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問題の所在
故・中村元博士は昭和二十九年度
空

の記号論理學的解明

印度學佛教學研究

第三巻一号の

において， 佛教の論理思想を能ふ限り記号論

理學の数式を適用して表現してみようと

された。それまでの因
明解釈を
・ ・

ヨーロッパの言語から成り立っているアリストテレス論理学によって為し
てきた反省からという発想である。これは直接には，昭和二十五年に宇井
伯壽博士が著作した

東洋の論理 （青山書院）の第一部第一篇の，特に

第三章 空の論理と形式論理学 を意識されていることは間違いない。そ
こでは

中論

の命題をアリストテレス論理学（名辞論理学）によって解

釈し，東洋論理の当・不当をその基準から判断しているもので，いわゆる
陳那の形式論理学的解釈（ 佛教論理學 ，昭和８年，大東出版社）と共に，
今でも宇井博士の真骨頂になっている。
しかし中村博士は具体的にその検討を行なうより， 記号論理学が一層
進歩した論理学であり，既存諸言語の制約を離れてゐて，インド論理学の
解明のために好都合であるなら とう条件文を出して，数学的記号論理学
を使った。仏教論理学がアサンガ以来受容したニヤーヤソーマ（若耶須
⑴

摩）の証因の三規則（三相）は，然しアリストテレス的分析論理に適うも
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ので，その解釈方法は既に定着している。中村博士が限界を感ぜられたの
は空観の論理的命題に対する西洋論理学的解釈においてであった。これは
確かにヨーロッパ的言語体系に基づく三つの命題から成るアリストテレス
的演繹（syllogismos）では割り切れない。それでは中村博士の依用された
論理学で空の論理が解明されたであろうか。この論文は，半世紀を閲した
現在でも依用もしくは検討された形跡がない。今般この機会に我々は始め
て博士の論理学的空観研究を俎上に載せて，学恩（末記）に報いたいと
える者である。
論

でそれをとりあげる前に，中村博士が使われたブールとシュレーダ

ーの記号論理学について少し説明する。言葉を記号で表現し，それで思
することを 計算する

と言おうではないかと提唱したのはライプニッツ

であるが，彼の夢を始めて実現したのが，イギリスの数学者ジョージ・ブ
ール（G. Boole，1815‑1864）であると言われる。彼はアリストテレスの演
繹法を，代数的計算から可能にした（ 論理学の数学的分析
算化の試み 1847）
。例えば

すべてのａはｂである

演繹推理の計

という前提式を，

a(1−b)＝0（偽）と し，ａ と 非 ｂ が 両 立 し な い 表 現 と し た。a⊃b＝1
（真）のことである。後代のシュレーダー（E. Schroder， 論理代数講義
1905）はブールの代数系を更に公理として整え，名辞論理学と命題論理学

の代数的構造を同一のものとした。そして形相に類する集合と呼ぶ名辞が
ブール代数の基礎である。例えば要素ａとｂが集合Ｋに属するときの，
a b∈K，ａもしくはｂが属するという a＋b∈K の K， ，
＋，をブール
代数と呼ぶ。このように代数的構造は集合（形相）を基礎としていること
を理解する事が，批判的

察に際して重要である。以下の論

において，

半世紀の間放置されてきた中村論文をこの視点から検証してゆき，空観的
論理がブール代数で可能であったかどうかを見る。
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論
〔１〕
中村博士は

一

において，ブールの論理代数によるアリストテレスお

よびインドの論理的命題の表現を４頁にわたって紹介しておられるが，そ
れを更に解説する紙幅はないので，そこは読者に読んで頂くに任せ，ここ
では 二

に進む。

S. シャイエルの
来るが，

中論

（Madhyamaka-karika）援引の引用が最初に

文も番号も間違っており，“
tad”の句を入れ， 四

は

十四

に直さなければならない。 彼に依存して此がある時，彼が此と別異なも
のではあり得ない，（yat pratı
tya ca yat tasmat tad anyannopapadyate /）
⑵

