崎

研宣

チャンドラキ百ルティの縁趣解釈についての一考察
ーナーガールジュナの諾著作との関連について−

永

ナーガiルジュナの真作であるかどうかということについて何らか

な役割を担っているものである︒本稿の目的は︑﹃宝行王正論﹄が

の結論を出すことではなく︑チャンドラキールティの縁起解釈にお

けるこの著作の位置づけを明らかにすることによって︑ナーガールジュナ

ナーガールジュナ一冨①・旦竈§ 二︑三世紀頃一の著作問題につい

一1︶
ては古来より様々な議論が行われている︒ナーガールジュナの真作

の著作問題を議論する上での手がかりを見出すところにある︒

一℃§名弩甘呉芭の関係であるとする︒この解釈はチャンドラキi

チャンドラキールティは﹁縁起︵℃竃身陣会旨暮鳳皆一﹂を相互依存

頃一の言及や引用が重要な手がかりとなる場合が多いが︑近年︑

決定にあたってはチャンドラキールティ一ρ邑轟葦二8◎ふ象年
チャンドラキールティがナーガールジュナ作であるとする作品のう
一2一
ちの幾つかもまた真贋を問題とされるようになってきた︒なかで

ルティの著作の中でしばしばあらわれてくるものである︒中村

も︑チャンドラキールティがナーガールジュナの説として引用して
いる﹃宝行王正論扁娑副＜畠一﹄は︑漢訳では著者が挙げられてお

一；a一は︑この相互依存の縁起と華厳宗における法界縁起との類似

を指摘した上で︑チャンドラキールティが﹃中論﹄から相互依存の

らず︑また︑＜撃⑰芒遣どはこの著作について︑偶のスタイルが異

なることから︑真作説を否定する根拠はないが少なくとも同じ時期

縁起を導き出したのと同様に︑華厳宗もまた﹃中論﹄からこの相互

は﹃十地経﹄に対する注釈として﹃入申論﹄を著しているのである

に書かれたものと考えにくく︑内容面からも議論が必要であるとし

から︑華厳的世界観の影響を直接に受けたことも考えられるかもし

依存説へと至ったのだとしている︒しかし︑チャンドラキールティ

この﹃宝行王正論﹄は︑チャンドラキールティの思想において

ている︒

は︑チャンドラキールティ独自の縁起解釈を成立せしめる上で重要
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れない︒この点については今後の検討課題としたい︒

