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ツォンカパの自相説に関する－報告

木　村　誠　司
A A

　以下は、ツォンカパ Tsong kha pa（1357-1419）の自相（svalaksana, rang gi mts-

han nyid）説に関するごくごく短い報告であって、証明を事とする論文ではない。さ

て、自相はツォンカパ教学におけるキーワードである。かつて、松本史朗博士は、

ツォンカパの中観思想のオリジナリティーを探り、「「自立派は、言説において、自

相によって成立する法を承認するが、帰謬派は、それさえも承認しない」という学

説を、ツォンカパ独自の中観思想と規定し得ると思われること」という画期的な成
　（1）

果を発表された。ここでも、自相が重要であった。松本博士は、ツォンカパの『密

意解明』dGongs pa rab gsalの次の記述を典拠のひとつとして提示された。

　先に説明した名称の言説（ming gi tha snyad）の力のみによって設定されたものではない有

執着は、� bden pa(r grub pa)と� don dam par(grub pa)と� yang dag tu grub paと� rang gi

ngo bas(yod pa)と� rang gi mtshan nyid kyis(yod pa)と� rang bzhin gyis yod paとしての倶生

の執着であり…中観自立派達は、bden pa等の三つとして成立しているものは、所知において

あり得ないと御主張になるが、rang gi ngo boによって成立しているもの等の三つは、言説に
　（2）

おいて有ると御主張になる。

sngar bshad pa’i ming gi tha snyad kyi dbang tsam gyis bzhag pa min pa’i yod par ’dzin pa ni /bden

pa dang don dam par dang yang dag tu grub pa dang/rang gi ngo bas dang rang gi mtshan nyid kyis

dang rang bzhin gyis yod par ’dzin pa lhan skyes yin la/…dbu ma rang rgyud pa rnams bden pa

sogs gsum du grub pa shes bya la mi srid par bzhed kyang/rang gi ngo bas grub pa sogs gsum ni tha

snyad du yod par bzhed de/（ca,77b4-7）

　さらに、ツォンカパ批判を展開したコラムパGo ram pa（1429-89）の『見解弁別』

lTa ba’i shen ’byedの記述も、松本博士によって、紹介された。以下がそれである。

　真実の程度について、自立派達は、知に依存せず対象自身の真相の側から成立しているもの

が有るならば、�bden par grub paと�don dam par grub paと�yang dag par grub paなので、

それらは否定されるべきものであるが、�rang gi mtshan nyid kyis grub paと�rang bzhin gyis

grub paと� ngo bo nyid kyis grub paは、言説において有るので、否定されるべきものではな
　（3）

いと御主張になるのである。

bden pa’i tshad la rang ngyud pa rnams kyis blo la ma ltos par yul rang gi sdod lugs kyi ngos nas



－302－

ツォンカパの自相説に関する－報告（木村）

grub pa zhig yod na/bden par grub pa dang/don dam par grub pa dang/yang dag par grub pa zhig

yin pas/de dag dgag bya yin la/rang gi mtshan nyid kyis grub pa dang/rang bzhin gyis grub pa dang/

ngo bo nyid kyis grub pa ni tha snyad du yod pas/dgag bya min par bzhed do//(ca,4b6-5a2)

　この二つの記述によるかぎり、� rang gi ngo bo=� rang bzhin=� ngo bo nyid=

� rang gi mtshan nyidであり、一方、� bden pa=� don dam pa=� yang dag paで
　（4）

あるように見える。大方の研究者は、そのように考えていただろうし、筆者も、亳

も疑うことはなかった。ところが、ごく最近、rang bzhinと rang gi ngo baと ngo bo

nyidには、それぞれ、異なる意味があるのではないかと考えるようになった。これ
- -ら三語は、すべて svabhavaの訳語としても使われている。どうやら、svabhavaには

