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요약문

중국 남북조시대의 전반, 즉 유송(劉宋), 남제(南齊), 량(梁) 그리고 북위(北魏)에서
하리발마(訶梨跋摩, 4세기) 찬･구마라집(鳩摩羅什, 344?-413?) 역 뺷성실론(成實論)뺸의
연구가 성행했다는 것은 중국 아비달마 사상사의 가장 큰 특징 중 하나이다.
이 시기 중국불교도들이 뺷성실론뺸과 비슷한 시기 중국에 전해진 설일체유부(說
一切有部)의 논서(“비담[毘曇]”)들이 아닌 경량부(經量部) 계통에 속한 것으로 여겨지

는 뺷성실론뺸의 연구에 심력을 기울였던 이유에 대해, 선행 연구에서는 복수의 요인
을 지적하고 있다. 다만 당시 문헌이 대부분 산실되었다는 자료적 제약으로 인해 이
시기 뺷성실론뺸 연구의 실태는 아직 해명되지 않은 부분이 많다.
이러한 상황에서, 전세기 초엽 돈황과 투르판에서 발견된 문헌 중 존재하는 여덟
점의 뺷성실론뺸 주석서 잔권(殘卷)은 주목할 만하다. 이 잔권들은 모두 중국 남북조시
대에 찬술된 것으로, 당시 뺷성실론뺸연구의 실상을 이야기해 주는 귀중한 실록자료
들이다.
본고에서는 이 여덟 점의 잔권 중에서 아직 연구가 없는 스타인(Stein) 2463 뺷성실
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론장(成實論章)뺸(가제, 뺷성실론뺸에 대한 장[章] 형식 주석서)을 연구대상으로 삼아,
먼저 ｢I. 해제(解題)｣에서 본 문헌의 찬술지, 찬술연대와 주석형식의 특징을 고찰하
였다. 고찰의 내용을 정리하면, 본 문헌은 ① 북위에서 낙양(洛陽)이 수도였던 시기,
즉 494년부터 535년 사이에 찬술된 것이며, ② 단독저술이 아닌 스승과 제자 사이에
행해진 강의의 내용을 기록한 것이다.
다음으로 ｢II. 원문교감(原文校勘)｣에서는 스타인2463 뺷성실론장뺸 중 현존사본의
첫 장(章)에 해당하는 ｢사제(四諦)｣(가제)의 원문을 교감해서 교정 텍스트를 작성하
였다.
마지막으로 ｢III. 현대어역(現代語譯)｣에서 그 교정 텍스트를 기반으로 ｢사제｣ 전
문을 현대어로 번역하였다. 추가적인 연구 및 본 문헌 후속부분의 교감과 현대어역
은 후속고에서 다룰 예정이다.
주제어
돈황사본, 북위, 사제, 성실론, 성실론장, 장 형식, Stein 2463

I. 解題
1. はじめに
中國南北朝時代の前半, すなわち劉宋・南齊・梁, さらには北魏において訶梨跋
摩 (Harivarman, 4世紀) 造・鳩摩羅什 (Kumārajīva, 344?-413?) 譯 뺷成實論뺸 (412年
譯了?) の研究が盛んに行われたことは, 中國におけるアビダルマ (Abhidharma) 思
想の歷史のなかで最も重要な特色の一つである。
この時期の中國佛敎者が, 뺷成實論뺸 と相前後して中國に傳えられた說一切有部の
諸論書 (｢毘曇｣) ではなく, 經量部の系統に屬すると考えられる 뺷成實論뺸 の硏究に
精力を注いだ理由については, 先行硏究により複數の要因があったと考えられるこ
とが指摘されている1)。ただ當時の文獻がほとんどすべて散逸しているという資料的
制約のため, この時期の 뺷成實論뺸 硏究の實態はまだ解明されていない部分が多い。
1) 池田將則 (2014a, 11)を參照。
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このような狀況において注目されるのが, 前世紀初頭に敦煌およびトルファン

(Turfan) において發見された次の八點の 뺷成實論뺸 注釋書の殘卷の存在である2)。

① 敦煌寫本 뺷成實論疏뺸 (擬題, 天津市藝術博物館舊藏, 津藝024)
② 敦煌寫本 뺷誠實論義記뺸 卷第四 (杏雨書屋所藏, 羽182)
③ 敦煌寫本 뺷成實論義記뺸 卷中 (國立臺灣圖書館所藏, 臺北131)
④ 敦煌寫本 뺷成實論章뺸 (擬題, 大英圖書館所藏, S.2463)
⑤ トルファン寫本 뺷成實論章뺸 (擬題, 旅順博物館所藏, LM20_1453_34_01)
⑥ 敦煌寫本 뺷成實論章뺸 (擬題, 京都國立博物館所藏, 守屋コレクション206番)
⑦ 敦煌寫本 뺷成實論章뺸 (擬題, 北京大學圖書館所藏, 北大D213)
⑧ 敦煌寫本 뺷大義章뺸 卷第五 (西魏・大統十六年〔550〕寫, 大英圖書館所藏,
S.6492)
これらの殘卷はいずれも中國南北朝時代に撰述された, 當時の 뺷成實論뺸 硏究の
實態を物語る貴重な實錄資料であると考えられる。
筆者はすでにこのうち①・②・③の三點について全文の翻刻と硏究とを發表し,

① 뺷成實論疏뺸 と ② 뺷誠實論義記뺸 卷第四とはかなり近い關係にある文獻であり,
現存する八點の 뺷成實論뺸 注釋書のなかでも初期に成立した可能性が高いこと, ③

뺷成實論義記뺸 卷中は南朝において梁初頃に撰述された可能性が高いことなどを明
らかにした3)。
本稿においては, まだ翻刻と硏究とがなされていない殘りの五點のなかから④ス
タイン2463 뺷成實論章뺸 を硏究對象として取り上げ, まず ｢I. 解題｣ においてこの文
獻の撰述地・撰述年代と注釋形式の特徵とを考察する。次に ｢II. 原文校勘｣ と ｢III.
現代語譯｣ とにおいて, この文獻の現存寫本に含まれる全六章のなかから, 第一章

｢四諦｣ (擬題) 全文の校勘テキストと現代語譯とを作成する。殘りの五章の校勘テ
2) これらの殘卷に關するよりくわしい情報は, 池田將則 (2014a, 13)を參照。
3) 池田將則 2014a・2014b・2014c・2015を參照。
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キストと現代語譯とは, この文獻の注釋内容の特徵に關する考察とあわせて, 續稿
において順次, 發表していく預定である。

2. スタイン2463寫本の外形的特徵
スタイン2463寫本は, 表 (recto) にいずれも撰者不詳の 뺷成實論章뺸 (擬題) と 뺷法
華經疏뺸 (擬題, 大正2750番), 裏 (verso) に曇曠 (?-788以前) 撰 뺷大乘入道次第開決뺸

(大正2823番) が書寫された殘卷である4)。
表の 뺷成實論章뺸 は首尾ともに缺けた斷片であり, 695行が現存する。同じく 뺷法
華經疏뺸 は, 首部を缺くが尾部は殘存する斷片であり, 270行が現存する。この二つ
の文獻はそれぞれ別人の手によって書寫されており, もともとは別の二つの寫本で
あったものが, 後から一つに貼り合わせられたのだと考えられる。現存寫本におけ
る兩文獻の配列は次のようになっている。

A. 뺷成實論章뺸 第1~528行
B. 뺷成實論章뺸 第652~695行
C. 뺷法華經疏뺸 第1~53行
D. 뺷成實論章뺸 第528~651行
E. 뺷法華經疏뺸 第54~270行
現存寫本の表は五つの部分から成り, A・B・Dが 뺷成實論章뺸 の斷片, C・Eが

뺷法華經疏뺸 の斷片である。뺷成實論章뺸 の斷片と 뺷法華經疏뺸 の斷片とが入り混じっ
ているうえに, 뺷成實論章뺸 はBとDとが本來の順序とは逆になっており, 뺷法華經疏뺸
はCとEとが内容上, 連續していない (後述) 。
一方, 紙背の曇曠 뺷大乘入道次第開決뺸 はすべて同じ筆跡で一續きに書寫されて
おり, 途中に脱落や順序の錯綜などはみられない。このことから, スタイン2463寫

4) Giles (1957, 190)を參照。
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本は, 曇曠 뺷大乘入道次第開決뺸 を書寫するために, 本來は別の寫本であった 뺷成實
論章뺸 と 뺷法華經疏뺸 とを裁斷し, 順序不同に貼り繼いだものであることが分かる5)。
スタイン2463寫本に含まれる以上三つの文獻の概要を述べると, まず 뺷成實論章뺸
は, 題號や撰號, 識語などは存在しないが, 次項で考察するとおり, 北魏において洛
陽遷都 (494年) 以後の時代に撰述された, 뺷成實論뺸 に對する注釋書であると考えら
れる。｢四諦｣ (擬題)・｢五分法身｣・｢十力｣・｢四無畏｣・｢十號｣・｢十二部經｣の六
章が現存するが, ｢四諦｣ は首部を缺き, ｢十二部經｣ は尾部を缺く。孤本であるが, 前
項に擧げた敦煌・トルファン寫本中に傳存する八點の 뺷成實論뺸 注釋書のうち, ⑤・

⑥・⑦と同系統の文獻であると考えられる。特に⑤は全12行の斷片ではあるが,
スタイン2463 뺷成實論章뺸 の第87行から第100行までと語句がほぼ一致しており, ス
タイン2463 뺷成實論章뺸 の異本の一種であると考えられる。⑤・⑥・⑦の三點につ
いては, 續稿において考察する豫定である。
次に 뺷法華經疏뺸 は鳩摩羅什譯 뺷妙法蓮華經뺸 (大正262番) の注釋であり, ｢如來壽
量品 第十六｣ の途中から ｢分別功德品 第十七｣ の途中までに對する注釋 (上述のCに
相當) と, ｢隨喜功德品 第十八｣ の最後から ｢普賢菩薩勸發品 第二十八｣ の終わりまで
に對する注釋 (上述のEに相當) とが現存する。前者 (C) は金炳坤によって翻刻され
ており6), 後者 (E) は 뺷大正新脩大藏經뺸 第85卷 ｢古逸部｣ に翻刻が收錄されている

(大正2750番)。題號や撰號, 識語などは存在しないが, 先行硏究によれば, 闍那崛多
(Jñānagupta, 523-600) が譯出した ｢重頌偈｣ (569年譯？) が鳩摩羅什譯 뺷妙法蓮華
經뺸 ｢觀世音菩薩普門品 第二十五｣ に添加される以前に成立した文獻である7)。
最後に曇曠 뺷大乘入道次第開決뺸 は, 首部は殘存するが尾部を缺く斷片であり, 首
部に題號と撰號とを有する。法相宗の第三祖, 智周 (678-733) が撰述した 뺷大乘入
道次第뺸 (大正1864番) に對する注釋であり, 뺷大正新脩大藏經뺸 第85卷 ｢古逸部｣ に
翻刻が收錄されている (大正2823番)8)。
5) 矢吹慶輝 (1933, 99)を參照。
6) 金炳坤 (2013, 89-96)。
7) 矢吹慶輝 (1933, 99-100), 金炳坤 (2013, 64-66)を參照。
8) 上山大峻 (1990, 18-19; 39-40)を參照。
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本稿においては, 以上の三文獻のうち, まだ翻刻がなされていない 뺷成實論章뺸 の
みを硏究對象として取り上げる。

3. スタイン2463 뺷成實論章뺸 の撰述地と撰述年代
上述のとおりスタイン2463 뺷成實論章뺸 は首尾ともに缺けた斷片であり, 撰述者
を示す撰號や, 撰述地・撰述年代を示す識語などは存在しない。したがって, この
文獻がいつどこで誰によって撰述されたのかは, 現存部分の内容から推論するより
ほかない。
スタイン2463 뺷成實論章뺸 の撰述地と撰述年代とを初めて明確に推定したのは荒
牧典俊である。荒牧は本 ｢解題｣ 第一項に擧げた敦煌・トルファン寫本中に傳存す
る八點の 뺷成實論뺸 注釋書のうち, スタイン2463 뺷成實論章뺸 (④) とスタイン6942

뺷大義章뺸 卷第五 (西魏・大統十六年〔550〕寫) (⑧) との二點に着目し, いずれも ｢北
魏洛陽時代の 뺷章뺸 形式論書｣ であると推定した9)。
ただし荒牧は, スタイン2463 뺷成實論章뺸 の現存部分に撰述地・撰述年代を示す

｢内證｣ (内部證據) があり, スタイン6942 뺷大義章뺸 卷第五の原本もおそらく同時代
の成立である, と言及するのみで, 具體的な考察は行っていない。ここでは荒牧の
推定をあらためて檢證してみたい。
まず荒牧の言う ｢内證｣ とは, スタイン2463 뺷成實論章뺸 現存寫本の第五章 ｢十號｣
の次の記述を指すと考えられる。

ところで ｢來｣〔の語義〕を說明する方法はさまざまであり,〔人が〕移動
している狀態を想定して ｢來｣〔の語義〕を分析することもあり,〔人が〕
靜止した狀態を想定して ｢來｣〔の語義〕を說明することもある。

たとえば〔ある人が〕鄴 (河北省臨漳縣西南鄴鎭) に背を向け洛陽 (河南省
洛陽市) に出發したとして, まだ京城 (皇帝の居城) に着いていないのに,

｢〔洛陽に〕來た｣ (つまり, 洛陽に行った) と言うのは, 移動している狀態を

9) 荒牧典俊 (2000, 28-30)を參照。
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｢來｣と表現しているのである。
〔一方, 〕もうとっくに皇闕 (皇帝の宮殿) に到着しているのに, ｢あそこ
(鄴) から來た｣と言うのは, これは靜止した狀態を｢來｣と表現しているので
ある。
ここで｢如來｣というのも, やはり靜止した狀態を｢來｣と表現しているので
ある10)。

これは佛の十號の一つである ｢如來｣ の ｢來｣ の語義を解說する部分である。ス
タイン2463 뺷成實論章뺸 はここでまず ｢來｣ という言葉は ｢動｣ (移動している狀態)
を表現することもできるし, ｢住｣ (靜止した狀態) を表現することもできる, と解說
している。
この ｢動｣ と ｢住｣ という二つの概念は, おそらく如來 (tathāgata) という梵語の語
義解釋に, 大きく ｢如實へと行った者｣ (tathā-gata) と ｢如實から來た者｣ (tathā-āgata)
という二つの可能性があることに由來すると考えられる。｢如實へと行った者｣が

｢動｣ に相當し, ｢如實から來た者｣ が ｢住｣ に相當する。
ただしスタイン2463 뺷成實論章뺸 自身は, 如來の ｢來｣ とは ｢住｣ の狀態を ｢來｣
と表現しているのだと說明しており, ｢來｣ を ｢動｣ と解釋する可能性は認めていな
い。おそらくこの文獻の撰述者 (講說者) は, 佛は眞如に安住して凝然不動である,
という事實を重視する立場に立っているのだと思われる。
それはともかくとして, ここで重要なのは, この文獻が ｢動｣ と ｢住｣ との意味を
說明する實例として, ある人が鄴から洛陽に向かう場合を擧げ, さらに洛陽のこと
を ｢京城｣ ｢皇闕｣ と表現していることである。｢京城｣ ｢皇闕｣ はいずれも皇帝の宮
城を意味するので, この文獻は洛陽を首都とする王朝において撰述されたと考えて
間違いない。

