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自立論証を認める中観帰謬派の思想家達

四津谷 孝 道

Ⅰ
紀元７世紀以降のインドの中観派 Ma-dhyamika に関して、その伝承のある程

度の明確さ、活躍した人物の数、更には残存する資料の量ということ等の点か

ら、その支派である所謂「中観帰謬派」Pra-sangika-Madhyamaka と「中観自立

派」Sva-tantrika-Madhyamaka の内、当時のインドにおいてより優勢であったの

は、前者と考えることができる。そのことは、当時のインド仏教を、あるがま

まの形で積極的に受容することに努めていたチベットの所謂「前期伝播時代」

snga dar（AD.7-9c.）が、中観自立派の思想の強い影響下にあったことからも

推し量ることができるであろう。それが、所謂「後期伝播時代」phyi dar (AD.

11c.～）においては、パツァップ・ニマタクPa tshab nyi ma grags（1055-?）に

よるチャンドラキィールティ Candraki-rti（600-660頃）の主な著作の翻訳等の

活躍を契機として、一転して中観帰謬派の思想が支配的となったことは、夙に

周知の事実である｡(1)

それら中観自立派並びに中観帰謬派という呼称が、誰によって或は何時頃か

ら用いられるようになったかは未だに定かではないけれども､(2) それらの呼称

が、『プラサンナパダー』Prasannapada--mu-lamadhyamaka-vr
･  

tti（略号、PPMV）

においてチャンドラキィールティがバァーヴィヴェーカ Bha-viveka（500-570

頃）の空・無自性を論証する方法論を批判したことに由来することは明らかで

ある。

ここでは、その分岐の経緯について、少し述べておくことにしよう。『根本

中頌』Mu-lamadhyamaka-ka-rika-（略号、MMK）において説かれているナーガー

ルジュナ Na-ga-rjuna（150-250頃）の真意を、ブッダパーリタBuddha-pa-lita（500

頃に活躍）は、同書に対する自らの註釈書 Buddhapa-lita-mu-lamdhya-maka-vr
･   

tti 

において、仮言的なプラサンガ論法を主に採用して解説した。それに対して、

バァーヴィヴェーカは『般若灯論』Prajña-pradi- pa-mu-la-mu-lama-dhyamaka-vr
･   

tti

（略号、PMV）という同じく『根本中頌』に対する註釈書において、ブッダ
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パーリタの仮言的なプラサンガ論法による解説を批判し、定言的な論証方法を

採用したのが、バァーヴィヴェーカであった。バァーヴィヴェーカは、前掲書

において何箇所にもわたって、ブッダパーリタを批判しているが､(3) その中で

も特に重要なのは、「諸々の事物が自らより生じないこと」（不自生説）を

巡っての議論である。バァーヴィヴェーカによる定言的な論証は、空・無自性

を証明する為に、仏教論理学を確立したディグナーガ Digna-ga（480-540頃）の

論証法に修正を加えたものであった。そのバァーヴィヴェーカの論証法が中観

論者が空・無自性を論証する手段として不適当であることを批判したのが、

チャンドラキィールティであった。

そこにおいてチャンドラキィールティが担った役割は、ブッダパーリタが採

用したプラサンガ論法に基づく空性理解の正当性の弁護と、バァーヴィヴェー

カが採用した方法論の妥当性を批判することであった。そこにおいてとりわけ

重要なことは、チャンドラキィールティがバァーヴィヴェーカの論証式を

“svatantra-numa-na”（自立論証）或は“svatantraprayoga”（自立論証式）と呼ん

で、それを批判したことなのである。

これ以降、中観派には、チャンドラキィールティに追随する一派とバァー

ヴィヴェーカに追随する一派の二つの流れが存在し、後のいずれの時代からか

彼等が採用した方法論に基づいて、それぞれ「中観帰謬派」そして「中観自立

派」という呼称が与えられるようになったと考えられる。

そこには、次のような二つの疑問が浮上してくる。第一は、中観帰謬派が自

立論証なるものを採用することはないのか。もし採用するならば、彼等はそれ

をどのように扱っているのか。第二は、その反対に中観自立派がプラサンガ論

法なるものを採用することはないのか。もし採用するならば、彼等はそれをど

のように扱っているのか。

そして、本稿で取り扱うのが、前者即ち「中観帰謬派は自立論証を採用する

か否か」という問題なのである。

この問題は、中観論者 ―より厳密には、中観帰謬派― には自らの主張の有

るか否か、もしそうした主張が有るならば、その主張を証明する論証式の有法

（主題、dharmin, chos can）や能証と所証の間の遍充関係（vya-pti, khyab pa)等

を確立する知識根拠（prama-n
･
a, tshad ma）を認めるか否か、更にはそうした論

証を「自立」（svatantra, rang rgyud）と理解するか否か等の相互に関連する諸

問題を背景にした極めて複雑な議論である。
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また、この「中観帰謬派が自立論証を認めるか否か」という問題設定は、従

来の中観の思想史の観点からは、奇異に思われるものかもしれないが、チベッ

トの後期伝播時代、とりわけその初期の仏教の状況を考えてみた場合、それは

十分な根拠をもったものと考えられるのである。チベットの後期伝播時代にお

いて、中観思想家達が頓悟的な方法論によって戯論寂静を目指し、特に中観帰

謬派の内部で安易にことばを軽視する傾向が少しずつ加速されていったと考え

られる。そのような頓悟的な方法論によって戯論寂滅を目指す姿勢は、チベッ

ト仏教そのものの原点である「サムイェの宗論」（794～795頃）で敗れたとさ

れる中国和尚・摩訶衍rGya nag Hva shang Maha-ya-na（８世紀に活躍）の教えと

近似するものである。そのような考え方が、中観帰謬派の思想の名の下で再び

顕在化していく過程において、｢サムイェの宗論」の相手方であったとされる

カマラシーラ Kamalaśi-la（740-795頃）等の中観自立派の思想への揺れ戻しが

あったとしても、けっして不思議ではないと考えられる。少しばかり大胆な言

い方をすれば、そのような中観自立派の思想への揺れ戻しの中に、独自の思想

の拠り所を見い出していった中観帰謬派の思想家達が存在していたとも考えら

れるのである。

Ⅱ
これまで、当該のテーマと直接関連した研究としては、Cabezón［1988］、

［1997］、そして［2003］がある。

Cabezón［1988］は、ケードュプ・ゲレク・ペル・サン mKhas grub dGe legs

dpal bzang（1385-1438, 以下ケードュプ・ジェと呼称する）の通称『トンゥン

・チェンモ』 Zab mo stong pa nyid kyi de kho na nyid rab tu gsal bar byed pa’ i

bstan bcos（略号、 TThC）を主な資料として、チベットのゲルク派

（dGe  lugs  pa）の所謂「宗義文献」（grub  mtha’）に見られる中観帰謬派の自

立論証批判を巡る議論を扱ったものである。そこにおいては、二人の対論者の

見解が取り上げられ、それら両者の見解は、「おしなべて論証なるものは自立
．．

論証である」ということを前提とするものである。第一の対論者は、上記の前
．．

提より、「中観帰謬派には自らの主張はない」という結論を導き出す。何故な

らば、彼によれば、もし中観帰謬派に主張が有るならば、それを証明するため

の論証即ち自立論証を認めるはずであるからである｡(4) そして、ケードュプ・

ジェが言及する第二の対論者の見解は、中観帰謬派は論証を採用するという立
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場を取って、それを上記の前提に当て嵌め、「中観帰謬派も自立論証を認め

る」という結論に至るのである。

ケードュプ・ジェは、そうした二つの見解に共通な「論証はおしなべて自立

論証である」という前提を否定し、中観帰謬派は確かに論証を認めるが、それ

はけっして自立論証を認めるということではないという立場を提示するのであ

る。つまり、ケードュプ・ジェは、中観帰謬派が論証を認めることを通して、

第一の対論者の理解である「中観帰謬派には自らの主張はない」を否定する。

一方、彼は自立論証を、対論者のように、単なる論証と捉えたのではなく、

「両論者が不迷乱な知識根拠を通して確立された実体的な（＝自立した）存在

である有法等を認める論証」と理解することに基づいて、第二の対論者の理解

である「中観帰謬派も自立論証を認める」を否定するのである｡(5)

以上が、本稿における当該のテーマと関連すると思われる部分の内容である。

Cabezón [1997] では、サキャ派 Sa skya pa の代表的な思想家の一人である

ロントゥン・シャーキャ・ギャンツェン Rong ston shes bya rgyal mtshan（1367-

1449, 以下ロントゥンと呼称する）が、彼のナーガールジュナの『根本中頌』

の註釈書である『甚深真実光明』dBu ma rtsa ba’ i rnam bshad zab mo’ i de kho

na  nyid  snang  ba（略号、BN）において提示された中観帰謬派に自らの主張が

有るか否かに関する考察を扱ったものである。

この中観帰謬派における主張の問題は、前述のように、中観帰謬派における

自立論証の正否の問題とも密接な関係にあるが、この研究においては、これら

の「主張」と「自立論証」という二つの問題に関する態度から、中観帰謬派と

思われる思想家が、三つのグループに分類されている。それを大まかに示すと、

以下のようになる。

第一のグループは、ジャヤーナンダ Jaya-nanda（11c後半に活躍）等の、主張

と自立論証を認めることはチャンドラキィールティの思想とは相容れないもの

であると考えて、そのいずれも認めない人々であり、第二のグループは、ロン

トゥン自身のように、中観帰謬派も中観自立派も主張も自立論証を認めるとい

う点では差異はない ―但し、後者の方が、前者に比べて幾分実体論に近い形

でそれらを認める― とするものであり、そして最後の第三のグループは、

ツォンカパ・ローサン・タクパ Tsong kha pa Blo bzang grags pa (1357-1419，

以下ツォンカパと呼称する）に代表されるものであって、主張は認めるけれど

も、自立論証は認めないと捉える人々なのである｡(6) つまり、当該のテーマと
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の関連で言えば、第二のグループのロントゥンによって、彼自身の属する中観

帰謬派が言説において自立論証を認められていることが、特に注視すべきもの

と考えられる｡(7)