三種の用法があって、その用法に応じて、チベット人は厳密に訳し分けていたと思
　（5）

-

A A
われるのである。また、svabhava と svalaksana (rang gi mtshan nyid, 自相)も、無条

　（6）
-件に、イコールで結べないこともわかってきた。rang gi ngo boは、svarupaの訳語

- -かもしれない。svarupaについて、筆者は全く検討していないが、推測するに、svabhava

A A
や svalaksanaと簡単に同一視することは、やはり、控えるべきであろう。このよう

な術語間の意味の異同は、おそらく、インドやチベットの学僧達にとっては常識で

あったはずである。ツォンカパも、その例外ではないだろう。次の記述などは、述

語の意味の異同に対する彼の配慮を如実に示している。

　言説において有るものについても、それのngo bo nyidと rang bzhinとそれの rang gi mtshan

nyid等として帰謬派のテキストにおいて説明されるものも多いが、rang gi ngo bo nyidによっ

て成立していないものと ngo bo nyidによって生じないものと rdzas（dravya, 実）として成立

していないもの等は、この阿闍梨のテキストにおいても、多いので、区別し難いと思われると

しても…

tha snyad du yod pa la yang de’i ngo bo nyid dang rang bzhin dang de’i rang gi mtshan nyid sogs su

thal ’gyur ba’i gzhung nas bshad pa yang mang la rang gi ngo bo nyid kyis ma grub pa dang ngo bo

nyid kyis ma skyes pa dang rdzas su ma grub pa la sogs pa slop dpon ’di yi gzhung na ’ang mang bas

dbye dka’ bar snang na ’ang…（『善説神髄』Legs bshad snying po,pha,51b1-2）

　さらに、自相については、次のように述べている。
-　論理学のテキストにおいて目的を達成する能力を持つもの(don byed nus pa,  arthakriyasamar-

（7）

tha)だけを rang mtshanと［説明し］、アビダルマの経等で、他と共通しないことを示す火の

熱さのようなものを rang gi mtshan nyidと説明するのと、［ここで言う］rang gi mtshan nyid
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（8）

によって成立している rang mtshanとは全く異なっているのである。

rtog ge’i gzhung nas don byed nus pa kho na la rang mtshan dang/mngon pa’i mdo la sogs par
-

gzhan dang thun mong ma yin par mtshon pa me’i tsha ba lta bu la rang gi mtshan nyid du bshad

pa dang/rang gi mtshan nyid kyis grub pa’i rang mtshan ni ches shin tu mi ’dra’o//（『善説神髄』

pha,67a1-2）

　また、dravya(rdzas)に関しても、その意味するところの多様性に触れ、以下のよ

うに注意を喚起している。

　それ故、「弥勒請問」において rdzasとしての有・無が説かれている rdzasは、他のテキスト

において rdzas・btags（実・仮）の二つと説明される rdzasでもなく、中観派が rang gi mtshan

nyidによって成立しているものを rdzasとして説明するものでもないので、単なる有なのであ
　補注3）

る。

de’i phyir byams zhus las rdzas su yod med gsungs pa’i rdzas ni gzhung gzhan las rdzas btags gnyis

su bshad pa’i rdzad kyang min la/dbu ma pas rang gi mtshan nyid kyis grub pa la rdzas su bshad pa

yang min pas yod pa tsam mo//（『善説神髄』pha,106b5-6）

　これらの記述から、術語に対するツォンカパの細心さがうかがえるであろう。さ

て、この三つの記述は、すべて『善説神髄』からの引用であるが、同書には、rang

bzhinや rang gi mtshan nyidが同一視されるケースも、少なからずある。

たとえば、以下のように。

　ngo bo nyidが無いと説く経において、一切法は、勝義において rang bzhinについて空であ

り、ngo bo nyidと rang gi mtshan nyidについて空であると説く。

ngo bo nyid med par ston pa’i mdo sde las cho thams cad don dam par rang bzhin gyis stong ba

dang ngo bo nyid dang rang gi mtshan nyid kyis stong zhes gsungo pa (pha,8b1)

　先の記述を考慮すれば、無暗に同一視するわけにはいかないはずである。何らか

の理由を示すことが必要になろう。その理由は、ツォンカパの別な著作『正理大海』

Rigs pa’i rgya mtshoにおいて、見ることができる。

　ngo bo nyidと rang bzhinと rang gi mtshan nyidから有るものと rang gi ngo bo nyidによって

有るもの等は同じである。なぜなら、自ら成立しているものだからと言うものも、たくさん現
　補注1）

れるのである。

ngo bo nyid dang rang bzhin dang rang gi mtshan nyid las yod pa dang rang gi ngo bo nyid kyis yod

pa sogs ni ’dra ste rang las grub pa zhes kyang mang du ’byung ngo//(ba,18a6)
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　ここで、ngo bo nyid, rang bzhin,  rang gi mtshan nyid, rang gi ngo bo が同じである

とみなされるのは、それらが「自ら成立しているもの」だからである。では、それ
-は妥当な理由なのだろうか。ngo bo nyid, rang bzhinの原語は svabhava, rang gi mts-

