
帰謬派の離辺中観解釈

四津谷　孝　道

Ⅰ

「中道」というのは、一般に「一対をなす二つの極論を離れた道」と定義さ

れる。そこにおいて問題になるのは、極論とされる二つのものとは何かという

ことであり、それが如何なるものであるかによって、それら両者を離れる、即

ち回避する方法が自ずと決定されるものであろう。

その一対をなす「二つの極論」には、確かに様々な解釈が成り立つ。たとえ

ば、実践的な観点から見た場合、それは「放逸」（＝「快楽主義」）と「苦行」

（＝「禁欲主義」）を示し、また哲学的には、それは「有」と「無」と理解され、

それらは各々「常見」、「断見」と呼ばれるものである。そして、中観派

（Mādhyamika, dBu ma pa）の人々が彼等の論書の中で主に論じているのは後

者である。

中観派の開祖とされるナーガールジュナNāgārjuna（AD. 2c-3c）は、「有」

と「無」の両極論を排除することが仏陀の教法の真意であることを『根本中論』

Mūlamadhyamaka-kārikā（MMK.）において以下のように述べている。

『カーティヤーヤナ教』において「有」と「無」を［正しく］説かれる尊師

（＝仏陀）によって、「有」と「無」の両者が論破された（1）。（MMK.XV.7）

更に、ナーガールジュナはそれら「有」並びに「無」に対する執着或いは偏

見を各々「常見」そして「断見」とし、それらが超えられるべきであることに

ついては、次のように言及している。

「有」というのは「常住」に執着する誤った見解であり、「無」というのは

「断滅」に執着する誤った見解である。それ故に、賢者は「有」と「無」に執

着してはならない（2）。（MMK.XV.11）

このような執着或いは偏見の対象である「有」とは「実体的な有」を、また
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もう一方の「無」とは「断滅無」、「虚無」或いは「絶対無」を表わすものであ

り、それらは一般に「有辺」そして「無辺」と云われるものである。本稿にお

いては、中観派の人々がこれらの「有辺」並びに「無辺」を回避しようとする

思想的な営みを総じて「離辺中観」と呼称することとする。

チベットにおいては、中観派の思想が諸学派の中で最も高い立場に置かれる

のであるが、中でも所謂「後期伝播時代」（phyi[r] dar）において、特に隆盛を

極めたのは中観帰謬派（Prāsaṅgika-Mādhyamika, dBu ma thal gyur ba）のそれ

であった。

後期伝播時代において大きな影響力を有したその中観帰謬派の思想に関して

も、様々な解釈の流れが存在した。本稿では、後期伝播時代の中観帰謬派の代

表的な人物であるツォンカパ・ローサンタクペーパル Tsong kha pa Blo bzang

grags pa’i dpal（1359-1417）（以下，ツォンカパ）の離辺中観解釈と、それに批

判を加えたサキャ派の学匠コラムパ・ソナムセンゲー Go ram pa bSod nams

seng ge（1429-89）（以下，コラムパ）のそれを比較検討してみたい。

Ⅱ

中観派の論書において、前説で引用したような「有辺」と「無辺」が超えら

れるべきこと、即ち「離辺」が唱えられている箇所は枚挙に暇がない。たとえ

ば、ナーガールジュナは『ラトナーヴァリー』（『宝王正行論』）Ratnāval

（RV.）において、「有」並びに「無」が否定されるべきことを以下のように説

いている（3）。

「プドガラ」が蘊であると説く人々、サーンキヤ派の人々、ヴァイシェーシ

カ派の人々、ジャイナ教の人々、そして世間の人々に「有」と「無」を離れる

ことを説くか尋ねてみよ。［彼等はそれを説くと語りはしないであろう］（4）。

（RV.I.61）

それ故に、「諸仏の甘露なる教えは、『有』と『無』を離れ、深遠である」と

説かれる。それ故に「法の贈り物」と［云われるの］である（5）。（RV.I.62）

では、ここにおいて否定される「有」と「無」とはどのような関係にあるの

であろうか。それについては、同書において以下のように述べられている。

i
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如実なることを遍知することによれば、「有」と「無」が認められることは

ない。迷妄に基づいて「無」を得るならば、どうして「有」が得られないのだ

ろうか（6）。（RV.I.58）

［対論者が語るように］これの「有」が批判されることによって、意味とし

て「無」が含意されるのであるならば、どうして、それと同様に［「無」が批

判されることによって、］「有」が含意されないのであろうか（7）。（RV.I.59）

以上のように、「有」と「無」は共に否定されるべきものであり、特に上記

RV.I.59に示されるように、それらは各々一方が否定されることによってもう

一方が肯定されるものではないものとされている。幾分大雑把に言えば、この

ような考え方の背後には、分別或いはそれに基づく思惟活動をおしなべて虚偽

であると捉え、それらを否定的なものと見なすナーガールジュナの理解（8）、と

いうよりは仏教一般に通じるそのような理解があると思われる。

しかし、相互に対立する二つの事項である「有」と「無」の否定を字義通り

に理解するならば、つまり何の解釈も交えず、いかなる限定も付加することな

く、同一の物の「有」と「無」を同じ水平で否定するならば、通常一方の否定

は他方の定立を含意するものと考えられよう。つまり、そのような否定は「矛

盾律」に抵触するのではないかという危惧が生じるのである。

Ⅲ

ツォンカパの離辺中観解釈は、前説で言及した危惧を前提としたものであ

る。

ツォンカパは、『菩提道次第論広本』Lam rim chen mo（LRChen.）におい

て、「有」、「無」、「有且つ無」、「有でもなく且つ無でもない」という四つの選

言肢（＝四句）を設定し、それらはいずれも「『自体によって成立するもの』

即ち『実体的なもの』としては妥当ではない」という意味で否定されるべきで

あると捉えているのである（9）。ツォンカパは、それを以下のように述べてい

る。

これは、前述のように、【第1句】事物（dngos po, ＝有）に関して二［種類

有る］うちの「自体によって生じる事物」（rang gi ngo bos grub pa’i dngos po）
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は二諦のいずれにおいて（bden pa gnyis gang du）有ると認められても、［そ

のような事物は］否定されるが、「効果的作用の能力」（don byed nus pa）と

いう事物は言説として（tha snyad du）否定されないのである。【第2句】非存

在（dngos po med pa,＝無）［に関して］も、諸々の「無為」（’dus ma byas）

について［それらが］、「自体によって成立する非存在」と認めるならば、その

ような非存在も［自体によって生じる事物と同様に］否定されるのである。

【第3句】［更に］それと同様に、そのような「有・無の両者共であること」

（dngos po yod med gnyis ka）が［自体によって成立すること］も否定される

のであり、【第4句】また「［有・無］のいずれでもないこと」（gnyis ka ma yin

pa）が自体によって成立することも否定されるのである。［それ］故に、四句

が否定されるすべての方法（＝様相）は、そのように知られるべきである（10）。

このように、回避されるべき「有辺」並びに「無辺」とは、いずれも実体的

な「有」並びに「無」であることがツォンカパの離辺中観に関する一つの解釈

なのである。そして、ここにおいてツォンカパが特に「事物」（＝有）と「非

事物」（＝無）に関して、「二諦のいずれにおいても否定されるべきもの」と

「言説レベルでは認められるべきもの」を設定しているのは（11）、「事物は勝義と

しては有ではないが、世俗（＝言説）としては無ではない」という離辺中観に

関する彼のもう一つの解釈と連関するものである（12）。

【ツォンカパによる「非有・非無」の離辺中観に関する二つの解釈】

1）実体的な「有」並びに「無」が否定される。

2）勝義としては「有」ではないが、世俗（＝言説）としては「無」では

ない。

但し、上記の二つの解釈のうち、第二の解釈が明確な形で表現されるように

なるのは、『根本中論』に対するツォンカパ自身の註釈『正理海』Rigs pa’i

rgya mtsho（RG.）においてであるが、それについては後に言及することとす

る。

ともかく、ツォンカパはそのように「有」、「無」等に関する離辺中観の記述

を字義通りに理解することを否定する理由を、以下のように述べている。
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そのような［「自体によって成立する」という］限定を付することなく四句

