
書評

四津谷　孝道著
『ツォンカパの中観思想　ことばによることばの否定』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　木　村　誠　司

　ツォンカパ（Tsong kha pa blo bzang grags pa, 1357-1419）は、現在のダラ

イ・ラマが所属するゲルクの開祖である。チベット仏教の最高の聖者として

知られている。しかし、一般には、彼に対する通俗的理解が流布していて、そ

の高度に学問的な面は、あまり、知られてはいない。そんな風潮の中、この

ほど、四津谷孝道氏により、きわめて学問的なツォンカパ研究が、上梓され

た。同氏には、本著以前に、すでに、The Critique of Svatantra Reasoning 

by Candrak rti and Tsong-kha-pa-a study of philosophical proof according  

two Pra
_
sangika Madhyamaka Traditions of India and Tibet (Tibetan and 

Indo-Tibetan Studies 8, Franz Steiner Verlag, 1999)なる労作があり、本書は

その手堅い研究を踏まえたものである。筆者は、四津谷氏とは、いささか、研

究領域を異とし、同氏の御著書を書評するには、不十分であるが、本書の重

要性に鑑み、あえて、以下に、書評を試みたい。

　まず、本書執筆の動機について、著者自身の言葉を紹介しておこう。ツォン

カパの中心思想は、中観思想（madhyamaka, dbu ma）と呼ばれ、インド由来

の思想であるが、その中観思想に関して、四津谷氏はこう述べている。

　中観論者はただ単に対論者の学説に内在する矛盾を暴きだし、それを否定する

ことにのみ努め、自らいかなる確信も持たなければ、もちろんそれを表現すること

もないというならば、中観論者のそうしたあり方自体を研究することは意義があっ

ても、それが自分にとってどのような意義があるだろうか、そんなことのために、

自分は仏教を学ぶ道を選んだのかと自問したことを憶えている。まことにナイーブ

な問いかけであるが、今振り返ってみると、このことに私が本書を著すこととなっ
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た根源的な動機があったのではないかと思われてならない。（p.ii）

　大変素朴な動機で、氏がこの困難な研究を始めた様子が、よくわかる。氏は、

チベット語文献はもとより、サンスクリット語文献も視野に入れ、内外の先人

の業績を踏まえ、本書を著し、また、詳細な注も施しているので、我々として

は、非常に使いやすくなっている。とはいえ、専門書であるから、始めに、本

書の目次を確認して、内容を概観しておくのがよいだろう。

序論……１

第１章　ことばによることばの否定……12

第２章 否定対象の把握……33

第３章 正理のはたらき……57

第４章 中観論者における主張の有無（１）……99

第５章 中観論者における主張の有無（２）……122

第６章 プラサンガ論法……228

第７章 対論者に極成する推論……259

第８章 自立論証批判（１）……280

第９章 自立論証批判（２）……311

第 10章 自立論証批判（３）……369

　以上が、本書の目次である。序論では、各章の内容が、簡潔に示されてい

る。著者による説明は、序論をご覧頂くことにして、ここでは、筆者の理解

出来た範囲で、内容をスケッチしてみよう。中観派は、ナーガルジュナ（龍

樹）以来、すでにインドにおいて分派していた。その分派名は、帰謬派（thal 

gyur pa, pra
_
sańgika）と自立派（rang rgyud pa, sva

_
tantrika）として知られてい

る。この両派の違いは、論理学に対する見解の相違に由来する。前者は論理学

に対して否定的であったが、後者は好意的であった。事情は、チベットにおい

ては、さらに錯綜した。チベットでは、後代、一般的に帰謬派支持であった。

ツォンカパも基本的に、帰謬派を支持している。彼は、さらに、存在論からも、

両派を区別すべく、「自立派は世俗において自相を承認するが、帰謬派は承認

しない」という説を提唱したのである。しかし、ツォンカパは、同時に、論

理学を重用し、一見、自立派的な姿勢も見せた。この複雑な議論は、今なお決

着のつかない問題として、仏教学のパズルとなっている。このパズルに、一定
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の回答を与えたのが、本書なのである。実は、筆者も、ツォンカパの不可解な

