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していった平家一門の命運を︑仏教の真理観の一つである﹁諸行無常﹂

ユ
﹃平家物語﹄の巻第一からの引用である︒﹁盛者必衰﹂の理に従い滅亡

の名の下に詠じたものとして︑今日に至るまで広く人口に膳麦されて

全体の構成

一．問題の所在1︿平家物語的諸行無常﹀理解の功罪

きた︒

二．諸行無常の原語
ニー一．コ切のサンスカーラは①巳昌鋤である﹂

ニー三．鋤巳塩町

は時代背景とも相応しながら︑﹁無常﹂に纏わる多くの作品が著された︒

の﹃平家物語﹄のみには止まらない︒特に平安末期から中世にかけて

日本文学史において﹁諸行無常﹂﹁無常感﹂を吐露する作品はただこ

三．諸行無常の意味

鴨長明の手になる﹃方丈記﹄︵一二一二年︶も︑人生・人間一般の﹁無

ニー二．サンスカーラ

三1一．四法印

常感﹂を表明した代表作の一つである︒

中世日本における﹁無常感﹂﹁諸行無常﹂受容・解釈の一端を紹介し

以上︑﹃平家物語﹄﹃方丈記﹄という代表的な二作品より引用しつつ︑

なし︒世中にある人と栖と︑またかくのごとし︒

に浮ぶうたかたは︑かつ消えかつ結びて︑久しくとゴまりたる例

ゆく川の流れは絶えずして︑しかも︑もとの水にあらず︒淀み

︵3︶

三一二．釈尊の遺言
四．今後の課題ーサンスカーラと時間

竭閧ﾌ所在1︿平家物語的諸行無常﹀理解の功罪
娑羅蔓樹の花の色︑盛者必衰のことはりをあらはす︒

た︒いずれの場合においても﹁権力︑生命を含め︑世の中のあらゆる

舐園精舎の鐘の聲︑諸行無常の響あり︒

おごれる人も久しからず︑只春の夜の夢のごとし︒

永続することはない︑いっかは優く消え去っていく︒﹂という意味で﹁諸

ものは変移していってしまい︑いつまでも存在していることはない︑

かつては栄華の絶頂を極めた平家一門も︑源氏を中心とする勢力に

行無常﹂を理解している︒しかもその理解はただ中世のみに特有なも

たけき者も遂にはほろびぬ︑偏に風の前の塵に同じ︒

よって都を追われて敗走し︑遂には壇ノ浦において一門の滅亡という

のではなく︑﹁諸行無常﹂という真理観に対する︑今日においても広く
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認知された理解と考えて大過ないであろう︒以後︑﹁諸行無常﹂に対す

解されてこなかったのではないかと考えるのである︒そこで本稿を

まい︑﹁諸行無常﹂が本来開顕すべきであった意味が日本では十分に理

剥s無常﹂再考﹂と題し︑一度仏教の原点であるインドの地平に立

る﹃平家物語﹄﹃方丈記﹄的理解を︑︿平家物語的諸行無常﹀理解と呼
る

称することとする︒

さて︑これまで仏教という宗教文化をインドの言語ならびに文化理
解に基づく﹁インドの地平︑インドの脈絡﹂から考察してきた筆者は︑
日本における︿平家物語的諸行無常﹀理解を概観してみて︑それが﹁諸

