
 

 

はじめに 
 

東洋大学 国際哲学研究センター長 
河本 英夫 

国際哲学研究センターの研究テーマは、時代の動向を反映して、大幅に変更を迫られることにな
った。AIや情報科学の予想外の急速な進展によって、時代の局面が見通しの効かないほど変化して
きたのである。そこでテーマ領域として、(1)情報科学技術社会、(2)エコ・フィロソフィー、(3)共
生思想、(4)哲学史の大枠でのプログラムの設定を行った。ここでの変更は、多くの学部からの参加
を見込めるかたちにすることと、全学総合のプログラムとして、やがて各キャンパスをつなぐテレ
ビ授業へと展開するために、新たなプログラムを設定すること、さらには既存のプログラムの力点
を変えていくことである。これらは国際哲学研究センターの活動を支援してくれる学長やそのスタ
ッフの希望を受けてのものでもある。 
共生思想の網羅的な研究や哲学史の研究は、息の長い研究で、本来 5年 10年と続けていくもので

ある。たとえ小さな研究会であっても、息長くやっていくべきものである。これらもどこかで局面
が変わっていくことがあるかもしれない。そのときには、力点を変えて重点的に進めていくことに
なる。 
さしあたり同時代のなかで、なにかが出現するとき、哲学は何をなしうるかというのは、いつも

生じてしまう課題である。たんなる評論家であってはいけない。また歴史的に距離の取ることので
きるテーマでもない。当初からどうすればよいかが決まっているのでもない。同時代のテーマは、
たんに論じるだけではなく、この動向になんらかのかかわりを持ってしまう。どんなにささやかで
あっても、テーマそのものに影響を及ぼすところまで立ち入ることが必要となる。だがそのことに
よって、同時代の動向に巻き込まれないでいることはほぼ不可能である。こういう場面で、試行錯
誤を繰り返すことが、プログラムの特質でもある。今年度は、こうした試行錯誤の 1年だったと思
う。 

 



 

 

Foreward 
 

KAWAMOTO, Hideo 
Director 

International Research Center for Philosophy, Toyo University 

The research topics of the International Research Center for Philosophy have been compelled to change 
dramatically, reflecting the trends of the times. Along with the unexpected rapid progress of AI and 
information science, the current situation has changed to a degree where predictions are impossible. 
Therefore, as subject areas, we have broadly established programs under the framework of (1) information 
science and technology society, (2) eco-philosophy, (3) thoughts for harmonious coexistence, and (4) history 
of philosophy. These changes are necessary to establish new programs and changes in the existing programs, 
to facilitate participation by individuals from other departments as a comprehensive university program, and 
to eventually develop into television lectures linking each campus. These are also based on the request of the 
university president and staff members who support the activities of the International Research Center for 
Philosophy. 

Comprehensive research on thoughts for harmonious coexistence and researches on the history of 
philosophy are long-standing research projects that will continue for 5 and 10 years, respectively. Although 
the projects comprise small study groups, we should continue for an extended period. However, there may be 
times when conditions change again. At that time, we will focus on altering the research emphasis. 

When an issue emerges during a certain period, it is always necessary to examine what philosophy can do 
at that moment. Philosophers must not be mere critics. Moreover, there are no topics for which a historical 
distance can be created. From the beginning, there is no definitive method on what should be implemented. 
Contemporary themes are not merely debate topics, but also have some involvement in trends. No matter 
how trivial the theme’s impact may be, it is necessary to engage where it affects the theme itself. However, it 
makes it almost impossible to track the trends of the same era. Given this background, repeated trial and 
error is also a program characteristic. I believe that this year was a year of such trial and error. 
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古い友人を訪ねるために 
――ワークショップ「文学はどう見られてきたか」を終えて―― 

坂本 邦暢 

2017 年 9 月 30 日、東洋大学国際哲学研究センターは、ワークショップ「文学はどう見られてき
たか――古代・中世・近代の変遷」を開催した。 
文学は、私たちにとってきわめてなじみ深いものである。幼少のころから、物語に触れ、胸を踊

らせてきた経験をもつ人も多いのではないだろうか。大人になってからも、折に触れて文学作品を
読みふける日々がある。そのような個人レベルの経験とは別に、そもそも私たち人間にとって文学
は古くからの友人といえる。文字で記録が残されるようになるはるか以前から、口頭で人々は物語
を紡いできた。その伝統は現代まで続いている。そのあいだ、文字の発明、紙の製造、活版印刷の
開始、そしてインターネットの出現をへて、文学が記録される媒体は多様化し、記録される量は増
加の一途をたどってきた。 
そのようになじみ深さにもかかわらず、いやむしろなじみ深いがゆえに、文学をとらえるのはむ

ずかしい。有史以前から現在にいたるまで身近なものであり続けてきたために、なかなかつき放し
てとらえることができないのだ。しかしそれは、文学と私たちの関係が不変のものであったことを
意味しない。むしろ、長い歴史のなかで私たちのあり方が変化してきたのにあわせて、文学との関
係も変化してきているはずだ。それだけでなく、なにが文学であるかという点にも、大きな変化が
あるに違いない。であるならば、「文学はどう見られてきたか」という問いかけは、私たちはどう生
きてきたかという問いと切り離すことができないだろう。 
「文学はどう見られてきたか」という問いに手をつける糸口はどこにあるだろうか。一つの方法

は、ある時代において、文学が人間のその他の営みと、どのような関係に立ってきたかを探ること
である。そうして、その時代のなかでの文学の立ち位置を見てとることができるのではないだろう
か。本ワークショップでは、哲学の営みと文学の関係に焦点があてられた。古代ギリシアのプラト
ンと、近代ドイツのシェリングが、それぞれ文学をどう見ていたかを、田中一孝氏と八幡さくら氏
の提題は浮き彫りにした。田中氏は『プラトンとミーメーシス』（京都大学学術出版会、2015 年）、
八幡氏は『シェリング芸術哲学における構想力』（晃洋書房、2017 年）の著者であり、両氏ともに
自らの専門研究にもとづく緻密な分析を披露された。 
別の方法として、文学自体のなかで文学がどう現れているかを見るというものがあるだろう。文

学のなかでの自己言及は、すでに『オデュッセイア』でも使われている伝統的な手法であるし、と
りわけ近代の入り口で『ドン・キホーテ』に現れるのが有名だろう。だが本ワークショップでは、
いささか予想外の作品から、自己言及性が問題とされた。岡本広毅氏の発表は、中世のロマンス『ガ
ウェイン卿と緑の騎士』が駆使している表現技法から、詩人の文芸観に迫ろうとするものであった。
岡本氏は、博士論文「中英語テクストと歴史――ロマンス、ファブリオ、年代記における地方ダイ
ナミズムとナショナル・アイデンティティ創成」（立教大学、2015 年）で、中英語文学におけるナ
ショナル・アイデンティティの現れを調査されており、提題でもその成果が随所で生かされていた。 
こうして、2つの視角から、古代・中世・近代という三つの時代にかんして、「文学はどう見られ
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てきたか」という問いが発せられることとなった。3 つの提題の具体的な内容については、以下の
要約を見ていただくとして、蛇足ながら最後に言い添えておきたいのは、ワークショップにおける
質疑応答で、現実と虚構の関係について、ジャンル意識について、文学に期待されていた機能につ
いて、じつに活発なやりとりがなされたということである。本ワークショップの試みが、的外れな
ものではなかったと実感させられる場面であった。 

いうまでもなく、文学という広大な領野からするなら、3 つの提題でカバーできる範囲は、その
ごく一部にとどまらざるをえない。「文学はどう見られてきたか」という問いは、より大規模に、多
角的に問われなければならないだろう。その時間は十分に残されているはずだ。私たちと文学のつ
きあいは、当分のあいだは続きそうなのだから。 

 
________________________________________ 

2017 年度 国際哲学研究センター ワークショップ 「文学はどう見られていたか――古
代・中世・近代の変遷」 

 
日時：2017 年 9 月 30 日（土）13 時 00 分～17 時 00 分 
場所：東洋大学白山キャンパス 2 号館 16 階スカイホール 
 
プログラム 

13 時 00 分 
開会挨拶 三重野 清顕（東洋大学 准教授・国際哲学研究センター研究員） 

13 時 05 分 【提題 1】 ［古代］ 
「哲学と詩の争い――プラトンにおける模倣概念と文芸論」 
田中 一孝（桜美林大学 准教授） 

14 時 05 分 【提題 2】 ［中世］  
「中世イギリス文学における《ロマンス》と自国語意識――アーサー王物語を中心に」 
岡本 広毅（立命館大学 准教授） 

15 時 05 分 【提題 3】 ［近代］  
「人間の自由はいかにして実現可能か？――シェリング芸術哲学から見たギリシア悲劇の示す第三

の道」  
八幡 さくら（東京大学 特任研究員） 

15 時 55 分 休憩 

16 時 10 分 提題者間での質疑応答 
［司会］坂本 邦暢（東洋大学 助教・国際哲学研究センター研究員） 

16 時 35 分 フロア・ディスカッション  
［司会］坂本 邦暢（東洋大学 助教・国際哲学研究センター研究員） 

16 時 55 分 閉会挨拶 
辻内 宣博（東洋大学 准教授・国際哲学研究センター研究員） 
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中世イギリス文学における≪ロマンス≫と自国語意識 
――アーサー王物語を中心に 

岡本 広毅 

本発表では、特に現代の日本の大衆文化にも影響を及ぼしているアーサー王物語に焦点を当て、
中世イギリス文学の特質の一端を検討した。中世イギリスで広く流布したアーサー王物語のような
世俗の物語は、一般に “Romance” 「ロマンス」と呼ばれる。「ロマンス」は元々、言語を指す言葉
であったが、徐々にそれぞれの作品の文学的性質、内容を表わすようになっていった。例えば、騎
士の冒険、見知らぬ騎士との戦い、魔法や異界、超自然的な出来事との遭遇、巨人やドラゴン退治、
捕らわれの乙女の解放救出、貴婦人への愛などである。大陸で生まれ発展した「ロマンス」は、中
世イギリスにおいても人気を博し、時に聖人伝や歴史記録をも包含する極めて幅広くかつ柔軟な物
語ジャンルとなった。こうした様々な要素が混在する「ロマンス」という文学ジャンルは、『ハリー・
ポッター』などの現代ファンタジー文学のルーツ・源流として位置付けられるだろう。 
中でも、14 世紀末にイングランドの北西部で書かれたとされる『ガウェイン卿と緑の騎士』（Sir 

Gawain and the Green Knight）は中世アーサー王ロマンスの傑作とされる。主人公ガウェインはアー
サー王の甥で、いわゆる「円卓の騎士」の一人。本作は、アーサー王物語の中の「ビッグネーム」
の一騎士が、緑の騎士という得体の知れない騎士の「首切りの挑戦」を受け、予想外の危機に見舞
われる冒険譚である。本発表では、二つの観点からこの物語の意義を考察した。 
一つ目は、「ファンタジー」的側面である。突如宮廷に現れる「緑の騎士」、そして奥方から受け

取る「不死の腰帯」はファンタジー的連想を引き起こすとともに、実に例外的な描かれ方をしてい
る。後者に関しては、「不死の帯」としてその魔法的性質が言及されながらも、結果的にその効用が
曖昧化されている点で実に興味深い。これは、従来のロマンスの決まり事やコンヴェンションを自
覚した上で、詩人がある種のメタ的レベルから客観的に物語、あるいはジャンルそのものを捉えて
いるように思われる。加えて、詩人は一見現実とは無縁に見られがちな「ファンタジー」の世界が、
実は人間にとって重要で欠かせないことを暗に主張しているのではないだろうか。 
二つ目は、中世文学における「声の文化 “orality”」と「文字の文化 “literacy”」という視点から、

物語に描かれる両者の関係性を再考した。中世後期、「声の文化」から「文字の文化」へと移行する
過渡期に、詩人は双方の表現媒体に言及している。主人公ガウェインは、「噂を聞いて」宮廷にやっ
てくる緑の騎士、そして “text” に論拠を求めて誘惑を試みる奥方という、「声」と「文字」双方の
表現形式に苛まれているのである。 
時間の関係上、最後に本ロマンス作品が英語で書かれた意義を、自国語意識の芽生えという観点

から簡潔に述べた。14世紀末を生きた物語作者は、大陸の文人や知識人との交流を通して多様な価
値観と思想、文化を吸収していたからこそ、自国の言語、文学、そしてナショナル・アイデンティ
ティのあり方を模索するようになっていたと結論付けた。 
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人間の自由はいかにして実現可能か？ 
―シェリング芸術哲学から見たギリシア悲劇の示す第三の道 

八幡 さくら 

0. はじめに―運命と人間の自由の問題 

「運命は存在するのか？」という問いが、科学技術の進歩した現代を生きる我々の頭を擡げるこ
とがある。同様の問いは近代のドイツ観念論においても重要な問題であった。ドイツ観念論の哲学
者シェリングは「運命 VS自由」という図式を用いながら、「人間の自由がいかにして実現されるか？」
をギリシア悲劇の解決に見出している。 

1. 近代ドイツ哲学における大問題―必然性と人間の自由 

運命と自由の対立についてシェリングは『独断主義と批判主義に関する哲学的書簡』（1795 年）
において議論している。この著作はキリスト教正統派神学（神の存在「超自然的事実」、「幸福は徳
の報い」）への批判を目的としたもので、当時神学生だったシェリングはそれを匿名で発表している。
当時スピノザ主義を指す独断主義とカント・フィヒテ哲学を指す批判主義とに対してどのような立
場を取るかが哲学に求められていた。独断主義の立場に立てば、神が唯一実体となり、哲学は絶対
的客観から出発する。そのため絶対的客観性における自我の自由が消滅する。それに対して、批判
主義の立場に立てば、主観の認識能力に限定され、哲学は絶対的自我から出発する。しかしどちら
の立場に立っても、自然と自由の分離と体系の不在という問題は解消されない。シェリングによれ
ば、「我々は決して自分自身の自我を捨て去ることはできない。その唯一の理由は、我々の本質であ
る絶対的自由の内にある。この絶対的自由によって、我々の内なる自我

．．
はもの

．．
ではありえず、客観

的に規定できる事柄
．．
ではありえない。」（SWI 320） 

またシェリングは、スピノザの『エチカ』第 5部定理 42「幸福は徳の報いではなく徳それ自体で
ある」を引きながら、幸福を徳の報いとする正統派神学への批判を行う。知的直観において成立す
るものは、幸福すなわち徳そのものである。幸福状態である知的直観においてはあらゆる対立が消
滅し、道徳性と幸福との間の矛盾も解消される。人間の本質である絶対的自由という絶対的状態を
目指すことこそが道徳性であり、道徳性と幸福は同一である。ゆえに「絶対的自由

．．．．．
がある
．．．

ところに
絶対的幸福
．．．．．

がある
．．．

」（SWI 324）。 
シェリングは自由と必然性という原理が絶対者の内で統合されていなければならないと考え、自

由を「絶対者が無制約的な自らの力に基づいて行為すること」、必然を「絶対者がまさにそれゆえに
自分の存在法則にのみ、つまり自分の本質の内的必然のみに従って行為すること」と定め、「絶対者
の内には、その行為とは独立に持つような法則はもはやない。絶対的自由と絶対的必然とは同一で
ある」（SWI 330f.）と規定している。 
この考えに基づき、シェリングは全哲学のあらゆる綜合の目標は絶対的同一性にあると理解する。

この「目標への接近
．．
」の仕方の差異によって各々の哲学が異なる。シェリングによれば、独断主義

が「絶対的客観
．．
の同一性を直接的

．．．
に
．
目指す」のに対し、批判主義は「主観

．．
の絶対的同一性を直接的

．．．

国際哲学研究 7号 2018　　13



 

 

に
．
目指す」（SWI 328）。しかし、両体系は知の対象すなわち客観としての絶対者に到達することが

できないため、「絶対者を行為
．．
の対象にすること、つまり絶対者を実現するための行為

．．
を要求する

．．．．
こ

とだけ」が目指される（SWI 333）。シェリングは独断主義と批判主義を一つにする第三の道を選び
取る。 
この第三の道をシェリングはギリシア悲劇に見出す。行為を通した絶対者の実現は、悲劇による

客観的世界の必然性と人間の自由の統一によって成し遂げられる。この必然性すなわち運命と自由
との矛盾は、悲劇の主人公である「死すべき人間」によってのみ耐えられる（SWI 336）。シェリン
グはギリシア悲劇において「主人公を運命の優位と戦わせることによって、人間の自由に名誉を授
けた」と解し、そこに「人間的自由の承認」という、自由に関する「偉大な思想」を見出す（SWI 336f.）。 

2. 近代ドイツにおけるロマン主義の台頭 

古典主義は 17世紀仏で確立された思想的傾向であり、古代ギリシアの生の統一と調和を規範とす
る。古典主義は理性を重視し、絶対的普遍美を目指す。この古典主義に対抗する形で登場してきた
のがロマン主義である。18 世紀末から 19 世紀半ばにヨーロッパで興ったこの思想的・精神的傾向
は、古典主義が重視する秩序と論理に反対し、近代における個・自我の尊重、感性の解放を目指す。
ドイツにおいてはティークとヴァッケンローダー『芸術を愛する一修道僧の心情吐露』（1797 年）、
シュレーゲル兄弟『アテネウム』（1798-1800年）などが初期の代表策として挙げられる。 
しかし、ロマン主義の本質を定義することは非常に困難である。ロマン主義は中世賛美を行う一

方で、社会体制に反対する革新主義的側面を持つ。ロマン主義者達は主体の感性や心情といった内
面性、病的で異常なものに注目する。さらに、彼らは直観や自然体験、無限性、神秘思想、古代生
命、天才といった概念を彼らの根本思想に置いている。また、ロマン主義は古代 VS 近代という対
比構造にも関わっている。古代ギリシアが生の全体な統一性や神話的世界を表すのに対し、近代世
界は分裂しており、無限遡行的な自己反省の意識へと向かう。こうした複雑な側面を持つロマン主
義は、フィヒテ自我哲学やシェリング自然哲学との関連が指摘されている。 

3. シェリング『芸術の哲学』における悲劇論 

シェリングが芸術哲学を論じたのは 1800〜1807年頃であるが、とくに講義『芸術の哲学』（1802-03、
1804-05年）において芸術ジャンル論を詳論している。『芸術の哲学』はあらゆるものを絶対者とい
う絶対的同一性の現れと考える同一哲学体系に即している。それゆえ、芸術哲学は趣味の理論では
なく、「芸術という形式における全体の学」（SWV 368）とされる。 
シェリングは同講義の芸術ジャンル論の中の悲劇論において悲劇を以下のように定義している。

