に係わる〈硬い〉等、識によって了解される対象であるもの

は、その（了解される）行為対象であり、それ（識）も自らの定義（性相）よ

り別ではない。』と思えば。 

 

そう見るならば、なれば識（様相として知る）の自らの定義は行為対象では

ない故に、まさしく所量にはならない。（何故ならば）行為対象の本性である「自

らの定義（性相）」のみが、所量である故である。 

それ故に、「『所量とは二様相であり、自らの定義と総体（共通）の定義であ

る。』といううち、僅かな自らの定義は所量であり、『定義される（名相である）

ことによって』とそのように言われるものである。少々は所量ではなく、『これ

によって定義することによって』と述べられるものである。」と、これだけの違

を述べなければならない。 

 

「仮にまた、（識が）行為対象として成立させるならば、その時それに対して

他の行為するものが有るとしなければならない。しかし他の知覚を（行為対象

である識に対して）行為するものの本質であると考えても、限りの無い過失と

なるだろう。 

 

『如何に。自証分74が有り、然れば自らを知覚するので、それ（自証分）がそ

れ（知覚）を捉える故に、まさしく行為対象であり、所量の範囲に含まれるこ

とが有るのである。』と思えば。 

 

説こう。『入中論』より自証分を詳細に否定した故に、（識の）「自らの定義（性

相）」は、他の「自らの定義（性相）」が定義するが、それも「その自証分が定

義するのである。」ということは、正理ではない。 

他にも、その知覚もあり得ない故に、自らの定義より別に成立していないが、

事相が無ければ、拠りどころの無い定義（性相）が（対象に）当たることは無

い故に、一切の様相において有るのではないので、自証分が何処にあろうか。 

                                                   

74 自証分
じしょうぶん

：知覚が自らを認識する作用と、認識している知覚。 
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斯くも、『聖大宝頂請問経』より、 

「彼は心を正しく随見していないので、『心は何処から起こったのか?』 

と心の継続を全く追い求め、彼はこう、『対象が有ることより心が起こる 

となるのだ。』と思う。 

またこう思う。『その対象も（心とは）別他であり、その心も（対象と 

は）別他であるのか？あるいは、対象であるもの自体が心なのか？ 

もし、先ず、対象も他であり心も他であるならば、その心は二つにな 

るだろう。或いは、対象であるもの自体が心であるならば、心がその心 

を如何様に見るとなろうか？心がその心を見るとは適わない。 

このように、例えば剣の刃自体が剣の刃自体を断つことができないよ 

うに、まさしくその指先が指先そのものに触れることはできぬが如く、 

心自体が心自体を見ることはできない。』と思った。 

そして彼はこのように正しく論理的に考えることで、「心は留まらず、 

断滅でなく、常でなく、恒常不変に留まらず、無因でなく、縁に反せず、 

それ（自ら）よりでもなく、他よりでもなく、そのものでもなく他でも 

ない心の継続、心の蔓、心の法性、心の不住と、心の不動と、心は現れ 

が無いことと、心自らのその定義（性相）は、如何様に真如を撹乱させ 

ないかを知る。そのように見る。真如がそう見られる如く、それらの心 

は、遠離そのものであると良く知る。 

その如く見ることは、種姓の子よ。菩薩の心に対して心を随見する、 

完全に清浄な念処の行である。」 

と説かれた。それ故に、そのように自証分は無く、それが無いので、何を何が

定義するのか？ 

他にも、その定義（性相）は事相より別となるのか？不別となるのか？ 

そこで、もし先ず別であるならば、その事相より別である故に、（事相が）定

義（性相）ではない如く、定義（性相）も定義（性相）ではなくなる。定義（性

相）より別である故に、事相も事相ではないように、事相にはならない。その

如く、定義（性相）は事相より別である故に、事相は定義（性相）に相対する

こともなくなり、それ故に、それは事相ではない。定義（性相）に相対しない

故に、虚空の花の如くである。 

仮に、定義（性相）と定義の拠りどころ（事相）が不別であるならば、その

時、定義（性相）より不別である故に、定義（性相）である故に、自らの我性

の如く、事相の事相そのものは廃されるだろう。事相より不別である故に、定

義（性相）も定義の本性にならず、事相自体の我性の如くである。 

斯くも、 

「定義（性相）が事相より他であるならば、その事相は性相が無くなる 
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だろう。別が無ければ、それらは無いと、あなたが明らかに示された。」 

と説かれた。 

「（自ら）そのもの」と「他そのもの」以外に、事相と定義（性相）が成立す

る他の方法は有るのでもなく、斯くも、 

「まさしく同一事物か、まさしく他事物として、成立したものが有るの 

でなければ、その二つが成立したとは如何様に有ろうか。」75 

と、説かれるであろう。 

 

「如何に。まさしく不可説なものとして成立するであろう。」といえば。 

 

それはこのようではない。相互分類を完全に知ることが無ければ「まさしく

不可説」となるだろうが、それにおいて分類を完全に知ることが無いものにお

いては、「これは定義（性相）である。」「これは事相である。」と特定すること

は無いので、双方ともまさしく無い。それ故に「まさしく不可説」とも成立し

たことはない。 

他にも、もし知覚（知る）が行為するものであるならば、対象を肯定確認す

る行為者は何ものであるのか。行為者が無く行為するもの等は有るのでもなく、

切断する行為の如くである。 

仮にそこで、心を行為者そのものであると分別すれば、それも正理ではない。

（何故ならば）このように、意味（の主体）のみを見ることが心の働きである

が、意味の特性を見ることは諸々の心所の働きであり、 

「そこで、意味を見る識と、その特性は心所（が見る）」 

と承認した故である。 

諸々の行為するものは、それ自体は一般的な何らかの働きを成し遂げる面か

ら、主要となった一つの働きが成立させられる為に、部分の本質となったこと

から「行為するもの」となるけれど、ここでは、知覚（知る）と識（様相とし

て知る）の二つに主要となる一つの働きは無い。 

ならば何かといえば、識の主要となった働きとは意味（主体）のみを確認す

ることであるが、意味の特性を確認することは、知覚の主要となった働きであ

る。然れば、知覚は「行為するもの」そのものではなく、心も行為者そのもの

ではない。それ故に、まさしくその過失となるであろう。 

 

『如何に。〈一切法（現象）は無我である〉という経証よりは、行為者は一切

の様相において無い故に、行為等の名称は、行為者が無くとも、まさしく有る

のだ。』と思えば。 

                                                   
75 「それら…有ろうか。」：『根本中論』第 2 章 21 偈。 
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これも有るのではない。（何故ならば）経証の意味を正しく把握していない故

である。これも『入中論』において既に示した。 

 

『仮にまた、例えば〈上臼76の体〉や〈羅睺77の頭〉といわれるものに、体と

頭より別の特性は無くとも、特性と特性の拠りどころである事物が有る如く、

自らの定義（性相）より別の〈地〉等は無くとも、〈地の自らの定義（性相）〉

といわれるものとなるのだ。』と思えば。 

 

それはそのようではない。（何故ならば、例と）等しくない故である。「体」

と「頭」という音声は、「心」や「手」等のように一緒に起こる他の事物に相互

関係することによって（意味対象に）入るので、「体」と「頭」という音声のみ

を対象として生じる心を見てみたまえ。 

『何の体か？』『何の頭か？』と思う、一緒に分析する他の事物に対して、ま

さしく（知りたいという）望みを持つことになる。しかし「もう一方（『体』や

『頭』）でも他の特性との関係性を斥けようとするので、世間人の共通名称に沿

って、特性となる『上臼』や『羅睺』という音声によって了解者の（『何の体か』

『何の頭か』を知りたいという）望みを斥けるのだ。」ということが正理である

ならば、ここには「硬い」等より別の「地」等は無いので、「特性」と「特性を

持つもの」である事物とは適正でない。 

 

「もし、非仏教徒達が事相は（名相と）別であると承認している故に、その

面で違いを述べることに過失は無い。」といえば。 

 

それはそのようではなく、正理に反した、非仏教徒が完全に捏造した諸事物

は、自らの学派において承認するに適さない。（何故ならば）他の量（正しい認

識）等を承認した背理になる故である。 

他にも、分析考察しなければ成立した、世間名称の部分となった「体という

拠りどころを持つ」という特性を付けた「拠るもの」である上臼と、「頭という

拠りどころを持つ」依るもの羅睺は、プトガラ等であるとして考察されたよう

に有る故に、この喩例は正しくない。 

 

                                                   
76 上臼：碾臼の上の石。碾臼全体から見ると、体の無い頭だけの存在。 

77 羅睺
ら ご

：日・月を食べて日食・月食を起こすといわれる悪魔。甘露を飲んでいるところを

ヴィシュヌ神に見つかり頭を切り落とされ、甘露を飲んだ頭部だけが不死。その体には

頭が無い。 
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もし、「単にそれだけを対象とするので、体と頭より別の、他の意味は成立し

ていない故に、比例はまさしく成立したのだ。」といえば。 

 

それはそのようではない。（何故ならば）世間名称においてそのような分析は

されない故と、世間の諸事物は考察されずに有る故である。分析したならば、

色形等より別に我は勿論無いけれども、しかしながら、蘊に依拠して世間の世

俗としてこれはまさしく有であるが如く、羅睺と上臼の二つもそうであるので、

喩例が成立したことは無い。 

その如く分析したならば、「地」等にも「硬い」等より別の事相は無く、事相

より別に、拠りどころの無い定義（性相）も勿論無い。しかしそう見るとして

もこれは世俗として有り、然れば阿闍梨方が、相互関係のみによって成立した

面より成立したと、分類構成された。 

これは、ただそのままに疑いなく承認されるべきことであり、そうでなけれ

ば、世俗とは合理を具えるものではないのか？然れば、これは真如となるが、

世俗（全くの偽り）とはならない。 

道理によって分析したならば、上臼等だけがあり得ないのでもない。ならば

何かといえば、説かれるだろう道理によって、色形や感受作用等も有るのでは

ないので、それらも上臼等の如く、世俗としてまさしく有るものであると承認

したとなるが、そのようでもないので、これは有るのではない。 

依拠して名付けられたとして設けるこれも、『入中論』で詳細に示したので、

まさしくそれより尽く探求したまえ。 

 

『如何に。この詳細な分析が何をしようか？我々は〈量と所量の一切の世俗

名称が真実である。〉とは言わないが、しかしながら世間によく公認されたこれ

を、この方法によって構築することになるだろう。』と思えば。 

 

説こう。「世間名称に向けられたこの詳細な分析によって、何が必要か？」と、

我々もこう言う。誤った世俗のみによって我の本質は有ると見出し、解脱を望

む者達の解脱を導引する善根を積む因となったこれは、真如を了解しない限り

勿論留まるだろう。君は勝義と世俗の真実に通じていないので、幾つかに理屈

を付けて、正理ではないものからそれ（真如）を破壊するのである。 

吾輩は世俗諦の構成に通じている故にまさしく世間人の側に留まり、世俗の

一方を掃う為に挙げた他の道理を他の道理によって斥け、世間の老世代のよう

に、世間の物事のあり方より衰えた君だけを排斥するのであり、世俗を（排斥

するの）ではない。それ故に、もし世間名称としてであるならば、その時、定

義（性相）の如く事相においてもまた、疑い無くそうしなければならない。そ
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れ故に、まさしくその過失となるであろう。 

あるいは勝義としてであるならば、その時事相は無いので、（自と共の）二つ

の定義（性相）も無いので、二つの量があると何処でなろうか。 

 

「如何に。音声において行為と行為者の関係性が先行するという、そのよう

な個別の説明を、承認はしない。」といえば。 

 

これは非常に難しく、君は行為と行為者の関係性によって良く当てはまった

それらの音声のみによって名称をつけ、行為と行為者の等の言葉の意味も主張

しないので、嗚呼、何て事だ。君は、まさしく主張のみに操られて入り込むの

だ。そのように二所量が定まることが無い時、経証等は、まさしく自らと総体

（共通）の定義（性相）という対象を持つものではないという面より、「まさし

く他の量ではない」のではない。 

他にも、「瓶は現前である。」というようなものは、世間人の名称を含めてい

ない故と、聖者ではない者にとっての名称を承認した故に、定義（性相）はま

さしく全てに行渡らないものとなり、然れば、これは正理ではない。 

 

『如何に。瓶の物質的原因である青色（の釉薬）等は、現量78によって肯定認

識されるものである故に〈現前〉であり、それ故に、斯くも原因に結果（の名）

を付けて、〈諸仏が出現することは楽である〉と言われた如く、青色等、現前と

なった因を持つ瓶も、結果に原因（の名）を付けて〈現前〉と述べるのだ。』と

思えば。 

 

そのような様相の対象において、名付けることは正しくない。 

「出現する」とは世間において「楽」とは別に認識され、それも有為の定義

（性相）を持つ本性である故と、何百もの苦行の因を持つものである故に、ま

さしく楽ではない。そこで「楽」と述べることはまさしく無関係であるので、

そのような様相である対象に殊更名付けることは正しいけれど、「現前となった

瓶」というこれにおいては、名付けられてまさしく現前となる何か「瓶」とい

う、現前でないものを個別に認識するのでもない。 

 

もし、「青色等より別の瓶は無い故に、名付けられた現前そのものとなる。」

                                                   

78 現量
げんりょう

：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、正しい 

認識主体である知覚。 

それに対して、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、隠された 

ものごとを了解する心理作用を比量
ひりょう

という。 
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といえば。 

 

そう見ても、全く以て名付けられたことは適正ではない。（何故ならば）拠所

である名付けられるもの（である瓶）は無い故である。ロバの角に「鋭利」と

名付けることは正しくない。 

他にも、もし世間名称の支分となった「瓶」は青色等より別となったことは

無い故に、それは「まさしく名付けられた（仮名の）現前」であると考えるな

らば、そう見るなら青色等も（構成要素である）地等より別に無いので、青色

等も「まさしく名付けられた（仮名の）現前」であると了解したまえ。 

斯くも、 

「斯くも色形等に結ばれておらず、瓶は有るのではない。その如く、風 

等に結ばれておらず、色形も有るのではない。」79 

と説かれた。それ故に、そのような世間の名称は、定義に収められていない故

に、定義はまさしく行渡らない。 

真如をご覧になる面に相対しては、瓶等や青色等は現前性であるとは主張し

ない。世間の世俗において、瓶等はまさしく現前であると承認されるのみであ

る。斯くも『四百論』より、 

「色形を見る時に、一切の瓶のみが見られない。『現前となった瓶』とい 

うものも、真如を知る誰が語ろうか？まさしくこの分析で、最良の智慧 

を持つ者によって、良香や、甘味や滑らかさの一切は、それぞれ否定さ 

れるのだ。」80 

と説かれた。 

他にも、「現前」という音声（言葉）は、「隠されていない」という意味を述

べるものである故に、「根（感覚器官）が顕かに対面する」という意味が「現前」

である。ここで、「根が顕かに対面することによって」といって、瓶や青色等、

隠されていない諸物がまさしく現前として成立したとなるが、それを肯定認識

する知覚は、枯草や藁の火の如く、現前した因を持つものである故に、まさし

く現前であると述べるのである。 

「根（感覚器官）と、それぞれの根に入ることによって」といって「現前」

という言葉を差別して説明する者の如くであれば、知覚は根（感覚器官）の認

識主体ではない故と、境（対象）の認識主体である故に、差別して説明したこ

とは不適正となり、「まさしくそれぞれの境（対象）」、あるいは「まさしくそれ

ぞれの意味」にはならない。 

 

                                                   
79 「斯くも…ない。」：『四百論』第 14 章 15 偈。 
80 「色形を…のだ。」：『四百論』第 13 章 1 偈 2 偈。 
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『如何に。斯くも識が起こることは（根と境の）二つに頼っているけれども、

諸々の識は拠所（感覚器官）の優劣に従う故と、それらが変化したならば変化

する故に、『眼の識』といって、まさしくその拠所によって示すとなる如く、意

味とそれぞれの意味に入りはする。しかしそう見るとしても、根と根に依拠し

て入る識は、拠所によって示されたので、まさしく現前となる。（例えば）『鼓

の音』『大麦の芽』という特別な原因によって提示することは、見られるのだ。』

と思えば。 

 

これは前述とは異なる。そこでは「色形の識」というような言葉で、対象に

よって識を表示するけれど、六識の分類を示していないとなる。（何故ならば）

意識は眼等の識と一緒に一つの対象へ入る故である。このように、「青色等（の

識）」の六識を「識」と述べるならば、「この識は有形の根（感覚器官）より生

じたものなのか？あるいは意識より起こったものなのか？」と、望みと共にあ

る知覚は心意となる。しかし拠所（感覚器官）によって示されたならば、意識

は眼識等の対象へ入るとしても、相互分類が成立したとなるだろう。 

ここでは量の定義を述べようと望むので、分別（概念作用）と離れただけの

ものがまさしく現前（を認識する知覚）であると承認したので、分別（概念作

用）からこれは顕かに特化させようとする故に、共通ではない原因によって示

されたことに、僅かにも必要性が見られない。 

量の分類数に関わることは、所量という他現象の影響力に従う故と、所量の

様相に従うのみによって自らの本質が有ると見出される、諸量自体の本質を設

置する故に、根（感覚器官）によって表示することは少しも必要ないので、一

切の様相において（「色形の識」のように）対象のみによって示すことが適正で

ある（背理となる）。 

 

「仮に、世間において述べようとする意味について、『現前』という言葉が良

く公認されている故と、『それぞれの意味』という言葉は公認されていない故に、

拠所（根）のみによって区別した説明に依拠するのだ。」といえば。 

 

説こう。この「現前」という言葉は勿論世間に公認されてはいるが、それが

如何様に世間において（公認されているの）であるかは、我々が言った通りで

ある。世間人の意味が如何様に留まるかを捨て去って、それを区別して説けば、

「良く公認された」という言葉も捨て去ることになる。それ故に「現前」とい

うものは、そのようにはならない。 

繰り返す意味は無い故に、根（感覚器官）の一刹那の拠所を持つ一つの眼識



46 

顕句論［第１章］ 

 

 

 

は、「現前」そのものにもならない81が、それぞれに「現前」性が無ければ、（継

続した）多くのものにおいても（「現前」とは）ならない。 

分別（概念作用）と離れた知覚そのものを、現前そのものと承認している故

と、それによっても世間人の名称が働くことは無い故と、世間人の「量」と「所

量」という名称を説こうと欲す故に、「現前」を量であると考えることは、全く

無意味なことになるだろう。 

「眼識を具えることによって青色を知るけれど、『青色である。』と思う 

のではない。」 

という経証も、まさしく現前の定義（性相）を述べる意味内容の場合ではない

故と、諸々の五根（感覚器官）の識は全く愚かであると示すものである故に、

経証からも「分別と離れた識のみ」は「現前」そのものではないので、これは

正しくない。 

それ故に、もし事相か、自らの定義（性相）か、共通の定義（性相）でも構

わないが、世間に有るならば一切は現前として認識されるものである故に、隠

されたもの（隠蔽分）ではなく、それ故に、その認識主体である識と共にまさ

しく現前82であると設けられるのである。二つの月等は、眼障を持たない知覚に

相対して、まさしく現前ではないけれど、眼障を持つ者達に相対してまさしく

現前のみである。 

隠されたもの（隠蔽分）の認識主体である、主張命題に対して間違いのない

理由より生じた知覚は、比量である。 

根（感覚器官）を超えた意味を現前として知覚し、信じるに足る方々の言葉

であるものが、経証（の量）83である。 

似たものより経験した意味を了解することは、近しい推量であり、例えば『野

黄牛は黄牛に似ている。』と思うようなものである。それ故に、そのように四量

より世間の意味を了解すると置くのである。 

それらも相互関係して成立するとなり、諸量が有れば諸々の所量の意味（が

有る）となり、諸々の所量の意味が有れば諸量（が有る）となるけれど、量と

所量の二つが自性として成立したことは有るのではない。 

それ故に、見られるそのままに、まさしく世間人であるものに受け取られる。 

非常に派生した内容であるが、可とする。 

                                                   
81 根（感覚器官）…ない：凡夫は、時間的に短すぎる一刹那を知覚することができないの

で、その知覚においても対象をはっきりと認識することができない。 

あるいは、一刹那だけの根（感覚器官）は、それに依拠した識（知覚）が生じる一刹那

後には滅しているので、識はその拠所（根）が無く、識自体も一瞬後には滅しているの

で現前にはならない。 
82 その認識主体…現前：その認識主体は現前の量（現量）。認識対象は現前。 
83 経証（の量）：正しい経証。 
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結果に生の本性を否定する＞他生の否定に経証が矛盾するという反論を斥ける＞［経証と矛盾するという反論を挙げる］ 

本題を説こう。ここで、自部（仏教徒）の一部の者はこう言う。「『諸事物は

自らより生じるのではなく』と言うことは正しい。自らより生じることは意味

が無い故である。『何ものも（自他）双方より生じることは無く』と言うことも

正しい。一支分が揃わない故である。無因の方向は、酷く粗暴である故に、そ

れが否定されることも正しいけれど、ここは斯くも『他より生じるのでもなく』

と言ったことは正理ではない。何故ならば世尊が、他となった諸物のみが諸事

物の「生まれさせるもの（因）」であると示した故であり、 

 

縁84は四相あり、因縁85と、 

所縁86と等無間87 

増上88もその如くであり、 

第五の縁は有るのではない。 2 

 

そこで、「成させるものとは因である。」という定義よりであるならば、何か

の「成立させるもの」である、種子の本質に留まるその何かが、その因縁であ

る。ある対象（所縁）によって生じるだろう主体を生じさせるそれが、その所

縁縁である。因が滅したばかりとは、結果が起こる縁であり、例えば種子が滅

したばかりとは、芽が起こる縁であるが如くである。何かが有るので何かが起

こる、それはその増上（縁）である。これらが四縁である。 

以前に生じたものと、一緒に生じたものと、後に生じるだろうそれら他の諸

物は、これらの類に含まれる。自在天等は縁ではなく、まさしくそれ故に 

｢第五の縁は有るのではない。｣ 

と、確定されるのである。それ故に、「他となったこれらより諸事物は生じる故

に、他生(他より生じる)は有るのである。」と言うのである。 

                                                   

84 縁
えん

：ものごとを生じさせる条件・補助的原因。 

85 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。 

86 所縁
しょえん

：所縁
しょえん

縁
ねん

。現前識（現前にあるものごとを概念作用なく直接知覚する知覚作用）が 

生じる条件となる認識対象。 

87 等
とう

無間
む け ん

：等
とう

無間
む け ん

縁
えん

。ある事物の直前の補助的原因。 

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

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

という。 

88 増上
ぞうじょう

：増上
ぞうじょう

縁
えん

。ある結果を特定の性質にあらしめる主要な補助的原因。知覚の場合は、 

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

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

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

それと同時にある意根（意識としての感覚器官）である。 
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他生の否定に経証が矛盾するという反論を斥ける＞［経証との矛盾を斥ける］ 

それに説こう。諸事物は、他となった諸縁よりまさしく生じるのではなく、

このように、 

 

諸事物の本性とは、 

縁等に有るのではない。 

我の事物が有るのでなければ、 

他の事物は有るのではない。 3 

 

もし結果となった諸事物が、他となった因等の縁が集まったものか、それぞ

れか、集まったそれぞれか、因と縁の集合より他の何かでもよいが、生じた以

前に有るとなればそれらより生じるとなるだろうけれど、生じる以前に有ると

なる、そのようなものでもない。もし（生じる以前に）有るとなれば、認識対

象として有るか、生じることは無意味になるだろう。 

それ故に、諸事物の本性とは縁等に有るのではない。自らである事物がまさ

しく有るのでなければ、他である事物は有るのではない。起こるので事物であ

り、生じることである。「他の事物」とは、他より生じる－それは有るのではな

い。 

それ故に、「諸事物は他となった諸物より生じる。」というこれは、正理では

ない。 

一つの様相においては、無因を持つものになる背理となる故に、芽等、結果

となった諸事物の本性は、様相が変化しない本性を持つ縁である種子等が有れ

ば、有るのではない。それ故に、諸々の縁等は、何に相対して他そのものにな

ろうか。弥勒と近護達は、二人が存在するのみにおいて互いに相対する他性と

なるけれど、種子と芽の二つは、そのように一緒にあるのではない。それ故に、

諸々の結果の自らである事物が有るのではないならば、諸々の種子等に他であ

る事物－他性は、有るのではない。 

それ故に、他であると説かれるものとして無いのみである故に、他より生じ

るのではないので、「諸事物は他より生じる。」というこれは、適わない。 

それ故に、他の教証の御真意を実際に全く知らぬのであり、如来方は正理に

反する言葉を説かれない。経証の御真意も前述で既に尽く示した。 

 

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

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

それ故に、そのように「諸縁より生じる」と言説を否定したので、「行為より
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生じる」と言う者は、『眼や色形等の諸縁は、直接に識を生じさせることはしな

いけれど、識が生じる行為を成立させる故に〈縁〉と言われる。その行為によ

っても識を生じさせ、それ故に、縁を具える識が生じる行為が、識を生じさせ

るのであるが、諸縁（が識を生じさせるの）ではない。例えば、飯の炊かれる

行為の如くである。』と思惟する。 

 

説く。 

 

縁を具える行為は無い。 

 

もし何らかの行為が有るとなれば、それは眼等の諸縁が、縁を具えることに

よって識を生じさせるものであるが、（それは）有るのではない。 

如何様にといえば、ここでこの行為を主張するならば、既に生じた識におい

て主張するのか？あるいは生じていないか？生じつつあるものにおいてである

か？と問えば。 

そこで、既に生じたものにおいては正しくない。行為とは事物を成立させる

ものであるけれど、事物が成立したとなれば、それに行為が何をする必要があ

ろうか。これは、 

「生じたものが再度生じるとは、まさしく正理でもない。」89 

等を『入中論』で既に示した。 

生じていないものにおいても正理ではない。（何故ならば） 

「この生じる（行為）とは、行為者無くして正しい本質でもない。」90 

等が（『入中論』より）説かれる故である。 

生じつつある事物においても行為はあり得るのではない。（何故ならば）「生

じた」と「生じていない」以外の「生じつつある」は無い故である。斯くも、 

「『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。」91 

と説かれた。 

何故ならば、そのように三時制において生じる行為があり得ない故に、それ

は有るのでもない。まさしくそれ故に 

「縁を具える行為は無い。」 

と説かれ、「石女の子が野黄牛を伴う。」とは、述べられることではない。これ

                                                   
89 「生じた…ない。」：『入中論』第 6 章 8 偈。 
90 「この…ない。」：『入中論』第 6 章 19 偈。 
91 「『生じ…となる。」：『四百論』第 15 章 16 偈。 
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は、 

「特性無くして、特性を持つものは有るのではない。」92 

等によって、まさしく『入中論』で示した。 

 

もしそう見れば、「ならば縁を具えないとなる。」といえば。 

 

「それも正理ではない。」と説かれるのは、 

 

縁を具えぬ行為は無い。 

 

行為は縁を具えることが無い時、如何様に縁を具えない、無因が有るとなろ

うか？絨毯が織糸の本性であるとは正理ではないので、茅草の本性であると承

認するものではない。それ故に、行為は事物を生じさせるものではない。 

 

ここで言う。「もし、そのように行為が無ければ、ならば諸縁が諸事物を生じ

させるものとなろう。」 

 

説こう。 

 

行為を具えぬものは縁ではない。 

 

行為が無い時、行為と離れ、行為を具えず、無因である諸縁が、如何様に生

じさせるものであるのか。 

 

「仮に、行為を具えるもののみが、生じさせるものなのである。」といえば。 

 

説く。 

行為を具える、あるいは。 4 

 

「そうではない。」という場合に繋げる。「あるいは。」という言葉は、確定を表

す。 

そこで、行為が無いと説けば、諸縁は、如何様にまさしく行為を具えるもの

であるのか、如何様に識の生じる行為について述べられたかの如く、煮える行

為等の諸事物についても述べられると知りたまえ。 

然れば、行為よりも諸事物は生じることが無いので、「生じる」と述べるもの

                                                   
92 「特性…ない。」：『入中論』第 6 章 57 偈。 
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（言葉）は意味が欠如するとなる。 

 

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

する］ 

ここで言う。「『縁は行為を具える。』という等のこの分析によって、我々に何

が必要か？何故ならば、眼等の諸縁に依拠して識等の諸事物が生じるとなり、

それ故に、眼等はまさしく縁であり、識等もそれらより生じるのである。」 

 

「これも正理ではない。」と説く。 

 

これらに依拠して生じるので、 

それ故にこれらは縁であると言う。 

生じない限り、 

これらは縁ではない。如何様にそうではないのか。 5 

 

「もし『眼等の諸縁に依拠して識が生じるので、これらはその縁である』と

述べるならば、『識』というその結果が生じない限り、これら眼等は縁ではない

と、如何様にならないのか。まさしく縁ではない。」と御考えになられた。砂々

より胡麻油の如く、縁ではないものより生じるのでもない。 

 

「何？以前縁ではなかったものから、何か他の一つの縁に相互関係して縁そ

のものになるのだ。」と主張するならば。 

 

これも適わない。この縁ではないものの縁そのものであると考察する、その

他の縁の縁そのものも、縁が有るならば（縁になるの）である故に、これにつ

いてもまさしくそう分析する。それ故にそれは正しくない。 

 

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

他にも、「これらの眼等を識の縁であると考察するならば、これ（識）は有る

ものか、無いものか？と考えれば、一切の様相において正理ではない。」と説く。 

 

無あるいは有の意味においても、 

縁とは適したものではなく、 

 

「それは何故か」といえば、 
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無ければ何の縁となろうか。 

有るならば縁が何をしようか。 6 

 

無－有るのではない意味に対して、縁であると如何様になろうか。 

 

「仮に、（未来に）起こるだろうから、示すことになる。」といえば。 

 

そのようではない。（何故ならば）仮に、起こるだろうことによって説明しよ

うとすれば、 

「効力無く、この生じるであろうものは、有るのではない。」 

等によって、過失を述べた故である。有るならば－生を既に得た存在について

も、縁が尽く考察されることは、まさしく結果（意味）の無いことである。 

そのように、集まった諸々の縁は結果を生じさせる力が無いので、縁そのも

のではないと説いて、そのもとでそれぞれが縁そのものではないと示そう。 

 

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

ここで言う。「仮に、そのように諸縁はあり得ないともなろうが、そう見ると

しても定義（性相）は近しく示されたことより、縁の成立はまさしく有る。 

そこで、『成立させるとは、因である。』と因縁の定義を述べて、有るのでは

ない石女の子については、定義を近しく示すために、述べることはない。」 

 

もし、その定義が有るとなれば、因縁となるものであるが、有るのではない。

何故ならば、 

 

法（現象）は有と、 

無と有無が成立しない時、 

如何様に成させるものを因といおうか。 

そのようであれば正理ではない。 7 

 

そこで、「成立させるもの」とは生じさせるものであり、もし成立させられる

対象の法（現象）が成立するならば、生じさせるその因によってそれは生じさ

せられるとなるだろうが、成立するのでもない。（何故ならば）有と無と（有無）

双方において、本質が成立することは無い故である。 

そこで有とは、成立するのではない。（何故ならば）存在する故である。無で

もない。（何故ならば）有るのではない故である。有無でもない。（何故ならば）

互いに相反する同義は無い故と、双方に述べた過失となる故である。何故なら
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ば、そのように結果は生じさせられることは無い故に、因の縁も有るのではな

い。それ故に、「定義が有る故に、因縁は有るのである。」と言ったことは－そ

う見るならば正理ではない。 

 

それぞれに否定する＞［所縁縁の定義を否定する］ 

ここで、所縁の縁を否定する為に、 

 

この有る法は所縁が、 

無いのみであると近しく示された。 

仮に、その法は対象とすることが無ければ、 

所縁が有ると何処でなろうか。 8 

 

と説かれた。 

ここで、 

「所縁（対象）と共にある法（現象）は何かといえば、一切の心と心所 

である。」 

という経証より、諸々の心と心所が、何か（色形等の対象）によって何らかの

類として生じさせられる、その色形等の対象が、それらの所縁縁であるならば、

有るものについて考察するのか？無いものについてであるのか？ 

そこで、有るものについては、その所縁縁は意味が無い。（何故ならば）法（現

象である識）が生じさせられる為に所縁を尽く考察するけれど、それ（識）は

所縁の以前にまさしく有る故である。「如何に」、そのように法自らの我性が所

縁無くしてよく成立したならば、これは所縁を具えると考察したことによって、

何をするのか。それ故に、所縁が無いのみである、この心等の有り、存在する

法（現象）を、君達が我欲によって「所縁と共にあるのだ。」と、示したのみに

尽きぬが、これに所縁との関係は僅かにも有るのではない。 

如何に、無において所縁を尽く考察するならば、それも正理ではなく、「この

法は所縁（対象）が無い、のであるのみと近しく示された。」等において、この

ように有ではないものにおいては、所縁と関係が有るのではい。 

「この法は所縁が無い、のである」－「なった」のみであると君が近しく示し

た。「対象と共にある」とは残りの言葉である。 

「如何に？その法は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。」 

というにあたり、「如何に」という言葉は、質問である。「何処でなろうか。」と

は、理由である。然れば意味は、「如何に？そのように有るのではなく存在しな

い法（現象）は、対象とすることが無いならば、また、所縁（対象）が有ると
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何処でなろうか。」とこうなり、「対象とするものが無い故に、対象（所縁）も

無い。」という御考えである。 

如何様に諸々の心と心所は所縁（対象）と共にあるとなろうかといえば、こ

の定義は世俗のものであり、勝義のものではないので、過失は無い。 

 

それぞれに否定する＞［等無間縁の定義を否定する］ 

ここで、等無間縁を否定する為に、 

 

諸法が生じたのでなければ、 

滅は合理にはならない。 

それ故に等無間は正理ではない。 

滅したならば、縁も何ものであろうか。 9 

 

と説かれ、そこで韻文の後半二行は入れ替えて見たまえ。「も」という言葉は「滅

したとしても」と、順次に繋げる。然れば斯くも、「滅したならば、縁も何もの

であろうか。それ故に等無間は正理ではない。」と唱えることになり、その言葉

で説かれたのは、韻文を（綴文法に従って）綴る為である。 

そこで「結果が生じる縁となる、因が滅したばかり」は、等無間縁の定義（性

相）であり、これを分析する。 

芽等、結果となった諸法（現象）が生じたのでなければ、因である種子等が

滅すことは道理にはならない。これがそのようである時、因が滅すことは無い

故に、芽の等無間縁とは何ものであるとなろうか。 

「仮に、結果が生じていなくとも種子が滅すと主張するならば、そう見れば、

種子が滅したならば－無くなったならば、芽の縁も何であり、種子が滅す縁も

何ものであろうか。この二つとも無因となるだろう。」と説くのは、 

「滅したならば、縁も何ものであろうか。」 

という言葉である。「も」という言葉は、「生じることが無い」に相互関係して

おり、然れば芽が生じておらず種子が滅すと主張しても、双方共に無因である

ものとなり、 

「それ故に等無間は正理ではない。」 

という。 

 

あるいは、 

「自よりではない。他よりではない。」 

等によって「生じる（行為）」を否定したけれど、「生じる（行為）」を否定した

ことを考慮されて、 
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「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。」 

と説かれた。 

他にも、 

「滅したならば、縁も何ものであろうか。」 

これについての解説は、まさしく前述のものを繋げたまえ。 

 

それぞれに否定する＞［増上縁の定義を否定する］ 

ここに、増上縁を斥けようと約して説く。種子等、 

 

本性が無い諸事物の 

有は有るのではない故に、 

これが有るのでこれが起こる、 

というこれは合理ではない。 10 

 

ここで「或るものが有るので、或るものが起こるというそれは、その主（増

上）である。」ということが増上縁の定義である。しかし、諸事物は依拠し関係

して起こる（縁起生である）故に本性が無いならば、「これが」と原因そのもの

であると説かれる何かが、何処にあろうか。「これが」と結果そのものであると

示す何かも、何処にあろうか。それ故に、定義（性相）よりも、縁が成立した

ことは有るのではない。 

 

生じさせるものに縁の本性を否定する＞共通に否定する別の方法を示す＞ 

［結果が起こる理由によって縁に本性が有ることを否定する］ 

ここで言う。「織糸等より絨毯等が生じると認めて、織糸等は絨毯等の縁であ

る。」 

 

説こう。絨毯等の結果が起こること自体が有るのでなければ、諸縁の縁その

ものが成立すると何処でなると見えようか（成立することはあり得ない）。 

如何様に絨毯等の結果は起こることが無いかを示す為に、 

 

諸縁のそれぞれと集合に、 

その果はまさしく無い。 

諸縁に無いもの、 

それが縁より如何様に生じようか。 11 
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と説かれた。そこで織糸や、木炭や、織り機の銅や、経糸を渡す木等のそれぞ

れに、絨毯がそれぞれ有るのではない。（何故ならば）それらに認識されない故

と、多くの因によって多くの結果となる背理になる故である。織糸等が集まっ

たものにも、絨毯は有るのではない。（何故ならば）それぞれの支分に無い故と、

一つの結果が断片的に生じる背理となる故である。それ故に結果が無いので、

諸縁は無い。 

 

仮に、それ(結果)は無いとしても、 

それらの縁より生じるとなれば、 

 

と思ったとすれば、縁でない諸物にも、結果は有るのではないので、 

 

縁ではないものの茅草よりも、 

絨毯が何故生じるとならぬのか。 12 

 

それ故に、結果が生じることは無い。 

 

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

ここで言う。｢仮に、結果は他であり、縁も他であるならば、その時に縁等に

結果が有るのか？無いのか？と思惟したとなったが、(縁とは)別の結果は無い。

ならば何かといえば、縁の本性のみである。｣ 

 

説こう。 

 

果が縁の本性であるならば、 

諸縁は自らの本性ではない。 

自らの事物でないものより、如何なる果があろうか。 

それが、如何様に縁の本性となろうか。 13 

 

「もし、『結果は縁の本性であり、縁の様相が変化したものである。』と定義

するならば、それは正理ではない。何故ならば、諸縁も自らの本性ではなく、

縁ではない本質である」という意味である。 

絨毯について「絨毯は、織糸の本性を持つものである。」と述べるならば、も

し織糸が自らの本質として成立したならば、絨毯へと変化するが、それらは部

分の本性である様相の変化であり、本性として成立したことは、有るのではな

い。それ故に、自体の本性ではないそれらを「絨毯」という結果であるものに
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したものが、如何様に織糸の本性となろうか。 

斯くも、 

「絨毯は因より成立するとなり、因も他より成立するとなれば、自らの 

成立が無いもの、それが他を生じさせると、如何様になろうか。」93 

と説かれた。 

 

それ故に縁の本性ではない。 

 

それ故に、縁の本性である結果とは、有るのではない。 

 

「ならば、縁ではない本性になる。」といえば。 

  

縁ではない本性の果は、 

有るのではない。 

 

絨毯が織糸の本性としても無い時、相反する茅草の本性であると如何様にな

ろうか。 

 

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

ここで言う。「結果は無いに尽きるとしよう。縁と縁ではないものの確定は有

る。そのようにも君が、『もし、無い結果も諸縁より生じるならば、諸々の縁で

ないものよりも、何故生じるのではないのか。』と言ったが、絨毯や粗織物とい

う結果が無ければ、織糸や茅草は、まさしく縁と縁でないものとも適さない。

然れば、結果も有るのである。」 

 

説こう。もし結果が有るとなれば、縁と縁ではないものになるだろう。この

ように、結果が有れば「これらはこの縁である。」「これらはこの縁ではない。」

となるが、それも分析したならば、まさしく無い。それ故に、 

 

・・・・・果が無いのであれば、 

縁ではない・縁であると、何処でなろうか。 14 

 

といい、「縁と、縁ではないと」という言葉を要約する。 

                                                   
93 「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） 
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それ故に、諸事物が生じることは有るのではない。 

 

因果の行為対象と行為を考察して法（現象）に本性を否定する＞［了義の教証と合わせる］ 

斯くも『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。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。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。 

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。 

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 

はできぬ。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。」 

等や、その如く、 

「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。 

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。 

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』より解放されると尽く説かれた。解放されて 

多くの有情を解脱せしめた。」 

と、説かれた如くである。 

 

因果の行為と行為するものを考察して法に本性を否定する＞［章の名を示す］ 

阿闍梨月称の御口より綴られた顕句より、「縁を考察する」という第一章の解

説である。 
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「行き来を考察する」という第二章 

 

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

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

［三つの道において行為を共通に否定する］ 

ここに言う。「仮にまた、生を否定したことから、縁起生の特性である「滅は

無い」等が勿論成立はしたけれど、そう見るとしても縁起生は行くことが無く、

来ることは無いと成立せられる為に、『行く』と『来る』の行為が否定される為

に、よく公認された他の道理を、僅かに述べなければならない。」 

 

述べよう。「もし『行く』という一つの確定が有るならば、それが過ぎた道の

様相か、過ぎていないか、歩む（道の様相）であるのか？と考察されようが、

一切の様相において正理ではない。」と説く。 

 

先ず、過ぎた（道）を行かず、 

過ぎていない（道）をも行くことは無い。 

過ぎたと過ぎていない（道）以外に、 

歩む（道）を知るとはならない。 1 

 

そこで、道の様相において「行く行為」が滅したものを「過ぎた」という。

未だ生じていない「行く行為」を「過ぎていない」とするが、現在「行く行為」

が完了することを「歩む」と述べた。 

そこで、行く行為が滅したものである「過ぎた」は、現在の行く行為との関

係性を述べる「歩む」というこの言葉で述べるとすれば、関係が無い故に、先

ず「過ぎた」を「行く。」ということは正しくない。「先ず」という言葉によっ

て、否定する順序を示す。 

「過ぎていない（道）」をも行くのではなく、「過ぎていない」とは、生じて

いない未来の行く行為を述べるが、「行く」とは現在に起こったことであり、そ

れ故に未来と現在に起こることの二つは非常に別であるので、「過ぎていない

（道）」においても「行く」とは正しくない。仮に過ぎていないならば、如何様

に行くのであるか？あるいは行くのであれば、如何様に過ぎていないのか？ 

「歩む」にも「行く」は無い。何故ならば、 

「過ぎたと過ぎていない（道）以外に、歩む（道）を知ることはない。」 

ここで、行く者が超えたとなったその場所は、その過ぎた場所であるが、超

えたとなっていないその場所は、その過ぎていない（場所）である。ならば「過

ぎた」と「過ぎていない」より別に、「歩む」という第三の他の道の様相は見ら
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れない。何故ならば、そのように 

「歩む（道）を知るとはならない。」 

－知るとはならず、了解するとならない故に、「歩む」は有るのではない。それ

故に、それを行く行為が完了するのではなく「行く」のではないので、「歩む」

にも「行く（行為）」は無い。 

 

『何。行きつつある、行く者の足が踏んでいる方向であるそれが、〈歩む〉で

あるともなるのだ。』と思えば。 

 

そのようではなく、足も極微塵1が集まったものである故に、指の先に留まる

極微塵の後方であるものは、その過ぎた範囲に含まれ、足の踵に留まる極微塵

の前方であるものはその過ぎていない範囲に含まれる。極微塵以外の足も有る

のではなく、それ故に、「過ぎた」と「過ぎていない」より別に「歩む」は有る

のではない。そのように足について尽く分析をなした如く、諸々の極微塵につ

いても、東西の側の部分と関係する面から分析したまえ。それ故に、直前での

「生じつつある」の様相として分析したので、「半分過ぎた」となった「歩む」

は正理ではない。それ故に、「『歩む（道）』を『行く』のではない。」と成立し

た。 

 

業を考察して否定する＞「歩く」において行為を特別に否定する＞［対論者を置く］ 

ここで言う。「『歩む』に『行く（行為）』はまさしく有る。ここに、 

 

或る所へ動くことがそこへ行くことであり、 

それも、何故ならば、歩みにおいて、 

動きは過ぎたのではなく、過ぎていないのではない。 

それ故に、歩むに「行く」はある。 2 

 

そこで、『動き（動作）』とは足を上げ下げするという定義を持つものである。

何故ならば、行きつつある「行く者」の動作が有るまさしくその場所に、『行く

（行為）』が有るのであるが、その動作も過ぎた道に有るのではなく、過ぎてい

ない（道）にでもない。しかしながら、『歩む』（道）のみに有るのである。そ

れ故に『歩む』のみに『行く（行為）』が有るのであり、何処かへ『行く（行為）』

が認められるものが『歩む』であるが、それも行為が完了したものである。そ

れ故に『歩む』のみに行く（行為）は有る。 

ここで、一方の『行く』とは認知される意味であり、他（の『行く』）は他の

                                                   
1 極微塵：最も小さな構成要素の粒。地水火風虚空等に分けられる。粒子。 
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場所へ行ったという意味である。」という。 

 

「歩く」において行為を特別に否定する＞それを否定する正理＞ 

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

そのように考察しても「歩む」に「行く（行為）」は無い。」と説く。 

 

「歩む」を「行く」であるとは、 

如何様であれば合理となろうか。 

「行く」が無い時、 

「歩む」に合理は無い故である。 3 

 

ここで君は、まさしく行く行為を具えることから「歩む」と述べようとし、

それにおいても「行く。」と言うならば、ここで「行く行為」は一つであるので、

それによって「道を歩む」と勿論述べることになろうが、「行く。」という言葉

も歩む行為と関係することは正理ではない－それ故に、 

「『歩む』を『行く』であるとは、如何様であれば合理となろうか。」 

とされた。 

理由を述べる。 

「『行く』が無い時、『歩む』に合理は無い故である。」 

「『行く』が無い」とは、「行く（行為）」と離れる（意味である）。「歩む」と

は、「行きつつある」という意味である。御意は、「一つの行く行為は、『歩む』

というそれに必需である故と、第二（の行為）は無い故に、『行く。』というこ

の言葉にも『行く（行為）』が無いことは不合理である時、『歩む（道）を行く。』

と述べられることに、完全な言葉の意味が有るのではない。」という－第二の行

為が無い故に、「歩む」というただこれのみはあり得るが、「行く。」という言葉

に（「行く」は有るの）ではない。 

 

「何。『行く』というまさしくそれと、行く行為が関係する」と主張すれば。 

 

「そう見るならば『歩む』と述べられることに行為との関係が無いので、言

葉の意味はまさしく完全ではない。」と説く。 

 

某の主張では、「歩む（道）を行く」という。 

その「歩む」には、「行く」が無いという 

背理となる。何故ならば、 

「歩む（道）」を「行く」のである故である。 4 
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「歩む（道）を行く。」という対論者の方向であり、「行く行為」が欠如する

「歩む」という名を付けられたものに、「行く行為」が依拠したと主張する対論

者の説においては、「歩む」に「行く（行為）」が無いという背理となり、その

「歩む」は「行く（行為）」と離れるだろう。このように、この「歩む（道）」

を（別ものとして）「行く」である故である。「何故ならば」という言葉は、「こ

のように」という意味である。 

このように、その対論者の如くであれば、「行く。」というその言葉に（行く）

行為が必需である故に、「行く」と離れた「歩む（道）」のみを行くのであり、

それ故に「歩む」において「行く（行為）」と離れる背理となるだろう。 

 

それを否定する正理＞［両方に意味があれば、途方もない背理となる］ 

「何。『歩む』と『行く。』という双方とも行為と関係する」と主張すれば、

そう見るとしても、 

 

「歩む」に「行く」が有るならば、 

「行く」が二つになる背理となろう。 

それが歩むとなったものと、 

そこを行くというものである。 5 

 

或る「行く（行為）」を具えることで、道が「歩む」という言述を得ることに

なるそれが、一つの「行く（行為）」である。その道を行かせる拠所となった「歩

む」においての「行く（行為）」は、二つ目であり、「歩む」に「行く（行為）」

が有るならば、この「行く（行為）」は二つになる背理となる。 

 

「『行く（行為）』は勿論二つある。何の過失があろうか。」といえば。 

 

この過失が有る。斯くも 

 

「行く」が二つになる背理となれば、 

行く者もまた二人となる。 

 

また、「何故行く者が二人になる背理となるのか」といえば。 

 

説く。 
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何故ならば、「行く」が無ければ、 

行く者は合理とはならない故に。 6 

 

何故ならば行為とは、疑いなく行為対象、あるいは行為者でも良いが、自ら

を成立させるものに相互関係したのであるが、この行く行為も行為者に留まる

ものであり、それ故に「行く者」に相互関係したのである。一人の祭祀が行け

ば、第二の行為者がいるのでもなく、それ故に、第二の行為者は無い故に二つ

の行為は無い。それ故に、｢歩む（道）に行く(行為)が有る。｣ということは合

理ではない。 

 

『仮に、この祭司が居ながら話すこともし、視ることもする時、一人の行為

者が複数の行為を具えると見られる如く、一人の行く者に二つの行為が有ると

なる。』と思えば。 

 

そうではない。何故ならば、（行為を）成し得るものが行為者であるが、実在

物ではない。行為が別であるので、それを成させる「成し得るもの」も別に成

立したのであり、「居る行為」によって話す者になるのではない。 

 

もし「一つの実体物である。」といえば。 

 

そのようであるとはしようが、実体物とは行為者ではない。ならば何かとい

えば、（行為を）成し得るものであり、それも別ものであるのみである。 

他にも、単一が同一時に、二つの似た行為の二人の行為者であるとも見られ

ず、それ故に一人の「行く者」に二つの「行く（行為）」は無い。 

 

業と行為者において、行為をそれぞれに否定する＞行為者を考察して否定する＞ 

［行く者が行く（行為）の拠所として有ることを否定する］ 

ここで言う。「仮にまた、勿論そのようであったとしても、しかしながら『祭

祀が行く。』と述べられることから、『行く者』である祭祀に『行く（行為）』を

認めるのだ。それ故に『行く（行為）』はまさしく有る。（何故ならば）『行く（行

為）』の拠所である『行く者』が有る故である。」 

 

述べよう。もし「行く（行為）」の拠所である「行く者」が有るならば、その

ようになるものであるが、それは無い。 

 

「如何様に」といえば。 
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説く。 

 

もし、行く者が無くなれば、 

「行く」は合理ではなくなる。 

「行く」が無ければ、行く者が、 

まさしく有ると、何処でなろうか。 7 

 

「『行く者』無く、拠所の無い『行く（行為）』はない。」と既に説いた。それ

故に、もし「行く者」が無くなれば－斥けられるならば、「行く（行為）」は有

るのではないが、「行く（行為）」が無ければ、因の無い「行く」が有ると何処

でなろうか。それ故に、「行く（行為）」は無い。 

 

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

ここで言う。「『行く（行為）』はまさしく有る。（何故ならば）その面よりそ

れを具えると述べる故である。ここで『行く者』とは『行く（行為）』を具える

のであるが、それを具えることからも行くのである。もし『行く（行為）』が無

くなれば、『行く（行為）』を具えない祭祀を『行く。』と述べることは無く、杖

が無ければ『杖を持つもの』と述べられることは無いが如くである。」 

 

述べよう。もし、「行く。」というこの述ベられるもの自体が有れば、「行く（行

為）」は有るとなるが、それは無い。何故ならば、 

 

先ず、行く者は行かず、 

行く者でないものは行くのではない。 

行く者と行く者でない者より他の 

第三の何者が行くとなろうか。 8 

 

ここで、行きことをするので「行く者」であるが、それは先ず行かない。如

何様に行かないのかは、後の三偈によって示すことになる。「行く者でないもの」

も行かない－「行く者でないもの」とは、行く行為と離れたものであるが、「行

く。」というこの言葉は行く行為を具える者に当たるのである。それ故に、ここ

でもし「行く者」でなければ、如何様に行くのか。しかしながら行くならば、

これは「『行く者』ではない」といいたまえ。 

もし「その二者より別の者が行くのだ。」といえば、そのようではない。何か

について「行く。」と考える、「行く者」と「行く者でない者」以外の「第三の

者」という者も、何があろうか。それ故に「行く（行為）」は無い。 
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行為者を考察して否定する＞［行く者に行く行為を個別に否定する］ 

ここで言う。「『行く者でない者』は行かないが、（行く者と行かない者の）両

者以外の者も行かない。ならば何かといえば、『行く者』のみが行くのである。」 

 

これも有るのではない。何故かといえば、このように、 

 

「行く」が無い時に、 

行く者が合理とならないならば、 

先ず、「行く者が行く。」とは、 

如何様に合理であるとなろうか。 9 

 

「行く者が行く。」というこの言葉において、行く行為はまさしく一つである

が、それによっても、「行く。」と述べられることになる。「行く者」と述べられ

ることにおいては、第二の行く行為が有るのではないので、「行く（行為）無く

行く者」－「行かずに行く者」というものが有るのではない時、「行く者が行く。」

ということは正しくない。「行く。」という言葉がそう（行く行為の意味）であ

るとすれば、「行く者」というこれはあり得ないので、正理ではない。 

 

「何と。『行く（行為）』を具えたことから、『行く者』はまさしく『行く（行 

為）』と共にあるのである。」といえば。 

 

「そうであるとしても第二の行く行為は無い故に、『行く。』と述べられること

が有るとはならない。」と説く。 

 

或る説では、「行く者が 

行く」という。それには、「行く」の無い 

行く者である背理となる。 

行く者が行くと主張する故である。 10 

 

或る対論者の（主張する）「『行く（行為）』をまさしく具えたことより『行く

者』である。」という説であり、「行く者が行く」と主張するそれにおいては、「行

く者」という言葉が「行く（行為）」と共にあるので、「行く（行為）が無く行

く者が行く。」となろう。（何故ならば）第二番目の行く行為は無い故である。

それ故に「行く者が行く。」ということは正しくない。 

「行く（行為）の無い行く者である」2 

                                                   
2 「行く…である。」：『根本中論』第 2 章 10 偈 2 行目~3 行目。 
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というこの文の「行く者」という言葉は、この「行く行為」の意味に置かれる。
3 

「何と。『行く者が行く。』という（〈行く者〉〈行く〉という言葉の）双方と

も、行く（行為）を具えると主張する。」といえば。 

 

そう見るとしても、 

 

もし行く者が行くとなれば、 

「行く」が二つになる背理となる。 

それによって行く者として現れるものと、 

行く者となってから、行くことである。 11 

 

或る「行く（行為）」を具えたので「行く者」と顕現され述べられる一つの「行

く」と、「行く者」となってから行くこと－何か「行く行為」を行うことであり、

これら二つの「行く（行為）」になる背理となろう。「それ故に、行く者が二人

にもなる背理となろう」と、前述の如く過失を述べたまえ。それ故に、「行く。」

と述べられることは無意味になるだろう。 

 

ここで言う。「仮にまた、そのようではあろうが、そう見るとしても『祭祀が

行く。』と述べられることが有る故に、『行く（行為）』は有る。」 

 

そのようではなく、何故ならば、「この者は『行く者』となった者なのか？あ

るいは『行く者でない』者なのか？あるいはその二者より別の者が行くのか？」

というこの分析考察は、祭祀という拠所を持つものである（祭祀を拠所にして

いる）が、一切の様相において合理でもないので、これは凡々である。 

 

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

ここで言う。「行く（行為）は、まさしく有る。（何故ならば）その始めが有

る故である。ここで、祭祀は居ることを捨てて行くことを始めるけれど、存在

するのではない亀の毛の衣は、始めることも無い。」 

 

述べよう。もし、その始めそのものが有れば「行く（行為）」は有るとなるも

のであるが、それは無い。 

 

                                                   
3 「行く…置かれる。：「行く（行為）の無い行く者である」の「行く者」という言葉に、「行

く者が行く」の動詞の部分にある意味が置かれる。 
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過ぎた（道）に「行く」の始めは無く、 

過ぎていない（道）にも「行く」の始めは無い。 

歩む（道）に始めが有るのでなければ、 

何処で「行く」を始めようか。 12 

 

もし「行く（行為）」の始めが有るならば、その時、過ぎた道においてか、過

ぎていない（道）か、歩む（道）において始めるとなるものであるが、そこで

過ぎた（道）においては、「行く（行為）」の始めは無い。「過ぎた」とは、行く

行為が滅したものであるが、もしそこで「行く（行為）」を始めれば、それはま

さしく「過ぎた」にはならない。（何故ならば）過去と現在は相反する故である。 

過ぎていない（道）においても「行く（行為）」の始めは無い。（何故ならば）

「過ぎていない」未来と現在は、相反する故である。歩む（道）においても有

るのではない。（何故ならば）それは無い故と、二つの行為になる背理となる故

と、行為者が二人になる背理となる故である。 

それ故に、そのように一切において「行く（行為）」の始めをご覧にならず、

「何処で『行く』を始めようか。」 

と説かれた。 

 

行為が有る理由を否定する＞［行く所である道が有ることを否定する］ 

如何様に「行く（行為）」が有るのではないかを示す為に説く。 

 

「行く」を始める以前に、 

何処で「行く」を始めるとなろうか。 

歩む（道に）は無く、過ぎた（道に）は無い。 

過ぎていない（道）を行くことが何処にあろうか。 13 

 

このように、祭祀が坐している時、「行く（行為）」を始めることは有るので

はない。（何故ならば）そこで「行く（行為）」を始める以前に、そこで「行く

（行為）」を始めるとなる「歩む道」の様相は有るのではないが、過ぎた（道の

様相）も有るのではない。それ故に、過ぎた（道の様相）と歩む（道の様相）

が無い故に、その二つに「行く（行為）」の始めは無い。 

 

『何と。仮にまた〈行く（行為）〉を始める以前に過ぎた（道の様相）は無く、

歩む（道の様相）も無いとはしようが、そう見るとしても、そこで〈行く（行

為）〉を始めるとなる過ぎていない（道の様相）は有るのであり、そこで〈行く

（行為）〉を始めるとなる。』と思えば。 
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述べよう。 

「過ぎていない（道）を行くことが何処にあろうか。」 

「過ぎていない（道の様相）とは行く行為が未だ生じておらず、行く行為を

始めていないのであれば、『そこで行く（行為）を始める。』というこれは無関

係である。」と説くことは、 

「過ぎていない（道）を行くことが何処にあろうか。」 

というのである。 

 

もしまた、「過ぎた（道の様相）と過ぎていない（道の様相）と歩む（道の様 

相）に『行く（行為）』の始めは勿論無いが、過ぎた（道の様相）と過ぎていな

い（道の様相）と歩む（道の様相）等は有るのであり、『行く（行為）』が無け

れば、これらは適さない。」といえば。 

 

述べよう。仮に、まさしくこれらが有れば、「行く（行為）」は、有るとなる

ものである。『〈行く（行為）〉の始めが有るならば、或る所で行く行為が滅した

それが、〈過ぎた〉と考えられるのであるが、或る所で現在形となったそれは〈歩

む〉であり、或る所で生じていないそれが〈過ぎていない〉なのだ。』と考察さ

れるなら、行く行為の始めそのものが無い時、 

 

「行く」の始まりが一切の様相において、 

現れることがまさしく無いのであれば、 

過ぎたとは何であるか？歩むとは何であるか？ 

過ぎていないとは何であるか？尽く考察したまえ。 14 

 

一切において「行く（行為）」の始めそのものを認めることが無ければ、誤っ

て三時制において考察することを何故するのか。それを述べる因（理由）であ

る「行く」もあり得ない。それ故に、これは正理ではない。 

 

行為が有る理由を否定する＞［行く（行為の）対処が有ることを否定する］ 

ここで言う。「『行く（行為）』はまさしく有る。（何故ならば）その対処が有

る故である。それに対する対処のあるものは有るのであり、光と闇の如くや、

あちらとこちらや、迷いと決定の如くである。『行く（行為）』にも、対処であ

る『住（留まる）』が有るのである。」 

 

述べよう。仮にその対処である「住（留まる）」が有れば、「行く（行為）」が

有るとなるが、それは無い。 
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「如何様に」といえば。 

 

ここで、この「留まる」とは、行く者か？行く者でない者か？その両者より

他の者（が留まるの）であるか？と問えば、「一切の様相において適わない。」

と説く。 

 

先ず、行く者は居らず、 

行く者でない者は居るのではない。 

行く者と行く者でないものより他の、 

第三の何が居るとなろうか。 15 

 

行く者が如何様に居らぬかは、後の偈によって示すだろう。行く者でない者

も居るのではなく、それはまさしく居るのであれば、それに別の「留まる（行

為）」による、如何なる必要性があろうか。「一つの『留まる（行為）』によって

行く者ではないとなるが、他（のもう一つの留まる行為）によって、居ること

になる。」と、「留まる（行為）」が二つになる背理となる故に、留まる者も二人

になる背理となるので、前述の過失の如くなる。行く者と行く者でない以外の

意味も無い。 

 

ここで言う。「行く者でない者は居るのではないが、行く者であり行く者でな

い者より他も居るのではない。ならば何かといえば、行く者そのものが居るの

である。」 

 

そのようではない。何故ならば、 

 

或る時、「行く」が無ければ、 

行く者は合理とならないならば、 

先ず、「行く者が居る。」とは、 

如何様に合理となろうか。 16 

 

「これが居る。」と述べた時、そこに「留まる」と反する「行く（行為）」は

有るのではない。しかし「行く（行為）」が無くとも行く者であると述べること

は有るのではなく、それ故に「行く者が居る。」とは不合理である。 

 

行為が有る理由を否定する＞［最後の止まることを否定する］ 

ここで言う。「『行く（行為）』は完全にまさしく有る。（何故ならば）『止まる
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（行為）』が有る故である。ここで、『行く（行為）』より止まれば『留まる（行

為）』を始めるけれど、『行く（行為）』が無ければ、それより止まるとはならな

い。」といえば。 

 

述べよう。もし、それよりまさしく止まることが有るならば、「行く（行為）」

が有るとなろうが、それは無い。このように、 

 

歩む（道）から止まるとならず、 

過ぎた（道）と、過ぎていない（道）からでもない。 

 

そこで、行く者は、過ぎた道からは止まらない。（何故ならば）「行く（行為）」

が無い故である。過ぎていない道からでもない。（何故ならば）「行く（行為）」

がまさしく無い故である。 

歩む道からも止まらない。（何故ならば）それは認識されない故と、行く行為

が無い故である。それ故に、「行く（行為）」より止まることは無い。 

 

行為が有る理由を否定する＞［留まる理由を否定する］ 

ここで言う。「仮に、『行く（行為）』の対手となる『留まる（行為）』は無い

ので『行く（行為）』が無いならば、そう見るならば『行く（行為）』が成立さ

れる為に『留まる（行為）』を成立させようではないか。それが成立したので、

『行く（行為）』は成立したのである。それ故に、『留まる（行為）』はまさしく

有る。（何故ならば）対手が有る故である。 

『留まる（行為）』の対手とは『行く（行為）』であるが、それは有るのだ。

それ故に、『留まる（行為）』は有るのである。（何故ならば）対手が有る故であ

る。」といえば。 

 

これも適わず、このように、 

 

「行く」と、「入る」と、 

「止まる」も、「行く」に等しい。 17 

 

「ここで『留まる（行為）』が成立されられる為に挙げられた『行く』である

ものは、『行く（行為）』と等しく、『行く（行為）』に対する批判と類似する。」

という意味である。斯くも 

「先ず、行く者は行かず、」4 

                                                   
4 「先ず、行かず、」：『根本中論』第 2 章 8 偈。 
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等によって、「行く（行為）」が良く成立させられる為に、まさしく理由として

挙げられた「留まる」に対して批判を述べた如く、ここでも、「留まる（行為）」

が成立させられる為にまさしく理由として挙げられた「行く」についても、「先

ず、留まる者は行かず、」等の二偈に読み方を変えて、批判を述べたまえ。 

然れば、「行く（行為）」が無いところにそれは無いので、対手である「留ま

る（行為）」も無い。そのように、先ず（「留まる」を成立させる）「行く」は、

「行く（行為）」に類似すると明らかにしたまえ。 

 

『何と。〈留まる（行為）〉とはまさしく有る。（何故ならば）その始めが有る

故である。ここで〈行く（行為）〉を捨てて〈留まる（行為）〉を始めることに

なるが、始めであるそれも、有ると如何様にならないのか。』と思えば。 

 

述べよう。「入る」もまた「行く（行為）」と等しいと述べたまえ。そこで、

斯くも前述で、 

「過ぎた（道）に『行く』の始めは無く、」5 

等によって「行く（行為）」の始めを否定した如く、ここでも「留まる所に『留

まる（行為）』の始めは無く、」等によって三偈の言葉を入れ替えて、「留まる（行

為）」に入ることについても、「行く（行為）」と等しく斥けたまえ。 

 

『何と。〈留まる（行為）〉とは、まさしく有る。（何故ならば）それより止ま

ることが有る故である。ここで、祭祀が留まってから、〈留まる（行為）〉より

止まるなら、〈行く（行為）〉を始めるとなり、もし〈留まる（行為）〉が有ると

ならなければ、それより止まることも無い。』と思えば。 

 

説こう。仮にその「止まる」が有るとなれば「留まる」が有るとなるが、そ

れは無い。何故ならば「止まる」も「行く」と等しく、「留まる（行為）」より

止まることも、「行く（行為）」より止まることと等しく斥けられるものである。 

如何様に「行く（行為）」を否定するかというと、 

「歩む（道）から止まるとならず、過ぎた（道）と、過ぎていない（道） 

からでもない。」6 

と、「行く（行為）」に対する批判を述べた如く、「留まる（行為）」を否定する

においても、「留まりつつある所から止まるとならず、留まった所と、留まらな

い所からでもない。」と、「行く（行為）」と批判は類似しており、それ故に「留

まる（行為）」は無い。それが無いので、「『行く（行為）』の対処である『留ま

                                                   
5 「過ぎた…無く、」：『根本中論』第 2 章 12 偈。 
6 「歩む…ない。」：『根本中論』第 2 章 17 偈。 
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る（行為）』が有る」と言う者達が「行く（行為）」を成立したと何処でなろう

か。それ故に、「行く（行為）」は一切の様相においてまさしく無い。 

 

業と行為者において、行為をそれぞれに否定する＞行為を考察して否定する＞ 

［「行く者」と「行く（行為）」において、同一か別かと考察して否定する］ 

他にも、「もし行く者が有るとなれば、それは行く者より別にか、不別に有る

有るとなるものであるが、尽く分析すれば一切の様相において有るのではない。」

と説く。 

 

その「行く」と行く者は、 

そのものであるとも適わない。 

「行く」と行く者は、 

まさしく他であるとも適わない。 18 

 

また、「如何様に適さないのか」といえば。 

 

説く。 

 

もし、「行く」であるもの、 

そのものが行く者であるとなれば、 

行為者と行為そのものも、 

全く同一になる背理となる。 19 

 

行く行為であるそれが、もし行く者より不別となるならば、その時、行為者

と行為もまさしく同一となるだろう。それ故に「これは行為だ。」「これは行為

者だ。」という違いにもならないが、切る行為と切る者は同一でもなく、それ故

に、「『行く（行為）』であるそれは『行く者』である。」としてはならない。 

「行く（行為）」と「行く者」がまさしく他であることも、如何様に無いのか

を示す為に説く。 

 

もし、「行く」と行く者が、 

まさしく他であると尽く考察すれば、 

行く者の無い「行く」と、 

「行く」の無い行く者となろう。 20 

 

もし、「行く者」と「行く（行為）」がまさしく他であるとなれば、その時、「行
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く（行為）」に相互関係していない「行く者」となる。壺から絨毯のように、「行

く者」ｎ相互関係なく他として成立した「行く（行為）」が認められることにな

るが、行為者より別個に成立した「行く（行為）」を捉えることも無いので、「『行

く（行為）より行く者はまさしく他である。』ということは正しくない。」とい

うこれを、良く証成したのである。それ故に、斯くも、 

 

まさしく同一事物か、 

まさしく他事物として、 

成立したものが有るのでなければ、 

その二つが成立したことは、如何様に有ろうか。 21 

 

「行く（行為）」と「行く者」であるものに、斯くも説かれた方法で、同一本

質か、他である本質の成立が如何様にも有るのでなければ、その二つは他の如

何なる様相として成立したとなろうか。まさしくそれ故に、 

「その二つが成立したことは、如何様に有ろうか。」 

と説かれ、『〈行く（行為）〉と〈行く者〉の二つが成立したことは無い。』とい

う御考えである。 

 

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

ここで言う。「ここに、『行く者である祭祀が行く。』とは、世間で公認されて

いる。そこで『言説者が言葉を言う。』『行為者が行為をする。』と斯様に公認さ

れた如く、『それによって行く者であると顕かにする、その〈行く〉が行く。』

というものでもあるので、斯くも述べられた過失にはならない。」 

 

これも有るのではなく、何故ならば、 

 

或る「行く」によって、行く者であると顕かになる、 

その「行く」は、行くのではない。 

 

「行く者」になった、「行く者である祭祀」であると顕かにする、その「行く」

は、行くのではない。「そうであるとならない」あるいは「行為するものではな

い」という意味である。このように、 

 

何故ならば、「行く」の以前には無い。 

 

その「行く（行為）」の以前とは、それが行く以前である。もし「行く（行為）」
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以前に「行く者」が成立したならば、それはそこへ行くとなるものである。 

「如何様に」といえば、何故ならば、 

 

何が何処へ行くとなろうか。 22 

 

或る祭司が、（彼とは）別他の意味である或る村や街へ行くと見られるならば、

その如く、或る「行く（行為）」によって「行く者」と述べる以前に、それが行

くとなる何か、「行く（行為）」に相互関係しない「行く者」とは、有るのでも

ない。 

 

『如何に。或る〈行く（行為）〉によって〈行く者〉であると顕かになる、ま

さしくそれは、ここで〈行く〉ではなく、ならば何かといえば、それより他の

ものが行く。』と思えば。 

 

これも有るのではなく、何故ならば、 

 

或る「行く」によって、行く者であると顕かになる、 

それより他が行くのではない。 

何故ならば、一人だけの行く者において、 

「行く」が二つとは不合理である。 23 

 

行く者となったそれ－或る「行く（行為）」によって「行く者」であると顕か

にするそれ（「行く（行為）」）より他も、行くのではない。（何故ならば）二つ

の「行く（行為）」になる背理となる故である。 

それによって「行く者」であると顕現させる「行く（行為）」と、「行く者」

になってから「他の何かが行く。」という－この「行く（行為）」が二つになる

背理となるが、一人の「行く者」に二つの「行く（行為）」も無いので、これは

正しくない。 

これによって、「言説者が言葉を言う。」や、「行為者が行為をする。」という

ことも斥けるのである。 

 

詳細に説く＞［業と行為者において、行為を共通に否定する］ 

それ故にそのように、 

 

行く者であるとなった者は、 

三様相の「行く」を、行くことをしない。 
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そうではないとなった者も、 

三様相の「行く」を、行くことをしない。 24 

そうであり、そうではないとなった者も、 

三様相の「行く」を、行くことをしない。 

 

そこでここに、行かれるもの（対象）から、「行く」という。そこで「行く者

になった者」は、行く行為を具える者である。「行く者ではないとなった者」は、

行く行為と離れる者である。「（行く者）であり（行く者）でないとなった者」

は、両方の本質である者である。その如く「行く」も、行く行為と関係する面

から三様相であると知りたまえ。 

そこで、「行く者」であるとなった者は、「そうである」と「そうではない」

と「そうであり、そうではない」の、三様相の「行く」において行くことをし

ない。これも、「業と行為者を考察する（第八章）」より説くとなるだろう。そ

の如く、「『行く者ではないとなった者』も、三様相の『行く』を行くことはし

ないが、『（行く者）であり、（行く者）ではないとなった者』も、（行くことを）

しない。」と、まさしくそれ（第八章）より示すとなるだろう。 

 

章の著述を説く＞［まとめ］ 

何故ならば、そのように尽く分析したならば、「行く者」と「行かれるもの（道）」

と「行く（行為）」は有るのではなく、 

 

それ故に、「行く」と行く者と、 

行かれるもの（道）も、有るのではない。 25 

 

という。 

 

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＞［了義の教証と合わせる］ 

斯くも『聖阿差末菩薩経』より、 

「尊者舎利子よ。『来る』というそれは、集める言葉である。尊者舎利子 

よ。『行く』というそれは、斥ける言葉である。それに集める言葉が無く、 

斥ける言葉が無いところに、来ることも無く、行くことも無い。来ると 

行くが無いことが、聖者方の『行く』である。」 

と説かれた如くである。もし、種子そのものが芽へ転移するのであれば、それ

は種子であり芽ではないことと、恒常である過失の背理になるだろう。あるい

は芽が他から来るならば、無因である過失の背理になるが、無因とは生じるの

でもなく、ロバの角の如くである。まさしくそれ故に、世尊も 
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「種子が有れば、芽はかの如くであり、種子であるものは、芽そのもの 

ではない。それより他ではなく、それでもない。そのように恒常ではな 

く、断滅ではなく、法性である。」 

ということや、 

「印章より印章の凸部は映るけれども、その印章が移行したと認められ 

ることも、有るのではない。そこにそれは無く、他にではない。そのよ 

うに有為は、恒常が無く、断滅が無い。」 

ということや、 

「鏡面や穀物油の諸々の器を、化粧した女性が見たならば、その幼子は 

それに欲望を起こし、欲望を満足させる為にも、酷く走り回る。（女性の） 

面は、そこにも移るのではなく、映った面影には、全く（女性の）面は 

見つからない。それらの蒙昧な者達が欲望を生じさせられるように、一 

切法（現象）はその如く知りたまえ。」 

と説かれた。 

斯くも『三昧王経』よりも、 

「その時、悪業無く十力を具えた、その勝者はこの最高の禅定を説かれ 

る。有（輪廻）の衆生は夢のようであり、ここに誰も生まれず、死ぬこ 

とは無い。有情である人や、命者も見出さず、これらの法（現象）は、 

水面の泡や浮き木に似ている。幻のようで虚空の稲妻に似ており、水面 

の月に似て逃げ水の如くである。幾らかの人がこの世間でも死んで、他 

の世間へ移行して行くことは無いけれども、為された業はいつ時も無駄 

にはならない。輪廻であろうとも白黒（の業）の果は熟す。恒常として 

ではなく、断滅するとならず、業を積んだことは無く、留まることも無 

い。それも、為して（結果に）触れるとならないのではない。他者が為 

した（業の結果）を（自らが）感受することも無い。移行することは無 

く、後に再び来ることは無い。一切は有るのではなく、無いのでもない。 

ここで見解の在処に入り込むことは、清浄ではない。有情の行いは優れ 

て寂静であり、入り込むことは無い。三有（界）は夢に似て、精髄が無 

い。速やかに壊し、無常で幻の如くである。来ることは無く、ここより 

行くことも無い。流れは常に空虚で、無相である。如来の享受される境 

である、勝者の功徳とは、無生、寂静、無相の居処である。力と諸々の 

陀羅尼と、十力の力。これは仏陀が迦楼羅の如くである最高の性質であ 

る。最勝の善法である功徳を積まれ、功徳と智慧と陀羅尼と最勝力と、 

神変と最勝の変化と、最勝の五神通を得られた聖者の仕方である。」 

と、詳細に説かれた如くである。その如く、 

「『長老達よ。何処へ行くのか？何処から来たのか？』 
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彼らが言った。『尊者須菩提よ。何処へも行くことは無く、何処からも来

ることは無い故に、世尊が法を示されました。』」 

と説かれた。 

 

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

阿闍梨月称の御口より綴られた顕句より、「行き来を考察する」という第二章

の解説である。 
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「根を考察する」という第三章 

 

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

境）に法我を否定する＞章の著述を説く＞［対論者を置く］ 

ここに言う。「仮にまた、『行く（行為）』と『行く者』と『行かれる（道）』

が存在することは無いとはしようが、そう見るとしても、善説より良く成立し

たことに相互関係して、『視る者』と『視られる対象』と、『視る』等は有ると

承認しなければならない。 

斯くも阿毘達磨1より、 

 

『〈視る〉〈聴く〉〈嗅ぐ〉と、 

〈経験する〉〈触れる〉〈意〉は 

六根であり、それらの 

享受対象は、視られる対象等である。 1』 

 

と説かれた。それ故に、『視る』等は、本性として有るのだ。」 

 

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

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

ことを否定する＞自らを視ないという理由によって否定する＞［理由を挙げる］ 

（それらは本性として）有るのではなく、ここで眼とは、視るので「視るも

の」であるが、色形とはまさしくその対象であると良く示された。 

如何様に、視るものは色形を視ないかを示す為に説く。 

 

「視る」自らの我性とは、 

それをまさしく視るのではない。 

自らを視ないもの、 

それが他を如何様に視ようか。 2 

 

そこで、その視るものは、自らの我性をまさしく視るのではない。（何故なら

ば）自らの我性に対して行為することは矛盾する故である。それ故に、自らの

我性を視ない故に、耳等の如く青色等をも視ないことになる。それ故に、視る

ものは有るのではない。 

 

 

                                                   

1 阿毘
あ び

達磨
だ つ ま

：釈尊入滅後、龍樹生誕時に興隆していた部派仏教、毘婆沙部の教え。 
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自らを見ないという理由によって否定する＞［不確定因を斥ける］ 

もしまた、｢視るものは自らの我性を視ないとはしようが、それでも他を視る

のであり、例えば火の如くである。このように、火とは他である我性のみを焼

くことをするが、自らの我性を(焼くの)ではない。その如く、視るものも他の

みを視るけれど、自らの我性を（視るの）ではない。｣といえば。 

 

これも正理ではない。何故ならば、 

 

「視る」が良く成立させられる為に、 

火の例をあげることはできない。 

 

視るものが良く成立させられる為に、君が火の例を提示したことによっては

（証成することは）できない－「不可」や「効力が無い」や「正しくない。」と

いう意味である。何故ならば、 

 

過ぎたと、過ぎていないと、歩むによって、 

それには、「視る」と共に返答しよう。 3 

 

視るものと一緒に留まるので、「視るものと共に」である。君によって「視る

もの」が良く成立させられる為に例が挙げられたことに対しても、本義である

「視るもの」についてと一緒に返答した－批判したのである。「何によって」と

いえば、 

「過ぎたと、過ぎていないと、歩むによって」 

と説かれ、「何故ならば、過ぎた（道）を行かず、過ぎていない（道）をも（行

くの）ではないけれど、歩む（道）を（行くの）ではないように、火も焼けた

ものを焼かぬが、焼いていないものも焼かない。」等によって、等しく述べたま

え。 

また、過ぎた（道）と、過ぎていない（道）と、歩む（道）を行かぬが如く、

先ず「『視た（もの）』を視ず、『視ていない（もの）』も視るのではない。『視た

（もの）』と『視ていない（もの）』以外に、『視つつある（もの）』を知るとは

ならない。」等と述べたまえ。 

斯くも、 

「先ず、行く者は行かず、」2 

等を説かれた如く、「先ず、焼く者は焼かず、」等と述べられるべきであり、そ

の如く「先ず、視る者は視ず、」等によって、火の例と一緒に「過ぎた（道）」「過

                                                   
2 「先ず、･･･行かず、」：『根本中論』第 2 章 8 偈。 
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ぎていない（道）」「歩む（道）」と等しく批判する故に、「火の（例の）ように、

視るものが成立した。」ということは正しくない。それ故に「視るものは自らの

我性の如く、他をも視るのではない。」というこれが、成立したのである。 

 

自らを視ないという理由によって否定する＞［意味を要約する］ 

そうである時、 

 

僅かにも視ない時には、 

「視るもの」ではない。 

視るので、「視るもの」であるという、 

それが如何様に正理となろうか。 4 

 

そのように、僅かにも視ぬことによって、視るものではない時、視ないもの

がまさしく視るものであるとは正しくない故に、「視るので、視るものである。」

と述べることは正理ではない。（例えば）柱等の如くである。 

仮にまた、韻文の綴文法に従って「視るものではない。」という直後に「視る

ものは、視ることによってであると、」と唱えることもあろうが、そう見ても説

明する時には 

「視るので、視るものであるという、それが如何にして正理となろうか。」 

と唱えたまえ。 

 

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

他にも、ここで「視るので、視るものである。」と述べれば、視る行為と眼は、

視る本性を持つものか、視る本性を持つのではないものか、何れと関係すると

考えるのか？「双方のようにも適さない。」と説く。 

 

「視る」は、「視る」そのものではなく、 

「視る」でないものは、まさしく視ない。 

 

「先ず、『視る』本性を持つ、視る行為を具えるものは、再度『視るので』と

いって、行為と関係することは不合理である。（何故ならば）視る行為が二つに

なる背理となる故と、『視ることをするもの』が二つになる背理となる故である。

『視る』本性を持つのではないものも、視ない。（何故ならば）視る行為と離れ

る故に、例えば指先の如くである。」というお考えである。そのように、 

「視る（もの）は、『視る』そのものではなく、『視る』でないものは、 

まさしく視ない」 
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という時、 

「視るので、視るものであるという、それが如何様に正理となろうか。」
3という、まさしくこれに繋げたまえ。 

 

或る者は、『生じつつある単なる主体であるこれは、行為無くして生じるので、

滅したとしても、対象を少しも視ない。（何故ならば）行為が無い故である。そ

れ故に、〈視るものは視ない。〉というこれは（既に）成立しているものを（再

度）成立させるものである。』と思惟する。 

 

これに述べよう。もし、世俗名称の支分となった行為が無ければ、その時単

なる主体も無くなるだろう。（何故ならば）行為と離れる故に、虚空の花の如く

である。然れば、行為と離れた単なる主体であると理解されると、何処でなろ

うか。 

それ故に、「もし世俗諦であるならば、単なる主体の如く、行為も承認する。

しかしながら真如を思惟するならば、行為の如く単なる主体も有るのではない。」

と承認したまえ。 

斯くも『四百論』より、 

「行為を具える恒常は無い。全く行く（もの）に行為は無い。行為が無 

いとは無に等しい。無我を、君は何故好まないのか。」4 

と説かれた。それ故に、他派のこの論法は（自派を）傷つけるものではないが、

我々にとって既に成立しているものを（再度）成立させる過失ともならない。 

 

視る行為者を否定する＞［我か識が視る行為者であることを否定する］ 

ここで言う。「『視るので、視るものである。』と行為者を成立させることは承

認しない。ならば何かといえば、『これが視ることをするので、視るものである。』

と、行為するものを証成するのである。然れば、かように述べられた過失とな

る背理にはならない。行為するものとなるこの『視る（もの）』によって、視る

ことをするそれが『視る者』であるが、これも識、あるいは我でも構わないが、

（それは）まさしく有る。行為者が有ることからも、『視る（もの）』が成立し

たのである。」 

 

 

述べよう。 

 

                                                   
3 「視る･･･なろうか。」：『根本中論』第 3 章 4 偈。 
4 「行為を･･･ないのか。」：『四百論』第 10 章 17 偈。 
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「視る」そのものによって、視る者も、 

解説されたと知りたまえ。 5 

 

そこで斯様に、 

「『視る』自らの我性とは、」5 

等によって「視る（もの）」に対して批判を述べた如く、視る者についても、「視

る（もの）」についてと類似していると知りたまえ。このように、「視る者自ら

の我性とは、『視る（もの）』によって、まさしく視るのではない。自らを視な

いもの、それが他を如何様に視ようか。」等によって述べられる。それ故に、「『視

る（もの）』の如く、視る者も有るのではない。」と成立した。 

 

ここで言う。「視る者はまさしく有る。（何故ならば）その行為対象と行為す

るものが有る故である。ここで、無いものには行為対象と行為するものは無く、

例えば石女の子の如くである。行為者においては、行為するものである『視る

（もの）』と、『視られる対象』である行為対象も有るのであり、それ故に切る

者の如く行為対象と行為するものが有る故に、視る者もまさしく有るのである。」 

 

述べよう。「視られる対象」と「視る（もの）」は、まさしく有るのではない。

それ故に、視る者が有ると何処でなろうか。「視られる対象」と「視る（もの）」

は視る者に相対関係しているが、それも確かに分析すれば、 

 

捨てていない視る者は有るのではなく、 

「視る」を捨てたとしてもである。 

 

ここで、「視る者」という何かが有るならば、それは「視る（もの）」との相

対関係と共に有るとなるか？相対関係が無いとなるか？ 

そこでもし、「視る（もの）」との相対関係と共にあることを捨てていない「視

る者」を主張するならば、その時、成立したものか、成立していないものが「視

る（もの）」に相互関係することになるが、そこで成立した「視る者」は「視る

（もの）」に相互関係するのではない。成立してから、「視る者」も「視る（も

の）」に相互関係して何をするのか。成立したものは、再度成立させられるもの

ではない。 

 

「何。成立していない視る者が、『視る（もの）』に相互関係したのである。」

といえば。 

                                                   
5 「視る･･･とは、」：『根本中論』第 3 章 2 偈。 



83 

顕句論［第 3 章］ 

 

 

成立していない故に、石女の子の如く、「視る（もの）」に相互関係したこと

は無い。 

そのように先ず、捨てていない－「視る（もの）」に相互関係して、視る者に

なったことは無いのである。 

「視る（もの）」を捨てた視る者も成立しない。（何故ならば）「視る（もの）」

に相互関係が無い故であり、それは前述した。 

 

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

それ故に、そのように「視る（もの）」を捨てたか、捨てていない視る者が有

るのではない時、 

 

視る者が無ければ、それら視られる対象と、 

「視る」が何処にあろうか。 6 

 

視る者が無ければ、因が無い「視られる対象」と「視る（もの）」はあり得な

いので、それらが有ることから視る者が成立したと、何処でなろうか。 

 

ここで言う。「『視られる対象』と『視る（もの）』は、まさしく有る。（何故

ならば）それらの結果が有る故である。そこで、 

『斯くも、父や母に、依拠して子は生まれるという如く、眼と色形に依 

拠して、識は起こると説かれた。』6 

というが、『視られる対象』と『視る（もの）』に依拠して識が起こるが、三つ

が集まったことより有漏7の触が起こり、触と一緒に起こるものが受である。そ

してその縁（条件）によって愛（が起こるの）である。そのようであれば、『視

られる対象』と『視る（もの）』という因を持つ輪廻の四支分は、有るのであり、

それ故に、それらの結果が有る故に、『視られる対象』と『視る（もの）』の二

つは有る。」8 

 

                                                   

6 『父と…説く。』：ツォンカパ著『正理の海』より。「ここで、『斯くも、父や母達に・・・』 

と、挙げられた一偈の韻文は、インドの他の三註釈論書には無く、この註釈においても、 

それについて説明をなさらない。観世音戒が『根本中論』に四百四十九偈あると説かれ 

たこととも合わないので、誤版より訳したと明らかである。」 

7 有漏
う ろ

：輪廻に落ちる原因となるもの。 
8 「『視る･･･有る。」：十二縁起と関係した対論者の主張。十二縁起とは、輪廻に生を受け 

る十二段階。無明・行・識・名色・六処・触・受・愛・取・有・生・老死。 
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述べよう。もし、識等のまさしく四支分が有れば、その二つは有るとなるが、

（それらは）有るのではない。このように、 

 

視られる対象と「視る」は無い故に、 

識等の四支分は、 

有るのではない。 

 

ここで、「視る者は無いので、『視られる対象』と『視る（もの）』の二つも無

い。」と既に述べた。それ故に、識と触と受と愛という、識等の四支分が有ると、

何処でなろうか。それ故に、識等は無い。 

 

ここで言う。「それらはまさしく有る。（何故ならば）それらの結果が有る故

である。ここで、『愛という縁によって取』等によって、取と有と生と老死等は、

識等の四支分より生じる。それ故に、識等は有る。（何故ならば）それらの結果

が有る故である。」 

 

述べよう。もし、識等の四支分が有れば、取等が有るとなろうが、「視られる

対象」と「視る（もの）」が無いので識等の四支分は有るのではない時、 

 

・・・・近取等が、 

如何様であれば有るとなろうか。 7 

 

「近取等は有るとはならない。」という意味である。 

 

それを批判する＞［その正理を他にも適用する］ 

ここで、残りの諸々の感覚器官の解説が、「視る（もの）」（の解説）に似て類

推される為に、 

 

「視る」によって、「聴く」と「嗅ぐ」と、 

「経験する」と「触る」と「意」において、 

聴く者と、聴かれる対象等を、 

解説されたと知りたまえ。 8 

 

と説かれた。 
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處（六根六境）に法我を否定する＞［了義の教証と合わせる］ 

世尊が、 

「眼が諸々の色形を見ず、意が諸法を知らず、何処かへ世間は入らない。 

これは、最勝の真実である。何処かに縁が集まることによって見られる 

と、導師が良く示された、その居処を勝義であると捉えることは、思い 

込みに通じることになる。」 

と説かれたものや、その如く 

「眼と色形に依拠して、眼識がここに生じようとも、色形は眼に依拠し 

たのではない。色形は眼に移ったのでもない。無我であり、美しくない 

これらの法（現象）を、再度、我であり美しいと思い込む。無に誤った 

分別をして、それより眼識が起こる。識が滅し、起こることから、識が 

尽き、増上すると見られる。何も行き来は無く、空であり、幻に似てい 

ると、瑜伽行者は見る。」 

と説かれた。 

その如く、『優波離請問経』よりも、 

「眼とは、一切を具えれば見るとなり、眼が諸々の色形を見ることも、 

夜に諸縁が揃わなければ見るとはならぬ。それ故に、『具有』と『離』と 

は妄分別である。眼は現れに依拠して、快い、あるいは不快な様々な形 

色を見るので、そのように現れに依拠して見るので、それ故に、眼がい 

つ時も見ることは無い。快い音声とされるものは、それも、いつ時も内 

に入ったことは無い。それが行くことは対象（認識されるもの）として 

有るのではなく、分別（概念作用）の力によって諸々の音声は起こるの 

だ。」 

と説かれた。その如く、 

「歌や踊りや楽器の音も、捉えられる対象ではない。夢のようであると 

知らぬ者にとっては蒙昧と執着の因となる。全くの思い込みに執する無 

知な者達は見失い、煩悩の奴隷である幼き者の如く、我はなっていない 

か？」 

と説かれた。 

 

處（六根六境）に法我を否定する＞［章の名を示す］ 

阿闍梨月称の御口より綴られた顕句より、「根を考察する」という第三章の解

説である。 
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「蘊を考察する」という第四章 

 

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

［他の意味として有るものに因果を否定する］ 

ここに言う。「もし、そのように諸々の根（感覚器官）が無くとも、五蘊1は否

定されていない故と、諸根もその範囲に収められた故に、それらも有ることに

なる。」 

 

述べよう。もし、諸蘊が有ればそのようになるものであるが、それらは無い。 

そこで、色蘊（物質の集積）の場合とされて説く。 

 

物質の因に結ばれず、 

物質を認識するとはならない。 

物質というものに結ばれず、 

物質の因も現れない。 1 

 

そこで、物質とは所造（構成物）である。その因とは、四大2である。それら

より別であり他となった所造（構成物）である物質とは、壺から絨毯のように、

認識されるとはならない。「物質」というものに結ばれず－物質より他となった

物質の因も認識されるとはならない。 

この二つの主張命題を、良く証成しようと約して説く。 

 

物質の因に結ばれず、 

物質であるならば、物質とは無因であるという 

背理となる。如何なる意味であろうとも、 

無因であるものは何処にも無い。 2 

 

壺より別の意味となった絨毯は、壺という因を持つものではないが如く、物

質の因である大（構成要素）より別となった所造（構成物）の物質を主張する

としても、大（構成要素）の因を持つものとはならず、無因を持つものとなる

                                                   