Cabezón［2003］では、「中観自立派」そして「中観帰謬派」という中観派の

内部区分について、ツォンカパとロントゥン以前のチベット人による理解、

ツォンカパ、ロントゥン、そして同じくサキャ派に属するコラムパ・ソナムセ

ンゲ Go ram pa bSod nams seng nge（1429-89, 以下 コラムパと呼称する）と

いう論者達の各々の理解が紹介され、比較・検討されている。そこにおいて述

べられていることで、本稿の当該のテーマと直接関連することは、以下のよう

に短く纏めることができる。

ツォンカパは、中観自立派と中観帰謬派の間に截然とした区別が有ると主張

し、Cabezón 博士が「厳格な注解論者」“hard  doxographer”と呼ぶ人々の代表

者の一人である。そして、ツォンカパによれば、彼以前の中観帰謬派が自立論

証を認めない理由は、「彼等には主張が無い」ということ、「知の知識根拠性

を認めない」ということの二点にあるとされる。そうした理解に対して、中観

帰謬派によっては主張も知の知識根拠性も認められるという見解を有するツォ

ンカパは、中観帰謬派が自立論証を認めない理由を、自立論証が自立的（実体

的）―例えば、自相によって成立する存在等― な存在を前提とすることにあ

ると捉えている。一方、ロントゥンとコラムパの師弟は、中観自立派と中観帰

謬派の間の区別に関して、同博士によって「穏健な注解論者」“ soft  

doxographer”と呼ばれる人々の中に配される。ロントゥンは、自立論証を立論

者と対論者の両者に共通な知識根拠によって成立する有法等によって構成され

たものと理解する。また、彼は勝義或は空性について考察する場合は、中観帰

謬派はそうした知識根拠によって成立するものを一切認めないので、自立論証

を認めることはないが、言説としては自立論証を認めるという見解を有してい

る。また、コラムパは、自立論証の定義並びに中観帰謬派は言説として自立論

証を認めるという上記の二点について、ロントゥンの理解を概ね継承している

のである。

尚、筆者も以前にこの問題に関して､“Does  Tsong kha pa acccept no svatantra-

reasoning  whatsoever?”（［四津谷］1996）という小論を著わした。そこではコ

ランパをはじめとして、シャン・タン・サクパ・イェシェー・ジュンネー・ウ

 Zhang thang sagpa ye shes ’ byung gnas ’od（?-?）、ロントゥン等の論者達が、
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「中観帰謬派も自立論証を認める」という説を有していることを報告した。

Ⅲ
この自立論証を巡る議論を扱う際に、手続きを複雑にしているのは、「自

立」或は「自立論証」ということの内容が論者によって異なっているというこ

とである。ということは、中観帰謬派のある論者によって否定される自立論証

が、同派の他の論者によって認められることが十分考えられるということであ

る。したがって、自立論証を巡る議論を扱う場合、まず第一に議論の対象とな

る論者が、「自立」或は「自立論証」というものを如何に理解しているかを把

握することが必要となるのである。

では、上記のことを念頭において、具体的な考察に入っていくこにとしよう。

最初に、コラムパにおいて自立論証の問題がどのように捉えられているかを

見てみることにしよう。

コラムパは、中観派の二つの流れ、即ち中観帰謬派と中観自立派の相違は、

真実を考察する場合において自立論証を認めるか否かにあると、『見解の分

類』ITa ba’i shan ’byed mchog kyi zla（略号、TSh）前掲書において、以下のよ

うに述べている。

それ故に、［中観］帰謬派と［中観］自立派の区別が、真実（gnas

lugs）を考察するコンテクストにおいて自立（rang  rgyud）を認めるか認

めないかに基づいて設定されることは、最も重要なことである｡(8)

このようなコラムパの理解は、以下の引用に示されるように、自立論証を認

めるか否かに関しては、言説において中観自立派と中観帰謬派の間には相違は

ないということを示すものなのである。つまり、中観帰謬派は真実を考察する

場合において自立論証を認めないが、言説においては自立論証を認めるという

のである｡(9)

言説の設定に関して、［中観］帰謬派と［中観］自立派を区別すること

はない。何故ならば、言説の設定に関しては、自立の論証因を［中観］帰

謬派も認めるからである｡(10)
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では、コラムパは「自立論証」というものを、どのようなものと捉えている

のであろうか。

まず、「自立」という概念の基本的な意味について、コラムパは以下のよう

に述べている。

中観派であるならば、「諸々の内処［に］は、自らより生じることはな

い」と自立の主張がなされて、それを証明する自立の論証因は正しいもの

ではないのである。何故ならば、「諸々の内処が自らより生じること」よ

り他の主張（phyogs  gzhan）である「［諸々の内処が］自らより生じるこ

とが無いこと」も、自立として（rang  rgyud  du）認められることは無い

からである｡(11)

この引用に示されているコラムパの意図は、次のように理解できよう。中観

派 ―厳密には、中観帰謬派― は、対論者であるサーンキャが唱える諸々の事

物が自分自身から生じるという説をプラサンガ論法を通してただ否定するだけ

であり、そこにおいて、例えば「諸々の内処には、自らより生じることはな

い」という主張を自らのものとして設定し、論証因を通してそれを証明するこ

とは正しくないのである。何故ならば、中観帰謬派自身が「諸々の事物が自ら

より生じることがないこと」自体を認めていないからなのである。

このことより、コラムパにおける「自立」というのは、「自らの側で成立し

ている」、或は「自分自身が認めている」ということを含意していると考えら

れる。

このことは、論証或は論証式という枠組みの中では、どのように理解される

であろうか。それを示すのが、以下の記述である。

共通に成立する有法の上に特殊な何らかの法を証明する為に、前論者が

特殊な［所証］法を量ることを意図して、知識根拠によって成立した三相

［を有する］論証因を設定することが、自立の合理（’thad  pa）なのであ

る｡(12)

つまり、「自立論証」というのは、前論者（立論者）と後論者（対論者）の

間に共通な知識根拠を通して成立する有法等が設定され、それらに基いてある

自立論証を認める中観帰謬派の思想家達（四津谷） （123）
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特定の事項（所証法）を証明するものであるということである｡(13)

上記のことは、コラムパがチャンドラキィールティの自立論証批判の最も重

要と考える部分に関する以下の解説の中に端的に示されている。

それ故に、「［諸々の］内処が自らより生じることがない」と証明する箇

所において、自立の論証因が正しくないことの典拠として、「自立の論証

因であるならば、有法が［前］論者と後論者の両者に必ず共通に成立すべ

きであるから、［つまり、実際には］その時に有法が共通に成立すること

がないからである」というまさにこれを、［自立論証を否定する］正理の

主たるものと設定しているようである｡(14)

したがって、コラムパにおける自立論証或は自立論証式というのは、有法等

が前論者と後論者の間に共通に成立している（mthun snang du grub pa）論証
．．．．．．．．．

（式）を意味するものであり、それは、両論者に共通な知識根拠を前提とする

ものと理解されるのである。そして、先に引用した「自立」という概念に関す

る記述に基づいて、「自立」（rang rgyud）という表現を「自らの相続（rgyud）

において成立する」という意味に捉えると、その「自立」という表現は有法等

が前論者自身において成立していることを強調するものであると類推されるの
．．．．．．．．．．．．．．．．．

である｡(15)

このように、コラムパは言説においては対論者との間で共通に成立している

有法等によって構成される自立論証を中観帰謬派も採用するというのであるが、

その具体例として、以下のような『入中論』Madhyamaka-vata-ra（略号、MA）

の一節を挙げている。

例えば『入中論』において、以下のように[説かれている]。

自らの身体を与えることに基づいても、不可見の原因を量る原因となる｡(16)

［そして、その註釈においては、］以下のように［説かれている。］

その時に、この菩薩の不可見の徳（グナ）を理解することそれらも、外

と内の本質を示す特殊な推論から明らかに量られる。例えば、煙等から火

自立論証を認める中観帰謬派の思想家達（四津谷）（124）
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等［が推論される］ように｡(17)

また、コラムパは、その他の具体例として、『聖十種法大乗経』A－ rya-

daZadharmaka-nAma-mahAyAna-sUtra（略号、DMS）並びに『現観荘厳経論』

Abhisamaya-lam
･  

ka-ra（略号、ABhA）の記述に、以下のように言及している。

又、前述のように、身体とことばの相より大乗の種姓に目覚めたと推し

量ると説かれており、それは又、『聖十種法大乗経』（mDo sde bcu pa,）

において「煙より火が知られる。また、滝から水が知られる。そして、有

慧の菩薩の種姓は、相を通して知られる。」(18) という意味であるとなさっ

ているようであるからである。

［更に、］『現観荘厳経論』において説かれている不退転の44の論証因

すべても､(19) 自立の論証因に他ならないからである｡(20)

少し横道に逸れるが、サキャ派のシャーキャ・チョクデン Sa-kya mchog ldan

（1428-1507）も、『中観決択』Theg pa chen po dbu ma rnam par nges pa’i mdzad

lung dang rigs pa’i rgya mtsho（略号、BNg）の第二章において、二つの観点か

ら、コラムパと同じように、中観帰謬派は言説において自立論証を認めるとい

う理解を示している。

その第一のものは、「言説諦を定立する際には、自立は合理であるけれども、

喩例と［その］本題が同じではないと説くこと」（tha  snyad  kyi  bden  pa ’jog

pa’ i tshe rang rgyud ’thad kyang dpe don mi mtshungs par bstang pa）という表題が

付された議論において示されているものである。その喩例というのは、『プラ

サンナパダー』において、バァーヴィヴェーカが自らの論証式 ―前述のよう

に、それはチャンドラキィールティによって「自立論証」と呼ばれたものであ

る― には過失が無いことを示す為に持ち出された「声は無常である」云々と

いう論証式のことである｡(21) 一方、本題とは、バァーヴィヴェーカが提示した

自らの論証式のことである。つまり、前者が言説において合理とされる自立論

証のことであり、それとバァーヴィヴェーカの真実或は勝義を考察する自立論

証とは同じではないということなのである｡(22) シャーキャ・チョクデンにおい

ては、『プラサンナパダー』において言及された、その「声は無常である」云

々という論証式が、中観帰謬派が言説において認めるとされる自立論証の具体
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例と理解されているのである｡(23)

その第二ものは、中観帰謬派が、実践によって多くの福徳が生じるようにす

る場合に認めるとされる自立論証である｡(24)

