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雨衆外道（Vārṣagaṇya）についてⅠ 

―序論―
                                        

木　村　誠　司

I

　雨衆外道とは、随分と奇怪な名前だ。インド哲学の1派、サーンキヤ（Sāṃkhya）

に属す分派らしい。かなり有力な人物もしくはグループであったようだが、実

態は不明である。筆者は、サーンキヤについては、ズブの素人で、その研究に

近づくのは躊躇われた。足元をすくわれ、深遠に落ちてしまうのは、火を見る

より明らかだったからだ。かつて、著名なるヴェツラー（A. Wezler）博士は、

1985 年の論文で、雨衆外道を扱った。その際、サーンキヤのミッシングリン

クを嘆き、こう述べていた。

この〔サーンキヤ史の〕ギャップを埋める作業を思い描く人なら、文字通りに、断片のみ

の蒐集に偏ることなく、サーンキヤ説に関わるものすべてに、注意を向けることが望まし

い。つまり、この学派の我々の知識を、直接であれ、間接であれ、裨益するようなものす

べてに〔関心を向けるべきである〕。
1）

さて、1938 年に、貴重なサーンキヤ文献『論理の灯』（Yuktidīpikā）が出てき

て、
2）それまで、イーシュヴァラクリシュナ（Īśvarakṛṣṇa）の『サーンキヤ頌』

（Sāṃkhya-kārikā）等ほんの少しの文献しかなかった状況に日が射した。さらに、

叙事詩『マハーバーラタ』（Mahābhārata）等の前サーンキヤ史が解明されてい

くにつれ、サーンキヤを巡る研究は、格段に進歩した。
3）然るに、未だ、謎に

包まれているのである。それで、ヴェツラー博士の呟きとなったというわけだ。

筆者は、これが随分と気になり、1 歩を踏み出せないでいた。

　加えて、日本には、仏典に散在するサーンキヤ思想に関わる研究も多い。中

には、江戸期からの伝統に根ざした考察もある。まさしく、汗牛充棟の賑わい

である。これらを探ることも、簡単に済ませられる仕事ではない。4）そんなこ

んなで、泥濘のような、サーンキヤ研究の世界に首を突っ込むのは、益々躊躇



雨衆外道（Vārṣagaṇya）について I （木村）（30）

－ 143 －

われた。筆者のような半可通が、敢えて、このテーマで論文を書くというのは、

暴挙に違いないのだ。しかし、それ相当の理由がないわけでもない。先ず、こ

の無謀なテーマを選んだ、経緯を述べておくべきであろう。

　この所、筆者は、インド仏教の大御所、世親（Vasubandhu）に興味を抱いてきた。

これまでは、仏教内部の事情を追っていけば、ある程度、実りはあった。だが、

世親思想の実態を探るためには、どうしても、サーンキヤとの、それも特に雨

衆外道との思想的因縁を考えないわけにはいかなくなってきたのである。有名

な世親伝、真諦訳『婆藪槃豆法師傳』の中でも雨衆外道との関わりは伝えられ

ている。以下に、関係個所を抜粋してみよう。

仏の滅後、900 年に至って、他学派のヴィンドゥヤヴァーシン（頻闍訶婆娑、Vindhyavāsin）

という名の者がいた。ヴィンドゥヤ（頻闍訶）これは山の名である。ヴァーシン（婆娑）

は「住む」と訳せる。この他学派の者が、この山に住んでいることに因んで、名付けた。

龍王がいて、ヴァールシャガンヤ（＝雨衆外道、毘梨沙迦那、Vārṣagaṇya）という名であっ

た。頻闍訶山の下の池の中に住んでいた。この龍王は、よく、サーンキヤの学説（僧佉論、

sāṃkhya-darśana）を理解していた。…〔龍王は〕、それ〔ヴィンドゥヤヴァーシン〕の聡

明さを喜び、サーンキヤの学説の解説をした。… 他学派〔のヴィンドゥヤヴァーシン〕は、

この学説を得た後で、心が高慢になり、自らこういった。「この〔サーンキヤの〕教えは

最高で、これ以上のものはない。〔然るに〕、世の中では、釈迦の教えが盛んであり、皆こ

の教えを偉大なものとする。〔これは、おかしなことであるので〕、私がことごとく論破し

よう。」… 王様はこの事を知って、すぐ他学派の者を呼び出したという。…〔そして〕、王

様は、人を派遣して、国内の〔仏教の〕諸法師に〔論争するかどうか〕問い合わせた。…

〔その論争では仏教側が敗れた。それを知った世親は反論しようとしたが〕他学派の者の

身体は、既に、石となってしまっていた。世親は、憤懣やるかたなく、すぐに『七十真実論』

（Paramārthasaptati）を著作し、他学派の者が造ったサーンキヤの学説を論破した。
5）

至佛滅後九百年中有外道。名頻闍訶婆娑、頻闍訶是山名。婆娑譯爲住。此外道住此山因以

爲名。有龍王名毘梨沙迦那、住在頻闍訶山下池中。此龍王善解僧佉論。… 嘉其聡明即爲

解説僧佉論語 …。… 外道得此論後心高佷慢自謂。其法最大無復過者、唯釋迦法盛行於世、

衆生謂此法爲大、我須破之。… 王知此事即呼外道 … 王遣人問國内諸法師 … 外道身已成石、

天親彌復憤懣、即造七十眞實論破外道所造僧佉論。

（『婆藪槃豆法師傳』大正新脩大蔵経、No. 2049, 189b24-190a28）

このような文献に触れているうちに、雨衆外道のことが段々と気になってきた

のである。そこで、卒論に悩む学部生よろしく、慣れない分野のことを、あれ



これ調べ始めた。かれこれ、1 年近くになるが、先は見えてこない。とはいえ、

この辺で、少し、整理をしておかないと、これからの研究の道筋もはっきりし

なくなってきた。そんな危惧が芽生えて、気付いた点だけでもまとめておくこ

とにしたという次第なのである。
6）

　調べを進める中では、こんな言葉にも出会った。ラルソン（G. J. Larson）は、「ネ

オ・サーンキヤとしての古典ヨーガ：インド哲学史における 1 章」という論文

の末尾で、こう述べている。

西洋哲学は、プラトンの 1 連の脚注である、といわれてきた。少し違うが、サーンキヤに

ついても、同じことをいいたくなるのである。仏教の哲学や用語、ヨーガの哲学、初期ヴェー

ダーンタの思索、シヴァ信仰やヴィシュヌ信仰の広範囲な神学は皆、重要な意味で、生き

生きしたサーンキヤ「伝統文献」への脚注、または、反動である。即ち、インドの哲学的

思弁の最初期から、中世に続く時代、サーンキヤは、他のすべての伝統（ヒンドゥー、仏

教、ジャイナいずれも）に、知性的な規範や枠組みを与えてきたと思うのである。これは、

多くのインドの哲学化の伝統が、サーンキヤの存在論や認識論に同調したといっているの

ではない。反対に、大部分のインドの哲学的学派は、手厳しいサーンキヤ批判から始まっ

ているのだ。ただ、こういいたいのである。インド哲学のほぼすべての学派は、サーンキ

ヤを外せない必須の知的立場と評価しているのであると。
7）

こんな指摘を目にすると、サーンキヤの存在感が肩にのしかかり、素人が手出

しするのは控えたくなる。いよいよ、尻込みするばかりなのだが、博雅のご叱

正を期待して、筆を取ることにした。これからの研究の方向性だけでも示して

おければ、と念ずるのである。

II

　筆者が「雨衆外道」と始めて遭遇したのは、世親の名著『倶舎論』

（Abhidharamakośabhāṣya）だった。それは、第 5 章「随眠品」（anuśaya-nirdeśa）

にあり、説一切有部（sarva-asti-vādin）の中核思想、即ち「三世実有論」を論

じる渦中に登場する。以下のように言及されている。

さて、〔いつ何時でも、結果をもたらす〕一切合切（sarvam eva, thams cad kho na）が存在

するならば、現時点で（idanīm, da ni）「何が、何に対して、作用するのか？」〔という作用

の個別性に関する疑問が沸く〕。〔一切合切が存在する〕そうなると、〔サーンキャ学派と

目される〕雨衆外道（Vārṣagaṇya, lo rtsi ba pa）の主張を闡明することになってしまう。〔彼

らの主張は〕「存在するものは、必ず、存在する。非存在のものは、絶対に、非存在である。
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非存在のものにとっては、〔何かを〕生み出すこともない。存在するものにとって、消え

去ることもない。」である。
8）

atha sarvam eva cāsti / kasyedānīṃ kva sāmarthyam / vārṣagaṇyavādaś caivaṃ dyotito bhavati “yad 

asty asty eva tat / yan nāsti nāsty eva tat/asato nāsti saṃbhavaḥ / sato nāsti vināśaḥ” iti（P; p. 301, 

ll. 1-3: S(A); p. 643, ll. 6-8.）

  

yang thams cad yod pa kho na yin na da ni gang la gang zhig nus te / de lta na lo rtsi ba pa rnams 

kyi rtsod pa skad du gang yod pa de ni yod pa kho na’o // gang med pa de ni med pa kho na’o // med 

pa la ni skye ba yang med do // yod pa la ni ’jig pa yang med do zhes brjod pa yin no //（北京版、

No. 5591, Gu, 284b2-3）

  

一切法一切時有誰於誰有能生功能、又應顯成雨衆外道所黨邪論、彼作是説有必常有無必常

無、無必不生有必不滅。（玄奘訳、佐伯旭雅『冠導阿毘逹磨倶舎論』II、平成 5 年、rep. of 

1978、 p. 842, ll. 2-4）

若如汝所執一切皆有、今於何法何處、應有功能。若執如此、婆沙乾若義即被随順、彼言、

若有必有、若無必無、若無不生、若有不滅。（真諦訳、『毘逹磨倶舎釈論』大正新脩大蔵経、

No. 1559, p. 259b22-24）

玄奘訳に「雨衆外道」とあり、こちらが一般に流布しているものであるが、真

諦訳では「婆沙乾若」という音写語である。そして、チベット語訳では、lo 

rtsi ba pa rnams で、強いて訳せば、「年を数える者達」となろう。
9）varṣa に

は、「雨」という意味も「年」という意味もある。gaṇya には、「数えられるべ

き」という意味があるし、似たようなことば gaṇa には「数」「衆」という意味

がある。実は、雨衆外道は、その名前さえ不明瞭なのである。Vārṣagaṇya な

のか Varṣagaṇa なのかということも、確定的ではない。しかし、サーンキヤ史

上重要な人物であることは確かであって、かって、世界的学者フラウヴァル

ナー（E. Frauwallner）は、その思想を「古典サーンキヤ体系の認識論」（Die 

Erkenntnislehre des klassischen Sāṃkhya-System）10）という論文で再現しようと

した。その時、フラウヴァルナーは、Vṛṣagaṇa としているのである。その後、チャ

クラヴァルティ（P. Chakravarti）は、サーンキヤの文献『論理の灯』に現れる

名称の相違に言及し、Vārṣagaṇa とは Vārṣagaṇya の徒を意味するとした。
11）現

在では、Vārṣagaṇyaを取る研究者が多い。
12）名称に関する見解を、もう、少し追っ

てみよう。中村元博士は、こう述べている。
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かれはまた、Vṛṣagaṇa、Vṛṣagaṇavīra、Vārṣagaṇa という名でも伝えられている。文法的に