1 蘊
うん

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

間には五蘊
ご う ん

が具わる。 

五蘊とは色蘊
しきうん

（姿かたちの集積）・受蘊
じゅうん

（感受作用の集積）・想蘊
そううん

（識別作用の集積）・行蘊
ぎょううん

 

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

これに含まれる。）・識蘊
しきうん

（知覚作用のうち主体となる知覚の集積）の五つ。 
2 四大：地水火風の四つの基本構成要素。 
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が、無因である意味（もの）は、何処にも有るのではない。それ故に、無因で

ある背理となる故に、物質の因に関わらない物質は、承認されるものではない。 

ここで、物質に結ばれず物質の因も如何様に無いのかを示す為に説く。 

 

もし、物質に結ばれず、 

物質の一つの因が有るならば、 

果の無い因となるけれど、 

 

もし、結果の物質に関わらない物質の因が一つ有るとなれば、その時、絨毯

より別として成立した銅盆が、絨毯である因を持つものではないが如く、結果

より別であると主張される因も、因が無くなることになる。因がまさしく因で

あるとされる因とは、結果が入ることであるが、まさしく別として成立した故

に、結果に相互関係しない因より、結果が入ることは有るのではない。 

結果の無い因であるものは、無因を持つものである故に、虚空の花のように

無そのものである。」と説かれ、 

 

果の無い因は無い。 3 

 

という。 

 

色蘊が本性として有ることを否定する＞［有無と似不似に因果を否定する］ 

「他にも、この物質の因を主張するならば、物質が有るならば因そのもので

あると主張するのか？無ければ（因そのものであると）主張するのか？と問え

ば、双方の如くであっても不合理である。」と説く。 

 

物質が有るとしても、物質の 

因も、まさしく合理にはならない。 

物質が無くとも、物質の 

因も、まさしく合理にはならない。 4 

 

そこで、物質が有れば－存在するならば、物質の因による必要性は、何があ

ろうか。無くとも－物質が有るのではないとしても、物質の因による必要性は、

何があろうか。または、それは何の因であると考察されようか。それ故に、物

質が無くとも、物質の因は合理にならない。 

 

『何と。もしまた、そのように物質の因はあり得ないこともあろうが、そう
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見るとしても結果の物質は有る。それが有ることより、因も有るとなる。』と思

えば。 

 

もし、結果の物質が有ればそのようになるけれど、有るのでもなく、何故な

らば、 

 

因の無い諸々の物質は、 

理に適わない。まさしく適わないのである。 

 

物質の因が如何様に無いかは既に説いた。因が無ければ、無因の結果の物質

が、何処にあろうか。「適わない。まさしく適わないのである。」という確定と

共にあるこの二つの否定によって、無因であるとの言説は、非常に下等である

と示された。何故ならば「そのように物質を尽く分析したならば、一切の様相

において無い故に、真如をご覧になる瑜伽業者は、 

 

物質についての分別を 

何も考察することはない。 5 

 

可触と不可触や、可視と不可視や、過去と未来や、青や黄等の物質を対象と

する如何なる概念作用も、考察されるに適さない。」という意味である。 

 

他にも、これを物質の因であると主張するならば、似た結果を成立させるの

か？似ていないものを成立させるのか？ 

「双方の如くとも不合理である」と説く。 

 

因に似た果という 

ものは合理ではなく、 

因に似ていない果という 

ものも合理ではない。 6 

 

そこで、物質の因とは、硬や湿や暖や動の本質であるが、所造（構成物）で

ある内的我性の眼等は、眼識等の拠所である透明な物質の我性をもつものであ

る。 

外界の色形等の處は、眼識等によって認識される対象である定義を持つが、

大（基本構成要素）の本性を持つものではない故に、別々の定義を持つもので

あるので、涅槃の如く因果の二つにまさしく類似が有るのではない。それ故に
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「因に似た果」というものは合理ではない。稲の種子等、類似する諸物に、互

いに因果の事物は見られない、この故にも、「因と似た果」というものは合理で

はない。 

「因と似ていない果」というものも合理ではない。（何故ならば）「別の定義

である故に、涅槃の如くである。」という御考えである。 

 

章の著述を説く＞［その正理を他に適用する］ 

「斯様に、この物質を尽く分析したならば、一切の様相において不合理であ

る如く、受等もである。」と類推する為に説く。 

 

受と想と行と、 

心と一切事物も、 

様相は一切において、 

まさしく色（物質）と、分析の次第は等しい。 7 

 

受等の一切も、物質が尽く分析されたことに等しく当てはめたまえ。 

 

章の著述を説く＞［論争や説明する際に、返答をする仕方］ 

中観派が、斯様に一法（現象）は空性であると示そうとするが如く、一切の

法（現象）もそうである故に、 

 

空性を題にして論争した時、 

誰かが返答し語るならば、 

その一切は返答されたのではない。 

主張命題と等しくなる。 8 

 

そこで、論争とは、他説を批判することである。「空性が因（理由）となった

ことによって、物質は本性が無い。」ということで、そのように本性と共に有る

という言説を否定したならば、もし他派が返答として「受（感受作用）等は、

先ず有るが、その如く色（物質）も有るのだ。」と言えば、彼のそのような一切

の言葉は返答にはならない。何故ならば、受等の有も、主張命題である物質の

有と等しい（故である）と知りたまえ。 

物質とは、自らの因よりまさしく同一か、まさしく他かと尽く分析したなら

ば無いが如く、触の縁によって受と、識と一緒に起こる想と、無明の縁によっ

て行と、行の縁によって識も、触等の自らの因より、まさしく同一か、まさし

く他かと尽く分析したならば、有るのではないので、これら一切は主張命題と
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等しいのである。 

諸々の受等が主張命題と等しいが如く、性相（定義）と事相（否定義項の実

例）や、原因と結果や、支分と支分を持つもの（全体）等の一切の事物も主張

命題と等しい。それ故に、他派が返答したように有ると何処でなろうか。 

「この一切の言葉は主張命題と等しくなるので、論書において言説され 

た一切の返答に対して、中観派は、主張命題とまさしく等しいと述べた 

まえ。」 

と、阿闍梨は諭された。 

「他派を批判する為にこの方法を述べられた如く、解説をする時にも（同じ）

である。」と説く。 

 

空性を題にして説いた時、 

誰かが過失を捏造し語るならば、 

それによって、一切は過失が付けられたのではない。 

主張命題と等しくなる。 9 

 

解説をする時にも、弟子のような誰かが対論する時、その対論も、前述の如

く主張命題と等しいと知りたまえ。 

斯くも、 

「一つの事物の視察者である、その者は全ての視察者であると説く。一 

主体の空性であるもの、それは全ての空性である。」3 

と説かれたようにである。 

 

蘊に法我を否定する＞［了義の教証と合わせる］ 

『虚空蔵三昧経』よりも、 

「一つの法（現象）によって、一切諸法は幻や、逃げ水に似て認識対象 

として無い（と解る）。集められ、偽りであり、恒久ではないと後に了解 

する。その者は長い時間をかけず、菩提の真髄へ達する。」 

と説かれた。 

その如く、『三昧王経』よりも、 

「斯くも、君が我という想を知る如く、全てに考察心を適用しなさい。 

一切諸法はその自性であり、全く清浄であり、虚空の如くである。一つ 

によっても、一切を知る。一つによっても、一切を見る。存在する限り 

多くを説明したとしても、それについての傲慢が生じることは無い。」 

と説かれた。 

                                                   
3 「一つの…である。」：『四百論』第 8 章 16 偈。 
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蘊に法我を否定する＞［章の名を示す］ 

阿闍梨月称の御口より綴られた顕句より、「蘊を考察する」という第四章の解

説である。 
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「界（元素）を考察する第五章」 

 

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

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

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

ここに言う。「諸界（元素）は有る。（何故ならば）否定していない故である。

世尊によっても、『大王よ。このプトガラである者は、第六元素である。』等と

説かれた。それ故に、善説の引用より、界（元素）の如く蘊や處も有る。」 

 

述べよう。もし、諸元素そのものが有るならば、諸々の蘊や處が有るとなろ

うが、それらは無い。 

 

「如何様に」といえば、説く。 

 

虚空の性相1の以前に、 

虚空は僅かにも有るのではない。 

もし、性相以前に有るならば、 

性相が無いという背理になる。 1 

 

そこで六元素と説かれたのは、「地と水と火と風と虚空と識」というものであ

る。そこで、虚空の場合として批判を述べる。 

ここで、虚空の性相とは「遮るものが無い」というが、もし「遮るものが無

い」というこの性相より以前に事相2である虚空が有るとなれば、それに性相が

当てはまるとなるが、性相である「遮るものが無い」の以前に虚空が有るので

もない。そのように、「虚空の性相（定義）の以前には、虚空は僅かにも有るの

ではない」時、何に性相が当てはまるとなろうか。 

それが無ければ、虚空の花のように虚空は無い。」と説かれた。 

「もし、性相以前に有るならば、性相が無いという背理になる。」 

 

性相の無い事物とは、 

何も、何処にも、有るのではない。 

 

ここで言う。「先ず、性相が当てはまることは有るけれど、それも事相に対し

てであるので、それ（性相が当てはまること）が有るので、事相も有る。」 

                                                   
1 性相：定義。これに対して被定義項（定義されるもの）を名相という。 
2 事相：性相・名相がその上に成立している、拠所となる例。 
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これも有るのではなく、このように、 

 

性相の無い事物が無ければ、 

性相は何に当てはまるとなろうか。 2 

 

「性相の以前に、性相の無い事物は無い。」と既に説いた。それ故に、性相の

無い事物は無く、存在しなければ、ここで、性相が何に当てはまるとなろうか。

然れば、性相が当てはまることは無い。 

 

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

他にも、「この性相が当てはまるならば、性相と共にあるものか、性相が無い

ものに当てはまることになるが、双方の如くとも不合理である。」と説く。 

 

性相の無いものに、性相は、 

当てはまらない。性相と共にあるものに（当てはまるの）ではない。 

性相と共にあるか、性相の無いものより、 

他にも当てはまるとはならない。 3 

 

そこで、性相の無いものにおいては性相が当てはまることは無く、ロバの角

における働きの如くである。性相と共にある事物においても、性相が当てはま

ることは不合理である。（何故ならば）必要が無い故である。性相を具えて成立

したものに、再度性相による如何なる働きが有ろうか。そのようであれば、無

限になる背理ともなるだろう。これは、何時にも性相と共にあるのではないと

ならないので、常に性相が当てはまるという背理になるが、そのように主張す

るのでもない。それ故に、性相と共にある事物においても、性相が当てはまる

ことは合理ではない。（何故ならば）必要が無い故である。 

 

そこでこう、『性相と共にあるものと、性相の無いものの二つより他のものに

当てはまると主張することになる。』と思えば。 

 

述べよう。 

「性相と共にあるか、性相の無いものより、他にも当てはまることは無 

い。」 

何故かといえば、あり得ない故である。 

もし、性相と共にあるのであれば、性相が無いのではない。それは性相が無
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いのであれば、性相と共にあるのではなく、それ故に「性相と共にあるのでも

あり、性相が無いのでもある。」というこれは相反するものであるが、相反する

ものは、あり得るものでもない。それ故に、あり得ないので、性相と共にある

のでもあるが、性相が無いのでもあるものに、性相が当てはまることは不合理

である。 

 

事相を否定する＞［それによって事相を否定したと示す］ 

仮にまた、『もし性相が当てはまることが無いようであるとしても、事相はあ

る。』と思えば。 

 

これも有るのではなく、何故ならば、 

 

性相が当てはまるのでなければ、 

事相は合理にはならない。 

 

まさしく性相が当てはまることが無い時、如何様に事相となろうか。（まさし

く有るのではない。）と御考えになられた。 

 

虚空の元素において性相と名相を否定する＞［性相を否定する］ 

ここで言う。「君は当てはまることを否定したのであるが、性相を（否定した

の）ではない。それ故に性相は有るので、事相も、有るのである。」 

 

述べよう。 

 

事相が合理でないならば、 

性相も有るのではない。 4 

 

という。 

「性相が当てはまるのでなければ、事相は合理にはならない。」 

と示した時、事相が合理ではないことで、性相も有るのではない。（何故ならば）

拠所が無い故である。そのように性相が有るのではない時、「性相が有る故に事

相も有る。」と言ったそれは、無い。 

 

虚空の元素において性相と名相を否定する＞［まとめ］ 

何故ならば、これはそのようである 
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それ故に、事相は有るのではなく、 

性相はまさしく有るのではない。 

 

とまとめたのである。 

 

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

ここで言う。「もしまた、性相や事相が無いと見るとしても、事物の本性であ

る虚空は有るが、虚空が事物の本性を持つものとなれば、事相、あるいは性相

ともなるだろう。それ故に、事相と性相も有る。」 

 

「これも正理ではない。」と説く。 

 

事相と性相以外の 

事物も有るのではない。 5 

 

事相と性相が如何様に無いかは、既に前述した。これらが無い時、事相と性

相と離れる故に、虚空の花のように虚空は無い。 

 

「もし、虚空が事物になったことが無ければ、ならば無事物が有ることにな

る。」といえば。 

 

これも有るのではなく、このように、 

 

事物が有るのでなければ、 

無事物は何のものであるとなろうか。 

 

虚空が事物ではない時、事物が有るのでないならば、無事物は何のものであ

るかと考察されるのであり、 

「もし、事物が成立していなければ、無事物が成立するとはならない。 

事物が他に変化したものが、無事物であると、人は言う。」3 

と、後述することになる。それ故に、事物が無いので、無事物である虚空も無

い。「事物である虚空」とは、物質が無いことに設けられるのであり、それ故に、

もし物質が有るならば、その時に物質が無いことを「虚空」というのであるが、

                                                   

3 「もし…言う。」：『根本中論』第 15 章 5 偈。僅かに異なる。「もし、事物が成立していな

ければ、無事物が成立するとはならない。事物が他に変化したものが、無事物であると、

人は言う。」 
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斯様に説かれた正理によって、物質そのものが有るのではない時、何の事物が

無いことが虚空となろうか。 

 

事物として・無事物として成立することを否定する＞［反論を斥ける］ 

ここで「それらは、尽く考察する考察者が有る故に、事物と無事物の二つは

まさしく有るのであるが、斯くも 

『事物が有るのでなければ、無事物は何のものであるとなろうか。』 

と言う、事物と無事物の『尽く考察するもの』である君は有るのでもあり、そ

れ故に、事物と無事物を考察するものである君が有るので、考察対象である事

物と無事物の二つも有るのである。」と言う。 

 

述べる。それも適わない。何故ならば、 

 

事物と無事物は合致しない法（現象）である。 

何ものが事物と無事物を知ろうか。 6 

 

もし、その二つの考察者が有るならば、事物や無事物ともなろうが、有るの

でもない。有るならば、尽く考察するものであるそれは、事物であるものとな

るか？あるいは無事物であるものとなるか？ 

もし、事物であると主張するならば、 

「事相と性相以外の、事物も有るのではない。」4 

というこの批判は既に示した。 

あるいは、無事物であるならば、 

｢事物が有るのではなければ、無事物は何のものであるとなろうか。｣5 

というそこで、既に批判を述べた。 

この二つの分別をする、事物と無事物に合致しない第三の法（現象）である

何かが有るのでもなく、それ故に、事物と無事に対する「尽く考察するもの」

は無い。まさしくそれ故に、世尊も、 

「諸事物を無事物であると知る者は、何時も全ての事物に執着するとは 

ならない。何時も全ての事物に執着が無い者、その者は無相の禅定に触 

れる。」 

と説かれ、その如く、 

「諸法は空であると思惟する、彼ら幼子達は悪道に入ったのである。諸 

法は空であると文字によって述べられた。それらは文字が無いと文字に 

                                                   
4 「事相と…ない。」：『根本中論』第 5 章 5 偈。 
5 「事物が…なろうか。」：『根本中論』第 5 章 6 偈。 
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よって示された。寂静で熄滅の法を思惟する、その菩薩も、何時も現れ 

ることは無い。全ての戯論は心の分別（概念作用）であり、それ故に、 

諸法は不可思議と了解したまえ。」 

等を説かれた。 

 

虚空の元素が本性として成立したことを否定する＞［諸批判のまとめ］ 

ここで、示したようにまとめる為に、 

 

それ故に虚空は事物ではない。 

無事物ではなく、事相ではない。 

性相ではない。 

 

と説かれた。 

 

六元素が本性として成立したことを否定する＞［その正理を残りの元素へも適用する］ 

虚空がそうである如く、 

 

・・・・・五元素である、 

他の何れもが、虚空に等しい。 7 

 

「それら残された他の地等の五元素も、虚空のように、事物と無事物や、事

相と性相と離れると知りたまえ。」という主旨である。 

 

章の著述を説く＞［有無の辺見を叱責する］ 

それ故に、諸事物の本性はそのように留まることと、無明の眼障で知恵の眼

がまさしく衰えたことによって、輪廻での無始より事物や無事物等に誤った見

解に慣れ、無本性を誤りなく見る、涅槃に合致して行く道より衰えた、 

 

小心者で、諸事物を 

有無そのものであると 

視る者達は、視られる対象が 

熄滅した寂静を見ない。 8 

 

まさしく弱い心によって、有そのものと無そのものであると顕かに執する者

達が、視られる対象が熄滅し寂静の性相である、一切の分別（概念作用）から

離れた、知と所知が退いた勝義の本質である、空性の本性を持つ涅槃を見るこ
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とはない。 

 

界（元素）に法我を否定する＞［了義の教証と合わせる］ 

斯くも『宝行王正論』より、 

「虚無論者は悪趣へ行く。実在論者は善趣へ行く。清浄を有るがままに 

尽く知る故に、二辺に依らぬ者は解脱を得る。」6 

と説かれた。経典よりも、世尊が、 

「有と無という二つとも極辺であり、浄と不浄というこれも極辺である。 

それ故に、二つの極辺を全く捨て去り、賢者は中央にも留まり存在する 

ことをしない。有と無というものは論争であり、浄と不浄というこれも 

論争である。論争する者は苦しみが止むことはない。論争が無くなった 

者は苦しみが止む。」 

と説かれた。 

それ故に、「輪廻の道によって聖なる涅槃を得る」ということは、あり得るこ

とではない。 

 

界（元素）に法我を否定する＞［章の名を示す］ 

阿闍梨月称の御口より綴られた顕句より、「界（元素）を考察する」という第

五章の解説である。 

                                                   
6 「虚無論者･･･得る。」：『宝行王正論』第 1 章 57 偈。 
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「貪欲と欲す者を考察する第六章」 

 

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

［章の著述を説く］ 

ここに言う。「諸々の蘊と界と處は、まさしく有る。（何故ならば）その拠所

をもつ全くの煩悩が認められる故である。ここで、有るのではない拠所をもつ

全くの煩悩は、認められることは無い。例えば、石女の息子や石女の娘の、全

くの煩悩の如くである。貪欲等の全くの煩悩の、全くの煩悩である諸因は有る

のであり、斯くも世尊が、 

『比丘達よ。聴聞を具えない凡夫である幼子が恒常に落ちるとは、（こう 

である。）眼で諸々の色形を見て、心地良いところに顕かに執着するとな 

る。彼は顕かに執着して、欲望を起こす。欲す者となり、身体と言葉と 

心意によって、欲望より起こった業（行為）を実際に行うことになる。』 

と、詳細に説かれた。 

 

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

［貪欲の以前に欲す者の有無を否定する］ 

述べよう。もし、諸煩悩等そのものが有るならば、蘊と界と處が有るとなる

が、有るのではない－ここでこの貪欲が尽く考察されたならば、欲す者が有る

か、あるいは無いかと考えるものであるが、｢双方の如くとも適わない。｣と説

く。 

 

もし貪欲の以前に、 

貪欲の無い、欲す者が有るならば、 

それに依拠して貪欲が有る。 

欲す者が有れば、貪欲は有ることになる。 1 

 

貪欲と、執着と、切望と、会いたがると、顕かに執着するということは、異

音同義語である。 

欲す者とは貪欲の拠所であり、もし貪欲の以前に、貪欲の無い－貪欲と離れ

たものが有るとなれば、貪欲と離れたその欲す者に依拠して、貪欲が有ること

になる。そう見れば、｢欲す者が有れば、貪欲が有る。｣ということが正しくな

るが、貪欲と離れても欲す者であるとなるようなものは無い。(何故ならば)阿

羅漢方にも欲す者がいる背理となる故である。 

 

「もし、そのように欲す者が有っても貪欲が無ければ、ならば欲す者は無い
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のである。｣といえば。 

 

｢これも正理ではない。｣と説く。 

 

欲す者が有るとならなくとも、 

貪欲が有ると、何処でなろうか。 

 

欲す者が有って貪欲は有るのではない時、如何様に欲す者が有るとならない

のか。それは、拠所の無い貪欲が成立したと何処でなろうか－果物無くしてま

さしくその熟しは有るのではない。 

 

前後して起こることを否定する＞［欲す者の以前に貪欲の有無を否定する］ 

ここで言う。「もしまた、君が貪欲を否定はしたけれども、そう見るとしても

欲す者は有るのである。（何故ならば）否定していない故である。欲す者も、貪

欲無くしては不適であり、それ故に、これも有る。」 

 

述べよう。もし、欲す者が有れば貪欲が有るとなるものであるが、有るので

はない。このように、この欲す者を主張するならば、貪欲が有るのか？無いの

か？と考察し問えば、「双方とも合理ではない。」と説く。 

 

欲す者についても、貪欲が、 

有るか、無いかも、次第は等しい。 2 

 

そこでもし、貪欲が有れば欲す者が有ると考察するならば、そう見るとしても 

「もし欲す者の以前に、欲す者の無い、貪欲が有るならば、1」等によって、欲

す者についても、説いたばかりの貪欲が不合理であるまさしくこの次第に等し

い。もし、貪欲無くして欲す者を主張するならば、これも正理ではなく、この

ように「貪欲が有るとならなくとも、欲す者が有ると、何処でなろうか。2」そ

れ故に、欲す者も無い。貪欲と欲す者が無い故に、蘊等も無い。 

 

その正理を他にも適用する＞［一緒（同時）に起こることを否定する］ 

ここで言う。「そこからこの過失となる『貪欲と欲す者は前後して起こる』と

は、まさしくそうではない。ならば如何かといえば、貪欲と欲す者はただ一緒

（同時）に起こる。心と一緒に起こる貪欲によって心は欲すとされたが、それ

                                                   
1 「もし…ならば、」：『根本中論』第 6 章 1 偈の言葉を変換する。 
2 「貪欲が…なろうか。：『根本中論』第 6 章 2 偈の言葉を変換する。 
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（心）が欲す者であり、それ故に貪欲と欲す者は有る。」といえば。 

 

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

説こう。そう見るとしても、 

 

貪欲と欲す者が、 

まさしく一緒に生じるとは正理ではない。 

 

貪欲と欲す者の二つが一緒に生じることも正理ではない。何故ならば、 

 

このように、貪欲と欲す者は、 

相互関係が無くなるだろう。 3 

 

『一緒（同時）に起こる（生じる）故に、黄牛の左右の角の如くである。』と

いう御考察である。 

 

一緒（同時）に起こることを否定する＞同一と別において、一緒であることを否定する＞ 

［同一と別において、一緒であることを一般的に否定する］ 

他にも、これらの貪欲と欲す者は、まさしく一緒に、まさしく同一なのか？

別のものか？と考察される。そこでもし、同一そのものにおいてであるならば、

それは適わない。何故ならば、 

 

同一そのものであるものは、まさしく一緒には無く、 

 

また、何故無いのかといえば、 

 

まさしくそれは、それと一緒ではない。 

 

このように、貪欲より不別である貪欲自体の我性は、「貪欲と一緒である。」

と述べられるものではない。 

 

ここで、別そのものにおいても、まさしく一緒であることは無いと説く。 

 

もし、別そのものであるならば、 

一緒であると、如何様になろうか。 4 
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光と闇や、輪廻と涅槃という別となったものごとにおいては、まさしく一緒

であることは見られていない。他にも、 

 

もし、一つだけが一緒であるならば、 

友が無くともそうなるだろう。 

もし、別のものが一緒であるならば、 

友が無くともそうなるだろう。 5 

 

もし、ただ一つにおいて、まさしく一緒であるとなれば、その時「何と何に

同一性が有るそれとそれは、一緒（同時）性が有る。」というので、ただ一つの

ものにおいても、一緒（同時）性が有ることになるだろう。 

まさしく別において一緒（同時）性を主張しても、「何と何に別性が有るそれ

とそれには、まさしく一緒（同時）が有る。」というので、馬等より別で、友無

くそれぞれ独りで居る黄牛でも、まさしく一緒に有ることになる。 

 

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

［別として成立していないので、一緒は成立しない］ 

他にも、 

 

もし、別が一緒であるならば、 

如何にして貪欲と欲す者が、 

別そのものとして成立するとなろうか。 

然れば、その二つは一緒となる。 6 

 

もしまた、まさしく別である貪欲と欲す者において、一緒（同時）性を考え

るならば、この二つはまさしく別として成立したのであろうか？何からそれら

はまさしく一緒であるとなるのか？ 

如何にして「貪欲は欲す者に相互関係しない」、あるいは「欲す者も貪欲に相

互関係しない」というように成立したのか？ 

このように、別として成立した黄牛と馬のみにまさしく一緒であることを見

るようなものであるならば、貪欲と欲す者はそのように別として成立したので

はないので、その二つにおいて一緒（同時）性は無い。 

 

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

もしまた、別として成立していない複数のものに一緒（同時）性は無い故に、 
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もし、貪欲と欲す者が、 

まさしく別として成立したならば、 

 

と、君が考えるならば、ここに「僅かにも働かない一緒（同時）性を考察して

何をするのか。」と説く。 

 

それらはまさしく一緒であると、 

何故、尽く考えるのか。 7 

 

貪欲と欲す者が成立させられた為に、一緒（同時）性を考察するのであるが、

それも別として成立していないものにおいて有るのではないので、別として成

立したと承認するならば、そのように成立している故に、これらの一緒（同時）

性が何をしようか。 

 

別において、一緒であることを特別に否定する＞ 

［別が「一緒」に対応するならば、相互依存すると示す］ 

あるいは、 

 

別として成立したとならないので、 

それ故に、一緒を主張するけれど、 

 

貪欲と欲す者は、別として成立したことが有るのではない故に、もしこれらが

まさしく一緒であると主張するならば、それも別として成立していないものに

有るのではないので、 

 

一緒が良く論証せられる為に、 

まさしく別であると、再び主張するのか。 8 

 

そのようであれば、成立したことは互いに依拠して留まることであり、それ

が成立したことによって何が成立したことになろうか。何故ならば、 

 

別の事物であると成立していないので、 

一緒の事物は成立しないだろう。 

別の事物である何が有れば、 

一緒の事物であると主張するのか。 9 
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別の事物である何かが有れば一緒の事物が成立したとなる、一緒の事物に相

互関係しない別の事物とは、まさしく有るのではない。それ故に、あり得ない

とお考えになって説く。 

「別の事物である何が有れば、一緒の事物であると主張するのか。」 

 

章の著述を説く＞［諸批判のまとめ］ 

それ故に、そのように、かくも説かれた分析によって理解したので、貪欲と

欲す者の二つが成立していないことをまとめる為に、 

 

そのように、貪欲と欲す者は、 

一緒であるとも、一緒でないとも成立しない。 

 

と説かれた。 

 

章の著述を説く＞［その正理を他にも適用する］ 

「貪欲と欲す者は前後して成立していないけれど、まさしく一緒（同時）で

あるとも成立していないが如く、一切事物も（同様）である。」と類推する為に

説く。 

 

貪欲の如く、全ての諸法（現象）は、 

一緒であるとも、一緒でないとも成立しない。 10 

 

瞋恚と、怒る者と、愚痴と愚昧な者についても、貪欲と欲す者のように成立

していないと当てはめたまえ。 

 

依拠するものである全くの煩悩が有ることを否定する＞［了義の教証と合わせる］ 

まさしくそれ故に、世尊が、 

「何者が欲するか、何を欲するか、何によって欲するかと、何者が瞋恚 

し、何に瞋恚し、何によって瞋恚するかと、何者が愚痴であり、何に愚 

痴であり、何によって愚痴となるかというその法（現象）は、その者に 

よって清浄であると見られず、認識されない。その者によってその法（現 

象）は清浄であると見られず、認識されないので、貪欲無く、瞋恚無く、愚 

痴無く、誤りの無い心で、『等引3』という。『超越した波羅蜜4』という。 

『善逝5』という。『得無畏6』から、『漏尽7』（まで）という。『煩悩が無く、 
                                                   

3 等
とう

引
いん

：空性を直覚する瞑想状態と、その意識。 

4 波
は

羅
ら

蜜
みつ

：大乗仏教の彼岸へ行く修行道。ここでは凡夫を超越した般若（智慧）の修行道。 
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威力を具える。非常に解脱した心。非常に解放された智慧。駿馬。大象。 

すべきことを為した。働きを為した。荷を下ろした。自利を会得した。 

輪廻への癒着を尽く滅した。清浄な智によって心が非常に解放された。 

一切の心力の聖なる波羅蜜の善修行』という。」 

というまで、詳細に説かれた。その如く、 

「貪欲と瞋恚と驕りと愚痴の、本質は全くの分別（概念作用）によって 

生じさせられ、誤って入り込んだと知って、妄分別をせず、欲望を離 

れ、変化しないそれらの瞑想の居処は、一切事物である。」 

と説かれた。 

 

依拠するものである全くの煩悩が有ることを否定する＞［章の名を示す］ 

阿闍梨月称の御口より綴られた顕句より、「貪欲と欲す者を考察する」という

第六章の解説である。 

                                                                                                                                                     

5 善逝
ぜんぜい

：仏十号の一。チベット語では「楽へ赴いた」。 

6 得無畏
と く む い

：「（輪廻に対する）怖れが無いことを得た」 

（mi ‘jigs pa thob pa『蔵漢大辞典』参照）。 

7 漏尽
ろうじん

：「（輪廻に落ちる）漏れが尽きる」（zag pa zad pa『蔵漢大辞典』参照）。 
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「有為を考察する第七章」 

 

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

［対論を述べる］ 

ここに言う。「有為1の本性を持つ蘊と界と處は、まさしく有る。（何故ならば）

それらの有為の定義である生等2が有る故である。世尊も、 

『比丘達よ。この三つは有為の定義であり、有為は生じるも顕かであり、 

壊れるも顕かであり、留まることより他に変化することも顕かである。』 

と説かれた。無においては、兎の角のように『生』等の定義は有るのではない。

それ故に、有為の定義を近く示されたことより、蘊と界と處はまさしく有る。」 

 

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

を共通に否定する＞［有為である・ないと考察して否定する］ 

述べよう。もし、君の説のように「生」等の定義が有るならば、有為の本性

を持つ蘊と界と處が有ることになるものであるが、（それは）有るのではない。 

ここで、「生」は有為の定義であると主張するならば、有為のものか？無為の

ものがその定義であると主張するのか？と問われるが、そこで、 

 

もし、生が有為であれば、 

それに三定義が具わるとなる。 

 

三つの定義の集合とは、三定義である。もし、「生」を有為であると考えるな

らば、然れば「生」においても三定義がある背理となる。（何故ならば）「生」

と「住」と「壊」の集合であるこの本性は、一切の有為において間違いない故

である。それ故に、色形等の如く「生」はまさしく事相（定義される基体）と

なるが、有為の定義（性相）とはならない。「もし、『生』において三定義を主

張しないならば、その時三定義と離れる故に、それが有為の定義であることは

なくなり、虚空の如くである。」と説く。 

 

                                                   

1 有為
う い

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

とは自ら

の因縁によって生じたのではない、恒常のもの。常に変化なくあるもの。 

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

けられる。このうち、「無常」「有為」は同意となり、「常」「無為
む い

」が同意となる。 

毘婆沙部の場合、「有」と「事物」は同意であり、恒常も無常も含まれる。 
2 生等：有為の性相（定義）である生・住・壊・滅の四つ。 

毘婆沙部では、有為である主体は、それに本来備わっている四つの実質の強弱のバラン 

スによって生じ、留まり、壊れ、滅すと考える。 
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もし、生が無為であれば、 

如何様に有為の定義となろうか。 1 

 

といい、『これは有為の定義ではない。』と考察された。 

 

三定義を共通に否定する＞［それぞれか集合の何れであるか考察して否定する］ 

他にも、これら「生」等を有為の定義であると考えるならば、それぞれ－一

つ一つのものか、集合－一緒であるものを定義であると考えることになるが、

「双方のようにも適さない。」と説く。 

 

生等の三つは、それぞれが 

有為の定義をすることは、 

できない。一つにおいて一時に、 

集まったものも、如何様に適おうか。 2 

 

そこで、それぞれが定義することは正理ではなく、もし「生じる」時に「住」

と「壊」が無ければ、その時、虚空のように「住」と「壊」より離れたものに、

「生」が有為の定義であるとはまさしく合理ではない。 

もし「住（留まる）」の時に「生」と「壊」が無ければ、その時、それらと離

れたものに「住」が有るとなるが、「生」「壊」と離れた事物は有るのではない

ので、虚空の花のように、この無に「住」が有るとは正理ではない。 

他にも、「住」を具えるものは、後に無常性をも具えるとならない。（何故な

らば）それと反する法（現象）を具える故である。 

もし、『以前に恒常となったものより、後に無常となるのだ。』と思えば、一

つの事物が恒常と無常を具えることは正理ではない。それ故に、「生」と「壊」

と離れたものに「住」は無い。 

その如く、「壊れる」時に「住」と「生」が無ければ、そう見るとしても「生」

が無く「住」と離れたこれに「壊」も有るのではなく、虚空の花の如くである。 

そのようであれば、先ず、「生」等三つのそれぞれが定義としての働きをする

ことはできない。「できない」とは、「能力が有るのではない。」という意味であ

る。 

 

ここで、「諸々の集合も適わない。」と説く。 

「一つにおいて一時に、集まったものも、如何様に適おうか。」 

『一つの事物において一時に、貪欲と離欲の如く、あるいは光と闇のように

互いに反する故に、適わない。』という御考えである。「事物が生じるとなるそ
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の刹那のみにおいて、住し、壊れるのである。」と、心ある誰が了解するだろう

か。それ故に、「生」等の集合においても、有為の定義の働きに効力が有るので

はない。 

 

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

ここで、「もし、生が有為であれば、3」と述べたことに対して、「もし『生』

等に三定義が有るとなり、背理となるならば、それより如何なる過失となるか。

それ（「生」等）が無為であると見ても、如何なる過失が有るか？」といえば。 

 

述べよう。 

 

生と住と壊に、 

他の有為の定義であるものが、 

もし有るならば無限となる。 

無ければ、それらは有為ではない。 3 

 

もし、「両方の説に対しても、まさしく過失を既に述べたのではないか。それ

に繰り返しを述べてどうする。」といえば。 

 

過失を述べたことは真実ではあるけれども、それは阿闍梨が説かれたのでは

ない。「ならば誰が？」といえば、註釈者が、である。 

一つの様相としては、先に主張した宗（命題）のみが、他の過失が述べられ

る面から明らかにされる為に、阿闍梨が再度説かれたのである。もし「生」と

「住」と「壊」に、（更に）他の有為の定義である「生」等があると主張するな

らば、その時、それらにも他（の定義が必要）であるので、限りの無い過失と

なるだろう。無限である過失になったとしても、それにおいて後時に他に変化

する、以前の何が有るとなろうか。それ故に設けようが無いので、『〈生〉等は

まさしくあり得ない。』と御考えになられた。 

あるいは前述においては、主要である故に「生」のみへ対する批判が述べら

れたが、今は共通に批判を述べるのである。 

「無ければ、それらは有為ではない。」 

というこの言葉は、意味を知らせるのみに尽きる。 

 

他の定義が有る・無いと考察して否定する＞論駁の返答を否定する＞第一の背理の論駁を否定する＞［論駁を述べる］ 

ここで、正量部の者達が「『生』等に『生』等は有るけれど、無限である背理

                                                   
3 「もし…あれば、」：『根本中論』第 7 章 1 偈。 
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にもならない。（何故ならば）定義と合致する諸々の定義は、お互いに成立させ

合う故である。何故ならば、ここで有為の法（現象）である善か、煩悩を持つ

何かが生じるならば、自体を合わせて十五が生じることになり、まさしくその

法（主体である現象）と、その「生」と「具（得4）」と、「住」と、「老（滅）」

と、「無常性（壊）」と、もしその法（現象）が煩悩を有するものであるならば、

その「誤った解放」と、あるいは善であるものであれば、その「正しい解放」

と、もし出離5であるものならばその「出離性」と、それが出離でないものであ

れば、その「非出離性」であり、そのようであれば、これらは付随である。 

それより他、「生の生」より「非出離性の非出離性」というまでのこれらは、

付随の付随である。 

そこで、基本の「生」であるものが、自ら以外の他の十四現象を生じさせる

が、「生の生」という名を持つ（「生」に）随順する定義となった「生」が、基

本の「生」のみを生じさせる。その如く、「非出離性」が十四現象を出離とはせ

ず、「それらが涅槃を得るとさせない。」という意味である。「『非出離性の非出

離性』が、非出離性のみを出離にしない。」というまでである。それ故に、その

ように諸々の「生」等の無限遡及を斥ける為に、 

 

生の生が、基の 

生のみを生じさせる。 

基の生が、生の 

生をも生じさせるものである。 4 

 

と言った。「『生』とは二様相であり、一つは基本の『生』である。他は『生の

生』といい、『生の生』とは、『生の生じるもの。』という故である。 

そこで、『生の生』といわれるその『生』が、基本の『生』だけに対応する生

じさせるものであるが、それから『生の生』というその『生』は、基本の『生』

が生じさせるのである。それ故に、そのように互いに成立させ合う故に、『生』

等には三定義とも有るが、無限である背理にもならない。」という。 

 

第一の背理の論駁を否定する＞［それを否定する］ 

これに述べよう。 

もし、君の生の生が、 

基の生を生じさせるならば、 

                                                   

4 得
え

：「生」等の実在する性質を主体に結び付ける実在。壺が有為であるならば、壺には生

住壊滅が具わるが、得は「壺に生等の性質を具えさせる」働きをする。 

5 出離
しゅつり

：輪廻から離れ出ること。出離心は、輪廻から離れ出ようとする心。 
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君の基が生じさせていないそれが、 

それを如何様に生じさせようか。 5 

 

もし、「『生の生』が基本の『生』を生じさせるのである。」という君の説であ

れば、そこで、基本の「生」が生じさせていないその「生の生」が、如何様に

基本（の「生」）を生じさせるのか。 

 

仮に『基本の〈生〉によって生じさせられた〈生の生〉のみが基本（の〈生〉）

を生じさせるのだ。』と思えば。 

 

「これも有るのではない。」と説く。 

 

もし、君の基が、 

生じさせたそれによって、基が生じさせられるならば、 

それが生じさせていない基が、 

それを如何様に生じさせようか。 6 

 

もし、基本（の「生」）が生じさせた「生の生」という「生」が、基本（の「生」）

を生じさせるならば、それによって生じさせられていない、有るのではない基

本の「生」が、如何様に「生の生」を生じさせるとなろうか。それ故に、「基本

（の『生』）によって生じさせられたとならない『生の生』によって、基本（の

『生』）が生じさせられるだろう」とは正しくない。 

それ故に、互いに成立させ合うことが無い故に、無限になる背理そのものと

なるだろう。それ故に「生」は無い。 

 

ここで言う。「まさしく生じつつある基本の『生』が、『生の生』を生じさせ

るが、『生の生』そのものが、基本の『生』を生じさせるとなる。」といえば。 

 

もし、生じていないそれが、 

それを生じさせることができれば、 

君の、生じつつあるそれによって、 

それが生じさせられると主張するに至る。 7 

 

『もし、自らが生じていないものによって、生じていない他が生じさせられ

ることができれば、その生じつつある根本の〈生〉によって〈生の生〉が生じ

させられると主張するに至るが、〈生じつつある〉とは（主体が未来に生じる）
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未来形であり、それも生じていないものであるので、如何様に他を生じさせよ

うか。これは正理ではない。』との御考えである。「生の生」についてもそのよ

うに述べたまえ。 

 

論駁の返答を否定する＞第二の背理の論駁を否定する＞［論駁を述べる］ 

ここで言う。「それより無限となる背理となる『生』には、他の『生』が有る

のではなく、ならば何かといえば、 

 

斯くも、灯明は自らと他を 

顕現させるが如く、 

生も、自らと他の事物の 

双方を生じさせるものである。 8 

 

斯くも、灯明は光の本性である故に、自体と壺を顕現させるが如く、『生』も

生じる本性である故に、まさしく自と他を生じさせるとなる。」 

 

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

述べよう。もし、灯明が自と他の我性を顕現させるならば、これはそのよう

になるものであるが、（それを）するのでもなく、このように、 

 

灯明とは、何処かに 

それが存在すれば、闇は無い。 

灯明が、何を顕現させるのか。 

闇を斥けることによって、顕現させるものである。 9 

 

ここで「顕現させる」とは、「闇を斥けることによって」であるが、或る闇を

斥けることによって、自らの我性をまさしく「顕現させる」となる。 

先ず、灯明の自らの我性において、闇が有るのではない。（何故ならば）相反 

する故である。或る闇自体を斥けることによって、灯明に他をまさしく顕現さ

せることが有るとなる、灯明が存在するその場所にも、闇は有るのではない。

それ故に、灯明に自と他の我性を顕現させる性は無い。 

そのようである時、灯明の如く「『生』に自と他の我性を生じさせる性が有る

となる。」というこれは、正理ではない。 

 

ここで言う。 

「『灯明とは、何処かに、それが存在すれば、闇は無い。』 
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といったことは、闇を斥けたことが無ければ、そのように述べてはならない。

何故ならば、生じつつある灯明そのものが闇を斥けたのであり、それ故に灯明

に闇は無く、『灯明のある所にも闇は無い。』というに適するのである。もし、

灯明によって闇は斥けられていないとなれば、その時、燃えていない灯明の如

く、燃えても壺などは認識されるとならない。（何故ならば）以前の時点の如く、

闇が斥けられたことは無い故である。それ故に、灯明には、闇を斥ける性相を

持つ『顕現させるもの』が有るのだが、それも、この生じつつある灯明が為し

たのである。」 

 

述べよう。 

 

灯明が生じつつある時、 

闇と出合うことが無ければ、 

如何様に生じつつある灯明が、 

闇を斥けるのか。 10 

 

ここで、光と闇の二つにまさしく同時であることは無い故に、出合うことは

無いが、そのように出合うことが無い時、ここで如何様に－如何なる様相によ

って、「生じつつある灯明が闇を斥ける。」と考察することが正しいとなろうか。

「何故ならば、そのように生じつつある灯明は闇と出合うことは無いが出合う

ことが無い故に、灯明が僅かにも顕現させるのではない。」と、確認したまえ。 

 

もし、『智慧が全く出合っていない無明を打破し、眼がまさしく出合っていな

い色形を見て、磁石が出合っていない鉄のみを引き寄せるが如く、灯明が出合

っていない闇を斥けるとなる。』と思えば。 

 

「これも意味が無い。」と説く。 

 

灯明が、出合うことは無くとも、 

もし闇を斥けるならば、 

全世間に留まる闇を、 

ここに在るそれが、斥けるとなるだろう。 11 

 

『もし、灯明が出合うこと無く闇を斥けるならば、そのようであれば、ここ

にある灯明が世間中にある限りの闇を斥けるとなる。（何故ならば）出合ってい

ない故に、近くにあるものの如く。』と御考えになられた。この論法によって、
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「智慧が無明を打破し」「眼が色形を見」、「磁石が鉄を引き寄せる。」というよ

うなことも、主張命題と（考え方が）等しいと知りたまえ。 

 

「もし出合っていなくとも、磁石等の、適する場所に留まるもののみが、自

らの結果をまさしく為すだろう。」といえば。 

 

それも適さない。出合っていないならば、遠い他の場所に留まるものや、分

断された他の場所に留まるが如く出合っていない故に、適する場所に留まるも

のの「適する場所に留まること」自体が適正ではないので、適する場所に留ま

る面より自らの結果をまさしく為すことも、何より成立するとなろうか。 

 

もし、「世間において見られる。」といえば。 

 

それはそのようではなく、君が考えるようには、世間において見られない。

このように、世間においては、そのような場所等で出合う・出合っていないと

いう分析にかけて、灯明等について「顕現させるそのもの」等と考察すること

は無い。斯くも述べられた分析は介入せず、「灯明が闇を斥ける」や、「眼が色

形を見る」や、「磁石が鉄を引き寄せる。」等を主張するのである。それ故に、

君が斯くも言ったように、世間では全く見られない。 

あるいは、世間がそのように見るとはしよう。真如を尽く分析する時には、

世間は量（正しい認識）ではない故に、それによって批判することはできない。

そのようであれば、先ず、出合っておらず顕現させることは正理ではない。 

対象等を捉えることは、出合ったとしても、まさしく正理ではない。「出合う」

とは、まさしく同一であるとなるが、まさしく同一である時には、自らの本質

の如く（別の対象として）「見る」や「引き寄せる」等は有るのではない。 

もしまた、まさしく道理と離れることによって、これはまさしく偽りの意味

を持つものである故に、世間の名称として出合う・出合っていない等のこの思

索に入りはするけれど、そのようであっても、勝義としても道理と離れた方向

を承認したとなる。従って、真如を尽く分析するならば、考察されるべき事柄

である。 

派生して良い内容である。 

 

例を否定する＞理由が定かではない（不定因である）と示して否定する＞［本義を示す］ 

「もし、灯明は自と他の我性を顕現させると考えるならば、なれば、対治し

た（反対となった）闇についても自と他の我性を遮蔽する（覆い隠す）と考察

されなければならない。」と説く。 
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灯明が、自と他の事物を 

もしも顕現させるとなれば、 

闇も、自と他の事物を 

覆い隠すことに疑いは無い。 12 

 

対敵である故に、灯明の如く、闇も自と他の事物に対して、認められた行為

をすることになるだろう。それ故に他に対する如く、自体も覆い隠すことにな

る。もし、闇が自体を覆い隠すことをすれば、闇が覆い隠す故に、まさしくそ

れも認められなくなり、壺等の如くである。 

 

理由が定かではない（不定因である）と示して否定する＞［前述の典拠を挙げる］ 

まさしくそれ故に、『聖優波離請問経』よりも、 

「大変喜ばしいこの教えにおいては、『家庭人の印を捨て去り、出家をし 

たまえ。存在する最高の果となるだろう』と、慈悲者がそう示されもし 

た。家庭人の印を捨て去り出家をしてより、一切の果を得ることになる 

けれど、法（現象）の諸本性について量ったならば、全ての果は無く、 

果を得ることも無い。しかしながら果を得て、（将来）得ることにもなる。 

嗚呼！最勝の人である慈悲者の、王が非常に素晴らしい正理を説かれた 

と、彼らに強い畏敬の念が湧きおこる。」 

と説かれたことと、その如く、『聖宝積経』よりも、 

「例えば、家屋で幾人かの人が、長い時間を経て灯明を吹き消したなら 

ば、そこで闇は、『我は留まろう。長い間いよう。ここから去らぬ。』と 

思うことは無い。灯明が起これば、闇は暗闇の中へ、無くなるとならぬ 

力は無い。灯明に依拠して闇は無くなる。両方において欠如しており、 

慢心は何もない。 

その如く無漏6の聖者の智慧7に依拠して、積まれた無知の煩悩は無きもの 

となる。智慧と煩悩は恒常にも、それらは幾度であろうとも結ばれるこ 

とは無い。智慧は知らず、働かず、思惟しなくとも、智慧に依拠して無 

知は無くなる。二つとも客体として無く、虚空の花の如く。その如く智 

慧と無知の二つとも空である。」 

と説かれた。 

 

                                                   

6 無漏
む ろ

：輪廻に落ちる漏れの無いこと。 
7 聖者の智慧：空性を直覚する瞑想状態の知覚。 
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それを否定する＞［意味を否定する］ 

他にもここで、「もし、この「生」がまさしく自らを生じさせるならば、それ

は生じたものか、生じていないものの何れが、自らの我性を生じさせるのか？

双方の如くとも不合理である。」と説く。 

 

この生は、生じていないものが、 

自らの我性を如何様に生じさせようか。 

もし、生じたものが、生じさせるならば、 

生じたならば、何が生じさせられるものとして有ろうか。 13 

 

もし、生じていない「生」が自らの我性を生じさせるならば、虚空の花も自

らの我性を生じさせるとなるだろう。あるいは、生じたものが生じさせるなら

ば、既に生じたものに、他の「生」による如何なる必要性があろうか。そのよ

うに先ず、「生」によって我性が生じさせられるのではない。 

 

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

否定する＞［三時制の生を共通に否定する］ 

ここで他にも、如何様に生じさせないかを示す為に説く。 

 

「生じた」と「生じていない」と「生じつつある」を、 

如何様であろうとも生じさせない。 

それは「過ぎた」と「過ぎていない」と、 

「歩む」によって、解説した。 14 

 

もし何かが生じるとなるならば、それは「生」が生じさせるものであるが、

何も生じるのではない。（何故ならば）三時制共にも「生」は無い故である。こ

れも前述で、「過ぎた」と「過ぎていない」と、「歩む」によって解説したので

ある。 

そこで、「『過ぎた（道）』を行くのではない。（何故ならば）過去と現在は相

反する故である。『過ぎていない（道）』をも行くのではない。（何故ならば）未

来と現在の二つは相反する故である。『歩む（道）』をも行くのではない。（何故

ならば）『過ぎた（道）』と『過ぎていない（道）』以外の『歩む（道）』は認め

られない故である。」と説かれた如く、生じたものは生じない。（何故ならば）

過去と現在は相反する故である。生じる行為が滅したことを「生じた」という

が、「生じる」とは現在形の行為が経過することとする。それ故に「生じたもの

が生じる。」と述べれば、過去と現在の二つが、まさしく同一時となるだろう。 
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生じていないものも生じない。（何故ならば）未来と現在の二つは相反する故

である。生じつつある事物も生じない。（何故ならば）「生じた」と「生じてい

ない」以外の、その「生じつつある」は無い故である。それ故に、「『生』が他

を生じさせる。」とは正理ではない。 

 

共通、個別に生を否定する＞［「生じつつある」を個別に否定する］ 

ここで言う。「『生じつつある』だけは生じるが、『生じた』と『生じていない』

ではない。もし『生じていない』と『生じた』より別に『生じつつある』は無

い故に、『生じつつある』は生じるのではないと思えば、これも有るのではない。

何故ならばここで、生じる行為を具えるものを『生じつつある』と述べる。そ

れ故に『生』は有り、『生』に依拠して『生じつつある』が成立した故に、『生

じつつある』のみが生じるが、その『生じつつある』も『生』が生じさせる。」 

 

述べよう。 

 

生が有るので、 

この「生じつつある」が起こることが無い時に、 

如何様に、「生に依拠して 

生じつつある」と述べるのか。 15 

 

「『生』に依拠して『生じつつある』に変化するが、それも生じるのである。」

と言ったことによって、「この『生』に依拠して、この『生じつつある』という

ものになる。」と、毘婆沙部として言説しなければならないが、その言葉で言っ

たのでもない。「その『生じつつある』は、この『生じつつある』である。」と

して、差別して確認することもできない。未だ生じていないので、その様相が

認められていない故である。それ故に「生じつつある」は無い故に、生じる行

為も無いので、如何様であれば「生」無くして、それに依拠して「生じつつあ

る」となろうか。それ故に、「『生じつつある』は生じるが、それも『生』が生

じさせる。」ということは正理ではない。 

 

生じさせられるものを、三時制で分析して否定する＞否定への反論を斥ける＞ 

［三時制の「生」を否定したことに対する反論を斥ける］ 

ここで言う。「嗚呼！我は、如来の善説を解説するふりをして、自身が批判す

ることのみにまさしく長けていると顕わにし、勝義諦である、大仙が説かれた、

ただこの縁そのものが依拠し関係して起こる（縁起生の）定義を持つものを破

壊し、見える事物と見えない事物に相互関係したことの無い虚無を語る君を非
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常に恐れる。ここで、世尊、如来が、 

『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、』 

等によって縁起生を誤りなく明らかになさり、本性や、自在天や、自性や、時

間や、微塵や、毘瑟笯
び し ぬ

天等が創造主であると語ることを斥け、諸事物の真如を

示されたにも拘らず、君が 

『〈生じた〉と、〈生じていない〉と、〈生じつつある〉を、如何様であろ 

うとも生じさせない。』8 

等によってそれを批判することは、如来を誕生させられた仏母である縁起生を

抹殺したのであり、それ故に、皆無を語る君と論争してよいのだ。」 

 

述べよう。我は、如来を誕生させられた仏母である縁起生を貶めたのではな

いけれど、まさしく君が最高に深甚な縁起生への信解と離れているので、その

意味を誤って捉えて我等を罵るのであり、世尊である如来が 

「これに依拠してこれが起こる。」 

と斯くも説かれたことは、一切法（現象）はまさしく本性が無いと明らかに示

されたのである。 

何故ならば、 

 

依拠して起こるものは、 

それは自性として寂静である。 

 

このように、有の本性を持つ事物であり、自らの我性によって自らの本性を

衰えさせることなく保持するものは、存在となる故に、他の何にも相互関係は

無く、「生」も無い故に、事物が本性と共に有ると承認したならば、縁起生が有

ると何処でなろうか。それ故に、君だけがまさしく本性と共に有ると承認した

ならば、一切の様相において諸事物の縁起生を害したことになる。それ故に、 

「縁起生を見る者が法を見る。法を見る者が仏陀を見る。」 

という経証より、法と仏陀を見ることをも害したことになるだろう。 

吾輩は、「種子」という因であるものに依拠して「芽」という果であるものが

起こるが、その二つ共に縁起生、寂静、本性と離れたと示すならば、一切の様

相において世尊、如来方の仏母である縁起生を明らかにしたことになる。 

何故ならば、そのようである 

 

                                                   
8 『〈生じた〉…させない。』：『根本中論』第 7 章 14 偈。 
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それ故に、まさしく「生じつつある」と、 

生も、まさしく寂静である。 16 

 

と、はっきりと確認したまえ。  

 

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

ここで言う。 

「『生が有るので、この〈生じつつある〉が起こることが無い時に、如 

何様に、〈生に依拠して生じつつある〉と述べるのか。』9 

とは正しくない。何故ならば、『この生じつつある（もの）』というようなもの

が起こるとなり、壺の『生』に依拠して壺は『生じつつある』となるが、その

『生じつつある』も『生』が生じさせるのである。」といえば。 

 

この論述も正理ではない。何故ならば、 

 

もし、生じていない事物が 

何か、何処かに有るとなれば、 

それは生じるだろう事物であり、 

それが無ければ、何が生じるとなろうか。 17 

 

もし生じる以前に、「壺」という生じていない何かが有るならば、それは生じ

る行為に依拠して生じるとなるものであるが、そのようなものは、僅かにも、

生じる以前に、何処にも有るのではない。その「壺」が無いとしても、何が生

じるとなろうか。 

 

『仮に、生じる以前に勿論壺は無いだろうが、そう見ても生じたとなってか

ら〈壺〉という名称を得ることになる。それ故に、（未来に）起こるだろうもの

の名称によって、過失は無くなる。』と思えば。 

 

これも正理ではない。もし、生じる行為が入るならば、その時に現在形とな

った事物が「壺」という言述を得るとなるものであるが、未来の事物と関係し

ていないので行為が介入しない時に、現在形そのもの（の壺）が有ると、何処

でなろうか。 

 

「仮に、壺でないものに依拠して、行為を始める。」といえば。 

                                                   
9 「『生』…述べるのか。』：『根本中論』第 7 章 15 偈。 
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壺ではないその何かが、何ものであり得るか、それが述べられなければなら

ず、何か絨毯か？あるいは何でもないものになるのか？と問われる。 

もし生じつつある絨毯であるならば、それが生じて壺へ如何様に変化するの

か。あるいは、何でもないものであるならば、その時如何様にその拠所を持つ

行為が介入するのか。またはそれが生じて（如何様に）壺へと変化しようか。 

それ故に、（未来に）起こるだろう（と考える）考察も一切の様相において正

しくない。 

それ故に、「『生』が『生じつつある』も生じさせることをしない。」というこ

とが成立した。 

 

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

他にも、そのように「生じつつある」が生じるとは正しくないとなったとし

ても、君の説を承認したうえで述べよう。 

 

もし、その生が、 

「生じつつある」を生じさせるならば、 

その生が生じることを見たまえ。 

何が生じさせるのか。 18 

 

もしまた、君の説の「生」が生じつつある事物を生じさせるのであれば、そ

れは、その「生」は自か他の何れによって生じさせられるのか、これが述べら

れなければならない。もし、「この『生』の生じさせるもの（因）は、他の『生』

であると考えるならば、その時、限りの無い過失である背理となるだろう。」と

説かれたのは、 

 

もし、他の生が、 

それを生じさせるならば、無限になるだろう。 

 

といい、これは既に述べた。 

あるいは、ここで他の「生」を主張しないならば、そのようであれば、「『生』

が無くとも『生』は生じるのである。」というようになるのではないか。それ故

に、「『生』によって生じさせられる諸事物も、『生』は無くとも生じることにな

る。（何故ならば）事物である故に。『生』の如くである。」と示す為に、 
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もし、生無く生じるならば、 

一切がその如く、生じるとなるだろう。 19 

 

と説かれたのである。 

 

それぞれに否定する＞［有無等の三つを分析して否定する］ 

他にも、「『生』が自他を生じさせる。」というこの説に、現在我々が過失を述

べているのでは全くない。何故ならば、この説を批判したことは、 

 

先ず、有も無も、 

生じるとは正理ではなく、 

有無そのものでもないと、 

先に、まさしく示したのである。 20 

 

「有あるいは無の意味においても、縁とは適したものではなく、」10 

や、 

「法（現象）は有と、無と有無が成立しない時、」11 

等によって、前述で「生」を否定したのである。それ故に、そのように「生」

を否定したので、「『生』によって『生じつつある』は生じさせられる」や「自

と他の我性が生じさせられる。」というこの考えは、まさしく入りこむことは無

いのである。それ故に、「『生』が生じる」や「『生じつつある』が生じる」や「自

と他の我性が生じる」というこれが、何から成立しようか。 

 

それぞれに否定する＞［滅しつつある・ないの二つを分析して否定する］ 

他にも、ここでこの「生」が考察されたならば、滅しつつある、無常に関係

する現在の事物か？滅しつつあるのではない、無常性と離れた過去と未来であ

るものか？と考察し問えば、「双方のようでも不合理である。」と説く。 

 

まさしく滅しつつある事物においては、 

生は合理とはならない。 

滅しつつあるのではないものは、 

それが事物であるとは、不合理である。 21 

                                                   
10 「有あるいは･･･も、」：『根本中論』第 1 章 6 偈「無あるいは有の意味においても、縁と

は適したものではなく、無ければ何の縁となろうか。有るならば縁が何をしようか。」と

思われる。 
11 「法･･･しない時、」：『根本中論』第 1 章 7 偈。 
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そこで、「滅しつつある」現在形においては、「生」は合理ではない。（何故な

らば）有る故である。「壊」と離れた過去と未来の、事物の定義と一致しない滅

しつつあるのではないものにおいても、虚空の花のように「生」は有るのでは

ない。 

 

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

そのように、先ず、諸事物に「生」は無いと示して、そのもとで「住」を分

析しよう。 

 

ここで言う。「諸事物の『生』とは、まさしく有る。（何故ならば）それが有

れば存在する法（現象）が有る故である。『生』の無いところに『住』は有るの

ではなく、それ故に、『生』が有るので『住』が有る故に、『住』は、『生』が有

るならば存在が有るものになる。それ故に『生』も有る。（何故ならば）それが

有れば存在する法（現象）が有る故である。ここで、無いものにそれが有れば、

存在する法（現象）は有るのではなく、例えば虚空の花の良い香りの如くであ

る。 

 

述べよう。もし、それが有れば有る「住」そのものが有れば、「生」も有ると

なるものであるが、有るのではない。このように、 

 

住した事物は住さず、 

住さない事物は住すのではない。 

住しつつあるものも住さず、 

生じていない何が住すとなろうか。 22 

 

そこで、住した（留まった）ものは住さない。（何故ならば）それにおいて住

す行為が既に滅した故である。住さない（留まらない）事物も住すのではない。

（何故ならば）「住（留まる）」と離れる故である。住しつつある（留まりつつ

ある）ものも住さない。「住」が二つになる背理となる故と、「住した」と「住

さない」より別の「住しつつある」は無い故である。 

他にも、生じていないも何が住す（留まる）となろうか－ここで「生」を否

定した故に、生じていない、住す（留まる）ことになる如何なる事物が有ろう

か。それ故に、「住」とは一切の様相において無いのである。 
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住が本性として成立したことを否定する＞［「滅しつつある」である・ないと分析して否定する］ 

他にも、この「住」は滅しつつあるものとなるか？滅しつつあるのではない

ものとなるか？「双方の如くであっても正理ではない。」と示す為に説く。 

 

まさしく滅しつつある事物においては、 

住は合理とはならない。 

滅しつつあるのではないものは、 

それが事物であるとは、不合理である。 23 

 

先ず、滅そうとする、滅しつつある事物においては、相反する「住」は有る

のではない。（何故ならば）滅しつあるのではない何ものも、まさしく事物とは

ならないならば、それに「住」が有ると何処でなろうか。 

他にも、「一切の事物は『老』と『死』が一瞬たりとも解放することはないが、

これがそのようである時、諸事物に『老』と『死』に反する『住』が介入する

面より、まさしくその機会が有るのではない故である。」と示す為に説く。 

 

一切の事物は、何時も、 

老い死滅する法（現象）であるならば、 

老と死無く、 

住す事物は、何ものであるか。 24 

 

『何かに〈住（留まる）〉が有るとなる、老・死と離れた如何なる事物が有ろ

うか。それ故に、〈住〉とはまさしく無いのである。』と御考えになられた。 

 

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

他にも、「この『住』について、住す（留まる）為に他の『住』（が有ること）

を考えるか？自らが自らの我性を住させる（留まらせる）のか？と問えば、双

方とも正しくはない。」と説く。 

 

住は、他の住によっても、 

それ自体によっても、住すとは正しくない。 

斯くも、生が自らと、 

他によって、生じさせられるのではないが如く。 25 

 

「この生は、生じていないものが、自らの我性を如何様に生じさせよう 
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か。」12 

等によって、「生」によって自らが生じさせられないと説かれたように、「住」

も自らを住させる（留まらせる）ことをしないと述べよう。 

「留まっていないこの住が、自らの我性を如何様に留まらせようか。もし、

留まったものが、留まらせるならば、留まったものに、何が留まらされるもの

として有ろうか。」と当てはめたまえ。 

 

また、 

「もし、他の生が、それを生じさせるならば、無限となるだろう。」13 

と、「生」について解説された如く、「もし、他の住が、それを住させるならば、

無限となるだろう。」と、「住」についても述べたまえ。そのように、「住」にお

いても不合理である。 

まさしくそれ故に、世尊が、 

「これらの法（現象）は住さず（留まらず）、これらに『住』は有るので 

はない。『住』の無いものは、『住す』という言葉によって述べられても、 

自らの本質として見出されるものではない。世間の守護者は『住』や、『生』 

を示されたのではなく、然ればそのような世間の守護者を、認めて禅定 

を知りたまえ。」 

と説かれた。 

その如く『聖般若集経偈』よりも、 

「空に風が依拠し、それに水蘊が依拠する。それにこの大地が依拠し、 

それに衆生が依拠する。」 

というところから 

「不住の住である。これを勝者が『住である』と説かれた。」 

というまで、詳細に説かれた。 

 

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

ここで言う。「『生』と『住』はまさしく有る。（何故ならば）それと一緒に働

く法（現象）が有る故である。ここで、諸々の有為に『生』や『住』という定

義と一緒に働く『無常』性は有るのであり、それ故に『生』と『住』も有るの

である。」 

 

「滅」を分析して否定する方法＞［三時制を考察して否定する］ 

述べよう。もし、「無常」そのものが有るならば、「生」と「住」も有るとな

                                                   
12 「この生･･･ようか。」：『根本中論』第 7 章 13 偈。 
13 「もし･･･だろう。」：『根本中論』第 7 章 19 偈。 
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ろうが、（「無常」は）有るのではない。如何様にといえば、このように、 

 

滅したものは滅すとならず、 

滅していないものも、滅すとならない。 

滅しつつあるものも、その如く（滅すの）ではない。 

生じていない何が、滅すとなろうか。 26 

 

もし「無常」という何かが有るならば、それは滅した事物か、滅していない

か、滅しつつあるものとなるが、そこで「『滅した』ものが滅す。」とは適さな

い。（何故ならば）過去と現在の二つは相反する故である。「滅していない」に

おいても正理ではない。（何故ならば）「滅」と離れている故と、「滅していない

何が、如何様に滅すとなろうか。」と、互いに反する故である。「滅しつつある

ものも、その如く（そう）ではなく」－「滅すとならない。」というこれに繋げ

る。「滅しつつある」も滅すとならない。（何故ならば）「滅しつつある」は無い

故と、「滅」が二つになる背理となる故である。 

何故ならば、そのように三時制においても「滅」があり得ない故に、「滅」は

有るのではないので、それと一緒に動く「生」と「住」が有ると何処でなろう

か。 

他にも、前述で「生」を否定した故に「『否定したものはまさしく有るのでは

ない。」と説くのは、 

「生じていない何が、滅すとなろうか。」 

という。 

 

「滅」を分析して否定する方法＞［住である・ないと考察して否定する］ 

他にも、この『滅』は、住す（留まる）事物に（有るとなるの）か？住さな

い（留まらない）事物に（有ると）なるのか？と問えば、「双方のようにも適わ

ない。」と説く。 

 

先ず、住す事物に、 

滅は合理とはならない。 

 

「滅す」と相反する「住す（留まる）」に、「滅」は有るのではない。 

 

住さない事物においても、 

滅は合理とはならない。 27 
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存在するのではない住さない（留まらない）事物にも、「滅」は有るのではな

い。それ故に、「滅」は一切の様相において不合理である。 

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

他にも、もしここで「滅」が一つとなれば、それは、まさしくその時点によ

ってその時点が変化するか、あるいは他によって他が変化するものであるが、

「一切の様相において不合理である。」と示す為に説く。 

 

その時点によって、その時点 

そのものは、まさしく滅すとはならない。 

他の時点によって、他の時点も 

まさしく滅すとはならない。 28 

 

先ず、乳の時点そのものによって、まさしくその乳の時点が滅すとはならな

い。（何故ならば）自らが（自らの）我性へ働くことは矛盾する故である。他で

ある酪の時点によっても、乳の時点が滅すとはならない。仮に乳と酪の二つの

時点が同時となれば、その二つは「壊されるもの」と「壊すもの」という事物

になるものであるが、酪の時点において乳の時点は有るのではない。存在しな

いその時に、無となる何を壊そうか。もし壊すなら、ロバの角の鋭さそのもの

も尽く破壊するものになるだろう。それ故に、他の時点によっても、他の時点

はまさしく滅すとなるのではない。 

 

その時点・他時点を考察して否定する＞［反論を斥ける］ 

ここで言う。「もしまた、まさしくその時点によってその時点か、他の時点に

よって他の時点が滅すとはならないだろうけれど、そう見るとしても、乳の時

点には、先ず『滅』が有るのである。それ故に『生』も有ることになる。」 

 

述べよう。嗚呼！母へ対して君は、自らが全く非常な愚か者であると顕かに

するのであり、前述の仕方によって、 

 

一切諸法の 

生が合理とはならない時、 

 

説く。 

 

一切諸法の 

滅は合理とはならない。 29 
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と、非常に明らかに示されたことになるのではないのか。 

「滅」を分析して否定する方法＞［事物の有無を考察して否定する］ 

他にも、もし「滅」という何かが有るならば、それは有る事物においてか？

無いものにおいてとなるか？そこで、 

 

先ず、有る事物において、 

滅は合理にはならない。 

 

本性より衰えない存在する事物においては、「滅」は正理ではない。何故なら

ば、 

 

まさしく一つにおいて、事物と 

無事物であることに合理は無い。 30 

 

或る事物に、「滅」というその無事物が有ることは、まさしく無いとなる。そ

れ故に、存在する事物に「滅」が有ると言うならば、事物と無事物の二つがま

さしく同じ拠所にあると承認したことになるが、まさしく同一であるならば双

方とも不合理である。（何故ならば）今もし事物であるならば、その時「滅」は

無事物が包摂する故に、事物として見出されることは適正でない。あるいは無

事物であるならば、それもここでは正しくない。（何故ならば）無事物と反し、

事物そのものと離れるのではない故である。それ故に、事物と無事物がまさし

く同一であれば、「その事物は事物ではなく、無事物でもない。」といえる。 

一様相においては、まさしく同一であれば、互いに反する故に、光と闇のよ

うに、「事物でもあるが無事物でもあることは不合理である。」という。 

それ故に、そのように先ず、有る事物において「滅」は不合理である。 

ここで、 

 

無事物となったものにおいても、 

滅は合理にはならない。 

 

有るとならない事物においても「壊」は有るのではない。（何故ならば）有る

のではない故に、虚空の花の如くである。 

 

双頭において、斯くも 

断たれることは無いが如くである。 31 
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第二の頭は無いと、まさしく広く公認されていることを近似例として提示し

た故に、説明がまさしく不備となるので、「無い」と提示されていない。それ故

に、そのように有る事物と無い事物において「滅」は無い。双方の如くにも無

いまさしくそれが、他の如何なる我性によって有るとなろうか。「『滅』はまさ

しく無い。」と了解したまえ。 

 

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

他にも、もし「『滅』というものは、諸事物の『滅すもの』である。」と考え

るならば、ここで、それにも他の「滅」を主張するのか？あるいはそうでない

のか？ 

もし主張するならば、それは正理ではない。何故ならば、 

 

滅は自らの我性によって、 

有るのではない。他の滅によってではない。 

 

如何様に有るのではないかを示す為に、 

 

斯くも、生は自らと、 

他によって生じさせられるのではないが如く。 32 

 

と説かれた。そこで、 

「この生は、生じていないものが、自らの我性を如何様に生じさせよう 

か。」14 

等によって、「生」が自らの我性を生じさせぬが如く、「滅」も自らの我性を滅

すことはしない。 

 

「如何様に」といえば。 

 

述べよう。「この滅は、滅していないものが、自らの我性を如何様に滅させよ

うか。もし、滅したものが、滅させるならば、滅したものに、何が滅せられる

ものとして有ろうか。」15と、「生」と等しく述べたまえ。そのようであれば、「滅」

において、自らの我性によって滅すことは有るのではない。 

他の我性によっても有るのではない。如何様にといえば、 

                                                   
14 「この生･･･ようか。」：『根本中論』第 7 章 13 偈。 
15 「この滅･･･有ろうか。」：『根本中論』第 7 章 13 偈の言葉を変換する。 
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「もし、他の『生』が、」16 

等が「生」について説いた如く、「もし、他の「壊」が、それを壊すならば、無

限となるだろう。もし、「壊」無く壊れるならば、一切がその如く壊れるとなる

だろう。」17と、「滅」についても述べたまえ。それ故に、そのように他の我性に

よっても滅すことは有るのではないので、「滅の滅」は無い。 

 

もし、『〈滅〉に〈滅〉はまさしく無い。』と思えば。 

 

それは正しくない。（何故ならば）もし「滅」に「滅」が無ければ、その時「滅」

と離れる故に、有為の定義が廃すとなる。それ故に、そのようにもし、「壊」に

「壊」（が有る）と考察したと見ても「壊」は正しくないが、あるいは（有ると）

考察していないと見ても正しくないので、ここで、如何様に他によって壊れる

となろうか。 

 

壊が本性として成立したことを否定する＞［その過失が自派に対して不等である理由］ 

『もし、そのように尽く分析したならば、君にとっても〈壊〉は正しくない。

それ故に、両者の過失となるそれによって、一方を批判するものではない。』と

思えば。 

 

述べよう。我にとって、この批判に当たるとは全くならない。このように諸

事物は、自らは本性が無いのであるが、それらもまさしく本性が無いとなれば、

分析考察されておらず成立したあり方に従って、真実であると現実に思い込む

この幼子達の「世俗名称の道」に沿って行くのである。我々のようであれば、

それらについて斯くも説かれた分析は有るのではない。世間人の諸事物は、幻

や夢や尋香の都等のように合理と離れたとなり、愚痴の眼障によって知恵の眼

が衰えた世間において成立したとなるので、まさしく相互関係したことによっ

て成立するとなったことだけを、幼子達が承認するのである。 

斯くも『四百論』より、 

「回転する火輪の錯覚や、夢や幻や水面の月や、霞や内側のこだまや、 

逃げ水や雲と、輪廻は等しい。」18 

と説かれた。それ故に、生じさせられるものが有れば生じさせるものが（有り）、

生じさせるものが有れば生じさせられるものが有る。滅すことが有れば滅され

るものと、滅されるものが有れば滅すことが有るのである。 

                                                   
16 「もし…『生』が、」：『根本中論』第 7 章 19 偈． 
17 「もし…だろう。」：『根本中論』第 7 章 19 偈の言葉を変換する。 
18 「回転･･･等しい。」：『四百論』第 13 章 25 偈。 
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そのように（我々は）世間人の世俗名称を承認している故に、我々の側に背

理となるものが全く等しく当たると、何処でなろうか。 

 

壊が本性として成立したことを否定する＞［「壊」を無因とする主張を否定する］ 

「壊」はまさしく無因であると承認して、諸々の有為はまさしく刹那滅であ

ると言う者のようであれば、虚空の花のように因が無いので、「壊」は無い故に、

刹那滅そのものであり「壊」と離れた諸事物が、まさしく有為としても成立す

ると、何処でなろうか。それ故に、その一切はまさしく不可となるだろう。 

「生の縁によって老死」19 

や、有為の諸定義も行蘊20の中に収められると説かれたことは、世尊が「壊」は

まさしく因と共にあると明らかに示されたのではないのか？生のみに相互関係

している為に、この一刹那に壊れることも論証し易く、それ故に一切が良く留

まるとなるだろう。もし、この「壊」というものが無事物であるならば、事物

が無いそれに対して因が何をしようか。それ故に、『〈壊〉は無事物である。』と

思えば、事物においても無因になる背理となるのではないか？このように、事

物とは有となったものであるが、有であるそれに因による必要性の何が有ろう

か。既に生じたものに再び生じさせられるものは無い。それ故に、一切におい

て無因になる背理となるので、これは正理ではない。 

他にも、以前に無い故と、後に有る故に、「生」は因と共にあるものであるが

如く、「壊」もそのようであると主張したまえ。「壊」も全ての時点でそうなる

のではない。（何故ならば）生じる以前に無い故と、後に有る故である。 

「何であろうとも、無事物であるものに対して、因が何をしようか」と言っ

たことも正理ではない。何故ならば、我々は「壊」に対して因が僅かな何かを

するとは主張しないが、ならば何かといえば、「しかしながら、『壊』そのもの

が行為するものである。」と言う。 

 

「もしそう考えれば、為しつつある故に、『壊』も事物となるのではないか。」

といえば。 

 

これはまさしく主張することであり、「壊」とは自らの本質に相応して事物で

あるが、色形等の法（現象）が無くなる本性である故に、無事物なのである。 

他にも、「死」も二つの行為として近く留まるのである－「行を壊すこともし、

『全くの無知』が途切れない因をも与える。」という経証より、如何様に「壊」

が因と共にあるのではないとなろうか。 

                                                   
19 「生の…老死」：『稲稈経』より。 

20 行蘊
ぎょううん

：五蘊の一つ。［第 4 章］脚注 1 参照。 
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他にも、他派が考察した、無事物の事物の定義を持つ空性は、事物の本質で

あると承認したならば、如何様に、無事物を事物そのものであると承認してい

ないとなろうか。事物である故にも、如何様に空性が無事物であろうか。それ

故に、一切の承認が廃されるだろう。 

まさしくそれ故に、 

「如何様に涅槃が、物と無事物の二つともであろうか。涅槃は無為であ 

り、事物と無事物は有為である。」21 

と、述べることになるだろう。 

派生した内容であるが、可とする。 

 

本題を述べよう。 

 

有為の定義が本性として成立したことを否定する＞［個別の定義を否定する］ 

ここで言う。「もし、有為の『生』と『住』と『壊』を否定はしたとしても、

そう見るとしても個別の定義を具える有為は、有るのであり、このように『硬』

等や、『喉肉』等はその個別の定義として近しく示されたのである。それ故に有

為は有るので、その定義も有る。」 

 

述べよう。もし有為そのものがあるならば、そのようになるものであるが、

有るのではない。このように、 

 

生と住と壊が、 

成立していない故に、有為は無い。 

 

斯くも説かれた論法で「生」と「住」と「壊」のみを否定した時、有為が何

処に有ろうか。それ故に、その個別部分が何処に有ろうか。 

 

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

ここで言う。「有為はまさしく有る。（何故ならば）その対治である無為が有

る故である。」 

 

述べよう。もし、無為そのものが有るならば、これはそのようになるけれど、

（それは）有るのではない。何故ならば、 

 

 

                                                   
21 「如何様に･･･である。」：『根本中論』第 25 章 13 偈。 
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有為は良く成立していないので、 

無為が如何様に成立しようか。 33 

 

ここである者は、『虚空22と非択滅23と涅槃24は、無為である。』と考えるが、

他の者達は、真如の定義を持つ空性を無為であると考え、「その一切は有為が良

く成立していないとなったので、まさしく有るのではない。」と明らかに示され

た。 

 

それを批判する＞［そのように否定したことにおいて、経証との矛盾を斥ける］ 

ここで言う。「もし、『生と住と壊は有るのではない。』と確定されるが、なら

ば、障碍25の無い智慧をお持ちの仏陀が、『比丘らよ。有為とは生じるとも顕か

であり、壊と住より、他に変化することも顕かである。』と説かれたことは如何

様に認識されようか。」といえば。 

 

述べよう。 

 

夢の如く幻の如く、 

ガンダルヴァ（尋香）の都のかくある如く、 

その如く生と、その如く住、 

その如く壊を説かれた。 34 

 

幻等は本性として生じていないながらも、世間では「幻」等の言葉の叙述内

容となり、「幻」等を捉える意識で認識される対象となる如く、「生」等のそれ

らも本性として有るのではないけれど、世間に公認されたのみの面より、世尊

によって示されたのである。 

 

性相（定義）である生壊住が有ることを否定する＞［了義の教証と合わせる］ 

斯くも、 

「皮と筋で肉と骨を集めたものを、これらの『妻だ』と思う想（識別作 

用）が生じさせられて、蒙昧な幼子達は欲望を生じさせ、幻の如く女を 

                                                   

22 虚空
こ く う

：可触を否定しただけの絶対的否定。毘婆沙部の挙げる三つの無為の一つ。 

23 非択滅
ひちゃくめつ

：智慧を修習したことによって捨て去るべきものが無くなったのではないが、条

件が揃わないことによって生じなくなること。毘婆沙部の挙げる三つの無為の一つ。 

24 涅槃
ね は ん

：苦しみが寂滅すること。ここでは択滅
ちゃくめつ

（智慧を修習したことによって、煩悩等捨

て去るべきものが滅すこと）に当てられる。毘婆沙部の挙げる三つの無為の一つ。 

25 障碍
しょうげ

：解脱や一切相智（仏陀の智慧）を得る障りとなるもの。 



132 

顕句論［第７章］ 

知ることはない。斯くも、若い娘の夢の中で、若者が現れ、死んだこと 

をその娘が見て、現れれば喜び、死んで悲しむように、一切諸法（現象） 

をその如く知りたまえ。斯くもガンダルヴァ（尋香）の都や逃げ水や、 

幻の如く、夢が斯くあるに似て、一切諸法（現象）はその如く知られる 

べきであり、様相を修習することは自性が欠如している。」 

や、その如く、 

「全ての有為無為を離れており、仙は、それらに対して分別（概念作用） 

が無い。全ての衆生に対して無為を得たので、諸見解より奴隷となるこ 

とから全く離れている。これに似た諸法（現象）を知る者は、常に執さ 

ず、迷わず、蒙昧とならず、その心は本性に等引する26。それは力有り、 

効力を具える三昧である。」 

と説かれた。 

 

性相（定義）である生壊住が有ることを否定する＞［章の名を示す］ 

阿闍梨月称の御口より綴られた顕句より、「有為を考察する」という第七章の

解説である。 

                                                   
26 その心･･･等引する。：その心は空性を直覚する瞑想に留まる。 
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「業と行為者を考察する第八章」 

 

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

ここに言う。「有為の本性を持つ、識1等の有為の諸法（現象）はまさしく有る。

（何故ならば）その因である業（行為）と行為者が有る故である。世尊も、『無

明と関係するこのプトガラ（人）、生者は、福徳2の実現も、顕現して行う。福徳

でないもの3と不動4を実現することも行う。』等によって、業の行為者と、その

業と、果である識等の有為も近く示されたのである。それに行為者が有るもの

は、存在するのであり、例えば壺の如くである。行為が無いものに行為者は無

く、例えば亀の毛の衣の如くである。」 

 

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

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

述べよう。もし、その生じさせるものである業（行為）と、行為者の二つが

有るならば、識等の有為も有ることになるが、それらは無い。このように、 

 

行為者になった者は、 

業（行為）になったことをしない。 

行為者でないとなった者も、 

業（行為）にならなっていないことをしない。 1 

 

そこで、（行為）を為すので、行為者である。僅かでも（行為を）為すものの

みを行為者と名付け、（行為を）為さなければそうではない。しかしその為すも

のも、行為者となった者か、（行為者）ではない者か、（行為者）でありそうで

ないとなった何者かであると考えられる。 

行われるので、その業（行為）は、行為者の正しい願望となったものである。

それも三種有り、（業）であるとなったものと、（業）ではないとなったものと、

（業）であり（業）ではないとなったものである。 

そこで、「行為を具える行為者であるとなった者は、業になった－行為を具え

                                                   
1 識：識：知覚の主体的な部分。五蘊（色蘊・受蘊・想蘊・行蘊・識蘊）の一つ。または十

二縁起（無明・行・識・名色・六処・触・受・愛・取・有・生・老死）の一つ。有為の

例として挙げている。 
2 福徳：福業。三業の一つ。来世人間や欲界の天に生まれる良い業（行い）。 
3 福徳でないもの：非福業。三業の一つ。来世畜生・餓鬼・地獄に生まれる悪い（他者を害

する）行い。 
4 不動：不動業。三業の一つ。来世上界に生まれる 

禅定となる業。意識状態が安定し、生まれ先の上界に確実に生まれるので、結果が動か 

ない「不動業」と言われる。 
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たことをしない。」と言うことが、一つの主張命題である。そして、「行為と離

れた、行為者ではないとなった者も、業になっていない－行為と離れたことを

しない。」ということが、他の主張命題である。 

 

始めの二分類の行為と行為者を否定する＞理由を示す＞第一命題の理由＞ 

［誰も為していない業が有るという背理で否定する］ 

そこで、第一命題を良く論証しようと約して、説く。 

 

そうであるとなった者に、行為は無い。 

行為者の無い業（行為）ともなる。 

 

行為者であると述べることは、行為の因を持つものである故に、「為す。」と

いう行為を具えるとなった何者かのみが、「行為者」という呼称を得ることにな

る。それ故に、そのような様相の、行為という因を持つ「行為者」という呼称

を得た者に、彼がその業（行為）を為すとなる他の行為は無い。行為が無いの

で行為者が業（行為）を為さない時、行為者に相互関係無く、行為者の無い業

（行為）となるが、行為者の無い業（行為）とはあり得るものでもなく、石女

の子が壺を作るが如くである。そう考えれば、先ず、「（行為者）であるとなっ

た者に行為は無く、行為者の無い業（行為）ともなるだろう。」という過失の背

理となる故に、行為者であるとなった者は業（行為）を為さない。 

 

第一命題の理由＞［何も為さないことに行為者が有るという背理で否定する］ 

ここで、「業であるとなったものも、行為者が為すのではない。」と示す為に、 

 

そうであるとなったものに、行為は無い。 

業（行為）の無い行為者ともなる。 2 

 

と説かれた。「業であるとなった」とは行為を具えることである。行為という因

（理由）を持つ「業」という呼称を既に得たものにおいては、また改めて、或

る者がその行為を為すとなる、他の行為が有るのでもない。そう見れば、先ず、

業（行為）であるとなったものに行為は無いのである。他の行為が無い時に、

業（行為）であるとなったものは、まさしく行為者が為すのではない。業（行

為）に第二の行為が無い故に、（第二の行為を行為者が）為さない時には、その

業（行為）の行為者は業（行為）が無い－業（行為）は存在せず、その業（行
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為）を為さぬのみにおいて行為者となるが、これは正しいのでもない。無間業5で

ないものには、無間業の行為者は見られない。 

 

理由を示す＞第二命題の理由＞［無因となる背理によって否定する］ 

そのように、「行為者であるとなった者は業（行為）であるとなったことを為

さない。」と正しく論証して、ここで行為者でないとなった者も業（行為）でな

いとなったことを如何様に為さぬかを示す為に説く。 

 

もし、行為者になっていない者が、 

業になっていないことを為すならば、 

業に、因は無いとなる。 

行為者も無因となるだろう。 3 

 

業（行為）でないとなったものは、因が無くなるだろう。行為者でないとな

った者は、行為と離れるのであるが、行為も「行為者」と名付けられる原因で

ある故に、行為と離れた行為者も因が無くなるだろう。 

 

第二命題の理由＞［それを主張することに過失を述べる］ 

「無因という言説を承認するとしても、因と果は丸ごと排斥されるだろう。」

と説く。 

 

因が無ければ、果と、 

因も合理とはならない。 

 

因を承認したとなれば、「因によって生じさせられたものが果であるが、その

生じさせるものが、因である。」ということが正しい。例えば壺の因は粘土であ

るが、壺は結果であり、ろくろ等はその能作因6であるが如くである。無因とい

う言説を承認したならば、因に相互関係しない故に、虚空の花のように壺は無

いが、壺が無ければその能作因が有ると何処でなろうか。そのようであれば、 

「因が無ければ、果と、因も合理とはならない。」 

それ故に、 

 

 

                                                   

5 無間業
むけんごう

：死んで間を空けず来世地獄に生まれる業なので、無間業と呼ばれる。母殺し・父

殺し・阿羅漢殺し・僧の和合を破る・仏身を傷つける、の五種ある。五逆罪に同じ。 

6 能作因
のうさいん

：為す因。ある結果と別であり、その結果が生じる邪魔をしない事物。 
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それが無ければ、行為と、 

行為者と行為するものは、適さない。 4 

 

それが無ければ－果と因が無ければ、何を為す為に行為が有るとなろうか。

如何なる行為において、壺師が自在となることで行為者そのものであるとなろ

うか。粘土も、その我性が変化した以外、まさしく真実の成立させるもの（因）

である面から「為すもの」であるとは正理ではない。 

 

そのようであれば、先ず、 

「それが無ければ、行為と、行為者と行為するものは、適さない。」 

という。それ故に、 

 

行為等が正理でなければ、 

法と非法は、有るのではない。 

 

このように、祭祀が殺生を捨て去る行為について自由になったことより行為

者となり、業（行為）が為すものになった面より殺生を捨て去る行為を為す時、

そこに、法が近く生じることになる。その如く、善業の道である善の行為によ

って成されるものである十業と、善法の始まりである三宝と、父と母と、それ

より他の供養に値するものに対する供養等の定義を持つものにも当てはめたま

え。 

その如く、行為と行為者と行為するものが無ければ、殺生等の定義を持つ非

法も無くなる背理となることより、反転させて述べたまえ。 

「そのように法と非法が無い時、その果も無い。」と示す為に説く。 

 

法と非法が無ければ、 

それから起こった果は無い。 5 

 

法と非法の二つが無ければ、法と非法によって生じさせられる果を望むこと

や、望まないことも無くなるだろう。それ故に、 

 

果が無ければ、解脱や、 

繁栄（善趣）となる道は不合理である。 

 

もし、世間道の果である静慮と無色の定義を持つ善趣が有るとなれば、その

時、その為に世間の道を修することは素晴らしいとなるが、もしそれも、解脱
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の定義を持つ、涅槃という果が有るならば、その為に出世間の八正道を修する

ことになるものであるが、果が有るのではない時、 

「果が無ければ、解脱や、繁栄となる道は不合理である。」 

他にも、そのように果が無ければ、 

 

諸々の行為一切も、 

まさしく無意味である背理となる。 6 

 

農作業や、商売や、賃金労働の行為等、結果の為に始めるそれら一切のもの

も、果が無ければ不合理である。それ故に、そのように、 

「諸々の行為一切も、まさしく無意味である背理となる。」 

これらは、無意味でもない。それ故に、余すこと無き誤りの根源となる、善

趣や浄化解脱を抹消し、地獄の有情等の大断崖の因である、見られ、見られな

い因である事物と矛盾する故に、「行為者であるとなっていない者が業（行為）

になっていないことを為す。」というこの説は、全く劣悪である。 

 

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

それ故に、そのように二つの主張命題を正しく論証して、そこで「双方の本

質である行為者が、双方の本質である業（行為）をも為さない。」と説く。 

 

行為者になって（行為者に）なっていない者は、 

（業に）なって（業に）なっていないことを為さず、 

 

業（行為）であり業（行為）でないとなった、行為を具え行為を具えないこ

とを、行為者であり（行為者で）ないとなった者は為さない。何故ならば、 

 

そうであり、そうでないとなった一において、 

互いに反する故に、何処にあろうか。 7 

 

一つの事物において、同一時に「行為を具えるのでもあるが行為を具えない

のでもある」というこれは、まさしく正しくない。それ故に、行為者であり（行

為者で）ないとなった者も、業（行為）であり業（行為）でないとなったこと

を為さない。（何故ならば）『有るのではない故である。』と考察された。 
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業（行為）と行為者が自性として成立したことを否定する＞不一致の方向の行為と行為者が自性として成立したことを

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

そのように、一致する方向に過失を述べ、一致しない方向をも斥けようと約

して説く。 

 

行為者になった者が、 

（業に）なっていない業は為さず、 

（行為者に）なっていない者も、（業に）なったことを為さない。 

 

先ず、行為を具える行為者であるとなった者が、行為を具えない業（行為）

になっていないことを為さない。何故ならば、 

 

ここでも、その過失となる背理になる。 8 

 

故である。 

「そうであるとなった者に、行為は無い。行為者の無い業（行為）とも 

なる。」7 

と説かれ、そのように行為者であるとなった者は業（行為）を為さない。業（行

為）であるとならなかったことをも為すのではなく、業（行為）であるとなら

なかったことは無因となるが、それ故に、 

「因が無ければ、果と、」8 

等の一切の過失となる。 

それ故に不一致の方向とは、既に前述した諸々の理由で批判した故に、再度

理由を挙げることはしない。 

「行為者であるとなった者が業（行為）であるとならなかったことを為さな

い。」と斯様に示された如く、既に説明した読み方にならって、「行為を具えな

い行為者でないとなった者が、業（行為）であるとなったことを為さない。」等

も、解説したまえ。 

 