チャンドラキールティはナiガールジュナの正統な後継者を自負

﹇縁一℃曇身＆の接頭辞︺喀茎は︑到達︵肩岩εを意味する︒

うに﹈︒

ガンジー川の水の甘さが︑海の水によって﹇他のものになるよ

接頭辞によって︑語根の意味は強制的に別なところに導かれる︒

接頭辞の力によって語根の意味が変化するのだから︑

ナに従ったものであるとする︒そしてチャンドラキールティはこの

していることから︑この﹁相互依存しの解釈こそがナーガールジュ

解釈を自らが言うところのナーガールジュナの数点の著作から導き

こ﹇の縁起という語﹈の中で︑接尾辞溝を有する℃曇ξ陣という

いう意味で用いられている︒墨冒具という接頭辞﹈が先行する語

電屋邑の﹈語は︑﹁到達一召貴一一﹂すなわち﹁依存一岩艮芭﹂と

出してみせる︒チャンドラキールティはナーガールジュナの著作と
して雲ぎξ悶彗閏ぎ凱弩婁暮一において八点を挙げているが︑なかで

も︑チャンドラキールティの言うところのナiガールジュナの著作

わけで︑︒︒帥嘗貫私農という言葉は︑﹁顕現﹂という意味で用いら

根な＆−は︑﹁顕現一召割暮事酬畜一﹂という意味である︒という

れる︒そして︑それゆえに︑

一さ葦屈芸剛一﹄及び﹃宝行王正論扁黒劃奏5﹄は︑チャンドラキー

群︑とりわけ︑﹃中論類一憲暮冒邑耳§葵鼻萱ぎ一﹄︑﹃六十類如理論

依存する﹂というのが︑縁起一℃曇身雲§暮息ま一の土思味である︒

﹁諸々のものの生起は因と縁とに
︵3︺

ルティの縁起解釈を構成する上で不可欠の役割を果たしている︒こ

ここで行われている語源解釈は︑﹃具舎論一き巨象彗艮oが昏げ捌亘﹄

の点について︑以下に見ていこう︒

チャンドラキールティの縁起についての論議は︑主に﹃中論﹄の

注釈書である﹃プラサンナパダー﹄︑及び﹃入中論釈﹄において行

注釈する中で自らの縁起解釈を提示している︒そして︑﹁縁起﹂の

か︒﹇縁一勺曇ξ陣一の接頭辞﹈胃註とは﹁到達一唱音ε﹂を意

さて︑縁起一召邑2雲§暮私監︶とはどのような語義であろう

において行われている解釈︑

語を注釈するにあたって︑まず︑語源解釈に基づく語義解釈を行っ

よって語根の意味が変化するのだから︑﹁到達してから

味し︑語根︑1は行く一〇・註︶という意味である︒接頭辞の力に

チャンドラキールティは﹃中論﹄帰敬偶における﹁縁起﹂の語を

われている︒まず︑﹃プラ サ ン ナ パ ダ ー ﹄ の 方 か ら 見 て い こ う ︒

てみせる︒なお︑この箇所で行われている縁起解釈の議論は︑文脈

℃曇身牌−蟹昌暮冨皆一とは︑縁︵℃曇竜這︶に到達して生起すると

て﹁顕現一肩邑賃σ副き︶という意味になる︒従って︑縁起

言邑は﹁存在一§星﹂という意味であり︑ω§冥を接頭辞とし

一唄告着一﹂というのが﹁縁りて一で曇暑陣︶﹂の意味である︒語根

的には︑バーヴィヴェーカの縁起解釈への批判を主眼としている箇

いるものであることには注 意 し て お き た い ︒

所であり︑実質的には︑バiヴィヴェiカ批判の一環として機能して

一縁起の﹁縁﹂ の語根︑1は行く一①・筆一 という意味である︒
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︵4︶
いうことなのである︒

ンドラキールティはそれに対してさらに﹁依存一岩纂芭という意

というものとかなり似通っている︒明白な相違を挙げるなら︑チャ

﹁あれこれに到達してから一召音竜︶生じたもの︑それは︑自性

より生じたのではない︒﹂ 一﹃六十類如理論﹄第十九偶一
一5一
と認められているからである︒

チャンドラキールティ自身は﹁縁︵℃曇■毛一﹂の意味を﹁依存

とはない︒この点については︑﹃中論﹄第二十三章第十︑十一偶に

一岩①育酬一﹂であるとする見解についてここでそれ以上に言及するこ

注目したい︒ここにおいてナiガールジュナは︑浄・不浄の関係に

味を付与している点︑語根㌻邑−の単独での意味を提示していない

ているため︑一見すると︑チャンドラキールティはこの﹃具舎論

前提としつつバーヴィヴェーカを批判していくというやり方を取っ

点くらいである︒この後の議論においても﹃具舎論釈﹄での議論を

釈﹄の説に従っているかに見える︒しかしながら︑ここで問題にし

われるが︑そこでもまた︑チャンドラキールティはこの二語の同義

っの語を同義であるとしているのかどうかは議論の余地があると思

対してその二つの語を用いている︒ナーガールジュナ自身がこの二

ンドラキールティの言うところのナーガールジュナの諸著作とどう

ようとしているのはチャンドラキールティの縁起の語義解釈がチャ

関係を述べている︒まず︑﹃中論﹄の方を見てみよう︒

の著作の中での術語間の対応という点から︑ナーガiルジュナの諸

関係しているかという点である︒ここではまず︑ナーガールジュナ

のみでは有り得ないのである︒一﹃中論﹄第十偶一

は浄に依存せずには一竃岩⑰な着一存在しない︒それゆえ︑浄

それに縁りて一℃曇身ゆ一我々が浄を施設するところの不浄︑それ

それに縁りて一肩昌一這一我々が不浄を施設するところの浄︑そ

﹁縁りて一℃曇ξ︸一に与えている﹁到達一？告εという意味で

著作とこの縁起解釈の関係を見てみよう︒

ものである︒縁起の意味内容についての議論の申でこのことはチャ

あるが︑これは﹃六十類如理論﹄第十九偶において用いられている

れは不浄に依存せずには一彗岩①亙竜一存在しない︒それゆ

え︑不浄のみでは存在しないのである︒一﹃中論﹄第十一偶一

ンドラキールティ自身が明ら か に し て い る ︒

先に述べたように︑この二つの偶がそれぞれ﹁縁りて

﹁この比丘は果報に到達している﹂といった場合にもまた︑到

達が認められているから︒また︑到達して︵？音着一という語

るのかどうかはまた別に検討される必要があろう︒ここではチャン

一勺曇身＆﹂と﹁依存して一岩⑯亙竜一﹂を同義の関係として扱ってい

た﹈︑﹁縁一で曇ξ陣一﹂という語の︑特に﹁到達一？音ε﹂という

ドラキールティがどう解釈したのかということを間題にしているの

は︑依存して一岩o亙着一という語と同義語であるから︒﹇ま

意味が︑師聖ナーガールジュナによって︑
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のような﹇依存されるべき﹈不浄とは︑およそ何であれ︑不浄