10) スタイン2463뺷成實論章뺸十號。
然明來不同, 自有動中辨來, 自有住中明來。
如背業趣洛, 未曁京城, 而云來者, 動中彰來。
久詣皇闕, 而云從彼來者, 此是住中云來。
今云如來, 亦是住中論來。(S.2463, 496-499)
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歷史上, 洛陽を首都とした王朝は後漢・三國魏・西晉・北魏・隋 (東都)・武周・
五代唐があるが, この文獻は鳩摩羅什が翻譯した 뺷成實論뺸 に對する注釋なので, 西
晉以前に撰述された可能性はない。また, この文獻の注釋内容に發達した唯識敎理
の影響がみられないことや, 引用される經・律・論がすべて西曆400年代までに漢
譯されたものであることなどから考えて, 隋以後に撰述された可能性も考えにくい。
このほか, 現存部分の注釋内容に, 他の北朝成立文獻と一致する語句が複數, 見出さ
れることも, 注目すべき事實である11)。
したがって, 荒牧が推定したとおり, スタイン2463뺷成實論章뺸は洛陽が首都であっ
た時期の北魏において撰述されたと考えることが最も蓋然性が高い。具體的には,
北魏・孝文帝 (在位471-499) が太和十八年 (494) に平城 (山西省大同市) から洛陽に
遷都した後, 東魏が永熙三年 (535) に鄴に都を移すまでのあいだに撰述されたと考
えられる。
なおスタイン2463 뺷成實論章뺸 の現存部分の内容から, この文獻の撰述者を推定
する手掛かりを見出すことはできない。ただこの文獻の注釋形式を分析すること
により, おそらく師と弟子とのあいだで行われた講義の記錄であると推論すること
ができる。項をあらためて論ずる。

4. スタイン2463 뺷成實論章뺸 の注釋形式
スタイン2463 뺷成實論章뺸 の注釋形式は一般的な隨文解釋ではなく, いわゆる ｢章｣
形式12)である。本 ｢解題｣ 第二項で述べたとおり, スタイン2463 뺷成實論章뺸 は ｢四
諦｣ (擬題)・｢五分法身｣・｢十力｣・｢四無畏｣・｢十號｣・｢十二部經｣ の六章が現存す
るが, まずこの六章がそれぞれ 뺷成實論뺸 のどの箇所に對する注釋であるかをまと
めると表1のとおりである。

11) スタイン2463 뺷成實論章뺸 の引用文獻や注釋内容の特色については, 續稿を期す。
12) ｢章｣ 形式の注釋の起源や形態については, 荒牧典俊 (2000, 26-30), 池田將則 (2014a, 33-38) (2015,
428-429)を參照。
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表1
뺷成實論章뺸 の章題

뺷成實論뺸 の對應箇所
｢具足品 第一｣

諸比丘異論, 種種佛皆聽, 故我欲正論, 三藏中實義。(T32, 239b)

1

四諦 (擬題)

2

五分法身

3

十力

4

四無畏

5

十號

6

十二部經

參考 : ｢色相品 第三十六｣
問曰。汝先言當說成實論。今當說何者爲實。
答曰。實名四諦。謂苦, 苦因, 苦滅, 苦滅道。〔……〕爲成是法,
故造斯論。(T32, 260c-261a)

｢具足品 第一｣

佛五品具足, 故爲世間天人所敬。〔……〕是爲如來解脱知見具足。
(T32, 239b-240a)

｢十力品 第二｣ (T32, 240a-241a)
｢四無畏品 第三｣ (T32, 241a-242a)
｢十號品 第四｣ (T32, 242a-c)
｢十二部經品 第八｣ (T32, 244c-245b)

最初の ｢四諦｣ は首部を缺くため, この章が ｢具足品｣の注釋であるかどうか, 嚴
密には確定できないが, おそらく ｢具足品｣ 冒頭の歸敬偈に ｢故我欲正論, 三藏中實
義｣ とあることにもとづいて, 四諦を注釋しているのだと考えられる。｢成實論｣と
いう題號は ｢眞實を成就する論｣ を意味するが, 表1に參考として擧げたとおり, そ
の ｢眞實｣ とは四諦を指すということを 뺷成實論뺸 自身が ｢色相品｣ において明言し
ているからである13)。
スタイン2463 뺷成實論章뺸 の各章はそれぞれ ｢章｣ と ｢釋｣ という二つの部分か
ら構成される。｢章｣ は講說者が主張命題を述べる部分であり, ｢釋｣ はその ｢章｣ の
内容に對して聽衆が質問を發し, 講說者がそれに答える部分である。以下, 現存六
章のうちの第二章である ｢十力｣ の一部を和譯し, この文獻の注釋形式の實例を示
すこととしたい。
まず ｢十力｣ の ｢章｣ のなかから, 十力の一つである是處非處力 (sthāna-asthāna-jñāna-

bala, 處非處智力) の語義を解說する部分を拔粹すると次のとおりである14)。
13) 福原亮嚴 (1969, 120-121)を參照。
14) スタイン2463 뺷成實論章뺸 十力。
敦煌寫本スタイン2463 뺷成實論章뺸 校譯（一）――四諦

185

そもそも善業は〔因果の法則を外れて〕無意味に起こるものではなく,

〔衆生が善業を〕起こせば〔必ず〕樂果がもたらされる。〔同樣に〕惡業
も〔因果の法則を外れて〕空虛に起こるものではなく,〔衆生が惡業を〕
起こせば必ず苦果がもたらされる。
〔このように〕原因 (善業・惡業) と結
果 (苦果・樂果)

とが〔正しく〕對應している場合,〔その善業と惡業と

が〕｢是｣ (正しい〔原因〕) と呼ばれるのである。

〔一方, 〕罪惡 (惡業) によって慶事 (樂果) が獲得され, 善業によって苦惱
(苦果) がもたらされるというように, 業 (原因) とその果報 (結果) とが理論上

〔正しく〕對應しないとしたら,〔その善業と惡業とは〕｢非｣ (誤った〔原因〕) と
呼ばれる。
善業と惡業とは〔いずれも〕その果報を引きおこす〔ことができ〕
,〔い

ずれも〕結果をもたらす原因であるので, ｢處｣ と呼ばれる。

〔佛の〕智は ｢是｣ と ｢非｣ とを〔いずれも〕觀照する〔ことができ〕, 有
餘 (佛の果報身) はその作用が強いので, ｢力｣ と呼ばれるのである15)。

次にこの ｢章｣ の内容を議論する ｢釋｣ の冒頭部分を引用すると次のとおりである16)。

質問。
〔あなたは〕上の ｢章｣ において ｢뺷是뺸 と 뺷非뺸 という對象 (佛の智

が認識する對象) は,〔いずれも〕原因 (善業・惡業) を根據としてそう呼ば
夫善無妄發, 起則招樂。惡不虛起, 生必感苦。因果相當, 謂之爲是。
若由罪剋慶, 因善招惱, 業報理差, 名之爲非。
善惡辨報, 生果之因, 故名爲處。
智照是非, 有餘強勢, 謂之爲力。(S.2463, 242-244)

15) 以上の解釋によれば, 是處非處力とは, 正しい原因 (樂果と苦果という結果と正しく對應する善業と惡
業)と誤った原因 (樂果と苦果という結果と正しく對應しない善業と惡業)とを觀照することができる
佛の智の強力な作用, を意味する。
16) スタイン2463 뺷成實論章뺸 十力。
問曰。上章云, 是非之境, 據因爲言。爲當理通萬法, 且就因論, 爲當不該餘境, 據因所辨也。
答曰。是非之義乃通餘法, 依文辨義, 但局因說。故經成文, 因果中決定智也。
問曰。雖復有撿, 未量經意, 不通餘法。
答曰。但抱惑之徒多迷因謬果, 謂善惡無報。爲遣妄執, 是非雖通, 但因論也。
問曰。既迷因謬果, 是非有局, 何故但就因辨, 不據果說也。
答曰。迷因者多, 惑果者少, 偏就因辨。故經成文, 世間多見現果而不知因也。
問曰。就因辨是非, 不據果論, 乃有高釋。何故經云, 因果中決定智也。
答曰。若不知果, 何能識因。爲成達因究悉, 故通果說。得力之名, 但就因辨。(S.2463, 282-290)

186

불교학연구 제72호

れるのである｣ と言われました。
〔これは, ｢是｣ と ｢非｣ という概念は〕理
論上, あらゆる法を包括する〔ことができる〕が, ひとまず原因にもとづ

いて〔その意味を〕論じたにすぎないのでしょうか。〔それとも ｢是｣ と ｢非｣
という概念はそもそも善業と惡業と〕以外の對象を包括することができな
いから, 原因を根據として〔その意味を〕說明されたのでしょうか。
回答。｢是｣ と ｢非｣ という概念は本來〔善業と惡業と〕以外の法をも包括

する〔ことができる〕が,〔ここは 뺷成實論뺸 の〕本文に依據してその意味
を分析する〔場である〕ので, 原因のみに限定して說明したのである。だ
から經典 (뺷成實論뺸 ) に ｢〔是處非處力とは〕原因と結果と〔の關係〕にお
いて〔その原因の是非を〕確定する智である｣ という誠文 (僞りのない眞
實の言葉) があるのである17)。
質問。
〔いまあなたが言われたような〕論據があるとしても, ｢〔善業と惡業

と〕以外の法を包括することはできない｣ という經文の意圖はまだ量りか
ねます。
回答。
〔たしかに難解であるが,

〕ただ誤った考えを持つ人々は多くの場

合, 原因と結果と〔の關係〕を正しく理解することができず, 善業であれ惡

〔こ
業であれ〔それに正しく對應する〕果報はないと考えるものである。
のような〕誤った執著を除去するために, ｢是｣ と ｢非｣〔という概念〕は

〔本來, 善業と惡業と以外の法をも〕包括する〔ことができる〕が,〔いま
は〕原因のみ〔に限定してその意味を〕論ずるのである。
質問。
〔いまあなたが言われたように〕｢〔人々が〕原因と結果と〔の關係〕

を正しく理解することができないから, 뺷是뺸 と 뺷非뺸〔という概念〕を〔原
因のみに〕限定するのである｣〔と解釋できる〕として,〔では〕なぜ原
因にもとづいて分析することしかせず, 結果にもとづいて說明することを

しないのでしょうか。
回答。原因を正しく理解できない者は多いが, 結果を正しく理解できない

17) 뺷成實論뺸 十力品。
初處非處力, 是因果中決定智也。(T32, 240a)
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者は少ないので, 主として原因にもとづいて〔その意味を〕分析するので

ある。だから經典に ｢世間〔の人々〕は多くの場合, 現在の結果を見ても
その原因を知ることができない｣ という誠文があるのである18)。
質問。｢〔ここでは〕原因にもとづいて 뺷是뺸 と 뺷非뺸 と〔の意味〕を分析

し, 結果にもとづいて論ずることはしない｣ ということについては, 御高說
を承りました。〔しかし, では〕なぜ經文に ｢〔是處非處力とは〕原因と結
果と〔の關係〕において〔その原因の是非を〕確定する智である｣ とある

のでしょうか。
回答。
〔まず〕結果を知らなければ, どうして原因を認識することができ

ようか。原因に完全に知悉する〔という目的〕を達成するために,〔經文
は〕結果をも包括して〔｢是｣ と ｢非｣ との意味を〕說明したのである。

〔しかし是處非處力が〕｢力｣ と呼ばれることについていえば, 原因のみに
もとづいて〔その意味を〕分析する〔べきなのである〕。

以上, ここでは ｢十力｣ の ｢章｣ の一部と, ｢釋｣ の冒頭の四つの問答を引用した。
まず注目すべきことは, 最初の問答において, 質問者は ｢章｣ の内容にもとづいて
質問を發し (下線部), 回答者はその質問に對して ｢章｣ の内容をさらに敷衍して答
えている, という事實である。したがって, ｢章｣ の說者と ｢釋｣ の回答者とは同一
人物であると考えてよいであろう。
また次に注目すべきことは, 最後の問答において, 質問者が回答者の直前の答え
の内容を ｢御高說｣ (原文は ｢高釋｣) と呼んでいることである (下線部)。このことか
ら, 質問者は回答者に對してかなりの敬意をはらっていることがうかがわれる19)。
前節の最後に述べたとおり, スタイン2463 뺷成實論章뺸 の現存部分からこの文獻
の撰述者を推定する手掛かりを見出すことはできないが, おそらくこの文獻は, ｢章｣

18) 뺷成實論뺸 衆法品。
世間多見現果, 不能知因, 故說自在天等邪因。(T32, 244b)
19) 回答者への敬意を表す表現として, ほかに ｢依釋 (賴りとすべき〔あなたの〕解釋)｣ (S2463, 22; 61)
などの語もみられる。後掲の現代語譯を參照。
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の講說者であり ｢釋｣ の回答者である一人の師僧と, ｢章｣ の聽衆であり ｢釋｣ の質
問者である複數の弟子とのあいだで行われた講義の内容を記錄したものなのであ
ろう。

以上, 本 ｢解題｣ においては, スタイン2463 뺷成實論章뺸 の撰述地・撰述年代と注
釋形式の特徵とを考察した。以下, この文獻の第一章 ｢四諦｣ (擬題) 全文の校勘テ
キストと現代語譯とを作成する。
現存寫本の首部が缺けているため, 第一章 ｢四諦｣ は ｢章｣ がなく, ｢釋｣ の途中か
ら文章が始まる。｢釋｣ において議論される内容はかなり特殊であり, さまざまな
興味深い問題をはらんでいるが, それらに關する考察はすべて續稿において行うこ
ととする。

II. 原文校勘
1. 凡例
1. 日本・東洋文庫所藏マイクロフィルムからの複寫版を底本とする。
2. 底本の行數を丸括弧で括ったアラビア數字で示し, 各行の行頭に小字で挿入
する。

3. 料紙の缺損は省略符號 (……) で表す。
4. 料紙の缺損などにより一部缺けた文字を推定した場合は注記する。
5. 判讀できない文字は四角 (□) で表す。
6. 底本の疊字符號 (〻) はすべて漢字に置き換える。
7. 底本の異體字や俗字・略字などは原則としてすべて現今通行の正字に改める。
8. 底本に複數回現れる以下の假借字は適宜改めて移錄し, 注記しない。
惠→慧, 俠→狹, 絚→亙, 脩→修, 鄣→障, 雖→唯, 靖 (竫) →靜, 相→想, 增→
憎, 苐→第, 荅→答, 勉→免, 忘→亡, 忘→妄, 无→無, 耶→邪, 或→惑
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9. 底本は以下の文字を混用しているが, 適宜區別して移錄する。
已・己・巳

10. 以下の文字は本來は別字だが, 異體字もしくは略字とみなして置き換える。
惚→惱, 廿→二十

11. 校勘者の理解により句讀を施す。

2. 本文
……(1)失20)利處甚, 故有戀惱。二敎立意, 義在斯矣。
(2)問曰。夫經論所明,

辨苦不同, 或說八苦, 或論三惱。爲當理有寬狹21)之22)(3)殊,

體唯有一致之趣。
答曰。名有廣略, 體無寬狹。
就苦苦之中23), (4)分出生老病死及以怨憎。
據其壞苦, 離分愛離苦求不得苦。(5)求則不遂, 生于追戀, 故知是壞。
總24)前七苦爲五盛陰苦, 分出(6)七苦五盛陰苦名爲行苦。

