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ツォンカパの自相説について（Ⅰ）

木　　村　　誠　　司

Ⅰ

　ツォンカパTsong kha pa（1357-1419）は、宗教的天才であった、と言われてい

る。その伝聞を確める暇はないが、顕教における彼の業績は、松本史朗博士によっ

て、明確に論証された。博士によれば、ツォンカパは、中観派（Madhyamaka）の

分派、自立派（Rang rgyud pa, Sva–tantrika）と帰謬派（Thal’gyur ba, Pra–saṅgika）

の区分に関する画期的視点を提示したのである。松本博士は、その視点を、ツォン

カパのオリジナルと捉え、次のように、述べておられる1）。

「自立派は、言説において、自相によって成立している法を承認するが、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。

ここに示された結論は、今や、学界の定説となっている。それも当然であろう。松

本博士は、この結論を得るために、ツォンカパの主要な著作のほとんどに目を通し、

ツォンカパ以前の、インド、チベットの学僧達の作品を押さえ、正確を期するため

に、ツォンカパ批判を行なったチベット人学僧の主張を最大限利用したのである。

使った文献の量は、膨大であり、しかもその内容は、簡単に理解できるものではな

い。何人たりとも、なしがたい研究である。今回、筆者の扱う文献は、ごくわずか

で、博士の説に異論を唱えるには、あまりに貧弱なものである。素人談義の域を出

ないという思いもあるが、以下に、いくつかの疑問を掲げ、論じてみたい。

Ⅱ

　松本博士は、自説の根拠として、ツォンカパの『密意解明』dGongs pa rab gsal

から次の記述を示しておられる2）。

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の

ではない有執着は、a. bden pa（r grub pa）とb. don dam par（grub pa）と c.
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yang dag tu grub paとd. rang gi ngo bos（yod pa）と e. rang gi mtshan nyid

kyis（yod pa）と f. 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 bos 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 bos grub pa sogs gsum ni tha snyad

du yod par bzhed de/ (ca, 77b4-7)

さらに、博士は、これと一致する記述を、ツォンカパ批判の中に見出し、紹介した。

以下のコラムパGo ram pa（1429-89）の『見解弁別』lTa ba’i shen ’byedの文が

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実相の側から成立し

ているものが有るならば、a. bden par grub paと b. don dam par grub paと c.

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、e. rang

gi mtshan nyid kyis grub paと f. rang bzhin gyis grub paとg. 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いと御主張にな

るのである。

bden pa’i tshad la rang rgyud pa rnams kyis blo la ma ltos par yul rang gi sdod

lugs kyi ngos nas 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)

上記ふたつの文章からすると、d. rang gi ngo bo＝ f. rang bzhin＝ g. ngo bo nyid

＝e. rang gi mtshan nyid、そしてa. bden pa＝b. don dam pa＝ c. yang dag paの

ように見える。実際、よく似た意味を持つ言葉であり、従来の研究者は、概して、

これらの意味の違いに注意を払ってはいなかったように思われる3）。しかしながら、

これらの言葉には、明確な使い分けがあり、その用法は、インドやチベットの学僧

達の間では、常識化していたと考えられる節がある。これは、今のところ、筆者一
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人の想定でしかない。それ故、全くの見当違いということもありうる。本稿では、

