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〈不動心の比喩〉（特に vāsī-candana-kalpa）覚え書

袴　谷　憲　昭

　先の拙稿「仏教教団における研究と坐禅」
（1）

において、私は、“sama-lost
4 4

a-
kāñcana ākāśa-pān

4

i-tala-sama-citto vāsī-candana-kalpah
4

（土塊と金塊とを等しいも

のとし、虚空と手の平とを等しいと見る心をもち、斧と旃檀の法則に従った〔愛憎にも

微動だにしない不動の心をもったもの〕）” という三句からなる常套句を「不動心の
比喩」と仮りに名づけたが、本稿は、その常套句を扱った文献を網羅的に取り
上げて整理し、そこに展開されている意義を、“vāsī-candana-kalpa” を中心に、
補足的に考察してみようとの意図のもとに草されるものである。
　しかるに、本稿で取り上げられる文献資料は、全てなんらかの形で既に指摘
されているものであり、従って、その指摘自体にはなんら新しい点はないので
あるが、もし本稿に新たな価値があるとすれば、かかる文献資料の再提示を通
して述べられるほんのわずかな私見にしかありえないであろう。
　本稿で扱う文献資料は、根本説一切有部（Mūla-Sarvāstivāda

（2）
）の律文献と実

修行派（Yogācāra）の極少の論書のみであるが、まず、前者から着手しよう。
　根本説一切有部の律文献において、三句からなる「不動心の比喩」は基本的
に阿羅漢（arhat）の究極的状態を叙する以下のような定型句

（3）

中の下線部分に登
場する。

　tena yujyamānena ghat
4

amānena vyāyacchamānena idam eva pañca-gand
4 4

akam
4

 

sam
4

sāra-cakram
4

 calâcalam
4

 viditvā sarva-sam
4

skāra-gatīh 
4

śatana-patana-vikiran
4

a-

vidhvam
4

sana-dharmatayā parāhatya sarva-kleśa-prahān
4

ād arhattvam 
4

sāks
4

ātkr
4

tam / 

arhan-sam
4

vr
4

ttas traidhātuka-vītarāgah
4

 sama-lost
4 4

a-kāñcana ākāśa-pān
4

i-tala-sama-citto 

vāsī-candana-kalpo vidyā-vidāritând
4 4

a-kośo vidyâbhijñā-pratisam
4

vit-prāpto bhava-lābha-

lobha-satkāra-parān4 mukhah 
4

sêndrôpendrān
4

ām
4

 devānām
4

 pūjyo mānyo ʼbhivādyaś ca 

sam
4

vr
4

ttah
4

 //

　ところで、この問題の三句中で “vāsī-candana-kalpa” が義浄によって比較的
安定した形で「刀割香塗（愛憎不起）」などと漢訳され「刀割香塗」は常に一定
して現れる傾向にあるので、この用語を中心に検索し、その結果を、平岡聡博
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士によって指摘されている「不動心の比喩」の示されている根本説一切有部
の律文献箇所

（4）

と照合すると、合計 19 箇所が得られる。これらの箇所を、更に
チベット訳にも確認して、両者対照の結果を、義浄訳の大正蔵における所出
順序を重んじ、チベット訳もこの順序に合わせて、『律分別』（’Dul ba rnam par 

’byed pa）、『律事』（’Dul ba gzhi）、『律雑事』（’Dul ba phran tshegs kyi gzhi）の順
（5）

でこの大枠を明記した上で示せば、以下のとおりである。左側に示したチベッ
ト訳中では、先に示したものが北京版、後に示したものがデルゲ版であり、右
側の義浄訳中には、それに対応する国訳一切経の所出箇所も示しておいた。な
お、『律分別』（’Dul ba rnam par ’byed pa）の箇所では、その「不動心の比喩」
の記述がなされている当該律条項番号を示しておいたので、これによって、大
体の記述位置を想起して頂ければ幸いである。

『律分別』（’Dul ba rnam par ’byed pa）

　波羅市迦（pārājika）第１条「不浄行学処」

① Che, 23b6-7：Ca, 27a2-3；23 巻，629 頁上、17-18 行：律部 19,(29) 頁

　波羅市迦（pārājika）第３条「断人命学処」

② Che, 110b4-5：Ca, 123a7；23 巻，656 頁上、27-29 行：律部 19,(127) 頁

　泥薩祇波逸底迦（naisargika-pāyantika）第５条「従非親尼取衣学処」

③ Je, 82b5-83a2：Cha, 88b1-5；23 巻，723 頁下，10-11 行：律部 20,(39) 頁

　波逸底迦（pāyantika）第 21 条「衆不差輒教授苾芻尼学処」

④ Nye, 62a1-2：Ja, 65a2；23 巻，796 頁上，17-19 行：律部 20,(296) 頁

⑤ Nye, 64b4：Ja, 68a2-3；23 巻，797 頁上，20-21 行：律部 20,(300) 頁

　波逸底迦（pāyantika）第 32 条「施一食処過受学処」

⑥ Nye, 121b7：Ja, 132a7-b1；23 巻，817 頁下，28-29 行：律部 21,(26) 頁

　波逸底迦（pāyantika）第 82 条「入王宮門学処」

⑦ Te, 111b8-112a1：Nya, 119b3-4；23 巻，878 頁下，21-22 行：律部 21,(245) 頁

『律事』
（6）

（’Dul ba gzhi）

⑧ Khe, 111b6：Ka, 113a6；23 巻，1036 頁下，28-29 行：律部 22,(338) 頁

⑨ Khe, 267a3：Ka, 285b2；24 巻，4 頁上，5-6 行：律部 23,(21) 頁

⑩ Khe, 286b6：Ka, 307a7-1；24 巻，12 頁下，9-10 行：律部 23,(52) 頁

⑪ Ge, 3a5：Kha, 3b1；24 巻，15 頁中，4-5 行：律部 23,(61) 頁

⑫ Ce, 81b6-7：Nga, 85b1-2；24 巻，140 頁下，18-19 行：律部 24,(153) 頁

⑬ Ce, 83a3-4：Nga, 86b7；24 巻，141 頁中，10-11 行：律部 24,(155) 頁
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『律雑事』（’Dul ba phran tshegs kyi gzhi）

⑭ De, 23a2-3：Tha, 25b4-5；24 巻，215 頁下，14-16 行：律部 25,(33) 頁

⑮ De, 100a7：Tha, 104a7-b1；24 巻，246 頁上，6-8 行：律部 25,(143)-(144) 頁

⑯ De, 199b1：Tha, 211a4；24 巻，277 頁中，18-19 行：律部 25,(256) 頁

⑰ De, 267b1：Tha, 283b6；24 巻，305 頁上，13-15 行：律部 26,(12) 頁

⑱ Ne, 125b4-5：Da, 130b3-4；24 巻，355 頁下，14-15 行：律部 26,(195) 頁

⑲ Ne, 161b7-8：Da, 167a6；24 巻，368 頁中，25-26 行：律部 26,(240) 頁

　以上で、「不動心の比喩」の出所箇所を明示しえたので、以下に、それらの
記述例を、チベット訳と義浄訳双方について、煩を厭わず全て順次に列挙し
ていってみたいと思う。列挙に当っては、“sama-lost

4 4

a-kāñcana” 相当訳には⒜、
“ākāśa-pān

4

i-tala-sama-citta” 相当訳には⒝、“vāsī-candana-kalpa” 相当訳には⒞
を、チベット訳（Tib.）および義浄訳（Chin.）双方に挿入する。なお、チベッ
ト訳における北京版とデルゲ版との違いについては、その一いちを断ることな
く、必須のもの以外は、採用すべきと思う方を記すだけに止めていることを諒
とされたい。
① Tib. ⒜ bong ba dang gser du mnyam pa/ ⒝ nam mkhaʼ dang lag mthil du mtshungs 

paʼi sems dang ldan pa/ ⒞ tsan dan bzhag pa lta bu　Chin. ⒝ 心無障礙如手撝空 ⒞ 

刀割香塗愛憎不起 ⒜ 観金与土等無有異

② Tib. ⒜ bong ba dang gser du mnyam pa/ ⒝ nam mkhaʼ dang lag mthil du mtshungs 

paʼi sems dang ldan pa/ ⒞ tsan dan bzhag pa lta bu/　Chin. ⒜ 観金与土平等不殊 ⒞ 

刀割香塗了無二想 ⒝ 如手撝空心無罣礙

③ Tib. 定型句としてはなし　Chin. ⒝ 心無障礙如手撝空 ⒞ 刀割香塗愛憎不起 ⒜ 観金

与土等無有異

④ Tib. ⒜ bong ba dang gser du mnyam pa/ ⒝ nam mkhaʼ dang lag mthil du mtshungs 

paʼi sems dang ldan pa/ ⒞ tsan dan bzhag pa lta bu/　Chin. ⒝ 心無障礙如手撝空 ⒞ 

刀割香塗愛憎不起 ⒜ 観金与土等無有異

⑤ Tib. ⒜ bong ba dang gser du mnyam pa/ ⒝ nam mkhaʼ dang lag mthil du mtshungs 

paʼi sems dang ldan pa/ ⒞ tsan dan bzhag pa lta bu　Chin. 平等運心愛憎不二

⑥ Tib. ⒜ bong ba dang gser du mnyam pa/ ⒝ nam mkhaʼ dang lag mthil du mtshungs 

paʼi sems dang ldan pa/ ⒞ tsan dan bzhag pa lta bu(r)　Chin. ⒝ 心無障礙如手撝空 

⒞ 刀割香塗愛憎不起 ⒜ 観金与土等無有異

⑦ Tib. ⒜ bong ba dang gser du mnyam pa/ ⒝ nam mkhaʼ dang lag mthil du mtshungs 
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paʼi sems dang ldan pa/ ⒞ tsan dan bzhag pa lta bu/　Chin. ⒜ 観金与土平等不殊 ⒞ 

刀割香塗了無二想 ⒝ 心無罣礙如手撝空

⑧ Tib. ⒜ bong ba dang gser du mnyam pa/ ⒝ nam mkhaʼ dang lag mthil du mtshungs 

paʼi sems dang ldan pa/ ⒞ tsan dan dang steʼur mnyam pa/　Chin. ⒞ 刀割香塗不生

瞋恨 ⒜ 看金与土等無有異

⑨ Tib. ⒜ bong ba dang gser du mnyam pa/ ⒝ nam mkhaʼ dang lag mthil du mnyam 

paʼi sems ⒞ steʼu dang tsan dan du mnyam pa　Chin. ⒝ 心無障礙如手撝空 ⒞ 刀割

香塗愛憎不起 ⒜ 観金与土等無差別

⑩ Tib. nas... bar の省略法を採る　Chin. ⒝ 心無障礙如手撝空 ⒞ 刀割香塗愛憎平等 ⒜ 

観金与土等無有異

⑪ Tib. nas... bar の省略法を採る　Chin. ⒜ 観金与土平等無異 ⒝ 目観法界如見掌中 ⒞ 

刀割香塗等無有異

⑫ Tib. ⒜ bong ba dang gser du mnyam pa/ ⒝ nam mkhaʼ dang lag mthil du mtshungs 

paʼi sems dang ldan pa/ ⒞ tsan dan dang steʼur mnyam pa
（7）

/　Chin. ⒝ 心無障礙如手

揮空 ⒞ 刀割香塗愛憎不起 ⒜ 観金与土等無有異

⑬ Tib. ⒜ bong ba dang gser du mnyam pa/ ⒝ nam mkhaʼ dang lag mthil du mtshungs 

paʼi sems dang ldan pa/ ⒞ tsan dan dang steʼur mnyam pa/　Chin. ⒝ 心無障礙如手

揮空 ⒞ 刀割香塗愛憎不起 ⒜ 観金与土等無有異

⑭ Tib. ⒜ bong ba dang gser du mnyam pa/ ⒝ nam mkhaʼ dang lag mthil ltar sems 

mnyam pa/ ⒞ steʼu dang tsan dan du mnyam pa/　Chin. ⒝ 心無障礙如手撝空 ⒞ 刀

割香塗愛憎不起 ⒜ 観金与土等無有異

⑮ Tib ⒜ gser dang bong bar mnyam pa/ ⒝ nam mkhaʼ dang lag mthil du mtshungs 

pa/ ⒞ tsan dan dang steʼur ʼdra ba/　Chin. ⒝ 心無障礙如手撝空 ⒞ 刀割香塗愛憎不

起 ⒜ 観金与土等無有異

⑯ Tib. ⒜ sems gser dang bong bar mnyam pa
（8）

/ ⒝ nam mkhaʼ dang lag mthil du 

mnyam pa/ ⒞ steʼu dang tsan dan du mtshungs pa/　Chin. ⒜ 観金与土平等不殊 ⒞ 

刀割香塗了無二想 ⒝ 如手撝空心無罣礙

⑰ Tib. ⒜ sems gser dang bong bar mnyam pa/ ⒝ nam mkhaʼ dang lag mthil du ʼdra 

ba/ ⒞ tsan dan dang steʼur mtshungs pa/　Chin. ⒝ 心無障礙如手撝空 ⒞ 刀割香塗

愛憎不起 ⒜ 観金与土等無有異

⑱ Tib. ⒜ bong ba dang gser du ʼdra/ ⒝ nam mkhaʼ la lag mthil chags pa med pa bzhin 

