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『入大乗論どに引用されるヴァラルチの掲

五
日道田池

略号

//1rFf=〕イα″秒α%α力α力F,④α筋力乃万

7=免 ル万υπ″,D.ed,No 3856,P ed,No 5256

I `まじ心うに

5世 紀前半の訳出(1)とされる F入大乗論』(大正 No 1634)は 、サンスクリッ
ト原典 もチベ ット訳 も現存せず、同論の存在自体 も他の論書等に言及されてい

ない謎の文献の一つである。随所に 『法華経』などの大乗経典や、ナーガール

ジュナやアー リヤデーブァのものとされる語句が引用されるが、同定の困難な
個所 も多 く、さらに、中観思想だけではなく、政伽行派の見解や如来蔵思想な
ども多 く説かれてお り、同論の帰属学派や成立時期 はいまだ明 らかではな
ぃ

( 2 ) 。

本稿は F入大乗論』に説かれる所知障 GtteyavaraPa)の規定を考察 し、上
記の問題に対してわずかながらでも近づくための一助とするものである。所知
障とは真実 (tattva)の理解を妨げる何らかの障害とされるものである131。法
無我理解は大乗のみの特権であり、所知障を除去できない声聞独覚が法無我や
真実を理解することはない。所知障の有無は大乗と小乗とを峻別する境界線で
あるが、しかし、ひとたび一乗思想が示されて声聞成仏が説かれる場合には、
この所知障の問題は軽々と止揚される。この 『入大乗論』においても声聞成仏
の議論の中で所知障の規定が説かれるものの、すぐにその解決が示されること
になる。

『入大乗論』におけるこの議論は喩伽行派の見解にもとづいて行われている。
同論では、所知障の説切のためにヴァラルチ (Vararuci“),娑羅留枝/娑 留枝比
丘/娑 留枝比丘/婆 羅棲志)の F仏本行』(『本行経』/『 仏木行掲』(5っの一節が
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Q)      『 入大乗論』に引用されるヴアラルチの掲 (池田)

引用される。従来、この引用文献については全 く情報が存在しなかったが、私

見 によれば、同 じ一節が中観派のノミ_ヴ ィヴェーカBhavivekが0(490-

570(め)に 帰せられる F思択炎』(駒力r7iυπ肱)(0第4章 「声聞の真実の決択に入

る (Sravakatattvavinるcayavatara)章」に引用され、同じく所知障の説明に使

用されている。同一のヴアラルチの掲によって同じく所知障を説明しているも

のの、両論の規定は同一ではない。

Ⅱ『入大乗論』の所知障の規定

『入大乗論』では、煩悩障と所知障がそれぞれ 「結障」「智障」として登場す

る。

問回、一切声聞、皆成仏不。

答日、声聞成仏。此亦無過。

問日、云何無過。

答曰、先断結障、後断智障。浄治諸地、向一切智。是以無過。

問口、焼滅結使、如焦穀芽。云何得仏。

答回、若如汝言、断滅結使不得成仏者、汝及一切衆生皆具諸煩悩即応是仏。汝

意若謂、具煩悩人非是仏者、離煩悩者応当得仏。汝言、焼煩悩結、如焦穀芽、而

不成仏、亦無是処。我不欲令具煩悩種、生仏法芽。汝痴無智、顛倒解故、謂煩悩

為仏法種。阿羅漢初断煩悩、後除智障、修菩提道、得成正覚。阿羅漢中、有少断

智障者、有不断者、右得無諄三味者、有不得無講三味者、有得五神通者、有不得

五神通者、有得四弁者、有不得四弁者、有得禅出入自在者、有不得禅出入自在者、

何以故。不断一切智障故。

問口、云何名為智障。

答口、出世間無明、名為智障。猶如娑羅留枝本行中説偶、

無明有二種  世 間出世間

世間無明行  賢 聖己遠離

愚痴無妙解  不 能如実知

依止此心識  法 界諸峨処

未能及本原  云 何決定出

法身証涅槃  唯 仏能了知

仏婆伽婆、乃能知其体性智慧及大悲断結。
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『入大乗論』に引用されるヴァラルチの掲 (池田)      G)