「それゆえ悲劇
．．
の本質的なものは、主体における自由と客観的なものとしての必然性との実際の争

いであり、その争いは一方または他方に屈することによって終わるのではなく、両者が勝利すると
同時に勝利されたものとして、完全な無差別において現れることによって終わるのである」（SWV 
693）。ここで運命（必然性）と人間の自由とは対立から無差別へ向かう。自由と必然性の絶対的無
差別は人間本性において「象徴化」（SWV 690）される。「個」と結びつけられた人間本性が「人格」
（Personen）であり、人間本性の持つ自由が「心映え（Gesinnung）によって再び必然性を越え高ま
ることができる」（SWV 691）。心映えとは、主人公の道徳的性格が持つ、勇気ある良い心の持ち様、
主体の道徳的行為を導く原理のことである。必然性と自由は、一方が他方を打ち負かすのではなく、
両者が互いに克服すると同時に克服される。つまり、必然性と自由が「同等存在」（Gleichsein）（SWV 
690）となり、両者の「絶対的無差別」状態が実現される。そこではもはや必然性との抵抗が存在せ
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ず、「絶対的自由」（SWV 691）が現れる。 
シェリングは悲劇の主人公をアリストテレスの『詩学』を引きながら次のように特徴づける。そ

れは「必然性が悪
．
を定める場合」（SWV 694）であり、良い人でも悪い人でも非常に悪い人でもない

中間にある。「徳や正義によって優れているのでも、悪徳や犯罪によって不運に陥るのでもなく、過
．

ち
．
によって不運になる」（Ibid.）。悲劇の主人公の罪は「運命の意志と不可避な宿命」によって負わ

されたものであり、「考えうる最高の不運」である（SWV 695）。悲劇の主人公は自己の没落によっ
て逆説的な自由の勝利を手にする。ここには『哲学的書簡』と共通する主観的自我の棄却による人
間的自由の可能性が認められる。さらに、同一哲学的思想に基づく調和的・宥和的性格が加えられ、
闘争と没落による自由の承認が調和と宥和をもたらす根拠となっている。 

4. 悲劇的崇高―『オイディプス王』の分析から 

それでは具体的にどのような悲劇作品・場面を指すのか？シェリングは近代悲劇ではなく、ギリ
シア悲劇を理想的悲劇として取り上げる。悲劇詩人としてはアイスキュロス、ソフォクレス、エウ
リピデス、作品としては『オイディプス王』『コロノスのオイディプス』『縛られたプロメテウス』
『エウメニデス』『アンティゴネー』等を挙げる。とくにシェリングはプロメテウスを「悲劇の真の
原像」とみなし、ソフォクレス『オイディプス王』（前 427年頃）に人間の自由の表現を見出す。オ
イディプスのあらゆる行為は、自らの意志を超えた運命に駆り立てられた、神託の完遂のための必
然的行為である。しかし、劇の最後のオイディプスの嘆きに表現されているように、オイディプス
が自分の目を屠る場面にのみ彼が選択した行為が示されている。そこでは「単なる特殊性としての
自由」ではなく、必然性を同等にまで、「自己自身を普遍性にまで高めた」自由（SWV 697）が表さ
れており、魂を苦しみから解き放つ「最高の受苦の無さ」（SWV 698）へと繋がる。この状態におい
てはじめて運命と意志が等しく釣り合う。 
ここに至って、悲劇の主人公は「絶対的偉大さすなわち崇高な心映えの象徴」（Ibid.）となる。元々

罪なき「無垢な者」が運命ゆえに不可避的な罪を負うことこそ「最高の不運」（SWV 699）である。
不可避的罪に対する罰の自発的受け入れは、「悲劇における崇高なもの

．．．．．
」（Ibid.）であり、この悲劇

における崇高が心映えの崇高であり、「真なる悲劇的崇高」（SWV 467）と呼ばれる。悲劇の主人公
は、不運との戦いによって人格の勇気が試され、この戦いに「物理的には勝利しないが、だからと
いって道徳的に敗北するわけでもない」場合、主人公はあらゆる受苦を超える倫理的に崇高な人格、
「無限なるものの象徴」として現れる（Ibid.）。悲劇の主人公に無限の道徳性が一体化して存在する
ゆえ、悲劇の主人公は崇高な心映えの象徴となる。ここに行為を通した人間の自由の獲得が実現さ
れる。 

5. おわりに―近代的視点からの古代ギリシア悲劇解釈 

シェリングは、ギリシア悲劇『オイディプス王』を必然性と自由の絶対的無差別を表現する理想
的な悲劇と理解している。なぜなら、そこには自発的な罰の受け入れによる逆説的な人間的自由の
承認が見出されるからである。このようなシェリングのオイディプス解釈は、必然性と自由との対
立と人間的自由の実現を目指す、近代哲学的な視点から古代ギリシア悲劇を解釈したものであると
言える。 
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国際哲学研究センターシンポジウム司会報告 
 

辻内 宣博 

2017 年 12 月 16 日（土）13:00～18:00 に，「哲学と歴史学とを生涯学習として学ぶ意義」と題し
て，哲学・歴史学・教育学を専門とする 3 名の先生方にご講演をいただいた。その後，3 名の先生
方での質疑応答を行った後に，フロアの聴講者の方々からいただいたコメントシートに基づいて質
疑応答をしていただき，最後に，フロアの聴講者の方々との直接のディスカッションを行った。 
まず，哲学の領域からは，京都大学理事・副学長である川添信介先生（西洋中世哲学を専門領域

とする）に，「哲学――自由になるための学び」と題して，次に，歴史学の領域からは，東京大学教
授である高山博先生（西洋中世史を専門とする）に，「中世地中海から現代世界を見る」と題して，
最後に，教育学の領域からは，東洋大学教授である矢口悦子先生（生涯教育を専門領域とする）に，
「生涯学習では哲学や歴史学をどのように学んできたか」と題して，お話をしていただいた。なお，
3名の先生方の略歴と主要業績については，最後に簡便に記載させていただいた。 
また，3 名の先生方には，当日ご講演いただいた内容を踏まえながら，お話をまとめていただい

たものをご報告いただいているので，具体的な内容については，その報告を是非ともご一読いただ
ければ幸いである。ここでは，このシンポジウム企画の趣旨をご報告させていただき，後の 3名の
先生方の報告と繋げることを試みたい。 
昨今，さまざまな媒体において，「人文学の危機」という論調を目にする機会が多くなってきた。

自然科学や社会科学といった学問領域は，現在われわれが生きているこの自然的世界や人間社会を
直接の対象として分析し，その成果は，かなり目に見えやすい仕方で，現在のわれわれの世界理解
に貢献しているように見える。しかし他方で，人文学という学問領域は，過去の人間が生み出して
きた精神的世界を対象として分析するため，その成果が現在のわれわれの生や世界理解に貢献する
のかどうかは，非常に見えにくい。したがって，現在の社会にあっては，人文学の教育や研究は，
もはやその意義や意味をもたないように思われる。しかし，はたして本当にそうなのだろうか。 
以上のような文脈の中で，日本の大学が設立された当初から人文学の領域で研究されて学ばれて

きた「哲学」と「歴史学」に焦点を当て，改めて，これらの学問を教育研究する意義について考え
直してみたいということが，本シンポジウムを企画した意図である。しかしながら，「哲学」と「歴
史学」とを学ぶ意義をただ改めて考え直すというのではなく，「生涯学習」という観点から，これら
の学問を学ぶ意義について，いわゆる学校教育という枠組みを越えて問い直してみたいと考え，今
回のシンポジウムを企画立案したのである。 
こうして，それぞれの領域でベテランの先生方に，これまでの研究や教育の経験を踏まえながら，

人が生涯にわたって「哲学」や「歴史学」を学ぶ意義はどういったところに見出すことができるの
かをテーマにお話しいただきたいと依頼させていただいた。そして，それぞれの専門領域から出て
きた見解を，こんどは，生涯学習の一般的な議論の俎上に載せてみたときに，どういった見解のず
れが出てくるのか，あるいは，かなりの程度で一致するのか，といったことを検討してみることを
想定していた。その結果がどうなったのかは，是非とも，各先生方の報告を見ていただきたい。 
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なお，司会者として，当日の議論の流れを見てきた立場から感想めいたことを一つ述べさせてい
ただくと，次のようなことが，各先生方の共通の見立てとして出てくるのではないかと思われる。
それは，われわれが生きているこの現在の世界や社会，そして自分自身の在り方から少し距離を置
いて，広く自分自身や社会，世界全体を見通す視点を確保することが，哲学や歴史学，ひいては人
文学を生涯学習として学び続ける意義として見いだせるのではないか，ということである。つまり，
われわれがこの世界を生きていくとき，目の前の出来事にあまりにも目を捕らわれて拘泥しすぎる
と，既成の価値観や世界観の枠組みという檻の中でしか物事の識別や判別ができない。しかしなが
ら，こうした狭小な視野からは，真実や真理を見失う恐れが非常に高くなる。そこで，人文学が果
たすことのできる役割とは，これまで人間が長い年月をかけて培ってきた知的な営為を汲み取るこ
とによって，現在の人間の在り方や社会の在り方，ひいては世界全体の在り方を見る視野を拡げて，
世界の見方を相対化していくことにあると言えるだろう。その結果，現在の自分自身や社会，そし
て世界の在り方を自己反省的に捉え直す視点が拓け，こうして，未来へと歩んでいくわれわれの生
を導く新たなる真なる道を見出す可能性も見えてくるだろう。 
われわれ人間は，確かに物質的な要素から構成される自然的・物理的存在の一部であることは疑

いえない。その限りでは，自然科学や社会科学の学問的成果は，現在のわれわれの生にとって非常
に有益であり有効であるだろう。しかしながら，他方で，進化のプロセスの結果であるとしても，
われわれ人間は確かに，物事を思考によって捉えて分析し，理解するという形で世界に関与する存
在でもある。こうした精神的／思惟的な仕方によって，本質的に人間が世界との関わりをもつ以上，
その力を最大限に発揮するためには，人文学の成果を学ぶことによって，「いま・ここ」の視点に拘
束されない，多角的で広範な視野に立つための素材を手にすることが必要である。そのための格好
の題材の一部が「哲学」や「歴史学」であることは疑いえない。だからこそ，生涯にわたって学び
続けるものとして，「哲学」や「歴史学」，ひいては，「人文学」という学問領域は欠かすことのでき
ないものだと考えることができるのである。 
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講演者の略歴と主要業績 

■ 川添 信介（京都大学）【哲学】 

 略歴 
 1983 年 京都大学大学院 文学研究科 博士後期課程研究指導認定退学 
 1983 年 フランス パリ第 10 大学（ナンテール校）留学 
 1985 年 大阪市立大学 文学部 助手 
 1988 年 大阪市立大学 文学部 講師 
 1991 年 大阪市立大学 文学部 助教授 
 1996 年 京都大学大学院 文学研究科 助教授 
 2004 年 京都大学大学院 文学研究科 教授 
 2014 年 京都大学大学院 文学研究科長・文学部長 
 2015 年 京都大学 理事・副学長 
 2015 年 中世哲学会 会長 

 主要業績 
 『水とワイン――西欧 13 世紀における哲学の諸概念』（2005 年）京都大学学術出版

会． 
 『トマス・アクィナスの心身問題――『対異教徒大全』第 2 巻から』［翻訳と註解］

（2009 年）知泉書館． 

■ 高山 博（東京大学）【歴史学】 

 略歴 
 1988 年 東京大学大学院 人文科学研究科 博士課程 単位取得退学 
 1990 年 アメリカ エール大学大学院 歴史学 博士課程修了（Ph.D.取得） 
 1990 年 一橋大学 経済学部 助教授 
 1993 年 東京大学 文学部 助教授 
 2004 年 東京大学大学院 人文社会系研究科 教授 
 2008 年 文部科学省 科学官 
 2015 年 西洋中世学会 会長 
 2016 年 史学会 理事長 

 主要業績 
 『中世地中海世界とシチリア王国』（1993 年）東京大学出版会．［第 15 回サントリ

ー学芸賞（思想・歴史部門）；第 2 回地中海学会賞；第 17 回マルコ・ポーロ賞］ 
 The Administration of the Norman Kingdom of Sicily (1993) E.J.Brill. 
 『神秘の中世王国――ヨーロッパ，ビザンツ，イスラム文化の十字路』（1995 年）

東京大学出版会． 
 『ハード・アカデミズムの時代』（1998 年）講談社． 
 『中世シチリア王国』（1999 年）講談社現代新書． 
 『歴史学 未来へのまなざし――中世シチリアからグローバル・ヒストリーへ』

（2002 年）山川出版社． 
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 『〈知〉とグローバル化――中世ヨーロッパから見た現代世界』（2003 年）勁草書房． 
 『文明共存の道を求めて――地中海世界から現代をみる』（2003 年）日本放送出版

協会． 
 『ヨーロッパとイスラーム世界』（2007 年）山川出版社． 
 『中世シチリア王国の研究――異文化が交差する地中海世界』（2015 年）東京大学

出版会． 
 「紫綬褒章」受章（2016 年） 

■ 矢口 悦子（東洋大学）【教育学】 

 略歴 
 1986 年 お茶の水女子大学大学院 人間文化研究科 博士後期課程 単位取得退

学 
 2000 年 山脇学園短期大学 教授 
 2003 年 東洋大学 文学部 教授 
 2015 年 東洋大学 文学部長 

 主要業績 
 『イギリス成人教育の思想と制度――背景としてのリベラリズムと責任団体制度』

（1998 年）新曜社． 
 『社会教育・生涯学習辞典』［共編著］（2012 年）朝倉書店． 
 『地域を支える人々の学習支援――社会教育関連職員の役割と力量形成――』［共

編著］（2015 年）東洋館出版社． 
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哲学：自由になるための学び 
 

川添 信介 

はじめに 

哲学者で生涯学習の先駆者とも言われる井上円了が創設したこの東洋大学において、生涯学習を
研究対象としたこともない西洋スコラ哲学の研究者であるにすぎない私が「哲学を生涯学習として
学ぶ意義」について語ることは、何か大それたことだと感じざるを得ない。だが、教育基本法第 3
条には「生涯学習の理念」として、次のように書かれている。 

 
国民一人一人が，自己の人格を磨き，豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたっ
て、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすこ
とのできる社会の実現が図られなければならない。 

 
ここにある生涯学習が目的とする 2つのこと、つまり「自己の人格を磨くこと」と「豊かな人生を
送ること」のうち、前者については私の手には負えないこととして省くとしても、後者については
哲学に関わる者の一人としては何ごとかを語らざるを得ないのかもしれないと覚悟し、私の個人的
な経験からはじめて、それを敷衍しながら多少のことを述べてみたい。 
しかし「豊かな人生を送る」あるいは「幸福な人生を送る」ことが何を意味するのかは、洋の東

西を問わず、哲学的思考の中核をなす問いであったし、それに対する答えも千差万別である。した
がって、豊かで幸福な人生とは何かという問いには様々なアプローチが可能である。しかし、ここ
では自由ということが人の人生の豊かさ・幸福の重要な要素であるということを前提にして、「哲学
は自由になるための学び」だという観点から考えてみることにしたい。 

１．2 つの原体験 

大学で哲学を専攻するようになってからの「後づけ」の説明だという面はあるにしても、私が哲
学という学問に触れることになった原体験とも呼ぶべき２つの経験がある。その最初は、５～６歳
ぐらいの時の次のような経験である。九州の小都市の２階の自宅にいるとき、道をはさんだ向かい
の家にいた知り合いの小母さんと何となく眼が合って、小母さんは私に微笑んで手を振ってくれた
のだが、その時突然に、私は自分とその小母さんとは「別の人間なのだ」ということがはっきりと
分かったのである。こんなことはいくら５歳の子供でもとうの昔にわきまえていたはずのことだと
も言えるかもしれないが、この時の経験はそのようにありふれたことに気づいたということとは違
っていた（と思う）。その時感じた「別の人間だ」ということは、単に２人の独立した人格として別
だというあたりまえのことではなく、「あの小母さんは僕の中に存在しているだけなのかもしれない」
という想念が立ち現れたのである。また逆に、「僕の方があの小母さんの中に存在しているだけなの
かもしれない」とも感じられた。しかし、私は自分自身と小母さんとを第三者的に眺めることはで
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きないので、「あの小母さんは僕の中に存在しているだけかもしれない」の方だけが残る、とも思わ
れた。 
このような見方は後に哲学を学んでから「唯我論」と呼ばれる立場であることを知ることになっ

たが、５歳の子供にはもちろんきちんと整理された形で理解されていたわけではないが、とても「嫌
な感じ」で「ゾットするような」恐ろしい感覚として受けとめられた。小母さんに当てはまること
は、私が見ている両親にも向かいの銭湯の建物という物にも当てはまるはずだから、「世界」全体は
私の中にだけ存在することになる。このことが正しい洞察だという自信があったわけではないが、
そう考えてみることができるというだけで、何か恐ろしいことだという感触だけが残った。 
このときの感触をその後もずっと鮮明にいつも持ち続けたというわけではない。しかし、この時

の１回限りの何とも言えずゾットした感触の記憶は残り続けていたように思う。 
 
二番目の原体験は、一番目ほど鮮明で強烈な、いわば身体的な経験というわけではなく、書物を

介した高校生の時の経験である。ただし、特定の一つの書物の読書が決定的だったというわけでは
なく（加藤周一『雑種文化』はそれに近いインパクトを持っていたにしても）、今から思うと内容も
レベルも実に多様な書物の乱読の経験である。そこから得られたのは、一般的に言うならば「文化
的相対性」の認識であるが、主として強い関心を持っていたのは日本の文化の特異性であった。私
の高校生時代は 1970年代初めということになるが、両親をはじめとして日中戦争や太平洋戦争の経
験者がまわりにいたし、戦前との連続と不連続の両方がまだどこかで感じられていた時代である。
そのような中での上記のような乱読によって、私は昭和 10年代から敗戦にかけての戦時期の日本社
会が、精神主義的で非合理的な誇大妄想によって支配されており、その結果として多数の戦死者を
はじめとして、あれほどの悲惨に満ちた敗戦を迎えたことに、つまり、自分の理解を越えた事態が
実際に起こったのだということに大きなショックを受けたのである。 
一方、私自身が高校までの中等教育で受けていた教育は戦後民主主義によるものだったし、教え