du sems mnyam pa/ ⒞ steʼu dang tsan dan du ʼdra ba　Chin. ⒝ 心無障礙如手撝空 
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⒞ 刀割香塗愛憎不起 ⒜ 観金与土等無有異

⑲ Tib. ⒜ gser dang bong ba ʼdra ba/ ⒝ nam mkhaʼ la lag mthil chags pa med pa de 

bzhin du mnyam paʼi sems ⒞ steʼu dang tsan dan du ʼdra ba　Chin. ⒝ 心無障礙如手

撝空 ⒞ 刀割香塗愛憎不起 ⒜ 観金与土等無有異

　以上の列挙例を互いに比較すれば容易に分かるように、原文は同一であった
と思われるにもかかわらず、訳文は、チベット訳でも義浄訳でも、かなりのバ
ラツキを呈している。義浄訳に至っては、⒜⒝⒞三句の順序を守った箇所さえ
一つもないほどであるが、かかる状況の中でも、両訳共にその訳例はある程度
のグループに分けることができる。そこで、以下では、三句の順序の違いは考
慮外に置いた上で、⒜⒝⒞それぞれの句ごとに、訳例群を所出順にグループ分
けして提示し直してみたい。まず、チベット訳の場合は次のとおりである。
⒜ A　bong ba dang gser du mnyam pa/

 　　①②④⑤⑥⑦⑧⑨⑫⑬⑭

 B　gser dang bong bar mnyam pa/

 　　⑮

 C　sems gser dang bong bar mnyam pa/

 　　⑯⑰

 D　bong ba dang gser du ʼdra

 　　⑱

 E　gser dang bong ba ʼdra ba/

 　　⑲

⒝ A　nam mkhaʼ dang lag mthil du mtshungs paʼi sems dang ldan pa/

 　　①②④⑤⑥⑦⑧⑫⑬

 B　nam mkhaʼ dang lag mthil du mtshungs paʼi sems

 　　⑨

 C　nam mkhaʼ dang lag mthil ltar sems mnyam pa/

 　　⑭

 D　nam mkhaʼ dang lag mthil du mtshungs pa/

 　　⑮

 E　nam mkhaʼ dang lag mthil du mnyam pa/

 　　⑯

 F　nam mkhaʼ dang lag mthil du ʼdra ba
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 　　⑰

 G　nam mkhaʼ la lag mthil chags pa med pa bzhin du sems mnyam pa/

 　　⑱

 H　nam mkhaʼ la lag mthil chags pa med pa de bzhin du mnyam paʼi sems

 　　⑲

⒞ A　tsan dan bzhag pa lta bu(/)(r)

 　　①②④⑤⑥⑦

 B　tsan dan dang steʼur mnyam pa(/)

 　　⑧⑫⑬

 C　steʼu dang tsan dan du mnyam pa(/)

 　　⑨⑭

 D　tsan dan dang steʼur ʼdra ba

 　　⑮

 E　steʼu dang tsan dan du mtshungs pa

 　　⑯

 F　tsan dan dang steʼur mtshungs pa

 　　⑰

 G　steʼu dang tsan dan du ʼdra ba(/)

 　　⑱⑲

　次に、義浄訳の場合を見てみれば次のとおりである。
⒜ 甲　観金与土等無有異

 　　①③④⑥⑩⑫⑬⑭⑮⑰⑱⑲

 乙　観金与土平等不殊

 　　②⑦⑯

 丙　看金与土等無有異

 　　⑧

 丁　観金与土等無差別

 　　⑨

 戌　観金与土平等無異

 　　⑪

⒝ 甲　心無障礙如手撝（揮）空

 　　①③④⑥⑨⑩⑫⑬⑭⑮⑰⑱⑲
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 乙　如手撝空心無罣礙

 　　②⑯

 丙　心無罣礙如手撝空

 　　⑦

 丁　目観法界如見掌中

 　　⑪

⒞ 甲　刀割香塗愛憎不起

 　　①③④⑥⑨⑫⑬⑭⑮⑰⑱⑲

 乙　刀割香塗了無二想

 　　②⑦⑯

 丙　刀割香塗不生瞋恨　　⑧

 丁　刀割香塗愛憎平等　　⑩

 戌　刀割香塗等無有異　　⑪

　以上のグループ分けから明らかなように、微細な差異を別にすれば、⒜句に
ついては、チベット訳がＡＢＣＤＥの５群、義浄訳が甲乙丙丁戌の５群、⒝句
については、チベット訳がＡＢＣＤＥＦＧＨの８群、義浄訳が甲乙丙丁の４群、
⒞句については、チベット訳がＡＢＣＤＥＦＧの７群、義浄訳が甲乙丙丁戌の
５群、にまとめることができる。
　さて、次に⒜⒝⒞三句各群の訳例を検討する前に、その三句のサンスクリッ
ト原語に関する従来の学者の理解について簡単にでも触れておかなければなら
ない。この三句よりなる一連のサンスクリット語は、真向から対立する反対事
項に対してすら全く無関心で動ずることのない平等で無感動なインド的聖者の
心の究極的状態を比喩的に表現したものとして等質の意味を担っていると考え
られる

（9）

が、各句の複合語の構成のあり方などから見ても、それらは発生当初よ
り一連の句を構成していたわけではあるまいとの印象を与える。しかし、一旦
一連のものとして扱われるようになってしまえば、誰しもその等質性には注目
せざるをえないものなのである。それゆえ、F.Edgerton 教授も、他の二句と
の密接な関連性を強く意識した上で、Ratnachandraji 師の先行解釈

（10）

も踏まえな
がら、“vāsī-candana-kalpa” に対して、以下のような英訳を与えておられる

（11）

。
　indifferent alike to being cut with a hatchet or anointed with sandalwood paste;

　しかるに、この Edgerton 教授の理解を起点としながら、これを批判し
た K.R.Norman 教授の理解をも考慮した上で、ジャイナ教聖典用語の “vāsī-
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cam
4

dan
4

a-kappa” を中心に、kappa ＝ kalpa に対する従来の “indifferent” や “like”
という理解を「法則」に改め、その主張を論証するためにジャイナ文献はもと
より Mahābhārata を始めとするヒンドゥー文献や一部の仏教文献におけるこ
の種の用例を的確に指摘したのが、谷川泰教博士の画期的論文だったのである

（12）

。
これを、私は、山部能宜博士の御教示によって知って以降、谷川博士の解釈を
踏襲する形で、問題の三句を理解してきたつもりであり

（13）

、この三句を含む定型
句の多出する文献の一つである Divyāvadāna 全篇の最初の翻訳者である平岡
聡博士もまたそうであったと思う

（14）

。ただし、本稿ではあまり多くを述べるつも
りはないが、問題は、この三句に代表されるような平等観をいかに評価するか
という点にあるのである。しかるに、辻直四郎博士は、かかる平等観に対し、
ヒンドゥー聖典の白眉ともいうべき Bhagavadgītā に基づいて、夙に高い評価
を与えておられる。重要なので、かなり長くなるが、煩を厭わず、関連の一節
を全文提示しておくことにしたい

（15）

。
　利害に超然として本務を遂行するためには、あらゆる相対観念を離脱すること

（nirdvam4 dva）が必要である。カルマ・ヨーガも平等観（samatva）と定義されてい

る。牛・象・犬・賤民を平等に見、好悪によって動かされず、欲望・忿怒を克服して

精神を統制しなければならない。

　グナの影響を超越した者の特徴・行動も、平等観によって説明される。傍観者のよ

うに坐して、グナの活動に煩わされず、苦楽を平等視し、土石・黄金を平等視し、好

悪を同一視し、非難・称讃、名誉・不名誉を同一視する人はグナを超越する。

　平等観は梵我思想の帰結としても発展し、さらに博愛主義に拡大される。梵我思想

は各人を自我の全等を宣示し、万物の中に自己を見、自己を万物の中に見よと教える。

こうして自他の区別は除かれ、バラモンも犬も本質的に同一視され、本来平等である

ブラフマンの本質に合致する。自他を同一と観ずれば、他人を害することは自己を

害するに等しいから、博愛を旨とし、自己との類推（ātmaupamya）によって隣人愛

の極致に達し、一切万物の幸福を喜ぶに至る。このように一如観（ekatva）に安立し、

神を一切の中に在りとして敬愛する者は、いかに生活するとも神の中に生活し、カル

マ・ヨーガの最上の実践者と考えられる。

　ここで、辻博士によって高く評価されている梵我思想に基づく平等観は、し
かし、確かにヒンドゥーイズムの中枢を形成する根本思想ではあっても決して
仏教思想ではありえないが、仏教のヒンドゥーイズム化とも言うべき大乗仏教
の中には次第に深く滲透していくようになったのである

（16）

。かかる過程を濃厚に
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記し留めていると考えられる『大智度論』では、Bhagavadgītā と同質の「怨
親平等（samah

4

 śatrau ca mitre ca）」が、次のような論述において讃美されてい
るのが知られている

（17）

。
　是菩薩、復聞大乗深義、住衆生等法等中、無別異心、可得仏。雖復中人及怨、都無

異心。所以者何。是菩薩、以畢竟空心、煩悩微薄、怨親平等、作是念、怨親無定、以

因縁故、親或為怨、怨或為親。以此大因縁、具足忍波羅蜜、故得作仏。

　かかる「怨親平等」は、もはや仏教と言うよりはヒンドゥーイズムそのもの
と言った方がよいのかもしれないが、しかも、上引のごとき論調は、たまたま

『大智度論』の当該箇所にだけ現れたというような性質のものではなく、取り
分け、同論後半になると、かかる平等思想は、むしろ一貫したものとさえ言っ
てよく、それゆえ、そこから、後世の「善悪不二」や「邪正一如」の思想も生
まれたのではないかと推測されているほどなのである

（18）

。また、問題の三句中の
“vāsī-candana-kalpa” を中心に、この種の平等思想をジャイナ文献を主とする
ヒンドゥー文献中に確認された上記の谷川博士も、“vāsī-candana-kalpa” と同
種の考え方が『大智度論』に示されていることを追認されたのであるが、これ
また、如上の意味において甚だ興味深いことと言わなければならない。谷川博
士が指摘されたのは、「怨親等無異（怨親は等しく異なし）」の例を含めば３例で
あるが、ここでは、それを除いた２例のみを提示しておきたい