という文章（Mk. 14, 5b）である。
彼をｘ，此をｙとし，依存する関係をＲとすれば，R(x, y) を xRy と
も表現する。前者はフレーゲの命題函数表現で，その方が分りやすい。ｘ
とｙが不一不異ならば，x≠y かつ〜 (x≠y) と表現でき，中村博士は
(x, y)xRy⊃〜(x≠y) 〜( ＝y)と表現された。これを整理して空論の公
式に繫げるべきだが，ここ以後この排中律排除の論式

x∩〜x が空の

公式として確認されなかったのは寔に残念である。そしてこの章は，別異
なるものの

和合 （samsargah）の概念を砕く目的で論じており，且つ和

合においては，x∪y という排中律が前提にくる。中村博士はａとｂの不
一不異をナーガールジュナの前提式とされ，それを上記の論理代数式で表
現されたのである。この右辺の式は (x y) 〜(x y) となり，更に整理
して x∩〜x となる。これが排中律排除の公式である。
排中律の排除といった論理的に無意味と思える原理を数学の世界で主張
したのは，ブラウアーやハイティンクという直観の数学を主張した人達で，
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哲学命題の論理化とは意味が異なるが，ヴィトゲンシュタインがそれを聞
いて，哲学の論理化と言葉の限界という問題に入ったことは事実である。
不一不異といった

非論理的

即ち超集合論的言明は，まさにナーガール

ジュナが，ヴィトゲンシュタインの表現を借りれば言葉の限界に向って突
き進む哲学者であることを物語っている。 中観（madhyama pratipat）
とは，集合的二辺ｐと 〜p を離れる謂でもあった。
〔２〕
中論

第二十四章は涅槃の有と輪廻との相即を言明しているから，有

と非有は涅槃において両立しないと説いていることに，矛盾律はやすやす
と適用できる。x(1−x)＝0とは，あるものｘとその否定たるもの 〜x が
両立した状態（積）ではあり得ない（偽）という表現である。問題はナー
ガールジュナの言明では，涅槃ａの否定たる 〜a を，その無ではなくて
輪廻（samsarah） と見ていることである。この東洋的意味論の論理を中
村論文は解していない。即ちここでも，輪廻と涅槃（nirvanam）の二にし
て一という，排中律の排除を規則化しなければならない。a 〜a＝0 とい
う有無相即の否定は，集合論に基づいた論理代数では当然の規則である。
ナーガールジュナは涅槃を有として，それが反対の輪廻と相即するという，
執われのない境地を目指す中観の立場を言明しているのである。ルドル
フ・オットーは京都・建仁寺の竹田黙雷からその言葉を聞いて，ヌミノー
ゼ神秘主義の極致と理解している。それは実践的神秘主義だと言うのであ
る。
去・来（gatagate）についても同様に，ナーガールジュナは去・来に第
三の範

がないという集合・補集合の論理を確認させてから，その相即を

言明している。しかし中村論文はナーガールジュナの排中律だけを取り上
げて，シュレーダー流の，a＋−a＝1（ａもしくは非ａという選択は正し
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い）という式のみ挙げておられる。是では（碩学に失礼な言い方になるが）
ナーガールジュナの本意が伝わらない。
〔３〕
ナーガールジュナは

何か不空があれば，何か空があろう。しかし不空

はないから空もない と言う言明（ 中論 十三・七）に対して，まず中村
博士は（不空⊃空）→（〜不空⊃〜空）という誤まった直接変換と把えら
れた。
（p⊃q）→（〜q⊃〜p）の正しい換質換位を踏まえないインド人の
論理はよく見られ，それは仏教の流転縁起と還滅縁起， 無明において行
有り，行によりて識有り……。無明なくして行なく，行なくして識なし
…… のように，発生論のゆえに前件の否定から後件を否定することがあ
る。因明論理学で言う証因の第二相と第三相（anvayo vyatirekas ca）の関
係把握はニヤーヤソーマ（若耶須摩）に遡ぼる（無着 順中論義 ）。それは
換質換位の関係であるが，発生論的関係の換質は換位しない。ナーガール
ジュナの論理はそれに似せている。
所で換質換位は，主語と補語を
るから， 空 と
ようとした

中論

不空

である

で結んだ推移の直接変換であ

という分別を否定して把われない境地を言明し

を，前記推移式のまま論理的誤謬として取り上げる事

は不適当であり，意味論からとりあげるべきであった。空か不空かの二者
択一は，
−a＋a＝1（＋は もしくは を表わす）であって，論理代数ならず
とも集合論的に真であり，不空はないし空もないとの言明は二者択一（空
か 不 空 か）の 否 定 で，換 質 換 位 で は な い か ら

