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空見について

四津谷 孝道

Ⅰ

　中観派（Mādhyamika）が「すべてのものは空である」と説き空性を強く主張
する一方で、彼らが最も注意を払わなければならないことは、まさにその空性
に心がとらわれないようにすることである。そこにおいて、とらわれた心に
よって把捉された空は「悪取空」と言われ1、そうした空性に対する執着は「空
性に関する独断的な見解」（śūnyatādṛṣṭi）、一般に「空見」と称されるのである。
中村元氏は著書『龍樹』の中で空見について比較的詳しく論じているが、同氏
は『大智度論』や中国における中観思想に関する理解にもとづいて、空を実体
的なものととらえる有的な空見と虚無ととらえる無的なそれの二種類の空見が
有ることを指摘している2。本稿においては、空を実体的に成立するものととら
える考えを「空見」と見なし、論を進めていくこととする。
　中観派の開祖であるナーガールジュナ（Nāgārjuna, 150-250頃）は、捕獲し損
ねた蛇や未熟な知識で唱えた呪句の場合と同様に、空見も人に害をもたらすも
のであることを、その主著である『根本中頌』Mūlamadhyamaka-kārikāで、以
下のように述べている。

不完全に見られた空は智慧の劣った者たちを害する。
たとえば誤って捕らえられた蛇或は
未完成の呪術のごとくである3。

　つまり、空という教えが極めて重要である反面、それは非常に危険なもので
もあるということなのである。さらに、この詩句で「智慧の劣った者たち」と

1 「悪取空」については、安岡［2015］を参照。
2 中村［2002］，pp.274-276.
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呼ばれているような空を誤って理解した者について、ナーガールジュナは別な
詩句において、次のように述べている。

すべての見を排除するために
勝者によって空が説かれた。
しかし、人がもし空見を抱くならば
その人々を「手の施しようがない者」と呼ぶのである4。

　仏は空という教えによってあらゆる誤った理解（見）を排除しようとしたの
であるが、まさにその空を実体的なものと見なす執着すなわち空見が生じた場
合、その人は手の施しようがない者とされているのである5。しかし、これはた
だ空見の問題性を強調するためにそのように説かれているのであって、『根本中
頌』だけを見ても空見を否定するための教えは明確に説かれているのであり6、

3  vināśayanti durdṛṣṭā śūnyatā mandamedhasam /
  sarpo yathā durgṛhīto vidyā vā duṣprasādhitā // （MMK. XXIV, 11）
4  śūnyatā sarvadṛṣṭīnāṃ proktā niḥsaraṇaṃ jinaiḥ /
  yeṣāṃ tu śūnyatādṛṣṭis tān asādhyān babhāṣire // （MMK. XIII, 8）
5 ブッダパーリタ（Buddhapālita, 470-540頃）は、こうした状況を喩例を用いて、以下の
ように述べている。

 　dngos po rnams ngo bo nyid kyis yod pa ma yin no zhes dngos po rnams kyi ngo bo nyid du 
rab tu bstan pa na mngon par zhen pa de bzlog par nus kyi / gang dag stong pa nyid la dngos po 
nyid du mngon par zhen pa de dag la ni / gzhan gang gis kyang mngon par zhen pa de bzlog par 
mi nus te / dper na ci yang med zhes smras pa na ci yang med pa de nyid byin cig ces zer ba 
gang yin pa de la med pa nyid ’dzin du gzhug par ji ltar nus pa bzhin te / de lta bas na de bas ni 
rgyal ba stobs bcu dang par gyur pa / thugs rje chen po mnga’ bas kyang bsgrub tu mi rung ba 
nyid du gsungs so // （BMV. D. tsa.220a2-4）

 　【訳】「諸々の事物は［自］体によって有るのではない」ということが諸々の事物の
本質と説かれたとき、その執着（諸々の事物を実体としてとらえる執着）は覆されう
るが、空性を事物（実体）に他ならないと執着するそれらの人々に関しては、［空の教
えばかりでなく］他のいかなるものによってもその執着（空見）は覆されえないので
ある。たとえば、［ある人が］「何も持っていない」と語ったときに、［その人に対して］
「何ももっていないことまさに［それ］をよこせ」と云うまさにその人に［先の人が］
何も持っていないことをどのように把握させることができようか、ということと［そ
れは］同様である。そのようであるから、それによって十力を有し大悲を有する勝者
（仏）でさえも、［空性を事物（実体）と執着する人を］けっして治療することはでき
ないのである。

6 本稿で扱う第 13章第 7偈などは、空見を排除する最もわかりやすい例の一つである。
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さらにその空性が空であると指摘する記述は中観の他の多くの論書においても
散見され7、とくに鳩摩羅什（Kumārajīva, 344-413或は 350-409）が漢訳した
『根本中頌』の青目（Piṅgala, 4世紀頃）による註釈に示されている「空亦復空」
は8、まさに空見を克服するために説かれた教えの一つと見ることができよう。
いずれにしろ、本稿では、安易に看過されてはならない空見に関する幾つかの
問題について少し考察を加えてみたいと思う。

Ⅱ

　以下に述べていく空見についての議論の端緒となるのは、下記の『根本中頌』
第 13章の第 7頌である（以下、この詩句を“MMK. XIII. 7”と表記する）。

もし幾許かの不空なるものが有るならば
幾許かの空なるものが有るであろう。
しかし、いかなる不空なるもの［も］無いときに
どうして空なるものが有るであろう9。

　中観派は、対論者が実体的に成立すると主張する存在つまり不空なるものを、
誤って構想されたものであり空なるものと指摘するのであるが、そこにおいて
は中観派が自ら説く空そのものをどのようにとらえるかが問題となる。そして、
上記の詩句は「中観派は空なるものを実体的に有ると認めているはずである」
という対論者による批判を前提とし、それを回避することを目的とするものと
推察される。
　中村氏は、前掲書において、とりわけMMK. XIII. 7については、以下のよう
に述べている。

　では何ゆえに空というもの、または原理というものを考え
てはならないのであるか。『中論』においては既述の第 13章
の第 7詩が最も明瞭に説いているが、それに対するピンガラ
の註釈では、不空法と空法とは相関概念であるから、もしも

7 たとえば、『廻諍論』（21-26）では、「空」の教えを説く中観派ことばも空であるという
議論があり、或は『入中論』（VI-186）では、空性が空性であること（śūnyatā-śūnyatā）
が説かれている。

8 「空亦復空」（『大正』第 30巻，ｐ .33b）「空亦復空」については、八力［1969］参照。
9  yady aśūnyaṃ bhavet kiṃcit syāc chūnyam api kiṃ cana /
  na kiṃcid asty aśūnyaṃ ca kutaḥ śūnyaṃ bhaviṣyati // （MMK. XIII, 7）
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不空法が有るならば空法も有るはずであるが、すでに不空法
の成立し得ないことが証明されているから、それと相関関係
にある空法なるものも存在しない、と説明している10。

　同氏は、このように青目による註釈を参考にして、相互依存の観念をとおし
て当該の詩句において空なるものが実体的に

4 4 4 4

存在しないことを説明しているが、
その青目の註釈は以下のようなものである。

　もし不空法が［実体的に］有るならば、［それと］相対する
ことから［実体的な］空法も有るはずである。しかし、［この
『根本中頌』においては］これまで様々な因縁にもとづいて
［そうした］不空法が否定されてきた。［そのように］不空法
が無いのであるから、まさに［実体的な空法と］相対するも
のが無いのであり、［そのように］相対するものが無いのであ
るからどうして［実体的な］空法が有るのであろうか11。

