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チャンドラキールティの円成実性解釈に
対するツォンカパの見解

池　　田　　道　　浩

Ⅰ

　『解深密経』に表明されたいわゆる三転法輪説は、中観派にとっては受け入れが
たいものであった。「一切法空」という中観派の見解が、いまだ不十分な未了義の
教説として第二転法輪に位置付けられ、第三転法輪の三性説が了義の教えとされた
からである。バーヴィヴェーカ1）以後の中観派は瑜伽行派の三性説や唯識説を批判
していくが、三転法輪説を説く『解深密経』に対する態度には一貫性はない。カマ
ラシーラは『解深密経』を了義と解釈し、逆にチャンドラキールティは未了義と解
釈している。
　このような議論はチベット仏教にも継承され、特にゲルク派の開祖ツォンカパ
（1357-1419）の主著の一つである『善説心髄（LN）』では中観派と瑜伽行派の見解
がさまざまな観点から比較検討され、教説の未了義了義が論じられる極めて重要な
文献となっている。
　ツォンカパは中観帰謬派の立場から、瑜伽行派の主張を述べる『解深密経』を未
了義とし、また、中観自立派の未了義了義の設定方法を批判する。しかし、瑜伽行
派の三性説とほぼ同じ見解を述べる「弥勒請問章2)」については、三性説との同一
性を否定して了義と結論づけている。その際、ツォンカパは「弥勒請問章」の「法
性としての物体（dharmatā-rūpa）」を中観帰謬派に引き寄せるためにチャンドラ
キールティの『入中論（MAv）』の一節を引用する。
　筆者からみれば、ツォンカパが使用したこのMAvの記述は、チャンドラキール
ティの三性説解釈の一端を示すものであり極めて興味深い。また、この個所を利用
して「弥勒請問章」を了義とするツォンカパの意図も検討に値すると思われる。本
稿は、このMAvの記述とツォンカパの解釈に関して若干の考察を行うものである。
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　チャンドラキールティが瑜伽行派の思想を批判する際、その批判対象は、アーラ
ヤ識説、外界非実在論、自己認識説、唯心説などであり3)、三性説を直接主題とす
る個所はない4)。ここに検討するMAv, VI, k. 97の注釈5)は瑜伽行派批判の最終部
分である。
　k. 97は以下のように述べられる6)。
　そのように、聖典の根本（lo rgyus, prakriyā７) ）を知り、非真実（de nyid ma yin, atattva）

が述べられ［非真実を］意味する経典は未了義が説かれていると理解し［他の意味に］導

くべきであり、空性を意味する［経典］は了義と知るべきである（MAv, Poussin ed. p. 199,

ll. 13-16, D. ed., Ha, 282b1）8)。

　チャンドラキールティは、空性こそが真実（tattva）であり、それが説かれてい
るものが了義、空性という真実が説かれていないものが未了義と規定する。この見
解を補強すべく、ナーガールジュナに帰せられる『出世間讃』と『月灯三昧経』を
教証として引用し、さらに、この未了義了義の区別の方法こそが『無尽慧経』に説
かれた「勝義を説くものが了義、世俗を説くものが未了義」という文言9)の意味で
あると結論づける。
　ここでチャンドラキールティは、「一言だけいっておきたい（phyogs tsam zhig

ni brjod par bya ste (paks.am eva vyākhyāsyāmah. ), MAv, Poussin ed. p. 201,

ll. 6-7, D. ed., Ha, 282b6）」と述べて、傍論として突然三性説に関して触れ、「以
上で付随的議論はすでに十分である。ほかならぬ本論を解説しよう（spros pas

chog go / dkyus ma nyid bshad par bya'o (ity alam.  prasangena / prakr.tam eva

vyākhyāsyāmah.  //), MAv, Poussin ed. p. 202, ll. 4-5, D. ed., Ha, 283a3-4）」とこ
の個所を閉じる。以下の文章は、このような瑜伽行派の見解の未了義了義を論じる
文脈で三性説について述べられたものであり、極めて限定的な記述であるが、それ
だけにチャンドラキールティの思想的特質を表すものともいえるであろう。

II

　チャンドラキールティは以下のように述べる。
　①例えば、蛇が渦巻き状の縄であるのは、縁起しているものに対して妄分別されたもの

であり、なぜなら、それ（蛇）はそこ（縄）に存在ないからである。②それ（蛇の認識）
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は蛇そのもの（sbrul dngos po10)）に対しては円成実である。なぜなら、妄分別されたもの

ではないからである。③同様に自性（rang bzhin）もまた、作られたものである依他起に

対して妄分別されたものである。

　④［『中論頌』の中に］「自性は作られたものでなく、他に依存するものでもない（MK,

XV, k. 2cd）」とあるから、⑤自性は作られたものではない。⑥およそなんであれ、［凡夫

のよって］観察された通りの、縁起しているものであり作られたものであり影像と同じよ

うなものに対し妄分別されたもの（＝自性［凡夫の見る自性］は、それ（＝自性［仏の見

る自性］）は、仏の認識領域においては本質的なもの（dngos）である。なぜなら、妄分別

されたものではないからである。⑦作られたものである法（dngos po）に触れずに、何ら

かの自性（rang bzhin 'ba' zhig）を直接知覚することで真実（de nyid, tattva）を理解す

るので、仏といわれる。⑧それ故に、そのように妄分別されたもの（遍計所執）、依他起、

円成実という三つの自性の規定を理解して、経の意図を説明すべきである。⑨所取能取の

二つは依他起以外に法（dngos po）が存在しない故に、依他起におけるその二つは妄分別

されたものとすべきである（MAv, Poussin ed., p. 201, l. 7-p. 202, l. 4, D. ed., Ha, 282b6-

283a3）11)。

　さて、筆者の解釈を示す。まず、ここで述べられる自性（svabhāva）であるが、
妄分別された自性は存在しないが、仏がその仏智によって見る（見ないあり方で見
る）自性はチャンドラキールティによって全面的に肯定されている。ジャヤーナン
ダもPrasの有名な自性に関する記述を引用し注釈を行っている。
　およそなんであれ、諸法の法性（dharmān. ām.  dharmatā）といわれるものは、それは

自体（svarūpa）にほかならない。ではこの諸法の法性とは何か。諸法の自性（svabhāva）

である。この自性とは何か。本性（prakr.ti）である。また、この本性とは何か。およそな

んであれこの空性である。この空性とは何か。無自性なるものである。この無自性なるも

のとは何か。真如である。この真如とは何か。(1)そのようにあること（tathatābhāva）、

(2)変異しないこと（avikāritva）、(3)常に存続していること（sadaiva sthāyitā）である。

いかなるときにも不生であることが火等の自性であるのは、［自性は］他に依存しないから

であり、作られたものではないからであるといわれる（Pras, Poussin ed., p. 264, l. 11-p.