られていた内容は筋の通った合理的に理解できる（はずの）ことばかりであった。学校での教育と
校外での読書によって知り得たことの間には大きなギャップがあった。わずか数十年前の日本人と
現在の自分との間をどのように繋げることができるのか。高校で習う理科系の教科は合理的に理解
可能で世界中どこでも通用する内容だと思われた。だが他方で、自分が生きている社会にはその社
会独自の文化や思考のくせのようなものによって動かされ、その結果大きな不幸を生み出してしま
うのかもしれない。そして、日本について言えることは他の文化圏についても言えるであろうから、
世界全体をほんとうの意味で動かしている原理のようなものがあるとすれば、それはすべての人に
共有され一般化できるものなのか、それともそれぞれの文化圏固有のものなのだろうか。もし後者
だとしたら、文化圏によって異なる原理相互の関係や調停というものは可能なのだろうか。 

 
高校生の時には、このような文化的相対性をめぐる（思考とも言えない）想念が頭のなかでぐる

ぐる回っていたような気がする。また、この第２の原体験が第１のものとどのように関係している
のかを考える力もなく、混乱したままで大学に入ることになった。入学した京都大学の文学部では
すぐに専門分野を決める必要がなかったので、右往左往しながら大学の前半を過ごすことになった
のだが、ほとんど偶然と言ってよいと思うが、哲学を専攻しデカルトの哲学と出会うことになるの
である。 

２．自分に明晰判明であることだけで：デカルト 

17世紀フランスの哲学者ルネ・デカルト（René Descartes, 1596-1650）については、あらためて説
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明の必要はないであろうが、革新的な数学者でありつつ近代科学の父とも呼ばれ、同時に西洋近世
哲学の出発点に位置づけられる哲学者でもあった。私が大学の学部時代に本当の意味で熟読したと
いえるのは、このデカルトの主著『方法序説』や『省察』だけだった。デカルトの哲学の内容を簡
単に要約することは不可能であるが、私の幼い時の原体験と関係づけながら、その哲学の基本的特
徴だけを、知的な自伝とも言える『方法序説』によりながら、描いておきたい。 

2-1. 自分は何を本当に知っていると言えるか：コギト 
デカルトの哲学は「確信をもってこの世の生を歩むために、真なるものを偽なるものから分かつ

すべを学びたい」という欲求に導かれていた。これはどんな哲学にも共通する目標であるかもしれ
ないが、彼の哲学の特徴はその先にある。それは「すべてを自分一人で最初から作り直す」ことに
よって確実性を得るという決意である。デカルトも最初は当時の最高の学校と言われた場所で「書
物の学問」を学んだのだが、そこには何も確実なことを見いだせなかった。そこで今度は「世間と
いう書物」から確実なことを得ようとしたが、そこにも満足させるものを見出すことができなかっ
た。 
そこでデカルトは、書物や世間という自分の外にある知識とされているものではなく、自分自身

の中に確実なものを見出そうとして、次のように述べる。 
 
私がいままで自分の信念のうちに受け入れたすべての意見に関しては、（中略）一度きっぱりと、
それらをとり除いてしまおうと企てること、そしてそうしたうえでふたたび、ほかのいっそう
よい意見をとり容れるなりあるいは前と同じ意見でも一度理性の基準によって正しくととのえ
たうえでとり入れるなりするのが、最上の方法なのである。 

 
この企てのための準備として、デカルトがそれまで知っていた学問の中でもっとも確実であると

思われた数学に範をとりながら、４つの方法・規則をまず提示する。その最初が「明晰判明の規則」
と呼ばれる、次のようなものである。 

 
第一は、私が明証的に真であると認めたうえでなくてはいかなるものをも真として受け入れな
いこと。いいかえれば、注意深く速断と偏見とを避けること。そして、私がそれを疑ういかな
る理由ももたないほど、明晰にかつ判明に、私の精神に現れるもの以外の何ものをも、私の判
断のうちにとり入れないこと。 

 
この規則は当たり前のことだけを述べているようにも思われるであろうが、その「私の精神」に明
晰判明である内容だけしか受け入れないという態度あるいは覚悟を徹底して守ったことによって、
デカルトの哲学は作られたのである。 
「書物の学問」と「世間という書物」で真だと認められていることではなく、自分の精神に明晰

判明な内容だけを真として受け入れようと覚悟したデカルトは、いわゆる「方法的懐疑」を徹底し
て遂行する。少しでも偽である可能性のある内容は、真理の資格を持っていないと見なすのである。
その懐疑の作業は、哲学上の主著『省察』によれば、おおよそ 3つの段階を経る。第一に、外的な
感覚知覚には信を置くに値しない。私たちの目や耳は時として錯覚を起こし、世界についての間違
った内容を教えることがあるために、感覚の教えることは真として受け入れられない。第二には、
それでも自分が今パソコンのキーボードを打っていることや、頭痛を感じていることなどの身体感
覚は疑えないのではないかと考えられるが、デカルトはこれらも「すべてが夢である可能性」が排
除できないし、覚醒と睡眠とを区別するための確かな基準は存在しない以上、真として受け入れる
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ことはできないとみなす。ここまでの懐疑は、多少極端に思われるにしても、理解可能だと感じる
方も多いかもしれない。しかし、デカルトの懐疑はここにとどまらず、さらに第三段階に進む。そ
れは、現実の世界でも夢の中でも、たとえば「２＋２＝４」のような数学的な知識や論理学的な規
則などは必ず真であると通常は見なされているが、これにも信を置くことはできない。なぜなら、
「欺く神」あるいは「邪悪な霊」がいて、それが私が「２＋２」という計算を行うたびごとに、私
を誤るように仕組んでいるかもしれないと考えることができるからである。 
そして、このような徹底した方法的懐疑の遂行にもかかわらず、というよりも、その懐疑の遂行

のただ中で現れてくる確実性が「コギト・エルゴ・スム」すなわち「私は考える、ゆえに私は存在
する」という確実な認識なのである。たしかに、懐疑のプロセスにおいて私がそれについて考えて
いる内容の方には信を置くことができない。しかし、何についてであれ、その内容について疑って
いる私が疑っている間に存在することは必然的で確実だとデカルトは言うのである。その「疑う」
ということは「考える」ことの一つの形態だから、一般的に「私は考える、ゆえに私は存在する」
と言ってよいのである。これがあらゆる疑いを越えた確実な知識として、デカルト哲学の出発点、
第一原理となる。 
ここまでのデカルトの思考は、私自身の 5歳のときの向かいの小母さんをめぐる経験とよく符合

していると言えよう。私の眼に現れているあの小母さんは存在しないかもしれないと疑うことがで
きる。また、「あの小母さんも私が存在しないかもしれないと疑うことができる」かもしれないが、
そのような可能性を「考えている」のはやはり私であって、ここには対称性はない。つまり、私に
現れているものは私の中に存在するだけかもしれないが、そのようなことを「考えている」私が存
在することは確かであろう。 

5 歳の時の私はこのように考えることができるという地点にとどまりつつ、そのことに恐怖を覚
えていた。しかし、デカルトは徹底した方法的懐疑の段階にとどまってはいなかった。確実で必然
的な出発点は確かにコギトであるが、コギトの内容のうちに明晰判明なことがさらにもっとないの
かを吟味し、私の中にある神の観念を梃子にして、「私が存在する」こと以外の確実な知識を獲得し
てゆくのである。数学的知識や精神と物体の二元論、さらには心身の合一といった知識、そして自
然についての知識を経て医学・機械学・最終的な道徳という「哲学の樹」の 3つの果実が、デカル
ト哲学内部でどのようなプロセスを経て獲得されていくのかについては、ここでは詳説する余裕は
ない。しかし、5 歳の時の私のゾットする原体験は、デカルト哲学に触れることによって、ある意
味で解消されたと言えるように思う。デカルトは「方法的」に自覚しながらであり、幼い私の方は
ある種の身体感覚として受身的にでしかなかったという相違はあるにしても、「私しか存在しないの
かもしれない」という出発点は共通していた。そして、デカルト哲学はその出発点が出発点に過ぎ
ず、その先があること（あるいはあり得ること）を教えてくれたのである。これは一種の解放だっ
たと言えるであろう。 

2-2. 分からないことについては語らない哲学 
17世紀フランスの哲学者であるデカルトはもちろんキリスト教徒である。そして、17世紀はカト

リックとプロテスタントの間の対立、それも政治的対立をも巻き込んだ複雑な宗教上の対立の時代
である。その時代の中でデカルトは哲学者としてはキリスト教に対してどのような態度をとったの
かを、次の『方法序説』の一節はよく示している。 

 
私はわれわれの神学を尊敬していた。そして他のだれにも劣らず天国に至りたいと望んでいた。
しかしながら、天国への道が、最も無知な人々にも、最も学識ある人々にと同様に、開かれて
いるということを学び、かつわれわれを天国に導くところの、啓示された真理というものが、
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われわれの理解をこえたものであることを学んだのちは、それらの真理を私の弱い推理力によ
って支配しようとは、考えなくなった。それらの真理の吟味を企てて功を収めるには、神から
与えられる異常な助力を必要とし、人間以上のものにならねばならないのだ、と考えた。 

 
このいわば「敬して遠ざける」といった態度は、前述の明晰判明の規則の当然の帰結であろう。

「自然の光」とも呼ばれる人間が生まれながらにして有している理性的能力に対して透明に現れて
くることが明晰判明ということである以上、神の特別な恩恵として与えられる超自然的な啓示によ
るキリスト教信仰の内容は人間の理性的能力によっては明晰判明には捉えられないものである。た
とえば、キリスト教信仰の中核をなす「イエス・キリストは完全な意味で神であり、かつ、完全な
意味で人間である」や「イエスは処女マリアから生まれた」という「真理」は、それが真理である
ことが信仰によって承認されているにしても、人間が自然本性的に有している理性にとっては明晰
判明に認識できる内容ではないのである。 
この「理性と信仰」あるいは「哲学と神学」の関係という問題は、キリスト教の歴史とともにあ

る古い課題なのであるが、デカルトは「人間以上のもの」に属する信仰の真理を自分の哲学の埒外
にあり、信仰によってだけ真理として受け入れられるとする（ただし、神の存在や魂の不滅などは
哲学の側に属しており、『省察』の主題はこれであるとさえ述べる）。 
このデカルトの立場は、後にトマス・アクィナスらの中世哲学を知るようになってからは、必ず

しもすべてのキリスト教徒である哲学者や神学者が承認するわけではないことを知ることになるが、
私の高校時代の文化的相対性に関わる原体験にとっては、明快な解答を与えられたように思われた。
キリスト教信仰も文化的・社会的多様性を構成する一部であるとするならば、哲学の枠内にある明
晰判明で確実な知識は文化的・社会的相違を越えた普遍性を持っているのに対して、哲学の外にあ
るものはすべての人間に共有される普遍性・一般性を持ち得ないのだ、とデカルトは主張している
と思われたのである。デカルトを学びながら、このデカルトの主張が本当に正しいという確信が得
られたわけではないにしても、私には筋の通った、可能な立場であるとは思われた。 

 
＜インテルメッツォ：中世哲学への転向＞ 
私はデカルトについて卒業論文と修士論文を書いた後、研究対象を西洋中世のスコラ哲学に変更

したのだが、今から思えば実に大それたことだった。デカルトの哲学はその根本のところではもう
分かった気になったのである。何か別の哲学を学んでみたくなったのだが、デカルト以降の近世哲
学は「どうせデカルトの枠内のこと」と早とちりをした上で、山田晶先生の中世哲学がとても魅力
的に思えたこともあり、デカルト以前のデカルトとまったく異なる種類のトマス・アクィナスを学
ぶことにした。当時の大学院博士後期課程では、現在と違って、まだこのような「転向」が制度上
容易だったせいでもある。 
しかし、この「転向」は、根本的なところでは、デカルトにどこかで不満を覚えていたためであ

る（これも多少は後づけの理由だが）。その哲学は魅力的であり、２つの原体験がもたらしていた不
安といったものをある程度は払拭してくれた。しかし、「私の理性にとって明晰判明」なものを「絶
対的に確実な」出発点とし、そこから世界について知識だけを求めるデカルトの哲学は、5 歳のと
きのあの小母さんの存在を捉えきれていないのではないか、私が小母さんと「同じ世界に生きてい
る」ことの把握にやはり届いていないのではないか、という不満を覚えざるを得なかったのである。
また、私とあの小母さんがともに生きているこの世界はやはり文化的多様性あるいは相対性を含み
こんでいる世界であると思われたし、キリスト教の信仰を哲学の埒外におくデカルトは世界の中の
重要な一面を取り逃しているのではないかという不満を持っていたのである。 
しかし、中世のスコラ哲学が、とりわけトマス・アクィナスの哲学が私のこの不満に応えてくれ
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るものであるのかどうか、最初から分かっていたわけではもちろんない。すでに修士課程のときに
多少はトマスのテキストに触れてはいたので、ある種の直感のようなものはあったのかもしれない。
実際のところ、トマス・アクィナスの哲学とはどのようなものなのか。 

３．懐疑を経ない哲学：トマス・アクィナス 

キリスト教の神学者としても、また哲学者としても中世を代表すると言われることの多いトマ
ス・アクィナス（Thomas Aquinas, 1224/25-1274）は、大学という高等教育組織が誕生したばかりの
時期に、パリやイタリア諸都市で教えたスコラ神学者である。同時に、その哲学の全体像がようや
く知られ教えられるようになっていたキリスト教徒ではない古代ギリシアのアリストテレスの哲学
を深く研究してそれをキリスト教の理解に取り入れた、当時としては革新的な神学者でもあった。
主著は『神学大全』とされ、そこで神だけではなく、神の被造物とりわけ人間について、キリスト
教の信仰の内容を包括的に提示したものである。 
そのトマスの神学・哲学の全体像をここで述べることはとてもできないので、デカルトとの対比

として、２つの特徴だけを取り上げてみることにしたい。 

3-1. 分からないことについても語る哲学 
最初に、キリスト教神学者として信仰という「理解不可能なこと」、デカルト的に言うならば「明

晰判明でないこと」へのトマスの構え方を次のテキストにおいて見てみる。 
 
次に、より明白なことからより明白でないことへと進めるべく、理性を超え出た真理を明白に
することへと進む。それは対立者たちの論拠を解消することによって、また、神が許される限
りにおいて、蓋然的な論拠と権威とによって信仰の真理を明らかとすることによってである。
（トマス・アクィナス『対異教徒大全』第 1巻 9章） 

 
この箇所は『対異教徒大全』という著作の構成について自ら述べた部分である。この著作は全 4

巻からなるが、最初の 3巻では「より明白」であり人間の「理性を超え出」てはいない真理が扱わ
れ、最後の 4巻で「理性を超え出た」「より明白ではない」真理が論じられることが予告されている。
この二種類の真理がともに、『神学大全』とともに自らの神学・哲学を体系的に提示した書物である
『対異教徒大全』のなかに含まれるのである。 
「理性を超え出た真理」とは、「イエス・キリストは神であり、かつ、人間である」というキリス

ト教信仰の核心的命題や、三位一体論、秘跡（神の特別な恩寵が現れる儀式）といった内容が含ま
れる。先述のように、デカルトはこの種類の信仰の真理を考察の埒外におくことによって、「より明
白なこと」だけを哲学の内部で語ろうとした。トマスはそうではなく、キリスト教神学者としては
当然のこととはいえ、「より明白ではない」信仰の真理を弁証するとともに、可能な限りにおいて「明
らかにする」ことを自らのなすべきことと見なしているのである。 
そして、ここで注意しなければならないのは、信仰の真理は人間の「理性を超え出ている」とい

うこと、つまり、それが「最終的には分からないままにとどまる」ということを、トマス自身が了
解した上で明らかにしようと試みていることである。私たち一人ひとりにとっては「分かっていな
い」たくさんのことがあるが、同じことが他の人には分かっているということもある。あるいは、
能力や勉強不足のために今の私には分かっていないが、将来には分かるようになる事柄もある。そ
れに対して信仰の教える真理は、キリスト教の正統的な考えでは、この世にあるどんな人間にはど
こまでいっても「分からないこと」なのである。いつか分かってしまうことになるような真理は「信
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仰の」真理ではなく、デカルト的な意味での哲学の圏内の真理である。だから、トマスが上記のテ
キストで言う「理性を超え出た真理を明らかにする」こととは、「自分がどこまでいっても分からな
い事柄なのだということを分かりながら、それを分かろうとする」という、ある意味自己矛盾的な
ことなのである。 
この点は「そもそも哲学とはどのような種類の営みなのか」という根本的な問いと関連している。

人間の理性にとって明晰判明な真理のみを対象とするのが哲学だ、というのがデカルトの答えであ
った。トマスの神学を含めた思想全体を「哲学」と呼ぶとすると、トマスの解答はデカルトとは異
なっていることは明らかであるように思われる。この点を次に考えてみたい。 

3-2. 「神は存在するのか」という問いからはじまる『神学大全』 
『神学大全』は、今述べたような信仰の真理の解明にあたる内容を持っているが、他方で「理性

を超え出ていない」事柄も扱っている。それでも『神学大全』はある意味驚くべき問いから始まっ
ている。この書物の実質的な冒頭を飾る問いは「神は存在するのか」なのである。このことから『神
学大全』あるいはトマスの「哲学」全体の特徴を見いだすことができると思われるのである。 
「神は存在するのか」を問う『神学大全』第 1部第 2問は、「神が存在するということは自明であ

るのか」（第 1項）と「神が存在することは論証され得るのか」（第 2項）を探求し、神の存在は自
明ではないが論証され得るという結論を得て、第 3項で神の存在を実際に論証している。この神の
存在証明は「五つの道」と通称されているが、五つの証明のうち「より明白」な第一の道はおおよ
その論証構造は次のようなものである。 

 
・ （事実の承認）何らかのものがこの世界の中で動いていることは確かであり、感覚によっ

て確証される。 
・ （前提１）動いているものはすべてそれとは別のものによって動かされている。（証明省略） 
・ （前提２）この［動かされるものと動かすものとの］系列を無限に遡ることは不可能であ

る（証明省略）。 
・ （結論）したがって、何ものによっても動かされていない何か第一の動かすものに至るこ

とが必然である。（証明省略） 
・ そして、このものをすべての人が神だと理解している。 

 
この神の存在証明は後のカントが「宇宙論的証明」と呼んだものの典型であり、アリストテレス

にその原型を持つ証明である。この証明についてはもちろん、中世の時代においても現代において
も様々な角度からの批判があるが、その内容にここで立ち入ることはできない。しかし、トマス自
身はこの証明は人間の自然の光である理性によってなされたものであり、特別に信仰の光を前提せ
ずに果たされていると見なしている。だが、ここで考えておきたいのは、トマスがキリスト教徒と
しては言うまでもなく、神が存在することを、この証明を行う以前にあらかじめ承認していたにも
かかわらず、その真理をあらためて最初から根本に立ち返って吟味しているという事実なのである。 
しかし、トマスはなぜこのように無駄とも思えることを行っているのだろうか。『神学大全』とい

