他空説における智慧
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問題の所在
大乗仏教において 智慧
便

や 福徳

という概念は， 慈悲

及びそれを含む

方

などと対の概念であり，解脱または涅槃にいたるための直
1)

接的な原因とされている。その内容は，大乗仏教ならば，多くの場合，空
性を証得することと規定できる。むろん

空

とは何かについては，その

議論だけで大乗仏教思想史が成立すると言うことができるくらいであるの
で，一義的に定めることはできない。
その 空

について独自の解釈を施したチベットのチョナン派の他空説

は，正統派の学匠たちからは一様に批判を受け，仏教ではないとまで評価
2)

された。
インド仏教を継承したという自負があったに違いないチベット仏教の文
脈では，他空説は仏教でないと批判されても仕方のない面があろう。しか
しながら，それらを研究対象としている仏教研究者が住んでいる，日本を
中心とした現代社会を

えてみると，仏教が目指したような解脱または涅

槃を人生の目的とするような価値観はほとんど共有されていない。そのよ
うな中では，他空説についてチベット仏教史の文脈とは異なる評価が可能
になるのではなかろうか。
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以上のような問題意識から，
①

一般に，我々は仏教から何を学び得るのか。（仏教の

知

を現代

の我々はどのように活かすことができるのか。
）
②

特に，仏教ではないとまでされた他空説から，我々は何かを学び得

るのか。
という論点を設定することができよう。そして，今回の統一テーマである
智慧

1

という概念を中心に，上記の問題を

えてみたい。

チベットにおける他空説

他空説は，如来蔵（tathagatagarbha Skt.;de bzhin gshegs paʼ
i snying
po Tib.）を常住・堅固・恒常（rtag brtan ther zug）なる実体と捉えた，
チベット仏教の非正統派思想として知られる。ただし実際には，チベット
では

如来蔵

という語よりも

善逝蔵 （bde bar gshegs paʼ
i snying

po）という語のほうを好む。その思想を明確に唱えたのは，14世紀に活
躍したチョナン派のトルプパ・シェーラプギェルツェン Dol po pa Shes
rab rgyal mtshan（1292-1361）が1348年に著した

山法了義大海

Ri

chos nges don rgya mtsho においてである。他空説は，トルプパと同時代
のプトン・リンチェントゥプ Bu ston Rin chen grub（1290-1364）をはじ
め，18世紀に活躍したトゥカン３世ロサンチョーキニマ Blo bzang chos
kyi nyi ma（1737-1802）にいたるまで，多くの学僧たちから批判を受け
た。たとえばトゥカン３世は
ン派の他空説を

外道

宗義・水晶鏡

チョナン派の章で，チョナ

と変わりないものとみなしている。

1-1 des na mu stegs sgraʼ
i tshangs pa smra ba rnams kyis dngos po
thams cad sgraʼ
iʼ
gyur ba dang rang bzhin can du khas len par byed
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la/ jo nang pas kyang rtag brtan brtan gʼ
yo kun la khyab pa zhig
kun gyi yin lugs su ʼ
dod par snang bas khyad par cung zad kyang
yod pa ma yin no//(LShM 7a)
それゆえ，外道・声梵論者たちは
［声の］自性を有している

一切の事物は声の変化であり，

と認めるし，チョナン派も

常住・堅固

にして，堅固なものと動くものの一切に遍在している［善逝蔵］は，
一切のものの実態である

と認めるようなので，相違はいささかもな

い。
1-2 jo nang pas thar pa thob tshul smra ba yang phyi rol grangs can
pa dang khyad par mi snangs ste/(LShM 7a)
チョナン派が解脱を得る仕方についての説も，外道サーンキヤ学派
と相違がなさそうだ。
1-3 jo nang pa na re/da ltar gyi kun gzhiʼ
i rnam shes la sogs pa tshogs
brgyad ʼ
dus pa ʼ
di dag dri maʼ
i rang bzhin can no zer ba ni/dri ma
sems kyi rang bzhin du khas blangs paʼ
i mu stegs spyod pa pa dang
mtshungs la/(LShM 8a)
チョナン派が

今のアーラヤ識などの八つの［識］の集まりが集合

したこれらは，垢の自性を有する と言うのは，垢が心の自性である
と認める外道ミーマーンサー学派と等しい。
1-4 jo nang pas/kun rdzob ʼ
di rnamsʼ
khrul snang kho nar khas blangs
nas ʼ
di las logs na don dam rtag pa grub par khas len pa ni/ mu
stegs rig byed gsang baʼ
i mthaʼsmra ba dag ...... ʼ
dod pa dang
mtshungs te/(LShM 8a)
チョナン派が

