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二．釈尊の覚り

一．問題の所在‑仏教史の謎

も関わらず︑仏教も︑そして出家・在家を問わず仏教徒も絶えること

実存に関わるそれほどまでの困難や苦難︑そして絶望が予想されるに

的なありように直面せざるを得なくなってしまう︒ところが︑自己の

止めることのできない自分の無力さ︑覚りから遠く離れた自分の絶望

ニー一．縁起

がなく︑今日に至るまで多彩な仏教史が紡ぎ続けられてきたという事

全体の構成

ニー二．﹁滅﹂の意味

実は︑ある意味で︑﹁仏教︵あるいは仏教史︶の大きな謎﹂と呼んでも

差し支えないほどである︒本研究はその謎に対する答えを導き出すた

た上で︑仏教の原点とされる﹁釈尊の覚り︵成道︶﹂の場に立ち戻るこ

三‑一．サンスカーラとの共存の可能性

三．︿無漏のサンスカーラ﹀と八正道

四．八六四千の法門

とから考察を開始する︒

め︑サンスカーラの対治と実行可能性を巡る問題を議論の中心に据え

五．結論‑解かれた謎

二．釈尊の覚り

三‑二．サンスカーラとの共存の実現性

竭閧ﾌ所在‑仏教史の謎

ニー一．縁起

ダσ＆穿鋤︵目覚めた者︶︑釈尊ω鋤評︽9︒目角巳︵釈迦牟尼︒釈迦族出身の

ω己穿費匹鋤青年は︑ガヤー郊外の菩提樹林において覚りを開き︑ブッ

釈迦族の王子として誕生したガウタマ・シッダールタΩ碧8ヨ鋤

がいつまでも同じ状態にはない﹂を基本とする多義の概念であって︑

体得した覚りの境地を楽しみながら︑その内容とされる﹁縁起

聖者の意︶と成った︒本節では︑釈尊が菩提樹の下で成道し︑自らが

に従いサンスカーラの対治に取り組むことが求められるが︑真摯に取

凛讐圃雄蕊ω鋤目二6鋤α鋤︵苦の生起と滅に関する洞察︶﹂を繰り返し観察し

し説いてきた教説の中心事であった︒そのため仏教徒は︑釈尊の教具

り組めば取り組むほど︑限り無く湧き出してくるサンスカーラを押し
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鈴
成道より入滅に至るまで︑釈尊が常に注意を払い︑弟子たちに繰り返

無常﹀は︑﹁サンスカーラω鋤目ω曝葬︵潜在的自己形成力・形成作用︶

先行研究で明らかにしたように︑仏教の真理観の根幹をなす︿諸行
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られる︒触が滅せられれば受が滅せられる︒受が滅せられれば愛