う作品は神とその被造物としての世界の両方を論じているのだが、そこで示される真なる認識は神
が存在しなければすべて虚しくなるのであるから、まず神の存在が確認されるべきであるのは当然
だと言えるかもしれない。しかし、神の存在の認識は、デカルトのコギトのような位置づけを持っ
ているのではない。つまり、神の存在以外の他の真理はまだ発見されておらず、神の存在を出発点
にして他の真理が「発見されてゆく」のではない。そうではなく、この神の存在証明によって得ら
れたのは「何か第一の動かすものが存在すること」であり、また上記の証明の最後に「このものを
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すべての人が神だと理解している」と述べられているように、すべての（キリスト教徒である）人
がその存在を承認している神についての理解内容が、この存在証明のプロセスの中で得られた認識
によって、「発見される」のではなく「解明される」のである。つまり、すべての人がすでに知って
いる神についてのさまざまな理解内容が、「第一の動かすものである何か」として厳密に捉え直すこ
とを通じて、一層明らかにされてゆく過程が、『神学大全』の神の存在証明以降の残り全体をなして
いると考えることができる。 
このように考えることができるとすると、トマスの哲学は「真理を理解するための哲学」である

と見なし得る。懐疑を出発点としたデカルトの哲学は懐疑を乗り越えて「真理を発見するための哲
学」であったが、トマスの哲学はすでに承認している真理への懐疑からではなく、受け入れている
諸真理を相互に関係づけ、それぞれを大きな網の目の中に位置づけることによって、承認していた
個々の真理とそれらの真理の網の目全体のより深い理解を目指すものなのである。 
そして重要なことは、すでに承認し受け入れていた諸真理の中には、理性の光にとって明晰判明

となる真理だけではなく、理性の光によっては「最終的には分からない」信仰の真理もまた含まれ
ていることである。神の三位一体やイエス・キリストについて、この世の人間の理性は完全に理解
することはできないが、完全に理解することの可能な他の知識の網の目のなかに置くことによって、
なんらかの意味での「より深い理解」に至ることができるとトマスは考えているように思われる。 
私たちの理性によって明晰判明に理解される事柄だけではなく、明晰判明に理解され得ないこと

自体を了承しながらその理解を求めてゆくトマスの営みは、哲学の営みだと呼ぶに値すると私は考
えている。 

４．吟味と自由 

以上、私の２つの原体験と２つの哲学についての私の理解を述べてきた。２つの原体験は異なっ
た種類の経験であったし、上述のようにデカルトの哲学とトマスの哲学は相当に異なった種類の哲
学であった。それでは、生涯教育としての哲学、それも「自由になるための学び」としての哲学と
いう角度から、どのようなことが言えるのであろうか。 

4-1. 徹底した吟味としての哲学 
デカルトの哲学とトマスの哲学とが、西洋の哲学史のなかで一級の哲学であることを疑う人はい

ない。根本的な立場や方法の違いにもかかわらず、この２人を哲学者にしているものとは、何だろ
うか。それは「徹底した吟味」であるように思われる。あるいは、哲学以外の人間のどのような学
問的、知的な営みであっても吟味することを欠くわけにはいかないとすれば、哲学を哲学にしてい
るのは吟味の「徹底性」であるということになろう。 
デカルトの哲学が徹底した吟味の営みであることは分かりやすいであろう。世の中で真理だと認

められている学問や、自分が幼いときから真理だと考えてきた事柄を、哲学者デカルトは一度全部
根本的に疑った。それでも疑えないのがコギトであり、そこから出発して確実だということが発見
される内容だけを真なる知識として認めたのである。トマスの哲学については、それも徹底した吟
味の営みだということは分かりにくいかもしれない。少なくともトマスにはデカルトのような自覚
的で方法的な懐疑は見出されないし、何か新しい真理を発見しようとして吟味をしているのではな
い。むしろ、「すでにそこにある真理」をより深く、より明確に理解するための吟味だったと言える
であろう。しかし、トマスの吟味の営みは、一番根本的で自らはまったく疑ってもいない神の存在
そのものにまで立ち返って、そこからすべてを吟味し直そうとするほどの徹底性を持っていたので
ある。 
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そして、私の個人的な原体験に照らしても、２人の哲学者の吟味の徹底性が私を自由にしてくれ
たと言えるように思われる。 

4-2. 先入見・偏見からの自由 
「自由」ということは、様々な視点から眺めることができる。たとえば、哲学を学ぶことによっ

て金銭的不自由から解き放たれるといったことはない。仮にそのような場合があったとしても、こ
の 2つには本質的な関連はない。また、「自由」はいわば「形而上学的」な次元での決定論との関係
で議論されることがある。私たちは日常的な生活の中で行動する時に自分は「自分の自由意志で行
動している」と信じているけれども、本当は神様に操られているとか、人間の脳も自然法則の支配
の元にある以上その法則によって決定されているとか考えることもできる。このような形而上学的
決定論が正しいのか、本質的な自由が認められるべきなのかどうかは、それ自体が哲学的に重要な
問いではある。 
しかし、ここで哲学が自由になるための学びであるというときには、このような意味での自由を

問題にしているわけではない。そうではなく、私たちの思考と行為をそれと知らぬ間に拘束してい
る「先入見や偏見からの自由」と哲学という吟味の営みとの関係が問題なのである。 
私が５歳のときの向かいの小母さんについての唯我論的な経験（経験と呼ぶのは憚られるほどの

ものであるが）を「先入見や偏見」とすることには抵抗があるかもしれない。しかし、デカルトの
哲学を学ぶまで、私は何らかの仕方でこの経験によって視野を狭められ、その想念に囚われ不自由
であったと言ってもよいのである。デカルトの哲学は私の個人的で狭い経験による苦しみから私を
解放してくれた。唯我論からはじめながらも、そこに留まることなく小母さんの存在を正当に承認
し、私と小母さんの共有された世界の可能性を示してくれたのである。 
また、高校生の時の文化的相対性をめぐる原体験については、トマス・アクィナスの哲学を知る

ことが私に自由を与えてくれたように思う。キリスト教の信仰という共有化されていない事柄、し
かも完全に合理的に理解することが不可能である事柄について、トマスはそれを自分の知的な営み
の圏外にあるものと見なしそれについて思考することを放棄しなくてもよい、というよりも、それ
について積極的に思考し吟味せよ言っているからである。不合理なものを含みこんでいると思われ
た文化的相対性についての高校生だった私の未熟で早計な先入見・偏見から、トマスの哲学は私を
解放してくれたのである。 
そして、最も不自由なのは自分が不自由だと気づいていない状態である。身体的拘束のような不

自由は、その状態に置かれたならすぐに自分が不自由であることに気がつく。しかし、自分自身の
中にあって、それと知らない間に自分の考え方を制約している先入見や偏見というものは気づきに
くく、自分が不自由だという自覚を持つことが難しい。デカルトやトマスの哲学はそもそも、私の
二つの原体験による思いが先入見・偏見であるということ自体に気づかせてくれた。先に書いたよ
うに、私はデカルトの哲学に不満を覚えてトマスの研究に「転向」したのであるから、少なくとも
私にとってデカルト哲学は満足すべき哲学ではなく、私の先入見・偏見を完全に払拭してくれたわ
けではない。しかし、そうであるとしても、デカルトは私の原体験による思いが先入見・偏見なの
だという自覚を与えてくれた。トマスについても同様である。トマスの哲学も文化的相対性をめぐ
る問題について最終的な答えを与えてくれているわけではなく、その意味で私にとってはやはり不
満の残る哲学にとどまる。しかしながら、トマスは私の文化的相対性をめぐる思考が硬直した先入
見・偏見であることを気づかせてくれたことは間違いないのである。 

 
以上のように、哲学という営みの特徴である吟味の徹底性は、私たちの中にあり、それと気づか

ない先入見・偏見を打ち破る。哲学はこの意味で私たちを自由にしてくれるものなのである。 
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おわりに － 自由になることと「豊かな人生」 

冒頭に掲げた教育基本法第３条では、生涯学習は「豊かな人生」のためにあるとされていた。こ
こで問題となる人生の「豊かさ」は、職業と結びつくような経済的豊かさではなく、漠然と「心の
豊かさ」と言われることのあるものであろう。そして、哲学が私たちの気づかないで抱え込んでい
る先入見・偏見から自由にしてくれるものであるとするなら、哲学が「心の豊かさ」をもたらして
くれると言ってよいであろう。狭く、固く、閉じこもっていた心は開放され、以前より豊かな広が
りのもとで世界を眺めることができるようになるからである。 

日本の学校教育体制のなかでは、哲学は明確な位置を今でも持っていない。しかし、人は特定の
文化的・社会的環境の中でしか生きられない存在である以上、その環境が与える何らかの先入見・
偏見を抱え込みながらしか生きていけない。そして、それは時として人に苦しみを与える。そうだ
とすれば、人生のどの段階であっても、過去や現在の哲学に触れて自ら学ぶことは、自らの人生を
豊かにすることになるはずなのである。 
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中世地中海から現代世界を見る 
 

高山 博 

今日は、歴史学を生涯学習として学ぶ意義を考えるために、次の 3つのことをお話ししたいと思
う。1つ目は、私の研究についての話、2つ目は、私の研究者としての態度を形作った学生時代の体
験について、そして、3 つ目は、過去と比較することによって、現代世界の何が見えてくるのかに
ついてである。 

I. 私の研究 

私が中世シチリアを研究してきたのは、それが、私にとって、そして、私と同じ問題意識をもつ
多くの歴史家にとって、特別の場所だからである。地中海の真ん中にあるシチリア島は、中世には、
アラブ・イスラム文化圏、ギリシャ・ビザンツ文化圏、ラテン・ヨーロッパ文化圏のちょうど接点
に位置し、それらの文化が接触・交流する場所であった。12世紀に栄えたノルマン・シチリア王国
では、アラビア語、ギリシャ語、ラテン語が公用語として用いられ、それらの言語で書かれた文書
が現在も残っている。この島は、西欧の歴史家たちにとっては、ヨーロッパの辺境にすぎなかった
が、私にとっては 3 つの文化圏を比較し、3 つの文化の接触・交流を研究できる絶好の場所だった
のである。 
西欧の歴史家たちは、主として、次のような関心をもってこの王国を研究してきた。まず第 1は、

ノルマン人の冒険物語への関心である。ノルマン人によって建国されたシチリア王国は、長い間、
中世の血沸き肉躍る冒険物語の一部として語られていた。第 2は、モザイク画や赤い円屋根をもつ
建築物に象徴される異国趣味である。例えば、サン・カタルド教会、サン・ジョヴァンニ・デリ・
エレミティ教会などの赤い丸屋根が印象的なアラブ・ノルマン様式の建物は、傍らに植えられた棕
櫚の木とあわさって、強い異国情緒を醸し出している。この異国趣味が多くの研究者たちの好奇心
を刺激してきた。 
そして、20世紀になると、歴史家の間では、この中世シチリアが、ヨーロッパにとって２つの意

味で重要だと認識されるようになった。1 つは、このシチリアを通って、当時の先進的な文化、つ
まり、アラブ・イスラム文化とギリシャ・ビザンツ文化がヨーロッパに入ってきたということであ
る。このシチリアでは、プラトンやアリストテレスの著作を初めとして、多くのギリシャ語、アラ
ビア語の書物がラテン語に翻訳され、ヨーロッパに導入された。それをもとにヨーロッパ文明の基
礎ができたと考えられている。このように、ヨーロッパにとって、シチリアは、先進的な東方文化
を取り入れる場として、非常に重要だったと考えられてきた。 
ヨーロッパにとって重要だと考えられているもう 1つは、近代国家組織の原型となるようなもの

がこのシチリアで作られたという議論である。ヨーロッパの歴史学を発達させてきた原動力は、自
分たちの国がどうやってできたかという過去への探究心である。これが 19世紀のヨーロッパ歴史学
を飛躍的に発展させた。その時代、歴史家たちは、フランスはどうやってできたのか、ドイツ、イ
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ギリスの源はどの時代にあるのか、さらには、この 19世紀に世界をリードしているヨーロッパ近代
国家の源はどこにあるのかという問題意識をもっていた。19世紀の歴史家たちは、国の歴史の中心
に国王や国王の行政組織を据え、その近代的な要素がいったいどこから始まったのかという点に関
心を集中させていた。そして、時代を遡り、12・13世紀のイギリスやフランス、そして、シチリア
に辿り着いたのである。 
このように、歴史家たちは、一方では、このシチリア王国を西欧世界の辺境と見なし、西欧が東

方文化を取り入れる窓口として位置づけてきた。イスラム世界やビザンツ世界のギリシャ語やアラ
ビア語の著作がこの王国でラテン語に翻訳され、ヨーロッパに紹介されていったからである。しか
し、他方では、このシチリア王国が高度に官僚化した行政制度を持ち、ヨーロッパの近代的行政制
度の先駆けとなったと考えてきた。これらの二つの見方は、いずれも、ヨーロッパ史にとっての王
国の意味を求めたものである。 
しかし、私が大事だと思っている王国の特徴は、このような近代ヨーロッパの起源ではなく、ラ

テン、ギリシャ、イスラム文化が併存していたという点である。私が、この王国を研究してきた理
由はそこにある。そこではアラビア語、ギリシャ語、ラテン語の 3つの言語が使われており、その
3 つの言語で書かれた史料が現在も残されているからである。これは他の場所ではあまり見られな
い特殊な状況である。3 つの言語で書かれた資料が残っていると、単一の言語資料からはわからな
かったものが見えてくる。私が研究テーマとして具体的に焦点を当てたのは、シチリア王国の行政
機構である。行政機構は、王が人々と領地を治めていく要であり、権力構造を理解する上で不可欠
の重要な問題である。王国の行政機構には、3 つの文化的要素が混在しており、私の問題関心から
すれば理想的な題材だった。このシチリア王国の行政制度は、当時のヨーロッパ世界でもっとも官
僚化・専門化が進んだものと考えられ、西欧中世が達成した制度的偉業の記念碑と見なす歴史家も、
世俗的近代行政の先駆けと見なす歴史家もいる。そのために、王国研究の中では最も研究史の蓄積
が厚く、激しい論争が展開されてきた分野である。19 世紀、この行政制度に関する研究の多くは、
起源をめぐる論争に関わっていた。 
このような状況が変化するのは、1901年に、カルロ・アルベルト・ガルーフィの論文が刊行され

てからである。ガルーフィはビザンツ起源説を主張するためにこの論文を書いたのだが、彼が提示
した財務行政機構の構造は王国行政制度の先進性を示す重要な論拠となり、その後百年近くもの間
通説としての地位を占めることになる。ガルーフィが示した財務行政機構の行政の頂点には、王国
の最高の政策決定機関としての王宮評議会があり、この評議会が国王行政の全体を統括していた。
王宮評議会の下には、財務行政を統括するための特別の財務委員会が組織され、この財務委員会は、
ドゥアーナ・デ・セークレーティースとドゥアーナ・バーローヌムの二つの部局からなる財務監督
局を指揮していた。ドゥアーナ・デ・セークレーティースは王領地関係業務、ドゥアーナ・バーロ
ーヌムは封土関係業務を分担し、財務監督局には、財務局が従属し、その財務局には収益局が従属
していたというものである。ガルーフィの研究が出たあと、それを踏まえて多くの研究者の関心は
財務行政機構の構造に集中し、その構造についての様々な見解が出された。ガルーフィ説に対する
批判もなされたが、長い間、ガルーフィ説に取って代わる説が提示されることはなかった。批判の
多くは、彼が提示した財務行政機構の構造についての部分的な修正を求めたものであり、その大枠
を否定したものではなかった。結局、彼の説は多くの歴史家に受容され、通説としての地位を獲得
したのである。 

II. 学生時代の体験 

私が、国際学界や国際的研究水準を初めて意識したのは、1980年、東京大学大学院に進学した年
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である。この年、私は西洋中世史の勉強を続けるとともに、本格的に修士論文執筆の準備を始めた。
どのようなテーマで修士論文を書くのかが第一の関門となる。現在の欧米学界の水準をクリアーで
きるものでないとだめだという、指導教官Ｋ助教授の言葉が、私の頭の中を回っていた。水準の高
い論文とはどのような論文なのか、欧米学界の水準をクリアーするとはどういうことなのか、どう
したらそのような論文が書けるのか。答えは出ない。ただ、研究者の間で論争が展開されているテ
ーマを扱い、その論争に参加すれば、水準の高い論文が書けるのではないか、と思った。そして、
自分が一番興味を持っている異文化の交流に関わり、研究者が激しい論争をおこなってきた、シチ
リア王国の財務行政機構をテーマに選んだ。財務行政機構には、アラビア語、ギリシャ語、ラテン
語で表される様々な役所があり、それらの役所では異なる文化的背景をもつ役人が働いていた。 
既に述べたように、王国行政制度の研究は、1901年、ガルーフィというイタリアの歴史家の論文

が出ることによって、全く、新しい展開を辿るようになっていた。彼は非常に複雑な財務行政の構
造を提示し、その学説は、王国行政制度の先進性を示す重要な論拠となり、100 年近くもの間通説
としての地位を占めてきた。ガルーフィの研究が出たあと、研究者たちの関心は、財務行政機構の
構造に集中し、この構造に関して様々な見解が出されていた。 
私は、まず、研究者たちの諸説を整理し、比較検討をおこなったが、どの説が正しいのか見当も

つかない。ガルーフィが提示した財務行政機構の構造は研究者たちに共有されているが、役所や役
人の機能、職掌については、様々な見解が出されていた。研究者たちの説を整理した後、アラビア
語、ギリシャ語、ラテン語の史料を読み始めた。修士 2年目の 1981年 5月頃には史料から抜き出し
た様々な情報を入れたカードができあがり、それらを何度も読み返しながらシチリアの財務行政機
構について考え続けた。9 月になると、一つの考えが浮かんだ。ドゥアーナ・バーローヌムは、ガ
ルーフィが考えたようなパレルモの王宮にある財務監督局の封土部門ではなく、半島部のサレルノ
にある出先機関ではないのか。そのように考えると、それまでの研究に存在していた様々な謎や矛
盾が解決することがわかった。ガルーフィは、先進的な中央行政機構がパレルモの王宮にあったと
考えたが、その重要な一角を占めるドゥアーナ・バーローヌムが半島部のサレルノにある出先機関
であったとすれば、ガルーフィが提示した専門化と官僚化が進んだ中央財務行政機構は誤りだった
ということになる。世界の誰もわかっていないことを、自分が明らかにしたのではないかという思
いとともに、体が震えた。中世シチリアに関する私の 30年間にわたる研究は、一言で言えば、この
否定したガルーフィ説に代わる、王国の新しい行政制度を提示することだったと言えるかもしれな
い。10 月の演習では、この新しい説についての報告を行った。Ｋ助教授は、「うーん。なるほど、
そうかもしれないな」と仰った。 
無事に修士論文を書き終えた私は、翌 1982年 4月に博士課程へ進学した。そして、Ｋ助教授の助