ち戻ることによって︑﹁諸行無常﹂のより正確な理解を目指す一試論と
してみたい︒

D諸行無常の原語

ある以上︑原語・原義のみでそのことばの抱えうる意味全てを網羅す

義者﹂ではない︒そもそもことばというものが文脈の中で働くもので

おいて捉えなくてはならない﹂と頑なに主張する﹁原語・原義絶対主

抱くようになった︒もちろん筆者は︑﹁ことばは必ずその原語・原義に

あるいは︑真意の一部しか反映していないのではないかという疑問を

が﹁行﹂の︑後者の餌飴煮9が﹁無常﹂の訳語に対応しており︑この二

数・主格形︵口08・℃ピヨ．︶を表している︒そして前者のサンスカーラ

主格形︵⇒08も一．ヨ●︶を︑①三蔓91廿が⇔巳声門という形容詞の男性・複

し︑ω蝉ぢω冨鼠︵廿︶がω鋤ぢω轟轟︵サンスカーラ︶という男性名詞の複数・

鋤巳蔓乱臣という︒そのうち︑ω霞く甲はコ切の︑全ての︑諸々の﹂を表

﹁諸行無常﹂はインドのサンスクリット語ではω重く鋤ω鋤琶ω冨鼠

二一一．＝切のサンスカーラは9良著9である﹂

ることなど到底不可能である︒しかし同時にわれわれは︑︿平家物語的

つのタームをどう理解し解釈するかが﹁諸行無常﹂理解の鍵となる︒

︵5︶

諸行無常﹀が日本中世という時代性を強く反映した一理解︑一解釈に

そこで少々無骨とは言え︑﹁諸行無常﹂を当面︑

ばが文脈の中で働くという基本原則を無視した︑﹁原語・原義絶対主義

的諸行無常﹀理解のみをもってこと足れりとするならば︑それはこと

立ち戻ってみたいと思う︒ことばの形態・音声を通じた表象機能や想

諸行無常﹀を極力離れて︑試みに﹁インドの地平︑インドの脈絡﹂に

と置き換えることによって︑これまで長く親しんできたく平家物語的

一切のサンス公差ラは鋤望事鋤である

者﹂と同様の誤謬を犯すことになるからである︒しかも﹁諸行無常﹂

起作用は非常に強力であり︑﹁諸行無常﹂﹁しょぎょうむじょう﹂を一

←

の場合︑︿平家物語的諸行無常﹀理解からは漏れてしまった意味の中に

旦離れることなしには︑その形態・音声と結びついた︿平家物語的諸

諸行無常

こそ︑このことばを特定の時代背景に基づく限定・束縛から解放し︑

行無常﹀からも離れることが難しいからである︒

的真理観へと回帰させる鍵があると考えられるのである︒したがって

である﹂と置き換えたので︑本節以降で﹁サンスカーラ﹂と﹁9巳蔓9﹂

さて︑前節において﹁諸行無常﹂をコ切のサンスカーラは鋤魚文①

筆者は︑︿平家物語的諸行無常﹀が日本に﹁諸行無常﹂ということばや
考え方を広く根付かせる重要な役割を果たしたことを認めながらも︑

二一二．サンスカーラ

仏教という国家・民族の枠を超え広く伝播していった世界宗教の普遍

とはなっていないことをも認める必要があるだろう︒もし︿平家物語

過ぎず︑﹁諸行無常﹂ということば・考え方を過不足なく表現したもの

呼べないものの︑必ずしもその真意を捉えてはいないのではないか︑

行無常﹂という仏教の基本的真理観に関して︑決して間違いとまでは

「「

その影響力の強さがかえって﹁諸行無常﹂の一側面のみを強調してし
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について順次考察していくことにしよう︒
作る︶とい

二つの方法で正しく観察し︑怠ることなく励み︑専心するならば︑

以下の果報のうちのいずれかを期待することができる︒すなわち︑

︵一︶現世における︹覚り︺︑あるいは︑︵二︶煩悩の残りがある

サンスカーラω鋤日ω冨鑓は語源的には︑︽買︵8ヨ鋳Φ
う動詞にω鋤ヨー︵ooヨ二七①牙 完全に︑全く︑見事に︶という接頭辞が

場合には迷いの生存に二度と戻ってこないこと︑という果報であ

苦の撃滅が実現できる︒このことをありのままに︵如実に︶知っ

切のサンスカーラを鎮め︑︹苦の生起に至る︺想を止めるならば︑

﹃苦はサンスカーラに縁って起こる﹄というこの禍を知り︑一

くなる︒︵刈ら︒H︶

のである︒諸々のサンス三三ラが滅すれば︑苦が生ずることもな

﹁何であれ苦が生じるのは︑全てサンスカーラに縁って起こる

ように︹偶頒を︺説いた︒

世尊︵シャーキャムニ︶はこのように説いたのち︑さらに次の

る︒﹂

ついた語学ぢω‑︽茸より派生した名詞で︑﹁完全に作り上げること︑全
く作り上げること︵胃8霞ぎαQ噂ヨ鋤評言σq℃臼噛①oけ︶﹂が語源第一義的意

︵6︶
︵碧8ヨ9ωゴ白Φ耳︶﹂という意味を持ち︑また︑﹁もともとないのに一

味となる︒それは﹁不完全なものを完全にする﹂という点で﹁完成
から全く作り上げてしまう﹂という点で﹁虚構︑潜在的形成力・形成
作用︵①ヨΦ雪竿oo託霞目蝉鉱80﹃oお鋤鉱︒昌○︷9Φ巳巳︵ω＝oゲ鋤ω9讐
︒︷爵①①×8旨巴≦oユP﹃①ひq蝉a巴び︽津①ωお鉾夢︒坦ひqび碧ε繋ぐ昌︒﹃

①×凶ωけ①耳︶︶﹂の意味を持つことになる︒そして仏教の文脈においては後
︵7︶

者の意味が重要となるのである︒

仏教の代表的教説として縁起胃鉾同蔓鋤ω①ヨq8挫鋤︵縁って起こる︶

て︑︵蕊N︶

正しく観察し︑正しく了知する賢者・真の智者は︑魔の仕掛け

説が挙げられる︒縁起説は︑われわれが経験する諸々の事象は︑全て

た繋縛に打ち勝って︑二度と迷いの生存に赴くことはない︒︵記ω︶﹂

に関しても単純なものから複雑なものまでいくつかの発展段階がある︒

縁起の第二支に配当される潜在的形成力・形成作用を意味しており︑

この例を見ても分かるように︑サンスカーラとは苦の原因となり︑

︵8︶

が感受する苦の原因とその止滅とを説明したものであって︑その形式

原因があって起こるものであることを説明したもの︑就中︑われわれ

それらのうちで最も整理され︑かつ一般的なものが十二の支分よりな

︿平家物語的﹀に﹁世の中のあらゆるもの﹂と単純に置き換えるだけ

では︑文意を的確に把握することは難しい︒縁起の第一支︑すなわち

る十二支縁起であり︑サンスカーラはその第二支に配当されている︒

実際の用例を︑最古層の仏典の一つとされる﹃スッタニパータ

苦の根本原因は無明︵蝉≦身鋤

て第二支であるサンスカーラが起こる︒このサンスカーラは︑世界を

こと︒ありのままの世界に対する無知︶であり︑その無明を原因とし

ありのままに理解することができない

留§ミ膏鋤ミ︵経集︶﹄のインドパーリ語原典から訳出して紹介してお
︵9︶

﹁﹃何であれ苦が生じるのは︑全てサンスカーラ︵潜在的形成力・

ありのままに理解できない人間が︑何とかして理解しようとする盲目

こう︒

形成作用︶に縁って起こる︒﹄というのが︹真理に関する︺第一の

世界﹂を形成する力・作用を意味する︒サンスカーラの意味としては

的補償作用に基づいて発動してしまうものであり︑﹁その人にとっての

この﹁潜在的形成力・形成作用﹂が本来的であり︑そこから﹁この形

観察法︵順観︶である︒﹃しかし諸々のサンス令旨ラが残すところ

観察法︵逆観︶である︒比丘︵出家修行僧︶たちよ︒このように

なく離れ消滅すれば︑苦が生じることはない︒﹄というのが第二の
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︿平家物語的諸行無常﹀に慣れ親しんでいるわれわれが犯しやすい過