は Vārṣagaṇya と綴るのが正しい。
13）

さらに、宇井伯寿博士は、割注において、以下のように指摘する。

Vārṣa-gaṇya を雨衆と譯すのは正しくはなかろう。Vṛṣa-gaṇa の派生語で、もと仙の名。

Vṛṣa は牡牛、勝れた人を指す。Vārṣa は雨でもあるが、Vṛṣa の派生語ならば雨ではない。
14）

宇井博士の指摘は、雨衆外道の説が批判されている『瑜伽師地論』

（Yogācārabhūmi）のチベット語訳では、見事に生きている。高木訷元博士の解

説には、こうあるからだ。

しかるに『瑜伽師地論』のチベット訳では khyu-mchog-paḥi-tshogs となっている。つまり

前者〔『倶舎論』〕は vṛṣa を雨と解するのに対し、後者〔『瑜伽師地論』〕は「第一」「最勝」

に解してヴァールシャガニヤを「最勝の集団」としたのである。
15）

これらの情報を勘案すれば、Vārṣagaṇya とは、「雨衆外道」と訳すのではなく、

「〔サーンキヤ中〕最上の宗徒」と訳したくなる。

　さて、大正新脩大蔵経データベースで、「雨衆外道」を検索すれば、たちど

ころに、聞いたことのない文献の用例まで知ることが出来る。就中、由来につ

いて、最も詳しいのは、玄奘の弟子、基の『成唯識論述記』の次の記述である。

以下に、紹介してみたい。

外道がいて、名をキャピラという。昔のカピラ（kapila）の訛りである。これを「赤褐色」

ともいう。髪や顔が、赤褐色だからである。昨今、西方の貴いバラモン種族は、皆、赤褐

色である。時に、世人は、赤褐色の仙人と呼ぶ。その後、弟子の上位の者が 18 グループいて、

主なる者の名をヴァルシャ（伐里沙、vārṣa）という。訳せば、「雨」である。雨季に、現

れたので、名としたのである。その雨の徒党を雨衆外道と呼んでいるのである。インド（梵）

では、サーンキヤ（僧佉）といっている。

謂有外道名却比羅、古云迦毘羅訛也。此云黄赤、鬢髪面色並黄赤故、今西方貴波羅門種、

皆黄赤色也。時世號爲黄赤色仙人。其後弟子之中上首、如十八部中主者名伐里沙、此翻爲

雨、雨時生故即以爲名。其雨徒黨名雨衆外道、梵云僧佉。（『成唯識論述記』大正新脩大蔵経、

No. 1830, 252a26-252b3）

高木訷元博士は、この記述に触れ、こう述べている。

この記述によれば、迦毘羅（Kapila）の後に伐里沙と名づけられた弟子があり、しかも彼

は弟子の上首で、十八部の中、主たる位置を占めていたもののごとくである。ここで雨と

翻ぜられた伐里沙はサンスクリットの Vārṣa（雨、年）あるいは Vṛṣa であったろう。この

徒党が雨衆外道である。雨時に生ずとは、別の資料によれば、この弟子の弟子が多いこと
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が恰も雨季の際の雨のごとくであるという。かくてまた、〔世親の後輩で、世親を鋭く批

判した衆賢の著作〕『順正理論』における雨相外道、空海の『十住心論』第三に見られる

雨際外道も、すべて、この雨衆外道にほかならない。
16）

基や高木博士の記述を参考にすれば、Vārṣagaṇya は、「〔サーンキヤの開祖カピ

ラの弟子中〕首座を占める者」という訳が浮かぶ。名前に関する研究史を点描

してみたが、それはパズルのワンピースでしかない。そして、たとえ、それを

見つけ出したとしても、パズルは完成しないだろう。我々は、名前さえ不明な

人物を追って、その実像を求めているからである。所詮、ピースが揃うことは

ない。そういった研究状況を把握して頂ければと思うのである。

  では、その「雨衆外道」とは、具体的には、インド思想・仏教において、ど

のような重要性があるのか？この点を確認するために、またも、高木博士の該

博な知識に頼ろう。

世親、陳那による佛敎論理學の發展以前には、數論の認識説が有力であつたとみられる。

このような思想的背景を考慮するならば、五世紀から六世紀にかけて、陳那と同じような

現量説〔＝現量除分別〕を説く數論師が存在したとしても、何ら不都合はないわけであ

る。ここで、我々は Vārṣagaṇya 及びその學派、就中 Vindhyavāsin との密接な關係について

顧慮すべきである。Frauwallner 及び P. Chakravarti などによつて指摘せられた如く、瑜伽疏

はその數論説を多く Vārṣagaṇya 派、特に Vindhyavāsin に負つている。また瑜伽疏と佛敎、

特に有部との關係が密なることも、すでに早くから指摘せられてきた。しかし、この兩者

の深い關係が如何なる理由にもとづくものであるかについては、從來殆ど顧みられなかつ

た。この點について、筆者は一つの推論を試みたことがある。皍ち、瑜伽疏が有部の所説

に依據した如く見えるのは、實は Vārṣagaṇya 派の見解を媒介素地としていたと思われるの

である。このように、瑜伽疏にとつて、Vārṣagaṇya 派の占める位置は極めて重い。したが

つて、また當面の問題たる疏の認識論も、これを陳那からの影響とみるよりも、むしろ、

Vārṣagaṇya派、殊にVindhyavāsinの所説にもとづけるものと考える方が、一層妥當的である。

… 前述の如く、自相、共相の設定も、現量除分別の主張も、決して陳那自身の獨創ではな

く、また除分別にして錯亂に非ずとしたのも法稱の創見ではない。かように見てくるとき、

インド論理學、或は廣くインド思想史上に占める Vārṣagaṇya, Vindhyavāsin の地位は極めて

重要なものと云わねばならない。しかし、全く遺憾ながら、かれらの思想はその一端を僅

かの斷片を通じて知りうるのみである。また倶舎論などにみられるかれらの思想的立場な

どからして、かれらが數論偈〔『サーンキヤ頌』〕以後の所謂古典數論からは、その師資相

承の系譜からはずされ、或る場合には非難を加えられている事実も、かれらの思想的立場
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を知る上に興味深い問題をはらんでいる。
17）

　このご指摘からは、仏教にたいしても「雨衆外道」の影響がただならぬもの

であったことが、見て取れるのである。

 
III

 

　さて、興味の本筋が世親思想で、そこにサーンキヤの影響の度合いを探

るといっても、アプローチの手段はいくつかある。最も、正統的な手法は、

サーンキヤの新出資料『論理の灯』や、ジャイナ教の文献『12 輻観点輪』

（Dvādaśāranayacakra）その注釈『理経随論　12 輻観点輪注』（Nyāyāgamānusāriṇī 

Nayacakravṛtti）等に散在する「雨衆外道」説を渉猟することであろう。つまり、

インド文献を中心にして、様々な断片をつないで、仏教とサーンキヤを比較し

ていく、というやり方である。18）例えば、インド思想の大家、服部正明博士は、

1998 年ローザンヌで開催されたサーンキヤ・ヨーガ学会の報告論文集におい

て、「有神論的サーンキヤについて」という論文を著し、インドの文献に基づき、

次のようにいう。

時代を経て、サーンキヤは〔カピラの〕『サーンキヤ頌』によって代表されるようになった。

そして、有神論的サーンキヤの説く教義は、8 世紀の〔仏教徒〕シャーンタラクシタ、カ

マラシーラに知られていたが、暫時、忘れられていった。カピラの徒がいうサーンキヤ哲

学では、自在神は最初から重要な役を果たしていなかったので、否定されるようになった。

一方、パタンジャリの徒がいうヨーガ哲学では、自在神は、はっきりいくつかの詩節で言

及されていた。更に、バクティ宗教における神への信仰心が、システムに導入されていった。

かくして、〔『全哲学綱要』の著者〕マーダヴァの時代「有神論的サーンキヤ」という称号は、

ヨーガ哲学に適用されることとなったのである。
19）

服部博士等を代表とする内外のサーンキヤ学者は、この学術雑誌でも、あくま

でも正統派だった。

　こんな学界状況を横目で見ながら、筆者は、『倶舎論』のチベット注釈にも、

何か、貴重な情報がありそうな気がして、当てもなく、ページをめくっていた

のである。チムジャンピーヤン（mChims ’jam pa’i dbyangs, 1210-1289）作『倶

舎論頌注アビダルマ荘厳』（Chos mngon mdzod kyi tshig le’ur byas pa’i ’grel pa 

mNgon pa’i rgyan）、通称『チムゼー』という著名なチベット注釈では、こんな

言葉に出会った。

ここで、前世・後世が成り立つ論理も、知るべきであって、『量評釈』やカマラシーラ
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（KamalaCIla）の『真理綱要』注等において、詳しく披見されるのである。