ヘ

へ

へ

が滅せられる︒愛が滅せられれば取が滅せられる︒取が滅せられ
ヘ

れば有が滅せられる︒有が滅せられれば生が滅せられる︒生が滅

ヘ

ウルヴェーラーの森にあるネーランジャラー河岸の菩提樹の下

せられれば老死が滅せられ︑憂い︑悲しみ︑苦︑愁い︑悩みも滅

ヘ

で︑世尊は覚りを得てブッダと成った︒そして世尊は菩提樹の下

せられる︒このようにして全ての苦緬が滅せられるのである︒

ヨ

で七日の問︑組んだ足を解くことなく︑解脱の楽を享受しながら

縁起の順観では︑人が本来持っている盲目的自己中心性を根本原因

とする︑自我意識の固まりとしての偽りの自己が生起する次第が説明

その︹七日間に渡って︺夜の初更に︑世尊は︑︹覚りの内容であ

︻縁起の順観︼無明鋤≦身鋤︵盲目的自己中心性︶によってサンス

される︒一方︑縁起の逆観では︑盲目的自己中心性を滅することでサ

として︑﹁身勝手に世界を把握する自己﹂を形成するカサンスカーラが

カーラωΩ︒ヨω惹轟︵自己形成作用︶が生じ︑サンスカーラによって

ンスカーラが滅せられ︑ついには真実の自己・真実の世界への扉が開

る︺縁起を順観・逆観の両方向から観察し︹て︑解脱の楽を反舞

導く巷鋤轟︵認識作用︶が生じ︑識によって苔色真日費9蝉︵認識

かれる道筋が解き明かされている︒この︑︿真実の自己・真実の世界に

発動され︑最終的には︑自分勝手に世界を把握して思い通りにしよう

対象︶が生じ︑鳶色によって六宮超α碧鋤雷8︵感覚器官︶が生

愁いα霞ヨ碧鋤ω︑悩み二叢叢ω鋤︵以上︑思い通りにならなさゆえの

としての老死︶が生じ︑憂い⑩o惹︑悲しみO費乙Φ＜鋤︑苦α昌評冨︑

じ︑生によって老死冨感ヨ①類O鋤︵思い通りにならないものの代表

いの生存︶が生じ︑有によって生厨口︵迷える自己の生起︶が生

愛によって取葛91α似墜下︵執著心︶が生じ︑取によって有びげ鋤く鋤︵迷

によって愛自ωコ91︵快い感覚を際限なく求め続ける渇愛︶が生じ︑

人は自らの快適さを求めてどこまでも周囲・環境・世界を変化させよ

して︑その能力が盲目的自己中心性に突き動かされて行使されるとき︑

し︑人間の持つ創意工夫能力の高さは他の生物の追随を許さない︒そ

差こそあれ︑自己中心性はどの生物にも見られるものであろう︒しか

は︑極めて困難なわざであると言わざるを得ない︒たしかに︑程度の

しかし︑人が本来持っている盲目的自己中心性を完全に滅すること

一般の人々︵迷える衆生︒凡夫︶は成仏するということになる︒

へ
って︑無明やサンスカーラを﹁余すことなく滅﹂することによって︑

目覚めた者﹀こそブッダげ⊆良αげ鋤︵目覚めた者︶に他ならない︒したが

様々な苦悩︶が生じる︒このようにして︑全ての苦緬︵思い通り

らすとき︑果たして人が無明を滅してブッダと成ることなど本当にで

うとしてしまう︒そのような人間の避けがたい本質に改めて思いを巡

きるのかどうかさえ疑わしくなってくるかも知れない︒成仏は釈尊と

にならない総体としての自己存在・世界全体︶が生起してしまう
︻縁起の逆観︼しかるに︑盲目的自己中心性が余すことなく滅せ

いう特定の個人のみに起きた極めて稀な現象であって︑一般人には到
へ

底実現不可能であるとして︑修行を断念してしまう人が続出し︑その

ヘ

へ

れば識が滅せられる︒識が滅せられれば春色が滅せられる︒名色
ヘ

結果︑仏教が滅びてしまっていたとしても決して不思議はないだろう︒

ヘ

が滅せられれば出処が滅せられる︒六処が滅せられれば触が滅せ

ヘ

られれば︑サンスカーラが滅せられる︒サンス男並ラが滅せられ

のである︒

受くΦ岳8︵対象との接触によって生じる感覚の受容︶が生じ︑受

じ︑六戸によって触ωb壷鐙︵対象との接触︶が生じ︑触によって

するとともに︑自らの覚りを再確認し︺たのであった︒

へ

坐っていた︒

ている場面を︑パーリ語原典からの訳に沿って見ていく︒

ヘ
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本研究冒頭に提起した﹁仏教史の大きな謎﹂なのである︒

影響を及ぼし続けてきた︒その理由はどこにあるのだろうか︒これが︑

るまで︑アジア地域を中心に存続し︑人々の考え方や生き方に多大な

同時に﹁ブッダに成る教え﹂として︑紀元前四一五世紀から今日に至

ところが事実はそれに反し︑仏教は﹁ブッダの説いた教え﹂であると

御されれば︑快い感覚を求め続ける渇愛が際限なく起こることは

の接触によって生じる感覚の受容が抑えられる︒感覚の受容が制

象との接触も制御される︒対象との接触が制御されれば︑対象と

する感覚器官も働き出さない︒感覚器官が制御されていれば︑対

認識対象がきちんと制御されれぽ︑それを自分勝手に捉えようと

なくなる︒渇愛が制御されれば︑執着心が抑制される︒執着心の

が制御されれば︑迷える自己の生起も抑制される︒迷える自己の

コントロールができれば︑迷いの生存が抑制される︒迷いの生存

その理由を探るため︑これまであえて傍点を付していた﹁滅﹂とい

生起が制御されれば︑思い通りにならないものの代表としての老

ニー二．﹁滅﹂の意味

うことばの解釈に進んでいきたい︒﹁滅﹂と訳したことばの原語は﹁ニ

悩もむやみに働き出すことがなくなる︒このようにして︑自己存

死︹への執着︺が抑制され︑思い通りにならなさゆえの様々な苦

というニュアンスが強いが︑インド語︵パーリ語︑サンスクリット語︶

在・世界全体がきちんと統御され︹︑真実の自己・真実の世界へ

ローダ三﹁Oαげ①﹂という︒漢語で﹁滅﹂という場合︑﹁消える︑滅びる﹂
ら

のニ融雪ダは﹁制御する︑抑制する︑コントロールする﹂の意であり︑

の扉が開かれ︺るのである︒︵ミ謡一・H︒HOo1トの︒一︶

へ

三．︿無漏のサンスカーラ﹀と八正道

﹁無明のニローダ﹂に見出すことができるだろう︒

として今日まで存続できた理由の一端を︑われわれは仏教の提唱する

仏教が﹁ブッダの説いた教え﹂であると同時に﹁ブッダに成る教え﹂

﹁消滅する﹂を第一義としない︒したがって︑無明を滅するということ

わち︑無明のコントロールを指すということになる︒

は︑無明を無くしてしまうことではなく︑無明を制御すること︑すな
人間が本来的に抱えている自己中心性を消滅させることはほとんど
にしておくと︑それは際限なく働き出し︑結局は当の本人を苦に陥れ

三‑一．サンスカーラとの共存の可能性

不可能であろう︒ただし︑不可能だからといって自己中心性を野放し
てしまう︒仏教が提唱しているのは︑自己中心性の消滅ではなく︑自

消滅させる必要は必ずしもなく︑きちんと制御すればよい︑という帰

前章の考察によれば︑無明がそうであったように︑サンスカーラも

ルし続けていく態度・生き方だったのである︒この理解を前提として︑

結が導かれることとなる︒しかし︿諸行無常﹀を旗印とする仏教で︑

己中心性が際限なく働き出すことのないように︑きちんとコントロー
もう一度縁起の逆観を見ていくこととしよう︒

が無軌道に発動されることがなくなる︒サンスカーラが制御され

目的自己中心性をきちんとコントロールできれば︑サンスカーラ

対する答えが︑仏教史の謎の解明に迫る︑最も重要な鍵となるに違い

うな生き方はいかにすれば実現されるのであろうか︒これらの問いに

方が許されるのであろうか︒また︑たとえ許されたとしても︑そのよ

無常なサンスカーラを制御しつつ︑サンスカーラと共存していく生き

ていれば︑認識作用も働き出さない︒認識作用が働き出さなけれ

ない︒本節では︑仏教教理の代表的綱要書の一つである︑世親作﹃倶

︻縁起の逆観︵滅11制御︑抑制︑コントロール︶︼しかるに︑盲

ぼ︑認識対象を自分の都合のよいように作り出すこともなくなる︒
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舎宝尽寒§＼§寒︒魯ひ蓼亀﹄に基づきながら︑その鍵を探していくこ
ととしよう︒