265, l. 2, MAt, D. ed., Ra, 215b7-216a2, P. ed., Ra, 259b5-8）12)。

　以上の記述のうち、「諸法の法性（dharmatā）」が「諸法の自性（svabhāva）」と
されている点が本稿では重要である。このPrasの記述はチャンドラキールティの
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見解を考察する際には極めて重要な個所であり、本稿後半で検討するツォンカパの
解釈にもこの記述が前提になっている。
　このMAvの記述には以下のようなことが述べられている。縄を蛇と見誤る場合
の蛇は実在しないが、本物の蛇に対する蛇の認識は真実である。同様に、依他起性
に対して妄分別された自性は遍計所執性であり存在しない。しかし、ありのままを
ごらんになる仏が妄分別せずに認識する自性は真実であり、それが瑜伽行派におい
て円成実性とされるものである。
　⑥では「妄分別されたもの（＝自性）」が関係代名詞で結び付けられているが、前
半部分は凡夫によって妄分別された非存在の自性を指し、後半部分は仏の見る真実
の自性を指す。同じ自性であるが、全く別の自性を指示している点13)を理解しなけ
ればならないと思われる。
　筆者にサンスクリット語の知識はないが、チャンドラキールティがここで行った
レトリック、即ち、「自性」という名称が同じであることを根拠に、全く別々のも
のを関係代名詞で結びつけるということは、はたして文法的にも可能なのであろう
か。それとも、チャンドラキールティはこの二つの自性を全く同一のものと考えた
のであろうか。つまり、虚偽の蛇の認識と真実の蛇の認識とは、虚偽か真実かの相
違はあるが同一であり、凡夫の見る自性と仏の見る自性も、「認識される自性その
ものは同一」ということなのであろうか。筆者にはそのようなことはありえないと
思われる。
　『中論頌』に説かれた自性を否定的なものと理解するか、肯定的なものと理解す
るか、という点は大きな問題であると思われる14)が、ここで議論されている「凡夫
によって妄分別された非存在の自性」を肯定する仏教徒は存在しない。いくら「仏
が妄分別せずにみる」といっても、同じ自性が認識されているとは考えられないの
である。
　しかし、ツォンカパはこれを「認識される自性そのものは同一」と理解していた
ようである。これは後に触れたい。
　⑦の文は、空の基体である依他起性の否定と考えられる15)。三性説の円成実性は
基体（依他起性）の上に存在するものであり単独では存在しない16)。チャンドラキー
ルティにおける最高の状態は、自性のみが顕現する仏智であるから、そこに所知障
（jñeyāvaran. a, 知られるべき認識対象）17）は顕現しない。この所知障は、法（＝依
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他起性）を含むのであろうから、依他起性である法は仏智には現れないのである。
　チャンドラキールティは何を目的にこのようなことを述べたのか。基本的には瑜
伽行派の三性説の再解釈が示されているのであるが、わざわざ円成実性について述
べているのだから、なにかしら円成実性に対する肯定的な意図をそこに読み取るこ
とも十分可能ではないかと思われる。三性の中でも円成実性だけは捨てたものでは
ないと本音がでたような部分ではないかと筆者には思われるのである。

III

　以上のチャンドラキールティの記述に対しジャヤーナンダは次のように述べる。
　即ち、およそなんであれ遍計所執と依他起との意味に依存して経が説かれていれば、そ

れは未了義であるが、およそなんであれ円成実の意味に依存して説かれていればそれは了

義である。（MAt, D. ed., Ra, 216b3, P. ed., Ra, 260b2-3）

　チャンドラキールティは、「空性が説かれているものが了義、空性を説かないも
のが未了義」という規定を述べたわけだが、瑜伽行派の円成実性とチャンドラキー
ルティのいう空性とが同一であれば、「円成実性が説かれているものが了義、遍計
所執性と依他起性を説くものが未了義」というこのジャヤーナンダの解釈もあなが
ち間違いではないであろう。ジャヤーナンダによれば、チャンドラキールティは三
性説のうちの遍計所執性と依他起性は否定しても、円成実性は評価していたという
ことになるであろう。

IV

　このMAvの文章は、『菩提道次第広論（LR）』, LN, 『密意解明（GR）』という
三つのツォンカパの主著に登場する。このうち、少なくともLRを著した段階の
ツォンカパは、チャンドラキールティが円成実性を評価したとは思っていないよう
である。
　LRでは、自立派のバーヴィヴェーカは「物体等に言説として自相によって成立
している自性が存在する（gzugs sogs la tha snyad du rang gi mtshan nyid yod pa,

LR, Pa, 371b2）」と認め、「依他起性に言説として自相によって成立している自性
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（gzhan dbang la tha snyad du rang gi mtshan nyid kyi grub pa'i ngo bo, LR, Pa,

371b4）」を認め、また、カマラシーラも、「言説として自相が存在する（tha snyad

du rang gi mtshan nyid yod pa, LR, Pa, 372a6-b1）」と認めたと論述し18)、その後
に、帰謬派のチャンドラキールティは言説としてもそれを認めないとして、先の
MAvの文章を引用する。検討の都合上（A）（B）（C）に分割したが、一連の文章
である。
　（A）『入中論』には「①例えば、その蛇は縄に対しては遍計所執であるが、②蛇そのも

のついては円成実とされるのと③同様に、自性もまた縁起したものであり作られたもので

ある依他起に対しては遍計所執であるが、⑥仏の認識領域においては円成実である、と設

定される⑧三自性の規定を理解して、経の意図を説明すべきである」と、

　（B）「非真実が述べられ［非真実を］意味する経典は未了義が説かれていると理解し［他

の意味に］導くべきであり（MAv, VI, k. 97bc）」という［偈に対する］注釈に説かれてい

るので、『解深密経』の三自性の規定が未了義であると［チャンドラキールティが］ご承認

になっているのは明らかであり、

　（C）自説の［帰謬派の見解では］、遍計所執とは依他起に自性（rang bzhin）が存在す

ることをいうので、［MAvによればチャンドラキールティは］依他起に言説として自相に

よって成立している自性をご承認なさらないのである（LR, Pa, 372b1-4）19)。

　ここでツォンカパは、MAvの記述（A）（B）を根拠に「（C）チャンドラキール
ティは言説として依他起に自相成立の自性を承認しない」と説明しているが、これ
は論理的な記述とは思えない。（A）にはチャンドラキールティの円成実性解釈が述
べられているだけで、遍計所執性や依他起性をチャンドラキールティが具体的に否
定している記述はない。確かにチャンドラキールティは『解深密経』を未了義とし
三性説を否定する旨の言葉を残しており20)、「（B）チャンドラキールティは三性説
を未了義とした」という見解は正しい。しかし、それを根拠に「（C）チャンドラ
キールティは言説として依他起に自相成立の自性を承認しない」と結論づけるのは
無理があるように思われる。三性説を未了義とすることと、自相の成立不成立はま
た別の問題のはずである21)。この個所のツォンカパの主張は破綻していると思われ
る。また、当該のMAvの記述に関する解釈も記されていない。
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V