’dir skye ba snga ma dang phyi ma sgrub pa’i rigs pa’ang shes par bya ste / rnam ’grel dang / ka ma 

la shi la’i tshad ma’i de kho na nyid bsdus pa’i ’grel pa la sogs par rgyas par blta’o //（mDzod ’grel 

mngon pa’i rgyan, Delhi, 1992, p. 258, ll.7-8）

この文章に出会ったのは、サーンキヤ批判を展開する第 3 章「世間品」loka-

nirdeśa だった。筆者は、『真理綱要』にもサーンキヤ批判の章が存在することは、

知っていた。
20）そこで、『チムゼー』にも『真理綱要』を踏まえたサーンキヤ

批判があるかもしれないと期待したが、それは裏切られた。それでもあきらめ

切れずに、チベット語文献をあれこれ物色していると、次のような記述があっ

た。有名な大学者ジャムヤンシェーパ（’Jam dbyangs bzhad pa, 1648-1722）の『宗

義書』（grub mtha’）21）の一節である。

ここで、若干考察するなら、多くの典籍では、〔サーンキヤの開祖〕カピラの徒（ser skya 

ba）とサーンキヤの徒（grang can pa）は別物との解説も見られる。即ち、シャーンタラ

クシタ（Zhi ’tsho, Śāntarakṣita）〔の『真理綱要』第 1 章〕によれば、「余すところのない能

力を有する根本原質（gtso bo, pradhāna）だけから」（『真理綱要』デルゲ版、No. 4266, Ze, 

1b1）ということから「それもとはカピラの言うところである」（『真理綱要』デルゲ版、

No. 4266, Ze, 2b1）ということ〔を通じて、カピラの徒が無神論的サーンキヤであることが

知れるのである。〕更に、〔弟子のカマラシーラ作〕その難語釈（dka’ ’grel, pañjikā）におい

ては「カピラの徒は言う」ということから「だけから」という〔師の〕偈は、「有神論的サー

ンキヤ（dbang phyugs dang bcas pa’i grangs can）の想定する自在神等を除外するためなので

ある」（『真理綱要難語釈』デルゲ版、No. 4267, Ze, 147a3）と述べ、自在神を認めないカピ

ラの徒を説くけれど、〔『真理綱要』〕第 3 章では「そのように自性（rang bzhin）と自在神

両者が」（『真理綱要』デルゲ版、No. 4266, Ze, 5a5）等〔と述べて有神論的サーンキヤを論

じる〕そして難語釈では「そのように自性と自在神両者が」等と述べて、そこで、「あるサー

ンキヤは根本原質だけから多様なこれ等の結果が生じるのではない。なぜなら、これには

心がまるでないからである」（『真理綱要難語釈』デルゲ版、No.4267, Ze, 179a1-2）と〔注

釈し、有神論的サーンキヤを詳論する〕。
22）

’dir cung zad dpyad na gzhung du mar ser skya ba dang / grangs can pa tha dad du bshad snang ste 

/ zhi ’tshos / nus pa ma lus dang ldan pa’i / gtso bo nyid ni ’ba’ zhig las / zhes pa nas / de yang yin 

zhes ser skya smra / zhes dang / de’i dka’ ’grel las / ser skya ba rnams na re / zhes pa nas / ’ba’ zhig 

las zhes bya ba’i tshig ni / dbang phyug dang bcas pa’i grangs can gyi brtags pa’i dbang phyug la 

sogs pa bsal ba’i don du’o / zhes dbang phyug mi ’dod pa’i ser skya ba bshad cing / le’u gsum par / 

－ 137 －

雨衆外道（Vārṣagaṇya）について I （木村）（36）



de ltar rang bzhin dbang phyug dag ces sogs dang / dka’ ’grel las / de ltar rang bzhin dbang phyugs 

dag / ces bya ba la sogs pa smos te / de la grangs can kha cig ni gtso bo ’ba’ zhig las ’bras bu tha dad 

pa ’di dag ’jug pa ma yin te / de ni sems pa med pa nyid kyi phyir ro / zhes... （TBRC の電子テキ

スト、The Collected Works of ’Jam dbyang bzhad pa’i rdo rje, Vol. 15, South India, 1995, Folio. 

133/1-5）

前述の服部博士とは、また違う切り口で、サーンキヤの分類を論じる文献に出

会ったというわけである。これに味を占めて、別な『宗義書』も見てみた。ゲル

ク派のもう 1 人の代表的学僧チャンキヤ（lCang skya,1717-86）の『宗義書』
23）で

も、注目すべき記述が見られた。彼はサーンキヤの分類について、こういって

いる。

名称の同義語（rnam grangs, paryāya）は、それだけが 25〔原理〕（nyer lnga）の数の定義

（mtshan nyid, lakṣaṇa）を知ることを通じて、解脱を希求するのでサーンキヤ〔数〕の徒（grangs 

can pa）、自性（rang bzhin, prakṛti）を原因と述べるので自性因論者、カピラを師と認識す

るのでカピラの徒（ser skya pa）、根本原質（gtso bo, pradhāna）を原因と述べるので、根本

原質派というのである。カピラの徒とサーンキヤの徒は、〔ジャムヤンシェーパの『宗義書』

のような〕偉大なある典籍で、別々に説かれるけれども、サーンキヤの枢要な内部（nang 

chen zhig）に対してカピラの徒と名付けただけであり、その二つは同じものと説かれるこ

とも多いのである。

ming gi rnam grnags ni / de nyid nyer lnga’i grangs kyi mtshan nyid shes pa las grol bar ’dod pas 

grangs can pa dang / rang bzhin rgyur smra bas rang bzhin rgyur smra ba / ser skya ston bar ’dzin 

pas ser skya pa / gtso bo rgyur smra bas gtso bo pa zhes zer ro // ser skya pa dang grangs can pa ni / 

gzhung chen mo ’ga’ zhig tu so sor bshad kyang grangs can gyi nang chen zhig la ser skya par btags 

pa tsam yin zhing de gnyis don gcig tu bshad pa yang mang ngo //（Lokesh Chandra ed: Buddhist 

Philosophical Systems, 1977, New Delhi, Śata-Piṭaka Series, Vol. 233, Folio. 44/2-4）

先輩学者ジャムヤンシェーパを意識したような記述である。こういう類の記述

を拾い集めていけば、サーンキヤ研究にとっても無駄ではあるまい。しかし、

筆者の関心は、世親とサーンキヤであって、内部分派にはそれほどの興味もな

い。然るに、次の文言を見つけて、俄に、詮議の虫が騒ぎ出した。以下のよう

なものである。

学説に通じたあるものは、サーンキヤのこれらの見解は、唯心形象虚偽（sems tsam 

rnam rdzun, *cittamātrālīkākāra）の見解と近い〔と説き〕、諸々の形象の変化（rnam ’gyur, 

*ākāravikāra）を虚偽と認める者が、「事象（dngos po, vastu）の実相を見る者であるという
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〔唯心形象虚偽派の見解〕について、〔それは、サーンキヤへの〕接近である」と説くのは、

智慧が大変お粗末に尽きるのである。

grub mtha’ mkhan po kha cig gis / grangs can gyi lugs ’di dag sems tsam rnam rzdun gyi lugs dang 

nye ba dang / rnam ’gyur rnams rdzun par ’dod pa dngos po’i gnas lugs mthong ba la nye bar song 

bar ’chad pa ni / blo gros shin tu rtsing bar zad te /（前述チャンキヤ『宗義書』、Folio. 54/5-

55/2）

現学界では、「世親は『倶舎論』執筆の時点で、既に唯識であった」という説が

有力である。
24）それを思うと、チャンキャの言葉は、重大な意味を持つであ

ろう。こうしたことを伝えるチベット人学僧の背景には、恐らく、『真理綱要』

（TattvasaMgraha）とその「難語釈」（pañjikā）の知識があると推測される。
25）

そこで、筆者は、それらの文献をチベット語訳と対比しつつ、読んでみようと

思い立ったのである。そして、それを土台に、チベット人の『倶舎論』注を見、

さらには、『瑜伽師地論』や『論理の灯』等も視野に入れて、世親の姿に迫ろ

うと目論んだわけだ。何とも、先の長い話で、結論に至れるのか、はなはだ心

許ない。『真理綱要』及び「難語釈」の訳注研究位は、早々となんとかしたい

ものだが、これも難物である。それだって、レディーメイドの理解では、内実

は見抜けないだろう。26）それに、サーンキヤとは、外道として排斥されてば

かりいるのではないようなのである。インド思想界の実態は、混沌としていて、

どうにも様子がわからないというのが実感である。例えば、ヤショーミトラ

（Yaśomitra）の『倶舎論』注の言葉を聴けば、何となく頷けてもらえるはずだ。

ヤショーミトラは、こう呟いている。

サーンキヤ思想に従えば、「有からだけ生起するが、無からではない」というので、それ

を取り上げて、〔『倶舎論』では〕、「前にあったとしても、あるいは」と言及されているの

である。「あるいは」という言葉は、思想を選別するためである。もし、汝らの立場が「有

が生起する」というのであれば、我々も、「有が生起する」のである。つまり、毘婆沙師

の流儀では、「未来は有たるもの」であり、経量部の流儀では、「生起させるダルマたる種

子は、有という存在である」からである。
27）

tathā hi Sāṃkhya-matânusāreṇa sata evôtpādā nâsata iti tad etad adhikṛtya bravIti.

　　san purā ’pi vêti.

vā-śabdo mata-vikalpârthaḥ. yadi bhavatāṃ sann utpadyata iti pakṣaḥ. asmākam api sann utpadyate. 

Vaibhāṣika-nayenânāgatānām astitvāt. Sautrāntika-nayena ca janaka-dharma-bīja-sadbhāvāt. （U. 

Wogihara ed. Sphuṭârthā Abhidharmakośavyākhyā the Work of Yaśomitra, Tokyo, 1989, rep. of 
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1936, p. 295, ll. 27-32: S(A); p. 359, ll. 29-32）

  

grangs can pa’i gzhun lugs kyi rjes su ’brangs na yod pa kho na skye’o med pa ni ma yin no // zhes 

’byung bas de’i dbang du byas te / ’on te snga na yod na yang rung zhes bya ba smos so // ’on te 

zhes bya ba ni sgra ni gzhun lugs tha dad pa’i don yin te / gal te khyod kyi phyogs yod pa skye’o // 

zhes bya ba yin na kho bo cag gi yang yod pa skye ste bye brag tu smra ba’i lugs kyi ma ’ongs pa 

yod pa’i phyir dang / mdo sde pa’i lugs kyis kyang skye bar byed pa’i chos sa bon yod pa’i phyir ro 

//（北京版、No. 5593, Cu, 328b3-6）

これによれば、サーンキヤも毘婆沙師も経量部も、「有の思想」という点では、

同一なのである。こういう記述に接すると、サーンキヤ批判の裏で、こっそり、

その思想を拝借し、恬としているような世親の姿が、見え隠れしてしまう。こ

れは筆者だけの憶測かもしれないけれど、好奇心はそそられる。そんなわけで、

無謀な挑戦といわれようが、何かが見えてくるまで、サーンキヤを研究してみ

ようと思ったわけだ。本稿は、その一里塚に過ぎない。先には、茫漠たるサー

ンキヤの広野が広がっていて、屍を晒すのも止む無しと思うばかりである。

注

1）A. Wezler: A Note on Vārṣagaṇya and the Yogācārabhūmi, Journal of tha Asiatic Society, 

XXVII, 1985, p. 2

2）『論理の灯』は、1938 年（P. Chakravarti, ed.）、1967 年（R. M. Pandeya, ed.）、1970

年（R. S.Tripathi, ed.）、1996 年（A. K. Tripathi, ed.）の 4 本が刊行されたが、新たに、A. 