対応には、かねてより、疑念を抱いていた。ツォンカパは、自立派の一人と目
されるカマラシーラ Kamalaś laの説を、支持して『中観荘厳論の覚え書き』

dBu ma rgyan gyi zin brisという自著で次のように、述べているからである。

同書は、広くツォンカパの著作を検分しておられる著者によっても、触れら

れていないようなので、紹介の意味を兼ねて、以下に示そう。（著者の利用し

た主なサンスクリット語・チベット語文献は、pp.372-373に示されている。）

もし、この論証式（sbyor ba,prayoga）を自立〔論証〕とするならば、他派が述べるアー

トマンや自在神等と、自派が述べる苦や無部分の知という〔論証式の〕主題（chos 

can dharmin）は成立しないので、主題所属性（phyogs chos,paks.adham̀ata
_
）は成立

しないので不適切である、と言うなら、〔答えよう〕。…中略…〔カマラシーラ作〕『中

観光明論』（dBu ma snang ba,Madhyamaka
_
loka）においては、「先に示したような

ものを主題として立てる場合にも、論証因や〔証明されるべき〕属性が、排除のみ

〔rnam bcad tsam, vyavacchedama
_
tra〕ならば、自立〔論証〕は、完璧に可能である」

と何度も説明された。…中略…そのような主題に対しても、自立〔論証を用いるの

は〕可能であることを正しく証明することが、アーチャルヤたる学者カマラシーラ

の説なのである。（『中観荘厳論の覚え書き』Ba, 8b/2-9a/4）

　ツォンカパはここで、はっきりと自立論証の可能性を認め、カマラシーラを

支持しているように見える。帰謬派なのにである。この摩訶不思議な事情を知

るために、簡単に、時系列で、整理してみよう。

１－インドのニヤーヤ学派の論理学が確立する。

２－中観派の龍樹がそれを批判する。

３－ディグナーガ・ダルマキールティなどが、仏教論理学を形成する。

４－バーヴィヴェーカは、ディグナーガに従い、論理学を暫定的に認める。

５－チャンドラキールティは、バーヴィヴェーカを批判し、論理学にも懐疑的

な見解を表明する。

６－チベットにおいてバーヴィヴェーカは自立派、チャンドラキールティは帰

謬派と明確に位置付けられる。

７－チベットにおいても、前半は自立派優位であったが、後半圧倒的に帰謬派
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が支配的であった。

８－ツォンカパが登場し、独自の帰謬派解釈を示した。

　本書の中心テーマは８である。ここでは、そもそもの論議の発端であるイン

ドの事情に絞り、１から５までの様子を概観だけしておこう。ニヤーヤ学派は、

インドにおける論証学の権威的存在で、それは仏教でも、簡単に無視出来るよ

うなものではなかった。確かに、ニヤーヤ学派は、実在主義者と呼ばれて仏教

からは批判されていた。しかし、論証において、その主題となるものが実在し

なければ、その論証自体認められない　というニヤーヤ学派の主張は受け入れ

ざるを得なかった、それは、インド思想界の常識でさえあったので、仏教側は、

大いに、困惑したのである。なぜなら、仏教側が、お家芸の一切空の思想を標

榜するなら、それは必然的に、すべての実在性をも否定することになり、論証

の主題の実在性も、また、承認しないことになるからである。結果、論証は出

来ないことになる。だが、仏教側も、論証の重要性は認識していたので、ディ

グナーガ・ダルマキールティが活躍したわけである。バーヴィヴェーカは、そ

の路線に乗ったにすぎない。しかし、純粋な中観論者なら、論証には懐疑的に

ならざるを得ない。それ故、チャンドラキールティのバーヴィヴェーカ批判も

行われたのだ。だが、空は証明されねばならない。実は、ニヤーヤ学派は、正

式な論証の他に、タルカと呼ぶ補助的な論証も効果ありと、明言していた。こ

れを奇貨として、帰謬派は、帰謬論法というイレギュラーな論証を採用した。

これで、仏教としての面目を失わずに、しかも、ニーヤーヤ学派にも文句は言

われないですむのである。このようなインドの状況を踏まえて、議論はさらに、

複雑化して、チベットへとつづくのである。

　では、本書の記述に戻ろう。四津谷氏は、このパズルの鍵が「自相」

（svalaks.an. a,rang gi mtshan nyid）にあることを示してこう言われている。

ツォンカパの「自立論証批判」において最も重要な役割を果たしているのは、「自

相によって成立するもの」（rang gi mtshan nyid kyis grub pa）という概念である。

これは、ツォンカパによって、中観自立派が言説（世俗）において認められるとさ

れるものであり、中観帰謬派にとっては勝義的（実体的）存在であり、それを言説

（世俗）としてさえ認めることはないとされるのである。（pp.9-10）
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　さらに、この「自相」というタームが、一筋縄ではいかない代物であること