以下、このはなはだ不確かな想定に基づいて論を進めようとしているのだが、幾分

なりとも、想定の足場を固める必要はあるであろう。ごく僅かの証拠でも、ここで、

示しておきたい。さて、svabha–va（自性）に対するふたつのチベット語の訳語rang

bzhinとngo bo nyidには、明確な意味の違いが見られる。前者は、あるものの素

材を示し、後者は、複数のものの共通の性質を示す。帰謬派を代表するチャンドラ

キールティCandrak rtiの『明句論』Prasannapada–では、無自性を説く場合、rang

bzhinを使う。一方、自立派の代表バーヴィヴェーカBha–vivekaの『般若灯論』Prajña–

prad paでは、無自性はngo bo nyidによって示されている。つまり、両者の無自

性の意味は、全く異なるのである。中観派は時に無自性論者と呼ばれることを考え

ると、チャンドラキールティとバーヴィヴェーカは、共に、中観派ではあるが、異

質の無自性論を説いていたことになるのである。後代のチベットで、自立派よりも

帰謬派を重じた理由も、両派の自性解釈の相違にその源があり、そのことが直に訳

語にも反映しているようにも思われるのである。以上は、筆者の想定に基づいた仮

説である4）。これを、頭に入れておいて、次の記述を見てもらいたい。

諸物に関して、勝義において、有自性（rang bzhin yod pa）であると主張する

実在論者（dngos por smra ba, vastuva–din）と、言説において、それらに関して、

自相によって成立している自性（rang bzhin）が有ると主張する自立派二つがあ

る。中観自立派も無自性論者（ngo bo nyid med par smra ba）と言われるけれ

ど、ここでは、言葉を簡略にするために、無自性論者（rang bzhin med par smra

ba）というのは、帰謬派であると理解すべきであり、有自性論者（rang bzhin yod

par smra ba）というのは、実在論者と自立派の二つであると理解すべきである。

dngos po rnams la don dam par rang bzhin yod par ’dod pa’i dngos por smra ba

dang tha snyad du de dag la rang gi mtshan nyid kyis grub pa’i rang bzhin yod

par ’dod pa’i rang rgyud pa gnyis ka yin no/ dbu ma rang rgyud pa la’ang ngo bo

nyid med par smra ba zhes zer mod kyang ’dir ni tshig tshogs bskyung ba’i phyir

du rang bzhin med par smra ba zhes pa ni thal ’gyur pa la go bar bya la rang

bzhin yod par smra ba zhes pa ni dngos por smra ba dang rang rgyud pa gnyis ka

la go bar bya’o/ (f. 279/ 6-280/ 2)

これは、ツォンカパの『ラムリム』Byang chub Lam rim chen moの一節である。

ここでは、自立派は、ngo bo nyidによる無自性論者、帰謬派は rang bzhinによる
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無自性論者とはっきり示されている。先の想定と一致するように思われる。だが筆

者が伝えたいのは、単に、自分の想定の正しさではない。一見、同じ意味を持つよ

うに思われる言葉にも、違いがあり、その違いを、昔の学僧達が意識していた可能

性があるということである。彼らが意識していた言葉の相違を無視して、彼らの著

作を読んだとしたならば、彼らの考えを正しく理解することは、我々には、永遠に

できないであろう。ツォンカパの場合、『密意解明』等の記述によるかぎり、rang

bzhin, rang gi ngo bo, ngo bo nyid, rang gi mtshan nyidは同義語として扱われてい

るように見えるが、実はそうではないのかもしれないのである。ともあれ、我々と

しては、一切の通念と縁を切り、裸眼でツォンカパの思想と対峙しなければならな

い。

　さて、冒頭の松本博士の研究において、ツォンカパ独自の中観思想は「自相」と

いう言葉によって提示されていた。何故、博士は、自性でもなく、自体でもなく、

自相を使われたのだろうか。博士は、自説の根拠として、『密意解明』の他に、ツォ

ンカパの『ラムリム』と『善説真髄』の記述を指摘している5）。まず、その箇所を

見てみよう。ただ、かなりの分量なので、ここでは、博士の言われるツォンカパ独

自の説を示すフレーズを列挙してみることにしよう。

『ラムリム』

１．自相によって成立している自性（rang gi mtshan nyid kyis grub pa’i ngo bo）

（f. 181/ 2）

２．自相として成立している自性（rang gi mtshan nyid du grub pa’i ngo bo）（f.