（19）

。
　（α）若人以刀割一臂、若人以栴檀香泥一臂、如左右眼、心無憎愛。

　（β）若得珍宝瓦石、視之一等。若有持刀斫截手足、有持栴檀塗身者、亦等無異。

　しかしながら、この種の平等思想がいかに差別を温存してきたかを、私は
「本覚思想」のうちに求め、それは、一なる「本覚」の中に全てを差別その
ままで等しいと位置づける差別思想にほかならないという指摘になったので
あるが、その後、私は、その「本覚」の一なる包括者としての「円のイメー
ジ」を最終の究極的「場所」と規定し、その「場所」である「真如（tathatā）」
の中で相対峙している差別もその差別の解消にほかならない「成仏（buddho 

bhavati）」も共に成り立っているとするような思想構造を明らかにすべく努め
てきたのであった

（20）

。本稿では、かかる経緯を追認するつもりはないが、そのよ
うな思想構造の比喩の一部がここで取り上げている三句からなる「不動心の比
喩」であることは言うまでもない。
　さて、その三句そのものの考察からは若干逸れてしまったが、ここで、先に
予告した⒜⒝⒞三句各群の訳語の検討に移ることにしたい。
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　まず、⒜句の場合であるが、このサンスクリット原文は上記のごとく
“sama-lost

4 4

a-kāñcana” である。この sama ＋ a ＋ b という複合語は、「a と b と
に対して等しいものとする

（21）

」という意味で、この場合には、ヒンドゥー的文脈
で最高の究極的状態に達した聖人に係る bahuvrīhi 複合語（所有複合語）と解釈
される。なお、sama の後分をなす a ＋ b は、一般的にいえば、２個とは限ら
ないので、sama ＋ a ＋ b ＋ c ... n であっても構わないが、その場合には、複
合語ではなく、sama 以外の a ＋ b ＋ c ... n 全体が於格で示されるか、a、b、c、...n
それぞれが於格で示されるのが一般的なようである。今は、その適例として、
Bhagavadgītā 18.54（＝ Mahābhārata 6．40，54）を示しておく

（22）

。
brahma-bhūtah

4

 prasannâtmā na śocati na kān4 ks
4

ati/

samah
4

 sarves
4

u bhūtes
4

u mad-bhaktim
4

 labhate parām//

（ブラフマンと一体となり霊
アートマン

魂の澄浄となりし人は、悲嘆することもなく期待する

こともなく、万物に対して等しいものとなし、余（クリシュナ）への最勝の信
バクティ

愛を

得。）

　しかるに、複合語の場合において、その a と b とが、「怨親平等」の怨
（śatru）と親（mitra）とのように、互いに相対峙する反対事項であるのが今の
“sama-lost

4 4

a-kāñcana” の例であるが、その適例を同じ Bhagavadgītā 中に求めれ
ば、sama-duh

4

kha-sukha があり、二項対立ではなくても、本稿の⒜句に酷似し
た例としては “sama-lost

4 4

âśma-kāñcana” がある
（23）

。そして、このようなサンスク
リット語的背景をもつ⒜句に対するチベット訳が、上掲のＡＢＣＤＥ群に分
かった５群の例だったのである。これら５群中で最も訳例の多いのが⒜Ａで、
これは上記のサンスクリット語をａ＋ｂ du mnyam pa（ａとｂとに対して等し

い も の と す る
（24）

）と訳したものであるが、他の⒜Ｂも⒜Ｄも、基本的には⒜Ａに
同じと見做しえよう。というのも、⒜ B はａとｂの語順を代えただけであり、
⒜Ｄは sama を mnyam pa ではなくそれと等価の ʼdra (ba) に変えただけだか
らである。しかるに、⒜Ｃと⒜Ｅとは僅かではあるが無視しえない違いを示し
ている。⒜Ｃは、冒頭に原文にない “sems” を敢えて補ったのではないかと推
測されるが、これは「（心が）金塊と土塊とに対して等しいもの」とすること
によってサンスクリットの bahuvrīhi 的理解を補足しようとしたためかもしれ
ない。また、⒜Ｅは、以上のチベット訳では希薄になりがちな二項対立を意識
した上で両者の平等であることを強調しようとして「金塊と土塊とが同じであ
る」との意味に訳したのではないかと考えられるのである。
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　以上のチベット訳に対し、同じ⒜句 “sama-lost
4 4

a-kāñcana” の義浄訳は、やは
り同じように５群の訳例を示してはいるものの、そこに表されている理解は一
定しており、それを要約して示せば、「ａとｂとが全く平等であると観ずる」
という理解であるということになるであろう。この義浄訳は、原文の意味を一
義的に押えながらも、sama という意味を「等無有異」「平等不殊」「平等無異」
とそれぞれに語を重ねて強調し、かつ bahuvrīhi の意味を「観」に込めながら
そこを⒜丙の１例では「看」と訳し代えてもいるのである。
　次に、⒝句の “ākāśa-pān

4

i-tala-sama-citta” の場合を取り上げるが、このサン
スクリットの複合語は、ａ＋ｂ＋ sama ＋ citta で、⒜句の場合と語の構成は
異るものの、意味は、sama を前分とする⒜句と同じように、「ａとｂとに対
して等しいものとする心をもった」という bahuvrīhi に解して大過ないと思う
し、チベット語もまた訳例は多いものの大略は同じ意味を表しているのである
が、義浄訳は達意的にそれを伝えようとしたためか表現の仕方が全く異ったも
のになっているのである。
　そこで、まず余り問題のないチベット訳の方から先に片付けることにするが、
チベット訳も、大略同じような訳になっているとはいえ、その訳例はＡから H
の８群に亘り、意味も微妙な違いを示しているとは思われるので、ここにそれ
らの和訳を順次列挙しておくことにしたい。即ち、それらのうち、⒝Ａは「虚
空と手の平とに対して等しいものとする心を伴った」、⒝Ｂは「虚空と手の平
とに対して等しいものとする心」、⒝Ｃは「虚空と手の平とのごとく心が等し
いもの」、⒝Ｄは「虚空と手の平とに対して等しいものとすること（mtshungs 

pa）」、⒝Ｅは「虚空と手の平とに対して等しいものとすること（mnyam pa）」、
⒝Ｆは「虚空と手の平とに対して等しいものとすること（ʼdra ba）」、⒝Ｇは

「虚空において手の平が執着（障礙）なきように心も等しいものとすること」、
⒝Ｈは「虚空において手の平が執着（障礙）なきそのままに等しいものとする
心」となるであろう。しかしながら、この最後の二つ、即ち、⒝Ｇと⒝ H と
は、これ以前の訳例とは一線を画する面を示しており決して微妙な違いとして
片付けられるようなものではないのであるが、これらの訳例が示している理解
は、次に見る義浄訳の⒝句の理解とも相通ずる面があるので、次の考察で合わ
せて論じることにしよう。しかるに、これに先立つ⒝Ａより⒝Ｆまでの訳例も、
訳例のほとんどが集約される⒝ A が bahuvrīhi の訳であることを明示している
のをともかくとすれば、その明示のない⒝Ｂと⒝Ｃ、あるいは citta の訳語と
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しての sems を示さない⒝Ｄより⒝Ｆまでも、それなりに問題ではあるが、こ
こではこれ以上論じることなく、次の義浄訳の考察に移りたい。
　その⒝句に対する義浄訳は、上掲のごとく、甲から丁までの４群の訳例に分
かたれるが、「目に法界を観ずること掌中を見るが如し

（25）

」と訓
よ

みうる⒝丁以外
は、基本的に同じ理解を示している。即ち、義浄訳の⒝甲も⒝乙も⒝丙も、語
句の順序は違っているにせよ、力点は共に「心無障礙」「心無罣礙」に置かれ、
その力点が「如手撝（揮）空」によって比喩的に表現されていることでは全く
共通しているのである。従って、この３群の義浄訳によっては、「障礙」なく

「罣礙」なき心の自在さが、虚空の中で自由自在に手を振り廻す（撝
（26）

、揮）状態
に喩えられていることになるが、このような理解は、チベット訳の上記の⒝ G
と⒝Ｈの理解に通じる面があると言えるであろう。問題は、サンスクリットの
⒝句の複合語そのものから、かかる理解を逐語訳的に導きうるものかどうかと
いうことであるが、私にはそれを厳密に判断する能力はないものの、かかる解
釈の可能性もありうるとは思っている

（27）

。そして、この解釈によれば、チベット
訳⒝Ｇ⒝Ｈや義浄訳⒝甲⒝乙⒝丙の示すように、最終の究極的「場所」である
虚空の中にあるものは、自由自在に振り廻せる手の平であれなんであれ、最終
の究極的「場所」と同化してしまった聖人や阿羅漢や仏から見れば、全て平等
で同じように観えるということになるのである。しかも、そうなれば、最終の
究極的「場所」である虚空と同じ法界の中にも全てが平等に観えるということ
になり、従って、義浄訳⒝丁の「目観法界如見掌中」のように、法界中に観え
る全てがあたかも手の平の中に見るかのようである、と意訳してもよいことに
なるであろう。しかるに、同じこの局面で、他方では、「円のイメージ」であ
る「法界」の湾曲した内側と手の平（掌、たなごころ）の内側とを等質なもの
として重ねていく解釈も可能かもしれない

（28）

が、ここでは、この⒝句についてこ
れ以上の詮索はしないことにしたい。
　次に、最後の⒞句であるが、そのサンスクリットの複合語の解釈については、
前述したとおり、谷川泰教博士の御指摘に従うべきであると思っている。しか
るに、その御指摘によって初めて明確にされた、kalpa は「法則」の意味であ
る、という点は、この⒞句のチベット訳中にも義浄訳中にも確認することはで
きない。そのチベット訳例は、⒞Ａより⒞Ｇまでの７群となるが、そのうちの
⒞Ａを除く６群は、kalpa を “mnyam pa” “mtshungs pa” “ʼdra ba” で訳している。
これらは全て、先の⒜句⒝句の場合に、sama の訳語として用いられていたも
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のであるが、それのみならず、複合語全体の訳し方も、⒜句の sama ＋ａ＋ｂ
に対するａ＋ｂ du mnyam pa（,mtshungs pa, ʼdra ba）のように、やはりａとｂ
の語順の交代はあるものの、基本的には「旃檀と斧とに対して等しいものとす
る」として⒜句の場合と全く同じなのである。一方、最も多い訳例群をなす残
された⒞Ａは、「旃檀が〔腕に〕置かれたごとし」とのみあり、相対峙される
べき「斧（vāsī, steʼu）」が忘れ去られたような格好になっている。そして、こ
のチベット訳例だけから考えると、果して、チベット訳者は、この⒞句の意味
を、「（一方の腕に）斧（が振り降されて切られ、他方の腕に）旃檀（の好い香りが振

り掛けられても、全く動ずることなく、その両者）に対して（等しいとする）法則に
従う」というように押えていたかどうかは甚だ訝しく思われるのであるが、⒞
Ａ以外の６群では、少なくとも、「斧」と「旃檀」とが対比的に意識されてい
たことは確実である。
　とはいえ、⒞句についてのチベット訳がかなり不明瞭なものであるとの疑点
は拭い難いものの、同じ句に対する義浄訳は、明らかに意訳ではあるにせよ、
誠に明瞭なものであると言えよう。その義浄訳は、⒞甲より⒞戊までの５群の
訳例に分かたれるが、そこに示される理解は基本的に一致していると考えられ
る。まず、vāsī-candana-kalpa という複合語の前分の vāsī-candana- に関しては、
５群とも全て一致して「刀割香塗」という同じ語句で訳されていることが分か
る。これは、vāsī（斧）が「刀」、candana（旃檀の香り）が「香」と各１字で表
された上で「割」と「塗」とが補われて意訳されたものであるが、ここに、中
国仏教の伝統として先に見た『大智度論』の（α）（β）の羅什訳の例が活か
されているとすれば、vāsī-candana- の意味はこの４字によって充分伝えられ
ていると思う。次に、その後分の -kalpa に関して言えば、前分で示される相
対峙する二つの事態に対して、あたかも「怨親平等」であるかのように、全く
動じず関与しないで平等であるという「法則」が kalpa であるが、それを意味
の上から表したのが「刀割香塗」に続く各群の語句である。それは５群のそれ
ぞれで異ったものであるが、⒞甲の「愛憎不起」と⒞丁の「愛憎平等」は、相
対峙する二つの事態に対する「不起」「平等」の「法則」を愛憎に具体化して
述べたもの、⒞乙の「了無二想」と⒞戊の「等無有異」は、同じ事態に対する