ただ、このように勝義即ち真実に直接的に関わる議論において自立論証が認

められないということについては、中観論者にとって自立論証がどのような意

味合いをもつかが問題になる。極端な見方をすれば、例えば空性を巡るような

中観論者にとって本質的な議論においては、自立論証は認められないとも捉え

られるが、そのようなことについては、筆者が知る限りにおいて、コラムパそ

してシャーキャ・チョクデンによっても特に言及はなされていないのである。

ともかく、自立論証に関して前述のような理解を示すコラムパは、自らと同

じように、真実を考察する場合において、中観帰謬派は自立論証を認めないが、

言説においては自立論証を認めると説く論者の存在について、具体的な名前を

挙げて、以下のように言及している。

それ故に、シャン・タン・サクパによって「勝義を考察する場合でない

から、自立［論証］がなされても矛盾はない」と説かれていること、ロン

トゥン・チューキ・ギャルポ Rong ston chos kyi rgyal po (=Rong ston shes

bya rgyal mtshan) によっても「言説の設定において［中観］帰謬派によっ

ても自立［論証］は認められると説かれていることが、これである」と説

くことが有るから、［この］意味内容に関して根拠であるのは、まさにそ

れなのである。（don la gnas pa de kho na'o //）(25)

次節においては、コラムパによってこのように言説においては中観帰謬派も

自立論証を認めると説くとされた上記の二人の論者の中、後者即ちロントゥン

の当該のテーマに関する理解を取り扱ってみることにしよう。

Ⅳ
ロントゥンは、前述のように『根本中頌』に対する自らの註釈『甚深真実光

明』において、中観帰謬派が言説において自立論証を認めるという理解を明確

に示しているのである。

まず、ロントゥンがどのような形で中観帰謬派が言説において自立論証を認

めるかは、以下のように述べられている。
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それ故に、真実（yin  lugs）を考察する際には、両論者共において成立

する有法が無いことによって、そこ（＝有法）において眼前に認める（＝

顕現する）法（mngon par ’dod pa’ i chos）を主張することはないから、自

立の主張と証因を設定すべきではないのである。一方、言説の法を設定す

る時は、自立の主張［ばかりでなく自立の］証因も有るのである。何故な

らば、［言説においては］両論者の知識根拠によって成立する有法に基づ

いて自らが量ろうとする対象を証明する［論証因の］三相（tshul  gsum）

が、知識根拠によって成立することが有るからである。

［そして、］それだけによって、自立の主張と証因が認められないこと

ともならないのである。その理由は、［以下のようである。］論理学者が

自立の主張と証因を語る目的（don）も、両論者において知識根拠によっ

て成立する有法の上に、自らが眼前に認める法を主張するところの能証で

ある三相が知識根拠によって成立することを設定すること以外の他の何が

あろうか｡(26)

以上の記述より、ロントゥンによっては、「自立」即ち「自立論証」という

ものが、有法並びに論証因の三相が前論者（立論者）並びに後論者（対論者）

の両者が共有する知識根拠によって成立するものであると理解されていたこと

を窺い知ることができる。つまり、中観派 ―厳密には、中観帰謬派― が、真

実を考察する場合、換言すれば、彼等が実体論者との間で諸々の事物が空・無

自性であるか否かを議論する場合には、中観帰謬派は実体論者との間で、上記

のような形で有法等を共有することはできないにしても、言説（世俗）におい
．．．．．．．．．

てはそれらを共有できるということなのである。
．

これが中観帰謬派が言説において自立論証を認めるというロントゥンの理解

の主な内容なのである。

そこで注意すべきことは、コラムパによる議論とは異なって、“mthun snang

du grub pa”という重要な表現は実際に用いられていないにしても、有法等が

議論に関与する両論者に共通に成立することが自立論証が成立する重要な前提

となっている点において、やはりコラムパの理解と近しいものと考えられると

いうことである。したがって、Cabezón［2003］が指摘しているように、コラ

ムパの理解はロントゥンのそれを忠実に継承しているものと考えられるという

ことである。
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ロントゥンは、自らの理解を、自立論証批判に関しては最も重要な聖教であ

る『プラサンナパダー』の中に、以下のように位置付けている。

『プラサンナパダー』においても、自立［論証］の非難として、両［論

者］に成立する有法［等］が無いことを通して、［チャンドラキィール

ティがその自立［論証］を非難なさっており、そして自立の主張の例とし

て「［勝義としては、］『諸々の内処［には］自らより生じることはない』

という自立の主張が何処にあろうか」(27) と説かれているのである｡(28)

この引用の前半において確認されていることは、自立論証が両論者によって

有法等が成立することを要件とするということであり、後半で確認されている

ことは、自立論証が否定されるのは、あくまで真実を考察する場合、具体的に

は勝義において諸々の内処が自らより生じるか否かが考察される場合のみであ

るということなのである。

そして、上記の「言説においては自立論証を認める」という理解が、チャン

ドラキィールティのそれでもあることを、ロントゥンは、以下のように述べて

いる。

それ故に、チャンドラキィールティのお認めになっている様相というの

は、［以下のようである。］「ここ『根本中』において、勝義を考察するこ

とは最も重要なことであるから、殆どの場合においてプラサンガが（→に

よって？）証明されることを通して対論者の立場を排除することをなさっ

ているのである」と、［チャンドラキィールティは］お認めになっている

のである。

しかし、［チャンドラキィールティが］自立［論証］をまったく［お認

めになら］ないということではないのである。即ち、『プラサンナパ

ダー』において「殆どの場合において、プラサンガを証明することを通し

て対論者の立場を排除する」(29) と説かれていることより、様々な点から

（shas che chung gi sgo nas）［自立論証が］説かれていることは明らかで

ある｡(30)

つまり、ここにおいては、中観帰謬派が真実を考察する場合には自立論証で
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はなくてプラサンガ論法を採用するのであるが、言説においては自立論証を採

用することがあるというロントゥンの立場が鮮明に示されていると理解できる

のである。

一方、真実を考察する時即ち勝義としては自立論証が成立しないならば、プ

ラサンガ論法も同じように成立しないのではないかという反論を想定して、ロ

ントゥンは、以下のように述べている。

［対論者：］勝義を考察する時には、両論者において［共通に］成立する

有法と証因が無いように、論者（rgol ba）とプラサンガの証因（thal 'gyur

gyi  rtags）も無いから、誰が誰に対して証因とプラサンガを設定するので

あるか。

［答論者（ロントゥン）：確かに、］考察の対象（dpyad  gzhi）と捉えられ

るまさにそれは、正理の立場では得られないのである。しかし、それだけ

によって（de  tsam  gyis）論者と証因が無いこととはならないのである。

何故ならば、その場合は、二人の論者が限定対象（khyad gzhi）として捉

えられて、［論者や証因の］有・無を考察する場合でないからである。も

し論者と証因が考察の対象と捉えられて、それ（＝考察の対象）について

考察をするならば、その場合は正理の側で論者と証因が得られないことは

必ず認められるのである｡(31)

この引用は、次のように理解できよう。確かに、勝義即ち真実を考察する時

に、プラサンガを投じる者とその対論者そして証因等が正理による考察の対象

とされたならば、それらは否定される。しかし、今はそれらが直接には考察の

対象とされていないのである。したがって、議論に関与する二人の論者や証因

等が成立しないことはないから、真実に関してのプラサンガ論法に基づく議論

は成立するというのである。

そして、中観帰謬派は真実を考察する場合において自立論証を認めないが、

言説においては自立論証を認めると説く論者として、コラムパと同様に、ロン

トゥンによっても、シャン・タンサクパの名前を挙げられているのである｡(32)

また、ロントゥンも、チャンドラキィールティによって自立論証が述べられ

ている箇所について具体的に言及しているが、それはまさにコラムパが指示し

たものの一部と一致しているのである｡(33) このことからも、コラムパが自立論
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証に関する理解をロントゥンから継承していることが推察できるのである。

以上ような理解を有するロントゥン並びに前節で言及したコラムパが、様々

な観点から批判を展開させた相手が、次の節において取り扱うこととなるツォ

ンカパである。

ロントゥンやコラムパとは異なり、真実を考察する場合だけでなく、言説に
．．．

関しても自立論証を認めないという姿勢を取るツォンカパが、「中観帰謬派は
．．．．

言説において自立論証を認める」という問題とどう対峙しているであろうか。

ツォンカパの著作の中には、それに対して直接的な言及を見い出すことはでき

ないが、ツォンカパの中観思想についての独自な理解を示す記述の中に、上記

の問題との関連を探ってみることにしよう。

Ⅴ
これまでの議論を通して、言説（世俗）において中観帰謬派は自立論証を認

めるという理解を示しているコラムパ並びにロントゥン等において、「自立」

（rang rgyud, svatantra）という概念は、“mthun snang du grub pa”（［有法等

が］共通に成立すること）―具体的には、前論者（立論者）と後論者（対論

者）の間に論証式の構成要素である有法、そして所証と能証の間の遍充関係等

が共通に成立すること― を含意するものであることが確認されたのであった。

勿論、ツォンカパの自立論証批判においても、“mthun snang du grub pa”即

ち「共通に成立すること」ということが「自立」という概念の重点をなすもの

ではあるが、彼はその概念の解釈に、更に独自の中観帰謬派思想の理解を反映

させているのである。

中観帰謬派であるツォンカパによる自立論証批判に込められた意図は、次の

ように推し量ることができる。ツォンカパは、自立論証というのは、実体論者

―とりわけ中観自立派― に固有の推論或は論証であると捉えている。した

がって、彼の自立論証批判というのは、自らが属する中観帰謬派と同じように、

中観自立派も中観派と見なされることへの批判と言えるものなのである。つま

り、ツォンカパの自立論証批判の意図は、中観帰謬派こそが真の中観派、換言

すれば純粋な空論者であると示すことにあると考えられる。

次に、彼の自立論証批判の経緯を簡単に説明すると、以下のようになる。前

述のように、中観派には中観帰謬派と中観自立派が存在する。しかし、ツォン

カパによれば、中観自立派は言説において自相によって成立するもの（rang gi

自立論証を認める中観帰謬派の思想家達（四津谷）（130）
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mtshan nyid kyis grub pa）を認めており、そのような存在を認めることは実体