−(−a) −a＝1，即 ち

a −a＝1 となって，結局不空と空の集積は真という論式になってくる。
これは，ａと非ａは同時には存在しないという集合論には反する。
〔４〕
博士はナーガールジュナの用いる四句分別を第四節で取り上げられた。
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周知の如く，四つのケースにおいて事象は生じないという言明が多い。博
士の引用句は原文を伴っていないので， 住しつつあるも，仏は存在する
とも言われない。存在しないとも両者であるとも両者でないとも言われな
い （tisthamano ʼ
pi bhagavan bhavaty eva nohyate / na bhavaty ubhayam
ceti nobhayam ceti nohyate // 25, 18）という

しばしばナーガールジュナが表現する

文で 察する。

生じない（notpadyate） とは，

存在しないのではなく，そうとして存在しないのだという意味であること
がこれで理解される。四句は博士の表わされたものと少し違って，a＋−
a＋a(−a)＋− a(−a) となる。いずれの場合も自性としては否定される
と言明するのがナーガールジュナの本意で，この四つを計算しても意味は
ない。 あり得ない

という否定は論理代数で０を以って表現するから，

その意味で ゼロ

だ。四句分別の全論理空間が存在するなら，その右辺
⑶

は０でなく１になる。
山下正男氏は

論理学史 （1983）で，仏教の四句を臨済の四料簡なる，

一，奪人不奪境，二，奪境不奪人，三，人境倶奪，四，人境倶不奪から，
人＝a，境＝b とする並立分類とすれば ab，a−b，−ab，−a−b を示す。
氏の得意とするハッセの図式に収まる半順序集合（ブール束）としての論
理空間である。そこでは同時にはあり得ないとして，下部が０，上部はど
れか可能として１に収束する図となる。従って
を立てている

実質的には無意味なもの

のではない。中村博士が引用される真諦三蔵の言明

釈迦

にはこの執なきがゆえに。もし釈迦は非有と説くも無を執せず，非無と説
くも有を執せず。（釈迦の説は）有無の執を離れたるがゆえに

が正解で，

四句はディレンマ論法同様，論理的前提ではなく修辞的前提だ。
〔５〕
以上の四節は博士の
186

二

の章の分類に依った。続いて中村博士の
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空

観の記號論理學的解明

の

一 に見られた，われわれの気になった所を

検討したい。ここで博士は，ニヤーヤの五支作法を命題函数で表わされ，
その通りである。どれにおいても煙ある所に火あり，とは， どれ
で表わして (x)(Fx⊃Gx)，となり，Ｆは

煙あり ，Ｇは

いう述語に相当し，述語論理学として表現される。 かまど

をｘ

火あり

と

をａとすれ

ば，Fa⊃Ga，であり， あの山 をｂとすれば，Fb⊃Gb，である。その
中で 可変的部分（variable）としての記号による思惟はつひに現われな
かつたやうである

とされる。記号化 と い う 発 想 は な か っ た が，“yat

kimcit......tat sarvam......”という命題（律大品）は，関数表現すべき諸
要素（可変）の集合的あり様を意味する。S≦T という半順序集合におい
て，S(x)⊃T(x)（すべてのｘが属する集合ＳはＴを含意する）を意味す
る集合論のサンスクリット的表現である。記号化はなくとも，実質的に命
題函数で表現可能な命題であり，個々の事例（要素）はｘに代入されると
いう方法で記号化できた。我々は

起りしものの滅びの論理

で見てきた

⑷

所である。そして無常性証明等の仏教命題は全称命題として，主語は当然
周延されているから，(x) と表現される。弁証法（vadah）で，具体的個
体的なケースのみ（所作相似のように）挙げるニヤーヤ弁証法よりも大幅
な進歩が此にもある。
変数や変動する量を

えていたライプニッツも，まだ関数の定義には至

っていなかったとされ（細井勉 集合・論理 共立出版，1982），ベアノの数
学的定義で始まったとするが，数に関するｘという記号表現を論理学では，
変動する個体（要素）の意味で使うわけである（フレーゲ）。上記のサンス
クリット表現はまさしくそれを意味していると共に，中村博士の言われる
ように主語が周延した全称判断のみインド論理になっており，記号表現で
は上述の通りだ。
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ところで 合理主義