181/ 1）

３．自相によって成立している自性（rang gi mtshan nyid kyi ngo bo nyid-read.

rang gi mtshan nyid kyis grub pa’i ngo bo nyid）（f. 181/ 3）

４．自相によって成立している自性（rang gi mtshan nyid kyis grub pa’i ngo bo）

（f. 181/ 4）

５．自相（rang gi mtshan nyid）（f. 182/ 6）

６．自相（rang gi mtshan nyid）（f. 182/ 6）

この１－６で示したものを、自立派のバーヴィヴェーカやカマラシーラが言説にお

いて承認しているという記述である。

『善説真髄』

１． 自相によって成立している自性（rang gi mtshan nyid kyis grub pa’i rang bzhin）
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（f. 597/ 1）

２．自相によって成立しているもの（rang gi mtshan nyid kyis grub pa）（f. 615/ 4）

１－２で示したものを、自立派は、言説において認めているという記述である。松

本博士の提示された箇所では、確かに、「自相」がキーワードであり、博士がその

語を使用される理由もこれではっきりした。さて、筆者は、『ラムリム』と『善説

真髄』について、自相等の術語の使用状況を調べてみた。自相は、『善説真髄』で

は、間違いなくキーワードであったが、『ラムリム』では、自体（rang gi ngo bo）

が最重要な位置を占めているように思われる。また、自相の意味も、両著において

異なっているようにも思われた。以下、調査結果を示し、筆者の説の根拠を明らか

にしてみたい。

　まず、略号を使って、術語の使用状況を表示してみよう。

略号表

SL－ rang gi mtshan nyid (svalaks.an.a) 、RG－ rang gi ngo bo (svaru–pa) 、R－

rang bzhin (svabha–va) 、GN－ngo bo nyid (svabha–va)

　『ラムリム』『善説真髄』共に、「自相によって成立しているもの」に代表される

「~kyis grub pa」という形式と「自相によって成立している自性」等のように「~kyis

grub pa’i • • • 」と言う形式が重要な役割をはたしている。前者をイ、後者をロと

略す。

『ラムリム』

術語 登場頻度 引用文上の頻度 表現形式

SL 98 ７ イ／14、ロ／22

RG 204 25 イ／51、ロ／100

R 708 145 イ／18、ロ／２

GN 54 36 イ／４、ロ／０

『善説真髄』（同著は前半唯識、後半中観と分かれている。以下の表でも分けて示す）

術語 登場頻度 引用文上の頻度 表現形式

SL 前97後144 前15後２ 前イ／47ロ／７、後イ／64ロ／32

RG 前４後29 前２後２ 前イ／０ロ／０、後イ／３ロ／1

R 前30後141 前19後16 前イ／１ロ／０、後イ／１ロ／１
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GN 前235後98 前88後26 前イ／０ロ／０、後イ／１ロ／０

　表の見方を説明しよう。『ラムリム』のSLは、同書の「毘鉢舎那」章で98回使

われ、引用された文献中に７回登場し、「SL kyis grub pa」という形式で 14回使

用され、「SL kyis grub pa’i rang bzhin」というような形式で、22回使われている。

ロについて、今少し、説明を加えておかなければならない。SLのロ「~kyis grub

pa’i • • •」において、「～」には必ずSLが入るが、「・・・」には、SL以外のも

のが入る。他の述語の場合も同様である。『ラムリム』『善説真髄』ともに、R、GN

がロの形式で使用されるのは、きわめて希である。両術語とも「・・・」において

使われるが、「～」で使われることは、全くといってよいほどないのである。表の

詳しい分析は別の機会に譲る。ここでは、RGに注目して欲しい。『ラムリム』にお

いて204回も使われているのに、『善説真髄』では33回しか使用されていない。RG

は『善説真髄』では主役を演ずることはないのである。しかるに、『ラムリム』に

おいては、キーワードである。たとえば、自立派と帰謬派の優劣を論じた結論部分

は、以下のようになっている。

聖者父子に従う彼ら偉大なる中観派において、帰謬、自立という二つの同じから

ざる流儀があるのならば、それらのどれに従うかを考えるなら、ここでは、帰謬

派の流儀に従うのである。これも、先に説明したように、言説において、「RGだ

けによって成立しているR」を否定し、その否定において輪廻と解脱のあらゆる

設定が、正しく可能でなければならないので、その二つのあり方に対する確定を

得るべきである。諸物において、「RGによって成立しているR」を認めるなら

ば、真実を検討する正理の考察が起こると二人の阿闍梨の原典に数多く説かれて

いることは聖者父子の諸原典とよく一致すると見られるから、その流儀を認め、

そうであるならば、先に説明したように、確実に、帰謬の立場を承認しなければ

ならないと思うのである。

’phags pa yab sras kyi rjes su ’brang ba’i dbu ma chen po de dag la thal rang gi

lugs mi ’dra ba gnyis yod na/ de dag gang gi rjes su ’brang snyam na/ ’dir ni thal