的存在を容認することに他ならないものであり､(34) 一方中観帰謬派はそのよう

な存在を言説としてさえも認めないというのである。このようにして、ツォン

カパは、バァーヴィヴェーカをはじめとする中観自立派を非空論者（実体論

者）と見なすのである｡(35) したがって、前論者即ち真の空論者（非実体論者）

である ―具体的には、言説においても自相によって成立するもののような実

体的な存在を認めない― 中観帰謬派が、後論者即ち実体論者に対して、諸々

の事物が空・無自性であることを証明しようとしても、それぞれが依拠とする

存在論が異なることより、両者の間には有法等が共通に成立すること、即ち

“mthun snang du grub pa”は勝義ばかりでなく言説においても成立しないとい

う図式が、ここに成立するのである。

また、ツォンカパによれば、中観自立派は言説として自相によって成立する

ものを認めるから、彼等は実体論者との間で有法等を共通に設定し得るのであ

る。何故ならば、前述のように、自相によって成立するものは、実体的な存在

と見なされるので、たとえ中観自立派自身がそのように認めなくとも、彼等と

実体論者と共通な存在論を有することと理解されるからである。

これらのことから容易に推測できるように、ツォンカパにとって「自立」と

いう概念は、単に「前論者と後論者の間に有法等が共通に成立すること」―厳

密には、両論者の間に共通な知識根拠によって有法等が成立すること― を前

提とするものではなく、「自相によって成立するような実体的な有法等が、両

論者に共通に成立すること」を前提とするものと捉えることができる。要する

に、ツォンカパは、「自立」ということを、「自相によって成立するもの」を

視野の中心に置いて、理解していたと考えられる｡

そのことは、以下に示す、彼の『善説心髄』Drang ba dang nges pa’ i don

rnam phye ba’ i bstan bcos legs bshad snying po（略号、LNy）の記述の中に示さ

れている。

それ故に、『般若灯論』において「対論者の過失を指摘する場合には、

自立して或いは非難に依って［その過失が］語られるのである｣(36) という

ように、この“rang  dbang”と翻訳されているものと“rang rgyud”の二

つは同義である。したがって、後論者の認めていることに引きずられない

で（ma  ' khris  par）、知識根拠によって、真実として（sdod lugs nas）即ち

自立論証を認める中観帰謬派の思想家達（四津谷） （131）
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自立して（rang dbang du）、有法と［所証］法の二つと証因の諸々の相

（→三相、遍充関係）が成立する様相が決定され、所証を理解する推論を

生ぜしめることが、自立の意味なのである。

それは、「存在する諸々のものは自体によって有る」と認める後論者に

は、所証が成立してしまう以前に、自体によって有るか無いかのいずれに

よっても限定されない知識根拠によって、「知識根拠の対象（gzhal bya）

が成立する様相は、これこれである」と決定されるべきことは有り得ない

から、［我々（中観帰謬派）は］証因と所証は認めるけれども、自立の証

因と［自立の］所証を認めないのである｡(37)（下線筆者）

下線部にあるように、“svatantra”という語に対して、バァーヴィヴェーカ

の『般若灯論』においては、“rang rgyud”という訳語ではなく、“rang dbang”

という訳語が用いられているのであるが､(38) ツォンカパは、それらが同義であ

ることを指摘した上で、論証式の有法、所証法そして遍充関係が自立して

（rang dbang du）即ち真実として（sdod lugs nas）―換言すれば、「諦として」

或は「実体として」― 成立することが、自立論証が成立する為の前提である

と捉えている。つまり、ツォンカパから見れば、実体的なものと理解される自

相によって成立するものを言説において認めている中観自立派は、実体論者と

の間では有法等を共有することはできても、真の中観派（空論者）である中観

帰謬派は、そのような存在を言説としても認めることはないから、言説として

も ―厳密には、勝義ばかりでなく、言説としても― 自立論証を認めることは

けっして有り得ないというのである。

このように、自立論証ということについては、先に触れたコラムパやロン

トゥン等と、ツォンカパは、明らかに異なった理解を示していることが知られ

るのである。

中観帰謬派が諸々の事物が空・無自性であることを論じる際に採用する主な

方法は、その学派の名称が由来するプラサンガ論法であるが、その他に彼等が

採用するもう一つの方法が、「対論者に極成する論証」（paraprasiddha-numa-na,

gzhan la grags pa’ i rjes su dpag pa）である。

この「対論者に極成する」ということが意味するのは、その論証の構成要素

である有法等が、前論者である中観帰謬派の側で成立するのではなく、対論者

（後論者）である実体論者においてのみ成立するものであるということである。
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ところが、ツォンカパは、以下に引用された『善説心髄』の一節が示すよう

に、「対論者に極成する論証」における有法等は、前論者である中観帰謬派自
．．．．．．．．．．．．

身によっても認められなければならないとするのである。
．．．．．．

それ故に、対論者に極成する証因によって所証を証明することに関して

は、敵者によって認められることのみでは十分なのではなく、有法と［所

証］法の二つと証因等が自分の側で量られたならば、［それらは］知識根

拠によって成立し、彼（＝中観帰謬派）も［それらを］必ず認めるべき、

即ち認めなければならないのである。何故ならば、それが無くては、即ち

把握対境（zhen  yul）に迷乱するならば、それ（把握対境に関して迷乱な

知）によって、真実（de  kho  na  nyid）を理解するものである［正］見を

生ぜしめることはできないからである｡(39)（下線筆者）

ここにおいては、中観帰謬派自身によっても有法等が認められなければなら

ないことの理由として、「知が把握対境に対して迷乱であれば、そうした知に

よって真実を理解する正見を生ぜしめることができない」ということが提示さ

れているが、それはどのようなことを意味するものなのであろうか。以下にお

いては、その点について幾分詳しく検討を加えてみることにしよう。

まず、「知が把握対境に対して迷乱である」ということは、端的に言えば、

分別知が迷乱であり、有効性を持たないものであることを意味するものと考え

られる。

そして、それは、ナーガールジュナの『根本中頌』に述べられているように､(40)

「言説に依らなければ、勝義即ち真実に至ることができない」という図式を通

して理解されるべきことと考えられる。

自相或は自体 ―即ち実体的な存在― によって成立する有法等を両論者が共

有する論証という意味での自立論証を、中観帰謬派は認めないのであるが、実

体論者と中観帰謬派が両者に共通な有法等を設定する知識根拠が成立し得るこ

とを、ツォンカパは以下のように述べているのである。

「芽」と「それが縁生であるもの」等として言説の倶生の知識根拠（lhan
．．．．．．．．．．

skyes kyi tha snyad  pa’ i  tshad ma）によって成立することも、［前］論者と後論

者の両者の［心］相続において有るけれども、.....(41)（強調点筆者）

自立論証を認める中観帰謬派の思想家達（四津谷） （133）
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ここで例として扱われている推論 ―正確には、「対論者に極成する論証」―

は、以下のようなものである。

【主張命題】芽には、自体によって成立する自性は無い。

【理由】何故ならば、縁起するものであるから。

【喩例】例えば、映像のように。

そして、ツォンカパによれば、有法である芽、そして論証因であるそれが縁

起するものであることは、後論者である実体論者と前論者即ち中観帰謬派の間

において、共通な言説の倶生の知識根拠によって成立し得るというのである。

しかし、そうした知が共通な有法等を設定するものとして機能しないことは、

上掲の引用に続く箇所で、以下のように述べられている。

.....けれども、それ（＝言説の倶生の知識根拠）と自体によって有る

ものを量る知識根拠の二つは、後論者（実体論者）の側では、［それら二

つが］混同されて、［彼等に正］見が生じない間は、区別されることはな

いから、前論者（中観帰謬派）が［それら二つを］区別していても、［後

論者（実体論者）がそれら二つを混同している］その間は、［両論者が共

通な有法等を］説くことはできないのである｡(42)

ツォンカパは、芽を理解する三種類の知に言及して、この状況を以下のよう

に説明している。

「芽」のようなものに関して、［1］「自体によって有る」と捉えること、

［2］「それとして無い」と捉えること、［3］「その二つのいずれによって

も限定されないで捉えること」の三つ［の捉え方］が有る。しかし、

［正］見が［已に］生じてしまった［心］相続には、三つ［の捉え方］は

［いずれも］有るけれども、［正］見を未だ得ていない［心］相続におい

ては、第一［の捉え方］と最後［捉え方］の二つ以外［のもの］は無い

．．．．．（43）

ここにおいて､「芽」を理解する三種類の知とは、以下のようなものである｡(44)

自立論証を認める中観帰謬派の思想家達（四津谷）（134）
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[1] 芽が自体（自性）として有ると捉える知

[2] 芽が自体（自性）として無い即ち無自性と捉える知

[3] それら両者のいずれでもないように捉える知

これらの中の第三の知が、一応共通な有法等を設定し得る、前述の「言説の

倶生の知識根拠」なのであり、言い換えれば、対象を「唯有」(yod pa tsam）

と見る「言説知」（tha snyad pa’ i tshad ma)(45) ―或は「通常の世間の言説知」(46)

― と呼ばれるものなのである。

ともかく、こうした三種類の知が、已に正見を得た人即ち中観帰謬派と、そ

れを未だに得ていない人即ち中観自立派を含めた実体論者に、どのように存在

するかは、以下のように纏めることができる。

自体（自性）として それら両者でもな
有ると捉える知 無自性と捉える知 いように捉える知
（諦執） ([通常の]言説知)

中観帰謬派（前論者） ○ ○ ○

実 体 論 者（後論者） ○ × ○

これらの知が対論者（＝後論者）において截然と区別されているならば、対

論者である実体論者と前論者即ち中観帰謬派の間において、有法等が共通な言

説の倶生の知識根拠によって成立し得るのである。興味深いことに、この限り

においては、ツォンカパはコラムパやロントゥンが理解するところの「自立論
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

証」を認めることが可能となると考えられる。しかし、対論者においては、言

説の倶生の知識根拠と芽を実体視する知が別々に生じていないのであるから、

そうした知識根拠によって共通な有法等が成立し得るものであっても、その言

説知のみに基づいて両論者に共通な有法等が成立するということはないのであ

る。したがって、ツォンカパが上記のような「自立論証」を認めることはやは

り有り得ないこととなる。

それに対して、上記の図表を見てもわかるように、その芽を実体視する知

（＝芽を自体或は自性として有ると捉える知）、所謂「諦執」によって両論者

に共通な有法等が設定されるのではないかという反論が予想される｡(47) 
確かに

そうした知によっては共通な有法等が成立すると考えられるが、芽が自性に
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よって成立しないと証明することにおいて、自性によって成立する芽が有法と
．．．．． ．．．．