ちは︑四巳蔓騨を﹁消滅﹂という一方向だけで捉えてしまい︑インドの

成力によって作られたもの︑形成物︑われわれが感知し経験する世界︑
その人にとっての世界08α一口︒里心ひqωも︒口α詳圃︒コ①αωけ讐①ω﹂という意味

看過してしまうことである︒

脈絡において鋤巳貸馬が持つ﹁消滅﹂と﹁生起﹂の二面性・二方向性を

︵10︶

認識作用︶が起こって

が派生するのである︒そして︑この﹁その人にとっての世界﹂を認識
するために︑縁起の第三支である識︵＜冒鋤轟

との間には︑当然のこととして相違・乖離・ギャップが存在するのだ

ていくことになる︒﹁ありのままの世界﹂と﹁その人にとっての世界﹂

を﹁ありのままの世界︑リアルな世界﹂と誤って認識したままで生き

という生滅を繰り返すのであって︑﹁生起﹂と﹁消滅﹂の二面性︑すな
お
わち﹁生滅の繰り返し﹂こそ︑輪廻するものの特質なのである︒それ

輪廻の世界にあっては︑全てのものは生じては滅し︑滅しては生じる

は輪廻ω餌日ω鋤轟︵生まれ変わり死に変わり︶の観念が横たわっている︒

紀元前のヴェーダの時代より今日に至るまで︑インド思想の底流に
︵12︶

が︑その事実に直面したとき︑このギャップを容易に克服・解消する

故餌重書鋤は︑生滅を繰り返して同じ状態にないことの形容句として用

くる︒無明の状態にある人はこのようにして︑﹁その人にとっての世界﹂

ことができないために︑人は苦しむのである︒この︑無明から苦の生

いられるのであり︑消滅するという一方向的意味合いにおいてだけ使

へ

起に至る過程︑及びその岨面とを説明したものが縁起説であり︑サン

われることばではない︒インドの脈絡においては︑鋤巳蔓鋤なものは﹁生

ヘ

スカーラは根本原因である無明に継ぐ第二支として︑極めて重要な位

滅を繰り返す﹂という点において︑永遠でなく︑永続的でなく︑偶発
︵14︶
的であり︑不安定であり︑移ろいやすいのである︒鋤巳蔓鋤の二面性・
︵15︶

ヘ

置を占めていることが分かるだろう︒

二方向性を示す例を﹃ディーガ・ニカーヤb碍ぎ‑寒珍優︵長部︶﹄か

ものであり︑生起と消滅を繰り返す︒﹂

﹁諸々のサンスカーラは鋤巳蔓鋤である︒それは生滅する性質の

ら挙げておこう︒

ヘ

ニー三．9三畠9
次に﹁鋤巳蔓①﹂である︒①巳蔓鋤は巳蔓蝉という形容詞に否定説話が

接続した語であって︑サンス七二ラと比べるとき︑三升P①巳蔓四とも
にインドにおいてははるかに一般的なことばである︒それは巳q自︒が

このように碧淳︽四ということばは︑それが用いられる対象がいつま

でも同じ状態にないこと︑動的空説邑︒な状態にあることを示すこと

﹁内在する﹂を元来の意味に持ち︑インド思想を代表する形而上学的

ぼなのである︒

個人主体︑常一主宰の個人原理︶を形

容する︑あるいは表示することぼでもあるからである︒語源的にこの

三．諸行無常の意味

概念であるアートマン︵響ヨ碧

ような事情を抱えている巳蔓鋤は︑通常の形容詞として﹁常住︑不変︑
永続的︑本来備わっている︑なくてはならない︵8暮ぎ二巴も①壱①ε巴鴇

定語である鋤三q帥は︑﹁永遠でない︑永続的でない︑偶発的な︑不安定

ついて︑原語レヴェルでその用法を見てきた︒それに基づきながら︑

理解するための二つの重要なターム︑﹁サンスカーラ﹂と﹁鋤三聖四﹂に

前章までに︑コ切のサンスカーラは①三身①である︵諸行無常︶﹂を

な︑移ろいやすい︵昌︒辞Φ＜①同勢ω富屋ひq蓉筆圧ωδ口計ooo鋤ωδ昌鉾ぎ9血①葺巴

本章では﹁四法印﹂と﹁釈尊の遺言﹂をたよりに﹁諸行無常﹂の意味

①8﹃⇒鉾ぎく①鼠⇔巨①㍉づづ讐ρぎ臼ωO①昌ω餌包①︶﹂等の意味を持ち︑その否

一座①αq巳餌お￠萱ω⊆黒影ω富げ一ρ巷︒①詳言昌︶﹂等の意味を持つ︒その際︑
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を探っていくこととする︒

