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「無分別」の哲学

                                                                                     柳生孝昭

趣旨：

小生が仏教に関心を持ち始めたのは、約 40 年前、1970 年代後半のこと、契機は下記のようなものであった：

第１は仏教美術、中でも天平仏像の魅力。 1980 年の「東大寺展」は衝撃、大きな驚きと深い感動を覚えた。

　第２は大乗、特に「中論」の 空 ＝ 縁起 の説の、D. Hilbert の形式主義や構造主義文化人類学と相俟って、物

質世界の Data Modelling に於いて、実体・本質の固定観念を離脱し、関係的接近法の確立に資する可能性の、

強い示唆。 当時、「標準」とされていた CODASYL 型や関係 Model は、多項関係の形式と意味を表現する機能を

欠く、と見た。 因みに当時の考究は、（LMS と呼ぶ）CAD のための Data Model に結実している。

　第３に、仏教美術に限らず、あらゆる芸術作品 ─ 絵画、彫刻、音楽、演劇、文学、書、陶芸、建築、他 ─ の与

える感動の根底に、宗教性ないし精神性が沈潜していると、思い知ったこと。 1981 年の法隆寺夏期大学に参加し、

堂宇や宝物も拝む毎日であったが、或る日、一人の若者が中門に向かい、合掌するのを見た。 その真剣な眼差し 、

凛々しくも堂々とした立ち姿に、鮮烈な印象を受けるのと同時に、学・美・信の間の深い内的関連が、忽ち閃いた。

　近時、関心は専ら、周知の通りの難解な仏典を、標準論理を含む現代の我々の言葉に沿って理解することの可

能性、に在る。 関連して、仏者・仏教学者と、某か他分野の専門家、特に科学者との、仏教の教理や言葉を巡る

対話を見聞きする度に、各人の、専門用語・概念・知見を自然言語（日本語）で正確・明晰に表す努力の不足と、

逆に対手の話を納得の行くまで理解するための、徹底的な追求の欠如を感じる。 制約が有るにせよ、相互理解を

半端の儘に放置するのは、知的怠慢・不誠実の誹りを免れまい。 こういう状況と、そもそも仏教、取り分け中観や公

案禅に、逆説的・自己矛盾的表現が多く見られることに鑑み、仏教言説の葛藤を解消し、明晰・合理的に理解する

一助とすべく、これまでの雑多な学習と所感を、覚書として整理することに、思い至った。 具体的には、葛藤の根

源が妄分別、即ち如実に、捉われずに観るべき物事に、妄りな差別を立て、それに執著する行いに在るとの戒め、

そこから多くの、様々な理法が導かれ、説かれて来た事情を歴史的・論理的に考察し、更には原始仏教の倫理的・

実践的な戒めが、諸部派から般若、中観、後期大乗を経て概念化・言説化され、唯識、禅や浄土信仰に至る展開

を通して、理論的中枢を形成したことを、確認する。 実に「妄分別とそれが齎す謬見を捨てよ」とは、実践・理論の

双方に於いて、仏教の核心に位する大命題であった。 「「無分別」の哲学」と題する所以である。

序：

禅家は「不立文字」・「教外別伝」を標榜するが、公案禅は言語行為に積極的・逆説的に関わる。 鈴木大拙は、禅

の真髄は言葉によって究め得ずとしつつも、それに迫るに、可能な限りの言葉を尽くすべく努めた。 法然・親鸞も

また「たとひ一代の御法をよくよく学すとも、一文不知の愚鈍の身に成して、尼入道の無知の輩と同じくして、智者

の振る舞いをせずして、ただ一向に念仏すべし（文献[38]上 130頁）」、「聖道門の修行は智慧を究めて生死を離

れ、浄土門の修行は愚痴に還りて極楽に生まる（下 71頁）」、「念仏には無義を以て義とす、不可称・不可説・不可

思議の故に（文献[37]下 109頁）」と説き、「善し悪しの文字をも知らぬ人は皆、真の心なりけるを、善悪の字知り顔

は、大虚言の形なり（上 64、下 28頁）」、「何の学問かは往生の要なるべきや（134頁）」と戒めたが、両者は共に学

識豊かな人、単純に教説を否定せず、激しい論争に巻き込まれもした。 彼等の教えを承け、その近代に於ける再

評価の端緒を開いた清沢満之は、西洋哲学の概念・方法に拠る分析に精力を傾けた。 中村元も、分別知を俗諦

として斥ける「般若＝空の思想」について、現代論理学に訴えるまでの分析を試みた。 蓋し仏教に在って「言葉

（＝分別知）」の権実は教義の核心に位する、しかも安易な然否を許さぬ、重大な問題であったのだ。 しかし問題

は仏教に限らない。 井筒俊彦は仏教は固よりスコラ、カッバラー、イスラム、婆羅門教から老荘、宋儒を経て空海、

芭蕉、本居宣長に及ぶ途方も無い視野を渉猟し、表層的な言語行為が志向する「本質」の概念と、その、意識の

様々な層に於ける、諸思想体系を通底または相隔てる批判、否定ないし超越の態様を探求する。

　本稿は、上掲の諸家の説を踏まえ、言語外（深層）意識の働きも含めて、仏教、特に看話禅と浄土教に於ける「無

分別知」の如何を、明確な、言わば標準論理の語彙・文法・意味に還元し得るような言葉により、解明可能な限りで

解明しようとする試みである。 尚、先年の例会に話題として提供した、「中論」についての同様の考察（資料 [42]）

の続編の心算でもある。
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0. 何故に仏教か、その哲学的特異性

0.0 宗教の哲学的側面

宗教は哲学ではない。 しかし聖典・経典、神学書・論典ないし信仰告白に現れる哲学的言説は、当の宗教を形作

る、重要な要素の一つではないのか？ 「色即是空・空即是色」の一節は、教説の核心を成すと共に、「空＝縁起」

（中論）や「事々無礙」（華厳経）の関係的世界観へ発展する、勝れて哲学的な命題であった。 般若心経が哲学

的経典と言われる所以である。 ヨハネ福音書の冒頭は、史家が、logos を宇宙の原理と見る、ギリシャ的な哲学・思

想の影響下に在ったことを、示している。 教団は時に、哲学的な問題について特定の立場を取り、異説を批判な

いし禁止する。 聖書墨守的な Luther 派は、Copernicus の天文学に反対し、Roma 法王庁は Galileo の科学を、

それが彼等の哲学的な拠り所であるアリストテレスの権威に、壊滅的な打撃を与えることを惧れて、弾圧したのでは

なかったか。 しかし言葉は、仮に聖典の言葉であっても、教えの奥義を尽くし得ない。 また、その哲学的価値は、

必ずしも宗教的深度と並ばない。 Augustinus 「告白」第 11巻の時間論が長らく軽視されて来たのは、正にその哲

学的卓越の故であった（文献[41] p351）。 それ所か宗教には、哲学を見下し、哲学・論理的言語による教義の表

現・解釈・分析を嫌う傾向が有る。 哲学に、神学の忠僕たることを求める、言語道断・不立文字を標榜する、敢えて

愚鈍に自足する、等々。 言葉に対する禁欲は、それ自体、人の認識・表現・行動についての哲学的言説を誘発す

る。 この事態は矛盾なのか、新たな言説の可能性を拓く試みなのか、それとも、meta 言語的な分析なのであろうか。

0.1歴史・文化非依存的な特異性

[0] 原始仏典最古層（Sutta-nipāta、文献[0]、Dammapada、文献[1]）の場合

宗教の哲学的側面には、一筋縄では行かない、厄介な事情が有る。 その反映か、言説は逆説・自己否定の傾向

を示す。  ヨブ記然り、否定神学然り、般若の論理然り、公案禅然り。 就中、後二者に於いて、著しい。 それは西洋

近代的な論理に拠る立場から見た、歴史・文化相対的な現象・特異性に過ぎないのか、それとも内在する特質、更

には何らかの普遍的な思想・行動原理の表出なのか。 以下に検討を進めるが、邦訳典籍や諸家の論究に基づく、

それらと整合すべく吟味はしているものの、二次・三次的解釈・推測に過ぎないことを、予め断って置く。

　滅ぶべき人間が、無常なる事物を我がものと見て執著することへの戒めは、既に、大乗は固より、諸部派にも先

立つ原始仏典、しかも最古の層（Sn、文献[0] 777、805、6、9、Dp、[1] 62、200）が強調する所であった。 更に「我

ならざるものを我と見なす」ことを指摘し、「我」の否認（諸法非我）の萌芽を示す （[0] 756、772、[1] 279）。 しかしこ

れらの経典の立場は倫理的・実践的に徹し、その限りでは婆羅門やジャイナの教えと重なる一方、理論的・哲学的

側面、特に実体としての âtman の存否は語らず、輪廻についても、覚者（Budda）は今生を最後に再び生を享けな

いことを繰り返すのみで（[0] 152、502、17、727、54、5、86、1123）、その内実に立ち入る議論は、一切しない。 寧

ろ、四聖諦、十二縁起を含む 15 の苦の原因とその消滅を説くに当たり、期待される果報として現世に於ける悟り、

あるいは煩悩が残る場合の不還を挙げるという、不思議な一節（[0] 第 3 「大いなる章第 12節「二つの観察」）に照

らすと、輪廻やその主体である âtman は、主な関心の外であった、とも考えられる。 また第 5 「彼岸に至る道の章」

には、「最上の「想いからの解脱」（無所有処定）に達した人は退き、後戻りすること無く、そこに安住するとの説法、

「そのような人の識別作用は尚も存在するのか」という問い、答え「風に吹き飛ばされた火災が、滅びてしまって火と

しては数えられないように、聖者は名称と形態（精神と身体）から解脱し、滅びてしまい、存在する者としては数えら

れない」、更なる追及「滅びてしまったその人は存在しないのか、あるいは常住であって損なわれないのか」に対し

て、「滅びてしまった者には、彼を測る基準、ああだ、こうだと論ずる縁が存在しない、あらゆる事柄がすっかり絶や

された時、あらゆる論議の道はすっかり絶えてしまったのだと応じる、緊迫した場面も見られる（[0] 1073‐76）。 火が

風に吹き飛ばされるような身心の絶滅は、聖者も愚者も変わり有るまい、違いは生前、既に解脱しているか否か、し

かもそこに安住するのであれば、その境地は愚者とは違う、しかし或る仕方での存在なのではないか、という疑いは

当然であるが、釈迦はここでも同じ答を繰り返す。 もう一歩進めば形而上学的領域に入る所で、際どくも踏み止

まっている。

　それ所ではない。 一般に哲学的見解・学識・教義・戒律・道徳・思想に執著し、依拠し、自説のみを奉じ、真実と

断定し、論敵を愚者と謗る行いを、口を極めて非難し、哲学的見解等々によって清浄に達すると説くこと、自説へ

の執著、論争を止めよ、と厳しく戒め、哲学的断定を捨て、妄想分別に赴くことが無ければ確執は起きず、心の平

安（nirvāna）を得る、と諭すのである（[0] 55、276、781‐90、96‐803、24‐34、42‐47、78‐914）。 逆説的を越え、最早、

反言説的立場と言ってよい。 しかしこのような説法は、当時の常識に反していたのだろう、理解できず、受け入れ

ない者も居た。 婆羅門のマーガンディヤとの間に、次のような応酬が交わされる（同 839‐41）：

マー「貴方はどのような見解、どのような戒律・道徳・生活法、どのような状態に生まれ変わることを説くのか？」

釈迦「「私はこのことを説く」ということが、私には無い。 諸々の偏見に於ける過誤を見て、固執すること無く省察し

つつ、内心の安らぎを私は見た。」
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マー「貴方は偏見の定説を固執すること無しに、内心の安らぎということを説くが、その理を、諸々の賢人はどのよう

