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は じ め に

今年度の学会共同研究テーマ 仏教と智慧 に含まれる“智慧”は，文

脈に応じて意味に幅のある語だが，本稿の意図する“智慧”とは，とくに

智慧 prajnaによって真相 tattvaを証悟する と言われるときの“智

慧”，つまり対象のあるがままの本来のすがたはどのようなものかという

諸法の法性もしくは勝義真実を洞察する“智慧”である。周知のように，

インド仏教各派は独自の 察に基づいて教義体系を構築しそれぞれ特徴的

な tattvaを主張したが，仏教思想の展開のなかでそうした各派の唱える

tattvaもしくはそれを対象とする智慧の優劣が吟味論評された。その場

合にインドでは，例えば毘婆娑師／経量部の認める“無部分の極微”を唯

識説によって克服し，唯識派の認める“知の真実有”を中観説によって克

服するという具合に，しばしば中観派の見解を最上位とした仏教各派の哲

学的見解の序列化が行なわれた。それは要するに“中観派の立場を基準と

してみた各派の智慧の優劣”を判定する教相判釈にほかならない。

そうしたインド流の教相判釈としてシャーンタラクシタ等のいわゆる

伽行中観派による教判と，インド仏教の末期に活躍したアドヴァヤヴァジ

ュラ等による教判の二種がよく知られている。両教判の相違の一つは，シ

中観派からみた智慧の優劣（小林 守) 193



ャーンタラクシタ説と異なり，アドヴァヤヴァジュラ説では中観派を“如

幻不二派Mayopamadvayavadin（如幻派と略)”“一切法無住派

Sarvadharmapratisthanavadin（無住派と略)”に二分する点である。中

観派の分類に関しては，チベット文献に広くみられる自立／帰謬派の二区

分や，経量中観／ 伽行中観／世間極成中観派の三区分が有名で，それぞ

れの主唱者も一応特定されるが，それらの区分に比べると，如幻／無住派

の二区分は複数のインド文献に見出されるにもかかわらず不明な点が少な

くない。本稿では，主にインド仏教における如幻／無住の中観二派の所説

内容と，とくに二派の起源の問題を検討することにしたい。

１ 如幻／無住二派を示すインド文献とその蔵訳

如幻／無住の中観二派に言及するインド文献のうち特に有名な作品は，

アドヴァヤヴァジュラ（ca.986-1065）の 真理の宝環 （TRĀ）で，今

から50年以上も前に宇井伯壽氏が研究を発表され
1)

た。TRĀは梵文原典／

蔵訳が得られるが，その梵文はアドヴァヤヴァジュラ在世中にいち早くチ

ベットにもたらされたようで，アティシャの弟子ナクツォ・ツルティムギ

ェルワ（1011-1064）が11世紀中頃に蔵訳してい
2)

る。

TRĀにおいてアドヴァヤヴァジュラは， 声聞・独覚・大乗（顕教と

密教）の三乗 と， 毘婆娑師ないし中観派の四種の立場 sthiti ，そして

声聞下根・中根ないし大乗中根・上根の九種の加行 sbyor ba dgu を複

雑に絡み合わせながらインド仏教を分類した。その所説をチベット宗義文

献におけるインド仏教四大学派の分類と比べるなら，その特徴の一つは，

中観派を如幻派／無住派に二分する点にある。インドにおいて“如幻派”

“無住派”という二区分を発案命名した人物がアドヴァヤヴァジュラその
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人であるかどうかは不明だが，しかしその中観派の二区分は，アドヴァヤ

ヴァジュラと時代の重なる論師のいくつかの著作にみられる。

まず，アドヴァヤヴァジュラの弟子ヴァジュラパーニの 上師相承次第

優波提舎 （GPU）に，TRĀと同様の三乗・四種の立場・九種の加行に

よる分類がみられ
3)

る。GPU でも中観派は “sGyu ma lta bu gnis su med
 

par smra ba（如幻不二論者)”“Chos thams cad rab tu mi gnas par smra
 

ba（一切法無住論者)” に二分さ れ る。又 GPU の 蔵 訳者 は，

Dhirisrıjnana/’Brog mi Jo srasである。そのうち Dhirisrıjnanaは rMa
 

ban Chos ’barと共に，サハジャヴァジュラ作 定説集成 Sthitisamuc-

caya （Toh 2227,Ota 3071）を蔵訳した
4)

