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チャンキャ『宗義書』における 
部派仏教に関する記述（1）

木村誠司

I

　興味の中心は、実は、犢
とく

子
し

部
ぶ

（Vatsīputrīya）にある。それなのに、何故、こ
んな論題になってしまったのか？言い訳がましいが、ここに至った経

いきさつ

緯を述べ
ておきたい。犢子部は、仏教内部に巣食う、獅子身中の虫であるとされてきた。
無我（an-ātman）を標榜する仏教にあって、我（ātman）を認めるかのような発
言をしたからである。よく知られているところでは、世親（Vasubandhu、ヴァ
スバンドゥ、4－ 5世紀）作『倶舎論』（Abhidharmakośabhāṣya）1）や、寂護
（Śāntara kiṣita、シャーンタラクシタ、8世紀）の『真理綱要』（Tattvasaṃgraha）
その注釈、蓮華戒（Kamaraśīla、カマラシーラ、8世紀）の『真理綱要難語釈』
（Tattvasaṃgraha-pañjikā）2）等で、徹底的に批判の矢面に立たされた。思えば、
仏教内での評価は、きまって、悪者扱いであった。その風潮は、近代まで蔓延
していたと言ってもよいだろう。それに対して、筆者は、何の疑問も持たない
ですませてきた。批判を鵜呑みにしていたというわけである。しかし、実際に
資料に接するうち、見方が、変わっていった。存外、犢子部は、常識的かつ合
理的なグループのような気がしてきたのである3）。そんなことを漠然と考えて
いる時、L.C.D.C.Priestley: Pudgalavāda Buddhism, the Reality of the Interminate 

Self, 1999を手に取ったり4）、犢子部と密接な関係にある正量部（Saṃmitīya）を
扱った、並河孝儀『インド仏教教団　正量部の研究』2011を拝見し5）、筆者の
出来ることは何かないだろうかと思案していた。それで、『倶舎論』のインド撰
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述注に引用される犢子部の記述を網羅してみようと思い立ったのである。やり
始めると、結構大変な作業で、2－ 3年はかかりそうな気配だった。それはそ
れで続けるとして、差し当たって、研究すべき課題を暗中模索している時、ふ
と目に付いたのが、チャンキャ（lCang skya, 1717-86）の部派仏教に関する記述
だった。考えてみれば、犢子部も由来の古い仏教教団である。そこを掴んでお
かないと、後代の非難を理解するのも浅薄なものになるだろうと気付いた。明
晰さを以て知られるチャンキャ6）なら、手際よく古代教団史をまとめるだろう
し、犢子部批判のツボだって押さえているに違いない。筆者の知る限りでは、
チャンキャの『宗義書』7）に基づき、部派仏教の記述を詳しく研究したものもな
かったような気がした。もっとも、チャンキャという名も、筆者などにはお馴
染みでも、ご存知ない方が大部分であろう。最近の概説書では、こう述べられ
ている。

チャンキャ三世は、乾隆帝と机を並べて学び、…乾隆帝の即位とともにチベット仏
教界に大きな影響力を持った8）。

このように、聖俗両面に優れた僧であった。とはいえ、彼の仏教理解は、現代
から見れば、客観性に欠ける面も確かにあると思う。しかし、彼は、インド以
来の仏教を受け継ぎ彫琢を極め、その頭には、最終回答とでも言えるような多
彩な教理が、ぎっしりと詰まっていたはずである。現代人の客観性やら科学性
をもって、チャンキャを糾弾するのは傲慢だ。我々としては、彼の頭脳を利用
しない手はないのではなかろうか。訳注として、紹介するだけでも、無駄では
なさそうだ。そういったあれこれを経て、今回の論題に落ち着いたという次第
である。

注
1）　犢子部批判は、第 9章「破我品」（ātmavādapratiṣedha）で展開される。
　 校 訂 テ キ ス ト と し て、Abhidharmakośabhāṣya of Vasubandhu ChapterIX: 

Ātmavādapratiṣedha, ed.by Jong Chaeol LEE （李鐘徹）, with Critical notes by late Prof.
Yasunori EJIMA （江島惠敎） Tokyo, 2005がある。また、主な現代語訳には、櫻部建「破
我品の研究」『大谷大学研究年報』12, 1960、村上真完「人格主体論（霊魂論）―倶舎
論破我品訳註（一）」『塚本啓祥教授還暦記念論文集：知の邂逅―仏教と科学』1993、同
「人格主体論（霊魂論）―倶舎論破我品訳註（二）」『渡邊文麿博士追悼記念論集　原始
仏教と大乗仏教』下、Th. Scherbatsky; The Soul Theory of the Buddhism, 1920、J. 
Duerlinger; Indian Buddhist Theories of Persons, Vasubandhu’s “Refutation of the Theory of a 
Self”, London and New York, 2003がある。なお、「破我品」章名の原語については、李
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鐘徹等の校訂テキスト pp.xiv-xvを参照した。
2）　主な研究には、G. Jha: The Tattvasaṅgraha of Shāntarakṣita with the Commentary of 

Kamalashīla, Dehli, 1986 （rep. of G. O. S. No. Lxxx 1937）の pp.217-226（Doctrine of 
Ātman-According to the Vatsīputrīya）、S. Schayer: Kamalaśīla’s Kritik des Pudgalavāda, 
Rocznic Orientalistyczny VIII, 1932、内藤昭文「TSPにおけるアートマン説批判（II）―
プドガラ説をめぐって（1）―」『印度学仏教学研究』30-1、昭和 59年、pp.140-141,同
「TSPにおけるアートマン説批判（II）―プドガラ説をめぐって（2）―」『仏教学研究』
41, 昭和 60年、pp.20-51、長澤實導「『タットヴァサングラハ』に於ける補特伽羅説の
批判」『仏教研究』3-3, 1939, pp.69-81がある。また、最近、原文テキストそのものを検
討した研究も出されている。鄭祥教「Tattvasaṃgrahaおよび Tattvasaṃgrahapañjikā第 7
章第 6節「犢子部が構想分別するアートマン（プドガラ）の考察テキスト考」」『イン
ド哲学仏教学』23, 2015, pp.74-84（ネットで披見可）。

3）　拙稿「dravyasat・prajñaptisat覚え書き」『インド論理学研究』III平成 23年，pp.105-
126に目を通してもらうと、筆者の疑念がご理解頂けると思う。また、第 4章「業品」
karma-nirdeśaにおいて、身体的表出、所謂身表業（kāya-prajñapti）を論ずるに際し、世
親は刹那滅（kṣaṇika）、例えば、手足等身体が瞬間毎に滅することを力説するが、犢子
部は、持続する手足の動作（gati）を持ち出す。一見すれば、世親は非常識で、犢子部
は常識的に思えるはずだ。これについては、拙稿「刹那滅の比喩―『倶舎論』を中心
としてー」『駒澤大学仏教学部論集』第 47号、平成 28年、pp.376-375の注 5）を参考
にしてもらえると幸いである。

4）　序論の冒頭は、こう始まっている。
本書は、ある話から始まった。それは、大分昔、トロント大学仏教学生協会に向け
てのものだった。私は、プドガラ論が無我の教義を、明白に否定していることに興
味をそそられていた。事は、私の予想を超えて、複雑さを示すもので、プドガラ論
は、かつてインドでは、非常に多くの支持者がいたという。この出会いは、私に以
下のことを納得させたのである。つまり、これが、仏教の周辺部の小さな宗派のも
のではなく、インド仏教の主要部であったことである。（p.vii）

5）　犢子部と正量部の関係については、pp.57-60参照。
6）　チャンキャ評価の高さは、次の言葉にも示されている。
私見によれば、知識の豊富さでは〔先人〕ジャムヤンシェーパ〔Jam dbyangs bzhad 
pa, 1648-1722〕に一歩を譲ったチャンキャは、その思考の集中度において彼を凌駕し
たのである。」（松本史朗「チベットの仏教学について」『東洋学術研究』20-1, 1981, 
pp148-149，〔　〕内筆者の補足）
さらに、以下のような言及もある。
〔チャンキャは〕学殖の深さでは、ダライラマ政権成立後のゲルク派を、…ジャムヤ
ン・シェーペー・ドルジェとともに代表するものであった。そのことを示した『宗
義講説仏教大山の麗飾』は、ジャムヤン・シェーパによる『宗義講釈普賢国の太陽』
が詳細に文献学的ともいえる方法でゲルク派教義の成り立ちを説いたのに対し、そ
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こに示された教理の問題点を取りあげて深く考究するという説き方をしたものとし
て知られる。（山口瑞鳳『チベット』下、1988, p.121、〔　〕内筆者の補足）

7）　『宗義書』全般に関しては、御牧克己「チベットにおける宗義文献（学説綱要書）の
問題」、『東洋学術研究』21-2、1982, pp.179-192参照。

8）　新アジア仏教史 09チベット『須弥山の仏教世界』平成 22年、pp.90-91。

II

　本稿は、以下に、チャンキャ『宗義書』の訳注を提示する。勿論、個所は、
論題に示した部分である。
　さて、本書は、『宗義規定』（Grub mtha’ rnam bzhag）等と通称されている。
底本とした Śata-piṭaka series vol.233, Delhi, 1978 Buddhist Philosophy Systemsによ
れば、具名は『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。その中の、「毘婆沙師」（Bye brag 

tu smra ba, Vaibhāṣika）章に当該個所はある。この章の概略は、既に、池田練太
郎氏によって示されているのであるが1）、訳注に入る前に、若干、解説を加え
ておきたい。先ず、訳注個所のシノプシスを示しておこう。
II第 2各論（bye brag tu bshad pa）

II-1人無我（gang zag gi bdag med, pudgala-nairātmya）の確定を問題視し、
（dbang du byas, adhikṛtya）、 劣 乗 の 定 説 論 者（grub mtha’ smra ba, 

siddhāntavādin）の見解（lugs, mata）を解説すること
　　II-1-1毘婆沙師〔の見解解説〕
　　　II-1-1-1語義（sgra bshad pa）54a/2-3

　　　II-1-1-2分類（dbye pa）54a/3-62b/1

　　　　II-1-1-2-1本論（dngos）54a/4-57a/1

II-1-1-2-1-1〔『思択炎』（rTog ge ’bar ba, Tarkajvālā）に基づくバヴヤ〕
第 1説 54a/4-54b/5

II-1-1-2-1-2〔『思択炎』に基づくバヴヤ〕第 2説 54b/5-55a/4

II-1-1-2-1-3〔『思択炎』に基づくバヴヤ〕第 3説 55a/4-56a/1

II-1-1-2-1-4ヴィニータデーヴァ（Dul ba lha, Vinītadeva）『異部説集』
sDe pa tha dad pa bstan pa bsdus pa, Nikāyabhedopadeśana-saṃgraha〕説
と付随説明 56a/1-57a/1

　　　　II-1-1-2-2付論（zhar byung）57a/1-62b/1
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　　　II-1-1-3学説の主張法（’dod tshul）
　　II-1-2経量部（mDo sde pa, Sautrāntika）の見解解説

II-2専ら（gtso bor）、法無我（chos kyi bdag med, dharma-nairātmya）の確定を
問題視し、大乗の定説論者の見解を解説すること
上記シノプシスは、便宜的に筆者が加筆したものもある。当初の目論見では、
II-1-1-2-2付論までの訳注とするつもりであった。しかし、訳す中で、大幅に縮
小せざるを得ないことがわかってきた。付論には、ツォンカパ（Tsong kha pa, 

1357-1419）やその弟子ケードゥプジェー（mKhas grub rje, 1385-1438）の著作等
が縦横に引用され、長い論述も一筋縄ではいかないものだったからである。同
章を俯瞰された池田練太郎氏は、次のように懸念を表明しておられる。