浄は存在しない︑ということが意図されているのである︒以下

に縁りて一℃轟津竜一︑すなわち不浄に依存して一省①谷竜一﹇我々

で︑﹃プラサンナパダー﹄におけるこれらの偶に対する注釈を見て

が﹈浄を施設する一で暮旨岩ξo曽筆こ︑すなわち確定する

みることにする︒

﹃プラサンナパダi﹄によると︑この二っの偶は︑浄と不浄とい

という﹃中論﹄の文章を﹁不浄に依存して一岩黒ζど﹇我々が﹈確

﹁不浄に縁りて一℃曇ξ印︶︹我々が﹈浄を施設する9亘酬岩占①昌凹ε﹂

と此岸︑種子と芽︑短と長︑といった事例を引き合いに出しつつ︑

の余地はあると思われるのだが︑﹃プラサンナパダー﹄では︑彼岸

がつて︑これらは必ずしも同義であるとは書いきれず︑若干の議論

いう場合には﹁施設する一℃亘饒岩〜OS萱一﹂︑と青っている︒した

合には﹁存在しない一副＆一﹂と言い︑かつ︑﹁縁りて一℃曇身どと

﹃中論﹄においては︑﹁依存せずには一§岩Ω谷着一﹂という場

言婁蒼葛呈一ところのその不浄なのであ竿

う二っの相が誤っていることを証明するという文脈の申で語られて
いる︒

﹇二つの﹈相が誤っているのだというだけでなく︑さらにま

従って︑ただ単に拠り所が誤っている場合に浄と不浄という
た︑以下のような論理によっても︑それらは誤っているのであ
一6︶
る︒ということを説明しつつ︑︹師は﹈以下のように言う︒

浄と不浄とは共に拠り所が誤っているのだからそれら自身も虚妄

定するのである一＜着毒貧訊潟烹竃等こ﹂と読み替え︑﹁縁りて

なのであるという議論に続いて︑上に挙げた第二上二章第十偶が引

れに対する注釈を見てみよう︒

用されるのである︒偶類そのものは既に上で見たので︑ここではそ

一喀昌q陣︶しという語をそのまま﹁依存して一岩Ω百着一﹂と言い換

えているのである︒第十一偶に対する注釈においても同様に言い換

一名①釘竜一﹂は︑﹁この﹃中論﹄の二つの偶類に対する注釈にもその
︷8︸
根拠を求め得る︒

ここで︑もし浄と呼ばれる何かあるものが存在するとしたなら

このようにして︑チャンドラキiルティの縁起の語義解釈は︑一

えがなされている︒すなわち︑チャンドラキールティの縁起の語義

のだから一竃唱gまξ彗蟹﹃岩邑弩吋サ霧岩Ω百賢＜豊︶︒そしてま

と長のように︒浄は不可分に結合した他の句義に依存している

見︑﹃具舎論釈﹄の説に影響を受けているように見えつつも︑チャ

解釈における﹁縁りて一で冨ヨ︷一﹂の意味として﹁依存して

た︑以下のような依存されるべき一岩呉唱易着一不浄も︑浄な

である︒彼岸と此崖のように︒種子と芽のように︒或いは︑短

しでは存在しない︒浄に依存せずには一彗岩Ω畜竜一不浄は存在

ンドラキールティの言うところのナーガールジュナの諸著作における術

ば︑それは必ず不浄に依存して一岩⑰亙竜一存在しているはず

しない︑すなわち︑浄に依存することなしには一葦岩①釘竜一不
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語閥の対応から逸脱することのないよう構成されているのである︒

