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Ⅰ

　古来より、「聡明論」と讃えられ、その論述は「理長為宗」と称された（1）。
他ならぬ、『倶舎論』Abhidharmakośabhāṣyaのことである。合理的思考を尊ぶ
同書にも、現代人から見ると、思わず首を傾げたくなるような議論もある。往
時の当事者には、それ相応の理由があって、議論が紛糾したのかもしれないが、
最早、その分けもはっきりしない。しかし、議論そのものは、白熱していた節
がある。以下に、そのような摩訶不思議な例を紹介してみよう。

Ⅱ

　『倶舎論』第 1章「界品」dhātu-nirdeśaには、「何故、人間の鼻腔や眼球は 1

つではなく 2つなのか ?」という問いかけがある。これに対し、世親（Vasubandhu）
は、「美しさ（śobhā,mdzed bya）のため」と、答える。何とも、納得のいかな
い返答である（2）。
　インド撰述の代表的注釈、ヤショーミトラ（Yaśomitra、称友）作『明瞭義』
Sphuṭārthāでも、この議論の顛末は、詳しく扱われている。彼は、世親に異論
を唱える衆賢（Saṃghabhadra）の見解を提示し、難を避けようとするが、それ
にも不備はあるとする。そして、淵源は『大毘婆沙論』の種々の議論にあるこ
とを告げる。以下のようにいう。

さて、他の用途（kārya,dgos pa）がないのだから 2つはいらないことになるのでは

ないか ?という。それで〔『倶舎論』では〕述べる。「しかし、美（śobhā,mdzed bya）

のために、2つが現れた」と。〔更に、『倶舎論』では〕「1つの眼・耳という〔感覚の〕

拠り所（adhiṣṭhāna,rten）、1つの鼻腔（nāsikābila,sna’i bu ga）であれば、極めて醜い

だろう」という。1つの眼と耳という拠り所、そして、1つの鼻腔となれば、大い
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に醜悪〔ということである〕。

　駱駝（uṣṭra,rnga mo）・猫（mārjāra,byi la）・梟（ulūka）（3）等の眼は、〔1つでも〕2つであっ

ても、拠り所は醜くないではないか。他の種族のことを考慮して、彼らの拠り所が

美しいということではない。だが、我が種族を考えて、眼が 2つあるもの、彼らは、

その同種族において拠り所は美しい。〔2つでは〕ないものを、彼らは、醜いと考え

ているので、これには異論はないはずだ。

　しかし、衆賢先生は、この〔『倶舎論』の〕偈の意味を、解説する。「〔『倶舎論』で〕

美しさのためという〔その〕意味は、〔実は〕達成力（ādhipati,bdag po,増上）とい

う意味である。つまり（hi, ste）世間では、達成力を完備したものは、美しいといわ

れる。更に、諸器官の拠り所が不完全な者、彼らには完全な視覚・聴覚・嗅覚はな

いので、達成力はないだろう。実際（hi）、2つの眼で完全な視覚があるのであって、

1つではそうはいかない。同じく、他の 2つ〔の聴覚と嗅覚〕にも適用されるべき

である。同様に、これら器官たるものは、〔1つでは〕弱いはずなので、その意味を

上に（idam,’di skad ）述べたのである。明瞭な認識のためという意味である。この

場合でも、以下のように言えるだろう。「唯 1つだけの非常に明瞭なる認識の拠り

所たる巨大なもの（vistīrṇa,rgya chen po）が、業から生ずるべきだ。〔2つに〕分か

れる必要があろうか ?」と（4）。

　この 2立場（pakṣa,phyogs）は、『〔大〕毘婆沙論』において、記されている。「ある者は、

美しさのために、2つが生じたといい、他の者は、明瞭のためにというのである（5）」

と。余論は尽くされた。（alaṃ prasaṇgena,zhal la ‘ongs pa rdzogs）（6）

kāryāntarābhavāt tarhi dvayānutpattiprasaṇgaḥ syād?ity ata āha-“śobhārthaṃ tu 

dvayobhavaḥ”iti/ekacakṣuḥśrotrādhiṣṭānaikanāsikābilasaṃbhavān mahad vairūpyaṃ syād 

iti/ekasya cakṣuḥśrotrādhiṣṭhānasya ekasya ca nāsikābilasya saṃbhavān mahad vairūpyaṃ 

syāt/nanu coṣṭramārjāōlūkaprabhṛtīnāṃ cakṣurādidvayodbhave ‘pi na bhavaty āśrayaśobhā/