が，その rMa ban Chos’barは

ヴァジュラパーニと共に，アドヴァヤヴァジュラ作 大楽明説 Mahasu-

khaprakasa （Toh2239,Ota3084）等も蔵訳してい
5)

る。よって GPU も又，

おおよそ11世紀中頃から後半にチベット語に翻訳されたのだろう。

ほかに TRĀ/GPU とほぼ同じ分類を示すのは，ジュニャーナヴァジュ

ラ作 真性見道 （TMD）である。ただし TMD では中観二派は “sGyu
 

ma lta bu（如幻派)”又は“sGyu ma pa（幻派)”と，“Rab tu mi gnas pa

（無住派)”とされていて，二派の名称は TRĀ/GPU にみられる名称と若

干異なっている。

又 TMD をチベット語に翻訳したのは，著者であるジュニャーナヴァ

ジュラ自身と，チベット人 rNog Buddhapalaである。“ジュニャーナヴ

ァジュラ”という名の人物は複数存在したことが知られているが，TMD

にシャーンティパ（即ち Ratnakarasanti）が言及されているの
6)

で，TMD

の著者はインド仏教末期に活躍した人物となる。ところで，西蔵大蔵経に

はジュニャーナヴァジュラ作 入 伽経注・如来心荘厳 Tathagatahr-

dayalamkara （Toh 4019, Ota 5520）が収録されており，同書には， 11
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世紀の中葉から後葉に向かう振幅内に 活動したとされるジュニャーナシ

ュリーバドラの 入 伽経注 （Toh 4018, Ota 5519）の所説がしばしば

援用されているとい
7)

う。よって TMD と 如来心荘厳 が同一人物の作

であるとすれば，今問題のジュニャーナヴァジュラはほぼ11世紀後半以降

に活躍した人物となる。さらに TMD の共訳者 rNog Buddhapalaは，11

世紀末の生まれらし
8)

い。そうであれば，TMD は12世紀前半にチベット語

に翻訳されたのだろう。TMD の述作は西暦1100年頃となろうか。

つぎに，チャンドラハリパ作 宝鬘 （RM）は， 形象は割られた卵の

如しと論じる唯心形象真実派 の一節で有名だが，RM にも， 仏教徒は，

毘婆娑師，経量部，独覚，有相派，無相派，幻派 sGyu ma，無住派 Rab
 

tu mi gnas paの７種である という，TRĀ/GPU/TMD に類似した分

類がみられ
9)

る。又 RM の蔵訳者は，著者であるチャンドラハリパ自身と，

Cog ro Tin ne’dzin bzan poである。Tin ne’dzin bzan poは11世紀中頃

以降に活躍したチベット人翻訳師であるか
10)

ら，彼と共に RM を蔵訳した

チャンドラハリパも又，アドヴァヤヴァジュラと時代の重なる論師で，

RM は11世紀中頃から後半に蔵訳されたのだろう。

同じようにスブーティゴーシャ作 一切乗作明分別疏 （SYĀBh）も，

その蔵訳者は著者自身と Tin ne’dzin bzan poであるから，SYĀBhの著

者スブーティゴーシャもアドヴァヤヴァジュラと時代の重なる論師で，

SYĀBhは11世紀中頃から後半に蔵訳されたのだろ
11)

う。尤も SYĀBhに

“如幻派”“無住派”という学派名は明確には出ていない。しかしながら

SYĀBhは唯識形象真実派／虚偽派を紹介し批判した後に 二種の中観の

意味 dbu ma rnam pa gnis kyi don を解説するが，その二種の中観とは，

如幻なる顕現において真実［有］を否定してから［それを］虚偽なるも

のと認める 中観と， 顕現は世俗真実で，正理は勝義真実である と認
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める，無住にして顕現を否定しない rab tu mi gnas pa snan ba mi sel ba

中観のことかと思われ
12)

る。SYĀBhにおける“二種の中観”とは，おそら

く今問題の“如幻派”“無住派”にあたるだろう。

最後に，アシュヴァゴーシャ作とされる 勝義菩提心修習次第書 は，

チベットではしばしば シューラ Śura/dPa’bo作 として引用される所

謂“菩提心修習論書”で，本書に学派名は一切でていないがしかし本書が

順次に毘婆娑／経量部を批判し，その後に有相唯識／無相唯識および“如

幻中観”を批判して，最終的に“無住中観”の立場を論じているのは間違

いな
13)