に説いているのか？」

釈迦「「教義・学問・知識によって、戒律や道徳を守ることによって、清らかになることができる」とは、私は説かない。

「教義が無くても ・・・ 戒律や道徳を守らなくても、清らかになることができる」とも、説かない。 それらを捨て去り、固

執すること無く、拘ること無く、平安であって、迷いの生存を願ってはならぬ。」

マー「「教義によっても ・・・ 戒律や道徳によっても、清らかになることができない」と説き、また「教義が無くても ・・・

戒律や道徳を守らなくても、清らかになることができない」と説くのであれば、それは馬鹿々々しい教えである。 「教

義によって清らかになることができる」、と或る人々は考える。」

釈迦「貴方は自分の教義に基づいて尋ね、求めるものだから、執著した事柄について迷妄に陥ったのだ。 貴方は

内心の平安について、微かな想いさえも抱いていない。 だから貴方は私の説を「馬鹿々々しい」と見なすのだ。」

　  婆羅門に対する批判も当然、教義や思想ではなく、専ら実践的な徳目の面に向けられる。 釈迦は「当代の婆羅

門は、法の定めを守っているか？」との問いに、「婆羅門は昔、法に従い、為すべきことは為し、為すべきでないこと

は為さぬよう熱心に努め、人々に尊敬され、人々も栄え、幸福であった。 然るに彼等に誤った見解が生じ、次第に

奢侈と邪淫に溺れ、理法に背き、識者に非難されるに至った。」と答えた（[0] 284‐313）。 よく知られた「人は生まれ

によって婆羅門となるのではない。 生まれによって婆羅門ならざる者となるのでもない。 行ないによって婆羅門な

のである。 行ないによって婆羅門ならざる者なのである。（[0] 650、但しこの表現は、どの自由思想家によっても為

されていたと言う（同註））」を含む一節（第 3 「大いなる章」第 9節「ヴァーセッタ」）も、行ないとして日常的・倫理的

なものを連ね、「熱心な修行、清らかな行い、感官の制御と自制によって婆羅門となる。 これが婆羅門の最高の境

地である。」と結ぶ。 批判は手厳しいが、釈迦の教えは思想的には Upanişad の多くの要素を継承ないし黙認し、

実践的には婆羅門の理想の回復を目指す、敢えて言えば体制内改革の類であったのかも知れない。自由思想家

達が皆、文字通り自由に独自の哲学・思想を展開し、論陣を張っていた時代に在って、形而上学的論議から一歩

退き、あるいは一段高い水準に身を置くのは、それなりに社会・文化・宗教的文脈と関わっていたに違いないが、

その関わり方は特異なものだった。 マーガンディヤが馬鹿にしたのも、無理は無い。

　では現代の我々に取っては、どうだろうか？ 上に Sutta-nipāta の三つの主要な側面、実践性、争論の戒め、及

び形而上学批判を見た。 第１ は深く、精緻な省察に基づいてはいるが、教義臭は全く無く、時代・社会・文化を越

えて普遍的に妥当する倫理観と言ってよい。 特に重要な徳目である執著の止滅が、哲学的見解にも擬せられこと

から、争論の戒めは当然に導かれる。 反形而上学的傾向も、賛否は兎も角、馴染みのもの、と言うより最も有力な

思潮の一つであり、弁明に追われているのは、寧ろ形而上学の側である。 その原因は多様だが、科学的世界観の

広汎な知的領域への浸透、数学の厳密化、数理論理学の成立を挙げれば、十分であろう。 ここに併せて現れて

いる経験主義、実証性、論理的厳密、脱実体、脱本質、関係主義等は、Sutta-nipāta の、素朴ではあるが具体的

に示されている特性でもあった。 哲学者達も、後知恵的に梟を飛ばした（B. Russell の酷評、L. Wittgenstein の警

句、H. Reichenbach の揶揄等）。 釈迦は彼等の批判を先取りする如く、加えてその説法の随所に、現象学的判断

停止（epokhē）、pragmatism、実存主義等を滲ませていることも、見逃せない。

　こうした観察の下では、現代の知的文脈からしても Sutta-nipāta には、当代の大方の見方に反して、奇異な面は

殆ど認められない。 時に仏教が、科学的合理性と整合する少数の宗教の一つである、と言われる所以であろう。

但し、軈て形而上学的問題へと成長し、従って哲学的言説否認の立場との矛盾に導く萌芽の存在、前掲の「諸法

無我」や「十二縁起」と、その時に至っても、概念装置の未熟（meta 言語、meta 概念の欠落）の故に問題を十全に

処理し得なかったこと、の二点を忘れてはならない。 哲学が宗教の不可欠な側面であるとすれば、Sutta-nipāta は、

既に逆説・自己否定を内在させていた、しかしそれは、当代の文化に依存するようなものではなかった（寧ろ異端

的であった）、と言える。 これらは次項、0.2 節、及び 0.3 節の主題である。

[1] 「諸法非我」の明示化： Samyutta-Nikāya（雑阿含、相応部）から MIlindapañha（那先比丘経）へ

恐らく時代が下がる故であろうか、Sutta-nipāta に於いて萌芽に過ぎなかった（前項第 2段落）「諸法非我」の境地

は、Samyutta-Nikāya や「律蔵」の明示的に説く所となった（「鹿の園」での説法、文献[35]上 104、171頁）。 即ち

全ての「色（物質的存在）」について、「これは我がものではない」、「これは我ではない」、「これは我が âtman では

ない」と観るのである。 受、想、行、識についても同様。 ここで âtman への言及が注目される。 仏教に於いて

âtman（自我）は、倫理的実践主体と形而上学的実体の、二つの意味を持つが、今は後者を指すことは、明らかで

ある。 そうしてそれが物質的なものではないと言い切る一方、存否そのものについては断定を控える、際どく微妙

な姿勢（前項第 2段落末）は尚も続く。 では存在を認められるのは何か、実に五蘊の集まりとしての「名称と形態

（精神と肉体・個体、Upanişad 由来の表現）のみ、それは âtman ではない。 勿論 âtman であるのでもない。 諸々

の部分の集まった時、「車」という名称が生じるように、「生けるもの」という仮の想いが生じるのだ、と言う。 これを踏
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まえて MIlindapañha の、ナーガセーナという生ける一個の人間と、物体である車を並置し、共に実体的個我を欠く

要素の集まりとして均しく観る、という重要な一歩、「諸法非我」から「諸法無我」へ、「本質」の否認への一歩が印さ

れる。 古典ギリシャの哲学的事情に通じていたであろう経典の編纂者は、仏教の教説を、有り得べき、しかも興味

深い思想的選択肢の一つとして受け入れたに違いない。 この経に、プラトンの対話編にも比せられる高い評価を

与えた近代西洋に取っては、正にそうだったのだ。 尚、上の観察は、確定記述による固有名詞の消去（B.

Russell）に酷似することに、注意しよう。 因みに Russell 自身の、A. Schopenhauer の引用（これ自体も浅薄・卑俗

の極みだが）に拠る理解（文献[41] pp 725‐6）は、無知な儘に冷笑的態度だけは崩さない、という代物である。

　この先は「諸行無常」と「涅槃寂静」を併せて三法印、更に「一切皆苦」を加えた四法印へと、理法の展開・整備の

段階を迎える。 だが、それは同時に âtman の明確な否認（「人無我」）、説一切有部の煩瑣を極める「法有我」・

Abhidharma 哲学の定立・成熟と、大乗派による徹底的な批判、空・縁起・中観思想の反立、及び般若・自己否定

的論理の横溢という、先鋭・激動の時代に発展する端緒でもあった。

[2] Abhidharma：「人無我」・「法有我」の世界

Abhidharma 哲学を要約することは不可能、不適切、また本稿の目的には不要でもある。 大乗に与えた影響、その

批判に関わる特徴を押さえて置けばよい。 第１に原始仏教末期の、絶えず生滅を繰り返す、複合的な âtman 概念

の形成を経ての、明確な「人無我」の宣明、それと恰も双対的に、第２、宇宙の物質的存在、諸関係とそれらに関

わる感覚的・心的作用の全てを分析・分類し尽くそうとする、「法有我」の企てが有る。 後者は、常在・不滅の「我」

を喪った人格的個体を、現象的存在として、しかし全的に確保するために、五蘊説の精密化の極限に位置する、

必然の企てであった。 第３は、諸法が概念化され、種・群・門・類という階層的構造を成す、概念の博物学とも言う

べきこと、第４、時間そのものの存在は否定したが、未来 → 現在 → 過去と流れる三世が全て、存在への作用に

即して実在すると考えた（三世実有論）。 第５は「涅槃に至るべき道」、「洞察力による煩悩の絶滅」や「縁の欠如に

よる煩悩の絶滅」等の理法も、この構造に与ることである。 第６に纏めて、原理に基づく理論体系というよりも、修行

者の実践的な指針として位置付けられる。

　博物学の時代は過ぎ去って、遠い。 しかし我々は、その科学・文化を、現代のそれに繋がるものとして、違和感

無しに見ることができる。 確かに Abhidharma 博物学の世界は、我々の伝統とは違うが、それは対象の違いであっ

て、精神の違いではあるまい。 人が共通感覚と思考に訴えて恒に感受あるいは認識する対象は、間違い無く有る 、

と考えるのに、何の不思議も無い。 他方、それが余りに当たり前なことなので、逆に疑いを触発する、そういう対立

は殆ど何時でも、何処にも有った。 歴史・文化非依存的特異性と言ってよい。 仏教が âtman の存在について判

断停止ないし否認の立場を取ったのが、当代の思潮の主流から見て、既に特異なものだったが、大乗に至り「法」

の実在性をも否定したのは、その特異性を更に強め、仏教内部にまで拡げたのみならず、一面で釈迦以来の教

説・伝統も保持する大乗自身の、自己矛盾的言説の展開を、必然的に齎したのではなかったか。

[3] 大乗の自己矛盾的言説

[3.0] 批判の原点： 観念化、形式化と執著の戒め、空性の認識

[3.1] 金剛般若経（文献 [2]）

冒頭、須菩提が、菩薩は如何に生き、実践し、心を保つべきか、と問うのに対する、釈迦の答え： 「菩薩は、生きと

し生けるもの（衆生）の全てを、私は涅槃に引き入れよう、しかし仮令、無数の衆生を涅槃に導いたとしても、実は如

何なる衆生も涅槃に入ったのではない、と心に定めなければならない。 続いて、この自己矛盾の種明かし： 「もし

菩薩に衆生という観念が有るならば、私という観念、命有るものという観念が生じるならば、菩薩と呼び得ない」。 更

に「菩薩は事物に執著して布施をすべきでない、色形、音声、香、味、接触や心の対象に執著して布施をすべき

でない、相の観念にさえも捕われずに、布施をしなければならない」。

　一事が万事、この後は如来の特相、教法、阿羅漢 ・・・ を主題に、菩薩道の教えとその否定を繰り返す。 ここで

六つの点に注意しよう。 第１は出家者（須菩提）に菩薩道を説くという奇妙さ（法華一乗以前である）、第２は、伝統

的（仏の相好、布施、五蘊、筏の譬、預流、不還、阿羅漢）と、大乗固有（衆生済度、回向、菩薩、般若波羅蜜多、

法身）の双方に亘る主題、第３に、在家の子女がこの法門を聞いて謗らず、書写、受持、読誦、理解し、他の人々

に詳しく説明するならば、その功徳はガンガ－河の砂の数程の七宝や身体を布施するにも増して大きいという、法

華経を先取りするような賛辞、第４は、無執著を説きながら「無我」や「空」を明示しないこと、である。

　もう少し詳しく見ると、第５、主題が菩薩の主体的行為（衆生済度、布施、如来への奉仕、預流果・阿羅漢への到

達、仏国土荘厳、知恵の完成）である場合、またその場合にのみ、判で押したように執著への戒めを説く一方、客

体的対象（如来の特相、教法、悟り、功徳、身体）の場合は、肯定と否定の単純な並立（無特相の特相、真実でも

虚偽でもない教法、等）に終始する。 これらは大乗初期の過渡的な特徴を示すのだろうか。 また、教えの中身を
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詳しく説くよりも、言語表現の墨守を執著として厳しく戒めることを、主な目的としたのであろうか。 あるいはまた、部