jātyantarāpekṣayā na teṣām āśrayaśobhā,svajātyapekṣayā tu yasya cakṣurādidvayam asti 

tasya tasyāṃ svajātāv āśrayaśobhā yasya nāsti tasya vairūpyam iti adūṣyam etat/

ācāryasaṃghabhadras tv asya sūtrasyārthaṃ vivavre/“śobhārtham ity ādhipatyartham 

ity arthaḥ/ādhipatyasaṃpanno hi loke śobhatīty apadiśyate/yēṣāṃ cendryāṇām amūny 

adhiṣṭhānāni teṣāṃ pariśuddhadarśanaśravaṇaghrāṇādyādhipatyaṃ syāt/na hi yathā 

dvābhyāṃ cakṣurbhyāṃ pariśuddhaṃ darśanaṃ bhavati, tathaikena/evam itarayor api/

evam caiṣām indriyatvaṃ hīyeta tadartham etad uktaṃ syād”iti/sphuṭopalabdhyartham iti 

arthaḥ/ihāpi śakyam evaṃ vaktum. ekam eva parisphuṭopalabdhyāśrayabhūtaṃ vistīrṇaṃ 
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karmaṇotpādyatām,kim āśrayavicchedeneti/

vibhāṣāyāṃ tu likhitam etat pakṣadvayam/śobhārthaṃ dvayodbhava iti ekah,vyaktyartham 

ity apara ity alaṃ prasaṃgena/

(S;p.45,ll.16-29,U;p.42,ll.3-19)

’o na ni dgos pa gzhan med pa’i phyir gnyis mi ‘byung bar thal bar ‘gyur ro zhe na de’i 

phyir//mdzes bya’i phyir na gnyis ‘byung ngo zhes bya ba smos so//mig dang rna ba’i rten 

gcig dang sna’i bu ga gcig tu gyur na shing tu mi mdzed par ‘gyur ro zhes bya ba’i mig dang 

rna ba’i rten gcig dang sna’i bu ga gcig tu gyur na shing tu mi sdug par ‘gyur ro//rnga mo 

dang byi la dang lug pa la sogs pa’i mig la sogs pa gnyis ‘byung yang rten mi mdzed pa ma 

yin nam zhe na/riga gzhan las bltos na ni de dag rten mdzed pa ma yin no//rang gi rigs las 

bltos na ni gang la mig la sogs pa gnyis su yod pa de’i rten rang gi rigs de’i nang na mdzed pa 

yin gyis gang la med pa de ni mi sdug pa yin pas sun ‘byin pa de ni mi rung ngo//slob dpon 

‘dus bzang mdo ‘di’i don ‘grel pa ni/mdzed bya’i phyir zhes bya ba ni bdag po’i phyir zhes 

bya ba’i tha tshig ste ‘jig rten na bdag po phun sum tshogs pa ni mdzed pa ‘o zhes brjod do//

dbang po gang dag rten ma tshang ba de dag ni mthong ba dang thos pa dang snom pa yongs 

su ma dag pas bdag po ma yin par ‘gyur te/ji ltar mi（read.mig） gnyis kyis mthong ba yongs 

su dag pa de ltar gcig gis ni ma yin no//de bzhin du gzhan gnyis la yang sbyor bar bya ste/de 

ltar na ‘di dag gi dbang po nyid nyams par ‘gyur bas de’i don ni ‘di skad ces bya bar ‘gyur te/ 

gsal bar dmigs par bya ba’ i phyir ro zhes bya ba’i tha tshig go//’di la yang ‘di skad du las kyi 

yongs su gsal bar dmigs pa’i rten du gyur par rgya chen po gcig kho na zhig skyed ‘dod cig/

rten rnam par chad pas ci zhig bya zhes brjod par ni nus so//bye brag tu bshad pa las ni/kha 

cig na re mdzed par bya ba’i phyir gnyis ‘byung ngo zhes zer ro zhes bya ba dang/gzhan dag 

na re gsal bar bya’i phyir ro zhes bya ba dang/gzhan dag na re gsal bar bya ba’i phyir ro zhes 

zer ro zhes bya ba  phyogs ‘di gnyi ga bris so//zhal la ‘ongs pa rdzog so//

（北 ;No.5539,Cu,44a/4-44b/5）

この注釈でも引用されている『倶舎論』の原文は、「1つの眼・耳という〔感覚の〕
拠り所（adhiṣṭhāna,rten）、1つの鼻腔（nāsikābila,sna’i bu ga）であれば、極めて
醜いだろう」で終わっている。しかし、この章の『倶舎論』原文を訳した櫻部
建博士も、指摘するように（7）、玄奘と真諦の漢訳には、この後に付加がある。
先ず、玄奘訳には