A A

-han nyidは svalaksana, rang gi ngo boは svarupaであるとして、原語を通じて、その
- -点を考察してみよう。まず、svabhavaは sva+bhavaという複合語である。この svaは

-

A

-ablatlve, svatahと考えるべきであろう。bhavaには「生ずるもの」という意味がある
-から、svabhavaを「自ら生ずるもの」と解釈することは十分可能である。インドの

-中観論書において、この解釈を見たことはないが、チャンドラキールティCandraklrti
- -の『明句論』 Prasannapadaには、「parabhavaとは他から生ずるものである」(pare-

-

A

-

A
bhya utpadah parabhavah,p.78,l.7,gzhan gi dngos po ni gzhan dag las skye ba,’a,26b1)

-という説明がある。これをsvabhavaにあてはめることは許されるのではないだろう
　（9）

A A A A A A A
か。次に、svalaksanaである。svaは svatah。laksanaは√laks 「特徴付ける」から派

生した語なので「自ら特徴付けるもの」と解釈することは可能であろう。最後の
- - -svarupaの rupaは√rup「形成する」から派生しているので、「自ら形成されたもの」

という解釈が成り立ち得るであろう。原語を通じて見た場合、ngo bo nyid, rang bzhin,

rang gi mtshan nyid, rang gi ngo boは、「自ら成立しているもの」という意味で括る

ことができるように思われる。故に、ツォンカパの示した理由は妥当なものであろ

う。ただ、これのみをもって、各術語の同一視の理由が言い尽されたわけではない

だろう。先の例も、前後の文脈や思想的背影などを考慮しながら読むべきなのだが、

残念ながら、今の筆者には、その用意はない。ともあれ、始めに見た『密意解明』や

『見解弁別』中の各術語を軽々に同一視することだけは、控えねばならない。

　では、次に、ツォンカパの自相説に関する研究を紹介し、問題点を指摘してみよ

う。

　福田洋一氏は、本報告でも見た「rang gi mtshan nyid kyis grub pa’i rang mtshan」

という表現に着目し、「rang gi mtshan nyid kyis grub pa’i rang mtshanという用例は、

もし rang gi mtshan nyidを自相と考えると、この用例は、「自相によって（として）

成立している自相」ということになり、文意が通らない。これは明らかにrang gi mt-
　（10）

shan nyidと rang mtshanとが異なった概念であることを示している」と述べる。福
-田氏によれば、rang mtshanという短縮形は、ダルマキールティDharmaklrtiなどの
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仏教論理学者によって使用されている自相であり、rang gi mtshan nyidはそうでは
　（11）

ないのである。『善説神髄』には、同じ表現がもう一個所ある。

　これらの法に、rang gi mtshan nyidによって成立している rang mtshan(rang gi mtshan nyid

kyis grub pa’i rang mtshan)が認識されているのに、それがないというのは、どうして合理的
-

A
だろうか。その場合には、そのように認識する量(tshad ma, pramana)によって否定されるか

らである。

chos ’di dag la rang gi mtshan nyid kyis grub pa’i rang mtshan dmigs bzhin du de med ces ji ltar rigs

te/de la ni de ltar dmigs pa’i tshad mas gnod pa’i phyir ro//(pha,20b2)

　ここには、量という仏教論理学に深く関わる言葉が出てくる。その点からしても、

福田説を否定する理由は見出せない。また、「量論者に知られる rang mtshan」(tshad

ma pa la grags pa’i rang mtshan, 『善説神髄』pha,33b3)という表現は、福田説の有

力な証拠となる。しかし、次の例は、どうだろうか。

　青という把握されるものは［それを］別物と把握する分別の執着の基盤［であり、それが］

rang mtshanによって有ることが論理によって否定されるならば、執着の基盤である青、［すな
　（12）

わち］顕現している青を把握するものそれは、顕現対象について錯乱して成立しているもので

ある。なぜなら、それ［青］が顕現する場合、rang gi mtshan nyidによって成立しているもの

として顕現しているからである。

sngon po gzung ba don gzhan du ’dzin pa’i rtog pa’i zhen gzhi yin pa rang mtshan gyis yod pa rigs

pas khegs na sngon po zhen gzhi yin pa snang ba’i sngo ’dzin de snang yul la ’khrul bar ’grub pa ste/

de snang ba na rang gi mtshan nyid kyis grub par snang ba’i phyir ro//(pha,34b1-2)