東と西のロジック （1993，青土社）で言われて

いるが， Ａでも非Ａでもない

という判断が，アリストテレス三段論法

では誤謬なのに，インド論理学では
言われるのは， 不共不定

不定

となって誤謬とはされないと

のケースを指してのことと思われる。この商

業出版を突然取り上げたのは， Ａでも非Ａでもない

という言明がまさ

しく東洋的論理とまぎらわしいからである。ディグナーガ

ダルマキー

ルティ系の論理学では，不共不定は正否判断停止の扱いになるが，東洋の
論理というより純論理学的な扱いである。
〔６〕
ここでは非集合論理である命題論理学によって，インド弁証法に著名な
帰謬論法を説明し，中観の弁証法との関連を調べたい。命題論理学が東洋
の論理と言われるものの解明に資することを知る一助になるであろう。
材料のひとつは，サーンクヤ派のヴァールシャガニヤの因中有果（sat
karyam）の 帰 謬 証 明 で あ る。こ れ は 後 に

ア(ー)ヴ ィ ー タ 論 法 （a-/

avı
ta-prayogah）と呼ばれた。マイトレーヤが

伽師地論

外道の尋伺の一つである。 サーンクヤ・カーリカー
が見られる。後者では

で紹介する

k. 9 に継承・発展

結果は原因の中に既に存在する

という形而上説

の証明のために，もし存在しないという仮説を立てれば，経験に背く矛盾
が導き出されることを二種のアヴィータ論法で証明しようとしている。そ
の一つ

すべてがすべてから発生することはないから

伽師地論

という証明は，

でヴァールシャガニヤ（雨衆）の尋伺として紹介されてい
⑸

る。以下は古坂紘一教授の教示された資料に由る。
さもなくて（因中無果で）あれば，一切が一切の原因として立てられ
よう，乃至一切から一切が生ずることになろうと云う。（anyatha hi sarvam sarvasya karanatvena vyavasthapyeta... sarvatah sarvam utpadyeteti /
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Yogacarabhumih, ed. by Vidhusekhara Bhattacarya, Calcutta 1957, p.119.）

今西順吉氏は，証明命題ｑと理由ｐの換質換位の関係を利用した証明と言
い，〜q⊃〜p が p⊃q と等価であることを強調しているが（ 因中有果の論
証法 ， 印度學佛教學研究 17‑2）
，ニヤーヤ学派のウッディヨータカラの
⑹

アヴィータ論法と混同している。後者はディグナーガの影響を受けて，集
合的分析論の何たるか（数学的に言えば，半順序集合の何たるか）を弁ま
えていた。
帰謬（プラサンガ，タルカ）論法は中観派や古典ニヤーヤやサーンクヤ
派のみならず，パーリ律の仏伝にも使われる古拙な論法である。それは名
辞論理学ではなく命題論理学で表現し理解しなければならない。ｑという
結論をｐという証因から推移式的に証明しようとするのがヴィータ論法
（ｐ→ｑ）であり，逆に 〜q という作業仮説を立てると，経験と矛盾する
ことを示して，その矛盾対当たるｑを証明せんとする（q∪〜q，〜q ＝ 0，
∴ q ＝ 1)のが帰謬論法である。この場合注意すべきことは 単に相手の
意見の誤りだけを指摘すれば良いという絶対否定(prasajya-pratisedhah）
ではなく，排中律 s∪〜s によって矛盾対当する説を証明せんとする相対
否定（paryudasa-pratisedhah）である事だ。
大品で世尊は説く。 もし霊我ありとせよ(〜s）
。この身は病いすること
無けん (0）
。而るにこの身は無我なり (s）
。よりて病いす (1）。（Vinaya,
Vol.1, p.13, 17〜22）この論法の大前提は，霊我が有か無かのいずれかで，

中間的有りようを許さない，s∪〜s である。〜s ＝ 0，s ＝ 1 は正しくは
〜s ＝ 0，∴ s ＝ 1 とするのが正しい帰謬論法だ。ニヤーヤのタルカの用
法ではアートマンの永遠性の証明に使う。アートマンが限りある（＝生起
の）ものであれば（〜s）
，現に経験する輪廻の実態は存在しない筈だ。而
るにそれは経験に違背する（〜s → 0）
。故にアートマ ン は 限 り が な い
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（不生）（s ＝ 1）と為す（Nbh.ad Ns.1,1,40）。五支作法の補足証明のよう
に扱かっている。
これを経は “
uhah”と言っているが， マハーバーラタ 解脱法品の前
後は “uhapoha-visaradah” ということを言い，“jnanavijnana-sampannah”と並行して使っている。これらの言葉をジャイナの学僧ヘーマチャ
（k.311, 323 etc.）で解説しており，
ンドラが “
Abhidhanacintamanikosah”