されることは矛盾すると考えられる。（尚、この前論者である中観帰謬派にも

有り且つ両論者に共通に有るとされる「諦執」とは、知覚に事物が顕現するこ

との原因となる所知障をさすものと考えられるが、紙幅の関係上、ここではそ

れについて詳しく言及することはしない。）

そして、上掲の引用に続いて、ツォンカパは以下のように述べている。

［それら三種類の知の］諸々の特徴を正しく理解するならば、分別に

よって「これ［これ］である」と捉えられたものすべてが、正理によって

否定されないこと［となる。そしてその場合、］「［正］見が［心］相続に

生じる以前の菩薩心を磨くこと等のすべて［実践］は、諦執（bden 

 ’dzin）或は相執（mtshan  ’dzin）［の対象］として有る」と考え、［正］見

が［心］相続に［已に］生じたと自負した後に、あらゆる「実践部門」

（spyod  phyogs）を重要ではないとする誤った諸々の理解を見事に否定す

ることとなるのである｡(48)

上掲の引用の理解に関しては、『菩提道次第論・広本』 Byang chub lam rim

chen mo（略号、LRCh）において述べられている、以下の一節に一瞥を投じる

ことが有益であると考えられる。

「諸法は幻のようである」と［理解する正］見を得る以前の諸々の有情

の分別によって有ると捉えられたもののすべてが諦執（rtog pas yod par

gang bzung thams cad bden ’dzin）［によって捉えられたもの］と［理解］

することがまったく不適当であることは、以前に言説の知識根拠が説明さ

れた箇所と「自性［の］有・無」と「［唯］有・［唯］無」の四つの区別

がなされた箇所で、［すでに］多く説明したのである｡(49)（下線筆者）

ここにおいて問題とされているのは、分別なるものはすべて事物が実体的に

存在すると誤って捉える「諦執」であるという考えである。

そして、そのような理解が誤ったものであることについて、ツォンカパは摩

訶衍を引き合いに出して、以下のように述べている。
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このような点より、空性を誤って理解する証し（rtags）として、［以下

のようなものがある。］まず分別によってなされるべき善行（dge  sbyor）

という実践部門を多くなす人々が、後に［正］見を得る体系（lugs）を

［確立］する時に、以前のすべて［の分別］を相執（mtshan mar ’dzin

pa）［と見て］、即ち「［人々を］輪廻に繋縛するものは、これである」と

見て、「それら善行（dge  sbyor）は、このような了義の［正］見を未だ得

ていない人々［の為］に説かれたのである」と考える理解が生じ、［こう

した］「すべての分別を過失［である］」（rtog  pa  thams cad la skyon）と見

誤った理解によって、［正］法（chos）を多く捨て去る中国の賢者（rgya’i

mchen po）のようになった者が多く［いる］ようである。(50)

この引用は、一目で先の『善説心髄』の記述と酷似するものであることが理

解できよう。そして、その内容は、次のように説明できるであろう。いかなる

分別も「相執」或は「諦執」と捉えて、それらによって捉えられる対象を否定

されるべきものと見るならば、分別による正しい理解に基づいて実践を積み重
．．．．．．．．．．．．．．．

ねていくことを否定することとなり、不思・不観を唱える摩訶衍のように、正

しい教えまでも誤って否定することとなるということなのである。

これらのことを当該の議論に即して説明すると、次のようになる。つまり、

実践の根拠となる、そうした分別に基づく正しい理解― 例えば、自らの為の

推論 (sva-rtha-numa-na）等― において、まさに有法等が自らにおいても認めら
．．．．．．．．．．

れなければならないと、ツォンカパによって理解されたと考えられるのである。
．．．．．．．．．

また、『菩提道次第論・広本』では、当該の『善説心髄』の引用を理解する

為に有益と考えられる関連箇所がもう一つ有るので、そちらも参照してみるこ

とにしよう。そこでは、以下のような対論者の見解が、ツォンカパによって記

述されている。

［対論者：］それならば、そのような知識根拠（＝自体によって成立する
．．．．．．．．．．

知識根拠の対象を量る知識根拠）は言説としても無いのであるから、それ

によって成立すると認めるものは、「自性を増益するもの」と同様に、正

理によって排撃されるもの(rigs pas gnod pa）である。したがって、それ

らの能証（＝正理によって排撃される能証）に依って、どうして中観の

［正］見（dbu ma’ i  lta  ba）が得られるのであろうか。［何故ならば、も
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し］知識根拠によって排撃される根拠（rgyu mtshan）に依って、誤りのな

い［中観の正］見が得られるのであれば、すべての誤った学説によっても

［同様に、中観の正見が］得られることとなるからである｡(51)（強調点筆

者）

この対論者の理解は、次のように説明することができよう。「そのような知

識根拠」(de ’dra ba’ i tshad ma）とは、対論者である実体論者が認めるそれで

ある。それは、上掲の引用において強調点を付して補ってあるように、自体即

ち自性や自相によって成立する実体的な存在を対象とする知識根拠である。し

かし、中観帰謬派においては、何度も述べたように、「自相によって成立する

もの」は勝義としてばかりでなく言説としても認められないのであるから、そ

のような知識根拠は正理によって否定されるものである。つまり、正理という

基準の下では、それは虚偽なものであり、誤ったものと理解されるのである。

したがって、そうした知識根拠によって成立する有法等も正理によって否定さ

れ、同じく正理という基準の下で虚偽なものと理解される。つまり、「対論者

に極成する論証」における有法等は、まさにそのような虚偽なものであると理

解されるのである。しかし、そのような虚偽なもの即ち誤ったものを通して、

中観の正しい理解が得られるならば、いかなる誤った学説によっても、それが

得られることとなってしまうこととなる。これが、ここで想定されている対論

者から批判の内容である。

こうした批判に対する答えとして、ツォンカパは以下のように述べている。

［答論者：］この後論者（＝実事論者）が、有法である「眼」、証因であ

る「自分自身を見ないこと」、喩例である「瓶」、［能証の］法である「青

等を見ないこと」が有ると捉える諸々の［知の］対境は、［我々］自身

（＝中観帰謬派）の体系によっても言説として［虚偽（迷乱）ではないも
．．．．．

のとして］有ると認められるのであるから、それらは「正理によって排撃

されるもの（＝否定されるもの）」ではないのである｡(52)（強調点筆者）

まず、ここで扱われている「対論者に極成する論証」は、『根本中頌』第３

章の第２偈の議論に関して設定された､(53) 以下のようなものである。
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【主張命題】眼は、青等[の他のもの]を見ない。

【理由】自分自身を見ないから。

【喩例】瓶のように。

そして、上掲の引用を理解する為にもう一つ言及すべきことは、ツォンカパ

によれば、言説有（tha snyad pa’ i yod pa）は正理の考察対象ではないから、正

理によって排撃されること即ち否定されることはないということである。つま

り、上掲の論証において、有法である「眼」、証因である「自分自身を見ない

こと」、喩例である「瓶」、所証法である「青等を見ないこと」は、中観帰謬

派自身によっても言説有として認められるものであり、正理によって否定され
．．．．．．

ることはないのである。換言すれば、それらの有法等は、言説において誤った

もの即ち虚偽なるものと見なされないのである。したがって、言説として中観

帰謬派が認める有法等によって構成される「対論者に極成する論証」に基づい

て、「勝義としては、眼は青等の他のものを見ない」という中観の正見が得ら

れたとしても、それが虚偽なるもの即ち迷乱なものによって得られたものであ

ると理解されることはないのである。

では、些か回り道をしたが、これまで述べてきたことを基に問題となってい

た『善説心髄』の引用に立返って、その意味を探ってみることにしよう。

そこにおいて、引用の下線を付した部分である「把握対境（zhen yul）に迷

乱するならば、.....」云々というのは、『菩提道次第論・広本』の引用を参

考にすれば、「中観帰謬派が言説として有ると認める対象に対して虚偽即ち迷

乱すると理解されるならば、.....」と換言することができる。したがって、

その引用に示されている対論者よりの批判は、「言説有に対して虚偽なもの即

ち迷乱なものを通して、真実を理解するものである正見 ―別言すれば、中観

の正見― は得られるはずがない」と理解される。

であるならば、中観帰謬派が言説として認める「言説有」とは、どのような

ものであろうか｡(54)

中観帰謬派が言説として認めるところの言説有は、『善説心髄』では、例え

ば「名称という言説として設定されたにすぎないもの」(.....gang zag lta bu

kun rdzob tu yod pa de ming gi tha snyad kyi dbang gis bzhag pa tsam mo

zhes....., LNy.pha.111b3-4）或は「言説によって有るもの」(tha snyad kyi

dbang gis yod pa, LNy.pha.112a5）等と述べられている。つまりこの「言説
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有」は分別知の対象であるから、顕現対境ではなく「把握対境」と捉えられた
．．．．．．

と考えられる。

そして、このように「把握対境」に対して不迷乱な知を認め、それによって

有法等が中観帰謬派において成立するとツォンカパが捉えるのは、「対論者に

極成する論証」によって対論者に諸々の事物が無自性・空であることを確信さ

せる為には、まず中観帰謬派自身においてその理解が成立していなければなら

ないという考えに基づくものなのであろう。つまり、自ら推論に基づいて無自

性・空の理解を確立する為には、上記のような有法等が中観帰謬派自身におい
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