’gyur ba’i lugs kyi rjes su ’jug pa yin no/ ’di yang sngar bshad pa ltar tha snyad du

rang gi ngo bo nyid kyis grub pa’i rang bzhin ’gog pa dang/ de bkag pa la ’khor ’das

kyi rnam gzhag thams cad legs par rung ba zig dogs pas tshul de gnyis la nges pa

rnyed par bya’o/ dngos po rnams la rang gi ngo bos grub pa’i rang bzhin khas len

na yin tshul dpyod pa’i rigs pa’i brtags pa ’jug par slob dpon gnyis kyi gzhung las

― 299 ―



ツォンカパの自相説について（Ⅰ）（木村） （7）

mang du gsungs pa rnams ’phags pa yab sras kyi gzhung rnams dang shin tu

’grigs par mthong bas lugs de khas len la/ de lta yin na sngar bshad pa ltar nges

par thal ’gyur gyi phyogs khas blang dgos par snang ngo/  (f. 306/ 1-4)

ここは、『ラムリム』の中でも、最も重要な部分のひとつであると思われる。そし

て、使われているのは「自相」SLではなく「自体」RGである。『ラムリム』にお

いて帰謬派と自立派の区別に触れたり、自立派批判の一貫として、実在論者批判を

行なったり、あるいは、教理上重要な見解を示す場面では、「RGによって成立して

いるR」という表現が多出する。筆者の調べでは、この表現は66回使われ、その

すべてが重要な箇所に登場している。いくつか例をあげておこう。中観の優位性を

説く場面で、次のように、言われている。

実在論者と中観派の両者が、共通でない学説について論争するのは、自性空にお

いて輪廻と解脱の一切の設定ができるかできないかこれだけを論争するので、

「RGによって成立しているR」が微塵も無いことにおいて、所生、能生、否定、

肯定等輪廻と解脱一切に設定が認められ得るということが中観派の優れた教えな

のである。

dngos por smra ba dang dbu ma pa gnyis grub mtha’ thun mong ma yin pa la

rtsod pa ni rang bzhin gyis stong pa la ’khon ’das kyi rnam gzhag thams cad

bzhag tu rung mi rung ’di kho na la rtsod pas na/ rang gi ngo bos grub pa’i rang

bzhin rdul tsam med pa la bskyed bya dang skyed byed dang ’gog pa dang bsgrub

pa sogs ’khor ’das kyi rnam gzhag thams cad khas blangs pas chog pa ni dbu ma

pa’i khyad chos yin te/  (f. 137/ 4-6)

また、『ラムリム』において、はじめて、チャンドラキールティに関するツォンカ

パ独自の解釈に言及する場面では、

阿闍梨チャンドラキールティの御主張は、言説においても、諸法において「RG

によって成立するR」が無いのであると＜いうことであると＞汝も認めるが・・・

slob dbon zla ba’i bzhed pa ni/ tha snyad du’ang chos rnams la rang gi ngo bos

grub pa’i rang bzhin med pa yin par khyed kyang ’dod la (f.147/ 3-4)

と述べている。

　さて、ツォンカパは、「無明は一切の罪悪の基盤である」（ma rig pa ni nyed skyon

thams cad kyi gzhi yin te/ f. 224/ 4）と言う補注 1）。この無明の対治と言説の関わり

について例の表現を使い、次のように、発言している。
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阿闍梨ブッダパーリタBuddhapa–litaと阿闍梨チャンドラキールティの流儀にお