い。又，本書の蔵訳は，パドマーカラヴァルマン／リンチェンサンポ

（958-1055）の共訳である。前者はリンチェンサンポが10世紀後半にカシ

ミールに留学したときの師の一人で，その後，リンチェンサンポにより11

世紀初めにチベットへ招かれて彼と共に多くの経論をチベット語に翻訳し

た人物であ
14)

る。よって，本書は，TRĀ等の蔵訳にやや先行して11世紀前

半に蔵訳されたと思われる。なお，本書の作者は無論，有名な仏教詩人ア

シュヴァゴーシャ若しくはシューラではない。本書は９世紀から10世紀に

著された，TRĀに先行する作品かと思われ
15)

る。

２ ゴク大翻訳師による批判

アドヴァヤヴァジュラの TRĀのほかに前節で取り上げた５書のうち

GPU/RM/SYĀBhに共通するのは，それら３書の著者はアドヴァヤヴァ

ジュラの同時代人で，TRĀを含めた４書はほぼ11世紀中頃に著されたら

しい，そしてそれらの４書はいずれも11世紀の中頃から後半にチベット語

に翻訳されたらしい，という２点である。そのうち第２の点に関連して興

味深いのは，11世紀後半から12世紀初めに活躍したチベット人ゴク大翻訳
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師ロデンシェラプ（1059-1109）が 書簡・甘露の滴 の中で，

［如］幻不二と一切法無住中観の二流儀を区別すること，それも愚者

が希有の念を起こ
16)

す。

と述べて，中観派を如幻派／無住派に二分する え方を批判している点で

ある。最近ゴクの 書簡 の校訂本を公表された加納和雄氏によると，ゴ

クはカシミール留学からチベットに帰った後，1092-1109年頃に 書簡

を著したとい
17)

う。ゴクの批判は，当時のチベットに，TRĀ等が翻訳紹介

されて中観派を如幻／無住に二分する え方が流行していた，もしくは有

力になりつつあったという情況を背景としたものであろう。

さて， 書簡 におけるゴクの批判は簡潔なものだが，問題の詩節の内

容はツォンカパが ラムリム大本 等に引用していて，研究者の間では夙

に知られている。ツォンカパによると，ゴクは， 昔のある善知識が勝義

の認め方の観点から中観派を，顕現と空との二つの集まりを勝義真実と認

める幻理成就派 sGyu ma rigs grub paと，顕現における戯論の排除のみ

を勝義真実と認める無住論者との二つに確立する のを批判したことにな

る。同じようにサキャ派のコラムパ（1429-1489）も， 昔のある人は，所

証である勝義に力点を置いて中観派を如幻／無住派に二分する ， 如幻派

は，無自性で幻の如き顕現それこそが勝義真実であると認める ， 無住派

は，離一多の証相により主題である顕現の上において真実有を否定するの

みであって真実無を論証しない，もしくは論証したとしても非定立的否定

med dgagのみを対象とするのであって定立的否定ma yin dgagである如

幻を正理知によって認識しないと認める ， 勝義の認め方が一致しないな

ら一方は中観派ではないことになる 等と，ゴク説を敷衍す
18)

る。

上のようにツォンカパとコラムパによると，如幻／無住派の二区分のポ

イントは“勝義真実の観点からの区分”で，ゴクはその観点からの中観派
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の区分を批判したことになる。二派のいう勝義真実のうち， 顕現におけ

る戯論の排除のみを勝義真実と認める 主題である顕現の上において真

実有を否定するのみ などと解説される無住派の認める勝義真実は，理解

しやすい。それに比べて如幻派の立場はわかりにくいだろう。一般に“幻

の如し”という譬喩は仏典に広く認められるが，特に中観派では，ヨーガ

行者が三昧に入った状態で無分別智によって諸法の法性である空性を直証

した後に，三昧から出て後得智によって，空性を踏まえつつ，現前に現れ

てくる世俗的な対象を捉え返すとき，“幻の如し”と表現する。この意味

での“如幻”つまり 世俗的対象を“如幻”と捉える のであれば，それ

は奇しい中観説ではないだろう。その“如幻”を世俗ではなくて勝義と認

める点に，如幻派の特徴があるのだ。しかしそうした如幻派説は，実はイ

ンド資料にも見出すことができる。すなわち，前節で取り上げたジュニャ

ーナヴァジュラの TMD に， 如幻派の見解は，正理によって幻を勝義真

実と認める sgyu ma bden te don dam du’dod pa とある
19)