　〔チャンキャ『宗義書』では〕18部派の分裂に関する詳細な解説を施している。即
ち、その場合には、Sarvāstivādin〔説一切有部〕を含むあらゆる部派を Vaibhāṣika
〔毘婆沙師〕としてとらえていることになり…lCaṅ skya〔チャンキャ〕の
“Vaibhāṣika”の概念はかなり曖昧であるということができるのである2）。

しかし、チャンキャの曖昧さは、意図的であるように思える。彼が頂点とする
のは、あくまでも、中観帰謬派（dBu ma thal ’gyur pa, Madhyamika-prāsaṅgika）3）

であり、毘婆沙師も、理論上の捨て石なのだ。以下の記述には、それが見て取
れる。
その原則（tshul, naya）は、一切所貴部（mang bkur sde）〔等の〕5部に限らず、毘婆
沙師すべてにも、等しいからである。毘婆沙師すべてが、人格（gang zag, pudgala）
は真実（bden pa, satya）であると主張し、真実の意味は安住（tshugs thub）で、また、
他に依存しない実体的素材（rdzas, dravya）有であると中観帰謬派（dbu ma thal ’gyur 
pa）の論理で、追いやること（’phul）が出来るので、一切所貴部〔等の〕5部だけを
見て、〔毘婆沙師と〕限定する（bkar）のは、無意味となるからである。それに止ま
らず、これは、人格の実体的素材有を認める者であると、聖一切智者〔ツォンカパ〕
が、明瞭に解説しているのである。
tshul de ni mang bkur sde lngar ma zad bye smra kun la ‘ang mtsungs ba’i phyir te/bye brag 
smra bat hams cad kyis gang zag bden par ‘dod pas/bden pa’i don tshugs thub dang/de yang 
gzhan la rag ma las pa’i rdzas yod du dbu ma thal ‘gyur pa’i rigs pas ‘phul nus pas/mang bkur 
sde lnga kho na dmigs kyis bkar ba don med par ‘gyur ba’i phyir/der ma zad/’dis gang zag 
rdzas yod ‘dod par rje thams cad mkhyen pas gsal bar bshad de/ （59a/5-59b/2）

さらに、筆者の管見の範囲で報告しておけば、不二金剛（Advayavajra、アド
ヴァヤヴァジラ、10-11世紀）作『真理の宝環』Tattvaratnāvaliの訳注研究をさ
れた、宇井伯寿博士は、注記の中で以下のように述べている。
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毘婆沙師が一種の人我存在説を主張することを云うて居る。仏教は凡て人我を認め
ない無我説であるが、然し、犢子部等が人我の存在を認めることは古くから伝へら
れて居るし経量派の如きも勝義我を許すとせられて居る4）。

再度、注意深く、シノプシスをご覧いただくと、チャンキヤの著作意図は、
益々明白となろう。彼は、人無我→小乗（毘婆沙師・経量部）、法無我→大乗
（唯識派・中観派）という枠組みを作り、後者の優位性を打ち出そうとしてい
る。この意図を了とするか否かは、極めてセンシティヴな大問題であろう5）。こ
れ等のことを思ってみても、興味は尽きないのだが、筆者自身の理解は、不完
全なまま停滞している。付論の資料トレースも、間に合いそうにないのが現状
なのである。如上の大問題はとても扱えないとしたところで、少なくとも、
チャンキャの意図を尊重しようとするならば、付論までを訳してこそ、意味が
あろう。だが、残念ながら、今の筆者には無理だとわかった。甚だ不十分であ
るが、今回は、本論しかも全部ではなく、II-1-1-2-1-3までの訳注を提示するこ
とにした。付論を含め、残された部分は、さらなる調査・検討を期するため、
後で提出することとしたい。正直なところ、今回扱った部派仏教に関する部分
も、理解の及ばないところが多く、先行業績の可否を検討することなど全く出
来なかった。注を付すのにも青息吐息の有様だった。訳は付けてみたものの、
消化出来ているとはとても言えない。僅か二葉、4ページ程の記述に四苦八苦
した。
　以下は、手に入った資料を頼りに拙い訳を示したに過ぎない。識者の叱正を
乞うて止まないのである。では、訳注を示そう。

注
1）　池田練太郎「lCaṅ skya宗義書における Vaibhāṣika章について」『日本西蔵学会々報』

25, 昭和 54年、pp.1-4。
2）　前掲 II注 1）の池田論文、p.2、〔　〕内筆者の補足。また、チベットにおける部派仏
教については、塩見佳正「チベットにおける部派仏教理解についての一考察」『印度学
仏教学研究』41-2, 平成 5年、pp.911-909参照（ネットで披見可）

3）　中観派の分派は、「それがインド発なのか、チベット創建なのか」という由来の問題
があったり、分派間の見解の相違が未だ不明瞭であったり等、切りがないほど複雑で
ある。ここでは、ごく最近の意見を示しておくだけにしよう。
多様な仏教思想を受容したチベット人は、それらに共通する議論の基盤を確立した
ことによって、全体を俯瞰する視野を手に入れた。共通の基盤の上に自立派系中観
思想、帰謬派系中観思想、離辺中観説、他空説、瑜伽行派の教説までもが乗せられ、
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否定対象の範囲の相違によって区別されていく。彼ら共通のツールは論理学的考察
であり、分析である。「縁起」も「無自性」もその中での位置と役割を割り振られて
いる。中観思想は、すでに単体ではない。様々な思想の複合体なのである。その複
合過程で取捨されたものを、私たちは、弁別していかねばならない。（吉水千鶴子
「チベットの中観思想」『シリーズ大乗仏教 6　空と中観』2012, p.187）

4）　宇井伯寿「真理の宝環」『名古屋大学文学部研究論集、哲学』1952, p.13、最近の研究
では、『真理の宝環』の内容を図示したものもある。（松本恒爾「顕教と密教―
Advayavajraとその弟子たちを中心として」『現代密教』27, p.（162）、（ネットで披見可）
不二金剛は、名前も多様である。M.Tatz氏はこう述べている。
その時代のどの成就者像を、特定するのも困難である。なぜなら、成就者達は、生
涯の段階において、違う名前を持つからである。マイトリーグプタ（Maitrīgupta）
は、チベットでは、マイトリーパ（Maitrīpa）（インド式マイトリーパーダ
Maitrīpāda）として知られ、一般には、アドヴァヤヴァジラ〔＝不二金剛〕（チベット　
gnyis med rdo rje）で知られる。ヨーガタントラの実践者を言う、称号アヴァデゥー
ティパーダ（avadhūtipāda）も出てくる。（Mark Tatz, The Life of the Siddha-philosopher 
Maitrīgupta, Journal of the American Oriental Sosiety107.4, 1987, p.696、〔　〕内筆者の
補足、ネットで披見可）
また、生没年も曖昧である。研究の先駆者、羽田野伯猷博士は、次のように述べてい
る。
アティーシャ〔982-1054〕やマルパそして弟子の年代をも考慮に入れて、マイトリー
パ〔不二金剛〕の年代全資料を総括するならば、マイトリーパは、（i）995年～ 1064
年または 1065年、（ii）986年～ 1063年または 1064年の間生存したと想定される。
生没年を 986年と 1065年の間と見なすのが妥当なのかもしれない。より、安全なの
は、986年の前 12年、1065年の後 12年の間だろう。言い換えると、マイトリーパ
は、10世紀終盤から 11世紀中盤に生きた人であり、アティーシャのほぼ同時代人
で、若干長生きしたのである。（Hadano Hakuyu, A Historical Study in the Problems 
Concerning the Diffusion of Tantric Buddhism in India,『チベット・インド学集成』）第
三巻、所収、昭和 62年、pp.172-173, 初出『綜合研究成果刊行』1958、〔　〕内筆者
の補足）

Tatz氏によれば、以下のように羽田野説は否定される。
マイトリーグプタに提示された年代は、そうすると、1085年から 1007年である。羽
田野氏は、『マルパの生涯』に基づき、別様に算定したが、そのテキストは、歴史的
記録として真が置けない。（M.Tatz, ibid, p.698）
最新の研究では、年代は Tatz氏の見解を受け、さらに以下のように慎重な立場を取っ
ている。
我々は、こう考える。マイトレーヤーナータ（Maitreyānātha）〔＝不二金剛〕の年代
は 11世紀、その前半や中盤あたりが、至極妥当である。これは、Tatzが示唆したも
のと付合するし、ナーローパ（Nāropa）、ラトナーカラシャーンティ（Ratnākaraśānti）、
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ジュニャーナシュリーミトラ（Jñānaśrīmitra）、チベットの翻訳管マルパチューキロー
トー（Marpa Chos kyi blo gros）との出会いの可能性とも付合する。（Harunaga 
Issacson and Francesco Sferra （ed.） The Sekanirdeśa of Maitreyanātha （Advayavajra） with 
the Sekanirdeśapañjikā of Rāmapāla, Napoli, 2014, p.71, Serie Orientale Roma, vol.CVII, 
〔　〕筆者の補足）
これは、基本的に Tatz説を認め、羽田野説を退けるものであろう。しかし、上に示し
たように、羽田野博士は極めて慎重に年代を設定している。『西蔵撰述仏典目録』刊行
者として、羽田野博士の目にした蔵外文献の量は膨大であった。そういう蓄積を踏ま
えて年代を論じているはずだ。してみると Tatz氏の批判は、速断過ぎるようにも見え
てくる。さらに、古代人の年代の不透明さを思えば、将来、Tatz氏の断定も覆る可能
性は大だろう。最後に、最新の研究から、気になる逸話を伝えることで、不二金剛へ
の言及は止めにしたい。以下のようなことが言われている。
ラトナーカラシャーンティと論争し、マイトレーヤナータは勝利者として描かれて
いる。さらに、ディーパンカラシュリージューニャーナ（アティシャ /アティーシャ）
と争い、マイトレーヤナータは、ヴィクラマシーラ僧院から追放されてしまった。
（Harunaga Issacson and Francesco Sferra, ibid, pp.70-71）
なお、ここでは触れなかったが、インド学仏教学論文データベースで、Advayavajraを
検索すると日本語論文が二本ヒットする。

5）　大問題の意味を知ってもらうために、今は、昭和初期の学者の主張を紹介しておこ
う。
それは兎に角、ここに有部に就いて最も考慮を払うべきは、有部の三世実有の教義
は、古来多くの学者が、近視眼的に教界趨勢の帰結たる大乗経成立のそれに幻惑せ
られ、有部の所説はただ一口に浅薄のものとのみ心得、忠実にこの三世実有説を深
察せぬ怨みがあることである。（佐伯良謙「有部の三世実有、法体恒有説と體滅用滅
伝に就いて」『大正大学学報』8, 昭和 5年、p.85）
上に言われているように、大乗優位は規定事実としてある。だが、理論的に大乗側が
小乗に勝っているのかどうか？その点は、100年経った平成の世になっても、未だ証明
されていないように思う。また、小乗と大乗をいたずらに分断し、後者の優位性を見
るのは仏教思想史的にも、おかしなことであろう。その点も、考慮すべきだ。ここで
は、碩学平川彰博士の指摘を引用し、今後の指針としたい。
善悪の行為にたいして自己が責任を負うべきことは、人間のもつ強い道徳的要請で
ある。ここには自我の自己同一性や人格の持続が要請せられている。そのために諸
行無常と無我の教理を認めつつも、しかも人格の持続、業の果報の問題を解決する
ことが部派仏教の大きな課題の一つであった。そしてそこに種々の新説が主張せら
れるに至った。…犢子部や正量部が「非卽非離蘊の我」を説いたことは有名である。
…部派仏教でおこった種々の思想が、大乗仏教に受けつがれ、人格の主体の奥に、潜
在心・無意識の領域が想定せられるようになった。そしてそこに、種子が貯えられ
るという思想が成熟してきたのである。〔大乗仏教・唯識派の重んじる〕アーラヤ識
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のアーラヤ（ālaya）とは「蔵する」という意味である。…この「アーラヤ」という
言葉は、すでに原始仏教の経典に見られる。…しかしそれがどのような径路をたどっ
て、『解深密教』のアーラヤ識に成熟したかは明らかでない。（平川彰『インド仏教
史』下、1979, pp.125-128、〔　〕内筆者の補足）
さらに、最近の研究者も、大乗と小乗との分断的見方には以下のように、警鐘を鳴ら
している。
大乗と部派〔小乗仏教〕は相互排除的な関係にはなかったのである。大乗経典は大
乗の草創期から伝統部派に流通し、大乗の出家者は部派の戒等を受け、部派の内部
でも大乗の仏・菩薩は信仰されていた。…大乗は伝統部派の外部に教団を作ったの
ではなく、その内部で活動したと考えられる。（馬場紀寿「上座部仏教と大乗仏教」
『シリーズ大乗仏教 2　大乗仏教の誕生』2011所収，p.144、〔　〕内筆者の補足）
また、人無我と法無我については、船橋尚哉「煩悩障所知障と人法二無我」『仏教学セ
ミナー』1, 1965, pp.52-66, 早島理「人法二無我論―瑜伽行唯識派におけるー」『南都仏
教』54, 1985, pp.1-18、池田道浩「声聞独覚の法無我理解を可能にする論理」『日本西蔵
学会会報』49, 2003, pp.27-35、櫻井智造「タルマリンチェン造 Bodhicaryāvatāra注釈、
rGyal sras ‘jug ngogsにおける人法二無我論」『日本西蔵学会会報』47, pp.19-30参照。