﹃宝行王正論﹄︑﹃中論﹄においてナーガiルジュナが述べた説に

るという︒この﹁此縁性のみ﹂という在り方においては︑無因より

基づいた上で︑チャンドラキールティは縁起を﹁此縁性のみ﹂であ

のからの生起はなく︑さらに︑常・断︑常・無常︑有・無といった

の生起をはじめとする︑自ら︑他︑その両者︑無因という四つのも

二つの対立概念についての分別もなくなるという︒ここでは︑﹃宝

次に︑縁起の意味する内容についての議論を見てみよう︒チャン

いるが︑そのうちでまず︑此縁性のみ一一夢月℃曇這着副ヨ剛§一と

ドラキールティは︑縁起の意味内容について幾つかの見解を挙げて

行王正論﹄によって提示される長・短という明らかに対立する二つ

以上のような立場は﹃入中論﹄第六章第百十五燭において端的に

ておきたい︒これについてはまた後に言及する︒

の概念がここで縁起の関係の中に導入されているという点に注目し

しての縁起についてみてみよう︒

﹁此あるが故に彼生ず︒例えば︑長あるが故に短があるよう

注釈を加えている︒

あらわれており︑さらにそれに対してチャンドラキールティは自ら

に︒これ生ずるが故に彼生ず︒灯火が生ずるが故に光が生ずる
ように︒﹂一﹃宝行王正論﹄第；早第四十八偶一

誤った見解の網はことごとく断ぜられる︒﹂

れ得ないのだから︑その故に︑縁起というかの道理によって︑

﹁何であれ︑事物は縁りて生ずるが故にそれらの分別は観察さ

と言われている︒また︑︹中﹈論によれば︑

﹁作者は作用に縁りて︑そして︑その作者に縁りて︑作用は生
起する︒成立の因を﹇我々は﹈他に見ない︒﹂一﹃中論﹂第八章

﹁同様に︑取は︑作用と作者との否定に基づいて知られるべき

第十二偶︶

り︑それ以外ではないのだから︑それ故に︑縁起における此縁

て︑世間的な諸々の事物として︑自らの存在を得ているのであ

何であれ︑此に縁りて彼生ずるというかの道理のみによっ

在物が知られるべきである︒﹂一﹃中論﹄第八章第十三偶一

性のみというかの道理によって︑既に述べられたような誤った

である︒作者と作用との両者によって︑残りなく﹇諸々の﹈存

われたように︑此縁性のみ︵μ註眉℃曇竜竜副§岬§一刊ζ豊aα亘一

見解の網が断ぜられているのである︒というのは︑此縁性のみ

というわけで︑その門の縁起﹈のみが説かれている︒上に言

潟暮旦という縁起が述べられる場合︑無因において生ずる等

においても自性が承認されていないからである︒

という縁起の意味を確定していることによって︑いかなる事物

︷10一

というそれらの分別が成り立たないのみならず︑常住と断滅︑
一9︶

常住と無常︑有と無の二﹇辺﹈等といった他の諸々の分別もま
た成り立たない︒
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二