　ツォンカパにはGRというMAvの注釈があるが、当該個所に関する詳しい注釈
はGRにはない22)。GR以前の著作LNにこのMAvの記述と「弥勒請問章」とが関
連付けられて述べられている。「弥勒請問章」には三性説とほぼ同じ、（X）妄分別
されたもの（parikalpita）、（Y）分別されたもの（vikalpita）、（Z）法性（dharmatā）
の三つの概念が説かれているが、ツォンカパはこれらをMAvの当該個所と結びつ
けて「弥勒請問章」を了義と解釈するのである。
　しかしながら、結論から言えば、LNにおいても、このMAvの記述によって「弥
勒請問章」の三項目と三性説との相違が都合よく論証されているわけではない。
ツォンカパにとって「弥勒請問章」が了義であるのは、アサンガ・ヴァスバンドゥ
が「弥勒請問章」について何ら言及していないことが最大の理由であった23)。
　ツォンカパがこのMAvの記述と「弥勒請問章」とを関連付けた理由は、「弥勒請
問章」の「法性（dharmatā）」をチャンドラキールティの肯定する自性（svabhāva）
に結び付けることが目的だったと思われる。「弥勒請問章」に説かれる(Z)法性
（dharmatā）は瑜伽行派の説く三性説の円成実性ではなく、チャンドラキールティ
がMAvで述べた「仏が御覧になる自性（svabhāva）」であると示すためだったので
ある。即ち、チャンドラキールティはPrasで「諸法の法性（dharmatā）」を「諸
法の自性（svabhāva）」と同一なものと理解し全面的に肯定していることがこの個
所の前提になっている。従って、ツォンカパによれば、「弥勒請問章」の「法性
（dharmatā）」は瑜伽行派の三性説と理解してはならず、チャンドラキールティの
説く自性（法性）であるから、「弥勒請問章」は了義なのである。
　LNには以下のように述べられる24)。
　(1) （Z）法性［としての物体（dharmatā-rūpa）］もまた同じもの（de snyid）［「弥勒請問

　章」］の中に、

およそなんであれ、その（X）妄分別された物体（parikalpitam.  rūpam. ）が、（Y）分

別された物体（vikalpitam.  rūpam. ）［に対して］、永久に（nityam.  nitya-kālam. ）永遠

に（dhruvam.  dhruva-kālam. ）他ならぬ無自性であることと、法無我と、真如と、真実

の究極（bhūta-khoti）［それら］が（Z）法性としての物体である、といわれることよ

り、ないし、これら法性としての仏法である、といわれるまでである。
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と、（Z）法性［としての物体］が確認されている。

（2）そのうち、（Y）分別された物体の無自性と、法無我とが、（Z）法性としての物体で

ある。その法もまた、（Y）分別された物体は、その（X）妄分別された物体としては自性

（ngo bo nyid）や我が無いので、［その］無とすべき我や自性（ngo bo）は（X）妄分別［さ

れた物体］である。「永久に」云々は「あらゆる場合に」それ（（X）妄分別された物体）

としてはそれ（（Y）分別された物体）が空であると示されたのである。

（3）このあり方は『入中論（MAv）』の中で、

①その蛇は縄に対しては存在しないので妄分別されたものであり、②蛇そのものに対

しては円成実である。それ（蛇の認識）はそれ（蛇そのもの）に対して妄分別された

ものではないからである。③同様に、自性（rang bzhin）もまた、作られたものであ

り縁起している依他起に対しては妄分別されたものである。

④［『中論頌』の中で］「自性（rang bzhin）は作られたものでなく、他に依存するも

のでもない（MK, XV, k. 2cd）」と説かれているからである。

⑥［その同じ自性の認識は］仏の認識領域においては本質的なものである。なぜなら、

妄分別されたものではないからである。⑦作られたものである法に触れずに、何らか

の自性を直接知覚するので仏といわれる。⑧三つの自性のこの設定方法（'jog lugs）

によって経の意図を説明すべきである。

と説かれたことと一致するので、中観派の三相（mtshan nyid gsum）の設定方法は『仏

母経』の意味が『入中論』で説明されたこの通りにすべきである。

　（4）そのうち、［「弥勒請問章」の］（Y）分別された［物体］とは、物体から仏にいたるま

での縁起しているものである依他起を指すのであって、［依他起が］主要なものであるこ

とを観点としている。

（5）物体から仏にいたるまでのもの（（Y）分別された物体＝依他起性）に対して自性

（ngo bo nyid）が仮設されることを妄分別と説明する［その］自性（ngo bo nyid）とは、

本質（gshis）あるいは本性（rang bzhin）を指すのであって、依他起がそれ（自性 , ngo

bo nyid）として存在することは妄分別されたものであるが、仏のありのままをごらんに

なる領域にそれ（自性 , ngo bo nyid）が存在するのは円成実である。

（6）それ（自性 , ngo bo nyid）はまた、依他起が実相（yin lugs）として存在するという

妄分別について空であるというそのことであり、同じその（de snyid）   依他起の実相で

あるものは、仏が勝義を御覧になる領域に存在するので、他ならぬ一つの実相（yin lugs
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gcig   nyid）が、それぞれ個別の局面（gzhi）に依存して、妄分別されたもの（遍計所執）

であり、円成実であるという二つに設定されるのである。

（7）従って、自相として成立している自性（rang bzhin）としては勝義と世俗とのどん

な法も成立しないが、法性を自性（rang bzhin）と設定するそのことについては、世俗

の法は成立しないが、勝義諦は成立するので、自性（rang bzhin）の有無などは詳細に

理解すべきである（LN, Pha, 105b3-106a3）26)。

　さらに、ツォンカパは「弥勒請問章」の記述をMAvの見解で解釈し、以下のよ
うにも述べている。
［「弥勒請問章」で］「法性が実物として存在するのでもなく非存在でもない」と説かれ