これら世俗は錯乱した顕現でしかない

これから離れれば常住なる勝義が成立する

と主張して

と主張するのは，外道
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ヴェーダーンタ学派たちが……と認めるのと等しい。
これほどまでに批判を受けた他空説論者とその批判者たちの間の論点の
中心は，如来蔵の教えは了義であるか未了義であるかという点にある。批
判者たちは，世界の一切が自性空であると見なす，いわゆる

自空説

の

立場にあり，この正統派の立場からは常住なる存在は何であれ認められな
いので，常住とされる如来蔵は未了義であると見なされる。他方，チョナ
ン派の他空説の立場では，真実なる如来蔵と真実ならざる客塵煩悩などと
では存在の形態が異なっている。そして

自性空 （これは畢竟無を意味

する）というのは客塵煩悩などだけに対して言われることであって，常住
なる如来蔵は了義であるとみなす。
ゲルク派のような正統派から見れば，チョナン派が異端扱いを受けるの
は仕方がないとしても，従来の近代的研究においても，少し以前までは正
統派による他空説批判を主たる資料として用いてきたこともあって，同じ
3)

ような傾向があった。ところが近年，トルプパやターラナータなどチョナ
ン派の学匠の著作を研究して，チョナン派そのものの主張を明らかにしよ
4)

うとする研究成果が発表されつつある。先に，我々は他空説から何かを学
びうるのかという問題を提起したが，その問題に答えるための作業として
は，チョナン派の文献を解析する必要があろう。
ニャオン・クンガペル Nya dbon Kun dgaʼdpal（14世紀）の
厳論註・意の闇の除去
了義大海

Yid kyi mun sel（通称 ニャ註

現観荘

Nya tik）は，

のように他空説を直接的な主題とするテキストではない。し

かし，著者のニャオンはトルプパの弟子として知られており，また，註釈
対象となっている

現観荘厳論

Abhisamayalamkara 自身は，如来蔵を

主題とする 宝性論 Ratnagotravibhaga と比較的近い関係にある。
ニャ註
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においてトル

プパに対する敬意が示されていることからも窺える。
1-5 gang gi blo gros nam mkhaʼ
i khams las yangs//
de slad gsung rab nges don rdzogs par dgongs//
dam chos ched du srog kyang gtong nus pa//
dol po par grags bla ma mchog la ʼ
dud//(YM 2b)
その方の智慧は虚空界よりも広く，
そのための仏語を完全な了義とお えになり，
正法のために命さえ捨てられる
トルポパとして知られる最高の師に𥡴首します。
さらに，如来蔵について明らかに他空説的説明をしている箇所を指摘す
ることが可能である。
1-6 ʼ
phags pa klu sgrub kyis rgyal baʼ
i yum gyi snying poʼ
i don gtso
bor ston pa dbu ma rigs tshogs mdzad de/ rtsa shes/ stong nyid
bdun cu pa/ rigs pa drug cu pa/ zhib mo rnam ʼ
thag/rtsod bzlog/
tha snyad grub pa ste drug las phyi ma bod du ma ʼ
gyur ro/de yang
snying poʼ
i don ni kun rdzob ʼ
di kun dpyad na bden paʼ
i rang bzhin
med par gyur paʼ
i chos nyid rang bzhin gyis ʼ
od gsal ba ste chad
stong min cing yon tan gyi chos bsam gyis mi khyab pa can zhig ste
bder gshegs snying po yin no//(YM 3a)
聖ナーガールジュナは，勝者の御母（般若経）の心髄の義を主に示
す中観理集をお著しになった。すなわち
理論

ヴァイダルヤ論

廻

論

中論

言説成就

空七十論

六十如

の六つである。その

うち最後のものはチベットでは翻訳されていない。ところで 心髄の
義 とは，このすべての世俗を吟味するならば，諦の（実体的）自性
がないという，自性清浄なる法性である。［その法性は］断空ではな
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く，不可思議な［ほど多くの］功徳法を備えているものであって，善
逝蔵である。
これは龍樹の思想が実は，世俗と善逝蔵を厳別する他空説を意図してい
るという，ニャオンの解釈を表明している一節である。これらを見るかぎ
り，ニャオンがチョナン派の伝統に属する人物であるという評価は，正鵠
を射ているようである。

2

手段としての智慧と結果としての智慧

日本語の 智慧

という語に訳しうるサンスクリットの主たるものは

jnana と prajna の二つであり，それに対応するチベット語訳の ye shes
と shes rab も同じ扱いをすることが可能である。場面によっては細かい
使い分けがあるものの， ニャ註