すべてを否定するならば、［即ち］「事物が有ること」（＝有）そして「事物が

無いこと」（＝無）が否定されるならば、［更に］「それら両者共であること」

（＝有且つ無）と［いうことが］否定され、その上に「［その］いずれでもない

こと」（＝非有且つ非無）も否定されるならば、［自］説［における］直接矛盾

（khas blangs dngos su ’gal ba,＝自己矛盾）であり、［もし］そのよう［に自己

矛盾するもの］であっても「過失（skyon）は無い」と云うならば、我々は

［そのような］狂人（smyon pa）と議論はしないのである（13）。

つまり、「有」、「無」等の離辺中観の記述を字義通りに理解するという従来

の「四句否定」の解釈においては、【第1句】と【第2句】の否定、【第3句】と

【第4句】の否定がそれぞれ矛盾することとなってしまうとツォンカパは考える

のである。

そして、「『有』、『無』等を否定する離辺中観において否定されるのは、いず

れも実体的に成立する『有』、『無』等である」と考えるツォンカパにとっては、

それらが実体的ではない、即ち「無自性」であるという理解は重要な意味を有

するものである。換言すれば、その「無自性」という理解が安易に否定される

べきものではないのである。（この問題は、所謂「サムイェーの宗論」におけ

る中国の禅仏教の代表者である摩訶衍 Hva shangの「不思不観」説を、カマラ

シーラ Kamalaś laを範として、ツォンカパが厳しく糾弾したことと密接な関係

があると思われるが、それは本稿の域を超えるものであることより、詳細な言

及は避けることとする。）

ツォンカパは、そのように「無自性」という理解が安易に排除されるべきで

はないことについて、次のように述べている。

更にまた、蘊（phung po）における自体によって成立する「自性」（rang

bzhin）或いは［自体によって成立する］「我」（bdag）が否定される時には、

「［それら］『自性』或いは『我』が無い」という「般若」（shes rab）が生じる

のである。しかし［対論者が］その「般若」の対境（yul）であるその「無自

性」(rang bzhin med pa)［まで］もが否定される」［と云う］ならば、［対論者

はそれによって］中観の［正］見（dbu ma’i lta ba）を非難するものである。

何故ならば、［対論者はそれによって］「諸法が無自性［である］」と理解（＝

i
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分別）する（rtog pa）「般若」の対境を非難しているからである。自性の「有」、

「無」の両者共を非難しようとするそのことに関しては、以下のこと、即ち

「蘊に関して「自性は無い」と決定する「般若」の対境であるその「無自性」

がどうして非難されるのであるか」が問われ、［対論者によってそれに対する

答えが］語られるべきである（14）。

このように否定対象である「自性」或いは「自体によって成立するもの」が

否定された場合、「無自性」という「般若」（prajñā, shes rab）の対境が排除さ

れてはならないというツォンカパの理解を支えるものは、以下の記述に示され

る論理（＝正理）であると考えられる。

更にまた、［第］三の選言肢を排除する（phung gsum sel ba）直接矛盾する

（dngos ’gal）［二者の］一方を指摘することがないならば、有・無、一・多等

のいずれを認めるのであるかと［いうように］、二つの選言肢に限定した

（mtha’ gnyis su kha tshon bcad pa）考察をなして否定する余地（’gog sa）は無

いのである。しかし、［それが］有るならば、直接矛盾する［二者の］一方

（gcig）を否定することは、もう一方（cig shos）を成立させることが無ければ、

無いのである（15）。

この「相互に対立する二つの事項に関しては、一方が否定される場合、もう

一方が定立されなければならない」という論理によれば、「自性」或いは「自

性によって成立するもの」が否定（→ vyavaccheda, rnam par bcad pa）される

場合、「無自性」という理解（→ pariccheda, yongs su gcod pa,＝決定）が必要

不可欠なのである。

但し、上記のような「決定」（pariccheda, yongs su gcod pa）と「否定」

（vyavaccheda, rnam par bcad pa）を軸とするこの論理は、ツォンカパの中観思

想、そしてツォンカパを開祖とするゲールク派（dGe lugs pa）のそれにおいて

非常に重要な意義を持つものであるが、『菩提道次第論広本』（1402著）の段階

では未だそれらの用語を用いて、「無自性」という理解が否定されてはならな

いことが明確に表現されておらず、それが明らかな形で示されてくるのは、主

な著作でいうと『正理海』（1407年著）並びに『善説心髄』Legs bshad snying

po（LN. 1408年著）辺りからである（16）。

帰謬派の離辺中観解釈（四津谷）（58）

― 321 ―



Ⅳ

ツォンカパの中観思想において重要な意味合いを有する「『無自性』という

理解は安易に捨て去られるべきではない」ということを支える論理、即ち「相

互に対立する二つの事項に関しては、一方が否定される場合は、もう一方が定

立されなければならない」という論理は、明らかに第Ⅱ節で引用した『ラトナ

ーヴァリー』（RV. I.59）に明確に示されているナーガールジュナの離辺中観理

解と抵触するものである。

ツォンカパは、それと同様な内容の『根本中論』（MMK.XIII.7）に基づく離

辺中観理解を有する他の中観派よりの反駁を想定し、以下のようにのべてい

る。

［対論者：］『根本般若』rTsa shes（＝『根本中論』）において［以下のよう

に］説かれている。

もし何らかの「不空なるもの」が有るならば、何らかの「空なるもの」［も］

有ることとなろう。［しかし］、「不空なるもの」がまったく有るのではない時

に、どうして「空なるもの」も有ることとなろう。（MMK.XIII.7）

［それ］故に、いかなる「不空なるもの」（mi stong pa）も無いのであるから

「無自性空なるもの」（rang bzhin med pa’i stong pa）も有るのではない（17）。

この偈における「不空なるもの」と「空なるもの」は、我々のコンテクスト

においてはそれぞれ「有」或いは「自性」、「無」或いは「無自性」に置き換え

られる。つまり、対をなす一方の「不空なるもの」が無いならばもう一方の

「空なるもの」も有り得ないというのであるから、同様に「有」或いは「自性」

が成立しないことより、「無」或いは「無自性」も成立しないことなる。以上

がツォンカパによって想定された自らに対する反駁の要旨である。

これに対して、ツォンカパは次のように述べている。

ここ（＝『根本般若』）において、「空なるもの」並びに「不空なるもの」と

いうのは、自性［によって成立する］「空なるもの」と［自性によって成立す
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る］「不空なるもの」［のことである］と、典籍（gzhung,＝『根本般若』）の前