いては︑五悪の一々全てが常に同じ状態にはなく︵無常餌三角鋤︶であ

トマンではない︵無我︵非我︶碧騨目四ロ︶とされる︒サンスカーラは

り︑思い通りにならず︵苦α⊆算冨︶︑自己の本体と言われているアー

四番目の行藏に配当されており︑この甘甘説からは﹁諸行無常﹂コ切

三‑一．四法印

○諸行無常：諸々のサンスカーラは同じ状態にない︒

皆苦﹂﹁諸法無我﹂のそれぞれについて︑

法印︶とされており︑さらにコ切皆苦﹂を加えて四法印とも呼ばれ

〇一切皆無：諸々のサンス三二ラは苦である︒

︵あるいは諸法非我︶﹂﹁浬葉寂静﹂と並んで仏教の三種の真理観︵三

る︒それらを理解する場合にも基本となるものはやはり︑第一に挙げ

○諸法無我：色はアートマンではなく︑受はアートマンではなく︑

コ切のサンス二二ラは鋤巳蔓⇔である︵諸行無常︶﹂は︑﹁諸法無我

られているコ切のサンスカーラは鋤巳q四である﹂なのである︒これ

想はアートマンではなく︑サンスカーラはアートマンではなく︑

にならないものはアートマンではない︒アートマンでないもの︑

は何であれ思い通りにならないものである︵一切皆苦︶︒思い通り

スカーラは翁︒巳ξ鋤である︵諸行無常︶︒︵中略︶暴論畠鋤であるもの

せないで︶正しい智慧をもって観察しなさい︒︵中略︶諸々のサン

このように世界をありのままに︵如実に︑サンスカーラを発動さ

私のものではなく︑私自身ではなく︑私のアートマンではない︒

ないものはアートマンではない︒アートマンでないもの︑それは

何であれ思い通りにならないもの︵苦︶である︒思い通りになら

﹁比丘たちよ︒物質存在は餌巳蔓曽である︒①巳昌餌であるものは

順次見ていくことにしよう︒最初は﹃サンユッタ・ニカーや縛︸§ミ§‑
︵16︶
≧母 衣 犠 ︵ 相 応 部 ︶ ﹄ よ り の 引 用 で あ る ︒

にとっての世界﹂では実現可能であると想定していたものが︑﹁ありの

実の世界﹂との間には当然ながら隔たり︵ギャップ︶があり︑﹁その人

思い通りにならず︑また︑﹁その人にとっての世界﹂と﹁ありのままの真

二王ラは発動を抑えようと思っても抑えることができないという点で

って確固としたものではないという点で鋤三豊蝉である︒一方︑サンス

成していってしまうという点で⇔巳q聾であり︑その世界がその人にと

という点で9巳昌鋤であり︑その人がその時々に見たいように世界を形

サンスカーラはその人が無明の状態にある限り常に発動し続けられる

てサンスカーラを発動し︑﹁その人にとっての世界﹂を虚構していく︒

状態にある人間は︑何とか理解しようとする盲目的補償作用に基づい

という解釈が導かれる︒世界をありのままに理解できない無明という

ら三法印あるいは四法印についての説明を︑原典から三例を引用して

それは私のものではなく︑私自身ではなく︑私のアートマンでは

﹁思い通りになるはずなのに︑実は自分の思っていた通りにならない﹂

ままの世界﹂では実現できないという点で思い通りにならない︒この︑

識もアートマンではない︒結局︑一切法はアートマンではない︒

ない︵諸法無我︵非我︶︶︒このように世界をありのままに︵如実

というギャップから発生する苦しみが︑仏教における苦q二寓冨の観

に︑サンスカーラを発動させないで︶正しい智慧をもって観察し
なさい︒﹂

における苦なのである︒そして五図説においては口写q︒︒であり亀ニケー

念の基調となっている︒自分の思い通りにならないこと︑これが仏教

感受作用︵全く①α回忌︶・表象作用︵想ω鋤且鼠︶・形成作用︵行ω餌日ω‑

評冨であるものは第四紀のサンスカーラのみならず︑物質存在・感受

一切法︵われわれの経験・知覚できる世界︶を物質存在︵色昌B︶・

惹轟︶・認識作用︵識く巷鋤慈︶に分類する五薔O巴︒鋤ω冨コ穿鋤説にお
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のであるはずであり︑また︑それは個人原理・自分自身であることか

ートマンがあるのであれば︑それは輪廻を越えて永続する巳昌鋤なも

原理である常一主宰のアートマンを発見することはできない︒もしア

ているのである︒そのような世界のどこを探しても︑形而上学的個人

経験し知覚できる世界全てが餌巳蔓餌でありα⊆廿ぎ冨であると説かれ

作用・表象作用・認識作用を合わせた五悪全て︑すなわちわれわれの

われわれの経験できる世界に常一主宰の個人原理アートマンを見いだ

ができれば︑⁝⁝以下同文︵第b︒刈︒︒偶︶︒そのような次第であるから︑

しい智慧をもって理解し︑サンスカーラの無軌道な働きを鎮めること

た世界とありのままの世界との間にはギャップがある︒そのことを正

偶︶︒サンスカーラは勝手に湧き出してしまい︑それによって虚構され

を見ることのできる状態・浬葉口置く鋤Bへと至ることができる︵第Nミ

って虚構されていない︵汚されていない︑清浄な︶ありのままの世界

第三例として︑釈尊入滅前後の事歴を記した﹃大豊浬葉経︵ミ貸ミー

四法印がそれぞれの関係も含めて謳われていることが知られる︒

ぼ︑⁝⁝以下同文︵第卜︒謬偶︶︒このように﹃ダンマパダ﹄においては︑

に見て︵諦めて︶︑サンスカーラの無軌道な働きを鎮めることができれ

せるはずがない︒見いだせないものを﹁見いだせないのだ﹂と明らか

ら︑自分の思い通りになるはずだからである︒
次は︑先の﹃スッタニパ二戸留§§母漸ミ︵経集︶﹄と並んで最古層の

仏典の一つと言われる﹃ダンマパダbぎミ§愚亀§︵法鼓経︶﹄から︑第
︵17V
鴇b︒刈︒︒鴇b︒浮気を引用する︒

コ切のサンスカーラは四巳蔓鋤である︵諸行無常︶と正しい智
慧をもって理解するとき︑人は苦を遠離する︵現実とのギャップ

ものであり︑生起と消滅を繰り返す︒それらの鎮まった状態が安

﹁諸々のサンスカーラは心気着尺である︒それは生滅する性質の

︵18︶
魯識ミき§毯ミミ§ミ︶﹄より引用する︒

一切のサンスカーラ︑及びサンスカーラを発動させて構想した

楽︵艦影︶なのである︒﹂

たときに︑われわれはもはやサンスカーラに惑わされることなく安定

は︑自分勝手に・無意識に・知らず知らずに自分の都合のよいよ
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がなくなり心が鎮まる︶︒これが清浄︵浬葉︶への道である︒︵卜︒ミ︶