「無二」「等」の「法則」を一般化し強調して述べたもの、⒞丙の「不生瞋恨」
は、同じ事態に対する「法則」を「不生愛著」的側面を略し反対の側面で代表
させることによって述べたものと見做せば、５群は表現に若干の違いはあるも

－412－



〈不動心の比喩〉（特に vāsī-candana-kalpa）覚え書（袴谷）（26）

のの、その意図においては全く一致していると考えることができるであろう。
　以上で、⒜⒝⒞三句各群の訳例を、チベット訳と義浄訳とについて検討して
みたわけであるが、三句のサンスクリットそのものに戻ってみれば、それぞれ
には同趣旨の意図が込められているのは明らかだとしても、それぞれの複合語
の構成の違いからしても、三句成立の背景や起点は異っていたと想像される。
しかし、その中でも⒞句は、kalpa が「法則」を意味しているとすれば、それ
ら一連の類似の考えを纏めうるものとしても機能したのではないかと推測され
るのであるが、その淵源が仏教の側にではなくヒンドゥーイズムの側にあっ
たであろうことは、その古い用例がジャイナ文献や Mahābhārata などのヒン
ドゥー文献により多いことからも分かるであろう

（29）

。そして、そのヒンドゥー的
観念が、仏教のヒンドゥーイズム化である大乗仏教の中にも滲透するように
なったが、その明らかな痕跡が、前掲の『大智度論』の例であり、また、やは
り谷川博士によって指摘されている大乗の『涅槃経』の例であったと考えられ
る

（30）

。それゆえに、かかる観念の原意を押えるためには、当然のことながら、ま
ずヒンドゥー文献に依るべきであろうが、谷川博士は、⒞句に関する最も基本
的な一例として、真先に以下の Mahābhārata 1.110.14 を挙げておられる

（31）

。
vāsyâikam

4

 taks
4

ato bāhum
4

 candanenâikam uks
4

atah
4

/

nâkalyān
4

am
4

 na kalyān
4

am
4

 pradhyāyann ubhayos tayoh
4

//

（斧もて一方の腕を切り、旃檀〔の香り〕もて他方〔の腕〕に振り掛けるものあろ

うとも、〔余は〕その両者につきて悪とも善とも思わず）

　これは、ヴヤーサ（Vyāsa）の子、パーンドゥ（Pānd
4 4

u）王が、解脱（moks
4

a）

を求めて苦行（tapas）の実践者たらんとする決意を二人の妻に向って語る場面
中の１頌である。従って、パーンドゥ王がもしその目的である解脱を得たなら
ば、彼はヒンドゥーイズムの最終の究極的「場所」であるブラフマンと一体と
なって、その「場所」の側から、その中で展開されている二元対立的「刀割
香塗」の差別相対の世界を平等に観て善悪を思わず、あるいはまた、前掲の
Bhagavadgītā 18.54（= Mahābhārata 6.40.54）も示しているように、「万物に対し
て等しいものとなし（samah

4

 sarves
4

u bhūtes
4

u）」「悲嘆することもなく期待する
こともない（na śocati na kān4 ks

4

ati）」状態そのものとなることが前提とされた上
で、その決意は述べられていることになるだろう。では、その最終の究極的な

「場所」そのものはどのようなものであるかというと、例えば、Bhagavadgītā 
11.7（= Mahābhārata 6.33.7）では、その「場所」がクリシュナ（Krsn

4 4 4

a）神の身
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体（deha）であり、万物もしくは全世界がその「場所」である身体中に存在す
るものとして、クリシュナ神自身の口から、パーンドゥ王の子、アルジュナ

（Arjuna）に対して、次のように語られている
（32）

。
ihâika-stham

4

 jagat kr
4

tsnam
4

 paśyâdya sa-carâcaram/

mama dehe Gud
4

ākeśa yac cânyad drast
4 4

um icchasi//

（螺髪者（= アルジュナ）よ、今ここに、我が身体にて、一処に住せる動不動なる

ものを伴いし全世界と、そしておよそその余の汝の見んと欲せしことのすべてを見

よ。）

　しかるに、かかる最終の究極的「場所」を前提としてその「場所」からそ
の中を眺めれば、たとえ中の世界は「動不動（carâcara）

（33）
」や「苦楽（duhkha-

sukha）」に充ち充ちた相対的二元性の差別の世界であろうとも、その差別を絶
対的一元性において平等に観ることができるのである。そして、かかる差別
に対する平等観は、上で見たパーンドゥ王の苦行の決意の中で、Mahābhārata 
1.110.11 として、以下のように語られている

（34）

。
jan4 gamâjan4 gamam

4

 sarvam avihim
4

sam
4

ś caturvidham/

svāsu prajāsv iva sadā samah
4

 prān
4

a-bhr
4

tām
4

 prati//

（四種の動不動なるものの全てを害することなく、あたかも己れの子たちに対する

がごとく、常に命あるものたちに対して等しきものとなす。）

　ここに言われている「動不動なるもの（jan4 gamâjan4 gama）」は、この直前所引
頌中の「動不動（carâcara）」と同じく、動く動物と動かない植物などを指して
いると考えられるが、ここで注意しておくべきことは、最終の究極的「場所」
からその「場所」の中にいる動植物全てに対して己れの子たちと同じであると
いう平等観を、クリシュナ神に同ずるものが、仮りに持ったとしても、それは
ただそう観ているだけであって、差別に対しては積極的な働きかけを全くなに
もしていないということなのである。それゆえ、これは、たとえ「己れの子た
ちに対するかのごとし（svāsu prajāsu iva）」と言われていようとも、相対的二
元世界に対する絶対的一元世界の無関与にも等しい冷酷な「不動（acala）」性
を示しているのだと見做さなければなるまい。その絶対的一元世界の「不動」
性のほんの１例を、Bhagavadgītā 2.24（Mahābhārata 6.24.24）より示せば、以下
のとおりである

（35）

。
acchedyo ʼyam adāhyo ʼyam akledyo ʼśos

4

ya eva ca/

nityah
4

 sarva-gatah
4

 sthān
4

ur acalo ʼyam
4

 sanātanah
4

//
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（そ（の絶対的一元世界）は切られず、焼かれず、濡らされず、まさに乾かされも

せず。そは常住にして、一切に遍じ、堅固にして不動（acala）、かつ永遠なり。）

　しかも、これは、パーンダヴァ（Pānd
4 4

ava）軍とカウラヴァ（Kaurava）軍と
の一族の骨肉の戦いにおいて、前者を指揮するパーンドゥ王の息子アルジュナ
の戦意喪失に対して、バガヴァット（Bhagavat，世尊）たるクリシュナが同族
の殺戮を鼓舞する声援中の１頌なのである。相対的二元世界にいて同族同士の
殺戮に悩むアルジュナに対して、絶対的一元世界から殺戮は殺戮にならないと
クリシュナは戦意を発揚させるわけであるが、かかる差別敵対に蠢く相対的二
元世界における「動不動（carâcara, jan4 gamâjangama）」に対して、たとえ「己れ
の子たちに対するかのごとく」であろうとも、決して動ずることなく平等に観
るというのが、本稿で取り上げようとしている絶対的一元世界の「不動心」中
の「不動（acala）」にほかならない。しかも、そのようであれば、この場合の

「心」もまた、「己れの子たちに対するかのごとく」、ただ観るだけの冷酷非情
な名目上の慈悲心ではあろうとも、分別や判断を重視する仏教の「心」とは全
く無縁と言わなければならないであろう。
　しかるに、この問題に関連する大乗『涅槃経』の「一子想（eka-putra-

sam
4

jñā）」について、谷川博士は、「「斧と栴檀の譬喩」は「一子想」の先行思想
であり、「一子想」は利他の精神に基づいてそれを換骨奪胎した大乗的解釈と
いえるであろう。」と指摘されておられる

（36）

が、この御指摘に対しては私に強い
疑念が残る。そもそも、ここで「大乗的解釈」と言われているものは、仏教に
滲透してきたヒンドゥーイズム的要素以外のなにものでもないのではなかろうか。

『涅槃経』の「斧と栴檀の譬喩」に続く問題の一段は、「一子想」の絶対的一元
世界の慈愛に基づけば、実際の相対的二元世界での息子の殺人も是とされると
いうものである

（37）

が、これに対する谷川博士のコメントは、次のごとくである
（38）

。
　父親が四人の子供を教育のために師に預け、たとえ鞭のために三人が死んだとして

も、残りの一人だけでも学を成就すればよい、と言い、そのとおりになった。その場

合、父親も師も三人の子供を死亡させたことでの殺人罪に問われることはない。なぜ

か？そもそも子を愛する心（｢愛念｣ 法訳・曇訳）から発したものであり、そこには

憎しみも危害を加えようという心もないからである（「無憎害意」法訳・「無有悪心」

曇訳）。むしろ、「教誡（戒）・教誨」という行為は無量の福をもたらすのであるという。

それと同じように、如来が破戒者・正法破壊者を王・大臣やウパーサカたちに預け、

かれらが懲罰するのも同じことなのである。
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　このような「一子想」に基づき殺人も殺人ではないとする論理は、私には率
直に言って、「己れの子たちに対するかのごとし（svāsu prajāsv iva）」という絶対
的一元世界からの視点によって殺戮も殺戮ではないとするヒンドゥーイズム的
論 理

（39）

と寸分違わないように思われるのであるが、どうであろうか。なるほど、
確かに、「一子想」という観念は、後代の大乗経典になれば、あたかも仏教そ
のものに由来するかのように流布したかもしれないが、本稿では詳しく論ずる
つもりはないものの、詳細に点検すれば、仏教における「一子想」の痕跡は案
外不安定なものかもしれないのである

（40）

。谷川博士は、この問題に関し、『法華
経』の「三界吾子」にも触れておられる

（41）

が、「一子想」に直接関連する文言は、
『法華経』の編纂成立的観点から言っても問題のある羅什訳には欠く「薬草喩
品」後半部分中の次のような一節に求められるべきであろう

（42）

。
　evam avidyândhās tist

4 4

hanti sattvāh
4

 sam
4

sāre tathāgatas tu karun
4

ām
4

 janayitvā 

traidhātukān nih
4

sr
4

tah
4

 pitêva priya eka-putrake karun
4

ām
4

 janayitvā traidhātuke 

ʼvatīrya sattvān sam
4

sāra-cakre paribhramatah
4

 sam
4

paśyati na ca sam
4

sārān nih
4

saran
4

am
4

 

prajānanti / atha bhagavām
4

s tān prajñā-caks
4

us
4

ā paśyati（このように、無明によって

盲いた衆生たちは、（生死の）輪廻のなかにとどまっているのである。しかるに、如

来は三界を離脱してはいるが、慈悲心を生じて、すなわちあたかも愛すべき一人っ子

に対する父親のように慈悲心を生じて、三界のなかにおりてきて、衆生たちが輪廻の

輪のなかでさまよっているのをごらんになる。しかも、彼ら（衆生たち）は、輪廻か

ら離脱することを知らない。そのような彼らを、ここに世尊は智恵の眼をもってごら

んになるのである。）

　ここに登場する如来は、「あたかも愛すべき一人っ子に対する父親のよう
に慈悲心を生じて、三界のなかにおりてきて（pitêva priya eka-putrake karun