　ここにおいて対論者は、不空なるものばかりでなく空なるものも実体的に存
在するものであり、そしてそれらは相関関係にある、つまり実体的な不空なる
ものが有ることによって実体的な空なるものが有り、また実体的な空なるもの
が有ることによって、実体的な不空なるものが有る、という立場を取っている
と考えられる。しかし、この詩句に至るまでの『根本中頌』において様々な形
でそうした不空なるものが否定されているのであるから、それと相関関係にあ
る実体的な空なるものも存在しないということなのである。
　次に、MMK. XIII. 7をもう少し詳しく理解するために、まず『根本中頌』に
対するインドの幾つかの註釈書に示されている解釈を確認してみよう。
　ナーガールジュナの自註とされる『無畏註』Mūlamadhyamaka-vṛtti Akutobhaya

では、以下に示されるように、先の青目による註釈と同様な理解が示されてい
る。

　もし幾許かの不空なるものが［実体的に］有ることとなる
ならば、それ故にそれ（不空なるもの）の対治である幾許か
の［実体的な］空なるものも有ることとなる。［その］場合

10 中村［2002］，p.278．
11 若有不空法。相因故應有空法。而上来種種因縁破不空法。不空法無故　則無相待。無
相待故何有空法。（『大正』第 30巻，p.18c）
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に、いかなる不空なるもの［も］［実体的に］有ることそれは
認められないから、その対治は無いことより、［実体的な］空
なるものもどうして有ることとなろう12。

　ここにおいて不空なるものに対して空なるものが「対治」（pratypakṣa, gnyen 

po）とされており、不空なるものが実体的に無いことより［実体的な］空なる
ものも無いとされていることからも理解できるように、当該の詩句に関する解
釈は、先の青目のものとほとんど同じである。
　では、ブッダパーリタ（Buddhapālita, 470-540頃）による『根本中頌』に対す
る註釈『ブッダパーリタ註』Buddhapālita mūlamadhyamaka-vṛttiでは、不空なる
ものと空なるものの問題はどのように扱われているだろうか。

　もし不空なるものが幾許か［実体的に］成立することとな
るならば、それの対治である［実体的な］空なるものも幾許
か有ることとなろう。その場合に、どのように考察されても、
［そうした］不空なるものが少しでも有ることは不合理であ
る。そのときに、不空なるものが［実体的に］無いならば、
［実体的な］空なるものがどうして有ることとなろう。さら
に、［実体的な］空なるものが有るのではないならば、その対
治である不空なるものが［実体的に］有るとどうして考えら
れようか13。

　先に見たように、『無畏註』において採用された「対治」に関しては、そこに
おいて対をなす不空なるものと空なるものという二つの事項が並列的に配置さ
れていたのであるが、ブッダパーリタによってもそれとほとんど同様な形で議
論が組み立てられ、空なるものの実体的に無いことが示されている。

12 gal te mi stong pa cung zad cig yod par ’gyur na ni / des na de’i gnyen po stong pa yang cung zad 
yod par ’gyur ba zhig na / mi stong pa cung zad yod pa de ltar khas ma blangs pas de’i gnyen po 
med pa’i phyir stong pa yang yod par ga la ’gyur / （ABh. D.tsa.57a1）

13 gal te mi stong pa cung zad cig rab tu ’grub par ’gyur na ni / de’i gnyen po stong pa yang cung 
zad yod par ’gyur ba zhig na / gang gi tshe rnam pa thams cad du brtags na mi stong pa cung zad 
kyang yod par mi ’thad pa de’i tshe mi stong pa med na stong pa yod par ga la ’gyur / da stong 
pa yod pa ma yin na de’i gnyen po stong pa ma yin pa yod par ji ltar brtag / （BMV. D.
tsa.219b1-2）
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　バーヴィヴェーカ（Bhāviveka或は Bhavya, 500-570頃）は、『根本中頌』に
対する註釈書である『般若灯論』Prajñāpradīpa mūlamadhyamaka-vṛttiの当該箇
所で、まずMMK. XIII. 7において議論の前提となる対論者の立場を示す論証式
とそれに関する解説を、次のように述べている14。

勝義としては、諸々の事物は空性ではない。
何故ならば、それの対治（空性）が有るから。
たとえば、誤った知が有るように。

　ここにおいて、非存在なものそれには対治（pratypakṣa, 

gnyen po）は無い。たとえば、［それは］虚空の華に［対治が
有りえないのと］同様である。空性でないものに対して対治
である空性は有るから、それ故に、［先に］語られた［「それ
の対治が有るから」という］論証因によって空性でないもの
は必ず有る［と説明される］15。

　ここにおける対論者の立場は、次のように説明できよう。中観派が事物の空
であることを執拗に説くならば、彼らは少なくとも空なるものが存在すると認
めているはずである。そうであるならば、空なるもの

4 4 4 4 4

が「対なるもの」（対治）
となるところの不空なるもの

4 4 4 4 4 4

も同じく認めているはずである。何故ならば、不
空なるものが存在しないならば、それに対して対治となる空なるもの

4 4 4 4 4

も存在し
えないからである。つまり、このように不空なるものが認められるはずである
という対論者の立場は、中観派が勝義としてつまり実体的に空なるものを認め

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ているはずである
4 4 4 4 4 4 4 4

ということを前提とするものとされ、その前提を批判するた
めに述べられたのがMMK. XIII. 7であるというのである。
　ここにおいて見逃してはならないことは、これまで紹介した解釈において─
そして、以下に紹介する幾つかの場合においてもそうなのであるが─、その
「対治」という概念は中観論者

4 4 4 4

が空なるものすなわち空性が実体的に存在しない
4 4 4 4 4 4 4 4 4

14 『般若灯論』の 13章に関しては、斎藤［1982］、望月［1990］を参照。
15  don dam par dngos po rnams stong pa nyid ma yin te /
  de’i gnyen po yod pa’i phyir /
  dper na log pa’i shes pa yod pa bzhin no //
 ’di na gang med pa de la ni gnyen po med de / dper na nam mkha’i me tog bzhin no // stong pa 

nyid ma yin pa la gnyen po stong pa nyid yod pas de’i phyir gtan tshigs ji skad smras pa’i mthus 
stong pa nyid ma yin pa yod pa nyid do // （PMV. D.tsha.151a5-7）
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こと
4 4

を示すためのものであったが、この脈絡においては対論者
4 4 4

が不空なるもの
が実体的に存在すること

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

を示すためのものとされている、ということである。
　バーヴィヴェーカは、彼の註釈において、対論者が提示した「それの対治が
有るから」という論証因が成立しないことを示すMMK. XIII. 7の後半部分すな
わち「しかし、いかなる不空なるもの［も］無いときにどうして空なるものが
有るであろう」に五つの異なった解釈が有ることを指摘しているのである。こ
こでは、それら五つの解釈それぞれにおいて、不空なるものと空なるものがど
のような関係でとらえられているか、そしてそれがMMK. XIII. 7の後半部にど
のように反映され、実体的に成立するとされる空なるものがどのように否定さ
れているかを示してみたい。
　第一の解釈は、勝義としては不空なるものが存在しないのであるから、それ
の対治である空なるものも存在しないという理解である。つまり、そのように
空なるものが不空なるものと対治する関係にあるということは、勝義としては、
不空なものが無いならば、空なるものも無いことを意味しているのである。そ
れを当該の詩句の後半部分と関連して述べれば、中観派にとっては、勝義とし
ては不空なるものが無いのであるから、どうして空なるものが有ることとなろ
う、ということなのである16。
　第二の解釈において問題とされるのは、不空なるものと空なるものそのもの
ではなくて、両者に関する分別である。そして、それらに関する分別はあくま
で言説的なもの

4 4 4 4 4 4

すなわち世俗的なもの
4 4 4 4 4 4

でしかなく、それらの分別は第一の解釈
と同様に、けっして勝義としては存在しないということが、喩例を用いて示さ
れているのである。その喩例とされているのは、その中に仏像が安置されてい
るが、僧侶が不在な寺院である。つまり、その寺院は仏像に関しては不空であ
るが、僧侶に関しては空であるということである。要するに、相互に対治とな
るすなわち対をなす不空或は空という分別は、この寺院の喩例にもあるように、
何に関わるかによってその分別のあり方が決まるのであって、不空或は空とい
う分別が固定的に存在するのではない、つまり相対的なものでしかないという
のである。第一の解釈との比較で言えば、不空という分別と空という分別は両
者の相関関係にもとづいて生じるのではなく、両者以外の他のものに関連して