﹃倶舎論﹄は︑その第一章﹁界品bミミミミ鋸魯﹂において法αげ一日鋤
︵事物︑現象︑諸要素︶の種類について論じ︑その中で︿有為ω鋤ヨωξβ﹀

とは何か︒択滅只讐一ω曽B写愚巳﹁oα冨と非重量

﹁虚空と二つの滅三﹃o山気︵制御︑抑制︑コントロール︶と
である︒﹂

二つ︹の滅︺

それはなぜか︒それらの中では︑漏が随増することがないからで

以上︑この虚空等の三種の無為と道諦とが無漏の諸法である︒

巷鑓二ω餌悪評げ旨巳同︒α冨とである︒

の二法の別を立てて一切法ω導く①穿霞目鋤を摂している︒省略を多用

とく無為鋤ω鋤桓ω閃＃9︒﹀の二法︑およびく有漏ω鋤ω轟︿①﹀とく無漏自︒愚︒︒錯く鋤﹀

ある︒

有漏の諸法からの拘束を離れることが

択滅 である︒苦費げ貯げ鋤

﹁首骨とは拘束︵繋縛︶を離れることである︒﹂

さて︑三種の無為が説かれたが︑︵中略︶

しながら要点のみを述べるというアビダルマ︵論書︶に典型的な文体
をまずはそのまま訳出し︑それから内容を整理することとする︒
︹諸法を正しく︺弁別するためにアビダルマ餌び三絃霞ヨ鋤の教
説があるという︑その諸法とは何か︒曰く︑

︹諦︺をはじめとする︹四︺聖諦鋤曙①ω鋤下冷を︹正しく︺弁別する

ことが択であって︑すなわち勝れた智慧胃包鼠く誠①招に他ならな

﹁有漏路ω轟く鋤と無漏鋤愚ω轟く餌の法がある︒﹂

これが︑一切法に関する総括的説明である︒

い︒そ︹の勝れた智慧︺によって得られる︹有漏の︺滅︵制御︑

有為︹の諸法︺は︑道︹諦︺を除き︑有漏である︒

ものは薙でもある︒しかし︑ただ薔であって︑聖組ではないもの

こ︹の句︺によって何が判明するのか︹といえば︺︑取編である

﹁有漏であるものが三宝︵煩悩より生ずる緬︶である︒﹂

また︑同じその有為の諸法であって︑

もの︶︹の諸法︺という︒︵中略︶

諸縁が集まり︑一緒になって作られたから有為︵11完成された

ω犀碧望遠というこれら︹五纏︺が有為の諸法である︒

ω冨顕爵鋤・行︵サンスカーラ︶薔ω鋤ぢ︒︒惹轟ωパ①口軽鋤・識纏くご諏9ーコ卑

色薙﹃9鋤ω吋鋤巳ゴ①・受編く①α9目91ω野土子笹・濫悪ω曽ぢ嘗甲

る︒﹂

﹁色昌O①などの五薙ω犀碧α冨b魯︒鋤冨が有為の諸法であ

と言ったが︑その有為︹の諸法︺とは何か︒

先ほど︑

抑制︑コントロール︶が択滅である︒︵中略︶

その︹二つの︺うち︑有漏の諸法とは何か︒曰く︑
﹁有為ω蝉日ω胃β︹の諸法︺は︑道ヨ費ひq鋤︹諦︺を除き︑有
漏である︒﹂

道諦B費ひQ①ω讐旨を除いた他の有為の諸法は有漏である︒それ
はなぜか︒
﹁漏鋤ω轟く①︵煩悩︶がそれら︹有漏の諸法11道諦を除いた有

為の諸法︺の中で随増する︵増大する︶からである︒﹂
たしかに︑滅︹諦︺・品番を所縁としても漏は生ずるが︑随増す

ることはない︒それゆえに︑これら二︹諦︺が有漏であることに
はならない︒︵中略︶

以上が有漏の説明である︒
︹では次に︺無漏︹の諸法︺とは何であるか︒
﹁無漏︹の諸法︺は︑龍宮と三種の無為鋤ω鋤日ω耳βとであ
る︒﹂

三種 とは何か︒
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ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