た27)のは、先のように妄分別されたもの（遍計所執性）の非存在と、それを否定した自

性として存在することを意図している（LN, Pha, 107a4）28)。

二重下線で示した個所でツォンカパは驚くべきことに、凡夫によって妄分別され
た非存在の自性と仏の見る真実の自性とについて、「認識される自性そのものは同
一」と考えていたことが明らかになった  29)  。ツォンカパの意図はどのようなも
のであったのか、筆者には理解できない30)。

VI

　ツォンカパの意図を知るためには、ツォンカパ以後のゲルク派の人々の解釈や、
サキャ派等の他学派の見解が参照されなければならない。筆者にはゲルク派による
LNの注釈文献や他学派からの批判などを網羅的に扱う準備がないが、筆者の知る
限り、このツォンカパの見解に対する論評は極めて少ないように思われる。
　わずかに、ジャムヤンシェーパ（1648-1722）が以下のように述べている。

観察された通りの、もしくは、認識された通りの依他起は、顕現するあり方（snang

tshul）と実際に存在しているあり方（gnas tshul）とは一致しないが、影像のようなも

のの（gzugs brnyan lta bu'i）自性（rang bzhin）の本質的あり方（gshis lugs）は、仏

が御覧になる通りの円成実そのもの（yongs su grub dngos）である。なぜなら、その場

合には、存在しないあり方で存在していると（med bzhin du yod par31））増益せずに御

覧になるからである。例えば、蛇はその蛇そのものに対しては増益せずに認識された対

象であり、円成実のごときものである。このことによって円成実の定義と語義解釈が成
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立し、依他起は遍計所執という増益の基体であり、円成実という空の基体であると説明

されているのである（Grub mtha' chen mo, the collected works of 'Jam-dbyans-bzad pa'i-

rdo-rje, vol. 14, (GSMGS, vol. 53) New Delhi 1973, Pha, 151b2-4）32)。

　博覧強記で知られるジャムヤンシェーパが短いコメントのみに終わらせている点
が筆者には興味深い。ここにはツォンカパが示した「認識される自性そのものは同
一」という見解は示唆されていないと筆者は判断する。ツォンカパのこの見解がも
し積極的に評価されていれば、チャンキャ（1717-1786）によっても言及されてい
てもよいのではないかと思われるが、見出しえない。
　このツォンカパの見解は後代の人々にはあまり評価されず、緩やかに拒否されて
いたというのが筆者の暫定的な感想である。

VII

　本稿の考察は以下のようにまとめられる。
　チャンドラキールティは、瑜伽行派の三性説を未了義とし、再解釈する。その際、
円成実性については、自らが肯定する空性と同義の自性（svabhāva）と同一視し、
否定しない。ただし、その空性の基体となる依他起性を認めない点は瑜伽行派と相
違する。
　自性に関するチャンドラキールティの記述について、ツォンカパは、凡夫によっ
て妄分別される非存在の自性と、仏の見る真実の自性とについて、認識される自性
そのものは同一と判断している。このツォンカパの見解はゲルク派において肯定的
に評価されていない可能性がある。

　　略号
GR : dGong pa rab gsal, bKra shis lhun po ed.

LN : Legs bshad snying po, bKra shis lhun po ed.

LR : Lam rim chen mo, bKra shis lhun po ed.

MAv : Madhyamakāvatāra, Poussin ed.

MAvt : Madhyamakāvatāra-t. kā, D. ed., No. 3870, P. ed., No. 5271.
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MK : Madhyamakakārikā

Pras : Prasannapadā, Poussin ed.

　注

1）バーヴィヴェーカ（Bhāviveka）の名称については、江島惠教「Bhāvaviveka

/ Bhavya / Bhāviveka」『印仏研』38-2（1990年）pp. (98)-(106)参照。同論文
は「バーヴァヴィヴェーカ／バヴィヤ／バーヴィヴェーカ」として『空と実在：
江島惠教博士追悼論集』春秋社（2000年）pp. 509-520に再録。

2）「弥勒請問章」に関する諸問題と研究史については、長尾雅人『摂大乗論：和
訳と注解』上巻、講談社（1982年）pp. 33-41参照のこと。

3）岸根敏幸『チャンドラキールティの中観思想』大東出版社（2001年）pp. 269-

347に整理されている。
4） MAvには以下のように『解深密経』が直接引用され、三性説に言及する個所
もあるが、三性のそれぞれを関連づけて論じ批判する個所はないと思われる。
「『解深密経』に遍計所執と依他起と円成実との三性が説かれた中で、遍計所執
の非存在と依他起の存在と［が説かれ］、同様に、［『解深密経』「心意識相品」
に］「アーダーナ識は甚深であり微細であり、一切種子は川が流れるごとき
ものである。愚者達にはこれを私は説示しない。我と妄分別しないように」
云々が説かれていて••••••（MAv, Poussin ed. p. 195, l. 19-p. 196, l. 7,

D. ed., 'I, 281a4-6）。」この『解深密経』「心意識相品」の偈は以下の通り。
ādānavijñānagabh rasūks.mo ogho yathā vartati sarvab jo / bālāna es.o mayi

na prakā i mā haiva ātmā parikalpayeyuh.  // (Trim. sikā-vijñaptibhās.ya,

L vi ed., p. 34, l. 3-4) 原文訂正は Sam. dhinirmocanasūtra, Lamotte ed., p.

58に従う。
5）小川一乘『空性思想の研究』文栄堂（1976年）pp. 223-225では「（60）経の
未了義と了義とを了解する方便を説く」と分節される。Louis de la Vallee

Poussin, "Madyamakāvatāra : introductin au traité du milieu de l'ācārya

Candrak rti, avec le commentaire de l'auteur, traduit d'aprés la versin

tibétaine", Le Muséon, new series, 12 , 1911, p. 255.

'
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.