定されている︒そして︑さらにこれをナーガールジュナの説によっ

ここでは︑﹁此縁性のみ﹂という在り方によって︑有自性論が否

なく︑そのことは﹃六十額如理論﹄第十九偶︑或いは経典において

すなわち︑縁起における生起は自性として生起していることでは

り︑それがすなわち中道であると﹃中論﹄において認められている

認められていることである︒さらに︑その縁起そのものは空性であ

﹃申論﹄第二十四章第十八偶を引用する︒

て裏づけるべく︑チャンドラキールティは﹃六十類如理論﹄及び

ように﹃プラサンナパダー﹄の縁起の語義解釈の議論の部分でも引

というのである︒この﹃六十額如理論﹄第十九偶は︑既に見てきた

るこの偏の璽要がうかがわれる︒

用されていたものであり︑チャンドラキールティの縁起解釈におけ

﹁あれこれに到達してから生じたもの︑それは︑自性より生
じたのではない︒自性として生じていないのならば︑どうして

るとされる︒これにっいては﹃プラサンナパダー﹄を見てみよう︒

そして︑この﹁此縁性のみ﹂という関係が︑﹁相互依存﹂の関係であ

それが生じた生言われるのか︒﹂一﹃六十類如理論﹄第十九偏一

﹁何であれ縁起であるもの︑それは空性と呼ばれる︒それは

と言 わ れ る ︒ ま た ︑ 同 様 に ︑

これは︑世俗一竃唱く官一であって︑真実一童〜餌一ではな

因によっての施設であり︑それはまさに中道なのである︒﹂

い︒どのようにして世俗の確定が説かれるべきなのかといえ

は承認される︒しかしながら︑﹇自生︑他生等の﹈四つの命題

ば︑﹁此縁性のみ一一膏肩肩婁蔓鼠竃掌陣︶﹂によって世俗の成立

一﹃中論﹄第二十四章第十八偶一

﹁何であれ︑﹇諾々の﹈縁より生ずるもの︑それは生じたもの

と言われる︒また︑経典によると︑

ではない︒それにおいては自性による生起は存在しない︒何で

に︑そして︑そ門の有自性論﹈は適切ではないが故に︒という

のは︑﹁此縁性のみ﹂を承認するときには︑因と果とが相互に

を認めることによってではない︒有自性論に陥ってしまうが故

依存しているということから一印ξ冨竜−岩黒董＜呈︑自性を

あれ︑縁に属しているもの︑それは空であると言われる︒誰で

が承認されない時︑その時には︑自性がない場合に既に述べら

と説かれている︒何時であれ︑このようにして自性冨ままε

のである︒

持つものの成立はない︒というわけで︑有自性論は存在しない

あれ空性を知る者︑彼は注意深い者である︒﹂

れた諸々のものがどうして生ずることになるだろうか︒もし自

世俗は此縁性のみによって成立しており︑自・他・両者・無因よ

一12一

性である何らかのものが存在するというならば︑そのものの
生起は自性一ぎσ〇一より生ずることになるか︑或いは︑自と
一リ
他と両者と主宰神等より生ずることになってしまうだろう︒

り生ずる場合には有自性論となる︒ここでチャンドラキiルティ
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るものであるという︒そして︑この相互依存という関係は︑有自性

は︑此縁性という縁起を︑さらに︑因と果が相互に依存しあってい

時間的な関係ではなく︑同時的かつ相互依存的な概念同士の論理関

る︒ここでの短と長という例は︑﹁縁りて生起する﹂という形での

もう一つの論点となるのは﹃宝行王正論﹄第一章第四十八偶であ

なかで︑短と長という瞼例を次のように説明している︒

ても︑チャンドラキールティは︑自性を説明する第二偶を注釈する

係を示している︒自性をテーマとしている﹃中論﹄第十五章におい

論を否定した後に示されるべきものであるとされるのである︒

何であれ︑作用と作用主体︑取と取者とは異なる他の諸々の
別のもの︑すなわち︑生まれるものと生むもの︑去る者と去る

何であれ︑水における爆性︑彼岸と此岸︑或いは長と短のよう

こと︑見られることと見ること︑所相と相︑﹇そして﹈︑生ぜら

れるものと生ぜしめるもの︒同様に︑部分と全体︑属性と基

であると説示される︒

に因と縁とに依拠するのでないもの︑それが︑自性一︒︒＜淳訊養︶
一些

らに関して︑作者と作用とについての考察によって自性として

あるものは︑対立するもう一つのものを前提とした時にはじめて

﹃中論﹄においても︑上に挙げた浄・不浄の関係を説く偶におい

と非＞一についての相互依存的関係が積極的に示されている︑とい

の関係について一応触れられているが︑この場合︑浄と不浄︵1−＞

ては﹁依存せずに一弩岩⑭百竜一という術語で二つのもの一概念一

無自性にして在るものは先験的な実体としての自性一ω奏σ麸亘
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体︑認識根拠と認識対象等︑残りなき全ての諸々のもの︑それ