後すべて［の箇所］（＝『根本般若』全体）を通じて（mgo mjug thams cad du）

［ナーガールジュナは］述べておられるのである（18）。

ツォンカパの理解によれば、第Ⅲ節で言及した「有」、「無」等の四句否定の

場合と同じく、「不空なるもの」と「空なるもの」が否定されるこの場合にお

いても、相互に対立するそれら両者共がいかなる限定もなく、字義通りに否定

されるべきものではないのである。つまり、自性によって成立する、換言すれ

ば、実体的に想定された「不空なるもの」並びに「空なるもの」が否定されて

いると、ここにおいても理解すべきであるということなのである。

したがって、ここにおける「空なるもの」というのは、「空」（＝無自性）を

実体的なものと誤って想定する所謂「悪取空見」の対象としての「空」なので

あると考えられるが、その「悪取空見」がどのように生じるかをツォンカパは

以下のように述べている。

「芽」（myu gu）が無自性であることを知覚して（dmigs nas）、「芽」は自性

としては不成立であるけれども、その「芽が無自性であることそれ［自身］が

自性として有る」と執着すること（’dzin pa）が生じるのである。たとえば、

［それは］「瓶（bum pa）が無いこと」において、「瓶が有ると［いうこと」を］

実体視すること（bden snyam pa）は生じないけれども、「［瓶は］無い」と

［いうことを］実体視することが生じるのと同様である（19）。

そして、そのような「悪取空見」に対するツォンカパの評価は極めて辛辣な

ものである。

そのようであるならば、「自性に関して不空なるもの」とは「自性によって

成立するもの」（rang bzhin gyis grub pa）であり、「いかなる『自性によって成

立するもの』も無いのであるから、『自性によって成立することのない空』（＝

無自性）も無いのである」という［ことではない。したがって］、このこと以

上に笑止千万な（bzhad gad che ba）どんなことが有るであろうか（20）。

ツォンカパによれば、ここにおける「不空なるもの」とは「自性に関して不
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空なるもの」であり、それは「自性によって成立するもの」のことである。一

方、「空なるもの」とは、「自性によって成立しない空なるもの」なのではなく、

「自性によって成立する空なるもの」なのである。

以上のように、『根本中』（MMK.XIII.7）は、ツォンカパが好んで用いる「相

互に対立する二つの事項に関しては、一方が否定される場合は、もう一方が定

立されなければならない」という論理とは正反対の「対をなす一方が成立しな

ければ、もう一方も成立しない」という論理に基づいてこの「不空」並びに

「空」の否定が理解されるべきものではなく、「自性に関して不空なるもの」即

ち「自性によって成立するもの」が有り得ないことによって、「自性によって

成立する空なるもの」も否定されると理解されるべきものなのである（21）。

ツォンカパは、この点についてより明確な記述を以下のように与えている。

そのようであるから、「自性について不空なるもの」（＝自性不空）（→「自

体」或いは「自性」によって成立する不空なるもの）がまったく無いのである

から、「芽の自性が無い［芽の］『空』も自体によって成立することはない」と

語るならば、論拠（rgyu mtshan）が正しく理解されているものなのである（22）。

更に、ツォンカパは自らの理解をより確実に根拠づけるために、「『不空なる

もの』（＝自性）が否定されるならば、『空なるもの』（＝無自性）も否定され

る」という対論者の主張における誤謬を指摘し、その指摘の正しさを『廻諍論』

Vigrahavyāvartan （VV.）によって裏付けている。

そのようでなくて、「『無自性である空性』（rang bzhin med pa’i stong pa nyid）

が有ること」が否定されるならば、「無自性」が無いこととなり（→「自性が

無いこと」が無い、即ち「自性が無いこと」が否定されることとなり）、その

ようであるならば、「自体によって成立する自性」が有ることとなる。［それ］

故に、「自性」（→「無自性」の誤写？）をまったく否定すること（thams cad

du ’gog [pa]）は不適当なのである。

それと同様に（＝それと同じ意味で）『廻諍論』rTsod bzlog においても

［以下のように説かれている］。

もし無自性であることによって「自性が無いこと」が覆される（＝否定される）

i
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ならば、［その場合、それは］自性として成立することとなる。（VV.26）（23）

前述のように「『不空なるもの』（＝自性）が否定されるならば、『空なるも

の』（＝無自性）も否定される」と主張する対論者は、ツォンカパとは別の離

辺中観理解を有する中観論者と考えられる。ツォンカパによれば、もし中観論

者であるその対論者が「無自性」をも否定するならば、それによっては反対に

「自性」が肯定されることとなり、彼等は「無自性」を標榜する「中観派」と

しては相応しくなくなるであろうということなのである。

Ⅴ

ツォンカパを批判した論者は数多くいるが、その中からここではサキャ派に属

し、ツォンカパと同じく中観帰謬派であるコラムパの見解を検討してみたい（24）。

松本史朗博士によって指摘されているように（25）、コラムパは、『見解の弁別』

lTa ba’i shan ’byed（TSh.）において、従来の中観思想を「真実とは何か」と

いう観点から、「常辺の中観説」（rtag mtha’ la dbu mar smra ba）、「断辺の中観

説」（chad mtha’ la dbu mar smra ba）、そして「離辺の中観説」（mtha’ bral la

dbu ma smra ba）と分類し、ツォンカパの中観思想を二番目の「断辺の中観派」

とし、自らの中観思想を最後の「離辺の中観説」と位置付けている。コラムパ

がそのようにツォンカパの中観思想を「断辺の中観」と呼称した理由は、ツォ

ンカパが「絶対否定」を真実と見なしていたことにある。それを更にツォンカ

パの思想の中で突き詰めてゆくと、その呼称の根拠は、まさにツォンカパが

「無自性」という理解は排除されるべきではないと主張したことにあると考え

られる（26）。後述するように、コラムパによれば、ツォンカパによって否定され

るべきではないとされる「無自性」という理解も「諦執」であり、それは

「『自性』が無いこと」（→断辺）に固執するという一種の「悪取空見」である

ということなのであろう。

コラムパ自身、これも松本博士によって指摘されていることであるが、一切

の言語・分別が成立しない「真の勝義」（don dam pa dngos）に準（順）じる

「随順勝義」（paryāya-paramārtha）なるものを認めている（27）。この「随順勝義」

とは、バーヴィヴェーカ Bhā viveka（ca. AD.500-570）以来中観自立派

（Svātantrika-Mādhyamika, dBu ma rang rgyud pa）によって主に認められるも

ので、「無（＝不）生」等の教説を意味し（28）、そこには当然「無自性」の教説
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も含まれていると考えられる。そうであれば、ツォンカパとて言語・分別が成