不一致の方向の行為と行為者が自性として成立したことを否定する＞ 

［方向の違う業（行為）を二つずつ為すことを否定する］ 

そのように先ず、不一致の方向について、それぞれの言葉を分析した面から

過失を述べて、ここでそれぞれの言葉に二つずつの言葉を分析して過失を述べ

ようと約して説く。 

                                                   
7 「そうで…なる。」：『根本中論』第 8 章 2 偈。 
8 「因が…果と、」：『根本中論』第 8 章 4 偈。 
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行為者になったことと、 

共にある者は、業（行為）になっていないことと、 

（業に）なって（業に）なっていないことを為さない。 

理由は先に示した故である。 9 

 

行為者になったことと共にある者は、業（行為）であるとなっていないこと

と、業であるとなり業であるとなっていないことを為さない。どのようにとい

えば、「理由は先に示した故である。」と説かれた。 

そこで、 

「そうであるとなった者に、行為は無い。」9 

等によって、行為者になったことと共にある者は、為さない。業（行為）にな

っていないことも為さず、 

「業に、因は無いとなる。」10 

「因が無ければ、果と、」11 

等によって、過失を既に示した故である。 

業（行為）となり業（行為）となっていないことも為さない。 

「そうであり、そうでないとなった一において、互いに反する故に、何 

処にあろうか。」12 

と説かれた故である。 

そのように先ず、行為者であるとなった者が、業（行為）であるとならなか

ったことと、業（行為）であり業（行為）でないとなったことを為すのではな

い。 

ここで「行為者でないとなった者も、業（行為）であるとなったことと共に

あることと、業（行為）となり業（行為）となっていないことを為すのではな

い。」と説く。 

 

行為者になっていない者が、 

業になったことと共にあることと、 

（業に）なっておらず（業に）なったことを為さない。 

理由は先に示した故である。 10 

 

                                                   
9 「そうで…無い。」：『根本中論』第 8 章 2 偈。 
10 「業に…となる。」：『根本中論』第 8 章 3 偈。 
11 「因が…果と、」：『根本中論』第 8 章 4 偈。 
12 「そう…あろうか。」：『根本中論』第 8 章 7 偈。 
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行為者であるとなっていない者は、無因となるが、 

「因が無ければ、果と、」13 

等によって過失を既に述べた故に、行為者になっていない者は、（行為を）為さ

ないのである。業（行為）となったことと共にあることも為さず、 

「そうであるとなったものに、行為は無い。業（行為）の無い行為者と 

もなる。」14 

という背理になる故である。業（行為）であり業（行為）であるとなっていな

いことも為さず、 

「そうであり、そうでないとなった一において、互いに反する故に、何 

処にあろうか。」15 

と説かれた故である。 

ここで、まさしく行為者であるとなり（行為者）であるとなっていない者も、

両方の本質であれば、業（行為）であるとなったことと、（業）でないとなった

ことの何れをも、如何様に為さないかを示す為に説く。 

 

行為者になって（行為者に）なっていない者は、 

業になったことと（業に）なっていないことを 

為さない。これも理由は、 

先に示したものによって、知りたまえ。 11 

 

行為者であるとなり（行為者）でないとなった者は（行為を）為さない。 

「そうであり、そうでないとなった一において、互いに反する故に、何 

処にあろうか。」16 

と説かれた故である。 

業（行為）となったことも為さず、 

「そうであるとなったものに、行為は無い。業（行為）の無い行為者と 

もなる。」17 

という背理になる故である。無因である業（行為）になっていないことも為さ

ない。 

「因が無ければ、果と、」18 

等によって、過失を既に述べた故である。 

                                                   
13 「因が…果と、」：『根本中論』第 8 章 4 偈。 
14 「そう…なる。」：『根本中論』第 8 章 2 偈。 
15 「そう…あろうか。」：『根本中論』第 8 章 7 偈。 
16 同上。 
17 「そう…なる。」：『根本中論』第 8 章 2 偈。 
18 「因が…果と、」：『根本中論』第 8 章 4 偈。 
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それ故に、そのように一致する方向と不一致の方向において、行為者と業（行

為）として成立したことは、一切の様相において正理ではない。それ故に、「識

等有為の本性を持つものはまさしく有る。（何故ならば）その因である業（行為）

と行為者が有る故である。」と言ったことは、正理ではない。 

 

章の著述を説く＞［世俗名称として業と行為者を設ける方法］ 

ここで言う。「『諸事物は無い。』という、これを、君は確認したのか？」とい

えば。 

 

そうではなく、事物は本性と共にあると言う君にとっては、事物と離れたこ

とより、一切に対して抹消があり得るが、我々は依拠して生じた（縁起である）

故に、一切事物の本性そのものを近しく認めない。然れば、何を抹消すること

になろうか。 

斯くも『宝行王正論』より、 

「逃げ水を『これは水だ』と、思いそこへ行ってから、もし『その水が 

無い』と、捉える者はまさしく愚かである。その如く逃げ水のような、 

世間を『有る』あるいは『無い』と、捉えることは蒙昧であり、蒙昧が 

あれば解放されない。」19 

「無知から先に分別し、後に真如の意味を確信するならば、事物が認識さ 

れない、その時、無事物であると何処でなろうか。」20 

と説かれた。それ故に、そのように本性の無い諸事物において、斯くも言説さ

れた様相が成立することが、何処に有ろうか。 

「それ故に、陽炎の水に等しい世俗の諸事物は、世間人の誤りを承認して、

ただこの縁そのものであると承認したのみから成立したのであるが、他によってで

はない。」と説く。 

 

行為者は業（行為）に依拠しており、 

業も（行為者）そのものに、 

依拠して起こる以外、 

成立した因は見られない。 12 

 

ここで、為さず、業（行為）に相対の無い者は、まさしく行為者ではない故

に、行為者の「行為者そのもの」は業（行為）に相対してであり、行為者が為

しつつあるのでなければ、何ものも業（行為）そのものであるとはならないの

                                                   
19 「逃げ水･･･ない。」：『宝行王正論』第 1 章 55・56 偈。 
20 「無知･･･なろうか。」：『宝行王正論』第 1 章 98 偈。 
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で、まさしく為しつつあることを業であると述べる故に、業もまさしくその行

為者に依拠して起こったのである。そのように業（行為）と行為者は互いに相

対して成立したより以外、成立した他の因は見られない。 

 

章の著述を説く＞［その正理を他に適用する］ 

「斯くも、業（行為）と行為者の二つは相互関係して成立したのであるが如

く、他の諸事物も（相互関係して成立したの）である。」と類推する為に説く。 

 

その如く近取を知りたまえ。 

業（行為）と行為者を除いた故である。 

 

「その如く」というこれによって、背理を挙げたばかりの業（行為）と行為

者という世俗名称を示す。近く取るので近取である。そのようであれば、これ

によって近く取る行為を示したが、それによっても自らを成立させるものであ

る行為者と、その近く取る者は近く取られる対象より認識する。近く取られる

対象と近く取る者の二つも、業（行為）と行為者のように相互関係して成立し

たのであるが、自性によって（成立したの）ではない。 

 

また、「何故自性によってではないのか」といえば。 

 

「業（行為）と行為者を斥けた故である。」 

と説かれた。「除いた」とは「斥けた」意味である。「故である。」という言葉に

よって、理由を保持する。それ故に、意味は「我々が或る理由によって業（行

為）と行為者を除いたと説いた、それらの理由のみによって、近く取られる対

象と近く取る者も否定したと知りたまえ。」というこれが合理となる。 

業（行為）と行為者を否定したので、この二つは相互関係して成立したのだ

と確認されるのみではない。他にも、 

 

行為者と業（行為）によって、 

残余の事物について知りたまえ。 13 

 

といい、「知恵を持つ者は」とは付け足す言葉である。知恵者は、業（行為）と

行為者や、近く取られる対象と近く取る者より別の、他の事物である生じさせ

られるもの（果）と生じさせるもの（因）や、行く（行為）と行く者や、視ら

れる対象と視るものや、性相と事相や、起こされる対象と起こすものや、その

如く、支分と支分を持つものや、功徳と功徳を持つものや、量と所量等の、余
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すこと無いそれら事物を、業（行為）と行為者の分析によって自性として有る

ことを否定して、まさしく相互関係して成立したのであると知りたまえ。それ

らの分析も、『入中論』より確認したまえ。 

 

もし、「『残余の事物を知りたまえ。』というまさしくこれによって、近く取ら

れる対象と近取者の意味を既に了解している故に、再度掲示したことは適さな

いのではないか」といえば。 

 

これはもっともであるけれども、しかしながら分析対象として主要となった

ことを知らせる為に、近く取られたものと近取者を個別に挙げた。このように

後続の章においても、この二つのみの考察が概ね起こるとなる。 

 

因である業（行為）と行為者が有ることを否定する＞［了義の教証と合わせる］ 

まさしくそれ故に世尊が、 

「心の地獄が恐ろしいことを私が示して、何千もの有情が悲しんだけれ 

ども、死に移り、酷い悪趣へ赴く、それらの衆生は如何なる時にも有る 

のではない。剣や大弓や武器を抜く、危害を為すものは有るのではなく、 

分別（概念作用）の力で、それらの悪趣において、身体に（凶器が）降 

ることを見るが、そこに武器は無い。心喜ばせる様々な花が咲き誇り、 

好ましい黄金の宮殿が輝く。ここに、それにも為すものは何も無く、そ 

れらは分別の力によって設けられたのだ。分別の力によって世間は尽く 

概念化して、想（識別作用）を捉えることによって幼子は尽く分類する。 

認識作用と非認識のそれも、起こるのではない。全くの分別（概念作用） 

であり幻や逃げ水の如くである。」 

と説かれた。 

 

因である業（行為）と行為者が有ることを否定する＞［章の名を示す］ 

阿闍梨月称の御口より綴られた顕句より、「業（行為）と行為者を考察する」

という第八章の解説である。 
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「宿住（前世での住）を考察する第九章」 

 

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

定する＞章の著述を説く＞［対論を述べる］ 

ここで、「その如く近取を知りたまえ。業（行為）と行為者を除いた故である。
1」と言ったことは正しくない。このように、 

 

視るや聴く等や、 

感受する等をも従えた 

ものである、それらの 

以前にそれが有ると、或る者は言う。 1 

 

「近取者である者が近く取るものである、視る（もの）や、聴く（もの）や、

嗅ぐ（もの）や、味わう（もの）等や、感受作用や接触や作意等の（所有者で

ある）その近取者は、それら近く取るものの以前に有る。」と、正量部は言う。

何故かといえば、斯くも、 

 

事物が有るのでなければ、 

視る等と如何様になろうか。 

それ故に、それらの以前に 

その留まる事物は有る。 2 

 

ここで、存在するとなった祭祀が財宝の収集をするけれども、存在するので

はない石女の子が（財宝の取集をするの）ではない。その如く、もし先ず、『視

る（もの）』等の以前にプトガラが留まるとなっていなければ、それが『視る（も

の）』等を近く取ることにも全くならない。それ故に、財宝の以前に祭祀が留ま

るように、『視る（もの）』等の以前にこれを近く取るものである、そのプトガ

ラは有るのである。」と、言う。 

 

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

取られる対象一切の以前に有ることを否定する＞ 

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

述べよう。 

 

 

                                                   
1 その如く…である。：『根本中論』第 8 章 13 偈。 
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視るや聴く等や、 

感受する等、まさしくそれ 

以前に留まる事物。 

それは、何によって名付けられるであろうか。 3 

 

「〈プトガラ〉というものは、視る（もの）等の以前に有る。」と設けられた

ものであるそれは、何によって名付けられるのか。 

このように、『〈プトガラ〉として世俗名称を付けられる因（理由）は、視る

（もの）等であるが、それがもし、それらより前に留まる様相として存在する

と考察すれば、その時には壺と絨毯のように、視る（もの）等に相互関係した

ことが無くなる。しかし、自らの因に相互関係が無いものは無因であり、財宝

等に相互関係しない宝持ちのように、無いのである。』と御考えになられた。 

 

取る者が、取られる対象一切の以前に有ることを否定する＞ 

［取る者が前であれば、取られる対象に留まる拠所が無いことで否定する］ 

他にも、 

 

視る等が無くとも、 

もし、それが留まるとなれば、 

それが無くとも、それらは 

有ることになると、疑いはない。 4 

 

もし、『視る（もの）等の以前に存在する〈プトガラ（人）〉というものが、

視る（もの）等を近く取ることをする。』と思えば。 

 

そう見れば、疑い無く、これら視る（もの）等もプトガラ無くして有ること

になる。このように、財宝と関係する以前に祭祀は財宝より別に居ることにな

って、それぞれに成立し別存在となった財宝を収集するが如く、近取者におい

ても、自らより別存在になった視る（もの）等の近取が有るとなるものである。 

｢（それは）あり得るのでもない。｣と説かれたのは、 

 

何が何者を明らかにしようか。 

何者が何を明らかにしようか。 

何も無い何者かが何処にあろうか。 

何者かが無い何かが何処にあろうか。 5 
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という－ここで「これはこの因であるが、これはこの果である。」というように、

「種子」という因が、「芽」という果であるものを顕現させ、その果によっても、

「種子」という因であるものを顕現させるが如く、もし「この者は、これの近

取者である。」という、視る（もの）等何らかの近取の我であるものを顕現させ、

「これは、この者の近く取られるものである。」と、或る我が視る（もの）等何

らかの近取を顕現させるとなれば、その時、互いに相対して「近取」と「近取

者」が成立したとなる。しかし、近取者無くして別個に視る（もの）等を承認

する時には、拠所が無いので、それはまさしく無いのである。それ故に、二つ

とも成立したことは無いので、「視る（もの）等より別に、近取者は留まるので

ある。」というこれは、正しくない。 

 

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

ここで言う。「『視るや聴く等や、』等を言ったことに対して述べよう。もし、

『視る（もの）等一切の以前に留まる。』と承認したとなれば、この過失となる

けれど、或る時、 

 

視る等一切の 

以前に何かがあるのではない。 

 

ならば何かといえば、それぞれの以前に有るのである。そう見るのである時、 

 

視る等の中から他の何かが、 

他の時に明らかにする。 6 

 

「視る者」であると視る（もの）が明らかにする時、聴く（もの）等に依拠

して近く名付けられるのではない。それ故に、先に述べた過失が当たる機会は

無い。」といえば。 

 

取られる対象それぞれの以前に有ることを否定する＞［それを批判する］ 

この説も正しくはない。何故かといえば、視る（もの）等と離れたものは近

取が無い。明らかにするものと離れた無因であるものは、実在ではない故であ

る。 

 

視る等一切の 

以前に、もし有るのでないならば、 
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－そのように考察すれば、そう見るとしても、 

 

視る等それぞれの 

以前に、それが如何様にあろうか。 7 

 

一切の以前にあるのではないものは、それぞれの以前にも（有るの）ではな

く、例えば、樹木一切の以前に森が無い時、それぞれの以前にも無く、一切の

砂に胡麻油の抽出が無ければ、それぞれの砂にも胡麻油は無きが如くである。 

他にも、それぞれの以前に有るとなるものは、一切の以前にも有ると承認し

たことになる。（何故ならば）それぞれ以外に一切は無い故である。それ故に、

「それぞれの以前に有る。」ということは正しくない。 

この故によっても、正しくはない。何故ならば、 

 

視る者そのものが、聴く者であり、 

もし、感受する者もまさしくそれであるならば、 

 

その時、 

 

それぞれの以前に有るとなるが、 

 

「『視る者』であるそのものが、『聴く者』である。」と述べることは、正理でも

ない。もし（正理で）あるならば、その時、視る行為と離れた「聴く者」も、「視

る者」そのものとなり、聴く行為と離れた「視る者」も「聴く者」となるが、「視

る行為と離れたものも『視る者』となり、聴く行為と離れたものも『聴く者』

となる」というようなことは、見られもしない。まさしくそれ故に、 

 

それはそのように、正しくはない。 8 

 

と説かれた。それぞれの行為において行為者は別である故に、「これがそのよう

に有ると、何処でなろうか。」と示す為に、 

「それはそのように、正しくはない。」 

と説かれた。 

阿闍梨仏護は、 

「我が一つであるならば、他の根（感覚器官）に移動する背理となり、 

士夫が他の窓へ行くが如くである。」 

と説明された。 
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阿闍梨清弁は、 

「一切において存在する我については、他の根（感覚器官）に移動する 

ことが有るのではないので、背理となる過失は適正ではない。」 

と、それに批判を述べる。 

これは正しくはない。（何故ならば）自派（仏教徒）が考察したプトガラつい

ての言及を否定する場合である故と、それも、（我は）一切においてまさしく存

在すると承認していない故である。それ故に、背理となる過失はまさしく正解

である。 

 

あるいはまた、斯くも説かれた過失を斥けたいと望み、 

 

もし、視る者が他そのものであり、 

聴く者も他で、感受する者も他であるならば、 

 

－考察すれば、それも正理ではない。そのように主張すれば、 

 

視る者が有る時、聴く者となる。 

我も、まさしく多数となるだろう。 9 

 

黄牛より別他となった馬は、黄牛が有る時、一緒に存在するとならないので

はないが如く、もし、「聴く者」が「視る者」より他となったならば、それは「視

る者」が存在する時にも一緒に有るとなるものであるが、そのようには主張し

ないので、他そのものは有るのではない。 

他にも、そう見るのであれば、我が多数となる。（何故ならば）「視る者」と

「聴く者」と「感受する者」等は、それぞれ個別に成立したと承認した故であ

る。それ故に、「プトガラ」というものは、視る（もの）等それぞれの以前にも

何ものも無い。 

 

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

ここで言う。「我は、視る（もの）等一切の以前にまさしく存在する。もし『仮

にそれが有るならば、それは何ものが名付けるのか？』と思えば、それに述べ

よう。このように、視る（もの）等の以前に名色の時点で、それより順次に、 

『名色である縁によって六處である。』2 

という、視る（もの）や聴く（もの）等が構成されることになる四大（四つの

                                                   
2 「名色…である。」：『稲稈経』より。 

十二縁起の第四「名色」と、第五「六處」について述べている。 



149 

顕句論［第９章］ 

 

構成要素）が有り、それ故に、視る（もの）等の以前に、四大の実質因を持つ

我は有る。」 

 

そう見るとしても、 

 

視るや聴く等や、 

感受する等も、 

それより変化する、その大においても、 

それは有るのではない。 10 

 

「大（基本構成要素）であるものより生じる、視る（もの）等のそれらにお

いても、基本構成要素の因を持つ、この近く取るものが有ることは正理ではな

い。前述した理由によってである。」と御考えになられた。それについて斯くも

前述で、 

「何も無い何者かが何処にあろうか。何かが無い何が何処にあろうか。」

3 

と説かれたその通りに、ここでも述べたまえ。 

もし、実質因である大（構成要素）の以前に我が成立したとなれば、それが

大（構成要素）等を近く取ることになるが、そのようでもない。（何故ならば）

無因である故である。有るのでないものが、如何様に諸大（構成要素）を近く

取るとなろうか。それ故に、視る（もの）の近取を持つもののように、大（構

成要素）の近取を持つものについても、まさしく過失を述べたのであるので、

再度述べることはしていない。何故ならば、そのようである故に、これは、諸

大（構成要素にも有るのではない。 

 

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

ここで言う。「仮にまた、そのように我を否定はしたけれども、しかしながら、

視る（もの）等はまさしく有るのである。（何故ならば）否定をしていない故で

ある。壺等、我の本性ではない諸物においては、視る（もの）等と関係が有る

のではない。それ故に、それらと関係を持つ我は、存在するのみである。」 

 

述べよう。もし、視る（もの）等そのものが有るならば、我も有るとなろう

が、有るのではない。「或る我の近く取るものである、その視る（もの）等は無

い。」と示した時、「近取者である我が無ければ、視る（もの）等近く取られた

諸物が、まさしく有ると何処でなろうか。」と説かれたのは、 

                                                   
3 「何も･･･有ろうか。」：『根本中論』第 9 章 5 偈。 
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視るや聴く等と、 

感受する等も、 

所有する者が、もし無ければ、 

それらも有るのではない。 11 

 

といい、「視る（もの）等は、或る我の所有であると考察されるそれ（我）が、

『無い。』と説かれたその時のみに、その視る（もの）等も無いのだ。」と明ら

かに示されたのではないのか？それ故に、視る（もの）等は無い故に、我は無

い。 

 

それを批判する＞［近取者が自性として無いことに対する反論を斥ける］ 

ここで言う。「何？『我は無い。』と、そのように君は確信したのか？」 

 

そう誰が言った？ 

 

「『視る（もの）等は無いので、我も無い。』と、直前の背理において言った

のではないのか？」といえば。 

 

そう我々が言いはしたけれども、この意味を、君が正しく決定していないの

である。何故ならば、「事物の本性を持つ我は有る。」と考察されたのであるが、

それも自性として有るのではない。吾輩も、正しくない誤りの対治として、そ

れに対して本性であるとする顕かな執着を斥ける言葉を言説したのであるが、

この事物が無いと考察したのではない。このように、この二つは捨て去るべき

ものであり、事物に顕かに執することと、何ものも無事物であると顕かに執す

ることである。 

斯くも阿闍梨聖提婆が、 

「君の我であるものも、私の我ではない。然れば、我は確定が無い。そ 

れ故に無い。無常である諸事物に、『分別』というものも近く生じる。」4 

と説かれた如くである。 

まさしくそれを示す為に、 

                                                   

4 「君の…生じる。」：『四百論』第 10 章 3 偈。「君の我であるものは、私の我ではない。然

れば、それは我ではない。不確かな故である。無常である諸事物に、分別が生じるとな

るのではないか？」（パツァブ訳） 
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何かしら、視る等の、 

前と現在と後に無いものは、 

それについて有る・無いという、 

諸分別は退くとなる。 12 

 

と説かれた。先ず、視る（もの）等の以前に、我は無い。（何故ならば）それと

離れたものに存在そのものが無い故である。視る（もの）等と一緒となったも

のも無い。（何故ならば）各々に成立していないものに共時性は見られない故と、

二本の兎の角のように、互いに無関係の我と近く取られる対象も、各々に成立

していない故に、現在にも無い。後にも無い。このように、もし、視る（もの）

等が先に有ることになり、我は以降の時間に有るとなれば、その時、後に現れ

るとなるが、それはそのようではない。（何故ならば）行為者の無い業（行為）

は成立していない故である。 

ある一つの我を、そのように尽く考察したならば、視る（もの）等の以前か、

後か、一緒に有るのではない時、認識されることの無いその本性についてまさ

しく有る・無いと、知恵のある誰が考察しようか。 

それ故に、「近く取るものと近取者の二つは、業（行為）と行為者の如く、ま

さしく相互関係して成立したのであるが、自性として（成立したの）ではない。」

と落ち着く。 

 

プトガラ（人）が本性として成立したことを否定する＞［了義の教証と合わせる］ 

まさしくそれ故に、世尊によっても『三昧王経』より、 

「その時、悪業無く十力を具えた、その勝者はこの最高の禅定を説かれ 

る。有（輪廻）の衆生は夢のようであり、ここに誰も生まれず、死ぬこ 

とは無い。有情である人や、命者も見出さず、これらの法（現象）は、 

水面の泡や浮き木に似ている。幻のようで虚空の稲妻に似ており、水面 

の月に似て逃げ水の如くである。幾らかの人がこの世間でも死んで、他 

の世間へ移行して行くことは無いけれども、為された業はいつ時も無駄 

にはならない。輪廻であろうとも白黒（の業）の果は熟す。恒常として 

ではなく、断滅するとならず、業を積んだことは無く、留まることも無 

い。それも、為して（結果に）触れるとならないのではない。他者が為 

した（業の結果）を（自らが）感受することも無い。移行することは無 

く、後に再び来ることは無い。一切は有るのではなく、無いのでもない。 

ここで見解の在処に入り込むことは、清浄ではない。有情の行いは優れ 

て寂静であり、入り込むことは無い。」 
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「如来の享受される境である、勝者の功徳とは、無生、寂静、無相の居 

処である。力と諸々の陀羅尼と、十力の力。これは仏陀が迦楼羅の如く 

である最高の性質である。」 

と、詳細に説かれた。 

 

プトガラ（人）が本性として成立したことを否定する＞［章の名を示す］ 

阿闍梨月称の御口より綴られた顕句より、「宿住（前世での住）を考察する」

という第九章の解説である。 
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「火と薪を考察する第十章」 

 

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

［章の著述を説く］ 

ここに言う。「『近く取るものと近取者の二つは、自性として成立したのではな

い。』と言説したことは正しくない。（何故ならば）相互関係と共にある諸事物に

おいても、まさしく自性と共にあることが見られる故である。このように、薪に

相互関係して火が起こりはするけれども、火は本性が無いのではない。（何故な

らば）熱と、まさしく燃やすものである、本性と果が認められる故である。その

如く、火に相互関係して薪ではあるけれども、それは本性が無いのではない。（何

故ならば）燃やされる対象は、まさしく四大（基本構成要素）の本性である故で

ある。その如く、近く取るものへの相互関係と共にある近取者と、近取者への相

互関係と共にある近く取るものも、自性が有るとなる。 

それ故に、火と薪の如く、近く取るものと近取者の二つも起こるとなるだろ

う。」 

 

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

［同一本性を否定する］ 

述べよう。もし火と薪そのものが有るならばそのようになろうが、有るのでは

ない。ここで、「もし火と薪が有るとなれば、それらは確実にまさしく同一とし

て有るか？まさしく別として有るとなるか？双方とも正しくはない。」と説かれ

た。 

 

薪であるそれが、火であるならば、 

行為者と能作が一つになる。 

もし、木より火が他であるならば、 

木が無くとも、（火は）起こるとなる。 1 

 

能作（行為の対象）であるとなった木等、燃やされる対象である薪に対する、

燃やす行為者とは火である。 

そこでもし、『薪そのものが火である。』と考えれば、その時、行為者と能作（行

為の対象）がまさしく同一となるが、そのようには見られない。（何故ならば）

壺師と壺か、切られる対象と切る者もまさしく同一となる背理となる故である

が、それも承認していない故である。 
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前述していない正理によって否定する＞別本性を否定する＞別本性であるという主張命題を否定する＞本性として別で

あれば、木に相互関係しない＞否定本義＞［木が無くして起こる］ 

もし、まさしく他であれば、そう見るとしても、もし薪より火が他となれば、

その時、（火は）薪に相互関係が無いとしても認められないとなる。1壺より他と

なった絨毯は、それに相互関係無く見られるのではない、というのではない。薪

との相互関係が無い火とは、そのようでもないので、これは正しくない。 

 

否定本義＞［常に燃えている等となる］ 

他にも、もし薪より火が他となるならば、その時、 

 

常に、まさしく燃えることになるだろう。 

燃やす因より起こらず、 

努めは無意味そのものとなる。 

そのようであれば、能作も無い。 2 

 

火が薪より別になったと主張すれば、常にまさしく燃えることになり、燃やす

因より起こらなくなる。しかしまた努めは無意味となり、そう見るので、能作（行

為の対象）も無くなるだろう。まさしくこの意味を示そうと誓い、 

 

他に相互関係したことが無い故に、 

燃やす因より起こらず、 

常に燃えているならば、 

努めは無意味そのものとなる。 3 

 

と説かれた。 

そこで、それが燃えるとするので、燃やすものであり、薪である。ここで、燃

やすものが因に有るので、燃やす因より起こった（である）。燃やす因より起こ

ったのではない、とは、燃やす因より起こらない（である）。 

もし、燃やすものより火が他であるとなれば、その時、薪に相互関係が無いと

なる。何かより他であるものは、相互関係は無く、壺と絨毯の如くである。それ

故に、他に相互関係が無い故に、燃やす因より起こらなくなるだろう。それ故に、

常に燃えているとなる。燃やすものに対する相互関係と共にある火は、それが無

ければ消えるとなるが、燃やすものに相互関係が無い時には、消える縁（条件）

が揃っていないので、常にまさしく燃えているとなるだろう。常に燃えているの

であれば、消されぬ為にそれを享受することや、点火する等の努めは、まさしく

                                                   
1 薪に…なる。：「薪に相互関係が無いとしても認められるとなる。」か？ 
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無意味になるだろう。そう見るのであれば、火は、能作（燃やす行為の対象）が

無く非存在でありながら、行為者ともなる。 

能作（行為の対象）が有るのではないものは、まさしく行為者でもなく、石女

の子の如くである。 

それ故に、薪より、火はまさしく他であるとも正しくない。 

 

本性として別であれば、木に相互関係しない＞［不定因を斥ける］ 

ここで言う。「斯くも『もし、木より火が他であるならば、木が無くとも、（火

は）起こるとなる。』2と言ったことは正しくない。ここで、火と薪はまさしく別

他であるけれども、薪無くして火はまさしく有るのではない。何故ならば、燃え

ることを具える意味である、『火によって燃やされる対象』という定義を持つも

のは薪であるが、火もそれに依拠して認識され、それぞれに（認識されるの）で

はない。そのように、火と関係することより薪と述べられることになり、火も薪

に依拠して認識されるが、それぞれに（認識されるの）ではない時、『もし、木

より火が他であるならば、』等の過失となる機会は無い。」といえば。 

 

この方向もまさしく正しくないと述べる為に、 

 

そこで、もしこのように、 

燃やしつつあるものが薪であると思えば、 

ただそれのみがそれである時、 

何がその薪を燃やすものとなろうか。 4 

 

と説かれた。 

 

もし、『燃えることを具える意味である、〈燃やされる対象〉という定義を持つ

ものが薪であるが、火は、その拠所を持つものである。』と思えば。 

 

そのように考察しても、「火によって薪は燃やされる。」とするは不合理である。

何故ならば、 

「ただそれのみがそれである時、何がその薪を燃やすものとなろうか。」

と提示する。「ただそれのみがそれである時、」とは、「燃えつつあるのみのもの

が、それである時、」という意味である。 

 

ここで、「『火によって薪は燃やされる。』と考えるので、薪とは、燃えるとな

                                                   
2 『もし…となる。』：『根本中論』第 10 章 1 偈。 
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った燃やされる対象である。」といえば。 

 

これ以外に、それが薪を燃やすという、他としての火は見られない。それ故に、

ただこれのみとなったこれ（薪）を間近に認識する。このように、燃えるとなっ

た、ただの燃やされる対象である。それより別の火が有るのではない時、その薪

を何が燃やそうか。それ故に、火は薪を燃やさない。（何故ならば）それ以外の

火は無い故である。そのようである時、燃えるとなった何かも何処にあろうか。

それ故に、まさしくその過失は、斥けられることは無い。 

 

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

他にも、「火と薪は他そのものであると承認すれば、『燃やしつつある』と述べ

られることは無いので、燃やしつつあるものが薪であると、何処でなろうか。火

によって薪が燃やされるとも、何処でなろうか」と示す為に、 

 

他である故に、接しない。接すことが無ければ、 

燃やすとならず、燃やさなければ、 

消えるとならず、消えなければ、 

自らの印をも具えて留まる。 5 

 

と説かれ、『もし、薪より火は他であるとなれば、それは他である故に、光と闇

のように、薪と接すとはならない。接すことが無い故に、燃やすともならず、遠

隔地に留まるが如くである。』と御考えにならえた。そのようであれば、「燃やさ

れつつあるものが薪である。」とはまさしく不合理である。 

それ故に、火は消えるとならないが、消えなくとも、自らの印をまさしく具え

て留まるとなり、「よく燃える」という主旨である。 

「も」という語は、「自らの印を具えるのみとして留まるとなる」か、あるい

は「薪より火がまさしく他となったことは無い。」と結論したか、尽く考察する

意味として見たまえ。 

あるいは、「他である故に接さず、接すことが無ければ燃やすとならず、燃や

さなければ消えるとならず、消えなければ自らの印をも具えることになる。」と、

まとめる故である。 

それ故に、薪より火がまさしく他であるとも、正しくない。 

 

本性として別であれば、木と接しなくなる＞［それに対する不定因を斥ける］ 

ここで言う。「火と薪が他であるならば、『他である故に、接しない。接すこと

が無ければ、燃やすとならず、』等と言ったことは正しくない。このように、男
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性と女性はまさしく他であるけれど接すと見られるが、火と薪もその如くとな

るだろう。」 

 

述べよう。 

 

斯くも、女性が男性に、 

男性も女性に接すが如く、 

もし、木より火が他であれば、 

木と接すに適うことになる。 6 

 

「もし、火と薪が男性と女性のように相互関係無く成立したとなれば、それは

そのようになるものであるが、そうなるのではない。」と説かれたのは、 

 

もし、火と木は、 

一方によって一方が斥けられるとなれば、 

木より火は他そのものであろうとも、 

木と接すと主張するに至る。 7 

 

といい、木に相互関係すること無く火が有るとなり、火に相互関係せず薪が有る

となる、そのようなことはあり得ない。それ故に、この例は無意味であり、他そ

のものであろうとも相互関係に頼る－男性となったものが接すと成立した、ま

さしくそれらを例として提示することが正しいとなるが、それらも有るのでは

ないので、「他そのものでありながら接すことが有る。」ということは正しくない。 

 

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

する＞［前後時制に相関を否定する］ 

ここで言う。「もしまた、火と薪において、男性と女性のように相互関係が無

く成立したことは無いとはしても、そう見ても相互関係したことは、先ず有るの

である。相互関係したそれ故に、火と薪の自らの本質が成立したことは有るので

あり、有るのではない石女の息子と娘は、まさしく相互関係と共にあるとは見ら

れない。」 

 

述べよう。そう見ても、 

 

もし、薪に相互関係して火であり、 

もし、火に相互関係して薪であるならば、 
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何かに相互関係して火と薪となる、 

最初に成立したのは何ものであるか。 8 

 

もし、「この火は、この薪を燃やすものである行為者である。」というように、

薪に相互関係して火であると様相を設け、もし、「この薪は、この火の能作（行

為の対象）である。」というように火に相互関係して、薪を設けた時、その二つ

のうち、以前に成立したのは何ものであろうか。薪に相互関係して火となるの

か？あるいは、火に相互関係して薪となるのか？ 

そこでもし、『薪が最初に成立した。』と考えれば、それは正しくない。（何故

ならば）火に相互関係無く、燃やされつつあるのでないものは、薪そのものでは

ない故と、草等の一切もまさしく薪である背理となる故である。 

もし、「最初に火であり、後に薪である。」といえば、それも正しくない。（何

故ならば）薪より前に成立した火は無い故と、まさしく無因である背理になる故

と、後に相互関係したことに必要性が無い故である。 

それ故に、ここで何かに相互関係して一方が成立することになる、最初に成立

したものは何も無い。 

仮にまた、『先に薪であり、後に火である。』と思えば、そう見るとしても、 

 

もし、薪に相互関係して火であるならば、 

成立した火を、成立させることになる。 

 

もし、『薪に相互関係して火となる。』と考えれば、そのようであれば、ならば

既に成立した火を再度成立させることになる。存在し成立した本質を持つ事物

のみが相互関係に適するけれど、存在するのではない祭祀は、如何なる家庭人に

も相互関係（相対）したのではない。もし、そのように火が有るとならなければ、

それは薪に相互関係したとはならない。それ故に、火は有ると承認されなければ

ならないが、その時に、再度これが薪に相互関係して何をしようか。果と共にあ

るとなる、その為に薪に相互関係した既に成立した火は、再度薪によって為され

ることは無い。それ故に、「薪に相互関係して火となる。」ということは、正しく

ない。 

 

他にも、もし『薪に依拠して火となる。』と考えれば、そう見るならば 

 

焼かれる薪においても、 

火無くして、そうなるのだ。 9 
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もし、薪が成立したとなっていなければ、それに火はまさしく相互関係しない。

（何故ならば）成立していないものに相互関係は適わぬ故である。それ故に、薪

が火無くして成立したと承認されるとなるけれど、それは、そのようでもない。

それ故に、これは有るのではない。 

 

三時制を分析して相関を否定する＞［同時制に相関を否定する］ 

「もし、同一時のみに薪が成立することによって火は成立し、火が成立するこ

とによっても薪が成立するとなるだろう。それ故に、一つだけ先に成立したと承

認していない故に、 

『何かに相互関係して火と薪となる、最初に成立したのは何ものである 

か。』3 

と言ったことは、正しくない。」と主張すれば。 

 

述べよう。そのように主張するとしても、二つとも成立したことは有るのでは

ない。このように、 

 

もし、相互関係して成立する事物は、 

まさしくそれにも相互関係して、 

その相関対象であるものが成立するならば、 

何に相互関係して、何が成立しようか。 10 

 

そこで仮に、「火」という或る事物は「薪」という或る事物に相互関係して成

立するが、「薪」という事物は火によって我性が成立せられる故に、相関対象と

なったものが、仮に「火」という或る事物に相互関係して成立するならば、ここ

で、何に相関して何が成立するとなるのかを言いたまえ。 

もし火が無ければ、薪が成立すること自体が有るのではない時、因が無いので

薪は無い故に、その因を持つ火が成立すると何処でなろうか。 

その如く、仮に「薪」という或る事物は、「火」という或る事物に相互関係し

て成立するが、「火」という事物が薪の我性を成立する為に相関対象として成立

したことも、もし、「薪」という事物そのものに相互関係して成立するならば、

ここで何に相互関係して何が成立するとなるか、述べなければならない。 

もし、薪が無ければ火が成立すること自体が有るのではない時、因が無いので

火は無い故に、その因を持つ薪が有ると、何処でなろうか。 

 

 

                                                   
3 『何かに…あるか。』：『根本中論』第 10 章 8 偈。 
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相互関係する理由を否定する＞［相関する法（現象）の有無を分析して相関を否定する］ 

「これ故にも、火と薪が相互関係して成立したことは無い。（何故ならば）成

立したものと成立していないものは、相互関係したのではない故である。」と示

す為に説かれたのは、 

 

相互関係して成立した事物であるものは、 

それが成立していなければ、如何様に相互関係しようか。 

もし、成立したものが相互関係したといえば、 

それが相互関係したとは、正しくない。 11 

 

「薪」という事物に相互関係して成立した「火」という事物であるものは、成

立していないものか？成立したものが薪に相互関係したのか？ 

もし成立していないものであれば、その時、成立していない故に、薪に相互関

係しない。兎の角の如くである。 

仮に成立したものであるならば、成立した故に、それは相互関係の何が必要か。

無意味となる故に、既に成立したものは、再度成立せられるものではない。その

如く、薪においても述べたまえ。 

それ故に火と薪は、相互関係して、あるいは同時に成立したことは無い。 

 

相互関係する理由を否定する＞［相関・非相関の両方を否定する］ 

何故ならば、そう見るのである故に、 

 

木に相互関係した火は無く、 

 

という。 

 

『何故か。ならば相互関係しておらずに火となる。』と思えば。 

 

「これも不可である。」と説かれたのは、 

 

木に相互関係していない火も無い。 

 

といい。（何故ならば）他そのものであることを既に否定した故と、まさしく無

因である背理となる故である。 

「薪に相互関係したか、相互関係していない火は無いが如く、薪もである。」

と説かれたのは、 
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火に相互関係した木は無く、 

火に相互関係していない木も無い。 12 

 

といい、この意味は、直前の背理で完全に理解できるので、再度述べない。 

 

別本性であるという理由を否定する＞［現前に見られるという理由を否定する］ 

ここで言う。「この非常に微妙な分析によって、我々に何が必要か。何故なら

ば、我々は現前（直接知覚）が火が燃やしつつ薪を認める故に、『火と薪は有る。』

というこれだけのことを言う。」といえば。 

 

述べよう。「もし火が薪を燃やすならば、それはそのようになろうが、燃やす

のではない。このように、もし木に火が有るならば、それが薪を燃やすとなるが、

有るのではない。」と説かれた。 

 

火は他より来ず、 

木にも、火は有るのではない。 

 

先ず、火は薪以外に何か他のものより来ることは無い。（何故ならば）それは

見られない故と、因が無いので、薪と離れた火において来ることは無い故と、薪

と共にあるものが来ることに必要性が無い故と、それについても薪についての

反駁と等しいので、無限になる背理となる故であり、 

「火は他より来ず、」 

という。 

その如く、木にも火が有るのではない。（何故ならば）それに認識されていな

い故である。 

 

『仮に、根や水等のように（芽が生える条件が）既に有るとしても、（芽が）

顕現する縁（条件）が揃わないので、以前には認識対象となっていないが如く、

（火は）後に火きり杵を打つ等、顕現させる縁（条件）が有ることより認識され

るのである。』と思えば。 

 

「仮に、根や水等に、顕現させる諸縁（条件）が何をしようか。」というまさ

しくこれを、先ず分析しよう。 

そこで先ず、自らの本質は為さない。（何故ならば）存在するとなった故であ

る。「顕現させる。」といえば、「顕現」というこれは、何か明らかなものである。
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そのようであれば、ならばそれは以前に有るのではない故に、まさしくそれを為

すとなるが、そう見れば、因に果が有るという説を手放すことになる。（何故な

らば）以前には顕現が無い故と、後に有る故である。 

自らの本質が生じる縁に相互関係が無い故に、顕現はまさしく縁に相互関係

したともならず、虚空の花の如くである。 

他にも、この顕現とは、顕現した事物か、顕現していない事物の何らかを考察

するものであるが、そこで先ず、顕現したものは顕現させられる対象ではない。

そこで顕現させられることは無意味である故と、無限である背理となる故であ

る。 

顕現になっていないものも顕現させない。（何故ならば）顕現になっていない

故に、虚空の花の如くである。そのようであれば、顕現は有るのではない。 

 

もしまた、『諸縁によって存在するとなったとは、まさしく粗大にすることで

ある。』と思えば。 

 

そう見るとしても、粗大そのものが以前に無いので、まさしくそれを為すこと

になる。それ故に、祖大そのものにしたことによって顕現すると何処でなろうか。

微細そのものも因が無いので、無い故に、何を粗大にしたことより顕現するとな

ろうか。それ故に、そのように一切の様相において薪に火はあり得ない故に、 

「木にも、火は有るのではない。」 

という。有るのではない火が薪を燃やすことも不合理であるので、これは君が、

不真実を見たのである。 

 

火と薪が自性として有ることを否定する＞［前述した正理によって否定する］ 

他にも、「過ぎた・過ぎていない・歩む」について前述した批判そのままに、 

 

その如く、木についての残りは、 

過ぎた・過ぎていない・歩むによって示した。 13 

 

「火が燃やしつつある薪を認識する。」というこの薪－薪の場合の残りの批判

は、「先ず、燃やしたものを燃やさず、燃やしていないものをも燃やすのではな

い。燃やしたと燃やしていない以外に、燃やしつつあるを知ることはない。」等

によって既に示した故に、読み方を変える面より、「過ぎた・過ぎていない・歩

む」についての批判と等しいと知りたまえ。 

何故ならば、そう見るのである故に、「火が燃やす薪は、有るのではない。」と

知りたまえ。 
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火と薪が自性として有ることを否定する＞［それらをまとめる］ 

ここで、斯くも示した意味をまとめる為に、 

 

木そのものは火ではなく、 

木より他に火も無い。 

火は木を具えるのではない。 

火に木は無い。それにそれは無い。 14 

 

と説かれた。そこで、 

「薪であるそれが、火であるならば、行為者と能作が一つとなる。」4 

というこれによって、火と薪がまさしく同一であることを否定した故に、 

「木そのものは火ではなく、」 

という。 

「もし、木より火が他であるならば、木が無くとも、（火は）起こるとな 

る。」5 

等によって、まさしく他であることを否定した故に 

「木より他に火も無い。」 

である。そのもの（同一性）と他性の双方をまさしく否定したことによって、「そ

れを具える」と「所依（拠所）と能依（依るもの）」の方向も、意味として否定

した故に、それらもまとめる為に、 

「火は木を具えるのではない。火に木は無い。それにそれは無い。」 

と説かれた。 

そこで、火は木を具えるのではない。この論法は「これに薪がある。」と、別

か不別として（個別に）説くのか？と問えば、そこで別としては、例えば「祭祀

は黄牛を具える。」というようなものである。不別としては、「祭祀は心を具え

る。」「祭祀は身体を具える。」等のようなことであるが、火と薪において双方と

もを否定した故に、「火は木を具える。」ということも否定したのである。 

他となった銅盆が、柏等の所依（拠所）そのものであると考えるならば、火に

ついては、薪より他そのものも有るのではないので、 

「火に木は無い。」 

として正しい。 

薪にも火は無く、他性をまさしく否定した故である。 

そのようであれば、所依（拠所）と能依（依るもの）そのものを否定したこと

も意味としてまさしく示したのである。 

                                                   
4 「薪である･･･となる。」：『根本中論』第 10 章 1 偈。 
5 「もし…となる。」：同上 
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章の著述を説く＞［その正理を他にも適用する］ 

斯くも五様相において尽く考察したならば、火が有るのではないが如く、「我」

も（同様）である。と類推する為に、 

 

火と木によって、我と 

近く取るものの全ての次第は、 

壺や絨毯等と一緒に、 

残らず説明した。 15  

 

と説かれた。 

そこで、近く取られる対象であるので、近取－近取の五蘊である。それらに近

く依拠して考察された、近取者、捉える者、成立させる者であるそれは、我であ

ると捉える対象である故に、これに「我」であるという自慢を置き、生じさせら

れるので、「我」という。それ故に、その我と近取の成立した次第は、一切残ら

ず火と薪によって解説したと理解したまえ。 

また、「全て」と「残らず」に如何なる違いが有るかといえば、「全て」と言っ

たのは、直前の背理の五つの方向に当てはめるのであり、それら五つの論法の一

切ももれなく、火と薪のように、我と近取の二つにも当てはめたまえ。これらを

示すにあたり、前述された道理となる余すところなき理論によっても、我と近取

は否定されると知りたまえ。 

「我と近取が否定されることは、火と薪と一切の我性において等しいことは、

この二面からであると知りたまえ。」と示す為に、「全ての次第」、「残らず」と説

かれた。 

そこで、「近取であるそのものが、我である。」という、そのようなことは正し

くない。（何故ならば）行為者と能作（行為の対象）等がまさしく同一である背

理となる故である。他である近取に対して、近取者は他でもない。（何故ならば）

「我が蘊より別にも認められる背理となる故と、他に相互関係は無い故に」等の

背理となる故である。同一性と他性を否定した故に、我は蘊を具えるのでもない。

他性が無い故に、我に諸蘊が有ったり、諸蘊に我が有るのでもない。 

「何故ならば、そのように五様相において、我はまさしく有るのではない故に、

能作（行為の対象）と行為者のように、我と近取の二つは相互関係した成立であ

る。」として留まる。 

我と近取の次第であるそれも、その二つのみではなく、ならば何かといえば、

「壺や絨毯等と一緒に、」 

と説かれ、残されることなき諸事物と一緒に、一切の様相が解説されたと知りた

まえ。 
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「壺等は、因果となったか、支分と支分を持つものとなったか、性相と事相と

なったか、性質と性質を持つものとなった諸物であり、そこで粘土や、柄や、ろ

くろや、紐や、水や壺師の手の努め等は、壺の因となったものであるが、壺は果

となったものである。かけら等や、青色等は支分となったものであるが、壺は支

分を持つものである。広い腹部と、注ぎ口が下に垂れていることと、口が広がっ

ていることと、首がまさしく長いこと等は性相であるが、壺は事相である。まさ

しく藍色であること等は性質であるが、壺は性質を持つものである。」と、その

ように設けられたものについても火と薪のように、順次に様相に当てはめたま

え。 

壺等や我と近取についての解説は、『入中論』より確認したまえ。 

 

章の著述を説く＞［否定した意義として見解を批判する］ 

それ故に、そのように能作（行為の対象）と行為者のように、我と近取や壺等

の諸物は相互関係した成立であるとして設けられることに対して、（自説を）誤

りのない如来の善説の意味であると顕かに思い込んでいる者が、非仏教徒の教

義によって捏造された意味内容の構成を、まさしく如来の善説より理解した意

味であると改造して、非常に愚かにも、 

 

我や、諸事物を、 

まさしくそれと共にあるか、別であると 

示す彼等は、教えの意味に 

通暁しているとは思われない。 16 

 

そこで、それと一緒に入るので「それと共に」である。それと共にある事物そ

のものとは「まさしくそれと共にある」であり、不別であり、自他でなく、「ま

さしく同一」という意味である。その「まさしくそれと共にある」と言う者達は、

教示の意味に通暁していると阿闍梨はお考えにならない。 

このように「近取であるものによって我であると名付けるその近取と、それは

まさしく一緒にあり、それぞれではなく不別として有るとなる。」という主旨で

ある。そしてその如く、粘土等の因であるものによって壺であると名付けるそれ

とそれにおいてはまさしく不別として有るのであり、それぞれ（別）ではないよ

うに、我と諸事物はまさしくそれと共にあると言う者達は、依拠して名付けられ

た名を持つ、常と滅と離れた、最高に深甚な縁起生の真如を見るのではない。 

「我も他であるが近取も他であり、果も他であり因も他である。」等によって、

各々それぞれに示し、まさしく他であると見る者達も、教示の意味に通暁してい

ると阿闍梨はお考えにならない。 
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斯くも、 

「衆生はこだまに似て、同一性と他性と離れ、転移や壊と離れると、批判 

無く貴方は御理解されている。」 

と説かれた如くである。 

 

論証する例を否定する＞［了義の教証と合わせる］ 

そのように、火と薪が考察されることによって、法（現象）の真如を理解した

瑜伽行者の身体は、末劫火や、貪瞋癡の煩悩の火によって焼かれるものではない。 

斯くも世尊が、 

「何百劫もの間、強く燃やしても、青い虚空の果ては全く焼けていない 

が如く、諸法（現象）は虚空に等しいと良く知ることによって、それは 

いつ何時も、火中に入り焼けることはない。もし、諸々の仏浄土が火に 

包まれても、『これらの火炎よ、残らず寂滅せよ』と、禅定に留まりこ 

の祈願をかければ、大地は滅そうとも、そこに変化は無い。」 

と説かれた如くである。 

その如く、 

「斯くも、火きり杵と火きり臼と、腕の努めのこの三つが集まった、こ 

れらの縁（条件）より火は起こるとなり、起こって、働きを為して速や 

かに滅す。それから、『これは何処から来たのか』、または『何処へ去っ 

たのか』と或る賢者は追求する。四方八方全てを探しても、この行き来 

を見出すのではないように、蘊や處や界は、内にも空で外にも空で、一 

切は我性が隔たり、居処は無いけれど、法（現象）の性相は虚空の自性 

である。これらのこのような法（現象）の性相を、燃灯仏が見て、君が 

了解した。斯くも、貴方が後に了解したように、その如く天と人も共に 

了解したまえ。正しくない誤った考察の、諸々の欲望や瞋恚によって衆 

生は打ちのめされた。慈悲の雲より寂静の涼やかな水が、導かれ甘露の 

流れが豊かに降りそそぐ。」 

等を説かれた。 

 

論証する例を否定する＞［章の名を示す］ 

阿闍梨月称の御口より綴られた顕句より、「火と薪を考察する」という第十章

の解説である。 
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「前と後の辺を考察する第十一章」 

 

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

［章の著述を説く］ 

ここに言う。「我はまさしく有る。（何故ならば）輪廻が有る故である。もし

我が有ることにならなければ、五衆生の輪廻を行き来する本質として、生死を

一つ一つ連ねて、何が輪廻するとなろうか。世尊も、 

『比丘達よ。生と老死の輪廻とは、始まりと終わりが無い。無知の障碍1を 

具え、執着の結縛2を持ち、継続によって縛られた執着の羊である有情が 

輪廻し走り回る、彼らの前（始まり）の果ては顕かではない。』 

と説かれた。世尊によって示されたので輪廻が有る時、輪廻する者も有るが、

それをも『我』という。」 

 

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

述べよう。もし、輪廻そのものが有れば、我も有るとなろうが、有るのでは

ない。このように、 

 

前の果ては顕かであるかと問うた時、 

偉大なる成就者は、「そうではない。」と説かれた。 

輪廻は始まりと果てが無く、 

それに前は無く、後は無い。 1 

 

「果て」と「部分」と「一部」等は、異音同義語である。「前の果て」とは、

「前の部分」という意味である。 

もし、「輪廻」という何かが有るならば、壺等の如く、それには必ず前時と後

時も有るとなるが、有るのではない。世尊も 

「比丘達よ。生と老死の輪廻とは、始まりと終わりが無い。」 

と説かれた。何故ならば、そのように、輪廻は始まりと終わりが無いと説かれ

た故に、「輪廻そのものは、有るのではない。」と、世尊が明らかに説かれたの

ではないか？それ故に、前と後の果てが認識されていない故に、「輪廻は無く、

旋回する火輪の如くである。」というように留まる。 

 

ここで、これを分析しよう。もし、世尊が輪廻の前と、後を否定したならば、

                                                   

1 障碍
しょうげ

：覆い、妨げるもの。解脱や仏智を得る障害。 

2 結縛
けつばく

：煩悩。その力によって輪廻より離れようとせず、善業を為さず悪業に勤しむので、

苦しみに結び縛り付ける。（参考『蔵漢大辞典』） 
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如何様に 

「比丘達よ。然れば、『輪廻を滅尽する為に注意深くあれ』と思い、君は 

そのように学びたまえ。」 

という言葉を説かれたのか？といえば。 

 

述べよう。 

「無知の障碍を具える有情」等の特徴を掲示して、それらのみの輪廻は始ま

りと終わりが無いと了解するが、真如の智慧の風力によって、無知の障碍の樹

木を引き抜いた者達にとってはそうではなく、出世間道の火によって、煩悩の

樹木を残らず燃やした彼らには、まさしく果てが有るのだ。」と知りたまえ。 

 

また、「如何様に、始まりから離れた諸々に終わりが有ると示されたのか」と

いえば。 

 

外界の穀物等に始まりは無いけれど、火等と接触したことより終わりが有る

ことは、まさしく見られることである。斯くも聖提婆が、 

「斯くも、種子に果てを見て、それに始まりが有るのではないように、 

その如く因が揃わない故に、生も起こるとはならない。」3 

と説かれた。 

終わりを示したそれも、輪廻の牢獄に縛り付けられた有情達を喜ばせる為に、

世間人の名称に従い、世間人の知覚に対応してなされたのである。事物を思惟

するのであれば、輪廻そのものが無ければ、それ故に、滅尽するようなことが

何処に有ろうか。 

 

ここで言う。「世間人の知覚に対応して、終わりのように、始まりも何故説か

れていないのか。」といえば。 

 

述べる。無因の過失となる背理になる故に、世間人の知覚に対応しても輪廻

の始まりは無い。それ故に、「双方のようであろうと、まさしく始まりは無い。」

と知りたまえ。 

 

ここで言う。「もしまた、輪廻に始まりと終わりの二つが有るのではないとは

しても、そう見ても、否定していない故に中間は有るのである。それ故に輪廻

は有る。（何故ならば）中間が有る故である。ここで、有るのではないものにお

いては、中間は無い。例えば、亀の毛の衣の如くである。」 

                                                   
3 「斯くも…ならない。」：『四百論』第 8 章 25 偈。 
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君は、嘲笑されてよい者であり、 

 

始まりと終わりが無いもの。 

それに、中間が何処に有ろうか。 

 

ではないか？「始まり」とは、「開始」や「前」や「第一（最初）」という。「終

わり」とは、「果て」や「末」や「継続が切れる」としたまえ。 

『始まりと終わりを否定したその輪廻に、中間が有ると何処でなろうか。そ

れ故に、輪廻とは虚空のように、始まりと終わりと中間と離れる故に、名称だ

けのものに尽きる。（例えば）火輪の如くである。』と御考えになられた。 

輪廻が無い故に、我も有るのではない。 

 

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

「何故ならば、そのように、輪廻に始まりと終わりと中間が無いまさしくそ

れ故に、輪廻は無いので、生と老死等に前後や一緒（同時）の順序も、まさし

く有るのではない。」と説かれた。 

 

それ故に、それに前後か、 

一緒である順序は不合理である。 2 

 

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

如何様に不合理であるのかを示す為に、 

 

もし、生が前となり、 

老死が後であるならば、 

生には老死が無く、 

死んでおらずとも生まれることになる。 3 

 

と説かれた。もし生が前となったならば、その時老死と離れるとなるが、老等

と離れることは適わない。（何故ならば）無為そのものである背理となる故であ

る。老死と離れた事物に生が有ると考えるならば、祭祀は他（の生）で死んで

おらずにここに最初に生まれると考えることになる。それ故に、輪廻に始まり

が有ることになり、無因である過失にもなるだろう。「我は過去時に現れたのだ。」

と、そのように以前の果てについて考察することにもならず、以前現れたとな

っていない状態より、後にここに生まれるともなるだろう。 
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『仮に、マンゴー等は以前に老死と関係無くとも最初のみに生じると見られ

る－その如く我もである。』と思えば。 

 

そのようではなくい。（何故ならば）論証される命題と等しい故である。マン

ゴー等も、自らの種子が滅したとなれば生じる故に、他で失壊していないもの

が生じるのではないので、これは前述と等しい。 

 

『何？種子とは木よりまさしく他であり、それ故に木の生は、他で失壊して

いないことが、まさしく経過している。』と思えば。 

 

そのようなものではない。（何故ならば）因と果はまさしく他であると成立し

ていない故である。斯くも、 

「何かに依拠して何かが起こる。それは先ず、まさしくそれではない。 

それは他でもなく、それ故に断滅ではなく、恒常ではない。」4 

と説かれるだろう。それ故に、種子より木は他そのものではなく、然ればこれ

は論証される命題に等しいのである。何故ならば、他において死んでおらずに

ここに生が有るのでもない故に、生が前であると承認するものではない。 

 

前後時制を否定する＞［老死が前であることを否定する］ 

もし、老死が前で生が後であるならば、そう見るとしても、 

 

もし、生が後となり、 

老死が前であるならば、 

生の無い老死とは、 

無因であると、如何様になろうか。 4 

 

「生の縁によって老死」といわれるので、世尊が、老死はまさしく生である

因縁を持つと説かれたけれど、もしこれが前であるならば、その時因が無くな

ることになる。それ故に、これは正しくない。斯くも、 

「土塊を持ち上げれば、持ち上げたことに因は有るけれど、持ち上げた 

ことに見る因より他に、落ちることに（因は）まさしく無い。」 

と説かれたことも、斯様に持ち上げたことのみが落下の因であるが、他ではな

                                                   

4 「何か…ではない。」：『根本中論』第 18 章 10 偈。「何かに依拠して何かが起こる。それ

は先ず、まさしくそれではない。それより他でもない故に、それ故に断滅ではなく、恒

常ではない。」 
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いが如く、ここでも生のみが壊の因そのものであると言い、他ではない。それ

故に、まさしく無因の壊は有るのではない。 

ここで、まさしく生の因縁であることによって、大（基本構成要素）のみが

壊の因である故に、 

『そのようにそれらの有為の法（現象）は、因と共に起こり、生じて壊 

れるものである。これは諸法の本性である。』 

というこの偈も、善く引用されたとなるだろう。 

 

詳細に説く＞［同時を否定する］ 

ここで、生と老死はまさしく一緒にも起こらないと示す為に、 

 

生と老死は、 

一緒であるとは適わない。 

生じつつあるものが死ぬこととなり、 

双方とも無因を持つものになるだろう。 5 

 

と説かれ、もし生と老死がまさしく一緒であるとなれば、その時生じつつある

ものが死ぬことになるが、これは正しくない。（何故ならば）闇と光のように互

いに反する故に、まさしく同一時であるとは正しくもなく、「まさしく生じつつ

あるものが死ぬ。」というようなものは、世間にも見られない。 

 

他にも、生等が一緒に起こると考えれば、まさしく無因となるだろう。一緒

にある黄牛の左右の角は、まさしく互いが因であると見られるのでもないので、

これは正しくない。 

 

生死において、前後時と同時（一緒）を否定する＞［まとめ］ 

それ故に、そのように、 

 

それに、前後と一緒という 

それらの順序があり得ない、 

その生とその老死を、 

何故に概念化するのか。 6 

 

生であるものと老死であるものに、前と後と一緒（同時）のそれらの順序が

無い、その生が認識されていないならば、聖者方は何故に概念化しようか。「何

故に」という言葉は、「あり得ない」に当て、「まさしく概念化をなさらない。」
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という意味である。 

その老死も認識されていなければ、何故に概念化しようか。『清浄をありのま

まにまさしくご覧になる故である。』とお考えになられた。 

または、そのように生等が有るのでなければ、幼子達は有るのではないその

生と、有るのではないその老死を、何故に概念化しようか。それ故に、『幼子達

による概念化（の対象）は、まさしく有るのではない事物である。』というお考

えである。 

 

章の著述を説く＞［その正理を他にも適用する］ 

「輪廻に前の果ては有るのではないが如く、他の諸事物も（同様）である。」

と説かれた。 

 

輪廻のみに、前の果てが 

有るのではないだけでなく、 

因果そのものや、 

性相と事相そのものや、 7 

 

感受作用と感受者そのものや、 

意味のある何ものでもよいが、 

まさしく一切の諸事物においても、 

前の果ては有るのではない。 8 

 

そこでもし、因が前で果が後になれば、果の無い因は無因となるだろう。あ

るいは果が前で因が後であれば、そう見ても因より前の果は、まさしく無因と

なるだろう。もし、因果が同一時であるとなれば、そう見ても双方とも無因と

なるだろう。その如く性相と事相や、感受作用と感受者等にも当てはめたまえ。 

輪廻についての説明が、因果等を説明したと知らせるだけではない。他にも

他の事物である知と所知や、量と所量や、論証命題と論証するもの（理由）や、

支分と支分を持つものや、性質と性質を持つもの等、それらについても「前の

果て（が有ること）は正しくない。」と当てはめたまえ。 

 

生死の行為が有る理由を否定する＞［了義の教証と合わせる］ 

まさしくそれ故に、『聖宝雲経』より、 

「法輪を回したことで、本来より寂静であり、生じていない、本性は涅 

槃である諸法を、守護者である貴方が示された。」 

と、聖者除盖障大菩薩が世尊を賞賛したのである。 
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その如く、 

「本来より空であり、未来の（来ていない）法は、過ぎたことは無く、 

留まること無く、留まることより離れている。幻の本性であり常に精髄 

は無い。一切は澄んで清浄であり虚空の如くである。良く示され、それ 

も尽きない勝者の法によって、見られない－この法は先より無我であり、 

有情は無い。それらを良く示しても、尽きるとはならない。名付けられ 

たのみと考察して示されたのである。 

輪廻に終わりは見付からず、前に起こった果てには性相（定義）が無 

い。未来時においても（そのように）知られる故に、能作（行為の対象） 

と行為はそのように関与したこととなり、良と下等にも起こることにな 

る。 

諸法（現象）等は常に愚かで本性が欠如する。一切は無我であるとも 

知りたまえ。」 

等が説かれる。 

 

生死の行為が有る理由を否定する＞［章の名を示す］ 

阿闍梨月称の御口より綴られた顕句より、「前と後の果てを考察する」という

第十一章の解説である。 
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「我が為した・他が為したを考察する第十二章」 

 

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

ここに言う。「我はまさしく有る。（何故ならば）それと関係を持つ苦しみが

ある故である。ここで、近く取る五蘊を『苦しみ』と述べた。それも存在する

が、その苦しみも何ものかに変化せられなければならず、拠所無くしてではな

い。それ故に、苦しみにはまさしく拠所が有るのであるが、それも我である。」 

 

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

述べよう。もし、苦しみそのものが有るならば、我が有ることとなるが、有

るのではない。このように、「それが有るならば、我が為したか、他が為したか、

双方が為したか、因と離れたものになるものであるが、主張するとしても、一

切の様相においてそれがまさしく為したことは有るのではない。」と示す為に、 

 

或る者は、「苦しみは、自らが為した」 

「他者が為した」「双方が為した」 

「無因より起こる」と主張する。 

それは、為されるに適さない。 1 

 

と説かれた。そこで、或る対論者が「苦しみは我が為した。」と考える。他の者

達によっては、他が為したものであるが、他の者達よっては、双方が為したの

であり、幾らかの者は「苦しみはまさしく因無くして起こるのだ。」と考える。

主張となったその苦しみは、一切の様相において「為される」－「生じさせら

れるもの」1であるとは適さない。 

 

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

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

これは主張命題のみであり、それが証成される為に、 

 

もし、我が為したとなれば、 

それ故に、依拠して起こるとはならない。 

何故ならば、これらの蘊に 

依拠してこれらの蘊は起こる。 2 

 

と説かれた。そこで「我が」とは、「我、自らが」という意味である。 

                                                   
1 「生じさせられるもの」：結果の定義。 
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もし、我が苦しみを為したことになれば、苦しみの自らの本質そのものが、

苦しみ自らの本質そのものを為したとなるだろう。それ故に、依拠し関係して

起こる（縁起生）とはならない。「因と縁に相互関係せずに起こるだろう。」と

いう意味であり、自らの本質として有る故である。有るのでないものが、自ら

の本質を為すのではない。 

これは、縁起生でもあり、このように、 

「何故ならば、これらの蘊に依拠して、これらの蘊が起こる」 

故であり、何故ならば、死ぬ時のこれらの蘊に依拠して、生の部分に結ばれる

これらの蘊が起こる故である。それ故に、「苦しみは我が為した。」とは、正し

くない。 

 

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

ここで、「他が為したことも、有るのではない。」と説かれた。 

 

もし、これよりそれは他であり、 

もし、それよりこれが他であるならば、 

苦しみは、他が為したとなり、 

それらの他が、それを為したとなる。 3 

 

もし、死ぬ時のこれらの蘊より、生の部分となるそれらの蘊が他となり、生

の部分に結ばれるそれらより、死ぬ時のこれらの蘊が他であるならば、その時

苦しみは他が為したとなるが、それらにおいては、まさしく他であると見られ

ない。（何故ならば）因と果の関係性に留まることが無い故である。 

「何かに依拠して何かが起こる。それは先ず、まさしくそれではない。 

それより他でもない故に、それ故に断滅ではなく、恒常ではない。」2 

と説かれるであろう。それ故に、苦しみは他が為したことも、有るのではない。 

もし、まさしく他であるならば、その時「他そのものであるので、他となっ

たそれらの蘊が、他となったそれらを為した。」と述べられることができるとな

るが、それはそのようでもない。それ故に、苦しみは他が為したことも、有る

のではない。 

 

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

［プトガラ自らが為したことを否定する］ 

『何。何故ならば、苦しみそのものが苦しみを為した故に、〈自らが為した。〉

とは言わぬ。ならば何かといえば、プトガラ自らが、まさしく我であるものに

                                                   
2 「何か…ではない。」：『根本中論』第 18 章 10 偈。 
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よって為したのであり、他が為してこの者に与えたのではない。それ故に〈苦

しみは我が為した。〉と言う。』と思えば。 

 

述べよう。 

 

もし、プトガラ自らが、 

苦しみを為したならば、我であるものが 

苦しみを為したプトガラは、 

苦しみ以外の何ものであろうか。 4 

 

もし、「近取の五蘊という定義を持つ、この人間の苦しみは、プトガラ自身が

為した。」と考えるならば、我がその苦しみを為したという、そのプトガラを勿

論考えるだろう。 

もし先ず、ある苦しみによってそのプトガラ自身であると名付ける、まさし

くその苦しみが、それによって為されたのであれば、「その苦しみとはこれであ

り、この行為者はこれである。」と分けて述べられなければならない。 

もしまた、人の苦しみの近取を持つプトガラが、天の苦しみを為したとなれ

ば、あるいはそれは、プトガラ（我）自身が為したのではないが、まさしく他

のプトガラが為したとなる。 

もし、近取が別であろうともプトガラは不別であると主張すれば、これも有

るのではない。（何故ならば）近取より別であり、他となったプトガラは示され

ることができない故である。そのようであれば、先ず、苦しみはプトガラ（我）

自身が為したのではない。 

 

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

ここで言う。「『プトガラ自らが苦しみを為した。』と誰が言おうか。ならば何

かといえば、苦しみとは他のプトガラより起こったのである。このように、人

であるプトガラとは、天の苦しみよりまさしく他であるが、何故ならば、人で

あるプトガラによっても、天の苦しみを為して天であるプトガラに与えること

をし、その天の苦しみによっても『天のプトガラである。』と名付ける故に、そ

のプトガラのその苦しみは、他のプトガラより起こるのである。」 

 

述べよう。 

 

もし、他のプトガラより 

苦しみが起こるならば、 
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その苦しみを為して与える他者が、 

苦しみ以外に、如何様に適おうか。 5 

 

もし、「天の苦しみは人であるプトガラが為したが、その人であるプトガラも

その苦しみを為して、他である天のプトガラへ与えることをする。」というので

あれば、それに対して与えられる天であるそのプトガラは、天の苦しみ以外に

如何様に（存在が）適うとなろうか。そのようであれば、先ず、他のプトガラ

より起こった苦しみにおいて、受け取る者自身が有るのではない。 

ここで、「その与えるものも有るのではない。」と説かれた。 

 

もし、他のプトガラより苦しみが 

起これば、それを為して 

他者に与える他のプトガラは、 

苦しみ以外の何ものであろうか。3 6 

 

何者かが天の苦しみを為して、天であるプトガラに与え、或る近取によって

「人であるプトガラ」と名付けられるそれは、人の近取より別の、何であると

なろうか。それ故に、他のプトガラより起こった苦しみも、有るのではない。

それ故に、 

 

我が為したと成立していないので、 

苦しみを、他者が何処で為したのか。 

他者が苦しみを為すとは、 

それは、その我が為したとなる。 7 

 

もし、天であるプトガラの苦しみは人であるプトガラが為した故に、他が為

したのであるならば、それは、まさしく人であるプトガラ自らが為したとなる

が、「それも有るのではない。」と前述した。 

それ故に、「我が為したと成立していない故に、その苦しみを人であるプトガ

ラの我が為していない時、『天』という他のプトガラの苦しみが、他者によって

為されたと何処でなろうか。」というこれよりも、苦しみは他が為したことは有

るのではない。 

 

 

                                                   
3 もし･･･あろうか。：新訳（パツァブ訳）『根本中論』第 12 章 6 偈にあるが、『ブッダパー

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

ここで双方ともに、他の様相の面からも有るのではないと示す為に、 

 

先ず、苦しみは我が為したのではない。 

それ自体が、それを為していない。 

もし、他の我が為していなければ、 

苦しみは他者が為したと、何処でなろうか。 8 

 

と説かれた。これよりも、苦しみは我（自）と他が為したとは正しくない。 

何故ならば、先ず、苦しみは我が為したのではない。何故かといえば、何故

ならば、それ自体がまさしくそれを為したのではない故であり、我そのものに

対して行為することは矛盾する故である。それ故に、我が為したことは有るの

ではない。 

他が為したことも有るのではない。何故ならば、「為す。」と考察される他で

あるもの自体は、先ず、我が為しておらず、我そのものとして成立していない。

（何故ならば）それも他の因に相互関係した故である。自らの我性として成立

したのではないものは、有るのではない本性となったので、他が為すと如何様

になろうか。これは正しくない。 

 

理由を示す＞［二つの集合が為したことと、無因であるという言説を否定する］ 

ここで、「苦しみは双方が為したことも有るのではない。」と説かれた。 

 

もし、各々が為したとなれば、 

苦しみは双方が為したとなる。 

 

もし、各々が苦しみを為すとなれば、その時には苦しみは双方が為したので

あるが、それは各々が為したのでもない。（何故ならば）既に説いた過失となる

故である。各々が殺生を為しておらず、「双方が為した。」と述べられることは

見られない。 

 

ここで、苦しみは無因より起こったことも、如何様に無いかと示す為に、 

 

我が為さず、他が為さなければ、 

苦しみが無因であると、何処でなろうか。 9 

 

と説かれ、他によって生じさせられていない、他が為していないものが、ここ
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に有るので、「他が為していない」である。ここで、我が為していないものが有

るので、「我が為していない」である。 

もし、斯くも説かれた論法で、苦しみは我が為したことが無く、他が為した

ことも無い時、無因が有ると何処でなろうか。虚空の花の良い香りの如くであ

る。苦しみは無い故に、その拠所となった我も、何処に有ろうか。 

 

章の著述を説く＞［その正理を他の現象にも適用する］ 

「斯くも、四様相において分析したならば苦しみは有るのではないが如く、

外界の事物である種子と芽や、壺と絨毯について等も知りまえ。」と示す為に、 

 

苦しみのみが、四様相として 

有るのではないのではない。しかし、 

一切の諸事物においても、 

四様相は有るのではない。 10 

 

と説かれ、一切に前述の如く当てはめたまえ。 

 

もし、「これらの苦しみ等に四様相が無ければ、ならばここで、これらは如何

なる様相によって成立するのか」といえば。 

 

述べよう。もし、これら苦しみ等が本性として有るとなれば、確実にこれら

の四様相より何れか一つとして成立することになるものであるが、（それは）有

るのではない。それ故に、苦しみ等は本性として有るのではないと確認する。 

あるいは、ただの誤りだけで我性が有ると見出し、苦しみ等世俗（全て偽り）

において、依拠し関係して起こる（縁起生の）構成を探求するならば、その時、

能作（行為の対象）と行為者を考察した章において説かれた様相によって、斯

くも言及した四説を斥け、縁そのもの、ただこれだけの意味である縁起生が成

立したと承認したまえ。 

斯くも、 

「『苦しみは我が為した』『他が為した』『双方が為した』『無因である』 

と論争者は主張する。貴方は依拠して起こると説かれた。」 

と説かれた。 

 

依るものである苦しみが有る理由を否定する＞［了義の教証と合わせる］ 

世尊も、 
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「世俗として勝者は法を説かれた。有為無為4であり、そのように相対す 

る。清浄そのものとして我と有は無く、全ての衆生の性相はこれに似る。 

善悪の諸業は壊れず、我が為したことは我が経験することになる。業の 

果が移行するとはならず、無因であるとしても経験することにはならな 

いだろう。一切の有（輪廻）は幻であり、自在ではない。空虚で空殻と 

なった水面の気泡の如くである。幻や逃げ水のように常に空っぽである。 

声音によって説かれても、それらは遠離している。洞窟と山や、深谷や 

河谷等で、縁によって斯くもこだまが起こるように、その如く、この全 

ての有為を知りたまえ。一切の衆生は幻や逃げ水の如くである。」 

等と説かれた。 

 

依るものである苦しみが有る理由を否定する＞［章の名を示す］ 

阿闍梨月称の御口より綴られた顕句より、「我が為した・他が為したを考察す

る」という第十二章の解説である。 

                                                   

4 有為
う い

無為
む い

：自らの因縁（原因と条件）によって生じたものごとと、そうでないもの。 

［第 1 章］脚注 47 参照。 
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「行を考察する第十三章」 

 

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

く＞［他派に公認される経証によって、本性が無いことを説く］ 

何故ならば、そのように直前の章の論法によって尽く分析したならば、諸事

物に、我と他と二者が為したことと、無因よりまさしく起こったことは無く、

生じさせる他の様相も無い。しかし、無知の眼障によって知恵の目が衰えさせ

られた者達に、これらの事物は生じる本質とも映る故に、まさしく本性は無い

となったけれど、幻の馬や象等が、それを知らぬ者達（を欺く）ように幼子達

を欺くのである。まさしくそれ故に、一切法（現象）の本性が隠されてない御

心眼を持たれ、無知の習気を残らず掃い、四つの誤りによって錯誤者となった

守護者の無い有情を完全に守護なさる為に、無本性を誤りなく間近に示すこと

に勤められる、大慈悲を持たれる仏陀、 

 

世尊が、「法（現象）であり、 

欺くものは偽りである。」と説かれた。 

一切の行は欺く法（現象）である。 

然れば、それらは偽りである。 1 

 

経典より 

「比丘達よ。欺く主体であるその有為は偽りであるが、涅槃であるその欺か 

ぬ主体は、聖なる真実である。」 

や、その如く、 

「これは欺く主体である。これは壊れる主体である。」 

と説かれた。それ故に、この論法によって「欺き壊れる主体とは、偽りである。」

という言葉で世尊如来が説かれ、一切の行も偽りの主体であるので、それ故に、

それらの行はまさしく欺く主体であるので、偽りとなる。 

そこで、欺く主体とは、誑かし誤りとして映る－旋回する火の輪の如くであ

る。その本性ではないこと自体によって、一切の行は偽りであり、欺く主体で

ある故に、逃げ水の水の如くである。 

真実であるものは、欺く主体ではなく、例えば涅槃の如くである。それ故に、

示された正理とこの経証より、諸事物は本性が無いと成立した。（何故ならば） 

般若経より 

「一切法（現象）は空であり、本性が無いあり様によってである。」 

と現れる故である。 
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章の著述を説く＞［そのような解説は不合理であるという反論を斥ける］ 

ここに言う。「もしそのように、まさしく欺く主体であることによって、一切

の行はまさしく偽りであると示したならば、そう見れば、一切の事物は無いの

で、まさしく一切の事物を抹消する悪見となるだろう。」 

 

述べよう。今更にも君を欺くものである、欺く主体である諸行が有るという

これは、真実である。 

 

もし、欺く法（現象）であるもの、 

それが偽りであることにおいて、何を欺こうか。 

 

そうではないか？我々が「欺騙を持つものは、偽りである。」と説いた時、そ

れについて何を欺こうか－そこで如何なる事物が無いとなろうか。 

もし、幾らかの事物が有るとなれば、それを抹消するので虚無と見る悪見と

なるが、事物そのものが僅かにも見られていない時、それについて何を欺くと

なろうか－何も事物が無くなるとはならないので、この君による論難は正しく

ない。 

 

「ここでもし、事物が無いという見解をも示さなければ、この経証が何を示

すのか？」 

 

述べよう。 

 

世尊がそれを説かれた。 

空性を全く示されたのである。 2 

 

世尊が斯くも示されたことは、事物が無いと示すのではないけれど、ならば

何かといえば、空性を全く示すのであり、「本性として生じていないことを完全

に明らかにするものである。」という意味である。 

斯くも経典より、 

「縁より生じたものは生じていない。それに生じる本性は有るのではな 

い。縁に頼るものは空であると説かれた。空性を知るものは不放逸であ 

る。」 

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

「ここで経証が、事物は本性として生じていないことを完全に明らかにした

のではない。ならば何かといえば、本性が無いとは、本性はまさしく留まらな

いことと、まさしく壊れることを示すのである。『これは何からそういうのか』

といえば、 

 

諸事物は自性が無い。 

他に変化することが現れる故である。 

 

他に変化するとは、『完全に変化することが見られる故である。』と言う主旨

である。斯くも、もし諸事物に本性が無ければ、その時これらが他に変化する

ことは認識されるとならないが、完全に変化することは認識されもする。それ

故に、『本性はまさしく留まらないことが、経典の意味であると知りたまえ。』

と示されたとなる。これ故にも、それはその如くであり、何故ならば、 

 

事物は自性が無い。 

何故ならば、諸事物は空性である故に。 3 

 

このように、事物であり自性が無いものは、有るのではなく、「諸事物の法（性

質）は空性である」とは、主張するものである。有るのではない石女の子に、

その蒙古斑そのものが不合理である。従って、主体が無いのでそれに依拠した

法（性質）も不合理である故に、諸事物は本性が有るのである。 

他にも、 

 

もし、自性が無ければ、 

他に変化するものは、何のものであるか。 

 

もし、諸事物の本性が無ければ、完全に変化するという性相を持つ、他に変

化するものは、何のものであるとなろうか。」とのたまう。 

 

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

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

これに述べよう。そのように尽く考察したとしても、 

 

もし、自性が有るならば、 

如何様であれば、他に変化しようか。 4 
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ここで、「法（現象）であり、ある事物において間違いの無いものがその本性」

といわれる。（何故ならば）他によって否定される対象として無い故である。そ

こで、間違いのない火の熱を、世間では「本性」と述べるが、熱そのものを水

に認めたならば、他の縁（条件）より起こった故に、本性ではない。そのよう

に本性とは、間違いなくそうなるものでならなければならない時、間違いが無

いので他に変化することは無く、火は冷たくなるものではない。その如く、諸

事物にも本性を承認するならば、他に変化すること自体が無くなるけれど、そ

れらは他にまさしく変化すると認められるのでもあり、それ故に本性は有るの

ではない。 

 

他に変化するものが本性として有る理由を否定する＞ 

［他に変化することが本性として有ることはあり得ないことによって否定する］ 

他にも、現れてまさしく本性と共にあるとなるものが他に変化したこのもの

は、諸事物においてまさしくあり得ない。如何様にあり得ないかを示す為に、 

 

そのものにおいて、他に変化することは無い。 

他そのものにおいても、有るのではない。 

何故ならば、若者は老いず、 

何故ならば、老いた者も老いない。 5 

 

と説かれ、先ず、前の時点に留まる事物そのものが、他に変化することは不合

理である。このように、壮齢の時期そのものに留まる若さが、他に変化するこ

とは有るのではない。 

仮に、他の時点を得たこと自体を、他への変化そのものと考えるならば、そ

れも不合理である。「他に変化した」とは、「老いた」の異音同義であり、それ

をもし、若者には（当たると）主張しないけれど、他である老のみにおいて変

化するならば、それも正しくない。何故ならば、老いたものには再度の老いと、

説明の必要性が無い故である。「老いた」において、再度老いと関係して何をし

ようか。それが無くとも老いそのものが有るので、「老いたものが老いる。」と

は正しくない。 

 

「何、まさしく若者が他に変化する。」といえば、それは正しくない。（何故な

らば）老いた時期を得ていないものを「若者」と述べる故と、二つの時期も相

反する故である。 
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他にも、 

 

もし、それ自体が他に変化するならば、 

乳そのものが、ヨーグルトになるだろう。 

 

もし、『乳の時点を手放して、ヨーグルトの時点に変化した故に、乳そのもの

がヨーグルトにはならない。』と思えば。 

 

述べよう。もし、相反するので「乳そのものがヨーグルトになる。」と主張し

ないならば、 

 

乳より他である何が、 

ヨーグルトという事物であるとなろうか。 6 

 

何？水がヨーグルトという事物に変化するのか？それ故に、「他がヨーグルト

という事物に変化する。」というこれは、無関係である。それ故に、そのように

他に変化することは無い故に、それが現れたことから諸事物は本性と共に成立

すると、何処でなろうか。それ故に、これは正しくない。 

 

斯くも、『聖宝生大乗経』より、 

「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。 

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。 

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。 

無我であると全ての法（現象）を示され、有情の執より世間を尽く解 

放された。御自身が行くことより解放され、行くことより解放されたの 

で、その如く、彼岸へ去られても超過することも無い。偉大なる仙は、 

有（輪廻）の彼方へ行かれた。彼方へ去られた何ものも見出さぬとなる。 

彼方は有るのではなく、此方は無い。『彼方へ去られた。』とも言葉で説 

かれる。 

貴兄が言葉として言うそれも無い。言われたその言葉も有るのではな 

い。何かに言うそれも見付からない。何かが知るそれ（主体）も有るの 

ではない。 



186 

顕句論［第 13 章］ 

 

誤った考えに執着する影響で、ここにこの全ての衆生は酷く流浪する。 

ある者が寂静の法を知る。彼は自然の如来を見る。最高の法である 

諸々の寂静も良く知り、喜びを見出し、有情を満足させる。煩悩に勝ち、 

その者は勝者となる。自身が勝者となり、留まることは無い。それ故に、 

勝者の菩提を良く御存知である仏陀より、衆生は知ることをする。」 

等を説かれた如くである。 

 

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

「『事物は自性が無いことは、有るのではない。諸事物が空性であるとは主張

する。それ故に、空性の拠所となった事物の本性は有る。』というそれも正理で

はない。」と説かれた。 

 

もし、空でないものが僅かに有るならば、 

空も僅かに有るとなるだろう。 

不空が僅かにも有るのではないなら、 

空も有ると、何処でなろうか。 7 

 

もし、「空性」というものが何か有るならば、その時、その拠所である事物の

本性が有るとなるが、そのようではない。 

ここで、「空性と無我性は、一切法（現象）の共相である。」と承認している

ので、空ではない法（現象）は無い故に、空性でないものは有るのではない。「空

でない事物は無く、空性でないものも有るのではない時、対治との相互関係と

離れるので、虚空の花の花輪のように、空性も有るのではない。」と確認したま

え。空性が有るのではない時、その拠所である事物も、有るのではない。 

 

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

ここで言う。「それが示された故に、無知の大暗黒である非仏教徒の説者に絡

めとられた衆生にとって、たった一つの衆生の灯明となった仏陀世尊。世尊が

所化達を尽く解脱させる為に示された、非仏教徒の一切の論説と共通ではない、

無我を間近に示す途切れることのない炎を持つ方々が現れる、空と無相と無願

という三つの解脱門の教えは、如来の善説のみに認められる。しかし君は今、

如来の善説を解説する話術によって、その空性を捨て去り始めたのだ。それ故

に、善趣と浄脱への道のりを断つ君と論争しても良いのだ。」 

 

述べよう。嗚呼、何ということだ！空に向かうように非常に誤って、涅槃の

都へと行く寂静な真っ直ぐな道を捨て去り、事物に顕かに執する蛇に巻き付か
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れた輪廻の荒野へ行く道を、まさしく解脱の都へ行くものであると依拠する君

は、聖者方によって叱責される対象でありながら、顕かな傲慢の思い込みによ

って捉えられたことに操られ、まさしく彼等を咎める者である。おい！煩悩の

病を余さず治癒される偉大なる医師の王は、 

 

勝者方の空性は、 

全ての見解より出離すると説かれた。 

空性を見解とする者達は、 

成就しようがないと説かれた。 8 

 

のではないか？ 

ここで空性とは、一切の見解の、一切の思い込みから出離する－止滅するも

のであるが、見解となったものが止滅するだけのことは、事物でもない。 

その空性に対しても事物であると思い込む者達に対して、我々は語らない。

それ故に、我々の間近に示したことより、全ての分別が止滅して解脱するとな

ることが、何処に有ろうか。 

このように、ある者へ「君に、商品は何も与えない。」と言って、「おい！俺

に『何も無い』というまさしくその商品をくれ。」と言い返したならば、その者

が商品は無いと納得するように、如何なる方法でできようか。その如く、空性

についても事物であると思い込む者達の、それを事物であるとする思い込みを、

如何なる方法で否定しようか。 

それ故に、偉大なる医師に対しても過失を想うことが有る故に、最高の治療

者であられる偉大なる医師である如来方によって、それらはまさしく手の打ち

ようが無いのである。 

 

それについて、経証との矛盾を斥ける＞［それを説かれた根拠を示す］ 

斯くも『聖宝積経』より、 

「空性であるものが諸法（現象）を空虚にはせず、諸法（現象）そのも 

のが空であり、無相であるものが諸法（現象）は様相が無いとはせず、 

諸法（現象）そのものが無相であり、無願であるものが諸法（現象）を 

無願とはせず、諸法（現象）そのものが無願であると、そのように妙観 

（それぞれに考察）することは、迦葉よ。『諸法（現象）を正しく妙観す 

る中道』という。 

迦葉よ。空性であると認識することで空性を考える者達を、私は『こ 

の善説より衰え、酷く衰える』と説いた。 

迦葉よ。須弥山ほどの（堅固な）プトガラであるという見解に留まる 
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者は易しいが、顕かな傲慢を持つ、空性（を実在）であるという見解は、 

そのようなものではない。それは何故かといえば、迦葉よ。一切の見解 

となったものより抜け出すのが空性であるが、迦葉よ。空性のみである 

とする見解は、〈治しようがない。〉と私は説いた。 

迦葉よ、これを見よ。例えば、病人が一人いるが、医師がその者に薬 

を投与したことで、その薬によって彼の全ての病が掻き乱され、薬が胃 

に入ること自体が起こらなければ、迦葉よ、これをどう思う？その人は 

その病から解放されるだろうか？』 

（迦葉が）申し上げた。『世尊よ。そうはならないでしょう。その薬に 

よって全ての病が掻き乱され、薬が胃に届くこと自体が起こっていなけ 

れば、その人の疾病は非常に重篤となるでしょう。』 

世尊がお言葉を賜れた。『迦葉よ。その如く、見解となった一切のもの 

より抜け出すのは空性のみであるけれど、迦葉よ。〈空性のみであると見 

解する者は、治しようがない。〉と、私は説いた。』」 

と説かれた如くである。 

 

事物が本性として有ることを否定する＞［章の名を示す］ 

阿闍梨月称の御口より綴られた顕句より、「行（作用）を考察する」という第

十三章の解説である。 
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「会合を考察する第十四章」 

 

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

する＞ 

［章の著述を説く］ 

ここに言う。「事物は本性として有る。（何故ならば）それらの会合を近く示

された故である。ここで、無いものに会合は無い。例えば石女の息子と娘の如

くである。 

『眼と色形に依拠して眼識が起こる。』 

や、 

『三つ集まったことより、触（接触）である。触と一緒に起こるものは、 

受（感受作用）である。』 

と詳しく現れることや、その如く 

『受と想（識別作用）というこの二つの法（現象）は、会合したのであ 

り、会合していないのではない。』 

と、諸行（作用）を会合したと示されたのでもある。それ故に、そのように会

合を示されたことから、事物の本性はまさしく有る。」 

 

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

述べよう。もし、会合そのものが有るとなれば、これはそのようになるもの

であるが、有るのではない。何故ならば、 

 

視られる対象と、視ると、視る者の、 

それら三つの二つずつと、 

一切も、互いに 

会合したとなることは、有るのではない。 1 

 

そこで、「視られる対象」とは色形である。「視る」とは眼である。「視る者」

とは眼識である。これらの三つより、二つずつの様相が会合したことは有るの

ではなく、眼と色形か、眼と眼識か、眼識と色形において、会合は有るのでは

ない。そのようであれば、二つずつの様相が会合したことは有るのではない。「一

切も」－それらの三つ共が一度に会合したことも、有るのではない。 

斯くも、視られる対象と視る（眼）と視る者は、二つずつか、一切とも会合

したことが無い、 
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その如く、貪欲と欲す者と、 

欲される対象を視たまえ。 

 

といい、貪欲と欲す者か、貪欲と欲される対象において会合は有るのではない

が、三つ共が一度にも会合は有るのではない。これらが斯くある如く、煩悩の 

 

諸々の残りと、處の 

残りも、まさしく三様相によってである。 2 

 

といい、互いに会合したとなることは、有るのではない。三つの様相とは「三

様相」である。三つの様相である事物とは、まさしく三様相であり、三様相そ

のものと確定している。残りの煩悩とは、瞋恚と愚痴等である。それらは、瞋

恚と怒る者と、怒られる対象等の三つの様相によってであるが、聴くと、聴く

者と、聴かれる対象等の三つによってでもある。 

 

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

［論式を挙げる］ 

また、「何故に、これらに会合が有るのではないのか。」といえば、 

 

他と他として会合したとなれば、 

何故ならば、視られる対象等として、 

その他は有るのではない。 

それ故に、会合したとはならない。 3 

 

と説かれ、「何故ならば」というこれは、「かの故に」の意味である。 

もし視られる対象等に、互いにまさしく他であることが有るならば、その時

水と乳の二つの如く、互いに会合したことが有るとなるものであるが、何故な

らば、視られる対象等にその「他」が有るのではない故に、それらは会合した

とならない。 

 