6）前掲岸根書pp. 334-336にもチャンドラキールティの未了義了義の解釈と、当
該のMAvの偈に関する若干の考察がある。ただし、同書はツォンカパ等のチ
ベット人の著作を全く参照していない。

7）筆者にはこの lo rgyus (prakriyā) の意味がよくわからない。Poussin仏訳は
"l' conomie de l'āgama" (Poussin op. cit., p. 255), 小川一乘博士は「教証の
根由（prakriyā）を知り」と訳し（前掲小川書 p. 223）、岸根敏幸博士は
「聖典的な根拠を知って」と訳している（前掲岸根書 p .335）。確かに、
Bodhicaryāvatārapañjikāに prakriyā→ lo rgyusの例があり（Takashi

Hirano, An index to the Bodhicaryāvatāra Pañjikā, Chapter IX, Tokyo

1966）、Mvyut 1445にはprakriyā→lo rgyusについて「［漢］根由又名史［和］
史話、因縁談」と記されている。
　　おそらく原文は āgama-prakriyāであり、prakriyāはpra-kriyāであるか
ら、生み出された前段階、つまり、その根拠、由来、原因といった意味になる
のであろうが、はたして āgamaに対して、それが生み出された根拠を考察す
ることは可能なのであろうか。ジャヤーナンダはこのk. 97aについて次のよう
に述べる。「未了義了義を区別することによって聖典の lo rgyusを知った後に
［という意味である］（drang ba dang nges pa'i don dbye bas lung gi lo rgyus

shes par byas nas so // MAvt, D. ed., Ra, 214a1, P. ed., Ra, 257b1）」ジャ
ヤーナンダの注釈も参照し、この lo rgyus (prakriyā) はprakr.tiとの "word-

play"であり、ここでは「聖典の本質」を意味しているのではないかとも考え、
「根本」と訳す。いずれにしても、この言葉の意味を確定することは筆者の能
力を超えている。

8） de ltar lung gi lo rgyus shes byas te // mdo gang de nyid ma yin bshad don

can // drang don gsungs pa'ang rtogs nas drang bya zhing // stong nyid don

can nges don shes par gyis // (MAv, Poussin ed., p. 199, ll. 13-16, D. ed., Ha,

282b1)

9）Jens Braarvig, Aks.ayamatinirde  asūtra, Oslo 1993, Vol. 1, pp. 117-118,

Vol. 2, pp. 449-452.

10） dngos po は padārtha, bhāva, vastuなどの原語が想定できるが、このMAv

の記述に関して原語を確定する能力が筆者にはない。
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11）①dper na sbrul ni thag pa1) bsdoms2） pa rten cing 'brel bar 'byung3）  ba la

brtags pa yin te / de de la yod pa ma yin pa'i phyir ro // ②de sbrul dngos po4） la

ni yongs su grub pa yin te / kun5） tu6） ma brtags pa'i phyir ro // ③de bzhin du

rang bzhin yang gzhan gyi dbang byas pa can la ni kun tu brtags pa yin te /

　　④rang bzhin dag ni bcos min dang // gzhan la bltos7）pa med pa yin // (MK,

XV, k. 2cd8）) zhes 'byung9）  bas ⑤ngo bo nyid ni byas pa can ma yin no // ⑥
bzung bzhin pa'i rten cing 'brel bar 'byung ba byas pa can gzugs brnyan dang

'dra ba la brtags pa gang yin pa de ni sangs rgyas gyi spyod yul la ni dngos yin

te / kun tu ma brtags pa'i phyir te / ⑦dngos po byas pa can la ma reg10） par

rang bzhin 'ba' zhig mngon sum du mdzad pas de nyid thugs su chud pa'i phyir

sangs rgyas zhes11） brjod do // ⑧de'i phyir de ltar brtags pa dang gzhan gyi

dbang dang yongs su grub pa zhes bya ba ngo bo nyid gsum rnam par gzhag12）

pa rtogs par byas nas mdo'i dgongs pa rnam par bshad par bya'o // ⑨gzung ba

dang 'dzin pa gnyis ni gzhan gyi dbang las ma gtogs par dngos po med pa'i

phyir na / gzhan gyi dbang la de gnyis kun tu13） brtags pa nyid bsam par byas te

/ (MAv, Poussin ed. p. 201, l. 7-p. 202, l. 4, D. ed., Ha, 282b6-283a3)11

  　　1）D ed., "pas".  2） Poussin ed., "bsdogs".3） Poussin ed., "byung".  4） Poussin

　　ed., "dngos".  5） Poussin ed., "kun".  6） D ed., "du".  7） D ed., "ltos".  8） 　　
　　svabhāvah.  kr.tako nāma bhavis.yati punah. katham / akr.trimah.  svabhāvo

　　hi nirapeks.ah.  paratra ca // MK, XV, k. 2.  9） Poussin ed., "byung".  10） 　
　　Poussin ed., "rig".  11） Poussin ed., "shes".  12） Poussin ed., "bzhag".  13) D

       ed., "du".

　松本史朗『チベット仏教哲学』大蔵出版（1997年）pp. 349-350でも同じ個
所が検討され、博士はチャンドラキールティの自性について「基体なき空性」
と指摘されている。

12）yā sā dharmān. ām.  dharmatā nām saiva svarūpam.  / atha keyam.

dharmān. ām.  dharmatā / dharmān. ām.  svabhāvah.  / ke'yam. svabhāvah.  / prakr.tih.

/ kā ceyam.   prakr.tih.  / yeyam.  ūnyatā / keyam.  ūnyatā / naih. svābhāvyam.   /

kim idam.  naih.svābhāvyam.  / tathatā / keyam.  / tathatā / (1)tathatābhāvo

(2)'vikāritvam. （3）sadaiva sthāyitā / sarvadānutpāda eva agnyād nām.
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paranirapeks.atvād akr.trimatvāt svabhāva ity ucyate // (Pras, Poussin ed., p.

264, l. 11-p. 265, l. 2, MAt, D. ed., Ra, 215b7-216a2, P. ed., Ra, 259b5-8)

　　下線部のPrasチベット訳は（1-2）de bzhin nyid kyi ngo bo 'gyur ba med

pa nyid dang /（3）rtag tu gnas pa nyid de // （D. ed., No. 3860, Ha, 89b2-3, P.

ed., No. 5260, Ha, 102a5）とあるが、ジャヤーナンダの引用は三つが並立。（1）
de bzhin nyid du yod pa dang /（2）mi 'gyur ba nyid dang / （3）dus rtag tu

gnas pa nyid dang / (MAt, D. ed., Ra, 216a2, P. ed., Ra, 259b7)

　　自性（svabhāva）については、木村誠司氏によってsvabhāvaの三種のチベッ
ト訳の意味の相違が指摘されている。svabhāvaは（1）rang bzhin（2）rang

gi ngo bo（3）ngo bo nyidとチベット訳されるが、それぞれ(1)法の構成要素・
素材（2）法の単独性（3）複数の法の共通性、と区別して使用され、それがチ
ベット仏教の思想を考察する上でも有効であることが氏によって論証されてい
る。木村誠司「『倶舎論』におけるsvabhāvaについて」『駒澤短期大学仏教論
集』8 (2002年) pp. (1)-(88), 同「『中論』における svabhāvaについて」『駒澤
短期大学仏教論集』9 (2003年) pp. (39)-(75), 同「ツォンカパの自相説につい
て（I）」『駒澤短期大学仏教論集』10 (2004年) pp. (1)-(14). 本稿の考察にはこ
れらの成果が反映されていない。今後の課題としたい。