Wezler and S. Motegi: Yuktidīpikā The Most Significant Commentary on the Sāṃkhyakārikā, 

Vol. I, 1998が出版された。また、『論理の灯』の和訳研究に、村上真完「ユクティディー

ピカー訳註（一）」『東北大学文学部研究年報』33, 1982, pp. （37）-（69）、同「ユクティ

ディーピカー訳註（二）」『東北大学文学部研究年報』38, 1987, pp. （31）-（79）がある。

3）それについては、中村了昭『サーンクヤ哲学の研究：インドの二元論』昭和 57 年、

pp. 135-204 に詳しい。最近の研究としては、P. Bisschop and H. Bakker: MokSadharma 

187 and 239-241 reconsidered, Asiatische Studien Études Asiatiques LIII, 3, 1999, pp. 459-

472; J. Brockington: Epic SAMkhya, texts, teachers, terminology, Asiatische Studien Études 

Asiatiques LIII, 3, 1999, pp. 473-490 がある。サーンキヤ思想の複雑さを実感させる

事実として、『六十科論』（Ṣaṣṭitantra）の存在がある。これは、『サーンキヤ頌』の

基になった書として著者イーシュヴァラクリシュナ自身によって、言及されてい
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る。しかし、その作者、内容は確定していない。これに関しては、G. Oberhammer,  

The Authorship of the SaSTitantram, Winer Zeitschrift für die Kunde Süd-und Ostasiens und 

Archiv für Indische Philosophie (WZKSO), IV, 1960, pp. 71-91; 本田惠「六十科論の内容

と著者」『印度学仏教学研究』2-1、昭和 28 年、pp. 133-134 がある。両論文ともパ

ンチャシカ（Pañcaśikha）を『六十科論』著者の最有力候補とするが、ヴァールシャ

ガンヤ著者説にも、ヴァーチャスパティミシュラ（Vācaspatimiśra）の後押しがあり、

簡単には無視出来ない。サーンキヤ思想の系譜は、未解決と考えるべきであろう。

　　また、研究の進歩を示すものとして、日本での研究も見逃せない。筆者の目に

したものを紹介しておこう。先ず、近藤隼人氏のものが注目される。近藤氏は、

次のように、論を始める。

古典サーンキヤを代表するヴァールシャガニヤ〔雨衆外道〕は、知覚（pratyaksa）

を「聴覚器官などの vṛtti（śrotrādivṛtti）」と定義したことが知られている。さら

にその弟子と目されるヴィンドャヴァーシンは、同定義に対し avikalpika という

限定要素を付したとされているが、…（近藤隼人「indriyavṛtti―到達作用説と感

官偏在説の相克―」『印度学仏教学研究』61-2、平成 25 年、p. 815、〔　〕内筆者

の補足）

　近藤氏の論文は、もっぱら、サーンキヤ内部を中心としたものであるが、仏教と

の関わりで論じたものに、渡辺俊和氏のものがある。渡辺氏は、ディグナーガのサー

ンキヤ批判を論じ、こう結論付けた。

〔サーンキヤに由来する〕āvīta 論証を論じて、ディグナーガは prasaṅga 論を正式

な論証法（sādhana）に改良する可能性を得た。このことが、彼をして prasaṅga

論を三相（trairūpya）の枠組みに取り込むことを可能にしたのである。彼の

prasaṅga に関する見解は、prasaṅga 理論の発展において、ターニングポイント

をなした。〔prasaṅga は〕それまで、対論者の見解を否定する手段と見なされて

いただけだったのだ。ディグナーガの āvīta 論証の解説を使用することで、バー

ヴィヴェーカやダルマキールティは、更に、prasaṅga 理論を発達させた。ディ

グナーガの三相理論が広く受け入れられ、サーンキヤは、インド論理学における

リーダー的立場をディグナーガとその後継者に譲った。サーンキヤの āvīta 理論

批判により prasaṅga 理論を発展させたとすれば、ディグナーガは、最も巧妙な

〔サーンキヤの〕後継者にして、最も手厳しい批判者だといえるだろう。（Watanabe, 

Toshikazu. DignAga on ĀvIta and Prasaṅga, Journal of Indian and Buddhist Studies, Vol. 

61, No. 3, 2013, p. 1234）
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　これらは、サンスクリット語を中心とする伝統的研究スタイルの論文であるが、

従来と全く異なるアプローチの論文もある。榊和良「アル・ビールニーに伝えら

れた『サーンキヤ・カーリカー』とその注釈文献」『印度哲学仏教学』10、平成 7 年、

pp. 69-83 がそれである。榊論文の冒頭部分を示し、その意義を伝えたい。

インド・イスラームの知識人たちは、インドの哲学思想について多くの記述を

残しているが、特定の哲学学派や思想家について詳しく伝えた例は少ない。そ

うした中で、サーンキヤやヨーガは例外的と言える。本稿は、彼らが残した書

物に現れてくるサーンキヤ哲学に関連した記述に見られる『サーンキヤ・カー

リカー（Sāṃkhya-kārikā）』とその注釈文献の痕跡を、譬喩表現を中心にしてた

どることを目的とする。（p. 69）

4）ネットで検索すると数々の研究が示されている。筆者が披見したのは、ほんの一

部で、中観派に焦点を当てたものとして、今西順吉「竜樹によって言及されたサー

ンキヤ思想：初期中観派におけるサーンキヤ思想（一）」『北海道大学文学部紀要』

16（2）、1968 年。同「提婆・婆藪によって言及されたサーンキヤ思想：初期中観

派におけるサーンキヤ思想（二）」『北海道大学文学部紀要』18（1）、1970 があり、ネッ

トで見ることが出来る。最も、網羅的な研究は、本田惠『サーンキヤ哲学研究』上、

昭和 55 年、第四章「仏典に言及されたサーンキヤ思想」pp. 73-308 である。また、

村上真完『サーンクヤの哲学―インドの二元論―』1982、pp. 37-53 には江戸期の

研究の様子が述べられている。その種のものとして、新しい研究に、興津香織「江

戸時代における『金七十論』研究―発展への一要因―」『印度学仏教学研究』58-1、

2009 がある。これなどは、相当にマニアックな研究に見えるが、その重要性は次

の言葉から理解出来よう。

性相学において受け継がれてきた玄奘の理解するサーンキヤ説と〔真諦訳の〕『金

七十論』のサーンキヤ説との相違に着目し、玄奘系統のサーンキヤ説に対し批

判的に検討するという新たな視点が窺える。（同論文 p. 144、〔　〕内筆者の補足、

この論文もネットで披見可能である）

5）三枝充悳『人類の知的遺産 14　ヴァスバンドゥ』1983、pp. 18-49 には、『婆藪槃

豆法師傳』の詳しい現代語訳が載っている。本稿で示したのは抜粋訳であるが、

その詳細は三枝本、pp. 35-41 にある。尚、三枝氏は、宇井伯寿の指摘に従い、『婆

藪槃豆法師傳』の法師を削除する（p. 19）。本稿では、大正新脩大蔵経データベー

スの記載に従い、法師を加えた。また、中村元『中村元選集［決定版］第 24 巻ヨー

ガとサーンキヤの思想　インド六派哲学Ⅰ』1996、pp. 523-527 には、『婆藪槃豆法
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師伝』を書き下したものが載っている。

6）世親とサーンキヤの関わりを、特に、転変（pariNāma）の面から、長年追求して

いるのは村上真完博士である。博士は、前掲注 4）の村上本 pp. 115-164 で、詳し

く論じているし、最近も「転変説（pariṇāma-vāda）再考―世親の転変説批判の意

味―」『印度学仏教学研究』51-1, 2002, pp. 380-384 で扱っておられる。後者の論文

では「世親は転変という語を数論とは全く別な意味において用い」（p. 381）と指

摘している。筆者は、この指摘に素直に同意出来ない。世親は論点を巧みにずら

して、サーンキヤ色を隠しているように思えるからである。筆者は、仏教にもサー

ンキヤにも一理あるといいたいのだが、この点に関して、稀代の碩学シチェルバ

ツキー（Th. Scherbatsky, 1866-1940）は、こう述べている。

我々は、インドにおいて、二つの全く異なる宇宙変化理論に出くわす。世界の

生成をなす瞬間は、一方は反復する瞬間であり、他方は凝縮しているが非反復

的なものである。後者は、止むことなく、次々と続くバラバラの無数の瞬間を

事とする。前者においては、現象は波や変動に他ならない。永遠で、すべてに

遍満し、無区別化された根本原質を背景としているのだ。それらの現象は一体

のものである。宇宙は、〔音楽用語の〕レガートの動きを示す。後者には、根本

原質などあり得ない。エネルギーのまたたきが次から次へとつながり、既成化

された現象という幻想を生むのである。その時、宇宙は、〔音楽用語の〕スタッ

カートの動きだ。第一の見解は、サーンキヤ学派の主張である。第二のものは、

仏教で広く行われている。（F. Th. Scherbatsky, Buddhist Logic, vol.1, New York, rep. 

of 1930, p. 83、〔　〕内筆者の補足）

　この記述に触れ、矢張り偉大な学者であった渡辺照宏氏は、以下のようにいう。

仏教でいう変化を映画のフィルムに譬えるとすれば、数論派の変化は波の変化

ということがいわれよう。一の状態から他の状態への変化は斬進的で滑らかで

あり、変化といっても結局は同じ水にすぎないからである。或る学者は音楽の

用語をかりて仏教の方はスタッカート、数論派の方はレガートとして区別して

いるが、この区別は適切であると思う。（渡辺照宏「仏教論理学派と刹那滅説の

論証」『渡辺照宏仏教学論集』昭和 57 年、所収、p. 33）

7）G. J. Larson: Classical Yoga as Neo-Sāṃkhya: A Chapter in the History on Indian 