III（訳注）

　II第 2各論に 2〔項目〕がある。II-1人無我の確定を問題視し、劣乗の定説論
者の見解を解説すること、さらに、II-2専ら、法無我の確定を問題視し、大乗
の定説論者の見解を解説することである。II-1第 1に 2〔細目〕がある。II-1-1

毘婆沙師〔の見解解説〕と、II-1-2経量部の見解解説である。II-1-1第 1に、II-

1-1-1語義、II-1-1-2分類、II-1-1-3学説の主張法すなわち、3つがある。II-1-1-1

第 1は、『毘婆沙海』（Bye brag bshad mtsho）もしくは『大毘婆沙論』（Bye brag 

tub shad pa chen po, Mahāvibhāṣa）という典籍に従う者、あるいは、三世実有
（dus gsum rdzas）を特筆して論ずる（bye brag tu smra ba）ので、毘婆沙師とい
う べ き で あ る1）。『阿 毘 達 磨 集 論 注』（mNgon pa kun btus kyi ’grel, 

Abhidharmasamuccayabhāṣya）2）や師・覚賢（Byang chub bzang po, Bodhibhadra、
ボーディバドラ）等によっても3）、そのように解説され、大いに知られている
のである。II-1-1-2第 2「〔毘婆沙師（Bye brag smra ba, Vaibhāṣika）の〕分類に
は、II-1-1-2-1本論（dngos）と II-1-1-2-2付論（zhar byung）の 2つがあるうち、
II-1-1-2-1第 1〔本論〕において、18部の別れ方（gyes tshul）とは、〔バヴヤ
（Bhavya）作〕『思択炎』（rTog ge ‘bar ba, Tarkajvālā）4）において、3説（lugs）5）

を解説する中の II-1-1-2-1-1第 1〔バヴヤ第 1説〕6）は、先に、解説したように、
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師（ston pa）〔世尊〕入滅7）から、116年8）、華氏城（Grong khyer me tog gis 

rgyas pa、Kusmavistara, Pāṭaliputra）9）というところで、王ダルマアショーカ（dha 

rma a sho ka）10）と言う者が、国政を行う（rgyal srid byed pa）11）時、ある論議の
法（rtso pa’i chos）が起こったことをきっかけとし（dbang gis, vaśāt）、僧伽の分
断（dbyen）12）が大きくなり、それから、先ず、2部に分かれて住み、大衆部
（dGe ‘dun phel chen pa, Mahāsaṃgika）13）と上座部（gNas brtan pa, Sthavira）14）〔と
なった〕。そのうち、大衆部は、さらに、次第に、別れることになった際、8種
類として住した。以下のように（’di ltar）、大衆部、一説部（Tha snyad gcig, 

Ekavyavahārika）15）、説出世部（’Jig rten las ’das par smra ba, Lokottaravāda）16）、多
聞部（Mang du thos pa, Bahuśrutīya）17）、説仮部（bTags par smra ba, Prajñaptivāda）18）、
制多部（mChod rten pa, Caitika）19）、東山部（Shar gyi ri bo pa, Pūrvaśaila）20）、西
山部（Nub kyi ri bo pa, Aparaśaila）21）等である22）。
　上座部も、次第に、別れることとなり、10種類として、住した。以下のよう
に、即ち、上座部23）、説一切有部（Thams cad yod par smra ba, Sarvāstivādin）24）、
犢子部（gNas ma bu pa, Vatsīputrīya）25）、法上部（,Chos mchog pa, Dharmottarīya）26）、
賢道部（＝賢冑部）（bZang po’i lam, Bhadrāyanīya）27）、一切所貴部（＝正量部）
（Kun gyis bkur ba, Saṃmitīya）28）、 多 説 部（＝ 化 地 部）（Mang ston pa、

Mahisasaka）29）、法蔵部（Chos sbas pa, Dharmaguptaka）30）、善雨部（＝飲光部）
（Char bzang ‘bebs pa, Suvarṣaka）31）、上人部（＝説転部）（Bla ma pa, Uttarīya）32）

と言われるもの等である。そのうち、上座部の第 2の名は、雪山部（Gangs ri 

pa, Haimavata）とも言うのである33）。〔説一切〕有部（yod smra ba）の別名も、
分別説部（rNam par phye ste smra ba, Vibhajyavādin）、または、説因部（rGyur 

smra ba, Hetuvādin）、さらに、ある者は、ムトゥンタカ部（Mu tun ta ka pa）と
も言う34）。一切所貴部（正量部）の別名は、アパナタカ（A pa na ta ka）部、ク
ルクッラ（Kur ku lla）部とも言うのである35）。善雨部の第 2の名は、飲光部
（’Od srungs pa、Kāśyapīya）とも言う36）。上人部についても、ある者は、説転部
（’Pho bar smra ba, Saṃkrāntivādin）と言う37）。
　II-1-1-2-1-2〔バヴヤ〕第 2説（lugs）とは、分派の時期（dus）、場所（gnas）、
動機（rgyu mtshan）が、前〔第一説〕の通りのものに対して、〔異論を説くもの
である〕。根本分裂は 3種である38）。即ち、以下のように、犢子部と大衆部と分
別部である。上座部も 2つであり39）、説一切有部と犢子部である。有部も 2つ
であり、〔有部〕それ自身と経量部（mDo sde smra ba, Sautrāntika）である40）。犢
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子部は、また 4つ41）であり、即ち、一切所貴部（Mang pos bkur Saṃmitīya）42）、
法上部43）、賢道部44）、六城部（＝密林住部）（Grong khyer drug pa、Ṣaṇṇagarika）45）

等である46）。そうだとすると、上座部は、6つとして住していたのである47）。大
衆部は、また 8種である48）。以下のように、〔大衆部〕それ自身、東山部49）、西
山部50）、王山部（rGyal po’i ri bo, Rājagrika）51）、雪山部52）、義成就部（Don grub 

pa, Amoghasiddha）53）、制多部54）、牛住部（＝鶏胤部）（Ba lang gnas pa, Gokulika）55）

等である56）。分別説部は、また、4つであり57）、即ち、化地部（Sa ston pa）58）、
飲光部（’Od srungs pa）59）、法蔵部60）、紅衣部（Gos dmar pa, Tāmraśātīya）61）等で
ある62）。
　II-1-1-2-1-3〔バヴヤ〕第 3説は、世尊涅槃から 137年63）経過した時64）、王ナ
ンダ（dGa’po, Nanda）と大パドマ（Pa dma chen po, Mahāpadma）と言う者が、
華氏城（Grong khyer pa ta la pu tra, Pāṭaliputra）65）の中に、集合させた（sdud pa, 

saṃgiti）者ども〔その〕大部分の聖者は66）、再び得られることがない清涼の状
態を獲得した〔その〕際67）、聖なる大カーシュヤパ（’Od srungs chen po, 

Mahākāśyapa）、聖なる大ローマ（sPhu chen po, Mahāloma）68）、大トゥヤーガ
（gTong ba chen po, Mahatyaga）、ウッタラ（Bla ma, Uttara）、レーバタ（Re pa ta, 

Revata）等それぞれが、正しく知ること（yang dag par rig pa）69）を得た阿羅漢の
僧伽が、そのようにおわした時点で、悪魔（bdud sdig can papiya）バドラ
（bZang po, Bhadra）が、すべてにとって相応しくない側（mi mthun pa’i phyogs, 

vipakṣa）となり、僧衣（dge slon gi cha byad）を纏い、様々な神変（sgyu ‘phrul, 

māya）70）を示し、五事（gzhi lnga, pañcavastu）によって、僧の大分断（dbyen）70）a

を起こし、長老ナーガ（Klu, Nāga）と言う者、スティラマティ（Yid brtan pa, 

Sthiramati）と言う者、〔それら〕多聞者（mang du thos pa）達は、五事をほめた
たえたのである。五事とは71）、（1）〔誰かに〕指導されて（rjes su ston par byed, 

anu√ śas）、それ〔指導〕によって、〔あたかも自分が考えたように〕他者に答
えを与えること（lan gdab pa）72）、（2）無知（mi shes pa）、（3）二心（yid gnyis、
vimati）、（4）完全に理解している〔と過信すること〕（yongs su brtag pa, 

parikalpita）73）、（5）自己を養うこと（gso bar byed pa）は道であり74）、これこそ
が仏の教えであると言われているものである75）。それから僧伽は76）、二部に分
かれて住した。即ち、上座部と大衆部77）である。こうして、63年間、僧伽は分
かれて、騒乱のうちに（‘khrugs long gis）過ごしたのである。それから、師が入
滅して78）、102年経過した時79）、上座犢子部が、教えを正しくまとめたのであ
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る。それによって、正しくまとえられた後で80）、大衆部は 6種に分離したが、
上座部は 12種に分離し、住したと解説されている81）。
II.gnyis pa bye brag tu bshad pa la gnyis/II-1.gang zag gi bdag med gtan la dbab pa’i 

dbang du byes te theg dman grub mtha’ smra ba’i lugs bshad pa dang/II-2.gtso bor chos 

kyi bdag med gtan la dbab pa’i dbang du byas te theg chen grub mtha’ smra ba’i lugs 

bhad ’o//II-1.dang po la gnyis/II-1-1.bye brag smra ba dang/II-1-2.mdo sde pa’i lugs 

bshad pa ’o//II-1-1dang po la II-1-1-1sgra bshad pa/II-1-1-2dbye ba/II-1-1-3 grub 

mtha’i ‘dod tshul te gsum/II-1-1-1.dang po ni/bye brag bshad mtsho ’am bye brag tu 

bshad pa chen po zhes bya ba’i gzhung gi rjes su brangs pa ’am/dus gsum rdzas kyi bye 

brag tu smra bas bye brag smra ba zhes bya ste/mngon pa kun btus kyi ’grel pa dang 

slob dpon byang chub bzang po sogs kyis kyang de ltar bshad de grags che ’o//II-1-1-

2gnyis pa la/II-1-1-2-1dngos dang II-1-1-2-2zhal byung gnyis las II-1-1-2-1dang po la/

sde pa bco brgyad kyi gye tshul ni/rtog ge ’bar bar lugs gsum bshad pa’i dang po II-1-1-