という︒︵中略︶

とは煩悩のことである︒それ︵取︶より生じた

取魎

取

もある︒無漏のサンスカーラ︹がそれ︺である︹︑ということで

ヘ

ある︺︒

この場合︑
ものであるから

同じそれら有漏の諸法は︑

とはすなわち煩悩のことである︒自分も他者

﹁有諄でもある︒﹂

諄

同暮鋤︶・感受作用︵受くΦα鋤畠︶・表象作用︵想ω鋤'3旨似︶・形成作用︵サ

ンスカーラω鋤日ω惹轟︶・認識作用︵識くご鼠轟︶であり︑それらのう

ち︑特に有漏であるものを取緬と呼んでいる︒そしてわれわれの関心

を強く惹くのは︑纏でありながら三編でないもの︑すなわち︿有為法﹀

であって︿有漏法﹀でないものとして︑︿無漏のサンスカーラ虚言ω轟く甲

ω蝉日ω吋91﹁①﹀を説いている点である︒

縁起説︵順観︶におけるサンスカーラは︑盲目的自己中心性である

無明に基づいて発動され︑苦悩に満ちた自己存在・世界全体を形成す

と言われる︒
も害するからである︒︹有漏の諸法は︺それら︵煩悩︶が︹そこに

る力・作用であった︒一方︑縁起の逆巻では︑そのサンスカーラをき

有諄

わけだが︑﹃倶舎論﹄はその答えを︑︿無漏のサンス七竃ラ﹀というか

ンスカーラと共存していく生き方が許されるか﹂という疑問が生じた

り︑自己存在・世界全体が統御されると説かれていた︒そこから︑﹁サ

ちんと制御することによって︑苦悩がむやみに働き出すことがなくな

である︒有漏︹と言う

おいて︺随増するものであるから︑
場合︺と同様である︒
さらにまた︑

﹁それら︹有漏の諸法︺は︑苦であり︑集であり︑世間であ
り︑見処であり︑有である︒﹂

れば︑︿無漏のサンスカーラ﹀とは﹁制御されたサンス七軒ラ﹂に他な

らない︒したがって︑サンスカーラをきちんと制御しながら共存して

たちで明確に打ち出していることが分かる︒これまでの議論を踏まえ
見処

いくという生き方は︑仏教史の中で長きに亘って承認されている生き

である︒壊れる

集

である︒邪見がそこに止まり随増するから

である︒そこから苦が集り生ずるから
世間

有

三‑二．サンスカーラとの共存の実現性

方だったのである︒

である︒

聖者たち︹の心︺は︹それとは︺逆であるから︹有漏の諸法は︺
苦
から

である︒︹三界における迷妄の存在が︺生ずるから
以上︑これらが有漏の諸法に関する同義語である︒

内容を整理していこう︒まず︑一切法を総括するにあたり︑煩悩︵漏︶

を伴う︿有漏法﹀と︑煩悩を伴わない︿無漏法﹀の二種に大別してい

条件によっては作られない︿無為法﹀の区別を立て︑道諦︵仏道修行︶

前節において得られたとはいえ︑原理的に﹁許す﹂ということ︵可能

ーラと共存していく生き方が許されるか﹂という疑問に対する答えが

生き方はいかにすれば実現されるか﹂という問いに進もう︒﹁サンスカ

次にわれわれは残された疑問︑すなわち︑﹁サンスカーラと共存する

を除いた︿有為法﹀は︑煩悩を増大させるからく有漏法﹀であるとす

性︶と︑実際に﹁どのように達成するか﹂ということ︵実現性︶は別

る︒さらに︑諸々の原因や条件によって作られた︿有為法﹀と︑原因

る︒一方︑︿無漏法﹀は道諦と︿無為法﹀とであり︑その︿無為法﹀の

中に見出すことができる︒

問題だからである︒そしてその答えも︑やはり先の﹃倶舎論﹄の引用

中に︑煩悩を制御︵抑制︑コントロール︶した境地︵浬葉︶が含まれ
る︒

諸縁が集って作られた︿有為法﹀は五悪︑すなわち︑物質存在︵色
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道義を除いた︿有為法﹀であった︒したがって︑道諦は︿有為法﹀で