此釋不然。若本來爾誰言醜陋。又猫鵄等雖生二處有何端嚴。若爾三根何縁生二。爲

所發識明了端巖。現見世間閉一目等了別色等便不分明。是故三根各生二處。（大正
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新脩大蔵経、No.1558,p.4c/7-10、佐伯旭雅『冠導阿毘達磨倶舎論』I、平成 5年 rep.of 

昭和 53年、p.29,ll.7-10）

とある。これを現代語訳すると、
この解釈は正しくない。もし、元々〔眼・耳が 1つ〕そうであるなら、誰が醜いな

どというだろうか。また、猫やふくろう等にとっては、2つの拠り所であっても何

の美しさがあるだろうか。そうならば、〔眼・耳・鼻〕の 3器官は、どのような理

由で 2つ生じたのか。起こった認識が、明瞭で美しいからである。現に、世間では

片方の眼等を閉じて、色を見ると、鮮明ではないことが経験されている。故に、3

器官は夫々 2つ生じるのである。

となろう。どうやら、衆賢説に肩入れしているようである。
更に、真諦訳には

是義不然。若本來如此。及猫狸鴝鵒等。生二眼耳鼻有何莊嚴。若爾生二何爲。爲助

成識故。如人閉一眼開一眼。或開一眼半閉一眼。見色皆不明了。不爲莊嚴識令成就故。

三根各須二處。（大正新脩大蔵経、No.1559,p.165a/17-21）

とある。これも現代語訳してみよう。以下のようになろう。
この意味は正しくない。もし、元々〔眼・耳が 1つ〕そうであるなら、〔醜さは気に

ならない〕。更に、猫・狸・九官鳥等は、眼・耳・鼻が 2つあっても、どこに美し

さがあるのだろうか。そうならば、何のために 2つあるのか。意識を補うためである。

片方の眼を閉じ、もう片方を開いている人のようならば、或は、片方の眼を半分開き、

もう片方を閉じている人のようならば、色は皆不明瞭に見える。美しさのためでな

く、意識をはっきりさせるから、3器官は、夫々、皆、2つの拠り所なのである。

真諦もまた、衆賢説の支持者のようだ。
　さて、元になった議論は、ヤショーミトラも指摘するように『大毘婆沙論』
らしい。荻原雲来訳註『和訳　称友倶舎論疏』昭和 8年、p.69注 4によれば、『大
毘婆沙論』第十三に、それはある。実際、そこには、次のようにあった。

有説、根處爲荘嚴身、若減若増身便醜陋。有説、色根爲生淨識、若當三識依二處生

即明不亂、增便識亂減即不明。有説、色根爲取自境各唯有二、取境事足減即不明增

便無用。（『大毘婆沙論』大正新脩大蔵経、No.1545,p.62b/26-c/1）

これも現代語訳してみよう。
ある者はいう。「器官は身を飾るためにある。もし減ったり増えたりすれば、醜い

からである」。ある者はいう。「視覚器官は明瞭な意識を生むためにある。〔視覚・

聴覚・嗅覚という〕3つの認識は、2つの拠り所〔=器官〕によって、明瞭であり乱



（89）『倶舎論』の奇妙な議論（木村）

― 426―

れないからである。増えれば認識は乱れるし、減れば不明瞭である」。ある者はいう。

「視覚器官は自らの対象（自境、svaviṣaya）を獲得するために、各人唯 2つある。自

らの対象を獲得するには〔2つ〕で十分である。減れば不明瞭であるし、増えても

無用である。」

幾分ニュアンスは違うが、どうやら、これが議論の古形らしい。それにしても、
世親の返答は、釈然としない。「美しいから」という世親よりも、「明瞭な認識」
を謳う衆賢の方が、よほど理に適って見える。それだからこそ、玄奘も真諦も、
わざわざ、衆賢寄りの補足を加えているに違いない。しかし、反世親を標榜し
ている衆賢説を『倶舎論』に持ち込むのは、かなりセンシティヴな行為なはず
である。苦渋の補足であろうか。彼らと同じように、インドの『倶舎論』注釈
家達も、随分、この議論に苦慮したようである。ただし、取った方法は補足で
はない。次にそれを見てみたい。