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

他にも、 

視られる対象等のみに、 

他そのものが無いだけではない。 

何であろうとも、何かと一緒にありながら、 

まさしく他であるとは不合理である。 4 
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「視られる対象等、因果の事物として留まる諸物のみにおいて、他性が有る

のではないだけでなく、壺や絨毯等の一切の事物においても、有るのではない。」

と確認したまえ。 

 

他が本性として無いことによって、会合を否定する＞理由を成立させる＞［理由を挙げる］ 

これら視られる対象等において、互いにまさしく他であることが、どのよう

に無いのかを示す為に、 

 

他は、他に依拠して他である。 

他無くして、他は他にはならない。 

何かに依拠して、何かである。 

それは、それより他であるとは不合理である。 5 

 

と説かれ、ここで、「壺という事物は絨毯より他である。」と述べられたその「他」

とは、他に依拠して他となるが、「他の事物無くして－他が存在せずに、他は、

他とならない。『壺』という或る事物が『絨毯』という他の事物に依拠して他で

あるとなる、『壺』というその事物は、絨毯であるその事物より他となるのでは

ない。」と確認したまえ。 

何故ならば、何かに依拠して何かとなるものは、それより他であるとならず、

相互関係と共にある故に、種子と芽や、長短の如くである。 

斯くも、 

「何かに依拠して何かが起こる。それは先ず、まさしくそれではない。 

それより他でもない故に、それ故に断滅ではなく、恒常ではない。」1 

と説かれるだろう。 

 

理由を成立させる＞それに対する論難を斥ける＞［不定因2であるという論難を斥ける］ 

ここで言う。「もし、絨毯は壺より他でもあるが、別となったその絨毯に相対

して壺は他となるが、その時如何なる過失があろうか。」といえば。 

 

述べよう。 

                                                   
1 「何かに…ではない。：『根本中論』第 18章 10偈。 

2 不定因
ふじょういん

：似因（似る因=正しくない理由）の一つ。対論者にとって、その因（理由）であ

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

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

不定因となる。 

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

因になり得る。 
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もし、他が、他より他であるならば、 

その時、他が無くして他となる。 

他が無くして他になるものは、 

有るのではない。それ故に無い。 6 

 

といい、ここで「他」という第一の語音は近く示される対象（主体）であるが、

（第二の）「他」は「他の意味を保持するもの（客体）」であり、また（第三の）

「他」とは、広く公認された述べ方（叙述）であるので、「他」という三つの言

葉を置いた。 

もし「壺」というその事物が、他である絨毯より他であるとなるならば、「壺」

というその事物は、他である絨毯が無くとも他となり、その時、絨毯に相対し

ていない単独の壺が、まさしく他であるとなるだろう。このように、それより

他である何かは、それが無くとも成立する。例えば、壺そのものが自らの本質

として成立したことは、他である絨毯に相対しないが如くである。 

その如く、もし、壺の他性が、他である絨毯よりであるならば、その時、絨

毯に相対していない壺においてもまさしく他であるとなるだろうが、絨毯に相

対しない単独の壺においては、他性は見られない。 

それ故に、「他に依拠して他となる。」と言うならば、「何かに相対して何かが

他であるそれは、それより他ではない。」と明らかに承認したことになる。 

 

ここで言う。「もしそのように、何かよりの他性が、何かに有るのではなけれ

ば、その時、『何故ならば、他は他に依拠して他である故に、それは他とはなら

ない。』というまさしくこれも、述べ得ないことではないのか？」 

 

述べよう。何故ならば、「諸事物の他性が成立した」とは、まさしく相互関係

していない故に、世間の世俗名称に留まり「他」と述べるが、直接に他性自体

を考察したならば「有るのではない。」と言う。 

 

「仮に他性が有るのではなくとも、世間の世俗として、『壺は絨毯より他であ

る。』と述べられるならば、ならば種子と芽の二つも、他性（他そのもの）であ

ると何故言わないのか。」といえば。 

 

述べよう。世間人は、種子と芽の二つを、壺と絨毯のように他そのものであ

るとは全く分別しない。（何故ならば）壺と絨毯のように、生じさせられる対象

（果）と生じさせるもの（因）そのものが無い背理となる故と、（因果が）同時



193 

顕句論［第 14章］ 

に存在する背理そのものとなる故である。 

他にも、何故ならば、世間人とは「この木は私が植えた。」とただ種子のみを

植えて、種子の結果である木を示すことをする。それ故に、「因と果となった諸

物の他性とは、世間においても有るのではない。」と設けるのである。 

 

それに対する論難を斥ける＞［不成因3であるという論難を斥ける］ 

ここで言う。「『もし、他の事物に対する相対と共にある〈他である〉と思う

心が起こるならば、それ故に、それは他とはならない。』というこの過失となる

ならば、その言葉では言わぬ。ならば何かといえば、ここに『他性』という総

体でもあるが部分であるものが存在するのであり、それが収められているその

事物は、他の事物に相対したことは無くとも『他』と述べるのである。それ故

に、我々の説に言及された過失の当たる隙は無い。」 

 

述べよう。もし他性が有るならば、これはそのようになるけれど、有るので

はない。 

ここで、この他性を考察するならば、他か、他ではないものを考え問えば、

双方のようであろうとも不合理である。と示す為に、 

 

他性は、他に有るのではない。 

他でないものにも、有るのではない。 

 

と説かれた。そこでもし、『他に他性が有る。』と考えるならば、それは他性を

考察したことによって何をするのか。他性であると考察することは、他である

と述べられることが成立せられる為であるならば、他であると述べられること

は、他性が無くともまさしく成立したのである。何故ならば、他であると述べ

られることが見出された他の事物に、他性を考察する故である。そのようであ

れば、先ず、他に他性はあり得ない。 

ここで、他ではないものにも他性は有るのではない。何故ならば、他ではな

いとは、同一性を指すが、それには他性に反する同一性が有る故に、相反する

ので、他でないものにも他性は有るのではない。 

そのように、他と他性でないものに有るのではなく、それら以外の事物も無

                                                   

3 不成因
ふじょういん

：似因の一つ。対論者にとって、その因（理由）が主張命題の主語ではない理由。

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

に当てはまらない故に、不成因となる。 

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

成因になり得る。 
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いので、それら以外の事物にも有るのではないその何かは、まさしく無い。そ

のように他性が無い時、「心と音声が置かれる基となる、『他性』と『集まる』

という因を持つ、他である事物も有るのではない。」と成立した。 

 

ここで言う。「もし、他性が無いと見るとしても、他とは、先ず有るのである。

しかし他性が無ければ、他が有ることは適当でもない。それ故に、他性も有る

となるだろう。」 

 

述べよう。 

 

他性が有るのでなければ、 

他か、そのもの（自性）は有るのではない。 7 

 

先に「他性とは有るのではない。」と既に示した時、他性無くして、他、ある

いはそれ自体が有ると、何処でなろうか。「それ自体」とは、「まさしく他では

ない」という主旨である。それ故に、他か、それ自体は有るのではない。 

 

理由を示す＞［同一と別を分析して、会合を否定する］ 

ここで言う。「視る（眼）等はまさしく有る。（何故ならば）会合が有る故で

ある。ここで、もしまた、『視る（眼）等に他性は無い。』と既に示してはいる

けれども、そう見るとしても『触とは、三つが集まり集合したものである。』と

いうので会合は有るのである。それ故に会合は有るので、視る（眼）等はまさ

しく有る。」 

 

述べよう。もし、まさしくそれらが会合したことが有るならば、そのように

なるだろうが、有るのではない。如何様に有るのではないかを示す為に、 

 

それは、それと会合したことは無い。 

他と他も、会合したとならない。 

 

と説かれ、ここで、もし視る（眼）等と会合したのであれば、それらはまさし

く同一か？まさしく他であると考察されるか？と問えば、そこで、まさしく同

一であるならば会合は無い。水に相対すること無い乳のみにおいて、「水と会合

した（混ざった）」とは述べない。別であるとしても会合は無い。水より別に留

まる乳を、「水と会合した（混ざった）」とは言わない。 

そのように、もし視る（眼）等がまさしく同一であるならば、会合すると考
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察すればそれは不合理である。（何故ならば）眼単独においても、会合が有る背

理となる故である。だからと言ってまさしく別であるならば、そう見てもまさ

しく不合理である。（何故ならば）色形等よりそれぞれ（別）となった単独の眼

においても、会合が有る背理となる故である。 

会合が無ければ、「視る（眼）等も無い。」と成立した。 

 

章の著述を説く＞［それによって、会合しつつある等も否定したと示された］ 

ここで言う。「もしまた、会合は勿論有るのではないが、そう見るとしても、

会合しつつあると、会合と、会合する者は有るのである。（何故ならば）それら

を否定したことは無い故である。会合しつつあると、会合と、会合する者とは、

会合が無くして有るのでもなく、それ故に会合も有るとなるだろう。」 

 

述べよう。これも正理ではない。何故ならば、「会合そのものは無い。」と示

した時、会合無くして会合しつつある等が有ると、何処でなろうか。 

そこで、「会合しつつある」とは現在時制の会合する行為を成立させるもので

あり、目的となったものである。会合とは、完成した会合する行為を持つもの

である。会合する者とは、行為者であり、行為を完成させる為に、自在に留ま

るものである。それ故に、ここに会合は無いので、会合しつつある等はご覧に

なっておらず、その否定をまとめる為に、 

 

会合しつつあると、会合と、 

会合する者も有るのではない。 8 

 

と説かれた。 

 

会合が本性として有ることを否定する＞［了義の教証と合わせる］ 

まさしくそれ故に、世尊が、 

「眼とは、具えたならば一切を見るとなり、眼が諸々の色形を見ること 

も、夜に諸縁が揃わなければ見るとはならない。それ故に、『具有』と『離』 

とは妄分別である。眼は映ることに依拠して、好ましいと、好ましくな 

い様々な色形を見るので、そのように具有に依拠して見るので、それ故 

に、眼がいつ時も見ることはない。 

無本性のこの法を知る者である、それらの勇者は世間の苦しみを超え 

るだろう。欲界の功徳を享受しようとも貪欲は無く、貪欲を尽く捨て去 

り、有情を教化する。ここに有情は何も無く、命者は無いけれど、自在 

人方は有情の利益をなさる。有情が有るのでなくとも利益をなさる、そ 
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れらの方々のそれは、偉大なる苦行である。」 

より、 

「その者に、いつ時も貪欲は有るのではない。この法性を勝解4する、彼 

等の心意は、有（輪廻）に執するとはならない。」 

までや、その如く、 

「ある者が道を修して、全ての法（現象）は空であることと、無我（を 

了解する）智慧が良く生じせられて、これらの法を尽く修するとなる。 

その者の自信は、障害が無くなるであろう。」 

等を説かれた。 

 

会合が本性として有ることを否定する＞［章の名を示す］ 

阿闍梨月称の御口より綴られた顕句より、「会合を考察する」という第十四章

の解説である。 

                                                   

4 勝
しょう

解
げ

：強く確信すること。 
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「本性を考察する第十五章」 

 

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

［章の著述を説く］ 

ここに言う。「諸事物の本性はまさしく有る。（何故ならば）それらを生じさ

せるものである因と縁を、近く取る故である。ここで、有るのではないものに

おいては、生じさせるものである因や縁を近く取ることは有るのではなく、例

えば虚空の花の如くである。芽や（十二縁起の）諸行等は、生じさせるもので

ある因縁の、種子や無知等を近く取るのでもあり、それ故に事物の本性はまさ

しく有るのである。」 

 

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

［本性に因縁は必要なく、矛盾すると示す］ 

述べよう。もし、行や芽等の諸事物に本性が有るならば、その時、有となっ

た諸物に因や縁による如何なる必要性が有ろうか。「斯くも、現在形となった

諸々の行や芽等についても、生じさせられる為に無知や種子等を親因にせぬが

如く、他についてもそれが生じさせられる為に、取られるもの（果）にされな

くなる。（何故ならば）その本性は有るとなる故である。」と示す為に、 

 

本性が、因と縁より、 

起こるとは正理ではない。 

 

と説かれた。 

 

『仮に、何かよりそれがまさしく有ることによって生が無意味となる、生の

以前に、如何なる事物にも本性は有るのではない。ならば何かといえば、生の

以前に有るのではない本性のみが、因と縁に依拠して、後に起こるとなる。』と

思えば。 

 

そのように主張しても、 

 

因と縁より起こった 

本性は、所作1を持つものとなる。 1 

 

                                                   

1 所作
し ょ さ

：作られたもの。生じたもの。無常・有為・事物等と同意。 
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『仮に、因と縁より起こったので、本性がまさしく所作となることは、主張

するのみであり、それ故に、本性がまさしく所作であると承認した故に、所作

が背理となる論争をすることは、我々を批判するものではない。』と思えば。 

 

これも正理ではないと説かれた。 

 

本性が所作を持つものであると、 

如何様であれば適するとなろうか。 

 

「所作でもあるが、本性でもある。」というこれは互いに反する故に、無関係

という意味である。 

このようにここで「自らの本質とは本性である。」と、毘婆沙論からは、所作

である事物は世間において「本性」とは述べられない。例えば水の熱さや、猫

目水晶等を宝石職人の努めによって紅蓮宝石等の事物にしたようなものである。 

本性であるものは非所作であり、例えば火の熱そのものか、紅蓮宝石等、諸々

の天然石の紅蓮宝石等の本質の如くであり、それは他の事物と会合したことに

よって生じさせられたのではない故に、「それらの本性」という。それ故に、そ

のように「本性とは非所作である。」と世間の世俗名称に全く留まり、ここで我々

は「『熱そのものであるものも、所作である故に、火の本性ではない。』と捉え

たまえ。」と言う。 

ここで、宝石や火切りや日光の照射や、火切り杵や火切りをしたことより起

こった火は、因と縁にまさしく相互関係すると認めるが、火より他の熱そのも

のも無い故に、熱そのものも因と縁によって生じさせられるのであり、それ故

に所作であり、所作である故に「水の熱さの如く本性ではない。」と、余りにも

明らかに確認するのである。 

 

もし、「『火の本性は熱そのものである。』と牛飼い男や女性に至るまで公認さ

れているのではないのか？」といえば。 

 

何？我々が「公認されていない。」と言ったか？ 

「これは本性であることに値しない。（何故ならば）本性として性相と離れる

故である。」というこれを、我々は言う。無知の誤りに後続する故に、世間人が、

まさしく本性が無い事物の様相を、まさしく本性と共にあると分別したのであ

る。斯くも、眼障を持つ者達がまさしく本性の無い落髪等を、眼障の縁によっ

本性そのものであると顕かに執するが如く、幼子達は無知の眼障によって知恵

の眼がまさしく衰えたことによって、本性が無い事物の様相を、まさしく本性
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と共にあると顕かに執することとなり、他に認められないことからまさしく特

別であるとして、「火の本性の自らの性相（定義）とは、熱である。」と顕かに

執したそのままに性相（定義）を言う。（何故ならば）「我性の性相（定義）と

は、自らの性相（定義）である。」と言われる故である。その者達にまさしく公

認された面より、世尊も阿毘達磨において、それらの世俗の自らの本質を設け

られたが、「無常等の共通のものは総体の性相（共相）である。」と説かれた。 

無知の眼障と離れ、汚れの無い智慧の御目を持たれる方々がご覧になること

に応じた時、眼障と離れた方々が、眼障のある者が認める落髪を見られないよ

うに、幼い者の心が考察した本性をご覧になっていない聖者方が、「これは、諸

事物の本性ではない。」とはっきり説かれたのであり、斯くも『聖楞伽経』より、 

「斯くも眼障を持つ者達が、落髪と誤って捉えるように、その如く事物 

であるとするこの分別を、幼子が誤って考察した。本性は無く、識（知 

覚）は無い。阿頼耶2は無く、事物は無いけれど、悪児である論争者、死 

体に似た者が、これらを考察した。」 

や、その如く 

「偉大なる知恵者よ。本性として生じていないことを御考えになり、私 

は『一切法（現象）は生じていない。』と説かれた。」 

と詳細に説かれた如くである。 

 

本義＞［自説における本性の定義を示す］ 

ここで言う。「もし、『火の熱そのもの等、これは因と縁より起こったので、

まさしく所作である故に、本性ではない。』と言えば、ここで、それらの本性の

定義は何であり、その本性も何であるか述べなければならない。」 

 

述べよう。 

 

諸々の本性とは、作られたものではなく、 

他に相互関係が無いものである。 2 

 

これは「自らの事物とは、本性である。」というので、「ある事物の我所（我

がもの）の本質であるものは、その本性である。」と述べられた。何が何の我所

であるかといえば、何かによって作られていないものである。作られたものは、

その我所ではなく、例えば、まさしく水の熱さの如くである。何かに頼ってい

ないものも、その我所であり、例えば、自らの荷物や自らの財宝の如くである。

                                                   

2 阿頼耶
あ ら や

：全て基体。全ての拠所。 
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何かの他に頼るものは、その我所ではなく、例えば、一時的な借り物に自由は

無いが如くである。 

何故ならば、そのように、作られたものや他に相互関係するものは、まさし

く本性であると主張しない故に、「熱そのものが火の本性である。」ということ

は正理ではない。（何故ならば）因と縁に頼る故と、以前に起こっていない状態

から後に起こるので、所作である故である。 

何故ならば、これはそのようである故に、三時制においても火に誤らず（具

わる）本来の作られたのではない本質、以前に無く後に起こるのではない、水

の熱さや、あちらこちらや、長短のように、因縁に対して相互関係と共にある

となっていないものを、本性であると述べた。 

 

「何？そのようになった火自体の本質が有るのか？」といえば。 

 

それは自らの本質として有るのでもないが、無いのでもない。勿論そのよう

ではあるけれども、しかしながら聴聞者達の恐れを斥ける為に、無いものを有

るとして「世俗としてそれは有る。」と言う。 

斯くも世尊が、 

「文字の無い法において、聴くとは何か。教示するとは何か。捏造した 

ものに文字は無い。それは聴き、教示することでもある。」 

と説かれた如くである。まさしく本論よりも、 

「『空である。』とも述べず、『空ではない。』ともしない。二つともと、 

二つともでないともせず、名付けられた意味として述べよう。」3 

と説かれるであろう。 

 

もし、「捏造したことより『それは有る。』と述べたならば、それは如何なる

ものか」といえば。 

 

それ自体の本質とは「諸法（現象）の法性」というものである、まさしくそ

れである。そしてこの諸法（現象）の法性も何であるかといえば、諸法（現象）

の本質である。この本質も何かといえば、本性である。この本性も何かといえ

ば、空性である。この空性も何かといえば、無本性である。この無本性も何か

といえば、真如である。この真如も何かといえば、真如の本質はまさしく変化

が無いことと、まさしく常住することである。（何故ならば）一切の様相におい

て無生性とは、作られたものではない故と、他に相互関係が無い故に、「火等の

本性である。」と述べられた。 

                                                   
3 「『空で･･･述べよう。」：『根本中論』第 22 章 11 偈。 
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（それは）このように示されるとなる。無知の眼障の力によって認められる

事物の様相は、ご覧にならない方法で（ご覧になる）、無知の眼障と離れた如何

なる聖者方の（認識する）対象となろうか。まさしくその本質が、それらの本

性であると設けた。 

「諸々の本性とは、作られたものではなく、他に相互関係が無いもので 

ある。」 

というこれは、「阿闍梨方がその定義として設けられたのである。」と知りたま

え。 

「諸事物の本性となったその無生も、まさしく何ものでもないことによって、

単なる無事物であるので、本質が無い故に、事物の本性として有るのではない。」

と知りたまえ。 

斯くも世尊が、 

「諸事物を無事物と知るものは、何時も全ての事物に執着しなくなる。 

何時も全ての事物に執着の無い者。その者は無相の禅定に触れる。」 

と説かれた如くである。 

 

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

ここで言う。「もしまた、諸事物に本性があるのではないと見るとしても、先

ず、他である事物は有る。（何故ならば）それは否定されていない故である。他

である事物が有るならば、本性も有ることになる。（何故ならば）本性無くして

他の事物は成立しない故である。」 

 

述べる。 

 

本性が有るのでなければ、 

他である事物が何処に有ろうか。 

他である事物の本性が、 

「他の事物である」と述べられる。 3 

 

ここで、世間においては、ただ本性のみが他の本性に相対して「他の事物」

と述べられる。もし、熱そのものが火の本性であるならば、湿潤の本性を持つ

水に相対して「他の事物」と述べられるとなるものであるが、尽く分析したな

らば何ものにも本性が有るのではない時、他性が有ると何処でなろうか。他性

が無いので、本性も有るのではないと成立した。 

 

ここで言う。「もしまた、本性と他の事物が有るのではないと見るとしても、
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事物は、先ず有る。（何故ならば）否定していない故である。その事物が有ると

しても、本性あるいは他の事物であるものとならなければならず、それ故に、

本性と他の諸事物も有るとなるだろう。」 

 

述べる。 

 

本性と他の事物 

以外に、事物が何処に有ろうか。 

本性と他の事物が 

有るならば、事物が成立するとなる。 4 

 

このように、事物を考察したらならば、本性か他の事物の何れか？と問えば。

その二つも、前述の論法によって有るのではない。それ故に、その二つは無い

ので、「事物も有るのではない。」と確認したまえ。 

 

ここで言う。「もしまた、君が事物を否定はしたが、そう見るとしても無事物

はまさしく有る。（何故ならば）否定しなかった故である。それ故に、相反する

ものが有るので、事物も有るとなる。（例えば）無事物の如くである。」 

 

述べよう。「もし、無事物そのものが有るならば、事物も有るとなるが、有る

のではない。」と説かれた。 

 

もし、事物が成立していなければ、 

無事物が成立するとはならない。 

事物が他に変化したものが、 

無事物であると、人は言う。 5 

 

ここでもし、「事物」という何かが有るとなれば、それが他に変化したことよ

り無事物となるものであり、このように、壺等が現在の時点より衰え、他への

変化を得たものが、世間において「無事物」という言葉で述べられるものとな

るのである。これら壺等が事物の自性として成立していない時、有るのではな

い本性を持つ諸物に、まさしく他に変化するものが有ると何処でなろうか。そ

れ故に、無事物も有るのではない。 

 

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

それ故に、そのように一切の様相において本性と他の事物や、事物と無事物
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が有るのではないものに、無知の眼障によって知恵の眼がまさしく衰えた者が、

誤って 

 

本性と他の事物や、 

事物と無事物そのものであると見る 

者達は、仏陀の教えに、 

真如を見るのではない。 6 

 

如来の善説を誤りなく解説しているとまさしく思い込んだことによって、「地

の本性とは堅固である。」「感受作用の（本性）とは経験することである。」「識

の本性とは対象をそれぞれに知覚することである。」と、そのように諸事物の本

性を語り、「色形は他であるが識もまた他であり、感受作用もまさしく他である。」

と、そのように他の事物を語り、現在時点となった識等は事物であり、あるい

は過去となった識等は無事物であると語る彼らは、最高に深甚な真如である縁

起生を語るのではない。 

何故ならば、本性と他の事物等がまさしく有ることは、斯くも説かれた道理

と反するものであるが、如来方は、道理に反する事物の本性を説かれたのでも

ない。（何故ならば）ご自身が余さぬ事物の真如を誤りなく御存知である故であ

る。まさしくそれ故に、賢者方は諸仏世尊のみの御言葉を正しいと述べること

をする。（何故ならば）合理を具えるので欺かない故である。まさしくそれ故に、

過失を残らず捨て去った信頼より訪れる故に、あるいは全てを理解させる－真

如を全てから理解させる故に、あるいは向かって行く－それに依拠して世間が

涅槃へと赴く故に、完全なる仏陀の御言葉そのものを経証として設けるが、そ

れより他の諸々の説論は合理と離れるので、不正そのものであり、まさしく経

証ではないと置かれる。 

 

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

何故ならば、本性と他の事物や、事物と無事物であると見解するこれらは正

理と離れるので、真如ではないまさしくそれ故に、解脱を求める所化4の者達へ、 

 

世尊は事物と無事物を、 

御存じであるので、カタヤナの 

教誨で、有と 

無の双方をも否定された。 7 

                                                   

4 所化
し ょ け

：教化される者。弟子。 
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世尊が、『迦旃延5への教誨』より、 

「迦旃延よ。何故ならば、この世間は概ね有性と無性を顕かに執する。 

然れば、生と老と病と死と悲痛と悲鳴と苦と不幸と争い等から完全に解 

放されたとならない。五衆生の輪廻より解放されたとならない。死に打 

ちのめされる苦しみより完全に完全に解放されたとならない。」 

と、詳細に説かれたのであるが、この経部も一切の部によって唱えられるもの

である。それ故に、この経証と斯くも説かれた正理より、智慧ある者によって、

如来の御言葉と非常に反する、本性と他の事物や、事物と無事物であるとみる

見解が承認されるには能わない。（何故ならば）世尊によって否定された故であ

る。 

「世尊が、特別に優れたものによって」とは、事物と無事物を御存知である

ことによってであり、ここで事物と無事物を御存知である性質をお持ちである

ので、事物と無事物を御存知なのである。事物と無事物の本性を留まるままに

誤りなく完全に御存知である故に、「まさしく世尊が、事物と無事物を御存知で

ある」という。何故ならば、世尊は事物と無事物を御存知であることによって、

有性と無性の双方とも否定された故に、「事物と無事物と見ることは真如であ

る。」と承認したことは正理ではない。 

その如く、 

「迦葉よ。『有』というこれは、一つの辺である。『無』というこれは、 

二つ目の辺である。その二つの中央であるそれは、分析されるものとし 

て無く、示されるものとして無く、拠所ではなく、現れること無く、知 

覚されること無く、留まることは無い－迦葉よ。これは『諸法を妙観察 

する中の道』という。」 

と説かれた。その如く、 

「有と無とは二つとも極辺である。浄と不浄のこれも極辺であり、それ 

故に二つの極辺を尽く捨て去り、賢者は中にも留まり有るとしない。「有 

と無」とは論争であり、浄と不浄のこれも論争である。論争となった苦 

しみは鎮まることは無い。論争が無くなることによって苦しみが滅す。」 

と説かれた。 

 

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

ここで言う。「もしまた、そのように火等は本性のみよりまさしく有るとなれ

ば、如何なる過失となろうか。」 

 

                                                   

5 迦旃
か せ ん

延
ねん

：Kātyāyana 釈尊の十大弟子の一人。 
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「因と縁より起こった、本性は、所作を持つものとなる。」6 

等によって、過失は既に述べた。 

 

他にも、「もし、これら火等の、本性の「まさしくこれ」が有るならば、有と

なったそれも他に変化したのではない。」と示す為に、 

 

もし、本性として有るならば、 

それは、無性にはならない。 

 

と説かれ、もし「まさしくこれ」が、これら火等の本性－自らの本質であると

なれば、その時、本性として有るその本性において、再度他に変化することは

無い。何故ならば、 

 

本性が他に変化することは、 

いつ時にも合理とはならない。 8 

 

もし、「まさしくこれ」がこれら火等の本性であるとなれば、その時、本性と

はまさしく変化しないものである故に、いつ時にも他に変化することは合理で

はない。虚空の非遮蔽性が何時も他に変化するのではないが如く、火等の本性

として有るものも、再度他に変化しないものであるが、それらが他に変化する

という、継続性が切れる性相を持つ「壊」とは、君によって認められるもので

もある。それ故に、様相として変化する主体である故に、水の熱性のように「こ

れはこれらの本性ではない。」と知りたまえ。 

 

ここで言う。「仮に、本性として有るものに他への変化が有るのではない故と、

他への変化そのものも認める故に、『これらの事物に本性は有るのではない。』

と述べられるけれど、そう見るとしても、 

 

本性が有るのでなければ、 

他に変化するとは、何のものであろうか。 

 

これは、虚空の花のように、本性－自らの本質として有るのではないので、

他への変化は何のものであるとなろうか。それ故に、本性が有るのではないも

のに他へ変化することは認められていない理由に対して、まさしく他へ変化す

ることも見られる故に、本性は有る。」 

                                                   
6 「因と…となる。」：『根本中論』第 15 章 1 偈。 
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述べよう。もし君の説が、「本性－自らの本質として有るのではないものにお

いて他へ変化することは無い理由に対して、他への変化も見られる故に本性は

有る。」と言うのであれば、そう見るとしても、 

 

本性が有るのであろうと、 

他への変化が、如何にして適おうか。 9 

 

ここで、現在起こったもののように本性－自らの本質として有る故に、他へ

の変化は何のものであるとなろうか。それ故に、本性として有るものにおいて、

他へ変化すること自体が有るのではない故に、他への変化は一切の様相におい

てまさしくあり得ない。それ故に「諸事物に本性は無い。」と知りたまえ。 

「何でも他へ変化することが見られる故に、本性は有るのではない。」と説か

れたことも、他者に公認された他への変化が見られるとして述べられたのであ

る。しかし我々は何時も、何においても、他に変化することが有ると承認して

いない。 

 

章の著述を説く＞［本性として有ると言えば、辺執を超えないと示す］ 

それ故に、そのように本性は全く有るのではなく、一切法（現象）は有るの

ではない本性を持つものであることと、それらにおいて他に変化することも有

るのではないながら、現在或る者が、諸事物はまさしく有る・まさしく無いと考

察する。そのような考察においては、全く確実に 

 

有るとは恒常であると捉える。 

無いとは断滅と見る。 

 

という背理になるだろう。何故ならば、この恒常や断滅と見る見解も、善趣と

浄化解脱の道の邪魔をするものである故に、大きな不利益を為す、 

 

それ故に有と無に、 

賢者は留まることをするな。 10 

 

また何故に、事物や無事物であると見る見解が有れば恒常と断滅の見解とな

る背理になるかといえば、このように、 
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本性として有る何か。 

それは無ではないので、恒常である。 

以前に起こったものが現在に無いという。 

然れば、断滅の背理となる。 11 

 

本性として有ると述べられる何かが、本性において退くことは無いので、い

つ時にも無ではない。そのようであれば、本性がまさしく有ると承認したこと

によって恒常であると見る見解になる。しかし以前に留まった時点において事

物の本性を承認して、現在、後に「それは壊失したことによって無い。」と承認

したことで、断滅の見解である背理となる。 

或る者のように、事物の本性そのものが不合理である者にとっては、恒常と

断滅の見解になる背理とはならない。（何故ならば）事物の本性を認識していな

い故である。 

「仮に『諸事物は本書が有るのではない。』と承認する者にとっては、事物で

あると見る見解は無いので、常見（実在視）は勿論無いだろうが、断見（虚無

見）となる背理に、確実になるのではないか。」といえば。 

そのように虚無見とはならない。このように、以前に事物の本性を承認して、

後にそれが無くなることに依拠する者は、以前に認めた事物の本性を抹消した

ことによって虚無見となる。しかし、眼障を持つ者が認めた落髪に対して、眼

障が無い者のようになり、（落髪等は）何も認めていない者が「無い。」と言っ

たことによって、何が虚無であると言ったとなろうか。（何故ならば）否定する

対象が無い故である。誤りとなった者達の間違った執着を斥ける為に、眼障が

無い者達のように「一切事物は有るのではない。」と我々は勿論言うが、そう言

ったとしても、我々が虚無であると見解する背理になるのではない。 

斯くも経典より、 

「世尊よ。或る者が、以前に貪欲と瞋恚と愚痴等を（事物であると）承 

認されて、後に『貪欲と瞋恚と愚癡は有る事物ではない。』と言うことは、 

虚無にもなります。」 

と詳細に説かれた如くである。 

依他起性7である心・心所8の単なる事物を承認して、それに遍計所執9の自性

                                                   

7 依他起
え た き

性
しょう

：唯識派の説く三性の一。因縁によって生じる事物。 

唯識派の説く三性とは、依他起性・遍計所執性（脚注 9 参照）・円成実性（空性）。 

8 心
しん

・心所
しんじょ

：心の主体性である心（心王ともいう）と、条件が揃うことによって一時的に起

こる心作用である心所。 

9 遍計所執
へんげしょしゅう

性
しょう

：唯識派の説く三性の一。全て考察されたもの。有である恒常と、無が含ま

れる。空性の否定対象である「実在」は無いので、遍計所執性である。 
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が無いことによって実在視そのものを斥け、全くの煩悩と尽く浄化する因とな

った単なる依他起の事物が有ることによって、虚無見そのものを斥けるとする

者の如くであれば、遍計所執は有るのではない故と、依他起は有る故に、有性

と無性であると見解する双方ともになる故に、二極辺を捨て去ったと何処でな

ろうか。因と縁によって生じさせられるとは、まさしく本性と共に有るとは適

さないと既に示された故に、まさしく不正確な説明である。 

それ故に、「そのように中観の見解のみに有性・無性と見解する背理が無いの

であるが、識（は実在）であると言う見解10等においてはそうではない。」と知

りたまえ。まさしくそれ故に、『宝行王正論』より、 

「プトガラ、蘊（が実在する）と言う、世間の数論派、勝論派や、耆那 

教徒11を含めた、仮に誰かが、有無を超えたと言うならば問いたまえ。 

それ故に『仏陀方の、教えは不死であり、有無より超越した深甚である』 

と示された、法のつづら折りであると知りたまえ。」12 

と説かれた。 

まさしく勝義13を見る方便となる故に、所化の者がそのような様相に考察する

面前に、世尊がまさしく大慈悲に突き動かされて、「正量部14のプトガラ（が実

在する）という言説のように、識（が実在する）という言説15は、まさしく未了

義16であると示された。しかし了義17として（示されたの）ではない。」と知り

たまえ。 

斯くも『三昧王経』より、 

「空を如来が説かれたように、了義の経部の分類を知れ。ある部より有 

情やプトガラや人士が示された、その一切の法は未了義であると知れ。」 

と説かれた如くである。これは、『無尽慧経』等よりも詳細に理解したまえ。 

それ故に、解脱を求める聖者方が「事物や無事物と見る二つの見解の機会が

ある限り輪廻するのである。」と了解されて、この二つの見解を斥けた－中の道

をかくある如く修習したまえ。 

 

因縁を我所（我がもの）とすることが、本性として有ることを否定する＞［了義の教証と合わせる］ 

世尊が、 

                                                   
10 識（は実在）…見解：唯識派の見解。 
11 数論派･･･耆那教徒：非仏教徒の学派。 
12 「プトガラ…たまえ。」：『宝行王正論』第 1 章 61・62 偈。 

13 勝
しょう

義
ぎ

：聖なる真実。世俗の真実に対する。 
14 正量部：部派仏教の一部。プトガラ（人）に実質が有るとする。 
15 識…言説：唯識派の言説。 

16 未了
みりょう

義
ぎ

：究極ではない経典の意味。 

17 了
りょう

義
ぎ

：言葉通りに解釈してよい、経典の究極の意味。 
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「一切は不可思議で、一切は起こるものではないので、事物や無事物で 

あるとする知を尽く壊せ。心の力に操られる幼子、彼らは百千万の有（輪 

廻）を苦しむ。」 

や、その如く 

「昔、不可思の過去の劫において、人の主が現れたことを私は思い出す。 

偉大な仙人は舟の働きをなされた。名を『無事物より現れた』といった。 

生まれて直ぐ空中に浮き留まり、一切諸法は無事物であると示された。 

その時、それに合わせて御名が付けられ、大声音が全世界へと知らしめ 

た。 

一切諸天は大きく声を発した。『無事物という勝者となるだろう。』 

生まれたばかりで七歩を歩み、勝者が諸法（現象）は事物が無いと説 

かれた。会得者が一切諸法を示す法王、仏陀となった時、諸々の草木の 

枝や、薬山、大岩から『諸法は事物が無い』という声音も起こった。 

その世間に声音がある限り、『一切は事物無く、何も無い』と、そのよ 

うに世間を導く者の、声の旋律は優れた様相で起こった。」 

と説かれた。 

「事物の本性は不合理である故に、『諸法は事物が無い』という声音も起こる。」

等によって経典の意味を理解するべきであり、 

「その世間に声音がある限り、『一切は事物無く、何も無い』と」 

等が現れることによって、絶対的否定が述べられたと主張するが故に、「無事物」

の意味は、本性が無い意味である。 

 

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

阿闍梨月称の御口より綴られた顕句より、「本性を考察する」という第十五章

の解説である。 
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「束縛と解脱を考察する第十六章」 

 

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

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

ここに言う。「諸事物の本性とは、まさしく有る。（何故ならば）輪廻が有る

故である。ここで輪廻するので輪廻であり、行くので、他の衆生へと行くこと

を輪廻という。もし、諸事物の本性が有るのでなければ、その時、誰が衆生か

ら他の衆生へと行き、輪廻するとなろうか。行が有るのではない石女の子らは、

輪廻すると見られない。それ故に輪廻は有るので、諸事物の本性もまさしく有

るのである。」 

 

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

［恒常が輪廻することを否定する］ 

述べよう。もし、輪廻そのものが有るならば、諸事物の本性も有るとなるも

のであるが、有るのではない。 

ここで、もし輪廻が有るならば、必ず諸行か、一有情がそうなるかと問われ

る。「双方（どちら）のようであろうとも、過失がある。」と説かれた。 

 

もし、『行が輪廻する』といえば、 

それらは恒常であれば輪廻せず、 

無常であろうとも、輪廻するとならない。 

有情についても、この次第は等しい。 1 

 

そこでもし、諸行が輪廻すると考えるならば、恒常か無常の何れが輪廻する

のか？そこで、恒常のものは輪廻しない。（何故ならば）行為と離れた故であり、

壺等の諸々の無常のみが行為と共にあると認められる故である。 

 

取られものである蘊が輪廻することを否定する＞［無常が輪廻することを否定する］ 

あるいは無常のものであるならば、それら無常であるものは生じたやいなや

壊れるのであるが、それら壊失したものは有るのではないので、石女の子の行

の如く、何であろうとも流浪すると何処でなろうか。そのようであれば、諸々

の無常も輪廻するのではない。 

 

『何？行とは因と果が一つ一つ連なるので、順次途切れることなく継続して

入る、無常となったもののみが輪廻する。』と思えば。 
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これも不合理であり、先ず、生じるものであるその果においては、輪廻は有

るのではない。（何故ならば）何処からも来ない故と、何処へも行かない故であ

る。壊失したとなった因であるものにおいても、輪廻は有るのではない。（何故

ならば）何処からも来ない故と、何処へも行かない故である。単なる行以外に

過去と未来は成立していない故と、まさしく失壊したことと、生じていないこ

とによって、有るのではない故でもある。 

 

もし「後の刹那が生じたならば、以前が輪廻するのだ。」といえば。 

 

もし前後二つの刹那がまさしく同一であるとなれば、それはそのようになる

だろうが、まさしく同一に有るのではない。（何故ならば）因と果の事物である

故であり、眼と色形と眼識等の如くである。 

他にも、まさしく同一であれば、前刹那、後刹那と述べられること自体にも

ならないだろう。同一時である時、「一人の祭祀が前と後になる。」と述べられ

ることは無く、その如く、ここでも同一である故に、前刹那や後刹那と名付け

られること自体にならないだろう。 

他にも、「前刹那が失壊した。」とはならない。（何故ならば）別ではない故に、

後刹那の如くである。「後刹那が生じた。」ともならない。（何故ならば）別でな

い故に、前刹那の如くである。 

 

「何？まさしく他であれば輪廻するのである。」といえば。 

 

そう見るならば、他である凡夫が輪廻に生まれることが有る故に、阿羅漢方

も輪廻するとなり、「他の灯明が燈れば、消えた灯明も燈る。」ともなるだろう。 

他にも、後刹那は前刹那が失壊したか、失壊していないか、壊れつつあるも

のの何れより生じたか？そこでもし、失壊した（刹那）よりであると主張すれ

ば、焼けた種子よりも芽が生えるとなるだろう。それ故に、無因となるだろう。 

 

「何？失壊していない（刹那）よりである。」といえば。 

 

そう見るとしても、種子は様相として変化が無くとも芽が生えるとなり、因

と果の二つも同一時になるが、生が無因ともなるだろう。 

 

もし、「滅しつつある（刹那）より生じる。」といえば。 

 

壊れつつある（刹那）よりも生じることは無い。（何故ならば）失壊した（刹



212 

顕句論［第 16 章］ 

 

那）と失壊していない（刹那）より以外に壊れつつある（刹那）は無い故と、

失壊した（刹那）と失壊していない（刹那）についても、過失が既に述べられ

た故である。それ故に、因果の構成や、前後の刹那の構成が有ると、何処でな

ろうか。 

前後の刹那の構成や、因果の構成が有るのではない時、継続も有るのではな

いけれど、それが無いので、輪廻も無い。それ故に、無常の諸行にも輪廻は有

るのではない。 

 

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

［蘊より別本質の有情が輪廻することを否定する］ 

ここである者が、「合理と離れた故に、諸行が輪廻しないことは真実であり、

ならば何かといえば、我が輪廻する。」と言うことをする。 

 

述べよう。 

「有情についても、この次第は等しい。」 

何故ならば、「有情が輪廻する。」と言えば、「これは、恒常のもの（が輪廻す

るの）か？無常のものが輪廻するのか？」と尽く分析したならば、諸行が輪廻

するとは不合理である次第は、有情についても等しいとなる故に、有情も輪廻

するのではない。 

 

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

ここで言う。「諸行が輪廻するとは不合理であるさまは、有情にも等しくなる

とは適当ではない。何故ならば、『恒常か無常となった諸行のみにおいて、輪廻

はあるのではない。』と言ったけれど、我はそのように恒常か無常となるもので

はない。このように、それは諸蘊よりそのもの（自性）か他であると不可説で

あるように、恒常とも無常性とも不可説とされる。それ故に我のみが輪廻し、

以前に示された過失である背理ともならない。」 

 

述べよう。 

 

もし、プトガラが輪廻するといえば、 

諸々の蘊と處と界に、 

それを五つの様相で探して、 

無ければ、何が輪廻するとなろうか。 2 

 

もし、「プトガラ」という何かが有るならば、それが輪廻するとなるものであ
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るが、有るのではない。何故ならば、諸々の蘊と處と界を五様相で探したなら

ば、有るのではない故である。どのようにといえば、 

「木そのものは火ではなく、木より他に火も無い。火は木を具えるので 

はない。火に木は無い。それにそれは無い。火と木によって、我と近く 

取るものの全ての次第は、」1 

というが如く、「我は蘊と處と界の本性を持つものではなく、それらより別でも

ないが、蘊と處と界を具えるのでもなく、我に蘊と處と界は無く、蘊と處と界

にも我は無い。」と、そのように前述した論法によって、五つの様相で探したな

らば、我は有るのではない。そのように、諸々の蘊と處と界を五様相によって

探したけれど、そのように有るのではないものは、それが無いので、如何様に

輪廻するとなろうか。そう見れば、我にも輪廻が有るのではない。（何故ならば）

石女の子のように、無い故である。 

他にも、この我は 

 

近取より近取へと 

輪廻するならば、有2は無くなるだろう。 

有が無く、近取が無ければ、 

それは何が輪廻するとなろうか。 3 

 

もし有が、近取が無くともこれが輪廻するに適うとなれば、我が輪廻すると

なるに至るものである。如何様にそこで、まさしく近取が無いのかという背理

を示す為に、 

「近取より近取へと輪廻するならば、有は無くなるだろう。」 

と説かれた。 

ここで、人の近取より天の近取へと行くならば、人の近取を手放して天の近

取へと行くのか？手放していないのか？と問う。 

先ず、もし「完全に手放して行く。」と述べるなら、その時以前の近取を手放

した故と、後を取っていない故に、それらの中有3が無くなるだろう。ここに有

と離れたことが有るので、有は無い。有とは近取の五蘊であり、それらと離れ

たとなるだろう。有が無く近取が無いものは、五蘊と離れたことによって、名

付けられる近取の因（拠所）と離れた故に、無因となる。しかし、近取無く明

らかにするものと離れた、明らかでない無因のものとは何であろうか。それは

何ものでもなく、「それはまさしく有るのではない。」という意味である。それ

                                                   
1 「木その･･･無い。：『根本中論』第 10 章 14 偈・15 偈前 2 行。 
2 有：輪廻での生。 
3 中有：前世で死んで来生に生まれる前の、中間の有（輪廻）。 
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が無いので、（未だ）無である、起こるだろう天の近取を得る者は有るのではな

い故に、何を輪廻するとなろうか。そこへ輪廻するとなるそれも、まさしく有

るのではない。 

あるいは、「何が」というこれは、輪廻の一部特性の行為であり、それ故に、

有るのではないので、輪廻する行為を為すとならない。 

そのようであれば、先ず、以前の近取を手放して輪廻することは正しくない

のである。 

 

「何？手放しておらず（輪廻するの）である。」といえば。 

 

そのようであろうとも正理ではない。何故かと言えば、何故ならば、以前を

手放していない故と、後を得た故に、一人の我がまさしく二つの我となるが、

これは主張するものでもない。それ故に、手放しておらず輪廻することも有る

のではない。 

 

「何？前後二つの有の間に中有の蘊が有るので、それらがそれを近く取るこ

とと共にある故に、近取から近取へと輪廻しようとも有が無い背理にはならな

い。」といえば。 

 

それも不可であり、中有の蘊において輪廻するにおいても、以前の有を手放

す・手放さないという面より背理となることは等しい故である。 

 

「一度に手放すことと取ることをする故に、過失はない。」といえば。 

 

述べよう。一方が以前の近取を手放し、一方が中有の近取へと駆けるのか？

あるいは我性全てによってであるのか？と問う。 

そこでもし、『部分によって。』と考えるならば、その時、「まさしく二人の我

である背理となる。」と、過失を既に述べた。 

もし「我性全てによってである。」といえば、そう見るとしても、君達にはま

さしくその背理となるだろう。違いはこれ一つだけ有り、中有へ動くならば非

常に近いので、短時間近取が無くなるということである。「我性全てが手放す」

と「（我性全てが）取る」という別のものごとの主体が、一つの事物に一度に見

られるのでもない。たった一人の祭祀が家から家へと移動するにあたり、同一

時に我性全てが放し（発ち）、取る（着く）という二つの行為が有るのではない。 

 

「何？一方の足によって一方が放たれる（踏み出される）故と、他方を引く
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故に、一緒に放ち、取ると考える。」といえば。 

 

そのようであれば、二本の足の如く我もまさしく二つとなる。（何故ならば）

一部が以前に留まる故と、一部が後に留まる故に、まさしく複数の部分である

背理となるだろう。それ故に、同時であるとしても手放すことと取ることは有

るのではないので、これは全く返答にならない。それ故に、中有が得ることに

ついてもまさしくその過失である背理となるので、一切の様相において、我に

も輪廻は有るのではない。 

諸行と我が輪廻することは有るのではない時、「輪廻はまさしく無い。」と納

まる。 

 

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

ここで言う。「輪廻とはまさしく有る。（何故ならば）対するものが有る故で

ある。ここで、有るのでないものにおいては、対するものが有るのではない。

例えば、石女の子の敵の如くである。輪廻に対するものである涅槃は、有るが、

それ故に、輪廻もある。」 

 

述べよう。「もし、それの対するものである涅槃が有れば、輪廻は有るとなる

が、有るのではない。」と説かれた。 

 

行が苦しみを超越するとは、 

如何様にも不合理である。 

有情が苦しみを超越するとも、 

如何様にも合理とはならない。 4 

 

もし、「苦しみより超越する（涅槃）」という僅かな何かが有るならば、それ

を考察すれば、恒常か無常である諸行の一方に考察が問われる。そこで、変化

が無い恒常においては、苦しみより超越することによって何をすることになろ

うか。有るのではない無常の諸物においても、苦しみより超越したことによっ

て何をするのか。一切が前述と等しい。「如何様にも、」とは、「如何なる様相に

よっても」という意味である。 

 

「何？有情において、苦しみより超越すると考える。」といえば。 

 

それも前述のように、恒常か無常であることから合理ではない。 
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「何？まさしく恒常か無常であると不可説のものについて考える。」といえば。 

 

そう見るならば、不可説である故に、輪廻のように、涅槃においても「我は

有る。」と承認したことになるのではないか？ 

 

他にも、不可説とは近取と共にある我のみにおいて適正であるが、苦しみよ

り超越した（涅槃を得た）ならば近取は有るのではないので、これにおいて、

まさしく不可説であることが何処にあろうか。 

あるいは、我は、それ自体か他であると不可説になるとはしよう。しかしな

がら、これは有る涅槃か、あるいは無いものであるか。もし有るならば、その

時、解脱を得たとしてもそれは有るので、まさしく恒常となるだろう。あるい

は無ければ、その時、我は無常となるだろう。それ故に、「我はそれ自体か他で

あると不可説であるように、まさしく恒常や無常であるとも不可説である。」と

はならない。 

 

「何？涅槃を得たならば、我は有性とも無性とも不可説であると主張する。」

といえば。 

 

そう見るとしても、これはその時、一つの所知4なのか？あるいはそうではな

いのか？ 

 

もし「所知である。」といえば。 

 

ならば輪廻のように、涅槃を得たとしても所知である故に、この我は近取で

はない。あるいは知覚されなければ、その時これは所知ではない本性である故

に、虚空の花のように無いので、これがまさしく不可説として何処にあろうか。 

それ故に、そのように涅槃も有るのではないが、それが無いので、輪廻も無

い。 

まさしくそれ故に、『般若母』より、 

「長老須菩提よ。涅槃も幻の如く、夢の如くである。長老須菩提よ。仏 

陀の諸法も幻の如く、夢の如くである。」 

等より、 

「種姓の子よ。もし、涅槃より甚だしく優れた他の法が有るとしても、『そ 

れも幻の如く、夢の如くである。』と、私は言う。」 

                                                   

4 所
しょ

知
ち

：知られる対象。 
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や、その如く『聖三昧王経』よりも、 

「勝義諦5は夢に似ており、涅槃は夢に等しいとなる。賢者がそのように 

入ることも、それは心意の最高の律儀であると述べられる。」 

や、その如く 

「滅諦6は夢そのままであり、涅槃も夢のかくある如くであると、それに 

菩薩が言葉を当てる。それは言葉の律儀であるという。」 

と説かれた。 

 

章の著述を説く＞束縛と解脱が本性として成立したことを否定する＞ 

［束縛と解脱が本性として有ることを共通に否定する］ 

ここで言う。「もしまた、君が輪廻と涅槃の二つを否定はしたけれど、そう見

るとしても、束縛と解脱は有るのである。有るのではない事物の本性において

は、束縛と解脱は有るのではない。それ故に、束縛と解脱が有る故に、諸事物

の本性はまさしく有る。」 

 

述べよう。「もし、束縛と解脱の二つそのものが有るならば、諸事物の本性は

有るとなるが、有るのではない。」と説かれた。 

 

生壊の主体である諸行は、 

束縛せず、解脱するとならない。 

先の如く有情も、 

束縛せず、解脱するとならない。 5 

 

ここで、貪欲等の煩悩であるものは、束縛されるものである諸物を自由無く

するので「束縛である。」と名付け、「それが束縛したので、凡夫達が三界を超

越しない」と意味を置けば、まさしく束縛するものと考察された貪欲等の、そ

の「束縛」とは、先ず、生と壊の主体である刹那滅7の諸行においてあり得ない。

（何故ならば）生じたやいなや壊れ、無くなった諸物は、有るのではない故で

ある。貪欲等の束縛するものが断滅する性相を持つ解脱もあり得ない。（何故な

らば）無常の諸行は、まさしく有るのではない故である。「先の如く」とは、「前

述した論法によって」という意味である。前述の様相によって諸行に束縛と解

脱が有るのではないように、先の如く有情も束縛せず、解脱するともならない。 

そのようであれば、束縛と解脱も無い。 

                                                   

5 勝義諦
しょうぎたい

：聖なる真実。［序論］脚注 63 参照。 

6 滅諦
めったい

：苦しみとその原因を滅した聖なる真実。四聖諦
ししょうたい

（［第 1 章］脚注 166 参照）の一。 

7 刹那滅
せつなめつ

：無常の定義。一瞬一瞬滅すもの。 
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束縛と解脱が本性として成立したことを否定する＞それぞれに否定する＞［束縛が本性として有ることを否定する］ 

ここで言う。「もしまた、諸行や有情に束縛が有るのではないと見るとしても、

『貪欲等の近取』という束縛するとなるものは、有るのである。それが有るの

で、束縛も有るとなるだろう。」 

 

述べる。もし、何らかの事物が束縛するならば、近取は束縛するともなるが、

束縛するのでもない。如何様に束縛しないかを示す為に説く。 

 

もし、近取が束縛するならば、 

近取と共にあるものは束縛するとならない。 

近取の無いものは束縛せず、 

如何なる場合に束縛するとなろうか。 6 

 

そこで、「近取と共にある」とは、「近取が有る」であり、先ず、その事物は

束縛するとならない。近取と共にあるものは、まさしく束縛されたとなったも

のであるが、そこで再度束縛するものと関係して何をするとなろうか。近取の

無い、近取と離れたものも束縛しない。（何故ならば）束縛することと離れた故

に、如来の如くである。「近取の無い、束縛するものと離れたものが束縛する。」

とは、互いに反する故にも、これは正しくない。 

そのように確実に考察したならば、近取と共にあろうが近取と離れようとも

構わないが、束縛しないそれは、ここで、如何なる場合になったものが束縛す

るとなろうか。『束縛するとなるものの他の場合とは、何も有るのではない。』

というお考えである。 

そのように理解したならば、束縛するものが如何なるようにも束縛すること

をしない時、何も束縛をなさない近取である貪欲等が、まさしく束縛するもの

であると何処でなろうか。それ故に、束縛も無い。 

他にも、 

 

もし、束縛される対象の以前に、 

束縛するものが有れば、束縛するに至る。 

それも無く、・・・ 

 

ここで、「束縛される対象より別に、以前に成立した鎖等の束縛するものが、

束縛される対象である祭祀を束縛する。」と見られるが如く、束縛される対象で

ある諸行かプトガラの以前に、束縛するものである貪欲等が成立したとなれば、

以前に成立したそれによって諸行かプトガラを束縛するとなるに至るが、それ
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は有るのでもない。（何故ならば）拠所が無いので貪欲等は成立していない故と、

以前に束縛するものが成立した上で、後に束縛される対象と一緒に関係するこ

とは必要性が無い故と、束縛するものより別に成立した束縛（されたもの）に

おいても、束縛することは必要性が無い故に、束縛される対象の以前に束縛す

るものが成立したことは無い。それ故に、束縛するものは何も束縛しないが、

何も束縛しないものは、束縛するもの自体として適さないので、束縛するもの

は有るのではなく、束縛するものが無いので「束縛（されたもの）も無い。」と

成立した。 

何かここで、批判が当たることとなった 

 

・・・・・・残りは、 

 

偈の読み方の順番を変えて、 

 

過ぎた・過ぎていない・歩むによって示した。 7 

 

と理解するべきであり、「先ず、束縛したものは束縛せず、束縛していないもの

をも束縛するとならない。束縛したと束縛していない以外に、束縛しつつある

と知ることはない。」8等によって当てはめる。 

 

それぞれに否定する＞［解脱が本性として有ることを否定する］ 

ここで言う。「仮に、君が束縛するものを否定したとはしようが、そう見ると

しても大慈悲をお持ちの如来方が、守護無く輪廻の牢獄に縛られた有情達へ、

戒律と禅定と智慧の我性である三つの集積を近しく教示された目的である解脱

とは、先ず有るのである。しかし束縛されていないものに解脱は無く、それ故

に、束縛も有る。」 

 

述べよう。もし解脱そのものが有るならば、束縛が有ることになろうが、有

るのではない。ここでこの解脱を考察すれば、束縛されたか、束縛されていな

いものに考えられるものである。それよりどうなるかといえば、「双方のようで

あれども正しくない。」と説く。 

 

先ず、束縛されたものは解放されず、 

束縛されていないものも、解放されるとならない。 

束縛されたものが解放されつつあるとなれば、 

                                                   
8 「先ず、･･･ない。」：『根本中論』第 2 章 1 偈の言葉を変換する。 



220 

顕句論［第 16 章］ 

 

束縛と解放が同一時となる。 8 

 

そこで、束縛されたものに解脱は有るのではない。（何故ならば）束縛された

故である。 

 

「何？束縛されたとなったものが、後に方便によって解脱するとなる故に、

束縛されたもの自体が解放されるとなるだろう。」といえば。 

 

ならば、「束縛されたものが解放される。」と述べられるのではなく、ならば

何かといえば「解放されたものが解放されるとなる。」となるだろう。 

 

もし、「現在に近いので、そのように述べられる。」といえば。 

 

もし、何らかにおいて解脱が有るならば、その時それと近く有るとなろうが、

如何なる場合においても解脱しようとすれば、束縛されたものに解脱はあり得

ないので、解脱は無いと示そうとする時、まさしく現在と近いことが何処に有

ろうか。そのようであれば、先ず、「束縛されたものは解放されない。」という

ことに留まる。 

ここで、束縛されていないものも解放されるとならない。それが解放そのも

のであるならば、それにも解脱が何をするとなろうか。再度解脱に相互関係す

る故に、解放されたとなった阿羅漢方においてもまさしく束縛するものが有る

となり、それ故に阿羅漢も束縛されたとなるだろう。それ故に、束縛されてい

ないものも解放されない。 

 

『何？束縛されていないものにおいて解脱はあり得ない故に、まさしく束縛

されたものが解放されるとなるだろう。』と思えば。 

 

そう見るのであれば、束縛されたものを解放されつつあると考えるならば、

束縛されたものである故と、解放されつつあるものである故に、束縛と解放が

同一時となるが、同一時に束縛と解放は合理でもない。（何故ならば）互いに反

する故に、光と闇の如くである。それ故に、そのように束縛されたものと束縛

されていないものに、解脱が有るのではない。それ故に、解脱も無いが、それ

が無い故に「束縛も無い。」と成立した。 

 

章の著述を説く＞［涅槃の為に努めることは無意味であるという背理を斥ける］ 

ここで、「もしそのように、君が輪廻と涅槃を否定し、束縛と解脱も否定した
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ので、愚痴の厚い闇を持つ様々な悪見の非常に硬い蔓が聖なる道を遮断した輪

廻の大荒野、粗密（の煩悩）の毒樹が異熟した果である、生等の非常に不快な

無辺の様々な苦しみを多大に与えることによって遮蔽した、二十の頂きが余り

にも高い有身見の非常に堅強な大山が全方向を囲む、対象の快楽を望む非常に

滑り易く広大な水際を具え、絶え間なく流れ落ち廻る欲望の大きな濠より超越

したいと望む、解脱を求める者達が最も休息する善法への強い希求である『我

は何時（輪廻の生を）取ること無く、涅槃へ赴くとなろうか。涅槃は我がもの

に何時なろうか。』と思うことが全く無意味となり、そのように善法へ希求を生

じさせる者達の、善知識に親近することや、涅槃を得る目的を持つ布施や持戒

や聞思修等の次第であるものも、無意味になるだろう。」と言っている。 

 

述べよう。そのように一切事物は本性が無く、影像や、蜃気楼の水や、旋回

する火の輪や、夢や、幻や、錯覚と等しく、我や我所（我がもの）と離れてい

ながら、（或る者は）錯誤に後続する故に、「私」「私の」という、我を捉え、我

所を捉える心的作用が尽く執するので、まさしくその有身見が突き動かして、 

 

我は、取ること無く苦しみを超越するだろう。 

涅槃は我がものになるだろうと、 

 

誤って思い込み、 

 

そのように執する者の、 

近取は大きなとらわれである。 9 

 

「我は、近取無く、取ることと離れた涅槃を得よう。」「そのように入ること

となった涅槃は、我がものとなるだろう。」と、そのように解脱を欲す者が捉え

ることになるそれらにおいて、「我執」や「我所執」という近取である有身見そ

のものが、大きなとらわれである。しかし、そのような様相の強いとらわれで

ある諸々の顕かな執着において、寂静は有るのではない。（何故ならば）執を残

らず捨て去ったのみより解脱を得る故である。 

『我』と『我がもの（我所）』と思うとらわれに執着する限り、『涅槃という

ものが有る。』と執着する限り、近取を手放すこと等に執着する限りは、正しい

方法ではないので、涅槃を追求する者達の一切の努めは、確実に無意味となる

だろう。それ故に、解脱を求める者は、それら一切を完全に手放したまえ。 

何故ならば、一切の様相において、勝義である 
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何かに、涅槃が生じさせられることは無い。 

輪廻を斥けたことも、有るのではない。 

 

という。 

 

それに、輪廻とは何ものであるか。 

涅槃も何が考察されようか。 10 

 

勝義諦である何かを認識していないことによって、涅槃が生じさせられる－

涅槃であると捏造されたことは無い。輪廻を斥けた－輪廻が完全に尽きたこと

も有るのではないそこに、尽きさせられる為に考察された輪廻とは、何もので

あるか。それが得られる為に考察されたその涅槃も、何であるか。 

あるいは、輪廻と涅槃の二つとも認識されていない故に、如何なる有情も涅

槃である所へ、輪廻より斥けられ－導かれたことや、涅槃が生じさせられる為

の努めを具えることによっても為し得ないそこに、涅槃も何が考察されようか。

僅かにも考察に適わない。 

分別考察しないことが、確実に斯くも言及した輪廻の荒野より超越し、涅槃

の都へも到るとなるだろう。 

 

本義＞［了義の教証と合わせる］ 

まさしくそれ故に、『聖降魔経』より、 

「そしてその時、若き文殊によって、罪深き魔が門の横木の縄で縛り付 

けられたように地上に転がって、『私はきつい縄で縛られた。私はきつい 

縄で縛られた。』と泣きながら慟哭するような姿であると思われた。 

文殊が言った。『罪深き者よ。それによってお前が常に縛られ、耐えう 

る束縛ではない、この束縛より他の余りにもきつい束縛が一つ有る。 

それも何かといえば、このように、誤った慢の束縛と、欲と見解の束 

縛である。罪深き者よ。これは束縛であるが、この束縛より他の殊更に 

きつい束縛は、有るのではない。お前はそれによって常に縛られている 

のであるが、耐え得る束縛ではない。 

他にも、罪深き者よ。仮にお前がもし、再び解放されたなら喜ぶか？』 

（魔が）言った。『喜ぶ。』 

それから、善良な夜摩天の一人の天子が、若き文殊へこう言った。『文 

殊よ。罪深き魔を放してやれ。自分の巣穴に返してやろう。』 

そして若き文殊が大変罪深き魔へこう言った。『罪深き者よ。放たれた 

お前は、誰によって縛られていたのか。』 
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（魔が）言った。『文殊よ。我は誰によって縛られていたかは知らない。』 

（文殊が）言った。『罪深き者よ。お前が縛られていないことから縛ら 

れたと想った如く、一切の凡夫である幼子は、無常を恒常であると想い、 

苦を楽と想い、無我を我であると想い、不浄を清浄であると想い、色形 

が無いものを色形であると想う。諸々の受（感受作用）は無く、諸々の 

想（識別作用）は無く、諸行は無く、諸識が無いものを、受や想や行や 

識であると想うのである。他にも、罪深き者よ。お前が解放されるとな 

れば、何より解放されるとなるのか。』 

（魔が）言った。『我は何からも解放されるとならない。』 

（文殊が）言った。『罪深き者よ。その如く、解放されるとなるそれら 

も、清浄ではない想であるものを完全に知る以外に、何からも解放され 

るとなることは無く、それを完全に知って、〈解放された〉という。』」 

と説かれ、この経証より、正しくない誤りを分別するのみによって縛る藤蔓が、

完全に切れることを「解脱」「涅槃」といい、夢の中で認めた燃える火が水によ

って消された如くである。 

 

本義＞［章の名を示す］ 

阿闍梨月称の御口より綴られた顕句より、「束縛と解脱を考察する」という第

十六章の解説である。 
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「業1を考察する第十七章」 

 

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

［反論］2 

ここに言う。「輪廻とは、まさしく有る。（何故ならば）業と果の関係性の拠

所である故である。このように、もし、途切れることの無い流れの次第によっ

て生死が一から一へとまさしく継続することで因と果の事物がおかれる故に、

諸行、あるいは我が輪廻するとなれば、その時、業と果が関わるとなる。しか

し斯くも言及された輪廻が無ければ、心は生じたやいなや壊す故と、業を放っ

た時点では（業の）異熟3が無い故に、業と果の関係は無いのみとなるだろう。 

輪廻が有れば、ここで為した業が他の転生においても異熟する果と関係する

故に、諸業が果と関係することは矛盾しないとなるだろう。 

それ故に、業と果が関係する拠所である故に、輪廻はまさしく有る。 

 

反論＞善・不善の構成＞［心の善・不善の構成］ 

『それらの業も何であるか。その果も何であるか』といえば、それらの分類

を述べようと欲し、こう述べた。 

 

我自身を善く律することと、 

他を利益する慈愛心であるもの。 

それが法であり、それは今生と他の生において、 

諸果の種子である。 1 

 

そこで、我として自らが勝ることがここに置かれ、生じさせられるので『我

性』であり、蘊に依拠して名付けられたプトガラを『我』という。我自身を正

しく律し、諸対象に対して自由を無くさせ、貪欲等に影響されて関わることを

斥けさせるので、『我自身を良く律する』のである。積み、近く積まれたものに

ついて、善・不善の業の異熟を与える可能性を確かにするので『心』であり、『心』

と『意』と『識』等は、まさしくそれの異音同義である。それ故に、殺生等に

陥ることより斥けさせ、我自身を善く律する善の心とは、悪趣へ行くことより

保持するので、『法』という。 

この『法』という言葉は、善説より三つに分類される。自らの定義を保持す

                                                   

1 業
ごう

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

無形であると主張する場合、一時的な心的作用であるとする。 
2 ［反論］：対論者の主張。［返答］の前までが全て対論者の主張となる。 

3 業の異
い

熟
じゅく

：業の果。特に、前世で積んだ業の結果として実り熟した来世。 
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る意味と、悪衆生へ行くことより保持する意味と、五衆生の輪廻へ行くことよ

り保持する意味によってである。 

そこで、一切の有漏4と無漏5は、自らの定義を保持する意味として『法』とい

われる。十善6等の諸法は、 

『この世間とあちら（来世）において、法を行じる者は安楽に眠る』 

という言葉で、悪衆生へ赴くことから保持する意味によって『法』と呼称され

る。 

『法へ帰依します。』というそれについては、五衆生の輪廻へ赴くことより保

持する意味によって、涅槃を『法』と述べる。 

ここでは、悪衆生へ赴くことより保持する意味そのものによって、『法』とい

う言葉を承認する。 

 

また、『何？我自身を善く律する心、ただ一つが法であるか？』といえば。 

 

言う。『そうではない。』ならば何かといえば、他を利益することや、慈愛の

心であるもの、それも法である。 

『他を利益する慈愛心』 

というこれに、『自ら』という一つの言葉を暗示したと知りたまえ。 

そこで、他者を導き保持するので他を利益する心であり、四摂事7に関わるも

のや、畏怖より保護すること等に入る心であるものも、法である。親近者より

起こり、有情達と反することの無い心であるものが、慈愛の心である。あるい

は慈愛とは、まさしく親近を知るのであり、我に役立つ心であるそのものが、

慈愛の心である。 

三様相の心を示したものを『法』といい、背かせるものは法ではないと当て

たまえ。 

そのように、分類が示された心であるものは、諸果の種子である。因であり、

果が成立することに対して特別なものを『種子』といい、例えば稲の種子は稲

の苗の因である如くである。土等共通（の条件）であるものは種子ではないが、

それはまさしく因であるに尽きる。それが、そのようである如く、ここでも好

ましい異熟が顕現して成立するにあたり、三様相の心は種子であり、士用（因）

                                                   

4 有漏
う ろ

：漏れ落ちの有るもの。輪廻に落ちる可能性の有るもの。煩悩等。 

5 無漏
む ろ

：漏れ落ちの無いもの。輪廻に反すもの。解脱や解脱に向かうもの。 
6 十善：十不善の反対の、十の幸せをもたらす行い。「殺さない」「盗まない」等。 

7 四
し

摂事
しょうじ

：他者を導くために必要な行い。修行。布施（与えること）・愛語（優しい言葉を

かけること）・利行（他者の役に立つこと）・同事（他者と同じ仕事をすること）の四。 
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8等は、単なる因であるに尽きる。また、『何時如何なる時に、種子は果の成立さ

せるもの（果の因）であるのか？』といえば、 

『今生と他の生において、諸果の』 

と説かれ、『今（生）』とは（目に）見える生であるが、『他（の生）に』とは、

『見えない生においてである。』という主旨である。これも、経証より詳細に理

解したまえ。 

 

善・不善の構成＞業の分類の構成＞［要約して示す］ 

そのように先ず、心の我性を持つまさしく一つの法を設けて、再度世尊は、 

 

最高の仙が、諸業とは、 

思と思已である 

 

二様相である 

 

と説かれた。 

 

勝義を御心に収められたので、『仙』である。仙人でもあるが最高でもあるの

で、『最高の仙』である。勝義を一切の様相において御心に収められている故に、

声聞や独覚達よりも最良に現れたものである故に、『最高の仙』－仏陀世尊であ

る。その最高の仙が経典より、『思業9と思已業10である。』と説かれた。御方が

二様相の業を説かれた、 

 

それらの業の差別は、 

多くの様相に尽く掲げられた。 2 

 

業の分類の構成＞詳細に説く＞［二業を三業に分類する］ 

どのようにといえば、 

 

そこで、「思である」と 

説かれた業は、心意のものと主張する。 

「思已である」と説かれた 

業は、身体と言葉のものであると主張する。 3 

                                                   

8 士用因
しよういん

：プトガラが為す行いとしての原因。 

9 思業
し ご う

：心で「思う」働き。言葉と身体で実際に行う前の心の働き。 

10 思巳業
し い ご う

：思い（動機）を経過した、言葉と身体によって顕現した働き。行い。 
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意識に有るものは、『意のもの』－意識の面よりそれは終局へと進む故と、身

体と言葉が介入することに相関が無い故に、意識と相応の思（志向作用）のみ

を、『意の業』と述べられた。『そこで、』という言葉は、特化させるものである。 

第二の業で『思已』と説かれたものは、身体と言葉のものであると知るべき

であり、身体と言葉によって『そうみるように介入しよう。』と、そのように心

が思惟して何かを為すことを『思已業』という。 

またそれは二様相である。（何故ならば）身体と言葉に有る故と、それらの面

より終局へと進む故に、身体のものと、言葉のものである。 

そのようであれば、身体のもの（業）と、言葉のもの（業）と、意のもの（業）

であり、三様相となる。 

 

詳細に説く＞［三業を七業に分類する］ 

これら三様相の業も、再び分けて七様相となる。そのように、世尊がその業

の差別を多くの様相で説かれた。如何様にといえば、 

 

言葉と、動作と、不捨の 

不表というものと、 

捨の不表と、 

他もその如く主張する。 4 

享受より起こった福徳と、 

福徳でないものもその如くである。 

思と、七つの法を 

業であると顕かに主張する。 5 

 

そこで『言葉』とは、文字が明らかに述べられることである。『動作』とは、

身体の動きである。そこで『言葉』ということによって、動機となる、無表11の

捨12と不捨13の定義を持つ一切の善・不善の言葉を総体的に含む。その如く、動

機となる、捨と不捨の定義を持つ無表である善・不善の動作も総体的に含む。 

                                                   

11 無表
むひょう

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

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

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

為すことを抑え、或いは悪行を推進するので「見ることのできない形あるもの」とする。 
12 捨：捨て去ること。善。悪行を捨てること。 
13 不捨：捨てないこと。不善。悪行を捨てないこと。 
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この有表14の分類が、二つの様相となる如く、無表のものも、である。（何故

ならば）『不捨の定義を持つ無表と、捨の定義を持つ無表』といわれた故である。 

そこで、不捨の定義を持つ無表は、このようである。『今より以降、我は生き

物を殺し、強盗泥棒をして生活しよう。』と罪悪の業を誓った時より以降、それ

をしない時でも常に途切れることなく、不善の業を誓った因を持つ無表が近く

生じるとなることと、因（準備）である業を為すこと以降、漁師等がそれをし

なくとも諸無表が近く生じることであり、これらは『不捨の定義を持つ』とい

う。 

これらが斯様であるが如く、善の本性を持つ、捨の定義を持つ無表である他

も同様である。例えば、『今より以降、殺生等を捨て去る。』と身体と言葉の有

表（誓い）が完全に完了した時より以降、後時に酔う等（無意識）の時にも善

を集積した本性の無表が近く生じること。これらは『捨の定義を持つ無表』と

いう。 

色形と行為の本性であるとしても、有表の如く他者へ様相を知らしめないの

で、無表である。 

その如く、『享受より起こった福徳』とは、『善』という意味である。享受よ

り起こったここに有るので、『享受より起こった』である。『享受』とは、尽く

手放した事物である僧伽等が近く使用することである。『起こった』とは、後に

起こった－『施主の心相続に生じた善が増幅するだろう。』という意味である。 

福徳ではないあり様もその如くである。－『享受（使用）より起こった』と

いう意味である。何処かに生き物達を殺す寺院等を建てたようなもので、その

寺院において生き物たちを殺すに従って、その寺院等を使用することより、行

為者達の心相続に、使用することより起こった福徳でないものが生じるとなる。

そのようであれば、福徳でないものもそのようなあり様となる。 

意業の定義を持つ、心が顕現して行う『思』というもの－要約すれば、これ

ら七様相の業となる。 

『善・不善の言葉と動作の二つと、無表の定義を持つ善と、無表の定義を持

つ不善と、享受より起こった福徳と、享受（使用）より起こった福徳ではない

ものと、思』というもので、その七つの法が業であると顕かであり、まさしく

業であると明らかであり、業の定義を持つものと主張するのである。 

 

反論＞それにおいて恒常と断滅を排斥する方法＞［論難を挙げる］ 

ここである者は反論して、『多くの様相が説かれたその業は、異熟の時まで留

まるものなのか？あるいは生じたやいなや壊れる（滅す）故に、留まらないも

                                                   

14 有表
うひょう

：毘婆沙部の設ける形あるものの分類の一つ。「知らしめるもの」の原義で、善・不

善と直接知ることのできるもの。形ある業（思巳業）を有表業といい、善・不善に分類。 
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のなのか？先ず、 

 

もし、熟す時まで 

留まるならば、その業は恒常となる。 

もし滅したならば、滅したものが、 

如何様に果を生じさせられようか。 6 

 

もし、〈この業が生じてから異熟の時まで自らの本質として留まる。〉と考え

るならば、それ故に、そのようであれば、それはこの程度の時間、まさしく恒

常になる。（何故ならば）壊と離れる故である。 

〈後に壊れるとなる故に、恒常ではない。〉といえば、それはそのようではな

い。（何故ならば）以前に壊と離れたものは、虚空等のように、後にも壊と無関

係である故と、壊と離れても無為そのものである背理となる故と、諸々の無為

においては、異熟が見られない故と、まさしく異熟が無いことによって、常に

留まるとなる故に、諸業はまさしく恒常であると承認したのみとなるだろう。

そのようであれば、先ず、まさしく恒常である過失となるだろう。 

もし〈諸業は生じたやいなや、まさしく壊れると承認する。〉といえば、そう

見るのであれば、 

〈もし滅したならば、滅したものが、如何様に果を生じさせようか。〉 

業が無くなれば、有ではない本性である故に、はを生じさせられるとならない。』

と思惟した。 

 

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

の斥け方・本義＞［例を挙げる］ 

ここで、他部のある者が返答をして、先ず、我々にとって諸業はまさしく恒

常である過失にはならない。（何故ならば）生じたやいなや壊れる故である。何

であれ 

『もし滅したならば、滅したものが、如何様に果を生じさせようか。』 

と言説したそれにも返答を述べよう。 

 

芽等の継続であるものは、 

種子より顕現して起こる。 

それより果が（起こる）。種子が、 

無ければ、それも起こるとはならない。 7 

 

ここで種子は、まさしく刹那滅であったとしても、継続である芽や小枝や瘤
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や葉等の名を持つものが起こるとなる、自らと同種の果の部分を生じさせる力

を具えたのみの、因である事物となって滅すのである。しかし何であろうと、

種子より起こった芽等のその（物質的）継続から、小さな因であったとしても、

次第に不備の無い倶有の因15によって、大きな果の集積が生じるとなるだろう。 

『種子が、無ければ』－種子が存在しないとなれば、芽等のその継続も起こ

るとはならない。それ故に、そのように、それが有るならばまさしく有り、そ

れが無ければまさしく無いことによって、芽等の継続の果は、まさしく種子の

因を持つものであると示されたとなる。それ故に、そのように、 

 

何故ならば、種子より継続と、 

継続より果が起こるとなり、 

種子は果に先行する。 

それ故に断滅ではなく、恒常ではない。 8 

 

もし種子が、芽等の継続の縁となっておらず、炎や残り火等の反する縁が近

づくことによって滅したとなれば、その時その果の継続が起こるとは見られな

いので、断滅の見解となる。しかしまた、もし種子が滅さず芽等の継続が起こ

るとなれば、その時、種子は滅さないと承認したので、恒常となるけれど、こ

れはそのようでもない。それ故に、種子が断滅と恒常の背理となることは、有

るのではない。 

 

恒常と断滅の斥け方・本義＞［意味を当てる］ 

斯くも、種子についてこの論法で言及した如く、 

 

心の継続であるものは、 

心より顕現して起こるとなる。 

それより果が生じる。心を見よ。 

無ければ、それも起こるとはならない。 9 

 

善の特質に相応する心と思（志向作用）より、その因を持つ心の継続である

ものが起こるが、善である思（志向作用）によって尽く薫習された16心の継続よ

り、倶有の近しい因に不備が無ければ好ましい果が生じるとなる。 

心を見よ。無ければ－心が存在しなければその継続も起こるとはならない。

                                                   

15 倶
く

有
う

の因：結果を一緒に為す原因。 

16 薫習
くんじゅう

された：「影響が染み付けられた」。薫習するとは、特定の心理作用が行われたこと

による影響を、心理作用が滅した後も心の継続に潜在的な可能性として残すこと。 
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それ故に、そのようであれば、 

 

何故ならば、心より継続が、 

継続より果が起こるとなり、 

業は果に先行する。 

それ故に断滅ではなく、恒常ではない。 10 

 

もし、善心－阿羅漢の最終時の心のように、因果が一つ一つ連なる次第が途

絶える事無く起こるとなる、因である事物とならずに、心の継続が滅したなら

ば、それ故に、その業は継続が途絶えるとなるが、仮にまた、未来の流れの因

である事物となって自らの本質より衰えなくなったならば、その時に業は恒常

となるものであるが、それはそのようでもない。 

それ故に、業は刹那滅であると承認したとしても、断滅と恒常の見解である

背理は有るのではない。 

 

継続性を承認して恒常と断滅を排斥する＞［十業道を果と共に把握する］ 

それ故に、斯様に示された業の分類を解説したここで、十善の業の道も説か

れたのであるが、 

 

白い業の十の道は、 

 

それらも、 

 

法を成就する方便であり、 

法の果は、今生と他の生に 

欲す五様相の功徳である 11 

 

『それら善業の十の道は、法を成就する方便であり、成立する因となったも

のである。』という主旨である。これらが、それ（法）によって成就する方便そ

のものであると置かれる、『善業の道』より別のこの『法』というものは、何で

あるかといえば。 

 

述べよう。『法』という言葉によって、心の或る特質のみが述べられたのであ

る。（何故ならば） 

『我自身を善く律することと、他を利益する慈愛心であるもの。それが 
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法であり、』17 

と述べられた故である。 

一様相においては、これら十善業の道が完全に極まった本質が『法』という

言葉の述べる意味内容であるが、行為しつつある本質は、『善業の道』という言

葉で述べられる意味となる。これら十善業の道は、既に述べられたその定義が

成立する為に、因そのものとして設置する。 

 

また、『業の分類の時に既に背理となったものが、そこで十善業の道であると

如何様になろうか。』といえば。 

 

述べよう。身体の三と言葉の四は、 

『言葉と、動作と、不捨の不表というものと、』18 

等によって説かれたのであるが、意の三業である無貪と無瞋と清浄見とは、『思

と、』等という言葉19によって説明されたのである。そのようであれば、それら

善業の道を十道共に説明されたのであるが、それらも斯くも説かれた法が成立

する因となる。その法の果とは、色形や音声や香や味や触感の定義を持つ、欲

界の五功徳を近く享受することである。『これ』とは、『この世間』という意味

である。『他に』とは、見られない－「あちらの世間において」という主旨であ

る。 

 

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

そのように先ず、或る者の論難に返答はしたが、他の者達がそれに過失を述

べて、論難に対する他の返答をする為に言う。 

 

もし、その考察のようになれば、 

多くの大きな過失となろう。 

然れば、その考察は 

ここでは合理にはならない。 12 

 

もし、種子と芽（の関係性）と相似する面より、心の継続において断滅と恒

常の過失である背理を斥けるとなれば、その時他説に大きな過失－可視的・不

可視的に矛盾することや、まさしく数が多いことで、多く（の過失）となるだ

ろう。どのようにといえば、もし、種子の（物質的）継続の例によってである

                                                   
17 「まさしく･･･であり、」：『根本中論』第 17 章 1 偈。 
18 「言葉と…ものと、」：『根本中論』第 17 章 4 偈。 
19 「思と、･･･言葉：『根本中論』第 17 章 5 偈の言葉。 
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ならば、稲の種子より稲の芽等の（物質的）継続のみが起こることとなるが、

異種ではない稲の芽等の（物質的）継続からも、稲の実のみが生じるが、別種

である故にコウモリカズラの果が（生じるの）ではないが如く、ここでも種類

が等しい故に善心より善心の継続のみとなり、異種である故に不善と無記の継

続（となるの）ではない。 

その如く、不善と無記の心よりも不善と無記の心の継続のみとなり、別種で

ある故に、他（の心の継続が生じるの）ではない。欲界と色界と無色界におい

て享受することや、無漏の心よりも、類似した心が欲界と色界と無色界におい

て享受され、無漏の心のみが起こることになるが、異種のものではない。人の

心よりも人の心のみ（が生じる）となるが、他の天や地獄や餓鬼や畜生等の心

に（なるの）ではない。それ故に、『天である者は天のみとなり、人である者は

人のみになるだろう。』等と説かれた。それ故に、不善を為した諸々の天や人の、

別々の衆生や生処や種姓や心や根や力や姿形や使用物等と、悪趣に落ちること

も有るとはならないものであるが、これらの一切は主張するのでもない。 

何故ならば、そのように種子の継続と相似すると考えるならば、多大な過失

である背理となる故に、その考察はここでも合理ではない。 

 

不失法を承認して恒常と断滅を排斥する＞自部の返答をする＞［要約して示す］ 

 

諸仏や独覚や、 

声聞方が説かれた 

考察はここで合理となる。  

それを良く述べよう。 13 

 

その考察も何かといえば、言う。 

 

借用証がそうであるように、 

不失の業は借金の如くである。 

それは界より四様相である。 

それも本性は無記である。 14 

 

ここで、為した善業は、生じちゃいなや滅すのであるが、それが滅したこと

によって果が無くなる背理になるのでもない。何故ならば、その業がまさしく

生じる時、行為者の心相続にその業の『不失法20』という、借金の借用証に似た

                                                   

20 不失法
ふしつほう

：チベット語直訳では「無駄にならないもの」。業を積んだ後に業自体は刹那滅で

滅しても、業の影響力を無駄にせず保つ潜在的な実在。 
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心不相応行21の法（現象）が生じることになる。それ故に、そのようであれば、

借用証がそうであるように不失法を知るべきであるが、『不失法』というその法

（現象）が生じさせられる業を、借金の如くと知りたまえ。 

斯くも借金の借用証を置いて財を使用したとしても、金貸しの財は失われず、

他の時に利息と共に財の集積をまさしく得ることになる如く、業は滅したとし

ても不失法という法（現象）が留まるので、行為者はその因を持つ果と、現実

にまさしく関わることとなる。 

また斯くも、借金の借用証によって出資者に財を返済して無効となったなら

ば、（借用証が）有ろうと無かろうと、再度財を受け取ることはできないように、

不失法も異熟が起こってから有ろうと無かろうと、借用証が無効となるように、

再度行為者を異熟に関わらせることはできない。 

 

自部の返答をする＞詳細に説く＞［界の分類と本性］ 

また他の経典より説かれており、我々が言説した不失法であるものは、 

『それは界22より四様相である。』 

であり、欲界と色界と無色界において享受するものと、無漏の分類よりである。

『それも本性は無記である。』 

不失法は、善・不善そのものであると釈義していない故に、無記のみである。 

もし不善である諸業のそれ（不失法）が、不善のものであれば、その時、欲

界の欲望と離れた者達には無くなることになる。もし、諸善のもの（不失法）

が善であるものであれば、善根が断たれた者達にそれが無くなるとなろう。そ

れ故にそれは、本性としてまさしく無記である。 

 

詳細に説く＞［如何なる所断か］ 

他にも、 

 

捨て去ることによって捨て去られるのではなく、 

修習することによって捨て去られるものでもある。 

 

その不失法は、捨て去ることによって捨て去られるのではない。聖者23方も凡

夫24の業を具えるとなってしまうので、見道によって凡夫の業のみは捨て去るけ

                                                   

21 心
しん

不相応
ふそうおう

行
ぎょう

：有為（原因によって起こったもの）を物質・知覚・その他として分けた時、

物質でも知覚でもない「その他」の部分。 
22 界：ここでの界は有漏の欲界・色界・無色界の三界と無漏の界。 
23 聖者：真実を直覚した者。見道以上の修行道を具える者。 

24 凡夫
ぼ ん ぷ

：見道以上の聖者道を得ていない者。見道は真実を直覚する第一瞬目から始まる。 
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れど、その業を捨て去ったとしても、不失法は見道が捨て去るのではない。し

かしながらそれは、修道によっても捨て去られるとなる。 

『でも』という言葉は、『三界を正しく超越した者によっても、捨て去られる

ものである。』と考察する意味である。 

何故ならば、そのように業は壊れても不失法は壊れず、業は捨て去られても

捨て去られるものではない 

 

それ故に、不失法によって 

業の果が生じさせられるとなる。 15 

 

またもし、『この不失法は、業を捨て去ることで－解除することによって捨て

去ることになるが、業が移行する－業が壊れ他の業に向かう、という本質とし

て壊れるとなれば、如何なる過失があろうか』といえば。 

 

述べる。 

 

もし、捨て去ることによって捨て去られ、 

業の移行によって壊れるとなれば、 

そこでは、業が壊れる等の 

諸々の過失の背理となる。 16 

 

もし、凡夫の業の如く見道が不失法を捨て去るならば、その時業は壊れるの

みとなるが、業が壊れる故に、聖者方の好ましい・好ましくない業の異熟の果

は、以前の業である因を持つものにもならない。為していない業より果が起こ

ることにもなる。業と果が無いと見る故に、邪見ともなる。 

そのように無駄に失われないので、捨て去ることによってまさしく捨て去ら

れるものであると承認すれば、業が壊れる等の諸々の過失の背理となる。 

その如く、業が移行することにも当てはめたまえ。 

 

詳細に説く＞［生じ方］ 

 

同界の業は、同部分と、 

不同部分一切の 

それが結生する時、 

一つだけ生じるとなる。 17 
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『同部分』とは、諸々の類似する業である。『不同部分』とは、諸々の別種の

業である。同部分と不同部分の、それら一切の業の不失法とは、欲界と色界と

無色界に結生25する時、一切の業は壊されて一つだけ生じることになる。それも

同界－同等の界のもののみは生じるが、不同の界のものは生じない。 

 

今生において二様相の 

一切は、業と業のそれが、 

別に生じることとなり、 

異熟しても留まるのである。 18 

 

『不失法』というその法（現象）は、見られる現象において－今生において

有漏と無漏の分類によって二様相であり、二つのあり方は一切の－思業と思已

業の本性を持つ業と、業の不失法の各々が生じるとなる。その不失法は異熟し

ても－尽く熟したとしても疑いなく滅すのでもないが、有るとしても借用証が

無効となったように、再び果を引き起こすことはできない。 

 

詳細に説く＞［滅し方］ 

 

それは果が移行することと、 

死んだとなれば滅すとなる。 

その分類は無漏と、 

有漏であると知りたまえ。 19 

 

そこで、『果が移行すれば滅す』とは斯くも、 

『修道によって、まさしく捨て去られるものでもある。』26 

と説かれた如くである。『死んだとなれば滅す』とは、 

『それは結生する時、一つだけ生じることになる。』27 

と言われた如くである。それも有漏のものは有漏であるが、無漏のものは無漏

であり、そのようにその分類を知りたまえ。 

 

 

 

                                                   

25 結生
けつせい

：次の生と結びつくこと。チベット語では「入胎」と同じであるが、入胎は胎生の

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

を得る場合である。 
26 「まさしく･･･でもある。」：『根本中論』第 17 章 15 偈 2 行目。 
27 「それは…になる。」：『根本中論』第 17 章 17 偈後 2 行。 
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自部の返答をする＞［意味を要約して恒常と断滅を斥ける］ 

それ故に、そのようであれば、 

 

空性と無量と、 

輪廻は恒常ではない。 

諸業は失われない法（現象）であると、 

仏陀が示されたのである。 20 

 

何故ならば、業は為して滅すが、本性として留まるのではなく、業は本性と

して留まるのではない故に、空性であると合理である。 

そのように業が留まらないので断滅の見解の背理になるのでもない。（何故な

らば）不失法が完全に保持したことによって業の果が有る故であり、異熟が無

ければ、業に対する虚無見となる。 

不失法が有る故と、種子の（物質的）継続に相似する恒常は無い故に、衆生

と種生と生処と界の様々な分類によって分けられた、五衆生の輪廻が入り混じ

ることも成立したのである。 

何故ならば、業は自らの本質として留まらないと承認したので、恒常である

と言う背理でもない。しかし『不失法が有る故に、諸業も失われない』という

ようなこの法を、無知の眠りを残さず離れたことによって目覚めた仏陀世尊が

示された故に、前述で他派が 

『もし、熟す時まで留まるならば、その業は恒常となる。もし滅したな 

らば、滅したものが、如何様に果を生じさせようか。』28 

と言説したことは、我々の説には当たらない。それ故に、我々によって述べら

れた考察のみが正しい。」という。 

 

章の著述を説く＞返答＞［業に本性が無いので、恒常と断滅は無い］ 

ここで述べよう。業そのものも不合理である故に、果が原因となった論争を

する君達は、何故に尋香29の都の外柵が倒れるかと事更に心配し、それを守る苦

労をするのか。 

このように、もし業が自らの本質として生じるとなれば、それは尽く熟して

いない間（異熟するまで）留まるのでまさしく恒常となるが、壊れることによ

って断滅となるものである。しかし本性が欠如するので業が生じることが無い

時、この分析が起こったそれに、留まること（住）と壊があると何処でなろう

                                                   
28 『もし…ようか。』：『根本中論』第 17 章 6 偈。 

29 尋
じん

香
こう

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

もある。 
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か。 

ここで、 

 

何故ならば、業は生じることがない。 

 

という。阿闍梨が、 

 

このように本性が無い故に。 

 

と説かれ、何故ならば、業は本性が無い故に、生じることは無い。 

 

「もしそのように、業は本性が無いので生じなければ、如何様に世尊が 

『身体ある者達による諸業は、百劫の間も失われない。集積し、時が至 

ればまさしく果として熟すとなる。』 

と説かれたのか。」といえば。 

 