て成立することが必要とされると考えられのである。
．．．．．．．．．．．．．．

以上が、「対論者に極成する論証」の有法等が中観帰謬派自身によっても認

められなければならないとする『善説心髄』の一節の意味内容なのである。

コラムパは『善説心髄』の前掲の引用に言及して､(55) これまで述べてきたよ

うに、有法等が中観帰謬派によっても認められなければならないとするツォン

カパの理解に対して、以下のような批判を投じている。

それ故に、「対論者に極成する論証」の意味は、有法と［所証］法の二

つと論証因と遍充のすべてが後論者のみに認められているというのであっ

て、前論者によって認められることはけっしてないはずなのである。［し

かし、］「それらが前論者と後論者の両者に共通なものとして成立すべき

である」という［ような］、賢者の集まり（mdun sa）において［語られる

ものとして］稀有なことばを、私は語ることはないのである｡(56)（下線筆

者）

コラムパが指摘するように、「対論者に極成する論証」という呼称からすれ

ば、ツォンカパがそれら有法等を中観派（中観帰謬派）によっても認められな

ければならないというのは、確かに奇異である。しかし、そのように語るコラ

ムパのツォンカパ批判自体にも問題がないわけではない。以下においては、そ

の点について少し述べみることにしよう。

上掲の引用の下線部において、コラムパは、「対論者に極成する論証」にお

ける有法等を前論者と対論者（後論者）の間に共通に成立しなければならない

とツォンカパが捉えていると理解しているが、それは正確ではない。ツォンカ

パは、「対論者に極成する論証」における有法等はあくまで対論者即ち実体論
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者において ―勝義或は真実として― 成立しているものなのであって、その一

方で、それらは前論者である中観論者（中観帰謬派）においても ―言説とし

て― 成立していなければならないと語っているのである。つまり、ツォンカ

パは、「対論者に極成する論証」における有法等を、前論者（立論者）と対論

者（後論者）の間に共通に成立しなければならないものと捉えてはいないので
．．．

ある。

しかし、この点に関しては、些か複雑な状況が展開される。つまり、もし

ツォンカパがそのように捉えているとしたならば、それは彼自身の自立論証の

理解からは逸脱するものでことより、ツォンカパ自身にとっては自立論証とは

認められないものであっても、コラムパの理解に基づけば、それはまさに自立

論証と捉えられるということである。

コラムパは、自らの「自立論証」に関する理解と、先に言及した彼自身の

誤った理解 ―意図的なものか否かは、定かではないが― に基づいて、ツォン

カパの「対論者に極成する論証」を「自立論証」に他ならないと、以下のよう

に指摘している。

［中観］自立派と実事論者（実体論者）のいずれの立場においても、自

立の論証因の意味に関して、汝（ツォンカパ）が認めている対論者に極成

する証因以外とされるものはない（＝対論者に極成する証因の域を出るも

のではない）から、対論者に極成する証因が自立の論証因とされ、［そ

の］自立の論証因に基づいて、自相によって成立する法が証明されるべき

であるとされたことは、［中観］帰謬派と［中観］自立派の二つの基本典

籍と註釈の何処にも説明されていないから、所化の人々の頭を欺く為に付

されていることは明かである｡(57)

ここにおけるコラムパの批判は、「対論者に極成する論証」と「自立論証」

の二つの事項に関するものである。そして、それらは、以下のように連関して

理解されるべきものと考えられる。

まず、自立論証は、ツォンカパのように、「自相によって成立する有法等に

よって構成されている論証と捉えられるべきでなく、有法等が前論者と後論者

の間に共通に成立している論証」と捉えられるべきである。次に、そのようで

あるならば、ツォンカパが、その有法等が対論者（後論者）にだけでなく、前
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論者である中観論者（中観帰謬派）にも認められなければならないとする「対

論者に極成する論証」は、コラムパが主張するところの「自立論証」に他なら

ないのである。

しかし、前述のように、「対論者に極成する論証」における有法等に関して、

ツォンカパが実際は述べていることは、後論者（対論者）である実体論者に成

立しているそれらの有法等は、前論者である中観帰謬派によってはけっして認

められるものではないけれども、後論者とは別の形で、つまり言説として自ら

認められなければならないということなのであった。したがって、ツォンカパ

が有法等が両論者に共通に成立していなければならないと捉えていることを前

提とするこのコラムパの批判は、妥当なものとは言えないのである。

Ⅵ
以上のように、ロントゥンやコラムパ等のサキャ派の思想家達による「中観

帰謬派は言説において自立論証を認める」という理解と、ゲールク派のツォン

カパによる「中観帰謬派は勝義並びに言説のいずれにおいても自立論証は認め

ない」という理解を概観してみた。

そこにおいては、「自立論証」というものに関する共通な定義は見られない

が、その基本的性格は、前論者（立論者）と後論者（対論者）との間で共通に

成立する有法等によって構成される論証式に基づいて、自らの立場なり主張な

りを積極的に論証していくものであると理解されるのである。

しかし、こうした自立論証を中観思想というものの中で捉えようとした場合、

そこには次のような問題が浮かび上がってくるのである。前にも少し触れたよ

うに、中観論者が上述のような形で自立論証を採用して、諸々の事物が空・無

自性であることを積極的に明らかにしていこうとする一方で、彼等が純粋に空

論者或は無自性論者であろうとすればする程、非空論者或は実体論者との間で、

存在に関する見解の隔たりは増々大きくなり、自立論証をうちたてる共通な基

盤がより存在し得なくなっていくということである。

このような矛盾した状況においてなんとか自らの主張なり立場を証明する可

能性を模索しようとする試みの一つが、サキャ派の中観帰謬派の思想家達によ

る「中観帰謬派は言説において自立論証を認める」という態度であると考えら

れる。また、同じようなことが、「中観帰謬派は勝義並びに言説のいずれにお

いても自立論証は認めない」という立場を取りながらも、「対論者に極成する
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論証」においても有法等を立論者である中観帰謬派自身も認めなければならな

いとしたり、通常の論証式に還元し得る「プラサンガ」―これは、本稿では言

及しなかったが（58）― を認めるツォンカパの態度にも見ることができると考え

られるのである。
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明し、バァーヴィヴェーカは、ほとんど自立の証因として説明したことが、［中観］

帰謬［派］と［中観］自立［派］との区別であり、それ以外の区別は無いのである。

.....（Cabezón [1992] p.271; ツルティム [2003] p.126)

（11）dBu ma pa yin na ni / nang gi skye mched rnams bdag las skye ba med par rang rgyud

kyi dam bca’ byas nas / de sgrub pa’ i rang rgyud kyi gtan tshigs rigs pa min te / nang gi

skye mched rnams bdag las skye ba las phyogs gzhan bdag las skye ba med pa yang rang

rgyud du khas blangs pa med pa’ i phyir / (TSh.ca.30b2-4)

（12）chos can mthun snang du grub pa’ i steng du khyad par gyi chos ’ga’ zhig bsgrub pa’ i

ched du / tshul gsum tshad mas grub pa’ i gtan tshigs bkod pa ni rang rgyud kyi ’thad pa

yin te / ..... (TSh.ca.33b6)

そして、以下にある『二諦分別論』Satyadvaya-vibhan･ga（SDVK）の第18偈が、上

記の理解の典拠とされているのである。
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rgol ba gnyis ka’ i shes pa la //

ci tsam snang ba’ i cha yod pa //

de tsam de la brten nas ni //

chos can chos la sogs par rtogs //

de’ i tshe rjes su dpag pa ’byung // (TSh.ca.34a1)

【訳】両論者の知に何らかの顕現するものが有り、まさにそれに依って、 [あるも

のは] 有法と [、あるものは所証] 法等と理解される。その時に、推論が生じるので

ある。（松下 [1985] p.30; Eckel [1987] pp.87-88.）

（13）ケードュプ・ジェは、これと同様な自立論証の理解に基づいて、中観帰謬派もそれ

を認めるという対論者の見解を、以下のように、言及している。

yang mi shes pa kha cig na re / Thal ’gyur ba yang rang rgyud kyi rtags khas len te /

rgol phyir rgol gnyi gas tshad mas grub pa’ i chos can gyi steng du khyad par gyi chos

sgrub pa’ i tshul gsum pa’ i rtags khas len pa’ i phyir / de tsam gyis rang rgyud kyi rtags

khas len par mi ’gyur na dNgos smra ba’ i rTog ge pa dag kyang rang rgyud kyi rtags kha

mi len par mtshungs so // (TTh.ka.155a5-6）

【訳】また、無知なるある人は、［以下のように］語るのである。［中観］帰謬派も

「自立の証因」を認めるのである。何故ならば、［前］論者と後論者の両者が知識根

拠によって成立する有法の上に特殊な法を証明する三相［を有する］証因を認めるか

らである。それだけによって「自立の証因」を認めることとならないならば、実事論

（実体論）を説く論理学者達も「自立の証因」を認めないということ（点）で同じな

のである。(Cabezón [1992] p.271; ツルティム [2003] p.126)

（14）des na nang gi skye mched bdag las skye ba med par sgrub pa’ i skabs su rang rgyud kyi

gtan tshigs mi rig[s] pa’ i shes byed du / rang rgyud kyi gtan tshigs yin na / chos can rgol

phyi rgol gnyis ka’ i mthun snang du grub pa gcig dgos pas / de’ i tshe chos can mthun

snang du grub pa med pa’ i phyir ro // zhes pa ’di nyid rigs pa’ i gtso bor bkod par snang

ngo // (TSh.ca.32a4-6)

（15）『蔵漢大辞典』Bod rgya tshig mdzod chen mo（略号、BTsh)においては、自立論証が

以下のように説明されている。

rang don rjes su dpag gis legs par rtogs pa’ i nges shes la brten nas gang zag pha rol po

gzhan la gzhal bya’ i don gang yin pa de de’ i blo ngor ’thad pa sgrub pa’ i tshul gsum rang

ngos nas grub pa’ i gtan tshigs yang dag dper na / sgra rtag par ’dod pa’ i phyi rol pa sun

’byin pa’ i phyir du / sgra chos can mi rtag ste / byas pa’ i phyir zhes pa lta bu’o / (BTsh,
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pp.2645-2646).

【訳】自らの為の推論によって正しく理解した決定知に依って敵者である人即ち対

論者に、その所量の内容を、彼（対論者）の慧（知）に対して、合理を証明する［論

証因］の三相が自らの側で成立する正しい論証である。例えば、「声は常住である」

と認める敵者を非難する為に、「有法である声は、無常である。何故ならば、所作で

あるから。」と［語られる］ようなものである。

（16）MABh.I.9, de La vallée Poussin [1970]b p.24; MABht
･ 
.D,ra.79b4-80a2; 笠松 [1951].

p.131-132.