に言及される。

ツォンカパは経量部や仏教論理学における「自相」（svalaks.an. a rang mtshan）につ

いて簡単に触れ、さらに実体的な存在としての自相について言及し、チャンドラキー

ルティはそのような自相（厳密には「自相によって成立する自性（rang gi mtshan 

nyid kyis grub pa’i rang bzhin）を言説においては認めていないという自らの理解を

提示する。（p.42）

　実は、筆者の一番の関心も「自相」という用語にある。これは、著者も指摘

するように、仏教においては、インド以来、よく使用される用語である。しか

しながら、部派により、あるいは、人により、使われ方が多様で、非常に理解

しにくい言葉でもある。ツォンカパの使用法は、著者により、幾分解明された

とはいえ、まだ未知の部分は多い。個人的には、ツォンカパの仏教論理学偏重

の態度を鑑みて、特に、論理学的側面からの研究に興味がある。個人的な興味

は、ひとまず、置いて、本書の内容に戻ろう。著者は、この困難な課題の結論

をこう下している。

そうしたツォンカパの理解の背後には、中観論者は無自性・空なことばによってす

べての事物の無自性・空であることを明らかにし、正確には証明していかねばなら

ないという彼の堅固な意志を見て取ることができるのである。つまり、この自立論

証批判においても、やはり、『廻諍論』の中に見出された「ことばによることばの否定」

というモチーフが、重要な役割を果たしていると言えるのである。（p.371）

　著者は、この結論に結びつく『廻諍論』の記述も次のように紹介しておられる。

もし私に何らかの主張が有るならば、それによってこの過失が私に有るであろう。

しかし、私にはいかなる主張も無いのであるから、したがって、この〔ような〕過

失は私には無いのである。（p.106-107）

　上記のナーガルジュナの言葉が、発端となって、言葉の問題が後世、論じら
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れていくわけであり、著者の問題意識も醸成されたのであろう。

　最後に、著者へのお願いを記して、この拙い書評を終えよう。著者は、本書

において伝記的資料を使用しない旨を述べておられる。それは、曖昧さを払拭

するという意味で、見識ある執筆方針であろう。しかし、伝記的資料にも、一

片の価値はあると思われるので、無視することなく、紹介して欲しいのであ

る。そうして頂けると、門外漢にはとりわけうれしいのである。ここでは、論

理学に対するツォンカパの見解を示す重要な記述だけ紹介しておきたい。とい

うのも、筆者の関心は、先ほど述べたように「自相」にあり、「自相」は論理

学において、とりわけ大切な用語であるので、ツォンカパと論理学との関わり

を一瞥しておくのも無駄ではないと思ったからである。以下は、ツォンカパの

高弟ケードゥプジェー mKhas grub rje（1385-1438）のツォンカパ伝『信仰正道』
Dad pa’i jug ngogからの一節である。

〔師ツォンカパは、ダルマキールティ著〕『量評釈』rNam ‘grel,Prama
_
n. ava

_
rttikaの

解説たる〔ウユクパ ’U yug pa注〕『正理蔵』Rigs mdzodをご覧になり、第二章〔量

成就章、prama
_
n. asiddhi, tshad ma grub pa〕の箇所の道の設定を説示する箇所を正

しくご覧になることによって、〔それを〕機縁として、ダルマキールティの原典と

正理の規定に対して、抑えようとしても抑えられない力強い無量の信仰を起こさ

れ…『信仰正道』（Ka,17b/1-2）

　この紹介をもって、本書評を終えよう。本書の真価は、何といっても、その

学問的なアプローチにあり、蔓延している安易なチベット理解を批判するとこ

ろにある。それは、実際に、読んで頂いて納得してもらう以外にはないのである。

〔四津谷孝道　ツォンカパの中観思想　ことばによることばの否定　2006年、大蔵出版
社、9500円、ISBN4-8043-0565-3〕
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