言にしたがって、この論文に関心のありそうな欧米の著名な中世史家を 10人程度選び出し、彼らの
所属機関あてに英文原稿をいっせいに送付した。12月末、暮れも押し迫った時期であった。これが、
私の国際学界との最初の接触となった。1983年の年が明けてまもなく、論文を送付してからまだ 3
週間もたっていないときに、プリンストン高等研究所のＳ教授から手紙が届いた。私は、この中・
近世史研究の世界的権威が、自分の論文を読んで手紙を書いてくれたというだけで、大満足だった。
震える手で封を開いた。Ｓ教授は、手紙の中で、この論文を称賛し、すぐに『スペクルム』へ送る
ようにという助言まで記してくれていた。『スペクルム』とは、アメリカ中世学会の機関誌であり、
アメリカで最も古く権威ある中世関係の専門誌と言えるだろう。翌日、この手紙をＫ助教授とＴ助
教授に見せ、この原稿を即座に『スペクルム』へ送ることにした。今から、考えれば、これが間違
いだった。当時の私は、せっかく手にしたＳ教授の手紙を同封することなく、論文だけを送ってし
まったのである。私は、Ｓ教授がこれほど絶賛してくれるのだから、採用まちがいなしと、固く信
じていた。しかし、これは、丸裸で戦場に出かけるようなものであった。まもなく、エディターか
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ら、不採用通知を知らせる手紙が届いた。「この論文は学問的には非常に水準の高いものだが、当誌
には専門的すぎるのでこのままでは掲載できない。以下の点に注意して書き直して再投稿するか、
もっと専門的な雑誌に投稿することを勧めます。」 
『スペクルム』のリジェクション・レターを受け取ってまもなく、再びそのエディターから手紙

が届いた。封を開けると、不採用の決定をした後、審査員から論文を高く評価する審査報告が届い
たので、『ヴィアトール』に投稿することを勧めるというものだった。私の投稿論文は、審査員の報
告を受け取る前に、エディターによって不採用の決定をくだされていたのだ。どうして、このよう
なことが起こるのだろうか。私は、エディターの日本人研究者に対する偏見が、このような措置を
取らせたのではないかと考えている。私の専門とする西洋中世史の分野に限って言えば、国際的に
名前を認知される日本人研究者は、当時はほんのわずかしかおらず、日本の西洋中世史研究は国際
的には存在しないに等しかった。そのような状況の中で、日本人学生の投稿論文が、審査報告をま
たずに不採用の決定を下されたのは、学界の厳しい現実を反映していたのかも知れない。 
『スペクルム』のエディターから 2度目の手紙を受け取ったとき、私は、自分の英語論文を公刊

することに対して、かなり悲観的になっていた。『ヴィアトール』は、西洋中世に関わるさまざまな
学問分野をカバーする『スペクルム』と違って、西洋中世に関する歴史学の論文を掲載する歴史学
専門誌である。しかし、やはり国際的に名の通ったアメリカの学術専門誌であることに変わりはな
い。私は、こちらに投稿してもどうせ不採用に決まっていると思い、そのまま放っておくことにし
た。数か月後、『ヴィアトール』のエディターから投稿を促す手紙が送られてきた。私は、それまで
に受け取っていた学者たちからのコメントすべてを添えて、英文原稿を送ることにした。投稿して
二カ月後、採用決定の通知が届いた。こうして最初の英語論文が『ヴィアトール』に掲載されるこ
とになった。 

1984年 9月、私は、東大博士課程 3年目の途中で、エール大学大学院博士課程に入学した。その
後エール大学で 5年間をすごすことになるが、最初の 2年間は、つらい思い出のほうが多い。授業
で課される週 1000ページあまりの宿題は消化できず、級友たちが機関銃のようにしゃべる討論には
参加できず、キック・アウト（強制退学）におびえながらすごした日々。各学期ごとに提出しなけ
ればならない 3本のターム・ペーパーの重圧。フランス語の認定試験に落ちた時の挫折感。クラス
メートに無視され続けた教室。毎日が憂鬱で、自分は、どうしてこんな惨めな生活を送らねばなら
ないのかと、夜になると涙が溢れてきた。 
しかし、そのようなつらい日々を救ってくれたものがある。1 年目のある日キャンパスの隣の墓

地を歩いていて見つけた日本人のお墓である。そのお墓には亡くなった時の年齢（20数才）と西暦
（1900年前後だったと思う）が刻んであった。何十年も前にこの異国の地に来て他界し、遺骨は日
本に帰ることなくここに眠っている人がいるというのは、衝撃だった。自分よりはるかにつらい思
いをした人がいるということを認識させられたからである。重い日本の期待を背負ってエール大学
に留学したこの人は、病気かノイローゼで亡くなったんだろうと思った。そして、この人に比べれ
ば自分のつらさなど取るに足りない、と思えた。今では、電話を使えばいつでも日本の家族、友人
と話すことができるし、帰ろうと思えば翌日には日本に帰り着くことができる。とにかく、ずっと
以前に、この地で自分よりはるかにつらい生活を送った人がいるということがわかっただけで、ず
いぶん気が楽になったのである。論文を仕上げるまでにそれからほぼ 5年の歳月を費やすことにな
るが、この日本人のお墓との出会いがなければ終えることができたかどうかわからない。 

III. 歴史学を学ぶ意味 

さて、最後に、歴史や歴史学を学ぶ意味について、お話ししたい。結論から言えば、私は、歴史
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を学ぶということは、人類の経験を学ぶということであり、時間と空間の広大な広がりを含む私た
ちの世界観を形作ってくれることだと思っている。ただ、ここでは、具体的に、過去と比較するこ
とによって現代がどのように見えてくるのか、一つの例をお示ししたいと思う。 

1000年前のフランスと現在の日本社会を比較したら、現在の日本はどのように見えてくるだろう
か。紀元 1000年頃のフランスは、カペー朝フランス王国の時代だが、国王を中心に、現在の日本の
ようなまとまった一つの国があったわけではない。フランス王国の一部をなすノルマンディとフラ
ンドルにはノルマンディ公、フランドル伯という非常に強力な君主がいた。彼らはフランス王より
もはるかに大きな力をもち、その支配する広い地域は王権の干渉を受けない独立の国であった。し
かし、それ以外の地域は、ノルマンディ公やフランドル伯ほどの支配力をもたない大小の諸侯と数
多くの城主によって治められていた。フランス王はパリ周辺しか治めることができず、王国の大部
分は、実質的に城主支配圏に分割されていた。城主支配圏というのは、城主が城を中心に治める数
キロメートル四方の範囲のことである。この時代は、戦いが日常化しており、基本的には戦乱の世
だったといってよい。 
人口は希薄で、都市はほとんど存在せず、人々は広大な森の中に孤島のように散在する集落に住

んでいた。人口の 99パーセント以上は農民であり、領主を中心とした村の共同体のなかで生活して
いたのである。隣の集落とのあいだには未開の土地が広がり、人々の往来はほとんどなかった。こ
のように孤立した状態のなかで、人々は非常に縮こまって生活していた。農業生産性は低く、つね
に食糧が不足していた。農村の生活は、現在の私たちに比べれば、非常に単調なものである。太陽
が出たら活動を始め、沈んだら眠る。夏は日が長く活動的で、冬は日が短くあまり活動しない。1
年は季節に応じた農作業と皆が参加する祭りによって区切られていた。基本的には自然に合わせた
生活である。 
それに対して、現在の私たちはまったく違った環境の中で生活している。私たちは皆が決まった

暦で動いてるわけではないし、全員が参加する祭りもない。現在では、皆が共有する祭りの代わり
に、各人が好きなときに行ける祭りの空間が恒常的に存在している。たとえば新宿や渋谷は一年中
祭りの空間だとみなすことができる。そのように考えれば、会社は、一年中働く空間となる。つま
り、現在の私たちは、共同体の他のメンバーと生活のリズムを共有しているのではなく、1 人 1 人
が、地理的に分化した機能の場を移動しながら、個人のリズムを作って生活していると考えること
ができる。これは、都市化の一側面なのかもしれない。都市化が進み、かつては人間が時間によっ
て区分していたものを、地域や場所によって区分しているのである。 
紀元 1000年頃のフランスの農村に住む人々と現在の私たちとでは、活動する範囲も大きく異なっ

ている。20世紀にはいる以前は、世界のほとんどの地域で、人々の活動範囲は徒歩圏に限られてい
た。徒歩で行ける距離は 1時間にわずか 4キロメートル、6時間休まずに歩いたとして 24キロメー
トルである。それに比べて、私たちの行動範囲は驚くべき広がりをもっている。3 時間もあれば新
幹線で東京から大阪や京都に行けるし、飛行機をつかえば沖縄まで行くことができる。それどころ
か、12時間ほどでニューヨークやロンドン、ローマに行けるのである。全世界の人々と電話で話す
ことだってできる。しかし、もちろん、これは私たちの潜在的な行動範囲が驚異的に拡大したとい
うことを示しているのであって、すべての人々が実際に世界中を飛び回っているわけでも、世界中
の人々と電話で話しているわけでもない。多くの人たちは、自分の足で動ける範囲、あるいは、電
車・バスなどの公共機関で動ける範囲で活動している。つまり、現在は、行動範囲も日常的な活動
域も、個人ごとに大きく異なっているのである。 
私たちの社会は、1000年前のフランスの農村共同体のように閉じた共同体を形成しているわけで

もない。1000年前のフランスの農民は、自分の村の住民のほとんどを熟知していたし、村で生じた
事件や問題となっている事柄を把握していた。しかし、現在の私たちは、自分が属する社会でどの
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ような人が活動し、どのような出来事が起こり、どのような変化が生じているのか、ほとんどわか
らない。自分のまわりを、どのようなモノや情報が行き交っているかも把握していない。1000年前
のフランス農村に比べると、私たちは、自分の認識能力をはるかに超えた広がりと複雑さをもつ社
会のなかで生活しているのである。 
テクノロジーの進展により、人間の行動範囲は驚異的に拡大したが、自らの住む社会の状況を把

握することは非常に難しくなっている。まるで、私たちは、見えない世界の住人となってしまった
かのようである。このことは、自分の生きる社会や世界と、自分の実体験とが大きくかい離してい
ることを意味する。グローバル市場も、現実に存在しているにもかかわらず、多くの人にとって仮
想でしか認識されない。直接関わっている一部の人たちをのぞけば、ほとんど意識されることも実
感されることもないだろう。 
どのように社会が変化しようと、私たちの活動が物理的な制約を受けることに変わりはない。し

かし、現在生じている変化によって、この物理的な制約も変わりつつある。この変化は 2つの要因
によって、うながされたものである。1 つは、交通手段と交通網の発達により、私たちの活動域が
飛躍的に拡大したということである。かつては、大多数の人が同じ狭い地域のなかで活動していた
ため、そのなかで共有される文化や慣習、価値観が容易に形成された。しかし、人的流動性が高ま
り、人々の活動域が特定の地理的範囲に限定されなくなると、人々の意識のレヴェルで、そのよう
な地理的まとまりが形成されにくくなっていく。 
他方、情報・通信技術の発達により、物理的な隔たりを越えた新しい結びつきが生まれてきた。

たとえば、人々はインターネット上に作られた仮想の街で活動する機会を与えられ、仮想空間のな
かで他の人々と接触することができるようになった。そこでは、仮想のコミュニティが生まれ、そ
こに属する者の間にはかつての地域共同体意識のような共属意識が芽生えつつある。つまり、現実
には、全く異なる地点にいる者どうしが、インターネット上の仮想空間のなかで、特定の集団への
共属意識、連帯意識をもつようになってきたのである。 
小さな農村共同体のなかで生活しているときには、私たちの人格は共同体のほぼ全員によって認

知されている。しかし、都市化が進み、家庭や学校や仕事場や遊び場を移動するようになると、場
所ごとに異なる人々によって認知される自分が生まれてくる。たとえば、現在の私も、ある特定の
共同体の中で全人格的に認知されているわけではない。大学では教師として、書物を読んでいる読
者にとっては著者として、私という人格の一部分を認知されているにすぎない。このように、私た
ちの人格は多様な側面をもっているが、現実の世界においては、特別の場合を除き、その特定の側
面だけがクローズアップされて意識のすべてを支配し続けるということはない。私たちは、人と関
わりながら、自分自身の人格の統一性を保っているのである。しかし、ヴァーチャルな空間の拡大
は、人格の統一性の維持を困難にする可能性がある。特定の関心によって人格がますます細分化さ
れ、その細分化された人格で他の人と結びつくことが容易になっていくからである。私たちは、自
分の人格を統御することがこれまでよりはるかに難しい環境におかれようとしているのである。 

おわりに 

さて、中世と比較して現在の社会の特徴をいくつか紹介してきたが、これらは、私が思いつくま
ま記したほんの 1例にすぎない。過去と比較することによって、現在のさまざまな特徴が見えてく
る。もちろん、過去と現在との比較には、個人、社会、国、環境、人類史など、異なるレヴェルが
ありうるが、10年前との比較、100年前との比較、1000年前との比較では、それぞれ浮かび上がっ
てくる特徴が異なり、現在の変化の度合が大きければ大きいほど、比較対象とする時代を遠く取る
必要がある。 
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歴史家は、私が中世シチリア王国を研究してきたように、一方では、さまざまな史料を用いて過
去の特定の社会の実際の姿を知ろうとする。可能なかぎりの方法を用いて、失われた過去の社会を
再現しようとするのである。しかし、他方では、社会の変化を見極め、時代の流れを認識しようと
する。現在のように社会が大きく変化するときには、短期的な変化しか予測しえない現状分析は、
将来への有益な指針を与えることができない。そのために、過去から現在にいたる人間の活動や人
間集団の変化を認識しようとしてきた歴史家が、時代の目となることを強く期待されているのだと
思う。 

これから起こる社会の変化を読み解くのは容易ではない。しかし、その変化を見きわめて将来に
対する指針をもたなければ、激しく変化する社会のなかで自分を見失ってしまう。歴史学は、この
時代の変化を長い時間のなかにおいて見据え、社会の進む方向を教えてくれる学問である。決して、
過ぎ去った過去を記憶したり、なぞったりする学問ではない。緩やかに流れる時代にあっても激動
する時代にあっても、歴史学は私たちの行く手を照らしてくれる一条の光なのだと思う。  

 

＜参考＞ 
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高山博『歴史学 未来へのまなざし 中世シチリアからグローバル・ヒストリーへ』山川出版社 2002 

高山博『文明共存の道を求めて 地中海世界から現代をみる』日本放送出版協会 2003 
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生涯学習では哲学や歴史学をどのように学んできたか 
―生と死の学習で「哲学」し、自分史づくりで「歴史」を書く成人学習者― 

矢口 悦子 

はじめに 

日本における生涯学習が国によって推奨されていることは、2006 年に改正された「教育基本法」
第 3条 1により知られているが、生涯学習に関わる単独の法律があることはあまり知られていない。
1990 年に制定された「生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律」（通称：生
涯学習振興法）2がそれであり、1980 年代に設置された臨時教育審議会の答申を受けて制定された
経緯がある。同法では、国及び地方自治体における生涯学習推進のための基本構想の制定が求めら
れているが、そもそも生涯学習の定義がなされていない。もともとこの言葉は、人々が「人間は生
涯にわたって学ぶものだ」というような言葉で語り継いできた理念を実質化するための条件整備を
求めたものであり、定義をすることは自由な生涯学習を阻害する可能性もあり、法的に定義しない
ことの意味もある。現在、文部科学省では、「生涯学習とは、家庭教育、社会教育、個人の自学自習
など、人々が生涯にわたって取り組む学習のことを指します」と一般的な定義を与えているが、こ
れは教育基本法第 3条の理念と同様に、「人々の学習はすべて生涯学習」と読み取ることができ、解
釈には大きな自由がある。 
本報告では与えられたテーマについての議論に焦点を定めるために、「生涯学習とは内面の自己を

含む他者のとの出会いの連なりである」との定義を与えて話を進めたい。 

１．生涯学習はどのように語られてきたか 

まずは、人々の経験から導きだされる生涯学習の理念について触れておきたい。一般的に生涯学
習という言葉を語ろうとすると、必ずその導入には「古くより人々は生涯学んできた」という表現
が用いられ、そのことに異議を唱える人はほとんどいない。ある人は、プラトンによる『国家』を
引用し、哲人としての教育は生涯にわたり続くと述べ 3、別の人は、孔子による『論語』の為政篇
を引用し、40 歳の「不惑」を過ぎてから人はいよいよ成長すると語る 4。自由に誰もが語りだすこ
とができるのである。 
そうした中でイギリスノッテンガム大学アンドラゴジー研究者グループが刊行したシリーズの冊

子に掲載されていた文言は印象に残るものであった。それは、葛飾北斎が書いたとされる文章を引
用したものである。 

 
At the age of 75 the Japanese artist Hokusai wrote: 
“I have been in love with paintings ever since I became conscious of it at the age if six. At fifty I 

had published innumerable drawings but really nothing I did before the age of seventy was of any value 
at all. At seventy-five I have at last caught nearly every aspect of nature . . . Thus at eighty I shall have 
developed still further, and shall, at ninety, really enter the mystery of reality….” 
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(Hokusai’s autobiography as given in 1835 in the “Preface to a hundred drawings of the Fuji 
Yama”) 5 

 
この英文は、北斎による『富嶽百景』の跋文を翻訳したものであるが、年齢の表記や跋文を序文

としている点などから、原文ではなく英語版からの引用によるものと思われる 6。ノッテンガム大
学アンドラゴジーグループとは、当時欧米で広く知られるようになった成人教育理論としてのアン
ドラゴジー論 7を教育改革者パウロ・フレイレ(Paulo Freire: 1921-1997)による対話の理論と融合させ
て、学校における児童・生徒の教育学とは異なる原理を成人教育学として定位しようと挑戦してい
たグループである。その研究報告論文集の巻頭に北斎の一文を引用したことの意味は、東洋の日本
においてかの葛飾北斎は 150年も前に生涯にわたり発達し続ける可能性を秘めた人間像を、自らの
言葉で表現していたという驚きの表明であり、同時にフレイレの教育哲学の広がりを受け、欧米中
心かつ学校教育的な方法で成人の教育を捉えてきた自分たちの研究スタイルへの自省を込めたもの
であったとも理解される。 
さらに言えば、19世紀以降の義務教育を軸とする学校教育制度の成立以前から、どの社会におい