立しない「真の勝義」において「無自性」という理解を認める訳ではなく、

「随順勝義」としてそれを認めるのであろうから（29）、コラムパの「断辺の中観

説」はツォンカパの立場と異なったものではないこととなるが、果たしてそう

なのであろうか。

コラムパは、『中観概説』dBu ma’i spyi don（BP.）において、ツォンカパ

の離辺中観解釈を前主張として以下のように紹介している。

そのように「諦」（bden pa）が否定された後に、「諦」が否定されたその

「空性」に執着する（mngon par zhen pa）［知］が否定されることは不適当で

ある。何故ならば、それは対境の真実（gnas lugs）を理解する慧（＝知）であ

るからであり、又中観の否定対象（dgag bya）は「諦」であるけれども、それ

（＝「諦」が否定された「空性」を捉える知）によっては「諦」と捉えられてい

ないからであり、前者によっては「諦」が否定され、後者によってそれも否定

されるべきならば、以前の慧が排撃され、後［の知］が無限湖及（thug med）

となるからである。

［ツォンカパの対論者］：

有で［も］なく、無で」もなく、両者で［も］なく、両者共でなく［も］な

い。（JSS.28）

云々等々［というように］、対境の真実は四辺すべての戯論（spros pa）と

離れることであり、また慧によって四辺のいずれかと捉えられることは不適当

であると説かれていることと［ツォンカパの説は］矛盾するのである。

［ツォンカパ］：その［聖教の］意味は、「『勝義として有るのでもなく、世俗

としては無いのでもない』（don dam du yod pa yang ma yin kun rdzob tu med

pa yang min pa）［という］のであるから、慧によってもそのように（＝表現通

りに）捉えることは不適当である」という意味であって、「有で［も］なく、

無［で］もない」（yod min med min）と表現通りに（sgra ji bzhin du）認める

ことは不適当である。何故ならば、二つの否定の本質（dgag pa gnyis kyi rnal

ma）を理解することによって、有でないならば無であるべきであり、無でな

いならば有であるべきであるからである（yod pa ma yin na med dgos shing /
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med pa ma yin na yod dgos pa’i phyir ro //）。

「慧によっていずれの辺とも捉えないことが、中観の［正］見である」と認

めることは、中国の摩訶衍（rGya nag Ha shang）の見解と同じであるから、

「諦」が否定されてから、「諦」に関して空であること［それ］が、真実である

と捉えるものは、真実を理解する慧（gnas lugs rtogs pa’i blo）である。

そのように、「諦執」(bden ’dzin)を良く理解するならば、二我執でない分別

が多く有ることを知ることとなるから、「分別によって捉えられた対象すべて

が、真実を考察する正理によって否定される」（rtogs pas gang gzung gi yul

thams cad de kho na nyid la dpyad pa’i rigs pas bkag pa）と主張するすべての誤

った分別（log rtog）が覆される（＝否定される）こととなるのである（30）。

ここにおけるツォンカパの離辺中観解釈の特徴は以下の三点に纏められよ

う。

1）「諦」（＝自性）が否定され、「諦無」（＝空性、無自性）に執着する

（＝「諦無」と理解する）知が否定されることは不適当である。

2）「非有・非無」は、「勝義としては有ではなく、世俗としては無ではな

い」と理解すべきである。

3）分別によって捉えられた対象はすべて、真実を考察する正理によって

否定されるべきではない。

これらの三点は相互に密接に連関するものであるが、以下においては主に1）

並びに2）に対するコラムパの批判を検討することとする。

コラムパは、「無自性」（＝「諦無」）の理解を強調するツォンカパの解釈に

対して、以下のような批判を加えている。

［1］正理（rigs pa）によって「諦」が否定されて、「諦無」（bden med,＝無

自性）と執着する（mngon par zhen pa）その慧（＝知）は、「諦」（bden pa）

が否定されるという点からは、対境の真実（yul gyi gnas lugs）を理解するもの

である。しかし「諦無」と執着するという点からは、顛倒（phyin ci log）であ

るから、後の慧（blo phi ma）によって［それは］否定されるべきである。何

故ならば、［2］正理によって［「諦」が］考察される時に、「諦執」の把握対境
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（zhen yul）である「諦」が無いのであるのと同様に、「諦無」という「諦執」

（bden par du ’dzin pa）の把握対境であるその「諦無」も無いことは、同じなの

である（31）。

「諦なるもの」（＝自性）が否定され、更にその結果としての「諦無」（＝無

自性）も否定されるという離辺中観の理解は、第Ⅰ節でも言及した「あらゆる

分別は否定されるべきである」と云う理解或いは「対をなす一方が成立しなけ

れば、もう一方も成立しない」という論理に基づくとも考えられうるが、（厳密

には）コラムパの理解はそれとは異なったものである。コラムパによれば、正

理によって「諦」即ち「自性によって成立するもの」が否定された「諦無」は、

一応暫定的に認められる。（上記引用文の下線箇所［1］参照）しかし、その

「諦無」（＝無自性）という理解も「諦執」と捉えられることより（上記引用文

の下線箇所［2］参照）、後の知（＝正理知）によって否定されることとなる。

コラムパによるこの離辺中観理解は、以下の記述を通してより明確に確認で

きる。

異生凡夫が真実（gnas lugs）を考察する時、［以下のような過程が辿られる

べきである］。まず第一に「離一多」等の論証因（gtan tshigs）によって、第

一辺である「諦」を否定する時、その正理知の行なうこと（＝はたらき）は、

「諦」を否定することを目的（don）とするものである。（→「諦」の否定）

［それ］故に「諦無」と執着すること（mngon par zhen pa）は過失（skyon）

ではない。そして、分別（rtog pa）によって「諦」が否定されたことに関し

ては、［それは］「諦無」と執着することに他ならないから、後の慧に依ればそ

れはまさに過失である。［それ］故に、把握対象（zhen yul）である「諦無」

は［正理によって］得られないことより、「諦無」と執着することも否定され

るべきである。（→「諦無」の否定）そして、その時に、その慧の作用（＝は

たらき）は、「諦無」と執着することを否定することであるから、「諦無は無い」

と執着することが過失でないことは以前［の場合］と同様である。それも又、

第三の慧に依って過失となる故に、「諦無でない」と執着することも第三［の

慧］に依って否定されるのである（→「諦無でない」という執着の否定）しか

し、それも第四の慧に依って過失となるから、第四［の慧］によって、それも

又否定される（→「諦無でない」という執着の否定の否定）。そして、［それを］

要約すれば、四辺が順を追って否定されるのである。第四以上の執着の仕方
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（’dzin stangs）は有り得ないから、無限溯及（thug med）となることはないの