派仏教の形式化が、黙視し得ぬ程に進んでいたのかも知れない。 とすれば、そういう状況の下に、批判の相手方

の諸部派と共有する、伝統的な理法の理解と実践について説こうとすれば、自己矛盾は必然であったのだろう。 こ

の経には公案集の趣が有り、禅門が特に好んだのも、よく分かる。　最後、巻末近く、如来は色身としてでなく「法

身として見るべきことを説く。 それは唐突である（26b 句、文献[2] は後代の付加であろうと言う）が、これも、巻首近

くの（6、16b 句、やはり一回限りで、唐突に現れる）一仏否認・多仏説と併せると、法華経への発展を推測させる。

付加であるとしても、それは却って編纂者の、教説を過渡的に位置付ける意図を示す、と見ることができるだろう。

[3.2] 維摩経

経は維摩詰の、十大弟子、幾人かの菩薩と俗人を相手とする批判と教示、及び文殊との法論を主部とし、釈迦の

説法と、風刺に満ちた、幕間劇のような幾つかの場面の挿入から成る。 維摩詰の説教も逆説的だが、金剛般若経

よりも詳しく、洗練されている。 更にその逆説性に、二つの類型が有ることに注意することが、重要である。 第１は

教示の中身は逆説的だが、それをよく理解し、実践するように、積極的に薦める、第２は教示そのものが自己矛盾

に満ちており、言われた方はどうしてよいか戸惑うばかり、という場合である。 場面の描写、釈迦の説法、及び文殊

との対話は前者のみで、後者は現れない。

　冒頭、釈迦を囲む菩薩達の境地（十波羅蜜の完成、甚深な縁起の法の理解、十力・四無畏・十八不共法への発

心）の描写と、釈迦の、仏国土の清浄（菩薩の衆生への思い、発心、六波羅蜜を始め徳目の完成）を讃える説法は、

第１型である。 同じく維摩詰の優波離に対する、過ちを犯した比丘には戒律ではなく、分別こそが汚れ、分別が無

く妄想の無いことが心の本性、と知る者が戒律を守る者、と説くべきという教示、また弥勒を前にしての、一生補処と

は何時のことかという設問、及び菩提に入るとは如何なることかを巡る考察、も。 特に後者は、前半に三世の実在

を否定し、後半に於いては、菩提について、一切の衆生によって理解されることこそ、と言いつつ、それは改めて

入ることも出ることもない、心で悟るでも身体で悟るのでもない ・・・ 場所の中にも方位に於いても存在せず、名だ

けのものであり、極めて理解し難く、あらゆる場所に遍在する、あらゆる言述・表象を拒むもの、と説く。

　第２の型の多くは出家者の場合で、中身のみならず言動そのものが批判の対象となる。 例えば舎利弗の座禅に

ついて「そのような仕方で座禅をすべきでない、身も心も三界の内に現れず、しかも行住坐臥が現れているように、

聖者としての姿を捨てないままで、しかし凡人の性格をも現すというように ・・・ 輪廻に属する煩悩を絶たないままで、

しかも涅槃に入ることになる、というように座禅せよ」、目連の説法に「そのように説法してはいけない」、法の空性に

続けて「法が説かれたということが既に、有りもしないことを増広して言うことなのだ、そこには法を説くことも、聞くこ

とも、理解することも無い、恰も幻の男が、幻の男に法を説くようなものだ」、迦葉の乞食に対して「大富豪を避けて

貧民の家に行くのは、慈悲心が偏頗なのだ、食を貰わぬために食を乞うべきだ、汚れを以って食べるのでも、汚れ

を離れて食べるのでもない、禅定の儘にでも、禅定から出て食べるのでもない、輪廻の中に入るのでも、涅槃に入

るのもないようにして食べよ」、と叱正する等々。

 「小乗」に対する批判と蔑視に根差すのであろう、出家者相手の辛辣さは、菩薩の場合の比ではない。 例えば須

菩提は「あらゆる悪見に落ち込んで、両極端と中道の正しい認識を得ていない、煩悩と同じものになって、清浄を

得ることもない、食を施す者が有れば、彼等も悪道に堕する、あらゆる魔と共に在り、あらゆる煩悩は友、あらゆる

人々に対して害心を抱き、全ての仏を謗り、仏法を悪し様に言い、僧団に対しても信を置かない、そうして決して涅

槃には入らないだろう」という激しい叱責。 また、あからさまに「声聞乗を説いてはいけない、それは正しいものでは

なく、声聞は盲者に等しい」と禁ずる場面も（富楼那の説法）。 釈迦自らも、阿難陀に仏の働きを説き、覚者・如来・

仏陀という言葉の深い意味は、最も多くを聞いた者にも理解は難しいと、この忠実無比な弟子を悲しませる。 その

様子を見、続けて「気持を委縮させてはならない、多聞第一と言ったのは声聞についてであって、菩薩の中で、で

はない、菩薩の多聞は固より、知恵・知識・記憶・陀羅尼・弁才の深さは計り知れない、お前は菩薩の行いについ

ては判断を下さないでよいと、慰めとも見放しとも付かないことを言う。

　文殊との法論は、来訪の挨拶からして既に時間の非実体性を言い、逆説・自己矛盾に満ちた般若的（非）論理の

限りを尽くす。 その主題は菩薩の病気、慰問、知恵・方便、境涯、衆生・衆生への慈悲、煩悩・虚妄なる分別・無基

底、如来の家系（種姓・仏性）・菩薩の道に及び、無我と空性が通底する。 そうして、法門を阿難陀に委嘱するに

当たり、これも釈迦自らが「維摩詰によって説かれた、対句の結び付きと逆倒の完成・不可思議解脱章」と名付ける、

それら対句の数々を菩薩達が連ねる「不二の法門」に於いて頂点に達する。 即ち曰く： 生滅、浄汚、有漏・無漏、

輪廻・涅槃、有我・無我、明・無明、色空、正邪、真実・虚偽、等々が二、その分別を絶つのが不二。 しかし文殊は、

それらも全て二である、言葉を説かず、説かずということも言わないのが不二、と総括し、維摩詰にも発語を促すが 、

沈黙の答えが還る。 ここにもまた、反言説的態度の表明が見られる。
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[3.3] 宝積経

釈迦は迦葉に向かい、菩薩の道と徳目を語り、比喩によって敷衍する。 その眼目は、全ての衆生の済度のために、

心は涅槃に向かいつつも、修行は輪廻に留まる、方便である煩悩の枝は断たれても、その根である善根への結び

付きは損なわれず、再び三界に於いて生長する（浄化された煩悩）、ということに在る。 次いで菩薩の為すべき正

しい修行、即ち全ての法について真実の観察とは何かを、やはり卑近な譬を引いて説く。 五蘊、四大、自我、心所、

有・無漏、有・無為、十二縁起、六入・処、明・無明、空性、瑜伽行、知・無知、三解脱門、安楽・苦悩、輪廻・涅槃、

等の諸法について、観念化し、恒・無常、有・無我、浄・汚等と二分し、一方に執著することを極論として斥け、中正

は形を持たず、見られず、現れ出ず、認知されず、基体を欠き、名付けられないものと観察する、これが中道であり、

真実の観察であることが強調される、その有様は恰も釈迦一人が、維摩経の入不二法門品に於ける、多数の菩薩

達の弁舌の全て（と、それを超える内容）を担っている趣が有る。

　取り分け原始仏教の根本理法の一つ、十二縁起について、順・逆両観と、各々の要素の分別を斥け、不二なるこ

とを説く。 もう一つの根本理法、空性については、更に丁寧で平明な語り口の内に、深く、鋭い教えが展開される。

曰く： 「人が空性という観念を創り、それに帰依するならば、この（空の）教えに背き、それを破壊する者である。 実

に、慢心有る者が、空性という観念によって飾り立てているよりは、須弥山程にも大きな個我の観念に拠っている方

が、ましである。 個我の観念を信奉する者を（自由な境地に）出離させるのが空性であるのに、その空性の観念に

執著するならば、何によって出離し得るのか。」 心の実在や三世実有を否定する一節も、興味深い： 「愛欲に染ま

り、怒りに震え、愚かしくなる心は、過去なのか、未来なのか、現在なのか？ 過去ならば、既に滅している、未来な

らば、未だ来ていない、現在ならば、留まることがない《三世実有の否定》••• 実に心は形を持たず、見られず、触れ

られず、現れ出ず、認知されず、基体を欠き、名付けられない、如何なる仏陀によっても見られなかったし、今も見

られていないし、将来も見られないだろう ・・・ そのようなものならば、その動きは、倒錯の誤謬に陥った思惟によっ

て存在の法が生成する以外に、どのようなものとして考えられるのか。」

　これも維摩経と同じく、出家者（声聞）に対する態度は厳しい。 しかも釈迦は維摩詰と違って、皮肉・風刺を交え

ること無く、真正面から不信・軽蔑・非難の言葉を浴びせる。 曰く：「空性に《固執するのとは反対に》恐れ、慄き、こ

の空虚を取り除いてくれと泣き叫ぶ沙門やバラモン達は、狂気染みている、彼等は空性の内に生きており、それを

破壊することはできないのに、「一本の毛髪を百分したその先端で、四大海から一滴の水を汲み取るとする、声聞

の弟子達の積み重ねた善根は、それと同じようなものだ」、「声聞も法の根源から生まれたのではあるが、如来の子

として灌頂を受けるの値するものではない」、「声聞は、全ての戒律の学問、廉潔の徳、三昧を身に着けているとし

ても、菩提の座に座り、無上の正しい完全な悟りを得ることは、決して無い」。」

[3.4] 勝鬘経

以上の三篇は AD1c、大乗初期の成立である。 勝鬘経は「中論」（AD200 前後）を経て、AD250 頃に書かれた。 こ

の間、社会的・文化的変化は有ったろうし、先行の仏典の影響も受けたであろう、この経は三篇とは異なる、際立っ

た特徴を示す。 外見上は先ず、一人の在家信者が釈迦一人に、正法についての自らの理解を説明するという演

出、信仰告白と言いたい所だが、精緻な教理を長々と論じる有様は、文字通り釈迦に説法の感が有る。 次はその

信者が或る国の王妃という、これも意表を突く設定である。 内容は第１に、例によって大乗の、声聞・独覚に対する

卓越と、後者の輪廻・再生の残存、不浄、涅槃の境地から遠いことを批判するのだが、維摩経や宝積経程に厳酷・

苛烈ではなく、彼等の道も大乗に源を発しており、また終局的に、唯一の道である大乗に帰着する、と説く（一乗

説）。 法華経の影響が、明らかに読み取れる。

　第２は様々の教理・法を種に分かち、時に或る種は常住、他は無常と見る。 既に冒頭、摂受正法章に於いて、真

実の教え（正法、六波羅蜜）を身に付けた者の担う四段階の「重荷」、衆生をして色欲界の幸福を得る、声聞、独覚

または大乗の道に入る縁を結ばせること、を挙げ、そのような者はまた、身体・生命・財産を投げ出し、代わりに三

種の功徳、法身・法（仏の教え）・応供の徳を得る、と言う。 死には輪廻に縛られている者達の死（分段死）、阿羅

漢・独覚・菩薩の、悟りを得るまでは免れ得ない死（不思議な変異死、未了義）、如来の、修行の完成・悟りと共に

宣言される（了義）生の滅尽、の三種が有る。 前二者の根本的条件である煩悩は、根元・潜在的な「住地の煩悩」、

それが発現した「纏の煩悩」、前者は「一方的偏見中に有る」、「慾界特有の執著中に有る」、「色界特有の執著中

に有る」、「輪廻する存在に通有の執著中に有る（有愛）」住地の煩悩の四種から成るが、更に根元的な、時間の始

めから存在し、心の働きと対応して生滅するようなものでない「無明住地」の煩悩を措定する。  分段死は有漏業を

因、有愛住地の煩悩を縁として、聖者達の超世俗的な「意志の力で生まれた身体」、「過ちを起こす力を伴わない

活動」や変異死は、無漏業を因、無明住地を縁として生じる。 無明住地は聖者達をさえ覆い、迷わしており、如来

の悟りの知恵によってのみ断ち切られる。 次に四聖諦もまた、分別的考察の対象となる。 即ち有限の程度に確立

する「人為的」解釈と、無限・絶対的な「非人為的」解釈、計八種の真理となり、それ故、輪廻にも涅槃にも、人為的

と非人為的・絶対的なものが有る。 如来は非人為的・絶対的な四聖諦の意義の教示を究め尽くしているが、声聞
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達にはできない。 更に、四諦の内、苦、集、道諦は有為・無常・虚妄であり、滅諦のみが無為・常住・真実な真理で