︿無漏法﹀は道諦︵仏道修行︶とく無為法﹀とであり︑︿有漏法﹀は

しい精神統一よりなる八正道であった︒それは寂静の境地である浬架

いことば︑正しい行為︑正しい生活︑正しい努力︑正しい注意力︑正

この八正道︵口無諦︶がく無漏のサンスカーラ﹀であるという先の

に通ずる中道とも表現され︑この八正道を修証したからこそ︑自分は

もの︑すなわち︑︿有為法﹀であり︑なおかつ︿無漏法﹀であるものが

議論を踏まえれば︑八正道の実践が︑︿有漏のサンスカーラ﹀を発動さ

あり︑なおかつ︿無漏法﹀ということになる︒一方︑︿有為法﹀はサン

く無漏のサンスカーラ﹀︑﹁制御されたサンスカーラ﹂とされていた︒し

せずに︿無漏のサンスカーラ﹀のみを発動させるというサンス七二ラ

ブッダ・如来に成れたのだと釈尊は述べている︒

たがってこのことから︑真諦こそがく無漏のサンスカーラ﹀︑﹁制御さ

の制御となり︑それによって︑サンスカーラと共存しながらブッダと

スカーラ等の五薙であり︑そのうち︑五悪でありながら面当ではない

れたサンスカーラ﹂であり︑﹁サンスカーラとの共存の実現性﹂への導

成る道︵口中道︶を歩んでいくことが実現されるということになる︒

以上︑本節でサンスカーラとの共存の実現性が明かされたことによ

き手であることが知られる︒そこで以下その道塗の内容を︑パーリ語
原典からの引用を通して見ていくこととする︒出典は︑釈尊が初めて

って︑前節におけるサンスカーラとの共存の可能性の解明と相倹って︑

本研究はその目的を達成したと思われるかも知れない︒しかし︑まだ

教えを説いた﹁初転法輪﹂の場面である︒
比丘たちよ︑如来β991ひq鋤βが修証したところの︑︹仏︺眼を生

のできないもの︑すなわち︑何をもって﹁正しいω餌5鴇評﹂とするかの

問題が残されている︒それは︑八正道の実践に際して決して欠くこと

基準が︑初転法輪に関するテクスト中のどこにも示されていないこと

じさせ︑︹仏︺智を生じさせ︑寂滅・勝算・等覚・付薬へと通ずる

91蔓鋤薯習ひQ心象縛ひQ鋤である︒すなわち︑正見ω鋤8冨ひQαお仁︵正しい

である︒仏教徒は﹁正しい﹂の基準を︑具体的にはどこに求めればよ

中道日蝉穿旨ヨ只只①け昼巴とは何かと言えば︑それは八正道

見解︶︑正思ω鋤下葉評ω鋤ぢ耳目冒︵正しい思惟︶︑正子ω三思旨ひq＜910︵正

いのだろうか︒この問いに答えていくことが︑本研究のテーマである

んと治めないでおくとく有漏のサンスカーラ﹀として無軌道に発動さ

成力であるサンスカーラは︑無明と呼ばれる盲目的自己中心性をきち

これまでの議論を整理しておこう︒縁起説によれば︑潜在的自己形

四．卜師四千の法門

仏教史の謎を解く最後のステップとなるであろう︒

け

しいことば︶︑正業ω四重く蝉評評費玉茎β︵正しい行い︶︑正命
ω鋤ヨ旨ひq91冒く鋤︵正しい生活︶︑正精進ω鋤8団①ひq＜愚旨白鋤︵正しい努

力︶︑正念ω鋤ヨ冨犀ω日州口︵正しい注意力︶︑正定沼ヨ巻吋ω鋤目鑑ぼ

︵正しい精神統一︶である︒比丘たちよ︑これが︑如来が修証した
ところの︑︹仏︺眼を生じさせ︑︹仏︺智を生じさせ︑寂滅・勝智・

等覚・偽葉へと通ずる中道なのである︒

れ︑最終的には苦に満ちた自己を形成してしまう︒そのために︑無明

初転法輪の内容は︑苦諦9廿写器①蔓四︵苦に関する真理︶︑集諦
血忌写鋤ω鋤日二血鋤旨ω讐巻︵苦の原因に関する真理︶︑滅亡亀駕算冨‑

やサンスカーラの対治が必要となるわけであるが︑しかし︑これらの

いまだ覚りを得ていない仏教徒は︑ブッダの教えに従い八正道︵中道︶

完全抑制が達成できるのは︑成仏してブッダとなった者のみである︒

巳﹃o自閉ω鉾冨︵苦を制御した垂葉に関する真理︶︑道諦ヨ費ひQ鋤ω①蔓①
︵苦の制御に向かう実践に関する真理︑八正道︶の四聖諦︒讐霞孝信ω山蔓鋤

の解説であり︑そのうちの繕言とは︑正しい見解︑正しい思惟︑正し
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る︒したがって︑何が﹁正しく﹂何が﹁正しくない﹂かは︑発動され