述べる。世尊のお考えは、 

 

何故ならば、それは生じていない。 

それ故に失うとはならない。 21 

 

というその如くであり、それ故にこの論法が我々を批判するものではない。 

 

返答＞業が本性として有ることを否定する＞本性として有ることに批判を挙げる＞恒常であり非所作30である背理＞ 

［背理本義］ 

「業は本性が無い。」ということは、そのようであると疑いなく知るべきであ

り、そうでなければ、 

 

もし、業に本性が有れば、 

恒常になると疑いは無い。 

業は為したものではなくなる。 

恒常において行為は無い故である。 22 

 

もし本性として業が有るとなれば、疑いなくそれは恒常となる。（何故ならば）

                                                   
30 非所作：原因や条件によって作られたのではないもの。 
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本性において他に変化することは無い故である。それ故に、業はまさしく所作31

ではないとなる。何故かといえば、何故ならば恒常に行為は無い故である。「恒

常」とは、何か有るものであるが、その何か有るものが行為であるとは不合理

であるので、因に相互関係しない。それ故に、善と不善の業を為しておらずに

世間において異熟することになる。 

 

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

それ故に、 

 

もし業を為していなければ、 

為していないものとの遭遇を恐れることになる。 

梵行に留まるのでない者も、 

そこで過失となる背理となる。 23 

 

もし、業は所作ではないとなれば、その時、為していないものと遭遇する脅

威となる。何故ならば、殺生等の業を為していない者にも、その業は為してい

なくとも有るので、この者はそれ（業）と関係する故に、為していないもの（業

の果）と遭遇する恐れとなるだろう。 

梵行に留まるのではない者もその方向となるだろう。何故かといえば、完全

に清浄な梵行に留まる者達にも、非梵行が為しておらずとも有るので、一切が

梵行者でないものに留まる故に、何ものも苦しみを超越する（涅槃を得る）と

はならない。 

 

それを主張することに批判を述べる＞［世間での公認と矛盾する］ 

他にも、 

 

まさしく一切の世俗名称とも、 

反することに疑いは無い。 

福徳や罪悪を為すという 

分類も合理とはならない。 24 

 

結果を目的として始める、畑を耕すことや商いや牧畜をする等のそれら一切

の行為が、為しておらずとも有る故に、開始することは無意味となる。 

「壺を作れ。」「絨毯を織れ。」というような世間の一切の世俗名称とも矛盾す

ることになる。（何故ならば）壺等の一切はまさしく有る故である。 

                                                   
31 所作：原因や条件によって作られたもの。 
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「この者は福徳を為す。」「この者は罪悪を為す。」という分類にもならない。

（何故ならば）福徳と罪悪を為す二つそれぞれにおいても、為していなくとも

福徳と罪悪が有る故である。 

 

本性として有ることに批判を挙げる＞［異熟を無限に引き起こす背理］ 

他にも、 

 

それは異熟が熟したものが、 

再々異熟するとなるだろう。 

もし本性が有るならば、 

何故ならば、業が留まる故に。 25 

 

既に尽く熟した業の異熟によっても、再々異熟を引き起こすとなる。（何故な

らば）異熟が熟したとなっていない時点のように、自らの本質より衰えていな

い故である。 

それ故に、そのようにもし『業は本性が有る。』と思惟すれば、まさしく本性

と共にあることから、何故ならば業は完全に留まることが有る故に、疑い無く

斯くも説かれた諸過失となるだろう。それ故に、業は本性が無いのである。 

何故ならば業は本性が無い時、我々が斯様に説明することに、恒常と断滅で

あると見る背理の過失とはならない。 

 

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

ここで言う。「業はまさしく本性として有る。（何故ならば）その因が有る故

である。ここで、有るのでないものには、因が無く、亀の毛の衣の如くである。

業の因である諸煩悩は有るのでもあり、『無明の縁によって諸行である。』『取の

縁によって有である。』と現れる故である。それ故に業はまさしく有るのである。」 

 

述べよう。これは正しくない。何故かといえば、斯くも、 

 

この業は煩悩の我性であるが、 

それらの煩悩は正しくあるのではない。 

もし、煩悩が正しくなければ、 

業が正しいとは如何様であるか。 26 

 

ここで、この業は煩悩の我性－煩悩の因を持つものであるが、それらの煩悩

も正しく有るのではない。（何故ならば） 
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「好ましいと、好ましくないと、誤りに依拠して起こるもの。それらは本 

性より無く、それ故に、煩悩は正しく無い。」32 

と説かれるだろう故である。それ故に、そのようにそれらの煩悩が正しくなけ

れば、その時、それらの因を持つ業であるものが正しいと、如何様になろうか。

それ故に、業は本性として有るのではない。 

 

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

ここで言う。「業と煩悩はまさしく有る。（何故ならば）その果が有る故であ

る。ここで、業と煩悩の果である『身体』というものを認識するが、その果が

認識されるものは存在するのであり、有るのではない虚空の花等の果は、見ら

れない故である。」 

 

述べよう。「もし、それらの果である『身体』というものが有るならば、業と

煩悩も有るとなるが、有るのではない。」と示す為に、 

 

業と煩悩は、 

諸々の身体の縁であると示された。 

もし、業と煩悩は 

それが欠如するなら、身体において如何様に述べようか。 27 

 

と説かれた。 

如何様に業と煩悩が空であるかは、既に示した。それ故に、業と煩悩そのも

のが有るのではない時、有るのではない、それらの果である諸々に身体に、何

を言うことがあろうか。『何故ならば、それらはまさしく有るのではないと先に

既に論立されている故に、ここで更に述べられることは僅かにも有るのではな

い。』とお考えになられた。 

 

本性として有る理由を否定する＞［業が本性として有る他の理由を否定する］ 

ここで言う。「業は本性としてまさしく有るのである。（何故ならば）その果

を食う者（享受者）が有る故である。有るのでないものの果の享受者は、有る

のではなく、例えば虚空のマンゴーの果実の如くである。業の果の享受者は有

るのであり、 

 

無明によって覆われた、 

欲望を具える者は享受者である。 

                                                   
32 「好ましい･･･無い。」：『根本中論』第 23 章 2 偈。 
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それも行為者より他ではなく、 

そのものであるそれでもない。 28 

 

そこで、『無明』と『無知』と『闇』と『愚昧』とは、異音同義語である。『無

明によって覆われた』とは、『被せた』である。五衆生の輪廻へと再々生まれる

ので、『（生）者』であり、『有情』と『プトガラ』と『生き物』とはまさしくそ

れの同義語である。『欲望』と『貪欲』と『愛執』と『執着』という言葉は、同

義語である。『具える』とは『縛る』である。有（輪廻）の束縛がこれに有るの

で、『欲望を具える』であり、『欲望の束縛を持つ』という意味である。斯くも

経典より、 

『無明によって覆われた有情達は、欲望の結縛を持つ』 

と説かれた。 

しかしながら、 

『この罪悪の業は自らが為したのであるが、この異熟は、自分自身によ 

ってそれぞれ経験されるものである。』 

と現されたことより、それは業の果の享受者である。それも行為者より他では

ないが、まさしくそれが、それでもない。（何故ならば）そのもの（自）とも他

とも述べられることが無い故である。それ故に、果の享受者が有る故に、業は

まさしく有る。」といえば。 

 

これに述べよう。もし、業そのものが有るならば、業の行為者と、果の享受

者も有るとなろうが、有るのではない。如何様にといえば、 

 

何故ならば、この業とは、 

縁より起こったのではなく、 

縁でないものより起こったことも有るのではない。 

それ故に行為者も無い。 29 

もし、業と行為者が無ければ、 

業より生じた果は何処に有ろうか。 

もし果が有るのでなければ、 

享受者を見よ。何処に有ろうか。 30 

 

もし「業」という何かが有るならば、それは縁より起こったのか？縁でない

ものより起こったものとなるか？ 

先ずもし、縁より起こったと主張するならば、それは正理ではない。（何故な
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らば）「縁を考察する」33で既に説いた故である。もし、縁でないものより起こ

った－無因であるならば、それも 

「因が無ければ、果と、因も・・・」34 

等によって、「行為者と業を考察する」35より詳細に既に説いた。何故ならば、

そのように、この業は縁より起こったことか、縁でないものより起こったこと

が有るのではない故に、この業の行為者も有るのではない。そのように業と行

為者が有るのではない時、業より生じた無因の果が有ると、何処でなろうか。

果が有るのでなければ、果の享受者が有るとも何処でなろうか。「これらの一切

は本性として有るのではないのみである。」と知りたまえ。 

 

返答＞［無本性が行為を為すことを例によって示す］ 

ここで言う。「もしそのように、君が諸事物を本性が無いと設置するならば、

ならば斯くも世尊が、 

『自らが為した業の異熟は、自らが経験することになるのだ。』 

と説かれたそれら一切がこの論理によって斥けられることになり、業と果を抹

消する故に、君は虚無論者の主になったのである。」 

 

述べよう。我々は虚無論者ではなく、我々は有と無の二極論を否定して二極

辺の無い解脱の都へと赴く道を明らかにするのである。我々は「業と行為者と

果等は無い。」と言うのでもなく、ならば何かといえば、「これらは本性が無い。」

と置くのである。 

 

『何？無本性の諸物において行為を為すことは不合理である故に、過失はま

さしく存在する。』と思えば。 

 

それも有るのではない。（何故ならば）本性と共にある諸物のみに行為が見ら

れていない故と、無本性の諸物のみに行為が見られる故である。このように、

無本性となった壺等のみが、世間において自らの行為を為すと認められるので

ある。 

他にもこの意味は、この非常に明らかな例より確認したまえ。 

 

斯くも、教示者が変化身を、 

円満な神変によって変化し、 

                                                   
33 「縁を考察する」：『根本中論』第 1 章。 
34 「因が…」：『根本中論』第 8 章 4 偈。 
35 「行為者…考察する」：『根本中論』第 8 章。 
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その変化身も変化を、 

再び他に変化するように 31 

 

このように、例えば、教示者仏陀世尊が、円満なる神変－神変の力によって

変化身を変化するが、その変化身も－その仏陀世尊が変化したものが再度－後

に、他の－他の変化身を変化するのである。そこで、変化身であり、他の変化

身を変化する者は、空であり本性は無く、「如来の本性と離れた」という意味で

ある。また、変化身が変化した他の変化身である者も、空であり本性は無く、「如

来の本性と離れた」という主旨である。 

斯くもそこで、諸々の無本性においてまさしく本性の無い行為を為すことと、

（本性の無い）業と行為者であると述べられることになる 

 

その如く、その行為者が或る業を 

為したことも、変化の様相の如くである。 

例えば変化身が他の変化身を 

変化なさるが如くである。 32 

 

ここで、業の行為者である者は変化身の様相の如くであり、本性が欠如する

のであるが、本性が欠如するその行為者が或る僅かな業を為すことも、本性が

欠如するのであり、例えば変化身が他の変化身を変化するが如くと知りたまえ。 

それ故に、二極辺として無いと言う中観派達に、誤った見解が何処に有ろう

か。 

斯くも、 

「ある時、如来が諸々の説話をなさった。巷を行かれる守護者は人に慈 

悲深い故に、勝者がそこに諸々の変化身を変化し、彼らにも善良なる仏 

陀の法を教示する。百千もの生き物がそれを聴いて、最高の仏陀の智慧 

へ祈願する。 

『いつ我はこのような智慧を得ようか』と思う、その思いを御存知と 

なり勝者がそれを預言する。『人の自在者である王を招待した者は、彼の 

布施は無辺となり、計り知れぬ最高の会得を見出す』といい、何人かは 

それに信解を生じさせる。」 

と詳細に説かれた如くである。 

『律経』よりも、世尊が協調しない罪悪を持つ一人の比丘に変化したが、そ

の言葉によって 

「持戒を具える為には、清浄を誓った者と親近するようにも定められた。」

と唱えられた。 
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そこで、「変化身の例によって本性が無いと見る見解が、道理の本質であるの

みではない。他にも、これらの例によっても諸事物は本性が無いと明らかに知

りたまえ。」と示す為に、 

 

諸々の煩悩や業や身体や、 

行為者や果は、 

尋香の都の如くや、 

逃げ水や夢に似るのである。 33 

 

と説かれた。そこで「煩悩」とは貪欲等である。（何故ならば）有情の心相続等

を煩悩化する故である。「業」とは、善と不善と不動である。「身体」とは、胃

等である。「行為者」とは、諸々の我である。「果」とは、異熟36と増上37と等流
38であり、煩悩等それらの意味は、尋香の都の様相等のように、本性が無いと知

りたまえ。「それ故に、諸事物の本性は承認されていないので、中観派達のみに

おいて二極辺の背理となる恒常と断滅の見解が無いのである。」と知りたまえ。 

その業と果の関係性を尽く分析することに対する、残りの悪質な反論の対論

と返答は、詳細に『入中論』より確認したまえ。 

 

束縛と解脱が本性として有ることの理由を否定する＞［了義の教証と合わせる］ 

ここで、二人の変化の比丘が、対象に執する五百人の比丘を教化したことを

『聖宝積経』から説かれたことを、不足なく例として述べたまえ。 

 

束縛と解脱が本性として有ることの理由を否定する＞［章の名を示す］ 

阿闍梨月称の御口より綴られた顕句より、「業と果を考察する」という第十七

章の解説である。 

                                                   

36 異
い

熟
じゅく

：異熟果。前世での業が、来世の衆生の心身として実った果。 

37 増上
ぞうじょう

：増上果。前世での業が、来世で生きる（所有する）環境として実った果。 

38 等流
と う る

：等流果。前世での業（行為）に等しい習慣や結果が、来世に流れて経験される果。 
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「我を考察する第十八章」 

 

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

ここに言う。「もし諸煩悩と、諸業と、諸々の身体と、行為者達と、諸果－こ

れら一切は真如ではないが、しかしながら尋香の都等のように、真如ではない

ながら幼子達に真如の様相として映るのであれば、また、ここで真如とは何か。

真如を悟入することも如何様であるのか。」 

 

述べよう。内外の事物は認識されていないので、内と外に対して我と捉える

ことと我所1と捉えることが、一切の様相において尽きたこれが、ここでの真如

である。真如を悟入するとは、 

「諸々の煩悩や過失は残らず有身の、見解2より起ったと知恵によって看 

破され、『我』はこの対象であると了解して、瑜伽行者は我を否定する。」 

3 

等によって、詳細には『入中論』より探求したまえ。ここでは、まさしく（根

本論書に）留まる一部を説こう。 

 

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

ここで、真如を悟入しようと欲し、煩悩と過失を残らず良く捨て去りたいと

欲す瑜伽行者は、「この輪廻は如何なる根幹を持つのか？」と、そのように綿密

に考察する。しかし、その者がそのように綿密に考察すれば、輪廻はまさしく

有身見の根本を持つものであると見て、我はその有身見の対象であると見るが、

我が認識されないことによって有身見を捨て去り、それを捨て去ったことによ

って煩悩と過失が残らず退くと見るので、「我であると捉える対象の、『我』と

いうこれは何か？」と、事更に始めに、我のみを綿密に考察したまえ。 

 

我が自性として成立したことを否定する＞それから無我の見解を決定する仕方＞ 

［我と蘊が同一本性であることを否定する］ 

我であると執するその対象も、考察されるならば、蘊4の本性であるか？蘊よ

り別ものであるのか？ 

                                                   

1 我所
が し ょ

：我がもの。 

2 有身の、見解：有
う

身
しん

見
けん

。自らの五蘊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。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

・邪見
じゃけん

・見取
けんしゅ

見
けん

・戒禁
かいきん

取
しゅ

見
けん

。 
3 「煩悩の…する。」：『入中論』第 6 章 120 偈。 
4 蘊：生き物の心と身体の集積。 
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そこで所依と能依5か、あるいはそれを具えるという方面も、同一性か他性の

方向に含められた故と、要約して述べようと欲す故に、同一性と他性の双方を

まさしく否定したことによって、我を否定することを始めようと誓われ、 

 

もし、蘊が我であるならば、 

生と壊を持つものになる。 

もし、諸蘊より他であれば、 

蘊の定義が無くなることになる。 1 

 

と説かれた。 

 

また他にも、「如来を考察する」6や「火と薪を考察する」7において対論者を

綿密に置いたが、ここでまさしく二説のみであることは何故かといえば。 

 

述べよう。何故ならば、それらに対論を示したまさしくそれ故に、他で示さ

れたので再度ここで示されておらず、要約して二説を近しく提示した。 

そこでもし、『蘊が我である。』と考えるならば、然れば生と壊を持つもの－

我は生と壊を持つものとなる。（何故ならば）諸蘊は生と壊に依拠した故である。

我をそのように主張するのでもない。（何故ならば）多くの過失の背理となる故

である。 

このように、 

「現れていないものより現れたのではなく、ここで過失として背理にな 

る。我が所作となることと、現れるものは、無因を持つものにもなる。」 

8 

や、その如く、 

「近取そのものは我ではない。それは起こり、壊れるのである。近く取 

られるものが如何様に、近取者であるとなろうか。」9 

と説かれるだろう。 

他にもこの方向では、 

「もし蘊が我であれば、それ故にそれは、多数であるのでそれらの我も 

                                                   

5 所依
し ょ え

か能依
の う え

：所依は依拠されるもの。能依は依拠するもの。 
6 「如来を考察する」：『根本中論』第 22 章。 
7 「火と薪を考察する」：『根本中論』第 10 章。 
8 「現れて･･･となる。」：『根本中論』第 27 章 12 偈。「現れていないものより現れたのでは

なく、ここで過失として背理になる。我が所作となることと、現れるとしても、無因を

持つものになる。」 

9 「近取…なろうか。」：『根本中論』第 27 章 6 偈。 
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多数となるだろう。我は実在物となり、そう見解することは、実在物に 

入る（対象にする）ので誤った（見解）とはならない。涅槃を得た時、 

確実に我は断滅する。涅槃を得る前の刹那ごとに、生壊する行為者が無 

いので、まさしく果は無い。他者の積んだ業を他者が食う（経験する） 

ことになる。」10 

等、『入中論』より詳細に分析を為したものより理解すべきであり、ここで派生

したことは詳細に記さない。 

そのように先ず、蘊は我ではない。 

 

それから無我の見解を決定する仕方＞［我と蘊が別本性であることを否定する］ 

蘊より別であるとしても適さない。 

 

もし、諸蘊より他であれば、 

蘊の定義が無いとなる。 

 

斯くも、黄牛より他である馬は黄牛の定義を持つものとならぬが如く、我も

蘊より別であると考えるならば、蘊の性相（定義）が無いとなる。そこで、諸

蘊は有為である故に、生と住と壊の性相を持つものである。そこで、我は蘊の

性相を持つものとなっていないので、生と住と壊を具えるとはならない。その

ような何かは、然れば有るのではない故に、あるいは無為である故に、虚空の

花か涅槃のように、我であると述べられる対象を見出すとならず、我であると

捉える対象そのものとしても不適である。それ故に、我は蘊より他であるとし

ても正しくはない。 

一つの様相においては、これは他の意味である。もし我が蘊より別であれば、

それは蘊ではない性相（定義）を持つものとなる。五蘊とは「色形に適う」、「経

験する」、「様相として捉える」、「現に行ずる」、「対象をそれぞれに知覚する」

という定義を持つものであるが、色形より知覚が別であるが如く、我は諸蘊よ

り別であると主張すれば、別の定義として成立したとなる。しかし、別の定義

として成立したとは、色形と心のように認識されるとなるが、（そう）捉えるの

でもない。それ故に、蘊より別にも有るのではない。 

 

もし、「非仏教徒達が、我を蘊より別であると考え、その性相（定義）も別で

あると言うのではないのか？それ故に、この論法は彼らを批判するものではな

い。 

我の性相（定義）は別であると言う非仏教徒達のように、 

                                                   
10 「もし…になる。」：『入中論』第 6 章 127・128 偈。 
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『食う（経験する）者であり、恒常の事物であり、行為者でない我は、 

功徳と作為が無いと非仏教徒達が考察した。更に些細なその分類に依拠 

して、非仏教徒達の派は別になる。』11 

と、『入中論』で言及したのである。」といえば。 

 

述べよう。非仏教徒達が、蘊より別である我の性相（定義）を語ることは真

実ではあるけれど、彼らは我を自らの本質として認識してその性相（定義）を

言うのではない。ならば何かといえば、依拠して名付けられた意味をあるがま

まに了解せず恐れるので、我は名称のみのものであると了解しておらず、世俗

の真実よりも衰え、誤った考察のみの面より、偽の推量が偽ることによって我

を尽く考察するが、その定義も言説するのである。「業と行為者を考察する」12等

において我と近取の二つは相互関係して成立したと説かれたことで、世俗とし

ても、まさしくそれらの否定をなさったのである。 

「斯くも鏡に依拠して、自らの面の映像が映りはしようが、それはまさ 

しく清浄には、僅かにも有るのではない。その如く諸蘊に依拠して、我 

執は認知するとなる。自らの面の映像の如く、清浄としてはそれは何も 

無い。斯くも鏡に依拠せず、自らの面の映像は映らないように、諸蘊に 

依拠せずに、『私』と捉えることも、それに似ている。」 

と説かれた。それ故に、それが示された故にも努めることはしない。 

「無知の誤りを具えた者達が『我である』と執着する拠所となったこの五蘊

が、その所有する近取そのものであると映るこの『依拠して名付けられたもの』

は、蘊の性相（定義）を有するものなのか？あるいは蘊の性相（定義）が無い

ものなのか？」と、解脱を欲す者達が尽く分析するのである。 

 

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

一切の様相において分析したならば、解脱を欲す者達が認識していない故に、

それらについて、 

 

我性が有るのでなければ、 

我所が有ると、何処でなろうか。 

 

我は認識されていない故に、我であると名付けられる因である、五蘊共であ

る我がもの（我所）としての事物も、非常に、殊更、認識されるとはならない。 

斯くも、馬車（全体）が燃えたならば部分も燃えたことによって、（馬車が）

                                                   
11 『食う･･･になる。』：『入中論』第 6 章 121 偈。 
12 「業と行為者を考察する」：「業を考察する」第 17 章か？ 
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認識されぬが如く、瑜伽業者達が、己の我は無いと了解したまさしくその時に、

蘊の事物である我所も無我であると、確実に了解することになるだろう。 

斯くも、 

「我執より起こった諸蘊。その我執は意味として偽りである。その種子 

が偽りであるものの、生が真実であるとは何か。蘊はそのように不真実 

であると、見て、我執を捨て去るとなる。双の我執を捨て去って、後に 

蘊は生じるとならない。」 

と説かれた。 

斯くも晩春に当たる太陽が、雲の無い大空の全方向を圧倒し、炎が殊更はっ

きりとした大きな火の玉に似た、僅かに沈みかけた（太陽の）光が、熱苦を与

えようと努めることによって殊更に荒々しくなった大地に当たり、誤った眺め

に応じて水に似た蜃気楼が認められることで、遠く離れた所に留まる者達に非

常に清らかな水の様相を持つ知覚を生じさせる。しかし、それに近づいた者達

には（水の様相を持つ知覚を生じさせるの）ではないが如く、ここでも、無知

の誤りを具えることによって、我と我所の事物が如何様に留まるかについて真

如を見ることから遠離している凡夫達に真実であると映る、我や蘊であると捏

造された偽りのこの意味は、事物の真如を見ることに近く留まる者達には映ら

ない。 

斯くも、 

「遠くから眺める色形を、近くの者ははっきりと見る。逃げ水がもし水 

であれば、近い者が何故見ないのか。斯くも、遠くの者達が、この世間 

を清浄に見る。そのように、それと近い者達が見ることはない。様相は 

無く、逃げ水の如くである。斯くも、水に似た逃げ水が、水ではなく、 

水の意味を為さぬが如く、我に似たそれらの蘊は、我ではなく、我の意 

味を為さない。」13 

と説かれた。 

 

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

我と我所が認識されていないまさしくそれ故に、勝義を見ることに近い瑜伽

行者は確実に、 

 

我と我所が寂滅する故に、 

我執と我所執は無くなる。 

 

我に有用であるものが、我所－「我のものである五蘊」という意味である。

                                                   
13 「遠く･･･為さない。」：『宝行王正論』第 1 章 52・53・54 偈。 
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我－我であると捉える（我執）の対象と、我がものと捉える対象である我所、

蘊等の事物が寂滅する－生じておらず認識されていない故に、瑜伽行者は我執

と我所執が無くなるとなる。 

 

過失が退く次第＞［それへの反論難を斥ける］ 

もし、「誰かそのように我執と我所執が無くなった幾らかの瑜伽行者は、先ず

存在するのではないのか？それが有るならば、我と蘊も成立した。」といえば。 

 

それはそのようではない。何故ならば、 

 

我執と我所執が無い者。 

それも有るのではなく、 

我執と我所執が無いと、 

見る者によって、見られない。 3 

 

我と諸蘊は、一切の様相において認識されない自らの本質であるので、我執

と我所執が無くなったそれらの者より別の、他の事物が有ると何処でなろうか。

「そのように、有るのではない自らの本質を我であると執する（我執）と、我

がものであると執する（我所執）は無いと見る者は、真如を見ない。」と知りた

まえ。 

斯くも世尊が、 

「内の我性は空であると見よ。諸外物も空であると見よ。空性を修する 

者。それも、何も有るのではない。」 

と説かれたことや、その如く、 

「寂静であり寂滅した法を思う、それらの幼子達は悪道に入ったのだ。 

諸法は空であり文字は無い。それらは文字無く文字によって示された。 

寂静であり寂滅した法を思う、その思もいつ時も起こるのではない。全 

ての戯論（派生）は心の分別（概念作用）であり、それ故に諸法は不可 

思と知りたまえ。」 

や、その如く、 

「蘊の本性は離れ空そのものである。菩提は本性が離れ空そのものであ 

る。何かを行ずるそれも本性が欠如し、智慧を具える者は（それを）知 

るが、幼子は知らない。」 

と説かれた。 
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過失が退く次第＞［取が尽きることによる生の尽き方］ 

それ故に、そのように、 

 

内と外そのものに対して、 

我と我所であると思うことが尽きれば、 

近取は滅すとなり、 

それが尽きることによって生が尽きる。 4 

 

「一切の煩悩は有身見の根を持つものである。有身見である集（苦しみ 

の因）を持つものである。有身見である因を持つものである。」 

と経典より説かれたが、その有身見も、我と我所が認識されないことによって

捨て去るとなり、それを捨て去ったことによっても欲取と、見取と戒禁取と、

我語取という四取を捨て去るとなる。近取が尽きることによって、再びの有（輪

廻）の定義を持つ生が尽きるとなる。 

 

それが修されることで過失が退く次第＞［解脱を得る方法］ 

何故ならば、生が退くこの次第はそのように設けられた故に、 

 

業と煩悩が尽きることによって解脱する。 

 

ということに留まる。このように、近取が尽きればその縁を持つ有（輪廻）も

起こらぬが、近取と有が滅したならば、生と老死等が有ると何処でなろうか。

そのようであれば、 

「煩悩が尽きることによって解脱する 

となる。」と成立した。 

 

「ならば、諸々の業や煩悩は、何が尽きることによって尽きることになるの

かを述べなければならない。」といえば。 

 

述べよう。 

 

業と煩悩は妄分別から。 

それらは戯論から。戯論は、 

空性によって滅すとなる。 5 

 

不適正に色形等であると分別する幼子凡夫には、貪欲等の煩悩が生じるとなり、 
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「貪欲と瞋恚と愚痴は、妄分別より起こると説かれた。好ましい、好ま 

しくない、誤りに、まさしく依拠したことより全く起こる。」14 

と説かれるであろう。経典よりも、 

「欲望よ。お前の根本は、知－全くの分別作用より生じる。お前を分別 

するとならない、それ故に、私には起こらない。」 

と説かれた。 

そのように先ず、業と煩悩は分別（概念作用）より起こったが、それらの分

別も様々な戯論（心的派生）、無始の輪廻より慣れ親しんだ、知と所知や、述べ

られる内容と述べるものや、壺や、絨毯や、馬車や、色形や感受作用や、男性

や女性や、得や不得や、楽や苦や、公認や非公認や、賞賛や誹謗等の定義を持

つものより生じるとなる。その世間の戯論も余すことなく、空性によって－一

切事物はまさしく空であると見ることによって、滅すことになる。 

如何様にといえば、何故ならば、事物であると認識することがあれば、斯く

も説かれた戯論が有ることになるが、認識されていない石女の娘に対して、欲

望を持つ者達の認識主体である戯論（主客二元の派生）は入ることをしない。

戯論が入らずに、その認識主体である正しくない分別作用が入るとはならない。 

分別作用が入っていなくとも、「我」「我所」と顕かに執することからの、有

身見の根元を持つ煩悩の集積を生じさせることはない。有身見の根を持つ煩悩

の集積が生じさせられていなければ、諸業を為すことにならないが、諸業を為

さぬ者達は、「生と老死」という輪廻を経験することにもならない。 

何故ならば、そのように、戯論（心的派生）が残らず寂滅する定義を持つ空

性に依拠して、戯論と離れたことになり、戯論と離れたことによっても概念作

用が退き、概念作用が止まることによって業と煩悩が退くけれど、業と煩悩が

退くことによって生が退く故に、空性のみが一切の戯論が退く定義を持つもの

であるので、「涅槃」という。 

斯くも『四百論』より、 

「要約すれば、法とは傷つけないこと（慈悲）であると、如来方が説か 

れた。空性と涅槃であり、ここにはその二つのみである。」15 

と説かれた。 

阿闍梨清弁は、声聞と独覚方について、斯くも説かれた空性を了解すること

が有ると理解せず、斯くも 

「我と我所が無い、別々のものごとが生じる刹那ごとに壊れる性質を持 

                                                   
14 「貪欲と…起こる。」：『根本中論』第 23 章 1 偈。 

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

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

（パツァブ訳）」 
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つ行の集合を、確かであると見解する声聞聖者においても、『我という事 

物は無い故に、これらの生壊は単なる法（現象）であるのみに尽きる。』 

という見解が生じ、このように、我とは我執の対象であるので、それ（我） 

が無ければそれ（我執）も起こらぬが、それ（我）は無いのみである故 

に、何ものにも内外の事物は無いので、我所執は不合理である故に、『世 

俗名称として呼称される以外に、私には〈私である〉と捉えることは無 

く、〈私のもの〉と捉えることは無い。』と、自らの本質を確信すること 

が生じるとならなければ、無分別の智慧の知覚対象である、無生行の見 

解に留まる大菩薩方においては言うまでもないので、それ故に 

『我執と我所執の無い者。それも有るのではなく、』16 

と説かれた。」 

と、言及する。この阿闍梨が、そのような様相の対象に対して、阿闍梨（龍樹）

の説にどのように沿っていないかは、『入中論』より 

「遠行でその心も優れるとなる。」17 

という部分で既に示したので、再度それを批判する労は取らない。 

まさしくそれ故に、世尊が 

「須菩提よ。声聞の菩提を得ようと欲す者も、まさしくこの般若波羅蜜 

を学びたまえ。須菩提よ。独覚の菩提を得ようと欲す者も、まさしくこ 

の般若波羅蜜を学びたまえ。須菩提よ。無上で正しく完遂した菩提を得 

ようと欲す者も、まさしくこの般若波羅蜜を学びたまえ。」 

と詳細に説かれ、他にも 

「如来や声聞になろうと思う者達と、独覚や、その如く法王になろうと 

欲す者が、この忍に依拠しておらずに得るとはならず、例えば、こちら 

とあちらは行く途中で見られぬが如くである。」 

と説かれた。 

 

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

ここで言う。「もし、『そのように内外の事物は認識されていない故に、内外

に〈私〉と〈私の〉と思う諸々の分別（概念作用）が生じていないことが真如

である。』としたならば、ならば世尊が斯くも、 

『己自身が己の守護者であり、他の誰が守護者となろうか。己自身を善 

く治めることによって、賢者は善趣を得ることになる。』 

や、その如く 

『黒白の業は失壊するとならない。我が為したことは経験することにな 

                                                   
16 『我執･･･は無く、』：『根本中論』第 18 章 3 偈前 2 行。 
17 「遠行で･･･となる。」：『入中論』第 1 章 8 偈。 
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る。業と果は移行するのでもない。因と縁無くしても起こるものではな 

い。』 

と詳細に説かれたことと如何様に矛盾しないのか。」 

 

述べよう。 

「ここに我、あるいは有情は無い。これらの法（現象）は因と共にある。」 

や、その如く、 

「我は色形ではなく、我は色形を具えるのではない。色形に我は無い。 

我に色形は無い。その如く我は識ではない。我は識を具えるのではない。 

識に我は無い。我に識は無い。」 

や、その如く、 

「一切法（現象）は無我である。」 

というその言葉でも、世尊が何故説いていないのか。それ故に今、如何様に先

の教証はこの経証と矛盾するとならないのか。それ故にここで、世尊が示した

御意を探求しよう。 

世尊が、一般的に善説（経典）より 

 

「我である」とも名付けられ、 

「無我である」とも示された。 

諸仏が、「我と 

無我は何ものも無い」とも示された。 6 

 

ここで、御意はこうである。ここに、悪見解の眼障の厚い腫れものによって

心の眼が残らず覆われたことで、汚れない対象より超えていなくとも（汚れな

い対象を）見ていない、世間の見解である事物の様相は、世俗の真実にただ留

まるのみでありながら「地水火風」というまさしくただそれだけを受け入れる

ことに勤しむ者。根と粥と酵母と水と暖等、物の性質が尽く熟しただけの縁よ

り起こり、酔や昏睡等の特殊な効果を具える酒を認めるように、心は、羯邏藍18

等の四大（基本構成要素）が完全に熟したことのみよりまさしく起こると言う、

始めの辺と後の辺を抹消することに没入し、「この世間も無い。善を為したこと

や悪を為した諸業の果が異熟することもない。有情とは偽りであり、生も無い。」

等によって、あちらの世間（来世）と我を抹消し、それを抹消することによっ

て、特に優れ好ましい果である善趣19と、菩提と解放の特質を引き起こすことに

                                                   

18 羯邏
か ら

藍
らん

：子宮中の胎児の状態の一つ。 
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背を向ける、常に絶えること無く不善の業を行うことに没入することによって、

地獄等の大断崖に落ちそうになっている彼らの不浄なそれらの見解が斥けられ、

劣と中と優の所化を摂取20すると誓われたことによって、不善の罪悪を為す劣っ

た所化達を不善より斥ける為に、仏陀世尊、八万四千の行の分類によって異な

る有情の根（状態）の思いのあるがままに寄り添い、有情の界（状態）を残ら

ず救済しようと誓われ、達成することに勤しむ、方便と智慧と大慈悲を具える、

多くの衆生の例えようの無い親近者、煩悩の病を残らず癒される大医王方が、

幾らかの者へ、 

「我である。」とも名付けられ、 

－設けられた。 

無因論者を否定する道理は、「行為者と業を考察する」21や、 

「無因よりでもない」22 

という言葉によって『入中論』より詳細に知るべきであり、それを否定する為

にここでも努めることはしない。 

善業を為し不善業より背き、我であると真っ正直に硬く思い込む、鳥が非常

に長い糸で繋がれながら飼われるように、非常に遠くまで行こうとも三界を遥

かに超えて寂静の解脱の都へ行くことができない、それら中間の所化が有身見

に顕わに執着することを緩める為と、涅槃へと熱望を生じさせる為に、仏陀世

尊方が 

「『無我』とも示された。」 

以前に慣れ親しんだ特性により、深甚な法に優れた確信が導かれる、種子が

完全に熟した、涅槃を得た会得者の傍らに住す、我への執着と離れた、得者の

王の善説の意味である最も深甚な真如の深奥を量ることのできる、それら最高

となる所化に対しては、優れて勝解23している特性を確実に認めて、 

「諸仏が、『我と、無我は何ものも無い』とも示された。」 

斯くも、我見は清浄でないが如く、その対治となった無我の見解もまさしく

清浄ではない。そのようであれば、「我は何も無いが、無我も何ものも無い。」

と示されたのである。 

斯くも経典より、 

「迦葉よ。この我というものは、一つの極辺である。この無我というも 

                                                                                                                                                     

19 善
ぜん

趣
しゅ

：人・阿修羅・天の、良い転生。それに対して、地獄・畜生・餓鬼は苦しみが多く、

悪
あく

趣
しゅ

（悪い転生）という。 

20 摂取
せっしゅ

：引き受けて助けること。 
21 「行為者…考察する」：第 17 章「業を考察する」か？ 
22 「無因よりでもない。」：？「無因であるとは何処にあろうか。（『入中論』第 6 章 8 偈）」 

23 勝
しょう

解
げ

：対象を理解し、まさしくそうであると強く確信すること。 
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のは、二つ目の極辺である。その二極辺の中央であるものは、形無く、 

示されるものとして無く、拠所無く、映ること無く、様相として知覚す 

ること無く、留まることがない－迦葉よ。これが中の道。諸法を清浄に 

妙観（それぞれに考察）するという。」 

と説かれた。『聖宝行王正論』よりも 

「そのように我と無我は、清浄であるように認識される対象として無い。 

我と無我の見解は、それ故に、偉大なる会得者が斥けた。見るや聴く等 

は、会得者によって、真実ではなく偽りではないと説かれた。一方から 

反対方向であるとなるので、それら二つとも（正しい）意味としてでは 

ない。」24 

と説かれた。 

何故ならば、そのように劣と中と優の所化の者の思いがまさしく別であるこ

とから、我と無我と、その二つを否定する面より仏陀世尊方の教法がもたらさ

れる故に、中観派達に対して経証による批判は無い。 

まさしくそれ故に、阿闍梨聖提婆が、 

「福徳でないものを第一に斥ける。間に我を斥け、最後に見解であるも 

のを全て斥ける。それを知る者は賢者である。」25 

と説かれた。その如く、阿闍梨の御口よりも、 

「声論師26達がそうであるように、文字の読み方の教本まで読ませるよう 

に、その如く仏陀は所化へ、受け入れられるだけの法を示される。或る 

者へは罪悪より、完全に斥けさせる為に法を示す。或る者へは福徳を成 

就する為に。或る者へは二つに依拠して。或る者へは二つに依拠せず。 

疑惑を持つ者が恐れる深甚な、慈悲の精髄を持つ空性を、菩提を成就す 

る何者かへ（示す）。」27 

と説かれた。 

 

あるいは、この意味は別であり、刹那毎に壊れる性質を持つ諸行に対して業

果の関係が無いと見て、数論派28等によって 

「我である。」とも名付けられ、 

                                                   
24 「そのように･･･ではない。」：『宝行王正論』第 2 章 3・4 偈。 
25 「福徳･･･である。」：『四百論』第 8 章 15 偈。 

26 声論師
こえろんじ

：勝論派（ヴァイシェーシカ派）の一部。梵天を創造主であるとし、「オーム」等

の言霊を唱える修行をする。 
27 「声論師･･･（示す）。」：『宝行王正論』第 4 章 95・96・97 偈。 
28 数論派：サーンキャ派。知覚する者である「我」は、死して滅す心身とは別に、恒常単

一自在な者であるとした。転生を肯定する。 
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道理によって輪廻する者である我を見ておらず、世間の順世派29達が「根（感覚

器官）が享受するだけの対象。人もまさしくそれだけに尽きる。多く聴聞した

良女の言うこと、それらはオオカミの足跡のようなものだ。」等によって、 

「無我」とも示された。 

しかし眼障を持つ者が認めた落髪に対する眼障の無い者達のように、幼い者

が思い込んだ我や無我等、自らの本質である事物を、一切の様相においてご覧

にならない世尊、 

「仏陀方は、我と、無我の何も無いとも示された。」 

という。 

 

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

ここで言う。「もし、仏陀世尊方が我と無我の双方を無いと示したならば、そ

の二つを示さなかったのか。ならば何が示されたのか？」 

 

述べよう。 

 

述べられる対象を斥けた。 

心の所行30を斥けたことによってである。31 

生じておらず滅していない、 

法性は涅槃に等しい。 7 

 

ここで、述べられる対象が何か有るならば、それを示すことになろうが、述

べられる対象が無くなり、言葉の（表す）対象が有るのではない時、諸仏は僅

かにも示されていない。また、何故述べられる対象が無いのかといえば、「心の

所行が退いたことによってである。」と説かれ、「心の所行」とは、心の享受す

る対象である。「所行」とは境であり、「（知覚）対象」という主旨である。 

もし、心の所行が何か有るとなれば、それに何らかの理由を捏造して言葉が

当てられるともなろうが、心の所行そのものが不合理である時、理由を捏造し

て言葉がどこに当てられるとなろうか。 

また、何故心の所行が無いのかといえば、（それを）示す為に、 

「生じておらず滅していない、法性は涅槃に等しい。」 

                                                   
29 順世派：ローカーヤタ派。知覚は身体を因として生じるので、身体が無くなれば知覚も

無く、来世へ行く我も無いと主張する。 

30 所行
しょぎょう

：ここでの意味は、働く対象。享受する対象。 
31 述べられる･･･である。：『顕句論』中の根本論書の言葉。『根本中論』第 18 章 7 偈におい

ては「述べられる対象は退いた。心の所行が退いたことによってである。」 
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と説かれた。何故ならば、生じておらず滅していないことは、法性－法（現象）

の本質や、法（現象）の本性、涅槃と等しいとされた故に、それに心は入らな

い。心が入らなければ、理由を捏造すると何処でなろうか。それは無い故に、

言葉等当てられると何処でなろうか。それ故に、 

「諸仏は僅かにも示さなかった。」 

と留まる。まさしくそれ故に、 

「一切の認識対象が寂滅し、戯論が寂滅し、寂静であり、諸仏は、何処 

にも、誰にも、如何なる法も示していない。」32 

と説かれるであろう。 

 

これはそのようではないか、あるいはこの対論者は他であり、 

「『戯論は、空性によって滅すとなる。』33 

と言ったならば、如何様に戯論は空性によって滅すとなるのか」といえば。 

 

述べる。何故ならば、 

「述べられる対象を斥けた。心の所行が退いたことによってである。」34 

等であり、前述の如く説きたまえ。 

 

一様相においては、斯くも「『前述で内外の事物は認識されていないので、内

と外に対して我執と我所執が尽きたことが、ここでの真如である。』と説明した

ならば、それは如何様なもので、それは述べられるか、知られる対象となり得

るのか？」といえば。 

 

このように 

「述べられる対象は退いた。心の所行が退いたことによってである。」35 

「その真如について」とは、付随する言葉である。 

 

また「如何なる理由によって、その真如は述べられる対象が退き、心の所行

が退くとなるのか」といえば。 

「生じておらず滅していない、法性は涅槃に等しい。」 

と説かれ、説明はただ前述を当てたまえ。 

まさしくそれ故に、経典より、 

                                                   
32 「一切の…なかった。」：『根本中論』第 25 章 24 偈。 
33 「『戯論は…となる。』：『根本中論』第 18 章 5 偈 4 行目。 
34 「述べられる･･･である。」：『顕句論』本文ママ。 
35 「述べられる･･･である。」：『顕句論』本文ママ。 
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「寂慧よ。ある夜に、如来が無上の正しく完遂した菩提を完全に実現し 

て成仏し、ある夜に、取が無く尽く苦しみを超越したとなる（涅槃を得 

る）まで、如来は、僅か一文字さえも説かれなかった。説かれるともな 

らぬ。」 

と説かれた。 

「からくりが働きを為した鐃鈸は、風に動かされて音が起こるように、 

勿論そこに奏でるものはおらぬけれど、しかしながら音は起こるとなる。 

その如く、善く先に習い、有情の思已によって動かされた、仏陀の御言 

葉は起ころうとも、ここに分別が有ることはない。斯くも、こだまする 

音が内と、外に留まるのではないが如く、人王の御言葉は、内と外に留 

まるのではない。」 

等が現れた。 

 

ここである者は、「中観派は虚無論者と違いは無い。何故ならば善・不善の業

や、行為者と果や、一切の世間は本性が欠如すると言うのであるが、存在しな

い我も『それらは無い。』と言うものである故に、中観派は虚無論者と違いは無

い。」と論ずる。 

 

そのようではない。中観派達は縁起生を語るのであるが、縁起生である故に、

この世間（今世）と、あちらの世間（前世・来世）等の一切は本性が無いと言

説する。 

虚無論者達は、そのように縁起生である故に、本性がまさしく欠如する面か

らあちらの世間等は事物が無いと考えるのではない。ならば何かといえば、こ

の世間の事物の様相を本性として認識し、それがあちらの世間（前世）からこ

こへ来て、この世間（今世）からあちらの世間（来世）へ行くと見ていないこ

とから、この世間で認識する事物と似た他の事物を抹消するのである。 

 

もし、「そう見るとしても、彼らが、事物自体の本質として有るのではないこ

と自体を、まさしく無であると考える故に、先ずこの見解の面より同等性が有

る。」といえば。 

 

（同等性は）無い。中観派達は世俗として有ると承認した故であるが、彼ら

は承認していない故に、まさしく同等ではない。 

 

もし、「事物が成立していない（ことにおいて）等しい。」といえば。 
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もしまた、事物が成立していないことがまさしく等しいと見るにしても、了

解者が別であるので、まさしく不等である。このように、例えば盗みを働いた

者を、一人は正しく知らないながら、彼と親しくないので差別をして「こいつ

が盗んだ。」とその者を悪く言い、他の者は直接目撃して批判をする。そこに勿

論別の事物は無いけれど、そう見るとしても了解者は別であるので、一方へは

彼に対して「偽りを言う。」と言われるが、他の者については「真実を言う。」

という。一方においては、正しく考察されたならば公認されておらず悪業にも

なるが、他においてはそうではないが如く、ここでも事物自体の本質は不別で

あるが、事物自体の本質を如実に知る中観派達が理解して言説するならば、事

物自体の本質を如実に知るのではない虚無論者達と一緒に知られ、述べられる

ことは、同等に有るのではない。 

以前の阿闍梨方は、「斯くも凡夫と聖者二者の、それぞれに考察していない・

それぞれに考察した平等性は、平等であると等しいことや、斯くも、生まれな

がらの盲人と具眼者の二者による、里の方向は確実に等しくとも大きな違いが

有るが如く、虚無論者達と中観派達にも違いが有るとなる。」という。 

 

章の著述を説く＞［真如へ導く次第］ 

ここで言う。「もし、そのように、 

『生じておらず滅していない、法性は涅槃に等しい』 

のであり、それに言葉や心が入ることは勿論有るのではなかろうが、そう見る

としても、それが示されていなければ所化の者が知ることはできないので、所

化の者達をそれに向かわせる為に、疑いなく世俗の真実に対応して、何かのよ

うにそれが示された次第が有る必要があるので、それを述べたまえ。」 

 

述べる。ここで、仏陀世尊方の真如の甘露に入る教示の次第とは、これであ

ると知るべきである。この次第は、 

 

一切は、まさしく清浄と、非清浄と、 

清浄と非清浄であり、 

非清浄ではなく清浄ではない。 

それが仏陀の教導である。 8 

 

という。そこで 

「何々を好む者は、その者のそれやそれを先に説け。衰えた者は、聖法 

の器に、何によってもなるものではない。」36 

                                                   
36 「何々･･･ならない。」：『四百論』第 5 章 10 偈。 
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や、 

「斯くも、野蛮人は他の言葉で、統治されることはできぬが如く、世間 

人の了解していないもので、世間人が治められることはできない。」37 

や、その如く世尊によっても、 

「世間は私と論争するが、私は世間と論争せず、世間に有ると主張され 

るものは、私も有ると承認する。世間に無いと主張されるものは、私も 

無いと承認する。」 

という経証より、始めのみにおいて、先ずそれによって、最初に風輪より輪廻

の頂きに至る、虚空界の果てに到達するまでの、様々に良く分類された誤りの

ない生と住と壊と、因と、果と、経験と、過失と共に、そのように器の世間と

有情の世間を世尊が詳しく示された。 

『一切を御存知で一切をご覧になるこの世尊は、世間の起こり方を残らず御

存知なのだ。』と御自身へ世間の敬いを生じさせる為に、その者の見解に相応し

て所化の者自身に公認された事物の良き分類や、自らの本質の分類を聴聞して

実現したいと望む確信が生じた者に対して、無知の眼障を持つ者等が真実であ

ると思い込んだ蘊や界や處等そのものを「真実である。」と説かれた。 

それ故に、そのように所化の者が世尊へ『一切智である。』と思う心が生じた

ら、後に「それら一切も清浄ではない」と示された。そこで「清浄」とは、ま

さしく他へ変化することが無いものに当てれば、刹那毎に壊れる故に諸々の有

為においては他へ変化することが有るのであり、それ故に他へ変化することが

有るので、清浄ではない。「も」という語は、「～と」の意味であり、 

「一切は、清浄と、清浄ではないものと、」 

と示したことを含むと見たまえ。 

一部では、「これら一切は清浄と不清浄そのものである」と示された。 

そこで、幼子に相応しては、これら一切は清浄であるが、聖者の智慧に相応

してはこれら一切は偽りである。（何故ならば）彼らがそのようにご覧にならな

い故である。真如の見解に長期間慣れ親しんだ、僅かながらの障碍より解放さ

れていない一部の者には、それらは 

「非清浄でなく清浄でないものである。」 

と示され、その僅かながらの障碍も捨て去るべきものである故に、石女の子の

蒙古班と白い尻を否定したように、その双方とも否定したのである。 

これは仏陀世尊が教導された－錯綜する道より斥けて善道に据えるので、教

示である。そのように順次示すことが、教導である。あるいは、所化の者に相

当して示すことが、教導である。 

仏陀世尊方が示されたそれら一切は、真如の甘露に入る方便そのものとして

                                                   
37 「斯くも…できない。」：『四百論』第 8 章 19 偈。 
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尽く留まる。如来方は、真如の甘露に入る方便とならぬ御言葉を説かれず、病

に従って薬を調合するように、所化の者を摂取すると誓われたので、（所化に）

相当するように教示をなさったのである。 

斯くも『四百論』より、 

「有と無と有無と、双方でないとも示された。病に従って、一切が、薬 

になるのではないのか。」38 

と説かれた。 

 

章の著述を説く＞真如の性相＞［聖者方の真如の性相］ 

「それに入る為にこれらの教示を示す、その真如とは如何なる性相（定義）

を具えるものなのか？」といえば。 

 

「述べられる対象を斥けた。心の所行を斥けたことによってである。」39 

というこれを、我々が既に述べた。これがそのようである時、他にも何を問う

ことが有ろうか。 

 

「勿論そうではあろうが、しかしながら世間人の名称を承認したように、世

俗の真実の面で捏造し（仮に言葉を当て）て、その性相（定義）も述べなけれ

ばならない。」といえば。 

 

それを述べよう。 

 

他より知るのではない。寂静で、 

諸々の戯論が発生させていない。 

分別は無く、別義ではない。 

それが真如の性相である。 9 

 

そこでここに、他より知ることが有るのではないので「他より知るのではな

い－他者が示したことによって了解される対象ではないが、自身によって了解

される対象である。」という意味である。 

斯くも、眼障を持つ者達が落髪等の誤った本質を見たならば、眼障の無い者

によって（落髪は無いと）提示されたとしても、眼障の無い者のように、落髪

等自体の本質が見られていない見方で、認識対象の留まり方そのままに了解す

ることはできない。ならば何かといえば、眼障の無い者によって示されたこと

                                                   
38 「有と…ないのか。」：『四百論』第 8 章 20 偈。 
39 「述べ･･･である。」：『根本中論』第 18 章 7 偈。 
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より「これは誤りである。」というこれだけのことを了解することになる。 

しかし、（例えば）眼障を除く眼薬を塗ったことによって眼障が無くなった時

に、落髪等の本質が認識されていない仕方で了解することになるが如く、聖者

方が捏造した（仮に言葉を当てた）面から真如を示したとはしようが、ただそ

れだけで、聖者でない者達がそれ自体の本質を了解することにはならない。 

しかしある時、無知の眼障を除かせる眼薬となる、空性を誤りなく見る見解

によって心の目が拭われたとなり、空性を悟る智慧が生じたとなった時、その

真如を認識していない方法によって自身が了解することになる。そのようであ

れば、他より知るのではない、諸事物自体の本質とは真如である。 

それは寂静の本性であり、「眼障の無い者が落髪を見ていないように、本性と

離れたのである。」という意味である。 

まさしくそれ故に、それは諸々の戯論（心的派生）が発生させていない。戯

論とは言葉である。（何故ならば）諸々の意味を発生させる故である。「諸々の

戯論が発生させていない。」とは、「言葉によって述べられていない。」という主

旨である。 

それは分別（概念作用）が無いのでもあり、分別とは心の流動であるが、そ

れと離れた故に、その真如とは分別が無いのである。斯くも経典より、 

「勝義諦とは何かといえば、それについて心の流動も無ければ、諸々の 

文字は言うまでもない。」 

と説かれた。そのようであれば、分別（概念作用）が無いのである。 

ここで、別義が有るので、別義であるので－それぞれの意味である。不別義

とは、別の意味ではない－「それぞれの意味ではない」という意味である。 

斯くも『聖入二諦経』より 

「天子が言った。『文殊よ。勝義の加行とは何か。』 

文殊が言った。『天子達よ。勝義としては、真如（まさしくその如く）と、 

法界と、永遠に生じていないことが等しいところに、勝義としての無間 

も等しい。諸々の無間が勝義として等しいところに、諸々の見解となっ 

たものも等しい。諸々の見解となったものが等しいところに、凡夫の諸 

法（現象）も等しい。凡夫の諸法（現象）が等しいところに、学道者の 

諸法（現象）も等しい。学道者の諸法（現象）が等しいところに、無学 

道者の諸法（現象）も等しい。無学道者の諸法（現象）が等しいところ 

に、正しく完成した仏陀の諸法（現象）も等しい。正しく完成した仏陀 

の諸法（現象）が等しいところに、涅槃も等しい。涅槃が等しいところ 

に、輪廻も等しい。 

勝義として輪廻が等しいところに、勝義として全くの煩悩も等しい。 

勝義として全くの煩悩が等しいところに、勝義として全くの浄化も等し 
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い。勝義として全くの浄化が等しいところに、一切法（現象）も等しい。 

天子よ。一切法（現象）の平等性を正しく加行する比丘は、〈勝義とし 

て正しく加行する〉といい、斯くも述べられた如くにではない。』 

天子が言った。『勝義としては、全くの浄化まで平等であるその平等性 

において、勝義として一切法（現象）も平等であるというのか。』 

文殊が言った。『勝義としては、一切法（現象）は生じていないと平等 

であり、勝義として一切法（現象）は起こっていないと平等であり、勝 

義として一切法（現象）は永遠に生じていないと平等であり、勝義とし 

て一切法（現象）は事物が無いと平等であるので、天子よ。勝義として 

一切法（現象）は等しい。 

それは何故かといえば、天子よ。勝義としては永遠に生じていないと 

強く捉えて、一切法（現象）に別とされるものは無い。 

天子よ、これを見よ。例えば、杏の器の中の虚空であるものと、宝石 

入れの中の虚空であるこの二つは、まさしく虚空の界であり、それに勝 

義として別であるとされるものは僅かにも無い。 

天子よ。その如く勝義として、その全くの煩悩であるものはまさしく 

永遠に生じない。全くの浄化であるものも、勝義として、まさしく永遠 

に生じない。勝義としては、輪廻もまさしく永遠に生じない。勝義とし 

ては、涅槃までもまさしく永遠に生じず、そこで勝義としては、別にさ 

れることは僅かにも無い。それは何故かといえば、勝義としては、一切 

法（現象）は永遠に生じない故である。』」 

と説かれた。 

それ故に、そのようであれば、別義でないことは真如の性相であると知るべ

きである。（何故ならば）空性において一味である故である。 

ここで、後々が（前述を）説明するとも知りたまえ。 

そのようであれば先ず、聖者方の真如の性相である。 

 

真如の性相＞［世間人の真如の性相］ 

世間人の真如の性相に従って述べれば、 

 

何かに依拠して何かが起こる。 

それは先ず、まさしくそれではない。 

それより他でもない故に、 

それ故に断滅ではなく、恒常ではない。 10 

 

斯くも稲の種子によって稲の苗が起こるように、或る因に依拠して起こる或
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る果は、先ず「真如（まさしくそれ）である。」と述べることはできない。種子

であるものは芽ではない。（何故ならば）生じさせられるものと生じさせるもの

がまさしく同一である背理となる故である。それ故に、父と子の二人もまさし

く同一となるだろう。同一である故に、芽のように、芽の時点で種子を保持す

ることにもなるだろう。あるいは種子のように、芽も保持するとならないだろ

う。そのようであれば、種子はまさしく恒常にもなる。（何故ならば）不壊であ

ると承認した故である。それ故に、恒常であると言う背理となるので、大きな

過失となる。（何故ならば）業と果等が無い背理となる故である。そのようであ

れば先ず、「種子であるそのものが芽である。」とは正理ではない。 

それより他でもない。種子より芽はまさしく他でもない。（何故ならば）種子

が無くとも芽が生えるともなる背理になる故であり、 

「もし、他が、他より他であるならば、その時、他が無くして他となる。」 

40 

が現れる故である。芽の時点においても種子は継続が絶えることのない背理と

なるが、それ故に（継続性が）乱れる過失となるだろう。何故ならば、そのよ

うに或る因に依拠して或る果が起こるとなるが、その因は果でもなく、その因

よりその果は他でもない故に、「因は断滅したのでもなく、恒常でもない。」と

設けられることもできるのである。 

斯くも聖提婆が 

「何故ならば、事物は入ることになる。然れば断滅とならず、何故なら 

ば、事物は退くことになる。それ故に恒常とならない。」41 

と説かれた。 

経典よりも 

「種子が有れば芽はその如くであり、種子であるものは芽そのものでは 

ない。それより他ではなく、それでもない。それ故に恒常でなく、断滅 

でなく、法性である。」 

と説かれた。 

 

章の著述を説く＞［その意味は必ず論証されなければならないと示す］ 

それ故に、そのように斯くも説かれた仕方で、 

 

世間の守護者である諸仏の、 

甘露となったその教法は、 

同義ではなく、別義ではない。 

                                                   
40 「もし…となる。」：『根本中論』第 14 章 6 偈前 2 行。 
41 「何故…ならない。」：『四百論』第 10 章 25 偈。 
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断滅ではなく、恒常ではない。 11 

 

大慈悲の大雲の集積が、虚空界の果てに至るまで全方向を隙間なく覆われ、

貪欲等煩悩の集積が顕わに流動する、殊更に酷い灼熱の太陽輪によって痛めつ

けられている衆生の苦しみが寂滅することに勤しまれ、常に絶えまなく、それ

ぞれに応じた行動の対治となる、聖法を示す甘露の流れが降り注ぎ（それぞれ

に）適うように所化の者の善根の収穫の、生えた芽を育てることによって保護

すると誓われ、常に聖法の甘露の雨を降らせた大龍である正しく完全成就した

諸仏。保護者の無い世間人の保護者。守護の無い者の守護者。世間の守護者達

の老死を永遠に断滅するその聖法の甘露は、斯くも説かれた論法によって、同

一性と別性と離れ、断滅と恒常を語ることと離れたと知りたまえ。 

この甘露である声聞の法の真如に入った、聞思修の次第によって良く入道し

た者達は、持戒と禅定と知慧の三蘊の甘露を密に享受する故に、ただ確実に老

死が尽きた本質である涅槃を得ることになる。 

仮にまた誰かのように、今世で善根がまさしく熟していないことによって、

聖法のこの甘露を聴聞したとしても解脱を得ていなければ、そのようであると

しても彼らの他の転生においてもまさしく以前の因の力による成就が、確実に

疑いなく成就するとなるだろう。 

斯くも『四百論』より 

「真如を知る者が、もしここで、涅槃を得ていないとしても、来世にお 

いて努めることなく、必ず得ることになる。業の如くである。」42 

と説かれた。 

仮にまた、誰かのように、 

 

完全な仏陀方が現れておらず、 

声聞方も尽きた 

 

ならば－ 

 

となった 

 

時、聖者道を教示する縁が揃っていないので、真如の甘露を得ていない（者で）、

そのようであるとしても他の前世において真如を聴聞した因の力のみより、今

世の世間の教法に関係することと離れても、遠離という縁に依拠することのみ

を得た、自ずから現れる者、 

                                                   
42 「真如を･･･である。」：『四百論』第 8 章 22 偈。 
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独覚の智慧は、 

無所依より無く良く生じる。43 12 

 

のである。無所依とは、身体と心が（世間から）遠離しているか、善知識を全

く探求しないことであり、所依の無いその原因からである。 

何故ならば、仏陀が現れない時代に独覚達が真如を了解することになる故に、

薬師王である正しく完成した仏陀が説かれた、真如の甘露を斯くも説明された

その聖法は、果が有るものとして成立したことを知りたまえ。 

何故ならば、これはそのようである故に、知慧者達が命をも手放して真如を

探求するに値するのであり、常啼菩薩が般若母を斯様に探求した如くである。 

 

無我の真如へ入る方法＞［了義の教証と合わせる］ 

斯くも『仏母般若波羅蜜母八千頌』より、 

「『世尊よ。常啼大菩薩がこの般若波羅蜜をどのように尽く探求されたの 

ですか？』と申し上げたところ、世尊が長老須菩提へこう御言葉を賜れ 

た。 

『須菩提よ。常啼大菩薩が、以前にこの般若波羅蜜を尽く探求した時、 

身体を顧みず、命に構わず、取得や近従者や著述に安住せず、徹底的な 

追求によって尽く探求した。彼は般若波羅蜜を尽く探し、ある荒野へ赴 

いた時に空間より声を聴いた。〈種姓の子よ。東方へ行け。されば般若波 

羅蜜を聴くことになろう。何であろうと、身体の閑暇を心に掛けず、眠 

りや惛沈の作意を生じさせず、食事への作意を生じさせず〉』」 

等より、 

「『〈内か外の何に対しても心願をするな。種姓の子よ。左を見ずに行け。 

右にではない。東にではない。西にではない。北にではない。上にでは 

ない。下にではない。四方の間をも見ずに行け。 

種姓の子よ。斯様に、我よりでなく、壊れるものの集積（蘊）よりも 

動かされず、斯様に色形よりも動かされず、斯様に受と、想と、諸行と、 

斯様に識よりも影響されぬように行け。 

これより影響された者は、全く衰えることになるだろう。何より衰え 

ることになるかといえば、仏陀の諸法より衰えるとなる。仏陀の諸法よ 

                                                   

43 「無所依…生じる。」：「rten pa med las rab tu skye」デルゲ版の訳。 

「brten pa med las rab tu skye 無能依（無依拠）より無く良く生じる。（ナルタン版・北

京版）」「ston pa med las rab tu skye 教示者無きより良く生じる。（比較編修版）」 
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り衰えるとなった者は、輪廻を享受する。輪廻を享受する者は、般若波 

羅蜜を行ぜず、その者は般若波羅蜜を継承しない。〉』」 

というところまでから、 

「それらの水が現れなくなったので、全方向に水を探したけれど、水は 

見付からなかった。 

そして常啼大菩薩はこう思った。『我が身を貫いて、血でこの土地に打 

ち水をしよう。それは何故かといえば、この土地は塵ばかりだ。この土 

地から砂の微塵が起こって、法聖大菩薩のお身体に触れてはならない。 

ならばこの、疑いなく壊れる我が身で何をしようか。我身がこのような 

行為のために失壊しようとも構わない。効果の無い行為を望む故に。 

欲望の拠所によって諸々の輪廻を廻るけれど、百千もの多くの我身をそ 

のような所で失壊しては、何としてもならぬ。』と。 

そして常啼大菩薩は鋭い刃物を手にとって、『我が身全てを切り裂いて、 

我が血によってこの土地周辺に打ち水をしよう。』」 

等や、 

「そして常啼大菩薩が法聖大菩薩を見て直ぐに、このように、例えば第 

一禅定に等引した比丘が一点に集中して作意をするが如く、そのような 

悦楽を得た。 

そして法聖大菩薩が般若波羅蜜を教示するには、このように、『一切法 

（現象）はまさしく平等であるので、般若波羅蜜はまさしく平等である。 

一切法（現象）はまさしく遠離しているので、般若波羅蜜はまさしく遠 

離している。一切法（現象）はまさしく不動であるので、般若波羅蜜は 

まさしく不動である。一切法（現象）はまさしく欺心が無いので、般若 

波羅蜜はまさしく欺心が無い。一切法（現象）はまさしく驕りが無いの 

で、般若波羅蜜はまさしく驕りが無い。一切法（現象）はまさしく一味 

であるので、般若波羅蜜はまさしく一味である。一切法（現象）はまさ 

しく類別が無いので、般若波羅蜜はまさしく類別が無い。一切法（現象） 

はまさしく生が無いので、般若波羅蜜はまさしく生が無い。一切法（現 

象）はまさしく滅が無いので、般若波羅蜜はまさしく滅が無い。虚空は 

まさしく類別が無いので、般若波羅蜜はまさしく類別が無い。』」 

までや、 

「『一切法（現象）はまさしく混合していないので、般若波羅蜜はまさし 

く混合していない。一切法（現象）はまさしく対象として無いので、般 

若波羅蜜はまさしく対象として無い。一切法（現象）は尽く壊れること 

がまさしく平等であるので、般若波羅蜜は尽く壊れることがまさしく平 

等である。一切法（現象）はまさしく無作為であるので、般若波羅蜜は 



270 

顕句論［第 18 章］ 

 

まさしく無作為である。一切法（現象）はまさしく不可思であるので、 

般若波羅蜜はまさしく不可思であると知りたまえ。』」 

とまで、説かれた如くである。 

 

無我の真如へ入る方法＞［章の名を示す］ 

阿闍梨月称の御口より綴られた顕句より、「我を考察する」という第十八章の

解説である。 
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「時を考察する第十九章」 

 

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

ここに言う。「諸事物の本性はまさしく有る。（何故ならば）それは三時制1と

して名付けられる因である故である。ここで三時である過去と未来と現在起こ

った時は、世尊によって示されたが、それらも事物である拠所を持つものであ

る。何故ならば、事物の本性が生じてから滅したものを「過去」と名付けるが、

生じたが滅していないものは「現在」であり、自らである事物を得ていないも

のが「未来」である。そのようであれば、事物の本性の因を持つ三時を示され

たが、それらも有るのであり、それ故に、その因である事物の本性も有る。 

 

章の著述を説く＞三時が本性として有ることを総体として否定する＞過去に相対した・相対していない二時制が本性と

して成立したことを否定する＞［過去に相対した時が本性として成立したことを否定する］ 

述べよう。もし、三時そのものが有るならば、三時と名付けられる因である

事物の本性も有ることになろうが、有るのではない。如何様に有るのではない

かを示す為に、 

 

現在起こった時と未来が、 

もし過去に相対したならば、 

現在起こった時と未来は、 

過去時に有ることになる。 1 

 

と説かれ、ここで、もし先ず、現在と未来の時間が有れば、それらは過去時に

相対したか？相対しておらずに有るとなるのか？と問われる。 

そこでもし、過去に相対して成立したならば、その時、確実にそれらは過去

時において有ることになる。何故ならば、ある所に存在するのではないものは、

それに相対したのではない。例えば石女自らの娘が石女に、虚空自体の花が虚

空に、砂自体の胡麻油が砂に相対していないが如くである。 

 

もし、「灯明自体の本質に闇は無くとも、まさしく相反するものとして相対し

たのである。」といえば。 

 

それはそのようではない。（何故ならば）それも論証命題に等しい故である。

それ故にここで、もし相対が成立せられる為に、現在と未来の諸時が過去時に

おいて有ると主張するならば、そう見ると、過去時に有る故に、過去時それ自

                                                   
1 三時制：過去・現在・未来の三種の時制。 
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体の我性のように、それらもまさしく過去時となるだろう。それ故に、過去に

もならない。何故ならば、「現在より過ぎたならば過去であるが、（現在を）得

ていなければ未来である。」というならば、現在と未来がまさしく有るのではな

いとなった時、まさしく過去であるとなる何かが何処にあろうか。それ故に、

過去にもならない。 

 

もし、斯くも説かれた過失を斥けようと欲して、 

 

現在起こった時と未来が、 

もしそこに無いとなれば、 

現在起こった時と未来は、 

如何様にそれに相対したとなろうか。 2 

 

もし、現在と未来のそれらの時が、その過去時に無いと考えれば、そう見る

としてもそこに有るのではないので、虚空のウパラ花のように、相対は有るの

ではない。 

 

過去に相対した・相対していない二時制が本性として成立したことを否定する＞ 

［相対していない時が本性として成立したことを否定する］ 

『またもし、時を（実在であると）語る者達のようであれば、時はまさしく

存在するのであるが、それにおいて相対したことによって如何なる必要性があ

ろうか。』と思えば。 

 

述べる。そう見るとしても、 

 

過去に相対しておらず、 

その二つが成立したことは有るのではない。 

それ故に、現在起こった時と、 

未来の時も有るのではない。 3 

 

現在起こった時と未来は有るのではない。（何故ならば）過去に相対しない故

に、ロバの角の如くである。何故ならば、そのようである故に、「現在起こった

時と未来の時は有るのではない。」と知りたまえ。 

 

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

そのようであれば、如何様に過去に相対しても、相対していなくともよいが
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－現在起こった時と未来が成立したことは有るのでないが如く、現在起こった

時に相対したか、相対していなくともよいが、過去と未来も（同様である）。あ

るいは未来に相対したか、相対していなくともよいが、過去と現在起こった時

も成立していないと知るならば、現在起こった時と未来は、過去に相対したか、

相対していなくともよいが成立していないという、まさしくこの順次の論法と

批判は等しく応用される故に、 

 

まさしくこの順の論法によって、 

残りの二つの錯誤と、 

上と下と中等や、 

一等についても知りたまえ。 4 

 

と説かれた。如何様にといえば、「過去と未来が、もし現在起こった時に相対し

たならば、過去と未来は、現在起こった時に有ることになる。過去と未来が、

もしそこに無いとなれば、過去と未来は、如何様にそれに相対するとなろうか。

現在に相対しておらず、その二つが成立したことは有るのではない。それ故に、

過去と、未来の時も有るのではない。」2となり、先ずこれが、時についての錯誤

の一つ（に対して）である。 

「過去と現在起こった時が、もし未来に相対したならば、過去と現在起こっ

た時は、未来時に有ることになる。過去と現在起こった時が、もしそこに無い

となれば、過去と現在起こった時は、如何様にそれに相対するとなろうか。未

来に相対しておらず、その二つが成立したことは有るのではない。それ故に過

去と、現在時も有るのではない。」3というこれは、第二の時についての錯誤（に

対するもの）であり、そのように二種の時についての錯誤を理解したまえ。 

何故ならば、尽く分析したならば三時は無い故に、時は有るのではないが、

時が無いので、「事物の本性もあるのではない。」と成立した。 

 

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

斯様にこの三時ともを尽く分析した如く、 

「上と下と中等や、一等についても知りたまえ。」 

といい、「上と下と中等や」等の言葉によって、善と不善と無記や、生と住と無

常（壊）や、前の辺と中の辺と後の辺や、欲界と色界と無色界や、学道と無学

道と、学道でもなく無学道でもない等、三事物と関係して留まる、それら一切

の有り得るものを含む。「一等についても」等のこの言葉によって、二や多を含

                                                   
2 「過去と…ではない。」：『根本中論』第 19 章 1 偈から 3 偈までの言葉を変換する。 
3 同上 
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む。 

上等のそれらや、一等のそれらは、三時を説明されたことで説明されたと知

りたまえ。 

 

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

ここで言う。「時はまさしく有る。（何故ならば）まさしく単位を具える故で

ある。ここで無いものにおいては、単位を具えること自体が有るのではなく、

例えば兎の角の如くである。時には刹那4や、臘縛5や、須臾6や、昼や、夜や、

昼夜や、半月や、月や、閏日や、年等の分類によって、まさしく（時間的）単

位を具えることが有るのでもあり、それ故に、まさしく単位を具える故に、時

はまさしく有る。」 

 

述べよう。もし「時」というものが何か有るならば、それはまさしく単位を

具えるともなるが、有るのではない。何故ならば、 

 

留まらぬ時を、捉えることはしない。 

捉えられる対象である時が、 

留まることは、有るのではないので、 

捉えられていない時が、如何様に名付けられようか。 5 

 

もしここに、「時」という刹那等より別に留まる何かが有るならば、それは刹

那等の面から単位を具えると捉えるものであるが、「時」というもので、刹那等

の面から捉える堅固不変に留まるものは、有るのでもない。それ故に、そのよ

うであれば、「留まらぬ時を、捉えることはしない。（何故ならば）留まらぬ故

に、捉えるとならない。」という意味である。 

 

もしまた、『恒常に留まる本性を持つ時のみが有るのであるが、それは刹那等

が現実に明らかにするのであり、斯くも 

〈時が構成要素を熟させる。時が衆生を集める。時が眠りを覚めさせる。 

時より超越することは非常に難しい。〉 

と現れる様な性相を持つ、留まる本性であるものは有るのである。』と思えば。 

 

述べよう。そのようであるとしても、刹那等が実際に明らかにし、捉えられ
                                                   

4 刹那
せ つ な

：最も短い時間の単位。勇者が指を一回はじく六十五分の一の時間。 

5 臘縛
ろうばく

：時間の単位。刹那の七千二百倍。 

6 須臾
し ゅ ゆ

：時間の単位。一昼夜の三十分の一。 
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るものである、留まる時は有るのではない。 

 

また「何故、留まる時は無いのか。」といえば。 

 

刹那等より別に捉えられていない故である。 

他にも、この「時」とは、有為の本性となったものなのか？無為の本性とな

ったものが有るのか？と考え問えば、双方とも 

「生と住と壊が、成立していない故に、有為は無い。有為は良く成立し 

ていないので、無為が如何様に成立しようか。」7 

という偈によって「有為を考察する」8で既に否定した。 

それ故にそのようであれば、捉えられる対象である、留まる時が有るのでは

ない。時であるものはそのように留まらず、有るのではない故に、捉えられる

ものでないものは、捉えられていないので、「如何様に刹那等によって名付けら

れ得ようか。」と説かれたことを、 

「捉えられていない時が、如何様に名付けられようか。」 

という。それ故に、時はまさしく無い。 

 

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

ここで言う。「『時』という色形等より別の本性として成立した恒常である何

かが無いことは真実であり、ならば何かといえば、色形等の行に依拠して名付

けられた時とは、刹那等の言葉によって述べられる対象となり、それ故に過失

は無い。」 

 

述べよう。そう見るとしても、 

 

もし、時が事物に依拠した（ならば）、 

無事物の時は、何処に有ろうか。 

 

もし、そのように「事物に依拠して時となる。」と設けるならば、「事物その

ものが有るのではない時、確実に、その因を持つ時も有るのではない。」と示す

為に、 

 

如何なる事物も有るのでなければ、 

 

                                                   
7 「『生』･･･しようか。」：『根本中論』第 7 章 33 偈。 
8 「有為を考察する」：『根本中論』第 7 章。 
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と説かれ、先に詳細に示した故と、批判を説くであろう故でもある。そのよう

に如何なる事物も有るのではない時、 

 

時を見て、有ると何処でなろうか。 6 

 

時が無いので、その単位となった時の部分である刹那等も無い。それ故に、

まさしく単位を具えることによって、時が成立したと何処でなろうか。それ故

に、諸事物の本性はまさしく有るのではない。 

 

時が自性として成立したことを否定する＞［了義の教証と合わせる］ 

世尊によっても、『聖象腋経』より 

「もし諸法（現象）に何か本性が有るならば、声聞とともに勝者はそれ 

を御存知となる。堅固不変の諸法（現象）は苦しみを超える（涅槃を得 

る）ことはない。諸賢は何時になろうと、享受が無くなることはない。」 

と説かれたことや、その如く、 

「法を何千何百と教示して、何十万もの仏陀が過ぎたとしても、法や文 

字等に尽きることは無く、生が有るのではない。しかれば尽きることは 

無い。」 

や、その如く 

「如来が現れる時代に、『弥勒』という勝者が現れ、この大地が金で覆わ 

れることが起こるだろう。その時、その『起こる』とは何処に有ろうか。」 

等を説かれた。 

 

時が自性として成立したことを否定する＞［章の名を示す］ 

阿闍梨月称の御口より綴られた顕句より、「時を考察する」という第十九章の

解説である。 
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「集合を考察する第二十章」 

 

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

［章の著述を説く］ 

ここに言う。「時はまさしく有る。（何故ならば）果が起こることに対して倶

有縁1である故である。無いものは倶有の（一緒に為す）本質ではない。石女の

子の如くである。それ故に、時とは有るのみである。（何故ならば）倶有縁であ

る故である。 

ここで、『種子と土と水と火と風と虚空と時』という因と縁の集合に依拠して

生じるものである芽は、種子等の因や縁の集合が有るとしても、時の特性が近

くないので生じないのである。 

外界において見られる如く、内の我性においても同様であり、世尊が 

『身体を持つ者達の諸業は、百劫の間にも無駄にならない。集まり時が 

来れば、まさしく果として熟すとなる。』 

と斯くも説かれた如くである。何故ならば、そのように、その時に相互関係が

有る故に、芽等が起こることに対して倶有（一緒に為す）縁となる『時』とい

うものは有るのである。」 

 

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

ことを否定する＞［集合における有・無が生じることを否定する］ 

述べよう。もし、芽等まさしく起こる果が有るならば、時は倶有因そのもの

となるものであるが、有るのではない。如何様にといえば、ここで、種子等、

因や縁の集合より芽等の果が生じると考えれば、集合に留まる様相の果か？留

まらないものがそれより生じると考えるのか？ 

 

「それでどうなる」といえば。 

 

「もし、様相として留まるものを考えるならば、それは適わない。」と示す為

に、 

 

もし、諸々の因と縁の、 

集合そのものより生じるとなり、 

集合に果が有るならば、 

如何様に集合そのものより生じようか。 1 

                                                   

1 倶
く

有縁
う え ん

：結果の質的な原因と共にある条件。 

「因縁」という時、「因」は結果の質的な原因。「縁」はその「因」を助ける条件。 
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と説かれ、もし、因と縁の集合に果が有るならば、そう見れば、集合に有るも

のが、如何様にそれによって生じさせられるとなろうか。銅盆に有るヨーグル

トは、銅盆によって生じさせられるのではない。 

他にも、有るものは既に成立している故に、既に成立した壺が目前に留まる

ように、再度生じることに依ることは無いのである。 

 

もし、「顕現させるか、粗くするのである。」といえば。 

 

そうではなく、この説には以前に既に返答した故であり、 

「火は他より来ず、木にも、火は有るのではない。その如く、」2 

という部分で、既に答えを述べた。 

 

『何？集合に果は無い。』と考えれば。 

 

「それも不合理である。」と示す為に、 

 

もし、諸々の因と縁の、 

集合そのものより生じるとなり、 

集合に果が無ければ、 

如何様に集合そのものより生じようか。 2 

 

と説かれ、もし諸々の因と縁の集合にその果が無ければ、ならば如何様に因と

縁が集まることによって果が生じさせられようか。（何故ならば）そこに有るの

ではない故に、砂より胡麻油の如くである。まさしくそれ故にあり得ないので、 

「集合に果が無ければ、如何様に集合そのものより生じようか。」 

と説かれ、『その果は集合そのものよりまさしく生じない。』と考察された。 

 

集合より直接生じることを否定する＞［集合において有無そのものを否定する］ 

他にも、 

 

もし、諸々の因と縁の、 

集合に果が有るならば、 

集合に認められる対象として有るべきであるが、 

集合そのものに認められる対象として無い。 3 

 

                                                   
2 「火は…その如く、」：『根本中論』第 10 章 13 偈。 
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そこに有るものは、そこに認識されるものとして有る。例えば銅盆のヨーグ

ルトの如くであるが、そこに有るのではないものは、そこに認識されるものと

して有るのではない。例えば砂に穀物油のように。 

 

「何？諸事物は有るけれども、非常に微細や、非常に近いや、非常に遠いや、

根（感覚器官）に撹乱があったり、根（感覚器官）を傷つけたり、具身者の道

具によって断たれたり、身体が現れなくなったり、心意に捉えられていない故

に、極微や、目にある眼薬の匙や、太陽の進行や、眼障を持つ者にとっての一

本一本の髪や、盲目者と聾者等にとっての色形と音声や、壁等によって遮断さ

れた壺や、成就者や天や尋香等の身体や、思い描かれた他の土地のように、認

識される対象として無いのである。」といえば。 

 

ならば、何かによってこれらが有りながら認識されないとなる、これらの認

識されていないものがまさしく有ることに、どんな理由が有るのか。 

 

「比量3や、譬喩4や、諸々の経証5が保持する故に、それらは有るのみである。」

といえば。 

 

ならば「それらは認識されていない。」と述べるものではない。（何故ならば）

比量等が認識する故である。 

 

もし、「形ある根（感覚器官）によって捉えられる対象であるものは有るが、

それらの行為するものによって捉えられていないのである。」といえば。 

 

述べる。何？我々が、「存在しつつあるものは形ある根（感覚器官）によって

捉えられるものとして無い。」という言葉で言ったか？ならば何かといえば、

我々は 

「集合に認識対象として有るべきであるが、」 

と一般的に言うのだ。 

                                                   

3 比量
ひりょう

：理由を考察することによって了解する正しい知覚/概念作用。「生じたもの」という

理由から、音声が無常であると了解する思考等。 

4 譬
ひ

喩
ゆ

：譬
ひ

喩量
ゆりょう

。類推。ここにいる動物は「牛」と呼ばれ、あちらにいる動物もこれに似て

いるので「牛」であると了解する思考等。 

5 諸々の経証：聖 教 量
しょうぎょうりょう

にあたる。信じ得る何者かが説かれた言葉と、それによって正し

く知る知覚/概念作用。経典の言葉「○○。」と、それによって○○であると了解する思考

等。 
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仮にまた、『それに無いものは、それより生じるのではなく、砂より穀物油の

如くである。果は集合より生じるのでもあり、それ故に、集合に果がまさしく

有ることは比量より（知るの）である。』と思えば。 

 

述べる。「それに有るものは、それより生じるのではなく、例えば銅盆よりヨ

ーグルトは生じないが如くである。」というこの比量より、「それが有るとは正

しくない故に、集合において果はまさしく無い。」と何故捉えないのか。 

 

仮にまた、『双方とも比量に反する故に、まさしく有ることは正しくないが如

く、まさしく無いことも正しくはない。』と思えば。 

 

述べよう。我々は、これが無いと論証するのではない。ならば何かといえば、

他派がまさしく有ると尽く考察したこれを否定するのである。その如く、我々

はこれがまさしく有ると論証するのではなく、ならば何かといえば、他派がま

さしく無いと考察したこれを排除するのである。（何故ならば）二極辺を斥けて

中の道を成立させようと欲す故である。 

『四百論』よりも、 

「まさしく有る果を誰かが主張し、まさしく無い果を誰かが主張するが、 

家屋の為には、柱等の、飾りは意味が無いとなる。」6 

と説かれた。 

それ故に、そのようであれば「集合より果が生じるのではない。（何故ならば）

有るものは認識対象として有るという背理となる故である。」と論立されるので

ある。 

 

『何？集合に果はまさしく無いのである。』と思えば。 

 

そう見るとしても、 

 

もし、諸々の因と縁の、 

集合に果が無ければ、 

諸因や諸縁も、 

因縁でないと等しくなる。 4 

 

斯くも火や炭に芽が無い故に、それらがその因にはならないように、述べよ

                                                   
6 「果は…となる。」：『四百論』第 11 章 15 偈。 
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うとする種子等も因縁そのものにはならない。（何故ならば）それらに芽は無い

故である。 

因や縁ではないものより、果が起こることは正しくもなく、それ故に、果が

起こることは無い。 

 

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

ここで言う。「何かより『集合より果が有るのか？あるいは無いのか？』と、

こう思われる集合には、果が生じさせられる能力は無い。ならば何かといえば、

因に果が生じさせられる能力は有るが、集合は因に役立つことのみをするので

ある。その因は、果が生じさせられる為に因を与えて滅すとなるが、その因が

役立たった果も生じるのである。」 

 

述べよう。生じていない果の因には、役立つことが有るのではないが、生じ

ていないものに対しては、石女の子に対するように、誰によっても僅かにも行

為することができないので、この考えは正しくない。 

 

他にも、 

 

もし、因が果に、 

因を与えて滅すとなれば、 

与えた分と滅した分の、 

因の我性は二つとなる。 5 

 

もし、『その因が果を生じさせる為に、その因は能作因を与えて滅すとなる。』

と考えるならば、そう見れば、与えた分と滅した分のその因の我性は二つとな

るけれど、それは正理でもない。（何故ならば）半分恒常である背理となる故と、

半分無常となる故である。互いに相反する恒常と無常も、単一に無い故である。 

 

もし、因の我性が二つである背理を斥ける為に、果を生じさせる為に僅かに

も与えずに一切の我性が滅すと主張するならば。 

 

そう見るとしても、 

 

もし、因が果に、 

因を与えずに滅すとなれば、 

因が滅してから生じた 
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その果は無因となる。 6 

もし、因に僅かにも与えておらず一切の我性として因が滅したならば、その

ように因が滅してから生じたその果であるものは、無因であるのみとなるが、

無因は有るのではないので、この考察は正しくない。 

 

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

ここで言う。「もし、果が因より生じたことによってこの過失となるならば、

そのようであれば、集合と一緒に生じたもののみが、果を生じさせるものとな

り、例えば灯明は光の生じさせるもの（因）であるが如くである。」 

 

「この考察も合理ではない。」と示す為に、 

 

もし、集合と一緒に、 

果も生じるとなるならば、 

生じさせるものと生じさせられるものが、 

同時である背理となる。 7 

 

と説かれ、黄牛の、同一時にある左右の角は、まさしく生じさせられるものと

生じさせるものとも見られないので、これは正しくない。 

 

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

ここである者が、「諸事物は起こっていないものより生じることは無い。（何

故ならば）突然である背理となる故である。それ故に、その果は因縁の集合の

前時点では、未来である時点に留まるのであるが、因縁の集合によって、それ

は現在時点に生じさせられるのである。しかし、実質はまさしく留まる。」とい

う。 

 

それらに述べることは、 

 

もし、集合の以前に、 

果が生じたとなれば、 

諸々の因と縁の無い 

無因の果が起こるとなる。 8 

 

といい、もし集合の以前に果が自らの本質として有るとなれば、それは因と縁

に相互関係が無いとなるが、それ故に因無くして起こるとなるけれど、因無く
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して起こる事物はまさしく有るのでもない。（何故ならば）ロバの角等も存在す

る背理となる故である。以前に既に成立したものについても、因と縁に相互関

係することによる必要性（目的）が無い故にも、これは正理ではない。 

 

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

また他の者は、「果とは因のみが生じさせるが、集合によってではない。しか

し既に説かれた過失である背理ともならない。このように、誰かより『因が果

に因を与えて滅すとなるのか？あるいは与えておらずに（滅すとなるの）か？』

と尽く分析することになる、因も他であるが果も他であるのではない。しかし

ながら因そのものが滅して果の我性として尽く留まるのである。」という。 

 

そう見るとしても、 

もし、因が滅して、果に 

因が全く移行するとなれば、 

以前に生じた因も、 

再び生じる背理となる。 9 

 

『もし、因が滅したならば果が生じるが、その果も因の我性を持つもののみ

である。』と考えれば、そう見るのであれば、因は全てにおいて移行するとなる。

踊り子が他の衣装を外して他の衣装を受け取るように、因が移行したのみのも

のとなるけれど、以前に無い果が生じるのではない。それ故に、因はまさしく

恒常であるとなるが、恒常の諸物はまさしく有るのでもない。 

斯くも『四百論』より、 

「何かは、何処かで、いつ時も、依拠しておらずまさしく有ることは無 

い。然れば、いつ時も何処かにも、恒常は何も有るのではない。」7 

と説かれた。 

他にもこの考察においては、以前に生じた因が再び生じるとなるが、生じた

ものが再度生じることは正理ではない。（何故ならば）必要性が無い故と、無限

である背理となる故である。 

 

『何を。或る我性として有るその我性が生じるのではない。或る我性として

有るのではないもののみが生じるのだ。』と思えば。 

 

これも適さない。（何故ならば）因自体の本質である因の本性を捨て去ってい

ないものを「果である。」といい、名前だけのものが別である故と、別の時点で

                                                   
7 「何か…無い。」：『四百論』第 9 章 2 偈。 
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あろうとも実質が不別であると論証できない故と、果の時点において因の本性

を尽く捨て去ったものが、果という言葉で述べられる対象である故に、「因は果

の我性として留まる。」というこれは凡々である。 

 

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

とを否定する＞［滅した因と、留まる因が果を生じさせることを否定する］ 

他にも、もし因が果を生じさせるならば、それは滅したものか、滅していな

い何れが生じさせるのか。果も生じたものか、生じていない何れが生じさせら

れるのかと問えば。 

 

「双方のようでも不合理である。」と示す為に、 

 

滅し消えたものが、 

生じた果を如何様に生じさせようか。 

果と関係する、 

留まる因も、如何様に生じさせようか。8 10 

 

と説かれ、もし先ず、『滅し消え、失壊した因によって、生じた果－有り存在す

るものが生じさせられる。』と考えるならば、それは不合理である。何故かとい

えば、滅した、有るのではない因が如何様に果を生じさせるとなろうか。もし

生じさせるならば、石女の子も子を産むとなるだろう。再度の生に相互関係が

無い、有り存在する果も、因によって如何様に生じさせられるとなろうか。 

 

仮にまた、『効力が無い故に、滅したものによっては生じさせられない。なら

ば何かといえば、留まる因のみによって果は生じさせられるだろう。』と思えば。 

 

述べる。 

「果と関係する、留まる因によっても、如何様に生じさせられようか。」 

9 

存在する果と関係する－正しく関係する、変化の無い本性を持つ、留まる因に

よっても、如何様に生じさせられるとなろうか。ここで、 

「因は様相として変化すれば、他の因となり」10 

                                                   
8 生じさせようか。：デルゲ版の動詞は「因」が主語となる能動態となる。 

北京版・ナルタン版では動詞が受動態「生じさせられようか。」となるので、主語は「果」 

であり、「因によって、如何様に生じさせられようか。」となる。 
9 「果と…ようか。」：デルゲ版本文ママ。 
10 「因は…なり、」：『四百論』第 9 章 9 偈前 2 行。 
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という、因の事物として了解されている因は、疑いなく様相として変化するも

のである必要があるが、様相として変化しないものは因の定義を具えるのでは

ないので、果と関係することによって如何様に生じさせられようか。（何故なら

ば）果はまさしく有る故である。 

 

『あるいは、有る果も生じさせられることができない故に、果に関わり無く、

正しい関係の無い因のみによって果は生じさせられるだろう。』と思えば。 

 

「これも正理ではない。」と説かれたのは、 

 

もし、因果が関係していなければ、 

如何なる果を生じさせようか。 

 

といい、「もし因は果と関係していないと主張するならば、これは如何なる果を

生じさせようか。関係していない故に、果である全てを生じさせるか、あるい

は僅かにも生じさせるとはならない。（何故ならば）関係が無い故である。」と

いうお考えである。 

 