って理解するとき︑人は苦を遠離する︒これが清浄への道である︒

世界は思い通りにならないα昌評冨︵一切皆苦︶と正しい智慧をも

われわれの経験できる世界にアートマンは見いだせない︵諸法

した心の状態を手に入れることができる︒この状態を仏教では﹁浬葉

サンスカーラに基づく世界把握を鎮め︑ありのままの世界が顕現し

無我︵非我︶︶と正しい智慧をもって理解するとき︑人は苦を遠離

寂静﹂と表現するのである︒

︵旨︒︒︶

する︒これが清浄への道である︒︵トのお︶﹂

ここまでの考察を通じて︑われわれは四法印について以下のように
解釈することができるだろう︒

四法印

れば︑その結果﹁ありのままの世界﹂が顕現することでギャップがな

うに︵無常①巳昌㊤︶発動される︒そのため︑その形成力および形

寂するために発動する潜在的形成力︵サンス三唱ラω鋤日ω冨轟︶

○諸行無常ω鋤﹃＜器簿日ω評91鼠曽巳蔓魯11われわれが世界を構築し把

くなり︑苦のない状態・心が安定し鎮まった状態・サンスカーラによ

慧をもって理解し︑サンスカーラの無軌道な働きを鎮めることができ

い﹁その人にとっての世界﹂を虚構してしまう︒そのことを正しい智

常に湧き出しては消え︑消えては湧き出し︑決して確立することのな

るとき︑その補償作用として働く形成作用・形成力サンスカーラは︑

人が真実をありのままに理解することのできない状態︵無明︶にあ

卜。

「諸行無常」再考

成することはなく︵無常窪詳旨︶︑それらを手に入れて思い通りに

成された世界はいつも同じ状態にはなく︵無常鋤巳蔓鋤︶︑決して完

に惑わされないように十分に気をつけて修行を完成させよ﹂との教誠

えては湧き出し︑お前たちの目を眩ませる︒そのようなサンスカーラ

釈尊の最期のことばは︑﹁サンスカーラは常に湧き出しては消え︑消

であったのだ︒釈尊がいかにサンス自重ラを重要視していたかが︑こ

することはできない︵無常心血蔓鋤︶︒
〇一切皆苦ω霞く蝉ω鋤ぢω評鋤﹃91α忌評ゴ低目サンスカーラを発動させて

︿ありのまま旨夢鋤びげ口βの世界﹀との問にはギャップがあり︵苦

な発動・暴走を抑え続けながら︑縁起説︑五薔説︑四法印などの教説

で成道した︒彼は成道して仏陀となった後も︑サンスカーラの無軌道

釈尊はサンスカーラを鎮めて明らかに︵諦らかに︶世界を観ること

の遺言からも窺えるであろう︒

割算冨︶︑自分勝手に想定した通り︵サンスカーラの通り︶にはな

自分勝手に構築した世界︵サンスクリタω①ぢω胃8した世界︶と︑

らない︵苦α二四冨︶︒

スカーラが重要な位置を占めていたことは︑本稿において見てきたと

○諸法無我ω霞く巴ゴ碧891餌コ91粗目91口魯囲われわれが経験し知覚でき をもって弟子たちを教化し続けた︒そのいずれの教説においてもサン

る世界︵諸法ω碧く鋤ユ冨﹃8鋤︶のどこを探してもアートマン︵自分

おりである︒そして入滅の時に至っても︑釈尊はサンスカーラにくれ

行無常﹂のより正確な理解を目指すという本稿の当初の目的は︑前章

︿平家物語的諸行無常﹀を一旦離れてインドの地平に立ち戻り︑﹁諸

四．今後の課題ーサンスカーラと時間

入滅に至るまで﹁諸行無常﹂だったと言える︒

い︑そして弟子たちに繰り返し説いてきた教説の中心事は︑成道より

ぐれも気をつけるようにとの教誠を遺している︒釈尊が常に注意を払

の思い通りになるもの︶は見いだせない︵無我︑非我鋤畠ヴ
目塞︶︒

○浬増加寂静鍬耳生日三﹃＜習pヨーーサンスカーラの生滅が鎮まり︑あり

のままの世界との乖離が止滅して心が惑わされることがなくなつ
た状態が浬葉である︒

以上でコ切のサンスカーラは鋤巳身①である﹂の意味が確かめられ
たので︑今後改めて﹁諸行無常﹂ということばを用いることとしたい︒

までの考察をもってほぼ達成されたものと思う︒さらにその過程で︑

﹁諸行無常﹂を機軸とする四法印や釈尊の遺言の意味も確認すること

三‑二．釈尊の遺言
三十五歳で成道して仏陀となり︑四十五年間に渡って人々を教化し

ができた︒しかしすでに下田ロ㊤㊤︒︒﹈が指摘しているように︑サンス

カーラは時間の観念とも密接に結びついているものなのである︒紙面

てきた釈尊は︑八十歳で入滅するに際して極めて簡潔なことばを遺し
︵19︶

ている︒

の制限と︑議論の枠を拡げすぎて焦点をぼかしたくないという意図も

に関わる問題については扱いをあえて留保することとした︒サンスカ

そのとき世尊は弟子たちに語りかけた︒﹁さあ︑修行者たちよ︑

ーうと時間の問題については稿を改めて臨むこととしたい︒そこでは

あり︑本稿では主にサンスカーラと世界把握の問題に的を絞り︑時間

をつけて修行を完成させなさい︒﹂これが如来︵β9鋤ひq鋤冨

世界把握及び時間の両視点を合わせ持った︑四法印や釈尊の遺言に関

お前たちに告げよう︒諸々のサンスカーラは無常である︒常に気

を完成させてありのままに理解した人1一仏陀釈尊︶の最期のこと

修行

ばであった︒
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する総合的解釈を提示することが可能となるであろう︒