者勤修禅定、是鈍根人。二者週向菩提、能断智障、是利根人。楽行禅者、如宝良

生説、猶如水精終不能成摩尼宝珠、声聞修禅亦復如是、終不能成菩提果也(9ち此是

諸仏境界、非我所知。一乗多乗、今但略挙其義。以明仏教、不相違背、我未能了。

警如長者速行疲極、現作化城(1り。此経中説、但有一乗、実無有三(11ち仏亦自説、

唯有一乗、更無二三(1り(大正 32,p45b22c26)。

以上のように、F入大乗論』では、所知障を 「出世間無明」 とするヴァラル

チの掲が引用される。「出世間無明」についてのこれ以上の情報は F入大乗論』

にまった く存在 しない(13ちしかしながら、直後に説かれる二種の声聞の説明

は 『解深密経』(磁物効ゲ%ゲ″物ο翻%αs″η)「無 自性相品Jの 所説 と同一 と考え

ることが可能であろ う。

don dam yang dag'phags nyan thos kyi rigs can gang zag zhi bai bgrOd pa gcig

pu pa ni sangs rgyas thanis cad brtsOn pa dang ldan par gyur kyang byang chub

kyi snying po la bzhag ste/bla na nled pa yang dag par rdzogs pa'i byang chub

thob par byar■li nus so//de ci'i phyir zhe na/'di ltar de ni snying rJe shin tu

chung ba dang/sdug bsngal gyis shin tu tigS pa'i phyir rang bzhin gyis rigs

dnlan pa kho na yin pa'i phyir ro//(LamOtte ed,p 74,VII,15)

パ ラマールタサム ドガタよ。声聞の種姓を持ち、ただ寂静に耽腸 している人

(Samaikayanika pudgalが10,一
向趣寂声聞)は 、一切の仏がどんなに努力しても、

菩提座にすわ り無上正等覚を得ることはできない。なんとならば、彼は慈悲が極

めて小さく、苦をとても恐れているため、本性 として劣った種姓に他ならないか

らである。

nyan thos byang chub tu yongs su'gyur ba gang yin pa de ni ngas rnan grangs

kyis byang chub sems dpa'yin par bstan te/'diltar de ni nyon rnongs ba'i sgrib

pa las rnam par grol nas/de bzhin gshegs pa rnams kyis bskui na/shes byat

sgrib pa las sems rnam par grol bar byed pa'i phyir ro//(LamOtte ed,p74,VH,

1 6 )

およそ誰であれ、菩提に廻向する声聞 (bodhipariPamantt Sravaka119,廻向菩

提声聞)で あるならば、彼を別の観点 (rnam grangs,paryとya)か ら菩薩である

と説示する。とい うのも、彼は煩悩障から解脱 した後、諸々の如来達に勧められ

れば、所知障から心を解脱させるからである。

この二種の声聞に関する見解が同一であれば、所知障の概念も 『解深密経J

の所説と同様と判断することも可能かもしれない。
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Q)      『 入大乗論』に引用されるヴアラルチの掲 (池田)

ところで、F入大乗論』力＼伝承通 り5世 紀前半の訳出であれば、菩提流支訳

(517年訳)や 玄共訳 (647年訳)よ りも以前に、いち早 くこの 『解深密経J「無

自性相品」の内容を伝えたことになってしまうであろ う(16ち

Ⅲ T」におけるヴァラルチの偶の引用

バーブィヴェーカに帰せられる 7yに も同じヴァラルチの掲が引用される。

下記の前主張に対する答論の部分である口。

mahayane'py ayatt margal sarVavittvaptaye mune4/

yanantaratvat pratyekabuddhayane yatheeyate//′Иんpて,chap 4,k 6//(18)

大乗においてもこの道によって牟尼の一切知が獲得 される。なぜなら、[一切

知は]別 の乗 [によっても獲得 されるもの]で あるか ら、独覚乗 において

[獲得されるが]ご とし、と主張された。

この前主張 に対 して答論がなされ所知障についての議論が行われ る。そこに

『入大乗論』に引用されたブァラルチの掲が引用されている。便宜上、並べて   |

表示した。

hetur yanantaratvakhya den� va gatottar中 //〕〃M,Chaュ 生 に  |

28ab//(19)                                                           | ｀

他の乗を因とするという他ならぬこのことに返答がなされる。

nyan thos kyitheg par bstan pa'ilam ni yang dag par rdzogs pai byang chub       l

kyi rgyu ma yin te/bsgonl pa dang bral bas des ni shes bya'i sgrib pa spong

bar rni nus patt phyir rang sangs rgya kyitheg par bstan pal lanl bzhin no zhes

bya bar'brel to//

声聞乗に示された道 (marga)は 、真実としては完全な菩提 (sattbodhi)の   |

因ではない。なぜなら、修習と離れているのでそれ (声聞乗の道)に よって所

知障を断つことはできない故に。例えば、独覚に示された道の如し、と [いう

論証式が]結 びつく。

kathanl cavrtisadbhavad arhannarhati nirvltila1 // 〕4んpて, chap 4, k       l

28cd//(20)