2-1-1ni/gong du bshad pa ltar ston pa mya ngan las ’das nas lo brgya dang bcu drug na 

grong khyer me tog gis rgyas pa zhes bya ba na rgyal po dha rma a sho ka zhes bya bas 

rgyal srid byed pa’i tshe rtsod pa’i chos ’ga’ zhig byung ba’i dbang gis dge ’dun gyi 

dben （read.dbyen） chen por gyur to//de nas re zhig sde pa gnyis su chad nad gnas te/

dge ’dun phal chen pa dang/gnas brten pa’o//de la dge ’dun phal chen pa’i sde pa yang 

rim gyis phye bar gyur pa na rnam pa brgyad du gnas te/’di ltar/dge ’dun phal chen pa’i 

sde pa dang/tha snyad gcig pa dang/’jig rten las ’das par smra ba dang/mang du thos pa 

dang/btags par smra ba dang/mchod rten pa dang/shar gyi ri bo pa dang/nub kyi ri bo 

pa rnams so//gnas brtan pa yang rim gis phye par gyur nas/rnam pa bcur gnas te/’di lta 

ste/gnas brtan pa dang/thams cad yod par smra ba dang/gnas ma bu pa dang/chos 

mchog pa dang/bzang po’i lam pa dang/kun gyis bkur ba dang/mang ston pa dang/chos 

sbas pa dang/char bzang ’bebs pa dang/bla ma pa zhes bya ba rnams so//de la gnas 

brtan pa’i ming gnyis pa ni/gangs ri pa zhes kyang bya ’o//yod smra ba’i ming gzhan 

yang rnam par phye ste smra ba dang/rgyur smra ba dang/kha cig mu tun ta ka pa zhes 

kyang zer ro//kun gyis bkur ba’i ming gzhan ni/a pa na ta ka pa dang/kur ku lla pa zhes 

kyang zer ro//char bzang ’bebs pa’i ming gnyis pa ’od srung pa zhes kyang zer/bla ma 

pa la yang kha cig ’pho bar smra ba zhes zer ro// II-1-1-2-1-2lugs gnyis pa ni/phye pa’i 

dus dang/gnas dang/rgyu mtshan snga ma dang/’dra ba la rtsa ba’i dbye ba rnam pa 

gsum ste/’di ltar/gnas brtan pa dang/dge ’dun phal chen pa dang/rnam par phye ste smra 
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ba ’o//gnas brtan pa yang gnyis te/thams cad yod par smra ba dang/gnas ma’i bu’i sde 

pa ’o//yod smra ba yang gnyis te/de nyid dang/mdo sde smra ba ’o//gnas ma’i bu pa 

yang bzhi ste/mang pos bkur ba dang/chos mchog pa dang/bzang po’i lam pa dang/

grong khyer drug pa rnams so//de ltar  na gnas brtan pa ni drug tu gnas so//dge ’dun 

phal chen pa yang rnam pa brgyad de/’di ltar/de gnyid dang/shar gyi ri bo pa dang/nub 

kyi ri bo pa dang/rgyal po’i ri bo pa dang/gangs ri pa dang/don grub pa dang/mchod 

rten pa dang/ba lang gnas pa zhes bya ba rnams so//rnam par phye ste smra ba yang 

bzhi ste/sa ston pa dang/’od srungs pa dang/chos sbas pa dang/gos dmar pa zhes bya ba 

rnams so// II-1-1-2-1-3 lugs gsum pa ni/ bcom ldan’das mya ngan ’das nas lo brgya 

dang sum cu rtsa bdun lon pa na/rgyal po dga’ bo dang/pa dma chen po zhes bya bas 

grong khyer pa ta la pu tra’i nang du/sdud par byed pa la sogs pa’i ’phags pa phal che ba 

ni/yang len pas med par bsil ba’i dngos po thob par gyur pa na/’phags pa ’od srungs 

chen po dang/’phags pa yu（read.spu）chen po dang/gtong ba chen po dang/bla ma 

dang/re pa ta la sogs pa so so yang dag par rig pa thob pa’i dgra bcom pa’i dge ’dun de 

ltar bzhugs pa na/ bdud sdig can bzang po thams cad kyi mi mthun pa’i phyogs su gyur 

pa/dge slong gi cha byed ’dzin pas/sgyu ’phrul sna tshogs bstan te/gzhi lngas dge ’dun 

gyi dben （read.dbyen） chen po bskyed de/gnas brtan klu zhes bya ba dang/yid brtan pa 

zhes bya ba mang du thos pa dag gis gzhi lnga bsngags par byed do//gzhi lnga ni rjes su 

ston par byed cing des gzhan la lan gdab pa dang/mi shes pa dang/yid gnyis dang/yongs 

su brtag pa dang/bdag nyid gso bar byed pa ni lam yin te/’di ni sangs rgyas kyi bstan pa 

yin no zhes zer ro//de nas dge ’dun sde gnyis su chad nas gnas te/gnas brtan pa dang/

phal chen sde pa ’o//de ltar lo drug cu rtsa gsum bar du dge ’dun phye nas ’khrugs long 

gis gnas so//de nas ston pa mya ngan las ’das nas lo brgya phrag gnyis ’das pa na gnas 

brtan gnas ma’i bus bstan pa yang dag par bsdus so//des yang dag par bsdus pa’i rjes la/

dge ’dun phal chen pa ni rnam pa drug tu gyes la/gnas brtan pa ni rnam pa bcu gnyis su 

gyes te gnas par bshad do// （53b/5-56a/1）

注
＊以下注が多く、参考にも不便なので、頻繁に使用するテキスト及び諸研究を、予め、リ
ストアップしておきたい。
テキスト（1次資料）
（1）　『思択炎』Tarkajvālā,rTog ge ‘bar ba（デルゲ版、No.3856）、
（2）　『異部分派解説』Nikāyabheda-vibhaṅga-vyakhyāna,sDe pa tha dad par’byed pa dang 
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rnam par bshad pa（北京版、No.5640）
（3）　寺本婉雅・平松友嗣『蔵漢和三譯對校　異部宗輪論』（昭和 49年、初版昭和 10年，
同書には（2）のテキストが収録されている、以下寺本・平松本所収テキストと略す）
研究（2次資料）
（1）　渡邊瑞嚴「淸辨造・蔵文「小乘十八部分派解説」譯註」『大崎学報』94, 1939（『思
択炎』関係個所の訳註、以下渡邊論文と略す）

（2）　寺本婉雅・平松友嗣『蔵漢和三譯對校　異部宗輪論』（昭和 49年、初版昭和 10年，
『異部分派解説』の訳註、以下寺本・平松本と略す）
（3）　木村泰賢・干潟龍祥「國譯異部宗輪論附錄　結集分派史考」（未定稿）『國譯大蔵經　
論部十三巻』昭和 50年（以下では木村・干潟本と略す）

（4）　金倉圓照『印度中世精神史』中、昭和 37年（以下金倉本と略す）
（5）　塚本啓祥『初期仏敎敎團史の研究―部派の形成に關する文化史的考察』昭和 41年
（以下塚本本と略す）
（6）　静谷正雄『小乗仏教史の研究―部派仏教の成立と変遷―』昭和 53年（以下静谷本
と略す）

1）　前掲注 II-1）の池田論文 p.2、『毘婆沙海』という呼称は、ジャムヤンシェーパも使用
する。拙稿「ジャムヤンシェーパ作『学説綱要書』「毘婆沙師」章についての報告」『駒
澤大学仏教学部論集』第 41号，平成 22年、p.341参照。古いところでは、V.P. 
Wassilief, Der Buddhismus, seine Dogmen, Geschichte und Literatur, 1860, S. 293には、『毘
婆沙海』がチベット語表記でしめされている（本書は、書名を打ち込むと、ネットで
披見可）なお、毘婆沙師という名称が『大毘婆沙論』にちなんでいることは、半ば定
説化している。しかし、筆者は疑問を持っている。なぜなら、『大毘婆沙論』の浩瀚さ
を嫌い、簡略化しようとする者達も、同じグループ内にいたことも忘れてはならない
と考えるからである。『倶舎論』は、簡略化の極みに違いない。そして毘婆沙師が『倶
舎論』をも重んじるならば、「簡にして要を得た分析家」と見なすことも可能であると
考えた。その点については、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.237-235参照。

2）　ジナプトラ（Jinaputra）の『阿毘達磨集論注』（Chos mngon pa kun las btus pa’i bshad 
pa, Abhidharmasamuccaya-bhāṣya, デルゲ版、No.4053）及び同『阿毘達磨集論解説』
（mNgon pa chos kun nas btus pa’i rnam par bshad pa, Abhidharmasamuccaya-vyākhyā, デル
ゲ版、No.4054）を一瞥した限りでは、チャンキャの文言と一致する文は見つからな
かった。しかし、チベットにおいて『阿毘達磨集論』研究は盛んであった。その点に
ついては、井上智之「チベット撰述のアビダルマ文献」『仏教大学大学院研究紀要』16, 
1988, pp.23-25参照（ネットで披見可）。

3）　覚賢作『智心髄集注』（Jñānasārasamuccayanāmabhandana, Ye shes snying po kun las 
btus pa zhes bya ba’i bshad sbyar）には、以下のようにある。
彼らは、過去と未来の因を承認し、三時を実質的素材（rdzas, dravya）の特筆論とす
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る者、若しくは、『大毘婆沙論』という典籍（gzhung）と一致したことを論ずる者な
ので、かれらをそのように言うべきである。
’di dag ’das dang ma ’ongs pa’i rgyur khas len cing dus gsum dag rdzas kyi bye brag tu smra 
ba ’am/bye brag tu bshad pa chen po’i gzhung dang mthun par smra bas na de dag la de skad 
ces bya ‘o//（デルゲ版、No.5252, tsa, 42b/3-4）
山口益博士は、ここを以下のように訳している。
彼等（毘婆沙師）は過去と未来との因を許し、三世を實（dravya）によりて分別説
（vibhāṣa）す、又は大註疏の宗（mahāvibhāṣamati）と順應して説くから、彼等を毘婆
沙師と云ふ。（山口益「聖提婆に歸せられたる中觀論書」『中觀仏敎論攷』所収、昭
和 40年（2版）、p.294）
博士の訳文中「實」dravyaに関しては、若干の問題が残っている。例えば、次のよう
な指摘がある。
このように、説一切有部は、dravyaを「独自のあり方をするもの」とみなし、「存在
要素（dharma）」という語では十分に示すことのできない個別性を強調する場合にこ
の語を用いているのである。それに対して経量部 /世親は、「実体性」を強調して批
判を加えている。ここに両者の大きなズレが生じているものと考えられる。（佐古年
穂「『倶舎論』における dravyaについて」『江島恵教博士追悼論集 空と実在』
2001p.47）
また dravyaのチベット語訳 rdzasについては、現銀谷史明「毘婆沙部（bye brag smra 
ba）における存在の分類」『日本西蔵学会会報』47, 2002, pp.3-17で問題視され、次のよ
うな貴重な報告がなされている。
毘婆沙部の存在論についてのゲルク派の見解には、rdzas yodは rdzas su yod paの単な
る省略形なのではなく、指示対象を異にする概念であるという認識があったわけで
ある。（p.14）
同氏は rdzas yodを「実体存在」rdzas su yod paを「実体として存在するもの」と訳す
（p.14）。さらに、齋藤直樹氏は、佐古氏の論文に言及しないものの、dravyaを「単一
体」と訳す。（齋藤直樹「自性の特異性―『倶舎論』に表れる説一切有部の教学上の基
礎概念―」『印度学仏教学研究』54-2, 2006, pp.930-924, 特に（注 1）参照）。管見の範囲
で、dravyaについての研究を紹介してきたが、遺憾ながら、結論を出せる段階にない。
インドでは一般的に何を意味したのか？学派毎に意味の違いはあるのか？等々地道で
膨大な労力をもって、dravya（rdzas）を渉猟するしかないだろう。dravyaと prajñaptiを
対比し、前者を「実」後者を「仮」とする従来の訳語では、理論構造の把握は不十分
ではないか、という疑念は強い。前掲注 Iの 3）の拙稿は、筆者の仮説を述べている。
さらに、覚賢について、山口博士は、以下のように伝える。
所謂「覺賢」が印度仏史上云何なる事跡の人師なるか寡聞未だ此を審にせぬのであ
るが、ターラナートハ史に從へば、ヴイクラマシーラ（Vikramaçīla）時代（A.D.七
七○以後）の十二人のタントラ阿遮梨耶の最後より二人目に覺賢なる名が誌される。
或はその人か。何れにしても、後に關説するであろう如く、その註釋中に寂護の中
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觀瑜伽派について述べるものがあるから寂護（七○○―七六三）以後の註釋家なる
ことは云う迄もない。從つてその時期は密敎興隆の時代であるが、覺賢の引用する
經文に密敎的色彩の多いこと、或は又後に一言する如く「大樂」等云ふ語の使用せ
られたこと、等から推して、覺賢が所謂タントラ阿遮梨耶中に算へ上げられたター
ラナートハの叙述は首肯せらるるであろう。（山口本、p.262）
アティシャ（Atiśa, 982-1054）との関係に注目し、望月海慧氏は、こう述べている。
アティシャ（982-1054）は、自らの師として彼〔覚賢〕の名前を挙げて著作を多く引
用していることから彼〔アティシャ〕より先行する時代の者である。…アティシャ
〔の主著〕『菩提道灯論』はボーディバドラの『菩薩律儀二十論細疏』と『三昧資糧
論』に依拠して著されたものであり、彼はボーディバドラを同時代の中観思想の師
であると認識していたと言える。（望月海慧「ボーディバドラとアティシャ」『宗教
研究』79-4, 2006, pp.252-253、〔　〕内筆者の補足）
蛇足ながら、アティシャの呼称についても述べておこう。簡単な経緯は、拙稿「『青史』
余聞」『駒澤大学仏教学部論集』第 46号、平成 27年、p.362の注 1）及び「悪役クトゥ
ンー初期カダム派裏面史―」『駒澤大学仏教学部研究紀要』第 74号、平成 28年、
pp.308-307の注 1）参照、前掲 Harunaga Issacson and Francesco Sferra本には、以下のよ
うな指摘がある。
我々は、アティシャがより好ましいのか疑念を持っている。…想像を逞しくすれば、
尊敬と顕彰の印として与えられた真っ当なインドの称号を仮定すると、アティシャ /
アティーシャを背後に追いやるのだ。恐らく、アディーシャ（Adhīśa）だったはず
だ。アディーシャからアティシャへの転訛（変化）が、アティシャヤからアティシャ
のそれよりありそうもないとは思えない。…（Harunaga Issacson and Francesco Sferra、
op.cit.notes51）
こうして、学界の支持を得たアイマ―（H.Eimer）説に一石を投じている。