Philosophy, Asiatische Studien Études Asiatiques LIII, 3, 1999, p. 732

8）小谷信千代・本庄良文『倶舎論の原典解明―随眠品』2007, p. 121 の訳を参照した。

世親批判で知られる衆賢は、この問題処理の仕方をも攻撃している。内容にまでは、
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立ち入らないが、その言い分を聞いてみよう。彼は、こういう。

世親（経主）は、ここで、また、以下のような文言をなした。「〔サーンキャ学

派と目される〕雨衆外道の主張を宣揚することになってしまう。〔彼らの主張は〕

「存在するものは、必ず、存在する。非存在のものは、絶対に、非存在である。

非存在のものにとっては、〔何かを〕生み出すこともない。存在するものにとって、

消え去ることもない。」である。」これも、不適切な箇所に〔反論を〕置いて、〔論

争相手たる説一切有部を〕貶めているのである。

経主於此復作是言、又應顯成雨衆外道所黨邪論、彼作是説、有必常有、無必常無、

無必不生、有必不滅。此亦非處置貶斥言。（衆賢『順正理論』大正新脩大蔵経、

No. 1562、634a4-6、下線は『倶舎論』の引用を示す）

9）三世実有論を長く追っている秋本勝氏は、安慧（Sthiramati）作『倶舎論』注の訳

注研究とローマナイズテキストを示し、そこでは雨衆外道を lo rtsis pa rnams とし

ている。秋本勝「スティラマティの『倶舎論』註―三世実有説（和訳）VI―」『戸

崎宏正博士古稀記念論文集―インドの文化と論理』2000, p. 233 のテキスト。

10）Rep. in Kleine Schriften ed. by G. Oberhammer & E. Steinkellner, 1982, pp. 223-276, 

（Orig. WZKSO 2, 1958, pp. 84-139）

11）P. Chakravarti: Origin and Development of the Sāṃkhya System of Thought, Delhi, 1975, 

rep. (Calcutta, 1952), pp. 135-138

12） 例 え ば、Eli Franco: AVĪTA and ĀVĪTA, Asiatische Studien Études Asiatiques LIII, 3, 

1999, p. 563 の注 2 参照。エリ・フランコ氏の論文は、āvīta の問題に関して以下の

ような結論を下す。

無名の中央アジアの断片、『理経随順』、そして恐らくは『シュローカヴァルッティ

カ』で提示された āvīta という読みが、チベット語訳にも反映された如く、その

語のオリジナルな読みであると、結論を下したい。最終分析において、オーヴァー

ハンマーその他による言明、つまり、「avīta は多分唯一の二次的例である」に賛

同する。しかし、これは、語が現れる時は必ず、avīta を āvīta に訂正しなけらば

ならないことにはならない。ある時点で、この語に関する 2つの伝統が、平行して、

存在し始めたのは、明らかだからである。その伝統の一つ以上が、単なる誤解、

誤読、誤写によって、存在するようになったとしても、一度確立されてしまえば、

本来のものとして存在し続けるのである。（pp. 575-576）

　その後は、前掲注 3）で紹介した渡辺氏の論文にもあるように、āvīta が一般的となっ

た。尚、この問題展開を詳しく追ったものに、岡崎康浩『ウッドヨータカラの論
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理学―仏教論理学との相克とその到達点―』2005、第 4 章「帰謬論証の一側面―

avīta の系譜」（pp. 92-110）がある。

13）注 5）の中村本 p. 529 の注（1）。

14）宇井伯寿『瑜伽論研究』昭和 33 年、p. 222

15）高木訷元「ヴァールシャガニヤの数論説」『マータラ註釈の原典解明　高木訷元

著作集 2』平成 3 年所収、p. 45、〔　〕内筆者の補足。

16）前掲注 15）の高木論文 p. 47、〔　〕内筆者の補足。

17）高木伸元「瑜伽疏と陳那との關係再考」『印度学仏教学研究』13-2, 昭和 40 年、

pp. 523-524、〔　〕内筆者の補足、次のような意見も、世親と雨衆外道の関係等を

見る場合、参考になる。

世親は數論を雨衆外道と呼んでいる。雨衆は數論の一派の上首 Vārṣagaṇya のこ

とで、彼は世親傳の僧佉論に通暁した龍王比梨沙伽那で、頻闍訶婆沙は彼の秀

れた弟子であった。所で、大比婆沙論では數論を五頂外道としているから、そ

れの編纂當時數論は五頂 Pañcaśikha によって代表されていたのであろうか。そ

れが世親に至つて雨衆 Vārṣagaṇya の名で代表せしめられた程であるから、彼は

餘程秀れた學者であったのであろう。茲で結論的にいえば、倶舎論に關する限

り世親に知られた數論は、比梨沙伽那及び頻闍訶婆沙のそれで、それはむしろ

自性一元論による轉變説と解されやすいものであつた。從つて世親は未だ從來

の數論の諸説を整理し、數論獨自の立場を確立した Puruṣa と Prakṛti の二元のも

とに體係された自在黑のそれを知らなかつた。とすれば世親傳や陣那のことを

勘案するとき、むしろ頻闍訶婆沙と自在黑とは別人で、そして自在黑は世親以

後の人であろうと考えることが出來よう。（田村庄司「世親に知られた數論説―

特に倶舎論に於て―」『印度学仏教学研究』13-2、昭和 40 年、pp. 574-575）

　また、次のような指摘もある。

Dignāga は『知識論集成』〔＝『集量論』〕第 1 章に於いてサーンキヤ學派の知覺

説を批判するに當つて、Vārṣagaṇya の定義を採り上げて反駁した後、Mādhava の

學説に言及している。（服部正明「ディグナーガ及びその周邊の年代」『塚本博

士頌壽記念　佛敎史學論集』昭和 36 年、p. 82、〔　〕内私の補足）

　つまり、『集量論』Pramāṇasaṃuccaya において、イーシュヴァラクリシュナの『サー

ンキヤ頌』は、正面切っての批判相手ではないのである。世親そしてディグナー

ガ（Dignāga）は、『サーンキヤ頌』を知らなかったか、無視したのであろう。

18）西欧の著名な学者は、『瑜伽師地論』に登場する「雨衆外道」に着目している。D. S. 
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Ruegg: Note on Vārṣagaṇya and the Yogācārabhūmi, Indo Iranian Journal 6, 1962-1963 や

前掲注 1）のヴェツラーのものがある。また、御子神恵生「瑜伽師地論における外

教説批判」『仏教文献の研究　佐藤教授停年記念』1968, pp. 251-259 もある。筆者

が披見した中で、最も詳細を極めた研究は、高木訷元「雨衆外道について（1）」『密

教文化』62, pp. 142-130 及びそれを更にヴァージョンアップした同氏「「ヴァール

シャガニヤの数論説」『マータラ註釈の原典解明　高木訷元著作集 2』平成 3 年所収、

pp. 41-71 である。

19）M. Hattori: On Seśvara Sāṃkhya, Asiatische Studien Études Asiatiques LIII, 3, 1999, p. 

616、〔　〕内筆者の補足。

20）『真理綱要』及び「難語釈」では、3 章に渡って、サーンキヤを論ずる。そのす

べてに対して、本田惠『サーンキヤ哲学研究』上、昭和 55 年には和訳がある。ま

た、そのうちの第１章を詳細に訳注研究したものに、今西順吉「根本原質の考察：

タットヴァサングラハ第一章の訳註」『北海道大学文学部紀要』20（2）、1972、pp. 

147-227 があり、ネットで披見出来る。また、著名な Jhā の英訳もある。G. Jhā: 

The Tattvasaṅgraha of Shāntarakṣita with the Commentary of Kamalaśīla. Delhi, 1986, rep. 

of 1936（G. O. S. Lxxx）。日本の古い研究でも、『真理綱要』のサーンキヤ説は触れ

られている。山本快龍氏は、次のようにいう。

寡聞なる余の知る範圍では事實頌を引用するものは佛典の Tattvasaṅgaraha の註

釋書たる七・八世紀頃の Pañjikā 及び商羯羅〔シャンカラ、Śaṅkara〕 の梵語註、ラー

マヌジャの聖註やそれ以後のものである。（山本快龍「自在黑年代論」『常盤博

士還暦記念　佛敎論叢』、1933、p. 531、〔　〕内筆者の補足）

　山本氏は、p. 533 の注（33）で G. O. S 版の個所を特定さえしている。最近の研究では、

森山清徹氏が、実例を挙げた上で、以下のようにいう。

以上のように〔『量評釈』Pramāṇavārttika 第 1 章「為自比量」svārthānumāṇa 章の

174 偈周辺のサーンキヤ批判は、『真理綱要』及び「難語釈」第 1 章 28 偈にも、

そのまま引用されている〕、Śāntarakṣita、Kamalaśīla は、転変説、因中有果論批

判に際して、Dharmakīrti のサーンキャ学説批判をそのまま活用していることが

知られる。なおサーンキャ学説に基づけば、因と果は無区別でもあり同時に区

別があることになるという過失の指摘は、Vasubandhu、Yaśomitra も示している。

しかし、Śāntarakṣita、Kamalaśīla が、直接依っているのはやはり Dharmakīrti の

理論であろう。（森山清徹「後期中観派のサーンキャ学説批判とダルマキールティ

―自不生の論証、因中有果論、顕現説批判―」『仏教大学文学部論集』81、1997、p. 
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20、この論文はネットで披見出来る）

　森山氏のダルマキールティ（Dharmakīrti）強調の指摘は間違ってはいないだろう。

そのことは、大分以前、渡辺照宏氏によっても、以下のように指摘されていた。

寂護〔シャーンタラクシタ〕と蓮華戒〔カマラシーラ〕とは少なくとも本書に

関する限りは法称〔ダルマキールティ〕を忠実に継承している。（渡辺照宏「摂

真実論序章の翻訳研究」『渡辺照宏仏教学論集』昭和 57 年、所収、p. 74、〔　〕

内筆者の補足）

　ただ、サーンキヤには、分派が多く、その思想内容も微妙に違う。『真理綱要』及

び「難語釈」が論敵としているサーンキヤ思想は、世親のものともダルマキールティ

のものとも異なっているのかもしれないのである。とにかく、世親とダルマキー

ルティを一直線につなげるような発言には、用心すべきである。さらに、次のよ

うな指摘も見逃せない。

以下で論ずるように、私が定型化した〔サーンキヤに対する〕反論と呼んでい

るものをジャイナ教徒は提示するのだが、彼らは、『真理綱要』とその『難語釈』

から、大きく、〔反論の内容を〕借り受けているのである。この〔『サーンキヤ

頌』第 9〕頌の解釈のケースで、彼らがそうしたことは、絶対、疑いようがない。

『真理綱要』とその注釈は、この点について、真諦に最も近いように思われるが、

〔第 9 頌の〕理由 5 の解釈の謎は、未解決のままである。（P. Granoff: Refutation 

as Commentary: Medieval Jain Arguments against Sāṃkhya, Asiatische Studien Études 