問曰。三苦之起, 眼等六根爲當(7)皆得生, 亦有不得也。
答曰。六根次第, 皆生苦苦。眼耳身意(8)得起壞苦, 鼻舌二根不生壞苦。

問曰。經云, 三受皆苦諦攝。(9)就何苦辨而云皆攝也。
答曰。就論所明, 樂受爲壞苦, 捨受(10)即行苦, 苦受是苦苦。以三苦各別, 明無捨
樂。是以三受皆苦諦(11)攝。
又復一釋。涅槃經云, 苦受具三, 捨樂爲二。
20) ｢失｣, 殘畫から推定。
21) ｢狹｣, 殘畫から推定。
22) ｢之｣, 殘畫から推定。
23) ｢中｣, 底本はこの下に ｢之｣ の一字があるが, 衍字とみなす。
24) ｢總｣, 底本は最初 ｢想｣ に作り, 後に修正した。
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苦受從刀杖緣生, 以(12)爲苦苦。從境得名也。即時生滅, 無常敗壞, 以爲壞苦。歷
緣疲勞, (13)故名行苦。壞行二苦即體得名也。
捨樂二苦者, 即體竭慮, 以(14)爲行苦。生滅敗壞, 故名壞苦。

問曰。上云, 煩惱爲緣, 業以爲正。(15)若如此解, 修道貪使有潤生義, 可得爲集。餘
三無潤, 復闕發(16)業, 云何爲集。
答曰。結惑之功皆能直感。修道餘三雖無潤(17)發, 有直感苦之義, 斯爲集體。
又復一解。撿25)無明住地不直(18)感苦, 三界外苦何因所得。有漏善26)業久已斷盡,
無漏出離(19)復不招苦。而所以有苦者, 豈不三界外無明住地能直27)感苦。無(20)明住
地輕尚招苦, 況十使是重而不能直感。

(21)問曰。若三界外苦無明爲正因者, 何故經云, 無漏爲因, 無明爲緣。(22)依釋乖文,

義何趣也。
答曰。無漏之義實無招生。由無漏解斷(23)四住地惑, 方受變易。果28)中說因, 故云
因也。

問曰。結之以29)業同能(24)直感, 應具30)正因。結爲緣稱, 業爲因目, 意何趣也。
答曰。結招(25)別報, 實是正因, 望總爲弱。業牽總報, 義以爲強。業強爲31)(26)正,
結弱爲緣。

問曰。若三業爲集, 身口意三盡爲集體, 有非(27)集者。
答曰。夫善惡之義以損益爲用。三業雖殊, 皆有損益, 俱(28)爲集體也。
25) ｢撿｣, ｢若｣ の意。
26) ｢善｣, 底本は最初この下に ｢集｣ の一字を書き, 後に削除した。
27) ｢能直｣, 底本は ｢直能｣ に作るが, 誤寫とみなして改める。
28) ｢果｣, 底本は ｢由｣ に作るが, 誤寫とみなして改める。
29) ｢之以｣, ｢之與｣ の意。
30) ｢具｣, ｢俱｣ に通ず。
31) ｢爲｣, 底本はこの下に ｢弱｣ の一字があるが, 衍字とみなす。
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問曰。心有慮知之功, 可爲善惡之狀。身口32)頑性, 云何得(29)知善惡之體也。
答曰。但使損益, 俱爲善惡。雖復色頑心慮, 盡是(30)善惡也。
何以得知。
經有成33)文, 從身口作生於無作。若34)非善惡,

(31)寧得生之。故復經云,

以無記力

劣故, 不生無作也。

問曰。若身口損(32)益, 得爲善惡者, 假名行人亦能損益, 應是善惡也。
答曰。然善(33)惡之體, 元在實位。是以身口得論善惡。人是假名, 何容善惡。

(34)問曰。若人是假名, 有損益義, 非善惡者, 假名行人應非怨親也。
(35)答曰。善惡怨親雖俱損益, 怨親義長, 假名是通。義相順故, 怨(36)親在假也。

然善35)惡義短, 假名爲長。長短體別, 假無善惡也。

(37)問曰。怨親義長, 善惡則短, 長通假名, 短不該人, 長短之義以(38)何爲撿。

答曰。彼損已定, 由36)名怨親。損益37)已竟, 不名善惡。長(39)短不類, 義在斯焉。

問曰。不善之業盡是集諦, 凡夫善業皆集(40)以不。
答曰。凡38)修五戒布施等善, 電光八定, 善性出離, 非不遠資。
(41)期心三有, 近感生死。從心就近, 判爲集諦。

八戒十戒二百五十戒等雖(42)期心出世, 體不免相, 近感三有。從近故, 集諦收之。
是以凡夫所可修(43)善有漏心行, 皆是集諦。

32) ｢口｣, 底本は最初この字を書き漏らし, 後に補った。
33) ｢成｣, ｢誠｣ に通ず。下同。
34) ｢若｣, 底本は最初 ｢答｣ の字を書きかけたが途中でやめ, あらためて ｢若｣ と書いた。
35) ｢善｣, 底本はこの下に ｢義｣ の一字があるが, 衍字とみなす。
36) ｢由｣, ｢猶｣ に通ず。下同。
37) ｢益｣, 底本はこの下に不明の一字 ( ｢一｣ か)があるが, 衍字とみなす。
38) ｢曰凡｣, 底本は最初 ｢凡曰｣ に作り, 後に修正した。
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問曰。若凡善有漏, 是集諦者, 三果四(44)向正觀無漏, 判爲道諦, 事可如然。渉俗失
念, 相心之中行於布施修(45)定等善亦是有漏, 應爲集諦。
答曰。雖是有漏, 緣感三有, 不期世(46)報, 非爲正因, 故集不收。資道義近, 道諦攝也。

問曰。若三學人善(47)雖有漏, 心不期報, 非集諦者, 凡夫之人十戒等善期心出離, 應
非(48)集諦。
答曰。凡夫相重, 聖人相輕。雖期心處同, 凡重爲集, 聖輕非(49)也。

問曰。聖人善業非集諦者, 三學之人得起惡業已不。
(50)答曰。聖人爲事本不違物, 故無不善也。

問曰。若聖不起惡者, 亦(51)應不得生結爲集諦也。
答曰。夫惑性乖宗, 習性爲久, 生則爲易, (52)不由作意而起。然惡業違事, 要由作意
如39)生, 起則爲難。業難不(53)起, 結易則生。
以此上釋, 凡夫結業盡爲集諦。三學之人結爲集諦, (54)業非集也。

問曰。上章云, 五鈍邊邪假實俱迷, 理可如然。見盜(55)唯實, 身見唯假。通塞之義,
事當云何。
答曰。戒取之起, 或攀(56)諸見而生, 或緣己戒而起。而見戒之體, 體唯實位。
見取類爾, 故但(57)實也。
然我見之生, 本攀綰御而起, 故知身見迷假之執。

(58)問曰。總中三結。謂即離和合。然異陰之見容可迷假,

即陰我(59)心云何但假不

攀實也。
答曰。境元無40)殊, 而迷情41)難分。但惑(60)心有兼正之殊, 從正分心, 二惑別矣。
39) ｢如｣, ｢而｣ に通ず。
40) ｢無｣, 底本は ｢天｣ に作るが, 誤寫とみなして改める。
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問曰。若正緣我, 兼與陰(61)不異, 是假心者, 別中二十正攀陰起, 應是實心。依釋違
先, 意復(62)云何。
答曰。綰御之心, 元在假中。聖者禪奪, 移心易計, 故陰上(63)計神。以本收末, 但假
心也42)。

問曰。若神我之心元在假中, 雖復實(64)上之起, 由假心者, 然知覺之情本在實位。
若計我爲知覺者, (65)以本收末, 應是實法心也。
答曰。雖假上生知覺之心, 恆計我爲知(66)覺。正攀假生, 由假心。

問曰。二十之見雖復緣陰, 以本收末, 爲假心(67)者, 解心之生, 始空終有。而照有之
智, 以本攝末, 應是空心也。
(68)答曰。綰御之功, 以假爲體。二十之見雖復緣陰, 常狹我而緣, 由作我(69)解。陰

非神主, 故以本收末, 由假心也。
有中之智不作緣空之意, 正(70)作有觀, 境亦不無。雖復以空解爲本, 有中之智非空
心也。

(71)問曰。十使迷境, 假43)實兩分, 理44)通可爾。十智之解, 空慮之目盡收以不。
(72)答曰。盡以45)無生空心收之。比法二智并46)是空解。自餘六智非其空心。

(73)問曰。若如此釋, 三心爲滅, 而心不盡矣。

答曰。若收心盡而言, 應有(74)六心之別47)。
何48)以知然。
41) ｢迷情｣, 底本は最初 ｢情迷｣ に作り, 後に修正した。
42) ｢心也｣, 底本は最初 ｢也心｣ に作り, 後に修正した。
43) ｢境假｣, 底本は最初 ｢假境｣ に作り, 後に修正した。
44) ｢理｣, 底本は最初この字を書き漏らし, 後に補った。
45) ｢以｣, ｢與｣ の意。
46) ｢并｣, 底本は ｢斤｣ に作るが, 誤寫とみなして改める。
47) ｢別｣, 底本にはないが, 脱字とみなして補う。
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解通空有, 迷亙眞俗。俗境假實兩分, 眞諦唯一。
迷(75)空假實, 惑心有三之別, 悟假及實, 解空之智亦有三差之殊。解惑(76)從境, 便
有六矣。
但解顯空一, 不明有中假實二智。然惑從假實有二(77)之差, 而隱迷空之慮。惑二解
一, 故但三也。

問曰。惑從有立, 不從空(78)制, 解空心, 不立有解, 解惑隱顯, 許何義也。
答49)曰。夫解心之起, 元在(79)空中, 終悟於有。空解爲本, 有解爲末。以本攝末, 解
但論空。
惑50)心之(80)生, 首在於有, 終起在空。有惑爲本, 空迷爲末。以本收末, 惑心唯有,
(81)不在空也。

問曰。若據本論空不滅有解者, 滅盡定品想(82)受俱除。空有雙說, 情未審之。
答曰。然滅諦所明, 解惑兩辨, (83)欲除前二。惑非空解, 不斷乘勢義。便但遣空心,
不除有解。
滅(84)定51)之義, 不明除惑。感可有慮, 皆障無心。故滅定俱論, 想受雙說。

(85)問曰。解惑之心,

就本別立, 備如向釋。若惑心從假實兩立, 解心據(86)空, 生法

應二, 今明其一, 義復云何。
答曰。有法事別, 假實分二。玄(87)宗理均, 故但一矣。

問曰。假實既有精麤之異, 惑心叵52)有增微(88)之殊也。
答曰。夫惑心之生, 觸境俱迷。境雖精麤, 惑寧輕重也。

48) ｢何｣, 底本は ｢所｣ に作るが, 誤寫とみなして改める。
49) ｢答｣, 底本は最初 ｢問｣ に作り, 後に修正した。
50) ｢空惑｣, 底本は ｢惑空｣ に作るが, 誤寫とみなして改める。
51) ｢定｣, 底本は最初 ｢空｣ に作り, 後に修正した。
52) ｢叵｣, ｢頗｣ に通ず。
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(89)問曰。若惑生亂起,

不辨輕重者, 解起之時, 二惑竝亡。聞思除(90)假, 亦應遣實,

修慧遣實, 亦除假心。而何53)以論云, 聞思除假, 不(91)遣實惑, 修慧斷實, 不滅假心。
先後偏論, 意復何謂。
(92)答曰。夫惑

性違理, 解順宗本。解生惑喪, 寧辨前後。

54)

今互擧者, 但(93)就境界, 治道義顯。聞思但觀生以滅假, 修現忍觀陰以斷實。
偏(94)明互說, 斯意正爾。

問曰。聞慧空行除假名心, 修慧無我遣實(95)法心, 法藥相當, 殄如前唱。論復成文,
思慧觀法滅假心者55), 此義(96)未審。
答曰。思慧觀法而所以滅假心者, 乃是法空方便, 不得(97)法空之名。然聞思同爲不
現故, 遣假之心而聞思雙稱也。

(98)問曰。思慧是法空方便,

不得法空之稱, 不除實心者, 亦不得生(99)空之目, 應不

滅假心也。
答曰。雖俱不得名字, 思慧之起已得(100)生空, 不容無我。故就思慧彰滅假也。

問曰。若入滅定, 要從(101)初禪, 後藉非想, 方得入者, 第八解脱亦應具得八定, 從非
想(102)後, 方得入也。
答曰。那含之賢有因患未盡, 心果難亡。故那(103)含之士要具得八定非想, 方入無
著之聖。
而因惡皆盡, 果報易(104)除。故無著之人欲入第八, 除電光之定, 自餘八靜皆56)得
入也。

53) ｢何｣, 底本は ｢所｣ に作るが, 誤寫とみなして改める。
54) ｢惑｣, 底本は最初この字を書き漏らし, 後に補った。
55) ｢心者｣, 底本は最初 ｢者心｣ に作り, 後に修正した。
56) ｢皆｣, 底本はこの下に ｢名｣ の一字があるが, 文字の中央に橫線が引かれていることから, 削除された
ものとみなす。
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(105)問曰。夫滅之爲體,

而遣色亡心, 有爲俱盡。然但論除心, 不明斷(106)色, 意復

何趣。
答曰。心是爲患之本, 色非起過之元。而患本偏說57), (107)末不須論也。

問曰。若色心雖復俱盡, 就本偏說者, 第八解脱(108)應同滅諦, 就本單論, 何故色心
兩陳。
答58)曰。夫滅諦之無亙(109)通始末, 而初解爲微, 無除色之功。故滅諦解義但明除
心, 而不(110)云遣色。
第八解脱據終處而論, 終解是勝, 故夷色蕩慮。本末(111)俱說。

問曰。上云, 學已59)無學爲道義者, 夫道之爲功, 通(112)物之詣, 謂爲道義。無學之
解更何所通而云道于。
(113)答曰。盡與無生由有通物之用故, 無餘可剋。雖是無學, 猶道義(114)存焉。

問曰。若無學之解有向無餘之功, 猶爲道者, 亦有悕身(115)盡之用, 應名爲學。
答曰。夫道名之生, 對滅果受稱。有剋滅(116)之能, 寧無道義。
凡學之爲趣, 悕幽宗爲目。然無生之智於玄(117)元息慕, 寧得學也。

問曰。若無生之解於理致情息, 非爲(118)學者, 於理趣息意, 亦應無修慧也。
答曰。夫修之爲功, 而勝增(119)前, 名爲修慧。盡以無生增解義顯, 修慧成也。