し，スブーティ

ゴーシャの SYĀBhには“二種の中観”のうちの第一（如幻派）の所説が，

顕現において真実有の戯論をすべて排除してから，肯定的には yons
 

gcod la，虚偽で幻の如きものは，戯論を断じる推理正理［知］と無分別

智の体に顕れると認められるし，［それは］否定されるべきものでもなく，

勝義的に成立する don dam par grub pa と紹介されてい
20)

る。上でみたツ

ォンカパ，コラムパの解説は，これらのインド資料を参 にしたのかもし

れない。いずれにせよ，如幻派にとって，一切法如幻こそが勝義真実であ

り，tattvaであることになるのだろう。
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３ 如幻派／無住派の起源

第１節でみたように如幻／無住の二区分を明示する作品は11世紀中頃に

は著されていただろう。しからば中観派を如幻／無住に二分する え方も，

11世紀前半から中頃にアドヴァヤヴァジュラ若しくはその周辺の人物が初

めて言い出したことなのか。又は彼らは何らかの先行する作品から影響を

受けたのか。そして影響を受けたとすればその作品はいつ頃のものか。こ

うした如幻派／無住派の起源の問題を検討してみよう。

この点に関して注目されるのは，Avadhuti-pa作 一切法無住を説く真

相 の半分の注 （SATGV）及びそこに引用される一経典である。著者

の “Avadhuti-pa” はアドヴァヤヴァジュラのことと思われるが，実は

SATGV はその梵語書名も蔵訳者も不明で，インド人アドヴァヤヴァジ

ュラ作と断定するには慎重な検討を要する。しかし今は暫定的にアドヴァ

ヤヴァジュラ作とみなして論を進めることにしたい。

SATGV 所引の問題の経典は，西蔵大蔵経所収の ［世尊の説法は］法

性・自性・空性より動ぜずに種々異なるものとして一切のものたちに輝く

という経 Dharmatasvabhavasunyatacalapratisarvalokasutra (DAPSĀ)で，

SATGV には“無住を論じる中観 rab tu mi gnas par smra ba’i dbu ma”

の典拠として同経の次の一節が引用されている。

文殊よ，おまえは， 法に関するこれらの五選択肢 brtag pa’i thabs
 

lna po（DAPSĀ:brtag pa’i mtha’lna po）のすべてが正しいのです

か。又はあるものは正しく，あるものは正しくないのですか と言う。

法に関するこれらの五選択肢もすべて正しいものと把握すべきである。

すなわち，①ある人々は，［世尊は］“一切法は顕現するとおりに存
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在する”と法を説く とも える。それはどうしてか。四大種とそれ

より成るもの（大種所造）は，慣習的には tha snad du（DAPSĀ:

tha dad du），幻の如く存在するからである。

②ある人々は，［世尊は］“一切法は唯心をのぞいて他に存在しな

い”と法を説く とも える。それはどうしてか。法を種々に施設す

ることは“恒常で永遠なるもの”と分別されたものの潜在印象を心の

なかに置くが，その［潜在印象］の力により一切時に我・法として顕

現するものは，種々異なったものとして tha dad du（DAPSĀ: tha
 

snad tsam du）顕現しても勝義的には don dam du（DAPSĀ: don
 

du）無自性で，唯心のほかに存在しないからである。

③ある人々は，［世尊は］“心そのものさえも不生である”と，わ

れわれに法を説く とも える。それはどうしてか。この［心］には，

形態，色彩，三時，又は終りと中間が存在しないからである。

④ある人々は，［世尊は］“一切法は幻の如く顕現し，幻の如く成

立しない”と法を説く とも える。それはどうしてか。一切法は因

縁により生じ起こるからである。

⑤ある人々は，［世尊は］“一切法は本性的に不生，本質的に不住，

業と所作の極端のすべてを離れていて，分別と無分別の対象を超えて

おり，無始時来，戯論は浄化されている”と法を説く とも える。

それはどうしてか。一切法の自性はその無倒錯なるものであるからで

あ
21)