Asiatiques LIII, 3, 1999, p. 581 の注 5）

21）正式な書名は、『学説解説　自他全学説深義明解　普賢国太陽　経理大海　有

情希求達意』Grub mtha’ rnam bshad rang gzhan grub mtha’ kun dang zab don mchog tu 

gsal ba Kun bzang zhing gi nyi ma lung rigs rgya mtsho skye dgu’i re ba kun skongである。

22）〔　〕 内 筆 者 の 補 足、J. Hopkins: Maps of the profound Jam-yang-shay-ba’s Great 

Exposition of Buddhism and Non-Buddhism Views on the nature of Reality, Ithaca, New 

york, 2003, p. 107参照。現行のチベット語訳にトレースしたが、『真理綱要』とその「難

語釈」はサンスクリット語原典では、いっしょに置かれていて、チベット語訳で

は別個になっている。また、デルゲ版の解題では、『真理綱要』の訳者はシーワウー

（Zhi ba ’od）一人と記載されている。しかし、奥書きには「インドの学者聖なるグ

ナーカラシュリーバドラのご面前を通じ、更に、大翻訳官・吉祥天・仏教僧・神

〔ような〕ラマであるシーワウーのご面前を通して、〔両名に〕よって訳され（rgya 

gar gyi mkhan po dpel gu nA kar shrI bha dra’i zhal snga nas dang / sgra bsgyur gyi lo tsa ba 
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chen po dper lha btsan po sha kya’i dge slong lha bla ma zhi ba ’od kyi zhal snga nas kyis 

bsgyur cing ... , Ze, 133a5）とある。これを見る限り、訳者は二名である。ちなみに、

北京版の紹介には、Guṇākaraśrībhadra, Dpal Lha bstan pa, Shi-ba ḥod と訳者名が二名

記されている。奥書きも幾分相違している。判読出来た個所を転写すれば、pa NDi 

ta chen po gu nA ka ra shrI bha dra’i zhal snga gnas dang / sgra sgyur gyi lo tsa ba chen po 

// dper lha btsan pos sha kya’i dge slong lha bla ma zhi ba ’od kyi zhal snga nas kyis bsgyur 

cing /（’E, 159a7）である。北京版の確認は、池田道浩氏の協力を得た。

23）正式な書名は、『学説規定　牟尼教須弥山の麗飾』Grub pa’i mtha’ rnam par bzhag 

pa’i Thub bstan lhun po’i mdzes brgyan である。

24）その点については、拙稿「アビダルマの二諦説―訳注研究・インド編 I―」『駒

澤大学仏教学部論集』43、平成 24 年、pp. 468-465 参照、世親とサーンキヤ思想の

因縁浅からぬ関係を示す研究は多い。以下に、管見の範囲で、それらを並べてみ

よう。大家、服部正明博士は、ある対談の中で、こう語っている。

ヴァスバンドゥ〔＝世親〕は『倶舎論』の中で、サーンキヤ学派のヴールシャ

ガヌヤに言及していますし、また、伝記によると、彼の師匠がサーンキヤ学派

のヴィンドィヤヴァーシンとの討論に負けたとき、その報を聞いて急いでかけ

つけ、ヴィンドィヤヴァーシンと論争しようとしたが、相手はすでに死んでヴィ

ンドィヤ山の石になっていたので、『七十真実論』を著してサーンキヤ説を反駁

したことになっています。ですから、ヴァスバンドゥはサーンキヤ説を十分意

識していたはずです。（服部正明・上山春平『仏教の思想 4　認識と超越〈唯識〉』

昭和 45 年、p. 199〔　〕内筆者の補足）

　また、唯識に詳しい横山紘一氏は、こう述べている。

〔サーンキヤのいう〕、現象世界は根源的なるものが変化し転変したものである

という見方は唯識思想に一脈通ずるところがある。なぜなら、深層的・根源的

心である阿頼耶識の変化したものが表層的自己とおよび自然であるとみるから

である。阿頼耶識を根源識としてたてるにいたった、あるいは世親が「識転変」

の概念を作り出すにいたった背景には、サーンキヤ学派の自性からの転変説の

影響があったのかもしれない。（横山紘一「世親の識転変」『講座大乗仏教 8―唯

識思想』昭和 57 年所収、p. 119、〔　〕内筆者の補足）

　さらに、インド哲学の専門家丸井浩氏は、以下のように論ずる。

ヴァスバンドゥが確立した識転変説は、顕在意識の転変と潜在意識の転変（種子

の転変の総称）の相互的因果関係の連鎖として特徴づけられる。もちろん、転
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変の主体として変異することなく永続する実体としての自我なるものを認めて

いるわけではないから、その点で様相は変化しつつも質的には不変の根本原質

を立て、しかもそれとは別にその活動をただ観照するにすぎない精神原理を立

てるサーンキヤ思想とは、決定的とも言える違いがある。しかしながら、潜在

的な意識が顕在的な心の活動・世界を生み、顕在的な意識作用が潜在意識に回

帰してゆく構図は、サーンキヤの開転説とかなりよく符号することも事実であ

る。両者の類似点は、パリナーマという単なる用語の一致だけでは済まされな

いことは確かである。ちなみにヴァスバンドゥの伝記には、ヴァスバンドゥの

師がヴィンデュヤヴァーシンというサーンキヤの論師に論争で敗れたため、ヴァ

スバンドゥは師の仇うちに『真実七十論』なるものを著して、その論師を打ち

破ろうとしたというエピソードが収められている。もしそれが真実だとすれば、

ヴァスバンドゥとサーンキヤとの関係はいよいよ緊密なものとなるわけで、ヴァ

スバンドゥがサーンキヤの開展という考え方に何らかのヒントを得たかもしれ

ないという憶測も、結構真実味を増してくるのである。（丸井浩「仏教とインド

哲学の思想交渉」『講座仏教の受容と変容 1 インド編』、1991 所収、pp. 99-100）

　また、こういう記述もある。

〔唯識で説く〕潜在意識（阿頼耶識）が経験を生み出すという阿頼耶識縁起の思

想や、菩薩はその条件として種姓（素質）を具えなければならないという種姓

論などの YBh〔＝『瑜伽師地論』〕の重要な所説は、むしろ〔サーンキヤ学派の〕

因中有果論を借用した思想でなかったかとさえ思わせるからである。このこと

については今後さらに比較検討する余地があるであろう。（古坂紘一「『瑜伽師

地論』に見る因中有果論批判―その思想史的意義―」『大阪教育大学紀要　第一

部門』49-2、2001、p. 141、〔　〕内は筆者の補足、同論文はインターネット上で

見ることが出来る）

25）ただ用心しなければならないのは、昔のチベット人が目にした『真理綱要』・『真

理綱要難語釈』が現行のテキスト通りではなかった可能性もある、という点である。

これについては、拙稿「分別について」『駒澤大学仏教学部研究紀要』51、1993、

pp. 287-286 の注 12）参照。尚、初期チベット仏教の大物、チャパ（Phya pa, 1109-

1169）作『善逝と外教徒の学説の弁別』という「宗義書」の走りとも思われる著書で、

既に、『真理綱要』・『真理綱要難語釈』が利用されていたらしい。これに関しては、

西沢史仁「チャパ・チューキセンゲの教義書」『日本西蔵學會々報』59, 2013, p. 68

の奥書き訳参照。
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26）『真理綱要』及び「難語釈」のサーンキヤ批判 3章のすべてを訳した本田氏は、

こう述べている。

prakṛti（作るもの・質料因）・pradhāna（優れたもの）或いは avyakta（変化せぬ

もの）等と呼ばれる根本原質（mūla-prakṛti）…（本田恵『サーンキヤ哲学研究』上、

昭和 55 年、p. 354）

　ここには、prakṛti ＝ pradhāna が言われていて、それ自体、正統説であろう。実際、

昔読んだ本でも、こう書かれていた。

物質原理は 原
プラクリティ

質 または、第
プ ラ ダ ー ナ

一原因と名づけられ …（長尾雅人・服部正明『世

界の名著 1 バラモン経典　原始仏典』所収の「古典サーンキヤ体系概説　サー

ンキヤ・カーリカー」昭和 54 年、p. 34）

　しかし、このイコールが、どうも怪しいのである。イコールは、イーシュヴァラ

クリシュナの『サーンキヤ頌』に基づく解釈であろう。「難語釈」にも、はっきり

イーシュヴァラクリシュナの名前が登場するし、批判されているのは、確かに『サー

ンキヤ頌』である。しかし、その解釈は、微妙なものらしい。少なくとも、本田氏は、

こう指摘している。

尚この〔『サーンキヤ頌』にある〕頌の各語に関するカマラシーラの叙述は、古

註のものと等しく、〔代表的な注釈である〕ヴァーチャスパティミシュラのもの

と異なる。（本田惠『サーンキヤ哲学研究』上、昭和 55 年、p. 260 の注（16））

　筆者は、もう一歩踏み込んで、どの注釈とも異なる解釈が「難語釈」に存在する

と考える。prakṛti≠pradhāna という解釈は、勿論、センシティブな問題である。実際、

「難語釈」の序論の記述は、どちらとも取れる。こう述べている。

prakṛti（rang bzhin）は、サーンキヤの構想したもので、純質（sattva, snying 

stobs）・激質（rajas, rdul）・翳質（tamas, mun pa）というエキス（rūpa, rang bzhin）

を持つ pradhāna（gtso bo）である。（この個所には和訳がある。渡辺照宏「摂真

実論序章の翻訳研究」『渡辺照宏仏教学論集』昭和 57 年、所収、p. 61、渡辺訳は「自

性（prakṛti）というのは数論派で主張する勝因（pradhāna）のことで、sattva と

rajas と tamas から成立する」である。）

prakṛtiḥ sāṃkhyaparikalpitaṃ sattvarajastamorūpaṃ pradhānam （G. O. S: p. 10, l. 25, 

S(T): p. 11, l. 18）

rang bzhin ni grangs can gyis kun tu brtags pa’i rdul dang mun pa dang snying stobs kyi 

rang bzhin te gtso bo’o //（デルゲ版、No. 4267、Ze、141b7-142a1）

　然るに、不思議な文言が、「難語釈」にあった。以下のようなものである。
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更に、〔様々なものは〕それ〔楽等、即ちそれを生み出す純質等の三要素〕に必

ず付随するということから、それ〔三要素〕を本質（maya, bdag nyid）とする

prakṛti（自性）から生じたものであることが成立する。そのことが成立する場合、

暗に（sāmarthyād, shugs kyis）、この prakṛti（自性）なるものは、〔様々なものの

原料となる〕pradhāna（根本原質）であることが成立する。〔つまり〕、根本原質

は存在するのである。様々なものは〔根本原質に〕必ず付随することが見られ

るからである。

tadanvayāc ca tanmayaprakṛtisambhūtatvaṃ siddham, tatsiddhau ca sāmarthyād yā ’sau 

prakṛtis tatpradhānam iti siddham asti pradhānaṃ bhedānām anvayadarśanād iti /（G. O. S.: 

p. 21, ll. 14-15, S(T): p. 21, ll. 12-14）

de’i rjes su ’gro ba las kyang de’i bdag nyid rang bzhin las byung nyid gurb bo // de grub 

pa na yang shugs kyis rang bzhin gang yin pa de ni gtso bo yin no zhes bya bar grub bo // 

gtso bo yod na tha dad pa dag rjes su ’gro bar mthong pa’i phyir ro //（デルゲ版、No. 