上︵日本古典文学大系32︶﹄︑岩波書

西尾實
ロ㊤零﹈

ロ㊤︒︒出

﹃方丈記 徒然草︵日本古曲ハ文学大系30︶﹄︑岩波

﹃ブッダのことば﹄︑岩波文庫︒

書店︒

﹃パーリ語文法﹄︑山喜房仏書林︒

＞Zo80昌昏①ωきω町方自︒﹁創Z学↓く鋤﹂

誉ミミミ9ミQ出§Q適ミミO識§ミ︑い訂蔚耐藤謬

‑NOO・8あ刈・

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

苦︑人間の煩悩と悪を現出するにいたった︒それは頽廃しゆ

へ

やがうえにも露呈し︑いまだかってないほどに人生の無常と

ヘ

大きく浮かびあがる︒かくして平安文化は︑繁栄の末路をい

しかれた世ならばさほどのこともない天災地変も︑そこでは

会を動乱のちまたと化し︑不安の渦中におとしこむ︒善政の

治世の位にあるもの︑政権の座をしめるものの退廃は︑社

崩壊期に含め︑人間没落の歴史とみなすゆえんである︒︵中略︶

つたといえよう︒＝八五年の平家滅亡までは︑古代貴族の

家の出現は下降・没落の歴史の上に咲いた最後のあだ花であ

し︑崩壊してゆく貴族と運命を共にした︒その意味では︑平

家の全盛を招くが︑その平家は古代貴族の風をまねて貴族化

は︑結果としては武士の中央進出・政権獲得をうながし︑平

ニテノミアランズル﹂︵第三︶とのべている︒保元・平治の乱

の中で︑﹁保元以後ノコトハ︒ミナ乱世ニテ侍レバ︒ワロキ事

史哲学書ともいうべき﹃愚管抄﹄︵一二二〇︶を著したが︑そ

藤原貴族の出身で天台座主となった慈円は︑日本最初の歴

︵2︶田村ロ㊤O㊤二〇N山Oω﹈は次のように論じている︵傍点筆者︶︒

︵1︶引用は高木ロ㊤＄日︒︒ω﹈に拠った︒

口罵り﹈

ロ㊤団﹈

中村元

水野弘元

︿略号及び使用テクスト﹀
b讐‑書誌鼻ω＜○ジ℃勺鋤財↓①×けω09①蔓vい︒旨αo⇒・
国鋤轟L≦・

ロ㊤零﹈ ﹃パーリ語佛教辞典﹄︑山喜房仏書林︒

﹃平家物語
店︒

﹃日本仏教史入門﹄︑角川書店︒

注

い冨ミ勘ミミー章魚鼻窃く︒ジ導勺鋤＝↓o×什ωoユΦq鴇い︒ロαo戸
bぎ§ミ§亀§M勺①＝目①×けωoαΦ蔓鴇い︒づαo戸

いミミミ母絢ミ勺鋤嵩↓①答ω09①q鴇い︒口αoρ

切碁ミ膏§§鳴§ミいミ§ミ＜oピく押℃oo口P目リミ．

O貯鉱︒昌目零Z①≦＝鋤く①戸一回ω●
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卜O識ミミ寄鳶b母§ミ亀§①α●＜'↓冨g評づΦおOo需亭
げ鋤ひQ①員一㊤卜○心一●