16 PMV. D.tsha.151a7-b2; PMVṭ · D.zha.292a6-b1.
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不空或は空という分別が生じるのである。以上のことを、それを当該の詩句の
後半部分に沿って言い換えると、不空という分別が相対的なものでしかないの
と同様に、空という分別も相対的なものであるから、どうして空という分別が
実体的に有ると理解されようか、ということである17。
　第三の解釈は、実体的に存在するもの（不空なるもの）と誤ってとらえられ
た遍計所執性が否定された依他起性は空性であり、その空性は非所作なもの
（ma byas pa）であり、依ることがない（ltos pa med pa）実体的な存在と理解す
る瑜伽行派に対する批判とされている18。ところが、中観派にとって空性とは
事物に自性が無いことが空性であり、対論者である瑜伽行派が主張するそうし
た空性（空なるもの）とは、中観派にとってはまさに不空なものなのである。
これが、この解釈における相互に対治となるすなわち対をなす不空なるものと
空なるものの関係である。つまり、中観派にとって不空なるものが有るならば
瑜伽行派が主張する空性が有りうるのであるというのが当該の詩句の前半の意
味であり、中観派にとって不空なるものが無いならば、瑜伽行派が主張する空
性も有りえないこととなるというのが当該の詩句の後半の意味である19。
　第四の解釈も、第二の解釈と同じく、不空なるものと空なるものに関する分
別─正確には、単に「分別」とされるのではなく、「分別の網」と表現されてい
る─が取り上げられているのであるが、それらの分別は不空なるものと空なる
ものを事物（dngos po）すなわち実体と執着するものであると明確に規定され
ている。そして、それら相互に対治となるすなわち対をなす二つの分別は共に
「空性を見る火」によって焼かれるつまり否定されると説かれている。そして、
当該の詩句の後半部分は、「不空なるものを分別することが無いのと同様に、空
なるものを実体と分別することも無いのである」と理解されていると考えられ
る20。
　最後に紹介されている第五の解釈では、瑜伽行者の有・無の二元論を超えた
無分別な般若の智慧において相互に対治となるすなわち対をなす不空なものと
空なものが如何にとらえられるかが論じられており、「不空なるものが有るので

17 PMV. D.tsha.151b2-4; PMVṭ. D.zha.292b2-5.
18 『般若灯論』の復註においては、対論者の主張の典拠として、所取と能取の二つが無い
虚妄分別の状態が空性であることを示す『中辺分別論』（MV. I-1）が提示されている。

19 PMV. D.tsha.151b4-152a3; PMVṭ. D.zha.292b5-293b3.
20 PMV. D.tsha.152a3-5; PMVṭ. D.zha.293b3-294a1.
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はないから、それに相関するところの空なるものもどうして有るであろうか」
というのが、当該の詩句の後半部分の意味とされている21。
　では、一般にブッダパーリタと同じく中観帰謬派の学系に属するとされるチャ
ンドラキールティ（Candrakīrti, 600-660年頃）の理解を見てみることにしよう。
チャンドラキールティは、彼の『根本中頌』に対する註釈書である『プラサン
ナパダー』Prasannapadā-mūlamadhyamaka-kārikā-vṛttiにおいて、ブッダパーリ
タなどと同様に、不空なるものと空なるものが対治の関係にあることにもとづ
いて議論を設定しているのであるが、その導入部分の記述をまず見てみること
にしよう。

　［自］体を有しない事物はけっして有るのではない。そし
て、諸々の事物の空性が認められるのである。それ故に、空
性の所依となる事物の自性が有るということまさにそれも正
しくないのであると［ナーガールジュナによって］説かれて
いるのである。したがって、［ナーガールジュナは、以下のよ
うにMMK. XIII. 7を］語ったのである22。

　ここでは、空なるものと不空なるものが、青目やブッダパーリタの理解にお
いて並列的に扱われていたのとは異なり、重層的に、より詳しく言えば、空な
るものが「空性」という性質（法）ととらえられ、それが能依として不空なる
ものという所依（有法）に依拠すると理解されている23。そして、そうした所
依である不空なるものは実体的には存在しえないということにもとずいて、空
性もまた実体的に存在しないと議論が展開されているのである。それについて
は、以下のように述べられている。

　もし空性という何らかのものが［実体的に］有るのであれ
ば、その場合その所依である事物すなわち事物の自性が有る
こととなる。しかし、そうではないのである。ここにおいて
は「空性と無我であることの両者は一切法の一般相である」
と認められているから、不空な法は無いことより、空性でな
いもの（不空なもの）は有るのではない。空でない事物が無

21 PMV. D.tsha.152a5-b1; PMVṭ. D.zha.294a1-6.
22 yac coktaṃ svabhāvo bhāvo naiva asti śūnyatā ca bhāvānām iṣyate / tasmād nāsti śūnyatāśryo 

bhāvasvabhāva iti etad api na yujyata iti āha / （PPMV. p.245）
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く、不空性も有るのではないときに、［能依である空性は］対
治（所依）に関連すること（依ること）を欠くから、虚空の
花輪のように、［能依である］空性も有るのではない。このよ
うに決定されるのである24。

　能依である空なるものすなわち空性が有る─正確には、実体として有る─と
するならば、その所依となるものが実体として有るのでなければならない。し
かし、すべての事物に関して空性や無我ということがおしなべて認められるこ
とより、能依である空性の所依となる実体的に有るものすなわち不空なるもの
は有りえないのである。そして、そのように所依が無いのであれば、能依であ
る空性も無いこととなるというのである。
　ここでとりわけ注意しなければならないのは、先に示したように、空なるも

23 ロントゥン（Rong ston shes bya kun rig, 1367-1449）は、彼の『根本中頌』の註釈におい
て、『無畏註』、『ブッダパーリタ註』、『般若灯論』の三つの註釈と、『プラサンナパ
ダー』の詩句に関する理解を比較して、以下のように述べている。

 　’grel chen gsum las / gal te stong pa nyid min pa cung zad yod na gnyen po stong pa’ang cung 
zad yod par ’gyur ba las / mi stong pa cung zad yod pa min na / gnyen po stong pa nyid yod par 
ga la ’gyur // zhes bshad la / zla bas ni gal te rten chos can stong pa nyid min pa cung zad yod na 
/ de la brten pa’i chos nyid stong pa’ang cung zad yod par ’gyur ba las / rten chos can mi stong 
pa cung zad yod pa min na / de la brten pa’i chos nyid stong pa nyid yod par ga la ’gyur zhes so 
// （DN. p.157）

 　【訳】三大註釈（『無畏註』、『ブッダパーリタ註』、そして『般若灯論』）においては
「もし空性でないものが幾許か有るならば、対治である空なる者も幾許かは有ることと
なるけれども、不空なるものが幾許も有るのではない時には、［それの］対治である空
性がどうして有るであろう」と説明されている。一方、チャンドラキールティによっ
ては「もし所依の有法である空性でないもの（不空なるもの）が幾許か有るならば、そ
れに依る法（chos nyid）すなわち空なるものも幾許かは有ることになるのであるけれど
も、所依の有法である不空なるものが有るのではない時に、それに能依の法（chos 
nyid）である空性がどうして有るであろうか、と［説明されている］。

 　このように、ロントゥンによれば、不空なるものと空なるものが、『無畏註』、『ブッ
ダパーリタ註』、そして『般若灯論』においては、対治の関係でとらえられており、『プ
ラサンナパダー』においては所依と能依の関係でとらえられているというのである。