Ⅲ

　インドの『倶舎論』注釈家達は、全く、別な切り口で、問題解決を図った。
彼らの苦肉の策を紹介してみよう。先ず、ヤショーミトラは、「余論は尽くさ
れた」と言った後で、次のようにいう。

業の力で、2つの（8）感覚器官は生じたのではないか ?何故、他のことばかり（eva,nyid）

いわれるのだろう（9）。「美しさのためだとか、明瞭さのためだとか」と。ここ〔『倶舎論』〕

では、〔実は〕、業の力だけ（eva,kho na）から、2つの感覚器官は生じたと説かれ

ているのである。どのように ?以下の如し（evam）。命ある者（sattva,sems can,有

情）達には、分割された部分から成る（vibhaktāvayava,yan lag de ltar rnam par phye 

pa）〔感覚器官という〕拠り所に関して、美しいという思い上がり（abhimāna,mngon 

pa’i nga rgyal,増上慢）が、遠い昔（anādikāla,thog ma med pa’i dus,無始以来）からの

習慣として起こるのである。故に、それ〔感覚器官の美しさ〕に対する欲望を前提

（pūrvaka,sngon du ‘gro ba）とし、更に、明瞭な認識の希求を前提とする業によって、

その 2つの感覚器官が成立するのである。美しさのために、そして明瞭さのために

と〔世親や衆賢に〕いわれるわけなのである。

nanu ca karmavaśād indriyadvayotpattih,kim anyad evocyate-śobhārtham vyaktyarthaṃ 

ceti?karmavaśād evātreindriyadvayodbhava uktaḅ/katham iti? 

evaṃ vibhaktāvayavāśrayenaṇanādikālābhyastaḥ śobhābhimānaḥ sattvānāṃ pravartate/
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atas tadabhilāṣapūrvakeṇa sphuṭopalabdhyabhilāṣapūrvakeṇa ca karmaṇā tadindriyadvayam 

abhinirvartyman̄aṃ śobhārthaṃ vyaktyarthaṃ codbhavatīty ucyate//(S;p.45,ll.30-

33,U;p.42,ll.20-25)

las kyi dbang gis dbang po ‘byung ba ma yin nam/mdzes par bya ba’i phyir dang gsal bar 

bya ba’i phyir zhes bya gzhan nyid brjod ci dgos zhe na/’dir las kyi dbang kho nas dbang po 

gnyis ‘byung bar bshad pa yin no//ji ltar zhes na sems can rnams rten gyi yan lag de ltar rnam 

par phye pa las mdzes pa’i mngon pa’i nga rgyal thog ma med pa’i dus nas goms pa ‘byung 

ste/de’i phyir ‘dod pa sngon du ‘gro ba dang gsal bar dmigs pa’i ‘dod pa sngon du ‘gro ba’i 

las kyis dbang po de gnyis mngon par ‘grub pa la/mdzes par bya ba’i phyir dang/gsal bar bya 

ba’i phyir ‘byung ngo zhes bshad pa yin no//（北 ;Cu,44b/5-7）

こうして、『倶舎論』のこの個所からは、想像も出来ない「業」という考えを
持ち出し、世親を擁護し、更には、衆賢説との会通も成し遂げたのである（10）。
　筆者には、この解決策が的を得たものか判定出来ない。これで、古来からの
議論に決着は着くのだろうか ?そして、世親や衆賢の真意はどこにあったのだ
ろうか ?一見、無意味で不毛に映る議論の真相は、全くの謎である。筆者如き
の知識では、疑問を並べ立てる他はないのである。博雅のご指導を仰ぎたい。

注
⑴ 　「聡明論」「理長為宗」の由来話については、拙稿「『倶舎論』にまつわる噂の真相」『駒
澤大学仏教学部研究紀要』71、平成 25年、pp.242-224参照。

⑵ 　詳しい訳は、櫻部建『倶舎論の研究　界・根品』2011,rep. of 1969,pp.171-172参照。
⑶ 　チベット語訳は lug pa「牧羊犬」。
⑷ 　松濤泰雄「称友疏中の衆賢説について（一）─順正理論・顕宗論との比較─」『大正
大学大学院研究論集』3, 1979年 pp.381-382に詳しい。そこでの指摘に従い、衆賢の著
作の言及個所を紹介すると、以下の如くである。先ず、『順正理論』には、こうある。
此有別義。非爲嚴身。現見世間於諸作用增上圓滿。亦説端嚴。若眼等根各　闕一處。
見聞嗅用皆不明了。各具二者明了用生。是故此言爲端嚴者。正是爲令用增上義。（大
正新脩大蔵経、『順正理論』No.1562,p.343b/18-21）（闕の個所は、脚注に従った）