である（32）。

では、コラムパのこのような離辺中観理解はどのように解釈されるべきなの

であろうか。

一般に、「正理」（或いは「正理知」）は、「実体的に想定されたもの」のみを

その考察の対象とし（33）、それを否定することをその主なはたらきとするもので

ある。翻って云えば、「正理によって成立するもの」というのは、「実体的に成

立するものである」ことを含意しうる。たとえば「自性」が正理によって否定

されたならば、それによって定立される「無自性」というものが実体的に有る

と理解されうるのである。この考え方によれば、「自性」が否定されることは

認められるのではあっても、「無自性」が実体的なものとして（＝諦として）、

換言すれば「諦執」の対境として捉えられるのである。それ故に、そのような

実体的なものとされうる「無自性」という対象もやはり正理によって否定され

るべきものなのである。つまり、正理によって否定されたものは、いかなる積

極的な意味においても認められないのである。以上がコラムパの離辺中観に関

する理解と考えられるのである。

Ⅵ

ツォンカパは、「自性」が否定され、そこに成立する「無自性」は「諦執」

の対境であるから否定されるべきであり、更にそれはいかなる積極的な意味に

おいても認められないというコラムパの理解とはまったく異なる理解を示して

いる。

『菩提道次第論広本』において、ツォンカパは「それら（＝色等）が正理に

よる考察に耐えないならば、［そのように］正理によって否定される対象が存

在することがどうして合理であろう」（gal te de dag rigs pas dpyad mi bzod na

rigs pas khegs pa’i don yod par ji ltar ’thad snyam na /...LRChen.pa.363b2）とい

う前主張を想定し、上述の正理によって否定されたものはいかなる積極的な意

味を持ち得ないことを批判的に論じている（34）。また、『入中論』Madhya-

makāvatāraに対する註釈書である『密意解説』dGongs pa rab gsal （GR.）

において彼は、正理によって「自性」が否定されることによって「無自性」が

成立する場合のように、「『正理によって成立するもの』或いは『正理によって
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得られるもの』であれば、『実体的に成立するもの』である」という対論者の

理解に言及しているのであるが（35）、その両者の間に論理的必然性がないこと

を論じているのは、以下に示す『正理海』の記述においてである。

まず、「芽」（myu gu）等が「諦」として（bden par）有るか否か検討され、

次に［その］「諦無」が正理知（rigs shes）によって得られるのである。［それ］

故に、［更に］再び［その「諦無」が］「諦」として有るか否かが検討されるな

らば、［その］「諦無」が［正理知によって］得られることはないのである。し

かし［その「諦無」が］まったく得られなかった訳ではないのである（36）。

たとえば、芽の自性は、正理（或いは正理知）によって考察され、それによ

ってその自性は否定される。そこにおいて、芽の自性の否定によって成立する

（＝得られる）「芽が無自性であること」は実体的に（＝勝義として）成立する

ものではない。しかし、それがまったく成立しない（＝得られない）という訳

ではないのである。つまり、正理によって「自性」が否定され、それによって

定立される「無自性」は非実体的なものとして有るのであり、それはけっして

正理によって否定されるべきものではないのである。その理由は以下のように

考えられる。上述のように正理は実体的に想定されたものだけを考察の対象と

するものであるから、「無自性」は「正理による考察に耐えないもの」と理解

され、正理による考察の領域から排除される。それによって、「無自性」は正

理よって否定されること（＝排撃されること）はないこととなる。つまり、た

とえば「芽」の自性が正理によって否定され、「無自性」は勝義（＝諦）とし

ては有るものではないが、世俗（＝言説）としては無ではないのである。そし

て、「自性」が正理によって否定されることを通して成立する「無自性」が認

められる「世俗」というのは、通常の「世俗」（＝言説）ではなく、中観自立

派やコラムパが述べているのと同様に、「随順勝義」、換言すれば「勝義的世俗」

においてであると考えられる。

これを第Ⅲ節で言及した事物（dngos po）におけるツォンカパの離辺中観解

釈と比較してみよう。事物には、勝義と世俗（＝通常の言説）のいずれにおい

ても否定される「実体的な事物」と世俗において認められる「効果的作用の能

力」としての「事物」が想定される。つまり、事物に関しては勝義としては

「実体的な事物」は無いけれども（→勝義として「非有」）、世俗においては
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「効果的作用の能力」としての「事物」が有る（→世俗として「非無」）。一方、

「無自性」に関しても実体的な「無自性」（＝「諦執」即ち「悪取空見」の対象

としての「無自性」）と「勝義的世俗」と理解されるところの「随順勝義」と

して認められる「無自性」がある。つまり、世俗（＝言説）レベルでは、前者

は否定されるものであり、後者は否定されないものである。換言すれば、勝義

としては「無自性」は成立しないが（→勝義としては非有）、世俗としては成

立するのである（→世俗としては非無）。

ここで重要なのは、「事物」が認められる所の世俗は、「通常の世俗（＝言説）」

（rang dga’ ba’i tha snyad）であると考えられ、「無自性」が認められる所の世

俗は「勝義的世俗」即ち「随順勝義」であるということである。

Ⅶ

ツォンカパにしてもコラムパにしても、仏教を信奉している以上、究極的に

はあらゆる分別を、そしてその対象を否定するものと考えられる。特に離辺中

観の解釈に関して、両者はその範囲は異なってもなんらかの意味で正理知（＝

分別）による思惟活動を認めている点においては同じであるが、存在論的

（ontological）にはツォンカパとコラムパは顕著な相違を示している。そして、

その両者による離辺中観に関する解釈の相違は、「正理によって成立する」或

いは「正理によって得られる」ということの理解に基づくものであると考えら

れるのである。つまり、正理による自性の否定を通して成立する「無自性」は

非実体的なもの、即ち世俗によって成立する（＝得られる）と考えるツォンカ

パは、その「無自性」という理解は正理によって否定されないことを力説する。

一方、正理による自性の否定を通して成立する（＝得られる）「無自性」も実

体的なもの、すなわち「諦なるもの」と理解するコラムパは、その「無自性」

という理解も「正理知」によって否定されるべきであると考えるのである。

しかし、コラムパのこのような離辺中観理解には些か不明な点が有る。つま

り、以前に示したようにコラムパが一方で「随順勝義」として「無（＝不）生」

等（そこには「無自性」も含まれると考えられる）という理解を認める一方で、

自らのツォンカパ批判に見られるように、「無自性」（＝諦無）という理解まで

もが「諦執」と捉えられ、否定されるべきものとされているのは何故なのであ

ろうか。これは、コラムパの中観思想体系の包括的な解明を通して論じられる

べき問題であると考えられるのである。
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略　号

BP: rGyal ba thams cad kyi thugs kyi dgongs pa zab mo dbu ma’i de kgo na

nyid spyi’i ngag gis stong pa nges don rab gsal, BiBliotheca Tibetica I-12
(ca), Tokyo, 1969.

CŚt.: Catuh. śataka-t. kā. D. ed. dBu ma. vol. 8 (ya), 1978, Tokyo

D: sDe dGe ed. published by Sekai Seiten kyokai.

GR: dBu ma la ’jug pa’i rgya cher bshad pa dGongs pa rab gsal, bKra shis lhung

po ed., The Collected Works of rJe Tsong kha pa Blo bzang grags pa, vol..24
(ca), Delhi, 1979.

JSS: Jñānasāra-samuccaya, D. ed. dBu ma. vol. 2 (tsha), 1977, Tokyo.

LN: Drang ba dang nges pa’i don rnam par phye ba’i bstan bcos Legs bshad

snying po, bKra shis lhung po ed., The Collected Works of rJe Tsong kha pa

Blo bzang grags pa, vol.21 (pha), Delhi, 1979.
LRChen: Byang chub lam rim chen mo, bKra shis lhung po ed., The Collected Works of

rJe Tsong kha pa Blo bzang grags pa, vol..20 (pa), Delhi, 1979.
LRChung: Byang chub lam rim chung ba, bKra shis lhung po ed., The Collected Works

of rJe Tsong kha pa Blo bzang grags pa, vol..21 (pha), Delhi, 1979.
MAV: Madhyamakālam. kāra-vr. tti, D. ed. dBu ma. vol. 12 (sa), 1978, Tokyo.