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

他にも、ここでもし因が果を生じさせるならば、「それがその果を見てか？見

ておらずに生じさせるのか？」と問えば。 

 

「双方の如くとも適わない。」と説かれたのは、 

 

因は、見ても見ておらずとも、 

果を生じさせることはしない。 11 

 

という。そこでもし『見て生じさせる。』と考えれば、それは正しくない。何故

ならば、有るもののみを見ることはできるが、有るのでないものは、そうでは

ない。 

 

「有るのだ。」といえば。 

 

それは生じさせられるものではない。（何故ならば）有る故である。そのよう

であれば、先ず、因が果を見て生じさせることはしない。 

見ておらずとも生じさせることはしない。（何故ならば）まさしく一切の果の、
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生じさせるもの（因）である背理となる故である。 

 

「何？この『見る』はどう理解するものであるか。」といえば。 

 

述べよう。「見るとは認識することである。」というこれは、世間に公認され

たものである。 

 

もし、「根（感覚器官）が無いので、種子等においてこれはあり得ないのでは

ないか。」といえば。 

 

あり得ようとあり得なくとも構わない－我々にとっては反論され考察される

対象ではないが、「ならば誰にとって？」といえば、その（実在として）生じる

と語る者達にとってである。 

 

そこでもし、生じると語る者が「見て生じさせる。」と言えば。 

 

「『種子等が見た。』というこれは、世間において見られない。」と彼に述べた

まえ。それ故にこの考察は正しくない。 

 

『何？見ずに・・・』と考察するならば。 

 

そう見るとしても、見られておらず、僅かに何か有るその一切を生じさせる

となれば、生じさせられるのでもない。それ故に、見ておらずとも生じさせる

のではない。我々は、（他派が）主張しないことを論証したことによって他派の

考察を否定するのであり、諸衆生はそれ以前に思し召しを放つ創造者を持つと

承認する、士夫等を因であると語る者達や、種子等は同一の根（感覚器官）を

もつと考える耆那教徒達においては、背理が翻ることはない。それ故に過失は

ない。 

 

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

他にも、もし因と果に、互いに集合する定義をもつ接触が有るならば、その

時、その二つは生じさせられるものと生じさせるものである事物となる。何故

ならば、互いに接したことの無い、光と闇や、輪廻と涅槃においては生じさせ

られるものと生じさせるものである事物は見られない。それ故に、「因と果の二

つは、生じさせられるものと生じさせるものの事物である」と主張するならば、

他として接したことを疑い無く承認しなければならない。しかし、それも尽く
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分析したならば、三時ともにおいても有るのではなく、これ故にも因によって

果が生じさせられるのではない。 

 

如何様に接したことが有るのではないかを示す為に、 

 

過去となる果は、過去となる因と、 

生じていない因と、生じた因と、 

一緒に接したとなることは、 

いつ時にも有るのではない。 12 

 

と説かれた。『先ず、過去となる果は過去となる因と、一緒に接したことはいつ

時も－永劫に有るのではない。（何故ならば）二つの時とも過去そのものである

ので、有るのではない故である。 

過去となる果は、生じていない因と接したことはいつ時も有るのではない。

（何故ならば）まさしく「失壊した」と「生じていない」ことによって、二つ

とも有るのではない故と、時間が別である故である。 

過去となる果はまた、現在となる生じた因とも接したことは有るのではない。

（何故ならば）時間が別である故と、失壊した果は、有るのではない故に、石

女の子と祭祀の如くである。』というご考察である。 

斯くもこの果が、過去と未来と現在である因と一緒に接したことはいつ時も

有るのではないが如く、「現在となる果が、三時それぞれの因と一緒に接したこ

とは有るのではない。」と示す為に、 

 

生じた果は、生じていない因と、 

過去の因と、生じた因と、 

一緒に接したとなることは、 

いつ時にも有るのではない。 13 

 

と説かれた。生じた果は、生じていない、あるいは過去である因と一緒に接し

たことは無い。（何故ならば）時間が別である故である。現在となる果は、現在

となる因とも一緒に接したことは有るのではない。（何故ならば）因と果は同時

に無い故と、既に有るものに接したことは無意味である故である。相互関係の

無い存在において、再度接したことによって如何なる必要性があろうか。それ

故に、接触は無い。 

 

ここで、如何様に未来となる果も、過去と未来と現在起こった因と一緒に接
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したことは有るのではないかを示す為に、 

 

生じていない果は、生じた因と、 

生じていない因と、過去の因と、 

一緒に接したとなることは、 

いつ時にも有るのではない。 14 

 

と説かれ、生じていない果とは無であるが、それは別の時間と、現在と過去と

なる因と一緒に接したことは有るのではない。（何故ならば）時間が別である故

である。 

未来となる因とも一緒に接したことは有るのではない。（何故ならば）双方と

も無い故である。 

そのように、一切の様相において因果の二つの接触が有るのではない時、 

 

接したことが有るのでなければ、 

因によって果は、如何様に生じさせられようか。 

 

『接したことが有るのではない故に、因によって果はまさしく生じさせられず、

石女の子の如くである。』とのお考えである。 

 

もしまた、『接したことはまさしく有るので、因によって果は生じさせられる。』

と思えば。 

 

それも正理ではない。（何故ならば）三時ともにおいても接したことが認めら

れていない故である。 

 

もしまた、因果の二つは何かのように接したと考えるならば。 

 

そう見るとしても、 

 

接したことが有るとしても、 

因によって果は、如何様に生じさせられようか。 15 

 

といい、『一緒にある果が再び生じることは無意味である故と、一緒でない諸物

においても、接したとは正理ではない故である。』というお考えである。 
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因が、果が生じる行為を準備することを否定する＞［果が欠如する・欠如しない因が果を生じさせることを否定する］ 

他にも、 

 

仮に果が欠如する因が、 

如何様に果を生じさせようか。 

仮に果が欠如しない因が、 

如何様に果を生じさせようか。 16 

 

因であり、果を生じさせるものであると主張されるものは、それ（果）が欠

如するものか、欠如しないものが果を生じさせるのか？と問われる。 

そこで、果が欠如し離れた因が、果を生じさせることはしない。（何故ならば）

因でないもののように果が欠如する故である。 

果が欠如しない因によっても、果を生じさせることはしない。（何故ならば）

有る故に、息子のある祭司の如くである。そのようであれば、先ず果が欠如す

るか、欠如しない因が果を生じさせるのではない。 

 

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

果であるものが生じることも、空でないものか、空であるものが生じさせら

れるのか？と問われる。そこで、 

 

空でない果は、生じるとならない。 

空でないものは滅すとならない。 

空でないそれは、滅しておらず、 

生じていないともなるのだ。 17 

 

空でない果は、縁起として起こっておらず、本性として尽く留まるのである

が、そのような尽く留まる果は生じるとならず、本性に退転することが無いの

で、滅すとならない。それ故に、それを空でないと主張するならば不生不滅と

なるけれど、そのように主張するのではない。それ故に、その果は不空ではな

い。（何故ならば）生じ、滅すと承認した故である。 

ここで、「空である果も有るのではない。（何故ならば）生と滅がまさしく無

い背理となる故である。」と示す為に、 

 

空が如何様に生じるとなり、 

空が如何様に滅すとなろうか。 

その空も、滅しておらず、 
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生じていない背理ともなる。 18 

 

と説かれ、そこで空とは、本性として無いものを述べるが、本性として無いも

のが、如何様に生じるか、滅すとなろうか。本性として無い虚空等には、生、

あるいは壊は見られない。それ故に、その果は空であると主張しても、生じて

おらず、滅していない背理となるだろう。 

 

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

他にも、「もし因であるものが果を生じさせるならば、それは果より別か、不

別のものによって生じさせられるのか？と問えば、双方の如くとも不合理であ

る。」と説かれたのは、 

 

因と果がまさしく同一であるとは、 

いつ時も合理とはならない。 

因と果がまさしく他であるとは、 

いつ時も合理とはならない。 19 

 

という。これは主張命題のみであり、 

 

「如何様に証明されたか」といえば。 

 

（それを）示す為に、 

 

因と果がまさしく同一であれば、 

生じさせられるものと生じさせるものが、同一となる。 

因と果がまさしく他であれば、 

因と因でないものが等しくなる。 20 

 

と説かれ、もし因と果がまさしく同一であるならば、その時、生じさせられる

ものと生じさせるものの二つはまさしく同一であると承認されたとなるが、そ

の二つはまさしく同一でもない。（何故ならば）父と子や、眼と眼識も同一であ

る背理となる故である。そのようであれば、先ず、因と果において同一性は有

るのではない。 

ここで、まさしく他であることも有るのではない。何故かといえば、もし因

と果がまさしく他であるならば、その時、他には相互関係が無い故に、果は因

に相互関係がまさしく無いとなるけれど、それはそのようでもない。それ故に、
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因と果において他性も有るのではない。 

それらをそのように尽く分析したならば、それ（自）そのものと、他そのも

のが有るのではないそれらは、いつ時も生じさせられる事物と、生じさせる事

物ではない。それ故に、因によって果は生じさせられるのではない。 

 

因が、果が生じる行為を準備することを否定する＞ 

［自性として有る・自性として無い果を因が生じさせることを否定する］ 

他にも、「もし因が果を生じさせるならば、それによって自性として有る果か、

（自性として）無い果が生じさせられるのか。その何れとなろうか？」といえ

ば。 

 

「双方の如くとも正理ではない。」と説かれたのは、 

 

果が自性として有るならば、 

因によって何が生じさせられるとなろうか。 

果が自性として無ければ、 

因によって何が生じさせられるとなろうか。11 21 

 

という。そこで、自性として有る、本性として存在する果であるものは、再度

生じない。（何故ならば）有る故に。有る壺の如くである。自性として無いもの

である果も、因によって生じさせられるのではない。（何故ならば）自性として

有るのではない故に。ロバの角の如くである。 

 

もし、「影像によって、（理由が）まさしく確定しない。」といえば、まさしく

不確定とはなろう。諸事物は本性が無いとは成立する。それ故に、本性を語る

ことを手放すとなり、我々の説の後続説者そのものとなるだろう。本性と共に

ある事物は何ものも無いので、相反するものは無い故に、本性が無い事物も無

く、それ故に、不確定そのものであると何処でなろうか。 

このように、我々のようであれば、影像は本性と共にあるのではなく、本性

が無いのでもない。（何故ならば）主体が無ければ、その性質も無い故である。

聖者方は、「影像」という僅かなものを、本性と無本性としてご覧になるのでは

ない。 

そこで前述で、 

                                                   

11 果が…なろうか。：『根本中論』デルゲ版では「果が自性として有るならば、因が何を生

じさせるとなろうか。果が自性として無ければ、因が何を生じさせるとなろうか。」 
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「空でない果は、生じるとならない。」12 

等の二偈によって直接、果が生じる行為の行為者そのものであることを否定し

たのであるが、今は「因は、果が生じる行為の準備の行為者そのものであるこ

とを否定したのである。」というこれが、「前述とこれの違いである。」と知りた

まえ。 

 

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

ここで言う。「もしまた、因は果が生じる行為をまさしく準備するものである

ことを否定はしたとしても、そう見るとしても先ず、因は本性として有るもの

であるが、果が無ければ、因の因性も成立しない。それ故に、果も有ることに

なる。」 

 

述べよう。もし、これが生じさせるものでないながら、因そのものであると

なれば、因となったものである。しかし、 

 

生じさせるものでなければ、 

因そのものは合理とはならない。 

 

『仮に、そのように因の因性は有るのではないとしようが、そう見るとして

も、果とは先ず有るのであるが、因が無いものにおいて果は正しくもないので、

それ故に果が有るので、因も有るとなる。』と思えば。 

 

述べよう。生じさせることをしないものに、因の因性が有るのではないと説

く時、 

 

因そのものに合理が有るのでなければ、 

果は何のものであるとなろうか。 22 

 

それ故に、果も無い。 

 

章の著述を説く＞［因縁の集合より生じることを否定する他の正理を示す］ 

ここで言う。「因だけが、果が生じる行為の準備をするそのものではないが、

ならば何かといえば、因と縁が集まることによって果を生じさせる。」といえば。 

 

それは正理ではない。（何故ならば）過失は既に述べた故である。 

                                                   
12 「空で･･･ならない。」：『根本中論』第 20 章 17 偈。 
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他にも、この因と縁の集合が、もし果を生じさせると考えるならば、仮に（自

らの）我性がまさしく我を生じさせるものなのか？あるいはそうでないもので

あるのか？ 

もし『生じさせるものである。』と考えれば、それは適わない。（何故ならば）

我である事物を得ていないものは、良く準備するそのものとして見られない故

に、疑いなく集合が自らである事物を得なければならないが、我の事物を得た

ものは、再度我性が生じさせられる為に、まさしく良く準備するものであると

は適さない。それ故に、集合が自らの我性を生じさせないが、「我性を生じさせ

ないものが、如何様に果を生じさせることができようか。」と示す為に、 

 

諸因と諸縁による、 

集合であるそれが、 

我が我性を生じさせなければ、 

果を如何様に生じさせようか。 23 

それ故に、集合が為したことは無い。 

 

と説かれ、諸因と諸縁の集合であるものは、先ず、我が我性を生じさせない。（何

故ならば）己自体（我性）に行為を為すことは矛盾する故と、己自体（我性）

が生じることは無意味である故である。何か先ず、己自体（我性）を生じさせ

ないものが、果を如何様に生じさせようか。「己自身を生じさせることのできな

い石女の子が、子を生まれさせる。」とは、正しくない。そのように、集合も自

らの我性を生じさせるものではなく、果が生じさせられることは正理ではなく、

それ故に、集合が為した果は無い。 

 

もしまた、『もし、集合が為した果が無ければ、そう見れば、ならば集合では

ないものが為したものは有る。』と思えば。 

 

述べる。 

 

集合でないものが為した果ではない。 

 

集合が為した果が有るのではない時、如何様に、非常に矛盾する、集合でな

いものが為したものが有ると何処でなろうか。集合でないものが為した果も、

有るのではない。 

 

『仮にまた、果は無いともしようが、そう見るとしても、先ず因と縁の集合
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は有るのである。しかし果が無ければ、因と縁の集合もあり得るのでもなく、

それ故に果も有るとなる。』と思えば。 

 

述べよう。もし、果そのものが有るならば、因と縁の集合も有るとなろうが、

斯くも説かれた正理によって果そのものが有るのではない時、 

 

果が有るのでなければ、 

縁の集合が何処に有ろうか。 24 

 

『果がまさしく無いのであれば、理由が無いので、縁の諸々の集合も有るの

ではない。』というご考察である。 

 

時は果が起こる倶有縁であることを否定する＞［了義の教証と合わせる］ 

『聖大遊戯経』よりも、 

「唇と喉と口蓋に依拠して、舌が動かされることより文字の発音が起こ 

るけれど、喉に依拠してではなく口蓋よりではない。それぞれにおいて 

文字（の音声）は認められない。その集合に依拠してその言葉は、心意 

に従って起こるのではあるが、意と言葉は現れず形は無く、内と外にも 

認められるものとして無い。賢者が、言葉の発音音声と旋律の、生と壊 

について尽く考察したならば、その時全ての言葉はこだまのようであり、 

同音で精髄が無いと見る。」 

と説かれ、『聖優波離請問経』よりも、世尊が 

「大変喜ばしいこの教えにおいては、『家庭人の印を捨て去り、出家をし 

たまえ。存在する最高の果となるだろう』と、慈悲者がそう示されもし 

た。家庭人の印を捨て去り出家をしてより、一切の果を得ることになる 

けれど、法（現象）の諸本性について量ったならば、全ての果は無く、 

果を得ることも無い。しかしながら果を得て、（将来）得ることにもなる。 

嗚呼！最勝の人である慈悲者の、王が非常に素晴らしい正理を説かれた 

と、彼らに強い畏敬の念が湧きおこる。」 

と説かれた。その如く『聖般若波羅蜜経』よりも、 

「コウシカよ。大鎧を着けたその菩薩大菩薩は、色形に留まることをす 

るな。受にではなく、想にではない。諸行にではない。識に留まること 

をするな。預流果13にではない。一来果14にではない。不還果15にではな 

                                                   

13 預流果
よ る か

：四果の一。声聞の第一の果。見所断（見道で捨て去るべきもの）を捨てて、静

慮地（禅定）を得る障害になる欲界の荒い煩悩を捨て去るまでの声聞聖者の修行果。 
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い。阿羅漢16そのものの果にではない。独覚そのものにではない。清浄に 

完全な仏陀そのものに留まることをするな。」 

と説かれた。 

 

時は果が起こる倶有縁であることを否定する＞［章の名を示す］ 

阿闍梨月称の御口より綴られた顕句より、「集合を考察する」という第二十章

の解説である。 

                                                                                                                                                     

14 一来果
いちらいか

：四果の一。声聞の第二の果。見所断（見道で捨て去るべきもの）を捨てて、静

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

過して阿羅漢果を得るだろう声聞聖者の修行果。 

15 不還果
ふ げ ん か

：四果の一。声聞の第三の果。見所断（見道で捨て去るべきもの）を捨てて、静

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

漢果を得るだろう声聞聖者の修行果。 

16 阿羅漢
あ ら か ん

：阿羅漢果。四果の一。声聞の第四の果。見所断・修所断（見道・修道で捨て去

るべきもの）を捨て去り、解脱を得た声聞聖者の修行果。 
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「起壊を考察する第二十一章」 

 

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

ここに言う。「時は本性としてまさしく有る。（何故ならば）生起と壊の因で

ある故である。ここで、芽等は或る時間をもとにして起こり、生じるとなるが、

或る特化した時間をもとにして壊れ、尽く壊れるとなる。因と縁の集合は有ろ

うとも、一切の時間においてではない。それ故に、時はまさしく有る。（何故な

らば）生起と壊の因である故である。」 

 

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

は一緒であるかないかを考察して否定する＞［主張命題を挙げる］ 

述べよう。もし、生起と壊そのものが有るならば、時は生起と壊の因そのも

のとなろうが、（それは）有るのではない。如何様に無いのかを示す為に、 

 

壊は、生起が無くしてか、 

一緒にまさしく有るのではない。 

生起は、壊が無くしてか、 

一緒にまさしく有るのではない。 1 

 

と説かれ、ここでもし、生起と壊が有るとなれば、互いが無くして有るか、一

緒に存在するものとなるが、尽く分析考察したならば双方の如くとも有るので

はない。 

 

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

「如何様に？」といえば。 

 

そこで、壊れる様相である壊が、如何様に起こる－生じること無く有るので

はないかを示す為に、 

 

壊は、生起無くして、 

如何様に有るとなろうか。 

生まれることなく死ぬことになる。 

壊は、生起無くして無い。 2 

 

と説かれ、壊れる様相である壊は、生起無くして如何様に有るとなろうか。「如

何様に」という言葉によって、全くあり得ないと公認されることを示す。「如何
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様に有るとなろうか－それは有るのではない。」というお考えである。 

 

またもし、「生起無くして壊が有るとなれば、如何なる過失となるのか。」と

いえば。 

 

述べる。 

「生まれることなく死ぬことになり、」 

生まれていないものが死ぬとなるが、生まれていないものに死ぬことも見られ

ない。それ故に、壊は生起無く存在するに適わない。 

ここで、「偈の前半で主張命題を挙げるが、間の行で背理を論立させたのであ

り、最終行によってまとめたのである。」と知りたまえ。 

そのように先ず、生起無くして壊れることは正理ではないと示して、ここで

壊は生起と一緒にも、如何様に有るのではないかを示す為に、 

 

壊は、生起と一緒に、 

如何様にまさしく有るとなろうか。 

死は生と同一時に、 

まさしく有るのではない。 3 

 

と説かれ、もし、壊が生起と一緒に－同一時に一度に有るとなれば、そのよう

であれば死と生が同一時となるが、互いに反するその二つは光と闇のように同

一時にも有るのではない。それ故に、「壊は、生起と一緒にも成立したことが有

るのではない。」とおさまる。 

 

「ある時、そのように壊は生起無くして、あるいは一緒にも成立したことが

有るのではないが如く、生起も壊無くしてか、一緒に成立したことは有るので

はない。」と示す為に、 

 

生起は、壊無くして、 

如何様にまさしく有るとなろうか。 

諸事物において無常性は、 

いつ時も無いのではない。 4 

 

と説かれた。生起は、壊無くして（有ること）はまさしく正理ではない。何故

ならば、生起する主体、生じる主体である諸事物において、無常性はいつ時も

無いのではない。ならば何かといえば、一切の時に有るのであり、 
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「一切の事物は、何時も、老い死滅する法（現象）であるならば、老と 

死無く、住す事物は、何ものであるか。」1 

と説かれた。 

そのように、一切事物が常に無常と関係する時、壊と離れたとなったものの

場合が何かしら有るとも何処でなろうか。それ故に、壊無くして生起があり得

ることは、有るのではない。 

そのようであれば、先ず、生起は壊無くして有るのではない。 

これらの残余の分析は「有為を考察する」において既に分析した故に、再度

分析しない。 

 

ある者が「壊は、因と共にある。（何故ならば）有為の性相である故であり、

生の如くである。」と理由を挙げたことを取り上げて述べて、「最終の心と心所

の性相を例として、不確定因である」と言うことは、不適正に言及したのであ

る。（何故ならば）その壊もまさしく生の縁を持つものであることによって、因

と共にある故と、主張命題と等しい故に、不確定そのものが無い故である。 

何かまた、 

「事物の我性の自性が、起こっていないものより起こったことによって 

『生』といい、それ故に、実質として有る諸物は生じると成立した故に、 

世俗としても喩例は無いのである。」2 

と示したことも正理ではない。（何故ならば）影像等の実質として無い諸物をま

さしく因と共にあると承認した故である。 

阿闍梨の御言葉より、斯くも 

「因より起こったもの。それが無い故に無いもの。それらは映像に等し 

いと、明らかであり、見るままに認めない。」3 

と説かれた。それ故に、世俗として喩例が成立していないことが何処に有ろう

か。 

 

もしまた、「事物より、まさしくそれ（自）かまさしく他であると述べること

ができないものは、世俗としても有るのではない。」と言えば。 

 

                                                   
1 「一切の…あるか。」：『根本中論』第 7 章 24 偈。 
2 「何もの･･･である。」：『般若灯論』「『起こっていない事物より起こることによって事物の

我性を得ること自体を『生』といい、世俗としても起こっていない事物そのものより起

こるので、生は実質として成立していない故である。』ということは、先にある対論者た

ちが『例えば、生の如くである。』といったその喩例は世俗としても成立していないと示

した。」（テンギュル/デルゲ版 dbu ma/za 302 頁 1~2 行） 
3 「因より･･･ない。」：？ 



299 

顕句論［第 21 章］ 

 

「青色等も有るのではない。」と述べる。斯くも、 

「形色の事物は名前のみである故に、虚空も名前のみである。基本構成 

要素が無い形色のようなものが、何処に有ろうか。それ故に名前のみで 

もある。」4 

と説かれた。 

他にも、「生」となる何かの時間的な特性は、中観派達にとって、事物自らの

本質が有ると何処でなろうか。それ故に、喩例が成立していないと述べること

は、まさしく正理ではない。 

何かまた、 

「壊は因と共にあるのではない。（何故ならば）壊をまさしく具えない故 

に、例えば無為の如くである。」5 

と言う、その言説者にとっては、この理由によって大きな矛盾を引き起こすの

である。斯くも、この理由が壊を無因であると論立させるように、有為の性相

ではないことも論証する。その如く、行蘊に含まれたものと、縁起生の支分に

含まれたもの等一切も矛盾させるので、これは適正ではない。 

その如く、「識は対象自体の本質を肯定認識するものではない。（何故ならば）

識を具えない故に、無為の如くである。」等によって一切を否定した故に、これ

について大きな不都合が成立したとなるので、これを認めてはならない。 

 

理由を示す＞［生起は壊失と一緒である・一緒でないことを否定する］ 

ここで、如何様に生起は壊と一緒に成立したことが有るのではないかを示す

為に、 

 

生起は、壊と一緒に、 

如何様にまさしく有るとなろうか。 

生と死は同一時に、 

まさしく有るのではない。 5 

 

と説かれ、もし、生起が壊と一緒に有るとなれば、その時、生と死はまさしく

同一時となるが、（それは）あり得ることでもない。それ故に、生起と壊は、ま

さしく一緒に成立したことも有るのではない。 

                                                   

4 「色形の…ある。」：『宝行王正論』第 1 章 99 偈。「色形の事物は名前のみである故に、虚

空も名前のみである。構成要素の無い色形の如くは何処に有ろうか。それ故に名前のみ

も無い。（パツァブ訳）」 

5 「壊は…である。」：『般若灯論』テンギュル/デルゲ版 dbu ma/za 300 頁 7 行。 
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『仮に、生と死は一つの本質か、別の本質として成立したことが有るのでは

ないと見るとしても、生起と壊は有る。（何故ならば）述べられるものである故

に。識の如くである。』と思えば。 

 

述べよう。もし、まさしく述べられるものであることによって、それらが成

立したと主張するならば、石女の子も主張したまえ。 

 

起壊は一緒であるかないかを考察して否定する＞［それらの意味をまとめる］ 

他にも、 

 

互いに一緒か、 

互いに一緒ではなく、 

成立したものは有るのではない。 

それらの成立が、如何様に有ろうか。 6 

 

それから生起と壊が成立するとなる、まさしく一緒か、まさしく一緒ではな

い以外、他の方向は無い。 

 

『まさしく言い表せないものとして成立したとなるだろう。』と思えば。 

 

「言い表せない」というこれは何か。もし混ざったものであるならば、それは

不合理である。（何故ならば）それぞれに成立していないものにおいて、混合と

なったものは無い故である。 

 

「言い表せないとは、確実に捉えられることの無い本性そのものである。」と

いえば。 

 

そう見るならば、「確実に捉えられるものとして無い自らの本質である故に、

まさしく石女の子の蒙古班と白い尻等のように、生起と壊は有るのではない。」

となるだろう。そのように、生起と壊が有るのではない時、「それらの因である

時も無い。」と成立した。 

 

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

［尽・無尽である拠所において起壊を否定する］ 

他にも、「ここにそれら生起と壊を考察すれば、尽きた主体である事物におい
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てか？尽きていない主体においてか？と考えれば、双方の如くとも不合理であ

る。」と示す為に、 

 

尽きたものに生起は有るのではない。 

尽きていないものにも生起は無い。 

尽きたものに壊は有るのではない。 

尽きていないものにも壊は無い。 7 

 

と説かれた。そこで、尽きた－尽きた主体である事物においては、相反する法

（性質）が有るので、生起は適正ではない。事物の性相を具えぬ故に、尽きて

いないものにおいても生起は適正ではなく、ロバの角の如くである。 

その如く、尽きたものに壊失は有るのではない－尽きた主体とは無であり、

それに所依（拠所）は無い故に、壊は適正ではない。その如く、尽きていない

ものにも壊は無い。（何故ならば）尽きていない主体である事物は、事物の性相

と合致しないのである。有るのではないそれに、壊が有ると何処でなろうか。 

尽きた・尽きていない主体である事物においてあり得ないそれら生起と壊は、

まさしく有るのではなく、それ故に生起と壊は無い。 

 

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

ここで言う。「諸事物の生起と壊はまさしくある。（何故ならば）それらの拠

所である主体がある故である。ここで、生起と壊は事物に依拠したのであるが、

その事物も、先ず有るのである。それが有るので、それに依拠した諸法（現象・

性質）も有るとなる。」 

 

述べよう。もし事物があるならば、事物に依拠したその二つの法（性質）は

有るとなるけれど、事物が有るのではない時、 

 

事物が有るのではなく、 

生起と壊は有るのではない。 

 

また「何故に事物が有るのではないのか。」といえば、このように 

 

生起と壊無くして、 

事物は有るのではない。 8 

 

生起と壊は、事物の性相となるのであるが、それらは否定した。否定した時、
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事物の性相である生起と壊無く、事物の性相と合致せずに有ると何処でなろう

か。事物が無ければ、生起と壊も有るのではない。 

 

他の者が、「生起と壊は有るのである。（何故ならば）事物の法（性質）が有

る故である。ここで、有るのでないものにおいては、事物の法（性質）は無く、

例えば蛙のたてがみの如くである。生起と壊の二つは、事物の法（性質）でも

ある。それ故にそれらは有る。」といえば。 

 

ここで述べよう。もし、何かに勝義として生起と壊が有るならば、それは「事

物」と述べられるに適正であるとなるが、それらは無い。それ故に 

「生起と壊無くして、事物は有るのではない。」 

－『事物とは、生起と壊が有れば、まさしく有るのである故である。』というお

考えである。それが無ければ、まさしく不定因6の意味である。 

その如く、 

「事物が有るのではなく、生起と壊は有るのではない。」 

「『所依（拠所）が無いので能依（依るもの）は成立していない。』とお考えに

なられた。」と、上半分と下半分にして解説する。 

 

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

他にも、ここでそれらの生起と壊を考察すれば、空である事物か？空でない

ものに（依拠する）か？と問えば、「双方の如くとも不合理である。」と示す為

に、 

 

空において、生起と壊は 

まさしく合理ではない。 

 

と説かれ、『拠所が無い故に、虚空の絵の如くである。』というお考えである。

その如く、 

 

不空においても、生起と壊は 

まさしく合理ではない。 9 

 

空ではないものに有る本性を持つものである故に、拠所が無いので、生起と

壊は合理ではない。 

 

                                                   
6 不成因：主張命題の主語に対して、合致して成立しない理由。 
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起壊が本性として有るという主張命題を否定する＞［起壊は同一か別かを考察して否定する］ 

他にも、「もし生起と壊が有るならば、それらはまさしく同一か、まさしく他

として有るものであるが、双方の如くとも不合理である。」と説かれたのは、 

 

生起と壊が、 

まさしく同一であるとは不合理である。 

 

光と闇のように、互いに反するものらは、まさしく同一であるとは不合理で

ある故である。 

 

生起と壊は、 

まさしく他であるとも不合理である。 10 

 

二つとも互いに誤らない故である。生起と離れて壊は適わぬが、壊と離れて

生起は見られない。そのようであれば、二つとも互いに誤らぬ故に、 

「生起と壊は、まさしく他であるとも不合理である。」 

 

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

『何を。この詳細な考察が何をしようか。何故ならば、牛飼い男や女性から

が生起と壊を見る故に、生起と壊は有るのであり、有るのではない石女の子は

見られ得ない。』と思えば。 

 

もしそのように、 

 

生起と壊は、 

見えると君が思うならば、 

 

これは不確定であり、何やかやと世間人が見るそれやそれは、まさしく有る

のではない。このように、牛飼い男や女性からが、有るのではなくとも尋香の

都や、幻や、夢や、回転する火の輪や、逃げ水等を見る。根（感覚器官）が傷

つけられたことより眼障を持つ者にとっての落髪や、蜜蜂や蝿の嘴等を見るの

であり、その如く「生起と壊も無いながら、無知の愚痴の眼障が心の眼を衰え

させたので、見られるのである。」と説く。 

 

生起と壊は、 

まさしく愚痴によって見られるのである。 11 
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という。 

 

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

「何を。『有るのではない自らの本質を持つこれら生起と壊は、愚痴のみによ

って見られるのである。』というこれは、そのように何によって確認するのか。」

といえば。 

 

これはそのように正理によって確認するのである。 

 

ここで「如何なる正理であるか。」といえば。 

 

ここでもし、「事物」という何かが有るならば、それは確実に事物か、無事物

より生じるものである。その如く、もし「無事物」という何かが有るならば、

それも事物か無事物より生じるものであるか？と問えば、「二つとも、双方のよ

うにも有るのではない。」と説かれた。 

 

事物は事物より生じず、 

事物は無事物より生じない。 

無事物は無事物より生じず、 

無事物は事物より生じない。 12 

 

先ず、事物－「正しく生起する」というものは、事物－正しく生起するもの

より生じることは有るのではない。（何故ならば）因果の二つが同時であること

は無い故と、既に生を得た生においても、生じることは無意味である故である。 

事物は無事物よりも生じない。何故かといえば、「無事物」とは壊れ、尽く壊

れるのであるが、それも事物と反するのであり、事物と反する故に、それより

事物が如何様に起こるとなろうか。もしなるならば、石女の娘からも子が生ま

れるとなるだろう。それ故に、事物は無事物よりも起こるのではない。 

ここで、無事物も無事物より起こらない。無事物とは事物が無くなった本性

を持つものであり、それ故に、それに果を生じさせる能力が何処に有ろうか。

もし有るならば、涅槃にも果を生じさせる力が有るとなるだろう。 

もし、無事物より無事物が起こるとなれば、その時は石女の娘からも子が生

まれるとなるが、それはそのようでもない。それ故に無事物は、無事物よりも

起こるのではない。 

ここで、無事物は事物よりも起こらない。無事物とは事物と反するのである
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が、それが如何様に事物より起こるとなろうか。もしなるならば、灯明よりも

闇が起こるとなるだろう。 

「何故ならば、そのように尽く分析したならば生起と壊は有るのではない故

に、まさしく愚痴によって見られるのである。」と知りたまえ。 

 

一様相においては、この対論は他である。このようにここで、もし生起と壊

が有るならば、それらは事物に依拠したか、無事物に依拠したとなるものであ

るが、事物と無事物の二つを尽く分析したならば、一切において有るのではな

く、それ故に拠所が無いので、生起と壊が何処に有ろうか。それ故に、 

「生起と壊は、まさしく愚痴によって見られるのである。」7 

と知りたまえ。 

事物と無事物の二つが如何様に有るのではないのかを示す為に、 

「事物は事物より生じず、事物は無事物より生じない。無事物は無事物 

より生じず、無事物は事物より生じない。」 

と説かれ、この意味は上記の如くである。 

 

その理由を示す＞［事物は自と他より生じることを否定する］ 

他にも、もし「事物」という何かが有るならば、それは生じ、尽きたことを

具えるので、起こり、壊れるとなるけれど、事物とは何も有るのではない。（何

故ならば）ロバの角のように、本性として生じていない故である。 

 

「生じていないこと自体成立していない。」といえば。 

 

成立していないのではなく、このように、 

 

事物は我より生じず、 

まさしく他より生じるのではない。 

我と他より生じることは、 

有るのではない。如何様に生じるとなろうか。 13 

 

これは、第一章において既に解説した故に再度説明しない。 

何故ならば、そのように、斯くも説かれた諸様相によって生が有るのではな

い故に、それは如何様に生じるとなろうか。『如何様にも、まさしく生じるとは

ならない。』とのお考えである。 

「事物が生じることは、一切の様相において有るのではない。」というこれを、

                                                   
7 「生起と…である。」：『根本中論』第 21 章 11 偈。 
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そのように迷いなく承認したまえ。 

 

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

［事物が本性として有ると承認すれば、恒常と断滅になるさま］ 

そのようでなければ、 

 

事物が有ると承認したならば、 

恒常と断滅の見解となる 

背理となる。 

 

何故ならば、 

 

その事物とは、 

恒常と無常になる故である。 14 

 

事物の構成を斯くも説かれたものより逸脱して、事物であるとの見解を承認

するものは、疑い無く、善説と非常に反する恒常と断滅の見解となるだろう。 

何故かといえば、何故ならばその事物を考察したならば、恒常のものか？無

常のものになるのか？と問う。もし恒常であるならば、その時には恒常である

と語ることになるが、あるいは無常であるならば、その時には確実に断滅を語

るとなるだろう。 

 

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

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

ここで言う。 

 

「事物が有ると承認したとしても、 

断滅にならず、恒常にならない。 

 

何故かといえば、斯くも、 

 

果と因の生起と壊の、 

その継続が有である故である。 15 

 

因と果の生起と壊の継続であるものが、我々の有－輪廻である。 

そこでもし、因が滅してその因を持つ果が生じなければ、その時断滅となり、
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もし因が滅さずに自らの本質として留まるならば、その時恒常の見解となるけ

れど、それはそのようでもない。それ故に、事物を既に承認したとしても、恒

常と断滅の見解の背理が有るのではない。因と果が途絶えぬ様相として順次に

起こるものである、諸行の生起と壊の継続そのものが輪廻であり、それ故に、

我々にこの過失が有るのではない。」 

 

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

［継続を承認しようとも恒常と断滅は斥けられない］ 

述べよう。もし、 

 

果と因の生起と壊の 

その継続が有であるとなれば、 

 

そう見るとしても 

 

壊に再び生じることは無い故に、 

因は断滅する背理となる 16 

 

のではないか？生じさせられる果に対して因となって滅す因の刹那は、壊を具

える因の刹那も生じない故に、断滅の見解となるだろう。 

 

「君にこの過失があると、どうしてならないのか。」といえば。 

 

事物を承認する者にとってはこの過失になるが、吾輩は事物を承認していな

い。（何故ならば）一切の法（現象）は生が無い故である。斯くも 

「何かに依拠して何かが起こる。それは先ず、まさしくそれではない。 

それより他でもない故に、それ故に断滅ではなく、恒常ではない。」8 

と説かれた偈においても、吾輩がこの論法によって諸事物は本性が無いと示し

たのである。そう見るのでなく、事物が自らの本質として有るならば、種子と

芽はまさしく他であると如何してならないのか。それ故に、この背理は我々を

批判するものではない。 

そのように先ず、事物が有ると承認すれば因も生じることが無い故に、断滅

の見解の背理となると述べて、ここで恒常の過失の背理を述べる為に、 

 

 

                                                   
8 「何か…ない。」：『根本中論』第 18 章 10 偈。 
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事物は自性があるならば、 

無事物となることは正理ではない。 

 

と言う。もし因が本性として有るとなれば、それは後に有ではないとならない。

（何故ならば）本性に退転は無い故である。それ故に、恒常であると見る背理

はそのまま残る。 

他にも、 

 

涅槃の時には断滅する。 

有の継続が良く寂滅する故である。 17 

 

もしまた、因と果の生起と壊の継続が（続き）入ることによって、恒常と断

滅であると見る背理を捨て去るとはしようが、そう見るとしても、そこにその

継続も起こるとならない涅槃9においては、確実に断滅の見解となるだろう。世

尊は、断見を捨て去るように説かれた。 

 

「そのような様相は、断滅の見解であるとはならない。」といえば。 

 

君にとって、他についても何故そうであるとなろうか。『涅槃の時に事物は尽

く断滅すると認識するように、事物が尽く断滅することを認める故である。』と

思惟された。 

 

それを否定する返答＞［継続そのものが本性として成立していないと示す］ 

何であろうと、 

「果と因の生起と壊の、その継続が有である故である。」10 

と言ったことも不合理である。如何様にといえば、ここで最終有（最終輪廻）

とは、退転する性相を持つものであるが、最初とはまさしく衆生が入胎する性

相を持つものである。そこで、滅しつつある最終の有とはまさしく因として留

まるのであるが、生の性相を持つ最初の有は果の本質として留まるのであり、

その二つの有に「輪廻」という名を付けたのである。 

ここでこれが分析される。何かより因と果の継続によって輪廻となる、果の

                                                   

9 涅槃
ね は ん

：ここでの意味は無余
む よ

涅槃
ね は ん

といい、有為の継続の残余の無い涅槃。阿羅漢が解脱を得 

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

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

の対論者は前者。 
10 「果と…である。」：『根本中論』第 21 章 15 偈後 2 行。 
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自性として尽く留まる最初の有であるものは、最後の有が滅したか、あるいは

滅していないか、それ－滅しつつあるならば生じるのか？「尽く分析したなら

ば、一切の様相において有るのではない。」と示す為に、 

 

最後が滅したとなれば、 

最初の有は正理とならない。 

最後が滅したとならない時、 

最初の有は正理とならない。 18 

 

と説かれた。そこでもし、「最後の有が滅したならば、最初の有が生じる。」と

考えるならば、その時は無因となり、燃え尽きた種子よりも芽が生えるとなる

けれど、それを主張するのでもない。それ故に、最後が滅したならば、最初の

有（がそれから生じること）は正理ではない。 

ここで、最後の有が滅していなくとも、最初の有（がそれから生じること）

は正理ではない。もし（正理と）なるならば、無因であることや、一有情に二

つの本質が有ることや、以前に無い有情が現れることや、前世がまさしく恒常

であることや、失壊していない種子より芽が生えるとなるが、それらはそのよ

うでもない。それ故に、 

「最後が滅したとならない時、最初の有は正理とならない。」 

ここで、最後の有が滅しつつあるとしても如何様に最初の有が不合理である

かを示す為に、 

 

もし、最後が滅しつつある時、 

最初が生じるとなるならば、 

滅しつつあるとは一となり、 

生じつつあるも他になる。 19 

 

と説かれた。そこで、「滅しつつある」とは現在である。（何故ならば）現在の

状態である接尾語によって述べられる故である。「生じるとなる」ということに

よってもまさしく現在を述べる。（何故ならば）現在形の言葉の叙述内容である

故である。 

あるいは「滅しつつある」とは、滅す行為の行為者であるが、「生じるとなる」

ものも生じる行為の行為者であり、それらを同一時であると主張するならば、

同時に有るとなるだろう。それ故に、「滅しつつある」とは一つの有となり、「生

じつつある」も他となるので、二つの有がまさしく同一時であるとなるが、一

つにおいて同時に二つあるのでもないので、これは正理ではない。 
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生壊が本性として成立したと主張すれば、恒常と断滅の過失であると示す＞［そのように否定した意味を要約する］ 

それ故に、そのように斯くも説かれた分析方法によって、 

 

もし「滅しつつある」と「生じつつある」が、 

一緒であるとも正しくなければ、 

死ぬとなる或る蘊において、 

それに生も起こるとなるのか？ 20 

 

「も」という言葉は含む意味である。（何故ならば）それらをそれぞれ各々に

置かせる故である。ある時、そのように斯くも説かれた論法で、最後が滅した

ならば最初の有は起こるのではなく、最後が滅しておらずに最初の有が起こる

のではない。しかし、最後の有と一緒－同一時にも最初の有は生起するのでは

ない。これは、 

「死ぬとなる或る蘊において、それに生も起こるとなるのか？」 

死ぬことになる、それら蘊であるものに留まるもの自体に、「生」というこれ

は、非常に矛盾する。このように「死につつある」ものは、生じると見られな

い。 

それ故に、 

 

そのように三時においても、 

有の継続が正理でなければ、 

 

何故ならば、滅した、滅していない、滅しつつある最後の有は、最初の有が

有るのではない故に、三時ともにも有の継続は有るのではない。 

 

三時において無いもの、 

それが如何様に有の継続となろうか。 21 

 

三時において有るのではないものは、他の我性によって有ると何処でなろう

か。それ故に、一切の様相において有の継続は有るのではない。それ故に、 

「果と因の生起と壊の、その継続が有である故である。」11 

と言ったそれは、誤りを言ったのである。 

それ故に、事物が有ると承認すれば、恒常と断滅の見解である背理そのもの

が斥けられることは難しいのである。 

それ故に、「諸事物は生が無い。」と成立した。 

                                                   
11 「果と…である。」：『根本中論』第 21 章 15 偈後 2 行。 
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時は果が生起し失壊する因であることを否定する＞［了義の教証と合わせる］ 

世尊によっても、 

「三有は夢に似て精髄は無い。速やかに壊れ、無常であり幻の如く。来 

ることは無く、ここから行くことも無い。諸々の流れは常に空であり、 

様相は無い。」 

や、その如く、 

「生れ死ぬとなろうとも、生は無く死は無いと、知ることになる者は、 

この禅定を得ることは難しくない。」 

と説かれたことや、その如く 

「思い量れぬこの諸法を知る、それらの人々は常に楽である。法と非法 

の分別（概念作用）は無く、一切は心が発したものによって分けられた。 

一切は計り知れず、一切は生起するのではないので、事物と無事物であ 

ると知ることは尽く滅す。心に操られる幼子達、彼らは百千万の有（輪 

廻）を苦しむ。」 

と説かれた。 

 

時は果が生起し失壊する因であることを否定する＞［章の名を示す］ 

阿闍梨月称の御口より綴られた顕句より、「生起と壊を考察する」という第二

十一章の解説である。 
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「如来を考察する第二十二章」 

 

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

［章の著述を説く］ 

ここで、「有（輪廻）の継続はまさしく有る。（何故ならば）如来が存在する故

である。 

ここに、世尊は三無数劫あるいは七無数劫の間絶えまないさまで勤め、福徳

を為すことに勤め優れて投げ出すことなく、衆生に利益を成す働きのみの性相

を持つそれやそれの様々な様相によって、衆生に対して独り子を愛するよりも

殊更強く、余さず護持することに勤しまれる。大慈悲に突き動かされ、それや

それの御生誕地において、共有される地水火風や万能薬の木のように、御自身

も諸衆生自身の望み通りに享受せられようと為されたことによって、長い時間

をかけて一切智の境地を証得されたのである。しかし、一切智の智慧を証得さ

れた世尊御自身が、諸法（現象）の真如は如何様に留まるかを残らず御存知で

あり、まさしく御理解されたことによって『如来』と述べられる。 

それ故に、もし有の継続が無ければ、その時如来も有るとはならず、一生で

まさしく如来を証得することは量られぬ。それ故に、有の継続はまさしく有る。

（何故ならば）如来が存在する故である。」と言う。 

 

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

する＞［如来が実質として有ることを否定する］ 

述べよう。彼の非常に大きな無知は、それらのような様々な様相の合理の光

明が斥けようとしたが、非常に長期間慣れ親しんだので未だに斥けられず壊れ

ない。君の、この非常に大きな無知そのものが、途切れる様相の無い輪廻の流

れに入り込み、更に長く染み付かせるのである。 

もしここで、「如来」という何かが本性として有るならば、その時、長い時間

をかけて実現した故に有（輪廻）の継続は有るとなるが、「如来」という何かが

事物の本性として認識されるのでもない。君の大きな無知の眼障によって、知

恵の眼がまさしく衰えたことで、二つの月等のように誤って「如来」であると

認知したのみに尽きる。 

そのように如来そのものが本性として有るのではない時、その有の継続が有

ると、何処でなろうか。 

如何様に如来は本性として無いのかを示す為に、 

 

蘊ではなく、蘊より他でもない。 

それに蘊は無く、それにそれは無い。 
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如来は蘊を具えるものではない。 

如来は如何なるものであるか。 1 

 

と説かれ、もし、「如来」という何らかの事物が有るならば、それは蘊の本性で

あり、「色と、受と、想と、行と、識」という五蘊の本性か、「持戒と、禅定と、

知慧と、解脱と、解脱した智慧を見る」という五蘊の本性か、その二つより別

となるものであるが、前者の五蘊そのものが有情と名付けられる因であるので、

この分析で取り上げるが、後者ではない。（何故ならば）これらは行き渡るもの

ではない故と、前者の類に包含された故である。 

もし五蘊より別であるならば、その如来に蘊が有るか、それらの蘊にそれ（如

来）が有るか、祭祀が財宝を具えるように、その如来は蘊を具えるか？と問え

ば、一切の様相において分析したならば、（五蘊より別に如来は）有るのではな

い。 

如何様にといえば、そこで先ず、蘊そのものは如来ではない。何故かといえ

ば、 

「薪であるそれが、火であるならば、行為者と能作（行為の対象）が一 

つになる。」1 

と説かれ、「近取であるそれが、仏陀であるならば、行為者と能作（行為の対象）

が一つになる。」というこれにも応用するのであり、その如く 

「もし、蘊が我であるならば、生と壊を持つものになる。」2 

と説かれ、「もし、蘊が仏陀であるならば、生と壊を持つものになる。」と、こ

こでも当てはめたまえ。そのようであれば、先ず蘊は如来ではない。 

ここで、如来は諸蘊より他でもない。何故かといえば、 

「もし、木より火が他であるならば、木が無くとも、（火は）起こるとな 

る。」3 

といい、その如く、 

「他に相互関係したことが無い故に、燃やす因より起こらず、」4 

「努めはまさしく無意味となる。そのようであれば、能作（行為の対象） 

も無い。」5 

と説かれた如く、ここでも、「もし、近取が仏陀より他であるならば、近取無く

して起こるとなる。」や、その如く「他に相互関係したことが無い故に、近く取

る因より起こらず、」「努めはまさしく無意味となる。そのようであれば、能作

                                                   
1 「薪･･･になる。」：『根本中論』第 10 章 1 偈前 2 行。 
2 「もし…になる。」：『根本中論』第 18 章 1 偈前 2行。 
3 「もし…となる。」：『根本中論』第 10 章 1 偈後 2行。 
4 「他に…起こらず、」：『根本中論』第 10 章 3 偈前 2 行。 
5 「努め･･･も無い。」：『根本中論』第 10 章 2 偈後 2行。 
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（行為の対象）も無い。」と繋げたまえ。 

その如く、 

「もし、諸蘊より他であれば、蘊の定義が無いとなる。」6 

という文にも当てはめたまえ。蘊等や如来に他そのものが無い故に、如来に諸

蘊が有ることは不合理であり、「諸蘊に如来が有る」ということも合理ではない。 

この二方向の解釈は、 

「ここで我は蘊には無い。これらの蘊は、我に有るのではない。何故な 

らば、他性が有るならばこの考えともなろうが、その他性も無い故に、 

これは（単なる）考察である。」7 

と、『入中論』で解説した。 

如来は蘊を具えることも、如何様にそうではないかを、 

「この我は色を具えるのではない。何故ならば、我は無い故に、具わる 

ものと関係するのではない。別として家畜を具え、不別として色を具え 

る。自そのものか他として我は無い。事物が無い故である。」8 

と同論で既に説いた。 

「直接には、それら五方向は、自そのものか他そのものの方向中に含まれは

しようが、有身見の（対象への）向い方に相応して、五つの方向を阿闍梨が説

かれた。」と知りたまえ。そのように諸蘊について五つの様相で分析したならば

有るのではない、その如来であるものは、如何なる我性によって有るとなろう

か。それ故に、如来は一切の様相において有るのではないとご覧になり、阿闍

梨は 

「如来は如何なるものであるか。」 

と説かれ、『それは何も無い。』とお考えになられた。 

「如来は無い故に、有（輪廻）の継続も無い。」と成立した。 

 

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

依拠して名付けられた如来が本性として有ることを否定する＞ 

［蘊に依拠して名付けられたならば、本性として有るのではない］ 

ここである者は、「斯くも説かれた過失である背理となるので、それは『蘊で

                                                   
6 「もし…になる。」：『根本中論』第 18 章 1 偈後 2行。 

7 「ここで･･･である。」：『入中論』第 6章 142 偈。「蘊に我は有るのではない。我にも、そ

れらの蘊は有るのではない。何故ならば、他性が有るならばこの考えにもなろうが、そ

の他性も無い故に、それは（単なる）考察である。」 

8 「この我･･･である。」：『入中論』第 6 章 143 偈。「我は色（有形・身体）を具えると主張

しない。何故ならば我は、有るのではない故に、具わるものと繋がることは無い。他と

して黒牛を具え、他ではなく色を具えるが、我は色より、自そのものか他そのものとし

て無い。」 
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が如来である』とも言わぬが、蘊より別でもなく、雪山に木の群れのように如

来に諸蘊が有るとも言わないけれど、森中に獅子のように諸蘊に如来が有るの

でもなく、転輪王が相を備えるように如来は蘊を具えるとも言わぬ。（何故なら

ば）同一そのものと他そのものをまさしく承認していない故である。ならば何

かといえば、蘊に依拠してそれ自体か他そのものであると述べられない如来で

あるものを設けるのであり、それ故に、この説は我々を批判するものではない。」

という。 

 

これに述べよう。 

 

もし、仏陀が蘊に 

依拠して、本性より有るのでなければ、 

本性より無いものは、 

それが他の事物より何処に有ろうか。 2 

 

もし、自そのものか他そのものであると述べられない仏陀世尊であるものを

蘊に依拠して名付けるならば、ならば「蘊に依拠して名付けられた映像のよう

に、本性として有るのではない」となるだろう。そのように本性より－自らの

本質として無く、本性より有るのではないそれが、如何様に蘊に依拠して他の

事物より有るとなろうか。有るのではない自らの本質を持つ石女の子が、他の

事物に相互関係して有ることは正理ではない。 

 

蘊に依拠して名付けられた如来が本性として有ることを否定する＞［その二つが矛盾しない返答を否定する］ 

『仮に、斯様に映像は本性より有るのではないけれども、（鏡に向かう）顔や

鏡等の他の事物に相互関係して有るとなる如く、如来は本性より有るのではな

くとも蘊に依拠して他の事物より有るとなる。』と思えば。 

 

そう見るとしても、 

 

他の事物に依拠してあるものは、 

それが我性であるとは不合理である。 

我性の無いそれが、 

如何様に如来となろうか。 3 

 

もし映像のように、他の事物に依拠して如来と名付けられるならば、そう見

れば、その如来は映像のように「我性」とは不合理であり、「本性」ということ
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も正理ではなく、「我性」というこの言葉は「本性」の同義語である。 

「映像のように我性が無く、本性が無いそれが、如何様に如来となろうか－

誤りの無い道より成仏すると如何様になろうか。」というお考えである。 

 

蘊に依拠して名付けられた如来が本性として有ることを否定する＞ 

［自である事物が成立していなければ、他である事物は成立していない］ 

他にも、もしここで、如来に何らかの本性が有るならば、その時本性に相対

して蘊の本性は他の事物となり、その他の事物に依拠して如来となるものであ

る。しかし「如来に本性が有るのではない時、諸蘊がまさしく他であると何処

でなろうか。」と示す為に説かれた。 

 

もし、本性が有るのでなければ、 

他の事物が有ると、如何様になろうか。 

 

蘊に依拠して名付けられた如来が本性として有ることを否定する＞［然れば、如来は本性として無いと成立した］ 

そのように本性と他の事物が無い時、 

 

本性と他の事物、 

以外のその如来とは何であるか。 4 

 

事物であるならば本性か他の事物となるけれど、「如来」と設けられたものは、

その二つ以外の、他の如何なる事物が有ろうか。それ故に、如来は本性として

無い。 

 

蘊に依拠して名付けられたものが本性として有ることを否定する＞ 

［如来と蘊が、取者と取られる対象として本性によって有ることを否定する］ 

他にも、 

 

もし、蘊に依拠しておらず、 

如来が何か有るならば、 

それは、やっと依ることになり、 

依拠して、それからそうなるに至る。 5 

 

仮に『諸蘊より、そのものか、まさしく他であると言い得ない如来を、諸蘊

に依拠して名付ける。』と思うならば。 
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それは仮に、諸蘊に依拠しておらず－（蘊が）認識される以前に「如来」と

いう何かが有り、蘊に依拠して（如来と）なった時に正しい－このように、以

前に財宝より別に成立した祭祀が、財宝を得ることをするのである。 

その如く、もし蘊に依拠していない如来が何か有るならば、それはここで初

めて諸蘊に依拠するとなり、それらの蘊に依拠して、そうなるに至るが、一切

の様相において分析したならば、 

 

『諸蘊に依拠しておらず、 

如来は何も無い。 

 

（何故ならば）まさしく無因である背理となる故である。 

 

依拠していないものが有るのでなければ、 

それは、如何様に近取となろうか。 6 

 

（何故ならば）有るのではない故である。』という御考察である。そのように、

僅かな蘊をも取らぬ時、「蘊に依拠して如来となる。」とは不合理である。 

「その如来は近取の以前には無いので、僅かにも取らぬ時、誰によっても近

く取られていないので、その近取も近取そのものとなるのではない。」と示す為

に、 

 

近く取られたのでないものは、 

近取であると、何故ならないのか。 

 

と説かれた。 

「そのように、誰によっても取られていない故に、近取は近取であるとならな

い時、近取は無いので、近取者は何も有るのではない。」と示す為に、 

 

近取の無い 

如来は何も無い。 7 

 

と説かれた。 

 

取得者が本性として成立したことを否定する＞［それらのまとめ］ 

それ故にそのように、斯くも説かれた論法によって、 
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五様相で探求したならば、 

そのものか、まさしく他として、 

無いその如来は、 

近取によって如何様に名付けられようか。 8 

 

如来であるものを分析し探求したならば、それは諸蘊からそのもの－同一と

して無く、諸蘊からまさしく他－まさしく別として無い。それはそのものか、

まさしく他として無いので、所依と能依（拠所と依るもの）や、それを具える

方向の五様相で探求したならば無く、全く有るのではないその如来が、近取に

よって如何様に名付けられようか。 

それ故にも、如来は本性として無い。 

 

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

この分析によって、如来だけが無いのみではない。しかしながら、 

 

近く取られるものは、 

それは本性より有るのではない。 

 

近く取られたものである「色と受と想と行と識」という五蘊も、本性として

有るのではない。（何故ならば）縁起生である故と、「蘊を考察する」において

詳細に否定した故である。 

 

もしまた、『近く取られるものは本性より有るのではないと見るとしても、因

と縁の我性を持つ他の事物より有るとなる。』と思えば。 

 

「それも不合理である」と示す為に、 

 

我の事物より無いものは、 

それが他の事物より有ることは全くない。 9 

 

と説かれ、我の事物より有るのではない石女の子は、他の事物によって名付け

られ得るものではない。それ故に、近く取られたものも無い。 

 

一様相としては、 

「近く取られるもの、それは本性より有るのではない。」 

（何故ならば）近取者に相互関係している故と、近取者に相互関係しておらず
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近取そのものが無い故に、自らの本質として成立した近取は有るのではない。 

 

仮にもし、「近取者に相互関係していない、本性として成立した近取が有るの

でなければ、ならば、そう見れば、近取者に相互関係したこととまさしく共に

有ることになる。」といえば。 

 

そう見るとしても 

「我の事物より無いものは、それが他の事物より有ることは全くない。」 

自らの事物より成立しておらず有るのではない本性である近取が、他の事物で

ある近取者より有ると、如何様になろうか。「それ故に、近く取られるものも無

い。」という。 

 

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

ここで、斯くも良く証明された意味そのものを近く示す為に、 

 

そのように、近く取られたものと近取者は、 

一切の様相として空である。 

 

と説かれ、一切の様相によって分析したならば、近く取られたものは空であり

－本性が無く、近取者は欠如し、本性と離れるのである。 

ここで、近く取られるものが 

 

空であるので、空である如来を、 

如何様であれば名付けるとなろうか。 10 

 

「有るのではない近取によって、有るのではない如来を名付ける。」というこ

とは、あり得ない。それ故に、「諸蘊に依拠して如来と名付ける。」ということ

は合理ではない。 

 

章の著述を説く＞［それにおいて他の邪見に関するものも礎が無いと示す］ 

ここで言う。「嗚呼！母への我々の望みを断った。このように、我々は食米斎

仙人9や足目10や、耆那教徒11や、伺察派12等、自らの妄分別によって考えた悪見

                                                   
9食米斎仙人：古代インドバラモン教、勝論派（バイシェーシカ派）一派の教祖。残飯を食

して修行をした仙人。 
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の非常に悪虐な細枝の網によって包まれた、解脱の都へと赴く誤りの無い道よ

り衰えた、輪廻の荒野の非常に行き辛い道を超えておらず、善趣と浄化解脱の

道を誤り無く示したとはっきり思い込んでいる者達への好意を捨て去り、他の

非仏教徒の学説の闇を残らず掃われ、善趣と、浄化解脱に沿う道を誤り無く示

される、非常に明らかな聖法を示す光によって全方向を残らず遍満された、様々

な様相の所化の心の蓮華の集まりを開花させることに勤しまれる、事物の真如

の意味が如実に留まるが如く示された器となった者達の、汚れ無い唯一の眼と

なった、すべての衆生の無比の守護となった、十力と無畏と、混じり気の無い

仏陀の法の汚れ無い如来の太陽の曼荼羅をお持ちになる方へ帰依し、解脱を追

求するのであるが、今 

『そのように、近く取られたものと近取者は、一切の様相として空であ 

る。空であるので、空である如来を、如何様であれば名付けるとなろう 

か。』 

等によって、如来は本性として無いと語ったので、我々の解脱への望みを断っ

たのだ。それ故に、如来の大甘露薬の樹を根元から引き抜いた君と論争してよ

いのだ。」 

 

述べよう。ここで、君のような者に対して我々の望みが断たれたのだ。この

ように、或る君は、解脱を欲するので他の非仏教徒の学説等を捨て去り、誤り

無く教示者である如来世尊へ帰依したとしても、非仏教徒の一切の言説と共通

ではない、最高に深甚な、無我の獅子の声に耐えられなければ、まさしく自ら

の勝解が貧しいことによって、様々な悪見の蛇に絡まれた、誤った者が後続す

る、尽きぬ輪廻の荒野に追従する、まさしくその道より過ぎ行くのである。 

如来は、何時も我や諸蘊をまさしく有るとは説かれない。斯くも、 

「長老須菩提よ。仏陀も幻のような、夢のようなものである。長老須菩 

提よ。仏陀の諸法も幻のような、夢のようなものである。」 

と説かれた。 

我々に斯様な言葉で歪曲をされる元になった過失となる、「戯論（二元的発生）

の無い如来方」がまさしく無いとは、我々は一切の様相において言わない。 

 

                                                                                                                                                     

10 足目：足目仙人。古代インドバラモン教、吠咜派
べ い だ は

（ベーダーンタ派）の教祖。以前の名

は麗仙人。シヴァ神に命じられ、シヴァ神の妻であるウマの護衛をしていた時、ウマ后

は彼を誘惑しようとしたが、彼はずっと自らの足元を見続け誘惑にのらなかった。その

為シヴァ神は彼をたいそう気に入り、教義を授けたと言われる。 

11 耆那
じ な

教徒：phyogs kyi gos can 方向の衣を持つもの。ジャイナ教聖職者は裸である為。 
12 伺察派：rgyal dpog pa を教祖とする。ミーマーンサー学派。 
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他にも、如来は本性が無いと示し、誤りの無い意味を述べたいので、 

 

「空である。」とも述べず、 

「空ではない。」ともしない。 

二つともと、二つともでないともせず、 

 

これら一切は、勿論述べられる対象ではないが、しかしながら、述べられてい

なければ了解者達が如実に留まる本性を了解することはできない。それ故に、

我々は世俗の真実に留まり世俗の意味として所化の者の面前に殊更捏造して

「空である」とも言うが、「空ではない」や、「空でもあるが不空でもある」や、

「空でもないが不空でもない」とも言う。まさしくそれ故に、 

 

仮設される意味として述べよう。 11 

 

と説かれ、世尊があるお考えによって空性等を示されたことは、「我を考察する」

より理解したまえ。 

斯くも経典より、 

「この行く（行為）は幻のようであり、踊り子のようであり、夢のよう 

であり、無我であり、有情は無く、命者が行くことは無く、諸法は逃げ 

水や水面の月のようであると、君が御存知である。空であり寂静であり 

無生のさまを、知らぬことによって衆生は流浪することになる。それら 

を、慈悲をお持ちの方が、方便の方法と、何百もの正理によって（道に） 

入らせる。」 

等を説かれた。これら一切の分別は、戯論の無い如来がお持ちであるのではな

い。 

如来に空性等の四つともが有られないだけではない。他にも、 

 

恒常と無常等の四つが、 

寂滅したこれに、何処に有ろうか。 

辺と無辺等の四つが、 

寂滅したこれに、何処に有ろうか。 12 

 

ここで世尊が、無記である十四事物13を示されたのである。このように、「世

                                                   

13 無記･･･事物：十四
じゅうし

無記
む き

に当たる。非仏教徒たちが釈尊に問うた 14 の見解。釈尊が返答

しなかったので「無記」と言われる。 

※次頁脚注に続く 
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間は恒常である。」「世間は無常である。」「世間は恒常も恒常であるが、無常も

無常である。」「世間は恒常でもない、無常でもない。」というものが、第一の四

つ一組である。 

「世間は辺（限り）を具える」「世間は辺（限り）を具えない」「世間は辺を

具えるのでもあるが、辺を具えないのでもある」「世間は辺を具えるのでもない、

辺を具えないのでもない」というものが第二の組である。 

「如来は亡くなられて以後有る。」「如来は亡くなられて以後無い。」「如来は

亡くなられて以後有るのでもあり無いのでもある。」「如来は亡くなられて以後

有るのでもなく無いのでもない」というものが、第三の組である。 

「その身体は命者である。その命者は身体である。」「命者も他であるが、身

体も他である」というもので、これらの十四の事物は声明される対象ではない

ので、「無記の事物」という。 

そこで斯くも説かれた論法によって、空性等の四つともが、本性が寂滅し自

性が欠如する如来に、斯様に有られるのではないように、恒常と無常等の四つ

もそこに有られない。まさしく有られない故に、石女の子の蒙古班と白い尻の

ように、世間において四つともをも世尊が教証に示されなかった（無記とされ

た）のである。これらの四つは如来に斯様に有られぬが如く、有辺（限りが有

る）と無辺（無限）等も如来には有られない。 

ここに、「如来は亡くなられた以後有る。」という等の四分別も当たることが

有るのではないと示す為に、 

 

如来は有ると、 

密な思い込みで捉えた者。 

彼は、涅槃について、 

「無い」という分別で考える。 13 

 

と説かれ、強い固執によって「如来は有る。」という殊更に密な思い込みで捉え、

妄分別が生じさせられた者は、確実に、完全に涅槃を得た如来について、如来

は亡くなられて以後－亡くなられてから後時には無く、心の継続が断滅した如

来を「如来は存在しないのである。」と考える。そのような考察において、見解

を為したとなる。 

本性が欠如する故に、如何なる場合にも如来は有るのではない、というよう

                                                                                                                                                     

① 世間は恒常であるか・②無常であるか・③恒常無常の両方か・④両方でないか。⑤世 

間は限りが有るか・⑥限りが無いか・⑦限りが有る無しの両方か・⑧両方でないか。 

⑨如来は無余涅槃を得たのち有るか・⑩無いか・⑪有無の両方か・⑫両方でないか。 

⑬身体と命者（我）は同一か・⑭別か。 
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な者の説においては、 

 

本性が欠如するそれに、 

仏陀は涅槃を得てから、 

「有る」というか「無い」という、 

思索はまさしく合理とはならない。 14 

 

「虚空に絵の色形を考えるような、この分別は有るのではない。」という御考察 

である。 

 

章の著述を説く＞［誤って捉えたことによる過失を示す］ 

それ故に、そのように如来は本性が寂滅しており、本性が無く一切の戯論（主 

客二元的に発生したもの）より超越しているにも拘らず、まさしく劣った心に

よって恒常と無常等－恒常と無常や、有と無や、空と不空や、一切智と一切不

智等であると分別することや、 

 

戯論を超えて、 

無尽である仏陀について戯論を為す、 

戯論によって衰えた全ての者が、 

如来を見るとはならない。 15 

 

戯論（主客二元的に発生したもの）とは、事物の因を持つものであるが、無事 

物である如来に諸々の戯論が当たると、何処でなろうか。それ故に、如来は戯 

論より超越したのである。生の無い本性であるので他の本性へ変わり行かない

故に、尽きることは無い。その誤った分別がそれ自体で考察した汚れによって

心を汚したことによって、正しくない妄分別の様々な特性で如来仏陀世尊をそ

のような様相に概念化する者達にとっては、自らの戯論によって衰えることに

なったので、如来の円満な功徳は、隠されたものに留まることになるだろう。

それ故に、亡骸に似た彼らがこの善説に如来を見ることにはならない。生まれ

ながらの盲目者にとっての太陽の如くである。 

まさしくそれ故に世尊が、 

「私を色形であると見る者、私を音声として知る者は、誤った捨に入り 

込んだのであり、それらの者は私を見ない。諸仏は法性を視る。導引者 

方は法身である。法性は知られる対象ではなく、それは尽く知ることが 

できない。」 

と説かれた。 
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章の著述を説く＞［その正理を他にも適用する］ 

それ故に、この「如来を考察する」において有情の世間が考察されたのであ

る。「この有情の世間は斯様に本性が無いように、器の世間も本性が無いのであ

る」と応用させる為に、 

 

如来の本性であるもの、 

それはこの衆生の本性である。 

如来は、本性が無い。 

この衆生の本性は無い。 16 

 

と説かれ、衆生は如何様に本性が無いものであるかは、「縁を考察する」等によ

って示した。 

 

如来が本性として有ることを否定する＞［了義の教証と合わせる］ 

まさしくそれ故に、経典より 

「常に生の無い法（現象）とはその如く去る。諸法の全ても善逝に似る。 

様相を捉える幼い心を持つ者達は、世間において無い法（現象）を使用 

する。無漏の如来の、善法の映像の如くである。ここにその如くその信 

仰が去ることは無い。一切の世間が映像を見ている。」 

と説かれた。 

般若母よりも、 

「それからそれらの天子達が、尊者長老須菩提へこう言った。 

『聖須菩提よ。それらの有情は幻のようであるが、幻ではないのか？』 

と言うと、長老須菩提がそれらの天子達へ言った。 

『天子達よ。それらの有情は幻のようである。天子達よ。それらの有 

情は夢のようであり、天子達よ。そのようであれば、幻とそれらの有情 

は、二つ（別）として無く、二つとされることは無い。そのようであれ 

ば、夢とそれらの有情は二つ（別）として無く、二つとされることは無 

い。天子達よ。一切法（現象）も、幻の如く、夢の如くである。預流14も 

幻の如く、夢の如くである。預流果15も幻の如く、夢の如くである。その 

如く、一来16と、一来果17と、不還18と、不還果19と、阿羅漢20も幻の如く、 

                                                   

14 預流
よ る

：小乗の修行者である声聞の第一の果を得た者。 

15 預流果
よ る か

：預流の得た果。第 20 章脚注 13 参照。 

16 一来
いちらい

：小乗の修行者である声聞の第二の果を得た者。 

17 一来果
いちらいか

：一来の得た果。第 20 章脚注 14 参照。 

18 不還
ふ げ ん

：小乗の修行者である声聞の第三の果を得た者。 
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夢の如くである。阿羅漢果21も幻の如く、夢の如くである。独覚も幻の如 

く、夢の如くである。独覚そのものも幻の如く、夢の如くである。円満 

成就した仏陀も幻の如く、夢の如くである。円満成就した仏陀そのもの 

も幻の如く、夢の如くである。』 

それからそれらの天子達が尊者長老須菩提へこう言った。 

『聖須菩提よ。円満成就した仏陀も幻の如く、夢の如くである、と言 

うのか？円満成就した仏陀そのものも幻の如く、夢の如くである、と言 

うのか？』 

須菩提が言った。 

『天子達よ。涅槃も幻の如く、夢の如くであると言うならば、他の法 

（現象）は言うまでも無い。』 

天子達が言った。 

『聖須菩提よ。涅槃も幻の如く、夢の如くであると言うのか？』 

須菩提が言った。『天子達よ。私は仮に、涅槃よりも遥かに優れた何か 

他の法（現象）が有ろうとも、それも我は幻の如く、夢の如くであると 

言う。そのようであれば、これらの夢と涅槃は二つ（別）として無く、 

二つとされることは無い。」 

と説かれた。 

 

如来が本性として有ることを否定する＞［章の名を示す］ 

阿闍梨月称の御口より綴られた顕句より、「如来を考察する」と言う第二十二

章の解説である。 

                                                                                                                                                     

19 不還果
ふ げ ん か

：不還の得た果。第 20 章脚注 15 参照。 

20 阿羅漢
あ ら か ん

：小乗の修行者である声聞の第四の果を得た者。 

21 阿羅漢果
あ ら か ん か

：阿羅漢の得た果。第 20 章脚注 16 参照。 
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「誤りを考察する第二十三章」 

 

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

ここで言う。「有（輪廻）の継続はまさしく有る。（何故ならば）その因があ

る故である。ここで、諸煩悩より業が起こり、業と煩悩である因を持つ、一か

ら一へと連なる生と死も生じることになるが、それもまさしく有（輪廻）の因

であると考える。継続と説かれる。その主要な因とは諸煩悩である。（何故なら

ば）煩悩を捨て去った者達にはそれが無い故である。それら貪欲等の煩悩は有

るのであり、それ故に、果となる有（輪廻）の継続も有るとなるだろう。」 

 

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

述べよう。もし、その因となった諸煩悩があるならば、有（輪廻）の継続も

有るとなるが、有るのではない。如何様にといえば、ここで仏陀世尊方が、 

 

貪欲と瞋恚と愚痴は、 

妄分別より起こると説かれた。 

好ましい、好ましくない、誤りに、 

まさしく依拠したことより全く起こる。 1 

 

妄分別とは分別（概念作用）である。妄分別より起こるので、「妄分別より起

こる」という。 

「欲よ。お前の根本は、知り、分別する（全く考える）ことより起こっ 

た。」 

という偈が現れる故に、 

「貪欲と瞋恚と愚痴等は、妄分別より起こると説かれた。」 

これらのみが主に取り上げられたことは、他の諸煩悩はこれらの因を持つも

のであるので、（これら三つが）主要となる故である。それらの三煩悩は、 

｢好ましい、好ましくない、誤りに、まさしく依拠したことより全く起こ 

り｣、 

そこで好ましい対象の様相に依拠して貪欲が起こるが、好ましくないものに依

拠して瞋恚が起こる。誤りに依拠して愚痴が起こる。妄分別は、それら三つと

もにも生じさせられる為に、共通の因である。 

 

また、如何様に愚痴が妄分別より起こるのかといえば。 

 

述べよう。世尊が『縁起経』より、 
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「比丘達よ。無明とは因と共にあり、拠所と共にあり、縁と共にある。 

比丘達よ。無明の因は何かといえば、正しくない作意である。」 

や、その如く、 

「穢れのある作意とは、愚痴より生じるのである。」 

と説かれた。それ故に、無明と妄分別より起こるとなる。それ故に、 

 

好ましいと、好ましくないと、 

誤りに依拠して起こるもの。 

それらは本性より無く、 

それ故に、煩悩は清浄に無い。 2 

 

もし、貪欲等の諸煩悩が本性として成立したのであれば、本性は作られたの

ではない故と、他に相互関係したことは無い故に、それらは好ましい・好まし

くない・誤りに依拠して起こらないものであるが、好ましい・好ましくない・

誤りに依拠して起こるのでもあり、それ故にそれらは本性がまさしく無いので

あるが、清浄に有るのではなく、「勝義として、本性として有るのではない。」

という意味である。 

 

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

［我は拠所として無いという理由によって否定する］ 

他にも、 

 

我の有性と無性とは、 

如何様にも成立する1ことは無い。 

それが無く、諸煩悩の 

有性と無性は如何様に成立しようか。 3 

 

我の有性と無性が如何様に有るのではないかは、詳細に既に述べた。それ故

に、それに依拠した法（現象）の有性と無性が有ると、何処でなろうか。 

 

『仮に、もし我の有性と無性が無い時に、それからそれらの有性と無性が無

いとなるここで、諸煩悩より何が起こるのか？』といえば。 

 

述べる。 

 

                                                   
1 成立する：『根本中論』第 23 章 3 偈では「成立した」。 
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これらの煩悩は何のものであるか。 

それも、成立することは有るのではない。 

何も無いものに、何のものとしても、 

諸煩悩は有るのではない。 4 

 

ここで、これらの煩悩は壁面の絵やまさしく熟した果の如く、生じさせられ

るものであり、依拠したものに相互関係したのである。それ故に、これらは何

かの（所有する）ものであるとなるが、無である何らかの拠所においてではな

い。その拠所も考察されれば、我か心であるものであるが、それらのその拠所

は先に既に否定した故に、有るのではない。その拠所が何も無く、何の（所有

する）煩悩であるとなろうか。 

「それはまさしく無い故に、何のものでもない。」と説く。 

「何も無いものに、何のものとしても、諸煩悩は有るのではない。」 

 

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

「ここで、先に成立した諸煩悩の拠所は何も承認しないが、まさしく拠所と

して設けられる『我』というものは、何も有るのではない。（何故ならば）因が

無い故に、虚空のマンゴーの木の如くである。ならば何かといえば、煩悩を持

つ心に依拠して諸煩悩は生じるとなるが、その心も諸煩悩と一緒に生じる。」と

言う。 

 

「これも正理ではない。」と説く。 

 

自らの身体を見るが如く、諸煩悩は、 

煩悩を持つものに五様相として無い。 

自らの身体を見るが如く、煩悩を持つものは、 

煩悩に五様相として無い。 5 

 

「自らの身体」とは、色等の定義の集まりである。自らの身体への見解とは

「自らの身体を見る」－我と我所の様相として捉えることに入ったのである。

斯くもこれは、 

「蘊ではなく、蘊より他でもない。それに蘊は無く、それにそれは無い。 

如来は蘊を具えるものではない。」2 

という本偈によって五様相について尽く分析したならば、自らの身体に有るの

ではないが如く、諸煩悩も五様相において分析したならば煩悩を持つものに有

                                                   
2 「蘊…ではない。」：『根本中論』第 22 章 1 偈前 3 行。 
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るのではない。そこで、煩悩化するので、諸々の「煩悩」である。煩悩化され

るので、「煩悩を持つもの」である。 

そこで、「煩悩を持つものであるそれ自体が、諸煩悩である。」とは正しくな

い。（何故ならば）燃やすものと燃やされるものもまさしく同一である背理とな

る故である。「煩悩を持つものも他であるが、諸煩悩も他である。」とも正しく

ない。（何故ならば）他においては相互関係が無い故に、諸煩悩は煩悩を持つも

のである因より起こっていない背理となる故である。そのもの（同一）と、他

そのものが無いまさしくそれ故に、所依3能依4や、それを具える方向は無いので、

諸煩悩に煩悩を持つものは無いが、煩悩を持つものに諸煩悩は無く、煩悩を持

つものは諸煩悩を具えるのでもない。そのように五様相において分析したなら

ば、諸煩悩は煩悩を持つものに有るのではない。 

斯様に煩悩を持つものである因を持つ、諸煩悩が有るのではないが如く、煩

悩である因を持つ煩悩を持つものも五様相によって分析したならば、諸煩悩に

有るのではない。 

このように諸煩悩自体は、煩悩を持つものではない。（何故ならば）行為者と

行為対象がまさしく同一である背理となる故である。 

諸煩悩も他であるが、煩悩を持つものが他であることもない。（何故ならば）

まさしく相互関係が無い背理となる故である。 

煩悩を持つものに諸煩悩は無いが、諸煩悩に煩悩を持つものは無く、諸煩悩

は煩悩を持つものを具えるのでもない。 

そのようであれば、自らの身体を見る如く煩悩を持つものも諸煩悩に五様相

として有るのではない。何故ならば、そのようである故に、煩悩と煩悩を持つ

ものは相互関係して成立したことも有るのではない。 

 

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

ここで言う。「もしまた、君が諸煩悩を否定はしたが、そう見るとしても煩悩

の因である好ましいと、好ましくないと、誤りは、先ず有るのである。それが

有るので、諸煩悩も有るとなる。 

 

述べよう。もし好ましいと、好ましくないと、誤りそのものが有るならば、

諸煩悩は有るとなるが、何故ならば、 

 

好ましいと、好ましくないと、誤りの、 

 
                                                   

3 所依
し ょ え

：よりどころ。 

4 能依
の う え

：よるもの。 
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それらも 

本性より有るのでなければ、 

 

－縁起生である故と、否定を説くことになる故である。そのように本性として

有るのではない時、 

 

好ましいと、好ましくないと、誤りに、 

依拠した煩悩は何ものであるか。 6 

 

『好ましいと、好ましくないと、誤りというその諸因は無いので、諸煩悩は

まさしく有るのではない。』とのお考えである。 

 

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

ここで言う。「諸煩悩はまさしく有る。（何故ならば）それらの対象がある故

である。ここでも、無には対象が有るのではなく、例えば石女の子の如くであ

る。色形と、音声と香と味と触感と法（現象）という六対象は有るのであり、

それ故に対象があるので、諸煩悩はまさしく有ると述べられる。君達によって 

 

色形と音声と味と触感と、 

香と法（現象）の六様相は、 

拠所であり、貪欲と瞋恚と、 

愚痴のものであると考察された 7 

 

ものは有る。そこで、それより生じる故に貪欲等はここに留まるので、拠所－

対象である。その対象も、色形と音声と香と味と触感と法（現象）という六つ

となる。（何故ならば）肯定認識する六根（六感覚器官）が互いに別である故で

ある。 

そこで、「これは、これにおいてである。」「あちらは、あちらのものである。」

と確かに考察され得る故と、「色形に適するので、色形である。」「これによって

意味を朗誦し示すので、音声である。」「吸い、嗅がれる対象であるので、香で

ある。（何故ならば）行ったところより他へ行かぬ故である。」「味わい、味が経

験される対象であるので、味である。」「触られる対象であるので、触感である。」

「自らの定義を保持する故、または法（現象）の最高のものである涅槃を保持

するので、法である。」それら六つの様相は礎である。「何の（礎か）」といえば、

貪欲と瞋恚と愚痴の（礎）である。 

それに喜ぶので貪欲であり、執着しことさら欲すことである。あるいは、こ
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れによって心を喜ばせるので、貪欲である。批判するので瞋恚であり、全てよ

り害する思いである。あるいは、これによって心を邪魔するので、瞋恚である。

愚昧であるので愚痴であり、全て（の様相）から愚昧である。あるいは、これ

によって心を愚昧にするので、愚痴である。 

それ故に、色形等の六様相はこれら煩悩の礎であり、対象である。そこで色

形等を好ましい様相に捏造するので、貪欲が生じる。好ましくない様相に捏造

するので、瞋恚（が生じるの）である。恒常や我について誤って捏造したので、

愚痴が生じることになる。 

「これら六様相が礎として仮設されることは、勿論真実ではあるけれど、し

かしながら眼障を持つ者達が有るのではない落髪等を見るように、有るのでは

ない本性となったそれらのものを、君が貪欲等の対象であると尽く仮設したの

である。」と示す為に、 

 

色形と音声と味と触感と、 

香と法（現象）ただそれだけであり、 

 

と説かれた。「だけであり」とは、「ただ仮設されただけのものに尽き、本性は

無い。」という主旨である。 

 

「もし本性が無ければ、ならば如何様に対象としたのか。」といえば。 

 

述べよう。それらの対象とは、 

 

尋香の都のようであり、 

逃げ水や夢に似るのである。 8 

 

それらが尋香の都等のように、誤りから対象とされるのみに尽きる時、 

 

幻の人のようであり、 

映像に似たそれらに、 

好ましいや好ましくないものが、 

起こるとも、何処でなろうか。 9 

 

これによって、誤った拠所より起こったことと、好ましい・好ましくないと

いう諸様相も、まさしく偽りとなる。斯くも、 

「我執より起こった諸蘊。その我執は意味として誤りである。偽りであ 
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るその種子の、生が真実であると何処でなろうか。」 

と説かれた。 

 

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

［貪欲と瞋恚の因が本性として成立したことを否定する］ 

拠所がまさしく誤りであるので、好ましいと好ましくないという諸相は、偽

りのみであるに尽きず、しかしながらこの道理によっても「この二つはまさし

く偽りである。」と示す為に、 

 

それに依拠して「好ましい」と 

名付けられる「好ましくない」は、 

「好ましい」に、相対しておらずに有るのではないので、 

それ故に、「好ましい」は合理ではない。 10 

 

と説かれ、ここでもし「好ましい」という何かが有るならば、「好ましい」と関

係を持つ他の事物との相互関係と共にある故に、確実に「長短」や「あちらこ

ちら」のように「好ましくない」に相対することになるが、「好ましくない」も

のに依拠し、「好ましくない」ものに相対して「好ましい」と名付けられ設けら

れる、相対相手であるその「好ましくない」も、「好ましい」無くして有るので

はなく、「好ましい」に相対しておらずに「好ましくない」は有るのではなく、

「『好ましい』に相対すること無く『好ましくない』は無いのである。」という

意味である。「それに」という言葉は直前の「好ましくない」が当てられる。「名

付けられる」とは、前の「好ましい」に繋げる。 

「何故ならば、そのようであれば『好ましい』と名付けられるにあたり、『好

ましくない』という他の関係を持つ事物である相対対象が有るのではない故に、

『好ましい』は合理ではない。『短い』が無いことによって『長い』が、『あち

ら』が無いことによって『こちら』が不合理である如くである。」というお考え

である。 

ここで、「好ましくない」が如何様に有るのではないかを示す為に、 

 

それに依拠して「好ましくない」と、 

名付けられる「好ましい」は、 

「好ましくない」に相対せずに有るのではないので、 

それ故に「好ましくない」は合理ではない。 11 

 

と説かれ、もし「好ましくない」という何かが有るならば、「好ましくない」は
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関係を持つ他の事物に相対している故に、それは確実に「長短」か「あちらこ

ちら」のように「好ましい」に相対したとなるが、「好ましい」ものに依拠し、

「好ましい」ものに相対して「好ましくない」と名付けられ設けられる、相対

対象であるその「好ましい」も、「好ましくない」無くして有るのではなく、「好

ましくない」に相対しておらず「好ましく」有るのではなく、『好ましくない』

に相対無くして『好ましい』は無いのである。」という意味である。これも「そ

れに」という言葉によって直前の「好ましい」が捉えられる。「名付けられる」

とは、前述の「好ましくない」に当てる。 

何故ならば、そのようであれば「好ましくない」と名付けられるにあたり、「好

ましい」という関係を持つ他の事物である相対対象が有るのではない。 

「それ故に『好ましくない』は合理ではない。」 

という。 

何故ならば、そのように「好ましい」と「好ましくない」は有るのではない

故に、 

 

「好ましい」が有るのでなければ、 

貪欲が有ると何処でなろうか。 

「好ましくない」が有るのでなければ、 

瞋恚が起こると何処でなろうか。 12 

 

「『好ましい』と『好ましくない』の様相が無ければ、因が無い故に、『好ま

しい』と『好ましくない』という様相である因を持つ貪欲と瞋恚も有るのでは

ない。」というお考えである。 

 

因は本性として無いという他の理由によって否定する＞愚痴の因が本性として成立したことを否定する＞誤りが本性と

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

それ故に、そのように「好ましい」と「好ましくない」の様相は無いので、

貪欲と瞋恚の二つは無いと示して、ここで誤りが無いと示した面より愚痴も無

いと示す為に、 

 

もし、無常を恒常であると、 

そのように捉えることが誤りであるならば、 

空に無常は有るのではないので、 

捉えることは如何様に誤りでないのか。13 

 

と説かれ、ここで誤りを四つと述べられた。（それは）このようであり、刹那毎
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に壊れ無常である五蘊を『恒常である。』と捉えることは、誤りである。その如

く、 

「無常であるものを確実に害する。害のあるものは楽ではない。それ故 

に、無常であるもの、それは一切が苦しみとなる。」5 

というこのあり方で、無常であるものは苦しみであるが、一切の行も無常であ

り、それ故に苦しみの我性を持つ五蘊を『楽である。』と誤って捉えることは他

の誤りである。 

その如く 

「精液と血が合わさった種子を持つ、大便と小便によって生じさせられ 

た、不浄な本性を知りながら、如何なる欲望がそれに執着しようか。」 

というように、常にこの身体は一切の我性において不浄でありながら、蒙昧が

それをまさしく清浄であると捉えることは、誤りである。 

その如く、我の性相と合致しない五蘊は無常である故と、生じ壊れる主体で

ある故に、我は無く、我の本性が欠如しながらそれを恒常であると捉えること

は、無我を我であると顕かに執する誤りである。 

そのようであれば、それら四つの誤りは愚痴の因となるものである。 

 

今ここで、これを分析しよう。もし、「恒常性が欠如する諸蘊を恒常であると

捉えることは間違い－誤りである。」とそのように設けるならば、本性が欠如す

る蘊において、無常も無いのではないのか？それ故に、 

「空に無常は有るのではないので、捉えることは如何様に誤りであるの 

か。」 

このように、「誤りのない無常性に相対して、恒常は誤りである。」と設けら

れるのであれば、空に無常性があるのではない時、無常性は無いので、それに

反する恒常性が誤りであると、何処でなろうか。それ故に、誤りは無い。 

斯様に本性と離れ、本性として生じていない空において無常性は無いが如く、

苦も無く、不浄も無いが、無我も有るのではない。本性が欠如するので苦等が

無い時、それらと不一致の方向となる恒常と、楽と、清浄と、我も誤りである

と、全く何処でなろうか。 

それ故に、誤りは本性として無い。それが無い故に、無知があると何処でな

ろうか。（何故ならば）因が無い故である。 

斯くも世尊が、 

「無明と無命の縁によって起こったものは、いつ時にも有るとなるので 

はなく、その無明は世間に有るのではない。それ故に私はこれを無明で 

あると説いた。」 

                                                   
5 「無常･･･となる。」：『四百論』第 2 章 25 偈。 
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や、その如く、 

「『世尊よ。如何様であれば、愚痴は摂持の言葉でありましょうか。』 

世尊がお言葉を賜れた。 

『文殊よ。愚痴とは、よく解放されたものであり、然れば愚痴という。』」 

等を説かれた。 

 

誤りが本性として成立したことを否定する＞ 

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

他にも「もし、まさしく正しくない故に、無常を『恒常である』とそのよう

に捉えることは誤りであると設けるならば、そう見れば、本性として有るので

はない事物について『無常である。』と捉えることも有るのではないので、これ

も何故誤りでないと設けるのか。」と示す為に、 

 

もし、無常を恒常であると、 

そのように捉えることが誤りであるならば、 

空を「無常である」と、 

捉えることも如何様に誤りでないのか。 14 

 

と説かれ、恒常性と無常性の双方ともが誤りである時、その時に誤りではない

となる、それらより別である他の第三（分類）は有るのではないが、誤りでな

いものが有るのではない時、何に相対して誤りであるとなろうか。それ故にこ

の正理によっても、誤りは有るのではない。それが無い故に無明は無い。 

斯様に無常を「恒常である。」と捉えるこれが誤りとならぬが如く、有るので

はない残余の誤りにも当てはめたまえ。 

 

まさしくそれ故に、世尊が『聖堅増上心請問経』より、 

「世尊がお言葉を賜れた。 

『種姓の子よ。道の出離を尽く探求する者はその如くであり、種姓の 

子よ。如来は執着することになる諸法を捨て去られたので、欲望を6捨 

て去ったと説かれなかった。その如く、怒るであろう対象と、蒙昧とな 

るだろう（対象の）諸法を捨て去って、如来は瞋恚と愚痴が捨て去られ 

ると説かれなかった。 

それは何故かといえば、種姓の子よ。如来は、如何なる法（現象）で 

あろうとも、捨て去られる為か、得られる為に法は示さない。尽く知ら 

れる為に、尽く捨てられる為に、修される為に、実現される為に、直接 

                                                   
6 （捨て去られ･･･欲望を）：北京版・ナルタン版には無い。 
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に悟られる為に、輪廻より揺動される為に、涅槃へ行かされる為に、斥 