 現代語訳してみよう。
これには別な意味がある。身を飾る〔美しさの〕ためではない。諸作用の達成力
を完備する点で、〔美しいということは〕世間で経験されることである。更に、美
しさについて説く。もし、眼等の器官が、夫々、1つの拠り所を欠いているなら
ば、見る・聞く・嗅ぐの働きは、皆、不明瞭である。夫々 2つを具えているものが、
明瞭な働きをする。それ故、こういおう。美しさとは、まさしく、働かせることで、
達成力を意味する。
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 更に、別著『顕宗論』では、こうある。
此有別義。非爲嚴身。此端嚴聲顯增上義。作用增上。故説端嚴。若眼等根各闋一處。
見聞嗅用皆不明了。各具二者明了用生。是故三根各二處。爲嚴勝用。非爲嚴身。（大
正新修大蔵経、『顕宗論』No.1563,p.784b/10-14）

 若干、表現は異なるが、趣旨は同じである。これにも現代語訳を提示してみよう。
これには別な意味がある。身を飾る〔美しさの〕ためではない。この美しさとい
う言葉は、達成力の意味を表す。もし、眼等の器官が、夫々、1つの拠り所を欠
いているならば、見る・聞く・嗅ぐの働きは、皆、不明瞭である。夫々 2つを具
えているものが、明瞭な働きをする。それ故、3器官は夫々、2つの拠り所を持っ
ているのである。美しさのためとは、勝れた働き〔つまり達成力〕のことであって、
身を飾るためのものではない。

⑸ 　チベット語訳は、重複して訳しているようである。
⑹ 　荻原雲来訳註『和訳　称友倶舎論疏』昭和 8年、pp.68-69を参照した。
⑺ 　前掲注⑵の櫻部本 p.172の注⑴。
⑻ 　チベット語訳は 2つに相当する訳語を欠く。
⑼ 　チベット語訳は、何の必要があるのか、ci dgos she na。
⑽ 　他の著名な注釈書でも、業が取り沙汰されている。プールナヴァルダナ
（Pūrṇavardhana,満増）は、こう述べる。

何故、それらの拠り所（rten）は、1つだけとならないのか ?だから〔『倶舎論』では〕
「美（mdzed bya、śobhā）のために、2つが現れた」と述べたのである。もし、諸
事（dngos po）が、現れる原因を問題として（dbang gis）いるのだが、用途（dgos 
pa）を問題としているのではないのではないか、というならば、それはそうだろう。
何故、「美のために、2つが現れた」と述べたのだろうか ?昨今、命ある者（sems 
can,sattva,有情）にとって、夫々の同族（rigs mthun pa）〔毎に〕眼等の拠り所は異
なっているので、〔族毎に〕、分割された部分から成る（yan lag rnam par ‘byed pa）〔感
覚器官という〕拠り所に関して、美しいという思い上がり（abhimāna,mngon pa’i 
nga rgyal,増上慢）がある。昔も同じようであったのは、疑い得ない。欲望を前提
とする（sred pa sngon du ‘gro ba can）業（las）から成立したという身体を〔世親が〕
意図したとするならば、「美のために、2つが現れた」と説く。なぜなら、それを
生ずる業は、堅固な基盤（gzhi）だからである。例えば、美しい飾りを見たい想
いは、欲望を原因とする業の結果なのだから、美のためというのと同じである。
ci’i phyir de rnams kyi rten gcig nyid du mi ‘gyur zhe na/de’i phyir/mdzes bya’i phyir na 
gnyis ‘byung ngo zhes bya ba smos so//gal te dngos po rnams ‘byung ba rgyu’i dbang gis 
yin gyi/dgos pa’i dbang gis ma yin nam zhe na/’di ni de ltar yin no//ci’i phyir/mdzes bya’i 
phyir na gnyis ‘byung ngo//zhes bya ba smras shes na/’ji ltar da lta’i sems can so sor rigs 
thun pa rnams mig la sogs pa dag gi rten tha dad pas yan lag rnam par ‘byed pa’i rten la 
mdzes par mngon par rlom pa de bzhin du ‘das pa’i dus na yang yin par don mi za ste/de’i 
phyir roll srid pa sngon du ‘gro ba can gyis las kyi mngon par bsgrub pa’i lus la dgongs na/
mdzes bya’i phyir na gtnyis ‘byung ngo zhes bshad de/de bskyed pa’i las kyi gzhi brten 
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pa’i phyir ro//dper na rgyun mdzes pa dmigs pa’i ‘dun pa’i ‘dod chags kyi rgyu can gyi las 
kyi ‘bras bu yin pas mdzes par bya ba’i don du brjod pa bzhin no//（北 ;No.5594,Ju,49b/6-
50a/2）