4）　江島惠教氏は、『中観思想の展開―Bhāvaviveka研究』昭和 55年（pp.13-15）におい
て『思択炎』の著者問題に触れ、バーヴィヴェーカ作に関し疑問を呈した。その後、同
氏は、「バーヴァヴィヴェーカ /バヴィヤ /バーヴィヴェーカ」（『空と中観』2003所収、
pp.509-520、初出『印度学仏教学研究』38-2, 1990）を発表し、以来、『中観心論』
Madhyamikahṛdayaの著者名をバーヴィヴェーカ（Bhāviveka）とすることは定説となっ
た。以上を踏まえれば、本訳注においてまず、『中観心論』の注釈書『思択炎』の著者
に対し、バーヴィヴェーカという名を使用するのは躊躇われる。さらに、チャンキャ
は、言及しないものの、近代研究において、部派分裂を扱う際、取り上げられること
の多い『異部分派解説』Nikāyabheda-vibhaṅga-vyākhyānaの著者は、部派仏教の研究書
では通例、バヴヤ（Bhavya）と呼ばれる。例えば、この分野の先駆的研究、寺本・平
松本では、『異部分派解説』和訳・チベット語テキストを載せ、著者名は跋毘耶（バヴ
ヤ）とし、附録 pp.2-3には、Bhavya第一説・Bhavya第二説、Bhavya第三説の図が示
されている。この跋毘耶について、同書・解題では、次のように述べている。
蔵所傳の跋毘耶（Bhavya, Legs-Ldan）の著『異部精釋』〔＝『異部分派解説』〕…によ



チャンキャ『宗義書』における部派仏教に関する記述（1）（木村） （87）

−142−

りて、跋毘耶なる著者は分別明菩薩、又の名淸辯論師と同人なりや否やとの論議を
生ずるに至つた。…跋毘耶は仏護や分別明や、月稱よりも後輩の出世であつて、跋
毘耶は分別明を尊重し敬禮してゐるより見れば彼等兩者は類似の同名異人であるこ
とが明瞭である。（同書、pp.5-6,〔　〕内筆者の補足）
これによれば、バーヴィヴェーカとバヴヤを別人としている。江島博士も、それに触
れ、こう述べている。
これ〔『異部分派解説』〕は TJ〔＝『思択炎』〕ad MHK〔『中観心論』〕IV.8（Dsa 
161a-169b5）と同じものを本文としている。訳者が TJと同じこともあり、翻訳時に
TJのその部分とは別にこの書の原文が単独のものとして存在していたかどうかは疑
わしい。またこれが Bhāvaviveka自身の筆になるものかどうかも疑問視されている。
（江島前掲書、p.10,〔　〕内筆者の補足）
『思択炎』の著者問題については、その後も論じられている。主な論文を挙げておこう。
池田道浩「Tarkajvālāの二諦説に関する疑問（1）」『曹洞宗研究員研究紀要』31, 2007, 
同「Tarkajvālāの二諦説に関する疑問』『駒沢短期大学仏教論集』7, 2001, 同「正しい世
俗（tathyasaṃvṛti）と後得智』『印度学仏教学研究』50-1, 2001、安間剛志「Tarkajvālā
の二諦説」『印度学仏教学研究』56-1,平成 19年、同「Bhāvivekaと Tarkajvālā」『日本
西蔵学会々報』54, 2008。池田氏は『思択炎』の著者をバーヴィヴェーカとすることに
批判的であり、安間氏は肯定的である。筆者は、これ等の研究に如何なるコメントを
も出すことは叶わない。このような中にあって、往年の大学者、金倉圓照博士は、『異
部分派解説』を論じ、その渦中、次のように述べている。
著者バヴヤは、通常漢譯の淸辨（淸辯）と同一人とせられ、西暦六世紀の出生と見
られてゐる。従つて部派の分類からいへば、本書〔『異部分派解説』〕は空觀に屬し
てをる。（金倉本、昭和 37年、p.285、〔　〕内筆者の補足）
博士は、さらに、こう明確に言う。
バヴヤ Bhavyaは Bhāviveka, Bhāvaviveka, 分別明、淸辨（淸辯）などといはれるのと
同一者であると見られてゐる。寺本氏はバヴヤと淸辯とは別人であるとしてゐる。
（金倉本、p.289の註 2）
金倉博士は、先に見た寺本説を否定している。博士は、同註で、2書を根拠として挙げ
ている。その 1つは、『望月仏敎大辞典』の記述を指示している。以下のようなもので
ある。
淸辯…梵語名婆毘吠伽 bhāvivekaの譯。西藏名 legs-ldan-ḥbyed.又婆毘薜伽に作り、明
辯、或は分別明とも譯し、一に bhavya（西 legs-ldan）に作る。（p.2761）
もう 1つは、矢張り著名な学者、山口益博士の書を指示する。そこにはこうある。
漢譯に云ふ「淸辨」の原語は何であつたであろうか。ドゥ・ラ・ヴレー・プーサン
敎授は、大乗掌珍論仏譯の序に Bhāvavivekaでも Bhāvivekaでも將叉 Bhavyaでも良
いと云つて居る。…主としてドゥ・ラ・ヴレー・プサン敎授が淸辨の原名について
列擧するところに依る。Bhavyaの語は西藏譯に於ては梵語の音譯のままにも用ひら
れるのであり、さう云ふ√ bhūを語源とした言葉も用ひられるのであるから、淸辨
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の淸又は明を bhāのみに限定するのは云何なるものか。プーサン敎教の用ふる如く、
ともかく三語が併せ殘されて良いのではないか。（山口益『仏敎における無と有の對
論』昭和 16年、pp.49-51）
山口博士は、断定はせず、プサンに従っておく、という立場である。ただ、最初に見
た江島論文「バーヴァヴィヴェーカ /バヴィヤ /バーヴィヴェーカ」のターゲットは、
他ならぬプサンである。写本を駆使した綿密な江島説は、現学界では広く認められて
いる。今は、本訳注を進めるに当たって『思択炎』と『異部分派解説』の奥書を確認
し、訳文の著者名はそれに従うこととしたい。
　『思択炎』の奥書
　『中観心論頌』の注釈『思択炎』は、偉大なる師バヴヤが完書した。
　  dbu ma’i snyin po’i tshig le ‘ur byas pa’i ‘grel pa rtog ge ‘bar ba/slob dpon chen po bha byas 

mdzad pa rdzogs so// （デルゲ版、No.3856, Dsa, 329b/2）
　『異部分派解説』の奥書
　『異部分派解説』は、師バヴヤが完書した。
　sde tha dad par byed pa dang rnam par bshad pa/slob dpon bha vyas mdzad rdzogs so//
（北京版、No.5640, ’U, 187a/8-187b/1）

2作品の奥書の相違は、「偉大なる」chen poの有無だけである。本訳注では、現学界の
趨勢に反するかもしれないが、バヴヤを使用する。しかし、この「偉大なる」添付は、
意味ある事なのかもしれない。なぜなら、本注の江島論文には、以下のような指摘が
あるからである。
十八世紀のチベット仏教学者 lCan skya Rol paḥi rdo rje（1717-1786 A.D.）がその宗義
書の中でMRP〔『中観宝灯論』〕の著者をMHK〔『中観心論』〕等の著者とは別人と
見做し、“小 Bhavya（Legs ldan chuṅ ba）”後の Bhavya”（Legs ldan phyi ma）と呼ん
でいる…（p.518）
この指摘を意識すれば、『思択炎』の著者は、単にバヴヤと呼ばれるのではなく、偉大
なるバヴヤ、あるいは大バヴヤと称されなければならないのだろうか。「偉大なる」が
師にかかる形容詞であり、バヴヤを形容していないという理由で、結論の見えない今
は、バヴヤとだけしておきたい。

5）　lugsの訳語は、通常「見解」「流儀」であるが、部派仏教を論ずる際、バヴヤ第一説
等の呼称が有名であるのに合わせて「説」と訳す。

6）　渡邊論文には、バヴヤの 3説の訳註があるので、随時チャンキヤの引用の参考とし
た。また、寺本・平松本の訳註も同様に参考とした。

7）　『思択炎』（148b/4）、『異部分派解説』（117a/3），寺本・平松本所収テキスト（p.18, 
l.8）では、すべて yongs su mya ngan las ’dasで yongsが加わっている。

8）　チャンキャのテキストは、brgya dang bcu drugである。『思択炎』では、brgya bcu 
drug（148b/4），『異部分派解説』では、brgya drug cu（177a/3），寺本・平松本所収テキ
ストでは、brgya drug cu（p.18, l.8）。筆者は、「116年」と訳し、渡邊論文訳も同じであ
る。渡邊論文訳 p.71の註①には、年代論の異説が扱われている。また、金倉本、
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pp.298-306は、諸説を論じ、「一見調和しがたい資料を、統一的に解釋する巧な試みと
して、バロウやダットの如上の見解は、慥に傾聽に價するであろう。しかし、これに
よって専門家に皆滿足を與へるやうな結論に達したとは、必ずしも斷定せられない。そ
こに問題の本質的な困難が伏在してゐる」（p.304）と述べている。さらに、塚本本
pp.42-47、pp.149-151にも、年代論各説が詳細にまとめられている。116年説と 160年
説が、漢訳資料・チベット資料にもあるようである。塚本氏は p.151の注（1）におい
て、「仏滅 116年を Aśokaの即位の年とみる Kaśmīraの伝承は、実際の王の治世の合計
より短く感じられ、実在したマガダ王の幾人かの治世を無視せざるをえない難点があ
る。また、それと共に、Kālāśokaと Dhammāśokaの混同を仮定すれば、Mauryaの
Ásokaの即位年代の資料として、116年説を取り挙げることに躊躇せざるをえない」と
述べている。このことからすれば、116年説には否定的である。