問曰。若無生之(120)智有剋無餘之功, 得爲道者, 望無餘涅槃有根義不。
(121)答曰。夫根之爲功, 能生爲義。無不可生, 故無根用。

道義通物, 對(122)人爲趣, 豈60)非是向滅爲能。
57) ｢說｣, 底本にはないが, 脱字とみなして補う。
58) ｢答｣, 底本は最初, 上の ｢陳｣ の字のすぐ下に (字間を空けずに) ｢答｣ の字を書きかけたが途中でやめ,
字間を空けてあらためて ｢答｣ と書いた。
59) ｢已｣, ｢以｣ に通ず。｢以｣ は ｢與｣ の意。
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是故無生之智對滅爲道, 而不得望(123)盡滅爲根也。

問曰。若解望無不名根者, 由智得滅, 亦無因義。
(124)答曰。若無而能辨, 名爲因者, 亦無此因。而果

中說因, 有因義名也。

61)

(125)能生爲根, 更無餘義, 故無根名也。

問曰。若無生智望無餘果(126)無根義者, 何故三無漏根而云知已根也。
答曰。無生之智同(127)類相生, 故有根名。然最末之解非不有能生之功, 猶名爲
根。但(128)爲所除, 更無生後也。

問曰。上云, 以戒定慧爲道諦體, 據何戒等(129)爲道諦也。
答曰。道之位判, 始從聞慧, 不退之初, 終於無生, 道(130)之位也。
自斯以外, 乾62)慧以前退沒不定, 盡爲集也。

問曰。若性地(131)以去斯爲道者, 皆眞道以不。
答曰。然解有增微, 智有明昧。增(132)解免相以爲眞道, 微解相間爲名字道。故見
諦道前名字道也, (133)無相以上判爲眞道。
滅是無法, 無無相間, 不論有眞僞之別。

(134)問曰。苦道論具, 集滅不說, 意復云何。

答曰。苦從色生, 俱爲向果, (135)故苦諦論具。
集之生也, 亦從色等勝緣生漏, 色爲是果, 集性爲因。(136)因果義殊, 集不論具。
滅無階63)漸, 滅不說具。

60) ｢豈｣, 底本にはないが, 脱字とみなして補う。
61) ｢果｣, 底本は ｢由｣ に作るが, 誤寫とみなして改める。
62) ｢乾｣, 底本は ｢干｣ に作るが, 假借とみなして改める。
63) ｢階｣, 底本は ｢皆｣ に作るが, 假借とみなして改める。敦煌寫本ぺリオ2183 ｢敎理集成文獻｣ 四諦 (一)を
參照。
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解心難生, 從微至著。著64)解之(137)起, 由微解而發, 故以微解爲道具也。

問曰。上章云, 苦等形邪爲(138)諦者, 瓶瓫等法亦應形邪爲諦也。
答曰。苦集等法雖是其虛, (139)理有不無, 故得爲諦。如妄語是虛, 實有妄語。
又復一解。悟達苦等, (140)能生實解, 除虛妄之結。一理有不無, 二遣妄65)惑。具此
二義故, 苦等(141)雖虛, 偏得諦也。

問曰。若具二義, 苦等爲諦者, 陰界因緣六度(142)等法亦具二義, 應爲諦也。
答曰。陰界因緣六度66)等法皆明空(143)顯假。是以陰等不立諦也。
苦集等, 爲於下根, 偏明實有, 不論平等。(144)是以苦等明實, 偏明諦矣。

III. 現代語譯
1. 科段
※丸括弧のなかのアラビア數字は底本の行數を示す。
1. 四諦 (擬題)
1.1. 章 (缺)

1.2. 釋
1.2.1. 一, 苦諦 (首缺)
1.2.1.1. 三苦 (苦苦・壞苦・行苦) (1-14)

滅無階漸之殊, 亦無相無相別。(P.2183, 21-22; 뺷集成뺸 64)

64) ｢著｣, 底本は最初この字を書き漏らし, 後に補った。
65) ｢妄｣, 底本は ｢望｣ に作るが, 假借とみなして改める。
66) ｢六度｣, 底本は最初 ｢度六｣ に作り, 後に修正した。
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1.2.2. 二, 集諦
1.2.2.1. 集諦の本質 (煩惱・業) (14-26)
1.2.2.2. 三業 (身業・口業・意業) (26-39)
1.2.2.3. 凡夫の業と聖人の業 (39-54)

1.2.3. 三, 滅諦
1.2.3.1. 身見 (我見) (54-70)
1.2.3.2. 三心 (假名心・實法心・空心) (71-81)
1.2.3.3. 空心滅 (81-84)
1.2.3.4. 假名心滅と實法心滅 (85-100)
1.2.3.5. 第八解脱 (滅盡定) (100-111)

1.2.4. 四, 道諦
1.2.4.1. 道諦の作用 (有學の智と無學の智) (111-128)
1.2.4.2. 道諦の本質 (戒・定・慧) (128-133)

1.2.5. 四諦とその必要條件 (134-137)
1.2.6. ｢諦｣ の意義 (137-144)

2. 本文
1. 四諦 (擬題)67)
1.1. 章 (缺)

1.2. 釋
67) 本章の注釋對象は直接には 뺷成實論뺸 具足品であるが, 同時に 뺷成實論뺸 四諦品も注釋對象としてい
る。本稿解題の ｢4. スタイン2463 뺷成實論章뺸 の注釋形式｣ と後注100とを參照。
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1.2.1. 一, 苦諦 (首缺) (1-14)
1.2.1.1. 三苦 (苦苦・壞苦・行苦) (1-14)

……利益を失う程度が大きいので,〔それに對する〕思いを斷ちきることができ
ないという苦惱がある。二つの敎え (大乘と小乘) が成立するのは, このためなので
ある。

質問。そもそも經典や論典の說明をみると, 苦はさまざまに分類されており, 八
種の苦 (生苦・老苦・病苦・死苦・怨憎會苦・分愛離苦・求不得苦・五盛陰苦) を

〔これ
說くものや, 三種の苦 (苦苦・壞苦・行苦) を論ずるものなどがあります。
は〕道理として包括的なもの (八種の苦) と限定的なもの (三種の苦) という區別が
あるからなのでしょうか,〔それとも〕本質的には一つのものに歸結するのみ〔で
何の區別もないの〕でしょうか。
回答。
〔苦の〕名稱には詳細なもの (八種の苦) と簡略なもの (三種の苦)〔という
區別〕があるが,〔苦の〕本質には包括的なものと限定的なもの〔という區別〕は
ない。

〔つまり八種の苦とは三種の苦を細分したものであり, 〕苦苦 (三種の苦の一)
に含まれる〔さまざまな苦〕にもとづいて, 生苦・老苦・病苦・死苦と怨憎會苦と

(八種の苦のうちの五種) を別に設定したのである。

〔同樣に〕壞苦 (三種の苦の一)〔に含まれるさまざまな苦〕にもとづいて, 分
〔求
愛離苦 (愛別離苦) と求不得苦と (八種の苦のうちの二種) を分けたのである。
不得苦とは, いくら〕求めても〔その思いを〕遂げることができない〔という苦し
み〕であり,〔分愛離苦とは, 失われたものを〕追憶しその思いを斷ちきることがで
きない〔という苦しみ〕であるので,〔いずれも〕壞苦であることが分かる。
以上の七種の苦 (八種の苦のうちの七種) を總合したものが五盛陰苦 (五陰盛苦,
八種の苦の一) であり, 七種の苦と五盛陰苦とを別に設定する〔もととなった根本
の苦〕が行苦 (三種の苦の一) と呼ばれるのである68)。
質問。
〔衆生が〕三種の苦を起こすのは, 眼根などの六種の根 (眼根・耳根・鼻
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根・舌根・身根・意根) がすべて〔苦を〕起こすことができるからなのでしょう
か,〔それとも苦を起こすことが〕できないものも存在するのでしょうか。
回答。六種の根はその順序のとおりに, すべて苦苦を起こす〔ことができる〕
。

〔ただ〕眼根・耳根・身根・意根〔の四種〕は壞苦を起こすことができるが, 鼻根
と舌根との二種は壞苦を起こすことができない。

質問。經文 (뺷成實論뺸) に ｢三種の受 (苦受・樂受・不苦不樂受, 苦・樂・不苦不

〔これは〕どの苦にも
樂を感受する作用) はすべて苦諦に含まれる｣ とあります69)。
とづいて〔受を〕分析して ｢すべて〔苦諦に〕含まれる｣ と述べたのでしょうか。
回答。本論 (뺷成實論뺸) の說明によれば, 樂受は壞苦であり, 捨受 (不苦不樂受) は

〔これは〕三種の苦がそれぞれ別箇に〔三種の
行苦であり, 苦受は苦苦である70)。
受と對應すること〕を根據として,〔三種の受は實際にはみな苦を感受する (苦受)
のであり, 〕捨受と樂受とは〔實際には〕存在しない, ということを明らかにした
のである。したがって三種の受はみな苦諦に含まれるのである。
また別の解釋もある。뺷大般涅槃經뺸 に ｢苦受は三種〔の苦〕をそなえるが, 捨
受と樂受とは二種〔の苦 (壞苦・行苦) をそなえるのみ〕である｣ とある71)。

〔｢苦受は三種の苦をそなえる｣ とは, 〕苦受においては,〔まず〕刀や刑杖 (刑
罰に使う長い棒) などの道具によって引きおこされる〔苦しみ〕を苦苦と〔規定〕
68) 以上, 三種の苦と八種の苦との對應關係をまとめると表2のとおりである。
表2

三苦

八苦

苦苦

生苦・老苦・病苦・死苦・怨憎會苦

壞苦

分愛離苦・求不得苦

行苦

五盛陰苦

69) 뺷成實論뺸 行苦品。
又此三受皆苦諦攝。若實是樂, 苦諦云何攝。(T32, 282b)

70) 뺷成實論뺸 辯三受品。
以行苦故, 一切諸行應觀是苦。以壞苦故, 應觀樂受爲苦。苦苦即苦。(T32, 283c)
71) 뺷大般涅槃經뺸 聖行品。
迦葉。有三受三苦。三受者, 所謂樂受苦受不苦不樂受。三苦者, 所謂苦苦行苦壞苦。
善男子。苦受者名爲三苦, 所謂苦苦行苦壞苦。餘二受者, 所謂行苦壞苦。(T12, 439c)
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する。
〔人を苦しめる〕道具 (苦)〔によってもたらされる苦しみである〕から〔苦

〔また衆生の心と身體とを構成する諸要素はみな〕一瞬の
苦と〕呼ぶのである。
うちに發生しては消滅する〔ことを繰りかえす〕ものであり (刹那滅), 無常であっ
て〔最後にはすべて〕崩壞する (壞) ので,〔その過程で起こる苦しみを〕壞苦と

〔規定〕する。〔さらに衆生は〕緣起 (輪迴轉生) を繰りかえす (行) たびに疲弊し
てゆくので,〔その過程で起こる苦しみを〕行苦と呼ぶ。壞苦と行苦との二種は

〔衆生の〕本質 (壞・行) に即してそう呼ぶのである。
｢捨受と樂受とは二種の苦〔をそなえるのみ〕である｣ とは,〔この二種の受にお
いては, まず衆生は轉迴轉生を繰りかえす存在であるというみずからの〕本質 (行)
に即して〔そこから脱け出したいと〕思いを盡くすので,〔その過程で起こる苦し

〔また衆生の心と身體とを構成する諸要素はみな一瞬
みを〕行苦と〔規定〕する。
のうちに〕發生しては消滅する〔ことを繰りかえす〕ものであり〔最後にはすべ
て〕崩壞する (壞) ので,〔その過程で起こる苦しみを〕壞苦と呼ぶのである。

1.2.2. 二, 集諦
1.2.2.1. 集諦の本質 (煩惱・業) (14-26)
質問。
〔あなたは〕上〔の ｢章｣〕において, ｢〔集諦の本質は煩惱と業とである。〕
煩惱は〔輪迴轉生の間接的〕條件であり, 業は直接的〔原因〕である｣ と言われま

〔ただ〕そう解釋した場合, 修道所斷 (思惟道所斷) の〔四種の煩惱のう
した72)。
ち〕貪使は〔修道の段階にある聖人の〕轉生を補助する作用があるので,〔たしか

〔しかし〕それ以外の
に〕集諦〔の本質〕であるということができるでしょう。
三種〔の煩惱〕(恚・癡・憍慢) は〔轉生を〕補助する〔作用〕がなく, また〔有
漏の〕業を發動する〔作用〕もそなわっていないのに, どうして集諦〔の本質〕と
いうことができるでしょうか。
72) この〔 ｢章｣ の〕文章は現存しないが, 安澄 뺷中論疏記뺸 卷八本が引く 뺷成論章뺸 に類似の文章がある。
案 뺷成論章뺸 第一云, 集諦業煩惱爲體。業爲因, 煩惱爲緣也。(T65, 222b)
뺷成實論뺸 四諦品の次の定義も參照。
集諦者, 業及煩惱。
〔……〕諸業煩惱是後身因緣, 故名集諦。(T32, 251b)
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回答。煩惱というものは, すべて直接に〔苦という結果を〕引きおこすことがで
きるのである。修道所斷の〔四種の煩惱のうち貪使〕以外の三種は〔轉生を〕補
助することも〔業を〕發動することもできないが, 直接に〔苦を〕引きおこす作用
があるので, 〔やはり〕集諦の本質である。
また別の解釋もある。もし無明住地が直接に〔苦を〕引きおこすことができな
いとしたら, 三界 (欲界・色界・無色界) の外の苦は〔いったい〕何によって生起す

〔阿羅漢などの聖人は, 〕有漏の善業 (集諦) はもうとっくにすべ
るのであろうか。
て斷ちきっており,〔また〕無漏〔の業〕(道諦) は〔世間 (三界) の苦しみから〕
離脱すること (滅諦)〔を實現する原因〕であって, けっして苦 (苦諦) を引きおこす
ことはない。それなのに苦が存在するのは, 三界の外の無明住地 (集諦) が直接に

〔苦を〕引きおこすことができるからなのである。〔作用が〕弱い無明住地ですら
苦を引きおこす〔ことができる〕のに,〔作用が〕強い十種の使 (根本煩惱, 貪・恚・

〔した
癡・疑・憍慢・五見)73) が直接に〔苦を〕引きおこせないわけがあろうか。
〕74)
がって修道所斷の四種の煩惱のうち貪使以外の三種もやはり集諦の本質である。
質問。
〔いまあなたが言われたように〕｢三界の外の苦〔が存在するの〕は, 無明
住地がその直接的原因である｣〔と解釋できる〕として,〔では〕なぜ經文に ｢〔阿
羅漢と辟支佛と大力菩薩という三種の意生身が生ずるのは〕無漏〔の業〕が原因
であり, 無明住地が條件である｣ とあるのでしょうか75)。賴りとすべき〔あなたの〕
解釋が經文と齟齬するのは, どうしてなのでしょうか。
回答。無漏〔の業〕というものは, 實際のところ〔未來の〕生存 (變易生死) を

〔無漏の業 (道諦) を通じて獲得する〕無漏の悟り (滅諦)
引きおこすことはない。

73) 뺷成實論뺸 煩惱相品。
煩惱名貪恚癡疑憍慢及五見, 此十差別有九十八使。(T32, 309a)