る。

上のAvadhuti-pa（アドヴァヤヴァジュラ）が引用する経典 DAPSĀ

はデルゲ版で３枚半ほどの短い経典で，内容的には，世尊と文殊の問答を

通して， 世尊が法性から逸脱することなく説法するのを受け手の側が５

種に異なったかたちで受け取る ことを説く経典である。その５種の受け
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取り方が上引経文の①ないし⑤である。

この DAPSĀはやや謎めいた経典である。まず西蔵大蔵経所収の蔵訳

本は９世紀初頭のダーナシーラ／イェシェデによる翻訳だが，そのコロフ

ォンに，ダーナシーラの異例とも言える寸評が，こう記されている。

ダーナシーラ御前は，［三］蔵のなかの論書（アビダルマや唯識論

書）と中観の見解の種々異なったものはこの［経］から発した とお

っしゃるようであ
22)

る。

つまり，この経には，論書で説かれる小乗外界実在論，唯識説，中観説の

元になったところの仏説が示されているとコメントしているのだろう。

とりわけ不思議なのは，この経は デンカルマ目録 （Lalou／芳村

No.267）に記載されているものの，しかしそこでは 漢訳からの重訳

とされている点であ
23)

る。たしかに DAPSĀ蔵訳本に “theg pa chun nu’i
 

rigs dan theg pa chen po’i rigs gnis kas”（D.172b7,P.187b1-2）という

具合に， 小乗 hınayana という語が “theg pa chun nu”で翻訳されて

いるのが気になるが，しかし “theg pa chun nu”というチベット語は例え

ばアティシャの 菩提道灯難語釈 等の蔵訳本にもみられるので，そのチ

ベット語の存在が直ちに 漢訳からの重訳 の決定的な証拠とはならない

と思われる。 デンカルマ目録 の記載は措くとして， ダーナシーラ／イ

ェシェデ訳 という伝承を受け入れるなら，少なくとも現存蔵訳本は 漢

訳からの重訳 ではないだろう。

もう一点興味深いのは，プトゥン（1290-1364）はこの DAPSĀを 仏

教史 目録部（西岡No.438）にあげてはいるが実際には未見であった

（mi rned pa），しかしその後，プトゥンが亡くなってから23年後の1387年

にサキャ派のヤクトゥク・サンギェーペル（1348/50-1414）が著した 般

若注・中本 に DAPSĀの一部が引用されている点である。プトゥンが
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蒐集しても入手できなかった経典を，ヤクトゥクが見出したのだろうか。

それはともかくとして，ヤクトゥクが DAPSĀを重用したのは間違い

ない。彼はその後， 般若注・広本 （1405年作）に DAPSĀの全文を，

ハリバドラ作 現観荘厳論注 （AAV）の本文を解説する際の教証とし

て引用するが，それは DAPSĀの成立を える場合に参 にな
24)

る。

すなわち，ハリバドラは 現観荘厳論 520への注（AAV , p.90, 4-

15）においてヨーガ行者が所知障の断除に到るための修習の次第を説く。

その次第は，人我と外界を否定して一切法を心に摂めとる唯識の立場に到

り，その後に心／一切法を“如幻”と観じてさらに“離戯論”に到るもの

で，見方を換えるなら，それは，諸派の主張する“所知なる tattva”を

順次に克服して最終的に中観派の主張する tattvaに到る過程とみること

ができ
25)

る。こうした修習次第は無論ハリバドラの独創ではない。それに類

した， 一切法を心に摂めとった上でその心そのものを不生とし，そこか

ら如幻そして離戯論へとすすむ修習次第 は，いわゆる 伽行中観派の著

作，例えばカマラシーラ作 修習次第 特に中篇や，それに先行すると思

われるジュニャーナガルバ作 伽修習道 （YBM）にみられるし，さ

らにプリミティブなかたちでは 大日経 住心品に遡るものであることが，

先学によって指摘されてい
26)

る。

さて，ヤクトゥクは，上引 DAPSĀの経文①は 異教徒などの人我を

経量部説によって否定する ，②は 経量部の外界実在論を唯心形象真実

派説によって否定する ，③は 真実派説を虚偽派説によって否定する ，

④は 虚偽派説を中観自立派説“如幻真実無”によって否定する ，⑤は

自立派説を帰謬派説“如虚空離極端”によって否定する と解釈し，

DAPSĀの経文①～④を，AAV に説かれる修習次第に対応させ
27)