けられる為に、設けられる為に、分類される為に、法を説かれない。 

種姓の子よ。二つに分けることは、如来方の法性ではない。それら二 

元において行為することは、清浄に入ったのではない。 

種姓の子よ。二元とは何かといえば、『私が、欲望を捨て去ろう。』と 

思うことは二元である。『私が、瞋恚を捨て去ろう。』と思うことは二元 

である。『私が、愚痴を捨て去ろう。』と思うことは二元である。 

そのように行為するものであるそれらは、清浄に入ったのではなく、 

それらは誤って入ったと知りたまえ。 

種姓の子よ。このように、例えばある人々は魔術師の奏でる音楽が起 

こった時、魔術師が変幻させた女性を見て欲望の心が起こされ、その者 

は欲望によって心が導かれて（女性に近寄るが）、取り巻きによって恐れ、 

恥ずかしくなり、席より立って去る。その者は去って、まさしくその女 

性を好ましくないと作意し、無常や、苦や、空や無我であると作意する 

ならば、種姓の子よ。それをどう思うか。その人は正しく入ったのか？ 

あるいは誤って入ったのか。』 

申し上げた。 

『世尊よ。女性ではないものを好ましくないと作意し、無常や、苦や、 

空や無我であると作意する、その人の実際の努めは、誤りです。』 

世尊がお言葉を賜れた。 

『種姓の子よ。ここで比丘と比丘尼と、優婆塞と優婆夷の一部が、生 

じておらず起こっていない諸法について好ましくないと作意し、無常と 

苦と、空と無我であると作意することも、それに似ていると見よ。私は、 

それら愚か者達を〈道を修するのである〉とは言わず、それらの者を 

〈誤って入った〉という。 

種姓の子よ。このように、例えばある人は眠りの夢の中で、我が家に 

王妃がやって来たと見て、彼女と共に眠り、記憶を無くして〈私は眼が 

覚めた。〉とそのように思い、〈王が探してはいないか？彼が私を殺しに 

来る。〉と思い畏惧し恐れ逃げたならば、これをどう思う？その人は畏惧 

し恐れ逃げたことで、その王妃の（原因となった）恐怖より逃れるとな 

ろうか？』 

申し上げた。 

『世尊よ。それはそのようではありません。それは何故かといえば、 

世尊よ。このように、その人は女性ではないものに女性という想（識別） 

を生じさせ、正しくなく思い込んだ為です。』 

世尊がお言葉を賜れた。 
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『種姓の子よ。ここで比丘と比丘尼と、優婆塞と優婆夷の一部が無貪 

欲に対して貪欲の想を生じさせ、貪欲の恐怖によって畏怖し、貪欲より 

の出離を尽く追求することと、その如く無瞋恚において瞋恚の想を生じ 

させ、無愚痴に愚痴の想を生じさせて、愚痴の恐怖によって畏怖し、愚 

痴よりの出離を尽く探求する者達も、それに似ると見よ。私は、それら 

愚か者達を〈道を修するのである〉とは言わず、それらの者を〈誤って 

入った〉という。 

種姓の子よ。このように、例えばその者が無いにも拘らず捏造したこ 

とによって、恐れの無いものに恐れの想を生じさせた如く、種姓の子よ。 

凡夫である幼子達は、欲望の果てを知らずに欲望の果ての恐怖によって 

畏怖し、欲望の果てより出離することを探求する。瞋恚の果ては何も無 

い果てであると知らずに、瞋恚の果ての恐怖によって畏怖し、何も無い 

果てより出離することを探求する。愚痴の果てである空性の果てを知ら 

ずに、愚痴の果ての恐怖によって畏怖し、空性の果てより出離すること 

を尽く探求する。私は、それら愚か者達を〈道を修するのである〉とは 

言わず、それらの者を〈誤って入った〉という。」 

と、詳細に説かれた。 

 

誤りが本性として成立したことを否定する＞［ただ捉えることのみが本性として成立したことを否定する］ 

ここで言う。「もしまた、『恒常である。』とそのように捉える誤りは有るので

はないようだとしても、先ず、その（誤った）認識は有るのである。『認識』と

は捉えることであり、行為の本性を持つ事物である。それについても疑い無く、

成立させるものである恒常性等、行為するものが有るとなる必要があるが、我、

あるいは有情でも構わないが、行為者も存在する必要があり、色形等の対象で

ある、行為対象も有る必要がある。行為と行為するものと行為者と行為対象等

の諸事物が成立したのであれば、一切が成立したので、我々の主張が成立した。」 

 

述べよう。君のこの論理は偽りであり、斯くも説かれた論法によって、 

 

捉えるものと、捉えることと、 

捉える者と、捉えられるものの、 

一切は寂静であり、 

それ故に、捉えることは有るのではない。 15 

 

ここで、恒常性等の特性をつけるものである、僅かな一部の（捉える）行為

対象となった色形や音声等の事物を捉えるものである、その何らかの捉える者
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が如何様に有るのではないのかは、先に既に示した。 

如何様にといえば、どのようにまさしく恒常等である行為者が有るのではな

いかを、 

「もし、無常を恒常であると、そのように捉えることが誤りであるなら 

ば、」7 

等によって示したが、どのように捉える者が無いかは、 

「我の有性と無性とは、如何様にも成立したことは無い。」8 

というこれによって示し、その捉えられる対象もどのように無いかは、 

「色形と音声と味と触感と、香と法（現象）ただそれだけであり、」9 

によって示したのである。そのように行為者と行為するものと行為対象が成立

していない時、理解されるものがない「捉えるもの」が有ると何処でなろうか。

それ故に 

「『捉えるものと、捉えることと、捉える者と、捉えられるものの、一切 

は寂静であり、』10 

本性として生じていない故に一切は苦しみより超越したのである。」という意味

である。何故ならば、これはそのようである 

「それ故に、捉えるものは有るのではない。」11 

 

もう一様相においては、何故ならば「縁を考察する」12等の諸章によって、行

為するものと事物と行為者と行為対象の一切は、一切の様相において生じてい

ないと示された故に、「これら一切は寂静であり、それ故に、捉えるものは有る

のではない。」としたまえ。 

 

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

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

ここで言う。「諸々の誤りはまさしく有る。（何故ならば）誤りを具える者が

有る故である。ここで誤りを具える祭祀は存在するのであるが、諸々の誤りが

無ければ、誤りを具えることはあり得るものではない。それ故に、誤りは有る

のである。」 

 

述べよう。ここで、「行為するものと行為者と行為対象は無いので、捉えるこ

                                                   
7 「もし…ならば、」：『根本中論』第 23 章 13 偈。 
8 「我の…無い。」：『根本中論』第 23 章 3 偈前 2 行。 
9 「色形と…であり、」：『根本中論』第 23 章 8 偈前 2 行。 
10 『捉える･･･であり、』：『根本中論』第 23 章 15 偈。 
11 「それ故･･･ではない。」：同上。 
12 「縁を考察する」：『根本中論』第 1 章。 
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と自体が一切の様相において有るのではない。」とは、我々が既に説いた。 

それ故に、 

 

誤り、あるいは正そのものであると、 

捉えるものが有るのでなければ、 

何に誤りがあり、 

何に誤らないものが有るのか。 16 

 

僅かであろうとも誤り、あるいは正しく捉えるものに、「まさしく誤り」と、

「まさしく誤りでない」というものが、何処にあろうか。それ故に諸々の誤り

は無い。 

 

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

他にも、これらの誤りを何かにおいて主張するならば、誤りとなったものに

考察されるのか？誤りとなっていないものか？誤りとなりつつあるものにおい

て考察されるのか？と問えば、「一切の様相において合理ではない。」と示す為

に、 

 

誤りとなったものに、 

諸々の誤りはあり得ず、 

誤りとなっていないものに、 

諸々の誤りはあり得ない。 17 

誤りとなりつつあるものにも 

諸々の誤りはあり得ない。 

何に誤りがあり得るかは、 

己自身で分析せよ。 18 

 

と説かれた。そこで先ず「誤りとなったものに、諸々の誤りはあり得ない。」何

故かといえば、このように、誤りとなったものはまさしく既に誤りに変化した

のであれば、そこで再び誤りと関係することによって何をしようか。（何故なら

ば）必要性が無い故である。 

誤りとなっていないものにおいても諸々の誤りは不適である。（何故ならば）

無知の眠りと離れたことによって智恵の御眼が開かれた諸仏においても、誤り

が有る背理となる故である。 

その如く、誤りとなりつつあるものにおいても諸々の誤りは有るのではない。

（何故ならば）「誤りとなりつつある」は無い故であり、誤りとなったものと、
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誤りとなっていないもの以外、「誤りとなりつつある」という他の事物は、何が

有るとなろうか。 

 

「『誤りとなりつつある』とは半分誤りである。」といえば。 

 

「半分誤り」というものは、僅か一部分のものが誤りとなり、僅か一部が誤

りとなっていないのであるが、そこでこの、誤りとなった僅か一部においては、

誤りが誤りとするのではない。（何故ならば）既に誤りに変化した故である。こ

の、誤りとなっていない僅か一部も、誤りが誤りとするのではない。（何故なら

ば）誤りに変化していない故である。それ故に、誤りとなりつつある何かにお

いても、諸々の誤りはあり得ない。 

誤りになったものと、誤りになっていないものと、誤りになりつつあるもの

においてそれを見ることはあり得ないが、あり得ないので、「今何に諸々の誤り

があり得るのか？」と、自らが公正になって、知慧によって尽く分析したまえ。 

それ故に、そのようであれば拠所が無いことによっても諸々の誤りは有るの

ではない。 

 

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

他にも、 

 

諸々の誤りが生じていなければ、 

如何様であれば有るとなろうか。 

諸々の誤りが生じることが無ければ、 

誤りを持つものは何処にあろうか。 19 

 

そこで、 

 

事物は自らより生じず、 

他よりまさしく生じるのではない。 

自らと他よりでもないならば、 

誤りを持つものは何処にあろうか。 20 

 

「誤りを具えるものが何処にあろうか」という主旨である。 

それ故に、「諸々の誤りは有る。誤りを具えるものが有る故である。」と言っ

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

もしまた、四顚倒（四つの誤り）の僅か一部がまさしく有ると承認するなら

ば、そう見るとしても、まさしく誤りとして設けられることはできない。何故

かといえば、このように、 

 

もし、我と、浄と、 

常と楽が有るならば、 

我と、浄と、常と、 

楽は誤りではない。 21 

 

もし、「それら我と清浄と恒常と楽は誤りである。」と設けるならば、それら

は有るのか？無いのか？ 

もし有るならば、ならば誤りではない。（何故ならば）有る故に、無我等の如

くである。もし無いならば、その時それらは無い故に、誤り自体が有るのでは

ないのみに尽きず、「相対相手の誤りが無い故に、無我等、諸々の誤りでないも

のも有るのではない。」と示す為に、 

 

もし、我と、浄と、 

常と楽が無いならば、 

無我と、不浄と、無常と、 

苦は有るのではない。 22 

 

と説かれ、もし『有でないものは誤りそのものとしてあり得ないので、我と清

浄と恒常と楽は無い。』と思えば。 

 

そう見るならば、ならば我等も有るのではない故に、無我等がまさしく誤り

でないと捉えられることも、捨てられるものである。（何故ならば）否定対象が

無ければ否定したことは無い故である。そのように無我等が有るのではない時、

それも自らの本質として成立したことは無い故に、我等のように、如何様に誤

りにならないのか。それ故に、解脱を欲する者達はそれらの八つともの誤りを

も捨て去りたまえ。 

 

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

これらの誤りについての分析を斯様に説かれたこれは、無明等を捨て去る因

そのものであるので、まさしく大きな意義を持つものであると示す為に、 
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そのように誤りが滅したことによって、 

無明は滅すとなる。 

無明が滅したとなれば、 

行等は滅すとなる。 23 

 

と説かれ、その瑜伽行者が斯様に説かれた正理によって誤りを捉えていない時、

そのように誤りを捉えていないことによって、その因を持つ無明13は滅すことに

なる。それが滅したことによって、無明の因を持つ行等の、老死の果てに行き

つく諸法（現象）は滅すことになる。（何故ならば）無明とは、煩悩の全ての集

合と、生等の苦しみの因となる故である。身根（身体の感覚器官）の因を持つ

一切の形ある根（感覚器官）は、身根が滅したならば滅すとなるが如く、「諸々

の輪廻の支分として起こる、無明の因を持つ行等は、確実に、無明が滅したな

らば滅すとなるだろう。」と示す為に、 

「無明が滅したとなれば、行等は滅すとなる。」 

と説かれたのである。 

 

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

ここで言う。「もし誤りが滅したことによって無明が滅すならば、ならばその

ように誤りが滅したことによって滅すとなるもの、無明は有るのであり、有る

のではない虚空のマンゴーの小枝を捨て去る方法を探しても、有るものではな

い。それ故に、無明は有るのである。（何故ならば）それが滅す方法を探すこと

が有る故である。それ故に、その因を持つ貪欲等の諸煩悩は有るのであるが、

煩悩が有る故に、輪廻の継続もまさしく有るのである。」 

 

述べよう。嗚呼！利他を現す為に何にも頼らず行き去った聖者方が、方便と

知慧の力によって、一切の我性において非常に強力な苦しみである煩悩の毒の

大樹を残らず根こそぎにされたことに対し、益するに留まらぬのみならず、し

かしながらそれを根こそぎにされた方々と非常に反して留まり、自ら捏造した

その煩悩の毒の大樹を植え付けることに、事更に恭敬する者は、有意義でない

ことにまさしく非常に通暁した対論者である。 

 

他にも、もし無明等の諸煩悩を捨て去ることが有るならば、それを捨て去る

方法を探求することになろうが、それらを捨て去ることは有るのではない。 

 

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

行・識・名色・六處・触・受・愛・取・有・生・老死。 
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「何故か」といえば、ここにもし有るならば、その時、自らの本質として有

るものにおいてか、有るのではないものに有ることになるものである。 

「それよりどうなる」といえば、もし本性本質として有るとなる諸煩悩を捨

て去ると主張するならば、それは不合理である。 

「何故か」といえば、このように、 

 

もし幾らかの煩悩である 

何かが本性として有るならば、 

如何様であれば捨て去られるとなろうか。 

有るものを誰が捨て去ろうか。 24 

 

自らの本質として有る諸事物の本性は斥けることはできず、地等の本性であ

る堅固等は、無くなるものではない。その如く、もし幾らか－プトガラの何か

－無明等のこれらの煩悩も本性として有るならば、如何様であれば捨て去ると

なろうか－何ものによっても、まさしく捨て去るとはならない。 

 

また「何故に、それらを捨て去るのか」といえば。 

 

「有るものを誰が捨て去ろうか。」 

と説かれ、『本性は斥けられ得ぬ故に、虚空の不触性は斥けられることが無いが

如くである。』というお考えである。 

 

『仮に、本性として無いものであれば、』と考えれば。 

 

「そのようであるとしても、捨て去ることはまさしく有るのではない。」と説

かれた。 

 

もし、幾らかの煩悩である 

本性として無いものは、 

如何様であれば捨て去るとなろうか。 

無いものを誰が捨て去ろうか。 25 

 

本性として無い－存在していない諸煩悩も、まさしく捨て去られることはで

きない。有るのではない火の冷感は、斥けられることはできない。その如くこ

れらの煩悩も、誰にも、何も本性として無いので、それらを誰が捨て去ろうか

－誰も捨て去るのではない。 
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それ故に、そのように双方のようにも捨て去ることは有るのではないので、

諸煩悩を捨て去ることは無い。捨て去ることが無い故に、煩悩を捨て去る方法

の追求を見て、有ると何処でなろうか。 

それ故に、斯くも「無明等はまさしく有る。（何故ならば）それを捨て去る方

法を探すことが有る故である。」と言ったことは不合理である。 

 

煩悩が本性として有ることを否定する＞［了義の教証と合わせる］ 

斯くも『三昧王経』よりも、 

「色形によっても菩提を示された。菩提によっても色形を示され、異な 

る諸々の音声によって、法の重鎮を良く示された。 

『音声によって色形の重鎮を』とは、自性として深甚であることは、 

色形と菩提において平等であり、別とされるものは見付からない。 

涅槃を深甚であるとも、音声によって良く示されたように、その涅槃 

は見付からない。その音声も見付からない。 

音声と涅槃は、二つとも見付からず、その如く空である諸法（現象） 

において、涅槃を良く示された。 

苦しみを超えたことと超えられるものに、涅槃は見付からず、これに 

諸法（現象）が入ることは無い。後がそのようである如く、以前にも。 

一切諸法（現象）は本性として、涅槃と等しく平等であると、仏法に 

勤められ、現れた者達は知る。」 

と説かれたことや、その如く、 

「智慧によって蘊が空性であることを知り、知って諸煩悩と同行せず、 

ただ述べるだけの面より述べ、涅槃の如く、この世間を分析したまえ。」 

と説かれた。 

 

煩悩が本性として有ることを否定する＞［章の名を示す］ 

阿闍梨月称の御口より綴られた顕句より、「誤りを考察する」という第二十三

章の解説である。 
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「聖諦を考察する第二十四章」 

 

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

［四聖諦の修行対象と修行行為が不合理であるという反論］ 

ここに、 

 

「もし、これら全てが空であるならば、 

起こることは無く、壊れることは無い。 

聖なる四つの真実1が、 

君には無い背理となる。 1 

 

もし、『正理によって不合理となる故に、内外の事物のこれら一切の様相は空

性である。』と論証するならば、そう見れば、君にとって沢山の大きな過失とな

るのではないか。 

如何様にといえば、もしこれら一切が空性であるならば、その時、空である

ものは無であるが、無いものは有るのではない故に、石女の子の如く生じるこ

と無く滅すことは無いので、如何なる事物も起こることは無く、壊れることが

無くなるだろう。それが無いので、聖なる四諦を空であると言う君にとっては、

（四聖諦が）無い背理となるだろう。 

如何様にといえば、このように、ここで、以前の因によって生じさせられ縁

起する近取の五蘊2は、苦しみの苦しみそのものと、変化する苦しみそのものと、

行の苦しみそのものの不調和となった故に、まさしく害する我性を持つものな

ので、『苦』と言う。 

その苦も、誤りを捨て去ったことによって、聖者方のみが『苦しみである。』

と知る。しかし誤りに従う故と、見るままに事物の本性を設ける故に、聖者で

ない者にとってはそうではない。 

そのように、それらの事物によって、それらの事物自体をそこに認める故に、

癩病等の病が感染したことによって感覚器官に異常をきたした、甘味の本性で

ある黒砂糖をも苦みそのものと感じる者達にとって、彼らの知覚に相応してま

さしく苦味であることは真実であり、まさしく甘味として（感じられるの）で

はないが如く、ここでも近取の五蘊は苦しみの本性ではあるけれども、そう見

                                                   

1 聖なる四つの真実：四聖諦
ししょうたい

。苦諦
く た い

（苦しみの真実）・集諦
じったい

（苦しみの原因の真実）・滅諦
めったい

（苦

しみとその原因が滅した真実）・道諦
どうたい

（滅諦を得る為の修行道の真実）の四。 
2 五蘊：生を受ける時に得る、五種類の心身の集積。色蘊（形ある身体の集積）・受蘊（一

時的な心の働きである感受作用の集積）・想蘊（一時的な心の働きである識別作用の集

積）・行蘊（他の四種以外の集積）・識蘊（認識主体的な心の集積）の五。 
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るとしても、これらは苦しみの我性であると見る者達自身にとって、それらは

苦しみであると設けた。しかし、誤りに影響されて他の様相として認める者に

とってではない。それ故に、聖者方のみにとってそれは苦しみの我性であると

真である故に、苦しみの聖なる真実（苦諦）という。 

 

もし、『聖者でない者達も、苦の感受を〈苦しみである。〉とまさしく肯定す

るのではないか？それ故に、如何様に苦しみが聖者方のみにとって真実である

のか？』といえば。 

 

苦の感受自体のみが苦しみの真実ではなく、ならば何かといえば、近取の五

蘊ともにおいて（苦しみなの）である。 

それ故に、聖者方のみにとってそれは真実である故に、『聖なる真実（聖諦）

である。』と設けられ、斯くも 

『掌にある一本の産毛を、人々は気付かぬが、まさしくそれが目に入っ 

たならば、不快感と害が生じさせられるように、掌に似た幼子は、行苦3で 

ある産毛を悟らない。目に似た聖者は、それによって非常な出離の心も 

起こる。』 

と説かれた。それ故に、その苦しみは聖者方のみにとって真実であるので、『苦

しみの聖なる真実（聖諦）である。』と設けられる。 

 

『何時これを苦しみの聖なる真実であると悟るのか』といえば。 

 

或る時、諸々の有為において生起と壊は有るけれど、空である故に僅かにも

生は無く、僅かにも滅が無い時に、苦は有るのではない。苦しみが無ければ、

また、全てが起こる真実（集諦）が有ると何処でなろうか。このように、ある

因より全ての苦しみが起こり、生を欲し業と煩悩の性相を持つその因を『集』

というけれど、果となった苦しみの真実（苦諦）が有るのではない時、果と離

れたものは因そのものとして不合理である故に、集諦も無い。 

 

苦しみと離れ、再び生まれないことを『滅』というならば、苦しみそのもの

が無い時、何が何によって滅すとなろうか。それ故に、苦が滅すことも無い。

それ故に苦が無ければ、滅の真実（滅諦）も無い。苦が滅すことが無ければ、

                                                   

3 行苦：三苦の一。輪廻全体に遍満する苦しみ。他に苦
く

苦
く

（苦しみの苦しみ。苦しみである

と誰もが分かる苦しみ）と、変
へん

苦
く

（変化する苦しみ。始めは楽に感じられても後に苦し

みに変化する）がある。 
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また苦が滅して行く道である八正道4も有ると何処でなろうか。それ故に、修行

道の真実（道諦）も無い。 

それ故に、そのように諸事物が空であると言う君にとっては、聖なる真実の

四つ（四聖諦）ともが無い背理となるだろう。 

 

『それより如何なる過失となろうか。』といえば。 

 

聖なる四諦が無いので、 

尽く知られることや捨て去られることや、 

修することや実現されることは、 

合理となるのではない。 2 

 

聖なる真実の四つ（四聖諦）ともが無い背理であるので、無常等の諸様相に

よって苦しみの真実（苦諦）が尽く知られることと、全ての苦しみが起こる真

実（集諦）が捨て去られることと、苦しみが滅して行く道（道諦）を修するこ

とと、苦しみが滅すことが実現される－顕現されることは不合理である。 

 

起壊等が不合理であるという反論＞［向と果が不合理であるという反論］ 

もし、『苦等聖なる諸真実が無いことによって、尽く知ること等が無い時、如

何なる過失が有るのか？』といえば。 

 

述べよう。 

 

それらが有るのではないので、 

四果5も有るのではない。 

果が無ければ、果に住す者も無い。 

向かう者達も有るのではない。 3 

もし、八種のプトガラである士夫、 

それらが無ければ僧伽は無い。 

優れた諸諦が無い故に、 

聖なる法も有るのではない。 4 

 

                                                   

4 八
はっ

正道
しょうどう

：八の正しい修行道。正
しょう

見
けん

（正しい見解）、正思
しょうし

（正しい思惟）、正語
しょうご

（正しい言

葉）、正業
しょうごう

（正しい行い）、正
しょう

命
みょう

（正しい生活）、正精進
しょうしょうじん

（正しいつとめ）、正念
しょうねん

（正

しい隨念）、正 定
しょうじょう

（正しい禅定）の八。 

5 四果
し か

：声聞聖者の四種の修行の果。 
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法と僧伽が有るのでなければ、 

仏陀が如何様に有るとなろうか。 

 

そのように苦を尽く知ること等が無い時、それは無いので、預流6と、一来7と、

不還8と、阿羅漢9の果との、四つとも合理ではない。如何様にといえば、ここで

諸煩悩の断10を集めることによって果の名を得る。11このように、三結12を捨て

去ったことによる十六刹那目13の『道類智14（道について後に知る）』等にある

煩悩の断が、預流果である。 

修所断15である欲界の享受に関する諸々の煩悩のうち、大中小の諸相において

も、それぞれ大中小の分類によって分けたならば、九様相となる。そこで、欲

界の享受に関する（煩悩）の第六様相が尽きることによって、解脱道に有るそ

の断が、一来果である。欲界の享受に関するそれら煩悩の第九様相の煩悩が尽

きることによって、解脱道に有る断であるものが、不還果である。 

                                                   

6 預流
よ る

：預流果
よ る か

。四果の一。声聞聖者の修行の第一の果。［第 20 章］脚注 13 参照。 

7 一来
いちらい

：一来果
いち らいか

。四果の一。声聞聖者の修行の第二の果。［第 20 章］脚注 14 参照。 

8 不還
ふ げ ん

：不還果
ふ げ ん か

。四果の一。声聞聖者の修行の第三の果。［第 20 章］脚注 15 参照。 

9 阿羅漢
あ ら か ん

：阿羅漢果
あ ら か ん か

。四果の一。声聞聖者の修行の第四の果。［第 20 章］脚注 16 参照。 
10 断：所断（捨て去るべきもの）を捨て去った断滅。 
11 諸煩悩･･･得る。：毘婆沙部では実在を肯定し、断にも実質があるとする。瞑想によって

実質のある煩悩を捨て去ったことでそれぞれの断を獲得し、断が一定量たまると一つの

結果を成すという。 

12 三結
さんけつ

：見所断
けんしょだん

の三結。預流果を得る為に捨てなければならない、輪廻に結び付ける主な 

煩悩。見結
けんけつ

（見解の結縛・教義等の理由に依拠して生じた有身見〈五蘊の何れかに名付

けられた私が実在するという見解〉）、戒取結
かいしゅけつ

（誤った修行の取捨を「最高」とする見解

の結縛）、疑結
ぎ け つ

（本当に解脱を得られるのかと疑う結縛）の三。 

見所断とは、見道で捨て去られるもの（断たれる所のもの）。 
13 十六刹那目：毘婆沙部は、真実を初めて直覚する瞑想の座を十六刹那に分けて、それら

を順次経過して最終刹那に至ると説く。そのうち始めの十五刹那は見道に含まれ、最終

の十六刹那目は修道であるとする。 

14 道
どう

類
るい

智
ち

：チベット語直訳では「道について後に知る lam la rjes su shes pa」。その一刹那

前の道
どう

類
るい

忍
にん

が、修行道の真実を直覚し対応する所断を捨て去った後で、その状態で真実

を直覚したまま留まる瞑想状態の智慧。 

類忍・類智は四聖諦と関わる十六心の一部。十六心は八
はち

忍
にん

・八
はっ

智
ち

で、生じる順序は以下

の通り。苦法忍・苦法智・苦類忍・苦類智・集法忍・集法智・集類忍・集類智・滅法忍・

滅法智・滅類忍・滅類智・道法忍・道法智・道類忍・道類智。 

忍は無間道（真実を直覚し、それぞれ対応する所断の直接の対治となる瞑想状態の智慧）、 

智は解脱道（真実を直覚し、直前の無間道が対応する所断を捨て去った結果の瞑想状態 

の智慧）に当たる。 

15 修所断
しゅうしょだん

：修道で捨て去られるもの（断たれる所のもの）。 
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修所断である色界と無色界の享受に関する煩悩を、それぞれの地（界）を九

様相の分類によって分けたものより、非想非非想處16の地に関わる第九様相の煩

悩が尽く尽きたことによって、解脱道に有るものである断を『阿羅漢果』とい

い、これらは四果という。 

これらが如何様に正しいかといえば、もし苦を尽く知ることが有り、集が捨

て去られ、滅が実現され、道を修することが有るとなるのであれば、苦等の聖

なる諸真実が無いことによって苦を尽く知る等が無い時、それら四果は有るの

ではない。 

それら四果が無ければ、四種の果に留まる者である、それらに留まる聖なる

プトガラ達も有るのではない。まさしくそれ故に、（果を得ることに向かう）四

向の聖なるプトガラ達も有るのではない。 

ここで、第十六刹那目である道類智以前の、智と忍の十五刹那であるものは

このようである。 

三界17の苦を顕かに了解した時、苦を対象とする忍と智の四刹那となる。そこ

で三界の苦を顕かに了解する時の、忍と智の四刹那は何かといえば、このよう

である。欲界の享受に関わる苦の見所断18である有身見と辺執見と邪見と見取見

と戒禁取見と、疑と貪欲と瞋恚と慢と無明19という粗密十煩悩の対治となり、無

常と苦と空と無我の様相として生じた、欲界で実動する苦諦を対象とする無間

道20の性相を持つ、苦について法を知る忍（苦法忍）の刹那が、第一である。そ

の対象と様相のみを具えた解脱道21の性相を持つ、苦について法を知る（苦法智）

刹那は、第二である。その如く、色界と無色界の享受に関わる苦を対象とする、

瞋恚以外の説いたばかりの粗密十八煩悩の対治となり、苦等の様相として生じ

た無間道の性相を持つ、苦について後に知る忍（苦類忍）の刹那とは、第三で

ある。その対象と様相のみを具えた解脱道の性相を持つ、苦しみを後に知る（苦

類智）刹那は第四である。 

三界で実動する苦の真実を顕かに了解することと、それら忍と智の四刹那が

そうである如く、欲界の享受に関わる集諦の見所断である邪見と見取見と疑と

貪欲と瞋恚と慢と無明という、粗密七煩悩の対治となり、因と集と生と縁の様

相として生じた、欲界に関わる集諦を対象とする無間道の性相を持つ、集につ

                                                   

16 非想非非想處
ひ そ う ひ ひ そ う し ょ

：有
う

頂
ちょう

。無色界の最上界で知覚が非常に微細である為、想（識別作用）が

有るのでもなく、無いのでもない界。 
17 三界：欲界・色界・無色界の三つの界。 
18 見所断：上記脚注 12 参照。 
19 有身見･･･無明： 

20 無間道
むけ んどう

：真実を直覚する瞑想状態の智慧で、所断を捨て去る直接の働きを為す。 

21 解脱
げ だ つ

道
どう

：真実を直覚し、直前の無間道が対応する所断を捨て去った結果の瞑想状態の智

慧。 
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いて法を知る忍（集法忍）の刹那は、第一である。その対象と様相のみを具え

た解脱道の性相を持つ、集について法を知る（集法智）刹那とは、第二である。

その如く、色界と無色界の享受に関わる集諦を対象とする、瞋恚以外の説いた

ばかりの粗密十二煩悩の対治となり、集諦の様相に生じた無間道の性相を持つ、

集について後に知る忍（集類忍）の刹那とは、第三である。その対象と様相の

みを具えた解脱道の性相を持つ、集について後に知る（集類智）刹那とは、第

四であり、それらは三界に関わる全ての苦しみが起こる真実（集諦）を顕かに

了解する四刹那である。 

三界の苦集の真実を顕かに了解するこれら四刹那が斯様であるが如く、集諦

で説かれた粗密七煩悩（と同数の）、見所断である欲界に関わる苦滅（に対して

起こる七煩悩）の対治となり、滅と静と妙と離の様相として生じた、欲界の享

受に関わる苦滅を対象とする無間道の性相を持つ、滅について法を知る忍（滅

法忍）の刹那は、第一である。その対象と様相のみを具えた解脱道の性相を持

つ、苦滅について法を知る（苦法智）刹那とは、第二である。まさしくそれや

それの様相によって、色界と無色界の享受に関わる苦滅の真実（滅諦）を対象

とする、瞋恚以外の粗密十二煩悩の対治となり、無間道の性相を持つ、色界と

無色界の享受に関わる苦滅について後に知る忍（滅類忍）の刹那とは、第三で

ある。その対象と様相のみを具えた解脱道の性相を持つ、色界と無色界の享受

に関わる苦滅について後に知る（滅類智）刹那とは、第四である。それらは、

三界の苦滅の真実（滅諦）を顕かに了解する四刹那である。 

三界の享受に関わる苦滅の真実（滅諦）を顕かに了解するこれら四刹那が斯

様であるが如く、滅で説かれたものに第八番目の戒禁取見を加えた粗密八煩悩

（と同数の）、見所断である欲界に関わる苦が滅し行く道（に対して起こる八煩

悩）の対治となり、道と如と行と出の様相として生じた、欲界の享受に関わる

苦が滅し行く道を対象とする無間道の性相を持つ、道について法を知る忍（道

法忍）の刹那は、第一である。その対象と様相のみを具えた解脱道の性相を持

つ、道について法を知る（道法智）刹那とは、第二である。まさしくそれらの

様相によって、色界と無色界の享受に関わる苦が滅し行く道を対象とする、瞋

恚以外の粗密十四煩悩の対治となり、無間道の性相を持つ、道について後に知

る忍（道類忍）の刹那とは、第三であり、それら十五刹那は「見道」となる。 

 

それらに尽く留まる聖者は、預流果を実現するために『向（入った）』といわ

れるが、第十六刹那目の道について後に知る（道類智）に留まる彼らを『預流』

という。 

それら八十八の粗密の煩悩は、修習に依拠することなく諸諦を見ることのみ

によって捨て去る故に、『見所断』と述べられる。 
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彼らが諦（真実）の様相を斯様に見た如く、後に修習することによって捨て

去ることになるそれらは、『修所断』－それらは粗密の十煩悩となり、欲界の享

受に関わる欲望と瞋恚と慢と無知と、色界の享受に関わる瞋恚が捨て去られた

まさしくそれら三つと、無色界の享受に関わるまさしくそれら三つで十となる。

それらは斯くも説かれた方法で、界と界より九様相に分かれたのであり、それ

ら欲界と、四禅定と、四無色界に（別れたの）である。 

煩悩のそれぞれの様相が捨て去られる為に、無間と解脱の分類によって二つ

ずつの智の刹那を、煩悩の刹那より反転して設置する。このように煩悩の様相

大の大は、無間道と解脱道の小の小が捨て去ることから始まり、煩悩の様相小

の小は、智の刹那大の大までによって捨て去る－粗い汚れ（を断滅すること）

は小さな努めによって達成させられるが、微細（な汚れを断滅すること）は大

きな努めによって達成されるものであり、洗濯屋が（衣類を）洗うに等しいも

のごとであると知りたまえ。 

 

そこで見道のもとで、六様相の修所断である、欲界の享受に関わる煩悩の対

治である、『解脱道』という智慧の一瞬前の知覚の刹那に留まる聖者は、『一来

果に向かう者』といい、この世間に一回帰還して尽く苦を超越する（涅槃を得

る）ので、『一来』といわれるが、その果の為に（道に）向かい入り加行に留ま

るものを、『一来果に向かう者（一来向）』という。第六刹那目は一来である。 

第六刹那目のもとで、解脱道である智慧の刹那の一瞬前の智慧の刹那に留ま

る、第九番目の煩悩を捨て去る聖者は、『不還の果へ向かう者（不還向）』とい

い、この世間に後来せず、まさしくそれにおいて尽く涅槃を得るので『不還』

といわれるが、その果を目的として向かい入り加行に留まる者は、『不還の果へ

向かう者（不還向）』という。第九刹那目においては『不還』という。 

第九刹那目のもとで、『解脱道』という智慧の前の智慧の刹那に、有頂の九煩

悩の対治に留まる聖者は、『阿羅漢の果に向かう者（阿羅漢向）』といい、天と

人と阿修羅を含む世間が供養するに値するので『阿羅漢』といわれるが、その

果を目的として（道に）向かい入り加行に留まる者は、『阿羅漢の果に向かう者

（阿羅漢向）』という。有頂の第九様相の煩悩を捨て去ったことより第九の解脱

道に留まる者は、『阿羅漢』という。 

四向（四種の向かう者）と四果（四種の果に留まる者）という、それら供養

の対象に値する八種の偉大なる士夫である聖なるプトガラは、世尊によって『僧

伽である。』と説かれ、斯くも 

『そこで天王であり統治者である、帝釈天が申し上げた。 

〈生きものや農民が栄えることになり、福徳を求める信仰心を具えた者 

で、物質より生じた徳行を、常に行う者達が、如何なる福田に捧げるな 
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らば果が大きいであろうか？〉 

〈善良な者よ、良く説こう。知と御足を具えることによって、布施の対 

象となった偉大なる僧伽。四相の向と、果に留まる四種の方々である。〉』 

と説かれた。 

 

起壊等が不合理であるという反論＞［三宝が不合理であるという反論］ 

それ故に、もし四聖諦と、それらが尽く知られること等が無ければ、その時

真実を見ることは無いので、諸果が無い故に、（果へ）向かう者と果に留まる諸々

のプトガラは無いので、僧伽は有るのではない。そこで、証悟法22によって法が

まさしく実現したことで、一切の魔によっても（悟りは）世尊より別たれない

ので僧伽であるが、それ（僧伽である世尊）が有ることにならない。 

もし、聖なる諸諦が無い故に、それら八種のプトガラである者自体が無けれ

ば、優れた聖者方の法となった聖なる法も有るのではない。そこで滅諦とは、

果である法である。道諦は、果に入る法であり、これが先ず、証悟法である。

それを明らかにする教えが経証23の法であるけれど、聖者の諸諦が無ければ、こ

れら一切は有るのではない。 

『優れた諸諦が無い故に、聖なる法も有るのではない。法と僧伽が有る 

のでなければ、仏陀が如何様に有るとなろうか。』24 

 

もし、斯くも説かれた法が有るならば、法に合致する法の励行によって一切

法（現象）を一切の様相において完全に御理解されておられる故に、『仏陀は存

在する。』ということは正理となり、もし僧伽が有るならば、その時彼の近しい

教示によって智慧の資量を積み、彼に供養と恭敬と帰依をする等によって福徳

の資量を積んだならば、次第に仏陀へと変化する。 

 

あるいは、僧伽が無ければ預流の果へ向かう者等も無い。諸々の向等を得て

おらずに仏陀そのものを得るのではなく、世尊も以前に、疑いなく何らかの果

（を得る為の修行道）へ向かわれたのである。その果に向かい入ったので、世

尊は僧伽に属するのである。僧伽が無ければ、確実に仏陀世尊は有るのではな

い。 

あるいは、世尊も無学に属する僧伽にまさしく含まれるのであるが、そう見

るので或る者は、『仏陀世尊等の比丘の僧伽』と述べた故に、『世尊は僧伽の属

にまさしく含まれる。』と語り、彼らの説に沿えば、 

                                                   

22 証
しょう

悟法
ご ほ う

：悟りである法。 

23 経 証
きょうしょう

：言葉として残された教え。 
24 『優れた…なろうか。』：『根本中論』第 24 章 4 偈後 2 行・5 偈前 2 行。 
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『法と僧伽が有るのでなければ、仏陀が如何様に有るとなろうか。』25 

というそれは殊更明らかである。 

中間（第二法輪）を唱える者達26は、『大いなる律経』27より地28の構成を示さ

れた教えより、『第一地に留まる菩薩は見道が生じたと言うならば、僧伽に属す

ると主張する。』という。そう見るならば、僧伽が有るのでなければ、菩薩も無

いので、 

『仏陀が如何様に有るとなろうか。』29 

というこれが全く明らかである。 

それ故に、 

 

そのように空性を語るならば、 

三宝に害を為し、 5 

 

－空性の意味をそのように語るならば、見付け難い故と、時折起こる故と、福

徳の小さい者達がそれに会合しない故と、貴重なものである故に、『三宝である

仏陀と法と僧伽』というものをも害するのである。 

 

反論＞［業の因果等が不合理であるという反論］ 

他にも、 

 

果が有ることと、 

非法と法性と、 

世間人の名称の 

全てに害を為すのである。 6 

 

『空性を語れば』というそれに繋げる。 

もしこれら一切が空であり、これら一切が無ければ、その時一切の中に含ま

れた故に、それら法と非法二つの因を持つ、望まれる果と望まれぬ果と共に無

くなる。しかし『世間の名称に従え』『改めよ』『作れ』『居ろ』『去れ』『来い』

という、そのようなこれら一切も、『一切』の類に含められる故と、一切法（現

象）も空性である故に、まさしく正理ではない。それ故に、斯くも示されたこ

の説は善良ではない。」と言っている。 

                                                   
25 『法と…なろうか。』：『根本中論』第 24 章 5 偈前 2 行。 
26 中間･･･者達：大乗仏教徒達。 
27 『大いなる律経』：gzhi chen po 大乗仏教徒の為の律経か？ 
28 地：菩薩地。大乗仏教修行者の修行の段階。 
29 『仏陀が…なろうか。』：『根本中論』第 24 章 5 偈 2 行目。 
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章の著述を説く＞それへの返答＞他派の言説は縁起の真如を了解していない反論であると示す＞他派が挙げた過失は自

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

 

そこで説く。君は、 

空性の必要性と、空性と、 

空性の意味を了解していないので、 

それ故に、そのように批判するのだ。 7 

 

君は自らの妄分別のみより「無そのものが、空性の意味である。」とそのよう

に誤った意味に捏造して、 

「もし、これら全てが空であるならば、起こることは無く、壊れること 

は無い。」30 

等によって論難を語り、我々を事更に厭離したことは、非常に害することであ

り、「正しくない様々な様相の妄分別によって衰えたのである。」という主旨で

ある。 

君が尽く思い込んだものであるこれは、我々がこの論書において、空性の意

味であると語っていない。しかし君が空性の意味を知らぬので、空性も知らず、

空性の必要性であるものも知らぬのである。それ故に、事物自体の本質が如何

様に留まるかという意味を知っていないので、君は我々が説いたことと無関係

で正しくないこの多くの様相を語ったのである。 

それから、空性の必要性は何かといえば、これは 

「業と煩悩が尽きることによって解脱する。業と煩悩は妄分別から。そ 

れらは戯論から。戯論は、空性によって滅すとなる。」31 

と、「我を考察する」32において既に説いた。それ故に、戯論（二元的な意識と

対象）が残らず寂滅される為に空性を近く示すのであり、それ故に空性の必要

の必要性とは、一切の戯論が寂滅することである。しかし君が空性の意味を無

であると考え、戯論（概念作用）の網のみを増幅させるならば、空性の必要性

を了解していないのである。 

それから、空性とは何かといえば、それも 

「他より知るのではない。寂静で、諸々の戯論が派生させていない。分 

別なく、別義ではない。それが真如の性相である。」33 

と、本偈において既に述べた。それ故に、一切の戯論が退いた本性である空性

                                                   
30 「もし…無い。」：『根本中論』第 24 章 1 偈。 
31 「業と…となる。」：『根本中論』第 18 章 5 偈。 
32 「我を考察する」：『根本中論』第 18 章。 
33 「他より･･･である。」：『根本中論』第 18 章 9 偈。 
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を、無そのものであると何処でなろうか。それ故に、君は空性も知らぬのであ

る。 

如何なる意味を保持して空性という言葉が当てられるかも、 

「縁起生であるものは、それは空性であると説く。それは依拠して名付 

けられたもので、まさしくそれが中の道である。」34 

という本偈において示すことになり、世尊によっても 

「縁より生じたもの、それは生じていない。それに生じる本性は有るの 

ではない。縁に頼るものは空であると説かれた。空性を知るものは不放 

逸である。」35 

という偈が説かれた故である。そのようであれば、縁起生の言葉の意味である

そのものが、空性という言葉の意味であるが、事物が無いという言葉の意味で

あるものは、空性という言葉の意味ではない。君は事物が無いという言葉の意

味を、空性という言葉の意味であると捏造して、我々に論難を探すのである。

それ故に、空性という言葉の意味も知らぬのである。知らぬながら論難を探す

ことは、確実に君自身を害するのである。 

 

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

＞［根本論書に示された言葉の意味を説く］ 

我々に斯くも語られた論難を探す者は誰かといえば、世尊の善説より示され

た二諦による分類を誤りなく知らず、ただ経証のみを唱えることに精を出す者

である。 

それ故に、阿闍梨（龍樹）が、他派の善説の意味についての誤った考察を斥

ける為に、先ず、世尊の善説より示された二諦によって、誤りなく設けられた

こととして、 

 

諸仏が法を示されたことは、 

二諦に正しく依拠している。 

世間の世俗の諦（真実）と、 

聖なる勝義の諦（真実）である。 8 

 

と説かれた。 

ここで、仏陀世尊方が法を示されたことは、二諦に依拠して始められた。二

諦は何かといえば、世間の世俗諦と、勝義の諦である。 

そこで、 

                                                   
34 「縁起生･･･である。」：『根本中論』第 24 章 18 偈。 
35 「縁より･･･である。」：経部より。 
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「世間とは蘊であると良く公認されている。そこに世間は確実に依拠し 

た。」 

と現れるので、蘊に依拠して名付けられたプトガラを「世間」と述べた。全て

より覆い隠すので、世俗（全て覆い隠す）－無知は、事物の真如を全てより遮

蔽する故に、「世俗」という。 

あるいは、互いに依拠したので世俗であり、「まさしく互いに依拠したことに

よって」という意味である。 

あるいは世俗とは呼称であり、「世間の名称」という主旨である。それも叙述

と叙述内要や、知（知覚）と所知（知覚されるもの）等の性相を持つものであ

る。 

 

「世間の世俗とは、『世間の世俗である。』といって、『世間の世俗』というも

のよりそのように特化された、世間ではない世俗も有るのか？」といえば。 

 

これは事物が如何様に留まるかに従って述べられたのであるが、ここでその

分析は当てはまらない。 

一様相として、眼障や青く腫れたものもらいや、黄眼等で根（感覚器官）が

衰えたことによって誤った視界に留まる者達は、世間ではない。彼らの世俗で

あるものは、世間の世俗の真実ではないので、 

「世間の世俗の諦と、」 

と、それより違いを為した。これも『入中論』より詳細に説いたのでそれより

理解したまえ。 

「世間の世俗諦」とは、世間世俗諦－叙述内要と叙述するものや、知と所知

等の、これら一切の余すことなき世俗名称は、「世間の世俗の諦」という。 

 

勝義については、これらが有るのではなく、それについては 

「述べられる対象を斥けた。心の所行を斥けたことによってである。生 

じておらず滅していない、法性は涅槃に等しい」36 

というそれ故に、その勝義について言葉、あるいは知覚が介入することが何処

に有ろうか。その勝義とは、他より知るのではなく寂静であり、聖者方が各々

自ら知覚されることと、一切の戯論（二元的な意識と対象）より超越したもので

あるが、それは示されるものではなく、知るものでもなく、 

「他より知るのではない。寂静で、諸々の戯論が発生させていない。分 

別なく、別義ではない。それが真如の性相である。」37 

                                                   
36 「述べられる･･･等しい。」：『根本中論』第 18 章 7 偈。 
37 「他より･･･である。」：『根本中論』第 18 章 9 偈。 
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と、既に前述した。意味（義）もそれであり、聖なる（勝る）もそれであるの

で、勝義である。まさしくそれは真実（諦）であるので、勝義の諦である。 

 

了解されていない二諦の本質＞［解説を参照させた意味を確認する］ 

この二つの真実の分類は、詳細に『入中論』より知りたまえ。 

 

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

仏陀世尊方が法を示されたことは、この二つの真実に依拠して従事されたの

である。教示の仕方がそのように尽く留まるので、 

 

二諦の、 

分類を良く知らぬ者。 

彼らは仏法の、 

深甚なる真如を全く知らない。 9 

 

という。 

 

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

ここで言う。「勝義は戯論と離れた本性であるならば、ならばまさしくそうで

あるともしよう。蘊と、界と、處と、聖諦と、縁起等を示す、勝義ではないこ

の他のものによって何が必要か。真如でないことは尽く捨て去られるものであ

れば、尽く捨て去られるのであるものを示したことによって、何をするのか。」 

 

述べよう。それはそのように真でもあろうが、しかしながら叙述内要と叙述

するものや、知と所知等の性相を持つ、世間の勝義を承認しておらずに勝義が

示されることは適わない。しかし、「示されていなくとも了解することはできず、

勝義を了解しておらずとも涅槃の都へと赴くことはできない。」と示す為に、 

 

世俗名称に依拠しておらず、 

聖なる義は示されることができない。 

聖なる義を了解しておらず、 

涅槃を得るとはならない。 10 

 

と説かれ、それ故に、涅槃を得る方便である故に、水を欲する者が器を（使う）

ように、最初に迷わず斯様に留まる世俗を承認したまえ。 
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そのような反論が（対論者は）二諦を了解していないと示す＞［二諦を誤って捉える過失］ 

それ故に、そのように世俗と勝義の真実の性相を持つものである二諦の分類

をしておらずに空性を語る、そのような様相の人々は、 

 

空性について見解を間違えば、 

知慧の弱い者達は破滅する。 

斯くも、間違った蛇の掴み方や、 

明咒が間違って成就されるが如くである。 11 

 

世俗諦を単に知らぬ瑜伽行者で、生じさせられるものは本性が無いと了解し

て、その勝義の性相である空性を了解する者は、二極辺に陥るとはならない。「何

かが今無いとなった時に、何が有るとなるか。」というように、以前に事物の本

性を認識していないので、後にもまさしく無いとは了解しない。けれど影像に

似た世間の世俗を害することも為していないので、業と業果や、法と非法をも

害するのではない。勝義をまさしく事物であると捏造するのでもない。（何故な

らば）本性と共に有るのではない諸事物のみにおいて、業の果等を見る故と、

本性と共に有る事物は有るのではない故と、事物は本性と共に有ると語る者達

のようであろうと業と業果は見られておらず、依拠し関係して起こる（縁起生）

等一切は見られていない故である。 

そのように二諦の分類を見ておらず、諸行は空性であると見る者が、空性を

見ることによって諸行はまさしく有るのではないと考える。あるいは幾らかの

空性は事物であると考察して、その拠所の為に事物の本性をも考察する。それ

は、双方のようであろうとも空性について見解を誤るので、確実に破滅させる

のである。 

 

「如何様に」といえば。 

 

先ず「もし、一切が空であり、一切は有るのではない。」と考えれば、その時

これは邪に見るとなり、斯くも 

「この法を邪に捉えたとなれば、不賢の者達は無駄にもなる。このよう 

に虚無見の、その不浄に沈み込むことになる。」38 

と説かれた。 

もしまた、一切を抹消すると主張しないならば、その時、如何様に、これら

の事物が対象として認識されようとも空性であるとなろうか。それ故に「本性

が無い意味は、空性の意味ではない。」というこれは、確実に空性を捨て去るこ

                                                   
38 「この法･･･になる。」：『宝行王正論』第 2 章 19 偈。 



359 

顕句論［第 24 章］ 

 

とになり、そのように捨て去って、法が貧窮する業によって確実に悪趣へ赴く

ことになる。 

斯くも『宝行王正論』より 

「他にも、これを誤って捉えたならば、賢者であるという慢を持つ愚か 

者は、捨て去ることによって不適な我性を持ち、阿鼻地獄へ頭から突っ 

込む。」39 

と説かれた。そのようであれば、先ず空性に事物が無いと捉えたことによって、

そう捉える者を破滅させるのである。 

もし、世尊方の空性と、その拠所である諸行がまさしく有ると考察する者の

ようであろうとも、涅槃へ赴く道へ誤って入った故に、空性を示したことはま

さしく果が無くなるだろう。それ故に、そのようであれば、空性が事物の本質

であると捉えられるとしても、捉える者を破滅させる。 

 

「もし、有益なものが他の様相として捉えられるならば、勿論有益にはなら

ないが、害するものであると如何様になろうか。諸々の穀物が順を違えて植え

られても、植えた者を貶めるものではない。」といえば。 

 

それ故に、阿闍梨が述べようと誓われた意味を示す例を説かれたのは、 

「斯くも、間違った蛇の掴み方や、明咒が間違って成就されるが如くで 

ある。」 

といい、斯くも蛇の薬や真言の力によって秘訣そのままに保持したならば宝の

大きな集積を引き寄せることになるが、斯様に奥伝されたことを失い保持する

ならば、保持者自身を破滅させるのである。 

また、秘訣そのままに良く成就した明咒が成就者に利益するけれど、秘訣よ

り衰えて成就したならば、成就者自身を貶めるのである。 

その如くここでも、奥伝そのままに空性を保持したならば、保持する者を涅

槃の最高の楽に到達させるが、斯様に奥伝を捨て去って保持したならば、確実

に斯くも説かれた仕方によって、保持者自身を破滅させるのである。 

 

そのような反論が（対論者は）二諦を了解していないと示す＞ 

［二諦は了解し難いので、教示者が最初に説かれていないさま］ 

何故ならば、そのように空性を誤って捉えたことによって捉える者を破滅さ

せるが、知慧の弱い者達も正しく捉えることはできない。 

 

 

                                                   
39 「他にも･･･突っ込む。」：『宝行王正論』第 2 章 20 偈。 
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それ故に、弱き者がこの法の、 

底を悟り難いとご存知になり、 

成道者の御心は、法を教示することより、 

良く退いたのである。 12 

 

何故ならば、誤って捉えたことによって、空性の定義であるこの法が知慧の

弱い－肝の小さい有情を破滅させるまさしくそれ故に、無上の正しく完成した

菩提へと顕かに完全に成仏して、非常に微妙な一切有情の界（状態）と性質を

ご覧になり、弱き者達がこの法の意味を了解し難いとご存知となって、成就者

世尊の御心は法を示すことより退かれたのである。 

斯くも、経典より、 

「それから世尊は顕かに完全に成仏され、長く経たずにこう思われた。 

『私は、精妙に通じ勇敢な者が知る対象である、考察する対象ではなく、 

論理概念の考察対象ではない、深甚に映る、深甚な法を理解した。 

それをもし私が他者へ示したならば、他者が私のその教えを了解する 

とはならず、その者が私を害することになり、萎えることになる。心喜 

ばぬとなるので、我一人だけ遥かな僻地で、観ずる法について、楽に触 

れ続けることを得て留まろう。』」 

と、広範に説かれた如くである。 

 

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

それ故に、そのように誤りなく尽く留まる二諦を知らずに、 

 

過失として背理になるものは、 

空に当てはまらないので、 

君が空性を捨て去らせる、 

それは私に当たらない。 13 

 

何故ならば、君が我々に 

「もし、これら全てが空であるならば、起こることは無く、壊れること 

は無い。」40 

等によって大きな過失として背理を近しく挙げたことは、二諦の構成を顕かに

知らぬので、空性と、空性の意味と、空性の必要性を如実に理解していないこ

とによって挙げたことであるので、我々の空に－空性であると語る者に対して

それは妥当ではない。何故ならば不合理である故に、君は空性について悪質な

                                                   
40 「もし、･･･無い。」：『根本中論』第 24 章 1 偈。 



361 

顕句論［第 24 章］ 

 

背理であると述べ、空性を捨て去らせる－捨て、掃い、斥けるものであるその

排斥は、我々には当たらない。このように、君は事物が無い意味を空性の意味

であると捏造して背理を述べたのであるが、我々は、空性の意味を事物が無い

意味であるとは言わず、ならば何かといえば、縁起生の意味である。それ故に、

空性であるという見解を批判するこれは、正しくない。 

 

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

「我々の説に、斯くも言及された過失として背理が当たらないだけではなく、

しかしながら諦等の一切の構成が殊更非常に合理である。」と示す為に説かれた。 

 

空性が適うものは、 

それにおいて一切が適うとなる。 

空性が適わぬものは、 

それにおいて一切が適わぬとなる。 14 

 

一切事物は本性がまさしく欠如するというこれが適うものにおいて、斯くも

語られたそれら一切が適うとなるだろう。 

 

「如何様に」といえば。 

 

何故ならば、我々は縁起生を「空性」と語り、それ故に、この空性が適うも

のにおいて縁起生が適うが、縁起生が適うものにおいて、聖なる四諦が適うと

なるだろう。 

 

「如何様に」といえば。 

 

何故ならば、縁起生そのものが苦となるが、縁起として起こらないものはそ

うではない。それは、無本性が欠如するとなる。 

苦が有るならば、全ての苦しみが起こる（集）と、苦が滅す（滅）と、苦が

滅して行く道（道）が適うとなるだろう。それ故に、苦が尽く知られることと、

集が捨て去られることと、滅が実現されることと、道が修されることも適う。

苦等の諦を尽く知る等が有れば、諸果は適うとなるだろう。諸果が有れば、果

に留まる者達も適う。果に留まる者達が有るならば、（果に）向かう者達も適う

となるだろう。果に留まる者と向かう者達が有るならば、僧伽が適う。聖なる

諸諦が有れば、聖なる法も適うとなるだろう。聖法と僧伽が有れば、仏陀も適

うとなるだろう。それ故に三宝も適うとなるだろう。世間と出世間の一切の法、
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特に一切の悟りも適うが、法と非法や、その果や、世間の諸々の世俗名称も適

うとなるだろう。 

それ故に、そのようであれば、空性が適うものにおいて、一切が適うとなる

だろう。 

 

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

［過失の提示者にその過失が当たる理由］ 

空性が適わぬものにおいては、縁起生そのものが無いので、一切が適わなく

なるだろう。如何様に適わぬかは、詳細に示すことになる。 

 

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

それ故に、そのように我々の説は殊更に完全に清浄であり、一切の構成に矛

盾せず尽く留まるものである。そして、非常に悪質な過失を具える粗雑なそれ

らの自説に反するものを、非常な愚かさによって良質と過失が如何様に留まる

かを見ていない 

 

君は、自らの諸々の過失を、 

私に尽く転嫁する。 

馬に実際乗りながら、 

馬そのものを忘れてしまったかの如く。 15 

 

斯くも、誰かが馬に乗りながらまさしくそれを忘れて、それを強奪した罪に

よって他者に難癖を探すが如く、君も縁起生の性相を持つ空性の馬に乗ってい

るだけであるのに、非常に気が逸れたことによってそれを認めていないので、

我々に対して尽く論争するのである。 

 

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

認識していないことによって、空性であると語ることのみに、論難を探す者。

他派のそれらの過失も何かといえば、それらを詳細に示す為に、 

 

もし、諸事物が本性より 

有ると随見するならば、 

そう見るのであれば、諸事物は、 

因縁が無いと君は見るのだ。 16 

 

と説かれ、もし、君が諸事物は本性として有ると見解するならば、その時、本
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性とは因と縁に相互関係しない故に、諸事物は因縁が無い－因と縁は有るので

はなく、無因であると君は見るのである。因が無いという見解を承認するので

はないとしても、 

 

果と因そのものや、 

行為者と行為するものと行為対象や、 

生と滅や、 

果へも害を為す。 17 

 

のである。如何様にといえば、もし『壺は本性として有る。』と考えるならば、

その時、本性として有るそれに粘土等の因や縁によって何が必要か－それ故に

それらは無いが、「壺」という無因の果も合理ではない。それが無ければ、行為

者である壺師や、行為するものであるロクロ等や、壺を成す行為も無い。それ

らが無いので、諸々の生や滅も無いが、諸々の生や滅が有るのでなければ、果

も有ると何処でなろうか。それ故に、事物は本性と共に有ると承認するならば、

果等のそれら一切に害を為すのである。 

それ故に、そのように事物は本性と共に有ると承認するならば、君にとって

一切が適わぬのである。 

 

それへの返答＞［自派の承認は、空の意味は縁起の意味であると示す］ 

我々空性を語る者達にとっては、これら一切が合理である。何故かといえば、

このように我々は、 

 

依拠し関係して起こる（縁起生である）もの、 

それは空性であると説かれる。 

それは依拠して名付けられるもので、 

まさしくそれが中の道である。 18 

 

依拠し関係して起こる（縁起生）－因と縁に相互関係して、芽や識等が起こ

るものであるそれは、本性として生じていないけれど、本性として生じていな

いものは空性であり、斯くも世尊が 

「縁より生じたものは生じたのではない。それに生の本性は有るのでは 

ない。縁に頼るものは空であると説かれた。空性を知るものは不放逸で 

ある。」 

と説かれたことや、斯くも『聖楞伽経』より 

「大知恵者よ。本性として生じていないことを考えて、私は、一切法（現 
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象）は生じることが無いと説いた。」 

と詳細に説かれたことや、その如く『聖百五十頌経』よりも 

「一切法（現象）は空であり、本性が無いあり様によってである。」 

と説かれたようにである。 

空性であるものは、依拠して名付けられる－空性そのものとは、「依拠して名

付けられる」と設けられる。 

馬車の部分である車輪等に依拠して馬車であると名付けるが、その自らの部

分に依拠して名付けられたものは、本性として生じていないのであるが、本性

として生じていないものは空性であり、「本性として生じていない性相を持つ空

性そのものが、中の道である」と設ける。このように本性として生じていない

ものにおいては、有そのものは無いが、本性として生じていないものにおいて

は壊が無いので、無そのものが無い故に、有と無の二極辺と離れる故に、本性

として生じていない性相を持つ空性そのものは中の道－「中の行跡」という。

それ故に、そのようであれば「空性」と、「依拠して名付けられる」と、「中の

道」というこれらは、縁起生そのものの名前の一部である。 

尽く分析したならば一切の様相において、 

 

何故ならば、縁起生ではない 

法（現象）は何も有るのではない。 

それ故に、空ではない 

法（現象）は何も有るのではない。 19 

 

何かしら縁起生ではない法（現象）とは有るのではなく、斯くも『四百論』

より、 

「何かが何処かで如何なる時にも、依拠しておらずに存在することは無 

い。然れば、いつ時も何かにおいて、恒常は何も有るのではない。」41 

「『虚空等は恒常である。』と、凡夫達が了解する。賢者達はそれらにつ 

いて、世間人からとしても意味を見ていない。」42 

と説かれた。 

世尊によっても、 

「賢者は縁起の諸法を了解するとなり、辺執見に依拠して有るとはしな 

い。因と共にあり縁と共にある法を知るが、無因無縁の法性は有るので 

はない。」 

と説かれた。 

                                                   
41 「何かが…ではない。」：『四百論』第 9 章 2 偈。 
42 「『虚空』…いない。」：『四百論』第 9 章 5 偈。 
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そのように縁起生でない法（現象）は何も有るのではないが、縁起生も空で

ある故に、空ではない法（現象）は何も有るのではない。何故ならば、これは

そのようである故に、我々のようであれば一切法（現象）は空であり、他派が

語った過失として背理になるのでもない。 

 

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

事物は本性と共にあると語る君のようであれば、 

 

もし、この全てが空でないならば、 

起こることは無く、壊れることは無い。 

 

のである。起こることと壊れることが無ければ、その時確実に 

 

聖なる四つの真実ともが、 

君には無い背理となる。 20 

 

何故かといえば、何故ならば 

 

縁起生でなければ、 

苦があると何処でなろうか。 

無常や苦を説かれたことは、 

本性そのものに有るのではない。 21 

 

本性と共にあるものは、依拠して起こった（縁起生）ではなく、縁起生でな

いものは無常ではなく、虚空の花は無常ではない。苦も無常であるとは、 

「無常であるものは苦しみである。」 

と世尊が説かれた。 

その如く『四百論』よりも 

「無常には必ず害がある。それに害の有るものは楽ではない。それ故に、 

無常であるものは、それは一切が苦しみとなる。」43 

と説かれた。その無常も本性そのものにおいて－まさしく本性と共にあると承

認するならば、諸事物に有るのではない。 

そのようであれば、先ず諸事物がまさしく本性と共にあるのであれば、苦は

                                                   

43 「無常には…となる。」：『四百論』第 2 章 25 偈。「無常には必ず害がある。それに害の有

るものは楽ではない。それ故に、無常であるものは、一切が苦しみというものになる。」 
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適わないのである。 

 

苦そのものが適わぬだけではなく、「本性と共にあると承認したならば、集（苦

しみが全く起こる）も適わない。」と示す為に、 

 

本性より有るのであれば、 

何が全く起こるとなろうか。 

それ故に空性を害するものには、 

集（苦が全く起こる）は有るのではない。 22 

 

と説かれ、ここで、これより全ての苦しみが起こるので、「苦しみの因より全く

起こる。」という。それ故に、苦が空性であることに害を為し、苦は本性と共に

あると承認する説のようであれば、それも生は無意味である故に、その因を考

えることはまさしく無意味である。そのようであれば、空性に害を為す君にと

って集も適わない。 

 

「苦がまさしく本性として有ると承認する者に、苦が滅すことも適わない。」

と示す為に、 

 

本性として有る苦に、 

滅は有るのではない。 

本性そのものとは尽く留まる故に、 

滅に害を為すのである。 23 

 

と説かれ、もし苦が本性として有るならば、その時本性には無くなることが無

い故に、滅が何処に有ろうか。そのようであれば、本性が尽く留まる故に本性

を尽く保持して後に無くならせることは、苦を滅すことにも害を為すのである。 

 

ここで、事物は本性と共にあると語る者へ、聖者道も如何様に不合理である

のかを示す為に、 

 

道に本性が有るならば、 

修することは合理にはならない。 

もし、その道が修されるものであれば、 

君の本性は有るのではない。 24 

 



367 

顕句論［第 24 章］ 

 

もし、諸事物は本性が有るとなれば、その時道もまさしく本性と共にある故

に、まさしく修習しておらずにそれは有るので、それにおいても再度修習した

ことによって何をするのか。そのようであれば、本性が有れば道を修習するこ

とは不合理である。『もし君がその道を修習すると承認するならば、そのようで

あれば、ならば君の聖者道はまさしく本性と共にあるとはならない。（何故なら

ば）行為対象である故である。』とお考えになられた。 

 

他にも、苦の断滅を得る為に、集が捨て去られる為に道を修習すると主張す

るものであるが、事物は本性と共にあると語る者のようであれば、前述の論法

で、 

 

ある時、苦と集と、 

滅が有るのでなければ、 

道の「苦の断滅」とは、 

何が得られるだろうと主張するのか。 25 

 

苦の滅である、道を修習したことによって得ることになる滅は、有るのでは

ない。それ故に、そのようであれば、聖者の道も不合理である。 

そのようであれば、事物は本性と共にあると語る者にとって、四聖諦ともが

無くなるだろう。 

 

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

ここで他に、苦等を知ること等も如何様にあり得ないかを示す為に、 

 

もし、まさしく本性として、 

遍く知るのでなければ、 

それは如何様に遍智となろうか。 

本性は留まるのではないのか？ 26 

 

と説かれ、もし「苦は以前には遍く知られていない本性であったことより、そ

れを後に遍く知るのである。」と考えるならば、それは正しくない。何故かとい

えば、このように 

「本性は留まるのではないのか？」 

－その本性であるものは、世間に真に留まり、火の熱のように他に変化しない

のである。本性にまさしく他へ変化することが有るのではない時、以前に苦し

みを遍く知る（遍智）ではない本性は、後にも遍く知ることは不合理である。
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それ故に、苦を遍く知ることもあり得ない。 

苦を遍く知ることが有るのではない時、 

 

その如く、まさしく君の 

捨て去られる、実現される、 

修される、そして四果44も、 

遍智の如く適わない。 27 

 

苦を遍く知ることはあり得ぬが如く、全く起こるもの（集）を捨て去ること

と、滅を実現すること－捨て去られることと実現されることの二つと、何であ

ろうと道が修習されることのこれやそれらは適わない。本性として捨て去られ

ていない集の本性は、後にも捨て去られることは不合理である。（何故ならば）

無くなることは無い故である。その如く実現されると修習されることの二つに

も当てはめたまえ。 

事物は本性と共にあると語るならば、遍く知る（遍智）等が適わぬだけでは

ない。しかしながら四果も遍智の如く適わない。斯くも、本性として遍く知ら

れるのではない苦が遍く知られることは適わぬが如く、以前に本性として有る

のではない預流果も後に有ることはあり得ない。預流果に見られるその如く、

一来と、不還と、阿羅漢の諸果があり得ないことも理解したまえ。 

 

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

遍智の如く、それらの果が適わぬだけに尽きない。ならば何かといえば、「そ

れらを得ることも適わない。」と示す為に、 

 

本性を尽く保持することによって、 

まさしく本性として、 

得たのではないその果を、 

如何様に得ることができるとなろうか。 28 

 

と説かれ、本性を語ることを承認することで、以前に得たのではない本性とな

った諸物は後にも得ることは不合理である。（何故ならば）本性は無くなること

が無い故である。それ故に、 

 

果が無ければ果に留まる者は無い。 

                                                   

44 四果
し か

：修行よって得られる四種の果。預流果
よ る か

・一来果
いち らいか

・不還果
ふ げ ん か

・阿羅漢果
あ ら か ん か

の四。（［第 20

章］脚注 13～16 参照） 
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（果に）向かう者達も有るのではない。 

もし、八種のプトガラの士、 

それらが無ければ僧伽は無い。 29 

聖なる諸諦が無い故に、 

聖なる法も有るのではない。 

法と僧伽が有るのでなければ、 

仏陀が如何様に有るとなろうか。 30 

 

と説かれ、この二偈の意味は前述の如く知りたまえ。 

 

他にも、本性を語ることを承認するならば、 

 

君によって、仏陀は菩提に 

依拠していないという背理にもなる。 

君によって、菩提は仏陀に 

依拠していないという背理にもなる。 31 

 

もし「仏陀」という何かの事物が本性として有るとなれば、菩提－一切をご

存知である智慧に依拠しておらず－相互関係していないともなり、 

「諸々の本性とは、作られたものではなく、他に相互関係が無いもので 

ある。」45 

と現れる故である。その如く菩提にも仏陀が無くなり、仏陀に相互関係してい

なくとも、拠所の無い菩提となる。（何故ならば）本性として成立した故である。 

 

他にも、 

 

君の本性によっては、 

仏陀ではないものが、 

菩薩行を、菩提を得る為に 

追求したとしても菩提を得るとはならない。 32 

 

ここで、仏陀そのものも、以前には仏陀ではない本性のプトガラが菩薩行を

行じ菩提の為に探求したとしても、まさしく菩提を得るとはならない。（何故な

らば）仏陀ではない本性を斥けることは適わない故である。 

 

                                                   
45 「諸々の…である。」：『根本中論』第 15 章 2 偈後 2 行。 
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そのように主張しない者にとって一切の構成が不合理であるさま＞［行為者と業果が適わない］ 

他にも、 

 

何者も、法と非法を 

いつ時も為すとはならず、 

欠如しないものに何をするのか。 

本性において行為は無い。 33 

 

本性を語ることを承認するならば、法と非法を為すことは不合理である。空

でないものに如何なる行為が有ろうか。（何故ならば）有る故に、空ではない本

性においては、行為は合理ではない。 

 

他にも、 

 

法と非法が無くとも、 

果が君には有るとなる。 

法と非法の因によって起こった、 

果は君に有るのではない。 34 

 

法と非法の因を持つものである、好ましいと好ましくない果が、もし本性と

して有るならば、諸々の法と非法が無くとも、それが君に有るとなるだろう。

法と非法無くして君に果が有るならば、その時、法と非法より生じた果は君に

有るのではない。法と非法等は無意味となるので、「法と非法の因によって起こ

る果は、君に有るのではない。」と説かれたのである。 

 

「もし『法と非法によって起こる果は有るのではない。』と考えるならば、な

らばその果は空でないのではない。」と示す為に、 

 

法と非法の因によって起こった、 

果がもし君に有るならば、 

法と非法より起こった、 

果が何故空ではないのか。 35 

 

と説かれ、『これは空である。（何故ならば）縁起生である故に、映像の如くで

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

他にも、「行け」「入れ換えろ」「煮ろ」「見ろ」「居ろ」という等のそれら縁起

生である世間の世俗名称は、もし君が本性と共にあると主張するならば、「その

時君が縁起生に害を為したのであるが、それに害を為したことによって、世間

の世俗名称である限りの全てを害するのである。」と示す為に、 

 

縁起生の 

空性に害を為すことは、 

世間人の世俗名称の 

全てにも害を為すのである。 36 

 

と説かれたことにおいて、「こと」という言葉は行為の一部特性であり、「害を

為す」というこれと合わせる。 

他にも、 

 

空性に害を為すならば、 

行為は何も無くなり、 

開始の無い行為となる。 

為さずとも為すとなる。 37 

 

もし諸事物が空性ではなく、まさしく本性と共にあるとなれば、その時本性

は有である故に、誰によっても、如何なる行為も無いとなる。虚空の非遮蔽性

は誰が為すのでもないが如くである。「為しつつある」でないことも行為となる

が、行為を為さずとも行為者となるけれど、それらはそのようでもなく、それ

故に諸事物は空でないのではない。 

他にも、 

 

本性が有るならば、諸々の衆生は、 

生まれておらず、滅しておらず、 

永久に留まることになり、 

様々な時点と離れたとなる。 38 

 

もし諸事物が本性と共にあるとなれば、その時、本性は作られたものではな

い故と、無くなることが無い故に、これら一切の衆生は生が無く、滅が無くな

るだろう。まさしく生が無く、滅が無い故に、衆生は永遠に留まるとなるだろ

う。因と縁に相互関係しないので、空ではないと語る者達にとって衆生は依拠
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し関わって起こらず（縁起せず）、様々に異なった時点と離れるとなるだろう。 

斯くも世尊が 

「空でないものが僅かに有るならば、勝者は、何も預言なさらなかった 

だろう。変化すること無く、各々の事物に永久に留まるものにおいては、 

繁栄は無く、尽く衰退することは無い。」 

と説かれたことや、その如く『聖象大力経』よりも 

「もし、諸法（現象）は何かしらの本性が有るならば、声聞と共に勝者 

はそれをご存知となる。永遠の諸法（現象）は涅槃を得るとはならない。 

諸賢は如何なる時も戯論が無くならない。」 

と説かれた如くである。 

 

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

「事物は本性と共にあると承認するならば、世間人の諸々の世俗名称が不合

理となるのみに尽きず、ならば何かといえば、諸々の出世間（の名称）もであ

る。」と示す為に、 

 

もし、空が有るのでなければ、 

得ていないものを得ることや、 

苦しみを終わらせ、業と 

煩悩の一切を捨て去ることも無い。 39 

 

と説かれ、もし空が有るのではなく、これら一切が本性と共にあるとなれば、

その時得ていないものは得ていないのみであるので、得ていない果を得るとは

ならない。その如く、以前に苦を滅尽していないので、現在も（滅尽すると）

ならない。以前に一切の煩悩を捨て去ったとなっていないので、後にも捨て去

るとはならない。 

 

それへの返答＞［縁起の真如を見れば、四聖諦の真如を見るとなる］ 

そのようであれば、何故ならば、事物は本性と共にあると語ることを承認し

たとなれば、一切が適わぬ故に、 

 

縁起生を 

見る者が、苦と、 

集と、滅と、 

道の、それらそのものを見るのである。 40 
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縁起生の性相を持つ空性を正しく見る者が、四聖諦ともを、まさしくそれの

み（真如）として正しく如実に見るのである。 

 

斯くも『聖一切法無入経』より、 

「文殊よ。一切法（現象）は生が無いと見る者が、苦を遍く知るのであ 

る。一切法（現象）はまさしく無いと見る者が、集を捨て去ったのであ 

る。彼の一切法（現象）は非常に苦しみより超越したと見る者が、滅を 

実現したのである。文殊よ。一切法（現象）は事物が無いと見る者が、 

道を修したのである。」 

と、詳細に説かれた如くである。 

『聖禅定者吝法経』よりも、 

「そして世尊が、若き文殊にこのように御言葉を賜れた。 

『文殊よ。聖なる諸諦を正しく如実に見ていないので、〈誤った有情〉 

と思う心誤った者達は、この清浄ではない輪廻より超越するとはならな 

い。』と、御言葉を賜れたので、世尊へ若き文殊がこう申し上げた。 

『世尊よ。何を近しく認識することによって、有情達が輪廻より超越 

するとならないのかを示したまえ。』 

世尊が御言葉を賜れた。 

『文殊よ。我と、我所であると認識することによって、有情達は輪廻 

より超越しないのだ。それは何故かといえば、文殊よ。我と他であると 

顕かに見た者は、業を実際に行うとなる。 

文殊よ。幼子である、聴聞を具えぬ凡夫は、一切法（現象）は全く苦 

しみより超越したと知らぬことによって、我と他であると認識する。認 

識して顕かに愛着するとなる。顕かに愛着することによって執着すると 

なる。嫌悪するとなる。愚昧となる。その者は執着し、嫌悪し、愚昧と 

なったことによって、身体と言葉と心の三様相の業を顕現して行う。そ 

の者は有るのでないものに捏造をしたことによって、〈我は執着する。〉 

〈我は嫌う。〉〈我は愚かだ。〉と思い妄分別をする。 

その者は如来の教法に向かい出家し、このように思い、〈我は持戒を具 

える。〉〈我は梵行を行う。〉〈我は輪廻より正しく超越するだろう。〉〈我 

が涅槃を得るだろう。〉〈我は諸々の苦しみより解放されるだろう。〉と考 

え分別し、その者は〈これらの法（現象）は善である。〉〈これらの法（現 

象）は不善である。〉〈これらの法（現象）は捨て去られるものである。〉 

〈これらの法（現象）は実現されるものである。〉〈苦を遍く知ろう。〉〈集 

を捨て去ろう。〉〈滅を実現しよう。〉〈道を修そう。〉と思い考える。 

それからその者は一切の行より遠ざかることになる。〈一切行は無常で 
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ある。〉〈一切行は、全く燃え盛っている。〉と思い分別する。 

そのように分別する者に、悲しみと一緒に、無様相を経過した作意が 

生じるとなる。その者は〈これらの法（現象）を遍く知ることは、苦を 

遍く知ることである。〉と、こう思う。その者は〈我であるものが、集を 

捨て去ろう。〉と、こう思うことになり、これらの法（現象）によって傷 

つけられ、殊更恥じ、喜ばず、叱責し、恐れ慄き、全く狼狽することに 

なる。 

その者は〈これらの法（現象）によって傷つけられることは、これら 

の法（現象）が実現されたのであり、これは捨て去られる集である。〉と、 

こう思うことになる。 

その者は〈滅を実現しよう。〉と、こう思い、それを二元に考察して滅 

を顕かに知るのである。 

その者は〈滅を実現したとはこれである。〉と、こう思う。 

その者は〈我であるものが道を修する。〉と、こう思い、一人だけで僻 

地に赴いてそれらの法を作意するならば、三昧を得るとなるだろう。悲 

心と一緒になったその作意によって、その者に三昧が生じるだろう。そ 

の者は一切法（現象）に対して心が背くとなり、外に反れ、外に退くこ 

とになる。それらが傷つけ、殊更恥じ、顕かに喜ばぬ心が生じるとなる 

だろう。 

その者は〈我は一切の苦しみから解放されて、また後に如何なる行為 

も無く、我は阿羅漢となった。〉と、こう自分自身で知る。その者は死時 

を為す時、我自身が（再び輪廻に）生まれると見て、仏陀の菩提に疑い 

と迷いを持つことになる。その者は迷いに落ちて、死時を為して諸々の 

大地獄へ落ちるとなる。 

それは何故かといえば、斯様に生が無い諸法（現象）を分別して、如 

来に対し迷いと二心（どちらとも決めかねぬ心）を生じさせる故である。』 

それから、世尊へ若き文殊がこのように申し上げた。 

『世尊よ。四聖諦を如何様に納得するのですか？』 

世尊が御言葉を賜れた。 

『文殊よ。一切の行は生じていないと見る者が、苦を遍く知ったので 

ある。一切の法（現象）は起こることが無いと見る者が、集を捨て去っ 

たのである。一切の法（現象）は永久に苦しみより超越したと見る者が、 

滅を実現したのである。一切の法（現象）は全く生じていないと見る者 

が、道を修したのである。 

文殊よ。そのように四聖諦を見る者は、〈これらの法（現象）は善であ 

る。〉〈これらの法（現象）は不善である。〉〈これらの法（現象）は捨て 
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去られるものである。〉〈これらの法（現象）は実現されるものである。〉 

〈苦を遍く知ろう。〉〈集を捨て去ろう。〉〈滅を実現しよう。〉〈道を修そ 

う。〉と分別せず、妄分別をしない。このように、考察される対象である 

その法（現象）を、その者が見ていない故である。 

幼子である凡夫達は、それらの法（現象）について考察するならば執 

着するとなる。嫌悪するとなる。愚昧となる。 

その者は如何なる法（現象）も取らず、捨てず、そのように不捨不得 

の者は、三界に心が執着するとならない。三界の一切が生じておらず、 

幻のよう、夢のよう、こだまのように見る。一切法（現象）はそのよう 

な本性を持つと見るので、一切有情に対する執着や、怒りと離れること 

になる。それは何故かといえば、このように、彼がそれに対して執着し、 

怒るとなるその法（現象）を認識していない故である。 

それによって心は虚空と等しいので、仏陀をも清浄に随見せず、法も 

清浄に随見せず、僧伽も清浄に随見せず、〈一切法（現象）は空である。〉 

と見るので、如何なる法（現象）に対しても迷いを生じさせることはし 

ない。迷いが無いことによって、（来世の蘊を）近く取ることは無くなる。 

近取が無いことによって、近く取ること無く完全な涅槃を得る。』」 

と詳細に説かれた。 

 

真実を考察する＞［章の名を示す］ 

阿闍梨月称の御口より綴られた顕句より、「聖なる真実を考察する」という第

二十四章の解説である。 
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「涅槃を考察する第二十五章」 

 

それに対する反論を斥ける＞涅槃を考察する＞章の著述を説く＞［反論］ 

ここに言う。 

 

「もし、これら全てが空であるならば、 

起こることは無く、壊れることは無い。 

何を捨て去り、滅すことより、 

涅槃1へ至ると主張するのか。 1 

 

ここで世尊が、梵行に従事し、如来の教法に入り、法に完全に一致した法に

対する勤勉さを具える者達に、涅槃を二様相に説かれた。蘊2の有余と蘊の無余

である。 

そこで、無明と貪欲等の煩悩の集積を残らず捨て去ったことより、残りの蘊

と共にある涅槃であると主張する。そこでここに、我への執着に依拠するので

蘊であり、我と名付けられる因である近取の五蘊を『蘊』という言葉で述べた。

残余が残るので「余」である。蘊そのものが残余であるので、余りの蘊である。

余りの蘊と一緒に留まるので、余りの蘊と共にある（有余）である。それは何

かといえば、涅槃である。それも、強盗の集団を残らず殺し村だけが存在する

ことに相似して、有身見3等の煩悩の強盗と離れたただの蘊だけが残り、それは

蘊の有余の涅槃である。 

強盗の集団を残らず殺し、ただの村のみをも破壊したことと相等しく、或る

涅槃に蘊のみも有るのではないそれは、余りの蘊の無い（無余）涅槃である。（何

                                                   

1 涅槃
ね は ん

：苦しみが無くなること。また苦しみの源である煩悩が無くなること。 

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

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

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

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

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

余涅槃を得ても意識の継続はあるとする。 

2 蘊
うん

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

間には五蘊
ご う ん

が具わる。 

五蘊とは色蘊
しきうん

（姿かたちの集積）・受蘊
じゅうん

（感受作用の集積）・想蘊
そううん

（識別作用の集積）・行蘊
ぎょううん

 

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

これに含まれる。）・識蘊
しきうん

（知覚作用のうち主体となる知覚の集積）の五つ。 

3 有
う

身
しん

見
けん

：自らの五蘊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。主な五つの誤った見解（五
ご

見
けん

）の 

一つ。 
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故ならば）これは蘊の余りと離れた故である。 

まさしくそれに従って、 

『或る者において、身体が壊失し、想が滅した。一切の感受と離れ、行 

が寂滅し、識（知覚作用）が消え去った。』 

や、その如く 

『畏怖していない身体によって、受を受け入れるならば、その心は解脱 

する。灯明が消えた如く。』 

と説かれた。それ故に、余りの蘊が無い（無余）涅槃とは、蘊が滅したことよ

り得る。 

『その二様相の涅槃が如何様に適うとなるのか？』といえば、仮に諸煩悩と

諸蘊が滅したとなれば（適うと）なるのである。しかし、これら一切が空であ

り僅かにも生は無く、僅かにも滅も無い時、それが滅したことより解脱を得る

となる諸煩悩、あるいは諸蘊が有ると何処でなろうか。 

それ故に、諸事物の本性はまさしく有るのである。」と言う。 

 

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

述べよう。そのように本性を承認するとしても、 

 

もし、この全てが空でないならば、 

起こることは無く、壊れることは無い。 

何を捨て去り、滅したことより、 

涅槃へ至ると主張するのか。 2 

 

それよりそれらが無くなることによって苦しみより超越する（涅槃を得る）

となる、本性として尽く留まる諸煩悩と蘊が無くなると、何処でなろうか。（何

故ならば）本性において無くなることは無い故である。それ故に、本性と共に

あると語る者には、涅槃は不合理そのものである。 

そのせいで彼らにとってこの欠陥となる、煩悩が退く性相を持つ、あるいは

蘊が退く性相を持つ涅槃を、空性を語る者達が主張するのではない。それ故に

空性を語る者達に、まさしくこの論難は当たらない。 

 

返答＞［自説によって涅槃を認識する］ 

もし、「空性を語る者達が、涅槃は諸蘊か諸煩悩が無くなった性相を持つと主

張しなければ、如何なる性相を具えたものを主張するのか？」といえば。 

 

述べる。 
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捨て去ったこと無く、得ること無く、 

断滅は無く、恒常は無く、 

滅は無く、生は無い。 

それが涅槃であると主張する。 3 

 

貪欲等のように捨て去られたこと無く、善行の果のように得ることが無い。

蘊等のように断滅も無いが、何も欠如していないように恒常ではない。本性と

して滅すこと無く、生じること無く、一切の戯論4が寂滅した性相を持つそれが

涅槃であると説かれた。それ故に、そのような様相において、それを捨て去っ

たことによって、それが涅槃となるその煩悩を、『煩悩である』と考えることが

何処にあろうか。それが滅したことによってそれを得るとなる蘊を、『蘊である』

と考えることも何処にあろうか。これらの分別が起こる限り、涅槃を得たこと

は有るのではない。（何故ならば）一切の戯論がまさしく尽きたことよりそれ（涅

槃）を得る故である。 

 

『仮に、涅槃においては諸煩悩が無く、諸蘊も勿論無いではあろうが、そう

見るとしても涅槃の以前には有るのである。それ故に、それらが滅したことは、

戯論が尽きたことより涅槃であるとなる。』と思えば。 

 

述べる。この思い込みを捨てたまえ。何故ならば、涅槃の以前に本性として

有る諸々は、また無事物にすることはできず、それ故に、涅槃を主張する者は

この考えを捨てたまえ。 

「涅槃の果てであるものは、それは輪廻の果てであり、その二つの違い 

は僅かに、非常に微かにも有るのではない。」5 

と説かれるであろう。 

世尊によっても 

「涅槃において諸法（現象）の有性は無い。如何なる法（現象）もそこ 

に無く、それらは永遠にも無い。有と無という分別を具え、そのように 

行う者達は、苦しみが寂滅することは無い。」 

と説かれた故にである。 

この偈の意味はこうである。涅槃－余りの蘊が無い（無余）涅槃の界におい

                                                   

4 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。 

「煩悩の戯論」「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。 
5 「輪廻･･･ではない。」：『根本中論』第 25 章 20 偈。 
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てである。諸法（現象）とは、諸々の煩悩と業と生の性相を持つもの、あるい

は諸蘊であり、一切の様相において離れた故に、有そのものは無い。これは一

切の対論者が肯定することである。 

灯明を消して薄暗い所で、縄を蛇であると認識するように、この涅槃に有る

のではないそれらの法（現象）であるものは、永遠に無い。煩悩と業と生の性

相を持つそれらの法（現象）は、輪廻の一時的な如何なる時間においても、真

如として有るのではない。このように、薄暗い場合に、縄に蛇は自らの本質と

して有るのではない。（本質として有るならば）存在する蛇のように、薄闇と明

りのもとでも認識するとなる故である。 

 

「ならば、如何様に輪廻するのか。」といえば。 

 

述べよう。 

「眼障を持つ者達に落髪や蝿、水紋等が映るように、有るのではない本 

性を持つ諸事物も、我と我所であると、正しくない誤った鬼によって捕 

えられた幼子達に真実として映るのである。」 

と説かれたことは、「有と無という分別を具え、そのように行う者達は、苦しみ

が寂滅しない。」というのである。 

「有る。」と、事物は実在するという分別を具えた伺察派と、自在天派と数論

派6等の毘婆沙部7達に協合する者達と、「無い」という分別を具えた虚無派達と、

それより他に、過去と未来の行と、無表色と、心不相応行は無いと語り、それ

より他は有ると語る者8達と、遍計所執性は無いと語り、依他起と円成実の自性

は有ると語る者9達であり、「そのように有る・無いと語る者達の苦しみ－輪廻は、

寂滅するとならない。」という。 

その如く 

「斯くも、毒を食らったかという疑いの想いによって、その毒が腹に入 

                                                   
6 伺察派･･･数論派：非仏教徒の学派。順にミーマーンサー学派・ニヤーヤ派・サーンキャ

派。実在を基礎とした教義を持つ。 
7 毘婆沙部：小乗、部派仏教の学派。実在を承認する。 
8 過去と…語る者：仏教徒経量部。過去と未来の行は現在に存在しないので、概念作用の対

象として有るのみなので実質が無く、無表色（表れとしての形色が無い事物。戒律等）

と心不相応行（知覚でも形色でもない事物）も、認識できる事物に依拠して名付けられ

ただけの存在なので実質が無い。それより他の事物は直接認識できるので、実質として

有るという。 
9 遍計所執･･･語る者：仏教徒唯識派。有無を三自性に分類する。 

遍計所執
へんげしょしゅう

性
しょう

（全て名付けられたもの。空性以外の恒常）は概念作用の対象として有るの 

みなのでそれ自体の性相は無く、他の円
えん

成
じょう

実性
じっしょう

（空性）と依他起
え た き

性
しょう

（他に依拠して起 

こるもの。事物）はそれ自体の性相、本質があるという。 
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らなくとも気を失う。その如く、我と我所であると承認する幼子は、そ 

の我について正しくない想を考察し、生れて死ぬ。」 

とも説かれた。 

それ故にそう見るならば、「涅槃において何も捨て去ったことは無いが、何も

滅すことは無い。」と知りたまえ。それ故に、一切の分別がまさしく尽きたこと

が涅槃である。 

斯くも『聖宝行王正論』よりも 

「涅槃は無事物でもなければ、それが事物であると何処でなろうか。事 

物と無事物であると捉えることが、尽きたことを涅槃という。」10 

と説かれた。 

 

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

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

一切の妄分別が寂滅した本質である涅槃を了解しておらず、涅槃を事物か、

無事物か、その双方か、双方ではない本質であると尽く考える、彼らに述べる。 

 

先ず、涅槃は事物ではない。 

老死の性相を持つ背理となる。 

老と死の無い、 

事物は有るのではない。 4 

 

そこで、涅槃を事物であると顕かに思い込む一部の者は、このようにここで、

「涅槃とは、煩悩と業と、生の継続に入ることを確実に止めることになる、水

の流れを止める堤に似た意味である、事物の我性であり、有るのではない本性

の法（現象）が、そのように結果を為すことも見られない。 

 

仮にこれは、『喜の貪欲と一緒になった愛欲が尽き、貪欲と離れた滅であるも

のが、涅槃である。』と説かれたのではなかったか。ただ『尽きた』のみでは、

事物であるに可でもない。 

その如く、『灯明が消えたように、その心は尽く解脱する』と説かれ、『〈灯明

が消えたことは事物である。〉ということも不合理である。』といえば。 

 

言う。愛欲が尽きるとは『愛欲が尽きた。』とそのように知るものではない。

ならば何かといえば、『涅槃』というその法（現象）が有るならば、愛欲が尽き

ることになるそれを『愛欲が尽きた。』というのだと知りたまえ。灯明は、単な

                                                   
10 「涅槃は…という。」：『宝行王正論』第 1 章 42 偈。 
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る例に過ぎない。それについても『それが有れば、心が解脱するとなるのであ

る。』というものであると知りたまえ。」と語る。 

 

そのように、涅槃は尽く留まる事物であるというので、 

「先ず、涅槃は事物ではない。」 

と阿闍梨龍樹は確かな考察をされた。 

それは何故かといえば、何故ならば 

「老死の性相を持つ背理となり、」 

事物とは老死の性相に間違いの無い故である。「それ故に、それは涅槃そのもの

にもならない。（何故ならば）老死の性相を持つものである故である。識の如く

である。」というお考えである。老死の性相に間違いないこと自体を明らかにす

る為に、 

「老と死の無い、事物は有るのではない。」 

と説かれ、老死と離れたものは、まさしく事物ではない。（何故ならば）老死と

離れた故に、虚空の花の如くである。 

 