ある、とする。 あれ程に分別知・観念化を戒めた釈迦の教えから逸れ、このように、言わば理論的に重武装された

説法が為されるということは、驚くという他は無い。 初期三経典からの変貌も大きい。 その間には Abhidharma 哲

学の発展・整備と、その徹底的な批判者、中観派の勃興が有った。 前者の影響は、殆どその亜流と呼びたい程に

著しい。 然るに後者については、意外にも希薄である。 空と中道の説明は短く、皮相的、縁起（従って中論の最も

重要な見解の一つ、「空＝縁起」）への言及は全く無い。 「空」は（現象の）非存在、（徳性の）具有は「不空」と、

あっさり片付け（文献[7] 156頁）、「中道」については、（この言葉も現れないのだが）「諸行無常」を身体・感受・思

惟の破壊、従って輪廻の非継続と誤解するのが「断見」、「涅槃常住」が心の永続・不変性と考え、瞬時の消滅を理

解せぬのを「常見」であるという、奇妙で混乱した記述も見られる（159頁）。 経の編纂者は中観を理解していない、

意図的に避けている、または単に中論に接し得ていない（中論著述の下限は、この経の成立時期に近い）、の何

れであろうか。 何れにせよ、これまでの所、大乗特有の逆説・自己否定的表現は、影を潜めている。

　圧巻は第３の特徴、如来蔵章である。 如来蔵とは、全ての衆生が胎児の如く宿す常住、不変、寂静、清浄、不可

思議にして究極完全な âtman と形容される法身（たるべき因子）の謂い、それ自身、縁起の法則に基づき生成変

化する存在の限界を超え、常住、不変、寂静、本性として清浄ではあるが、未だ煩悩の纏から脱却していない、汚

された状態に在る。 如来蔵が有るからこそ輪廻が成立し、両者は同義、ところが如来蔵には生・死も起・滅も無い。

それ故に、法身と本質的に結合し、不可分離、悟りの智と切り離せない、真実絶対の諸徳性（無為法）の拠り所・基

盤であり、同時に法身と本質的に矛盾し、それから分離し、悟りの智とは無関係な、迷いの世界の諸性質（有為法）

の拠り所・基盤でもある。 それは始めも知れず、永遠、不生不滅であるから、一瞬も持続せず、従って苦を感受し

ない六識や心と違い、苦を感受し、それ故にこそ苦を厭い、涅槃を望み、憧れ、得ようと誓う主体なのである。 とは

言え如来蔵は、âtman、自我、個人存在（pudgala）のような実体ではない。それは真実を生み出す根元、法身その

もの、世間的価値を超越した、実体概念に捕らわれた者の理解の及ばぬ存在、と断言する。

　難解である。 行を重ね、完成すれば、煩悩の纏から脱却し、究極完全に清浄な法身に達する、等と言うのは、正

に世間的見方であろう。 では不二・不異なのか？ だが対立軸は法身‐如来蔵のみではなく、涅槃・法身‐輪廻・煩

悩‐如来蔵・衆生‐無為・悟‐有為・迷‐無我・主体（真実の âtman）‐有我・実体（虚妄の âtman）等々、多次元的に

及ぶ。 というより、無数の対立の網目の内に、それを超え、何れの対立項にも偏らず、如来蔵が成立せしめる輪

廻・煩悩の生を全うしつつも、その纏から解き放たれ、真実の自己に至るべき、実存的主体としての衆生が沈潜し

ている、と解し得るのか？ 後代、様々な解釈が下されるのも宜なるか。

0.2 「妄分別」の否認と言語的葛藤

原始から部派、大乗初・中期に至る諸経の逆説・自己否定・反言説的特異性が基いているのは、普遍的な諸特性

の対立軸 〈知的・高尚・深奥・思索的・反省的・少数派、情的・通俗・皮相・日常的・自然的・多数派〉であり、歴史・

文化依存的なものではないこと、を見た。 特異性の核心には、虚妄の分別とその言語的表現の否認が在り、通

俗・皮相的言説と相俟って、言葉の葛藤  ──  その最たるものが逆説・自己否定的言説に他ならない  ──  を

創り出し、自らそれと対峙し、苦闘し、解きほぐすべく精魂を傾けることになる。 その一端も見たが、本節では要約、

補足説明ないしは更に広く、詳しく敷衍する。

[0] 異教との葛藤、及び内的矛盾・葛藤の萌芽

 先ず最古層、特に Sutta-nipāta に在っては、哲学的言説の行いそのものを、妄分別・執著の対象として否認、

従って葛藤は仏教内部ではなく、正に同じ歴史・文化・社会的文脈を共にする異教との間に、しかも meta 言説の

水準に於いて縺れ、闘われたのである。 そうして対立する諸派（婆羅門、六外道）と比較して、仏教が現代の知的

流儀に最も近い、と感じられる。 その最たる理由の一つは、「知」を強調する一方で、語り得ないことは決して語ら

ない、徹底した知的禁欲に在り、形而上学の拒否、科学的真理の仮設・暫定性の受容、数学の厳密・無矛盾性の

留保、論理の多様・相対化等と通底するものを、連想させることである。 一方、内的矛盾と葛藤の萌芽の存在も指

摘した、その「萌芽」の意味を具体的に補って置こう。 第１に縁起説の様々な変種・古型と、十二縁起に至る発展・

整備の歴史が有る。  Sutta-nipāta の場合は、素因（輪廻形成の元、業）、無明を始め、十二もの原因の各々に

縁って苦しみが生じる、と説くが、原因の連鎖には及ばない（文献[0] 728‐62）。  今日に伝えれれている形、特に

散文の部分は時代が下がり、Udāna や 律蔵・大品に見られるが、それらも後代の挿入であろうと言われる（文献

[35]上 63‐68頁、[33]上 162‐71頁）。 第２、しかし（素因ないし）無明という非物質・非感覚・静的・不可視の状態

が、第１の原因として行（意志作用・形成力）を介し、諸々の物質・感覚・動的・可視の果を生む、という構図が、多く

の変種に共通する。 それは複雑化し、洗練され、軈て説一切有部の三世両重の因果（前生の無明、行が今生の

識、色、六処、（接）触、受、（渇）愛、取（執著）、有（生存）を齎し、後者が業として後生の生、死の因となる）に至る

のだが、現代の仏者をして「牽強付会」と言わしめる（文献[31] 173頁）不自然・難解を否めない。 釈迦が、始めは
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説法を躊躇ったこと、その悟りの中身が十二縁起であったという伝説、実際、初転法輪は別の主題を説いているこ

と、に照らすと、この理法が当代の人々を如何に困惑させたか、と思わせるのである。 有部も解釈には随分苦しん

だであろうし、その完成形もまた、激しい反発を招いたことは、想像に難くない。 第３は、我執の戒めである。 理論

的に究めて行けば、法無我を経て空の概念に至るであろうし、実際、そうなったのであるが、最古層の空（suñña）へ

の言及は、情緒的ないし実践・倫理的に留まる（文献[0] 1116‐19、[1] 170、1、[35]下 72‐78頁）。

　原始後期、部派ないし大乗仏教の場合も、始めから常識を全否定するような姿勢を取っていた訳ではなく、過激

化には様々な原因、動機、理由が考えられるが、歴史的ないし論理的な脈絡を辿り、追うことにしよう。

[1] 個我の概念： 諸法無我と法有我

先ず内なる葛藤は、Sutta-nipāta が貫いていた倫理・実践的な在り様への自己限定を越える言説の営み、知的対

象の分別・概念化、典型的には実体的個我の認識に始まる（0.1[1]）。 雑阿含経と、それを承けた那先比丘経は、

人も車も「個我」なるものは無く、要素の集合体と、その便宜的な呼び名に過ぎないと宣明し、悪魔や国王との間に

緊張した場面を生み出す。「個我」とは言わばプラトンの「イデア（idea）、アリストテレスの「本質（ousia）」に当たる、

それは何なのか、そもそも存在するのかが、古典ギリシャ以来の論争の的の一つであった。 雑阿含経は措いて、

那先比丘経の編纂者は、この事情を間違い無く承知していただろうから、問題意識は長大な時空距離と全く異な

る文化・社会的文脈を越えて、共有されていた、と見てよい。

　後期原始仏教の「諸法無我」が、大乗の「空」に直結した訳ではない。 Abhidharma の壮大な「法有我」哲学の介

在は前代の萌芽を大成し、後代に肯定・否定的両様に甚大な影響を及ぼし、併せて内容・規模共に科学や数学

に於けるのに匹敵する、超長期に亙る実在論対唯名論の葛藤の形成に寄与した。

[2] 金剛般若経に於ける「空」： 布施と済度（法施）の逆説・自己矛盾

概念化の次の段階は、実践の客体的要素・対象である。 六波羅蜜の筆頭に置かれ、唯一、主体・客体を備えた

「布施」を例に取ると、金剛般若経は、我・人相は無く、色・法相も、個体・衆生相も無い、菩薩はこれらの諸相に住

して布施してはならない、 住すれば執著する、即ち菩薩の道に非ず（文献 [2] 3、4、14e、17a）、逆に住せずして布

施すれば、その功徳は計り知れず、と説く（4、6、14g）。 ここでの主体・客体は、形式的に整理すれば施者・受者・

施物であり、それらへの執著を斥ける「三論空寂」が有るべき実践の様、という訳である（注 40、文献[34]下 89頁）。

「（布施によって）功徳を積むとは、積まないということだ、だからこそ「功徳を積む」と言われるのだ（19）」という一句

は、これにより逆説性を解消される。 更に平明な「菩薩は積んだ功徳を自分のものにしてはならない ・・・ 自分のも

のにすべきだが、固執すべきではない、だから「自分のものにすべきでない」と説かれるのだ（28）」が続く。

　後に維摩は、布施は財物による（財施）のではなく、法による（法施）べきだ、と諭す（文献[8] 3 弟子品）。 法施と

は衆生済度を目指すに他ならず、金剛般若経は恰もそれを先取りする如く、それを勧めつつも、その目的の達成

を否認するのであった。 だがそれは、言わば菩薩の自己満足の戒めである（0.1[3.1]項）。

　法施には財施と異なる、特別の相が有る。 教主である仏が真理である法を説くこと、これを丸ごと否定するのは、

仏教そのものの否定を意味する、余りにも大胆な宣明であろうが、経は敢えてそ の挙に出でて曰く： 「如来が説い

たという法は無い、如来の説く法なるものは法に非ず、非法にも非ず、如来が阿耨多羅三藐三菩提を覚った、とい

うようなことは無い、如来が覚る法なるものには真実も虚妄も無い、それ故に一切の法は仏法である、実は法では

ない、それ故に法と呼ばれる、如来は阿耨多羅三藐三菩提に於いて、少しも得るべきものが無い、それ故にこそ阿

耨多羅三藐三菩提と言われるのだ（7、8、17a、b、d、f、22）」、また「もしも求道者が法という思いを起こすならば、我、

人、個体、衆生に執着するだろう、非法という思いを起こしても、我、人、個体、衆生に執着するだろう、求道者は正

に法を取るべからず、非法も取るべからず、法を説くと言うも、法を説くと認めれるべき事柄は、何も存在しない、こ

れを法を説くと名付けるのだ、如来に「わたしは正に衆生を救った」というような思いが起きると考えてはならない、

如来が救ったというような生きものは何も無いからなのだ（6、21a、25）」。

　これらの句は常に、仏説とその否定の対が逆説・自己矛盾を形成し、接続詞「それ故に」を挟み再び仏説を示す、

という形を取る。 屡々「何故ならば ・・・ 」と、種明かしを伴い、それらは意外な程に「常識的」である。 例えば「私は

衆生を救ったという考えが、如来に起こると見なしてはならない、如来に自我・衆生・個体・個人への執著が有ること

になるだろうから（25 化無所化分）」というように。 そうして我無く、人無く、個体無く、衆生無きを以て一切の善法を

修めれば、即ち阿耨多羅三藐三菩提を得（23 浄心行善分）、如来はこの経を、最上乗に向かう者のために説き、

人がこの経を受持し、読誦し、他者のために説くならば、計り知れぬ功徳を積み、自ら阿耨多羅三藐三菩提を荷う

であろう（14h、15b）と、肯定的に結ぶ。

　金剛般若経は決まって、「空」という言葉に表さずに空を説く、と評される。 その「空」とは何か？ 空のみならず、

大乗的術語の多く、特に五蘊、十二入・識、縁起、中が明示されない。 従って言葉に現れた限り、この経の説く

「空」は般若心経、況や中論のそれとは異なる。 強調するのは、布施及び説法（法施）に当たっての、我・人・個体・
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衆生に対する有見・執著の戒めである。 それは施者・説法者である菩薩・如来の自戒であり、恰も Sutta-nipāt に