9）　「華氏城」はチャンキャのテキストでは、grong khyer me tog gis rgyas pa。塚本本 p.46
では、kusmapuraという梵語とされ、p.56では kusmavistaraが当てられている。チベッ
ト語を直訳すれば「華に埋め尽くされた城」となり、kusmavistaraが適切であろう。『思
択炎』（148b/4-5）、『異部分派解説』（117a/3）はチャンキャと全同、寺本・平松本所収
テキストは grong khyer me tog gi rgyas pa（p.18, l.9）で gisが giとなっていた。渡邊論
文では、p.71の註②で Pāṭaliputra, Kusmaを提示し、寺本・平松本（p.2）では、
Kusmapura, Pāṭaliputraを当てる。筆者には、選択の能力がないが、前述の通り、チベッ
ト語に基づき kusmavistaraを取る。

10）　ダルマアショーカについては、渡邊論文では「法阿育」と訳し、p.70の註③で簡単
に触れる。その註で指示されているのは、木村・干潟本である。その pp.23-27で論じ
られている。最も詳しいのは、塚本本である。その索引から多くの情報を得られるが、
筆者はその真偽を確かめる術もない。

11）　チャンキャのテキスト rgyal srid byed paを「国政を行う」と訳した。『思択炎』
（148b/5）も文は同じだが、渡邊論文訳は「現れし時」（p.71）、『異部分派解説』
（177a/4）、寺本・平松本所収テキスト（p.18, l.9）も同文。寺本氏は「王國を支配せし」
と訳す（p.2）H. A. Jäschke, A Tibetan-English Dictionary （p.109）では rgyal sridに対し
“government,reign”とある。

12）　テキストを dbenから dbyenに改めた。『思択炎』（148a/5）、『異部分派解説』
（177a/4）、寺本・平松本所収テキスト（p.18, l.9）はすべて dbyen。

13）　対応サンスクリット名は、内外の研究を網羅している、塚本本の索引に頼り、それ
に従った。なお、大衆部について、ごく狭い引用であるが、以下に紹介して置きたい。
平川彰博士は、次のように述べる。
大乗仏教が出現したあとにも、大衆部は存続していたから、大衆部が発展的に解消
して、大乗になったとは見難い。しかし大衆部の教理には大乗仏教と共通なものが
あるから、大乗の興起に大衆部が影響を与えたことが考えられる。（平川彰『インド
仏教史』上、1974, p.331）
西村実則氏は、以下のように指摘する。
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　〔大乗仏教で重用される〕『八千頌般若経』断片が大衆部と同様の中期インド語を
用い、バーミヤンで発見された以上、この断片はバーミヤンに展開した大衆部と密
接であったことが考えられる。（西村実則「大衆部と『般若経』の接点―新出『八千
頌般若経』断片を手掛かりにー」『仏教とサンスクリット』平成 29年、所収、p.290、
〔　〕内筆者の補足）
また、静谷本、pp.53-70には系統内の詳しい説明がある。

14）　大衆部と上座部の相違について、木村・干潟本では、以下のように述べられている。
上座部の仏身觀は大體に於て阿羅漢即仏なり、我我の修行によりて達せる阿羅漢は
即ち仏と等しとす。大衆部の徒は、仏を超越的人格として崇敬し、仏の肉身それ自
身も我我人間と異り、我我人間は如何に修行して阿羅漢位に達したりとも到底現世
に於て仏と同一とは成る能はず、仏と阿羅漢とは不可越の間隔ありとす。（木村・干
潟本、p.18の注 17）
また、佐々木閑氏は、次のような示唆的発言をする。
上座部系の律と大衆部系の律の間にこのような違いがあるのだから、それは上座部
と大衆部の根本分裂に起因するものと考えるのが最も妥当な解釈かもしれないが、そ
れも単なる推測に過ぎず、具体的な証拠があるわけでもない。それに上座部律と大
衆部律の犍度部〔集団行事の規定〕の違いが根本分裂に起因するなら、どうして経
分別〔波羅提木叉の解釈〕にはそのような構造的相違がないのか、犍度部だけがど
うして違ってしまったのかという疑問が残る。（佐々木閑『インド仏教変遷論　なぜ
仏教は多様化したのか』2000, p.126,〔　〕内筆者の補足）

15）　渡邊論文 p.73の註①に説明あり。
16）　渡邊論文 pp.73-74の註②に説明あり、木村・干潟本 p.38にも説明あり。
17）　渡邊論文 p.74の註③に説明あり、木村・干潟本 pp.38-39にも説明あり。
　　さらに、静谷本、pp.71-78には詳しい説明がある。
18）　渡邊論文、p.74の註④に説明あり、木村・干潟本 p.39にも説明あり。
19）　木村・干潟本 p.39に説明あり、静谷本、pp.79-94にも詳しい説明あり。
20）　渡邊論文、p.74の註⑤に説明あり、木村・干潟本、p.40にも説明あり。
　　また、静谷本 pp.94-98にやや詳しい説明あり。
21）　渡邊論文、p.74の註⑥に説明あり、木村・干潟本、pp.39-40にも説明あり。また、
静谷本、pp.98-104に詳しい説明あり。

22）　チャンキャのテキストは、rnams soと終わるが、『思択炎』は ’o （148a/7）で終わり、
『異部分派解説』（177a/7）、寺本・平松本所収テキスト（p.18, l.16）も ’oで終わる。

23）　チャンキャのテキストは、gnas brtan pa dang/であるが、『思択炎』は、gnas brtan pa 
nyid la/gangs ri ba zhes kyang brjod pa dang/ （148a/7）『異部分派解説』は、gnas brtan pa 
nyid la gangs ri ba zhes kyang brjod pa dang/ （177a/7）寺本・平松本所収テキストは、gnas 
brtan pa nyid la/gangs ri ba zhes kyang brjod pa dang/ （p.19,l.1）である。渡邊論文訳は「上
座自身（Mūla-sthavira）=雪山（Haimavata, grans-ri-ba）（p.72），寺本・平松本訳は「上
座部を或いは雪山部（Haimavata）とも稱せられ」（p.2）。上座部と雪山部については、
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渡邊論文 p.74の註⑦に説明あり。木村・干潟本 p.40にも説明あり。また、塚本本
pp.479-180には、舎利壺銘文において雪山部の人物名を伝え、pp.591-592でもこの部派
に触れている。

24）　説明の必要がないほど現学界では有名な部派である。部派分裂を中心とした概要は、
静谷本 pp.112-160参照。説一切有部は、現在『倶舎論』を軸として研究され、その重
要性は事改めて述べるまでもないが、所謂アビダルマという狭い分野に限って扱われ
るべきものではない。その点だけを、再認識してもらうために、著名な学者の意見を
紹介しておこう。世界的学者ムルティ（T. R.V. Murthi）は、こう述べている。
毘婆沙師〔の思想〕体系の正確で適切な理解は、龍樹の論理的手法を正しく見極め
るための基盤である。というのも、それ〔＝龍樹の論理的手法〕は、主として、毘
婆沙師〔の思想〕体系に向けられているからである。（T. R.V. Murthi The Central 
Philosophy of Buddhism A Study of the Madhyamika System, Lodon, 1955, p.69, ll.1-3）

また、日本を代表する学者中村元博士は、次のようにいう。
『中論』の主要論敵は何といっても説一切有部であろう。（中村元『人類の知的遺産

13ナーガールジュナ』昭和 55年、p.60）
さらに、ローゼンベルグ（O. Rosenberg）も、こう述べている。
竜樹の中論に於ける論議を正当に評価しうるのも一切有部の理論をもとにしたこれ
らの論書の理解があってこそである。何故ならば、竜樹即ち空論者の論議こそ毘婆
沙師に向けられているからである。（佐々木現順『仏教哲学の諸問題』訳書 p.51, O. 
Rosenberg, Die Probleme der buddhistischen Philosophie, Heiderberg, 1924, p.37, ll.25-29）

25）　犢子部の分派概説は、静谷本 pp.214-233に詳しい。渡邊論文 p.75の註⑨に説明あ
り。木村・干潟本 pp.41-42にも若干詳しい説明あり。これ以降、チャンキヤのテキス
トは、『思択炎』等と異同が多い。チャンキャは、thams cad yod par smra ba dang/gnas ma 
bu pa dang/であるが、『思択炎』（148a/7-148b/1）、『異部分派解説』（177a/8）、寺本・平
松本所収テキスト（p.19, ll.1-3）では、thams cad yod par smra ba nyid la rnam par phye ste 
smra ba dang/rgyur smra ba dang/kha cig mu run ta ka pa zhes kyang zer pa dang/gnas ma’i bu 
dang/である。訳を読み進んでいくと、この個所はバヴヤ第 1説の後半に、やや言い方
を変えて移されている。渡邊論文訳は「説一切有部…＝分別説部…＝説因部…
Muruntaka、佳女子部（…=犢子部）」（p.72）、寺本・平松本訳は「説一切有部…を分別
説部…とも説因部とも稱せられ、或ものはムルンタカ部とも云へり」（p.2）である。

26）　渡邊論文 p.75の註⑩に説明あり、木村・干潟本 p.43にも説明あり、静谷本 pp.221-
223には、法上部の石柱銘文等が紹介されている。

27）　渡邊論文 p.75の註⑪に説明あり。木村・干潟本 p.43にも説明あり。静谷本 pp.223-
228には、賢冑部の碑銘が紹介されている。

28）　並河孝儀『インド仏教教団　正量部の研究』2011では、一切所貴部に以下のように
触れている。
　「正量部」の名称はチベット語訳では mang pos bkur ba,kun gyis bkur baとほぼ一定
した語が見られる。それによれば、語根は saṃ√ manから派生した saṃmatīyaとい
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う原語が想定できる。つまり、チベットでは「正量部」を「多くの（一切の）人た
ちに敬われる人々」（一切所貴）を意味する部派名と理解していたのである。（p.39）
渡邊論文 p.75の註⑫に説明あり、木村・干潟本 p.43にも説明あり。チャンキャのテキ
ストは、kun gyis bkur ba dang/mang ston pa dang/であるが、『思択炎』（148b/1）、『異部
分派解説』（177b/1）、寺本・平松本所収テキスト（p.19, ll.4-5）では、kun gyis bkur ba la 
kha cig a pan ta ka pa yang zer/kha cig ni ku ru ku la zhes kyang zer ba dang/mang ston pa 
dang/である。渡邊論文訳は「一切所貴部…＝ Apantaka, avantaka, Kurukuraka」（p.72），
寺本・平松本訳は「一切所貴部…を或ものは不可棄部（Avantaka）とも云ひ、或ものは
クルクラ部（Kurukuraka, kurukulla）とも云へり」（p.3）これも、チャンキヤは後半に移
している。

29）　静谷本 pp.161-172に詳しい説明がある。渡邊論文 pp.75-76の註⑬に説明あり。な
お、本稿では渡邊論文 p.72を参考にして、「多説部」という訳語を与えた。

30）　静谷論文 pp.173-200に詳しい説明がある。渡邊論文 p.76の註⑭に説明あり、木村・
干潟本にもやや詳しい説明あり。寺本・平松本では「法密部」と訳す（p.3）。