を含む 現観荘厳論 註釈文献では，

基本的にこの二つの語はほとんど同義語として扱われている。また
荘厳論

現観

そのものが，果である仏の智慧の内容を修行時に模倣しながら追

体験するという構造の修行体系を説いており， 現観 や
いわゆる

悟り

に相当する語と

智慧

現等覚

など，

に相当する語が通じて用いられ

ている。
現観荘厳論

第８章は，修行の結果現れる智慧を含む

としている。ところで

現観荘厳論

法身

を主題

の仏身論というと，第１章第17 の

読みの違いに基づいて，三身説を説いているのか四身説を説いているのか
が，ハリバドラ以降，大きな問題とされてきた。すなわち，自性身，受用
身，変化身という三身か，それに智法身が加わった四身であるかという問
題である。この問題についてニャオンは先行する註釈書を批判的に紹介し
つつ，ハリバドラ自身は四身説の立場だと結論づける。ところが，そのよ
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うな議論に入る前に三身説の立場から，次のように述べている。
2-1 brgyad pa chos sku la gzhiʼ
i sangs rgyas ʼ
dus ma byas chos sku min
par ʼ
dod pa dgag pa re shig bzhag nas ʼ
phags seng sogs ʼ
grel byed
rnams kyi rjes su ʼ
brangs nas ston pa la/mtshan nyid/mtshon bya/
mtshan gzhi/ de dag gi cha la rtsod spong dang bzhiʼ
o//(YM 93b)
第８

法身

について。基盤の無漏の仏［である自性身］は法身で

ないと主張する［四身説］の否定をまず打ち立ててから，アーリヤ
［ヴィムクティセーナ］とハリ［バドラ］など註釈者たちにしたがっ
て，教授者について①定義，②定義に当てはまるもの，③定義の基盤，
④それらの項目についての問答という４つがある。
2-2 dang po ni/ yum gyi sbyor ba bsgoms paʼ
iʼ
bras bu mthar thug
gang zhig zag med kyi chos kyi yan lag can te/ deʼ
i rnam smin ni
zhes dang/ chos rnams kun gyi lus yin phyir zhes bden gnyis las
so//(YM 93b)
第１（教授者の定義）は，御母の加行を修習した究極の果であり，
かつ，無漏の法の支分を持つものである。 それの異熟は
諸法の身体であるから

というように

二諦論

と

一切

に説かれているから

である。
2-3 gnyis pa ni/ zag med kyi chos mthaʼyas paʼ
i yan lag bsag paʼ
am
tshogs pa yin pas sku/ yon tan bsam gyis mi khyab paʼ
i rten byed
pas sku/rigs paʼ
i rjes su ʼ
brang bas thob byaʼ
am rtogs byaʼ
i ngo bo
yin pas sku ste/bden gnyis las/chos rnams kun gyi lus yin phyir//
yon tan phun tshog bsam yas phyir// rigs paʼ
i rjes ʼ
brang ngo boʼ
i
5)

phyir//skyob pa rnams kyi chos skur ʼ
dod/ces so//ngo boʼ
i phyir
zhes pa ʼ
gro ba thams cad deʼ
i ngo bo las ma ʼ
das pas sku zhes pa
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ʼ
di chos nyid kyi skuʼ
i sgra don te bden gnyis su sku gsum las mi
ʼ
dod cing chos sku ngo bo nyid sku gcig tu bzhed paʼ
i lugs so/.....
(YM 93b-94a)
第２（教授者の定義に当てはまるもの）は，⑴限りない無漏法の支
分が集まった，あるいは集合したことによる身，⑵不可思議な［ほど
多くの］功徳の所依となることによる身，⑶論理に従うことによって
得られるべきもの，あるいは證得されるべきものの自性であることに
よる身である。 二諦論

に 一切諸法の身体であるから，限りない

円満な功徳ゆえに，論理に従う自性ゆえに，守護者たちの法身である
と認められる

と説くからである。 自性ゆえに

というのは，世界

（jagad）一切がそれの自性を超えないことによる身，ということで
あって，これが法性身の語義である。というのは
外認めず，法身と自性身を同じものとお
ここでニャオンが引用する

二諦論

二諦論

は三身以

えになる立場だからである。

Satyadvaya はジュニャーナガル

6)

バ Jnanagarbha の著作である。 ニャ註
脈からは，何故ニャオンが

二諦論

の註釈対象である

小註

の文

の説をここで持ち出してくる必要が

あったのかという疑念の余地が生ずる。ここは，わざわざ三身説を取り上
げる必要があるとも思えない箇所であり，それゆえニャオン自身の立場が
三身説にあることを窺わせる。他空説で最も重要な概念である如来蔵が，
教義的には有為と無為の関係を曖昧にしておかざるを得ないことから