ではどうして障害が存在するのに、阿羅漢に涅槃があさわしいのか。        |

sgrib pa yang gnyis te/ [1]nyon mOngs pai sgrib pa dang/ [2]shes byai sgrib       i   し

pa zhes bya'o// [1]nyOn mongs pa'i sgrib pa yang rnam pa gnyis te/[la]       |
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『入大乗論』に引用されるヴァラルチの偶 (池田)      6)

'ching bar byed pa dang/ [lb]bag chags kyi ngo bo'o //yang [2]shes bya)i

Sglib pa ni'ching bar byed pa'i bdag nyid kho na'o//de la nyan thOs dang rang

sangs rgyas dag gis ni[la]nyon mOngs pa'i 'ching ba tsanl spangs kyi[lb]

nyon mongs pai bag chags kyang nュ a yin la/ [2]shes bya'i sgrib pa gnyi ga'i

ngo bo nyid kyang ma yin pas det phyir dgra bconl pa nilnya ngan las'das pa

zhes bya ba ma yin te/sgrib pa yOd pa'i phyir rgyun du zhugs pa la sogs pa

bzhill nO//des na nyan thos dang rang sangs rgyas dag kyang bag chags kyi

dri rna dag par byas te/byang chub l(yi phyogs yongs su rdzOgs par byas llas

sangs rgyas su'gyur ro zhes bya ba'di grub pa yin l10//

障もまた二つがあ り、[1]煩悩障 と [2]所知障 といわれ るものである。[1]煩悩

障もまた二種があり、[la]束縛 (thing bar byed pa,bandhana)[を木質 とする

もの]と [lb]習気を木質 とするものとである。また、[2]所知障はただ束縛を木

質 とするものだけである。その うち、声聞と独覚は [la]煩悩の束縛だけを断つ

が、[lb]煩悩の習気をも [断つこと]は なく、[その煩悩の習気 と][2]所知障 と

の両方の性質も [断つこと]は ないので、それ故に、阿羅漢は涅槃を得 るとい う

ことはない。なぜなら、障が存在するからである。預流 (rgyun du zhugs pa,

srota apanna)等の如 し。従 って、諸々の声聞独覚 も習気の汚れ ([lb],[2])を

清浄にして菩提分法 (bodhi pakea)を完成して仏となるとい うことが成 り立つの

である

de lta na yang [3]rni shes pa yang rnanl pa gnyis te/ [3a]nyon n10ngs pa can

dang/ [3b]nyon mOngs pa can ma yin pa'o//de la [3a]nyon mOngs pa can ni

bdag tu nga rgyal ba dang/rtag tu rmOngs pa dang/bdag la chags pa la sogs

pa'o// [3b]nyon mongs pa can nla yin pa de ni bag chags kyi ngo bO ste/

そのようにまた、[3]無知 (mi shes pa, aiiana)も 二種あり、[3a]有染汚と

[3b]不染汚 とである。その内、[3a]有染汚 [無知]と は、人我に対す る我執、常

に対する蒙味、人我に対する貪欲等なである。その [3b]不染汚 [無知]と は習気

を本質 とするものである。

ji skad du mchOg'dOd kyis sangs rgyas kyl lndzad pa bstan pa las/

2hes bstan pa lta bu'0//

ma rig'di ni rnam gnyis te//         1

tセ rten paガ 'phags par shes//     1

'jig rten pas ni'du byed skyed//             1
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6)      『 入大乗論』に引用されるヴァラルチの掲 (池田)

ring du gyur pa'phags pa y1//

slob nla'gog la gnas pa la//

gang tshe yid ni bzhag gyur pa//

de tshe'di yi nyer len nled//

srid par ttug pa yang nli'gyur//

de ni'gog bralla gnas pa//

ma rig pa yis'phags de rmongs//

rnanl shes nyer len dang bral ba//

grol ba yin zhes rjod par byed//

rnlongs'di grOl ba ga la yin//

yang dag tu na kun ta rnlongs//

chos kyi skye nached phug dag tu//

'di yi rna,l shes rab tu sbas//

yang srid'jug pa'ang nia yin la//

mthar thug sangs pha'ang'di rna yin//

sangs rgyas chos kyi sku nyid du//

gyur na 'di bzod mya ngan'das//

sangs rgyas chos kyi sku'di ni//

nlya ngan'das yin de nyid ni//

sangs rgyas kho nas llangon par nlkhyen//

猶如娑羅留枝本行中説掲

de phyir byin gyis brlabs nas zhugs//        1

以下のように、ヴァラルチ (mChog'od,Vararuci)に よる F仏本行』の中に、

この無明は二種である。世間の人 [の無明]と 、聖者 [の無明]と 知 る

べきである。世間の人 [の無明]か ら行が生起する(21)が、[その諸行から]