4

ām
4

 

janayitvā traidhātuke ʼvatīrya）」 い る よ う で は あ る
（43）

が、絶対的一元世界から相
対的二元世界を観るように、あくまでも「智恵の眼をもってごらんになる

（prajñā-caks
4

us
4

ā paśyati）」だけであることに変わりはないのである。そして、こ
の観念は、羅什訳以外の全ての本にはある「薬草喩品」後半部の韻文冒頭箇所
に示される、如来の智恵が徳あるものたちにも悪しきものたちにも関係なく平
等に注がれる月や太陽の光に喩えられている以下のような２頌に酷似している
と言えるであろう

（44）

。
candra-sūrya-prabhā yadvan nipatanti samam

4

 nrs
4 4

u/

gun
4

avatsv atha pāpes
4

u prabhāyā nôna-pūrn
4

atā//
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tathāgatasya prajñā-bhā samā hy āditya-candra-vat/

sarva-sattvān vinayate na cônā nâiva câdhikā//

（正） 譬如日光曜　遍照於天下　其明無増減　亦不択好醜

 如来猶若玆　慧等殊日月　普化於十方　亦不有増減

（添） 譬如日月光　平等照三千　於善及於悪　而光無増減

 如来智慧光　平等如日月　教化諸衆生　無増亦無減

　更にまた、かかる観念は、『華厳経』｢如来性起品｣ の１頌
（45）

との類似が指摘さ
れている『大乗荘厳経論』「菩提品」の次のような１頌

（46）

とも全く気脈を通ずる
ものであることにも留意しておくべきであろう。

yathôda-bhājane bhinne candra-bimbam
4

 na dr
4

śyate/

tathā dust
4 4

es
4

u satves
4

u buddha-bimbam
4

 na dr
4

śyate/

（あたかも破壊されし水器に月影の見られざるがごとく、そのごとく損われし有情

たちに仏影は見られず。）

　この頌もまた、直前所引の頌のごとく、仏の光は絶対的一元世界より平等に
隈無く相対的二元世界にも注がれていると述べているがゆえに、もしも光のご
とき仏の姿が見えないとすればそれは損なわれてしまった有情のせいだと有情
の過失を強調してはいるものの、その有情に対しても仏は平等に観ているとい
うことを言わんとしている点では、先の頌と趣旨は全く同じなのである。
　さて、以上で、「不動心の比喩」の三句中の⒞句を中心に、それを伴った

「一子想」の観念やその「一子想」と並行する観念を、ヒンドゥーイズムの仏
教への滲透としての大乗仏教運動たる『法華経』や『涅槃経』やその他の大乗
経典および『大智度論』ないし『大乗荘厳経論』に至るまでの大乗論典に求め
てみたわけであるが、これらを産み出した伝統的仏教教団内部の取り分け（根

本）説一切有部では、如上の大乗仏教運動と並行しながら、自ら「多くの場合
無記である」と判定した伝統的三蔵中の律蔵には、「生活」や「習慣」に纏わ
る分だけ余計積極的にヒンドゥー的通俗説話も加えられていき、その中に「不
動心の比喩」の三句も、本稿冒頭に示した定型句のごときものとして、しっか
りと組み込まれていったのではないかと推測される

（47）

。しかし、律蔵以上にヒ
ンドゥー的通俗説話に富んでいるはずの大乗経典には、意外にも、問題の三
句が揃った形での用例は見出し難いのである。例えば、最終の究極的「場所」
である絶対的一元世界の中に相対的二元世界が集約解消されてしまうことを
説く『維摩経』の「入不二法門品（Advaya-dharma-mukha-praveśa-parivarta）」で
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はまさにそのことを喩えるような三句に言及があってもおかしくはないのだ
が、その痕跡は確認できない

（48）

。また、如上のような絶対的一元世界から相対的
二元世界への「仏影（buddha-bimba）」の観念を明示する『大乗荘厳経論』を所
持した説一切有部内の実修行派（Yogācāra）は、他の『摂大乗論』と相俟って、

「清浄法界（dharma-dhātu-viśuddhi）」という最終の究極的「場所」そのものか
ら、四種の仏智中の特に最初の二種、即ち、相対的二元世界を映し出す「大円
鏡智（ādarśa-jñāna）」と相対的二元世界に対して平等と観る「平等性智（samatā-

jñāna）」とを説いている
（49）

のであるから、この問題の三句に言及があってもよい
ほどなのだが、初期の唯識論典には、勿論見逃しも大いにありうるだろうが、
今のところ見つかってはいない。恐らく、伝統的仏教教団内部でしっかりと
仏教について学んだ論師（ācārya）には、いかに実修行派の論師であろうとも、
その三句を用いることは余りにもヒンドゥー的通俗性に身を委ねることになる
と感じられていたのかもしれない。しかし、後代の論典になると、その箍が緩
んだか、三句中の⒞句の用例のあることが、『仏地経（Buddhabhūmisūtra）』に
対する註釈と『唯識三十頌（Trim

4

śikāvijñaptikārikā）』に対する複註とにおいて
既に知られている

（50）

。以下に、その２例を順次に掲げ、それらに簡単なコメント
を付して、本稿の本文を閉じることにしたい。
　まず、チベット訳にのみ存するシーラバドラ（Śīlabhadra，戒賢）の『仏地経
解説』では、「平等性智」について述べる経文

（51）

の世間法（ʼjig rten gyi chos, loka-

dharma）」を中心に次のような解釈が与えられている
（52）

。
　ʼjig rten gyi chos ni rnyed pa dang ma rnyed pa la sogs pa brgyad do//de dag 

ro cig pa ni rnyed pas dregs pa med pa dang ma rnyed pas sro shi ba med pa nas/

de bzhin bde bas rjes su chags pa med pa dang/sdug bsngal gyis khong khro ba 

med paʼi bar du ste/ ʼphags pa rnams la ni steʼu dang tsan dan du mtshungs so zhes 

ʼbyung baʼi phyir ro// rnam par brtags paʼi ʼjig rten gyi chos kyis dben pa ni thams 

cad du ro gcig paʼi phyir ro// ro gcig pa deʼi mnyam pa nyid yongs su grub pa las 

so//（世間法とは、所得（lābha）と不得（alābha）などの八である
（53）

。それらが一味（eka-

rasa）であるとは、所得による傲慢なく不得による消耗なく、ないし、そのごとく、安楽

による愛着（anunaya）なく、苦悩による敵意（pratigha）なきに至るまでのものであっ

て、「聖人たちには斧と旃檀の法則あり（*āryān
4

ām
4

 vāsī-candana-kalpah
4

）
（54）

」と出ている

からである。〔また、〕所分別（vikalpita）の世間法を離れているのは全てに対して一

味だからである。その一味の平等性は円成実（parinis
4

panna）によるのである。）
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　上で経証のように示されている引用の典拠は、本稿で取り上げたごとき律
蔵中のものであったと推測されるが、世間八法とは、まさしく相対的二元世
界において相対峙している４項目、即ち所得（lābha）と不得（alābha）、名誉

（yaśas）と不名（ayaśas）、非難（nindā）と称賛（praśam
4

sā）、安楽（sukha）と苦
悩（duh

4

kha）、を指しているゆえに、これらを超えた絶対的一元世界から一味
の平等性を説明するのに、後代では教団内部でも広く周知されていたであろう

「斧と旃檀の法則」に訴えたのは有効な方法であったかもしれない。
　次に、『唯識三十頌釈疏』の例は、論冒頭の「人法二無我（pudgala-dharma-

nairātmya）」の「人無我」を解釈する次のような文言中に登場する
（55）

。
　bdag dang bdag gir lta ba spangs pa ʼdod chags dang bral ba/steʼu dang tsanda na 

du ʼdra ba rnams ni gang la yang rjes su chags pa dang khong khro ba sogs pa mi 

skyeʼo//（我我所の見（ātmâtmīya-darśana）を断じ欲貧を離れ斧と旃檀の法則に従っ

たものたち（vāsī-candana-kalpāh
4

）は、いかなる場合においても愛著（anunaya）や

敵意（pratigha）などは生じないのである。）

　これは、“vāsī-candana-kalpa” が最終の究極的「場所」に到達した人に係る
bahuvrīhi 複合語として用いられていることを明白に示しているから、この著
者であるヴィニータデーヴァ（Vinītadeva，調伏天

（56）
）の時代ともなれば、問題の

複合語は教団内の論師たちの間でも、かかる用いられ方をしても仏教の用語と
して容易に通じるほど人口に膾炙していたのかもしれない。事実、ヴィニータ
デーヴァより半世紀ほど前に活躍していたはずの大仏教論理学者ダルマキール
ティ（Dharmakīrti，法称）の『基準論（Pramān

4

avārttika）』「基準成立章（Pramān
4

a-

siddhi）」第 252 頌でも、この語は同じような用いられ方をしているのである
（57）

。
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注
⑴　拙稿「仏教教団における研究と坐禅」『駒沢大学仏教学部研究紀要』第 68 号（2010

年 3 月）、284-231 頁参照。問題の三句に対する直接の言及については、同、265-264 頁、
241 頁、註 54 を参照のこと。

⑵　必ずしも本稿と直接関係することではないのだが、「根本説一切有部」と「根本
（Mūla）」の付されていない「説一切有部（Sarvāstivāda）」との関連について、ここ
に一言しておく必要はあるであろう。｢説一切有部｣ と ｢根本説一切有部｣ との関係
について、私は、日本における学者の通例に従っていただけなのかもしれないが、昔
から漠然と前者から後者へと発展してきたものとばかり考えており、従って、その部
派の中で実修行派（Yogācāra）が展開してきたと明確に考えるようになってからも、
北西インドから中インドへかけての説一切有部を中心とする伝統的仏教教団の流れを
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漠然と頭に思い描いていたのである。その思いを初めて自ら確認したのは、拙書『仏
教教団史論』（大蔵出版、2002 年）、229-250 頁「大乘仏教成立状況の解明に資する文
献」（初出、1993 年 3 月）、特に、232 頁などの考察を経た後になった、拙稿「カイネー
ヤ仙人物語　　「一音演説法」の背景　　」『駒沢短期大学仏教論集』第 6 号（2000 年
10 月）、55-114 頁においてであったが、そこでは、この物語の『十誦律』「医薬法」に
おけるものから根本説一切有部『薬事』におけるものへの増広としての両者の同一部
派内における展開を具体的に認識しただけであった。しかるに、その後、同じような
考えを明確な主張として展開されていた、榎本文雄博士の御成果のあることを知り、
それについては、上記拙書、90 頁、111 頁、註 4 や前掲拙稿（前註 1）、253 頁、註 8
などで記したが、この件につき、極最近、佐々木閑博士より御教示を頂き（2010 年 3
月 16 日付私信）、同じような主張の先駆的研究としては、徳岡亮英「印度仏教におけ
る部派の成立について　　フラウワルナーの近著を読んで　　」『大谷学報』第 40 巻
第 3 号（1960 年 12 月）、43-69 頁を押えておく必要のあることを教わった。記して深
謝申し上げたい。その後、入手し実際読んでみて、これら一連の問題については別途
論じなければならないと感じたが、これとも本稿とも関連する問題が、律蔵中の説話
群と律蔵とは独立して伝承された説話群との貸借関係である。この問題についても、
私は、上掲拙書、89-90 頁、111 頁、註 2 で触れたことがあるが、これにも一方的には
決め難い複雑な問題があるに違いない。いずれ、上記の問題と合わせて論じる機会が
あればと願っている。