74) この問答の内容について, 後の ｢1.2.2.3. 凡夫の業と聖人の業｣ もあわせて參照。
75) 뺷勝鬘師子吼一乘大方便方廣經뺸。
世尊。又如取緣, 有漏業因, 而生三有。如是無明住地緣, 無漏業因, 生阿羅漢辟支佛大力菩薩三種意生
身。(T12, 220a)
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によって四種の住地 (見一處住地・欲愛住地・色愛住地・有愛住地) の煩惱 (集諦)
を斷ちきって, はじめて變易生死を受ける〔ことができる〕のである。
〔ただ經文
は〕結果 (變易生死) にもとづいて原因 (無漏の業) を說明して (果中說因), ｢〔無漏
の業が變易生死を受ける〕原因である｣ と說いたのである。

質問。
〔いまあなたが言われたように〕｢煩惱と業とはいずれも直接に〔苦を〕
引きおこすことができる｣〔と解釋できる〕としたら, 兩者とも〔轉生の〕直接的

〔それなのに〕煩惱は ｢條件｣ であるといい, 業は ｢原因｣ で
原因であるはずです。
あるというのは, どうしてなのでしょうか。
回答。煩惱は別報 (個別の果報) を引きおこす〔ことができる〕ので, たしかに

〔轉生の〕直接的原因であるが, 總報 (他者と共通の果報)〔を引きおこすこと〕と
〔一方, 〕業は總報を引きおこす〔ことができる〕
比べると〔その作用は〕弱い。
ので, 作用が強い。業は〔作用が〕強いから〔轉生の〕直接的原因であり, 煩惱は

〔作用が〕弱いから〔轉生の間接的〕條件なのである。
1.2.2.2. 三業 (身業・口業・意業) (26-39)
質問。
〔あなたが言われたように〕｢三種の業 (身業・口業・意業) が集諦〔の本
質〕である｣〔と解釋できる〕として76),〔その場合, 〕身業・口業・意業の三種〔に
まとめられるさまざまな業〕がすべて集諦の本質であるのでしょうか,〔それと
も〕集諦〔の本質〕ではないものも存在するのでしょうか。
回答。そもそも〔苦という結果 (苦諦) を引きおこす原因 (集諦) である〕善業と惡
業とは,〔自己と他者とに〕損害 (惡業) もしくは利益 (善業) をもたらす作用のことで
ある。三種の業は〔それぞれその特色 (身體・音聲・思慮) が〕異なるが, すべて
損害もしくは利益をもたらす〔作用〕があるので, いずれも集諦の本質なのである。

76) この質問も講説者が ｢章｣ で述べた内容を前提とすると考えられるが, ｢章｣ の文章は現存しない。뺷成
實論뺸 業相品の次の定義を參照。
集諦者, 諸業及煩惱。是業有三種, 身業口業意業。(T32, 289c)
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質問。心法 (意業) は思慮するという作用があるので,〔たしかに〕善業と惡業

〔しかし〕身業 (身體) と
という〔相反する〕現象を作りだすことがあるでしょう。
口業 (音聲) とは〔いずれも他の色の生起を〕さまたげるという特質を持つ〔色法
である〕のに, どのようにして〔それらが〕善業と惡業との本質 (集諦の本質) で
あるということが分かるのでしょうか。
回答。〔自己と他者とに〕損害もしくは利益をもたらすものであれば,〔それ

〔たしかに〕色法 (身業と口業) は〔他
は〕すべて善業もしくは惡業なのである。
, 心法 (意業) は思慮する〔という
の色の生起を〕さまたげる〔という特質を持ち〕
作用がある〕が, いずれも善業と惡業と〔の本質〕なのである。
なぜそのことが分かるか。
經典に ｢身業と口業とによる行爲から無作業 (無表業) が生起する｣ という眞實の
言葉がある77)。もし〔身業と口業とが〕善業と惡業と〔の本質〕でないとしたら, ど
うしてそれ (無作業) を生みだすことができようか。だから經文にまた ｢無記性〔の
業〕は作用が弱いので, 無作業を生みだすことはできない｣ とあるのである78)。

質問。
〔いまあなたが言われたように〕｢身業と口業とは〔いずれも自己と他者
とに〕損害もしくは利益をもたらす〔作用がある〕ので, 善業と惡業と〔の本質〕
であるということができる｣〔と解釋できる〕としたら, 假名 (五陰が假に和合して
形作られた存在) である行人 (人間) も〔自己と他者とに〕損害もしくは利益をも
たらすことができるので,〔やはり〕善業と惡業と〔の本質〕であるはずです。
回答。そもそも善業と惡業との本質とは, 元來, 實法 (假名の存在を構成する要素
である五陰, 色陰・識陰・想陰・受陰・行陰) の範疇に屬するものである。したがっ
て〔色法 (色陰) である〕身業 (身體, つまり色境) と口業 (音聲, つまり聲境) とは善
業と惡業と〔の本質〕であるということができる。人間は假名であり〔實法ではな
77) 뺷成實論뺸 無作品。
是無作但名爲身口業, 實非身口所作。以因身口意業生故, 說身口意業性。(T32, 290b)

78) 뺷成實論뺸 無作品。
從善不善作業能生無作, 非無記。以力劣故。(T32, 290b)
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いのに〕
, どうして善業と惡業と〔の本質〕であるということができようか。

質問。
〔いまあなたが言われたように〕｢人間は假名であり〔實法ではないので〕,
損害もしくは利益をもたらす作用があるとしても, 善業と惡業と〔の本質〕ではな
い｣〔と解釋できる〕としたら, 假名である人間は敵と味方〔という概念の本質〕
ではないはずです79)。
回答。
〔たしかに〕善業・惡業と敵・味方とはいずれも〔自己と他者とに〕損
害 (惡業・敵) もしくは利益 (善業・味方) をもたらすものであるが,〔ただ次のよう

〕
な違いがある。
〔まず〕敵と味方〔という名稱〕が指し示す〔期間〕は長く, 假名〔という名
〔兩者の〕指し示す内容が近似するので, 敵と味方〔と
稱が指し示す範圍〕は廣い。
いう概念〕は假名〔の範疇〕に屬する〔ということが分かる〕のである。
一方, 善業と惡業〔という名稱〕が指し示す〔期間〕は短く, 假名〔という名稱

〔期間が〕長いものと短いものとではそのありかたが
が指し示す期間〕は長い。
異なるので, 假名〔である人間〕が善業と惡業と〔の本質〕であるということはな
いのである。

質問。〔いまあなたが言われたように〕｢敵と味方〔という名稱〕が指し示す

〔期間〕は長いが, 善業と惡業〔という名稱〕が指し示す〔期間〕は短く,〔期間
が〕長いものは假名〔の存在である人間〕を包括する〔ことができる〕が,〔期
間が〕短いものは人間を包括することができない｣〔と解釋できる〕として,〔そ
もそもその期間の〕長短とは何にもとづくのでしょうか。
回答。
〔敵と味方との場合は, 〕他者に損害〔もしくは利益〕をもたらすことが

〔しかし善業と惡業との場合
確定しても, 依然として敵もしくは味方と呼ばれる。
は, 〕損害もしくは利益をもたらすことが終われば,〔もはや〕善業もしくは惡業

79) この質問も講説者が ｢章｣ で述べた内容を前提とすると考えられるが, ｢章｣ の文章は現存しない。
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とは呼ばれない (樂果もしくは苦果と呼ばれる)。
〔それぞれの名稱が指し示す期間
に〕長短の違いがあるのは, このためなのである。

1.2.2.3. 凡夫の業と聖人の業 (39-54)
質問。｢不善性 (惡性) の業はすべて集諦である｣〔と解釋できる〕として80),〔で
は〕凡夫の善業はすべて集諦〔に收められるの〕でしょうか。
回答。凡夫は五戒や布施などの善業を實踐し, 〔聖人は〕雷の光〔のような
81)
,〔いずれにし
定〕(如電三昧) や八種の定 (四禪と四無色定)〔などを修習するが〕

ても〕善業は〔衆生を世間 (三有, 欲界・色界・無色界) の苦しみから〕離脱させる
ことをその特質とし, 遠い未來〔に悟りを得ること〕を補助するものなのである。

〔ただ, 凡夫である在家者は, 在家戒である五戒を實踐するにあたって〕三有 (世
間)〔の果報を獲得すること〕を心に誓うので,〔その善業は〕近い未來に生死 (輪迴)

〔の果報〕を引きおこす。心〔に誓う内容〕と近い未來〔に三有の果報を引きお
こすという事實〕とから,〔彼らの善業は有漏であり〕集諦であると規定される。

〔一方, 凡夫である出家者 (および在家者) は, 出家戒である〕八戒・十戒・二百
五十戒など〔を實踐するにあたって〕世間〔の苦しみ〕から離脱することを心に
誓うが,〔彼らの〕特色として〔まだ〕形相〔に對する執著〕を脱却していない
ので,〔その善業は〕近い未來に三有〔の果報〕を引きおこす。近い未來〔に三
有の果報を引きおこすという事實〕から,〔彼らの善業は有漏であり〕集諦に收め

。
られる〔ということが分かる〕
したがって凡夫 (在家者と出家者) が實踐することができる善業は〔いずれも〕
有漏の心にもとづく行いであり, すべて集諦なのである。

80) この質問も講説者が ｢章｣ で述べた内容を前提とすると考えられるが, ｢章｣ の文章は現存しない。
81) 뺷成實論뺸 八解脱品。
問曰。行者若無禪定, 云何能得身心空及盡諸煩惱。
答曰。是人有定而不能證, 更有如電三昧, 因是三昧得盡煩惱。(T32, 339c)
뺷成實論뺸 初禪品
九次第定, 四禪四無色定及滅盡定。(T32, 340b)
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質問。
〔いまあなたが言われたように〕｢凡夫の善業は有漏なので, 集諦である｣

〔と解釋できる〕として, ｢三種の結果 (須陀洹・斯陀含・阿那含) と四種の向上段
階 (行須陀洹・行斯陀含・行阿那含・行阿羅漢) と〔に位置する聖人〕(有學の聖人)
は主に無漏〔である眞諦〕(無爲法) を觀察するので,〔その善業は無漏であり〕道

〔しかし有學の
諦であると規定される｣ というのは, それはそのとおりでしょう82)。
聖人が時に〕俗諦 (有爲法) を認識對象として〔眞諦を〕忘れ, 形相〔に執著す
る〕心によって布施を行ったり定を修習したりした場合の善業は〔凡夫と〕同じ
く有漏であるので, 集諦と〔規定〕すべきです。
回答。
〔たしかにそれらの場合の善業は〕有漏であり,〔間接的〕條件となって三
有〔の果報〕を引きおこすが,〔有學の聖人は〕世間の果報を〔獲得しようと心に〕
誓ったわけではなく,〔またその有漏の善業が世間の果報を引きおこす〕直接的原

〔その有漏の善業は悟りへと
因であるわけでもないので, 集諦には收められない。
向上してゆく〕道 (無漏法) を補助する作用が強いので, 道諦に含まれるのである。

質問。
〔いまあなたが言われたように〕｢〔まだ〕三學 (戒・定・慧)〔を學修す
る必要がある〕聖人 (有學の聖人) は, 善業が有漏である〔場合もある〕が,〔世間
の〕果報を〔獲得しようと〕心に誓ったわけではないので,〔その有漏の善業は〕
集諦ではない｣〔と解釋できる〕としたら, 凡夫である人々 (出家者) は十戒などの
善業 (有漏)〔を實踐する〕にあたって〔世間の苦しみから〕離脱することを心に
誓ったのですから,〔彼らの善業も〕集諦ではないはずです。
回答。
〔そもそも〕凡夫は形相〔に對する執著〕が強く, 聖人 (有學) は形相〔に
對する執著〕が弱い。心に誓う内容は同じであるが, 凡夫は〔形相に對する執著が〕
強いので〔その善業 (有漏) は〕集諦であり, 聖人は〔執著が〕弱いので〔その善
業 (有漏) は集諦〕ではないのである。
82) この質問も講説者が ｢章｣ で述べた内容を前提とすると考えられるが, ｢章｣ の文章は現存しない。後
の ｢1.2.4. 四, 道諦｣ を參照。뺷成實論뺸 分別賢聖品の次の定義も參照。
四行者, 行須陀洹, 行斯陀含, 行阿那含, 行阿羅漢。
四得者, 須陀洹, 斯陀含, 阿那含, 阿羅漢。(T32, 245c)
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質問。
〔いまあなたが言われたように〕｢聖人の〔有漏の〕善業は集諦ではない｣

〔と解釋できる〕として, 三學〔を學修する必要がある〕聖人は惡業を起こすこと
ができるのでしょうか。
回答。聖人の行爲はそもそも衆生に損害をもたらすことがないので,〔聖人の業
は〕すべて善業である。

質問。
〔いまあなたが言われたように〕｢聖人は惡業を起こすことがない｣〔と
解釋できる〕としたら, ｢〔聖人も〕煩惱を起こすので集諦〔に含まれるの〕である｣
ということもできないはずです83)。
回答。そもそも煩惱は眞理に違背することをその特質とし,〔それが〕長いあい
だ習慣となっているから, 容易に生起するのであり, 意志 (業の本質である思) に
よって起こるのではない。一方, 惡業は〔衆生に〕損害をもたらす行爲であって,
必ず意志によって起こるのであり, 簡單には生起しない。惡業は簡單には〔生起〕
しないので〔聖人がそれを〕起こすことはないが, 煩惱は容易に〔生起する〕ので

〔聖人もそれを〕起こすことがある。
以上の解釋によれば, 凡夫は煩惱 (すべて有漏) と業 (善業と惡業とがあり, すべて
有漏) とがすべて集諦である。三學〔を學修する必要がある〕聖人は, 煩惱 (すべ
て有漏) は集諦であるが, 業 (すべて善業であり, 有漏と無漏とがある) は集諦ではな
いのである。

1.2.3. 三, 滅諦
1.2.3.1. 身見 (我見) (54-70)
質問。
〔あなたは〕上の ｢章｣ において, ｢〔十種の使 (貪・恚・癡・疑・憍慢・
五見) のうち〕五種の鈍使 (貪・恚・癡・疑・憍慢) と邊見と邪見とは假名 (衆生)
と實法 (五陰) との兩方を誤って理解する〔煩惱である〕
｣ と言われましたが,〔そ

83) この質問も講説者が ｢章｣ で述べた内容を前提とすると考えられるが, ｢章｣ の文章は現存しない。
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れは〕理屈からいってそのとおりでしょう。
〔しかし〕｢〔戒取 (戒禁取見) と〕見

, 身見 (我見) は假名のみ〔を誤って
盜 (見取見)84) とは實法のみ〔を誤って理解し〕

｣〔と言われたことについては, 疑問があります〕85)。〔十種の使のうち
理解する〕
七種 (貪・恚・癡・疑・憍慢・邊見・邪見) は假名と實法との兩方に〕共通し,〔そ
れ以外の三種 (戒取・見取・身見) は假名と實法とのいずれか一つに〕限定される
とは,〔いったい〕どういうことなのでしょうか。
回答。
〔衆生が〕戒取を起こすのは, さまざまな〔誤った〕見解を〔正しいと〕
認識することにより, あるいはまた自分〔が實踐する誤った〕戒を〔正しいと〕認
識することによる。そしてその〔誤った〕見解と〔誤った〕戒との本質は, 特色
として〔いずれも〕實法の範疇のみ〔に屬する〕86)。〔したがって戒取は實法を