離れているのが聖者 [の無明]で ある。

弟子 (世間の人)が 滅に住 し、意が定まるとき、これの取 (upadana)

はなく、有の活動も止まる。

彼が減から離れて住すれば、無明によってその聖者は愚痴 (mOha)を も

つ。識が取から離れるのが解脱といわれる。

この愚痴の何が解脱であるのか。さもなくば、真実 としては一切が愚痴

となる。

法処 (dharmayatana)の諸々の穴 (guha)に この識が隠れている

無明有二種

世間出世間

世間無明行

賢聖已遠離

愚痴無妙解

不能如実知

依止此心識

法界諸瞼処

未能及本原

云何決定出

法身証涅槃

唯仏能了知

(大正32,p45c916)
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『入大乗論』に引用されるヴァラルチの掲 (池田)      0)

また、有の活動もなく、究極的には仏の父はない。仏の法身となるなら、

これは忍であ り涅槃である。

仏の法身は涅槃であるが、同じそれはただ仏のみが直接 ご覧になる。そ

の故に所依 (adhi,:ana)になるのである。

と示された通 りである。

de la[3a]nyon mongs pa can gyi mishes pa ni'phags pa nyan thos rnams kyis

lhag ma nla lus par rab tu spangs te/gang zag la bdag laled pa rtogs pal phyir

ro// [3b]nyon mOngs pa can nla yin pa ni grOl ba la sgrib par byed pa llla yin

par yod bzhin du yang'dir zad pa dang/Hュi skye ba shes pa thOb par'gyur zhes

bya'0//(,7,D ed,Dza,162a6-163a2,P ed,Dza,176a2-b6)

その うち、[3a]有染汚無知は声聞の聖者達によって残 りなく断 じられる。なぜ

なら、人無我を理解するからである。[前主張のように][3b]不染汚 [無知]が 解

脱に対す る障害ではないとしても、[ではどうして]こ こで [障害が]消 滅 し、

[阿羅漢が]不 生の知を獲律するのか、といわれているのである。

η では、所知障 は 「束縛 (■hing bar byed pa,bandhana)を木質 とす るも

の」 とのみ説明されている。声聞の聖者 は不染汚無知 を取 り除 くことができな

い とも説かれ るが、 これを所知障 と定義 しているわけではない。 また、習気 と

も定義 してお らず、 T/の 解釈を切確 に評価す る材料 は不足 している。

両文献のブァラルチの掲の引用は決してぴったりと一致しているわけではな

く、いくつかの問題もあると思われる。冒頭部分チベット語の
“'phags pa"

は、η の文脈も 「声聞の聖者にも何らかの障害が残存する」というものであ

るから、原語は
“
arya"が適切ではないかと思われる。しかし、F入大乗論』

では 「出世間」である。一般的には 「出世間」の原語は
“
loka uttra(lig rten

las'das pa)"であり、
“
arya"を 「出世間」と訳す例を筆者は知らない。

ヴァラルチの傷は、『入大乗論』に四度、7に 三度引用される。上記の所

知障に関する記述の他にも両論の引用が一致する個所がもう一つ存在し、こち

らのほうがより同一性が高い。

ji skad du'bar ra ru tses sangs rgyas kyi

pa las/

mdzad l 猶如娑留枝比丘説仏木行

偶 、

bdag nyid gcig las mang po nyid//

mchog tu legs par mdzad pas spru1//

tha dad ma gyur bden dngos las//

一身為多身

作己極為勝

非実亦非虚
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G) 『入大乗論」に引用されるヴアラルチの掲 (池田)

bdag dang lhan cig dga'o zhes//

myos pa rnams dang han cig de//

r g y a g s  s h i n g  m y o s  p a s  m y o s  m a  d a n g / /

'dod pal rgyags pa las rgal kyang//

d o d  p a s  m y o s  m a  m a m s  d a n g  r t s e 〃

rnal'byor ye shes nle yis ni//

'dod pa'i'dod chags bsregs gyur kyang//

de yis senls ia'dod pa ni//

'byung ba lta bu nyid du ston//

各各令喜悦

放恣生欲意

盛壮狂所乱

現同行於欲

引令到彼岸

禅智能焼滅

欲界諸結使

欲結甚狂逸

能示現其心

(大正 32,p44b814)(2り

de ltar de ni spyod pa dang bcas rnli lani sgyu ma ltar//

nayos pa'i dbang gyur de dag'dun phyir rtse ba nyid du byed//

mi gyo brtan pa'i sems can sems can kun gyi sems can gcig/

1egs par spyad pas gnyid spangs gnyid ces bya ba'i gnyid kyis log/

ces'byung bas(,7,D ed,Dza,171al-4,P ed,Dza,185a5-bl)