る。しか

しさすがにヤクトゥクは，彼が帰謬派の教義を説くとみなす経文⑤を，
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AAV 本文と直接的に結びつけていない。そもそもハリバドラ注に帰謬派

思想を当てはめるのは無理があるからだろう。しかしながら上引 DAPSĀ

の経文⑤を，ヤクトゥクのいう帰謬派の tattvaではなくて，“離極端・離

戯論”という TRĀ等にみられる無住派の tattvaを説くものとみなすな

ら，それに相当する記述はAAV にも見出すことができるだろう。

ハリバドラはAAV において， 所取・能取の否定された無二智

advayajnanaは真実有である という無相唯識派の立場を示した後に，

最上位の中観派の修習内容を，こう述べている。

それ（無二智）さえも縁起のゆえに幻の如く無自性で，真相の点か

らは一向に実有・非実有などと捉えられる性質を離れている と修習

しつつ……（AAV ,p.90,10-12）

もともとハリバドラ自身はこのAAV の一節において，下線部では（

伽行）中観派の世俗の立場である“如幻因縁生”を示
28)

し，波線部ではその

勝義の立場 tattvaたる“離戯論”を示していると思われる。しかしこう

した（ 伽行）中観派という一つの体系における世俗と勝義を分離して，

その世俗と勝義の２つを，２つの異なった体系の tattvaとして立てよう

とするときに，上引 DAPSĀの経文④⑤にある二種の“ある人々”の所

説のようなかたちでの整理が行なわれた可能性がある。DAPSĀの蔵訳が

行なわれた時期からみて，如幻を tattvaとする“ある人々”と，離極

端・離戯論を tattvaとする“ある人々”の別立は，８世紀には行なわれ

ていただろう。その場合に，DAPSĀにおける整然とした５種説①～⑤の

配列をみるなら，経典 DAPSĀがジュニャーナガルバ／カマラシーラ／

ハリバドラ等の論書の所説を参 にして５種説を分類整理したのであって，

その逆はありそうにないと思われる。

上をまとめるなら，仮説ではあるが如幻／無住二派の成立の次第はこの
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ように えられる：まず 大日経 住心品の所説を承けて， 伽行中観派

の論師たちは，人我を否定し徐々に向上して最終的にあらゆる極端の把握

を否定する中観派の立場に到るという“一人のヨーガ行者の修習次第”を

説いた；その後，その修習内容を５分割し，それぞれを ある人々いわ

く というかたちに分類整理して経典 DAPSĀが編纂された；その後，

11世紀に到りAvadhuti-pa（アドヴァヤヴァジュラ）は DAPSĀの経文，

とくに経文④⑤を参 にして，中観派を如幻派と無住派に二分した，
29)

と。

お わ り に

仏教教義のほぼ出揃った８世紀に活躍したシャーンタラクシタが 中観

荘厳論 で示した教相判釈は，その後のインド及びチベットの仏教に大き

な影響をあたえた。それに比べると，インド仏教末期のアドヴァヤヴァジ

ュラ等の示した教相判釈は，インドでは一定の支持者を得たものの，しか

しその中観派を如幻派／無住派に二分する教判は，チベットに紹介されて

もチベットでは概して評判はよくなかった。ゴク大翻訳師等はその二区分

を勝義真実の観点からの区分とみなして批判したが，その批判は，二区分

のうち特に一切法如幻を勝義真実とする如幻派を，具体的な論師を特定で

きない“架空の中観派”とみたからだろう。それは，もともと如幻／無住

の二区分がジュニャーナガルバの著作も含めて 伽行中観派の著作に示さ

れる修習次第における“中観派の世俗と勝義”に由来する区分であるから

と えられる。要するに，一切法如幻説と一切法無住説は 伽行中観派と

いう一つの中観体系のなかにおさまるものだろう。

最後にゴク以後について付言するなら，如幻／無住の中観二派はインド

文献に明示されているため，否定的にせよ肯定的にせよその二区分に言及

中観派からみた智慧の優劣（小林 守) 205



するチベット論師は少なくないが，特にその二区分を活かそうとするとき，

チベットではその二区分をめぐり種々なる議論，意味づけが行なわれるこ

とになる。

略号

AAV Haribhadra: Abhisamayalamkarakarikasastravivrti, ed.by K.H.

Amano,Heirakuji-Shoten,2000.

DAPSĀ Ārya-Dharmatasvabhavasunyatacalapratisarvalokasutra. Toh 128,

Ota 796.