RG: dBu ma rtsa ba’i tshig le’ur byas pa shes rab ces bya ba’i rnam bshad rigs

pa’i rgya mtsho, bKra shis lhung po ed., The Collected Works of rJe Tsong

kha pa Blo bzang grags pa, vol..23 (ba), Delhi, 1979.
SDVV: Satyadvaya-vibhaṅga-vr. tti, D. ed. dBu ma. vol. 12 (sa), 1978, Tokyo.

TSh: lTa ba’i shan ’byed theg mchog gnad kyi zla. Bibliotheca Tibetica I-13 (ca),

Tokyo.1969.
TTh: Zab mo stong pa nyid kyi de kho na nyid rab tu gsal bar byed pa’i bstan

bcos. The Collected Works of the Lord mKhas grub dGe legs dpal bzang po,

(ka), Delhi, 1971.
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註 記

（1）kātyāyanāvavāde cāst ti nāst ti cobhayam /

pratis. iddham. bhavavatā bhāvābhāvavibhāvinā // (MMK. XV.7, de Jong [1977], p.19)
（2）asti yad dhi svabhāvena na tan nāst ti śāsvatam /

nāst dān m abhūt pūrvam ity ucchedah. prasajyate // (MMK. XV.11, ibid., p.20)
（3）『ラトナーヴァリー』の当該箇所の理解については、ギャルツァップジェ rGyal

tshab rje（1364-1432の註釈 dBu ma rin chen ’phren ba’i snying po’i don gsal bar

byed pa （The Collected Works of rGyal tshab rje Darma rin chen, Zhol ed.）を
参照した。

（4）sasām. khyaulūkyanirgranthapudgalaskandhavādinam /

pr. ccha lokam. yadi vadaty astināstivyatikramam // (RV. I.61, Hahn [1982], p.26)
（5）dharmayautakam ity asmān nāstyastitvavyatikramam //

viddhi gambh ram ity uktam. buddhānām. śāsanāmr. tam // (RV. I.62, ibid., p.26)
（6）anicchan nāstitāstitve yathābhūtaparijñayā /

nāstitām. labhate mohāt kasmān na labhate ’stitām // (RV. I.58, op.cit., p.24)
（7）syād asti dūs.an.ād asya nāstitāks. ipyate ’rthatah. /

nāstitādūs.an.ād evam. kasmān nāks. ipyate ’stitā //  (RV. I.59, op.cit., p.24)
（8）karmakleśaks.ayān moks.ah. karmakleśā vikalpatah. /

te prapañcāt prapañcas tu śūnyatāyām. nirudhyate // (MMK.XVII.5, de Jong [1977]
op.cit., p.24)

i
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i

ii

i
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訳）業と煩悩が滅することによって解脱が［有る］。業と煩悩は分別に基づいて
［有る］。それらは戯論に基づくものである。しかし、戯論は空性において滅する
ものである。
但し、以下の偈に示されるように、ナーガールジュナは言葉（＝分別）をまった
く無意味なものと考えていたわけではないことも事実である。
vyavahāram anāśritya paramārtho na deśyate /

paramārtham anāgamya nirvān. am. nādhigamyate // (MMK.XXIV.10, de Jong [1977]
op.cit., p.35)
訳）言説に依らなければ、勝義は説かれない。勝義に至ることなくして、涅槃は
得られない。

（9）尚、この『菩提道次第論広本』の当該箇所に関しては、同書の註釈書である
Byang chub lam rim chen mo’i dka’ ba’i gnad rnams mchan bu bzhi’i sgo nas

legs par bshad pa theg chen lam gyi gsal sgron (kha.185b6-193b3), The Lam

rim chen mo of the incomparable Tsong kha pa with the interliner notes Ba so

Chos kyi rgyal mtshan, sDe drug mKhan chen, Ngag dbang rab brtan, Jam

dbyangs bzhad pa’i rdo rhe and Bra sti dGe bshes Rin chen don grub,

reproduced from a print of the corrected Tshe mchog gling blocks of 1482, by

Chos ‘phrel legs ldan, vol 2. New Delhi, 1972.を参照し、またツォンカパの直弟子
であるケードゥプ・ゲレクペサンポ mKhas grub dGe legs dpal bzang po (1385-
1438) のZab mo stong pa nyid kyi de kho na nyid rab tu gsal bar byed pa’i

bstan bcos skal bzang mig ’byed (sTong thun chen mo, TTh) におけるこのテーマ
に関連する記述（ka.49b4-52b4）を参照し、理解の一助とした。

（10）’di ni sngar bstan pa ltar dngos po la gnyis las rang gi ngo bos grub pa’i dngos po ni

bden pa gnyis gang du yod par ’dod kyang ’gog la don byed nus pa’i dngos po ni tha

snyad du ’gog pa ma yin no // dngos po med pa’ang ’dus ma byas rnams la rang gi

ngo bos grub pa’i dngos med du ’dod na ni de ’dra ba’i dngos med kyang ’gog go / de

bzhin du de ’dra ba’i dngos po yod med gnyis car yang ’gog la gnyis ka ma yin pa

rang gi ngo bos grub pa’ang ’gog pas mu bzhi ’gog tshul thams cad ni de ltar du shes

par bya’o // (LRChen.pa.382b5-383a1)
（11）たとえば、ここにおいて言説において否定されないとされる「有」は、ツォンカパ

によって「唯有」（yod pa tsam）として言及されるものであり（LRChen.pa.355b1,
358b3,358b4,363a4,etc.）、それは「通常の言説知（＝言説量）」によって設定され
るものとされる。この点に関しては、拙稿［1999］pp.33-6.

（12）de yang sangs rgyas rnams kyis chos bstan pa // bden pa gnyis la yang dag brten /*

zhes skye ’jig sogs yod pa kun rdzob dang med pa don dam par yin pa’i bden gnyis

rnam dbye shes dgos par gsungs shing ... (RG.ba.18a2-3)
訳）それは又、「諸仏による説法は、二諦に正しく依るものである」というよう
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に、「［諸々の事物の］生滅等が有ることは世俗［において］であり、一方［それ
らの生滅等が］無いことは勝義においてである」という二諦の区別が知られるべ
きであると［『根本中論』において］説かれており、.....