﹄い時津瀞ミヤ肉筆駐謡b蹄職︒§蟄§巴﹂≦﹂≦○巳①で芝＝一冨日ρ
O×ho a 博 一 〇 ︒ 8 ・

寒Q聖ミぎ︑留ら暗耐︑砺寒︑㌣爵︑箇簿b母き謡匙§ΦR菊び図ω
U自︒＜己ω鋤昌αぐく・ω8αρい︒昌血oP一㊤卜○一●

雲井昭善

ロリ㊤︒︒﹈ 古代インドの時をめぐって︑﹃地球化時代のキリ

ロ㊤＄﹈

ロ㊤＄﹈

高木市之助・小澤正夫・渥美かをる・金田一春彦

ト︒一ト︒︒

スト教‑自己変成の途1﹄︑春秋社︑署．一㊤や

下田正弘
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「諸行無常」再考

く貴族だけでなく︑社会全般をおおいつくすものとなった︒

すべてのものが人生の無の深淵︑人間の限界状況の前に立た

ロ㊤零

︒︒OO﹈を参照した︒

︵8︶仏教における苦α昌喜四とは︑単に苦しみとか苦痛の意ではない︒

本稿の議論を一部先取りするかたちになってしまうが︑仏教にお

ける苦とは︑現実の世界と自分の思い描いた世界︵サンスカーラ

されて︑ふるえおののいたのである︒
︵3︶引用は西尾ロ㊤昭

した世界︶との問にギャップがあること︑および︑そのギャップ

器﹈に拠った︒

︵4︶﹁諸行無常﹂を情緒的に捉える傾向は︑別段﹃平家物語﹄や﹃方丈

のせいで現実の世界が自分の思い通り︵サンスカーラの通り︶に

︵9︶旨ぢ評厳9費葵毒言ω鋤ヨ喜︒ミω普ぴ鋤日ω朔日写鋤轟︒鋤8昌倒鉱

記﹄に限ったものではなく︑また︑﹃平家物語﹄に始まったもので

を任せ︑人生の優さの中に浸る﹁無常歌﹂が多く見られ︑﹁諸行無

鋤賓鋤目Φ犀鋤コ⊆O鋤ωω帥コ鋤＼ω9ぢ貯げ鋤感p鋤ロ酷く①＜愛戯ω①ω餌≦感ひq鋤巳﹃oαゴ鋤

ならないことを指す︒

常﹂の情緒的感情的受容の一端が伺える︵﹃万葉集﹄に関して田村

口︑讐け三韓蝿細評ず器ω餌ω①日σげ鋤く︒菖餌団二日山杖追思昌⊆b器ω①p鋤＼＼Φ＜①日

もない︒例えば﹃万葉集﹄には人生の無常に対する悲哀の情に身

ロリ＄ 紹凸︒︒﹈を参考にした︶︒したがって︿平家物語的諸行無常﹀

ω鋤爆撃鋤血く①く讐鋤ロニO鋤ωω言︒

び窪評評げ二昌︒

という表現も︑日本に広く見られる﹁諸行無常﹂の情緒的感情的

①OO鋤白讐寅ωω鋤理91bぎOづ①匡8け富ωω鋤く畔鋤﹃讐○α＜ぎコ餌ぢ℃ゲ巴町

σ三評障げ①＜①

理解を︑後代への影響力を考えた上で︑﹃平家物語﹄という一軍記

昌鋤ぢ鋤諏識讐霞餌ぢ℃ゴ巴四日℃鋤骨貯①日吋び鋤日＼＼臼雪げ①︿蝉自鋤8ヨ①

賓①信脚厳︒凶α＝評犀げ①ぢω①ヨぴ﹃o口ωpびび七日ω鋤日評げ騨90鋤8鋤︽鋤＼

三9招く讐く鋤ω二ひq讐○①9鋤づ餌鑓ぢ︒富αp︒＜o＄ω讐毎91＼＼

鋤諏コ鋤＼ω讐幽く鋤＝O鋤凸ωΦω①①山門ひq918津鋤口＼＼こ固目鋤く︒＄ぴゴ曽ひq9＜鋤＼

評げ︒

物語に代表させた呼称であることを確認しておきたい︒
︵5︶サンスクリット語の発音は︑概ねローマ字表記通りでよい︒もち

ろん日本語とは言語グループを全く異にするため正確な転写は不
可能ではあるが︑﹁ω白く霧①ぢω惹感⇔巳昌91廿﹂の場合︑近似的に﹁サ

ω四ヨ評げ91﹃鋤昌鋤ヨ巳﹃O亀ゴ①昌9昌．讐砕匡鳥二評評げ餌ωω鋤ω鋤ヨσげ蝉くO＼＼︵刈ω一︶

①曲目叫α冒鋤く鋤︒8諏簿く羊蹄信心犀げ①ぢω鋤ぢ喜鋤轟℃碧Sく倒＼◎︒曽げσ甲

アニティや二塁﹂となる︒このように︑

インド哲学仏教学の研究論文としては若干異例ではあるものの︑

ω9日評げ91轟ω四∋市田倒ω鋤骨諏91︽蝉二弓舘︒穿騨ロ聾＼①＜四日α￠評評げ①評評げ①︽○

ルヴァサンスカーラー

国際文化学部の紀要論文として︑多彩な分野の研究者を当初より

げ︒口Φ富雲量讐く91＜①碧羅①書目ぢ＼＼︵刈ωbO︶

パーリ語についての詳細は︑水野ロ㊤留自門評H㊤O幽ま﹈を参照

アジア諸国に伝わる南伝仏教の聖典記述語・共通語となっている︒

ークリット勺轟胃津くO鼠耳富︶の一つであり︑スリランカや東南

パーリ語は中期インド語︵﹈≦等色Φぎ臼︒︶に属する俗語︵プラ

㎝山お●ド①︶

ヨ鋤轟ω蝉ぢ団︒ひq蝉ぢ昌鋤ひq鋤8げ①口鉱〇二づ鋤びσげ鋤く鋤ロ瓜＼＼︵記ω︶︵留一お・

ω鋤目ヨ鋤α亀①ω鋤くa鋤ひQ二昌︒ω騨目ヨ鋤鎚①諏諏91︽国09⇔9鼠＼第三びげ二団団①

読者に想定している本稿の性格上︑基礎的知識への言及があるこ
とを予めお断りしておく︒
︵6︶サンスクリット語の﹁サンスクリットω鋤口ωパ葺﹂は︑ω日日ω‑︽耳

の過去分詞形鈴日ω茸富︵サンスクリタ︒完壁に作られたもの︑完

成されたもの︶の近代ヨーロッパ語表記であり︑サンスカーラと
語源を同じくする︒
︵7︶ω鋤日ω評鋤轟︵パーリ語ではω巴田鼠轟あるいはω鋤ぢ犀冨鑓︶の語義に

ついては︑ミqミミ一匿ρ︑毯①①らよ①9馨罐卜︒‑罐ω・雲井
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N・ミ︶

﹁生まれた者には死は必定であり︑死んだ者には生が必定で

されたい︒

︵10︶この派生によって︑サンスカーラを︿平家物語的﹀に﹁世の中の

ある︒それ故︑不可避のことがらについて君は嘆いてはなら

甘鋤昌口︵b≧︐一一．一昭●○︒1㊤︶

︵15︶鋤巳8倒く讐自︒ω鋤日評げ鋤感⊆Oづ鋤血餌く鋤︽鋤血ゴ蝉ヨヨヨ○＼ニロO鋤U旨く鋤巳憎ε‑

マンとは卑湿的な概念であることからも確かめられる︒

︵14︶このことは︑鋤巳主監が︑輪廻を通じて変移しない早筆鋤なアート

ない︒﹂

あらゆるもの﹂と解釈することの正当性が生じるのだが︑注意す
べきは︑この場合の﹁世の中のあらゆるもの﹂は﹁サンスカーラ
を発動した人物が主体的に捉えた︑その人にとっての世界﹂であ
って︑客観的な世界観察を前提としていないことである︒われわ
れは世界を客観的な観察対象と捉えがちであるが︑インド思想に
おいては世界を完全に客体視することの方がむしろ稀である︒