　ここでは、rang mtshanと rang gi mtshan nyidは同じものであると思われる。故

に、福田説は、あらゆるケースに妥当なものではないのである。次に、福田氏は、rang

gi mtshan nyid kyis grub paの kyisについて「kyisには「として」という同一性ある

いは様態の意味と、「によって」という根拠・手段の意味という二つの解釈があり得

る。上述のように存在についての述語は、bden par grub pa系列のものと、rang gi

mtshan nyid kyis grub pa系列のものに分けられるが、このうち、前者には全て於格

助詞が使用されていること、また内容的にも、「真実」、「本当」、「正しい」などのよ

うに様態を示す表現であることから、こちらは様態の意味で使用されていると考え

られる。もし kyisという具格も様態を表現しているとするならば、この二つの存在

概念の系列の違いはほとんどなくなってしまうであろう。…kyisという具格に関して
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は、「rang gi mtshan nyidによって成立している」というように根拠の意味で解すべ
　（13）

きであると考える」と述べている。では、次の用例は、どうなるのか。

　遍計所執はrang mtshanとして(du)成立しているものに関して空であることが法無我である。

kun brtags rang mtshan du grub pas stong pa chos kyi bdag med（『善説神髄』pha,31a5）

　この直前には、次の文がある。

　遍計所執は rang gi mtshan nyidとして(kyis)成立していると執着することが法我執であると

主張される…

kun brtags rang gi mtshan nyid kyis grub par ’dzin pa chos kyi bdag ’dzin du ’dod pa(pha,31a1-2)

　ここでは、kyisはduつまり「として」という様態の用法で使われているように見

える。また、「rang mtshanとして、あるいは、勝義において有ると執着すること」(rang

mtshan gyis sam don dam par yod par ’dzin pa,pha,33b6)というような表現は、『善説

神髄』では、頻出する。この場合も、kyisは「として」と考えるべきであろう。さら

に、「感受と記憶の二つはrang mtshanとして別ではない」(myong ba chan gnyis rang

mtshan gyis gzhan min pa,pha,83a4-5)という表現においても kyisは「よって」ではな

く「として」であろう。このような場合、rang gi mtshan nyid kyisは、いっそ、「本

来」とか「実質的に」などと訳した方が、わかりやすいようにさえ思われる。たと
　（14）

えば、「摂決択分」Viniścayasamgrahaの以下の記述

　損減の辺とは依他起のngo bo nyidと円成実のngo bo nyidが有ることに対して無いのである

というように rang gi mtshan nyidを損減することなのである。

skur pa’ debs pa’i mtha’ ni gzhan gyi dbang gi ngo bo nyid dang yongs su grub pa’i ngo bo nyid yod

pa la med do zhes rang gi mtshan nyid la skur pa ’debs pa gang yin pa（『善説神髄』pha,21a1-2）

　ツォンカパは、これを、次のように説明する。

　後者二つの ngo bo nyidが rang gi mtshan nyidとして有ることに対して、それとして成立し

ないのであるということは、rang mtshanを損減することであると説き…

ngo bo nyid tha ma gnyis rang gi mtshan nyid kyis yod pa la der ma grub bo zhes pa rang mtshan

la skur ’debs su gsungs te/（『善説神髄』pha,21a2-3）

　ツォンカパの説明中の「rang gi mtshan nyidとして」は、「本来」とか、「実質的

に」と訳した方が、筆者にはわかりやすい。それどころか、削ってしまってたとし

ても理解には困らないだろう。『善説神髄』には、いっそ削った方が理解しやすいと

思われる個所は、他にも、多くあるので、辟易させられる。逆に、それは、ツォン
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カパが「rang gi mtshan nyid kyis」に如何にこだわっていたかを示しているのかも

しれない。ともあれ、今は、説得力のある福田説を追跡するうちに、それと相容れ

ない例を筆者がいくつか見出したという状況報告だけしておく。情けないことであ

るが、筆者の見解は熟していない。本報告でも kyisを「によって」と訳したり「と

して」と訳したりして、不統一きわまりない。「によって」と訳すべきであると思わ

れるのは、次の例である。

　言葉によって仮設された性質［すなわち］それ自身は rang gi mtshan nyidによって有るもの

でないものに関して、それの rang gi mtshan nyidは有るのであると執着するのが増益である。

tshig gis btags pa’i ngo bo de nyid rang gi mtshan nyid kyis yod pa min pa la de’i rang gi mtshan