13）前掲松本書 pp. 349では同じ個所が次のように和訳されている。「映像
（pratibimba）の様な、把えられつつある（bzun bzhin pa, gr.hyamāna認識さ
れている）縁起したもの、作られたもの［＝色等の諸法］において、分別され
たもの［＝自性］は、仏の認識領域（gocara）においては、真実（dnos）なの
である。分別されたものではないからである。（下線のみ引用者）」和訳自体は
拙訳よりもむしろ正しいと思われるが、何かある一つのものが、同時に、「凡
夫によって分別された虚偽のもの」であり、かつ、「仏が認識する、分別され
たものではない真実のもの」である、というのは、基本的には矛盾すると思わ
れる。筆者は自性という言葉で、別々の自性が示されていると解釈したい。

14）松本史朗「空について」『縁起と空：如来蔵思想批判』大蔵出版（1989年）
pp. 347-355には、『中論』では、自性だけでなく、真実（tattva, 実義）も否定
されるべきものであったことが指摘されている。反対に、自性を肯定的なもの
と考えるチャンドラキールティの見解は先の引用の通りである。
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15）基体の否定についてツォンカパは次のように述べている。「「⑦作られたもの
である法に触れずに、何らかの自性（rang bzhin 'ba' zhig）を直接理解する」
と［MAvで］説かれたのは、勝義諦を直接理解する側（ngo）では基体（chos

can, 有法）の存在が否定されているのであって、それが矛盾しないことは以前
にも説明した（LN, Pha, 106b1-2）」ここでツォンカパが「以前にも」と述べ
ているのは、帰謬派による基体の否定の個所（LN, Pha, 66b1-71a4）ではない
かと思われるが詳細不明。

16）ツォンカパは円成実性を基体とする三性説解釈を退けている。ただし、ツォ
ンカパの否定する円成実性を基体とする解釈はインド以来存在した。拙稿
「トゥルプパの三性説解釈とツォンカパの批判説」『日本西蔵学会々報』41-42

(1997年) pp. 51-59参照。最近では、瑜伽行派の思想における基体の位置付け
が松本史朗博士によって詳しく検討されている。松本史朗「瑜伽行派と
dhātu-vāda」『仏教思想論』上巻、大蔵出版（2004年）pp. 55-218参照。

17）拙稿「Candrak rtiの所知障解釈」『印仏研』49-1（2000年）pp.（112）-（115).

18）バーヴィヴェーカの三性説批判と、それに対するツォンカパの見解について
は、吉水千鶴子「ran gi mtshan nid kyis grub pa について（II）」『宮坂宥勝古
稀記念論文集インド学密教学研究』下巻（1993年）pp. 982-985, 木村誠司「ツォ
ンカパのバーヴィヴェーカ理解」『駒澤短期大学研究紀要』33（2005年）p. 235-

251参照。
19） (A) 'jug 'grel du ni ①dper na sbrul de thag pa la kun brtags pa yin la ②sbrul

dngos la yongs grub tu 'gro ba dang ③'dra bar rang bzhin yang rten 'brel byas

pa can gzhan gyi dbang la kun brtags yin la ⑥ sangs rgyas kyi yul du yongs

grub tu 'jog pa'i ⑧ngo bo nyid gsum gyi rnnam gzhag shes par byas nas mdo'i

dgongs pa bshad par bya'o zhes /

   (B) mdo gang de nyid ma yin bshad don can // drang don gsungs pa'ang rtogs

nas drang bya zhing // zhes pa'i 'grel par gsungs pas / mdo dgongs 'grel gyi ngo

bo nyid gsum gyi rnam gzhag drang don du bzhed par gsal la /

   (C) rang lugs kyi kun brtags ni gzhan dbang la rang bzhin yod pa la mdzad pas

gzhan dbang la tha snyad du rang gi mtshan nyid kyis grub pa'i rang bzhin mi

bzhed pa yin no // (LR, Pa, 372b1-4) 長尾雅人『西蔵仏教研究』岩波書店（1954
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年）p. 167参照。
20) 前注4参照のこと。
21) この直後のLRの記述は以下の通り。「唯心派の者達が、遍計所執以外の依他
起と円成実との二つを相無自性（laks.an.a-nih. svabhāva）と認めないので、そ
の二つに自体（rang gi ngo bo）によって成立している相もしくは自性を認め
ているのは、『解深密経』に主に依存しているように見えるが、それ故に、［唯
心派は］その二つは勝義として成立していると認めるのである（LR, Pa, 372b4-

5, 前掲長尾書p. 167）。」瑜伽行派は、遍計所執性の実在性を否定しただけなの
で、依他起性と円成実性とを勝義として成立していると認めたというツォンカ
パの強引な見解であるが、この部分もMAvの引用(A)(B)とは無関係である。

22) 後注26参照のこと。GRの記述はLNの記述を参照してからのほうが理解し
やすいと思われる。

23) ツォンカパは以下のように述べている。「阿闍梨兄弟（アサンガ・ヴァスバ
ンドゥ）もまたこの［弥勒請問］章によって『仏母経』を未了義と説明せず、
『解深密経』によって［『般若経』を］解釈した理由はまた、これ（「弥勒請問
章」）によっても一切法は勝義としては存在せず、ただ言説のみにおいて存在
すると示されているので、［アサンガ・ヴァスバンドゥは］言葉どおりに理解
するのは不適切であるのは［『般若経』と］同じであるとお考えになったので
ある（LN, Pha, 104b6-105a1）。」

24) LNについては下記の翻訳がある。Robert A. F. Thurman, Tsong Khapa's

Speech of gold in the Essence of true eloquence : reason and enlightenment in

the central philosophy of Tibet, Princeton 1984, 片野道雄・ツルティム・ケサ
ン共訳『ツォンカパ中観哲学の研究』II『レクシェーニンポ』－中観章－和訳、
文栄堂（1998年）。