（17）'Jug pa las / rang sha ster la’ang gus par byas pa ya // snang du mi rung dpog pa’ i rgyu

ru ’gyur // de’ i tshe byang chub sems dpa’ ’di’ i yon tan snang du rung ba min pa’ i rtogs pa

gang dag yin pa de dag kyang phyi dang nang gi bdag nyid kyi dngos po gtong ba’ i khyad

par gyi rjes su dpags pa nyid las gsal bar dpog pa yin te / du ba la sogs pa las me la sogs

pa bzhin no // zhes ..... (TSh.ca.34a5-b1)

（18）DMS.Dsi.187a4-5.

（19）AbhA.IV.k.38-59, Amano [2000] pp.69-79.

（20）..... dang / sngar bshad pa ltar lus ngag gi mtshan ma las theg chen gyi rigs sad pa

dpog par gsungs shing / de yang mDo sde bcu pa las / du ba las ni mer shes dang / chu

skyar las ni chur shes bzhin // byang chub sems dpa’ blo ldan gyi // rigs ni mtshan ma dag

las shes // zhes pa’ i don du mdzad par snang ba’ i phyir ro // mNgon rtogs rgyan las bshad

pa’ i phyir mi ldog pa’ i gtan tshigs bzhi bcu zhe bzhi po thams cad kyang rang rgyud kyi

gtan tshigs kho na yin pa’ i phyir ro // (TSh.ca.34b1-b4)

（21）PPMV.p.28,l.4-p.29,l.7.

（22）PPMV.p.30, ll.12-14.

（23）BNg.kha.25b7-46a5.

（24）BNg.kha.27b4-6.

（25）de’ i phyir Zhang thang sag pa ye shes ’byung gnas ’od kyis / don dam dpyod pa’ i skabs

min pas rang rgyud byas kyang ’gal ba med / ces gsungs pa dang / Ron ston chos kyi rgyal

pos kyang / tha snyad rnam bzhag la Thal ’gyur bas kyang rang rgyud khas len par gsungs

pa ni ’di’o zhes ston rgyu yod pa don la gnas pa de kho na’o // (TSh.ca.34b4-5)

また、同じような内容のことが、コラムパの『中観概論』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（略号、BP）においても、以下のように述べられている。
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... la / shugs kyis de ltar grub pa’ i tshe rang rgyud kyi gtan tshigs ’thad par bstan pas

Thal ’gyur ba’ i lugs la’ang tha snyad la dpyod pa’ i tshe rang rgyud kyi gtan tshigs yod par

Zhang thang sag pa chen pos kyang / don dam dpyod pa’ i skabs min pas / rang rgyud byas

kyang ’gal ba med // ces gsungs par grags pa dang / Ron ston chen pos kyang ’di bzhin du

bzhed pa rnams ’thad par sems so // (BP.ca.104b6-105a2)

【訳】そして、間接的にそのように成立する時には、自立の論証因が合理と説かれ

ているから、［中観］帰謬派の立場においても、「言説を考察する時に、自立の論証が

有る」と偉大なるシャン・タン・サクパによっても、以下のように説かれていること

はよく知られている。勝義を考察する場合ではないから、自立がなされても矛盾は無

いのである。また、偉大なるロン・トゥンによっても、これと同様にお認めになられ

た諸々のことを、［私（コラムパ）は］合理と考えるものである。

（26）des na yin lugs la sems pa’ i tshe / rgol ba gnyis ka la / grub pa’ i chos can med pas de la

mngon par ’dod pa’ i chos dam ’ca’ ba med pa’ i phyir / rang rgyud kyi dam bca’ dang /

rtags ’god par byar med la / tha snyad kyi chos rnam par ’jog pa’ i tshe rang rgyud kyi dam

bca’ dang rtags kyang yod de / chos can rgol ba gnyis ka’ i tshad mas grub pa la rang gis

dpag par ’dod pa’ i don gyi sgrub byed tshul gsum tshad mas grub pa yod pa’ i phyir ro // de

tsam gyis rang rgyud kyi dam bca’ dang rtags khas len par mi ’gyur ba yang ma yin te /

rTog ge ba dag gi rang rgyud kyi dam bca’ dang rtags smra ba’ i don yang gnyis ka la tshad

mas grub pa’ i chos can gyi steng du rang gis mngon par ’dod pa’ i chos dam bcas pa’ i

sgrub byed tshul gsum tshad mas grub pa ’god pa tsam las gzhan ci zhig yod / (BN.p.34.l.

9-35.p.1)

（27）yada- caivam
･

svatantra-numa-na-nabhidha-yitvam
･

ma-dhyamikasya tada- kuto namdhya-tmika-ny-

a-yatana-ni svata utpanna-ni / iti svatantra- pratijña- yasya-m
･
.....(PPMV.p.16,1.11-12; D.’a.

6a4-5)

（28）Tshig gsal las kyang / rang rgyud kyi sun ’bying du gnyis ka la grub pa’ i chos can med

pa’ i sgo nas sun ’byin mdzad pa dang / rang rgyud kyi dam bca’ i dper nang gi skye mched

rnams bdag las skye ba med de / zhes pa’ i rang rgyud kyi dam bca’ ba dag ga la yod / ces

gsungs so // (BN.p.35,l.2-6)

（29）tatha- a-ca-ryo bhu-yasa- prasan･ga-pattimukhenaiva parapaks
･
am

･
nira-karoti sma / (PPMV.p.24,

1.5: D.’a.8a6-7)

（30）des na Zla ba’ i bzhed tshul / dBu ma tsa ba ’dir don dam dpyod pa shas che bas phal

cher thal ba bsgrub pa’ i sgo nas gzhan gyi phyogs sel bar mdzad ces bzhed pa yin gyi rang
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rgyud mi byed pa ni ma yin te / Tshig gsal las / phal cher thal ba bsgrub pa’ i sgo nas

gzhan gyi phyogs sel bar mdzad do zhes gsungs pas na / shas che chung gi sgo nas smra

bar mngon no //(BN.p.35,ll.8-13)

（31）gal te don dam la dpyod pa’ i tshe rgol ba gnyis ka la grub pa’ i chos can dang rtags med

pa ltar / rgol ba dang thal ’gyur gyi rtags med pas gang gis gang la rtags dang thal ’gyur

’god par byed na / gang dpyad gzhir gzung pa de nyid rigs ngor ma rnyed pa yin la / de

tsam gyis rgol ba dang rtags med par mi ’gyur te / de’ i tshe rgol ba gnyis khyad gzhir

bzung nas yod med dpyod pa’ i skabs ma yin pa’ i phyir / gal te rgol ba dang / rtags dpyod

gzhir bzung nas de la rnam par dpyad na de’ i tshe rigs ngor rgol ba dang rtags mi rnyed pa

ni ’dod pa kho na’o // (BN.p.35-l.14-p.36.l.2)

（32）Ye shes ’byung gnas ’od kyis kyang // don dam dpyod pa’ i skabs min pas // rang rgyud

byas kyang ’gal ba med / ces so // (BN.p.35,l.6-8)

（33）BN. p.36.l.2-p.37.l.9.

（34）slob dpon ’di ni rang gi mtshan nyid dam ngo bos grub na bden par ’gyur bas .....

(LRCh.pa.370a2)

【訳】このアーチャールヤ（＝チャンドラキールティ）は、「［事物が］自相或いは

［自］体によって成立するならば、［その事物は］諦となるのである」［とお認めにな

る］。したがって、．．．．．（長尾 [1978] p.163; Wayman [1978] p.224; Newland [2002]

p.166); rang mtshan gyis grub pa na don dam par grub pa’ i gnad kyis ..... (LNy.pha.

112b4)

【訳】「自相によって成立するならば、勝義として成立する」という重要なことに

よって、.....

（35）rang gi lugs ni dGongs 'grel las gsungs pa ltar rang gi mtshan nyid kyis grub pa ’dod na

ni nges par rang rgyud bya dgos te / rang sde dNgos por smra ba rnams dang Legs ldan la

sogs pa bzhin no // (LNy.pha.86b6-87a2) (Thurman [1984] p.327)

（36）PMV.tsha.147b3, etc.

（37）des na Shes rab sgron mar gzhan gyi skyon brjod kyi skabs shirg tu rang dbang du byas

nas sam sun ’byin pa’ i dbang du byas nas brjod ces rang dbang zhes bsgyur ba ’di dang

rang rgyud gnyis don gcig pas / phyi rgol gyi khas blangs la ma ’khris par tshad mas don

gyi sdod lugs nas rang dbang du chos can gnyis dang rtags kyi tshul rnams grub tshul nges

par byas nas bsgrub bya rtogs pa’ i rjes dpag skyed ba cig rang rgyud kyi don yin no //

(LNy. pha.94a1-3) (Thurman [1984] p.341)
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（38）Amarakośa (AK.she.45a1; Ramanathan [1978] vol.II,pp.21-22) 尚、“svatantra”と

いう語については、松本 [1985] Appendix (1), pp.176-172; 四津谷 [1999]a pp.47-72.

（39）des na gzhan grags kyi rtags kyis bsgrub bya sgrub pa la pha rol pos khas blangs pa tsam

gyis mi chog gi chos can gnyis dang rtags la sogs pa rang ngos nas gzhal na tshad mas

kyang grub la kho rang yang nges par ’dod dgos pa’am ’dod cig dgos te / de med par zhen

yul la ’khrul na des de kho na nyid rtogs pa’ i lta ba skyed par mi nus pa’ i phyir ro // (LNy.

pha.94b6-95a2) (Thurman [1984] p.343; )

（40）vyavaha-ram ana-śritya parama-rtho na deśyate /

parama-rtham ana-gamya nirva-n
･
am

･
na-dhigamyate // (MMK. XXIV-10) (de Jong [1977],

p.35; 三枝 [1985] p.751)

【訳】言説に依らなければ、勝義は示されない。勝義に至られなければ、涅槃は証

得されない。

（41）myu gu dang de rten ’byung sogs su tha snyad pa’ i lhan skyes kyi tshad mas grub pa

yang rgol phyi rgol gnyis ka’ i rgyud la yod mod kyang .... (LNy.pha.94b1) (Thurman

[1984] p.342)

（42）..... mod kyang de dang rang gi ngo bos yod pa ’jal ba’ i tshad ma gnyis phyi rgol gyi

ngor ’dres nas lta ba ma skyes bar du mi phyed pas sngar rgol gyis phyed kyang de’ i ring

la ston mi nus so // (LNy.pha.94b1-2) (Thurman [1984] p.342)

（43）myu gu lta bu la rang gi ngo bos yod par ’dzin pa dang der med par ’dzin pa dang de

gnyis gang gis kyang khyad par du ma byas pa’ i ’dzin pa gsum la / de ba skyes pa’ i rgyud

la gsum ga yod kyang lta ba ma rnyed pa’ i rgyud la dang po dang tha ma gnyis las med

pa’ i ..... (LNy.pha.94b3-4)(Thurman [1984] p.342)

（44）『菩提道次第論・広本』にも、三種類の知に関する同様な記述が有る。(LRCh.pa.