* dve satye samupāśritya buddhānām. dharmadeśanā /

lokasam. vr. tisatyam. ca satyam. ca paramārthatah. // (MMK.XXIV.8, de Jong [1977]
op.cit., p.34)

（13）de ’dra ba’i khyad par sbyar rgyu med par mu bzhi ga ’gog na dngos po yod pa dang

dngos po med pa ’gog pa’i tshe de gnyis ka ma yin te zhes bkag nas slar yang gnyis

ka ma yin pa’ang ma yin zhes bkag na ni khas blangs dngos su ’gal ba yin la de ltar

yin kyang skyon med do zhes bsnyon na ni kho ba cag smyon pa dang lhang cig tu

mi rtsod do // (LRChen.pa.383a1-3)
（14）gzhan yang phung po la rang gi ngo bos grub pa’i rang bzhin nam bdag bkag pa na

rang bzhin nam bdag med do snyam pa’i shes rab skye la shes rab de’i yul rang bzhin

med pa de yang ’gog na ni dbu ma pa’i lta ba sun ’byin pa yin te chos rnams rang

bzhin med par rtog pa’i shes rab kyi yul sun ’byin pa’i phyir ro // rang bzhin yod med

gnyis ka sun ’byin par ’dod pa de la ’di ’dri bar bya ste phung po la rang bzhin med

do snyam du nges pa’i shes rab kyi yul rang bzhin med pa de ji ltar byas pas sun

’byin pa smros shig / (LRChen.pa.383a3-5)
（15）gzhan yang phung gsum sel ba’i dngos ’gal gcig ston rgyu med na ni yod med dam

gcig dang du ma sogs gang ’dod ces mtha’ gnyis su kha tshon bcad pa’i brtag pa byas

nas ’gog sa med la yod ma dngos ’gal gcig ’gog pa ni cig shos sgrub pa med na med

pa yin te... (RG.ba.25b3-4)
（16）RG.ba.26a1-b1; LN.pha.115b3- 117a6. 尚、この「否定」（rnam par bcad pa）と

「決定」（yongs su gcod pa）の論理の採用は、明らかにダルマキィールティ
Dharmak rti（AD.ca.7c）、そしてその影響を強く受けた中観自立派（Svātantrika-

Mādhyamika, dBu ma Rang rgyud pa）の思想に基づくものと考えられるが、それ
については、Seyfort Ruegg［2000］pp.287-8, 拙稿［1998］pp.73-79 参照。
また、『菩提道次第論広本』においても “yongs su gcod pa”と “rnam par bcad pa”

が対句的に用いられている（LRChen.pa.359a4-5; pa.441a3-4）。しかし、それらと
「無自性という理解が否定されてはならない」ということとの関連は『正理海』
や『善説心髄』におけるように『中観光明論』Madhyamākaloka（D.sa191a4-5;
sa191b3-4）等の聖教を用いて体系的に説明されていない。

（17）rTsa shes las / gal te stong min cung zad yod // stong pa’ang cung zad yod par

’gyur // mi stong cung zad yod min na // stong pa’ang yod par ga la ’gyur /* zhes

gsungs pas mi stong pa ci yang med pas rang bzhin med pa’i stong pa’ang yod pa ma

yin no snyam na / ... (LR.pa.383a5-6)

i
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* yady aśūnyam. bhavet kim. cit syāc chūnyam api kim. cana /

na kim. cid asty aśūnyam. ca kutah. śūnyam. bhavis.yati // (MMK.XIII.7, de Jong [1977]
op.cit., p.18)

（18）’dir stong mi stong ni rang bzhin gyis stong mi stong la gzhung gi mgo mjug thams

cad du mdzad do //  (LRChen.pa.383a6-b1)
（19）myu gu’i rang bzhin med pa la dmigs nas myu gu’i rang bzhin du ma grub kyang

myu gu rang bzhin med pa de’i rang bzhin du yod do snyam du ’dzin paskye ste dper

na bum pa med pa la bum pa yod par bden snyam pa mi skye yang bum med du

bden snyam pa skye ba bzhin no //  (LRChen.pa.383b6-384a1)
（20）de ltar na rang bzhin gyis mi stong pa ni rang bzhin gyis grub pa yin la rang bzhin

gyis grub pa cung zad kyang med pas rang bzhin gyis grub pa med pa’i stong pa’ang

med do zhes smra ba ’di las bzhad gad che ba ci zhig yod // (LRChen.pa.383b1-2)
（21）ツォンカパは『根本中論』に註釈を著わしている。当該の『根本中』

（MMK.XIII.7）に関する註釈は、チャンドラキィールティ Candrak rti（AD.ca.600-
660）の『プラサンナパダー』Prasannapadā（La Vallée Poussin [1970] p.245-6,
D.’a.83a3-6）に沿ったものであるが、その中で重要と思われる部分は以下のよう
である。
sngar dngos po ngo bo nyid kyis med pa ni yod pa ma yin te dngos po rnams stong

pa nyid du ni ’dod do // de’i phyir stong nyid kyi rten du gyur pa’i dngos po rang

bzhin gyis yod do zhes smras pa de ni mi rigs te / gal te stong pa nyid rang gi ngo bo

nyid kyis grub pa cung zad cig yod na ni de’i rten ngo bo nyid kyis yod pa’i stong pa

min pa cung zad cig yod na’ang / ’dir stong pa nyid dang bdag med pa ni chos tnams

cad kyi spyi’i mtshan nyid du khas blangs pas bdag gyis mi stong pa cung zad kyang

yod pa min na / stong pa nyid ngo bo nyid kyis yod par ga la ’gyur te mi ’gyur te

gnyen po la ltos pa dang bral bas nam mkha’i me tog bzhin no // (RG.ba.150b5-
151a2)
訳）「［自］体によって無である『事物』は有るのではない。即ち、『諸々の事物
は空性である』と、以前に認められたのである。それ故に、「空性の所依となる
事物（＝不空）は、自性によって有る」と語られたことそれは正しくないのであ
る。何故ならば、［対論者が］「もし自体によって成立する「空性」が少しばかり
有るならば、それの所依である［自］体によって有る『不空』が少しばかりは有
る」と［仮定］しても、ここにおいては「空性」と「無我」はすべての法の一般
相（spyi’i mtshan nyid）と認められているから、「『我』に関して不空なるもの」
は少しも有るのではない。［その］時にどうして「空性」が［自］体によって有
ることとなろう。［「空性」が自体によって成立することと］ならないのである。
何故ならば、対治（nyen po）［である「不空なるもの」］に観じること（＝依る
こと）と離れるからである（→「不空なるもの」などは成立しないから、成立し
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ないものに依ることはないからである）。［それは、例えば］「虚空の花［の花環］」
と同様である。
以上のように、「不空」と「空」は、我々のコンテクストにおけるように、並

列的なものとして理解されておらず、それらは「所依」、「能依」の関係の中で議
論されている。

（22）de ltar byas na rang bzhin gyis mi stong pa cung zad kyang med pas myu gu’i rang

bzhin med pa’i stong pa la yang rang gi ngo bos grub pa med do zhes brjod na rgyu

mtshan yang dag tu ’gro ba yin no //  (LRChen. pa.384a1-2)
（23）de ltar ma yin par rang bzhin med pa’i stong nyid yod pa ’gog na rang bzhin med pa

med par ’gyur la de ltar na rang gi ngo bos grub pa’i rang bzhin yod par ’gyur bas

rang bzhin rnam pa thams cad du ’gog tu mi rung ngo // de ltar yang / rTsod zlag las

/ gal te rang bzhin med nyid kyis // ji ste rang bzhin med la bzlog // rang bzhin med

pa nyid log na // rang bzhin nyid du grub par ’gyur /＊ zhes pa’i ....(LRChen.pa.384a4-6)
* naih. svābhāvyānām. cennaihsvābhāvyena vāran. am. yadi hi //

naih. svābhāvyanivr. ttau svābhāvyam. hi prasiddham. syāt // (VV.26, Bhattacharya,