ても大人は学びを自らの方法で続けてきており、生涯学習とは有史以来人々の知恵として引き継が
れてきた教育の原形態であることの再確認であった。 
あえて、このような主張を重ねる必要があるということに、実は、歴史的な生涯学習の理念が学

校教育によって凌駕されつつある現状へのささやかな抵抗があったとも考えられる。公教育として
の学校教育制度の発展により人々は知識を獲得し、社会への参加を果たし、経済発展を担い、その
成果を享受し、近代的な生活を謳歌するようになった。また、社会的な上昇手段としての教育の役
割も複数の世代によって、また地域を超えて経験されてきたが、同時に、制度としての学校教育の
持つ強大な力の範囲に教育が閉じ込められてしまうことによる窮屈さやある種の抑圧に苦しむ人々
の存在も広く認識されていた。特に、フレイレによる『被抑圧者の教育学』や『伝達か対話か』な
どが多様な言語に翻訳され 8、「教育は私たちを自由にすることができるのか」という命題が、成人
教育に関わる人々の心を捉えたのである。 

２．生涯学習と学校教育制度との関係 

生涯学習の理念を語る際に示される「抑圧からの解放のための学習」という位置づけについて、
日本の状況も見ておきたい。ここでは、社会教育という言葉と生涯学習という言葉を、内容に応じ
て使い分けることにする。1990年の生涯学習振興整備法制定前後から、政策用語としての生涯学習
が広く使用されるようになったが、もともと学校以外の場の教育は社会教育として位置付けられて
きており、今もその位置づけは変わらない。 
日本における社会教育の歴史を紐解いてみると、第二次世界大戦後に提起された「共同学習」論

9がまず浮かんでくる。社会教育が戦中に国民教化の手段としてその思想統制に関与し、教化団体と
して協力したことの反省に立ち、第二次世界大戦後、教育によって騙されないようにするという強
い意識を持つ人々が提唱したのがこの学習論であった。「教師と黒板をもたない」というキャッチフ
レーズに込められた思いは、学校での教育や徹底的な軍事教練を信じてきたことへ疑いと、戦後民
主主義という名のもとにすべてが塗り替えられる学校教育への不信があり、確かな生活現実を見据
えながら課題を解決する主体となるために学習を位置づけようとしたものである。この学習論は、
青年団という地域網羅組織と農山漁村の女性（婦人）たちのグループ学習において力を発揮し、日
本中で共同学習という小集団による話し合い学習や問題解決学習が繰り広げられた。青年たちの多
数は大学進学のルートには乗っておらず、その後の人生において経済的な格差を生む後期中等教育
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の二重構造への反発もあり、あえて学校ではなく、公民館などを使って共同学習に取り組んだ。女
性たちもまた、選挙権を持つことになったとはいえ、「働妻賢母」として、あるいは「もの言わぬ労
働力としての嫁」という立場からの解放を目指して、共同学習を進めたのであった。それぞれの事
情を抱えながらも、地域に生きる者としての共通文化を形作るための対話がそこにあった。 
こうした「共同学習」の提唱が第二次世界大戦後まもなくになされていたことや数百万人がそこ

に参加していたことなどは、広く世界に知られてよいと思うが、高度経済成長による社会の変化と
それによる高校進学率の急上昇、女性をめぐる状況の変化等により、主流ではなくなり、少数派の
実践にとどまってきたため、あまり知られていない。さらに、言語的な制約や研究者の国際比較研
究の矢印が海外における理論や思想の受容に偏りがちであることから、発信できていないまま今日
に至っており、このことは、今後の課題として私自身にも残されている。 
一方、イギリスの成人教育の歴史においても、学校教育との関係がいくつかの物語を生んでいる。

その例として、『読み書き能力の効用』（リチャード・ホガート著）10における「根こぎにされ、不
安にさいなまれる」奨学生の物語を挙げたい。1950 年代後半から 60 年代にかけてのイギリス社会
において、学校教育が広く行き渡る中で、民衆はどのような娯楽を求め、どのような文化を作り上
げているのかを、ホガートはマスメディアの普及等との関係において詳細に記述しているが、その
中に、労組者階級出身の若者が奨学金を得ることで、育った階級の文化とは異なる文化に身を置く
ことになる様子が描かれている 11。この部分は、1960 年代以前に生まれ、学校教育で「成功」し、
奨学金を得て大学に進学した日本の若者たちの心を捉えた。生まれ育った地域やその文化への愛着
を持ちながらも、学ぶ機会を得ることで異なる文化へと接するときに生まれる違和感、そして新し
い立場から元の文化を眺めるときのジレンマ、結果として身の置き所のないような漂泊感にさいな
まれ続けた若者は、ある日「村を捨てる学力」12を身に付けたことに気が付く。学力とは何か、そ
の問いは、生涯学習の動機として繰り返し自問されるのである。例えば、現在、衰退する地域の姿
を前にし、「地域を育て、地域に生きる」ことを目標とした生涯学習政策が各地で展開されているが、
そこには葛藤を抱えつつその実質化に関わる者もいるのである。 
学校という制度の持つ強大な力は、多くの人々に幸福をもたらしている。特に、日本の教育制度

は世界的に見ても優れており、学校知は絶大な信頼を得ている。高学歴であることが学力の高さと
同等に受け止められ、社会的・経済的な地位を保証するという信頼は今日なお強固である。しかし
ながら、その学校知は果たして人々を本当に豊かにするものであるのかと省察し、学校文化になじ
むことのできない者にとっての抑圧性に目を配り、うまく適応できない人々にとっての「救済」と
して別の学びの機会の提供を申し出ることも、生涯学習の大きなテーマとなっていると考える。 

３．解放のために学ぶ 

（1）労働者の解放のために経済史を学ぶ 
生涯学習の歴史を紐解いてみると、そこには解放のための学習という捉え方が見いだされると述

べた。それは、イギリスにおける成人教育が、近代的な学校教育制度の成立と前後して、広く民衆
の運動として展開されてきたことにも見ることができる 13。19世紀前半のチャーティスト運動や大
学拡張運動の展開を経て、1870年の学校教育義務化後には、自主的な運動としての成人教育の組織
化が進められてきた。20世紀初めには教育行政に関わる仕組みが整備され、学校教育終了後の若者
や成人に対する教育機会の提供が自治体教育行政による責任となる。1920年にはノッテンガム大学
に初めての成人教育学部が置かれ 14、1924年には成人教育規則 15が制定され、各地の大学が当該地
域の労働者に対する教育の責任を有することとなった。成人学習者を組織するのは、労働者教育協
会（WEA）等の民間団体である。大学における専門家が労働者階級の人々を対象としたチュートリ
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アルクラスでチューターとして指導をしたのであるが、この制度の出発点となったのは、1908年の
ロッジデールにおけるチュートリアルクラスであった。このクラスを指導していたのは、R．H.ト
ーニー(Richard Henry Tawney:1880-1962) 16である。のちに「すべての者に中等教育を」というスロー
ガンを掲げたことで知られるトーニーは、当時グラスゴー大学の講師であったが、教育内容は経済
史であった。講義と質疑応答、参加者による熱心な議論は、トーニーにとっても刺激的なものであ
り、これを機に、オックスフォード大学と労働者の会議が開かれ 17、各地にWEAの支部が形成され
責任団体として大学は成人教育に関わることになったのである。 
なぜ、このチュートリアルクラスでの学習が経済史であったのか、それは歴史の学習により自分

たちの置かれている立場を理解し、資本家による抑圧から解放されるためであった。 
全ての者に中等教育をと主張するリーダーでもあったトーニーが、WEA の組織した人々に提供

していた知識とは「非職業的成人教育（non-vocational liberal adult education）」であった。労働者の
経済的状況を改善するための職業訓練ではなく、歴史や経済などの学習を通じて自らの立場を客観
的にとらえ、抑圧から解放されるための方策を熟慮し、自由な精神で生きることを目指すという考
えは、「偉大な伝統（the Great Tradition）」として引き取られた。それは長く論争が繰り広げられる
課題となるが、並走してきた職業教育がいよいよ成人教育の主流へと定着する 1990年代まで引き継
がれてきたのである。 

（2）自己解放のために歴史を学ぶ 
女性たちが、学校教育以外の場で、系統的組織的な学習に積極的に関わった例として、日本では

第二次大戦後の男女平等を実質化するための学習がある。自らのおかれた状況が歴史的にどのよう
に形成されてきたのか、特に主婦や母としての役割にまつわる制度が誰によって、どのような思想
のもとに作られてきたのか、憲法に謳われた男女平等の理念はどのように形成されたのかを知るた
めの歴史学習は、女性解放運動の第一歩となり続けてきた。さらに、1975年の国際婦人年以降のフ
ェミニズム研究の導入と日本における女性問題研究の蓄積により、自らの内面における自己規制へ
の注目や被害・加害の関係では見えない問題の本質への洞察がなされるようになった。たとえば、
1988年度に開講された国立市公民館における女性問題講座「自分をとりもどす歴史学習」では、昼
夜それぞれ 11回のコースが組まれ、女性史「母と女」、「翼賛と抵抗」等をテーマとし歴史研究者を
講師に招いてゼミナール方式の学習が続けられている。 
同時期に、同じ公民館では「私たちの生きてきた『昭和』の歴史講座」も開催されており、歴史

学者の研究成果に学びながら、戦争被害・加害の立場の呪縛からの解放がめざされている。生涯学
習の学習内容として定番ともいえる歴史学習において、歴史研究家の提示する視点を取りこみなが
ら学びが展開されてきたことがよくわかる事例である。 
こうした学習は、大学の公開講座や人々の自主的なグループ・サークル活動、自己学習として取

り組まれると同時に、「市民大学セミナー」「市民講座」「市民アカデミア」等々の名称により、現在
も各地の社会教育施設等で取り組まれている。ちなみに、2014年度間に教育委員会主催や公民館主
催の学級・講座で「歴史」をテーマとしたのは、教育委員会 1,862講座、公民館 3,272講座であり、
参加した市民は、順に 101,956 人、109,616 人となっており、合計すると 21 万人以上の人々が歴史
学習に参加していたことになる 18。これに同年度に 1億 2千人を超える博物館入館者数を合わせて
考えると、歴史に対する人々の関心の深さが垣間見える。 
生涯学習の学級・講座として実施されるものと大学における市民講座との違いは、企画立案が、

社会教育職員であるという点である。市民の学習要求に沿い、市民と連携しながら、どのような歴
史研究をテーマとして組み込んでいくか、時代状況や社会状況に照らしつつ決めるのであるが、そ
の判断には社会教育職員及び関連スタッフの考え方が強く反映されている点に注目しておきたい。 
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４．生涯学習における「自分史」と「歴史学」「哲学」とのかかわり 

生涯学習において「歴史学」と「哲学」がどのように学ばれているかという難題を与えられたと
き、まず脳裏に浮かんだのが、「自分史」作成に取り組む人々の姿であった。戦後における社会教育
の始まりが、戦前の教育への反発から自前の学習論を模索したことは既に述べたが、そうした動き
の一つに 1950 年代に展開された「生活記録運動」がある、特に、鶴見和子（2006 年没）によって
紹介された『鉛筆をにぎる主婦』『母の歴史』等は、日本中で広く読まれた。鶴見の研究を継承し発
展させた辻智子による繊維女性労働者の生活記録運動の研究は、若い女性たちにとって「書く」と
いう行為は何をもたらすものであったかを解き明かそうとした緻密な研究である。また、当事者の
視点で描かれることのなかった工場労働女子青年の詳細な歴史として読むこともできる 19。 

若者や成人が日記とは異なる形で生活を記録する文化がこれほど広く共有されている国や地域は、
日本以外にはあまりないのではないかと思われる。近年、そうした視点からの国際比較研究も本格
的に動き始めている 20。 

さて、生活を記録する運動として、現在までつながっているのが、「ふだん記」運動と呼ばれる自
己形成史づくりである。橋本義夫氏（1985 年没）の提唱によって、1968 年に八王子市で生まれた。
人生の報告書を一冊残すことや自分の生きてきた事実をありのままに記録することを目指した。こ
の運動は、80 年代にかけて全国に広がった。各地の公民館では「ふだん記」をつづるためのサーク
ル活動が展開されたのであった。その運動は、ユネスコによるいわゆる「パリ学習権宣言」が紹介
されると、それを弾みとして一層の広がりを見せた。 

 
「ユネスコ学習権宣言 1985 年」 

学習権とは、読み書きの権利であり、問い続け深く考える権利であり、想像し、創造する権
利であり、自分自身の世界を読みとり、歴史をつづる権利であり、あらゆる教育の手だてを得
る権利であり、個人的・集団的力量を発揮させる権利である。 

ユネスコ成人教育国際会議にて採択（1985 年パリ） 21 
 

The right to learn is: the right to read and write; the right to question and analyse; the right to 
imagine and create; the right to read one's own world and to write history; the right to have access to 
educational resources; the right to develop individual and collective skills. (DECLARATION OF THE 
CONFERENCE, The Final Report of the Fourth International Conference on Adult Education, 
UNESCO, 1885, p.67.)  

 
「自分自身の世界を読み取り、歴史をつづる権利」が人々の学習権の一部をなしているという認識
の共有は、歴史学の研究成果を読み取る学習者が、歴史の記録者として自己を捉える契機を与えた。
自分史を書くためには、書き残してきた日記やメモ類を集め、社会的出来事についての年表を用意
し、地方史や家系の研究を同時に進めることもある。自分の生きてきた記録を残すことの意味を探
ると、他者に伝えたい思いに気がつく、となれば、それを他者が受け取ることができるような形に
したい、そこで歴史学を参照し、共通言語としての自分史に変成していく必要が発生する。そのよ
うにして書きあげられた自分史は、全国各地に保存されている。それは今や歴史学が参照する民衆
史としての役割を果たしており、人々の自分史は歴史学の資料として循環しているのである。東洋
大学で「自分史を書く講座」を主宰した際に、講義を依頼した牧野篤は、「亡くなった者からも書く
ことが招請されている」と話されたが、それは自分史に登場する多数の死者たちが書かれることで
その存在を記録にとどめられることになるという点で書き手の動機を強く後押した。つまり、死者
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たちの求めでもあるという理解は、高齢期の書き手を大いに励ました。 
「自分」について徹底的に振り返ってみるという行為は、だれにとっても反省する点が見えてく

るものであり、たとえ短期間であるかもしれないが「これからの生き方」をより良いものにする。
いうまでもなく、自分史を書くことは自分とはいかなる存在かという問いを避けることができない
ものであり、これから自分が何を大切にして生きるかを問うことになる。ここに、生涯学習におけ
る「哲学」が実践されていると考えたい。 
同様に「生と死についての学習」や「終活」とよばれる死の準備教育も、残された時間を豊かに

幸せに生きるための指針（＝哲学）を求めてなされる「内なる自己との対話」そのものであると考
えている。 

5．生涯学習に内在する問題 

生涯学習と「歴史学」「哲学」とのかかわりを考察することを目指して論を進めてきた。抑圧や不
当な差別からの解放を目指して、「歴史学」に学び、自己の存在を問う学びにおいて「哲学」を実践
する側面を持つ生涯学習の姿を紹介してきたが、そうした生涯学習の持つ危険性についても述べる
必要があろう。 
生涯学習は人類の歴史とともに古い教育の原初形態であるとの捉え方を紹介したが、それだけの

営みを重ねながらも学問研究としてみれば、その形は整っていない。その理由としては、生涯学習
が独自の理論構造によって構成される学問ではなく、他領域の学問的な成果に学びながら、常に「繋
ぎ役」という役割を持つことに起因するように思われる。 
人々に、なにがしかの学問の成果や実践的なテーマなどを提起する専門家や研究者を、あるいは

他の人々を繋がなければ「他者との出会い」や「新たな知識との出会い」は生まれない。しかし、
何を繋ぐかには、常にイデオロギー性、政治的な力学、思想性、個人的な指向性、社会的要請、主
観等が入り込む。客観的な生涯学習は困難である。 
広義においては社会への適応が前提とされているが、適応すべき「社会」の変革もテーマとなる。

したがって、生涯学習の機会を提供する際には、変革のための運動論への親和性が高まる。「解放」
がめざされるのは、「解放されるべき抑圧構造」があることを前提としており、その障壁への挑戦が
実は内包となりうる。そして、学習の結果、なにがしかの変革が起こりえたとしても、そこには新
たな権力化や抑圧構造、課題が発生し、その克服に向けた新しい知を繋ぐ必要が発生する。この永
遠の繋ぎ直し構造が生涯学習の持つ特性であり、学問として「成果」を蓄積することが難しく、生
涯学習を専門とする者は自らの姿を黒子のようにおきながらあるために、議論のステージでは見え
にくい、いや見えないことが要請される。生涯学習を学問として議論しにくい一因がそこにある。 
しかし、「内なる自己を含む他者との出会い」を止めることは、社会で生きることを放棄すること

になるように思われ、出会いのための学習を続けるしかない。 

６．生涯学習の今後に向けて 

世界的に見れば、生涯学習の主流は職業教育・訓練と識字教育である。世界教育会議が何度宣言
を重ねても無くならない格差と貧困、そして非識字者。そうした社会の歪みを是正するために、国
連では目標が明示され、官民挙げて持続可能な発展を目指すとされている 22。欧州をはじめとした
世界各地では、高等教育の単位互換制度の実現と同様に、職業教育システムにおける資格レベルの
互換を進めており、少しでも有利な労働条件を求めて人々が移動をしている。日本においても同様
に社会人の学び直しを支える大学教育の在り方や、生涯学習の情報化を促進することによる職業能
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力の革新が求められている。これまで、長らく生涯学習は職業教育とは一線を画してきたが、キャ
リア教育やキャリア準備教育、生涯職能開発は今や生涯学習の主要なテーマとなっている。 

そうした世界的な動向やその重要性に疑いをさしはさむ余地はないが、それでも生涯学習は職業
教育を超える広さを維持する必要があると考える。学校教育の影響の大きさを十分認識しているが
故に、そのひずみを指摘し、同時に代案としての受け皿を提供する役割を引き取る必要がある。そ
れが教育の基底をなす生涯学習の地下水脈であり、自由を求める人々が求める何かを提供し続ける
ことができればよいと考えている。 

一人ひとりが自らの生き方を考え、過去や未来も含めた他者との出会いを重ねる場には、歴史学
や哲学の力が今後も必要である。 

 