〕
誤って理解する煩惱なのである。
見取 (見取見) は〔戒取と〕同じ類型に屬するので,〔やはり〕實法のみ〔を誤っ
て理解する煩惱〕である。
一方,〔衆生が〕我見 (身見) を起こすのは, そもそも綰御 (假名である自己を統
御する超越的自我)〔が存在すると誤って〕認識することによるので, 身見は假名を
誤って理解する執著 (煩惱) であるということが分かるのである。

質問。總合的〔な觀點〕においては三種の煩惱 (我見) があります。つまり①〔五
陰の〕なかに〔超越的自我が存在するという誤った見解〕(即陰の我) と, ②〔五陰
の〕外に〔超越的自我が存在するという誤った見解〕(離陰の我) と, ③〔五陰が
假に〕和合すると〔そこに超越的自我が生まれるという誤った見解〕(非即非離陰の
我) とです87)。この場合, ②五陰 (實法) の外に〔超越的自我が存在するという誤っ
84) 法勝 뺷阿毘曇心論뺸 使品。
斷常是二邊, 世尊之所說, 於中若見受邊, 是謂受邊見。誹謗眞實義, 此見是邪見。若有情識類愚, 於中
計我, 是謂身見。有漏法受第一, 此見是見盜。非因見因, 此見是戒盜。此五煩惱是慧性, 故說見。
(T28, 815c)
85) この質問も講説者が ｢章｣ で述べた内容を前提とすると考えられるが, ｢章｣ の文章は現存しない。
86) 見の本質は慧 (心數法の一), 戒の本質は無作業 (心不相應行法の一)であり, いずれも行陰に屬する。
87) 隋慧遠 뺷大乘義章뺸 二無我義。
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た〕見解は〔たしかに〕假名〔のみ〕を誤って理解する〔煩惱〕であるといえるで
しょうが, ①五陰のなかに〔超越的〕自我〔が存在すると誤って考える〕心のほ
うはどうして假名のみ〔を誤って理解する煩惱〕であり實法を〔誤って〕認識す
ることはないといえるでしょうか。
回答。
〔我見が主に認識する〕對象はそもそもみな同じ (超越的自我) であるの
で, この〔超越的自我が存在すると〕誤って理解する心 (煩惱) は分類することが難
しいのである。ただこの煩惱である心〔が認識する對象〕には副次的なもの (五陰)
と主要なもの (超越的自我) という區別があるので, 主要なもの〔が副次的なものの
なかにあるとみなすか外にあるとみなすかという違い〕をもとに心を分類し, 二つ

。〔したがって五陰のなかに
の煩惱 (即陰の我と離陰の我) を分けた〔にすぎない〕
超越的自我が存在するという誤った見解においても, 主要な認識對象はあくまでも
超越的自我であり, 五陰は副次的な認識對象にすぎないので, やはり假名を誤って

〕
理解する煩惱であると規定されるのである。
質問。
〔いまあなたが言われたように〕｢〔五陰のなかに超越的自我が存在すると
いう誤った見解においても, 〕主として〔超越的〕自我〔が存在すると〕認識し,
副次的にそれが五陰のなかに存在する〔と認識する〕ので,〔その見解は〕假名心

(衆生は實在すると誤って考える心) である〔と規定される〕
｣〔と解釋できる〕と

〕〔本論にあるとおり〕個別的〔な觀點〕において
しても,〔まだ疑問があります。
88)
, その二十種〔の我見〕は主として五陰を
は〔我見は二十種に分類されますが〕

計我之心, 開合不定。
〔……〕
一者即陰, 如優樓佉所計我也。指陰爲我, 陰滅我亡。
二者離陰, 如僧佉人所計我也。離陰有我, 陰滅我存。
〔……〕
三亦即亦離, 如先尼計。常我離陰, 猶如虛空遍一切處, 陰滅我存。作我即陰, 陰滅我亡。
四不即不離, 如彼犢子道人所計。五陰和合, 更有我生, 就陰辨我, 故云不離。而我非陰, 故曰不即。

〔……〕
然佛法中所說我者, 諸陰和合, 假名集用, 故名爲我。彼立定實, 所以是患。(T44, 485c)

88) 뺷成實論뺸 憍慢品。
於五陰中取我相, 名爲我慢。我慢二種, 示相不示相。示相是凡夫我慢。謂見色是我, 見有色是我, 見我
中色, 見色中我。乃至識亦如是。示是二十分, 故名示相。(T32, 314b)
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〔實在であると誤って〕認識することによって起こるのですから, 實法心 (五陰は
實在すると誤って考える心) であるはずです。賴りとすべき〔あなたの〕解釋が先
人 (訶梨跋摩など)〔の所說〕と齟齬するのは, どうしてなのでしょうか。
回答。綰御 (超越的自我)〔が存在すると誤って考える〕心は, そもそも假名の範

〔ただ〕聖者 (訶梨跋摩など) は〔衆生の能力にあわせて
疇に屬するものである。
敎化の手段を〕取捨選擇するので,〔衆生の〕心を思考しやすい〔事例〕に誘導す
るために, ｢五陰を根據として神我 (超越的自我) を思考する｣〔と說いた〕のであ
る。根本的なもの (超越的自我, つまり假名) は派生的なもの (五陰, つまり實法) を
包括する〔ことができる〕ので,〔我見はやはり〕假名心であるのみなのである。

質問。
〔いまあなたが言われたように〕｢神我〔が存在すると誤って考える〕心
はそもそも假名〔の範疇〕に屬するものであり, 實法を根據として〔我見を〕起こ
したとしても, やはり假名心である｣〔と解釋できる〕としても,〔まだ疑問があり

〕そもそも知覺する心 (心法) は元來, 實法の範疇に屬するものです。〔超越
ます。
的〕自我を思考することが知覺〔の一種〕であるとしたら, 根本的なもの (知覺す
る心, つまり實法) は派生的なもの (超越的自我, つまり假名) を包括する〔ことがで
きる〕ので,〔我見は〕實法心であるということになります。
回答。
〔たしかに我見は〕假名を根據として知覺する心を起こすが,〔それはあ
くまでも〕常に〔超越的〕自我を〔對象として〕思考するから知覺〔の一種とみ

〔つまり我見は〕主として假名を〔實在であると誤って〕
なされる〕のである。
認識することによって起こるので, やはり假名心なのである。

質問。
〔さきほどあなたが言われたように〕｢二十種の我見は〔副次的に〕五陰を
認識するが, 根本的なもの (超越的自我) は派生的なもの (五陰) を包括する〔ことが
できる〕ので,〔我見はやはり〕假名心である｣〔と解釋できる〕としても89),〔ま

89) 二つ前の問答を參照。
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だ疑問があります。
〕〔そもそも衆生が〕悟りの心を起こすのは, 空 (眞諦)〔を正
しく理解すること〕から始めて, 有 (俗諦)〔を正しく理解すること〕へと到達する
のです。したがって, 根本的なもの (空を正しく理解すること) が派生的なもの (有
を正しく理解すること) を包括する〔ことができる〕としたら, 有を照見する智は
空心 (空を正しく理解する心) であるということになります。
回答。
〔そもそも〕綰御の作用 (假名である自己を統御するはたらき) は, 假名を
その本質とする。二十種の我見は〔たしかに〕五陰を認識するが, 常に〔超越的〕
自我を介して〔それを〕認識するからこそ,〔超越的〕自我〔が存在するという
誤った〕理解を起こす〔ことができる〕のである。五陰が神我の主 (主宰) である
わけではなく, 根本的なもの (超越的自我) は派生的なもの (五陰) を包括する〔こ
とができる〕ので,〔我見は〕やはり假名心なのである。

〔また〕有〔を照見する〕智は空を認識する作用を起こすことはなく, ひたすら
〔たしかに〕
有の觀察を行うのであり,〔觀察する〕對象 (有爲法) も必ず存在する。
空を正しく理解することは〔悟りの心を起こすための〕根本であるが, 有〔を照見
する〕智は空心ではないのである。

1.2.3.2. 三心 (假名心・實法心・空心) (71-81)
質問。｢十種の使 (根本煩惱) とは認識對象を誤って理解する〔心〕であり,〔その
認識對象は〕假名と實法との二つに分けられる｣ (つまり煩惱は假名心と實法心とい
う二つの名稱のもとにすべてが收められる) というのは90), 理屈からいってそのと

〔では〕十種の智 (法智・比智・他心智・名字智・四諦智・盡智・
おりでしょう。
無生智)91) という悟り〔の心〕は, 空慮 (空心) という名稱のもとにすべてが收めら
れるのでしょうか。
回答。盡智と無生智とは空心 (空を正しく理解する心) に收められる。比智と法

90) 上の ｢1.2.3.1. 身見 (我見) ｣ の最初の問答を參照。
91) 뺷成實論뺸 十智品。
十智, 法智, 比智, 他心智, 名字智, 四諦智, 盡智, 無生智。(T32, 371c)
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智との二種も, いずれも空を正しく理解する〔心〕(空心) である。そのほかの六種
の智は空心ではない。

質問。そのように解釋すると,〔本論は〕｢三種の心 (假名心・實法心・空心)〔を
消しさること〕が滅諦である｣〔と說く〕のに92),〔三種の心がさまざまな〕心を
すべて〔收め〕つくしているわけではない, ということになってしまいます。
回答。心を收めつくすという觀點からいえば, 六種の心 (假名・實法・空を正し
く理解する心と假名・實法・空を誤って理解する心) という區別が存在しなければ
ならない。
なぜそのことが分かるか。

〔そもそも〕悟り〔の心〕は空 (眞諦) と有 (俗諦) とに共通し, 煩惱〔である
心〕も眞諦と俗諦とに共通する。〔また〕俗諦に屬する認識對象は假名と實法と
の二つに分けられるが, 眞諦〔に屬する認識對象〕は一つ (空) しかない93)。

〔つまり〕煩惱である心は, 空と假名と實法とを誤って理解するので三種の區別
があり, 空を悟る智は, 假名と實法とをも正しく理解するので〔やはり〕三種の區
別がある。悟り〔の心〕と煩惱〔である心〕とを認識對象によって〔區別〕する
と, 六種〔の心〕が存在することになるのである。
ただ〔本論は〕悟り〔の心〕については空〔を正しく理解する智〕一種のみを
明らかにし, 有に屬する假名と實法と〔を正しく理解する〕二種の智は說明しない。
一方, 煩惱〔である心〕は假名と實法〔という二つの認識對象〕にもとづいて二種

〔したがって〕煩惱〔で
の區別があるが, 空を誤って理解する心には言及しない。
92) 뺷成實論뺸 立假名品
滅三種心, 名爲滅諦。謂假名心, 法心, 空心。(T32, 327a)
93) 眞諦・俗諦とそれぞれの認識對象とをまとめると表3のとおりである。
表3

二諦

認識對象

眞諦 (空)

空

俗諦 (有)

假名 (衆生)
實法 (五陰)
敦煌寫本スタイン2463 뺷成實論章뺸 校譯（一）――四諦
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ある心〕は二種 (假名心と實法心), 悟り〔の心〕は一種 (空心) となるので,〔あわ
せて〕三種〔の心〕があるのみなのである94)。

質問。
〔いまあなたが言われたように〕｢煩惱〔である心〕は有にもとづいて〔假
名心と實法心との二種と〕定められるのであって, 空にもとづいて定められるので
はなく, 悟り〔の心〕は空心 (空を正しく理解する心) であって, 有を正しく理解す
る〔心〕を〔悟りの心と〕定めることはない｣〔と解釋できる〕として, 悟り〔の心〕
と煩惱〔である心〕とで,〔どの心を〕說明し〔どの心に〕言及しないか〔がまっ
たく正反對であるの〕は, どうしてなのでしょうか。
回答。そもそも〔衆生が〕悟りの心を起こすのは, 初めにまず空の範疇に屬す

, その後で有〔の範疇に屬する認識對象 (假名
る〔認識對象 (空) を正しく理解し〕
と實法)〕を正しく理解するのである。〔つまり悟りの心においては〕空を正しく
理解することが根本的〔な事柄〕であり, 有を正しく理解することは派生的〔な事
柄〕である。根本的なものは派生的なものを包括する〔ことができる〕ので, 悟り

〔の心〕については空〔を正しく理解すること〕(空心) のみを論ずるのである。
〔一方, 衆生が〕煩惱である心を起こすのは, 初めにまず有〔の範疇〕に屬する
〔認識對象を誤って理解し〕, その後で空〔の範疇〕に屬する〔認識對象を誤って
理解する心を〕起こすのである。〔つまり煩惱である心においては〕有を誤って
理解することが根本的〔な事柄〕であり, 空を誤って理解することは派生的〔な事

94) 以上, 六種の心と三種の心との對應關係をまとめると表4のとおりである。

表4
六種の心
悟りと煩惱

六種の心

悟り

實法心

實法 (五陰)

煩惱
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認識對象

二諦

說明の有無

空心

空

眞諦 (空)

あり

假名心

假名 (衆生)

俗諦 (有)

なし

眞諦 (空)

なし

俗諦 (有)

あり

空心

空

假名心

假名 (衆生)

實法心

實法 (五陰)

三種の心

空心

假名心
實法心

柄〕である。根本的なものは派生的なものを包括する〔ことができる〕ので, 煩惱

,
である心については有〔を誤って理解すること〕(假名心と實法心) のみ〔を論じ〕
空〔の範疇〕に屬することには〔言及〕しないのである。

1.2.3.3. 空心滅 (81-84)
質問。
〔あなたが言われたように, 〕本論にもとづいて ｢空 (空心滅, 空を正しく
理解する心を消しさること) が有の悟り (有の範疇に屬する假名と實法とを正しく
理解すること) を消しさることはない｣〔と解釋できる〕として95),〔ではなぜ〕｢滅
盡定品｣ に ｢〔この定によって, 無爲法 (空) と有爲法 (有) とを認識する心である〕
96)
想と受とがいずれも除去される｣ とある〔のでしょうか〕
。〔空心滅が有の悟りを

消しさることがないとしたら, なぜ滅盡定によって消しさる對象として〕空 (無爲
法)〔を認識する心〕(慧受) と有 (有爲法)〔を認識する心〕(想受) との兩方が說か
れるのか, よく分かりません。
回答。そもそも〔本論が〕滅諦 (三心滅) を明らかにするなかで, 悟り〔の心〕(空
心) と煩惱〔である心〕(假名心と實法心) との兩方を論ずるのは,〔煩惱である〕
前二者 (假名心と實法心) を除去するためなのである (假名心滅と實法心滅)。
〔一
方, 〕煩惱は空の悟り (空心) ではないので,〔空心滅において假名心と實法心とを
消しさることはなく, また假名心と實法心とに〕對應する〔悟りの心〕(假名と實
法とを正しく理解する心) を斷ちきることもない。つまり〔空心滅は〕空心のみを
除去するのであり, 有の悟りを除去することはないのである。