Ⅳ 終 りに

『入大乗論』 と η との関係はいまもって明らかではないが、両論にヴァラ

ルチなる人物の著作が引用されていたことのみが提示できたと思われる。判断

材料に乏しく、所知障に関する両論の思想内容の吟味が不足 しているが、今後

の課題 としたい。

,王

(1)訳 者道泰の訳出年代について、坂本幸男氏は437439年 と推定 している。

『仏典解題辞典』8(1933),p352参 照。宇井伯寿氏は427431年の間の訳出

とするが、いくつかの経録を検討 し、「果 して道泰の訳であるか、どうか、

必ず しも確実ではないといはねばならぬ」 と述べている。宇井伯寿 F宝生

論研究』(1959)pp 414 415参照。

(2)著 者 とされる堅意について、坂本幸男氏は350400年頃の人物 と推定 し (前

掲 『仏典解題辞典』p352)、 宇井伯寿氏は 「250350、又は300350年頃」

とする (宇井前掲書 p409)。 さらに、「堅意は、広義での中観派に属すると
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(3)

(4)

『入大乗論』に引用されるヴァラルチの偶 (池田)      ⑬ )

はいえようが、当時果 して [中略]ど れだけ派 といふ意識があつたかは疑

間である」 とも述べる (同p428)。 大竹晋氏は 『解深密経』の二種声聞説

が説かれていることを指摘 し、著者の堅意を喩伽行派の人とし、「伝承の通

り道泰訳 (5c前半)な らば、場合によっては無着。世親より前世代の喩伽行

派文献 となる」と判断されている。大竹晋 「『入大乗論』の引用阿含」『F口

仏研』521(2003),p(130)参 照。その他、『入大乗論』に関する研究 とし

て以下の ものがある。国 田義遜 「堅意の入大乗論 に武て」『宗教研究』

114(1943),pp 161 174,上山大峻 「『入大乗論』における大乗仏説の論証」

『宗学院論集』37(1965),pp 93 103,入 力広喜 「『入大乗論』と中観学説」

『印仏研』302(1982),pp 21 27,堀 内俊郎 「『釈軌論』における 「隠没」経

の理論」『東方学』112(2006),pp 77 65

所知障を説いた最初期の文献の一つである 『菩薩地』(aガ肪vル クぅヵラ77Tゲ)

には、所知障と真実との関係が以下のように示されている。「所知障を清浄

にする智の把握対象である真実 (tattva)とは何か。所知に対する智を妨げ

るものが [所知]障 といわれる。その所知障を離れた智の把握対象が、所

知障 を清浄 にす る智 の把握対象であ る真実だ と知 られ るべ きである

OheyavaraPaViSuddhijttanagOcaras tattvatt katamat / jheye jhanasya

pratighata avarattana ity ucyate// tena jheyavaraPena vilnuktasya yo

jianasya gocaro vieayaS taj jheyttvaraPavisuddhijhanagOcaras tattva早

vetitavya甲〃,a力吻sF"αι力万%ゲ,Tattvarthapatala,高橋晃一 『『菩薩地』

「真実義品」から 「摂決択分中菩薩地」への思想展開 i vastu概念を中心 と

して』Bibhotheca lndologica et Buddhologica 12(2005),p 87,2241)」 。

なお、知 られるべきものである所知の内容については、拙稿 「喩伽行派に

おける所知障解釈の再検討」『駒澤短期大学仏教論集』6(2000),pp(31)

(39)参照のこと。

宇井伯寿氏は 「Balaruci、力略」 と推測 し (蹄の誤植 とも思われる)、この

テキス トについても 「仏伝関係のものであるらしく、三回も引用せ られ、

十掲 もあるので、著者がよほど私淑 して居たものであろ う」と述べている

(宇井前掲書 pp 426 427)。 イン ド文献におけるVararuciな る人物につい

ては、Central lnstitute of Higher Tibetan Studiesから出版されている以

下の書籍を参照されたい。Losang Norbu Shast� ,訪 ね望筋δ げ 五″リ

レ修紹,物ιゲ r Sαηs乃カナ 拓θs力紹″0%, ribθ″η チιχち α′ο2,gωゲ励 E,9g′港力αη′
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『入大乗論』に引用されるヴアラルチの掲 (池田)