Johnston and Kunst [1978] p.27)
（24）コラムパによるツォンカパ批判の理解に関しては、セラジェーツゥン Se ra rje

btsun と彼の弟子デレク・ニマ bDe legs nyi maによって表わされたその再批判の
書である Zab mo stong pa nyid kyi lta ba la log rtog ’gog par byed pa’i bstan

bcos lta ba nga pa’i mun sel (“lTa ngan mun sel”) pp.163-185, New Delhi, 1969を
参照した。

（25）松本［1997］pp. 205-7.
（26）松本［1997］註記（3）「絶対否定」（prasajya-pratis.edha, med dgag pa）とは、

「定立的否定」（paryudāsa, min dgag pa）と対をなすものである。後者においては、
否定対象が否定されることによってそれ以外のものが定立されるが、前者におい
ては唯否定対象が否定され、それによって何か他のもの（gzhan）が定立されな
いのである。もしツォンカパが「絶対否定」を「真実」と見なすならば、たとえ
ば「自性」が否定された場合、「無自性」が定立されるという彼の主張は破綻を
きたすと考えられる。しかし、ツォンカパは「自性の否定によって定立される
『無自性』は、それより他のもの（gzhan）ではない」という見解の下、上述の問
題は生じないとするのである。（LN.pha.115b3-116a3）尚、この問題に関しては、
松本［1997］pp.321-31、並びに拙稿［1998］参照。このようなツォンカパの理解
は、チャンドラキィールティ以来中観帰謬派の思想の特徴とも捉えられてきた
「中観[帰謬派]派には自らの主張（svapratijñā）は無い」という従来の解釈に対し
て、「主張は有る」という彼の理解（LRChen.pa.404b3-419a1）と密接に関係する
ものであると考えられる。この「主張」(pratijñā, dam bca’ / paks.a, phyogs) の問
題に関しては、松本［1997］pp.385-91, Seyfort Ruegg, ibid., pp.156-218参照。
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（27）松本［1997］pp. 217-22.
（28）『二諦分別論』Satyadvaya-vibhaṅga-vr. tti (SDVV.D.sa5b7-6a7 on.k.9-10),『中観

荘厳論』Madhyamakālam. kāra-vr. tti (MAV. D.sa83a2-74a5 on k.70-72) 

（29）ツォンカパの「随順勝義」については、LRChung.pha203b4-206a5 参照。
（30）de ltar bden pa bkag zin nas bden pa bkag pa’i stong nyid der mngon par zhen pa ni

dgag tu mi rung ste / de yul gyi gnas lugs rtogs pa’i blo yin pa’i phyir dang / dbu ma’i

dgag bya ni bden pa kho na yin la / des bden par ma bzung ba’i phyir dang / snga mas

bden pa bkag zin nas phyi mas de’ang ’gog dgos na blo snga ma gnod bcas dang /

phyi ma thug med du ’gyur ba’i phyir ro // ’o na / yod min med min yod med min /

gnyis ka’i bdag nyid kyang min pa //* zhes sogs yul gyi gnas lugs mtha’ bzhi char gyi

spros pa dang bral ba dang // blos mtha’ bzhi gang du’ang gzung du mi rung bar

gsungs pa rnams dang ’gal lo snyam na / de’i don ni don dam du yod pa yang ma yin

kun rdzob tu med pa yang ma yin pas blos kyang de ltar ’dzin du mi rung zhes pa’i

don yin gyi yod min med min sgra ji bzhin du khas len du mi rung ste / dgag pa gnyis

kyi rnal ma go bos yod pa ma yin na med dgos shing / med pa ma yin na yod dgos

pa’i phyir ro // blos mtha’ gang du’ang mi ’dzin pa dbu ma’i lta bar ’dod pa ni rGya

nang Ha shang gi lta ba dang mtshungs pas bden pa bkag zin nas bden pas stong

nyid de kho nar gzung ba ni gnas lugs rtogs pa’i blo yin no // de ltar bden ’dzin legs

par ngos zin na bdag ’dzin gnyis ma yin pa’i rtog pa du ma zhig yod pa shes par ’gyur

bas rtog pas gang gzung gi yul thams cad de kho na nyid la dpyod pa’i rigs pas ’gog

par ’dod pa’i log rtog thams cad bzlog par ’gyur ro // (BP.ca.86a5-b5)
* JSS.28 (D.tsha.27b3-4)

（31）rigs pas bden pa bkag nas bden med du mngon par zhen pa’i blo de bden pa bkag

pa’i cha nas yul gyi gnas lugs rtogs pa yin kyang bden med du mngon par zhen pa’i

cha nas phyin ci log yin pas blo phyi mas dgag dgos te / rigs pas dpyad pa’i tshe bden

’dzin gyi zhen yul bden pa med pa ltar bden med du ’dzin pa’i zhen yul bden med

de’ang med par mtshungs pa’i phyir ro // (BP.ca.87b1-3)
（32）so so skye bos gnas lugs la dpyad pa’i tshe thog mar gcig du bral la sogs pa’i gtan

tshigs kyis mtha’ dang po bden pa bkag pa’i tshe rigs shes de’i byed pa ni bden pa

bkag pa don yin pas bden med du mngon par zhen pa skyon ma yin te rtog pas bden

pa bkag pa la bden med du mngon par zhen pa las ma ’das pa’i phyir blo phyi ma la

ltos nas de nyid skyon yin pas zhen yul bden med nyid ma rnyed pa’i sgo nas bden

med du zhen pa nyid kyang dgag dgos te / de’i tshe blo’i byed pa ni bden med du

zhen pa bkag pa yin pas bden med ma yin no snyam du mngon par zhen pa skyon

ma yin pa ni snga ma dang ’dra’o // de’ang blo gsum pa la ltos nas skyon du song bas

gsum pas bden med ma yin par mngon par zhen pa’ang bkag la / de’ang blo bzhi pa la

ltos nas skyon du song bas bzhi pas de’ang bkag ste mdor na mtha’ bzhi rim pa bzhin
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du ’gog pa’o // bzhi pa phan chad kyi ’dzin stangs mi srid pas thug med du mi ’gyur 

ro // (BP.ca.90b5-91a4)
（33）CŚt..D.ya.201b1-4. 
（34）LRChen.pa.363a6-367b6.
（35）ye shes des rnyed pa’am grub par bstan na des grub rgyu zhig byung na bden grub

bo zhes ’dzin pa dgag pa’i phyir / .... (GR.ma.107b5-6)
訳）「その智慧（＝正理知）によって得られる或いは成立するのである」と説か
れるならば、「それによって成立するなんらかの原因が生じるならば、［それは］
諦［によって］成立したもの（bden grub, ＝諦成）である」という執着を否定す
るために、......

（36）sngar myu gu la sogs pa bden par yod dam med btsal ba’i ’og tu bden med rigs shes

kyis rnyed pas slar bden med bden par yod dam med btsal ba’i tshe bden med mi

rnyed kyang de ma rnyed par mi ’gyur la / .... (RG.ba.28b5-6)
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