〔一方, そもそも〕滅盡定とは, 煩惱を除去することを明らかにするものではな
95) この質問も講説者が ｢章｣ で述べた内容を前提とすると考えられるが, ｢章｣ の文章は現存しない。
96) 뺷成實論뺸 滅盡定品。
過一切非想非非想處, 身證想受滅。(T32, 344c)
一切心皆名爲受。是受二種。一想受, 二慧受。
想受名有爲緣心。以想行假名法中故。假名二種。一因和合假名, 二法假名。是故一切有爲緣心皆名
爲想。
慧受名無爲緣心。
是故若說想受滅者, 則爲說一切滅。(T32, 345a)
敦煌寫本スタイン2463 뺷成實論章뺸 校譯（一）――四諦
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い。
〔心はさまざまな對象を〕感受して〔さまざまに〕思慮することができるが,〔そ
れらの心の作用は〕すべて〔聖人が〕無心〔の境地に入ること〕をさまたげる〔要
因となる〕(つまり無心の境地に入るためにはあらゆる心の動きを消しさらなけれ
ばならない)。だから滅盡定〔の解說〕においては〔無爲法を認識する心と有爲法
を認識する心との〕兩方が論じられ,〔滅盡定によって消しさる對象として〕想と
受との兩方が說かれるのである。

1.2.3.4. 假名心滅と實法心滅 (85-100)
質問。｢悟りの心と煩惱である心と〔が何であるか〕は,〔いずれも〕根本的な
ものにもとづいて別箇に定められる｣ ということについては, さきほどくわしく解

〔たださきほどあなたが言われたように〕｢煩惱である
說していただきました97)。
心は假名と實法とにもとづいて二種 (假名心と實法心) に定められ, 悟りの心は空に

｣〔と解釋できる〕として98),〔そもそも空
もとづいて〔一種 (空心) に定められる〕
とは, 假名心を消しさる〕生空 (衆生空, つまり假名心滅) と〔實法心を消しさる〕
法空 (五陰空, つまり實法心滅) との二つであるはずなのに,〔あなたが〕ここで一
つ (空心) しか明らかにしないのは, どうしてなのでしょうか。
回答。
〔煩惱である心が認識するのは〕有〔の領域に屬する〕法 (有爲法) であ
り, 現象 (有) は〔さまざまに〕區別されるので, 假名と實法という二つに分けられ

〔悟りの心が認識するのは〕奧深い理法 (無爲法) であり, 眞理 (空) は〔絶對的
る。
に〕平等なので, 一つしかないのである。

質問。
〔煩惱である心が認識する對象である〕假名と實法とに微細なもの (實法) と
麤大なもの (假名) という區別がある以上, 煩惱である心 (假名心と實法心) にも〔作
用が〕強いもの (假名心) と弱いもの (實法心) という區別があるのでしょうか。
回答。そもそも〔衆生が〕煩惱である心を起こすのは, 接觸 (認識) した對象〔が
97) 上の ｢1.2.3.2. 三心 (假名心・實法心・空心) ｣ の最後の問答を參照。
98) 上の ｢1.2.3.2. 三心 (假名心・實法心・空心) ｣ の第二問答を參照。
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何であれ, それらを〕ことごとく誤って理解してしまうからなのである。
〔認識し
た〕對象には微細なものと麤大なもの〔という區別〕があるとしても, 煩惱〔であ
る心そのもの〕にどうして〔作用が〕弱いものと強いもの〔という區別〕があろ
うか。

質問。
〔いまあなたが言われたように〕｢〔衆生が〕煩惱〔である心〕を起こせ
ば〔心は例外なく〕亂れるのであり,〔その作用が〕弱いか強いかを區別すること
はない｣〔と解釋できる〕としたら,〔衆生が〕悟り〔の心〕(三慧) を起こせば, 二

〔つま
つの煩惱 (假名心と實法心) はいずれも消滅する, ということになります。
り〕聞慧と思慧とは假名心を除去するだけでなく, 實法心をも除去するはずであり,
修慧は實法心を除去するだけでなく, 假名心をも除去する〔はずです〕
。それなの
になぜ本論に, ｢聞慧と思慧とは假名心を除去するが, 實法心である煩惱を除去する
ことはなく, 修慧は實法心を斷ちきるが, 假名心を消しさることはない｣ とあるので

〔あなたが〕初め〔に起こる慧〕(聞慧と思慧) と後〔に起こる慧〕(修
しょうか99)。
慧) とが〔いずれも假名心と實法心との兩方を除去すると〕ひとまとめにして論ず
るのは, どうしてなのでしょうか。
回答。そもそも煩惱〔である心〕は眞理に違背することをその特質とし, 悟り〔の

。〔衆生が〕悟り〔の心〕
心〕は理法の根本に合致する〔ことをその特質とする〕
を起こせば煩惱〔である心〕は〔たちどころに〕消滅するのであり, どうして初め

〔に起こる慧が除去する對象〕と後〔に起こる慧が除去する對象〕とを區別する
ことがあろうか。

〔本論が〕ここで〔三種の慧が除去する對象を〕區別して提示したのは100),
99) 뺷成實論뺸 四諦品
滅諦者, 後滅諦聚中當廣說。謂假名心, 法心, 空心。滅此三心, 故名滅諦。 (T32, 251b)
뺷成實論뺸 立假名品。
假名心或以多聞因緣智滅, 或以思惟因緣智滅。法心在煖等法中以空智滅。空心入滅盡定滅, 若入無餘
泥洹斷相續時滅。 (T32, 327a)
100) 直前の注に引く 뺷成實論뺸 四諦品の文章を指す。本文獻の講說者の ｢ここで (今) ｣ という表現から, 本
章が 뺷成實論뺸 具足品とあわせて四諦品をも注釋對象としていることが分かる。前注67を參照。
敦煌寫本スタイン2463 뺷成實論章뺸 校譯（一）――四諦
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〔悟りの心が觀察する〕對象にもとづいて,〔煩惱を〕對治する手段を明らかにし
〔つまり〕聞慧と思慧とは衆生〔が空であること〕(生空) を觀察し
たにすぎない。
て假名心を消しさるのみであり, 修慧 (四現忍, 煖法・頂法・忍法・世間第一法) は

〔眞理を目の前に〕顯現し認可する〔ことができる〕ので101)五陰〔が空である
こと〕(法空) を觀察して實法心を斷ちきるのである。

〔三種の慧が除去する對象を, 私は〕ひとまとめにして明らかにし〔本論は〕區
別して說くのは, こういう理由からなのである102)。

質問。
〔いまあなたが言われたように〕｢聞慧は空行 (生空) によって假名心を除去し,
修慧は無我行 (法空) によって實法心を除去する｣〔と解釋できる〕として103),〔これ
は對治される〕法 (假名心と實法心) と〔對治する〕藥 (生空と法空) とが〔正しく〕
對應しており, 先人 (訶梨跋摩) が提唱されたとおりに〔煩惱を〕消しさることがで

〔ただ〕本論にはまた ｢思慧は實法〔が空であること〕を觀察して假名心
きます。
を消しさる｣ という眞實の言葉がありますが104), この意味がよく分かりません。

101) 뺷成實論뺸 三慧品。
又說, 行者聞法, 思惟義已, 當隨順行。若能現前知見, 是名修慧。如說, 行者於定心中見五陰生滅。如
諸經中說, 汝等比丘修習禪定, 當得如實現前知見。(T32, 366c)
慧遠 뺷大般涅槃經義記뺸 卷十。
見諦道前四現忍心, 學觀四諦, 名爲遠向。(T37, 879c)
102) 以上, 本論 (뺷成實論뺸) の所說と本文獻 (뺷成實論章뺸) の講說者の所說との相違點をまとめると表5のと
おりである。

表5
三慧
聞慧
思慧
修慧

뺷成實論뺸

뺷成實論章뺸

觀察する對象

除去する對象

生空 (衆生空)

假名心

法空 (五陰空)

實法心

觀察する對象

除去する對象

生空と法空

假名心と實法心

103) 뺷成實論뺸 聖行品。
有二行, 空行無我行。於五陰中不見衆生, 是名空行。見五陰亦無, 是無我行。(T32, 365b)
104) これに合致する文章は 뺷成實論뺸 には見出されない。ただ隋慧遠 뺷大乘義章뺸 三慧義に, 思慧によって
生空を完成し, あわせて法空を修習する, という學說が紹介されている。
有人釋言。
聞慧地中, 以陰分生得衆生空。
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回答。思慧が實法〔が空であること〕を觀察するにもかかわらず〔實法心では
なく〕假名心を消しさる理由は,〔これは〕あくまでも法空〔を獲得するため〕の
預備段階であって,〔まだ〕法空と呼ぶことはできないからなのである。そもそも
聞慧と思慧とはいずれも〔修慧のように眞理を目の前に〕顯現し〔認可するこ
と〕はできないので, 假名心を除去する〔ことしかできないという共通點〕から聞
慧と思慧とが併稱されるのである105)。

質問。
〔いまあなたが言われたように〕｢思慧は法空〔を獲得するため〕の預備
段階であり,〔まだ〕法空と呼ぶことはできないので, 實法心を除去することもでき
ない｣〔と解釋できる〕としたら,〔思慧を〕生空と呼ぶこともできないので, 假名
心を消しさることもできないはずです。
回答。
〔たしかに思慧を法空の預備段階であると規定した場合, 法空と生空との〕
いずれとも呼ぶことはできないが,〔ただ〕思慧を起こす〔者〕は〔聞慧の段階に
おいて〕すでに生空を獲得しており,〔思慧の段階において〕無我行〔を修習する
からといってそれが失われること〕はない。だから思慧についても假名心を消し
さることを明らかにするのである。

1.2.3.5. 第八解脱 (滅盡定) (100-111)
質問。
〔あなたが言われたように〕｢滅盡定に入るには, 必ず〔四禪の最初の段階

, 最後に〔四無色定の最高の段階であ
である〕初禪〔を修習すること〕から〔始め〕

思慧地中, 別觀五陰壞苦無常, 成前生空, 兼趣法空。
煖等已上, 總觀五陰行苦無常, 得諸法空。
蓋是人語, 不關經論。(T44, 668b)

105) 以上, 三慧と二空との對應關係をまとめると表6のとおりである。
表6

三慧

觀察する對象

聞慧

生空 (空行)

思慧
修慧

法空 (無我行)

除去する對象
假名心
實法心

二空
生空
法空の預備段階
法空
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る〕非想非非想處〔の力〕を借りて, はじめて〔滅盡定に〕入ることができる｣〔と
解釋できる〕としたら106), 第八解脱 (煩惱が完全に消滅した境地である滅盡定, つ
まり阿羅漢果) も八種の定 (四禪と四無色定) をすべて獲得し, 非想非非想處を經た
あとで, はじめて入ることができるのでなければなりません107)。
回答。
〔阿那含についていえば, そのとおりである。〕阿那含である賢者は〔輪
迴轉生の〕原因となる過失 (煩惱) がまだ消滅していないので, 心という果報を消し
さることは困難である。したがって阿那含である人士は必ず八種の定と〔その最
高の段階である〕非想非非想處とをすべて獲得したあとで, はじめて〔もはや〕執
著することがない聖人 (阿羅漢)〔の境地〕(第八解脱) に入る〔ことができる〕の
である。
一方,〔すでに阿羅漢の境地に到達した聖人は, 輪迴轉生の〕原因となる惡 (煩
惱) がすべて消滅したので,〔心という〕果報を除去することは容易である。した
がって〔もはや〕執著することがない聖人は第八解脱に入ろうとすれば, 雷の光の
ような定 (如電三昧) を除外し108), それ以外の八種の定 (四禪と四無色定) にはすべ
て〔段階を經ずに〕入ることができるのである (つまり阿羅漢は直接に第八解脱に
入ることができる)。

質問。そもそも滅諦の本質とは, 色法を除去し心法を消しさることによって, 有
爲法 (色法と心法) がすべて消滅するということです。それなのに〔本論が滅諦に
ついて〕心法を除去すること (三心滅) のみを論じ, 色法を斷ちきることを明らかに
しないのは, どうしてなのでしょうか。
回答。
〔衆生にとって〕心法は過失 (煩惱) を作りだす根本であるが, 色法は過失

106) この質問も講説者が ｢章｣ で述べた内容を前提とすると考えられるが, ｢章｣ の文章は現存しない。滅
盡定については上注96を參照。
107) 뺷成實論뺸 滅盡定品。
滅定二種。一者諸煩惱盡, 二煩惱未盡。煩惱盡者在解脱中, 煩惱未盡者在次第中。一滅煩惱, 故名滅
定。二滅心心數法, 故名滅定。滅煩惱是第八解脱, 亦名阿羅漢果。(T32, 344c-345a)
108) 上注81を參照。
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を起こす根源ではない。したがって過失の根本 (心法) は重點的に說くが, 派生的な
もの (色法) は論ずる必要がないのである。

質問。
〔いまあなたが言われたように〕｢色法と心法とがいずれも消滅するとし
ても, 根本的なもの (心法) について重點的に說くのである｣〔と解釋できる〕とし
たら, 第八解脱も滅諦と同樣, 根本的なもの (心法) について重點的に論ずるべきで
あるのに,〔本論は〕なぜ色法と心法との兩方を說くのでしょうか109)。
回答。そもそも滅諦の無 (擇滅, 智によって煩惱を消しさること) は〔修行道
の〕始まりと終わりとに共通するものであり, 初めの〔段階における〕悟り〔の智〕
は〔作用が〕弱いので, 色法を除去することはできない。だから滅諦の解說において
は心法を除去することのみを明らかにし, 色法を除去することは論じないのである。

〔一方, 〕第八解脱は〔修行道の〕最終段階 (阿羅漢) にもとづいて論じられる
ものであり, 最後の〔段階における〕悟り〔の智〕は〔作用が〕強いので, 色法を除

。〔だから〕根本的なもの (心法)〔を
去することも心法を除去することも〔できる〕
除去すること〕と派生的なもの (色法)〔を除去すること〕との兩方が說かれるので
ある。

1.2.4. 四, 道諦
1.2.4.1. 道諦の作用 (有學の智と無學の智) (111-128)
質問。
〔あなたは〕上〔の ｢章｣〕において, ｢有學 (まだ三學を學修する必要が
ある聖人, 行須陀洹・須陀洹・行斯陀含・斯陀含・行阿那含・阿那含・行阿羅漢)〔の
智〕と無學 (もはや三學を學修する必要がない聖人, 阿羅漢)〔の智〕とが道諦の作
用である｣ と言われましたが110), そもそも道諦の作用とは, 衆生を導いて〔究極の
境地に〕到達させることを, 道諦の作用と呼ぶのです。無學の悟り (智) が道諦と呼

109) 뺷成實論뺸 八解脱品。
第八解脱一切滅盡。所以者何。若滅色滅心, 則有爲都滅。是名阿羅漢果。(T32, 339a)
110) この質問も講説者が ｢章｣ で述べた内容を前提とすると考えられるが, ｢章｣ の文章は現存しない。
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ばれるのは,〔すでに究極の境地に到達した無學の聖人を〕さらにどこへ導くから
なのでしょうか。
回答。
〔そもそも無學の智である〕盡智と無生智とに衆生を導く作用があるか
らこそ,〔無學の聖人は〕無餘涅槃を成しとげることができるのである。〔した
がって〕無學〔の智〕であっても, まだ道諦の作用は殘っているのである。

質問。
〔いまあなたが言われたように〕｢無學の悟り (無生智) には無餘涅槃へと
向上してゆく作用があるので, やはり道諦である｣〔と解釋できる〕としたら,〔無
生智にも〕やはり〔心と〕身體とが消滅すること (無餘涅槃) を希求する作用があ
ることになるので, 有學〔の智〕と呼ばなければなりません。
回答。そもそも道諦という名稱が起こったのは〔それが滅諦 (涅槃) へと向かう