戻ったかの如く、本来逆説的なことは何も無い、イエスの称える「心貧しき」と軌を一にするようにも思われる。 金剛

般若経が説いているのは寧ろ無執着でり、空であるとするのは、般若後代・中観の影響下での読み過ぎではない

か、あるいは空と言う概念は、そもそも逆説性・自己矛盾を含まないのではないか。 何れにせよ、言葉の葛藤は何

らの歴史・文化・社会的特異性に訴えること無く解釈し、解きほぐすことが可能である。

　では何故、金剛般若経は終始、逆説的言明を重ねるのだろうか？ 先ず 0.1[3.1] 項の注意点第５に示唆したよう

に、上座部・部派仏教の出家者優位の在り方に対する反発と、言わばそれを反面教師とする、菩薩道としての自己

批判が考えられる。 言い換えると原始仏教由来の伝統を尊重・継承しつつも、教義の固定化と我執・法執を排す

る意図が有った。 しかも強い批判を込めて、直截に説くべく、刺激的・逆説的な文言に訴えたのであろう。 また、上

座部・部派仏教のみを批判するのは、片手落ちというもの、 如来・菩薩の言動も当然、対象となる。 その基に在る

名辞・概念についても、断常二見の何れをも否認しようとすれば、非有・非非有を言わざるを得ない。 取り分け多く

の節に於いて主題的に論じられる法施・説法は、大乗固有の、しかも言説・言教、即ち執着を捨てるべき最たるも

のとして、二重に特権的な地位を占める。 その極みに仏は、理法を筏に喩える法門を引き、法さえも捨てよ、と説く

のである（6 節末尾）。 

　「筏の喩」（Majjhima-Nikāya、文献 [33] 下 63 頁）について興味深いことに、Maitreya（弥勒）は、法に教示と証得

（覚りを開いて得る）の二種有り、教示の法を筏に喩えるのだと言った、と伝えられる（文献 [2] 註 50）。 唯識派がこ

れを受容していたとすれば、それは、捨てるべきは実相・理・真諦・菩薩智ではなく、方便・言・俗諦・声聞智として

の法であることを意味する。 渡河の役を終えた重く大きい木組みを後生大事に護り、運んで行くのは愚かなことで

はないか、と言えば何の変哲も無い話であって、法をも捨てよと諭す鋭い衝撃は失われる。 しかし意を尽くそうとす

れば、弥勒の権威に訴える必要が有った、ということなのだろうか。 （2000 年余りを経て L. Wittgenstein は、筏を

梯子に置き換えた警句を呟いた ─ ‘Tractatus Logico-Philosophicus’ 末尾）。

[3] 維摩経： 反上座部の激化と言説・理論傾斜の予兆

[3.0] 逆説的表現・批判： 出家者に対する維摩の辛辣・激烈な批判や叱責は、目連（Maudgyalāyana）の説法の中

身（後述）を除き、専ら彼等の振る舞いに向けられている。 そこで論じられている徳目は、座禅、教（理）法、乞食、

食事、説法、法論、天眼、戒律、出家、看病、成仏、菩提、魔神、法会、布施、全て伝統に由来し、大乗固有な類

は含まない。 逆説的な表現は、菩薩の境涯についても同様である。 維摩は自身の病を引き合いに出して（文殊の

見舞の章）曰く： 病は倒錯した業・虚妄な分別の煩悩によって生じる、身体は法の集まりに過ぎず、病むような存在

ではない、しかし菩薩がそう考えたら、それも倒錯であり病である、菩薩は衆生の煩悩を断ち、束縛を解くべく、功

徳を当てにせずに慈悲心を起こす時、解脱のままに輪廻に入る。 菩薩に取って方便を欠く解脱は束縛、逆に方便

を備える輪廻が解脱である。

　しかし維摩の説諭は逆説に終わらず、菩薩道をも順説する： あらゆる邪見の生起・残滓・執着、怒りを断って善根

を積み、その全てを悟りへ回向しつつも誇りとはしない、これが菩薩の知恵に支えられた方便であり、解脱である。

また病む菩薩は、次のように洞察すべきであるとも説く： 身体、心と病は何れも無常、苦、空、無我であると観ずる、

これが知恵である、また病を根絶して生まれ来るのではなく、間断なき輪廻の流れの内に在って、一切衆生に益す

る、これが方便である。

　ここに宣べられているのは精進と善根の極み、にも拘わらぬ自戒と相手の境涯に対する配慮であり、社会・文化・

歴史的文脈の如何を問わず、普遍的な知的・方法論的・倫理的基準に合致する、と言ってよい。 逆説性は消えて

いる。 だが維摩は維摩、一筋縄では行かない。 最後は、次のように締め括るのである： 病む菩薩はこのように自

分の心を洞察すべきではあるが、洞察の有無に安住してはいけない、洞察が無いことに住するのは凡愚の、有るこ

とに住するのは声聞の在り方、安住しないことが菩薩の境涯である。 それは凡夫の境涯でも、聖賢の境涯でもない、

輪廻を境涯、しかも煩悩を境涯としない、涅槃を覚る、しかし完全な涅槃には入らない境涯、《以後、数々の徳目と

その否定が延々と続く》、法輪を転じ、究極の大涅槃を示す、しかも菩薩としての行いを捨てない境涯なのだ。

[3.1] 執着の戒めとしての逆説・自己否定： 順説は普通、世俗諦と見なされ、それを説くのは聴者の機根に応じた

対機説法、即ち方便とされるが、文殊に対する菩薩の境涯・心得の、特に「これは方便である」という説明自体が方

便であるとは考え難いから、維摩の本心は順説に在り、逆説・自己否定こそが言葉の固定化・執着を戒めを強調す

る方便である、と読むべきではなかろうか。思うにその読みを、諸章に於いて確認することができる。

　先ず「（理）法」について： 目連の説法の批判（前掲）に於いて、法は有情（生命有るもの）を主催者とせず、自我

を持たず、生死を免れぬ生命的主体でも、過去・未来世と断絶されぬ人格的主体でもなく、欲望・思考・認識・言

説の対象とならない、それは常に静寂・不動であり、あらゆるものに遍満し、虚空の如くであり、真実の究極に定住

し、三解脱門（空、無相、無願）に応じる、と形容される（文献[5] 103‐4頁）。 「不可思議解脱の法門」品も同様のこ
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とを繰り返し、更に、法は阿頼耶ではなく、有為でも無為でもない、と断ずる（137‐8頁）。 しかし注目すべきは、否

定的裁断に終始せず、法の肯定的・積極的な意味・働きも視野に収めること、及び、言語的把捉の不可能性を言

いつつも、自己否定的矛盾に走らぬこと、である。

　肯定、否定に拘らず、矛先が名辞・概念ではなく、振る舞い・実践に向けられているのは、弟子品のみならず、全

編を通してのことである。 その理由・原因としては、Sutta-nipāta 以来の実践重視・反言説的伝統、上座部・

Abhidharma 哲学に対する反発、思想的・理論的未熟等が考えられる。

　自己否定的言明は、菩薩の赴くべき仏の道の如何を問う文殊に対する維摩の答えに、顕著である。 一撃： 道に

非ざるものを道とするならば、仏の道に赴くと言うのだ。 それはどういうことか、と訝る文殊に、五無間罪を道とする

が、悪意・害心・遺恨が起きない、とのことを始め、悪逆非道の限りを羅列し、それらを道としつつも、真実にはその

何れにも染まらず、陥らない、と言い放ち、あらゆる世間的な知恵に通じながらも、その一切から脱却し、涅槃への

悟入を道としながらも、輪廻を断絶することも無い、と結ぶ（如来の家系、153‐4頁）。

　維摩は更に、普現一切色身菩薩の求めに応じて、菩薩の家系（種姓）を説くが、それは、般若の知恵が菩薩の母、

巧みな方便が父、法悦が妻、慈悲が娘、法と二諦が息子、究極の空寂がその家である、と始まり、あらゆる徳行の

目禄を尽くすが如く進み、その学ぶ所も対象も無限、無限の知を完成し、無数の人々を解脱させる、仮令諸仏・世

が無量億劫を費やしても、この菩薩の徳を語り尽くすことは難しい、と揚言するに至る 156‐9頁）。 維摩のそれまで

の辛辣、酷評、揶揄、皮肉、毒舌、逆説に慣れた目、耳には、この楽天的高揚は、ただ呆然たる思いのみを残すだ

ろう。 人々は一体、維摩に何が起きたのか、この長広舌全体が、彼一流の皮肉ではないのか（実際、「普現一切色

身」という奇怪な名は、それを示唆する）と、文殊への答えに覚えた訝しさは解消は疎か、弥増すばかりである。

　次は攻守所を替えて、維摩が文殊に、如来の家系の教示を乞う次第となるが、その答えは、維摩の説く菩薩道

（前々段落）にも増して毒に満ちた、恰も菩薩の家系（前段落）の陰陽を逆にした如き、悪徳・煩悩の全展開である。

即ち（誤った個我の観念に導く）肉身が如来の家系である、無明、存在への執着、三毒、四倒錯（常、楽、我、浄） 、

五蓋（貪、瞋、睡眠、掉悔、疑）、六識、七識住、八邪道、九煩事、十不善業道、要するに六十二種の謬見と煩悩

の一切が如来の家系である、と連ねる。 「何を考えて、そういうことを言うのか？」と、流石に驚く維摩に、種明かし

の言葉を重ねる： 既に正性離生（声聞・独覚としての最終的な決定）に達した者は、最早、無上の完全な悟りに向

けて発心しない。 却って煩悩の泥中に身を置く者こそが、発心し得るのだ。 例えば蓮華の花は乾いた高原には咲

かず、低湿な泥水の中に咲くように、 仏法は、無為の究極を得た者には生じず、煩悩の泥水の中州に居る人々に

生じる。 また種子が空中では芽生えず、糞土の中で生長するように、仏性は、無為の究極には生長せず、我見を

起こし、しかも悟りに発心する時、生長する。 大海に入らなければ、無値の宝珠を得られぬように、煩悩の海を渡ら

なければ、一切知も得られない。 このようにして、あらゆる煩悩が如来の種姓に属すると知るべきである、と。

　菩薩の道と如来の種姓を巡る維摩と文殊の問答は、否定的な言明・対手の訝り・種明かしという進行に於いて、

同型であるが、逆説的な法論に習熟している筈の両人が、互いの言葉の否定調を訝るのは、何故なのか？ 考えら

れる理由の第１は、場の緊張を高めんとする教典編纂者の演出、第２は、名辞・概念への執着の戒めの根底に在

る、その内実の如何についての懸念・疑い、即ち取り澄ました悟りの境地の無味乾燥・胡散臭さ・非人間性・偽善

性の疑念の潜在、である。 後者を、菩薩の不覚という形で露わにすることにより、無所有を強調すると推し量るのは、

深読みが過ぎるであろうか。 だが「乾いた高原」や「空中」の喩えは、そういう推量を促すのである。

　文殊の教説を受けた迦葉の述懐は、別の意味で興味深い。 賛辞を呈するものの、その解釈・敷衍は、棘と毒を

含む。 即ち曰く： 感覚器官を欠く者が五欲を享受できないように、一切の煩悩を断ち切った声聞は、仏法を見出し

得ず、その効果も作用も享けない。 凡夫は、仏陀の徳に接して無上の悟りに向けて発心し、仏陀の恩を知るが、

声聞は仮令仏陀の教えを一生の間聞いたとしても、そういう能力が無いのだ。 迦葉の心中は穏やかでない。 そこ

に有るのは大乗に対する皮肉な反論か、あるいは捨て鉢な抵抗ないし居直りか。 何れにせよ、大乗経典が、声聞

の代表者にこのように語らせている、その意図は何であろうか。

　上に（議論の）矛先が名辞・概念ではなく、振る舞い・実践に向けられていると述べたが、法と説法について言うな

らば、法そのものの消極的・否定的評価に続き、「そのようなものである法を説くということは、如何なることか。 それ

は、既に有りもしないものを増広して語ること、増広された言葉が実在しなければ、法を説くことも、聴くことも、理解

することも有り得ない（103頁）、求法の者は三界を求めることは無く、三宝に執着して求めることも無く、四諦を窮め

ようとするのでもない。 法を求めようとするならば、如何なる法も求めてはならないのだ（ 137‐8頁）。」と、情け容赦

も無く断じる。 この限りでは、金剛般若経の絶対的否定と全く変わらないように見えるが、救いの手は巻末に近く、

他ならぬ仏陀その人から指し延ばされる（後述）。

[3.2] 言説・理論的関心の諸相： 不二の法門の章は一転、名辞・概念の議論、しかも菩薩達の見解の、質問も批判

も交えぬ聴取に終始するという、仏弟子の章との差異、即ち上座部と大乗の対照が著しい。 主題は生滅、我・我が

もの、汚浄、散・念心、声聞・菩薩、取捨、一・無相、善悪、有・無過失、有・無漏、有・無為、世間・出世間的、輪廻
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・涅槃、尽・不尽、有・無我、知・無知、色空、四大・虚空、根・境、布施（六波羅蜜）・廻向、空・無相・無願、仏・法・