24 yadi śūnyatā nāma kā cit syāt tadā tadāśrayo bhāvasvabhāvaḥ syāt / na tv evam / iha hi śūnyatā 
nāmeti sarvadharmāṇām sāmānyalakṣaṇam ity abhyupagamād aśūnyadharmābhāvād 
aśūnya ta iva nās t i / yadā cāśūnyāḥ padār thā na san t i / a śūnya tā ca nās t i / t adā 
pratipakṣanirapekṣatvāc chūnyatāpi khapuṣpamālāvan nāstīty avasīyatāṃ / （PPMV. p.246）
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のと不空なるものが重層的に法と有法ととらえられ、前者が能依として後者に
依拠すると理解されているということである。
　では、次にチベットにおけるMMK. XIII. 7の理解に眼を向けてみることにし
よう。
　まず、ブッダパーリタそしてチャンドラキールティの流れを汲む中観帰謬派
の代表的な人物であるツォンカパ（Tsong kha pa blo bzang grags pa, 1357-1419）
が、彼の『根本中頌』の註釈である『正理海』dBu ma rtsa ba’i tshig le’ur byed pa 

shes rab ces bya ba’i rnam bshad rigs pa’i rgya mtshoにおいて、MMK. XIII. 7をど
のように解釈しているかを見てみることにしよう。
　結論から言えば、ツォンカパの理解は大筋で先にふれたチャンドラキールティ
の理解に沿ったものである。しかし、ここにおいては、彼の他の著作で言及さ
れるMMK. XIII. 7のもう一つの解釈との比較のために、チャンドラキールティ
のものとある程度の重複を承知の上で、その解釈を紹介しておくことにしたい。
　ツォンカパは、チャンドラキールティと同様に、不空なるものを所依、そし
てと空なるものすなわち空性を能依というように、両者を有法と法の関係でと
らえており、その両者のより詳しい関係については、以下のように述べている。

　空性であるものが幾許か諦として成立すると認めるならば、
その所依である有法で諦として成立するものは幾許かでも必
ず認めるべきである。何故ならば、所依である有法が［諦と
して］無くては、能依の法が［所依に］住すること（gnas 

pa）は有りえないからであり、［また］諦として成立する虚偽
な所依が［何かを］なすことは矛盾するからである25。

　このように、「能依である諦すなわち実体的な空性が存在するならば、その依
拠すなわち所依は実体的に成立すべきである」という空なるものと不空なるも
のの関係の上に議論は組み立てられているのである。
　ツォンカパは、『根本中頌』の当該の箇所に至るまでの議論において、諸々の
事物が実体的には存在しないことが論じられてきたことを、

25 stong pa nyid yin pa’i cung zad cig bden par grub par ’dod na de’i rten chos can bden par grub pa 
cung zad cig kyang gdon mi za bar ’dod dgos te / rten chos can med pa brten pa’i chos gnas pa 
mi srid par’i phyir dang bden par grub pa’i rten brdzun pas byed pa ’gal ba’i phyir ro // （RG. ba. 
151a4-5）
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　［ナーガールジュナは、この（詩句）より］前において自体
によって無い事物は有るのではない、すなわち諸々の事物は
空性であると認めている26。

と述べ、それをもとに能依である空性の所依が実体的に存在しないと理解し、
さらに能依である空性が実体的に存在しないことを、ツォンカパは以下のよう
に説明している。

　それ故に、「［実体的な］空性の所依となりうる事物は自性
によって有る」と語られたことそれは正しくない。何故なら
ば、もし自体によって成立する幾許かの空性が有るときにそ
の所依である自体によって有る幾許かの不空なるものが有る
としても、ここにおいては空性と無我はすべての法の一般相
と認められるから、［たとえば］我に関して不空なものが少し
も有るのでない。［そのようである］ならば、空性がどうして
［自］体によって有ることとなろう。［そうした空性は、有る
こととは］ならない。何故ならば、［実体的な空性は所依とし
ての］対治に関連すること（依ること）を欠くからである。
たとえば、虚空の華のように27。

　つまり、所依が実体的に存在しないのであれば、その能依である空性がどう
して実体的に成立しようかという先に示したチャンドラキールティと同様な理
解がここに述べられているのである。
　次に、時間的には前後するが、後期伝播時代の初期において中観自立派の立
場に立っていたチャパ・チューキ・センゲー（Phywa pa Chos kyi seng ge, 1109-

1169）の弟子の一人でありながらも、中観帰謬派に傾倒したとされるマチャ・
チャンチュプ・ツォンドゥ（Rma bya byang chub brtson ’grus, 12世紀）の理解を

26 sngar dngos po nyid kyis med pa ni yod pa ma yin te dngos po rnams stong pa nyid du ni ’dod do 
// （RG. ba. 150b5-6）

27 de’i phyir stong nyid kyi rten du gyur pa’i dngos po rang bzhin gyis yod do zhes smras pa de ni 
mi rigs te / gal te stong pa nyid rang gi ngo bo nyid kyis grub pa cung zad cig yod na ni de’i rten 
ngo bo nyid kyis yod pa’i stong pa min pa cung zad cig yod na’ang / ’dir stong pa nyid dang 
bdag med pa ni chos thams cad kyi spyi’i mtshan nyid du khas blangs pas bdag gis mi stong pa 
cung zad kyang yod pa min na / stong pa nyid ngo bo nyid kyis yod par ga la ’gyur te / mi ’gyur 
te gnyen po la ltos pa dang bral bas nam mkha’i me tog bzhin no // （RG. ba. 150b6-151a2）
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見てみることにしよう。
　諸々の事物には空性という性質が真実として有るという証
因は不成立である。何故ならば、不空なるものが無いからで
ある。それの遍充は、以前に説明されたように、［否定対象
が］否定されたもの（bkag pa）と［その］否定対象（dgag 

bya）が相互に関連するはずであるから、もし否定対象である
プドガラと法という諦なる事物すなわち幾許かの不空なるも
のが有るならば、それが否定されたものであるプドガラ
（gang zag）と法（chos）という諦なる事物に関して空なるも
の（人空と法空）［も］幾許か有ることとなる。［その］場合
に、［諦なるプドガラと法が、このMMK. XIII. 7］以前にお
いて否定されていることによって（sngar bkag pas）、関連する
基体（ltos sa）であるプドガラと法という諦なる事物に関して
不空なるものが少しも有るのではないから、それに関連する
（依る）もの（de la ltos pa’i chos）であるプドガラと法という
諦なる事物に関して空なるものも何処に有ることとなろう。
夢［で見た］人は諦ではないから、それ（夢で見た人）が死
ぬこと［も］諦ではないのと同様である28。

　ここにおいては「対治」（gnyen po）ということばは用いていられてはないも
のの、不空なるものを「否定対象」（dgag bya）と、空なるものを「それが否定
されたもの」（bkag pa）という形で、不空なるものと空なるものはやはり対を
なすものとらえられている。そして、その議論の内容は、次のようなものであ
る。プドガラや法などの実体的に存在するものすなわち不空なるものは、この
MMK. XIII. 7までにおいて様々な形で否定されており存在しないのであるから、
それが否定されたものである空なるもの─たとえば、人空と法空─も実体的に