ーラ﹀は︑寂滅・三智・等覚・浬葉へと向かう自己を形成するのであ

のサンスカーラ﹀として発動される︒そして︑その︿無漏のサンスカ

実践している限り︑それは制御されたサンスカーラ︑すなわち︿無漏

成っていない以上︑仏教徒はサンスカーラを発動させるが︑八正道を

を実践して︑いつの日か自らもブッダと成ることを目指す︒ブッダと

のである︒

もの︑それが﹁正しい見解﹂以下﹁正しい精神統一﹂に至る八正道な

のサンスカーラ﹀を発動させ︑その時のその人を言葉へと向かわせる

行無常﹀に則った上で︑人や状況の違いによって異なりながらく無漏

それは決して固定的な基準︑万人に適用できる基準などではない︒︿諸

八正道における﹁正しい﹂の意味︑基準を見出すことができるだろう︒

てしまうと︑仏教の本質を見誤ってしまうこととなる︒縁起説に基づ

己がブッダの教えを信じたり︑あるいは信じなかったりすると見なし

のことを︑自己というものを固定的に捉えた上で︑その固定化した自

みながら﹁ブッダの教えを信じる自己﹂を形成しているのである︒こ

させて二葉に向かう自己を形成している︒すなわちその人は中道を歩

ブッダの教えを信じ中道を歩む者は︑︿無漏のサンスカーラ﹀を発動

か︑そしてそれによって形成される自己が三葉へ向かっているか︑苦
ね
なる存在へと向かっているかによって決定されるということができる︒

ッダのようにサンスカーラを完全に抑制せずとも︑仏教徒はサンスカ

の逆観におけるサンスカーラの滅︵ニローダ︑制御︶となるので︑ブ

呼ばれる︒後者の︿無漏のサンスカーラ﹀を発動させることが︑縁起

ラ﹀︑蓮葉へと向かう自己を形成するものがく無漏のサンスカーラ﹀と

ンスカーラであり︑苦なる自己を形成するものがく有漏のサンスカー

が開かれる過程を説明する︒自己形成の際に発動される力・作用がサ

いて︑その自己中心性の制御によって真実の自己・真実の世界への扉

を根源として苦なる自己・世界が形成される過程を︑そして逆観にお

縁起説に基づく仏教では︑縁起の順序において︑盲目的自己中心性

るサンスカーラが︿無漏のサンスカーラ﹀かく有漏のサンスカーラ﹀

く仏教は︑自己を固定したものではなく︑サンスカーラによって形成

め︑世界三大宗教として仏教と並び称されるキリスト教・イスラーム

に︑いつまでもその教えが同じ効果を発揮するとは限らない︒そのた

ンスカーラ﹀が発動されたとしても︑まさに︿諸行無常﹀であるため

させるかは人によって異なる︒また︑ある教えに基づいて︿無漏のサ

︿諸行無常﹀であるために︑どの教えがく無漏のサンスカーラ﹀を発動

さらに︑ブッダの教えを信じる自己を形成している場合であっても︑

緩やかな道であれ︑どちらかが正しく他方が間違っているということ

耐えられない人には︑緩やかな歩みが八正道となる︒厳しい道であれ︑

は︑厳しい自己規制の道が八正道となる︒また逆に︑厳しい修行には

かっている︒厳しい修行でなければ自らを律することができない人に

ンスカーラ﹀を発動し︑浬葉に向かう自己を形成できるかに否かにか

しい精神統一よりなっており︑何が正しいかは︑その人が︿無漏のサ

いことば︑正しい行為︑正しい生活︑正しい努力︑正しい注意力︑正

は八正道︵中道︶である︒八正道は︑正しい見解︑正しい思惟︑正し

ーラと共存しながら生きていくことが許されている︒仏教徒の歩む道

五．結論‑解かれた謎

していくものと捉える︒そしてサンスカーラはいつでも同じではない
︵1一︿諸行無常﹀︶ため︑ブッダの教えを信じる自己を形成する場合もあ

教と比較するとき︑仏教の聖典は極めて膨大な量となるに至った︒一

ではない︒︿諸行無常﹀に則る自己形成を真理観の根幹とする仏教で

れば︑ブッダの教えを信じない自己を形成する場合もあるのである︒

般に﹁八雲四千の法門﹂と呼ばれる由縁である︒ここに︑われわれは
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は︑浬葉・成仏へと向かう自己を形成する︿無漏のサンスカーラ﹀の
発動が正しい道であり︑︿有漏のサンスカーラ﹀の発動が邪な道なので
ある︒

︿諸行無常﹀は︑自己形成力であるサンスカーラが常に同じ状態には
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讐冨写︒ぴ訂σq鋤鼠轟け身鋤B笹戸目①ぢ旨ヨ鋤唇B嘗8甲
ω①ヨ唇冨9僧事巳︒ヨ巷碧一δヨ①︒8日鋤8ω︑鋤冨ωミ
︒︒＜曇碧碧︒餌旨ω①ぢ匪胃鋤＼ω①日豊鋤鑓冒8鋤愚≦酵鋤日'8＼