rrPη′がと,9%s′αォガοタタs,Bibliotheca lndo―Tibetica series 51,Sarnath 2001,pp

4650同 書には何人かの Vararuciが紹介されているが、本稿で扱 うテキ

ス トの著者ではないようである。

タイ トルは単純に考えれば BJr′′力α力万り盗万力■ B%″ 力α乃万ヮηαrrr力αとも、あ

るいは、T/の チベ ット語
“
sangs rgyas kyi ndzad pa bstan paWからは

β″力励肪73/αSゐオ胞 とも推定されるかもしれない。

Bhavivekaの 名称については、江 島恵教 「Bhavaviveka / Bhavya /

Bhav�eka」『印仏研』382(1990),pp(98)(106)参 照。同論文は 「バー

ヴァヴィヴェーカ/′ミヴィヤ/バ ーヴィヴェーカJと して 『空 と実在 :江

島恵叛博士追悼論集』(2000),pp 509 520に再録。

バーヴィブェーカの在世年代 については、宇井伯寿 『印度哲学研究』5,

(1929),p149参 照。

7を 〃Mの 著者であるバーブィブェーカの自注 とすることには既にい

くつかの疑義が提出されている。江島恵教 『中観思想の展開 i Bhava�ve

ka研 究』(1980),pp 13 15,35,n19参照。同書には以下の三点が指摘され

ている。(1)T/に l1/rFrFf本文を引用する際に 「acarya曰 く」「…というの

が acaryaの意図である」 と述べ、自分自身を acaryaと呼んでいる。(2)

T/に は後代の成立と思われるツケイα′物βttαttαクη″妙紹宛″ と同文の引用があ

る。7で 「aCaryaは 自己の論書で次のように述べている」と述べ られ引

用 された文が、フ十イα,めα″α力陶 物妙,η苑″ では 「acるrya padaは次 のよ う

に述べている」と同文が引用される。(3)′Иク'妙α,ηα力α胞筋ψ町刀 αが 7

を自己の著作 としている。以上の三点である。′ケイααbα″滋αttr7範防胞りα

が 〃河て や 『般若灯論』(乃″力砂ηプ砂α)の 作者バーヴィヴェーカではな

いことについては、山口益 「中観派における中観説の綱要書J『山口益仏教

学文集』上 (1972),pp 249 318参照。また、チベットにおける二人のバー

ブィヴェーカについては、袴谷憲明 「中観派に関するチベ ツトの伝承」『三

蔵』117(1976),p201,n15参 照。江島博士の指摘した上記の (1)に つい

ては、Bhavivekaが 自らを acttryaと呼んでも問題ないとする二人の学者

の見解が渡邊親文氏によって紹介されている。渡邊親文 「免 力万υαFrFの著

者問題について」『宗教研究』335,(2003),pp 204 205同 氏は他にも空華

(kha‐puepa)の 語義解釈や、prasiddha/prasiddhiではな くpratltiを使用

す る等の問題を指摘 している。Chikafumi Watanabe, Bhaviveka On

(5)

(7)
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invattdations by pratyakea and pratlti:the Maご妙αタタ,αttα力粋疵りりたこγオカ万111

176-181,4ηηαゐQ′サル B/2p%冴α施 /Ottθ%力どRgsιαπ力I″sカナ″ル,80(1999),

pp 155 166筆 者もかつて νηKと 7の 思想的相違について述べたこと

がある。拙稿 「B力,切M″ 夕η溢"能 を引用するBhavivekaの意図」F曹洞

宗研究員研究紀要』26(1995),pp(1)(18)「 攪 ル万クα″の二諦説に関す

る疑問 (1)」『曹洞宗研究員研究紀要』31(2001),pp(1)(10)「 同 (2)」

『駒澤短期大学仏教論集』7(2001), pp(67)(76)「 正 しい世俗 (tath‐

yaSattVrtd)と後得智」FF口仏研』501(2001),pp(158)(161),「 鈴力,

カテ″に引 用 され るC a n d r a l c l r t i の見 解」『駒 澤 短 期 大 学 仏 教 論 集』

12(2006),pp (19)―(29)