僧、身・滅身、身・口・意、福・罪・不動行、能・所知、承・不承認、闇明、喜・不喜涅槃、正邪、真虚、等の多岐に亙

るが、羅列的で徒に喧噪。 その中身も般若心経の一節を模するが如き断章的・教科書的模範解答に終始、不二

の義を問われた文殊は、これらもまた一括して一であることに変わらず、不二に入るとは一切の言説・表示・知識を

離れることであると、にべも無い。 経は諸概念の体系的な、不二に於ける解明に関心が乏しく、寧ろ言説的な不二

そのもの、即ち対立項が何であれ、何れかへの常見・束縛の忌避一般、という立場を取っている如くである。 ここで

の入不二は、本来の教義とは異なる、一種の形式性へと換骨奪胎させたという意味で、言うなれば一つの方便と見

なされる。 主題への関心が乏しく、一見眞諦を説くが如き言説も実は方便であった、ということになれば、それ以上

何を語り得るであろうか。 では何故、維摩は菩薩達に、不二の説明を求めたのか？ 既述の点も有るが、改めて整

理して置こう。 

　先ず、明らかに言説・理論一般に対する関心の増大、次に、恐らくは上座部の出家者優位への反発と結び付い

た、同じ上座部の流れを引く Abhidharma の有・常見的存在論に対する批判、第３は、少なからぬ伝統的概念の尊

重、従って常断二見の否認、第４は無論、それが大乗固有の概念にも妥当すること、第５に、しかしながら個々の

概念について厳密・明晰に論じるに至らぬ理論的未熟、等。 このように読んで来ると、本章の最も興味深い一節と

され（文献[9] 165頁）、「雷の如し」と歌われる「維摩の一黙」は、甚深の境地というより、他に選択の余地の無い袋

小路の感、文殊の賞賛も、取って付けたように響くのを否めない。

[3.3] 仏陀の救済の手・有尽と無尽の法門： 釈迦は経全編を通して脇役であるが、終りに近く、他仏国土から訪れ

ていた菩薩達の土産に、有尽・無尽の解脱を説く。 有尽とは有為の滅尽、無尽とは無為に滅尽無きことを言う。 有

為とは因縁によって生成・変化・消滅する法（物事）、無為とは生滅・変化の全く無い、恒常の法《Abhidharma では

択滅（涅槃）、非択滅、虚空の三種》を指す。 菩薩は有為を滅せず、無為に住しもしない。 有為を滅しないとは即

ち大悲から退かず、深く一切知を起こし人々を教化し、倦まないことである《続いて、四摂事から始まる菩薩のあら

ゆる徳行、清浄、知、慈悲、精進を賛美する》。 無為に住しないとは即ち空の修学に努めるが、空性を現證する

（現実の場面に齎す）ことはしない《そうして四法印から始まる諸々の知・理法を観ずるが、現実の重大事・価値を

否認はしない。 全ては虚妄、無価値、空虚、従属的と観ずるが、福徳は虚しからず、知は無価値ならず、思惟は独

立・充足しており、灌頂されて、それらの追求に精進し、了義経という仏陀の種姓に住する、と説く。》（177‐80頁）

[3.4] 仏陀の救済の手・法の供養： 釈迦は更に、三世の諸仏・世尊の悟りの全ては、かく説かれ来たこの法門から

生じ、そこに説かれており、それ故にこの経の供養、即ち受持し、読誦し、説くことを、仏の供養に他ならぬとして、

勧める。 また法の供養とは何かを敷衍し、法を法として洞察し、法のままに勤め、縁起の理に従って邪見を離れ、

不生不起に耐え、諸法無我と観じ、不諍、無所有、四依（義に依って語に依らず、智に依って識に依らず、了義に

依って未了義に依らず、法に依って人に依らず）を全うすることを説く（187‐90頁）。

[3.5] 結語： 維摩経は、言語的葛藤と、如何に関わったか？ 

[3.5.0] 各種・個人の関わり： 先ず主要な登場人物、声聞（仏弟子）、菩薩の二種、維摩、文殊、及び釈迦の三個

人各々の関わりを整理する。 理論家・言説者ならざる声聞は、言語的葛藤の解消に、主体的・積極的に関わること

は疎か、 釈迦の教えの忠実な実践者として、言葉による分別を離れ、従って葛藤そのものを意識し、苦にすること

すら無い。 彼等が即自的に生きた彼等自身の信条の理論的結実、一大哲学・思想体系であり、大乗が強く批判し、

葛藤の主な要素の一つであった Abhidharma への言及すら、一切無い。 彼等の修行は教条的であり、また自身の

解脱に安住して良しとするという点で自利的であることを（当然、言説ではなく行いの水準に於いて）批判され、無

上の悟りには達し難いことを思い知らされるのだが、反応は唯一人、迦葉の嘆き・恨み節を聞くのみ。 葛藤の要素、

即ち（大乗から見て）斥けるべき言葉・概念・見解を、言葉ではなく、行いとして体現したのが声聞の葛藤との関わり

の全て、あるいは反面教師の役割を演じている、と敢えて言うならば、言い過ぎであろうか。

　一方、経は声聞を、維摩や天女そうして釈迦その人からの厳しく、辛辣な批判、叱責や揶揄にも拘らず、誠実、

真摯、誇り、愚昧、苦痛、嘆き等、生身の人間味溢れる、共感を誘わずには置かぬ種姓として描く。 それに対して

（文殊を除く）菩薩達の、何と精彩を欠くことか。 入不二法門品は、彼等が法を語る殆ど唯一の場なのだが、、前述

（[3.2] 項）の通り、教科書をなぞるような無味乾燥、分別・極論は排するが、言葉との苦闘の跡は無い、その人物像

の、維摩が文殊との法論（[3.0] 項）や菩薩の境涯・道・種姓（[3.1] 項）に於いて力説した在り方との落差は、小さく

ない。 菩薩達の葛藤及び葛藤の解消との関わりも、声聞と同じく、あるいはそれ以上に希薄であった、と言わざる

を得ない。

　圧倒的な仕手、維摩は、言語的葛藤を与件として論じるのではなく、自分自身、仏者、衆生一般の言説的・身体

的行為の洞察を通して、虚妄の分別に根差す偏見、邪見ないし愚見と、それら相互の対立の全容として提示する。
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取り分け菩薩の境涯・道については、洞察の有無自体や然・否の何れに住することも、斥ける。   分析は網羅的、

且つ緻密を極める。 最も興味深い一例は経の主題である「病」、妄分別によって三界を捉え、主観と客観を見る、

それが「病む」ということであり、病を断つとは「我有り」、「我がものなり」という考えを捨てることである、と言う。 かく

維摩は葛藤の論者ではなく、仕掛人なのであった。 しかし法の、その「体」の叙述の手前に立ち止まる否定的形容

己が嗾けた不二の法門の議論への関与を躊躇うこと等は、彼の関心と貢献が静的・観照的な事柄ではなく、行動・

実践の面であったことを示す、そのことを重ねて指摘して置こう。

　文殊は専ら維摩との問答・法論を通して仕掛けに応じ、強化・補完に資する。 その主題も菩薩の病気見舞いや

如来の種姓等、維摩のそれと対応するものであり、この知恵者が敢えて格下に甘んずることによって、弥が上にも

維摩を引き立てることになるのである。

　釈迦もまた脇役ではあるが、教主として無論、格下という訳には行かず、維摩や文殊が闘わした逆説・自己矛盾

的議論の言わば調停者である。 巻初の説法の冒頭、衆生こそが仏国土、菩薩は衆生を成熟させるために仏国土

を造る、しかし衆生を抜きにして空中に造れる筈も無いと、強調する。 それは文殊の如来の種姓の件や維摩の、あ

らゆる衆生により理解されてこそが菩提との、弥勒への助言を予見するかの如く、六波羅蜜を始め、周知の徳性の

各々が仏国土であるという、さして変哲も無い、些か木に竹を接いだ感の後半と較べて、鮮烈な印象を残す。

[3.5.1] 全編を通して： 声聞達の振る舞いに対する批判・その有るべき様の逆説的な説諭、及び菩薩の境涯・道・

種姓についての一見自己矛盾的な、実は然否何れにも安住しない言明、特に方便の重視を骨子とする。 名辞・

概念は、（理）法の相を除き、論議の対象としない。 「空」への言及は少なく、しかも三解脱門の一（ 91、104、62頁）、

虚空の如く無自性（100頁）、我・我がものに非ず（同）、空っぽ（129頁）等と軽くあしらわれ、この大乗の中心に位

する概念の重要性に相応しい、立ち入った洞察・議論の欠落に、唖然とする他は無い。 代わって強調されるのは

我執、妄分別とそれが生む偏見・邪見の戒め、及び中道と方便、特に衆生の実存の尊重、の勧めであり、実践へ

の傾斜と相俟って、如何にも大乗的な演劇的演出にも拘わらず、内実は寧ろ Sutta-nipāta に回帰した趣が有る。

[4] 宝積経： 方便と中道による葛藤の先取り的解消

[4.0] 補足二例： 釈迦の説法は伝統的、大乗固有の双方に亙り広汎、綿密にして明晰、比喩は鋭く巧妙、演劇・文

学的な仕掛けは無いが、その分、その簡潔は却って説得力を増す。 既述（0.1[3.3]）の十二縁起、空性と心の存否

に、興味深い二例を加えて置こう。 火を灯せば闇は無くなるが、火を消せば、元の儘に有ることが分かる。 暗闇は

何処から来たのでも、何処へ去るのでもなく、灯火が暗闇に、意図的に作用した訳でもない。 一方が顕になれば、

他方は消える。 両者は共に《自性が無く》空《、切り離すことができず不二》。 知と無知、覚り（明）と迷い（無明）も同

様である（文献[5] 206、9頁）。 もう一つ、肥料が豊富に施された土地に種子が生えるように、煩悩と言う肥料が豊

富に施された世間という畑に、仏法が成長する（210頁）。

[4.1] 葛藤とその解消の諸相： これらの例の考察を、対象の可感（物理的・感受的）・非可感（抽象的・観念的）、事

物・状態（ないし事象）の別、及び対立者の有無に照らして、吟味しよう。 先ず対象を表す言葉の働きが、これらの

別に応じて直指・表意、名辞・述語、相補・然否と分かれることに注意する。 特に可感的な対象の場合は、それを

表す言葉の意味は自明（即ち表意作用は無く）、従って何を指すのか、のみが問われる。 灯火と暗闇は可感《且

つ背反・相補的》な事象、妄分別はこれらを事物、しかも自性を有する、従って個的実体と見なすという、二重の過

ちを犯し、両者の意図・作用・去来の如何という愚問を招いた。 葛藤は従って、言語的と言うより、現象世界（色界）

の対象についての、経験に反する有我的実体観に根差す、存在論・認識論的次元のものであった。 だが、この過

ちを馬鹿にしてはいけない。 実体的 Phlogiston の措定は、近代科学の進展と同時代であったし、粒子と重力場の

関数であった質量の概念が、やはり実体的な Higgs 粒子による干渉の結果として表象されるのは、最先端の知見

の示す所である。 更に言えば、科学の歴史全体が、絶え間無い言語的、存在論的ないし認識論的葛藤の連なり、

そうして葛藤を解きほぐすことにより次の段階に進む、ないしは理論的革命を迎える、そういう歴史ではなかったか。

その点では仏教の歴史も、軌を一にしているのである。

　心も可感的だが、灯火と違って五根によらず、意根によってのみ感受され 《心識の機構は再帰的であり、再帰性

の常として、存在は必ずしも保証されない》、不可視・不可触、また対立者と言うべきものを欠く。 それ故に心の

「体」は語り得ず、存在を否定され、「相」は喩えて夢、幻、風、水の流れ、砂の家、（欲深の）猿、（不潔な）青蠅、

（火に飛び込む）蛾、怨敵、盗賊の如し等々、頼りない、不浄な、あるいは忌まわしいものと、一方的に、しかも些か

乱雑・不統一な仕方で、裁断される。他方、心の動きは心自身の虚妄な分別が生むという《やはり再帰的な》件は、

体の否認や相の混乱した認識に比し、「用」（作用）の感受を以て心識の特性とする観点を、簡潔・明確に際立た

せる。（216‐8頁） 今述べたことは首尾一貫した法門であり、そこには何らの葛藤も見られない。 葛藤は、述べられ

ていない所に有る。 即ち先ず（同一人のでも、様々な）心識に、頼れる、清浄な、あるいは望ましいものも有ること、

次に休み無く、膨大な心的現象を生成する心所（心作用の総体）の圧倒的存在・充実・統一感と、個々の現象の貧
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弱・散漫、心王（心の本体）の不可知・無基底性の大なる落差、最後に心の動きを生む、その動き自体は、何が、