28 dngos po rnams la stong pa nyid kyi chos yang dag par yod pa’i rtags ma grub ste mi stong pa 
med pa’i phyir ro // de’i khyab pa ni sngar bshad pa ltar bkag pa dang dgag bya phan tshun ltos 
dgos pas gal te dgag bya gang zag dang chos bden pa’i dngos po la stong pa cung zad yod par 
’gyur ba zhig na / sngar bkag pas ltos sa gang zag dang chos bden pa’i dngos pos mi stong pa 
cung zad kyang yod pa ma yin pa’i phyir ni / de la ltos pa’i chos gang zag dang chos bden pa’i 
dngos pos stong pa yang yod par ga la ’gyur te rmi lam gyi skyes bu mi bden pas de shi ba mi 
bden pa bzhin no // （BRG. ma.104b5-105a2）
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有ることとはならない。たとえば、夢に現れた人は実体的に存在するものでは
なく、そしてその人が死んだという形で否定されたものが実体的に存在するこ
とは有りえないのとそれは同様である。このようにマチャによって理解されて
いると考えられる。
　そして、このマチャの解釈と同様な理解を示しているのが、コラムパ（Go 

ram pa bsod nams sen ge, 1429-89）である。彼は、MMK. XIII. 7について、以下
のような理解を示している。

　諸々の事物において空性という法（chos）が真実（諦）と
して（yang dag par）有ることは不合理である。何故ならば、
［真実としては］不空なるものが無いからである。［そこにお
ける］遍充は、［以下のようである。］否定対象であるプドガ
ラと法という諦（実体）なる事物（人我と法我）に関して幾
許かの不空なるものが有るならば、それ［ら］が否定された
プドガラと法という諦なる事物に関して空であるもの（人空
と法空）が有ることとなる［はずである］ときも、［それが］
関係する対象（ltos sa）であるプドガラと法という諦なる事物
に関して不空であるものは少しも有るのではない。［それ］故
に、それに関連するプドガラと法という諦なる事物に関して
空なるものがどうして［諦（実体）として］有ることとなろ
う。たとえば、夢の［中の］人は諦ではないから、その
［人］が死ぬこと［も］諦ではないのと同様である29。

　コラムパも、上述のマチャの解釈と同様に、「対治」（gnyen po）ということ
ばを用いないで、不空なるものと空なるものを「否定対象」と「それ（否定対
象）が否定されたもの」という形で対をなすものとらえていることなど、その
理解はほとんどマチャの解釈と同様なものである。

29 dngos po rnams la stong pa nyid kyi chos yang dag par yod pa mi ’thad de mi stong pa med pa’i 
phyir ro // khyab ste / gal te dgag bya gang zag dang chos bden pa’i dngos pos mi stong pa cung 
zad cig yod na de bkag pa’i gang zag dang chos bden pa’i dngos pos stong pa cung zad yod par 
’gyur na yang / ltos sa gang zag dang chos bden pa’i dngos pos mi stong pa cung zad kyang yod 
pa ma yin pa’i phyir na / de la ltos pa’i gang zag dang chos bden pa’i dngos pos stong pa ga la 
yod par ’gyur te / dper na rmi lam gyi skyes bu mi bden pas de shi ba mi bden pa bzhin no // 
（T’Z. da. 74b5-75a2）
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　加えて、シャーキャ・チョクデン（gSer mdog paṇ chen Shākya mchog ldan, 

1428-1507）の当該の詩句に関する理解も見ておくことにしよう。
　空性の依拠である事物すなわち諦（実体）として成立する
ものを認めるべきではないのである。何故ならば、もし自体
によって成立する空性（能依）が幾許かすなわち一つ［でも］
有るならば、それの依拠（所依）である［自］体に関して空
でないものが幾許かすなわち一つ有ることとなる。［そのよう
である］としても、我或は我所に関して空でないものは少し
も有るのではないと声聞である汝が認めるときに、［能依であ
る］空なるもの（空性）もどうして［自］体によって有るこ
ととなろう。何故ならば、［空性という能依が、所依である不
空なるものである］対治に関連することを欠くからである。
［たとえば、］虚空の華のように30。

　「空性は実体的に存在する」という対論者の理解すなわち空見を否定するため
には、シャーキャ・チョクデンは、以下のように述べている。
　まず、この箇所を理解する際に念頭に置かなければならないことは、対論者
が「空性は実体的に存在する」という空見を有する一方で、我並びに我所を空
と理解しているということである。そうした対論者の理解を否定するために、
シャーキャ・チョクデンは次のように述べている。空なるものすなわち空性─
正確には、実体的に（諦として）有る空性─が有るならば、チャンドラキール
ティやツォンカパにおいて見られたのと同様に、その依拠は実体的に有るべき
すなわち不空なるものでなければならないが、たとえば我や我所を認めない対
論者が不空なものを認めることは有りえないから、空なるものすなわち空性を
も認めることもないであろう。何故ならば、それ（空性）が関連するもの─こ
こにおいては、所依なるもの─、すなわち対治である不空なるものが存在しな
いからである。それは、たとえば、存在しない虚空の華を所依としていかなる
能依なるものも成立することが無いのと同様であるということである。

30 stong pa nyid kyi rten dngos po bden grub khas len dgos pa min te / gal te stong pa nyid rang gi 
ngo bos grub pa cung zad gcig yod na / de’i rten ngo bo nyid kyis stong pa min pa cung zad gcig 
yod par ’gyur na ’ang / bdag gam bdag gi bas mi stong pa cung zad kyang yod pa min par nyan 
thos pa khyod kyis khas blangs pa na stong pa’ang ngo bo nyid kyis yod par ga la ’gyur te / 
gnyen po la ltos pa dang bral ba’i phyir ro // nam mkha’i me tog bzhin no // （BNg. ca. 65b3-5）
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Ⅲ

　前節においては、MMK. XIII. 7に見られる空なるものを実体的に成立すると
とらえる立場の否定、すなわち空見の否定に関する種々な解釈を紹介したが、
ここでは同詩句における空見の否定の議論を背景に、空に関する別の問題つい
て見てみることにしよう。
　MMK. XIII. 7に関して、ツォンカパは、先にも見たように、彼自身の『根本
中頌』の註釈書である『正理海』においては、チャンドラキールティの解釈に
沿った理解を示していた。ところが、『正理海』よりも以前に著した『菩提道次
第論・広本』Byang chub lam rim chen moにおいては、彼独自の中観思想を正当
化するために、同詩句に関する異なった解釈を採用しているのである。
　では、ここでいうツォンカパ独自の中観思想とは何であろうか。『菩提道次第
論・広本』の同詩句をめぐる議論に立ち入る前の箇所で、ツォンカパは、以下
のように述べている。

　さらに、蘊における自体によって成立する自性（rang gi ngo 

bos grub pa’i rang bzhin）或は［自体によって成立する］我
（bdag）が［正理によって］否定されるときには、［それら］
「自性或は我が無い」という般若（shes rab）が生じるのであ
る。しかし、［対論者が］「その般若の対境（shes rab kyi yul）
であるその無自性（rang bzhin med pa）［まで］もが［正理に
よって］否定される」［と云う］ならば、［対論者はそれに
よって］中観の［正］見（dbu ma’i lta ba）［まで］を［も］
非難するもの（sun ’byin pa）なのである。何故ならば、［それ
によって対論者は］「諸法が無自性［である］」と理解する般
若の対境［まで］を［も］非難しているからである31。

　まず、ここで前提とされている対論者の理解は、誤って実体的に設定されて
いる自性や我などが否定され─正確には正理によってそれらが否定され─、そ

31 gzhan yang phung po la rang gi ngo bos grub pa’i rang bzhin nam bdag bkag na rang bzhin nam 
bdag med do snyam pa’i shes rab skye la shes rab de’i yul rang bzhin med pa de yang ’gog na ni 
dbu ma pa’i lta ba sun ’byin pa yin te chos rnams rang bzhin med par rtogs pa’i shes rab kyi yul 
sun ’byin pa’i phyir ro // （LRChen. pa. 383a3-4）
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の否定の結果としての無自性や無我の理解
4 4 4 4 4 4 4 4 4

（分別
4 4

）もまた否定されなければな
らないということである。こうした理解は、一般的にはインドの中観帰謬派と
りわけチャンドラキールティの立場に忠実で正統的なものととらえられるので
あるが、ツォンカパにおいてはけっしてそうではないのである。そうした理解
に対するツォンカパの主張は、次のようなものと考えられる。それら無自性や
無我を内容とする知は般若の智慧（shes rab）であり、さらに中観の正見（dbu 

ma’i lta ba）であって、無自性や無我というそれらの優れた智並びにその対境は
否定されてはならないものなのである。
　そこで、こんどはツォンカパの側から、対論者に対して、何故に般若の対境
までもが否定されなければならないのかの説明が求められるのであるが、それ
については以下のように述べられている。