え

ると，理である自性身と智である法身を区別する四身説よりも，自性身と
法身が同一で理智不二の法身を認める三身説のほうが，教義的な親和性は
高いとみなすことができよう。
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3

現代社会からの評価

今回の共同研究テーマの説明に

混迷を続ける現代社会にあって，限界

状況にあるといわれる現代的知に対して仏教的智慧の有している意義を
えてみたいと思います

とある。ここで言う

仏教的智慧

は

仏教にお

いて智慧と規定されるもの という意味ではなく， 仏教の体系そのもの
の中にある，現代社会を生きるうえで指針になるような何か

という程度

の意味であろう。最初にも述べたように，現代社会においては仏教が目指
したような解脱または涅槃を人生の目的とするような価値観はほとんど共
有されていない。その意味では，悟りの手段としての智慧も，悟った結果
としての智慧も，直接的に

現代的知 に代わるものとはなり得ない。

ここで最初に設定した問題の所在を確認してみよう。それは，一般に
我々は仏教から何を学び得るのか，特に他空説から我々は何かを学び得る
のか，ということだった。それは逆に言えば，他空説を現代社会からどの
ように肯定的に評価しうるか，ということでもある。
筆者は他空説について，
Ａ．それが仏教でなく外道と同じだと仏教内で見なされたことがあるとい
うこと自体を評価し得るのではないかと思っている。宗教対立がきっ
かけの紛争が世界各地で起こっている現在，宗派の枠にとらわれない
というあり方を示すものに思えるからである。また
Ｂ．世俗と如来蔵を全く異なる存在形態のものと見なして，世俗を空なる
ものと見なし，如来蔵と密接に関わる仏身論については三身説と四身
説のどちらの立場でも可能である
ことも評価し得るのではないかと思っている。一神教では被造物たる世俗
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と神とが全く異なるものであるから，その点で共通の基盤で対話が可能に
なるからであり，しかも神の権威付けのない世俗の絶対化を防ぐことがで
きるからである。また，自性身と法身の関係の捉え方しだいで，一神教と
認識の共有も柔軟に可能になると思われるからである。
以上は文字通りに私見にすぎないが，仏教に関わる一人一人が絶えずそ
れぞれの場で仏教の現代的な意義を

えるとき，仏教的智慧が現代社会に

おいて意義を持つことになるのであろう。

註
1) たとえばカマラシーラの 修習次第 初篇 では，菩薩行は般若と方便の
双方より成り，どちらか一方だけではないと規定されている（sa ceyam
samksepena bodhisattvasya prajnopaya-rupa pratipattir na prajnamatram nopayamatram: Tucci（1958）194）。直接的にはボーディバド
ラの言葉として引用されているが，カマラシーラを継承する形で，アティシ
ャの 菩提道燈論 でも 方便と般若の両者を具えなければならないし，福
徳と智慧の資糧を双運して積まなければならない （thabs dang shes rab
gnyis ka dang ldan par bya zhing/ bsod nams dang ye shes kyi tshogs
zung du ʼ
brel bar bsag par byaʼ
o:Derge No.3948,277b）と説いている。さ
らに，アティシャの 菩提道燈論 を典拠とすると自称し，実際にはカマラ
シーラの 修習次第 から大きな影響を受けているチベット仏教ゲルク派の
開祖ツォンカパの 菩提道次第大論 も，その点では同じである。
2) たとえばトゥカン３世はパンチェン・ラマ１世を引用しつつ，自派と異な
る教義であっても，他空説以外のものについては最終的には自派と同じとこ
ろを目指していると見なす。しかしチョナン派の他空説については解脱の命
根を断ち切るものだと断じ，数多くの先行批判書を紹介している（谷口
（1993a）14-15, 31-32）。
3) たとえば，Ruegg（1963，1968，1969）
，Tucci（1980）
，山口瑞（1982），
下 田（1986）
，袴 谷（1989），伏 見（1990a，1990b，1991，1992，1993）
，荒
井（1992）など。
4) たとえば，Stearns（1999），Hopkins（2006，2007）など。
5)
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二諦論 第40 。ただし語句に若干の異同がある。chos rnams kun gyi
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lus yin phyir//yon tan bsam yas kun rten phyir//rig (sic)paʼ
i rjesʼ
brang
ngo boʼ
i phyir// skyob pa rnams kyi chos sku yin// Derge No.3881, 3a.
6) このことについては仏教大学の森山清徹教授からご指摘を受けた。ここに
謝して記す。
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