如何に生むのかという問題《再帰的関係の固定点の存在》である。 経はこれらの葛藤に応えない、と言うより葛藤

を意識せず、議論を驚くべき方向に転換する（次項）。

　煩悩も心の動きの一種、あらゆる苦悩の原因となる一種である。 経はそれを、仏法の成長に不可欠な要因である

と言う。 比喩も巧みだが、大乗精神からすれば、その基本である衆生済度のために、敢えて煩悩を共にして輪廻

を離れず、衆生と接し続けるのは、比喩に依らずとも、陳腐な程に、余りにも当然なことではないか。 実際、座禅す

る舎利弗に対する維摩の説諭（0.1[3.2]）や文殊による如来の家系の教示（0.2[3.1]）は、本経の説く所と同工異曲

であろう。 煩悩と仏法の成長という最も極端な対立・葛藤が、衆生の煩悩に生きる実存と、菩薩による、その衆生の

済度を介して　最も簡明に、言わば解消を先取りする形で、対処されているのである（「浄化された煩悩

（0.1[3.3]、201頁）」の所以）。

　十二縁起は（例えば事物を語る場合でも、個体ではなく類としての「色」について、というように）名辞・概念を措定

する。 要素は事物、状態と事象が混在、全て対立者を有し、生滅、然否または相補の排反関係を結ぶが、両極端

を否認し、不二・中道を積極的に説き、空との関連は言及しない。 ここでも葛藤の解消は、先取られている。

　空の理法は興味深い。 それは曖昧、複雑にして深遠、その議論は不明瞭、多面的、且つ難解、しかも対象が

「空である」こと自体であるのと、名辞・概念であるのとの、二階層を成す。 前者は更に [相] 実体の無い（208頁）、

認識の対象とならない（209、16、28頁）、及び [用] 個我や観念に執著する者の、自由な境地への出離（206‐7

頁）を挙げ、後者に於いては、観念化された「空性」の措定を厳しく批判する（206‐7頁））。 0.1[3.3] での引用を敷

衍して、「空性そのものが空性であり、徹底的な空性である」という指摘（206頁）に注意しよう。 訳注によれば、この

件はチベット語訳や（恐らく）漢訳に無い由、邦訳が正確ならば、Sanskrit 原文は両階層に亙る過ちを犯している

（後補か？）。 正しくは「空性そのものが空であり、徹底的な空である」だろうが、であれば、議論の高階性と「空性」

概念の否認を明示する点で、重要である。 但し「空である」という相の、「空性」という名辞・概念への拡大適用、即

ち第 3階層を要求し、かかる拡大は明らかに無限に繰り返し得ることにも、注意して置こう。

　śūnya（空）が śūna（膨れる）に基づき、空虚、欠如、膨れて虚ろ、等を意味する所から、空の理法は婆羅門、部派

仏教の一部、更には幾人かの近代西欧哲学者（A. Schopenhauer 、F.W. Nietzsche、B. Russell、Ioannes Paulus

II）等によって虚無主義と同一視され、批判されて来た。 確かに、疑い無く存在する事物（例えば目前の釈迦その

人）や意味明確な言葉・概念（例えば円・円運動）を「存在しない」とか「虚ろだ」と言えば、人は真意を疑い、明確な

説明が無ければ、虚無主義と断じるだろう。 経は勿論、両者を混同しない。 例えば「愚かな凡人が空虚（虚空）を

恐れて苦悶するように、沙門や婆羅門は空性を恐れて気が狂う（207‐8頁）」、「世間を超えた知恵は ・・・ 存在は

空であり、認識の対象でないことに、恐れを抱かないこと ・・・ （216頁）」、「或る種の比丘は ・・・ あらゆる存在が不

生であることを教えられて、恐怖に襲われる（224頁)」等。 しかし論評は微温的で、反論には程遠い。 大乗、特に

般若系は何故空を主張したのか、それは如何に虚無と異なるのかという問いは、実に葛藤の核心に在る。 これに

応えるには、新たな意味論的枠組みの導入と、「空」の厳密な理論の構築に至る幾つかの段階を、経なければなら

ないが、本経の時代と主たる関心からすると、望むべくも無く、「中観」を俟たねばならなかったのであろうか。 ともあ

れ 0.1[3.3] の引用箇所は本経の白眉であり、「空性」概念を全否定するのであるが、それだけに、基本階層の問い

が手付かずに残されたのは、点睛を欠く憾みを否めない。

[4.2] 教えと理法： 菩薩の道、徳目と方便（「浄化された煩悩」）の説諭に続く、正しい修行の教示に於いて、それは

諸法についての真実の観察であり、それはまた人無我と、五蘊について恒常、無常の何れと観るのも極論として斥

け、何れにも非ずと観ることである、それは即ち中道に他ならない、と説く（202‐3頁）。 これが四大から 有・無為に

至る諸法について繰り返された後（202‐3頁）、説教は十二縁起と各要素の不二・中道、空・空性へと進み（204‐8

頁）、灯火と暗闇、肥料と種子の喩え（209‐10頁）、声聞に対する批判を経て、維摩経を思わせる、煩悩・悪徳と、

その対立者である知恵・徳目の組から成る「真の治療法」、及び「世間を超えた知恵の良薬」としての因縁の知、無

我の信解、空の受容を挙げるに至る（214‐16頁）。

　ここで突然、話は心の問題に飛び、0.1[3.3] と前項に紹介した教えが開陳され、終りは心の無自性、不起・不滅、

不去・不来、不死・不生、不因・不果、即ち無為に落ち着く。 と、再び突然、「無為」は聖者に生れ付きの本性（種

姓）であるという転換が為され、そこには行為、言説、意志作用、制約、条件、業果、苦楽等の一切が無く、全ての

存在が、一つの本質の有るもの（一味）として平等である、それは離脱して閑寂、全ての煩悩の汚れを滅して清浄、

我執無く、世間を超え、不生不滅、最も優れた勝義諦にして涅槃、と賛辞が鳴り響く。 それに対して沙門や婆羅門

の或る者は、色形始め五境の何たるか、味わいも害も、それらからの超脱も知らず、それら恐怖に脅えて山林に隠

遁するが、内実を究めないのでそれらの誘惑 《葛藤！》 に負け、苦悩の生存からは解脱し得ない。 それは、犬が

石ころを、投げ付けた人間を、ではなく追いかけるのに似る、そういう愚かな振る舞いを止めるには、何が害悪なの

か、それから如何に超脱するか、散漫に外面に向かわず、内面に向かい、省察し、究めなければならない、と些か

奇妙な喩えを交えて、戒め、諭す（220‐1頁）。
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[4.3] 結語： 葛藤の先取り的解消、ないし内面化、実践的には方便

葛藤の核心に在る幾つかの基本的な理法について、本経の扱いには、かなりの相異が認められる。 際立って顕

著なことは、対立者の何れの一方への断定をも斥ける、中道の強調である。 斥けたその先は①排反・相補的存在

（可感・個的対象、例： 灯火と暗闇）、②単純存否（可感・単立的事物、例： 自我）、③事物化の可否（可感・単立的

事象、例： 心）、④単純然否（非可感・単立的概念、例： 時間）、⑤調停者の措定（非可感・対立的概念、例： 浄化

された煩悩）と、場合が分かれ、①： 存在の認容 と ⑤： 調停者の措定 は、葛藤を解消ないし緩和する。 前者は

一見安易だが、対立者は排反・相補的に、不可分に関係付けられ、不二と観ることによって、葛藤は前以て解きほ

ぐされている。 後者は最も困難で、屡々言語的水準を超え、生身の人間の高度に知的・情的・宗教的な施行（浄

化された煩悩、奢り無き徳行、等）を要求するだろう。 葛藤とその解消は言わば、調停者に内面化されているので

ある。② ～ ④ について肯・否定の何れも極論として斥けるのは、判断保留に他ならない。

　最も基本的な戒めである妄分別、それが生む諸々の惑、苦、毒、迷い等々、取り分け人と法に「我」・「自性」を求

める観点　それへの執著を、明確に否認する。 空や涅槃という、最も重要な理法を含む諸法について、観（概）念

を設けてもいけない。 空と縁起について、精妙な議論を展開していること、しかしながら両者の結び付きを含めて、

考察は未だ十全とは言い難いことも、既に述べた。

　総じて本経の真髄は、分別・観念化の戒め、執著、取り分け我執からの離脱の諭しと、中道の賞揚に在る。 その

ことを再確認するために、印象的な言葉を引いて置こう：

　あらゆる観念の内でも、自我への執著は、仏法の生命力を麻痺させてしまう（222頁）。

　涅槃という観念を捨て去れ。 観念に於いて、観念を創ってはいけない。 観念でないものにも、観念を創ってはい

けない。 観念を知るのに、観念を用いてはいけない。 そういう者には、観念による束縛が有る。 観念を滅し、感受

を滅した所（想受滅）に、精神を集中（等持）せよ。 決して分別や妄想をしてはいけない。 想受滅に等持する比丘

には、それ以上に為すべきものは無い（228頁）。

[5] 勝鬘経： 如来蔵  ──  逆説的・自己己矛盾的言説の高階化

中論に先立つ前期大乗経典の主題であった空、中道、縁起等への言及の少ない点は、既に指摘した（ 0.1[3.3]）。

他の理法の多くも、逆説的な趣は無く、寧ろ正面からの理屈の勝った議論が展開されていた。 例外は、本経唯一

の主題と言うべき、如来蔵の思想である。 「煩悩の纏を未だ離脱し得ていない状態の法身（文献[5] 206、9頁）」と

いう形容は、恰も宝積経の「浄化された煩悩」の双対の如くに響くが、決定的な相異は、後者が対立者（清浄と不

浄）と同じ階層に属し、一人の菩薩の、重要ではあるが、特定の相である（従って自身、対立者を持ち得る）のに対

して、前者は無数の諸存在・諸相と、相互の対立・葛藤の総体を包摂し、それを超える階層に位し、あらゆる衆生

に遍在する、比較し得るものも無く、仏の種姓・教えの全てと等しいものと、見なされることに在る。 従ってこれへの

反立は、単一の理法ではなく、一つの宗派、あるいは宗教にも匹敵する理法の集成を以てすることになる。 実際、

阿頼耶識を如来蔵と同一視し、しかも実体化する動きが有り（文献 [31] 462、72、82頁、岩波書店「仏教辞典」）、

それは取り分け、護法「成唯識論」を基に玄奘三蔵と慈恩大師基が開いた法相宗に於いて、輪廻の主体の如き、

殆ど「我」と変わらぬ位置付けが為された（320頁）。 しかし他宗派には、異論も有った。 特に同じ唯識系の眞諦訳

無著「摂大乗論」に拠る摂論宗とは、種子・心内法の実有性、末那識の措定、五性各分別か一性皆成仏か、その

他、基本的な理法を巡り、真正面から対立し（311、7、81‐2、391‐97頁）、論諍誹謗の限りが尽くされた（389頁）。

それは日本の仏教界にも及び、最澄・徳一の三一権実論争がよく知られ、下って元禄期にも、浄土宗普寂や 真言

宗戒定による法相批判が著されている。

0.3 中観派の場合

以下は原典 [13]、[16] の引用と論考 [22] に基づく、資料 [42] 所収のものの抜粋である。

0.3.0 「中論」に於ける「空」と「縁起」

[0] 竜樹（Nāgārjuna、ca 150‐250）の主著「中論（中（Mūlamadhyama）についての頌）」は、大乗初期般若経典の指

導理念である「空」について、原始仏教以来重要であった「縁起」を「相互限定」・「相互依存」の意味に解し、空及

び無自性とは縁起の意味であると提唱した。  先ず龍樹自身の言葉として：

[0.0] 「およそ縁起したものを、空であると我々は説く。」（「中論」18頌）

[0 1] 「ものが他によって存在すること（縁起）が空性の意味である。」 ・・・ （「廻諍論」22頌）

[0 2] 「空性と他による生起と中道とは、意味の等しいものであると言われた、類無い 人を私は礼拝する。」（同最終

頌）。

[0 3] 「縁起」も「空」も「有・無」を離れたという意味で、「中道」と同義である。（「中論」24章 18頌後半）。
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[1] 中村元 [22] による歴史的分析・考察

[1.0]「般若経が何故に空という語を度々用いているかは不明だが、当時説一切有部等の小乗諸派が法の実有を

唱えていたのに対して、それを攻撃するために特に否定的に響く「空」という概念を用いたのであろう。」（264頁）

[1.1] 「ところが ・・・ 反対派は ・・・ 空を無の意味に解し、空観を虚無論であると批難する。 そこで ・・・ 空の意味を

一層明らかにし誤解を防ぐために、最初期の仏教以来重要であった「縁起」という語を拉し来たって、それを「相互

限定」・「相互依存」の意味に解して、空及び無自性とは縁起の意味であると説明するに至ったのであろう。」（同）

[1.2]「（有部その他の）学派に共通している思惟方法の基調をなすものは、人間の合理的な観念には必ず対応す

る実在が無くてはならない、という考え方である。」（5頁）

[1.3]「Nāgārjuna は自然的領域に於ける（例えば）運動（のような現象）を否定したのではなくて、「法有」 ・・・ 即ち

「概念実在論」の立場を排斥したのである。」（57頁、「中論」2章）

[2] 更なる分析・考察

[2.0] 「中論」は「縁起」→「無自性」とは逆に、自性の否定によって縁起を成立させようともした。 例えば「不来不

去」なる縁起の成立のために、運動（の自性）の否定が説かれる、というように（ 105‐7頁）。 確かに現象そのものは

認めつつ、その実体性を否定するとすれば、相互関係のみが残るであろう。 ここで初期仏教に於いては「縁起」と

「中道」の同義性が認められていたが、有部は「縁起」を時間的継起（因果性）と解し、また（全て「有る」という立場

から）「中道」を避けていた、従って中観派はこの点で、初期仏教の立場に戻ったと言える（308頁）。

[2.1]「縁起」の概念が、因果的生起（「縁によって生じる」）から論理的相互依存（「縁とする」）へと変質ないし拡張さ

れた（117、122、125、128－9、131、155、163－4頁）。 両者の別は例えば「父と息子の譬」（「廻諍論」49－50頌）

によって明らかである。 非常に重要なことは、「縁」の相依・相待関係化（例えば「父子」）により始めて、もの（例え

ば「父であること」）が「自性」を措定することなく意味・作用を持ち得るという、真に関係的な世界が確立されたこと

である。

[2.2]「中論」の今一つの方法論的特徴は、対手の言葉・論理に拠りつつ矛盾を導くという帰謬法に在る。 それが積

極的な主張を為し得ないという困難を招き（文献 [17] 75頁）、屡々判断停止（「私には何の主張も無い。 それ故に

誤りも無い。」（7－9頁、「廻諍論」29頌））に逃げることを余儀無くさせた。 究極の勝義は勿論、一切の言説・虚妄

なる分別を斥けること（「言語道断」、「維摩の沈黙」）であろうが、議論は既に始まっている。 実際、中観派は「主張

をしない」という自らの言を裏切り、空＝縁起  の世界観に関して長大・精密な言説を展開する。 そうしてこれが「真

如」、不生不滅の「諸法実相」であると説くのである（351、5、8頁、「中論」18章 7頌、「廻諍論」31－51、54頌、及

びそれらに続く説明、文献 [17] 2節）。

　これは中観派の最大の矛盾である。 矛盾を解く鍵は、中観派は文字通りの意味で「言説を斥けた」のではない、

斥けたのは「虚妄なる分別」、特に概念実在論であり、それに代わる関係的世界観は寧ろ積極的に主張した、と理

解することであろう。

[3] 結論

[3.0]「「縁起」とは相依していること（relationality）という意味であり、「空」と同義である。」（116頁）

[3.1]「中観派によれば、空性とは縁起の意味であるという。 空（sunya）とは「縁起せる（pratitya-samutpanna）という

意味であり、不空とは「縁起せざる」と同義である。」（248頁）

[3.2]「中観派の思想によると、一切の法は相互依存によって成立している、即ち縁起しているのであり、空と縁起は

同義であるから、ここに於いて初めて一切皆空という主張が基礎付けられ ・・・ 。」（249頁）

[3.3]「「中論」は空あるいは無自性を説くと一般に認められているが、それも実は積極的な表現を以ってするならば 、

少なくとも中観派以後に於いては「縁起」（特に「相互限定」、「相互依存」）の意味に外ならない。」（251頁）

[3.4]「縁起と無自性と空という三つの概念の意味するところは、結局同一である、と中観派が解釈していたというこ

とは ・・・ 明らかである。」（258頁）

0.3.1 「分別」と「戯論」

[0]「分別（vikalpa）」という単語の意味には、次のような広義、狭義の双方が有り、中観派の批判が反対派に向けら

れる時には狭義の意味で用いているが、彼等自身はその言説を為すに当って、広義の「分別」を行っている 。「分

別」とは：

[1] 対象を思惟し、識別する心の働き、即ち普通の認識判断作用を言う。

[2] 凡夫のそれは個人の経験等によって色付けられた主観と、対象としての事物との主客相対の上に成り立ち、対

象を区別し分析する認識判断であり、事物の正しい有りのままの姿の認識ではなく、主観によって組み立てられた

差別相対の虚構の認識〈妄分別〉に過ぎない。（岩波書店「仏教辞典」）
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[3] 中観派の論述には「虚妄なる分別」と、「虚妄なる」という形容詞が決まり文句のように付せられる。 それが上の