︑毯ω㎝切

Ω6H刈一

雲井ロ㊤零

昌09日びげ貯評げ鋤く①鋤巳8二日＼く帥α①巳8日日鐙日置⊆吋﹃び白日＼

なっている︒

︵16︶四法印のうち﹁身祝寂静﹂を除いた三つに関する定型的説明文と
︵11︶巳蔓P①監理蝉︵パーリ語ではそれぞれ巳ooP鋤巳609︶の語義につ
いては︑§ミミト︒ρ罐﹃

罐よ◎ミO﹈を︑巳蔓餌の語源については出舘9﹇H霧㊤﹈を参照し

︵12︶輪廻は人々の過去・現在・未来のあり方に関わる形而上学的観念

ω鋤巨目鋤bO飾釦ゆ鋤く動山荘重心σび鋤'8＼＼・⁝ω鋤︾吋ゴ冬季鋤巳8鋤・'⁝︽鋤亀

ゴ①ヨ①ωヨ一づ鋤ヨ①ωo心事口＼＼①＜鋤ヨ①富無く鋤寸心びげ口鉦日

︽鋤'3匹⊆貯閃げ蝉ぢβα鋤昌鋤ヰ91＼︽餌山餌昌皇︒簿鋤富ぢづΦβヨヨ鋤ヨ鋤器ωo

であり︑形而上学的考察を放棄した釈尊が輪廻の観念とどのよう

た︒

に向き合っていたかは議論の分かれるところである︒しかし︑彼

富ぢコ①888胴長曽口Φωoげ①ヨ鋤ω日一昌鋤日①ωo讐什91鉱＼＼①＜①ヨ

鋤巳8鋤日8日血二愚心げ鋤日＼＜中日α⊆閃評げ四日8α餌昌卑叶91＼︽鋤α碧碧鼠

①8日三四臼鋤びげ91β日ω鋤ヨヨ①OO鋤諏諏鋤く四α露骨げ鋤びび簿日＼＼︵飽く一一一●

のことば︵仏教︶を受け取った人々は︑インド社会に暮らしてイ
ンド一般の思想の影響下にあった人々であった︒そのような人た

旨・ω山①︶

︵18︶四面8鋤く湯口ω鋤骨貯財縛91＝O℃鋤血①＜鋤団鋤亀ず鋤ヨヨ冒○＼⊆Ob鋤ご臨く鋤巳︻ε‑

巳びσぎα暮同α二評評び①①ω四日目ひqσqo≦ω二ααげぐ鋤＼＼︵卜︒謬︶︵bミ︶刈Q︒・一よ︶

ω鋤びび①αゴ鋤ヨヨ鋤鋤逆撃鼠混和鋤ユ倒b鋤諏コ鋤賓蝉O蝉ωω鋤口＼鋤9⇔

巳σびぎα簿圃αロ評評げ①Φω鋤ヨ鋤ひqひqo≦ω二αα霞︽鋤＼＼︵b︒刈QQ︶

ω鋤びび①ω餌ぢ遂げ昼鳶α二巴評げ鋤梓一く鋤α鋤O鋤コ諏91団餌℃①ωω①口＼鋤昏①

巳ぴσヨα讐剛α二評評ゴΦ①ω鋤ヨ9ひqひqo≦ω二血αぼ賓91＼＼︵卜︒ミ︶

ω①σびΦω自︒琶評び鋤感①巳8鋤叶一賓四α鋤O鋤諏識鋤︽鋤O鋤ωω讐く①けげ◎

れた︒

︵17︶訳出に際しては︑先の五妾説の考察から得られた知見を考慮に入

ちに向って発せられることば︑あるいはそのような人たちの間で
用いられることばの用法が︑その社会一般における用法と無関係
であることはあり得ない︒なぜならば︑ことばというものは文脈
の中で働くものであり︑その文脈を形成するものこそ︑思想そし
て社会に他ならないからである︒

を︑インドのバイブルと呼ばれる﹃バガヴァッド・ギーター

︵13︶﹁生滅を繰り返す世界﹂としての輪廻の特質を表明している用例

切葵ミ譜§﹄から引用して紹介しておく︒
一91富ω冨ぼ自寓＝＜oヨ州な霞αげ轟く四日冨⇒ヨ鋤琶昏鋤只只S＼
鼠ω目鋤α賞美ユげ倒置Φ︑詳冨昌鋤薯鋤日⑩oαε日鋤︸①ωく＼︵b口臭
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「諸行無常」再考

先の註15と同一箇所からの引用である︒漢訳の﹁諸行無常︑是

旨蝉p口9ω四日く90器鋤日︒ω￠評げ︒＼＼︵b≧旨嵩So︒め︶

生滅法︑生滅滅已︑寂滅為楽︒﹂は古来﹁雪山偶﹂と呼ばれ︑伊呂

波歌︵色は匂へど散りぬるを︑我が世誰ぞ常ならむ︒有為の奥山
今日越えて︑浅き夢見じ酔ひもせず︒︶の原形とも伝えられてい
る︒

く︒＼

＜餌く①αげ蝉目ヨ鋤

ω蝉ぢ吋プ91﹁91＼

餌喝O鋤ヨ鋤αΦ口鋤

︵19︶帥匪鋤叶げ︒びげ鋤σq四く91びげ貯評びO鋤ヨ餌ロ8匹＼＼げ鋤旨亀9創91三びげ貯犀げ鋤く①
鋤ヨ鋤昇①団倒目一

ω四ヨづ鋤αΦ匪鋤鉱＼＼餌蜜鋤日畠匪鋤ひq讐鋤ωω髄b鋤8匡日鋤く鋤畠＼＼︵睾出●
一呂・ωH山㎝①●も◎︶

︵インド哲学仏教学︶
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