いて、言説においても、「RGによって成立しているR」は否定されているので、

言説的な諸々の対象を設定するのはきわめて困難に思われる。それらを非難され

ることなく正しく設定することを知らないならば、＜無明の対治という＞実践の

立場において確たるものを正しく得ることができないので、

slob dpon sangs rgays bskyangs dang slob dpon zla ba grags pa’i lugs la tha snyad

du ’ang rang gi ngo bos grub pa’i rang bzhin ’gog pas na/ tha snyad pa’i don rnams

rnam par ’jog pa ches dka’ bar snang zhing de dag gnod med du legs par ’jog mi

shes na spyod phyogs la nges pa legs por rnyed pa mi ’ong pas/  (f.198/ 4-6)

では、RGとSLは、『ラムリム』においてそれぞれどのような意味を持つ言葉とし

て使われているのだろうか。無明に関わる次の二つの文がその手掛りを与えてくれ

る。両文章とも無明の構造を示すものである。

その癡＜＝無明＞とは、如何なるものかと思うのならば、内外の諸法がSLによっ

て成立していると執着するRを増益する知が無明なのである。

gti mug de ji ’dra zhig yin snyam na/ phyi nang gi chos rnams rang gi mtshan

nyid kyis grub par ’dzin pa’i rang bzhin sgro ’dogs pa’i blo ni ma rig pa ste/  (f.225/

1-2)

阿闍梨が中観の論書で、否定対象を否定するあらゆる正理を説かれたすべても、

癡によって諸法において、RGによって成立しているものとして増益されたその

Rを否定して、諸法のRG自体が無いことを示されたのであるから、無明の執着

の仕方を批判することだけのために様々な正理は説かれたのであり、

slob dpon gyis dbu ma’i bstan bcos su dgag bya ’gog pa’i rigs pa ji snyed cig gsungs

pa thams cad kyang gti mug chos rnams la rang gi ngo bos grub par sgro  btags

pa’i rang bzhin de bkag nas chos rnams kyi rang gi ngo bo nyid med pa ston par

mdzad pa yin pas ma rig pa’i ’dzin stang sun dbyung ba kho na’i don du rigs pa

sna tshogs pa gsungs pa yin par/  (f. 228/ 5-6)

二つの文章を比較すれば、すぐに、SLとRGが同義語として使用されているのが

わかるであろう。SLはおそらく知覚像と理解すればよいであろう。次の記述によっ

て、そのことは明らかとなろう。

世俗的な眼等という主語は無いと説くのではないが、先に説明したように、SL

によって成立している、あるいは無錯乱な知覚によって成立している色は、主語
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として言説においても、成立しないという意味なのである。

kun rdzob pa’i mig la sogs pa’i chos can med par ston pa min gyi sngar bshad pa

ltar rang mtshan nyid kyis grub pa’am mngon sum ma ’khul bas grub pa’i gzugs

chos can du tha snyad du’ang ma grub ces pa’i don no/  (f. 283/ 4-5)

SLは無錯乱な知覚と同一視されている。したがって、SLは知覚像を意味すると思

われる。では、RGはどうなのだろうか。先に見たようにSL＝RGである。RGの

原語は、おそらくsvaru–paであろう。ru–paには、知の形像という意味がある6）。と

すれば、RGは、自己の形像すなわち知覚像ということになろう。SL、RGの意味

するところは、以上の考察を通じて明らかになった。その機能を、さらに、探って

みよう。次の記述をみて欲しい。

色・声等が顕現している諸々の感官知は錯乱しているので、＜それらの＞対象

＜について＞＜感官知に顕現する＞SLを論証因とすることはできないと説いて

いるのである。

gzugs sgra sogs snang ba’i dbang shes rnams ’khrul pa yin pas don rang gi mtshan

nyid sgrub byed du rung bar gsungs so/  (f.282/ 4-5)