　自性の有と無の両者共［すなわち「自性が有ること」のみ
ならず、「自性が無いこと」まで］を［も］非難しようとする
その［論者に］対しては、以下のこと（’di）すなわち「蘊に
関して『自性は無い』と決定する般若の対境（shes rab kyi 

yul）であるその無自性［までも］がどうして非難されるので
あるか［が問われ、その論者によってはそれに対する答えが］
語られるべきである32。

　そこで対論者が持ち出してくるのが、MMK. XIII. 7なのである。対論者は同
詩句を引用した後に、以下のような短い解説を付記している。

　［MMK. XIII. 7においては、］このように説かれている。
［それ］故に、いかなる不空なるもの（mi stong pa）も無いの
であるから無自性・空なるもの（rang bzhin med pa’i stong pa）
も有るのではない33。

　それに対して、ツォンカパは、ナーガールジュナがこの詩句において否定し
ている空は自らが否定されてはならないとする空ではないこと示すために、次
のように述べている。

32 rang bzhin yod med gnyis ka sun ’byin par ’dod pa la ’di ’dri bar byas ste phung po la rang bzhin 
med do snyam du nges pa’i shes rab kyi yul rang bzhin med pa de ji ltar byas pas sun ’byin pa 
smras shig / （LRChen. pa. 383a4-5）

33 ... zhes gsungs pas mi stong pa ci yang med pas rang bzhin med pa’i stong pa’ang yod pa ma yin 
no ...（LRChen. pa. 383a5-6）



空見について（四津谷）（118）

−111−

　ここ（『根本中頌』）における空なるもの並びに不空なるも
のというのは、自性［によって成立する］空なるものと［自
性によって成立する］不空なるもの［のことであり、そうし
た理解］に関しては、テキスト（『根本中頌』）の前後すべて
（『根本中頌』全体）をとおして（mgo mjug thams cad du）
［ナーガールジュナはそうした理解を］なさっている34。

　ツォンカパによれば、MMK. XIII. 7においてナーガールジュナが否定してい
るのはあくまで自性によって成立するすなわち実体的な空なのであって、般若
の智慧の対象としての空ではないというのである。尚、ここで注意を要するの
は、空なるものと不空なるものが相関するものであり且つ並列するもの

4 4 4 4 4 4

のよう
にとらえられているということである。したがって、ここでツォンカパが示し
ている空なるものと不空なるもののあり方は、先に言及した、チャンドラキー
ルティの解釈に依拠して『正理海』でツォンカパが提示したものとは明らかに
異なっているのである。つまり、不空なるものである有法すなわち所依に対す
る能依の空なるもの─正確には、空性─というとらえ方は、ここでは採用され
ていないのである。
　では、ツォンカパが、MMK. XIII. 7で否定されている空は自性によって成立
する実体的な空であって、自らが否定されてはならないとする般若の智慧の対
象である空とは異なると言うのであれば、それはどのようなものなのであろう
か。それは、下記の対論者に対する彼の冷笑的な文章の中に示唆されている。

　そのようであるならば、「自性に関して不空なるもの」とは
「自性によって成立するもの」（rang bzhin gyis grub pa）であ
り、「自性によって成立するもの（不空なるもの）がまったく
無いから、自性によって成立することのない空なるもの（無

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

自性）も無いのである
4 4 4 4 4 4 4 4 4

（rang bzhin gyis grub pa med pa’i stong 

pa’ang med do）」と云うこのことより笑止千万な（bzhad gad 

che ba）どんなことが有るであろうか 35。（強調点筆者）
　ツォンカパによれば、自性によって成立するもの

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

すなわち「不空なるもの」
が少しも無いということによってそれと共に無いとされるのはあくまで自性に

4 4 4

34 ’dir stong mi stong ni rang bzhin gyis stong mi stong la gzhung gi mgo mjug thams cad du mdzad 
do // （LRChen. pa. 383a6-b1）
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よって成立する実体的な空なるもの
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

なのであって、自性によって成立しないも
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

のとしての空なるもの
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ではないのである。そして、引用文中の「自性によって
成立することのない空なるもの（無自性）も無いのである」という部分が示す
ように、般若の智慧の対象である空は、それ自身無自性・空なるものとして存
在することが示唆されていると考えられるのである。
　次に、『菩提道次第論・広本』のこの議論において、空なるものすなわち無自
性なものが否定されてはならないことを正当化するためにツォンカパが引用し
ている別の聖教について、簡単に言及しておこう。その聖教とは、アーリヤ
デーヴァ（Āryadeva, 2-3世紀頃）による『四百論』Catuḥśatakaの下記の詩句で
ある。

不空なるものが無くて空なるものがどうして
生じえようか。もう一方のもの（cig shos）が無くて
どうして［その］対治（gnyen po）が生じることとな
ろう 36。

　そして、この詩句に関するツォンカパ自身の理解は、以下のようなものであ
る。

　.....［事物の］自性が無いという空性（rang bzhin med pa’i 

stong pa nyid）が有ることを否定するならば、［事物に］自性
が無いことが無いこととなり（rang bzhin med pa med par ’gyur 

la）、そのようであるならば、自体によって成立する自性が有
ることとなるから、自性を否定することはまったく不適当な
のである37。

　ここでは、事物における自性が否定されるときに、それによって事物が自性

35 de lta na rang bzhin gyis mi stong pa ni rang bzhin gyis grub pa yin la rang bzhin gyis grub pa 
cung zad kyang med pas rang bzhin gyis grub pa med pa’i stong pa’ang med do smra ba ’di las 
bzhad gad che ba ci zhig yod // （LRChen. pa. 383b1-2）

36  stong min＊ med par stong pa ni // gang las ’byung ba nyid du ’gyur //
   ji lta bur na cig shos ni // med par gnyen po ’byung bar ’gyur // （CŚ. XVI-7; LRChen. 

pa. 384a3-4）
  ＊mi stong for stong min （Lang ［1986］, p.144）
37 ..... rang bzhin med pa’i stong nyid yod pa ’gog na rang bzhin med pa med par ’gyur la de lta na 

rang gi ngo bos grub pa’i rang bzhin yod par ’gyur bas rang bzhin rnam pa thams cad du ’gog tu 
mi rung ngo // （LRChen. pa. 384a4-5）
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を有することが否定されるだけでなく、それの空性すなわち無自性であること
までも否定される、という対論者の理解が前提とされている。そして、この引
用箇所を理解するために付記しておかなければならないのは、この対論者は、
ツォンカパと同様に、事物が無自性・空であることを主張する他の中観論者で
あると推察されるということである。つまり、ツォンカパによれば、事物にお
ける自性が否定されるときに、無自性であることまでも否定されると云うなら
ば、その対論者─無自性論者である中観論者─は事物が自性を有することを認
めることになってしまうであろうということなのである。引用文の「［事物に］
自性が無いことが無いこととなる…」（rang bzhin med pa med par ’gyur…）とい
うことが、ツォンカパが理解しているように、「事物に自性が有ることとなる」
或は「事物が自性を有することとなる」と理解できるかは別として、彼の意図
は上記のように理解されるべきであろう。
　ともかく、これを当該の議論に当てはめて説明すれば、事物における自性が
有ることすなわち不空であることが否定されるときに、それによって事物に自
性が無いことすなわち空であることまでも否定されてはならない、ということ
なのである。

Ⅳ

　前節で確認したツォンカパの空という理解は否定されてはならないことを強
調する考えは、ナーガールジュナを含めた中観思想家一般の理解と照らし合わ
せても独特なものと考えられる。したがって、それに対しては、当然他の中観
論者から異議が唱えられ、厳しい批判が加えられることとなった。ここでは、
先に言及したサキャ派の二人の学僧、コラムパとシャーキャ・チョクデンに
よってなされた批判を見てみることにしよう。
　まず、コラムパによる批判を取り上げてみよう。彼は、『見解の峻別』lTa ba’i 

zhan ’byed theg mchog gnad kyi zla zerなどにおいて、当該の問題を詳しく扱って
おり、それについては拙稿においてすでに取り上げたので38、ここでは重複を
避けてあまり深く立ち入ることはせず、重要と思われる点に関してのみ補足的
に述べておくことにしたい。