31）　渡邊論文 p,76の註⑮に説明あり。木村・干潟本 pp.45-46にも説明あり。善雨部とも
善歳部とも言う。Varṣaに「雨」と「歳」の両義があるためであろう。Kāśyapa（カー
シュヤパ、飲光）が開いたとされ、飲光部とも言われるようである。詳しくは、静谷
本 pp.201-213参照。チベット語直訳は「善雨を降らす派」である。寺本・平松本では
「降善法部」と訳す（p.3）。チャンキャのテキストは、char bzang ‘bebs pa dang/と説明
を切るが、『思択炎』（148b/1-2）、『異部分派解説』（177b/1-2）、寺本本所収テキスト
（p.16, l.6）では、char bzang ’bebs pa zhes by aba la kha cig ni ’od srungs pa zhes zer ba dang/
である。渡邊論文訳は「雨善法部…＝飲光部？伽葉部」（p.72）、寺本・平松本訳は「降
善法部…と稱せられるものを或ものは、伽葉部…とも云へり」（p.3）。

32）　渡邊論文 p.76の註⑯に説明あり、木村・干潟本 p.46説轉部の項に説明あり。渡邊
論文は「上人部」（p.72）と訳し、寺本・平松本は「無上部」（p.3）と訳す。チャン
キャのテキストは bla ma pa zhes bya ba rnams so//と切るが、『思択炎』（148b/2）、『異部
分派解説』（177b/2）、寺本・平松本所収テキスト（p.19, ll.6-7）は、bla ma pa la kha cig 
ni ‘pho bar smra ba zhes zer ba ste/sde pa bco brgyas kyi dbye ba ni de dag go//である。渡邊
論文訳は「上人部…＝説轉部…等にして以上十八部なり」（p.72）寺本・平松本訳は
「無上部…を或ものは説轉部…とも云ひて、十八部の分裂とはそれ等なり」（p.3）。チャ
ンキヤは、言い方を変え、短く後半部に付け加えている。

33）　この部分は、『思拓炎』等とは言及個所が異なり、言い回しも相違する。注 23）参
照。

34）　この部分は、『思拓炎』等とは言及個所が異なり、言い回しも相違する。注 25）参
照。分別説部・説因部については、渡邊論文 p.74の註⑧に説明あり、説因部について
は、木村・干潟本 pp.42-43に説明あり。訳文では表記に従い「ムトゥンタカ部」とし
たが、『思択炎』等では「ムルンタカ部」であり、前掲塚本本索引で調べても「ムルン
タカ部」（Muruntaka）が正しいらしい。なお、筆者は、部派名に疎いが、分別説部に関
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してのみ、『倶舎論』で見たことがある。説一切有部の中核思想「三世実有論」を論じ
た個所である。以下に、紹介しておこう。部派名の個所のみ太字にしてある。
　それが存在するので、〔毘婆沙師は〕一切が存在すると説く者達〔説一切有部〕と
認知されたからである。
　つまり（hi）、過去・未来、そして現在のもの一切が存在すると、語る者共、彼等
が「説一切有部」なのである。
　然るに、現在、そして、結果をもたらしていない、若干の過去の業は存在し、結
果をもたらした若干の過去〔の業〕、そして未来は、存在しないと、分けて、語るの
は、分別論者（vibhajyavādin, rnam par phye ste smra ba）なのである。（小谷信千代・
本庄良文『倶舎論の原典研究　随眠品』2007,p.112の訳を参照した）
サンスクリット原典
1.　tasmād asty evātitānāgatam iti vaibhāṣikāḥ/avaśyaṃ ca kilaitat sarvāstivādena 

sata’bhyupagantavyam/yasmāt
　tadastivadat sarvāstivāda iṣṭāḥ,
ye hi sarvam astīti vadanti atītam anāgataṃ pratyutpannaṃ ca, te sarvāstivādāh/
ye tu kecid （read.kiṃcid） asti yat pratyutpannam adattaphalaṃ cātītam karma, kiñcin nāsti 
yad dattaphalam atītam anāgataṃ ceti vibhajya vadanti, te vibhajyavādinaḥ/
（ed by P, Pradhan; p.296, ll.1-6, S. D. Sastri; p.633, ll.2-8）
チベット語訳
2.　de lta bas na bye brag tu smra ba rnams na re ‘das pa dang ma ‘ongs pa yod pa kho na ‘o 

zhes zer ro//thams cad yod par smra ba yin phan chad gdon mi za bar ‘di khas blang bar 
bya dgos zhes grag ste/’di ltar 
　de yod smra ba’i phyir thams cad yod par smra bar ‘dod/
gang dag ‘das pa dang ma’ongs pa dang da ltar byung ba thams cad yod par smra ba de 
dag ni thams cad yod par smra ba yin gyi/gang dag da ltar ba dang ‘bras bu ma skyed pa’i 
las ‘das pa gang yin pa cung zad cig ni yod/ma ‘ongs pa dang ‘bras bu bskyed zin pa’i ‘das 
pa gang yin pa cung zad cig ni med do//zhes rnam par phye ste smra ba de dag ni rnam 
par phye ste/smra ba dag yin no/ （北京版、No.5591,Gu.280a/6-280b/2）

3　玄奘訳
.説三世有故、許説一切有。
毘婆沙師定立去来二世実有。若自謂是説一切有宗決定応許実有去来世以説三世皆定
実有故、許是説一切有宗。謂若人有説三世実有方許彼是説一切有宗。若人唯説有現
在世及過去世未与果業説、無未来及過去世已与果業、彼可許為分別説部。（佐伯旭雅
『冠導阿毘逹磨倶舎論』II,平成 5年、rep. of 1978, p.829, l.4-831, l.4）
4　真諦訳
.是故知過去未来是有、毘婆沙師立如此。若人自我是薩婆多部同学。此義必応信受。
何以故。偈曰由執説未与果是有、若過去業已与果、及未来無果此皆是無、若如此分
別故、三世実有、此人非説一切有部摂、是分別部所摂。（大正新脩大蔵経、No.1559, 
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257c/19-27）
35）　注 28）参照。塚本本の索引で調べると Kurukukka, Kurukulaどちらも示されていた。
36）　注 31）参照。
37）　注 32）参照。
38）　チャンキャのテキストは、phye pa’i dus dang/gnas dang rgyu mtshan snga ma dang/’dra 

ba la rtsa ba’i dbye ba rnam pa gsum ste/だが、『思択炎』（149b/1）、『異部分派解説』
（178b/7）、寺本・平松本所収テキスト（p.21, ll.12-13）は、gzhan nyid kyis smra ba ni 

gzhi ni snga ma bzhin du brjod par bya ‘o//rtsa ba’i dbye ba ni gsum ste/である。渡邊論文訳
は「次の説は因由（根本）に於ては前説の如く述られる。根本の分派は三部にして」
（p.76）、寺本・平松本訳は「他のものによつての説は、根本（gShi）は前の如く説くべ
きなり。根本の分裂は三なり」（p.7）。所謂バヴヤ第二説の導入部分である。筆者は
「〔バヴヤ〕第 2説（lugs）とは、分派の時期（dus）、場所（gnas）、動機（rgyu mtshan）
が、前〔第一説〕の通りのものに対して、〔異論を説くものである〕。根本分裂は 3種
である」と訳したが、確信のない訳である。

39）　チャンキャのテキストは、gnas brtan pa yang gnyis te/だが、『思択炎』（149b/2）、『異
部分派解説』（178b/8）、寺本・平松本所収テキスト（p.21,l.14）は、de la gnas brtan pa 
yang rnam pa gnyis te/で僅かな違いがある。渡邊論文訳は「上座は又二に分れる」
（p.76）、寺本・平松本訳は「その中、上座部はまた二部にして」（p.7）。

40）　チャンキャのテキストは、yod smra ba yang gnyis te/de nyid dang/mdo sde smra ba ‘o//
だが、『思択炎』（149b/2）、『異部分派解説』（178b/8-179a/1）、寺本・平松本所収テキス
ト（p.21, ll.15-17）は、yang thams cad yod par smra ba yang rnam pa gnyis te/thams cad yod 
par smra ba dang/mdo sde smra ba zhes bya ‘o//で違いがある。渡邊論文訳は「説一切有部
が二に分れて（根本）説一切有部と經説（量）部となる」（p.76）、寺本・平松本訳は
「また説一切有部も亦二部にして、…説一切有部と經説部（Sautrāntika）と云はるなり」
（p.7）。
mDo sde smra baを経量部と訳したが、通例 mDo sde paで smraを欠く。その有無によっ
て、相違があるのか否か疑問は残る。

41）　チャンキャのテキストは、gnas ma’i bu yang bzhi steだが、『思択炎』（149b/1）は
gnas ma bu yang rnam pa bzhi ste、『異部分派解説』（179a/1）と寺本・平松本所収テキス
ト（p.21,l.15）は gnas ma’i bu’i yang rnam par bzhi steで、それぞれ微妙に相違する。

42）　前出とチベット語表記が異なるが、同じ部派である。前掲注 28）参照。
43）　前掲注 26）参照。
44）　前掲注 27）参照。
45）　渡邊論文 p.77の註②に説明あり、木村・干潟論文 p.44にも説明あり。
46）　チャンキャのテキストは、rnams so//と終わるが、『思択炎』（149b/3）、『異部分派解
説』（179a/2）、寺本本所収テキスト（p.21, l.18）は、zhes bya ste/と僅かに異なる。

47）　チャンキャのテキストは、drug tu gnas so//だが、『思択炎』（149b/3）、『異部分派解
説』（179a/2）、寺本本所収テキスト（p.22, l.1）は、rnam pa drug tu gnas so//で僅かに異
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なる。
48）　チャンキャのテキストは、dge ‘dun phal chen pa yang rnam pa brgyad de/だが、『思択
炎』（149b/3）、『異部分派解説』（179a/2）、寺本本所収テキスト（p.22, ll.1-2）は、yang 
dge ‘dun phal chen sde ni rnam pa brgyad de/で僅かに異なる。

49）　前掲注 20）参照。
50）　前掲注 21）参照。
51）　渡邊論文 p.77の註③に説明あり、木村・干潟本は p.40で極簡単に触れる。
52）　前掲注 23）の後半参照。
53）　還梵は、塚本本の索引から p.432の表記に従った。渡邊論文 p.77の註④に説明あり、
木村・干潟本 p.40にも説明あり。

54）　前掲注 19）参照。
55）　渡邊論文 p.77の註⑤に説明あり、木村・干潟本 p.37にも説明あり。
56）　チャンキャのテキストは、’di ltar/de nyid dang/shar gyi ri bo pa dang/nub kyi ri bo pa 

dang/rgyal po’i rib o pa dang/gangs ri pa dang/don grub pa dang/mchod rten pa dang/ba lang 
gnas pa zhes by aba rnams so//だが、『思択炎』（149b/3-4）、『異部分派解説』（179a/2-4）、
寺本本所収テキスト（p.22, ll.2-5）は、dge ‘dun pher chen pa dang/shar gyi rib o pa dang/
nub kyi ri bo pa dang/rgyal po’i ri pa dang/gangs ri pa dang/chod rten pa dang/don grub pa 
dang/ba lang gnas pa zhes bya ba ste/de ltar na de dag ni dge’dun phal chen pa’i dbye pa yin 
no//で、相違する。渡邊論文訳は「（根本）大衆部・東山部・西山部・王山部…・雪山
部・制多（山）部・義城部…牛住部…鶏胤部…なり。之等は大衆部の分派なり」
（p.77）、寺本・平松本訳は「（一）大衆部と、（二）東山（住）部と、（三）西山（住）
部と、（四）王山部…と（五）雪山部と、（六）制多（山）部と、（七）義成部…と
（八）犢住部…といはる。かくの如くそれ等は大衆部の分裂なり」（pp.7-8）

57）　チャンキャのテキストは、rnam par phye ste smra ba yang bzhi steだが、『思択炎』
（149b/4）、『異部分派解説』（179a/4）、寺本・平松本所収テキスト（p.22, l.5）は、rnam 

par phye ste smra ba yang rnam pa gzhi ste/で僅かに異なる。
58）　前出とチベット語表記は異なるが、塚本本によれば、化地部（Mahīśāsaka）、前掲注