≦霞習巷碧s真義ヨ鋤昌B日＼畠ヨ9︒昌BB8餌為ω鮎碧鉾①8日＼

しなふ︒なくなる︒︵ハ︶たえる︒たつ︒︵二︶のぞく︒︵三︶消

す︒火がきえる︒︵四︶しつむ︒没する︒︵五︶おほふ︒かくす︒

繹︒浬葉は無為寂滅であるからいふ︒︵以下略︶﹂とある︒

︵六︶見えない︒︵七︶國がほろびる︒︵中略︶︵十︶︵イ︶浬葉の

60融宣ρ器ωq巴戸︒げ①oぎω唇震Φωρα①ωqO団︶より派生した男性名

三﹃o爵鋤は動詞巳之歪αず︵8プ︒置び蝉orω8＠三⇒ユΦおωゲ三⊆掌

＜Φ9鼠冨8①愚手々鋤＼富嘗箇B8︒︒旨唇鋤鼠冨ぢ＼唇翌鋤昌寧

詞であり︑8ロhぎΦ日①暮㍉Φω出子葺も︒暮﹁9ω⊆℃寓①ωωδ員畠Φω嘗⊆o‑

︵6︶

B8鋤旨び冨く︒＼げ冨く巷①︒8愚苺三似9碧8旨U︒︒二目鋤轟葛'8

口︒昌等の意を持つ︵§ミミ緕ω凸竃︶︒

ω凪錯鉾餌富冨︒︒餌旨9帥ωω︒＼9霧ω巷碧︒餌冨くΦ量5倒＼

ωo冨冒ユ血①く巴蒔喜巴︒日鋤慈ωω⊆8旨絡ω①ヨび偉くきけミ①＜mヨ

9︒＜蕊碧2＜Φ＜①餌︒︒①ω①二﹃甜鋤酵＆冨ω鋤ぢ写鋤宿墨﹁︒穿︒＼ω鋤岸

α①ω爲￠oひδ昌の意を含んでいるのである︒本研究の意図は︑ニロー

いて見たように︑巳‑蕎＆貫巳﹁o穿鋤がそれぞれ8α①ω葺︒ざ

てしまう可能性まで否定するものではない︒そのため︑註6にお

もちろん︑コントロールし続けた結果として最終的に消滅させ

聾費碧ぎ鮎鼠く厳鼠︒き一δ爵︒＼＜丁霊習餌旨︒自鋤昌倒日餌昌冨‑

ダの第一義は抑制︑制御︑コントロールであって︑消滅ではない

︵7︶

口ぎき︒＼畠ヨ鋤昌B葺aげ鋤里碧讐ききぎ穿︒＼︒・二世冨旨き甲

ということ︑さらにその用法が仏教史の中で支持されていること

Φ8ωω鋤冨く巴曽ω銘含穿冨評導きき霧ω鋤ω鋤日＆塁︒ぎけミ

巳δき倒9鋤ωω曽巳δ穿︒＼99ωω蝉三﹁o良剥く巴雲g一δ魯︒＼

の確認にある︒

兄の無着諺ω巴ひQp︵︒︒㊤㎝‑ミO頃︶とともに．唯識く二冨Oユヨ理田鼠

＜Φ9畠三﹃︒穿鋤β嘗倒葺︒αげ︒＼鐙嘗響ぎα冨唇匿鋤昌碧ぎ魯︒＼

●

き霞ヨ8巴①日溜鋤冨＼

．．ω91ω﹃四く倒口倒ω同帥く鋤qゴ鋤﹁H口倒ゴ＼

8嘗餌冨8ヨ①ω似ω轟々魯餌噌ヨ繊蔓讐餌＼

●

①ω9ω①﹁＜動αゴ四﹁bρ9一口鋤bρω魯ヨ鋤ω①昌凶出自Φ㈲鋤げ渓

噌

旨ω導

︵9︶惹βヨ①崔轟ω8爵鋤﹁蜜語団①協日胃四≦S旨暮匿ヨ鋤び年

卜︒αP①O一よOb︒田①Oω・㊤︒︒己参照︒

仏教文化圏において幅広く学習されてきた︒中村﹇卜︒8ω

判を織り交ぜながらまとめた論書で︑仏教教理の基礎学として︑

あった説一切有部oD霞く鋤ω鉱く鋤臼ロの教理を︑経年部の立場から批

部ω鋤暮感旨二臣に属していたときに︑部派仏教の中で最も優勢で

思想を確立した世篤く霧二σ碧穿二︵おO頃ム︒︒O頃︶が︑かつて経量

︵8︶

唇巴鋤8三﹁oα訂σ冨く碧一﹁o自︒＼σ冨轟三﹃︒爵鋤冨什一昌ぎ自︒＼
協鉱巳︻o爵巴餌鼠ヨ巽巷pぢωo冨冨ユユ①＜巴鼻喜巴︒ヨ拶8沼巷倒鴇ω倒

︵ミ§一．一・O‑N・ド︶

三且旨碧けミ①＜四夷Φ鼠ωω簿葺く巴①ωω鋤含穿9冥げきα訂ωω餌
ロ一﹃O鼻OゴO菖口＼＼

以降︑夜の中更と歯黒においても釈尊は︑自らの覚りの内容で
ある縁起を順・逆の両方向から観察している︵ミ§一・bQ●刈‑トのH︶︒こ

のように︑一晩に3回の観察を7日間続けたことで︑合計21回の
ドーキンスロリ㊤昌は︑生物の社会行動がなぜ進化したかにつ

﹁覚りの再確認﹂が行われたと考えられる︒

︵4︶

いて︑自らのコピーを増やそうとする遺伝子の利己性からの説明

﹃諸橋大漢和辞典﹄︵第七巻︑づ．嵩①︶によると︑﹁滅﹂の意味と

を試みている︒

︵5︶

して﹁︵一︶ほろびる︒ほろぼす︒︵イ︶つきる︒つくす︒︵ロ︶う
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@．．ω餌差耳 集 注 騨 ひ q 鋤 く 鋤 骨 鼠 昼 ＼ 路 ω 鑓 く 習 ＼ ． ．