38 四津谷［2014］，pp.202-217．
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　コラムパがツォンカパの中観思想を「断辺の中観」（chad mtha’ la dbu mar smra 

ba）と呼称して厳しく批判したことはすでに知られていることであるが39、その
断辺中観説批判の箇所において、『二諦分別論』などで有と無の両者が否定され
ているのと同様に空と不空も否定されていることに言及して40、それに関する
ツォンカパの解釈を、以下のように批判している。

　「それら先［に引用された］の［諸々の］聖教の意味は、
『空性を諦と執着することを否定すべき［である］』と説くも
のであって、『諦なるものが否定された空性に執着することを
否定すべきである』と説くものではない」と［対論者（ツォ
ンカパ）が］語るならば、［それは］仏説（bstan pa）の要点
である離戯論を害する悪魔のことばすなわち慧と徳が少ない
人々を欺くことば（gtam）である。だが、そのようであるな
らば、「一切の見」（lta kun）と、また「すべて一切の分別」
（kun rtog thams cad）と、そして「すべての見」（lta ba thams 

cad）と云って［それらの執着すべてを否定するために］多く
の語句が説かれたことが無意義となる。何故ならば、「有法
（chos can）を諦と執着すること」と「それ（有法）の空性を
諦と執着すること」の両者も四辺執の中のまさに第一のもの
（有辺執）に含まれるからである41。（下線筆者）

39 松本［1997］，pp.205-208．
40  yang dag nyid du gnyis med de // de nyid phyir na de stong min //
  mi stong ma yin yod med min // mi skye ma yin skye min zhes //
  de la sogs pa bcom ldan gsungs // （SDV. D. sa. 2a3-4）
  【訳】真実においては無二であり、まさにそれ故にそれは空で［も］なく
  不空で［も］なく、有無でなく、不生でなく、生で［も］ないということ
  それらを世尊は説かれた。
41 gal te sngar gyi lung de dag gi don / stong nyid la bden par bzung ba dgag byar gsung ba yin gyi 

bden pa bkag pa’i stong nyid du gzung ba dgag byar ston min no // zhes smra ba na＊ / bstan pa’i 
snying po spros bral nyams par byed pa’i bdud tshig blo gros dang bsod nams chung ba rnams 
bslu bar byed pa’i gtam ste / de ltar na lta kun ces dang / kun rtog thams cad ces dang lta ba 
thams cad ces mang tshig gsungs pa don med par ’gyur te / chos can la bden par bzung ba dang / 
de’i stong nyid la bden par ’dzin pa gnyis ka yang mthar ’dzin bzhi’i nang nas dang po gcig pur 
’dur pa’i phyir / （TSh. ca.15b5-16a1）

 ＊テキストでは“ni”となっているが、ここでは“na”と読む。
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　コラムパの批判の要点は、次の二点である。第一は、ツォンカパが否定され
てはならないとする「空」という理解があくまで分別であることを根拠にそれ
は否定されるべきであるということである。第二は、その「空」という理解は、
対象が実体的に成立するという理解（諦執）と同様に、空が実体的に成立する
という理解すなわち空に対する諦執であることより、それら両者は有辺、無辺、
有無辺、非有非無辺という四つの辺執の最初の有辺執に含まれるものであり、
否定されるべきものであるということである。
　ここで留意すべきことは、引用の最初の部分（下線部）で示されているよう
に、コラムパ自身、ツォンカパが我や自性というような実体的に成立するもの
が否定された結果としての空から実体的に成立すると執着、理解された空を区
別し、前者を否定すべきではないと主張しているのを認識していながら、敢え
てツォンカパが後者を否定してはならないと主張しているように述べているこ
とである。換言すれば、コラムパは、ツォンカパにおける空の理解或は分別と
は、空に対する諦執であると故意に曲解しているということである。これは、
先の『正理海』のMMK. XIII. 7をめぐる議論でもふれたように、ツォンカパが
実体的なものが否定された結果としての諦無すなわち空がまさに般若の対境と
なるものであるととらえていることにもとづくものであろう。何故ならば、般
若のような優れた智慧の対象は真実にほかならないと理解されうるからである。
　そして、コラムパのこうしたツォンカパ批判は、以下の記述の中に極めて簡
潔にまとめられている。

　そのように諦が否定されるとき、［それは］分別によって諦
無と執着すること（zhen pa）にほかならないけれども、その
後に諦無と執着すること（mngon par zhen pa）も否定される
べきである。それ故に、諦に関して空であることが真実
（gnas lugs）と捉えられることは不適当である。何故ならば、
否定対象である諦が無いから、それ（諦）が否定された諦空
性（bden stong nyid）も［諦として］成立しないからである42。

42 de ltar bden pa bkag pa’i tshe / rtogs pas bden med du zhen pa las ma ’das kyang / de’i ’og tu bden 
med du mngon par zhen pa nyid kyang dgag dgos pas / bden pas stong pa nyid gnas lugs su 
bzung du mi rung ste / dgag bya bden pa med pas de bkag pa’i bden stong nyid kyang ma grub 
pa’i phyir ro // （TSh. ca. 39a3-5）
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　では次に、シャーキャ・チョクデンによるツォンカパ批判を見てみることに
しよう。コラムパによる批判と同様に、シャーキャ・チョクデンのツォンカパ
批判についても筆者は以前に扱ったことがある43。しかし、ここでは、先のコ
ラムパの場合とは異なって、その議論を少し先に進めてみることにしよう。
　当該の問題に関して、シャーキャ・チョクデンは同じ趣旨のツォンカパ批判
をいろいろな箇所で展開させているが、比較的簡潔にまとめられている『中観
決択』Theg pa chen po dbu ma rnam par nges pa’i chos kyi bang mdzod lung dang 

rigs pa’i rgya mtsho44の第 3章における記述を、以下に引用してみよう。
　第一に「諦執という戯論」（bden ’dzin gyi spros pa）を断じ
る正理によっては、一般的には世俗そして特に［実体として
の］事物が考察の対象とされて、それに関して否定対象であ
る世俗が実体（諦）として成立することを否定するのである。
第二に「諦無という戯論」（bden med kyi spros pa）を断じる
場合は、有法である世俗が実体（諦）として無いこと（bden 

med）まさにそれが考察の対象（dpyod gzhi）とされて、それ
に関して［すなわちそれが］否定対象である勝義諦として成
立すること（don dam pa’i bden par grub pa nyid）を否定するの
である45。

　ここに示されているように、シャーキャ・チョクデンは否定されるべきもの
（否定対象）としての戯論（prapañca, spros pa）を段階的に二つ設定している。
まず第一に否定されるべき「諦執という戯論」（bden ’dzin gyi spros pa）は実体
的に存在するととらえられたもの（諦成或は諦有）であり、第二に否定される
べきものである「諦無という戯論」（bden med kyi spros pa）は先に否定された結
果としての実体が無いこと（諦無）が実体的にとらえられたものである。

43 四津谷［2014］，pp.217-220．
44 正式な章名は、Theg pa chen po dbu ma rnam par nges pa’i chos kyi bang mdzod lung dang 

rigs pa’i rgya mtsho las bden pa gnyis kyi khang bzang chen por ’jug pa’ i le’u gsum pa であ
る。

45 dang por bden ’dzin gyi spros pa gcod pa’i rigs pas ni spyir kun rdzob dang / bye brag tu dngos 
po dpyad gzhir bzungs nas de’i steng du dgag bya kun rdzob kyi bden grub ’gog par byed do // 
gnyis pa bden med kyi spros pa gcod pa’i skabs su ni / chos can kun rdzob kyi steng gi bden 
med de nyid dpyod gzhir bzung nas / de’i steng du dgag bya don dam pa’i bden par grub pa nyid 
’gog par byed do // （BNg. ga. 24b2-4）
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シャーキャ・チョクデンはそれによってツォンカパが否定されてはならないと
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