註
 

1 教育基本法第 3 条には「生涯学習の理念」が語られ、「国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人
生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習するこ
とができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。」とされてい
るが、生涯学習そのものが定義されているわけではない。 

2 この法律は、リゾート法と構造が似ており、社会教育法が教育基本法の理念のもとに制定されているこ
とに対し、民間活力として事業者の参入を広く認めたことで制定当時は教育の市場原理による変質であ
るとして議論がなされた。現在なお、生涯学習振興整備法と社会教育法は共存している。 

3 プラトンによる『国家』では、哲人統治者になるための生涯教育が企図されているとの指摘が多くなさ
れてきた。例えば、三上 卓「プラトン『国家』篇Ⅹ巻におけるミメーシス詩拒絶の理由（その 1）」『北
里論集』第 43 巻第 2 号、2006 年等。 

4 孔子『論語』為政第二の以下の言葉である。吾十有五而志于学。三十而立。四十而不惑。五十而知天命。
六十而耳順。七十而従心所欲 不踰矩。（吉田賢抗著『論語』新釈漢文大系１、明治書院、1960 年、p.37。） 

5 Nottingham Andragogy Group, Towards a Developmental Theory of Andragogy, University of Nottingham 
Department of Adult Education,1983. シリーズとして 10 冊が数年かけて刊行されている。どの冊子にもシ
リーズへの序として葛飾北斎の英文が巻頭に記されている。 

6 原文は、次のとおりである。「己六才より物の形状を写すの癖ありて半百の此より数々画図を顕すとい
へども七十年前画く所は実に取るに足るものなし。七十三才にして稍禽獣虫魚の骨格草木の出生を悟し
得たり故に八十六才にしては益々進み九十才にして猶其奥義を極め・・・」(葛飾北斎『富嶽百景』跋文
より）引用は、葛飾北斎博物館 HP による。 

7 アンドラゴジー（Andragogy）とは、通常、教育学を指すペダゴジー（Pedagogy）に対応する教育理論で
あり、成人を学習主体とする場合の教育理論である。19 世紀から理論化が試みられ、アメリカのリンデ
マンによって、1926 年に単著が刊行された。1960 年代から 70 年代にかけては、ノールズ（M.S. Knowles）
によって体系的な理論が提起され、世界各地で翻訳されて検討されてきた。特に、企業内教育において
応用性が高い方法論として受け止められた。成人の持つ経験の意味や、学習への動機、学習の現実への
応用、学習における自己主導性などをその特徴として、子供の学校教育と対比された。その後、学校教
育対成人教育という二項対立的な発想から、アンドラゴジー論による学校教育の改善へと議論が進み、
現在の学校教育における自己主導的学習や経験に基づく学習などはアンドラゴジー論で示された方法
論と共通している。 

8 『被抑圧者の教育学』は 1975 年に小沢有作ほかによって翻訳が出版され、版を重ねた。さらに、2011
年には三砂による新訳も出され、関連する著作も多数訳出されている。 

9 吉田昇「共同学習の本質」日本青年団協議会編『共同学習の手引き』1954 年をはじめとして、当時の共
同学習に関わる論考はジャーナルや機関誌も含めると 200 件以上確認できる。これらのほとんどは学術
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論文検索 CiNiiでヒットしない。ちなみに、同サイトの「共同学習」検索では 800件近くヒットするが、
その大半は近年ブームとなっている学校教育における共同学習に関する論文である。なお、第二次世界
大戦以前の日本における共同学習については、矢口悦子「『共同学習』論の源流に関する研究―学校教
育と社会教育の『共同学習』理解の違いに注目して―」『東洋大学文学部紀要』教育学科編第 40号、2014
年を参照されたい。 

10 リチャード・ホガート著、香内三郎訳『読み書き能力の効用』晶文社、1974年、pp.229-240. 
原著は、Richard Hoggart, The Uses of Literacy, 1957. 

11 二つの文化の問題については、多様な研究が重ねられてきたが、21世紀以後を展望する視点を提示した
次の研究が参考になった。河野真太郎『＜田舎と都会＞の系譜学―20世紀イギリスと「文化」の地図―』
ミネルヴァ書房、2013年。 

12 東井義雄著『村を育てる学力』明治図書、1957年において提起された課題に対する逆説的な表現として
用いた。 

13 イギリスにおける成人教育の歴史については、矢口悦子『イギリス成人教育の思想と制度―背景として
のリベラリズムと責任団体制度―』新曜社、1998年の記述を基にした。 

14 ノッテンガム大学成人教育学部初代教授は、ロバート・ピアース（Robert Peers : 1888-1972）であり、そ
の後も同学部の教授にはその名が冠されてきた。 

15 成人教育規則（Adult Education Regulations, 1924）を指すが、成人教育規程と訳されることもある。 

16 トーニーは、オックスフォード大学を卒業したのちグラスゴー大学で経済史を講じていた。1923年から
はロンドン大学で教鞭をとった。労働者教育への関与はチュートリアルクラス以外の場でも示され、第
2次世界大戦後まで WEAとは密接なかかわりがあった。 

17 University of Oxford, Oxford and Working -Cass Education: Being the Report of a Joint Committee of University 
and Working-Class Representatives on the Relation of the University to Higher Education for Workpeople, 1908.  
2012年になって、同報告書は労働者教育協会（Workers’ Educational Association）により復刻刊行された。 

18 文部科学省「社会教育基本調査」2015年度調査結果を参照した。 

19 辻智子『繊維女性労働者の生活記録運動―1959年代サークル運動と若者たちの自己形成―』北海道大学、
2015年。 

20 例えば、前述の辻智子を含む北海道大学の科研費グループは、「人々の学びをどのようにとらえるか―
日本、英国の実践と理論の検討を通して―」と題する国際シンポジウムを 2017年 11月 27日に開催し
た。そこでは、共同学習や生活記録運動が「創造的に書く」という行為による成人の学習論として、本
格的に比較研究され始めている。 

21 訳文は、一般に公開されているユネスコ協会連盟の対訳を用いた。 

22 2015年に開催された国連持続可能な開発サミットで採択されたアジェンダに示された 2030年までの共
通目標 17は、「持続可能な開発目標」（SDG’s：Sustainable Development Goals）として世界共通ロゴマー
クを使用している点で注目されている。
http://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/ 
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インドにおけるヴェーダの伝承について 
 

梶原 三恵子 

はじめに 

ヴェーダとは、記録にのこるかぎりインド最古の宗教文献群の総称である。紀元前 1500年ごろ、
インド・ヨーロッパ諸語のひとつである古インド・アーリア語（サンスクリット語）の話者たちが
インド亜大陸に入り、前 3世紀頃までの約 1000年以上にわたって、一大宗教思想文化を築き上げた。
ヴェーダはその宗教思想を伝える聖典として集積されたものである。その後散逸したものも数多い
とみられるが、それでもなお大量の文献が現代まで伝わっている。 
ヴェーダ文献が伝える宗教思想は、その聖典群の名から「ヴェーダの宗教」、あるいは「ブラーフ

マナ」とよばれる祭官階級を中心とする宗教の意味で「ブラフマニズム」とよばれる。現代日本語
では、「ブラーフマナ」という語の漢訳「婆羅門」のカタカナ表記「バラモン」を用いて「バラモン
教」と呼称されることも多い。 
紀元前のインドを席巻したこのヴェーダの宗教（ブラフマニズム）は、紀元後にヒンドゥー教（ヒ

ンドゥイズム）と総称される新しい宗教運動が興隆してからは、インド文化の表舞台から退いた。
だが、ヴェーダの伝承そのものが失われたわけではなかった。ヴェーダの宗教と文化は、ヒンドゥ
イズムをはじめとするポスト・ヴェーダ諸文化と、互いに影響を与えながら並存し、混淆し、バラ
モンたちの居住地域の拡大とともにインド亜大陸全体に伝播した。ヴェーダ聖典とそれが伝える宗
教儀礼は、現代インドでも今なお一部地域においてバラモン階級のあいだで伝承されている。 
本報告では、ヴェーダ文献の歴史を、おおまかに初期ヴェーダ（紀元前 12世紀頃から前 10世紀

頃、なお年代は以下も含めすべて暫定的なものである）、中期ヴェーダ（前 10世紀から前 5世紀頃）、
後期ヴェーダ（前 5世紀から前 3世紀頃）、その後をポスト・ヴェーダとして、インドにおけるヴェ
ーダの伝承を概観する。 

１．ヴェーダの宗教における言葉と思想 

ヴェーダの宗教の中枢をなすのは、聖なる「言葉」と、それを操って神々に呼びかけ、祭火に神々
への供物を献じることを中心として執り行う「祭式」である。ここでいう聖なる言葉とは、正しい
場において、正しい知識をもつ者が、正しく発話する、特別な霊力をもつものをさす。初期ヴェー
ダの宗教思想では、そうした聖なる言葉とその霊力が「ブラフマン」とよばれた。 
祭官（詩人）たちは、ブラフマンに関与する者という意味で「ブラーフマナ（バラモン）」と称さ

れた。ブラフマンの知識はかれらの独占物であり、その知識の独占権こそが、社会におけるバラモ
ン階級の地位の高さを担保していた。この世の人間たちのうち、バラモンのみが言葉の全貌を知っ
ていることについて、ヴェーダ文献の中で最も古い『リグヴェーダ』は次のように謳っている。 

 
言葉は四つの四分の一からなると測られている。思慮あるバラモンたちはそれらを知っている。

国際哲学研究 7号 2018　　51



 

 

［四つのうち］秘密裡に蓄え置かれた三つを彼らは発動させない。［一般の］人間たちは言葉の
四分の一［のみ］を話している。（『リグヴェーダ』1.164.45） 

 
ヴェーダの宗教を担った人々は、初期ヴェーダ以降は、インド亜大陸北西部から北インド全域に

移住・定住し、勢力範囲を拡大していった。それと軌を一にするように、ヴェーダ祭式の体系化が
始まった。各種祭式の雛型となる基本形が定められ、供物、時季、目的、作法、日程などの多種多
様な要素が整理され、複数の家系の祭官たちが協働して挙行する共同体祭式の体系が整備された。
バラモンたちの祭官としての職務分掌もすすんだ。 
ヴェーダ聖典も祭式での使用にむけて編纂されていった。神々への讃歌を中心とする初期ヴェー

ダ文献『リグヴェーダ』に加え、中期ヴェーダ時代には、祭官たちが祭式で用いる旋律と祭文が『サ
ーマヴェーダ』『ヤジュルヴェーダ』として集成された。さらに、祭式の儀軌、解釈、関連する神話、
背景にある思弁などが、『ブラーフマナ』『アーラニヤカ』『ウパニシャッド』という文献群にまとめ
られ、いわゆる天啓聖典（シュルティ）を拡大させていった。 
これらの初期・中期ヴェーダ文献の拡大の過程で、死後の天界上昇の希求、現世の行いと死後の

世界における処遇の関係についての考察、輪廻思想、個人を構成する諸要素と宇宙原理の対応につ
いての思索など、古代インド思想における重要な論点が導出され、それらに対するバラモン学匠た
ちの思弁が深化し、発達していった。ヴェーダの宗教の特色のひとつは、こうした哲学的思索が、
ヴェーダ祭式を解釈し理論づける文脈のなかで生まれたことにある。 
ヴェーダ聖典の拡大が一段落してテキストが固定化されるまでの、各祭官の職務の分化とバラモ

ン諸家系の居住地域の変遷が進行していた時期に、伝承は分岐しはじめ、学派が各地で分立した。
爾来ヴェーダは、聖典のテキストと、祭式の儀軌の知識とが共に、諸地域で学派ごとに伝承されて
いくこととなった。 

２．ヴェーダ聖典の伝承：初期ヴェーダから中期ヴェーダの時代 

ヴェーダ聖典は、師（アーチャーリヤ）から、ヴェーダ学生（ブラフマチャーリン）へと、口頭
で伝授された。ヴェーダ学生となるには、定められたヴェーダ入門儀礼を経る必要があった。 
ヴェーダ入門儀礼は、インドの文献としては『リグヴェーダ』に次いで二番目に古いとされる初

期ヴェーダ文献『アタルヴァヴェーダ』以降、随所で言及がみられる。この儀礼は、「入門者は師の
胎児になり、師から誕生する」という観念を伴うことで知られるものである。すでに『アタルヴァ
ヴェーダ』にその観念が謳われている。 

 
師はヴェーダ学生を［自らのもとへ］入門させながら、内側で［自分の］胎児とする。［師は］
彼を三夜、腹の中に保つ。［彼が］生まれると、神々は彼を見るために彼のところへ集まってい
く。（『アタルヴァヴェーダ』シャウナカ伝本 11.5.3; パイッパラーダ伝本 16.153.2） 

 
ここで「三夜腹の中に保つ」といわれているのは、師がそのあいだ入門者を「妊娠」し、入門者は
師の「胎児」となった状態で過ごすことを意味する。胎児となった入門者は、時が満ちると師から
「誕生」し、師にヴェーダを教えられることになる。 
中期ヴェーダの『ブラーフマナ』文献には、入門儀礼において師から「誕生」した者にヴェーダ

を教えることについて、次のように述べる一節がある。 
 
次に［入門儀礼において、師は、ヴェーダ学習の第一歩として］サーヴィトリー詩節をこの者
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（入門者）に教える。かつて人々はこれを［入門から］一年後に教えていたものだった。「胎児
たちというのは［受胎から］一年後に生まれるものなのだ。このこと（入門から一年後にサー
ヴィトリーを教えること）によって、この者が生まれたとき（師の胎児になった入門者が師か
ら誕生したとき）、彼に言葉を置き定めることになる」と［考えて］。（『シャタパタ・ブラーフ
マナ』11.5.4.6） 

 
師が入門者を「妊娠」する期間は、『アタルヴァヴェーダ』では三夜とされているが、ここでは一年
となっている。『シャタパタ・ブラーフマナ』ではこの後、一年を 6 か月、24 日、12 日、6 日、3
日と同置し、最終的には入門の当日にサーヴィトリーを教えると述べる。要は、ヴェーダに入門す
る者は、通常の胎児が受胎してから誕生するまでと同等とみなしうる期間を、師の胎児として過ご
す必要があったということである。この、入門者が胎児期間を過ごすという観念は、実際に、学生
が入門後ヴェーダ学習に入る前に一定の期間を師のもとで身を慎んで過ごすという形で具現化され
る。 
さらに、中期ヴェーダの『ウパニシャッド』文献には、ヴェーダの学習がバラモン子弟の義務で

あると父が息子に語る一節がある。 
 
シュヴェータケートゥ・アールネーヤ［という若者］がいた。彼に父（学匠ウッダーラカ・ア
ールニ）は言った、「シュヴェータケートゥよ、ヴェーダ学生の生活（ブラフマチャリヤ）を住
せよ。わが子よ、我々の家系で、［ヴェーダを］学習し終えずバラモンもどきのようになる者は
いないのだ」と。（『チャーンドーギヤ・ウパニシャッド』6.1.1） 

 
バラモンの人生規範に、師に入門しヴェーダを学習する過程を義務として組み込めば、ヴェーダ伝
承の継続性をより強固にすることができる。後期ヴェーダでは入門と学習がバラモンの人生儀礼の
なかに位置づけられていく。 

３．入門儀礼の位置づけの変化：中期ヴェーダから後期ヴェーダへ 

前述のとおり、ヴェーダは、聖なる言葉の知識と、それを用いて行う祭式の伝統の総体として、
バラモンによって創られ、バラモンによって伝えられた、バラモンのためのものであった。入門儀
礼を行って師からヴェーダ学生として誕生し、ヴェーダを学ぶことができたのも、当然バラモンの
みに限定されていたはずである。 
いっぽう、初期ヴェーダの終わりごろから中期ヴェーダにかけて、北インド各地に部族国家が成

立し、王権が増大しはじめた。これに伴い、ヴェーダの世界に、祭式のスポンサーとして王族階級
（ラージャニヤ／クシャトリヤ）が関与し始めた形跡がみられる。ヴェーダ祭式には、即位式をは
じめとする大規模な王権儀礼が複数含まれている。中期ヴェーダに属する『ブラーフマナ』文献群
には、バラモンと王族が祭式の解釈に関して対論を行う物語も収められている。 
天啓聖典の後で成立したとされる後期ヴェーダの文献を聖伝文学（スムリティ）と総称する。各

学派の『シュラウタスートラ』（共同体祭式綱要書）、『グリヒヤスートラ』（家庭儀礼綱要書）、『ダ
ルマスートラ』（律法書）がこれに属する。うち後の二者には、ヴェーダ入門儀礼に関する詳細な規
定が含まれている。 
これら後期ヴェーダ文献が述べる入門儀礼の規定の特徴は、バラモン階級のみならず、王族階級

と庶民階級にも、ヴェーダ入門儀礼を課すとしている点にある。すなわち、『グリヒヤスートラ』と
『ダルマスートラ』は、いわゆる四ヴァルナ ― バラモン、ラージャニヤ、ヴァイシュヤ、シュー
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ドラ ― のうち、奴隷階級シュードラを除く上位三階級すべてに、少なくとも形式上、ヴェーダへ
の入門、ヴェーダ聖典の学習、ヴェーダ祭式の挙行の権利を開放し、義務づけるのである。 
たとえば、『グリヒヤスートラ』には、次のように、入門儀礼について、上位三階級それぞれにふ

さわしい挙行年齢を述べるものがある。 
 
受胎後 8年目に、バラモン［の男子］を入門させるべきである。受胎後 11年目にラージャニヤ
を、受胎後 12年目にヴァイシュヤを［入門させるべきである］。（『バウダーヤナ・グリヒヤス
ートラ』2.5.2） 

 
また、『ダルマスートラ』には、以下のように、入門、ヴェーダの学習、祭火設置（ヴェーダ祭式挙
行の出発点となる）を、上位三階級が行うと記すものがある。 

 
ヴァルナは四つある：バラモン、クシャトリヤ、ヴァイシュヤ、シュードラ。…  シュードラ
でなく悪行を行わない者には、入門、ヴェーダ学習、祭火設置が、実りある行いである。シュ
ードラには、他の［上位三つの］階級に従順であることが［行いである］。（『アーパスタンバ・
ダルマスートラ』1.1.1.4-7） 

 
ヴェーダ聖典学習への入門の権利を上位三階級に与えるということは、『アタルヴァヴェーダ』以

来ヴェーダ入門儀礼に付随する「師から誕生する」という特別な観念を担う権利を、バラモン以外
の者にも認めるということである。『ダルマスートラ』には次のような表現がみられる。 