ここで、SLは論証因にふさわしくないとされている。SLは、感官知に顕現してい

るが、それは、錯乱であるから、SLを通じて、すなわち論証因として、感官知の

対象を想定することが批判されているのである。『ラムリム』において、繁茂に登

場し、最も重要である「RGによって成立しているR」という表現は、これまでの

考察を踏まえれば、「知覚像という論証因によって成立しているR」という意味に

なろう。この時、RGを論証因と見るのが敵者、見ないのがツォンカパなのである。

松本博士は、

筆者は前章で、「感官知に色等が自相として顕現する」という説を、「ツォンカパ

の中観思想における最も基本的な理解」と呼んだが、このいわば認識論的な説

に、「自立派は、言説において自相によって成立しているものを認めるが、帰謬

派はそれさえも認めない」という存在論的な学説を適用し、

と述べておられる7）。筆者には、「RGによって成立しているR」という表現は、認

識論存在論両面を含んだものに見えるが、どうであろうか。
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Ⅲ

　次に、『善説真髄』に移ろう。先に触れたように、本書では、RGが主要な役割を

はたすことはなく、キーワードは、SLである。そして、その意味するところは、『ラ

ムリム』とは大きく異なる。以下の記述を読めば、そのことが納得できるはずであ

る。

では、どのようなものとして把握するならば、SLとして成立しているものであ

ると把握＜できるか＞というならば、ここでは、初めに、学説論者の流儀を述べ

よう。この人によってこの業がなされた、この果が享受されたという表現設定に

おいて、自己の蘊これこそが人なのだろうか、それともそれらとは別なものなの

だろうかと人の表現設定それの意味が探究されて、同じもの、別なもの等の何ら

かの立場が得られて、その人を設定する場所が現れるならば、業の積集者等と設

定できるが、得られないならば、設定できないので、人という表現だけでは不十

分で、その表現をどこにおいて立てるかという設定の基盤（gzhi,vastu）それは

どのようなものであるのか追求して、求めて＜基盤が＞立てられるならば、＜人

は＞SLとして成立しているのである。自部の昆婆沙師から中観自立派の間のす

べてによって、そのように認められているのである。・・・論理学の原典におい

て、結果をもたらす能力があるものだけをSLと＜説明したり＞、アビダルマの

経等において他と共通しないものとして表示される火の熱さのようなものをSL

と説明するのと、＜ここで言う＞SLとして成立しているSLは、全く異なって

いる。チャンドラキールティ猊下の流儀は、そのようなものを通じて有であると

設定することは、言説においても、お認めにならないので・・・

’o na ji ’dar zhig tu bzung na rang gi mtshan nyid kyis grub par bzung ba yin zhe

na/ ’di la thog mar grub mtha’ ba’i lugs brjod par bya ste/ gang zag ’dis las ’di byas

so/ ’bras bu ’di myong ngo zhes pa’i tha snyad btags pa la rang gi phung po ’di nyid

gang zag yin nam ’on te de dag las don gzhan zhes gang zag gi tha snyad btags pa

de’i don btsal te/ don gcig pa’i don tha dad la sogs pa’i phyogs gang rung zhig

rnyed nas gang zag de ’jog sa byung na las gsog pa po la sogs par ’jog nus la/ ma

rnyed na ’jog mi mus pas gang zag gi tha snyad btags pa tsam gyis mi chim par

de’i tha snyad gang la btags pa’i gtags gzhi de ji ltar yin dpyod cing btsal nas ’jog

na rang gi mtshan nyid kyis grub par ’jog pa yin te/ rang sde bye brag tu smra ba
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nas dbu ma rang rgyud pa’i bar thams cad kyis de bzhin du ’dod do/ ...rtog ge’i

gzhung nas don byed nus pa kho na la rang mtshan dang/ mngon pa’i mdo la

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 grub pa’i rang  mtshan ni

ches shin tu mi ’dra ’o/ zla ba’i zhabs kyi lugs ni de ’dra ba’i sgo nas yod par ’jog

pani tha snyad du yang mi bzhed pas/  (f.609/ 1-610/ 3 )