29）参照。
59）　前出とチベット語表記は異なるが、塚本本によれば、飲光部（Kāśyapīya）、前掲注

31）参照。
60）　前掲注 30）参照。
61）　渡邊論文 pp.77-78の註⑥、
62）　チャンキャのテキストは、zhes bya ba rnams so//で終わるが、『思択炎』（149b/5）、
『異部分派解説』（179a/5）、寺本・平松本所収テキスト（p.22, l.6）は、zhes bya ‘o//で終
わる。

63）　この年代について渡邊論文 p.79の註②に説明あり。また、金倉本では、137年説を
否定し、以下のように言う。
　ここでわれわれは三度び一六○年の分裂説に遭遇したことを銘記すべきであらう。



チャンキャ『宗義書』における部派仏教に関する記述（1）（木村）（96）

−133−

（p.289）
64）　チャンキャのテキストは、bcom ldan ’das mya ngan ’das nas lo brgya dang sum cu rtsa 

bdun lon pa naだが、『思択炎』（149b/5）、『異部分派解説』（179a/5-6）、寺本・平松本所
収テキスト（p22, ll.9-10）は、bcom ldan ’das yongs mya ngan las ’das pa nas bzung nas lo 
brgya sum cu rtsa bdun lon pa na/で、僅かに異なる。

65）　華氏城については、前掲注 9）参照。
66）チャンキャのテキストは、’phags pa phal che ba ni/だが、『思択炎』（149b/6）、『異部
分派解説』（179a/6-7）、寺本・平松本所収テキスト（p.22, l.11）は、’phags phal niで、
ほんの僅か異なる。

67）　チャンキャのテキストでは、yang len pa med par bsil ba’i dngos po thob par gyur pa na/
だが、『思択炎』（149a/6）、『異部分派解説』（179a/7）、寺本・平松本所収テキスト
（p.22, l.12）では、yang len pa med pa na bsil ba’i dngos pot hob par gyur pa na/である。渡
邊論文訳は「不可得なる法（bhāva）を獲得せる」（p.78）、寺本・平松本訳は「不可得
淸涼（śita, bSil-ba）の存在（bhāva, dṄos-po.實體）を得せしものにして」（p.8）、さらに
金倉本訳は「又、取著の無い淸涼の（或は捨棄の）自性をえたもので（len–pa-med par-
bsil-ba-ḥi dṅos-thob-par gyur-ba-na）」（p.286）。まず、yang len pa med parは、渡邊・寺本
訳は「不可得」とし、金倉訳は「又、取著の無い」とする。本稿では「再び得られる
ことがなく」とした。yangを意識し、med parを副詞的に考えた。bsil baは、渡邊論文
訳には欠けている。寺本・平松本訳は「淸涼」とし、金倉訳は「淸涼の（或は捨棄の）」
とする。p.289の註（四）で、金倉氏は bsil-ba は、śīta（淸涼）と pratinisṛjya（捨棄）
の 2語の訳に使用されていることを指摘する。判断は付かなかったが、ここでは一応
「清涼」とした。dngos poは、渡邊訳は「法」、寺本・平松本訳は「存在」、両者は

bhāvaの訳と見る。金倉訳は「自性」である。本稿では bhāvaの訳とし、「状態」と訳
した。従って「再び得られることがない清涼の状態を獲得した」と訳してみた。

68）　チャンキャは ’phags pa yu chen poとするが、『思択炎』（149b/6）、『異部分派解説』
（179a/7）、寺本・平松本所収テキスト（p.22, l.13）は、’phags pa spu chen poとするので
それに従いテキストを変更した。

69）　チャンキャのテキスト、『思択炎』（149b/7）は、so so yang dag par rig paだが、『異
部分派解説』（179a/8）、寺本・平松本所収テキスト（p.22, l.14）は、so sor yang dag par 
rig paである。so soとするか so sorとするかによって、訳は異なる。so soなら前にか
けて「それぞれ」と読める。so sorなら後ろの yang dag par rig paの接頭辞と見なし得る
ので、全体として prati-saṃvitという梵語と理解出来る。本稿では、so soを選択した。
寺本・平松本訳は接頭辞とはせず「各々にして、如實智を」（p.8）とする。渡邊訳も接
頭辞とせず「各々正眞智」（p.78）とする。一方、金倉訳は接頭辞と見て「無碍辯を」
（p.286）と訳し、p.289の註（五）で理由を述べている。

70）　チャンキャのテキストは、sgyu ‘phrulだが、『思択炎』（149b/7）　『異部分派解説』
（179b/1）は rdzu ‘phrul、寺本・平松所収テキスト（p.22, l.16）は、dzu ‘phrul

70）　aテキストを dbyenに改める。『思択炎』（149b/7）、『異部分派解説』（179b/1）、寺
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本・平松本所収テキスト（p.22, l.17）すべて dbyen
71）　チャンキャのテキストには、gzhi lnga niとあるが、『思択炎』、『異部分派解説』、寺
本・平松本所収テキストにはなく、すぐに五事の内容が示されている。五事について
は、問題が指摘されている。管見の範囲で摘記しておこう。木村・干潟本は、以下の
ように論じる。
北傳は何も五事を以て根本分裂の起因とす。されど此れ亦そのままにては認容し得
ざるべし。五事は大衆部成立後次第にその敎理が整頓せられて後に於て始めて確然
と定まりしものにて、分派の初めに於て已に存せしものにはあらざるべし。殊に西
藏の諸傳の中には殆ど何を意味するや不可解なるものもありて、そのままにては到
底分派の係爭問題たりしとは見られざるあり。此等は五事によりて分派せりといふ
傳説を傳へて、然かもその五事が如何なるものなるかを明に知らざりししが爲に生
ぜる誤傳誤寫によるべきか。（pp.16-17）
寺本・平松本では、以下のように言う。
暫くこれを北傳に就いて見るに、かヽる上座大衆二部の分裂の行はれたのは、仏滅
五百餘年或ひは百十六年に即位した阿育（Asoka）王の治下のことであり、その端緒
は五事又は五處に基くものとせられるのである。當時敎團は未だ部派分裂の域に達
してはゐなかつたが、隅々五事の見解は圖らずも四衆或ひは三比丘の對立となり、
こヽに上座大衆二部の分裂を見たと云ふのが異部宗輪論等陳秦二譯の大體の説であ
る。…五事を直接二部分裂の原因と認めざる限り、それの明白なる對立は第二結集
以後に屬する。（pp.12-16）
渡邊論文は、こう述べる。
北傳は一致して五事を擧げて根本分裂の理由とするも南傳は十事非法を起因とする。
何れにしても、南北一致せず、（p.79の註③）
このように、五事を扱うには、膨大な知識が必要である。しかし、筆者には、その用
意はない。今は、チベット語からの訳文等を参照して、自分の訳を示す。

72）　チャンキャのテキスト原文 rjes su ston par byed cing des gzhan la lan gdab paは、『思択
炎』（150a/1）、『異部分派解説』（179b/3）、寺本・平松本所収テキスト（p.23, ll.1-2）des
が deになっている以外、すべて同じである。rjes su ston par byed cingをも五事の内容と
するか否かという点は研究者により異なり、それに応じて訳文も違っている。寺本・
平松本訳は、件の部分を五事に加えず、以下のように訳す。
　五事は宣説せられ、随説せられたり。（曰く）
　（一）　他に屢々惱さるヽこと（gShan-la Lan-gDab-pa）（p.9）
　金倉本訳も、件を五事に加えず、さらに寺本・平松本訳とは異なる。以下の如し。
　彼等は次のように敎示した。即ち、
　（一）　他人に應答すること（gshan-la lan gdab-pa）（p.286）
金倉博士は、明確に寺本・平松本訳を否定し、「「應答」の義であることは、それらに
ついて見れば明かで、惱まされる義は覓めがたい。」（p.290の註（八））と述べる。一
方、渡邊論文訳は、件を五事に含め、次のように訳す。
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（一）　随説して其を他人に説くこと（rJe-su ston-par-byed ciṅ de gshan-la lan gdab-pa）
（p.78）
　また、木村・干潟本では、註にバヴヤ第 3説を紹介し、件を五事に加えず、以下の
ような訳を示す。
之を説けり。即ち、『他に答ふること、…（p.17の註一五）
本稿では、チャンキャのテキストからは、件の部分を五事に加えるべきであると判断
した。「〔誰かに〕指導されて（rjes su ston par byed, anu√ śas）、それ〔指導〕によっ
て、〔あたかも自分が考えたように〕他者に答えを与えること」と訳したが、定見が
あってのことではない。

73）　先訳を提示する。
　　寺本・平松本訳
　　　全ての觀察（yoṅs-su bRtags-pa）（p.9）
　　渡邊論文訳
　　　（四）証知あること（yoṅ-su-brtag）（p.78）
　　金倉本訳
　　　（四）（他人の）分別（yoṅs-su brtags-pa）
金倉本 p.290の註（一○）では、寺本・平松本のテキスト（p.36）に gshan-gyiがある
ことに基づき、「他人の」を加えたとする。その指摘通り何が「分別」あるいは「観察」
「証知」されたのかが問題なのだろう。本稿では、「十全な理解をしないまま、完全に
理解している〔と過信すること〕（yongs su brtag pa, parikalpita）」と訳した。

74）　先訳を提示する。
　　寺本・平松本訳
　　　（五）自己を養うものは道にして（bDag-Ñid gSo-bar Byed-pa-Ni Lam-Yin-Te）（p.9）
　　渡邊論文訳
　　　（五）自己の長養は道なること（bdag-ñid gso-bar-byed-pa ni lam yin-to）（p.78）
　　金倉本訳
　　　（五）自分自身で救ふことそれは道である（bdag-ñid gso-bar-byed-pa-ni lam yin te）
金倉本 p.290の註（二）では「gso-baはMVPで poṣa（養育者）とあるが、Jaschkeに
は to cure,to mendの意味も出てゐる」とし、「救う」と訳した。本稿では、遺憾ながら、
定見のないまま H. A. Jäschke, A Tibetan-English Dictionary, gso baの第 1義として示され
る to feed nourlishを採用し、「養う」とした。

75）　五事についての重要性は認識したが、現在の筆者の力量の及ぶところではない。ご
指摘を期待する。合わせて、今後の研究課題とすることを約したい。

76）　チャンキャのテキストは、de nas dge ’dun sdeだが、『思択炎』（150a/2）は des na sde 
pa、『異部分派解説』（179b/3）、寺本・平松本所収テキストは、de nas sde（p.23,l.8）
で、僅かに異なる。

77）　チャンキャのテキストは、phal chen sde pa ’o//だが、『思択炎』（150b/2）、『異部分派
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解説』（179b/3-4）、寺本・平松本所収テキスト（p.23, l.9）は、dge ’dun phal chen sde 
zhes bya ’o//で僅かに異なる。

78）　チャンキャのテキストは、ston pa mya ngan las ‘das nasという文が入っているが、他
には見られない。

79）　チャンキャのテキストは ’das pa naだが、『思択炎』（150a/2-3）は、『異部分派解説』
（179b/4）寺本・平松本所収テキスト（p.23, l.11）は、’das pa’i rje laで、僅かに異なる。

80）　チャンキャのテキストは、des yang dag par bsdus pa’i rje la/だが、『思択炎』は、
（150a/3）des yang dag par bsdus pa na、『異部分派解説』（179b/5）寺本・平松本所収テキ
スト（p23, l.12）は、de yang dag par bsdus pa naで僅かに異なる。

81）　チャンキャのテキストは、dge ’dun phal chen po ni rnam pa drug tug yes la/gnas brtan pa 
ni rnam pa bcu gnyis su gyes te gnas par bshad do//と締めるが、これに相当する文は『思択
炎』『異部分派解説』寺本・平松本所収テキストには見当たらない。チャンキャは「第
1〔本論〕II-1-1-2-1において、18部の別れ方とは、〔バヴヤ作〕『思択炎』において」
と始めるので、それと付合する終わり方ではある。

In Memory of late Prof. Mukan Kakehi

〈キーワード〉　チャンキャ・部派仏教・バヴヤ