25）前掲松本書（前注11）p. 396, 註50には、MAv引用文中の「de snyid」に
ついて、「他ならぬそれ」「その同じもの」を意味するのか、それとも、「真実
（tattva, 実義）」を意味するのかが検討されている。松本博士によれば、ツォン
カパの師のレンダワ（1349-1412）は「他ならぬそれ」と解釈していたことが
指摘されている。ツォンカパも師のレンダワと同様の解釈をとっていることに
なる。
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26)  (1) (Z)chos nyid kyang de nyid las / gang (X)kun brtags pa'i gzugs des (Y)rnam

par btags pa'i gzugs rtag pa rtag pa'i dus dang ther thug ther zug gi du su ngo

bo nyid med pa kho na dang chos la bdag med pa dang de bzhin nyid dang yang

dag pa'i mtha' ni (Z) chos nyid kyi gzugs so zhes pa nas 'di dag ni chos nyid kyi

sangs rgyas kyi chos rnams kyi bdag go zhes (Z)chos nyid ngos bzung ngo //

(2) de la (Y)rnam btags kyi gzugs kyi ngo bo nyid med pa dang chos kyi bdag

med sogs ni (Z) chos nyid kyi gzugs so // chos de yang (Y) rnam btags kyi gzugs

(X) kun brtags pa'i gzugs des ngo bo nyid dang bdag med ba yin pas med rgyu'i

bdag gam ngo bo ni (X)kun brtags so // rtag pa zhes sogs kyis ni dus thams cad

du ngas de stong par ston no //

(3) tsul 'di ni 'jug 'grel las /

① sbrul de thag pa la med pas kun brtags dang ② sbrul dngos la yongs su

grub pa ste de de la kun tu ma brtags pas so // ③de bzhin du rang bzhin yang

gzhan dbang gi rten 'brel byas pa can la ni kun brtags yin te ④rang bzhin bcos

min dang gzhan la mi ltos par gsungs pas so // ⑥sangs rgyas kyi spyod yul la ni

dngos yin te kun tu ma brtags pa'i phyir te / ⑦dngos po byas pa can la ma reg

par rang bzhin 'ba' zhig mngon sum du mdzad pas sangs rgyas zhes brjod do //

⑧ngo bo nyid gsum gyi 'jog lugs 'dis mdo'i dgongs ba bshad par bya'ozhes gsungs

pa dang mthun pas dbu ma pa'i mtsan nyid gsum gyi 'jog lugs ni yum gyi mdo'i

don 'jug 'grel las bshad pa 'di bzhin bya'o //

(4) de la (Y)rnam btags ni gzugs nas sangs rgyas kyi bar gyi rten 'byung gi

gzhan dbang la bya ste gtzo bo'i dbang du byas pa'o //

(5) gzugs nas sangs rgyas kyi bar la ngo bo nyid du btags pa kun brtags su

bshad pa'i ngo bo nyid ni gshis sam rang bzhin la bya zhing, gzhan dbang der

yod pa kun brtags yin yang sangs rgyas kyi ji lta ba mkhyen pa'i yul na de yod

pa yongs grub bo //

(6) de yang gzhan dbang yin lugs su yod pa'i kun brtags kyis stong pa de

gzhan dbang gi yin lugs yin pa de nyid sangs rgyas kyi don dam mkhyen pa'i

yul na yod pas yin lugs gcig nyid gzhi so so la ltos nas kun brtags dang yongs

grub gnyis su 'jog pa'o //
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(7) des na rang gi mtsan nyid kyis grub pa'i rang bzhin du don dam dang kun

rdzob ba'i chos gang yang ma grub kyang chos nyid la rang bzhin du bzhag pa

der ni kun rdzob pa'i chos ma grub kyang don dam bden pa grub ba yin pas

rang bzhin yod med rnams zhib tu rtogs par bya'o // （LN, Pha, 105b3-106a3）
　以上がツォンカパ51歳1407年の執筆のLNの記述であるが、その後、62歳
1418年にはGRが執筆されている。執筆年代はツルティム・ケサン、高田順仁
『ツォンカパ中観哲学の研究』I『菩提道次第論・中篇』－観の章－和訳、文栄
堂（1996年）pp. ii, vi-vii, 注7参照。GRの記述はLNと比較すると、「med bzhin

du」という極めて理解しにくい語句が現れ、読解をさまたげている。この語句
は「自性」の後に続く言葉として使われているので、「本来存在しない自性を、
存在しない通りに」という意味かと思われる。あるいは、「存在しないものに
対して」と考えたほうが良いのかもしれない。
　前注25でふれたMAv引用文中の「de snyid」についてはLNと解釈が異な
り、「真実（tattva, 実義）」を意味しているようである。GRの記述は以下の通り。
①  例えば、蛇は、渦巻き状の縄という縁起しているものに対して邪分別
されたものである。なぜなら、それ（蛇）はそこ（縄）に存在ないからで
ある。②［蛇の認識］は蛇そのものに対しては円成実である。なぜなら、
［蛇が存在しない時には］存在しないというとおりに（med bzhin du）妄
分別されたものではないからである。③ 同様に、自性（rang bzhin）とい
う本質的あり方（gshis lugs）もまた、有為である依他起に対して［自性
が］存在しないにもかかわらず（med bzhin du）妄分別されたものである。
④［『中論頌』の中に］「自性は作られたものでなく、他に依存するもの
でもない（MK, XV, k. 2cd）」とあるから、
⑤ 本質的あり方の自性（ngo bo nyid）は作られたものではないからであ
る。⑥ 観察された通りの、すなわち、認識された通りの縁起しているもの
であり作られたものであり影像と同じようなものに対し、本質（gshis）と
して妄分別されたその自性（rang bzhin）は、仏のありのままを御覧にな
る認識領域においては本質的あり方（gshis lugs）であり、本質的なもの
（dngos）である。なぜなら、それ（自性）としては存在しないというとお
りに（med bzhin du）妄分別されたものではないからである。⑦ 因と縁
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によって作られたものである法（dngos po）に智慧によって触れずに、何
らかの自性を直接知覚することで真実（de nyid, tattva）を理解するので
仏といわれる。「触れない」に関する考察は後に説明するであろう。⑧ そ
れ故に、そのように三つの自性の規定を理解して、経の意図を説明すべき
である。

と説かれていて、
その説明の仕方によって「弥勒請問章」の三相が説明された意図も知られ、
『解深密経』の三性が説明された意図が未了義であると知るべきである。唯
心派が仮設の基体である依他起に対し、所取能取が二つの別々な体であると
仮設することが妄分別することであるのは、思考し分別すべきである。なぜ
なら、所取能取の二は依他起であるが、そうではない依他起性は実体（dngos

po）として存在しないからである。「弥勒請問章」に説明された三性と『解
深密経』の三性の規定は詳しく『善説心髄（LN）』で既に説明した。
①dper na sbrul ni thag pa bsdod pa'i rten 'brel la log par btags pa yin te sbrul

de thag pa de la med pa'i phyir ro // ②sbrul dngos la ni yongs su grub pa yin

te med bzhin du kun tu ma btad pa'i phyir ro // ③de bzhin du rang bzhin

gshis lud kyang gzhan dbang 'dus byas la ni der med bzhin du kun tu btags

pa yin te / ④rtsa she las / rang bzhin dag ni bcos min dang // gzhan la ltos pa

med pa yin // zhes gsungs pas ⑤gshis lugs kyi ngo bo nyid ni byas pa can ma

yin pa'i phyir ro // ⑥bzung bzhin pa ste mthong bzhin pa'i rten 'brel byas pa

can gzugs brnyan dang 'dra ba la gshis su kun btags pa'i rang bzhin de ni

sangs rgyas kyi ji lta ba gzigs pa'i spyod yul la ni gshis lugs dngos yin te / der