ここでSLは、「基盤」（ǵzhi, vastu）を意味することは明白である。それ故、『ラム

リム』では、有り得ない「SL kyis grub pa’i SL」という奇妙な表現も可能なので

ある。もし、このSLが『ラムリム』のように「知覚像」を意味し、論証因の役割

りをはたすものだとしたならば、この不思議な文章は理解困難であろう。注意深い

方なら、すでに気づいているだろうが、「SL kyis」は、ここでは「SLとして」と

訳している。『ラムリム』の「SL kyis grub pa’i R」というような表現において、SL

とRは、因果関係にあるものと考えられている。だからこそ、SLは、論証因にな

りうるし、「SLによって」と訳さなければならないのである。しかし、『善説真髄』

において、前半のSLと後半のSLに因果関係は認められない。「SL kyis grub pa」

は続くSLの形容句となり、「基盤として成立している」という意味が付されること

になるのである。別な例もみておこう。

他の二つ＜依他起と円成実＞の自性がSLとして無いのならば、その二つは無く

なるが、そうならば、遍計所執を設定する基盤や、設定された表現も無いので、

遍計所執は、全く無いことになるからである。

ngo bo nyid gzhan gnyis rang gi mtshan nyid kyis med na de gnyis med par ’gyur

la de lta na kun brtags ’dogs pa’i gzhi dang ’dogs pa po’i tha snyad kyang med pas

kun brtags ye med du ’gyur ba’i phyir ro/  (f.491/ 6-492/ 1)

遍計所執はSLとして成立せず、他の二つの自性はSLとして成立している。

kun brtaga rang gi mtshan myid kyis ma grub cing/ ngo bo nyid gzhan gnyis rang

gi mtshan nyid kyis grub pa (f.505/ 4-5)

これらの記述から、SLが基盤であり、「SLとして成立している」と訳さねばなら

ない理由もはっきり見えてくるはずである8）。遍計所執は、「SLによって成立して

いる」と解釈することは、可能であるが、「SLとして成立している」と理解するこ

とは決して許されないからである。

　このような考察を経ると、筆者には皆目わからなかった以下の記述も、幾分はっ
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きりしてくる9）。

諸法において、SLとして成立しているR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はならないのだから、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GN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、RG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SLとして成立し

ているR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・能取が別な実在として無いことで

ある」と示したことを依他起のRが無いことの意味であるとしても、否定できな

いのである。

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/ deas 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

’dra la/ rnam rig pas gzhan dbang ’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/  (f. 706/ 3-

6)

ここでは、依他起を基盤として認める唯識派が、その基盤実在論を批判されている

のである補注2）。唯識派を基盤実在論者と明確に規定しないかぎり、彼らを他空論者

として呼ぶことさえ困難なのであろう。この記述が示されているのは、『善説真髄』

の末尾に近い箇所である。ツォンカパは、論の最後に、前半で扱った唯識に対する

規定を生かしながら、唯識を非難してみせたのであろう。SLを基盤とする解釈は、

唯識批判という面では有効であったのかもしれない。しかし、その解釈には、確実

な典拠があるのだろうか。ツォンカパは、先のSLとは「どのようなものであるか」

という記述に続けて、チャンドラキールティの『明句論』を引用して、自説を補強

しているが、筆者の記憶では、『明句論』において基盤という意味でSLは使われて

いない。強引な解釈のような気もする。それ故、次のような質問がコラムパから浴
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びせられたのではないか。

SLによって＜として＞成立しているものの意味は、正理による考察に耐えるこ

となのか、SL、共相のうちのSLを言うのか、不共の規定者を言うのか。

rang gi mtshan nyid kyis grub pa’i don/ rigs pas dpyod bzod la byed dam/ rang

mthsan dang spyi mtshan gyi ya gyal du gyur pa’i rang mtshan la byed dam/

thun mong ma yin pa’i ’jog byed la byed/  (ca, 29a/ 6)

このコラムパの質問に、どう答えるのだろうか。それは、次の課題としよう。ツォ

ンカパ教学という巨大な大系の全体像は、かすかにも見えてこない。仏教に関する

素養という点で、ツォンカパに肉薄しようなどとは毛頭思わなかった。それで、術

語の引用状況を調べるという誰にでも出来る手法をここでは選んだ。筆者のような

凡庸な者でも一定の成果を挙げられるような気がしたからである。あわよくば、仏

教史の流れの中にツォンカパを位置付けることが出来るかもしれないとも思ったが、

術語の整理もままならなかった。結局、焦点のぼけた論述に終止したのは遺憾であ

る。
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