 ヤショーミトラのように、会通はしないが、世親の真意は業にあるとしている。スティ
ラマティ（Sthiramati,安慧）は、プールナヴァルダナとほぼ同文の注釈をしている。該
当個所のローマ字転写を示しておこう。

ci’i phyir de rnams kyi rten gcig nyid du mi ‘gyur zhe na/de’i phyir/mdzes bya’i phyir na 
gnyis ‘byung ngo//zhes gsungs so//gal te dngos po rnams ‘byung ba rgyu’i dbang gis yin 
gyidgongs pa’i(read.dgos pa’i) dbang gis ma yin pa ma yin nam zhe na/’di ni de ltar yin 
no ci’i phyir/mdzes bya’i phyir na gnyis byung ngo//zhes bya ba smras shes na/’ji ltar da 
lta’i sems can so sor rigs thun pa rnams mig dag gis(read.gi) rten tha dad pas yan lag rnam 
par ‘byed pa’i rten la mdzes par rlom pa de bzhin du/ ‘das pa’i dus na yang yin par don 
mi za ste/de’i phyir srid pa sngon du ‘gro ba can gyi las kyis mngon par bsgrub pa’i lus 
dgongs nas/mdzes bya’i phyir na gnyis ‘byung ngo zhes bshad de/de bskyed pa’i las kyi 
gzhi bstan pa’i(read. brten pa’i) phyir ro//dper na rgyun mdzes pa dmigs pa’i ‘dun pa’i 
‘dod chags kyi rgyu can gyi ‘bras bu yin pas mdzes par bya ba’i don du brjod pa bzhin no//
（北 ;No.5875,To,82a/1-5）

 ちなみに、通称「チムゼー」と呼ばれる、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でも、この議論は取り上げられている。彼は、次の
ように、注釈する。

2つずつに関して、全く、用途がないだろうというならば、そうではないのである。
拠り所である身体を美しくするために、眼等は 2つずつ生じるのである。また、2
つの感覚器官に対して、欲望を持しているので、業が積まれて、その力で生じる
のであるが、美しさを望むからだけではない。過大適用となるからである。衆賢
先生は、認識を明瞭にするためであると主張するけれど、ヤショーミトラ先生は、
それは 1つの巨大なものによっても、成り立つので、不必要と説くが、『大毘婆沙
論』では、「ある者は、美しさのために 2つ生じるといい、別の者は、明瞭さのた
めにという」と両方とも触れられている。
gnyis gnyis la dgos pa med pa nyid du ‘gyur ro zhe na mi ‘gyur te/rten gyi lus mdzes par 
bya ba’i phyir na mig la sogs pa gnyis gnyis ‘byung ngo//de yang dbang po gnyis la sred 
pa dang bcas pas las bsags pa’i phyir de’i dbang gis ‘byung ba yin gyis mdzes par ‘dod pa 
tsam gyis ni ma yin te/ha cang thal ba’i phyir ro//slob dpon ‘dun bzang ni rnam shes gsal 
por bya ba’i phyir yin no zhes’dod pa la/slob dpon rgyl po’i sras ni de ni rgya chen po gcig 
gis kyang ‘grub pa’i phyir dgos pa med do zhes ‘chad mod kyi bye brag tu bshad pa las/
kha cig na re mdzes par bya ba’i phyir gnyis byung ngo zhes zer ro//gzhan dag na re gsal 
bar bya ba’i phyir ro zhes zer ro zhes gnyis ka’ang bshad do//（（mDzod ‘grel mngon pa’i 
rgyan,India,1992,p.56,ll.18-25）

 恐らく、ヤショーミトラ注を利用したのであろう。チム自身の見解ははっきりしない。
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