(9)『 宝積経』「迦葉品」O∽ 勲妙ψα力υ″力)の 趣意。「カーシャパょ。例えば、

神々を含む世間の者がガラス玉を磨いても、そのガラス玉は決 して瑠璃の

宝珠にはならない。カーシャパよ。まった く同様に、一切の戒学や頭陀の

功徳や三味を習得 しても、声聞が菩提座にすわ り無上正等覚を得ることは

ありえない (tad yathapi nama kasyapa sadevako lokO kacamaPikaSya

parikarma kuryat na jatu sa kacamaPiko vaioこryama♀iratno bha�e‐

yati/evam eva kaSyapa sarvasllaSikOadhutaguPasamadhiSamanvagato

pi sravakO na jatu sa bOdhimaP eゞ niOadyttnutttra samyaksattbodhim

abhisattbotsyate/,Baron A von Staёl―Holstein ed,T力θKラωttψα力υαttα

∫α ttα力斡醜αs″躍げ 励ιRク妨α力π″ι′州S,Peking 1926,chap 91,p133,M

I rヽOrObyova‐Desyatovskaya in coHaboration with Seishi Karashirna and

N o r i y u k i  K u d o , T力¢κ59砂吻少クカυαおα∫陶物α%力¢ど ど傷チα%プヵ6ゲ物ゲ′θs,

Bibliotheca philologica ct philosophica Buddhica,vO1 5,Tokyo 2002,p

32)」。支婁迦識訳 『仏説遺 日摩尼宝経』「讐如天上天下共治一水精、会不能

得摩尼珠也。一切自守持戒禅三味、智結羅漢雖衆、不能坐仏樹下、不能作

仏也 (大正 12,No 350,p191c1618)」、失訳 『仏説摩詞行宝厳経』「警如迦

葉、一切天人不能以水精為摩尼真珠、声聞如是成就一切戒清浄行、不能坐

仏樹下成於無上正真之道 (大正 12,No 351,p197b1013)」、失訳 『大宝積

経』「普明菩薩会第四十二」「迦葉、警如諸天及人一切世間善治偽珠、不能

令成琉璃宝珠。求声聞人亦復如是、一切持戒就禅定、終不能得坐於道場成

無上道 (大正 11,No 310(43)p634c2528)」、施護訳 『仏説大迦葉問大宝

積正法経』「仏告迦葉、警如恨瑠璃珠於、彼天人世間終無利用。若真瑠璃珠
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(12)     『 入大乗論』に引用されるヴアラルチの掲 (池田)

摩尼宝於其世間有大利用。迦葉如是、若彼声聞具足戒学、具一切頭陀行三

摩地門、終不能得坐菩提道場成阿褥多羅三貌三菩提 (大正 12,No 352,p

210c26)」。

(10)『 法華経』(助励 α/717妙ク牲カルρS房婉 )「化城喩品」の趣意。

(H)『 法華経』「方便品」の趣意。「シャーリプトラよ。私はただ一つの乗だけを

衆生に教示する。それが仏乗なのである。シャーリブトラよ。他の第二、

もしくは、第三の乗は存在しない (ekam evtthatt Sariputra yanam arab

hya sattvanatt dharmatt deSayami yad idatt buddhayana早 /na kittCiC

chariputra dvitlb anl va trtlyatt va yananl sattVidyate/,ヽ「ヽogihara and

T s u c h i d a  e d , S 2プ ″力α幻,切,クηゼ艤 a‐S″ 躍 7 7 2 1胞 η αη力ι′ αηプ κ υt tι′ サιπナ

げ  r/Tθ Bぁ ヵοJ/Pθθα BDr,,カ ゲ翻 ´%うどんαどんη tt θ οηs%′肪夕2g α  S乃 去 MS_ &

2うθ″η αη〃Cカゲ%盗οナ胞ηsルん″s,p37,112224)J。 竺法護訳 『正法華経』

「転使増進唯大覚乗、無有二乗況三乗乎 (大正 9,No 263,p69c9)」、羅什訳

『妙法蓮華Ath』「舎利弗、如来但以一仏乗故、為衆生説法,無 有余乗、若二、

若三 (大正 9,No 262,p7b23)」 。

(12)『法華経』「方便品」k54abの 趣意。「乗は実にただ一つであ り、世間のど

んなところにも第二第三 [の乗]は 存在しない (ekatt hi yanatt d�Ыya學

na vidyate tritiyatt hi naivasti kadaci 10ke,、「ヽogihara and Tsuchida ed,

p43,■ 910)」。竺法護訳 「唯有一乗、豊寧有二 (大正 9,p70b19)」、羅什

訳 「唯有一乗法、無二亦無三 (大正 9,p8a1718)」。

(13)『入大乗論』がそのまま受け入れるヴァラルチの偶の内容について、『勝蟹

経』(ξ筋%πヵ鹿υゐ万歩躍)の 「二種生死」「二種の煩悩」の説に関連 させて解

釈することもできるかもしれない。即ち、『入大乗論』のヴァラルチの掲に

説かれた二種の無明、「出世間の無明」 と 「世間の無明」 とを、それぞれ、

『勝髪経』の 「無明住地の煩悩」 と 「それ以外の住地の煩悩 と起煩悩」 とに

結びつけるとい う推論である。ただし、『入大乗論』に 『勝堂経』は引用さ

れない。宇井前掲書 p429参 照。F勝董経』 と 『解深密経』 との関係にも関

連することであ り、あまり可能性があるとは思えないが、今後の課題 とし

スニヤヽ。

(14) 原 語は袴谷憲昭 『唯識の解釈学 :『解深密経』を読む』(1994),p166に よ

る。なお、『入大乗論』はここで 『解深密経』ではなく 『宝積経』(「迦葉

品」)の 出典を指示していることに注意する必要があるであろう。
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『入大乗論』に引用されるヴァラルチの偶 (池田)      (13)