⑶　Léon Feer, “Avadâna-çataka: Les cent légendes”, Annales du Musée Guimet, Tome 
18, 1891, p.14 に定型句の第 23 番目に “Arrivée a lʼétat dʼArhat” として仏訳で示されて
いる。因みに、問題の三句の仏訳は、“lʼor fut à ses yeux comme de la rouille, la voûte 
céleste comme le creux de la main. Il était devenu froid comme le sandal:” である。
また、P.L.Vaidya (ed.), Avadāna-śataka, Buddhist Sanskrit Texts No.19, Darbhanaga, 
1958, p.302 では定型句の第 18 番目に “An Arhat” として原文で示されているが、arhat
以前の前半部分は定型句と認識されていなかったためか、掲げられていない。最近の
最も整られた形態での定型句の提示は、平岡聡『説話の考古学　　インド仏教説話に
秘められた思想　　』（大蔵出版、2002 年）、152-225 頁でなされ、また論じられても
いるが、この定型句については、同、170-171 頁を参照されたい。なお、この定型句
の拙訳については、前掲拙書（前註 2）、135 頁参照のこと。

⑷　平岡前掲書、171 頁参照。そこには Divyāvadāna と Avadānaśataka の所掲箇所も指
摘されているが、本稿ではそれらの参照は略されている。なお、漢訳「刀割香塗」で
の検索は「大正蔵デベ検」による。

⑸　チベット訳本来の順に従えば、『律事』（D.ed., No.1）、『律分別』（D.ed., No.3），『律
雑事』（D.ed., No.6）となるべきであるが、漢訳や他律の情況も勘案して、ここでは、

『律事』と『律分別』の順序を逆にしていることを諒とされたい。
⑹　チベット訳に従えばこの『律事』に属するものを、義浄訳に従って指示すれば、⑧

は『出家事』、⑨⑩⑪は『薬事』、⑫⑬は『破僧事』に属する。
⑺　この例を借りて、律蔵中の⒜⒝⒞三句のサンスクリット原文について簡単に触
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れておきたい。詳細は、平岡前掲書（前註 3）、171 頁中に指示されているわけで
あるが、この箇所の原文についていえば、Gnoli (ed.), The Gilgit Manuscript of the 
San4 ghabhedavastu, Pt. I, Roma, 1977, p.175, ll.17-18 を参照のこと。更に、次の⑬の原
文は ibid., p.177, l.14 に示されている。ただし、後者は阿羅漢になるものが複数である
ために、三句とも複数で示されていることに注意されたい。なお、他の箇所では、省
略法が採られている場合がほとんどなので、実例は、上記のほかには、“Cīvara-vastu”, 
N. Dutt (ed.), Gilgit Manuscripts, Vol.III. Pt.2, Calcutta, 1942, p.131, ll.2-3 くらいのもの
であるが、これは逆に、『衣事』の義浄訳欠損のため、対応漢訳がなく、本稿の 19 例
中には数え上げられていない。

⑻　義浄訳では省略されている、これより 4 葉ほど前の P.ed., De, 196a2: D.ed., Tha, 
207a1 では、⒜句が “sems bong ba dang gser du mnyam pa” となっている。

⑼　本稿で論題中に掲げている「不動心」とは、まさにこのような意味でしかない。そ
の「不動（acala）」の実例については、後註 35 下の本文所引の Bhagavadgītā の場合
を見られたい。また、かかる「心」が通常の分別や判断とは無縁のものであるという
ことについても、後註 35 下の本文を参照されたい。

⑽　Ratnachandraji, An Illustrated Ardha-Magadhi Dictionary, Vol.IV, The S. S. Jaina 
Conference, 1932, Meicho-Fukyū-kai, Repr., Tokyo, 1977, p.385, “vāsī-cam

4

dan
4

a-kappa”
の項参照。なお、この項については、谷川後掲論文（後註 12 前者）、12 頁、註 2 も参
照のこと。

⑾　F. Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary, Yale University Press, 1953, 
Rinsen Book Co., Repr., Kyoto, 1985, p.479, col. left. ここでは、原のイタリック体は
ローマン体に改められ、また、カッコ内に示された vāsī の綴りに関する注意書きは
カッコと共に略されている。

⑿　谷川奉教「斧と栴檀　　vāsī-cam
4

dan
4

a-kappa 考　　」『仏教学会報』（高野山大学
仏教学研究室）第 18/19 号（1994 年 11 月）、1-14 頁（横）、同「斧と栴檀　　vāsī-
cam

4

dan
4

a-kappa 考（承前）　　」『仏教学会報』（高野山大学仏教学研究室）第 20 号
（1996 年 1 月）、1-12 頁（横）参照。

⒀　拙稿「『法華経』と『無量寿経』の菩薩成仏論」『駒沢短期大学仏教論集』第 6 号
（2000 年 10 月）、253-252 頁、註 56 参照。そこにも記したように、山部能宜博士の御
教示によって、私は、遅蒔きながら、谷川前掲論文（前註 12 前者）をその時点で入
手することができたのであるが、その後、続篇である、谷川前掲論文（前註 12 後者）
を知ったものの、それを、どこかの資料の中に紛れて所在の分からなくなってしまっ
た前者の再注文と共に、駒沢大学図書館を介して、仏教大学図書館より実際に入手
したのは、拙稿 “Serving and Served Monks in the Yogācārabhūmi”（これについて
は、前掲拙稿（前註 1）、254-253 頁、註 6 において、実際の刊行がなるかどうかも分
からぬようなことを記したが、この註記を伴った和文拙稿の初校が終了した直後に、
Kragh 博士下で手の入れられた英文草稿が戻り、それから若干の遺り取りのあった
後、英文が確定したので、出版状況や出版時期についての正確なことは依然不明であ
るものの、この英文論文が刊行されることははっきりしたことを、ここに補足してお
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きたい。同時に Kragh 博士の献身的な御配慮も知らずに、迂闊なことを記してしまっ
たことを、同博士に深くお詫びする次第である。）に関する Kragh 博士との遺り取り
のあった春休みも過ぎた、今年の 4 月に入ってすぐのことだったのである。なお、私
の谷川論文に対する以前の言及については、前掲拙書（前註 2）、71 頁、84 頁、註 24
も参照されたい。

⒁　平岡聡『ブッダが謎解く三世の物語―『ディヴィヤ・アヴァダーナ』全訳』上下
（大蔵出版、2007 年）参照。Divyāvadāna の問題の定型句の初出例の平岡訳は、同、上、
202 頁に示されており、それに対する註記は、同、上、230 頁、註 20 に与えられてい
るので参照されたい。ただし、平岡博士は、谷川博士の御成果を明記されてはおられ
るが、“kalpa” については、「同じこと」と訳され、谷川博士の「法則」という解釈に
は従っていないように思われるのである。

⒂　辻直四郎訳『バガヴァッド・ギーター』（インド古典叢書、講談社、1980 年）388
頁。これに対する私見は、前掲拙書（前註 2）、202 頁、註 36 でも示したが、そこで
指摘した、早島鏡正監修『仏教・インド思想辞典』（春秋社、1987 年）、359-361 頁の

「平等」の項（袴谷執筆）も合わせて参照されたい。また、Bhagavadgītā の “sama” の
思想に関する最新の批判的研究として、Shiro Matsumoto “On the term dos

4

a in the 
Bhagavadgītā, V, 19”『駒沢大学仏教学部研究紀要』第 68 号（2010 年 3 月）、292-285
頁もあるので参照のこと。

⒃　前掲拙書（前註 2）は、このような観点から著したつもりであるが、「デカいことは
よいことだ式の考え方」の大乗仏教については、同、205-228 頁、「大乗仏教の成立状
況に関する作業仮説的提言」（初出、1993 年）、特に、227-228 頁、註 42 参照。

⒄　大正蔵、25 巻、668 頁下。この最初の指摘については、前掲拙書（前註 2）、136 頁
参照。その所釈の『般若経』については、羅什訳『摩訶般若波羅蜜経』、大正蔵、25 巻、
383 頁下 -386 頁中、Takayasu Kimura (ed.), Pañcavim

4

śatisāhasrikā Prajñāpāramitā VI
～ VIII, Sankibo Busshorin Publishing Co., Ltd., Tokyo, 2006, pp.1-14 参照。また、「怨
親平等」を示す Bhagavadgītā については、12.18（＝ Mahābhārata 6.34.18）を参照さ
れたい。

⒅　拙稿「「善悪不二、邪正一如」の思想的背景に関する覚え書」『駒沢短期大学研究紀
要』第 30 号（2002 年 3 月）、169-191 頁参照。『大智度論』における問題の観念の表明
は、大正蔵、25 巻、631 頁下でなされている。

⒆　谷川前掲論文（前註 12 後者）、1 頁参照。（α）は、大正蔵、25 巻、71 頁上－中：
É. Lamotte, Le Traité de la Grande Vertu de Sagesse, Tome I, 1944, Reproduction 
anastatique, Louvain-la-Neuve, 1981, p.123, （β）は、大正蔵、25 巻、81 頁中：Lamotte, 
ibid., p. 212 も参照のこと。

⒇　拙書『本覚思想批判』（大蔵出版、1989 年）、134-158 頁「差別事象を生み出した
思想的背景に関する私見」（初出、1986 年 3 月）、拙書『唯識文献研究』（大蔵出版、
2008 年 ）、73-77 頁、97-98 頁、 註、119、120、121、124、 お よ び、409-418 頁「『 大
乗荘厳経論』第 14 章第 34-35 頌のアスヴァバーヴァとスティラマティとの註釈」（初
出、1978 年 12 月）など参照。なお、本稿と直接関係することではないし、また、
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このような余白で簡単に言及すべきことでもないのであるが、「最終の究極的「場
所」」と「円のイメージ」には絡むことなので、ここに弁明と謝罪のスペースを頂き
たい。私は、拙稿「心染浄証経典考」『駒沢大学仏教学部研究紀要』第 67 号（2009
年 3 月 ）、53-96 頁 の、70 頁、88 頁、 註 71 や 73 頁、90 頁、 註 82 で、 パ ー リ の
“anamataggāyam ... sam

4

sāro” の読みを、強引に「輪廻は無始無終〔の実際〕において
ある」と解釈すべき方向に持っていこうとし、実際かかる訳語を与えてしまったので
あるが、その後、先輩同僚の片山一良氏の詳細な資料を伴った私信（2009 年 4 月 9 日
受領）と Schmithausen 教授の私信（同年 10 月 14 日受領）とによって、その読みは
“anamataggo ʼyam... sam

4

sāro”（この輪廻は無始無終である）以外にはありえないこ
とを知ったのである。御指摘を受けた上では、あまりにも初歩的な私のミスだったわ
けであるが、私としては「円のイメージ」にこだわり過ぎていたとしか言いようがな
い。ここに、両先生の御教示に深謝申し上げると共に、私の初歩的なミスに御海客を
乞う次第である。いつか、上記拙稿が姿を変えて再録される時にでも、詳細な報告を
伴って謝罪したいと思っていたが、それを待っていては、いつ果しうるかも心許無く
なってきたので、このような場をお借りしたことをお許し願いたい。

�　主として、Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary, p.1152, col.1 の “like in 
or with regard to anything (instr., gen., loc., or -tas, or comp.” による

�　辻前掲訳書（前註 15）．54 頁、上村勝彦訳『バガヴァッド・ギーター』（岩波文庫、
岩波書店、1992 年）、138 頁参照。因みに、最も最近の英訳例を示しておけば、Alex 
Cherniak (ed. & tr.), Mahābhārata, Book Six, Bhīs

4

ma, Volume One, Including the 
“Bhagavad Gītā” in Context, Clay Sanskrit Library, New York University Press, 2008, 
p.299 に “Having become brahman, pure in himself, he has no grief or longing; and, 
with the same attitude towards every creature, he forms a supreme loyalty to me.”
とある。