4267、Ze、151a2-3）

　筆者は、ここに根本原質（pradhāna）と自性（prakṛti）を単純にイコールで結べな

い可能性を感じる。prakṛti とは、三要素に分岐する以前の pre-pradhāna であると

解釈出来るような気がするからである。その場合、prakṛti は、精神原理プルシャ

（puruṣa）と物質原理根本原質をつなぐ媒介的存在であろう。とすれば、単純に無

神論的と見てよいのかさえも、怪しいのである。

　もう一例、筆者が訳に迷った例を挙げておこう。「難語釈」には以下のような一節

がある。

athāpi syād vyavasthitasya dharmiṇo dharmāntaranivṛttyā dharmāntaraprādhurbhāvaḥ 

pariṇāmo varṇyate na tu svabhāvasyānyathātvād iti /（G. O. S.: p. 23, ll. 22-23, S(T): p. 

23, ll. 14-15）

ci ste yang chos can rnam par gnas pa la chos gzhan log pas chos gzhan skye ba ni yongs 

su ’gyur bar brjod kyi / rang bzhin gzhan du ’gyur ba ni ma yin no snyam du sems na（デ

ルゲ版、No. 4267, Ze, 153a2）

　この個所の従来訳を調べてみよう。本田氏は、こう訳す。

確定した（vyavasthita）性質を有する（実体）に一の性質が消滅して、他の性質

が出現するのが変化であり、自性が異なることによるのではない。（前掲注 20）

の本田本、p. 229）

　今西氏は、以下のように訳す。
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変化とは現象的存在である属性の主体の或る属性が退隠すること（nivṛtti）によっ

て他の属性が顕現すること（prādurbhāva）であると云われるのであって、自性

が他のものになることにもとづいて（変化があると言われるの）ではない。（前

掲注 20）の今西論文、p. 169）

　Jhā の英訳は、こうである。

‘What is meant is that while the thing itself remains constant, one property of it 

disappears and another property appears, and this （variation of the Property） is what 

is called Modification; and it dose not meant that the very essence of the thing itself 

becomes different.’（前掲注 20）の Jhā 本 , p. 38）

　以上の三訳を整理すると、dharmin は本田訳では「性質を有する（実体）」、今西訳

では「主体」、Jhā 訳では ‘the thing itself’ であり、dharma は、本田訳では「性質」、

今西訳では「属性」、Jhā 訳では ‘property’ である。どれも穏当な間違いのない訳で

あろう。しかし、筆者は、実験的にこう訳してみた。

あるいは、〔汝らサーンキヤは〕こう考えるかもしれない。「定まった（vyavasthita, 

rnam par gnas pa）状態の維持者（dharmin, chos can）〔＝素材・材料、即ち、根本原質〕

にとって、ある状態（dharma, chos）が消失する（nivṛtti, log pa）につれ、別な状

態が出現すること（prādurbhāva, skye ba）が、変化であると説かれるが、存在自

身（svabhāva, rang bzhin）が別なものになること〔が変化〕ではない」と。

　筆者は dharmin を「状態の維持者」、dharma を「状態」と訳してみた。その方が、サー

ンキヤの思考法がはっきりすると思ったのである。それについては、『倶舎論』等

の記述を参考にした。

　　『倶舎論』第 3 章「世間品」loka-nirdeśa のサーンキヤ批判には、随分と似たよ

うなことが記されている。以下のような文章である。

サーンキャの変化（pariṇāma, ’gyur ba, 転変）とは、どのようなものか？実に、

定まった（avasthita, gnas pa）素材（dravya, rdzas）にとって、ある状態（dharma, 

chos）が消失（nivṛtti, log）した時、別のある状態が出現（prādurbhāva, ’byung 

ba）する、ということである。ここに、何の過失があるのか？そんな〔定まった

素材のような〕状態の維持者（dharmin, chos can）は、存在しないのである。定まっ

たものに状態の変化・多様性（pariṇāma, bye brag）が想定されているからである。

誰が、以下のように、いうだろうか？「状態の維持者は諸状態とは別物である、

しかし、同じ素材〔＝状態の維持者〕が別様〔な状態〕になること（anyathībhāva, 

gzhan du ’gyur ba）だけが変化というものである。」これも、理屈に合わない。こ
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こに、どんな不都合があるのか？「これ〔諸状態〕は、それ〔素材＝状態の維持者〕

と同じで、かつ、これはその通りでもない」こんな言葉の論理は、前代未聞（apūrva, 

sngon ma byung ba yin）である。（山口益・舟橋一哉『倶舎論の原典解明　世間品』

昭和 30 年、p. 367 を参照した）

kathaṃ ca sāṃkhyānām pariṇāmah / avasthitasya dravyasya dharmāntaranivṛttau 

dharmāntaraprādurbhāva iti / kaś cātra doṣaḥ / sa eva hi dharmī na saṃvidyate 

yasyāvasthitasya dharmāṇāṃ pariṇāmaḥ kalpyeta / kaś caivam āha dharmebhyo ’nyo 

dharmīti / tasyaiva tu dravyasyānyathībhāvamātraṃ pariṇāmaḥ / evam apy ayuktam / kim 

atrāyuktam / tad eva cedaṃ  na cedaṃ tatheti apūrvaiṣā vāco yuktiḥ /（P: p. 159, ll. 21-

25, S(A): p. 401, l. 21-p. 402, l. 3）

      

grang can pa rnams kyi ’gyur ji lta bu zhe na / rdzas gnas pa la chos gzhan log na chos 

gzhan ’byung ba’o // ’di la nyes pa ci zhig yod ce na/gnas pa gang gi chos rnams kyi bye 

brag brtag par bya ba’i chos can nyid med do // chos rnams las chos can gzhan no zhes de 

skad du zer / chos de nyid gzhan du ’gyur ba tsam ni ’gyur ba yin no zhes na / de lta na 

yang rigs pa ma yin no // ’di la mi rigs ci zhig yod ce na / de nyid ‘di yin la / ’di de lta bu 

yang ma yin no zhes bya ba’i tshig gi lugs ’di ni sngon ma byung ba yin no //（北京版、

No. 5591, Gu, 166b7-167a1）

      

數論云何執轉變義。謂執有法自性常存有餘法生有餘法滅。如是轉變何理相違。

謂必無容有法常住可執別有法滅法生。誰言法外別有有法。唯即此於法轉變時異

相所依名爲有法。此亦非理。非理者何。即是此物而不如此如。是言義曾所未聞。（玄

奘訳、佐伯旭雅『冠導阿毘達磨倶舎論』II, p. 470, l.9-p. 471, l.4）

      

僧佉轉變者此物先已住、轉成別法。若爾有何失。此有法不可解。此法已住。由

有於中分別諸餘法。何人説如此。従法有法異。此法類不異。唯成異相説名轉變。

若爾亦非道理。云何非道理。此物即是即此不是。先未曾有、此言説道理。（真諦訳、

『阿毘達磨倶舎釋論』、大正新脩大蔵経 No. 1559, 214b28-c5）

　この『倶舎論』の記述には、サーンキヤの文献『論理の灯』にも似たような文がある。

次のような記述である。

〔以下のように〕いう。「dharma と dharmin の両者は、別物ではないと承認して

いるので、dharma の生起と消滅の時、dharmin の生起と消滅が出来するのである。」
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つまり、汝等〔仏教徒〕にとっては、諸々の dharma は、dharmin と別なもので

はない。そこで、もし、dharma の消滅が認められるなら、dharmin も消滅するの

である。別物ではないからである。dharma が生起すれば、それ（＝ dhramin）の

生起が得られるのだ。その場合、〔我々サーンキヤの考えでは〕、「dharma の生起

と消滅の際、dharmin の実像（svarUpa）は、固定化している、〔故に dharmin は

生起も消滅もしない」ので、〔汝等の〕言っていることは、理屈に合わない。

ā h a :  d h a r m a d h a r m i ṇ o r  a n a n y a t v ā b h y u p a g a m ā d  d h a r m o t p a t t i v i n ā ś e 

dharmyutpattivināśaprasaṅgaḥ / na hi vo dharmebhyo ’nyo dharmī / tatra yadi dharmasya 

nivṛttir abhyupagamyate dharmiṇo ’pi nivṛttir ananyatvāt prāptā dharmotpattau 

tadutpatteḥ / tatra yadi uktaṃ dharmotpattivināśe dharmisvarūpāvasthānam ity etad 

ayktam /（A. Wezler & S. Motegi: YuktidIpikA The Most Significant Commentary on the 

SAMkhyakArikA, vol. 1, Stuttgart, 1998, p. 163, ll. 27-31、前掲注 4）の村上本 , pp. 