それを

ニヤーヤ・コーシ ャ

が 引 用 し て い る。“
aparatarkanirasaya

krto viparı
tatarkah / uho ʼ
poho ʼ
rthavijnanam tattvajnanam ca
（他者のタルカを破斥するために逆タルカが為される。思量，帰
dhı
gunah //”
謬，対象知，真理智は知慧の属性だ。）タルカ的帰謬法的証明を覆えす為に

タルカを重ねるとするのが

アポーハ

の定義になっている。既にパーリ

律で行使されている帰謬論法は，その後の叙事詩においてウーハやアポー
ハとして認知されたのであろう。
〔７〕
梶山雄一教授は

日本佛教學會年報

第26号で

中

哲學と

謬論證

と題して，中観哲学の手法たる帰謬論法に反対したバーヴィヴェーカ（清
弁）が

般若灯論

において，ディグナーガ的三支の証明式へ

謂わゆる仮言的推理から定言的推理へ

教授の

変更したことを述べられている。

それは帰謬論法の代わりに否定命題の帰結にする形式的な定言推理であっ
て， 當の推論式の

言的性格が本質的に変化するわけではない

として

スヴァータントリカに否定的評価を与えておられるが，単なる帰謬論法が
中観の言明ではない。
それではナーガールジュナは何を論証しようとして， 中論
ものしたのであろうか。その主題は
間

や
190

自我

縁

や

聖諦

全443 を

など仏教概念と

時

などの哲学概念が相半ばしている。その聖俗の概念をすべ

中村博士の空観研究における論理代数の限界（木村俊彦)

て言語表現されたもの，戯論として否定している。つまり集合的にａとか
ｂとか定数表現できるものは，聖であれ俗であれ定有性を固執される性質
のものであり，それは空であること， スッタニパータ

1119 で既に頌

われ，中村先生が指摘されたように，空しいものであると（sunnato）見
よと提唱するのである。それは固執せざることを実践的に奨励するもので
あるから，我々は，x∩〜x，という排中律排除の論式を以って論理表現
した（註３の小稿参照）。 即非の論理 とはこの実践的命題

執われるな

かれ という意味でなければならない。ｘにすべての概念を代入できる。

結論
かくて

中論

の空の言明は，集合（Menge）を基礎とする論理代数で

は表現できない事が明白になった。もともとディグナーガ

ダルマキー

ルティ系の論理学のような古典論理学で割り切れるものでなかったが，か
といって当時中村博士に新しい息吹と感ぜられたブール

シュレーダー

系の論理代数学でも，集合的概念（形相）を執われの妄念と見るナーガー
ルジュナの論理は表現できなかった。論理学はオルガノン（道具）である
から，新しい題材には新しい規則を盛り込んだ論理学が必要である。
それが

金剛般若経

即非の論理や 般若心経

色即是空・空即是色の

テーゼを函数表現した x＝x∩〜x，x∩〜x＝x，即ち排中律 x∪〜x を排
除した木村の公式 x∩〜x である。実践論的に，執われない自由の境地を
表明したものである。 であるべきだ
良い。それは直観の数学に因んで

という様相論理学の一種と見ても

直観の論理学

と呼べる。 有は自己

からは生じない （bhavo na svato jayate /Mk.21,13）等と繰り返すナーガ
ールジュナは，このことを言葉で表現しようと努めたのである。禅の公案
体系で分類する言詮に相当するものであり，その言明の分析には命題論理
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学が欠かせない。
尚，中村博士の古い研究を教えて下さったのは，四天王寺国際仏教大学
での比較思想学会における私の発表
式

大乗仏教における言明形式と論理形

を司会しておられた峰島旭雄氏である。中村先生の全集に

空の論

理 （1996）があったが，四句分別について英米の学者の評が報告されて
いるだけで，空観の論理化という作業については誰もコメントしなかった
ようである。英米の学者の混乱した評もシチェルバトスコイが特称形式の
命題をインドのそれに適用したのが元だったらしい。これらは中観哲学に
は不毛な議論であった。
もう一度当該論文を読んで見ると， 筆者は記号論理学をリトマス試験
紙として仏教論理学に適用してみようと思ふ