�　Francis X. Dʼsa, Word-Index to the Bhagavadgītā, Linguistic Aids for the Study of 
Indian Religious Texts 2, Institute for the Study of Religion, Pune, 1985, p.67 によれ
ば、sama が、単独で用いられるのは 14 例、複合語の最後分に用いられるのは 2 例あ
るが、ここで関係のある複合語の最前分をなす sama の用例に注目すれば、今は
sama-cittatva (13.9c), sama-tā (10.5a), sama-tva (2.48d), sama-darśana (6.29d), sama-
darśin (5.18d), sama-buddhi (6.9d, 12.4b) の 7 例 を 除 き、sama-duh

4

kha-sukha (2.15c, 
12.13d, 14.24a) と sama-lost

4 4

âśma-kāñcana (6.8d, 14.24b) との 2 種計 5 例が認められる。
しかるに、この 5 例の場合のように、sama の後分が並列複合語（dvam

4

dva）をなし
ている複合語を一般化して、sama ＋ a ＋ b ＋ c... n とすると、sama-duh

4

kha-sukha は、
後分が二項しかないので n が実質 b となった場合であり、sama-lost

4 4

âśma-kāñcana は、
後分がn までないためc がn に代わっている場合と考えられる。この場合に、sama は、
後分の a と n とが相対的二元対立の世界において互いに等しいということを示すので
はなく、絶対的一元不二の世界から観れば、a と n とのそれぞれに対して等しいとい
うことを示そうとしているのである。その意味で、後分の a と n がいかに真逆の対立
事項であれ、その両者の間にいかに無関係なものが無量に挿入された場合であれ、絶
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対的一元不二の世界から観ればそれらの全てに対して等しいという関係は決して変わ
らないと言わなければならない。実例でいえば、絶対的一元不二の世界に達した人
は、sama-duh

4

kha-sukha については、真逆の duh
4

kha（苦）と sukha（楽）とのそれぞ
れに対して平等だと観、sama-lost

4 4

âśma-kāñcana については、真逆の lost
4 4

a（土塊）と
kāñcana（金塊）との間にそのいずれでもない aśman（石、宝石）が挿入されていよ
うともその三つそれぞれに対して平等だと観る、ということなのである。因みに、後
者の実例の aśman は「石」とも「宝石」とも解しうるが、a... n がなんであっても構
わないという一般論からいえば、その意味がどちらであっても大して違いはないとい
うことになるであろう。そして、これについて、一言加えておけば、sama ＋ a... n に
つき、a... n の各項それぞれの差別だらけの背後には見えはしないが必ず sama がある
と思い込まされた人は、容易に sama を共通因数のように見做して sama（a ＋ b ＋ c
＋ ... n）というように因数分解してしまわないかと危惧されるのである。なお、二元
対立的な両項を巡る sama もしくはそれと同義の tulya やその観念を含む Bhagavdgītā
の用例については、S. Matsumoto, op.cit.（前註 15）、pp.289-288 に表が示され、更に、
それらの考察がその前後でなされているので参照されたい。

�　チベット語の du mnyam pa の mnyam pa を私は「等しいものとする」と訳してい
ることになるが、このチベット語をここまで訳し込めるかどうかについて私には正直
なところ自信はないのであるが、もし過剰な訳だとすれば、ここに、前註 23 で述べ
たような解釈が加えられているせいであることを率直に認めなければならない。な
お、本稿においては、mnyam pa と ʼdra ba と mtshungs pa とを特に区別していない
ことをお断りしておきたい。

�　西本龍山訳『根本説一切有部毘奈耶薬事』、国訳一切経（印度撰述部）、律部 23（大
東出版社、1943 年）、（61）頁の訓みに従う。

�　「撝」については、小川環樹、西田太一郎、赤塚忠『角川新字源』（角川書店、1968
年）、428 頁に、第 4 義として、「ふるう。ふりまわす。○同 揮」とあるによる。なお、
諸橋轍次『大漢和辞典』（大修館書店）、第 5 巻、384 頁も参照のこと。そこには、「説
文通訓定声」として「撝、叚借爲揮。」とある。

�　かかる観点から⒝句のサンスクリット複合語を解釈しうるとすれば、「虚空におけ
る手の平に対して等しいものとする心をもつ」との意味になろうが、正否のほどは私
に分からない。

�　その場合には、「虚空の内側の表面（ākāśa-tala）と手の平（pān
4

i-tala）とに対して
0 0 0

」
ではなく、「虚空の内側の表面〔の形状〕と

0

手の平〔の形状〕と
0

が等しいとする心を
もつ」という意味になるかもしれない。しかし、そのような場合の虚空の表面なら
nabhas-tala と表現される方が普通か。もっとも、私は、ここでも、前註 20 で触れた
ようなミスをまた犯そうとしているのかもしれない。

�　谷川前掲論文（前註 12 前者）により、この種の文献の記述を辿られたい。
�　谷川前掲論文（前註 12 後者）、1-3 頁参照。これにより、前註 19 下の本文所引の
『大智度論』をひとまず除いて、『涅槃経』の当該箇所を再提示しておけば、法顕訳
『大般泥洹経』は、大正蔵、12 巻、864 頁中、880 頁下、曇無讖訳『大般涅槃経』は、同、
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381 頁上、403 頁下、チベット訳、P. ed., No.788, Tu, 41a, 97a である。因みに、⒞句
に対するチベット訳の両箇所を示しておけば、順次に、“steʼu dang tsan dan lta bu” (l.2) 
“steʼu dang tsan dan du mtshungs te” (l.3) である。また、下田正弘『蔵文和訳『大乗
涅槃経』』（Ⅰ）（山書房仏書林、1993 年）、199 頁、5Q 節、226 頁、註 57 も参照のこと。
なお、谷川上記論文では、参考資料として『ミリンダパンハ』の例も取り上げられて
いるが、私には、紀元前のバラモン社会に流布していた話が、仏教でも採用され、そ
れが『ミリンダパンハ』としてセイロンにも伝えられたように思われる。

�　谷川前掲論文（前註 12 前者）、2 頁（ただし、頌数を 18 としているのは 14 の誤り
と思われる）、同（前註 12 後者）、5 頁参照。なお、この頌については、前掲拙書（前
註 2）、71 頁でも言及ずみなので参照されたい。また、Mahābhārata のこの辺の話に
ついては、J. A. B. van Buitenen (tr.), The Mahābhārata, 1 The Book of the Beginning, 
The University of Chicago Press, Chicago/London, 1973, p.248, 上村勝彦訳『マハー
バーラタ』1（ちくま学芸文庫、筑摩書房、2002 年）、394-396 頁を中心に、その前後
を参照のこと。ただし、上村訳では、この頌を含む 7-24 頌の訳が省略されていること
に注意されたい。

�　辻前掲訳書（前註 15）、181 頁、上村前掲訳書（前註 22）、94 頁，Cherniak, op.cit.（前
註 22），p.249，参照。

�　carâcara については、Monier-Williams, op.cit.（前註 21）, p.389, col.2 に、“the aggregate 
of all created things whether animate or inanimate” とあり、ここでも、恐らくは、
その意味だと思うが、「苦楽」に合わせて、単に「動不動」としたことに御理解を賜
わりたい。

�　van Buitenen, op.cit.（前註 31）， p.248, では、“never offending any of the four orders 
of moving and unmoving beings, always equal-minded to all breathing creatures, as 
though they were my children.” と訳されている。上村前掲訳（前註 31）では省略箇
所に当たる。

�　辻前掲訳書（前註 15）、42 頁、上村前掲訳書（前註 22）、36 頁、Cherniak, op.cit.
（前註 22）、p.185 参照。頌中の “idam” を上村訳のみは、人称代名詞扱いとしているが、
私もまた他の二訳と同じく非人称代名詞と見做した。

�　谷川前掲論文（前註 12 後者）、8 頁。なお、「一子想」を eka-putra-sam
4

jñā とした上
での、この話に対するコメントについては、下田前掲書（前註 30）、220 頁、註 41 を
参照のこと。

�　法顕訳『大般泥洹経』、大正蔵、12 巻、864 頁中－下、P. ed., No.788, Tu, 41a1-b6, 下
田前掲訳書（前註 30）、199-200 頁、曇無讖訳『大般涅槃経』、大正蔵、12 巻、381 頁
上－中、田上太秀『ブッダ臨終の説法　　完訳大般涅槃経　　』1（大蔵出版、1996
年）、121-122 頁参照。

�　谷川前掲論文（前註 12 後者）、8 頁。なお引用文中の「法訳」は法顕訳を、「曇訳」
は曇無讖訳を指す。

�　この論理は、裏を返せば、殺戮をも含めて、なにをやっても絶対的一元世界から
は救い取られるということを示しているが、その論理を示したものが、Bhagavadgītā 
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4.11（＝ Mahābhārata 6.26.11）である。この頌については、辻前掲訳書（前註 15）、
80 頁、上村前掲訳書（前註 22）、51 頁、Cherniak, op.cit.（前註 22）, p.203、拙書『仏
教入門』（大蔵出版、2004 年）、185-186 頁参照。しかるに、この一頌に基づいて「寛容」
な宗教を主張しているヒンドゥーイズム的キリスト教宗教学者の存在することを、私
は、Paul Griffiths and D. Lewis, “On Grading Religions, Seeking Truth, and Being 
Nice to People― A Reply to Professor Hick”, Religious Studies, XIX (1983), pp.75-80（前
掲拙稿（前註 2）、83 頁、註 16 も参照のこと）で知っていたが、今年、映画『アヴァ
ター（Avatar）』を観るに至って、ヒンドゥーイズムということさえ全く意識しない
ヒンドゥーイズムがアメリカを再起点として世界中に蔓延しているのだということを
思い知ったのである。その感想は、拙稿「『アヴァター』のおかしさ」（『祝祷文化講
演集』第 16 輯（2012 年刊行予定））で今年（2010 年）4 月 15 日に口頭で述べたので
参照されたい。映画では、「エイワ（Eywa）」と称されているものが、ヒンドゥーの
ヴィシュヌ神に取って代わる絶対的一元世界の体現者なのである。その「エイワ」の
意志（the will of Eywa）を通訳（interpret）できるのが女主人公ネイテリの母、ツァ
ヒクであるが、かかる巫女的存在の受け取る神託は決して通常の言語ではないという
ことに注意しなければならない。しかし、ヒンドゥーイズムを否定したはずの仏教
が、仏教と共にヒンドゥーイズムも導入し、後者の方が、取り分け日本においては、
前者のように振舞っているのは悲しい限りである。そして、日本における「エイワ」
のようなものが、「道」であり「国体」であり「品格」などであるのだが、それはど
うとでも interpret できるものだから、永らく続いてきた伝統的体質に上乗せするか
のように、今の日本では、蔓延する「格差」社会の中で「品格」の美徳が称えられ、
国技である相撲「道」においては愛のムチ的暴

かわいがり

力が容認されてきた上に暴力団と結び
ついた賭博が実行され、お説教の世界では今年亡くなられた免疫学の多田富雄氏のワ
クチン的「寛容」に付け込んでヒンドゥーイズム的寛容を吹聴している宗教学者や作
家が跡を絶たないのである。しかし、大学もまた例外ではない。そんなこともあっ
て、私は、この雑誌の「論評」欄に、仏教学部に戻ってからの数年、「著者の品格」
や「〈品格〉考」を投じようと思って、少なくとも論題だけは出してきたのであるが、
常に論題提出だけで終り、今年もまた執筆を断念せざるをえないという状況になって
しまった。そんな断念の思いが、この註記の中に出てしまったかもしれないが、お
許し頂きたい。しかし、大学が、産業界を主とする世間に「順流」して、「アドミッ
ション」「カリキュラム」「ディプロマ」の「三つの方針」を定めることは、「仏教」
の理念に全く合致しないことであると私は考えている。そして、個人的には、その