129-130 に大部分の訳がある）

　ここでの dharma, dharmin は通常の理解では、適切に訳し難い。そこを敢えて、訳

せば、やはり、dharmin は「状態の維持者」dharma は「状態」となるように思わ

れるのである。『倶舎論』の記述からすれば、dharmin は dravya とイコールであ

る。dravya も、よくあるように「実体」などと訳してしまうと、意味は見えにく

い。恐らく、「材料」「素材」という意味である（それについては、拙稿「dravyasat・

prajJaptisat 覚え書き」『インド論理学研究』III, 2011, pp. 105-126 参照）。それが、『倶

舎論』では、dharmin と言い換えられている。『真理綱要』「難語釈」の dharmin も

dravya のことであろう。つまり、dravya・dharma と、dharmin・dharma という 2 種

類の関係があるのだが、その実態は同じなのである。ちなみに、前掲注 6）の村上

論文では、こう述べている。

有部や世親においては、法（属性）と区別される有法（属性の基体）は存在しない（p. 

380）

　村上博士は、dharma を「属性」dharmin を「属性の基体」として、意見を開陳して

いる。博士の訳語は、全く常識的で、難点はないのかもしれない。しかし、上で

論じたように、常識的・穏当な訳語からは、真相は見えてこないと思うのである。

故に、村上博士のご意見も、素直に受け入れられない。

　　このような次第で、筆者の如き者では、訳注研究もかなりハードルの高いもの

なのである。巷間で伝えられているように、ここには、世親の失われた反サーン

キヤ論書からの引用もあるとされる（前掲注 24）の拙稿 pp. 460-461 の注（13）参照）。

－ 120 －

雨衆外道（Vārṣagaṇya）について I （木村） （53）



それについても、訳の面で大いに、疑問がある。何も確証があるわけではないが、

ここに、筆者のほんの思いつきを述べておこう。先ず、問題の偈は、次のような

ものである。

“yad eva dadhi tat kṣīraṃ yat kṣīraṃ tad dadhīti ca / vadatā rudrilenaiva khyāpitā 

vindhyavāsitā” iti （G. O. S., p. 22, ll. 26-27, S(T): p. 22. ll. 22-23）

zho gang yin pa de’o ma // ’o ma gang yin de zho zhes // drag po len gyis bstan pa ste 

// de bzhin ’bigs byed gnas pa’ang ’chad // ces bshad do //（デルゲ版、No. 4267, Ze, 

152a3-4）

　筆者は、注 24）の拙稿 pp. 461-460 でこの偈に触れたが、その時点では、サーンキ

ヤの先行研究で度々言及されていることさえ、知らなかった。就中、最も、詳し

く扱っているのは、前掲注 20）の今西論文であった。以下のような、綿密な注を

付けている。

この句は現在ここにしか見出されず、作者は不明である。今はテキストの通り

に訳したが（vadata Rudrilena khyāpitā Vindhyavāsitā）、ルドゥリラに関しては不明

であり、ヴィンドゥヤヴァーシンは世親伝に世親と同時代のサーンキヤ派の学

匠として紹介されている。従って両者の関係は不明である。チベット訳は「ルドゥ

リラによって説かれた。同様にヴィンドゥヤヴァーシンも説く」（drag-po len-

gyis bstan-pa-ste, de- bshin hbigs byed gnas-pa ḥaṅ ḥchad）とする。『真理綱要』の英

訳者ジャーは、テキストのまま読み、ヴィンドゥヤヴァーシンには「ヴィンドゥ

ヤ山の住人」の意味があることから、後者が直接的に意味され、且つ前者も間接

的に言及される（p. 37. n）と説明するが、明快ではない。今後の問題である。な

おヴィンドゥヤヴァーシンは『真理綱要』第一四四五頌（四二頁）にも出る。ま

たこの句の主題は yad eva kṣīraṃ tad eva dadhi として Māṭharavṛtti（p. 28. l. 8）な

どにもあり、サーンキヤ派としては思想的に珍しいものではない。Bhattacharyya

（Tattvasaṃgraha Foreword p. LXII）はこの句を世親の Paramārthasaptati のものと云

うが、推定に留まる。（p. 215 の注（68））

　これで、この偈を巡る状況は、的確につかめる。そうして、今西訳は、こうなる

のである。

酪なるものは乳であり、乳なるものは酪である、と説者ルドゥリラによってヴィ

ンドャヴァーシンたることが説かれた。（前掲注 20）の今西論文、p. 166）

　本田本の訳は、以下のようなものである。

酪は即ち乳に他ならず、乳は即ち酪に他ならず、と述べつつあるヴィンドゥヤ
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山に住むルドリラ（Rudrila）に依ってのみ、明らかにされた。（前掲注 20）の本

田本、p. 228）

　Jhā は、こう英訳する。

When Rudrila asserted that what is Curd is Milk and what is Milk is Curd, he gave 

evidence of his being Vindhyavāsin, an inhabitant of the wilds of the Vindhya Hill.（前

掲注 20）の Jhā 本、p. 37）

　さらに、中村了昭訳は、こうである。

まさに乳酪は乳である。乳は乳酪である。かように「ヴィンドヤヴァーシン」〔す

なわち野獣〕と称されるルドリラによって主張された。（前掲注 3）の中村本、p. 

238）

　筆者の披見した訳は、以上ですべてである。微妙に異なる訳で、どれが正しい訳

なのか判断に迷う。

　　ここで、もう 1 度、筆者なりに、偈を検討してみたい。前半は問題ない。vadatā 

rudrilenaiva khyāpitā vindhyavāsitā の vadatā rudrilenaiva は vad の現在分詞の具格であ

ろう。「他ならぬルドゥリラによって語られたので」と読める。問題はルドゥリラ

を固有名詞、名前と見なすかどうかである。これは Vindhyavāsin にも当てはまる

疑念である。確証はないが、どちらも名前ではなく、比喩的な言葉として考える

べきなのではなかろうか。ケースバイケースで、名前として使用されることも当

然あるだろうが、従来の読みでは、ヴィンドゥヤヴァーシンは、完全に個人名と

され、1 時は、『サーンキヤ頌』の作者イーシュヴァラクリシャナと同一人物とす

る説も有力であった。しかし、サーンキヤの拠点がヴィンドゥヤ山で、そこに住

むサーンキヤを皮肉を込めてヴィンドゥヤヴァーシン（ヴィンドゥヤ山に住まう

獣のような者）と呼んだとしても不思議ではない。ルドリラも、個人名ではなく、

「因果律さえも知らない恐ろしき者」という意味と理解することが出来るような気

がする。つまり、この引用偈のニュアンスは、因果律さえもご存じない恐ろしい

者は、実は、ヴィンドゥヤ山を拠点とするサーンキヤの徒であることを、皮肉たっ

ぷりに述べているのだと解せるのである。『真理綱要』及び「難語釈」を虚心に読

んでいくと、そのような考えも沸いてくる。そうすると、訳は以下のようになる。

「須く凝乳なるもの、それは牛乳であり、須く牛乳なるもの、それは凝乳である」

と、全く〔物の区別も知らず、故に、因果の理さえも弁えない〕恐ろしき者（rudlira）

に語られていることによって、〔その偈を説いたのは〕、ヴィンドゥヤ山に住む

者たる〔獣のような者、即ち、サーンキヤの徒であることが〕が宣言されたの
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である。

　このような訳も、筆者がサーンキヤに疎いため思いついたものである。専門家か

らは、失笑を買うものかもしれない。そういう不備を解消して、訳注研究を出し

たいと考えているが、いつになるやら見当もつかない。

27）山口益・舟橋一哉『倶舎論の原典解明　世間品』昭和 30 年、p. 213 を参照した。

サーンキヤと仏教の関係を示す研究に言及しておきたい。中村元博士は、以下の

ようにいう。

仏教の起源をサーンキヤ哲学のうちに求めようとした学者が西洋には多数いた

が、日本のほとんどすべての学者はこの見解に反対して、文献について立証さ

れていないものだと批判している。（前掲注 5）の中村本、p. 535）

　このような西洋の見方に対し、日本の学者は反発した。古い論文から、その口吻

を伝えてみよう。

西洋並びに印度の学者の大半は、数論派〔＝サーンキヤ学派〕が仏教より古る

いと考へてゐる。特にヤコビの如きは、「仏陀が瑜伽〔ヨーガ〕を修したとすれば、

〔ヨーガの姉妹学派とされる〕哲学派たる数論を通過しなければならぬ」とか、「仏

教哲学は数論の上に建設されている」と主張して、仏教が教理の上では数論の

それから発生し、従属的関係にあるかの如く解してゐる。ガルベもこの立場を取

つて、「仏教の無我論は数論教義の最後の結論を越えて進んだのである」とさへ

云つてゐる。これに対してオルデンベルヒはかく見てゐる。「完成した数論の教

義が仏教以前に存在したとは考へられぬ」、「これに反して組織的な形態ではな

くて、この教義の一層古い前段階のものが、仏教以前に存在してゐて仏教に影

響を与えたか否かと云ふ問題を考へれば、実際あり得ると思へる」、「仏教が数

論派の影響を受けたにしても直接な従属関係があつたとは殆ど考へられぬ。」「直

接の接触はなく、或は表面に現はれてはゐないが、数論の重要な教義は、遠方

から知れない媒介に依つて仏教思想に影響したと云ふ可能性は考へられる」、「仏

教の根本思想の背後には、直接ではなく距離を置いて背景として現はれる教義

を数論と名づけてよい。勿論それは組織数論派ではない。それは明らかに未だ

決定的な形態を取る途中にあつたのである。」「仏教の世界観は最も重要なる点

に於いて古数論派の影響を受けてゐる」。即ち氏は組織数論派は仏教以後として、

源流的な前段階にある古数論が仏教に影響を与えたと主張するのである。キー

スもこれと同じような意見で、組織数論派が仏教の本源ではない。仏教の上に

及ぼした数論派の影響は、叙事詩の数論に一層類似した教理から来たに相違な
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い、或は仏教の受けた影響は、仏教や叙事詩の数論の共通本源と見做され得る、

と云つてゐる。只ジョンストンは、数論は梵書や古ウパニシヤツドに根を置く

と見ながら、仏教よりは後で、仏教の根本教義が組織化の第一発展に移る頃に

数論は成立したと主張してゐる。要するに数論を仏教より古く見る根本理由は、

数論が婆羅門思想に起源を有し、それから発展したと云ふ点に存する。果して

然るか。この問題を明らかにするのが、仏教と数論派の前後及び影響問題を解

く根本基底である。（山本快竜「仏教と数論派」『清水竜山先生古稀記念論文集』

1940, pp. 622-623,〔　〕内私の補足）

　大分以前の論文だが、経緯をよくまとめているので、長めに引用した。了とされ

たい。
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