, 滅諦という結果と對比して〔道諦 (原因) と〕呼ぶのであ
道であるからであり〕

〔無生智には〕滅諦を成しとげる能力があるのに, どうして道諦の作用がない
る。
ことがあろうか。

〔また〕そもそも有學〔の智〕が目標とするのは〔眞理を悟ることであり〕, 奧
深い理法を追究するから〔有學の智と〕呼ばれるのである。一方, 無生智は ｢〔も
はや〕奧深い根源を追究することはない｣ (無生)〔ということを觀察する智である〕
のに, どうして〔無生智を〕有學〔の智と呼ぶこと〕ができようか。

質問。
〔いまあなたが言われたように〕｢無生の悟り (無生智) は 뺷〔もはや〕眞理
を〔追究する〕心を起こすことはない뺸〔ということを觀察する智である〕ので,
有學〔の智〕ではない｣〔と解釋できる〕としたら, 眞理を〔追究する〕心を起こ
すことがない以上,〔無生智は〕修慧ではない, ということになります。
回答。そもそも修慧の作用とは, 前〔の段階の慧〕 (聞慧と思慧) を強化するこ
とであるので, 修慧と呼ばれるのである。盡智と無生智とも〔前の段階の〕悟り (法
智・比智・他心智・名字智・四諦智) を強化する作用が顯著であるので, 修慧〔の
作用〕が成立するのである。
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質問。
〔さきほどあなたが言われたように〕｢無生智には無餘涅槃を成しとげる
作用があるので, 道諦ということができる｣〔と解釋できる〕としたら111),〔無生
智は〕無餘涅槃に對して根の作用があるのでしょうか。
回答。そもそも根の作用とは,〔枝葉を〕生みだすことである。
〔無生智は〕無
爲法 (無餘涅槃) を生みだすことはできないので, 根の作用はないのである。

〔一方, 〕道諦の作用とは衆生を導くことであり, 人々を〔究極の境地に到達さ
せることが〕その目的なのだから, どうして〔無學の聖人が〕滅諦 (無餘涅槃) へ
と向上してゆくことが〔道諦 (無生智) の〕能力〔によるもの〕でないことがあろ
うか。
したがって無生智は滅諦 (結果) と對比して道諦 (原因) であると〔規定〕される
が,〔心と身體とが〕すべて消滅した〔境地〕(無餘涅槃, 所生) に對して根 (能生)
であると〔規定〕することはできないのである。

質問。
〔いまあなたが言われたように〕｢〔無學の〕悟り (無生智) は無爲法に對し
て根と呼ばれることはない｣〔と解釋できる〕としたら, この智 (無生智) によって
滅諦を獲得しても,〔無生智は滅諦に對して〕原因の作用はない, ということにな
ります。
回答。
〔原因という概念を〕｢〔まだ〕存在しないものが〔結果を〕引きおこす
ことを, 原因と呼ぶ｣〔と定義する〕としたら (因中說果), たしかに〔無生智は滅諦
に對して〕原因〔の作用〕はない。しかし結果 (滅諦) にもとづいて原因 (無生智)
を說明すれば (果中說因),〔やはり無生智は滅諦に對して〕原因の作用があるとい
われるのである。

〔一方, 根の場合は, 枝葉を〕生みだすことが根〔の作用〕であり,〔根に〕それ
以外の作用はまったくないので,〔無生智を〕根と呼ぶことはできないのである。

111) 本項の最初の問答を參照。
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質問。
〔いまあなたが言われたように〕｢無生智は無餘涅槃という結果に對して
根の作用がない｣〔と解釋できる〕として,〔では〕なぜ三種の無漏の根 (未知欲知
根・知根・知已根) において〔阿羅漢の段階の根を〕知已根 (具知根) と呼ぶので
しょうか112)。
回答。無生智は同じ種類のもの (無生智) が連續して起こるので, 根と呼ばれる
のである。しかし〔これは, 修行道の〕最後の〔段階 (阿羅漢) における〕悟り (無
生智) に〔同じ種類のものを〕生みだす作用があるから, やはり根と呼ばれる〔と

。〔無生智は, すでにあらゆる煩惱を〕除去して〔もはや知るべき
いうにすぎない〕
ことがない〕(無生) ということを〔觀察する〕ためにのみ〔起こるの〕であり, けっ
して未來〔の生存〕を生みだすことはないのである。

1.2.4.2. 道諦の本質 (戒・定・慧) (128-133)
質問。
〔あなたは〕上〔の ｢章｣ 〕において, ｢戒・定・慧 (三學) が道諦の本質で
ある｣ と言われましたが113),〔これは修行道の〕どの〔段階における〕戒などを根
據として〔三學が〕道諦〔の本質である〕と〔規定〕されたのでしょうか。
回答。
〔修行道における〕道諦の範疇を判定すると, 聞慧 (隨信行),〔つまり修行
者が三學の學修から〕後退することがない〔境地〕(行須陀洹) の最初〔の段階〕
から,〔究極の境地である〕無生 (阿羅漢) にいたるまでが, 道諦の範疇である114)。

〔したがってこれらの段階における三學が道諦の本質である。〕
〔一方, 〕それ以外〔の段階〕,〔つまり〕乾慧地 (凡夫地)115) 以前においては
112) 뺷成實論뺸 想陰品。
又三無漏根中說, 未知欲知根, 知根, 知已根。皆以知爲名。(T32, 281b)
113) この質問も講説者が ｢章｣ で述べた内容を前提とすると考えられるが, ｢章｣ の文章は現存しない。
114) 뺷成實論뺸 分別賢聖品。
行須陀洹有三種人。一隨信行, 二隨法行, 三隨無相行。(T32, 245c)
信行者,〔……〕是人在聞思慧中正觀諸法, 心忍欲樂, 雖未得空無我智, 能生世間似忍法心。自此以來,
名過凡夫地。
〔……〕要必當得須陀洹果。(T32, 245c)
法行者, 是人得空無我智, 在煖頂忍第一法中隨順法行, 謂空無我等。是名法行。(T32, 245c)
是二行人入見諦道, 見滅諦故, 名無相行。(T32, 245c-246a)
若盡斷滅一切煩惱, 名阿羅漢。(T32, 246b)
115) 뺷大智度論뺸 卷四十九。
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〔修行者が三學の學修から〕後退し〔三學を〕喪失することがありえるので,〔こ
の段階における三學は〕すべて集諦なのである116)。

質問。
〔いまあなたが言われたように〕｢性地 (隨信行) 以後〔における三學〕
が道諦〔の本質〕である｣〔と解釋できる〕として,〔その三學は〕すべて眞道

(眞の道諦) であるのでしょうか。
回答。そもそも悟り〔の心〕には〔作用が〕強いものと〔作用が〕弱いもの

〔という區別〕があり, 智には明瞭なものと蒙昧なもの〔という區別〕がある。
強い悟り〔の心〕は形相〔に對する執著〕によって〔正しい理解が〕さまたげら
れることがないので眞道であり, 弱い悟り〔の心〕は形相〔に對する執著〕によっ
て〔正しい理解が〕さまたげられることがあるので名字道 (假に名づけられた道諦)
である。したがって見諦道 (見道) 未滿〔における三學〕は名字道であり, 隨無相
行 (見道) 以上〔における三學〕は眞道であると規定される117)。

〔一方, 〕滅諦 (涅槃, つまり擇滅) は無爲法であり, 無爲法は形相〔に對する執

地有二種。一者但菩薩地, 二者共地。共地者, 所謂乾慧地乃至佛地。(T25, 411a)

116) 直後の問答の内容も含め, 本文獻の修行道位說と集諦・道諦との對應關係をまとめると表7のとおり
である。
表7

四行四得
凡夫地 (退沒不定)
行須陀洹 (不退)

三慧 · 三道

共の十地

四諦

――

乾慧地

集諦

隨信行

聞慧・思慧

隨法行

修慧 (四現忍)

隨無相行

見諦道 (見道)

須陀洹

行阿那含

八人地

薄地
思惟道 (修道)

道諦
眞道

離欲地

阿那含
行阿羅漢
阿羅漢 (無生)

名字道

見地

行斯陀含
斯陀含

性地

無學道

已作地

117) 直前の注を參照。
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著〕によってさまたげられることがないので, 眞〔の滅諦〕(眞滅) と僞 (假)〔の滅
諦〕(名字滅) という區別があるとはいわないのである。

1.2.5. 四諦とその必要條件 (134-137)
質問。
〔あなたが〕苦諦と道諦とについてはその必要條件を論じ, 集諦と滅諦と
については〔その必要條件を〕說かないのは, どうしてなのでしょうか118)。
回答。苦諦 (苦) は〔特殊な條件である〕色法〔など〕から起こるが,〔苦と色
法とは〕いずれも過去の〔煩惱と業という原因が引きおこした〕結果であるので,
苦諦についてはその必要條件 (色法) を論ずるのである。

〔一方, 〕集諦 (煩惱と業) が起こるのも, やはり特殊な條件である色法などから
煩惱と〔業と〕が起こるのであるが,〔そもそも〕色法は〔煩惱と業という原因か
ら〕作りだされたものであって結果であり, 集諦は〔色法を引きおこすという〕特
質〔を有するもの〕であって原因である。原因 (集諦) と結果 (色法) という違いが
あるので, 集諦についてはその必要條件 (色法) を論じないのである。
滅諦 (涅槃) は段階的なものではないので, 滅諦についてはその必要條件を說か
ない。

〔一方, 〕悟りの心 (道諦) は起こすことが難しく,〔必ず段階的に作用が〕弱い
ものから〔作用が〕強いものへと進んでゆく。強い悟り〔の心〕が起こるのは,

〔初めにまず〕弱い悟り〔の心を起こしたこと〕によって〔その強い悟りの心
が〕發動するので, 弱い悟り〔の心〕を道諦の必要條件と〔規定〕するのである。

1.2.6. ｢諦｣ の意義 (137-144)
質問。
〔あなたは〕上の ｢章｣ において, ｢苦〔や集 (煩惱と業)〕など〔の法〕

(心法) は〔それらが實在するという〕誤った〔理解〕を指し示す〔ことができる〕
ので 뺷諦뺸 (眞理) である (苦諦・集諦, つまり苦という眞理と集という眞理)｣ と言わ

118) この質問も講説者が ｢章｣ で述べた内容を前提とすると考えられるが, ｢章｣ の文章は現存しない。
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れましたが119),〔だとすると〕瓶や甕 (かめ) などの法 (色法) も〔それらが實在す
るという〕誤った〔理解〕を指し示す〔ことができる〕ので ｢諦｣ であるはずで
す (瓶諦・甕諦)。
回答。
〔そもそも〕苦や集などの法は〔眞諦の觀點からみれば〕存在しないが,

〔俗諦の觀點からみれば〕道理上, たしかに存在するので, ｢諦｣ (俗諦) と〔規定〕
することができるのである (苦諦・集諦, つまり苦という俗諦と集という俗諦)。た
とえば妄語 (噓)〔という現象〕(口業) は〔眞諦の觀點からみれば〕存在しないが,

〔俗諦の觀點からみれば〕妄語〔という現象〕がたしかに存在するのである (集諦)。
また別の解釋もある。
〔そもそも〕苦〔や集〕など〔の法が假名 (俗諦) である
こと〕を正しく理解すれば, 眞實の悟りを起こし, 虛妄である煩惱を除去すること

〔つまり苦や集などの法は〕第一に〔俗諦の觀點からみれば〕道理上,
ができる。
たしかに存在し, 第二に〔それを正しく理解することによって〕虛妄である煩惱を

。この二つの意義をそなえてい
除去する〔ことができる眞理 (俗諦) なのである〕
るので, 苦〔や集〕など〔の法〕は〔眞諦の觀點からみれば〕存在しないが,〔俗
諦であるという事實を〕重視して ｢諦｣ と〔規定〕することができるのである。

質問。
〔いまあなたが言われたように〕｢二つの意義をそなえているので, 苦〔や
集〕など〔の法〕は 뺷諦뺸 である｣〔と解釋できる〕としたら, 五陰・十八界・十
二因緣・六度 (六波羅蜜) などの法もその二つの意義をそなえているので, ｢諦｣ で
あるはずです (五陰諦・十八界諦・十二因緣諦・六度諦)。
回答。
〔そもそも〕五陰・十八界・十二因緣・六度などの法はいずれも〔すぐれ
た素質を持つ者を對象として, それらの法が〕空 (眞諦)〔の觀點からみれば存在し
ないこと〕と假名 (俗諦)〔の觀點からみればたしかに存在すること〕とを〔均等
に〕明らかにする〔ために說かれた〕ものである。したがって五陰など〔の法〕
を ｢諦｣ (二諦のいずれか一つ) と規定することはないのである。

119) この質問も講説者が ｢章｣ で述べた内容を前提とすると考えられるが, ｢章｣ の文章は現存しない。
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〔一方, 〕苦や集など〔の法〕は, 素質が劣る者を對象として,〔俗諦の觀點か
らみればそれらの法が〕たしかに存在するということを重點的に明らかにする

〔ために說かれた〕ものであり,〔眞諦と俗諦とが〕均等〔の價値を持つ〕と論
ずることはない。したがって苦〔や集〕など〔の法〕は〔俗諦の觀點からみれば
それらが〕たしかに〔存在する〕ということを明らかにするものであることから,

〔俗諦であるという事實を〕重視して ｢諦｣ (俗諦) と規定されるのである。
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Abstract

A Critical Edition and Translation of the Dunhuang
Manuscript Stein 2463 Chengshi lun zhang (成實論章) (I):
The Four Truths
IKEDA, Masanori
Lecturer, Department of Philosophy and Religious Studies,
Minzu University of China

The most significant text in the Chinese study of Abhidharma might be
Harivarman’s (4 C.E.) *Satyasiddhiśāstra, translated by Kumārajīva (344?-413?),
which flourished in the first half of the Nanbei era, encompassing the Liu Song (劉
宋), Southern Qi (南齊), Liang (梁), and Northern Wei (北魏) dynasties. However, its

overall characteristics are hard to grasp since most of the texts written in this era
have been lost, except for the eight individual fragments found in Dunhunag and
Turfan. Among these eight, in this paper, I examine the Stein 2463, Chengshi lun
zhang (成實論章, the Zhang[章]-style Commentary on the *Satyasiddhiśāstra,
provisional title).
In the first section, I discuss basic information such as the chronology, regional
provenance, and the background of the text in order to lay the foundation of this
research. The findings can be summarized as follows:
1. The fragment was composed in the Northern Wei dynasty between 494 and
535 C.E., where Luoyang (洛陽) was defined as the capital.
2. The fragment can be regarded as a record of the lectures that the master monk
gave his disciples.
In the second section, I provide the critical text of the first chapter of the
fragment, “The Four Truths” (provisional title).
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Finally, in the third section, I provide the entire translation of this critical text of
“The Four Truths.” Further research and the critical edition and translation of the
rest of the text will be presented in a subsequent paper.
Keywords

Chengshi lun zhang, Dunhuang manuscript, Northern Wei, Satyasiddhiśāstra, Stein 2463, the
four truths, zhang-style commentary
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