ni med bzhin du kun tu ma btags pa'i phyir te / ⑦ dngos po rgyu rkyen gyis

byas pa can la ye shes des ma reg par rang bzhin 'ba' zhig mngon sum du

mdzad pas de nyid thugs su chud pa'i phyir sangs rgyas zhes brjod de // ma

rig pa'i mtha' bcad pa ni 'chad par 'gyur ro // ⑧de'i phyir de ltar ngo bo nyid

gsum gyi rnam gzhag rtogs par byas nas mdo'i dgongs pa bshad par bya'o

zhes gsungs te / bshad tsul des byams zhus kyi le'ur mtsan nyid gsum bshad

pa'i dgongs pa yang shes par byas la // dgongs 'grel gyi ngo bo nyid gsum

bshad pa'i dgongs pa drang don yin pa yang shes par bya'o // sems tsam pas
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gdags gzhi gzhan dbang la gzung 'dzin ngo bo tha dad pa gnyis su btags pa

kun brtags su byed pa ni bsam pa'am brtag par bya dgos te / gzung 'dzin

gnyis ni gzhan dbang yin gyi de min pa'i gzhan dbang ni dngos por med pa'i

phyir ro // byams zhus nas bshad pa'i ngo bo nyid gsum dang dgongs 'grel gyi

ngo bo nyid gsum gyi rnam gzhag mtha' chod par ni drang nges rnam 'byed du

bshad zin to // (GR, Ma, 201a1-b3)

GRの当該個所の和訳については、小川一乘『空性思想の研究』II、テキスト・
翻訳篇、文栄堂（1988年）pp. 493-494を参照した。

27） 「弥勒請問章」に以下の記述あり。「およそなんであれ、法性としての物体
（dharmatā-rūpa）であるもの、それは実物として存在しないもの（adravya）
でもなく、実物として存在するもの（sadravya）でもなく、勝義によって特徴
づけられた（prabhāvita）ものと観察されるべきである。......ないし、マイト
レーヤよ、およそなんであれ、法性としての仏法であるもの、それは実物とし
て存在しないものでもなく、実物として存在するものでもなく、勝義によって
特徴づけられたものと観察されるべきである（yad dharmatā-rūpan tan naiva-

adravyam.  na sadravyam.  paramārtha-prabhāvitam.  dras.t.avyam ... yāvat ye

Maiteya dhramatā-buddhadharmās te naiva-adravya na sadravyāh.

paramārthena prabhāvitm.  dras.t.abyāh. (Edward Conze and Iida Shotaro,

""Maireya's questions" in the Prajñāpāramitā", Mélanges d'Indianisme  la
mémoire de Louis Renou, Paris 1968, p. 238, (45))）。」袴谷憲昭「弥勒請問章
和訳」『駒澤大学仏教学部論集』6 (1975年) p. (15)参照。「特徴づけられた
（prabhāvita）」という語句は「時間的因果関係」を表す言葉であることが指摘
されている。松本史朗「『解深密経』の「唯識」の経文について」『駒大仏教学
部研究紀要』61 (2003年)  pp. 196-214参照。ここでも「勝義を因として生じ
る」とも訳すことができるかもしれない。

28) chos nyid rdzas su yod med gnyis ka min par gsungs pa ni sngar ltar gyi kun

brtags kyi ngo bor med pa dang de bkag pa'i rang bzhin du yod pa la dgongs so

// (LN, Pha, 107a4)

29) 文中の「それぞれ個別の局面（gzhi so so）」という語句が何を指すのか明確
ではない。gzhiを基体（dharmin, 有法）と考えて、基本である法（依他起性）
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は凡夫が自性が存在すると妄分別を行う基体であるが、そのような基体に自性
がある場合と、法（依他起性）が顕現しない仏智における自性のみ、という異
なった状況が想定されているのかも知れない。しかし、それならば、chos can

yod pa dang med pa云々の語句があるはずであろう。
30) 次のようにも考えられるかもしれない。即ち、このツォンカパの見解は、瑜
伽行派の三性説に対する極めて否定的で辛辣な意図を含むもので、「瑜伽行派
のいう円成実性などというのは全く正しいものではない。しょせん遍計所執性
と違わないではないか」という意見表明ではないかと想定する考えである。し
かし、チャンドラキールティの記述のみからは、彼が全面的に肯定する自性と
円成実性との親近性に対する肯定的な意図が読み取れるので、この想定では、
ツォンカパはチャンドラキールティの見解を批判したことになってしまうし、
また、このLNの論述は、「弥勒請問章」の「法性」を瑜伽行派の側から中観
派に引き入れようとする目的で書かれたものであり、法性を否定することはで
きないのであるから、この想定は成り立たないことなるであろう。

31) 文脈からこのように和訳したが、med bzhin duの用法がツォンカパとは異
なっているように思われる。

32）英訳に下記の二つがある。Jeffrey Hopkins and assistant editor : Elizabeth

Napper, Meditation on emptiness, London 1983, p. 620, Jeffrey Hopkins, Maps

of the profound : Jam-yang-shay-ba's Great exposition of Buddhist and non-

Buddhist views on the nature of reality, Ithaca [2004], pp. 821-822. ほぼ同文が
ジャムヤンシェーパによるGRの注釈にもある。ただし、下線部がGrub mtha'

chen moとは異なる。
　観察された通りの、もしくは、認識された通りの依他起は、顕現するあり
方と実際に存在しているあり方とは一致しないが、物体のもつ（gzugus can）
自性の本質的あり方は、仏が御覧になる通りの円成実そのものである。なぜ
なら、その場合には、存在しないあり方で存在していると増益せずに御覧に
なるからである。例えば、蛇はその蛇そのものに対しては増益されずに認識
された対象であり、円成実のごときものである。このことによって［帰謬派
の］円成実の定義と語義解釈も示されたので、その依他起は［所取能取の］
二が増益されたものであり、空の基体であると示されている（dBu ma 'jug
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pa'i mtha' dpyod lung rigs gter mdzod zab don kun gsal skal bzang 'jug ngogs,

the collected works of 'Jam-dbyans-bzad pa'i-rdo-rje, vol. 9, (GSMGS, vol. 48)

New Delhi 1973, Ta, 411b2-4）。