と書かれているのが目に付

いた。私は決して碩学の言葉尻を捉える者ではないが，こういった Denkart では，現行の記号論理学が絶対唯一正しいもので，それに適合しない
ものは

中論

といえども誤謬の内容を含むことになる。宇井博士の方法

論と同じことになってしまう。集合論理の限界こそ始めに確認されるべき
であった。しかも先生の結論で論理代数のゼロと

空（sunyata） の概念

を同一視しかねないような筆勢になっているのは大変遺憾である。
東北大学での

タルカサングラハ

の連続講義で私が論理学に観しむ機

縁を作って下さり，大学院からのダルマキールティ研究も温かく見守って
下さった先生に，幽明遥か感謝申し上げる次第である。

註記
⑴ 大正新

大 蔵 経 No.1565（Asanga, Madhyamakarthanusarinı
），p.42
上段。ハリヴァルマンが，16原理を説くと伝えた若耶須摩（Nyayasoma＝
論理王）論師は，因の三相，即ち朋中之法（宗法性），相対朋無（異品無），
自朋成（同法有）を説いたと無着は伝える。
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⑵

中論

の原典と索引は，D. J. Kalupahana, Mulamadhyamakakarika
東 洋 の 論 理 （昭 和33年）中 の

of Nagarjuna（1996）に，訳は宇井伯壽
中之頌 に従った。
⑶

日本佛教學會年報 第59号所収の小稿 真空＝妙有の論理構造 参照。

x＝x∩〜x は 色即是空 ，x∩〜x＝x は 空即是色 の論理式である。
自性としては生じない（svabhavena notpadyate） とは，自性（x）とし
ては空であることで，この公式が適用できる。 空（sunyata） とは，非存
在ではなく固定的実体的存在ではないことを言う事はこの論文で見た。なお
ナーガールジュナのテトラレンマは， 一切は如である。また如ではない。
如であって不如である。不如でなく如でもない （Mk. 18, 8）であるが，そ
れを記号化すると，a，〜a，a 〜a，〜a 〜(〜a) となるが，〜a＝b と置く
と，a，b，a b，〜a 〜b であり，それは a 〜b，b 〜a，a b，〜a 〜b と
同値である。従って境＝a，人＝b と置くと，山下教授の図式と同じになる。
⑷

日本佛教學會年報 第57号所収 起りしものの滅びの論理 。小前提に

あたる宗法性は，仮の（変動する）記号ｘ（大前提にて用いる）にａを代入
して F(a)が得られ，大前提の F(x)⊃G(x)は，帰結 F(a)⊃G(a)になる。
⑸ 宇井伯壽

伽論研究 （昭和33年 岩波書店）では漢訳のみの資料に依

っているが，今西論文は，その後にサンスクリット原本が出たのでよく纏ま
っている。しかしアヴィータ論法を換質換位と取り違えた所が全く誤まって
いる。註６参照。ヴィータ・アヴィータ論法についての論理学的把握を我々
は第11回国際サンスクリット学会（於トリノ市）で発表しているが，これら
は CD-ROM 版で発行される。
⑹ これは羽田野伯猷博士の先駆的論文 数論学派の論理説，ヴィータ・アヴ
ィータについて （ 文化 第11巻３号，昭和19年）p.190 の結論を援用した
ものと見られる。
＊宇井伯壽

東洋の論理 の第一部第一篇第三章 空の論理と形式論理学

に

おいて，ナーガールジュナの論述の論理性と非論理性を指摘している。ディ
グナーガの 新因明

に較べ， 中論全体を形式的に観察すると，論理学の

法則に準じて居ないし，又，論理学は比較的に単純なものたるに過ぎない
というのが宇井博士の結論である。
＊＊ Rudolf Otto, ̈
Uber Zazen als Extrem des numinosen Irrationalen
(Aufsatze das Numinose betre end,Gotha 1923),S.121. 輪廻即涅槃 と
の老師の発言を，“Wir glauben daß Samsara und Nirvana nicht verschieden,sondern dasselbe sind.”と，思想信条のように伝えているのは仕方
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ないが， 輪廻と涅槃の区別に執われるべきではない という意味を持って
いる。この老師とは 東京の静かな僧堂（Zen Kloster） で相見したとオッ
トーは書いているが，京都・建仁寺の竹田黙雷で，マールブルクの宗教資料
館に，遷化の 昭和五年雪安居 に法嗣の竹田益州が 遺品 として見台を
贈っている。旧知だったのである。日本側にその資料はないが，オットーが
禅 を 坐禅 と言う如き黙雷の癖を伝えている。
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