ヨ胃αq霧讐巻日く畳①旨く厚身①ω餌ぢω評量器蝉§9ω鋤ω轟く9＼

江∋冨轟慈目＼
@︑．留書愚ω叶①豪宕善理ω鋤目色壼⑩①§ミ渓︑︑
評9ーヨ鋤8巳﹃o自①ヨ胃ひq蝉ω讐旨一︒・巨σ鋤畠鋤薯鋤ω轟く91⊆B冨旨耳①

艮 什 9 ー ゲ ω 倒 ω轟く91げ渓

轟芝碧誌2讐Φ＼§おけ一蓬け錯魯ω鋤ω轟く白く巷﹁鋤ωgひq呂＼⁝

①愚ω轟く讐冨βヨ①＼
@ ．︑碧鋤ω﹃蝉畠日母ひq鋤ω団旗ぢ叶同三穿鋤ぢ畠3霧鋤搦三訂ヨ＼︑．

@ω鋤ヨΦけ冨ω鋤ぢび冨釜℃鑓身鋤畜魯π鼠三ω鋤日ω胃叶9＼⁝

鐙Φ＜①O琶昌ω鋤ぢω胃鼠穿霞ヨ9

︑．冨ω鋤ω轟畠唇＆g霧冨5α嵐ω8＼︑

@・︒尋評喜︒︒匿ゴ§こ雲冨山g鋤︒︒パき爵習ω惹慣瓦解畳8＼紹忌

§88．県営三匹Φ盆ミ鼻ω鋤ぢσゴ葺讐く巴唇唱詠轟ω惹コ爵鋤ω⁝

ω冨巳冨①＜鋤コ︒8魯8葵空室鼠ミ鋤畠ω轟く魯ω鋤濤評鋤五三＼

βΦ＜鋤路ω墨く鋤穿費日鋤二〇賓碧けΦ

ﾖ鋤轟量昌く︑︑

@轟量三匹①鍬鋤§昌費目＜＜鋤げ＆誓言け＼叶穿き弥富凶辞讐く理

@、．

ω費き響＼路ω類く鋤く簿＼
づ巨菩

ｬ冨冨ぢω餌ヨ巳昌2︒ざ鳥︒骨重臣爵ぢ喜餌く器︒五更渓．︑

@費旨8日只註百算く巴α昌喜鋤ヨ＼ω聾巨＆Φ昌耳垂巴

@．

冨β日讐巳≦穿鋤ヨ＼

@

@

．︑似冨鐙ヨ牙窪三δ穿舞8＼︑．

冨βヨ碧α＜舞＼只讐δ鋤ぢ貯ξ鋤巳﹁o穿︒ぜ轟蓼①ぢ評げく甲

巳﹁o穿器s＼
詳団山幕鋤惹鍬亀響くこげ動§器鋤壱ω耳鐙照日母鵯ω簿︽月日

畠畠ω茜畠爵鋤塁9＼評言評騨巷鋤日＼轟匡届く倒ω鑓く鋤
雪白Φ辞讐短くこ冨目①ω①ぢω耳β目巳臼0冨ぢ⁝

碧融9讐巴什ミ

@ ．︑胃註ω鋤ぢ喜葦葺︒壁︒団︒＜9日ぢひq普＼︑︑

旨ザω鋤ω往く巴﹃き鋤﹃白垂﹁＜9日巻σq魯ω鋤真西ω9'8誓旨‑

爵︒穿魯＼身重言言無配倒﹁冨ω讐旨畠ぢ只宣旨ぢ昇げ愚8日
只昌ω鋤ぢ湯傷℃邑5︑鋤く言揚霧什9避鼠戸︒爵︒穿魯綿雪ω巷パξ甲
巳﹃o穿普＼⁝
ｼ算爵βぢ︑．ω餌ぢω青葱ヨ費ひq蝉く畳鼠廿＼ω餌ω轟く鋤昼︑三冨雷ヨ①

．︑80巨呂ω蝉垂耳鼠魯鋤毒鋤昌8α圃ω冨巳げ昌巴sごヨ＼．︑

叶Φω二日ω町鼠ミ

@

﹁暑餌ω冨ロ穿︒＜Φ号畠ω冨巳げ餌廿ω鋤西里ω冨⇒身重ω鋤ぢω惹﹃餌‑

ω惹民ぎ且鼠轟ω訂昌爵鋤伽8蔓①什①ω鋤ぢω胃鐵α冨﹃∋習＼

@易易ご目印鶏ヨ＆毒死＼一ε冨三三δ惹ミ烏︒貸9弩喜ω

@Φ8ω鋤ω錘く鋤8日穿①毒鋤8日きく費昏昌鷲旨多年

@8甘鋤昌鋤巨鐙骨畠α三海量ω子g鋤ヨ＼び斎く蝉け三σ鍔く蝉三＼

︵卜葭W壽もQ・一α1刈・HGQ︶

訳出に際しては︑桜部ロ㊤＄二自山お﹈を参考．にした︒

︵10︶ζβヨ鋤＄ω鋤び匡珍芸く①日鋤警巨鋤冨音貧弱梓讐鼠ひq鋤けΦ轟

響町ω①日ε＆冨︒鴇喜蒔四﹃巷一景皇尊轟O同⊆Bω①ヨ鋤冨

普ぼま母鋤ω日日げ＆冨冨コ一σ訂畠巻ω鋤ぢく鋤§叶ミ昌9︒日①＜き身︒

@鋤菅巴ひq貯︒目①ひqひq︒＼ω①遷四9︑圃量ぢ渓ω鋤ヨ臼巴碁三ω耳目B鋤‑

ω鋤ぢ脇骨︒ω切話目習鋤畠ω蝉ヨ8鋤冨日日鋤三︒ω98ヨ鋤暑く︒

ω鋤§目鋤く鋤鴇ヨ︒ω鋤88鋤ω巴ω鋤8目鋤ω鋤目毬三渓塁鋤'8写︒路

巳びびg碧9︒ω鋤ぢく鋤g叶ミ︵ミミ﹂O・討手α︶

s葵冨冨轟鴬鼠廊冨轟O凶二Bω鋤ヨ鋤巻筈匡馨鋤旨ω鋤8σo乱丁旨

ぴ匡冥誘くΦヨ偉︒U盲8鋤づ碧一B鼠釘昏摺鋤8弓筈ぼωmヨ喜＆訂
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仏教史の謎を巡って 一サンスカーラとの共存の可能性と実現性一

﹁正しい﹂の基準が人を浬藥に向かわせるか否かだとはいえ︑そ

れるが︵ミ謡一﹂O﹂O‑嵩︶︑実践の具体的指標とはなっていない︒

︵11︶ 八正道の教説の直前に﹁苦楽の二辺を離れる﹂旨の記述は見ら

︵12︶

れによって仏教をプラグマティズム的視点から捉えることは誤っ
ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ている︒八正道における﹁正しい﹂か否かの基準は︑︿諸行無常﹀

に則りながら成仏へと向かう自己を形成するのか否かの見定めと
同値であり︑仏教の本質と密接に関係しているからである︒仏教
をプラグマティズムと解釈する誤謬の多くは︑この﹁︿諸行無常V

に則る自己形成﹂という仏教の基本的真理観に対する認識の欠如
より生じていると言ってよい︒

例えば﹃法華経︵縛§博§§ミ鴬§薄や鴇︶﹄の第七章﹁化城

喩品︵貯ミ亀§匙ミミミ︶﹂には︑仏道の歩みに疲れた者たちの

︵13︶

HQ◎刈・躯一HoQ㊤●Hμ︶︒

ためにブッダが仮初めのゴールを化作して休ませ︑さらなる歩み
へと向かう活力を与えると説かれている︵腔U

︵インド哲学仏教学︶
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