する「諦無の肯定
4 4 4 4 4 4 4

」すなわち「空の積極的な理解」を、「戯論」という表現を用
いて「諦無という戯論」と表現し、それもやはり否定されるべきであるとする
のである。
　そして、そのことは瓶という具体例を用いて、以下のように説明されている。

　そのように、［まず第一に］瓶などに関して世俗の諦として
成立するもの（bden grub）が否定されることによって「瓶な
どが有るのではない」と説明されるのである。［第二に］その
［瓶の無］に関して［その瓶の無が］勝義諦［として］成立す
ることが否定されることによっては、「瓶などが無であること
は［諦では］ない」と説明される46。

　このように、瓶などの世俗において実体的に成立するととらえられた存在
（諦成）が否定され、その結果としての瓶の無すなわち瓶が無自性・空であるこ
とが勝義諦としてとらえられることも否定されるのである。
　ここにおいて、シャーキャ・チョクデンが実体的に成立する存在（諦有）が
否定された結果としての諦無を単に諦無として理解しないで、敢えて実体的な
ものすなわち勝義諦ととらえているのは、諦無とは諦なるもの（実体的なもの）
が正理などの優れた智慧によって否定された結果によって得られたもの、すな
わち正理によって得られたものととらえられるからである。
　さて、シャーキャ・チョクデンのように、戯論に「諦執の戯論」と「諦無の
戯論」を設定して、その両者を、同時ではなく、段階的に否定するという理解
は、サキャ派に特徴的に見られるものなのかはわからないが、トゥカン（Thu’u 

bkwan Blo bzang chos kyi nyi ma, 1737-1802）は、彼の学説綱要書『一切宗義・
善説水晶鏡』Grub mtha’ thams cad kyi khungs dang ’dod tshul ston pa legs bshad 

shel gyi me longのサキャ派の章において、それら二種類の戯論について言及し
ているが、それらの中で当該の議論においてより重要な意味をもつ第二の「諦
無の戯論」については、以下のように述べている。

　第二［の項目である］「諦無という戯論を断じること」は、

46 de ltar bum sogs kyi steng du / kun rdzob kyi bden grub bkag pas ni / bum sogs yod pa ma yin par 
bshad do // de’i steng du don dam pa’i bden grub bkag pas ni / bum sogs med pa ma yin par 
bshad do // （BNG. ga. 24b4-5）
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［以下のようである。］業と煩悩の二つは諦執という分別より
生じ、その諦執という分別も戯論すなわち相執より生じるか
ら、それは断じられるべきである。したがって、［『四百論』
において］「最後にはあらゆる見が覆される」＊と説かれてい
るので、すべての法が諦無であると決択された後に、諦無と
いう相執（戯論）のその部分も断じられるべきである。［そ
れ］故に、［まず］縁起という要点（gnad）にもとづいて
「すべての法は諦無である」と理解する見に関する決定が導か
れる。［その］決定が得られた後に、その流れに逆らって
（nges pa brnyed rjes de’i rgyun mthud pa ma yin par）「［すべての
法は］諦無（空）である」という執着それも放擲されて、対
境である空性それは有無の何れとしてもとらえられない［の
である］。何故ならば、それ（空性）は二つ（有と無）に執
着する慧のいずれの行境でもないからである。このように即
座に断じられる。そして、すべての執着、相、そして戯論が
放擲され、［その］対境は戯論に邪魔されることなく、慧の過
失に汚されないで、執着が無いという形で同じように
（phyam me）設定される。それ故に、「執着が生じたならば、
［正］見ではない」と説かれているところの執着も、見の次第
の第一の段階（dang po’i tshe）の執着と第二の段階（gnyis 

pa’i tshe）の相執［の両方］に当てはまるのである47。

47 gnyis pa / bden med kyi spros pa gcod pa ni / las nyon gnyis bden ’dzin kyi rnam rtog las ’byung 
la / bden ’dzin gyi rnam rtog de yang spros pa’am mtshan ’dzin las ’byung bas na / de bcad dgos 
pas / tha mar lta zhig kun zlog // zhes gsungs / des na chos thams cad bden med du gtan la phab 
rjes su / bden med yin snyam pa’i mtshan ’dzin gyi cha de yang bcad dgos pas / rten ’brel gyi 
gnad las chos thams cad bden med du rtogs pa’i lta ba la nges pa drangs / nges pa brnyed rjes 
de’i rgyun mthud pa ma yin par bden med yin snyam pa’i zhen pa de yang btang ste / yul stong 
pa nyid de ni yod med sogs gang du yang gzung du med de / de ni gnyis ’dzin gyi blo gang gi 
yang spyod yul ma yin pa’i phyir ro snyam du thag rbad kyi bcad de / yul spros pas ma reg pa la 
blo’i lhad kyis ma bslad par ’dzin pa dang mtshan ma dang spros pa thams cad btang ste ’dzin 
med kyi ngang du phyam me bzhag / des na ’dzin pa byung na lta ba min // zhes gsungs pa’i 
’dzin pa yang / lta rim dang po’i tshe bden ’dzin dang / gnyis pa’i tshe mtshan ’dzin la spyor bar 
byed / （ThG. pp.200-201）
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　＊この引用箇所については、註記 48参照。
　ここでは、「諦無という戯論」（bden med kyi spros pa）に先立ってまず「諦執
という戯論」（bden ’dzin gyi spros pa）について説明がなされている。諦執
（bden ’dzin）─正確には、諦執という分別（bden ’dzin gyi rnam rtog）─は、相
執（mtshan ’dzin）という戯論にもとづいて生じるものであり且つ業・煩悩の原
因となるものとされている。その相執という戯論によって生じた諦執或は諦執
という戯論が縁起（rten ’brel）という枢要なる教えによって否定され、それに
よって「すべての存在（法）は実体としては無であるすなわち諦無である」と
いう理解が生じるのである。そうした理解はまた「諦無という相執」と見なさ
れて否定され、最終的に空性が有でもなく無でもないものとしてとらえられる、
というのである。このように「諦執という戯論」の否定と「諦無という戯論」
の否定という二つの段階をとおして、すべての見が排除され、非有・非無な空
性がとらえられるという理解は、シャーキャ・チョクデンによれば、『四百論』
の下記の詩句に基づくものなのである。

第一に福徳でないものが覆され、次（中間）に我が覆され
その後にあらゆる見が覆される、と理解する者は賢者である48。

　つまり、第一に世間における非法とされるものが否定され、その次に我或は
自性などの実体的なものが否定され、最後の段階において先に我或は自性など
が否定された結果としての無我或は無自性など─正確には、無自性或は無我と
いう理解─も否定されるということなのである。これを先に言及したシャー
キャ・チョクデンの二つの戯論に関する理解との関連でいえば、「諦執という戯
論」の否定が第二の段階に、「諦無という戯論」の否定が第三の段階に比定さ
れ、その第三の段階を経て、すべての見が排除され、非有・非無な空性がとら
えられるということになるのである49。
　上記の『四百論』の詩句は、シャーキャ・チョクデンの空に関する理解に
とって極めて重要な聖教であるばかりでなく、シャーキャ・チョクデンの中観

48  bsod nams min pa dang por bzlog // bar du bdag ni bzlog pa dang //
   phyi nas lta ba kun bzlog pa // gang gis shes de mkhas pa yin // （CŚ. VIII-15; Lang 

［1986］, p.82）
  vāraṇaṃ prāg apuṇyasya madhye vāraṇaṃ ātmanaḥ /
  sarvasya vāraṇaṃ paścād yo jānīte sa buddhimān // （Lang ［1986］, p.82）
49 こうした三つの段階を設定した中観思想については、松本［1997］，pp.215-217 参照。
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思想全体の枠組みを示す彼独自の教相判釈の装置である三転法輪説においても
重要な役割を果たすものなのであるが、それは本稿の範囲を超えるものと考え
られるので、ここではそれに関して言及することのみに留めておく。
 ─以　上─
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