は︑老︑生︑死等の束縛により苦に住する者のために︑相互に

存在することを否定してから︑﹇その後に﹈︑解説を求める智者

成立する︑というのが短と長の例が示している考え方であり︑か

縁起﹂にそのまま結びついているのである︒

つ︑それは因と縁とに依拠した関係である︒これは︑﹁相互依存の

依存し一ガ胃窮対蟹甲岩⑭亙麸一てのみ成立するということを︑明
言一
らかに示すべきである︒

これらの例において注目されるのは︑﹃六十類如理論﹄第十九偶
における﹁あれこれに到達してから生じたもの︑それは︑自性より
一14一

生じたのではない︒﹂という説と︑﹃宝行王正論︵雰9岬§ε﹄第一

より生じたのではなく︑単に到達してから生じたものに過ぎない︑

れたものでなく何ものにも依存しないところの自性としての浄を否

うよりはむしろ︑﹃中論﹄第十五牽において明らかなように︑作ら

定しようとする点に重点が置かれている︒決して︑浄を前提として

いる︒これは︑ものの生起に関する考え方であり︑同時に︑自性を
否定すべく︑世俗のものの在り方について説いているものである︒

という考え方が﹃六十類如理論﹄第十九偶を用いて明らかにされて

章第四十八偶における短と長の例である︒

三

不浄が存在する︑という意味での相互依存的論理関係を述べている
ているのでる︒

世界の同時的相互依存的論理関係までも説明するための根拠とされ

いては長・短という楡例は登場していない︒

わけではないのである︒そして︑﹃申論﹄と﹃六十類如理論﹄にお

相互依存的論理関係についてまでも積極的に問題にしようとする︒

じ作者であったのか︑或いは︑同時期に書かれたものであったのか

関係を提示しようとしていると思われる箇所があり︑﹃中論﹄と同

﹃宝行王正論﹄には︑短長の例以外にも︑同時的相互依存的論理

しかし︑チャンドラキールティはさらに︑世俗における同時的・

すなわち︑あるものは対立するものの存在を前提としているという

どうかにっいて若干の疑問が残る︒しかしながら︑そもそもこの著

作は︑ナiガールジュナが自身と親交のあった南インドアーンドラ

一16︶

と呼ぶ︒この﹁相互依存縁起﹂の導入によって︑中観派の縁起説

考え方であり︑チャンドラキールティはそれを﹁相互依存の縁起﹂

は︑自性を否定し知覚の上に映ずる現象世界におけるものの生起を

国のサータヴァーハナ王朝のある王のためにあてた書簡であるとさ

一ざ界岩嚢一註ぎ一世界の在り方をも積極的に説示する教説となるの

をあまり重視しなかったのだと見ることも可能であり︑その意味

れており︑したがって︑かみ砕いて説明するために論理的な厳密さ

一η一

説明するのみならず︑そこに認識されるところの世間に認められた

である︒そして︑チャンドラキールティがこの在り方を導入するに

本稿で言えるのは︑﹃宝行王正論﹄がチャンドラキiルティの縁

で︑ナーガールジュナの著作であった可能性を単純に否定すること

起解釈においては自性間の肯定的な関係性︑すなわち︑相互依存の

はできない︒

すなわち︑チャンドラキールティの縁起説はものの生起の関係と

における長・短の例が︑重要な役割を果たしているのである︒

ともに︑それらの同時的相互依存的論理関係について説明している

かっ︑﹃宝行王正論﹄がナーガールジュナ作であるという根拠の多く

縁起を成立せしめる根拠として必要不可欠な役割を果たしており︑

あたっては︑ナーガールジュナの﹃宝行王正論﹄第一章第四十八偶

のであり︑これらはそれぞれ﹃六十類如理論﹄第十九偶と﹃宝行王

ンドラキールティの縁起解釈はナーガールジュナに基づく説H中観

正論﹄第四十八偶を前提としている︒そうした上ではじめて︑チャ

こまでに見てきたように︑チャンドラキールティの縁起解釈にとっ

解が必要とされた︒二諦説については︑ナーガールジュナのいわゆ

空を説く学派である中観派にあっても︑世俗についての体系的な見

ナーガールジュナに比して︑チャンドラキールティの時代には︑

がそのチャンドラキールティに依拠しているということまでである︒

ては︑これらの両著作には︑関係性の説明に関して明白な違いが存

派の正統説として位置づけられているのである︒しかしながら︑こ

在する︒すなわち︑前者は白性を否定しつつ眼前に映ずる現象世界

る約教の二諦説から︑チャンドラキールティにおいては︑凡夫←聖

世俗←唯世俗←勝義が対応しあう約境の二諦説へ︑と

者←仏

と

のみを肯定するために用いられているが︑後者は眼前に映じている
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いう明自な発展が見られる︒これと同様に︑縁起解釈においてもま
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﹇自相は﹈存在しない︒それらの相は世俗として説かれるので

あるだろうか︒個々に独立して存在しないものを多く集めても

一16一個々に独立して存在しないならば︑諸元素の自相がどうして

一4一

一6︶まα二．牡員P二−鼻

︵5︶ ﹃プラサンナパダー﹄PP二﹂−9

一7一ま㌫も．谷鼻−．9り．δゆし．ドネ宗ざ轟一当・︒争8P

一8一第十一偶に対する注釈は以下のように︑第十偶に対する注釈

とほぼ同様である︒
﹁実に︑もし不浄と呼ばれるなんらかのものが存在するとした
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