他にも、 

 

もし、涅槃が事物であるならば、 

涅槃は有為となる。 

有為ではない事物は、 

何も、何処にも有るのではない。 5 

 

もし、涅槃が事物であるならば、その時その涅槃は有為となる。（何故ならば）

事物である故に、識の如くである。有為でないものは事物にはならず、例えば

ロバの角の如くである。 

異品遍無性11を説く為に、 

「有為ではない事物は、何も、何処にも有るのではない。」 

と説かれ、「何も」とは能依（依るもの）であり、「内か外の我性である。」とい

う意味である。「何処にも」とは所依（拠りどころ）であり、場所か時間か学説

に、である。 

 

他にも、 

 

                                                   

11 異品遍
いほんへん

無性
むしょう

：。因
いん

三相
さんぞう

の一つ。主張命題の述語の反対の意味は全て理由ではないこと。 
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もし、涅槃が事物であるならば、 

如何様にその涅槃は依拠したものではないのか。 

依拠してでない事物は、 

何も有るのではない。 6 

 

もし、君の説で涅槃が事物であるならば、それは依拠して（成立したもの）

であるとなり、「自らの因の集合に依拠してである。」という意味である。その

ように、依拠して涅槃を主張するのでもなく、ならば何かといえば、それは「依

拠しておらず」である。もし、涅槃が事物であるならば、如何様にその涅槃が

依拠してではないとなろうか－依拠しないものであるとは全くならない。（何故

ならば）事物である故に、識等の如くである。異品遍無性を説くのは、 

「依拠してでない事物は、何も有るのではない。」 

という。 

 

涅槃が事物として有る・無いの、それぞれの極辺を主張することを否定する＞ 

［無事物の極辺であるとの主張を否定する］ 

ここで言う。「斯くも説かれた過失である背理となる故に、涅槃は事物でない

ということは真実であり、ならば何かといえば、煩悩と生が無くなった故に、

涅槃は無事物のみである。」 

 

述べる。これも正理ではない。何故ならば、 

 

もし、涅槃が事物でなければ、 

無事物が如何様に適うとなろうか。 

彼にとって涅槃は事物ではない、 

そこに無事物は有るのではない。 7 

 

もし、涅槃を事物であると主張せず、『涅槃は事物である。』と思い主張しな

いならば、その時涅槃が無事物であると如何様に適うとなろうか。『無事物とし

てもまさしく適わぬとなる。』というお考えである。 

「何故か」といえば。何故ならば、 

「彼にとって涅槃は事物ではない。そこに涅槃は有るのではない。」 

と説かれ、ここで事物の本性を手放して他に変化したことを「無事物」と呼称

するならば、既に示した過失によって、涅槃が事物ではないその説において、

涅槃は無事物でもない。（何故ならば）『事物の本性として成立していない本質

に、無事物の自性は不合理である故である。』とお考えになられた。 
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もし、「涅槃とは煩悩と生が無いことである。」といえば。 

 

そう見れば、ならば煩悩と生の無常そのものが涅槃であることになる。何故

ならば、煩悩と生が無いことは無常そのものであるが、他ではない。それ故に

無常そのものが涅槃であることになるが、それを主張するのでもない。（何故な

らば）勤めが無い背理となる故である。それ故に、それは正しくない。 

 

他にも、 

 

もし、涅槃が事物でなければ、 

如何様にその涅槃は依拠したものではないのか。 

依拠したものではない、 

無事物は有るのではない。 8 

 

そこで、無常そのものが無事物そのものであり、事物に依拠して名付けるの

ではない12。（何故ならば）ロバの角等には無常そのものは認められない故であ

る。性相に依拠して事相が当てはまるが、事相に依拠して性相が当てはまる故

に、性相と事相が当てはまることは互いに相対関係するので、事相である事物

に相互関係しておらずに無常そのものが有ると、何処でなろうか。それ故に、

無事物も依拠して名付けるのである。それ故に、もし涅槃が何らかの無事物で

あるならば、如何様にその涅槃は「依拠して」ではないとなろうか。それは「依

拠して」のみであり、無事物である故に、壊の如くである。まさしくそれを明

らかにする為に、 

「依拠したものではない、無事物は有るのではない。」 

と説かれた。 

 

「もし、依拠しておらず無事物が有るのでなければ、ならばここで、何に依

拠して石女の子等は無事物となるのか。」といえば。 

 

「石女の子等は無事物である。」と、誰がそう言ったのか。このように、 

「もし、事物が成立していなければ、無事物が成立するとはならない。 

事物が他に変化したものが、無事物であると、人は言う。」13 

と、先に既に説いた。それ故に、石女の子等は無事物そのものではない。 

また何処かで 

                                                   
12 名付けるのではない。：北京版・ナルタン版では「名付けるのである。」 
13 「もし、･･･言う。」：『根本中論』第 15 章 5 偈。 
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「虚空や兎の角や、石女の子等も、無いながら言葉として述べられたよ 

うに、事物についての分別もその如くである」 

と説かれたそれにおいても、「事物であるとの分別を否定しただけのことである

が、無事物であると分別したのではない。（何故ならば）事物そのものが成立し

ていない故である。」と知りたまえ。「石女の子」というこれは、言葉のみのも

のに尽きるが、事物か無事物そのものとなる、この何らかの意味は認められて

いない。それ故に、認められることの無い本性において、事物や無事物である

と分別されると何処で正しいとなろうか。それ故に、「石女の子は無事物ではな

い。」と知りたまえ。 

それ故に、 

「依拠してではない、無事物は有るのではない。」 

というこの説は留まる。 

 

涅槃が事物として有る・無いの、それぞれの極辺を主張することを否定する＞ 

［二極辺を捨て去った涅槃を何処におくか］ 

「ここでもし、涅槃は事物ではなく無事物でもなければ、ならば涅槃とは何

であるか。」といえば。 

 

述べる。ここで世尊、如来方が、 

 

来て、行く事物は、 

依拠したか、因を為したものである。 

それは依拠したのではなく、因を為してではない。 

涅槃であると示された。 9 

 

そこで「来て、行く事物」とは、来て、行く事物－「生死が一つ一つ連なる」

という主旨である。その、来て行く事物も、時折「因と縁の集合に依拠して有

る。」と名付ける。長短の如くである。時折は、因であるとして名付ける。灯明

の光の如くである。 

仮にここで、因であるとして名付けるか、「依拠して生じる。」と設立しよう

とも構わないが、一切の様相において、その生と死の継続に依拠していないか、

因を為したのではなく、（輪廻に）入らないものが涅槃であるとされる。入らな

いだけのことは、「事物である。」とも「無事物である。」とも考察されることも

できず、そのようであれば、涅槃とは事物でも無事物でもない。 

 

あるいは「行が輪廻である」という者達の説である、それらのようであれば、
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依拠しつつ、依拠して生じ壊れるものが、依拠したのではなく（輪廻に）入ら

ぬことを「涅槃」と述べる。 

または或る者のようであれば、それの去来する事物であるその近取（蘊）と、

それに依拠しての者（プトガラ）である14、それらの恒常と無常そのものとして

述べられない輪廻であるプトガラは、因を為して（輪廻に）入るのである。し

かし因を為しながら、因を為して（輪廻に）入るもの自体が、現在において因

を為したのではなく（輪廻に）入らぬことを「涅槃」と呼称する。 

諸行とプトガラの単なる（輪廻への）不入は、「事物である」か「無事物であ

る。」と考察され得るものでもない。 

それ故にも、「涅槃は事物とも無事物としても正しくない。」という。 

 

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

他にも、 

 

諸々の起や壊を、 

捨て去るよう教示者が御言葉を賜れた。 

それ故に、涅槃とは 

事物でなく、無事物でないと正しい。 10 

 

そこで経典より、 

「比丘達よ。起か壊によって有（輪廻）よりの出離を探求する者達は、 

それらによって酷く、遍く知らぬのである。」 

と説かれた。起への愛欲と、壊への愛欲は、二つとも尽く捨て去られるべきも

のであるが、涅槃はそのように、世尊が捨て去られるものであるとは説かれて

いない。ならば何かといえば、「捨て去られるものではない」としてである。 

それ故に、もし涅槃が事物の本性を持つものか、無事物の本性であるとなれ

ば、それも捨て去られるもののみとなるけれど、捨て去られるものでもない。

それ故に、涅槃は事物ではなく無事物でもないとするに適正である。 

 

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

或る者のようであれば、「煩悩と生の二つはそこに無いので、涅槃は無事物の

本性であるが、自体が事物の本質であるので事物の本性である。」と、双方とも

の本性であり、「それら二つの本性を持つ涅槃も不合理である。」と示す為に説

かれた。 

                                                   
14 それの、･･･である：北京版・ナルタン版を元にして訳した。 

ゴマン版「それの去来する事物無く、その近取（蘊）と・・・」 



386 

顕句論［第 25 章］ 

 

もし、涅槃が、 

事物と無事物の双方であるならば、 

事物と無事物であるものが、 

解脱となるが、それは正理ではない。 11 

 

もし涅槃が事物と無事物双方ともの本性であるとなれば、その時、事物と無

事物として解脱するとなるだろう。それ故に、諸行の我性を得ることと、それ

と離れたことそのものが解脱となるけれど、諸行は「解脱」というに正しくも

ない。まさしくそれ故に「それは正理ではない。」と説かれた。 

 

他にも、 

 

もし、涅槃が、 

事物と無事物の双方であるならば、 

涅槃は依拠していないのではない。 

その二つは依拠してである故である。 12 

 

もし、涅槃が事物と無事物の本性であるならば、その時、因と縁の集合に依

拠し、相互関係して（成立したの）であるが、依拠しておらずに（成立したの）

ではない。何故かといえば、何故ならば 

「その二つは依拠してである故である。」 

－事物に依拠して無事物であり、無事物に依拠して事物は有る故に、事物と無

事物の双方とも依拠してであるが、依拠していないのではない。涅槃は事物と

無事物の本性である故に、そのようになる筈であるが、それはそのようでもな

い。それ故に、これは正しくない。 

 

他にも、 

 

如何様に涅槃が、 

事物と無事物の双方であろうか。 

涅槃は無為であり、 

事物と無事物は有為である。 13 

 

事物とは、自らの因と縁の集合より起こった故に有為であるが、無事物も事

物に依拠して起こる故と、 

「生の縁によって老死」 
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と現れる故に、有為である。それ故に、もし涅槃が事物と無事物の本性である

ならば、その時それは無為ではない15が有為そのものとなるけれど、有為である

と主張するのでもない。それ故に、涅槃が事物と無事物であるとは正しくない。 

 

もしまた、『涅槃とは事物と無事物の本性ではなく、ならば何かといえば、涅

槃にそれらの事物と無事物が有るのである。』と思えば。 

 

それも正しくない。「何（の根拠）より」といえば、何故ならば、 

 

如何様に涅槃に、 

事物と無事物の二つが有ろうか。 

 

互いに反するものである事物と無事物も、一つの涅槃に有るのではない。そ

れ故に 

『〈如何様に涅槃に、事物と無事物の二つが有ろうか〉 

まさしく有るのではない。』とお考えになられた。如何様にといえば、 

 

その二つは一つに有るのではなく、 

光と闇の如くである。 14 

 

斯くも、一つの家屋に同一時に、互いに反するので、光と闇が有るのではな

いが如く、その二つも涅槃に有るのではない。 

 

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

ここで、涅槃は事物ではなく無事物でもないことも、如何様に正理ではない

かを示す為に、 

 

事物でなく無事物でないものを、 

涅槃であると示すものは、 

無事物と事物の二つが 

成立したならば、それは成立するとなる。 15 

 

と説かれ、もし「事物」という何かが有るならば、その時それを否定した面よ

り「事物ではない涅槃」というこの考えとなる。もし何か無事物が有るならば、

その時それを否定したことによって、涅槃は無事物ではないとなるものである

                                                   
15 無為ではない：北京版・ナルタン版を元にして訳した。ゴマン版「無為である」 
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が、事物と無事物そのものが有るのではない時、それらを否定したものも有る

のではない。それ故に、『涅槃は事物ではなく無事物でもない。』と思うその分

別も不合理なので、これは正理ではない。 

 

他にも、 

 

もし、涅槃が、 

事物でなく無事物でなければ、 

「事物でなく無事物でない」と、 

何ものがそれを顕かにするのか。 16 

 

もし、『涅槃は事物ではなく、無事物でもない本性として有る。』と考えるな

らば。 

 

ここで何ものが、「そのような様相となった双方の本質ではないその涅槃が有

る。」と、顕かにしようか－認識する、あるいは明らかにしようか。 

その涅槃にそのような様相の、何らかの了解者が有るのか？あるいは無いの

か？ 

もし有るならば、そのようであれば涅槃においても我が有ることになるが、

それを主張するのではない。（何故ならば）近取無く、我はまさしく有るのでは

ない故である。 

もし無ければ、その時そのような様相の涅槃が有ると、何が決定するのか。 

 

もし「輪廻に留まる者が肯定するのだ。」といえば。 

 

輪廻に留まる者が肯定するならば、それは（意）識が決定するのか？あるい

は智慧によってであるのか？と問えば、仮に（意）識によってであると考えれ

ば、それは正しくない。何故かといえば、このように、この識は様相を対象と

するのである。涅槃においては、僅かな様相も有るのではなく、それ故に、先

ずそれは（意）識が対象とするのではない。智慧が決定するのでもなく、智慧

は空性を対象としなければならないが、それも生じていない本性そのものであ

るので、如何様に有るのではないその本性によって「事物ではなく、無事物で

はない涅槃」と捉えるのか。智慧とは一切の戯論（二元的な意識と対象）より

超越した本性である故である。 

それ故に、涅槃は何ものも「事物ではなく、無事物ではない。」と顕かにしな

いが、顕かにされておらず、明らかにされていない、認識されていないそれは、
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「そのように有る。」ということは正しくない。 

 

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

斯様に「涅槃においてこれらの四分別が一切の様相においてあり得ないが如

く、涅槃の会得者である如来についてもこれらの分別はあり得るのではない。」

と示す為に、 

 

世尊は涅槃を得てから、 

「有る」と顕かではない。その如く、 

「無い。」あるいは「双方」か、 

「双方ではない」とも顕かではない。 17 

 

と説かれ、このように 

「如来は有ると、密な思い込みで捉えた者。彼は、涅槃について、『無い』 

という分別で考える。」16 

と先に既に説いた。そのようであれば、先ず、如来は涅槃を得て以降「有る。」

あるいは「無い。」と顕かではない。この二つが無いので、「双方である。」とも

顕かではない。双方ともがまさしく無いことによって「双方ではない」とも顕

かでなく、そう捉えないのである。 

 

世尊は涅槃を得て以降、四様相として顕かでないだけではない。他にも、 

 

世尊は留まられたとしても、 

「有る」と顕かではない。その如く、 

「無い。」あるいは「双方」か、 

「双方ではない」とも顕かではない。 18 

 

如何様に顕かでないかは「如来を考察する」17においてまさしく既に示した。 

 

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

まさしくそれ故に、 

 

輪廻は涅槃より、 

違いは僅かにも有るのではない。 

                                                   
16 「如来は…考える」：『根本中論』第 22 章 13 偈。 
17 「如来を考察する」：『根本中論』第 22 章。 
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涅槃も輪廻より、 

違いは僅かにも有るのではない。 19 

 

何故ならば、世尊が留まられたとしても「有る。」等と顕かではないが、涅槃

を得られたとしても「有る。」等と顕かでないまさしくそれ故に、輪廻と涅槃の

二つにおいて互いの違いは何も有るのではない。尽く分析したならば、本性は

等しい故である。 

何であるとしても世尊がこのように、 

「比丘達よ。生と老死の輪廻は、始まりと終わりが無い。」 

と説かれたことも、まさしくこれ故に合理である。輪廻と涅槃の二つに違いが

無い故である。 

このように、 

 

涅槃の果てであるものは、 

それは輪廻の果てであり、 

その二つの僅かな違いは、 

非常に微かにも有るのではない。 20 

 

それによって成立した意味＞［無記の見解の否定が成立した］ 

涅槃と輪廻に違いは無い故に、前と後の果てについての考察（の対象）は有

るのではないのみに尽きず、 

 

御方が逝かれて以降、果て等や、 

恒常である等の緒見解は、 

涅槃と、後の果てと、 

前の果てに依拠したのである。 21 

 

それらもまさしくそれ故に不合理である。（何故ならば）輪廻と涅槃のその二

つともも、本性として寂静そのものとして、一味である故である。 

そこで、「逝かれて以降」という非常に象徴したこの言葉によって、四見解を

認めた。 

このように「如来が亡くなられた以降有る」と、「如来が亡くなられた以降無

い」と、「如来が亡くなられた以降、有ることも有るが、無いことも無い」と、

「如来が亡くなられた以降、有るのでもなく無いのでもない。」というものであ

り、これらの四見解は、涅槃を最高に（実在として）捉えることに入った。 

果て等も四見解がある。このように「世間は果てを具える。」、「世間は果てを
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具えない。」、「世間は果てを具えるのでもあるが、果てを具えないのでもある。」、

「果てを具えるのでもないが、果てを具えないのでもない。」というもので、こ

れらの四見解は後の果てに依拠して入るのである。 

そこで、我と世間について未来の生（来世）が見られないので「世間は果て

を具える。」とそのように考えることは、後の果てに依拠して入るとなる。その

如く、未来の生を見るので「世間は果てを具えない。」と入り、見て見ないこと

によって「双方である」と考えるとなるが、双方を否定したことによって「果

てを具えるのでもなく、果てを具えないのでもない。」と考えることになる。 

「世間は恒常である。」、「世間は無常である。」、「世間は恒常も恒常であるが、

無常も無常である。」、「恒常でもなく、無常でもない。」というこれら四見解は、

前の果てに依拠して起こるのである。 

そこで、我と世間において、過去に生を見ることによって『世間は恒常であ

る。』と思い悟るとなるが、見ないことによって『無常である。』と思い悟るこ

とになる。見ることと見ないことによって『恒常も恒常であるが、無常も無常

である。』と思い悟るとなるが、見るのでもなく見ないのでもないことによって

『恒常でもなく、無常でもない。』と思い悟るとなる。 

 

「これらの見解が如何様に適うとなろうか。」といえば。 

 

もしある事物に幾らかの本性があるならば、それを事物や無事物であると考

察したことによってこれらの見解が有るとなるものであるが、輪廻と涅槃の二

つに違いが無いと示された時、 

 

一切の事物が空であることにおいて、 

果てが有るとは何か。果てが無いとは何か。 

果てと果て無しとは何か。 

果てと果て無しでないとは何か。 22 

そのものとは何か。他とは何か。 

恒常とは何か。無常とは何か。 

恒常と無常の双方とは何か。 

双方でないも、何ものであるか。 23 

 

無記であるこれら十四の事物も、事物自らの本質が無ければ、まさしく正理

ではない。 

「事物自らの本質を捏造して、それと離れたことと離れていないことよりこ

れらの見解が生じさせられて、顕かに執する者のこの執着が、涅槃の都へと行



392 

顕句論［第 25 章］ 

 

く道を塞ぎ、輪廻の諸々の苦しみに繋げるのである。」と知りたまえ。 

 

返答＞［そのように否定したことにおいて、経証との矛盾を排斥する］ 

ここで言う。「もし、そのように君が涅槃も否定したならば、そのようであれ

ば、有情の蘊の果てしない受用に従って、衆生の思いの本性を誤りなく御理解

され、大慈悲に突き動かされた世尊が、世間の苦しみからの超越を得させる為

に、受用の対治としてそれに適合した法を示されたことは無意味となる。」 

 

述べよう。もし、「法」という何か、あるいはその法の聴聞者である何らかの

有情、あるいは「仏陀世尊」という何らかの教示者が有るならば、その時これ

はそのようになろうが、斯くも、 

 

一切の認識対象が寂滅し、 

戯論が寂滅し、寂静であり、 

仏陀は、何処においても、 

誰にも、如何なる法も示していない。 24 

 

説かれていない時、我々に斯様に言及された過失である背理と、何処でなろ

うか。 

ここで、戯論－諸々の様相であるものが寂滅する－（それに）入らないこと

が涅槃であるが、寂滅そのものが寂静である。（何故ならば）本性として寂滅す

る故である。 

あるいは、言葉が入らぬので「戯論が寂滅した」のであり、心が入らぬので

「寂静」である。 

あるいは、諸煩悩が起こらないので「戯論が寂滅した」のであるが、生が起

こらぬので「寂静」である。 

あるいは、煩悩を捨て去ったので「戯論が寂滅した」のであるが、薫習を残

らず捨て去ったので「寂静」である。 

あるいは、所知が認識されていないので「戯論が寂滅した」のであるが、知

覚が認識されていないので「寂静」である。 

そのように、「仏陀世尊方は、空に雁の王達が自らの翼を羽ばたかせた風に乗

り留まるように、あるいは虚空はまさしく何ものでもない故に風が空に留まる

ように、一切の戯論が寂滅し、寂静の本質である涅槃に、留まらぬあり方によ

って留まる時、一切の様相は尽く認識されていない故に、何処でも構わぬが－

天界、あるいは人界等において、天や人の誰にも、全くの煩悩か、清浄な法を

何も示されていない。」と知りたまえ。 
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斯くも『如来秘密経』18より、 

「寂慧よ。或る晩に如来が、無上の正しく完成した菩提を顕かに完全に 

達成（成仏）され、或る晩に取ること無く完全に涅槃を得たとなるまで、 

如来は、延いては一文字であろうとも説かれていない。説かれるともな 

らぬ。」 

と説かれた。 

その如く、 

「一切は言葉なく文字は無い。原初より寂静であり汚れ無く空である。 

諸法（現象）をそのように知る者、それは若者であると仏陀は述べられ 

た。」 

と説かれた。 

 

「もし、そのように仏陀が、何処においても、誰に対しても、如何なる法も

示していないならば、ならば如何様にそれら非常に様々な善説の用語が顕現す

るのか。」といえば。 

 

述べよう。「この世尊が、我々にこれらの法を示された。」というこれは、無

明の眠りを具え、夢を見ている身体を持つ者達の、自らの分別より起こったの

である。 

斯くも世尊が 

「無漏の如来の、善なる法の映像のようなものである。真如と如来は無 

い。一切の世間が映像を見ている。」 

と説かれた如くである。 

その如く、これは「如来の秘密を示した章」より詳細に説かれたのであり、

それ故に、涅槃の為に法を示されたことは無いので、「法の教示がある故に、涅

槃はまさしく有る」と何処でなろうか。それ故に、「涅槃も無い。」ということ

が成立した。 

 

涅槃を考察する＞［了義の教証と合わせる］ 

世尊によっても 

「涅槃が無いことが涅槃であると、世間の守護者が示された。虚空の結 

び目が解けるとは、虚空そのものが解いたのである。」 

と、説かれたのである。 

その如く、 

「世尊よ。何らかの法（現象）が生じるか滅すと探求する者達において 

                                                   
18 『如来秘密経』：de bzhin gshegs pa’i gsung ba’I mdo 
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は、仏陀が現れることはありません。世尊よ。輪廻を事物として探求す 

る者達は、輪廻より超越することはありません。 

それは何の為かといえば、世尊よ。『涅槃を得る』ということは、一切 

の様相が尽く寂滅し、一切の分別（概念作用）が滅したことであるので 

すが、世尊よ。善良に説かれた法である律において出家をして、非仏教 

徒の見解に落ちた彼ら愚かな者達は、このように、胡麻より胡麻油や、 

乳より新しいバターを得るように、涅槃を事物より探求する。世尊よ。『非 

常に苦しみより超越した一切法（現象）において涅槃を探求する、顕か 

な慢を持つ者達は、非仏教徒である。』と私は説きます。 

世尊よ。正しく入道した瑜伽行者は、如何なる法（現象）も生じる、 

あるいは滅すとはせず、如何なる法（現象）であろうとも得たり、ある 

いは直覚として悟ろうと探求しません。」 

と詳細に説かれた。 

 

涅槃を考察する＞［章の名を示す］ 

阿闍梨月称の御口より綴られた顕句より、「涅槃を考察する」という第二十五

章の解説である。 



395 

顕句論［第 26 章］ 

 

「有（輪廻）の十二支分を考察する第二十六章」 

 

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

ここで 

「『依拠し関係して起こる（縁起生である）もの、それは空性であると説 

かれる。それは依拠して名付けられるもので、まさしくそれが中の道で 

ある。』1 

と説かれたけれど、『空性の』と述べられたもの、その縁起性とは何であるか。」

と言う。 

一様相においては、「このように 

『縁起生を見る者が、苦と、集と、滅と、道の、それらそのものを見る 

のである。』2 

と説かれたその縁起性を、如何に理解するか。」という。 

 

章の著述を説く＞順次の縁起＞［放つものの因果］ 

それ故に、その支分の良き分類を述べようと約されて、このように、 

 

無明が覆い隠したことによって、再びの輪廻の為に、 

三様相の諸行を、 

顕現して行うものである 

それらの業によって、衆生へと赴く。 1 

 

と説かれた。そこで、無明とは無知であり、闇であり清浄を如何に視るか（如

実）を覆い隠すものである。 

その無明が覆い隠し、塞がれたプトガラ3が、再びの有（輪廻）の為に－再度

の有の意味（目的）と、再度の有を起こす為に、善等の諸々の思念を顕現して

集め為し、生じさせる。それらの行は、再度の有を顕現して集め行う（造作す

る）ので、行である。それらも三様相であり、善と不善と不動である。あるい

は、身体のものと、言葉のものと、心のものである。 

無明が覆い隠したプトガラが業の性相を持つ三様相の行を為すが、顕現して

行うので、行である業－それら業の名を持つものによって、その因によって起

こった（輪廻の）衆生へと赴くことになる。 

そしてその 

                                                   
1 『依拠し･･･である。』：『根本中論』第 24 章 18 偈。 
2 『縁起生･･･である。』：『根本中論』第 24 章 40 偈。 
3 プトガラ：心身の集積に名付けられた「者」。 
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行の縁を持つ識は、 

諸衆生へと入り込むことになる。 

 

行いを為し、（業を）積んだそのプトガラの、（望む）意味ではない輪廻の種

子となった、行の縁を持つ識は、行に合った衆生へと天（の衆生）等に入り－

完全に入り込み、生まれるとなる。 

それから、後に 

 

識が入ったとなれば、 

名と色になることになる。 2 

 

それは、業と煩悩によって染み付けられたことによって、それやそれの生所

へ導いたので「名」という。あるいは、意味（目的）に対して名前の力によっ

て動くので「名」－有形ではない四蘊4を「名」と呼称する。参照されるに適う

ので「色」－「害され得る」という主旨である。この「色」と、先の「名」の

これら二つを合わせて、「名色」と設ける。そこで、色形とその映像のあり方で、

最後に死の諸蘊が滅したならば、ただ一瞬間で天秤棒の（左右の）高低の様子

で、生の部分の諸蘊が、業が放ったように生じることになる。それ故に、その

ように母の子宮において識が成長したならば、識の縁を持つ名色となり、「汚染

され起こるとなる。」という意味である。 

もし、衆生へと識が成長するとならなければ、その時は名色が起こるとはな

らず、 

「阿難よ。その識は、もし母の子宮へ入ったとなっていなければ、その 

時、その羯邏藍5は、羯邏藍そのものとして成立するとはならない。」 

と説かれる故である。それ故に、そのようであれば、 

 

名と色になったならば、 

六處が起こることになる。 

 

苦しみの生起にとって、まさしく起こさせるもの（因）となった故に、生じ

る門の事物そのものによって「眼と耳と鼻と舌と身体と意」という名色の因を

                                                   

4 四蘊
よんうん

：受蘊
じゅうん

（感受作用の集積）、想蘊
そううん

（識別作用の集積）、行蘊
ぎょううん

（他の四以外の行い等の

集積）、識蘊
しきうん

（心王〈知覚作用において観察者として見ている部分〉の集積。六識ある。）。 

色蘊
しきうん

（形のある身体の集積）を加えて五蘊になる。 

5 羯邏
か ら

藍
らん

：胎児が子宮の中で成長する際の状態の一つ。 
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持つ、六處が生じるとなる。「それによって眼が諸々の色形を見て、心意は楽な

（快い）所へと顕かに執することになる。」等によって、六處とは、苦しみが起

こる、生じる門そのものである。 

それ故に、その様に六處が起こることで、後時、 

 

六處に依拠して、 

触が正しく起こるとなる。 3 

 

「この触も何であり、如何様に生じるのか。」といえば。 

 

（それを）示す為に、 

 

眼と色形と念じるものに、 

依拠して生じるのみであり、 

そのように眼と色形に依拠して、 

識が生じるとなる。 4 

眼と色形と識の、 

三つが集まったもの。 

それが触である。 

 

と説かれた。そこで、眼と色形と、念じるもの－作意、境（対象）等とは異な

る識の種子となった等無間縁6に依拠して、眼の識が生じるのである。そこで、

眼と色處は色（物質）である。四蘊の性相を持つ「念じるもの」は名であり、

それ故に、この三つに依拠して生じるその眼識は、名と色に依拠して生じるの

である。それ故に、これら根（感覚器官）と境と識の三つが集まったもの－一

緒に生じ、互いに結ばれることによって類似して介入したことが、触の性相で

ある触である。 

それから後時、 

 

・・・・・その触より、 

受が全く起こるとなる。 5 

 

好ましい・好ましくない・両方を斥けた（平等な）対象を経験する、対象の

経験を知覚することによって感受するので「受」といい、楽と苦と、楽でもな

                                                   

6 等
とう

無間
む け ん

縁
えん

：知覚が、ただ明らかであり、知るものとして生じる主要な質的原因。 
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く苦でもないものである。色（物質）と識（知覚）と眼のこれら三つを集めた

性相を持つ触に依拠して、受であると斯くも説かれた如く、残りの根と境と識

の三つを集めた性相の、触の因を持つ受も説かれたと知りたまえ。 

 

順次の縁起＞［成すものの因果］ 

それから後時、 

 

受の縁によって愛であり、 

 

「全く起こることになる。」と連なる。或る愛に、受である縁が有ることを、「受

の縁によって」という。その愛も如何なる（対象を持つ）認識主体であるかと

いえば、まさしく受を対象にする認識主体である。何故かといえば、何故なら

ば、その愛を持つ者は 

 

受の為に愛すとなる。 

 

「受の為に、顕現した欲望を生じさせる。」という意味である。 

 

「如何様に」といえば。 

 

先ずもし、そこに楽である受（感受）が生じたならば、それは再々それと離

れぬように望む（愛す）となる。仮に苦が生じたならば、その時それと離れる

為に望む（愛す）となる。あるいは楽でもなく苦でもないものが生じたならば、

それが衰えないように、有7となり、そのようであれば、受の意味（目的）とし

て愛すとなる。 

それはそのように、 

 

愛となれば取。 

四様相の取となる。 6 

 

そのように、諸々の受を顕かに欲し執着するものは、愛である縁を持つ業が

成長する因となる欲と、見解と、持戒と禁戒と、我を語るという四様相を尽く

保持するとなり、それは、その愛である縁によって取るのである。 

それから後時、 

 

                                                   
7 有：「有」srid と書かれているが、「望む（愛す）」sred か？ 
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取が有れば、取る者の 

有がよく起こるとなる。 

もし、取が無ければ 

解脱するとなり、有にはならない。 7 

その有も五蘊である。 

 

斯くも説かれた四様相の取の、取る者－保持者を生まれさせるものである。

その取る者の取である縁によって有が生じるとなる。何故かといえば、何故な

らば、もし、或る取る者が感受に対する愛を生じさせておらず、妙観察8の力に

よって愛を我がものとしておらず、四取9を捨て去って、汚れ無い二元の無い智

慧10を実現したことより取が無くなったならば、彼は解放されたとなり、その時

その有は有るとはならない。 

その有も何かといえば、 

「その有も五蘊である。」 

－近く取ることよりよく起こるものは、五蘊の本性であると知りたまえ。身体

と言葉と意の三様相の業も、これより未来の五蘊が起こるので「有」と名付け

た。そこで、身体と言葉の業は色蘊の本性であるが、意の業は四蘊の本性であ

り、そのようであれば「その有は五蘊である。」と知りたまえ。 

 

その有より生が起こる。 

 

－未来の蘊が起こることが生であるが、それも有よりよく起こる。 

それから後時、 

 

老死と、悲痛と、 

慟哭と、苦と、 8 

心不楽と、混乱等、 

それらは生より、よく起こる。 

 

生である因を持つそれら老死等が起こることになる。 

それらの説明は、経典にあるがままに知るべきであり、そこで「老とは、薀

                                                   

8 妙
みょう

観察
かんさつ

：「それぞれを悟る」の意味。それぞれを明らかに知ること。 
9 四取：「取」は来世の蘊を取らせる強い欲望。四種に分類される。 

欲取（欲望に関わる取）・見取（見解に関わる取）・戒禁取（誤った修行の取捨に関する 

取）・我語取（我と我がものに関する取）。 
10 不二の智慧：空性を直覚する瞑想状態の意識。 
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が尽く熟すことである。死とは、老いた薀が壊れることである。悲痛とは、行

き、死につつある全く蒙昧な顕現した執着と共にある心の苦痛である。慟哭を

あげるとは、悲痛が動機となった言葉を述べることである。苦とは、五根を傷

つけることである。心不楽とは、不快が降りかかることである。混乱とは、多

くの苦と心不楽が起こることである。」という。 

それ故に、そのように斯くも説かれたさまで、 

 

そのように苦の薀、 

このただそれだけが、起こることになる。 9 

 

「そのように」とは、「ただ因と縁の力によって」という意味である。「苦の

薀」とは、苦の集合や群であり、「苦を積み上げた」という主旨である。「ただ

それだけ」とは、「我と我所11の本性と離れた」という意味と、「楽と混合してい

ない苦の我性である、幼い者が考察しただけのもの」という主旨である。 

 

章の著述を説く＞［逆行の縁起］ 

何故ならば、そのように無明等より有（輪廻）の諸支分が起こる故に、 

 

輪廻の根本は行であり、 

それ故に、賢者達は行をなさない。 

それ故に、不賢の者は行為者である。 

賢者は、真如を見る故である。 10 

 

そこで、識等が入り込む性相を持つ輪廻の根本－主要な因は諸行であり、そ

れ故に不賢の者は、輪廻の根本である諸行を行う。（何故ならば） 

「比丘達よ。無明に関係する者であるプトガラは、福徳が顕現せられる 

ことも顕かに行う。福徳でないものが顕現せられることも顕かに行う。 

不動が顕現せられることも顕現して行う。」 

と、世尊によって説かれた故である。 

何故ならば、そのようであれば、不賢の者は行為者である故に、無明を具え

たプトガラのみが諸行の行為者となるが、無明を捨て去った真如を見る賢者に

おいてはそうではない。何故かといえば、 

「真如を見る故である。」 

－真如を見るならば一切の事物は認識されないので、それを認識して業を為す

ことになる対象は、僅かにも有るのではない。それ故に、まさしくそれを見る

                                                   
11 我所：我がもの。 
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故に、賢者は行為者ではない。 

何故ならば、そのように無明が有れば諸行は起こるが、無ければ起こらぬ故

に、 

 

無明が滅したとなれば、 

全ての諸行は起こるとはならない。 

 

（何故ならば）因が揃っていない故である。 

 

「その無明は何より滅すとなるのか」といえば、 

 

無明が滅したとなれば、 

知が真如を修したことによってである。 11 

 

縁起生そのものを誤り無くあるがまま（如実）に修したことによって、無明

を良く捨て去ることになる。 

このように縁起生を正しく見る者は、微細な事物であろうとも自らの本質を

認識するのではない。（何故ならば）映像のように、諸事物は本性がまさしく欠

如していると観入する故である。それはそのように、一切事物は本性がまさし

く欠如すると観入したので、法（現象）を僅かにも認識するとはならない。そ

の者は認識していないので、何にも蒙昧とはならない。蒙昧でないので業をな

さない。 

そのようであれば、縁起生を修したことによって真如に入ることになるが、

真如を見る瑜伽行者の無明は確実に捨て去られるとなる。無明を捨て去ったこ

とによって、行は滅すとなる。そのように無明が滅したことによって諸行が斯

くも滅すが如く、 

 

それやそれが滅したことによって、 

それやそれは実現しない。 

苦の蘊ただそれだけのもの。 

それは、そのように正しく滅す。 12 

 

「前々の支分が滅したことによって後々の支分が滅すとなる。」と知りたまえ。 

この次第によって、本性が欠如する、行為者や感受者と離れた、我と我所等

の正しくない見解と離れた、苦の集積である瑜伽行者の苦の蘊は再度起こらぬ

ので、正しく滅すとなる。 
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縁起を了解する・しないことからの、輪廻への入出の仕方＞［経証と合わせる］ 

斯くも『聖稲稈経』より、 

「その如く、内の二つの縁起生の故に起こる。二つは何かといえば、こ 

れであり、因と関わるものと、縁と関わるものである。 

そこで、因と関わる内の縁起生は何かといえば、これは、無明の縁に 

よって諸行。行の縁によって識。識の縁によって名と色。名と色の縁に 

よって六處。六處の縁によって触。触の縁によって受。受の縁によって 

愛。愛の縁によって取。取の縁によって有。有の縁によって生。生の縁 

によって老死と、悲痛と、慟哭と、苦と、心不楽と、混乱等が起こり、 

そのようであれば、苦の大きな蘊ただそれのみが起こるとなるだろう。 

もし無明が起こっていなければ、諸行も顕現しないものである。その 

如く、既に生が生じていなければ、老死まで顕現しないものであるが、 

しかしながら無明が有ることより諸行が顕現して成立するとなり、その 

如く生があることより老死まで顕現して成立するとなる。 

そこでも、無明もこう『我が諸行を実現する。』とは思わない。諸行も、 

こう『我らは無明によって実現された。』と思わない。それからその如く、 

生も『我が老死を実現する。』と思わず、老死も『我は生によって実現さ 

れた。』と思わぬまでである。 

しかしながら無明が有ることより諸行の実現が起こるとなることから、 

その如く、生が有ることより老死まで実現し起こるとなる。そのようで 

あれば、内の縁起生は因と関係すると見たまえ。 

 

内の縁起生が縁と関係すると如何様に見られるのかといえば、六要素 

が集まった故であり、六要素の何が集まったかといえば、このように、『地 

と水と火と風と虚空と識の要素が集まったことより、内の縁起生は縁と 

関係する』と見たまえ。 

そこで内の縁起生の地の要素とは何かといえば、これが集まって身体 

の硬い事物を顕現するものが、『地の要素』という。身体を纏める働きを 

成すこれは、『水の要素』という。身体の、食べたり飲んだり噛んだり味 

わったものを消化するこれは、『火の要素』という。身体の息が内外に動 

く働きをするそれを、『風の要素』という。身体の中の空間を存在させる 

これを、『虚空の要素』という。三脚稲架
さんきゃくはさ

のあり様で名と色を顕現して成 

す識の五つの集合が集まったものと、有漏12の意識であるこれは、『識の 

                                                   

12 有漏
う ろ

：輪廻に落ちる性質と共にあること。 



403 

顕句論［第 26 章］ 

 

要素』という。それらの縁無くして身体が生じるとはならないが、内の 

地の要素が揃い、その如く地と水と火と風と虚空と識の諸要素も揃った 

となり、一切が集まったことより身体が顕現して成立するとなる。 

そこで、地の要素も、こう『我が集まって身体の硬い事物を実現する。』 

と思わない。水の要素も『我が身体を纏める働きをしよう。』と意図しな 

い。火の要素も『我が身体の食べ、飲み、噛み、味わったものを消化し 

よう。』とは思わない。風の要素も『我が身体の息を内外へと動かす働き 

をしよう。』とは思わない。虚空の要素も『我が身体の中の空間を存在さ 

せよう。』とは思わない。識の要素も『我が身体の名と色を実現しよう。』 

とは思わない。身体も『我はこれらの縁によって生じさせられた。』とも 

思わぬが、しかしながらこれらの縁が有れば身体が生じるとなる。 

そこで、地の要素は、我ではなく、有情ではなく、命者13ではなく、生 

者ではなく、意生14ではなく、儒童15ではなく、女ではなく、男ではなく、 

中性者ではなく、私ではなく、我所ではなく、他の誰でもない。その如 

く、水の要素と、火の要素と、風の要素と、虚空の要素と、識の要素も 

我ではない。有情ではない。命者ではない。生者ではない。意生ではな 

い。儒童ではない。女ではない。男ではない。中性者ではない。私では 

ない。我所ではない。他の誰でもない。 

 

そこで、無明とは何かといえば、これら六處そのものを何か単一であ 

ると想うことや、一塊と想うことや、恒常であると想うことや、安定堅 

個であると想うことや、永遠であると想うことや、楽であると想うこと 

や、我であると想うことや、有情であると想うことや、命者であると想 

うことや、生者や、養者や、士夫や、プトガラであると想うことや、意 

生や、儒童であると想うことや、『私』や『我である』と想うことであり、 

このような、この様々な様相の無知を『無明』という。 

そのように無明が有るので、諸々の対象へ貪欲や瞋恚や愚痴が向かい 

入り、そこで諸対象に対する貪欲と瞋恚と愚痴であるこれを、『無明の縁 

によって諸行』という。 

事物をそれぞれに様相として知覚するのは、識である。 

識と一緒に起こる、有形ではない、それら近取の四蘊は名であるが、 

四大構成要素とそれらを因としたものは色であり、その名とその色を一 

つに収めたものが名色である。 

                                                   

13 命者
みょうしゃ

：非仏教徒が我であるとする「者」の一つ。 

14 意生
いしょう

：同上。 

15 儒
じゅ

童
どう

：同上。 
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名色に依拠した諸根（感覚器官）は、六處である。 

三つ集まったことは触である。 

触を経験することが受である。 

受に執することが愛である。 

愛を増強したものが取である。 

取より生じた、再度の生を生じさせる業が有である。 

その因より蘊が生じたことが生である。 

生れて蘊が熟すことが老である。老いて蘊が壊れることが死である。 

死につつあり昏迷し、顕現した執着と共にある内的な全くの苦痛が悲痛 

である。悲痛より起こった言葉として言うことが慟哭である。五識16の集 

合と相応する知覚の不楽を経験することが苦である。心意と相応する知 

覚の苦が、心不楽である。他にもこれらのような、それらの随煩悩であ 

るものを『混乱』という。 

 

そこで、大きな闇である故に、無明である。顕現して集まり行う故に、 

諸行である。様相として知覚する故に、識である。互いに依拠した故に、 

名と色である。生じる門である故に、六處である。触れる故に、触であ 

る。経験する故に、受である。渇望する故に、愛である。近く取る故に、 

取である。再度有を生じさせる故に、有である。蘊が起こる故に、生で 

ある。蘊が熟す故に、老である。壊れる故に、死である。悲痛にする故 

に、悲痛である。言葉で言う故に、慟哭である。身体を害する故に、苦 

である。心を害する故に、心不楽である。煩悩である故に、混乱である。 

 

あるいは、真如を了解せず誤って知り、知らぬことは無明である。 

そのように無明が有れば、三様相の行が顕かに成立する。福徳へ近く 

行くものと、福徳でないものへ近く行くものと、不動へ近く行くもので 

ある。 

そこで、福徳へ近く行く諸行より福徳へ近く行く識そのものになり、 

福徳でないものへ近く行く諸行より福徳でないものへ近く行く識そのも 

のになり、不動へ近く行く諸行より不動へ近く行く識そのものとなるこ 

れを、『識』という。 

識の縁によって『名と色』というが、受（蘊）等有形ではない四蘊は、 

それやそれの愛へと落ちるので、名である。色蘊と一緒に『名と色』と 

いうので、『名と色』という。 

名と色を尽く増強することによって、六處の門より諸々の行為を為す 

                                                   
16 五識：五感を知覚する識。眼識・耳識・鼻識・舌識・身識。 
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ことが起こり、それを『名色の縁によって六處』という。 

六處より六つの触の集合が起こり、それを『六處の縁によって触』と 

いう。 

斯様に触が起こったように受が起こり、それを『触の縁によって受』 

という。 

それらの受の部分を経験することと、顕かに好むことと、殊更に愛着す 

ることと、殊更に愛着して入り込むことは、『受の縁によって愛』という。 

経験することと、顕かに好むことと、殊更に愛着することと、殊更に 

愛着して存在することより、『我が好ましい本質や、楽の本質と離れませ 

んように。』と手放さぬ為に祈願するこれを、『愛の縁によって取』とい 

い、愛する対象であるその事物を集積し成し遂げる為に近取を取り、そ 

れやそれの為に祈願する。 

そのように祈願し、再度の有が生じさせられる、身体と言葉と心が動 

機となる業を、『取の縁によって有』という。 

その業より生じた諸蘊が顕現して成立することを、『有の縁によって生』 

という。 

生を顕現して成す諸蘊の増強が完全に熟すことと、壊れることを、『生 

の縁によって老死』という。 

 

そのように、これら縁起生の十二支分は、他々なる因より起こり、他々 

なる縁より起こり、恒常ではなく無常ではなく、有為でなく無為でなく、 

無因でなく無縁でなく、経験者が有るのではなく、尽きる法（現象）で 

はなく、壊れる法（現象）ではなく、滅す法（現象）ではなく、無始の 

時から入り込み、途絶えることなく川の流れの如く累々と入り込んだ。 

それら縁起生の十二支分は、他々なる因より起こり、他々なる縁より 

起こり、恒常ではなく無常ではなく、有為でなく無為でなく、無因でな 

く無縁でなく、経験者が有るのではなく、尽きる法（現象）ではなく、 

壊れる法（現象）ではなく、滅す法（現象）ではなく、無始の時から入 

り込み、途絶えることなく川の流れの如く累々と入り込みはしたけれど 

も、しかしながらこれらの四支分は、縁起生のそれら十二支分を収める 

故に、因となる。 

 

（その）四支分はなにかといえば、これであり、無明と愛と、業と識 

である。そこで識とは、種子の本性そのものである因を為す。業は、田 

畑の本性である因を為す。無明と愛は、煩悩の本性である因を為す。 

業と煩悩によって、種子である識が生じさせられる。そこで業とは、 
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種子である識の畑の働きを為す。愛が、種子である識を潤す働きを為す。 

無明が、種子である識を植え、これらの縁が無ければ種子である識が顕 

現して成立するとはならない。 

そこで業も、こう『我が種子である識の畑の働きを為そう。』と思わな 

い。愛も『我が種子である識を潤そう。』と思わない。無明も『我が種子

である識を植えよう。』と思わない。種子である識も『我はこれらの縁に

よって生じさせられた。』と思わない。 

しかしながら種子である識は業の畑に依拠し、愛の湿潤によって潤され、

無明によって良く植えられたことより生じるならば、それやそれの生まれ

る所に受胎すれば、母の子宮において名と色の芽を顕現して成す。 

その名色の芽も、我が為しておらず他が為しておらず、自他二者が為し

ておらず、自在天が為しておらず、時が変化させておらず、本性より起こ

っておらず、一因に頼るのでなく、無因よりも生じていない。しかしなが

ら父母が会合し、月経を具え他の縁も集まったならば、虚空に等しい、執

すること無く我がものとして無い、所有者の無い法（現象）は、幻の性相

である本性において諸々の因縁が揃っていないことが無い故に、それやそ

れの生まれる所へ受胎するならば、母の子宮において経験を味わうことの

できる種子である識は、名と色の芽を顕現して成す。 

 

このように、眼の識は五因より起こる。五は何かといえば、こうであり、

眼に依拠したことと、色形と、光と、虚空と、それが生じさせられる作意

にも依拠して眼識が起こる。そこで眼は、眼識の拠所の働きを為す。色形

は、眼識の対象の働きを為す。光は、顕かにする働きを為す。虚空は、遮

らない働きを為す。それを生じさせる作意は、思う働きを為す。 

それらの縁が無ければ眼識は起こるとはならないが、或る時に眼の内處

である眼が不備とならず、その如く色形と光と虚空とそれを生じさせる作

意が不備とならず、一切が集まったそれより眼識が起こるとなる。 

そこで眼は、こう『我が眼識の拠所の働きを為そう。』と思わない。色

形も『我が眼識の対象の働きを為そう。』と思わない。光も『我が眼識の

顕かにする働きを為そう。』と思わない。虚空も『我が眼識の遮らない働

きを為そう。』と思わない。それを生じさせる作意も『我が眼識の思の働

きを為そう。』と思わない。眼識も『我はこれらの縁によって生じさせら

れた。』と思わず、しかしながらこれらの縁が有ることより眼識は生じる

となる。 

その如く、残りの根（感覚器官）と共にある諸々もそれぞれの場合に合

わせる。 
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そこで、如何なる法（現象）もこの世間よりあちらの世間へと勿論移行

はしないけれども、諸々の因と縁は不足が無い故に、業の果として顕現も

有る。 

このように、例えば良く拭いた鏡面に顔の映像が映ることも、勿論顔は

鏡面に移っていないけれども、因と縁は不足が無い故に、顔としての顕現

も有る。その如く、ここからも誰も死に移ることは無いが、他にも生まれ

ておらず、諸々の因と縁は不足が無い故に、業の果としての顕現も有る。 

このように、例えば月輪は四万由旬の上を行き、しかしながら水で満ち

た小さな器に月輪の映像が映ることも、月輪はそのありかより移らず、水

で満ちた小さな器の中に来たのでもないけれど、諸々の因と縁は不足が無

い故に、月輪としての顕現も有る。その如く、ここからも誰も死に移るこ

とは無いが、勿論他へと生まれてはいないけれども、諸々の因と縁は不足

が無い故に、業の果としての顕現も有る。 

このように、例えばその火は因と縁が揃っていなければ燃えないけれど、

因と縁が集まることより燃える。その如く、幻の性相の本性であり、虚空

と等しく、執すること無く、我がもの無く、所有者の無い法（現象）にお

いて、諸々の因と縁は不足が無い故である。 

 

それやそれの生まれる所へ受胎するならば、母の子宮において、種子で

ある識は、諸々の業と煩悩によって生じさせられた名と色の芽を顕現して

成し、そこで内の縁起生は五つに見られる。五は何かといえば、恒常とし

てではないことと、断滅としてではないことと、移行するものとしてでは

ないことと、小さな因より大きな果が起こることと、それに類似した継続

としてである。 

『如何様に恒常としてではないのか』といえば、何故ならば最後に死ぬ

諸蘊も別他であるが、生の部分に結ばれる諸蘊も別他であり、最後に死ぬ

蘊であるもの自体が生の部分に結ばれるものではないが、最後に死ぬ諸蘊

も滅したまさしくその時に、生の部分に結ばれる諸蘊が起こるので、それ

故に恒常としてではない。 

『如何様に断滅としてではないのか』といえば、最後に死ぬ時の諸蘊が

先に滅したものから、生の部分に結ばれる諸蘊が起こるのではないが、滅

していないものからでもない。しかし、最後に死ぬ諸蘊も滅したが、まさ

しくその時に生の部分に結ばれる諸蘊が、天秤棒の（左右の）上下の如く

起こるとなり、それ故に、断滅としてでもない。 

『如何様に移行ではないのか』といえば、異なった種類の諸衆生が、同



408 

顕句論［第 26 章］ 

 

類の生へと生まれることを実現しないことである。それ故に、移行するも

のとしてでもない。 

『如何様に小さな因より大きな果が起こるのか』といえば、小さな業を

為したことより異熟した大きな果を経験し、それ故に、小さな因より大き

な果が起こるのである。 

経験することになる業を為したように、経験するとなる異熟を経験する

故に、『それに類似した継続としてである。』」 

と、詳細に説かれた如くである。 

 

縁起を了解する・しないことからの、輪廻への入出の仕方＞［章の名を示す］ 

阿闍梨月称の御口より綴られた顕句より、「有（輪廻）の十二支分を考察する」

という第二十六章の解説である。 
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「見解を考察する第二十七章」 

 

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

「『そのようなあるがままの縁起生を正しく見るものは、前の果てに依拠 

することをせず、後の果てに依拠することをしない。』 

と経典より唱えるけれど、そこで前の果てに依拠するとは何であり、後の果も

何であるか。如何様であれば依拠しないのか。」といえば。 

 

章の著述を説く＞［十六悪見を認識する］ 

それらを示す為にこれを述べた。 

そこで現在の我である事物に相対して、諸々の過去時を「前の果て」といい、

一つ一つ連なる生の以前の部分が、前の果てである。それに依拠することをし

ないとは、見解の諸々の様相によって対象とせず、縁起生そのものが如何様に

留まるかを見る故に、他の様相として留まる事物について、他の様相として顕

かに執することをしないことである。 

そこで八見解とは、前の果てを対象として他の様相として入り込む。このよ

うに、 

 

「過去時において現れた」「現れていない」というものと、 

世間は恒常等という 

見解であるそれらは、 

前の果てに依拠したのである。 1 

 

そこで「という」という言葉は、「等」の意味に当たる。あるいは二見解を提

示したことは、象徴する意味としてである。 

これらの見解は四つであり、このように「我は過去時において現れたものな

のか？」、「現れていないものなのか？」、「現れたことは現れたが、現れていな

いとも現れていないものなのか？」、「現れたのでもないが、現れていないので

もないものなのか？」というこれらの四見解は、前の果てに依拠したのである。 

「他にも四つ」と、先に副次的に説かれたが、 

「世間は恒常等という、見解であるそれらは、前の果てに依拠したので 

ある。」 

そこで、先の四見解一組みより、直後の四見解一組みにおいて大きな別異は

勿論無いけれど、そう見るとしても僅かながらの違いに依拠して個別に掲示し

た。それも後に述べよう。 

そこで「世間は恒常である。」というこれは、「過去時において現れたもので
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あるのか？」というこれより大きな別異は無い。 

一様相においては、違いはこれである。「世間は恒常である。」というその四

見解であるものは、一般的に前の果てに依拠したものであるが、「過去時におい

て現れたものであるのか？」というこれは、「我のみについて前の果てを認めて

入り込んだのであるが、一般的（な世間）にではない。」という。その如く、他

の諸見解においても違いを述べたまえ。そのようであれば先ず、それらの八見

解は前の果てに依拠したのである。その「前の果て」とは、それを対象とする

諸見解と一緒に既に述べた。 

ここで、「後の果て」を述べよう。そこで、現在の我である事物に相対して、

起こるだろう身体を「後の果て」といい、一つ一つ連なる生の後の部分が「後

の果て」である。「それに依拠することをしない」とは、見解の諸様相である対

象としないことであり、縁起生の真如が如何様に留まるかを見る故に、他の様

相として留まる事物について、他の様相として顕かに執することをしないこと

である。 

そこで八見解は、後の果てを対象として他の様相として入りこむ。このよう

に、 

 

「他の未来時において現れるだろう」と、 

「現れない」、世間の果て等を 

見解とするそれらは、 

後の果てに依拠したのである。 2 

 

ここでも二見解を近く提示したことは、象徴する意味としてである。 

これらの見解は四であり、このように、「我は未来時において現れるものであ

ろうか？」、「現れぬものであろうか？」、「現れるも現れるが、現れぬも現れぬ

ものであろうか？」、「未来時において現れるのでもなく、現れぬものでもない

ものであろうか？」というこれらの四見解は、後の果てに依拠したのである。 

 

「それらの四見解であるもののみが、後の果てに依拠したのか？」といえば。 

 

説く。そうではない。 

 

「ならば何か」といえば。 

 

「世間の果て」等として、後の果てに依拠した他の四見解も有るのである。

そこで「果てが有る」等の四見解は、一般的に後の果てに依拠して入り込むの
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であるが、「我は未来時において現れるものであろうか？」というそれらは、我

のみについて後の果てに依拠して入ったものであり、それが四見解二組の違い

であると理解したまえ。 

 

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

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

する二見解を否定する＞過去時に現れたとする見解を否定する＞［否定本論］ 

そこで先ず、前の果てを対象とする四見解一組の第一が、如何様にあり得な

いかを示す為に、 

 

「過去時において現れた」と 

いうそれは不合理である。 

諸々の前世に現れた、 

まさしくそれは、これではない。 3 

 

と説かれた。そこでもし、諸々の過去世において現れた者自身が、現在有ると

なれば、その時「これは、過去時において現れた我である者なのか」と認めら

れたことは正しいとなるものだが、それはそのようにあり得るのでもない。（何

故ならば）恒常である背理となる故である。恒常が輪廻であるとは適さぬ故で

あり、一つの衆生に留まる者も、まさしく様々な衆生に保持された背理となる

故である。 

ここで、もし以前に地獄等の衆生となってから現在人等に生まれた者が、『こ

の私が地獄の住人等であった。』とそのように考えれば、それはそのようには正

しくない。如何様にといえば、人でありながら、地獄の住人等ともなる。 

 

「ならばある経典より、斯くも 

『私自身がその生でその時に、多くが敬う転輪王という者になった。』 

と唱えられたそれは、如何様に理解されるのか。」といえば。 

 

この御言葉は、他性であることの否定を殊更にするのであり、「まさしく同一

であると示すのではない。」と知りたまえ。まさしくそれ故に「その生でその時

に、それは他ではない。」と唱えるのである。 

 

「もし『その者自身がこの者である。』と以前の者と現在（の者）がまさしく

同一となれば、如何なる過失となるのか。」といえば。 
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「恒常そのものとなる。」と、それに対する過失は既に説いた。 

 

それはそうでもあろうが、他にも述べよう。 

 

『その者自体が我となる』と思えば、 

近取は別となる。 

 

もし、前世のその者自体が、現在のこの我として現れるならば、その時前世

の時点のように近取者は別でない故に、五蘊の性相である近取は別にならない

ものであるが、我の近取は、そのように不別ではない。ならば何かといえば、

近取は別のみである。（何故ならば）近取の因が別である故と、別の時である故

である。それ故に近取が別である故に「その者自体がこの我である」とは正し

くない。 

 

『仮に、近取において別ではあろうが、我はまさしく同一である。それ故に

我において別は無い故に、〈過去時において現れたものなのか？〉というそれに

ついても、まさしく現れたのである。』と思えば。 

 

述べる。 

 

近取に結ばれていない、 

君の我とは如何なるものか。 4 

 

もし近取が他であり、我も他であるならば、その時近取は別であっても我に

おいて別異が無いので、それはそのようになろうが、「これは我である。」「これ

は我の近取である。」というそれらは、別として示されることはできない。（何

故ならば）近取より別の本性であること自体で、我は無因である背理となる故

と、それぞれに認識対象として存在する背理となる故である。そのように、近

取に結ばれておらずに我が示され得ぬ時、「近取は別でも、我において別異は無

い。」と考察されることは適わぬ。 

 

『仮にまた、近取に結ばれておらずに我が有るのではないことは真実でもあ

ろうが、しかしながら近取そのものが、我であると考察される。』と或る者が考

えれば。 

 

「それも正しくない。」と示す為に、 
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近取に結ばれていない、 

我は有るのではないとした時、 

近取そのものが我であるならば、 

君の我は無である。 5 

 

と説かれた。 

先ず、近取そのものが如何様に我ではないのかを示す為に、説かれた。 

 

近取そのものは我ではない。 

それは起こり、壊れるのである。 

近く取られるものが如何様に、 

近取者であるとなろうか。 6 

 

そこで「近取の五蘊」という近取であるものは、刹那毎に起こり壊れるので

あるが、我はそのように刹那毎に起こり壊れるのではない。我は、諸蘊より、

そのもの（自性）かまさしく他（他性）等や、恒常か無常そのものとも述べら

れない。（何故ならば）多くの過失となる背理になる故である。我が恒常そのも

のであることによって常見を語ることになるが、無常そのものであることによ

って断見を語る背理となり、「恒常と断滅」というこれは二つとも大きな間違い

を犯すことであるので、承認するな。それ故に先ず、「近取そのものが我である。」

とは正理ではない。 

他にも、 

「近く取られるものが如何様に、近取であるとなろうか。」 

ここで、近く取られる対象であるので、近く取られるもの－行為対象である

が、それにおいては疑いなく近く取る者、近く集積する者が存在する必要があ

る。「その近取を、もし我そのものであると主張するならば、その時、近く取ら

れる対象そのものが近く取る者であるとなるだろう。それ故に、行為対象と行

為者が同一であるので、切る者と切られる対象や、壺と壺師や、火と薪等もま

さしく同一であるとなるが、それは見られるものでも、正理でもない。」と示す

為に、 

「近く取られるものが如何様に、近取者であるとなろうか。」 

と説かれ、「その方向は、全くあり得ない。」というお考えである。 

 

ここで、「単なる近取のみも我であると正しくないことは、勿論真実ではあろ

うが、しかしながら、近取者は近取よりまさしく別であるとなる。」という。 
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これも適わない。何故ならば、 

 

我は、近取より 

他であるとは、まさしく合理ではない。 

もし他であるならば、近取無く 

認識される筈であるが、認識されるものとして無い。 7 

 

『もし、近取より我が別であるならば、壺より絨毯のように、それは近取よ

り別に認識されるものとして有るとなるが、そのように認識されるものとして

は無い。それ故に、近取より別に近取者も有るのではない。（何故ならば）虚空

の花のように、近取より別に認識されるものとして無い故である。』というお考

えである。 

 

過去時に現れたとする見解を否定する＞［否定のまとめ］ 

ここで、斯くも示された意味をまとめる為に、 

 

そのように、近取より他ではない。 

それは近取そのものでもない。 

我は、近取が無いのではない。 

 

と説かれた。 

 

『仮に、近く取られるものと、近く取る者が同一である背理となる故と、起

壊そのものである背理となる故に、我は近取の本性を持つものではないが、近

取に相互関係しておらず別な認識対象として有る背理となる故に、他でもない。

近取に相互関係せず認識対象として有る背理となる故に、近取が無いのでもな

いが、そう見れば、ならば「我は無い。」ということに至る。』と思えば。 

 

述べよう。 

 

無そのものであるとも、それは確定しない。 8 

 

「蘊に依拠して名付けられるものは無い。」と、如何様になろうか。有るので

はない石女の子は、諸蘊に依拠して名付けるのではない。近取が有りながら「近

取者は無い。」とは如何様に正理となろうか。それ故に、それは無そのものとし

ても正しくない。それ故に、『我は無い。』と思うこの確信も不合理である。 
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その我の設け方は、詳細に『入中論』より確かめたまえ。これについても、

以前の折々で既に分類構成を為した故に、再度ここで構築する努力はしない。 

そのようであれば先ず、「過去時において現れた者であるのか」というこれは、

不合理である。 

 

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

ここで「過去時において現れていない者であるのか」というそれも、如何様

に不合理であるのかと示す為に説かれた。 

 

「過去時において現れていない」と 

いうそれも不合理である。 

諸々の前世に現れた、 

それよりこれは、他ではない。 9 

 

もし、現在のこれが、以前の我よりまさしく他であるならば、その時「過去

時において現れていない者なのか」となるものであるが、それはそのようにあ

り得るのでもない。それ故に、「過去時において現れていない」というそれも不

合理である。 

 

「もしこれが、以前の我よりまさしく他であるとなれば、如何なる過失が有

るのか。」といえば。 

 

述べる。 

 

もし、これが他であるとなれば、 

それが無くとも現れるとなる。 

その如く、それは留まるとなり、 

そこで死なずに生まれるとなる。 10 

 

もし、現在のこの我が以前の我より他であるならば、その時、以前のその我

は無くそれを捨て去ってからも、それに相互関係無く、その因を持つものでな

いとして現れるとなるだろう。 

他にも、 

「その如く、それは留まるとなり、」 

そこでもし、これが以前の我よりまさしく他であるならば、その時、まさしく

他である故に、壺が作られた時に絨毯が破れないように、後の我が生まれたと
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しても、以前の我は滅さぬとなる。まさしく滅していない故に、以前に天や人

等において何々の生として生まれた者は、以前の姿形等まさしくそう認められ

た様相そのままに、その者はそこに留まるとなり、以前に死んでいないのみに

おいてここに生まれるとなるけれど、「人間となったこの者の、前世である天等

のその我の如く留まるとなる」というこれは、有るのではない。それ故に「過

去時において現れていない者であるのか」というこれは、合理ではない。 

 

ここで言う。 

「『もし、これが他であるとなれば、それが無くとも現れるとなる。』 

と述べたなら、もし、以前のこの『無い我』がここに現れるとなれば、如何な

る過失となるのか。」 

 

それには多くの過失となる。 

 

「如何様に」といえば。 

 

何故ならば、そのようであれば、 

 

断滅や、業が無駄になることや、 

他者が為した諸業を、 

他者がそれぞれ経験することや、 

それ等の背理となる。 11 

 

もし、この我が以前の我無くして現れるとなれば、その時その以前の我はそ

こで失壊した故と、ここに全くの他者が生まれた故に、以前の我が断滅すると

なる。その我が断滅したならば、後続する業の諸果は拠所が途切れるので、断

滅する故と、食者（業果の経験者）も無い故に、果はただ無駄になるのみとな

るだろう。 

 

『仮に、以前の我が為した業の果は、後の我が尽く享受する』と考えれば。 

 

そう見るとしても、他者が為した業の果を他者が享受するとなるだろう。そ

れ故に、 

「もし業を為していなければ、為していないものとの遭遇を恐れること 

になる。」1 

                                                   
1 「もし…になる。」：『根本中論』第 17 章 23 偈前 2行。 
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等のような、主張されぬもの（背理）となるだろう。 

 

他にも、「もしこの我は、以前の我より他となった者がここに生まれたのであ

れば、その時『以前に現れていないものより後に起こる』となるが、それは正

理でもない。」と示す為に、 

 

現れていないものより現れたのではなく、 

ここで過失として背理になる。 

我が所作になることと、 

現れるものか、無因を持つものになる。 12 

 

と説かれ、もし、我が以前に現れていないものより後に現れるとなれば、その

時、我は所作となるが、我は所作であると主張するのでもない。（何故ならば）

無常そのものである背理となる故である。それを成立させるものより別の行為

者は無い故に、「我はまさしく所作であることが正しい」と何処でなろうか。我

を所作であると考えるならば、輪廻は始まりを具えることや、以前に無い有情

が起こるともなるが、それはそのようでもなく、それ故に、我は所作でもない。 

他にも、 

「現れるものか、無因を持つものになる。」 

我が現れていないものより現れるならば、無因を持つものであるのみとなり、

以前に我は無いので、行為者の無いものは無因を持つものとなるだろう。 

「か」という言葉は考察を表し、「『我は所作となるか、あるいは過去時にお

いて現れていない者なのか』というこれは承認しない。」ということか、「『〈現

れる我は、無因を持つものとなるか、あるいは過去時において現れていない者

であるか〉というそれは不合理である。』というこれを承認したまえ。」という。 

 

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

ここで、斯くも示された、まさしくその意味をまとめる為に、 

 

そのように、我は現れた・我は現れていない、 

その双方・双方ともではないと、 

過去について見解するもの、 

それは合理ではない。 13 

 

と説かれ、そのように斯くも示された論法で、「過去時において現れた者なのか」

という見解であるものと、「過去時において現れていない者なのか」という見解
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であるものは、まさしく合理ではない。その二つが無い故に、その双方も不合

理である。何故かといえば、このように、その二つが集まったものについて「双

方」と考察されるならば、各々それぞれに無いので、それらが集まったものが

何処に有ろうか。それ故に、双方も有るのではない。双方が無い故に、それら

を否定した面から「双方でないもの」も有ると何処でなろうか。それ故に、「現

れたのでもなく、現れていないのでもない者であるのか」というそれも合理で

はない。 

 

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

［それによって、後の果てに依拠した四見解の第一を否定したと示す］ 

それ故に、そのように前の果てに依拠した四見解はあり得ないと示して、こ

こで後の果てに依拠した（見解）への否定を説かれた。 

 

「未来の他の時点に現れるだろう」と、 

「現れるとならない」という 

見解であるそれらは、 

過去時と等しいのである。 14 

 

斯様に過去時についての四見解を否定したように、未来時についての四見解

も、既に説かれた読み方を変換させることによって否定したまえ。 

このように、「『未来時において現れるだろう』と、いうそれは不合理である。

未来の世に現れる、まさしくそれは、これではない。」2等によって、まさしく同

一であることが否定される面より、一切が等しいと当てはめたまえ。 

その如く、「『未来時において現れない』というそれも不合理である。未来に

現れるもの、それよりこれは、他ではない。」3等によって、以前の偈の読み方を

変換して、まさしく他であることの否定にも等しく当てはめたまえ。 

 

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

を否定する＞［恒常・無常の辺執見の始めの二つを否定する］ 

ここで、前の果てに依拠した恒常である等の四見解も否定する為に、 

 

もし、その天がその人であるならば、 

そう見るならば、恒常となる。 

天はまさしく生まれていないとなる。 

                                                   
2 「『未来･･･ではない。」：『根本中論』第 27 章 3 偈の言葉を変換する。 
3 「『未来･･･ではない。」：『根本中論』第 27 章 9 偈の言葉を変換する。 
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恒常に生まれることは無い故である。 15 

 

と説かれ、ここに人である衆生に留まる一部が善業を為して、天である衆生に

行くとなる。そこでもし「その天自身がその人自身である。」と、そのように二

者ともがまさしく同一であるとなれば、その時恒常になるけれど、「天自身であ

る者が人である」というこれは、そのようでもない。それ故に恒常は無い。 

他にも、恒常であると言うならば、 

「天はまさしく生まれていないとなる。」 

何故かといえば、何故ならば、 

「恒常に生まれることは無い故である。」 

と説かれ、恒常であるものは有である故に、まさしく生まれることは無い。そ

れ故に、天はまさしく生まれていないとなるが、天が生まれていないとは正理

でもない。そのように先ず、恒常は正理ではない。 

 

ここで、無常も如何様にあり得ないかを示す為に説かれた。 

 

もし、天より人が他であるならば、 

そう見るならば、無常となる。 

もし、天と人が他であるならば、 

心相続は合理とはならない。 16 

 

もし、天より人が他であるならば、その時マンゴーの木はレモンの因ではな

いが如く、天も人の同一心相続に結ばれるとはならない。それ故に、以前の壊

によってまさしく無常となるものである。 

仮に、天より人が他であるならば、その時心相続は後に続くとならぬもので

あるが、「天は、人と同一の心相続に結ばれるのである。」という、この心相続

が後に続くことは有るのである。それ故に、無因である背理となる故に、天よ

り人は他ではない。何故ならば、そのようである故に、無常も有るのではない。 

 

前の果てに依拠した四見解の第二を否定する＞［辺執見の後の二つを否定する］ 

ここで、恒常でもあるが無常でもあることを否定する為に、 

 

もし、一方は天であるが、 

一方は人であるとなれば、 

恒常と無常になるのである。 

それも正理ではない。 17 
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と説かれ、もしこの人が部分的に人そのものを手放すが、人を手放して部分的

に天の身体を得るならば、その時に一方は失壊したので無常となるが、一方は

留まるので恒常となるものである。しかし、何故ならば、一方は天である衆生

が完全に包含し、一方は人であるとなることは正理ではない。それ故に、恒常

と無常の双方であるこれは合理ではない。 

 

ここで、恒常でもなく無常でもないとする見解の否定を説かれた。 

 

もし、恒常と無常の、 

双方が成立したとなれば、 

恒常でなく無常でなく、 

成立したとなる主張を得る。 18 

 

もし恒常が僅かに有るならば、それが後に無常であると見られることより「恒

常ではない」となるが、その如く、もし無常が僅かに有るならば、その時それ

が後に恒常になることより無常ではないとなるものである。しかし、恒常と無

常そのものが成立していない時、それらを否定した面から恒常でもなく無常で

もないものが何処に有ろうか。それ故に、それも正理ではない。 

 

『仮に、無始より生死が一つ一つ連なる輪廻の継続に入り込む次第は、全く

切れることが無いと認めて、何者かがそのように始まりを具えぬ輪廻を尽く流

浪し、いまだにも〈その恒常である事物、対象が、何か有るのである。〉といわ

れる、恒常な我である者が、恒常であるとされる。』と思えば。 

 

それも不合理である。それは何故かといえば、このように、 

 

もし、何者かが何処かより何処かへ、 

来て何処かへも行くとなれば、 

それ故に、輪廻は始まりが無いと、 

なるけれど、それは有るのではない。 19 

 

もし、我、あるいは諸行が、或る他の衆生より何処かへ行く－他の衆生へ来

るとなり、その他の衆生より再び何処かへ行くとなるならば、その時輪廻は無

始となるものであるが、何処かから何処かへ来る者は有るのではない。（何故な

らば）恒常と無常が来るとしても不合理である故である。この何かからも、何
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かへ行くことも有るのではない。（何故ならば）恒常か無常が、行くとは不合理

である故である。それが有るのではない時、生死が一つ一つ連なり、まさしく

非常に長期間であることによって始まりが認められぬことより、輪廻に始まり

が無いと何処でなろうか。輪廻者が無い故に、輪廻は始まりを具えない、ある

いは始まりを具えると、何処でなろうか。変化しない時、何かそのように始ま

りを具えぬ輪廻を尽く流浪し、更にも「その恒常である認識される事物が、何

か有るのである。」と言われたものは、正しくない。 

何故ならば、そのように斯くも説かれた論法によって、 

 

もし、恒常が何も無ければ、 

無常は何であるとなろうか。 

恒常と無常と、 

その二つが斥けられるとなる。 20 

 

そのように、まさしく恒常である事物が有るのではない時、何が失壊したこ

とによって無常となろうか。恒常と無常は認識されていないので、双方と双方

でないものも何処に有ろうか。それ故に、そのようであれば、恒常等であると

する四見解は、前の果てにあり得るのではない。 

 

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

を否定する＞［果てを具える・具えない辺執見の始めの二つを否定する］ 

ここで、果てを具える・果てを具えない等の四見解も、後の果てに如何様に

あり得ないかを示す為に説かれた。 

 

もし、世間に果てが有るならば、 

彼方の世間とは如何様になろうか。 

もし、世間に果てが無ければ、 

彼方の世間とは如何様になろうか。 21 

 

もし、世間は果てが有る－失壊して後に無いとなれば、その時あちらの世間

は無いとなるが、あちらの世間は有るのでもあり、それ故に「世間は果てが有

る」とは合理ではない。 

仮にまた、世間は果てが無いとなるならば、その時もあちらの世間とは如何

様になろうか。『あちらの世間は無いとなる。』とお考えになられた。あちらの

世間とは無いのでもなく、それ故にあちらの世間は有るので、世間は果てが無

いともならない。 
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ここで、世間はまさしく果てが有ることと、まさしく果てが無いというこの

双方ともが、如何様に世間においてあり得ないかを示す為に、 

 

何故ならば、諸蘊のこの継続は、 

灯明の光と等しい。 

それ故に、まさしく果てが有ることと、 

まさしく果てが無いことも正理ではない。 22 

 

と説かれ、何故ならば、諸蘊の継続は因果である前後時の事物が関係し途切れ

る境が無いので、刹那毎に滅し、途切れる様相なく入り込むこの次第は、灯明

の（火が移る）ように続いて入るのである。それ故に因果の介入が見られるの

で、まさしく果てが有ることと、まさしく果てが無いことも正理ではない。 

 

如何様にといえば、 

 

もし、以前が壊れるとなり、 

この蘊に依拠して 

その蘊が起こらなければ、 

然れば世間は果てが有るとなる。 23 

 

もし、以前の蘊が壊れ、それに依拠して天である衆生への生に包含された後

（の蘊）が起こらなければ、その時、胡麻油と灯心が尽きたことによって消滅

した灯明のように、世間は果てが有るとなる。しかし後の体が現れる故に、ま

さしく果てが有るのではない。 

 

もし、以前が壊れず、 

この蘊に依拠して 

その蘊が起こらなければ、 

然れば世間は果てが無いとなる。 24 

 

仮に、以前の蘊が壊れるとならず、それに依拠して果となる後の蘊が起こら

なければ、その時自らの本質より衰えていない故に、世間は果てが無い－壊れ

なくなるものであるが、以前の諸蘊が滅し、その因を持つ後の諸蘊が生じた時、

諸々の以前のものは留まらぬので、輪廻はまさしく果てが無いと何処でなろう

か。 
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後の果てに依拠した四見解の第二を否定する＞［辺執見の後の二つを否定する］ 

ここで、第三に双方である方向が無いと示す為に、 

 

もし、一方は果てが有るが、 

一方は果てが無いとなれば、 

世間は果てが有り、果てが無いとなる。 

それも正理ではない。 25 

 

と説かれ、もし何かの一方が壊れるとなるが、一方は他の衆生へ行くとなるな

らば、その時この世間の果ては有るのでもあるが、果ては無いのでもあるとな

るが、「一方が壊れ一方が壊れないもの」というこれは、そのように有るのでも

ない。それ故に、「世間は果てが有るのでもあるが、果てが無いのでもある」と

いうこれは正理ではない。 

 

また、「何故、一方は壊れるが一方は留まると、正しくないのか」といえば。 

 

それを示す為に、 

 

如何様であれば、近取者は、 

一方が様相として壊れるとなるが、 

一方は様相として壊れないとなるのか。 

そのようなそれは、正理ではない。 264 

 

と説かれ、ここで、一方は壊れ一方は留まると考えるならば、仮に、近取者に

おいて一方が壊れ一方は留まると考えるのか？あるいは近取についてであるの

か？ 

そこで先ず、近取者において一方が壊れ一方は留まると考えるならば、それ

は正しくない。それは何故かといえば、何故ならば、それは 

「如何様であれば、近取者は、一方が様相として壊れるとなるが、一方 

は様相として壊れるとならないのか。」5 

ここで、その一方は様相として壊れるが、一方は様相として壊れるとならな

いと考えることの道理は、何も有るのではない。まさしくそれ故に、如何なる

                                                   

4 如何様･･･ではない。：『顕句論』ゴマン版より。 

「如何様であれば、近取者の、一方が様相として壊れるとなるが、一方は様相として壊れ

るとならないのか。そのようなそれは、正理ではない。（パツァブ訳）」 

5 「如何様･･･ないのか。」：『根本中論』第 27 章 26 偈。 
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道理もご覧にならず、阿闍梨は 

「そのようなそれは、正理ではない。」 

と説かれた。 

あるいは、「近取者」というものは我である。しかし、それを諸蘊において五

つの様相として探したならば有るのではない。しかし、有るのではないそれが、

如何様に一方は壊れ、一方は壊れぬとなるのか。まさしくそれ故に、 

「そのようなそれは、正理ではない。」 

と説かれた。 

一様相においては、「もし、近取者は一方が壊れるが一方は壊れないならば、

その時一人の近取者が一部分によって天そのものとなり、一部によって人とな

るけれど、それは主張するのでもない。」と説かれた。 

「そのようにそれは、正理ではない。」 

という。 

そのようであれば、先ず、近取者は果てが有るのでもあるが、果てが無いの

でもあることは、正理ではない。 

 

ここで、近く取られるものについても如何様に有るのではないのかを示す為

に、 

 

如何様であれば、近取は、 

一方が様相として壊れるとなるが、 

一方は様相として壊れるとならないのか。 

そのようなそれも、正理ではない。 27 

 

と説かれ、これも近取者のように説明したまえ。 

 

それ故に、そのように双方のように有るのではないと示して、ここで双方で

ないものも如何様に有るのではないのかを示す為に、 

 

もし、果てが有ると果てが無いの、 

双方が成立したとなれば、 

果てが有るのではなく、果てが無いのでもなく、 

成立するとなると主張することを得る。 28 

 

と説かれ、否定対象が有るのではないので、否定も無い。それ故に、果てが有

り果てが無い双方とも成立しておらず、何かを否定して「世間は果てが有るの
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でもなく、果てが無いのでもない」とする見解が有ると、何処でなろうか。 

 

縁起を了解することによって、それに留まらぬ方法＞ 

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

そのようであれば、先ず、映像のような様相を持つ世俗である近取者と近取

を承認されたとしても、恒常等であるとする見解はあり得ないと示して、ここ

で一切の様相において事物の本性は認識されていないので、まさしく石女の子

の蒙古班や白い尻のように、恒常等であるとする諸見解はあり得ないと示そう

と誓われ、 

 

あるいは、一切諸事物は 

空である故に、恒常等であるとする見解は、 

何が、何として、何に対して、 

何より全く起こるとなろうか。 29 

 

と説かれ、ここで一切事物は縁起生である故に、空性であると論書全体で示し

た。それ故に、一切事物は空性であるので、何者が執するとなり、何かより我々

がそれらの否定を始めるとなる、一切事物より外れるとなったそれら恒常等で

あるとする見解の何が有るとなろうか。 

その如く、何らかの様相としてそれらの見解が起こり、それらの見解が斥け

られるべき様相である、一切事物の範囲に入らぬ、恒常等それらの対象（の様

相）である何が有ろうか。 

何かに対してそれらの見解が生じるとなり、我々によってそれらの見解より

斥けられる、一切事物より外れた事物、あるいはプトガラであるそれも、何が

有ろうか。 

その理由より恒常等であるとする見解が生じたので、斥けられるものである

諸見解が生じる因が認められる、一切事物より外れたその理由も、何が有ろう

か。 

一切の意味は一切事物の範囲に包括される故に、空性であるが、空性である

故にそれら一切の意味は認識されていないので、見解は 

「何が、何として、何に対して、何より全く起こるとなろうか。」 

「何でもないが、何としてでもなく、何に対してでもないが、如何なる因より

も起こるのではない。」という主旨である。 

それらが有るのでなければ、恒常そのものは合理ではなく、それ故に、それ

らの見解はまさしく正理ではない。 

 



426 

顕句論［第 27 章］ 

 

縁起生を了解すれば悪見が退くさま＞［了義の教証と合わせる］ 

斯くも経典より、 

「『ある一部の者が清浄な知慧によって、そのように縁起生を正しく如実 

に、恒常において継続して命者が無いことと、如実そのものと、まさし 

く誤りなく、生じておらず、起こっておらず、非所作、無為、無触、無 

障碍、寂静、無壊、不乱、不尽、寂滅ではない本性であると見ることで、 

無、空っぽ、空虚、無精髄、病、果、痛み、罪悪、無常、苦しみ、空、 

無我であると正しく随見する者は、〈我は過去時において現れた者なの 

か？あるいは我は過去時において現れていない者なのか？我は過去時に 

おいて何になった者なのか？我は過去時において如何様となった者なの 

か？〉と思い、前の辺に依拠することをしない。 

〈我は未来時において現れるとなろうか？あるいは未来時において現 

れるとならないのか？未来時において何になろうか？未来時において如 

何様な者となろうか？〉と思い、後の果てに依拠することをしない。 

〈これは何者か？これは如何様な者か？何者が如何なろうか？これら 

の有情は何処から来たのか？それはここから死に移り何処へ行くとなろ 

うか？〉と、現在現れたものにも依拠することをしない。 

世間において善行者と婆羅門達の見解となった存在するものはこれで 

あり、我説を具えるか、有情説を具えるか、命者説を具えるか、プトガ 

ラ説を具えるか、善相と吉祥説を具えるもの等でも構わぬが、殊更に動 

揺し、乖離して動揺した者達は、その時にそれによって捨て去ったとな 

り、尽く知り、根本より切り捨て、蒲
び

葵
ろう

の頭部の如く現れぬ本性として、 

後に生じず、滅さぬ主体となるだろう。』 

それから長老舎利子は、菩薩摩訶薩弥勒が説かれたことを褒め称え、 

随喜し、座より立って、『了。』とおっしゃった。」 

という如くである。 

 

著述の意味＞［そのように教示する御恩を随念する礼拝］ 

それ故に、そのように、 

 

その方が、大慈悲を御心に保たれ、 

一切の見解を捨て去る為に、 

聖なる法を示された。 

かのゴウタマへ、礼拝奉る。 30 
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そこで、捨て去るもの・得るものとして認められる断崖である、輪廻・涅槃

より保護するので、「法」である。聖者方の法とは「聖なる法」である。（何故

ならば）輪廻の全ての苦しみをまさしく尽きさせるので、賞賛に値する故であ

る。 

あるいは、善良な法が「聖なる法」であり、滅無く、生無く、恒常無く、断

滅無く、来無く、去（行くこと）無く、別義ではなく、同義ではなく、戯論が

寂滅し、寂静である「縁起生」という「聖なる法」である。 

その方が、衆生達に御愛情を近しく持たれ、利養恭敬を認めたり、返礼とし

て利益を認めることによってではなく、大慈悲心のみに依拠して、一切の見解

を捨て去る為に教示された、無上無比のその教示者へ礼拝奉る。 

御名は如何といえば、ゴウタマといい、「聖仙ゴウタマの種姓にお生まれにな

られた」という主旨である。 

 

縁起生を了解すれば悪見が退くさま＞［章の名を示す］ 

阿闍梨月称の御口より綴られた顕句より、「見解を考察する」という第二十七

章の解説である。 

 

本論＞［末尾の意味］ 

諸仏の経部等、二諦に依拠した九様相の教示は、 

諸々の世間人の享受の面に対して、詳細にここで正しく朗誦されたもの。 

そこでは、貪欲を斥ける為に説かれたものによって瞋恚を尽きさせるとなら

ず、 

瞋恚を斥ける為に説かれたものによっても、貪欲を尽きさせるとはならない。 

 

何故ならば、傲慢等を尽きさせる為に説かれたものによっても、他の汚れを

排除せぬ。 

それ故に、それは法に行き渡るものではなく、それやそれの御言葉は重要な

意味ではない。 

愚痴を尽きさせる為に説かれたそれによっては、煩悩を余さず排除する。 

全ての煩悩は愚痴に、尽く依拠すると勝者方が説かれた。 

 

何故ならば、縁起生がその愚痴を尽きさせると見られ、それがまさしく真如

である。 

まさしくそれを、如来方が中の道であると清らかに朗誦された。 

それは、能仁（仏陀）の法の本性の御身であると主張し、それは空性である

と述べられる。 
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諸仏の御心であり、「それは偉大なる種姓である」とも朗誦された。 

 

何故ならば、この全功徳の源は、諸仏が示された。 

それ故に、その訓言を非常に詳細に、大慈悲によって潤された御心を持ち、 

諸仏の王子である善心龍樹が、その善説をあるがままに、 

留まるが如く御存知となり、尊拝して中の論書に要の本質として示された。 

 

深甚な勝者の教法を、了解していない者が了解する為と、 

能仁王の御言葉より他に真如を示そうと欲する者や、 

他の悪知恵者が善説を他の様相に説明するとなった、 

彼らをも斥ける為に、二極辺を掃ったこの論書を著された。 

 

龍樹と羅睺羅の善良なる御言葉と、天によっても説かれた後に、 

随従して、その流派を長い期間明らかに示された。 

その論書を分類し確認する知恵を具えた、彼らの弟子である者達も、 

外道（非仏教徒）を残らず降伏させ、最勝能仁の教法を永く説かれた。 

 

御頭を得ようと来た者に、慈悲によって御頭を断って与えられ、 

極楽へと勝者の王子龍樹は去られた。その方が著された 

諸論と、彼の弟子達のそれらの集団も、長い期間で廃れてしまった。 

真如の太陽は没し、近頃その明らかな論派は何処にも無い。 

 

そのように、概ねの世間は分別が紡いだ意味のみに通じるが、 

聖なる道より遠く、因明の酒を飲むことで酔い、 

一切智によって説かれた真如という仏陀の流派と離れ、混乱した時、 

一瞬たりとも二意（迷い）を斥け空性を了解する者は、幸運を具える。 

 

事物の呪縛によって近く繋がれた書物の羂索によって括り付けられた杭を、

恐れによって断ち切って、 

事物の囲いを跳び越えて行く賢明なる獣は偉大であり、 

その者に依って著したので、我にこの功徳は無い。昨今の不賢の者、 

ただ彼らの為だけに、それより他の論書を排するこの解説を我は成した。 

 

全経部よりの集論6、宝珠の連なりである訓話7と清らかな賞賛頌8と、 

                                                   
6 全経部よりの集論：『大乗宝要集論』 
7 宝珠の連なりである訓話：『宝行王正論』 
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努めて非常に長期間、聖者の論書より示された言葉を章にしたそれ9と、 

『六十頌如理』という決定されたものと『空七十論』と、 

如何なる論争も斥ける『廻諍論』に掲示されたそれらも見ることになった。 

 

『百論』等のそれらと、その如く多くの様相の深甚なる経部と、 

仏護が著された解説を見て、清弁が善く解説されたもの。 

一つ一つ連なり来るものと、我が分析より見出したもの。 

それらを合わせて、大いなる知恵を具える者達を喜ばせる為に正しく示した。 

 

分析の曼荼羅を具え、因明を降伏させる賢明な者達へ、言葉の 

諸々の光明によって、ここに留まる意味を正しく混乱なく直接に明らかにし、 

殊更に明らかなこの解説もなすこの称えられた月は、今現れたことによって、 

世間人達の二心（迷い）の深い闇を一掃した。 

 

経証と正理に依拠した、優れた綴文と混乱せぬ言葉を具えたこの解説を、 

善心と信を具える者達へ、必ず成就されるべく敬意をもって、 

我が積んだ、空性のように広大となったその福徳によって、 

世間は残らず（有漏の）天衆を捨てて、全ての戯論が断滅した境地へ赴きた

まえ。 

 

教示者ゴウタマと、その法に入った全ての完全なる仏陀と、 

勝者の王子（菩薩）の集と彼らが説かれた法に礼拝し、 

果てしない仏陀の教説を見る為に、有身達の目となった「中」を、 

かの御慈悲の門より著された、その龍樹へ我は礼拝する。 

 

『論書〈根本中論〉の解説・顕句論』という、最高乗10へ御心が安住し、乱れ

ぬ知慧と大慈悲心を持たれ、絵に描いた乳牛より乳を搾ることによって諦執11を

斥けられた、阿闍梨月称による編纂は完了した。 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
8 清らかな称賛頌：『脱世間賛』『菩提心賛』等。 
9 努めて･･･それ：『根本中論』 
10 最高乗：大乗。 
11 諦執：ものごとを真実として存在すると捉える心。実体視。 
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善説の海をかき混ぜ現れた真如の甘露の器である、 

『知慧』12というものを映し出す『顕句』の宝珠の灯明。 

翻訳より積まれた善根によってニマ・ダク（太陽と称えられる者）は、 

厚い見解を捨て去り、戯論より離れた空を行かしめたまえ。 

 

無例というカシミールの都の中心、宝珠が隠された経堂の傍らで、インドの

僧院長、偉大なる因明者、マハースマティの御前で、チベットの訳経官パツァ

ブ・ニマダクが、カシミール版と合うように翻訳し、後にラサ・ラモチェの経

堂でカシミールの僧院長カナカバルマと、チベットの訳経官（ニマ・ダク）本

人が、東方辺境の版とすり合わせ、善く改訂し、決定した。 

 

 

諸々の典拠は公認されるままに記した。以降二説が起こり得るが、解説は言

葉と意味の如く訳したけれど、公平にして、詳察することが適正である。 

（筆記者はラマの名を持つ者等が記した。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECHEN 訳 

                                                   
12 『知慧』：『根本中論』のこと。『根本中論』はチベット語直訳では『中の根本の言葉を章

とした知慧』という。 
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