(15)原 語は袴谷前掲書 p168に よる。玄共訳は和訳に示した通 りそれぞれ 「一

向趣寂声聞J「週向菩提声聞」、菩提流支訳 「寂減声聞」「発菩提心声聞」。

(16)求 那跛陀羅訳 (443453年訳)と 真諦訳 (557569年訳)に はこの 「無自性

相品」は欠けている。当時、「無自性相品Jが 成立していなかったか、この

章を欠くエディションが流布していたのかもしれない。

(17)野 沢静証 「清弁の声聞批判 (上):続 印度に於ける大乗仏説非仏説論」『密

教研究』89(1944),pp 69 77に概要のみ紹介されている。

(18) Tib,``theg chen du yang lanl'di yis//kun rig thub pa'thOb byed de//

theg pa gzhan nyld yln pa'i phylr//rang rgyal theg pa bzhin du'dod//

('7,D ed,Dza,147a6,P ed,Dza,160a4-5)"

(19) ′}FttpてはChr Lindtller ed, 逮Q″/Plα″?α力α力Fa④a,,? っ√B/7αttd, the Adyar

Library series,vol 123,Adyar 2001による。なお、この校訂本とチベット

訳とは必ずしも一致しない。このことについては別の機会に論じたい。掲

の番号はこのサンスクリット校詞本に従う。Tib,“theg pa gzhan nyid

rgyu yill zhes//zer ba de yi lan yang btab//"

(20) Tib, ``j1 ltar sgrib pa yod bzhin du // dgra bcOnl mya ngan 'da' bar

rigs//''

(21)「架明から行 (sattskara)が生じる」というのは十二支縁起以来の原則で

あり、附―
地経』(DrF磁う力万夕η力盗万ヵ笠)の 無明の規定にも一致する。「その

内、無明は二種の作用をもつものとして設定される。「①諸の有情に把握対

称 に対 して愚痴 をお こさせ る。また、②行が生起す る因 ともなる

(tatravidya  dvividhakaryapratyupasthana  bhavati  /  alanabanatah

sattvan sattmOhayan/hetutt Ca dadati sattskar晟�nirvfttaye//Drr乾ぅ

力万,,?力αs万ヵη, J Rahder ed, Drr壺 う力Pr7η力rrs万力rr θr BrprF/Pね“チカαう力万′,万 f

じヵψir7ゼs防 ヵ肋η″β力み万,Patts 1926,p49G,近藤隆晃 『梵文大方広仏華

巌経十地品』(1962),pp,p98,114-p99,11,P L Vaidyaed,Daξ てし♭力rr7,2ゲ

r々rsPr力η,Buddhist Sanskrit texts,no 7,Darbhanga 1967,p 32,H 16-17)」。

この 『十地経』の記述は無明の作用として②認識対象の顕現と①それに対

する執着を説く。それぞれ、②を所知障、①を煩悩障とすることも可能で

あるが、この F十地経』の解釈はチャンドラキールティCandrakTrЫの見

解 (jheyavaraPaのkarmadharayaの解釈)に 近いものであり、所知障を

執着と解釈する喩伽行派以来の見解 GieyavaraPaのtatpuru,aの解釈)
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とは異 なる。拙稿 「「CandrakTrdの 所知障解釈」『E日仏研』491(2000),

pp(112)(115)F入 大乗論』では 「世間無明行、賢聖己遠離」と記述され

るが、同論における所知障の語義解釈は不明。

この他の二つの引用は以下の通 り。

如娑留枝比丘説仏本行掲。

一切諸光明  燈 典禦電

星月照差別  日 光最第一

飛行諸禽獣  蚊 蟻及典峰

衆鳥飛各異  金 翅最不同 (大正 32,p37b1015)

如婆羅模志於木行経中所説掲。

或是大丈夫  或 是仏所化

提婆達多者  大 仙之同伴

或復為父子  常 作内容属

菩薩有大力  権 変能為此

共仏及余人  菩 薩諸大仙

阿難難陀等  那 律釈摩南

蕨陀典種沙  憂 波種麗等

作父子谷属  成 皆共囲邊 (大正 32,p44c816)

(22)
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