424a3-5)

（45）..... kyi / rgol ba gnyis ka’ i rgyud la mig dang gzugs la sogs pa ’jal ba’ i the snyad

pa’i tshad ma med par ’dod pa min no // phyir rgol gyi rgyud kyi’ang dbang po’i shes pa

sngar bshad pa lta bu’ i gnod pa med kyis drangs pa’ i gzugs la sogs pa yod tsam du nges

pa’ i nges shes kyi yul la ni rigs pa’ i gnod pa med de / .....(LRCh.pa.424a2-3)

【訳】.....しかし、両論者の［心］相続において、「眼・色等を量る言説知が無

い」と認めるのではないのである。又、「後論者（＝実体論者）の［心］相続の、以

前に説明したような障害を有しない感官知によって導き出された色等は唯有るだけ

(yod pa tsam）［である］」と決定する決定知の対境に対しては、正理の排撃（rigs pa’ i
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gnod pa)は無いのであり、……（下線筆者)(長尾 [1978] p.270；Waymann [1978] p.

318; Newland [2002] p.259)

（46）’jig rten pa’ i tha snyad rang dga’ ba sngar bshad pa’ i ’khrul rgyus ma bslad pas rnam par

bshag pa’ i don tha snyad du dBu ma pas ’dod dgos pa thams cad la rigs pa’ i gnod pa ’bab

pas / ..... (LRCh.pa.424b2-3)

【訳】以前に説明された「迷乱の原因」(’khrul  rgyu)によって汚されていない「通

常の世間の言説［知］」（’dzig rten pa’ i tha snyad rang dga’）によって設定された対象

である、言説として中観派によって認められるべきであるものすべてに、正理の排撃

が降り掛かることによって、.....。（下線筆者）(長尾 [1978] p.271; Wayman [1978]

p.319; Newland [2002] p.260)

（47）正見が生じたものにも有るとされる「芽が自性によって有る」とする諦執は、以下

にあるように、「倶生の諦執」(lhan skyes kyi bden ’dzin）とされている。

rang bzhin med rtogs kyi lta ba rgyud la skyes pa’ i rgyud la ni yod par ’dzin tshul gsum

ga ’byung ste / ’on kynag lta ba de skyes nas ji srid de’ i ’du byed ma rnyams pa de srid du

rigs pas rnam par dpyad nas rang gi ngo bos grub ma grub bsams pa’ i tshe / rang gi ngo

bos grub pa khas len pa’ i bden ’dzin re zhig mi skye ba yin gyi de la lhan skyes kyi bden

’dzin mi skye ba min no // (LRCh.pa.425a2-4)

【訳】「［諸法が］無自性［である］ということ」を理解する［正］見が［心］相続

に生じてしまっている相続においては、「有」と捉える三つの様相すべてが生じるの

である。しかし、その［正］見が生じて、その想（’du byed,⇒潜勢力）が排撃されて

いない限りは、正理によって考察されて、「［自］体によって成立するか否か」が思索

される時に、「自体によって成立するもの」（rang gi ngo bos grub pa）を認める諦執は

ともかく生じないのではあるが、そこにおいては倶生の諦執（ lhan skyes

kyi  bden ’dzin, ＝倶生の無明)が生じないというのではないのである。(長尾 [1978]

p.272; Wayman [1978] p.320; Newland [2002] p.260)

（48）..... khyad par rnams legs par shes na / rtog pas ’di’o snyam du gang bzung thams cad

rigs pas mi ’gog pa dang / lta ba rgyud la ma skyes gong gi byang chub sems sbyong la

sogs pa thams cad bden ’dzin nam mtshan ’dzin du ’dug snyam nas / lta rgyud la skyes par

rlom pa’ i ’og tu spyod phyogs thams cad la zhe rtsis med pa’ i log lta rnams legs par khegs

par ’gyur ro // (LNy.pha.94b4-6) (Thurman [1984] pp.342-3)

（49）chos rnams rgyu ma lta bu’ i lta ba ma rnyed gong gi sems can rnams kyi rtog pas yod

par gang bzung thams cad bden ’dzin du byed pa rnams pa thams cad du mi rung ba ni
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sngar tha snyad pa’ i thsad ma bshad pa’ i skabs dang rang bzhin yod med yod med bzhi

khyad phye ba’ i skabs su mang du bshad zin to // (LRCh.pa.424a6-b1) (長尾 [1978] p.

271; Wayman [1978] p.319; Newland [2002] pp.259-260)

（50）’di ’dra ba’ i sgo nas stong pa nyid log par go ba’ i rtags su sngar rtog pas bya dgos pa’ i

dge sbyor spyod phyogs mang du byed pa rnams phyis lta ba rnyed pa’ i lugs su byas pa na

snga ma thams cad mtshan mar ’dzin pa ’khor bar ’ching byed du mthong nas dge sbyor de

dag ni ’di ’dra ba’ i nges don gyi lta ba ma nyed pa rnams la gsungs pa’o snyam pa’ i go ba

skyes nas rtog pa thams cad la sngon du blta ba’ i log rtog gis chos mang du spong ba

rGya’ i mkhan po ltar gyur pa mang du snang ngo //（LRCh.pa.424b4-6）（長尾 [1978] p.

271; Wayman [1978] p.319; Newland [2002] p.260)

（51）’o na de ’dra ba’ i tshad ma tha snyad du’ang med pas des grub par ’dod pa ni rang bzhin

sgro ’dogs pa ltar rigs pas gnod pas na sgrub byed de dag la brten nas dbu ma’ i lta ba ji

ltar rnyed / tshad mas gnod pa’ i rgyu mtshan la brten bas lta ba ma nor ba rnyed na ni grub

mtha’ phyin ci log thams cad kyis kyang rnyed par ’gyur ba’ i phyir ro zhe na / .....

（LRCh.pa.430a3-5）（長尾 [1978] p.281; Wayman [1978] p.329; Newland [2002] p.

269)

（52）phyir rgol ’dis chos can mig dang rtags rang la mi blta ba dang dpe bum pa dang chos

sngon po sogs la mi blta ba yod par ’dzin pa’ i yul rnams ni rang gi lugs kyis kyang tha

snyad du yod par ’dod pas de dag la rigs pas gnod pa ma yin no // (LRCh.pa.430a5-6)

(長尾 [1978] p.281；Wayman [1978] p.329; Newland [2002] p.269)

（53）svam a-tmama-m
･

darśanam
･

hi tat tam eva na paśyati /

na paśyati yad a-tma-nam
･

katham
･

draks
･
yati tat para-n // (MMK. 3-II) (de Jong [1977] p.

5; 三枝 [1985] p.92)

【訳】実に、眼は自分自身を見ることはない。自分自身を見ないものが、どうして

他を見るであろうか。

（54）ツォンカパにおける「言説有」については、松本 [1981]a / [1981]b；四津谷 [1999]

参照。

（55）TSh.ca.31b2-3.

（56）des na gzhan grags kyi rjes dpag gi don ni / chos can gnyis dang / gtan tshigs dang

khyab pa thams cad phyi rgol kho nas khas blangs pa yin gyi / snga rgol gyis khas blangs

med pa cig dgos la / de dag snga rgol phyi rgol gnyis ka’ i mthun snang du grub pa cig

dgos / zhes mkhas pa’ i mdun sar ngo tsha bor ba’ i gtam ni kho bo mi smra’o // (TSh.ca.
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31b1-2)

（57）Rang rgyud pa dang dNgos smra ba gang gi lugs la yang / rang rgyud kyi gtan tshigs kyi

don la khyed ’dod pa’ i gzhan grags kyi rtags kyi don las lhag pa byas ma med pas / gzhan

grags kyi rtags la rang rgyud kyi gtan tshigs byas / rang rgyud kyi gtan tshigs la rang gi

mtshan nyid kyis grub pa’ i chos bsgrub byar byas pa ni / Thal Rang gnyis kyi gzhung ’grel

gang nas kyang bshad pa med pas gdul bya mgo rmongs pa’ i phyir su sbyar ba snang ngo //

(TSh.ca.31b6-32a2)

（58）..... thal chos bzlog pa rtags su byas nas thal rtags bzlog pa’ i dam bca’ sgrub pa shin

tu mang ngo // de la yang gzhan gyis dam bcas pa’ i rang gi ngo bos yod pa rnam par bcad

pa tsam zhig byed kyi chos gzhan mi sgrub pa ni thams cad la 'dra'o // de ni bzlog pa

'phangs pa yin kyang bzlog pa rang rgyud 'phangs pa min zhing thal ba la yang bzlog pa

’phen pa dang mi ’phen pa gnyis yod do // des na rang lugs sgrub pa’ i bsgrub bya sgrub

byed khas len kyang rang rgyud kyi bsgrub bya sgrub byed khas len pa min no // (RG.ba.

33b1-3)

【訳】［このように、］プラサンガの法（＝プラサンガの主張命題の述部）が反対に

されたものが証因とされて、プラサンガの証因が反対にされた（＝換質換位された還

元された？）主張が証明されることが非常に多いのである。そこにおいても、対論者

によって主張された「自体によって有ること」が否定されるのみ［と理解］するので

あって、他の法を証明しないことはすべてにおいて同じである。それ［によって］は

反対にされたものが投じられるのであるけれども、反対にされたものは自立を投じる
．．

ものではないのである。そして、プラサンガにおいても「『反対にされたもの』を投

じるもの」と「［『反対にされたもの』を］投じないもの」の二つが有るのである。そ

れ故に、［中観帰謬派は、］自らの主張を証明する（＝うちたてる）即ち所証を証明す
．．．．．．

ることを認めるのではあるけれども、自立の所証を証明することを認めるのではない
．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

のである。（強調点筆者）