「三つの方針」に言葉と論理だけで反対していくことが、私の「建学の理念」の具現
化にほかならないのである。漱石は、『草枕』の冒頭で、主人公に、「智に働けば角が
立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。兎角に人の世は住みにくい。」
と言わしめたが、私は、「智だけに働けば角は立たない」というのが仏教だと思って
いる。「生活」や「習慣」は「無記」なのでいくらでも多様であるべきだが、「哲学」
や「思想」の問題は言葉と論理だけによって一つづつ正しいことを決めていかねばな
らないというのが仏教であるはずだからである。しかるに、今の駒沢大学は、世間に
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「逆流」するどころか、世界経済の global capitalism の流れに盲徒して、巨額な損失
を出してしまった。しかし、その危険な投資は、二度にわたって設置された「特別調
査委員会」によっても不正とまでは言えないという結論になってしまったのである。
不正の調査もしくは糾弾であるはずの「特別調査委員会」なるものが、正義なぞは馬
鹿者たちだけが口にすることだくらいにしか思われていないこの日本では、決して正
常に機能しえないのは、なにも昨今問題の大相撲の野球賭博問題に絡む「特別調査委
員会」ばかりでないことを思い知っておかなければならない。ただ、私自身は、大学
のデリバティブ取引は、「学校法人駒沢大学寄付行為」第 31 条に照して、不正だった
と思っており、大学に職を得ている限り、この不正については問題にしていきたいと
思っている。駒沢大学が、「仏教」の理念に基づいている以上は、「正と不正とに対し
て等しいものと観る」などという「怨親平等」のヒンドゥー教だけは振り翳して欲し
くないものだと願わざるをえないのである。

�　私は、目下、「大正蔵デベ検」で「一子想」を検索して 46 のヒットがありそのキー
ワードが 56 カウントされていることを知っているだけで、感想はその全体をざっと
通覧して懐いているものにすぎない。その典籍は、「本縁部」関係のものを除けば、
ほとんどが大乗の経典と論典と言ってよいが、中でも『華厳経』や『涅槃経』の多い
のが注目される。

�　谷川前掲論文（前註 12 後者）、7 頁参照。ここで、谷川博士は、「一子想」に関
連して、『法華経』「方便品」の「三止三請」と共に、「三界吾子」に言及されてお
られるが、『法華経』の「三界吾子」といえば、「譬喩品」の「吾子」であろう。こ
れについては、『法華経』「譬喩品」、大正蔵、9 巻、12 頁下、14 頁下、15 頁上：
Saddharmapund

4 4

arīka, Kern/Nanjio ed., p.76, l.4, pp.89-90 (III-85-91) など参照。
�　Saddharmapund

4 4

arīka, ibid., p.136, ll.3-6. 松濤誠廉、長尾雅人、丹治昭義訳『法華経』
I（大乗仏典、4、中央公論社、1975 年）、162 頁参照。引用の和訳はこれによる。な
お、羅什訳欠落の後半部分の件については、布施浩岳『法華経成立史』（大東出版社、
1934 年）、16 頁、18 頁、松濤等上掲訳書、288-289 頁、註 213 参照。

�　この場合には、実際の我々の相対的二元世界に仏陀はいることになるわけであるか
ら、そこで実際説かれている教法が絶対的一元世界をなんら自明の前提とすることの
ない真実の仏説であるならば、これは必ずしもヒンドゥーイズム的観念の反映と見做
さなくともよいが、これに続く文のように、単に観るだけということが強調されるな
ら、それはやはり絶対的一元世界からでしかありえないことになるだろう。

�　Saddharmapund
4 4

arīka, Kern/Nanjio ed., p.138, ll.1-4, V-45,46, （正）『正法華経』、大正
蔵、9 巻、85 頁下、（添）『添品法華経』、同、154 頁中、松濤等前掲訳書（前註 42）、
164 頁参照。なお、引用第 2 頌目（V-46）前半頌は、底本には、“tathāgatasya prajñā 
ca bhāsadâditya-candra-vat” と あ る が、 こ こ で は、Yasunori Ejima, et al., Index to 
the Saddharmapund

4 4

arīkasūtra　　Sanskrit, Tibetan, Chinese　　, Fascicle VII, The 
Reiyukai, Tokyo, 1990, p.658 の prajñābhā の項目下に示される異読に従っていること
をお断りしておく。

�　『大方広仏華厳経』（60 巻本）、大正蔵、9 巻、629 頁上、『大方広仏華厳経』（80 巻
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本）、同、10 巻、277 頁上。P.ed., No.761, Shi, 134b4-5, 高崎直道訳『如来蔵系経典』
（大乗仏典 12、中央公論社、1975 年）、265 頁参照。なお、この頌と『大乗荘厳経論』
「菩提品」第 16 頌との類似の指摘については、西尾京雄『仏地経論之研究』（破塵閣、
1940 年、国書刊行会復刻、1982 年）、21-22 頁による。

�　Sylvain Lévi (ed.), Mahāyāna-Sūtrālam
4

kāra, p.36, IX-16. 宇井伯寿『大乗荘厳経論研
究』（岩波書店、1961 年）、143 頁参照。

�　説一切有部の三蔵観については、前掲拙書（前註 20 後者）、195-202 頁参照。
�　この箇所については、大正大学綜合仏教研究所梵語仏典研究会編『梵蔵漢対照『維

摩経』』（大正大学出版会、2004 年）、323-351 頁を参照のこと。
�　拙書『唯識思想論考』（大蔵出版、2001 年）、490 頁（初出、1969 年）、750-786 頁（初

出、1976 年）、787 頁参照。
�　山口益、野沢静証『世親唯識の原典解明』（法蔵館、1953 年）、152 頁、156 頁、註

8 による。私は、遅蒔でこのことを知り非常に恥しく感じたことだけははっきり知っ
ているが、その時期は、前掲拙稿（前註 13 前者）で触れたような状況があってより
一年ほど後のことではなかったかと思う。そして、このことはどこかで記しておかな
ければならないと思いつつも、その適切な時機を捉え損ねているうちに失念してしま
い、昨年、前掲拙稿（前註 13 後者）を執筆中にやっとそのことを思い出したような
次第である。しかし、実際これに触れようと思っていた前掲拙稿（前註 1）でも触れ
忘れた結果、註記のような片隅ではなく、本稿本文冒頭に記したように、既知の資料
ばかりではあるものの、一篇の論文として仕立ててみようと思い至ったのであった。

�　 そ の 経 文 は、Kyoo Nishio (ed.), The Buddhabhūmi-sūtra and the Buddhabhūmi-
vyākhyāna of Çīlabhadra, Hajinkaku, Nagoya, 1940, Kokusho Kankokai, Repr., Tokyo, 
1982, p.13 によれば、“ʼjig rten gyi chos bde ba dang sdug bsngal ro gcig pa mnyam 
pa nyid yongs su grub pa las” とある。

�　Nishio, ibid., pp.101-102, P. ed., 5498, Chi, 320b7-321a1. 西尾前掲書（前註 45）、245
頁参照。なお、著者シーラバドラ（Śīlabhadra、戒賢）については、前掲拙書（前註
20）、368-372 頁も参照のこと。

�　所謂「世間八法（ast
4 4

au loka-dharmāh
4

）」を指す。これについては、前掲拙書（前註
2）、38-39 頁、54-55 頁、註 15 を参照されたい。

�　「と出ている（zhes ʼbyung ba）」との表現で指示されているのは必ずしも経蔵中の
経典を指しているわけではないと考えられる。私は、本稿で取り上げているような律
蔵中の文言を指しているのではないかと推測している。その文言は要約的に取り上げ
られたものかもしれないが、与えられた還梵は、あくまでも、あったとすればかくの
ごときものであったろうとの推測の域を出るものではない。

�　D. ed., No.4070, Hi, 3b1-2. 山口、野沢前掲書（前註 50）中の野沢訳については、152
頁参照のこと。

�　著者ヴィニータデーヴァについては、三枝充悳『インド仏教人名辞典』（法蔵館、
1987 年）、43-44 頁の当該項目（松本史朗執筆）を参照のこと。

�　小野基、小田淳一、高島淳『ダルマキールティ梵文テクスト KWIC 索引』（辞典編
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纂プロジェクト叢刊、No.8，東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所、1996
年）、972 頁による。これによれば、この一頌は、Yūsho Miyasaka, “Pramān

4

avārttika-
Kārikā (Sanskrit and Tibetan)”、『インド古典研究』II（1972 年 5 月）、p.36, I-251cd, 
252ab を指すことになるが、頌数の数え方に若干の違いがあるため、例えば、S. D. 
Shastri (ed.), Pramān

4

avārttika of Acharya Dharmakirtti with the Commentary ‘Vritti’ 
of Acharya Manorathanandin, Bauddha Bharati Series 3, Varanasi, 1968, p.86 で は、
I-253cd, 254ab となる。この頌の訳と解釈については、木村俊彦『ダルマキールティ
宗教哲学の原典研究』（木耳社、1981 年）、190-191 頁，Tilmann Vetter, Der Buddha 
und seine Lehre in Dharmakīrtis Pramān

4

avārttika : Der Abschnitt über den Buddha 
und die vier edlen Wahrheiten im Pramān

4

asiddhi-Kapitel, Wiener Studien zur 
Tibetologie und Buddhismuskunde, Heft 12, Wien, 1984, p.146 を参照のこと。以下に、
その一頌と、上記二訳を参照した上でも自信のない、それに対する拙訳を示しておけ
ば、次のとおりである。

audāsīnyam
4

 tu sarvatra tyāgôpādāna-hānitah
4

//
vāsī-candana-kalpānām

4

 vairāgyam
4

 nāma kathyate/
（されど、取捨を断つことによりて、全てに対する無関心が、斧と旃檀の法則に
従いしものたちの離欲なりとぞ言われたり。）

 ここでも、私は谷川博士に従って kalpa を「法則」と訳しており、それでよいと思っ
てはいるが、この時期の論典のチベット訳においても、この語が “(tsa nda na steʼu) 
mthungs pa” とやはり「等しい」という意味の語で訳されている（Miyasaka, op.cit., 
p.37 参照）ことや、また、サンスクリット原典のあるマノーラタナンディンの註釈
においても、kalpa が sadr

4

śa（類似の）で説明されていることは、さすがに気にな
る。しかし、その当時の学者に周知されていたことであれば、その語義解釈がチベッ
トに伝えられなかったのは却って奇妙なことにはなるものの、「法則」という意味の
方が普通のような気もする。その意味では、後代の論典における、本稿の末尾になっ
て取り上ることになった三つの用例は、たまたま私の知りえたものにしかすぎず、ま
だ多くの例もありうるかもしれないので、決して一般化はできないが、しかし、たま
たま知りえたそれら三人の著者、即ち、シーラバドラ、ダルマキールティ、ヴィニー
タデーヴァが、いずれもナーランダー僧院の学者であったことは、やはり注意してお
くべきことかもしれない。ただ、三人の中では、ダルマキールティが、他の二人とは
違い、註釈ではない自作の頌の思想表明としてこの語を用いていることは重視される
べきであろうと思われる。いかに、通俗的なヒンドゥーイズム的背景をもつ用語であ
るとはいえ、仏教の縁起的解釈の上での四諦説の論述中でこの語が用いられている以
上、この語の意味もその文脈の中で確認されなければならないからである。しかし、
だれが用いるにせよ、vāsī-candana-kalpa もしくはそれに準ずる観念は、極めて危険
であり、従って警戒すべきものであるとの感想を付して、拙い本稿の註記も不充分な
がら了えることにしたい。

 （2010 年 6 月 30 日）