両義を分けた上で [2] を指すのか、それともおよそ分別なるものは常に虚妄であると言っているのか、Sanskrit の

文法に照らしてどうかは分からないが、何れにせよ中観派もまた思考を停止しない限り、（少なくとも広義の）分別を

逃れ得ない、従って [1] によって言語行為を脱し得ない。

0.3.2 検討と 纏め

[0] 全ての言説は俗諦であり、戯論であり、真実を妨げる。

[1] そうではなくて、

[1.0] ものの自性に拘ったり、空を無と見るような言説こそが俗諦であり、戯論なのである。

[1.1] 反対に全てを縁起する、従って無自性のものと見、有と無を離れた空を説く言説は、俗諦でも戯論でもなく、

真諦そのものを表している。

[1.1.0] 更にそれは、真諦を全的に捉えるものである。 従って正しく理解すれば、真諦に至るであろう。

[1.1.1] または、「全的に」ではないが、仮説を立てることによって真諦に迫り、真諦を過渡的・部分的ないし不完全

に捉えるのである。

[1.1.2] しかしおよそ言葉によって（過渡的、部分的、ないし不完全にせよ）捉え得た限りに於いては、それは真諦

に他ならない。

[2] 空を説く言説は、真諦に至るのを助ける。 とは言え、真諦そのものを（過渡的、部分的、ないし不完全にせよ）

捉えるものではなく、俗諦・戯論であることに、変わりは無い。

主張 [0]∧¬[1.1]∧[2] についての疑問：

第１は「中論」の言説や如来の説法もまた、言葉として、最高の真実を覆い、妨げ、最高の真実からの失墜に他な

らない、即ち最高の真実を説く「中論」の言説や如来の説法は、最高の真実を覆い、妨げ、それから失墜する行い

である、という点に於いて、自己否定の行為であった、ということか？

第２に全ての言説が例外無く戯論であるとすれば、「中論」自身の言説も戯論であるのか？ 然りとすれば、「中論」

の言説が勝義に悟入する方便として役立つのは何故か、反対派（特に有部）の言説との如何なる違いに基づくの

か？

第３に否とすれば、言説諦（即ち俗諦）にも、戯論とそうでないものとの違いが有ることになる。

第４に「空が説かれる目的は、戯論の寂滅にある」（「大乗仏教の根本思想」353頁）を併せると、空を説く目的は、

空についての思惟と「空を説く」という言説自身から離れることをも含む、ということになる。 これもまた、自己否定に

外ならない。

第５は〈勝義諦において絶え果てている〉中観派の言説も、最高の真実を説くために拠るべき言語習慣を体現する

故に、肯定的な意味も有るとすれば、同じ（つまり同じく言語習慣であるという）理由で、如何なる言説・戯論もまた、

均しく肯定的な意味が有る、ということにならないか。

これらの疑問に対して：

[3] およそ自己否定的な言説、即ち「自分が今述べているこの説は、それ自体が誤りである」という言語行為を、

（文字通りに）受け容れることはできない。（「文字通りに」という限定を付した理由は、後述 [8]）。

[4] 言い換えると「思惟」や「言葉」が自らのそれをも含めているならば、（論理的言語行為である限り ─ 同じく後述

[8]）意味有るものとは認め難い。

[5] 従って中観派が自らの言説も反対派のそれも、戯論として均しく寂滅されるべきである、と主張していたという解

釈は、不可能である。

[6] とすれば中観派は、寂滅されるべき戯論とは反対派の説である、と主張していた、と解する外無い。

[7] 従ってまた中観派は、自説を戯論でも、単なる言語習慣の体現でもなく、それこそが最高の真実に照らして、正

しい説であり、最高の真実を、部分的・不完全にせよ明らかにする、と主張していた、と解される。

17



[8] 言語行為は、論理的と詩的な側面を持つ。 般若経に見られる逆説的な表現や「中論」のような詩頌は、詩的な

面が強く、文字通りに解する訳には行かない（つまり釈義の必要が有る）が、現代の我々がこれら仏典の思想内容

を論じる場合は、その言葉は引用句の釈義も含めて、論理的言語でなければならない。「論理的」とは、文字通りに

読まれるべきこと、且つその意味が正確・一意的に（それは実際上、間主観的に、ということに等しい）定まっている

こと、を含意する。 自己否定的な矛盾を含むならば、論理的言語としては意味を失う。

[9] Bhāvaviveka の指摘「言葉と知識の仮説、及びその対象であるものは、自学派の定説にも、他学派の定説にも

妥当するように決定されて始めて、世間の慣行として認められる」（「中論注釈書」）は、異なる主張を持つ論者の間

でも、合理的な討論を可能にするために、語義や基本認識の間主観性は確認し、尊重しようという、論理的言語の

精神を示している。

[10]「戯論」の原語 ‘prapanca’は元々拡大・拡散・分化・複雑化を意味し、そこから現象世界、無益で冗漫な議論

一般、更には対象を分化し、分別する心作用そのものを指す用例が生まれた、と言う（「仏教辞典」）。 原意は正に、

有部の Abhidharma 的言説の形容そのものと言ってよい。 それに、般若経や「中論」が有部批判を強く意識してい

たことを併せると、中観派の言う「戯論」とは有部を主とする反対派の言説を指す、と見るのが自然ではないか。

[11] そのような有部的実在観こそが世間一般の常識であり、真理（俗諦）であったろう。 それに対して一切皆空を

説く中観が、たとえ明晰な言説として示されても、「常識」として定着していたとは考え難い。 実際 Abhidharma 存

在論は非常に有力で、般若経以前は勿論、龍樹の遥か後、世親の時代に在っても尚、中心的思想の一つであっ

た。（「真実には無いものを有りとするのが世間に於ける真理であり、世俗諦である」（「仏教辞典」））。

[12]「空」が誤解され、誤解を基に非難されたことは、明らかである。 しかも誤解には空を無と見るのと、空性を一つ

の存在（有）と見るのとの、二種の「空見」（空に執著すること）が有ったと言う（ 333－5頁、文献[15]）。 真諦を説く

には、空の無とは異なることを強調する一方で、空に拘る者に対しては却って有部的俗諦に拠らざるを得なかった 、

と思われる（[14] 10節、「有に捕われる人には真諦の空を説き、空に捕われる人には俗諦の有を説く ─ 吉蔵」「仏

教辞典」））。「世俗的なことに基づかなくては、第一義は説き得ない」、「悪取空は鈍根の者を滅亡させる」（「中

論」24章 10、11頌）というのも、このような事情と [9] 項の態度を反映するものであろう。

[13] 真俗二諦とは従って、一切皆空なる真諦と、有部的実在観と二種の空見から成る俗諦を指す。 真諦を説く説

法は、二種の空見をも共に斥け、中道としての空を説く（「空亦復空」、「中論」13章 7、8頌）。

[14] かかる錯綜した状況に在って、難解な 空＝縁起 を説くのは、困難を極めたであろう。「この空性の教法が鈍

根の者に理解され難いのを慮って、牟尼の法を説こうとした心は止んだのである」（「中論」24章 12頌）

[15] 〈「縁起であるものは空性であり ・・・ 四聖諦にしろ、諸行無常とか諸法無我という教えにしろ、全て縁っての仮

説 ・・・ かりそめに設けられたものであるから、真実ではない。」 つまり、世俗諦に  於いて  のみ     「空 ＝ 縁起」     が成り

立つ〉という説について、「 」内に異存は無いが、そこから下線部は導かれない。 と言うのは、「かりそめであり、真

実でない」とされているのは、諸行無常・諸法無我等々の項（  term  ）であって、それらを「かりそめであり、真実では

ない」と断ずる「 」の文の全体、または文と論理的に同じ水準（型）に在る節（  clause  ）を「かりそめであり、真実でな

い」とする表明は、何処にも現れていないから。「縁起であるものは空性である」というのは正にそのような節の一つ

として、「 」によって「かりそめであり、真実でない」とはされない。 換言すると「 」内は自己否定的な文にはなってい

ないが、下線部を導くには、「「縁起であるものは空性であり、従ってかりそめであり、真実ではない」というこの言葉

も、かりそめであり、真実ではない」という自己否定的な言明が必要である（「 」が入れ子状になっていることに、注

意）。

[16] 〈長大な言説を尽くしても、言説である限り空性の実相を説き尽くすことはできない〉という主張は 、その通り。

しかし「尽くし得ない」ことと「最高の真実を覆い、妨げる」また「真実からの失墜に外ならない」ということは、全く違う。

前者は部分的・暫定的な可能性を示唆し、後者は全面的な不可能性を明示するから。 現代に於いては自然科学

が、かかる「諸法の実相を語るうとする」言説の範例だが、科学が真理を極め尽くしていないし、いつか極め尽くす

（その時は科学の営みが止まる）こともないだろうと、科学者も一般人も思っているだろう。 にも拘らず、科学が自然

の真理を部分的・暫定的に明らかにして来たのは、否定し得ない。
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[17] 〈また，言葉によって勝義諦について何かを語ることができるのであれば，このような多くの言説を要することは

ないのではないか．〉という主張は、逆ではないか。 語り得るからこそ、長大に及ぶのだ。 再び科学について言え

ば、アリストテレスの論理学や自然学は著者の没後、殆ど何の発展も無いが、Galileo に始まる近代科学や Frege

以降の論理学が膨大な言説を産み出して来たのは、正に真理について語り得ることが、示されたからに外ならな

い。 ただ、語り得るのも部分的・暫定的であるからこそ、言説は益々長大化するのも、事実である。 真理は一言で

は尽くし得ない、とすれば、雄弁を振うか沈黙するか、の何れかなのであろう。

[18]「如来によって説かれた「智恵の完成」は、即ち完成ではない、と如来は説かれる。 それ故に、「智恵の完成」と

言われる」（「金剛般若経」13節）は、般若経独特の逆説的表現の典型。 これを〈説く限りに於いては、たとえ如来

の言葉だとしても、その言説は世俗諦に堕する〉という解釈に対して、次のような違う読みが有る：

如来の説法は（有部的実在論のような）俗諦ではなく、真諦を説く、しかし真諦は決して言葉によって尽くされるの

でなく（下線部）、また耳にした言葉そのものに執著すれば、却って真諦を見失うだろう、それを理解することによっ

て、始めて真諦を理解することになるのである（下線部、[12]、[13]）。 真諦を説きながらも、言葉の限界と、言葉へ

の執著の戒めをも併せて説く、という訳で、ここには説法と、その説法への反省的自己言及、即ち文と meta-文の

同居が見られる。 逆説的な表現は、文の水準（型）の混用から生じたもので、型を区別して釈義すれば、逆説は消

え、明晰に理解することができる。 古代インドの思想家には求めるべくも無いが、近代論理学を知る我々には、そ

のような釈義は許されるし、適切だと考える。

　自然の真理のみならず、人の様々な体験も言葉で尽くし得ないのは、全くの事実で、神秘的・宗教的体験や直

観的悟入を否定はしない。 古仏を拝む時の感動も、決して言葉に尽くせない（それができれば、苦労して古寺を

巡る必要も無い）。 しかし言葉の形で示されたものを、論理的言語によって明晰に語らず、意味不明の文言に委

ねるのは、詩の世界では許されても、思想・哲学の言説としては、斥けられるべきだと考える。

　結論：  ¬[0]∧[1.0]∧[1.1]∧¬[1.1.0]∧[1.1.1]∧[1.1.2]∧¬[2]

（2018. 4.18）
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小生に取っての仏教

自然主義： 素粒子から複合粒子、原子、分子を経て巨視的物体、結晶、細胞、生命・知的個体、人工物、集団・社

会、更には文化・文明共同体に至る全存在は、階層を成し、各層の要素の集合は、所与の場、環境ないし境界条

件の下で安定した構造を示す時、上位の層に属する、単一の要素として認められる。 逆に （素粒子を除く）要素は

全て、下位の要素の構造体に分解される。 各層の要素について成り立つ法則の総体は、一つの完結した数学的

構造体を成し、一般に下位の層の法則と、論理・数学的形式が全く異なる、従って科学的研究、しかも別個の、独

立した研究の対象たり得るが、理念的には後者に還元される。 この独立性と還元可能性に於いては、仏教の言う

「（理）法（dharma）」も、例外ではない。

　　　　　　　　  信じないこと：             輪廻転生

　　　　　　　　　　　　　　　　　              現世利益

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          神秘譚、文学的・演劇的装飾

　　　　　　　　　信じること：                 瞑想（禅定、瑜伽行）、密行、念仏等による身体的変化 

　　　　　　　　　同意しないこと：          （自然主義の立場から、）唯識説、死後の世界

　　　　　　　　　　　      勝義（真）諦と世俗（仮）諦、あるいは証得と方便（教示）の別

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        習俗化した法事（通夜、葬式、周忌、墓参、他）

　　　　　　　　　同意すること：　　         出家（但し三学と説法に励むこと）

　　　　　　　　　　                              僧伽の形成（但し完全な平等、開放性と自給自足）

　　　　　　　　　理法と徳目：                妄分別、自我、執著と、（討論に非ざる）争論の戒め

　　　　　　　　　                                 三毒（貪、瞋、癡））、特に 癡、即ち無明の戒め

　　　　　　　　　                                 三法印（諸行無常、諸法無我、涅槃寂静）

　　　　　　 　　　                                四苦、四聖諦

　　　　　　 　　　                                六波羅蜜（布施、持戒、忍辱、精進、禅定、般若）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     慈（ 、love）と悲（思い遣り、compassion）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     自帰依・法帰依）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     空観（関係的世界観）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     中道（両極端の排除、判断保留・停止（epokhē））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      言語知（logos）の限界の認識、人間実存（如実）の貫徹