nyid yod do zhes zhen pa ni sgro ’dogs so//（『善説神髄』pha,16a6）

　ここでは、rang gi mtshan nyidが「言葉によって仮設された性質」の根拠・原因・

　素材等であることが否定されている。この場合 kyisは「によって」と訳すべきで

あろう。以下の『善説神髄』最終部分の記述はどうだろうか。

　諸法において rang mtshanによって（として）成立している rang bzhinが有るならば、それ

らの法は、自分の側から空であることにならないのだから、諸法自体が空であるというのは不

適切であり、自分の側から ngo bo nyidによって（として）有ることを否定せず、他のものに

関して空であることを通じて、空であると示すはずなので、「空性によって諸法が空であると

すべきでない」ということと矛盾する。つまり、要するに、rang gi ngo boに関して空である

自空ではないという意味なのである。したがって、諸法は rang gi mtshan nyidによって（とし

て）成立している rang bzhinに関して空であることを認めないならば、自空と名付けても、他

空を超えないのであり、唯識派が、「依他起は所取・能取が別な rdzasとして無いことである」

と示したことを依他起のrang bzhinが無いことの意味であるとしても、否定できないというの

である。

chos rnams la rang mtshan gyis grub pa’i rang bzhin yod na chos de rnams rang ngos nas stong par
-

ma song bas chos rnams nyid stong pa dang zhes pa mi ’thad la/rang ngos nas ngo bo nyid kyis yod

pa ma bkag par gzhan zhig gis stong pa’i sgo nas stong par bstan dngos pas stong pa nyid kyis chos

rnams stong par mi byed do zhes pa dang ’gal te mdor na rang gi ngo bos stong pa’i rang stong min

zhes pa’i don no//des na chos rnams rang gi mtshan nyid kyis grub pa’i rang bzhin gyis stong pa mi

’dod na rang stong min btags kyang gzhan stong las mi ’da’ la/rnam rig pas gzhan dbang gzung ’dzin

rdzas gzhan du med par bstan pa yang gzhan dbang rang bzhin med pa’i don yin byas na mi khegs

zhes pa’o//(pha,113a3-6)
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　kyisを「によって」とするか「として」するか全くわからない。ただ、ひとつのア

イデアはある。たとえば、「五蘊によって成立している我」という表現は、我が五蘊

を原因・素材にしていることをはっきりと示すことができる。一方、「五蘊として成

立している我」という表現も、五蘊が我の原因・素材であることを示し得るが、「に

よって」よりはあいまいである。これを「我として成立している五蘊」とすれば、ど

うなるであろうか。仏教の教理に通じている人ならば、誰も、この表現によって「我

が五蘊の原因・素材であることが示されている」と理解しないであろう。実在する

五蘊が仮に我として成立している、と理解するにちがいない。ただし、我は仮で、五

蘊は実であるという知識がある人にして、はじめて、そのような理解を持つことが

できるのである。「我によって成立している五蘊」という表現は、仏教教理に明るい

人にとってはナンセンスなものであろう。つまり、「Aによって（として）成立して

いるB」という表現において、AとBとの存在の濃度（あいまいな言い方だが、どち

らが真の実在に近いか遠いかという意味で使用している）が、あらかじめ頭に入っ

ていない場合、この種の表現は理解困難なのである。rang gi mtshan nyid kyis grub

pa’i rang bzhinにおいて、rang gi mtshan nyidと rang bzhinの存在濃度はどうなって

いるのか。あるいは、ngo bo nyid, rang gi ngo ba, rdzasはどうなのか。この点が明

瞭にならないかぎり、ツォンカパの主張は解明できないように思うのである。それ

は、今後の宿題とせざるを得ない。広い分野にわたる網羅的な用例調べという地味

な作業だけがそれをなし得るだろう。筆者のような者にとっては、荷の重いことで

あるが、ゴールを目指してみたい。

　注

（ 1 ）松本史朗「ツォンカパの中観思想」『チベット仏教哲学』所収 p.186

（ 2 ）注１）の松本本 p.167

（ 3 ）注１）の松本本 p.166

（ 4 ）福田洋一「自相と rang gi mtshan nyid」江島惠教博士追悼論集『空と実在』2001,p.177,ll.7-
A ~8,p.185,l.18 Yoshimizu, C., On ran gi mtshan nid kyis grub pa Ⅲ, Introduction and Section Ⅰ,