GPU Vajrapani:Guruparamparakramopadesa.Toh 3716,Ota 4539.

RM Candrahari-pa:(Madhyamaka-)Ratnamala.Toh 3901,Ota 5297.

SATGV Avadhuti-pa:Chos thams cad rab tu mi gnas par ston pa’i de kho
 

na nid tshigs su bcad pa phyed kyi ’grel pa/Sarvadharmapratisthana-

desakatattvardhagathavrtti.Toh 2296,Ota 3144.

SYĀBh Subhutighosa(Rab’byor dbyans):Sarvayanalokakaravisesabhasya.

Toh 3907,Ota 5303.

TMD Jnanavajra:Tattvamargadarsana.Toh 3715,Ota 4538.

TRĀ Advayavajra:Tattvaratnavalı.宇井 大乗仏典の研究 岩波書店，

1963，pp.1-31;Toh 2240,Ota 3085.

YBM Jnanagarbha:Yogabhavanamarga.Toh 3909,Ota 5305.

註

1) 宇井論文初出： 名古屋大学文学部研究論集 Ⅲ（哲学１），1952。なお，

アドヴァヤヴァジュラの在世年代については，H.Hadano, “A Historical
 

Study in the Problems Concerning the Di usion of Tantric Buddhism in
 

India Advayavajra,alias Mnah-bdag Maitrı-pa,”羽田野 チベット・

インド学集成 ３，法蔵館，1987，pp.166-181参照。

2) Cf.K.Mimaki,“The Tattvaratnavalıof Advayavajra(Tibetan Text),”

Kyoto,1986（科学研究費研究成果報告書).

3) 磯田 文 paramita-yanaとmantra-yana 東北大学文学部研究年報

28，1979，pp.105-135参照。

4) 松田和信 サハジャヴァジュラの仏教綱要書（Sthitisamuccaya） そ

の梵文写本について 印仏研 43-2，1995，pp.205-210参照。
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5) 密教聖典研究会 アドヴァヤヴァジュラ著作集 梵文テキスト・和訳

（３） 大正大学綜合仏教研究所年報 12，1990，pp.60-65参照。

6) TMD ,D.143a7,P.160a1.

7) 羽田野伯猷 ジュニャーナ・シュリー・バドラ著 聖入 伽経註 おぼ

えがき チベット・インド学集成 ４，法蔵館，1988，pp.109-110。

8) Gans can mkhas grub rim byon min mdzod（雪域歴代名人辞典），甘粛

民族出版社，1992，pp.469-470。辞典によると，この人物ははじめチベット

で学習し，その後カシミール，ネパール，インドに遊学したという。

9) RM , D.68b4, P.66b5-6. Cf.E.Napper,Dependent-Arising and Empti-

ness,Wisdom Publications,1989,p.817,n.577.

10) Cf.J.Naudou, Buddhists of Kasmır, Delhi:Agam Kala Prakashan,

1980,pp.196-198.

11) Cf.D.S.Ruegg,The Literature of the Madhyamaka School of Philoso-

phy in India,Otto Harrassowitz,1981,p.120,n.398.

12) SYĀBh,D.310b3-4,P.421a2;D.312b3,P.424a1-2.なお SYĀBhにおけ

る“形象真実／虚偽 rnam pa bden brdzun”という術語の存在については，

ツルティム・ケサン 形象真実と形象虚偽について 日本西蔵学会々報

45，2000，pp.3-11参照。

13) 拙稿 如幻中観・無住中観の一典拠 印仏研 39-2,1991,pp.173-177；

Ācarya dPah bo作 勝義菩提心修習次第書 蔵訳テキスト インド思想

における人間観 平楽寺書店，1991,pp.179-200参照。

14) Cf.川越英真 Rin chen bzan poの生涯とその活動 文化 46-1/2，

1982，pp.51-66；J.Naudou,op.cit.,pp.190-191.

15) 拙稿 後期中観派 ，塚本啓祥他 梵語仏典の研究 Ⅲ，平楽寺書店，

1990，p.306において 大体９世紀頃の成立 としたが，もう少し幅をもた

せておく。

16) 加納和雄 ゴク・ロデンシェーラプ著 書簡・甘露の滴 校訂テク

ストと内容概観 高野山大学密教文化研究所紀要 20，2007，p.11。

17) 加納氏前掲論文，pp.6-7。

18) 拙稿 サキャ派によるインド流中観二派の解釈 印度哲学仏教学 22，

2007，pp.14-15参照。なお，インド人のいう“如幻不二派”“如幻派”は，

チベットではしばしば “sGyu ma rigs grub pa”と呼ばれる。これは， 幻は

理によって成立するとする人々 の意味で，おそらくRM（D.71a6-7, P.