『成田山仏教研究所紀要』16, 1993,p.93,note.4, 森山清徹「ツォンカパによる中観唯識思想の

分析一三性、三無性、二諦説、自相の有無－」『南部仏教』70,1994,p.10,l.12 。小林守「自

相成立と自性成立」『印度学仏教学研究』43-1,H.6,p.338では「“自相成立 "と同じような意
A ´ A ´ -味で用いられる“自性成立 ran bzin gyis grub pa”は、多義的な“自性 ran bzin/svabhava”と
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Aいう語を含んでいて理解しにくく、それを把握するためにはツォンカパの著作における“ran

´bzin”の用語法の検討が不可欠となる」と述べられていて、自性に対しては慎重な対応をす

る。しかし、自相も実は多義的なのである。この点については、拙稿「『倶舎論』における

A A

- -

A
’svalaksanadharanad dharmah’という句について」『駒澤短期大学仏教論集』7,2001,pp.270-

242参照。なお小村氏の論文の注4）によって、サーマンThurman, R氏が rang bzhinとngo

bo nyidの相違について触れていることを知った。サーマン氏は、’Tsong kha pa here equates

the two words(ngo bo nyid and rang bzhin)as synonyms, and, indeed, both can serve as

A

-translations of nihsvabhava.The Tibetan words here different emphases, however, which serve
-to stress the ambiquity in Skt.svabhava.Where it is used in the ontological sense, meaning“own-

being”or“intrinsic reality”, the Tibetans prefer ngo bo nyid.Where it is used in the conventional

sense, meaning simply “nature”, they prefer rang bzhin, although when it is used as “self-

nature”, that is, stressing the sva-(rang)prefix, they equate it with ngo bo nyid.(Tsong Khapa’s

Speech of Gold in the Essence of True Eloquence, 1984,p.193,note.11)’と述べているが、

その根拠は示されていない。
-（ 5 ）拙稿「『倶舎論』における svabhavaについて」『駒澤短期大学仏教論集』8,2002,pp.320-233,

-および拙稿「『中論』における svabhavaについて」『駒澤短期大学仏教論集』9,2003,pp.426-

390参照。

（ 6 ）注（4）の拙稿参照。
- -（ 7 ）arthakriyaの解釈は、自相の解釈に直結する。チベット仏教におけるarthakriyaについては、

金子宗元「『量評釈』「現量章」第三偈に対するチベット語訳を巡って」『日本西蔵学会々報』

44,1999,pp.31-39, Yoshimizu, C, Tson kha pa on don byed nus pa, Tibetan Studies Proceeding

of the 7th Seminar or the International Association for Tibetan Studies, Graz1995,volⅡ

,pp.1103-1120参照。

（ 8 ）前偈注（4）の福田論文 pp.176-183は、この個所に特に注目して論ずる。また、吉水千鶴
A ~

子「ran gi mtshan nid kyis grub paについて（１）」『成田山仏教研究所紀要』5,1992,p.631

でも言及されている。

（ 9 ） J.W.de Jong, The Problems of the Absolute in the Madhyamaka School, Buddhist Studies

- -
(ed.by G.Schopen)p.58では、svabhavaの４種の意味が論じられ、その中にsvabhava is svato

-
bhava, the absolute being, which is completely independentという説明がある。

（10）前偈注（4）の福田論文 p.183

（11）前偈注（4）の福田論文 pp.176-180

（12）福田洋一「把握対象と顕現対象について」『印度学仏教学研究』37-2,1989,pp.818-814参照。
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（13）前偈注４）の福田論文 pp.184-185

（14）袴谷憲昭「瑜伽行派の文献」『唯識思想論考』所収p.88参照。出典個所については片野道雄

『インド唯識説の研究』文栄堂 ,H10,p.269の注 60）参照。

（15）袴谷憲昭「チョナン派と如来蔵思想」『岩波講座・東洋思想１１チベット仏教』所収pp.191-

211なお同論文pp.206-207では、この個所の訳とそれに対する批判的考察が示されている。
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キャ lCang Skya宗義書中の dravyaの四義についての説明がある（Śata-pitaka 233, cha

A
133b’以下）。また、プトゥンBu stonのAbhidharmasamuccaya注（Śata-pitaka 60, f. 154,

�.4以下）にも示されている。さらに、ツォンカパの『ラムリム』には「単なる有（唯有）」

を含む三種の有が説かれている（長尾雅人『西蔵仏教研究』pp.270-271, 同『中観と唯識』
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