69a8）にある，sgyu ma rigs pas grub na ni//sgyu ma ma yin yan dag
 

thal//という一節などを参 にしてチベットで作られた名称だろう。
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19) TMD ,D.143b3-4,P.160a5-7.

20) SYĀBh,D.310b4,P.421a2-3.なお，この SYĀBhの解説によると，如幻

派は，有分別の正理知のみならず，入定無分別智にも幻の如き対象が顕現す

るのを認める，いわゆる有顕現派になるだろう。拙稿 有顕現派 sNan bcas
 

pa／無顕現派 sNan med pa 印仏研 54-1，2005，pp.61-67参照。

21) SATGV ,D.215a3-b3,P.234b4-235a5.SATGV 所引の経文は，DAPSĀ,

D.172a5-b4,P.186b6-187a6。

22) DAPSĀ,D.174b3-4,P.189b3-4.

23) DAPSĀは パンタン目録 には記載されていない。川越英真 dKar
 

chag ’Phang thang ma 東北インド・チベット研究会，2005参照。

24) ヤクトゥクの著作については，前掲拙稿 サキャ派によるインド流中観

二派の解釈 ，pp.3-6参照。

25) AAV , p.90, 4-15: ① tatrodayavyayasunyatvan nastyatmeti
 

bhavayann atmabhinivesam parityajya tadviviktam skandhadikam
 

pratıtyasamutpannam udayavyayadharmmakam samupalabhya; ②

nılataddhiyoh sahopalambhaniyamac cittamatram evedan na bahyartho

’stıti manasikurvvan aparityaktagrahakakaracittabhiniveso bahyartha-

bhinivesam tiraskrtya;③ grahyabhave grahakabhava iti nidhyayams tam
 

api grahakakaralaksanam vijnaptimatratam avadhuyadvayajnanam
 

eva kevalam bhavato bhavarupam iti  niscitya; ④⑤ tad api
 

pratıtyasamutpannatvan mayavan nihsvabhavam/ tatvato ’pagatai-

kantabhavabhavadiparamarsarupam iti bhavayan bhavananispattau
 

kesamcin manirupyadijnanavad utsaritasakalabhrantinimittaya

mayopamatmapratibhasadhiyo nirvikalpayah kathamcit  pratyatma-

vedyayah samutpade jneyavaranam samyag yogıprajahyat/ なお①

～⑤は，ヤクトゥクの分科による。

26) Cf. 生井衛（智紹） 菩提心 に関する一 察 密教文化 91，1970，

pp.24-38；同 仏道の体系と 伽の階梯 菩提心修習>に関連して

日仏年報 54，1989，pp.325-352；森山清徹 Kamalasılaの唯識思想と修

道論 伽行中観派の唯識説の観察と超越 仏教大学 人文学論集 19，

1985，pp.64-77；一郷正道 修習次第 中篇 の研究（下） 印度哲学仏

教学 21，2006，pp.63-67。

27) ヤクトゥクの解釈については，前掲拙稿 サキャ派によるインド流中観

二派の解釈 ，pp.6-11参照。

28) Cf.YBM ,D.4b4,P.5a4:rten cin’brel par’byun ba’i no bo nid du kun
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rdzob tu yod pa’i phyir sgyu ma dan’dra ba ni mi dag go//；生井氏前掲

仏道の体系と 伽の階梯 ，p.329。

29) 如幻派／無住派の tattvaがもともと 伽行中観派の世俗／勝義に由来す

るとみるとき，ツルティム・ケサン 中観ウパデーシャ のヴァスバンド

ゥ二人説とアティーシャの中観の理解 印仏研 50-1，2001，p.225の指

摘する， アティシャ自身は見解 lta baは無住中観 rab tu mi gnas pa’i dbu
 

maを奉じる。その無住中観を 伽行中観とも名づける （ 蔵文文選 16：

藍色手冊本注，民族出版社，1991，p.350，15-16）というカーダム派の伝承

は，興味深い。
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