 
いかなるときも師を害してはならない。というのは、師は知から入門者を生むから。それが最
高の誕生である。［実の］父母は身体だけを生む。春にバラモン［の男子］を入門させるべきで
ある。夏にクシャトリヤを。秋にヴァイシュヤを。…（『アーパスタンバ・ダルマスートラ』
1.1.1.15-19） 

 
『ダルマスートラ』群とその後の『ダルマシャーストラ』群（あわせてダルマ文献と総称される）
は、ヴェーダ入門儀礼を行うべき上位三階級を「再生族」（ドヴィジャ）、入門を許されないシュー
ドラ階級を「一生族」とよんで、入門儀礼の可否を、ヴァルナの上下の境界として位置づける。 
とはいえ実際には、上位三階級の全員 ― 特に庶民階級ヴァイシュヤ ― が、入門式を行い、ヴ

ェーダ聖典を学習し、ヴェーダ祭式を挙行したとは考えにくい。上位三階級にヴェーダへの入門を
認める規定は、ダルマ文献がヴァルナ制度を確立するにあたって、ヴェーダへの関与資格という主
題を利用したものとみるべきであろう。同じダルマ文献内であっても、四ヴァルナの定義について
述べる文脈以外では、「再生族」という語は、ほぼ「バラモン」の意味で用いられている。これはそ
の後の、ポスト・ヴェーダ期の文献でも同様である。 

４．ポスト・ヴェーダ期以降のヴェーダ伝承 

ポスト・ヴェーダ期以降、バラモン階級の中でヴェーダ聖典の暗誦学習と祭式挙行を人生の主た
る業務とする者は少なくなっていったであろう。紀元後のインドでは、文学、哲学、論理学、文法
学、政治学、天文学、建築学、数学、医学等々、さまざまな学術分野が大きく発達した。学術書の
多くはサンスクリット語で著されている。そうした学問と文化には、バラモンが関与したか、ある
いは中心となって発展させたものが、少なくなかったと考えられる。ヴェーダ聖典の一部はインド
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哲学や土着文法学の発展の素材になったが、ヴェーダ文献とヴェーダ祭式を一体のものとする古来
のヴェーダの宗教は、紀元後のサンスクリット文化においては表面から退いていった。 
それでも、バラモン階級の内部では、ヴェーダ入門儀礼を行い、ヴェーダを学習する慣習が継続

した。時代により地域によって、衰退したり途絶したりまた復興したりなどの起伏はあったであろ
うが、ヴェーダの伝承は連綿と受け継がれ、現代インドでも一部地域に存続している。 
ヴェーダ伝承の継続を可能にしてきた要素はいくつか考えられる。まず、バラモン階級にとって、

ヴェーダ伝承家系であることが地域社会における自らの地位の高さを保証するものであったであろ
うことが挙げられる。また、バラモンたちが人生の節目節目に行う通過儀礼のなかには、ヴェーダ
の伝統が深く根ざしている。さらに、地域の政治的ないし経済的権力者が自らの権威づけのために
ヴェーダ伝承を後援する場合もあったであろう。さまざまな要因に支えられ伝わってきた古代の聖
典と祭式が、今日のバラモン社会にとってどういう位置づけにあるのかを調査することが、インド
におけるヴェーダの伝承を考える上での今後の課題のひとつである。 
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初期仏典（三蔵）の編纂（結集）と伝承（口伝と書写） 
――インドよりスリランカ・ミャンマーへ―― 

森 祖道 

Ⅰ．初期仏典の原点――釈迦の説示方法の特徴 

佛教の開祖、釈迦（ゴータマ・ブッダ）の 49年間と言われる長い間の説教説法の内容を、没後に
整理編纂した集成が初期仏典の基と成ったものであるが、彼の説教説法の方法はおよそ次の様な大
変ユニークな特徴を有する。すなわちそれは、 
① 説教者としての釈迦の説示の基本姿勢が、彼が体得した真理覚醒の上に立って、相対する説

示相手の機根（性格性向、理解能力、抱えている問題の種類や程度や内容、感受力など、全
人格的な素質）を洞察し、これに対応する形で臨機応変、当意即妙に有効な説示を与えると
いう、いわゆる「対機説法」、「應病与薬」に徹するものであった。 

② 他方、この口頭での説示を聴受する釈迦の弟子や信者たちは、各自の機根に基づいてこれを
理解し、質量共に理解できた範囲内で、その内容を心に刻み頭で記憶した。このような聴聞
の態度と方法は、現存の多くの経典の冒頭に見られる「定型句」として有名な「如是我聞」
という言葉に象徴されていると言えよう。 

Ⅱ．（初期）仏典の編纂（結集）とその歴史 

以上のような事情の下に、口頭で語られた釈迦の教えは彼の弟子信者たちにより、記憶によって
のみ蓄積されていったのであったが、その全内容は、当然のことながら多種多様なものとなり、そ
のレヴェルも高低さまざまであった。そこで、釈迦の没後に、彼の残した教説（遺教）の全体を、
記憶者の死没により消失する前に、その内容を遺された高弟たちが的確に確認しながら「仏説」と
して維持伝承する必要性が強く認識された。 
この様な、当時の仏教教団挙げての最重要かつ緊急の大事業は結集（saṅghīti,saṅghāyana）と呼ば

れ、釈迦没後、間もない時期に実施された。さらに結集は約２５００年にも及ぶ長い仏教史におい
て、その後、時代状況、社会状勢に応じ、あるいは教団内部の必要に迫られて、全部で６回も実施
されたので、その最初の結集は歴史的に「第一結集」と呼ばれる様になった。結集は、インド・ス
リランカ・ミャンマー（ビルマ）と、南方の上座仏教諸国に継承されて今日にいたっている。次に
この結集の歴史とそれぞれの概要を述べる。 

第一結集 
これは釈迦没後間もない時期に、当時の北インドのマガダ国の首都、王舎城（Rājagaha）の郊外

に所在した霊鷲山（Gijjhakūṭa）において、５００人の長老が参集して実施されたと伝えられている。
この結集は、釈迦亡き後の仏教教団を主導したマハーカッサパ（Mahākassapa）の主宰の下に、釈迦
の遺教は「法」（Dhamma）と「律」（Vinaya）に分けて集成された。「法」は、多年にわたり釈迦の
側近くに随侍し、彼の説示を直接聴聞する機会に最も恵まれていたアーナンダ（Ānanda）が中心と
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なって結集され、「律」はウパーリが中心となって結集された。因みに、後世、釈迦の高弟１０人が
「十大弟子」として称賛されるようになった時、アーナンダは「多聞第一」、ウパーリは「持律第一」
としてそれぞれ挙げられるようになったのは、彼らのそれぞれの優れた特徴をよく物語っているも
のと考えられる。 

いずれにしても、この第一結集において、釈迦の遺教は多くの優れた弟子たちの確認と合意を得
ながら、初めて編纂集成された。そしてこれが、その後さらに少しずつ増広整理されながら、今日
のパーリ語の初期仏典（三蔵 Tipiṭaka）へと形成されて行き、今日の仏教の教理教説の原初的中核
となったものである。 

第二結集 
これは釈迦没後１００年頃に、北インドのワッジー国の首都、ヴェーサーリー（Vesālī）において、

７００人の長老比丘が参集して開催されたと伝えられている。教祖亡き後の当時の仏教教団は、遺
された高弟たちを中心として、その教勢を北インド各地各方面に少しずつ延ばし発展しつつあった。
つまり、当時の教団は、地政学的に北インド各地各方面に分散して展開して行ったわけで、その結
果、交通通信の未発達な当時のインドにおいては、各地に分散展開した教団の各グループ間のコミ
ュニケーションは極度の不足し、次第に絶縁状態に近い状況になって行ったと推測される。 

その上、教団内部では釈尊の教説の解釈や戒律の実践をめぐって、次第に複数の見解所説が現れ
てきて、釈迦在世中は一味無雑であった教団は教理思想的にも生活実践上も統一性を失って行った。 

かくして、釈迦亡き後の仏教教団は必然的に分裂の方向に進み、遂に上座部（Theravādin）と大
衆部（Mahāsaṅghika）という２つのグループ（部派、Nikāya）に分裂した。歴史上これは「根本分
裂」と呼ばれるが、この分裂した２グループからその後さらに複数の部派が分派し展開して行った。
これは「枝末分裂」と言われている。 

またこの根本分裂の直接の原因契機として、北伝の文献は、具体的に「大天の五事」と呼ばれる
教理教学上の問題を挙げ、南伝のパーリ語文献は「十事の非法」と呼ばれる戒律上の問題を記録し
ていて、両者は一致していないのであるが、いずれにしても教理上ないしは戒律上の重要な問題を
巡って、教団は二つに内部分裂したものと考えられる。 

以上の様な教団の根本分裂の結果、一方の上座部が自派の正統性を主張し、自説の正当性を確認
するために開催したのが、この第二結集であった。 

第三結集 
これは古代インドを初めて統一したマウリヤ王朝の第三代、アソーカ（Asoka）王の時代（紀元

前３世紀中頃）に王朝の首都であったパータリプトラ（Pāṭaliputra）において、当時の上座部系の一
部派であった分別説部（Vibhajjhavādin）のモッガリプッタ・ティッサ（Moggaliputtatissa）大長老を
中心として１０００人の長老比丘が参集して実施されたと伝えられる結集である。 

第二結集以降、仏教教団は上に触れた様な枝末分裂を繰り返し、既に複数の部派が出現していた
と見られるが、それらの諸部派に伍してパーリ語仏典を制作伝持していたこの分別説部が、自派の
仏典の整理確認を行ったのが、この第三結集であった。そしてこの結集は、後にスリランカにおい
て制作されたパーリ語の歴史書、『島史』（Dīpavaṃsa）、『大史』（Mahāvaṃsa）などに記述されてい
る伝承であるので、その中では当然のことながら、インドよりスリランカに直接伝来したこの上座
部こそが、釈迦教団の正統である点が強調されているのである。 

因 み に 、 こ の ア ソ ー カ 王 と 同 時 代 の ス リ ラ ン カ 国 王 、 デ ー ヴ ァ ー ナ ン ピ ヤ テ ィ ッ サ 王
（Devānampiyatissa 在位 B.C.250-210）の治世に、上の上座部に属するマヒンダ（Mahinda）長老の
一行がインドよりスリランカの当時の首都アヌラーダプラに渡来して、この地に比丘サンガを創設
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し、次いでサンガミッタ（Saṅghamitta）長老尼の一行が同じく比丘尼サンガを創設して、ここにこ
の国の仏教教団が正式に誕生した、そしてこの時に上座部のパーリ仏典も伝えられた、とするスリ
ランカ上座部誕生伝承も同じく上の歴史書の中に記されているのである。 

そして、この様にして成立したスリランカの上座部が、その後長い歳月を経て、タイ・ミャンマ
ー・カンボジャ・ラオスなどの東南アジア大陸部諸国において今日盛大に行われている、いわゆる
南伝上座部仏教のルーツとなっているのである。 

第四結集 
この結集は今問題の上座部の結集史においては、第四回目に当たりスリランカで実施された唯一

の結集である。結集はスリランカ島の中央高地に今もなお残るアルヴィハーラ（Aluvihāra）窟院で
開催されたとされるが、この時に編纂確認された仏典の内容は、それ以前の結集の場合と同様に、
正確には知られていない。恐らくはパーリ語三蔵ならびにその時期までに制作されていた原初の註
釈書の一部などであったろう。 

しかしここで特筆すべきは、従来は口誦によって連綿と伝持されてきた仏典が、この時初めて書
写されたとされる点である。この様な口誦より書写へという伝承方法の大きな変化の背景には、お
よそ以下の様な当時のスリランカ国内の時代的社会的教団的な切迫した諸事情があったものと考え
られる。すなわち、 

① 当時、スリランカ島の対岸、南インドよりダミラ人（タミル人）の反復侵寇があり、国内は
戦乱に見舞われた。首都アヌラーダプラは十数年の間ダミラ軍に占拠され、シンハラ王朝は
地方に逃散していた。 

② この時代、スリランカでは数回に及ぶ大飢饉が続発して国内は飢餓状態に陥っていた。その
結果、教団に対する食事の供養供給は減少し、また出家入団する後継修行者も減少して教団
自身が存亡の危機を迎えた。食糧不足に直面した教団の比丘の中には、やむなく対岸南イン
ドの各地に緊急避難するという人たちもいたという状況であった。 

③ 加えて、インドから伝来して以来、統一されていたスリランカ教団が、諸々の事情により、
この時代に初めて分裂し、首都には従来の「本山」マハーヴィハーラ（Mahāvihāra, 大寺）
に対抗する形で、新たにアバヤギリ・ヴィハーラ（Abhayagirivihāra, 無畏山寺）が創建され
て教団は一時的に混乱した。 

以上の様な当時の国全体を揺るがす「国難」、そしてスリランカ教団誕生以来の「法難」に際して、
教団の指導者たちは「この状況が続けば、口誦によって代々伝持してきた釈迦の正統なる教説は、
それを一身に護持している長老もこれを受け継ぐべき後継者も存在しなくなり、「正法」はまさに消
滅してしまう」という危機意識を強く抱くに至り、その結果、仏教史上最初の試みであった仏典の
書写に踏み切り、結集を実施した。 

以上が第四結集の概要であるが、この結集が契機となって、それ以降、教団の仏典伝持の方法は、
従来の口伝口誦一辺倒の方法から貝葉写本による書写伝承の方法をも加味する様になって行ったと
考えられる。 

しかしながら、ここで一つ留意しなくてはならない問題がある。それは、仏典書写が開始されて
から後の時代でも、仏典の口頭伝承が完全に廃止されることはなく、口頭伝承と書写伝承という二
つの方法が、いわば車の両輪の如く、相互補完的に採用されてきたと考えられる点である。そして
それは、少なくとも近現代になって東南アジア諸国でも紙を用いた活字印刷の仏典が広く刊行普及
するようになるまで続いたのである。その理由の一つは、当時書写材料として広く普及していた現
地産の貝葉写本の記録素材としての強度や保存性に大きな欠陥があったからと考えられるのである。
この点は中国や日本で広く採用された紙と筆を用いた仏典写本の持つ強度や保存性と比較すれば、
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容易に理解できることであろう。 

第五結集 
ミャンマーにスリランカの上座部仏教が初めて伝わったのは、１１世紀のビルマ族の英主、アノ

ーラータ王（在位 1044－77）の時代であった。 
以来、ミャンマーはスリランカ教団と人的交流を深めて人材を育成し、また仏典の導入と伝持、

さらには新たな仏典の制作などにも努めつつ、着実に確固たる上座部仏教国に成長し、今日に至っ
ている。 
そのミャンマーにおいて第五結集が開催されたのは、1871年、当時、上ミャンマーにコンバウン

王朝を建国していたビルマ族のミンドン王（在位 1852－78）の時代に、王都マンダレーにおいてで
あった。この結集には 2400人の長老たちが参集し、編纂作業は 150日にわたって実行された。そし
てその成果は、後に 729枚の大理石板に刻文されて、マンダレーのクゥドードー・パゴダの境内に
安置されている。その内容はパーリ語の三蔵とその註釈書（アッタカター）であるが、上座部の仏
典が、通常の貝葉写本ではなく、わざわざ堅牢な石板に刻文されたのは、およそ次の様な事情によ
るものであったと考えられる。すなわち、当時のミャンマーはキリスト教徒たるイギリス人による
植民地化が着実に進行しつつあり、この国の仏教は圧迫されつつあったので、教団はこの「法難」
に直面し「令法久住」の護教精神を発揮して、この様なまことに壮大な結集を実行したのである。 
今日、この貴重な石板仏典は破損が進んでいる部分も見られるので、その修復保存と共に学術的

調査研究も行われている。 

第六結集 
これは、1954年から 2年間にわたり、ミャンマーの首都ヤンゴンにおいて開催された最近かつ最

大の結集である。 
西暦 1956－57年は、南伝上座部の代々採用してきた仏暦（南方暦）によると、釈迦没後 2500年

に当たる年なので、この前後の時期に、上座部仏教諸国は揃ってこの「仏紀 2500年祭」の記念事業
として、それぞれ国家的規模の様々な仏教プロジェクトを企画し実行した。 
これらの国家事業は、また、タイを除いた他の上座部仏教諸国がいずれも西欧列強による長い植

民地支配からようやく独立し、新たなる国家建設の意気盛んなこの時期における「仏教ナショナリ
ズム」の発揚でもあったのである。そして 2年にわたるこの結集は他の上座部諸国の学僧たちをも
招いて盛大に遂行され、そこではパーリ三蔵のみならず、その註釈書（アッタカター）、復註書（テ
ィーカー）、復々註（アヌティーカー）、その他、綱要書など、当時のミャンマーに伝持されていた
仏典を中心として、より多くの仏典が網羅的に集成編纂されたのである。 

 
以上は、インド・スリランカ・ミャンマーへと伝承されたとされる結集史の概要であるが、これ

とは別にタイで制作された異なる結集史も存在する。この結集史では、インドで 3回、スリランカ
で 4回、タイで 2回、計 9回の結集が挙げられているが、その内容は正規の「結集」の歴史として
は史実性に乏しいと言わざるを得ないものである。 

Ⅲ．三蔵の形成過程と伝持制作者の専門分化 

前項においても触れた様に、今日、われわれが仏典（仏教典籍）として保持しているパーリ語文
献は、歴史上、長い年月の間に多くの人たちによって制作された膨大な文献の総体である。しかし
言うまでもなく、その根本はあくまでも聖典（正典）即ち「仏説」として公認された初期の仏典の
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みである。これは「三蔵」（Tipiṭaka）と呼ばれ、経・律・論の三部より構成されている。しかしな
がら、この根幹を成す三蔵とても他の仏典と同じく、決して一度に編纂集成されたものではなく、
やはり長年の間に少しずつ整理集成されてきたものが、ある機会に（これは決して結集の時とは限
らない）「三蔵聖典（正典）」として教団によってオーソライズされて確定されたものである。 

一方、既に説明した通り、口誦により伝承されてきた三蔵には、その口誦暗記に努め、それを後
継者に伝承してきた担当者が教団の内部に必ず存在していた。もしそうでなかったとしたならば、
口誦の仏典は歴史上途中で消失し今日まで伝承されてこなかったはずである。 

そして、その口誦担当者たちの個々の名前は、勿論不詳であるが、しかし彼ら担当者たちの専門
家としての一般的呼称については、その情報が各種の仏典（特に三蔵とその註釈書）の中に散見さ
れるので、これによって彼らの存在とその名称や役割、その変遷などの概要を知ることが出来るの
である。そして更に、上記の三蔵の形成過程とこの口誦担当者たちの名称などの間には、ある種の
相即相関関係が見られるのである。 

そこでこの相関関係を、その変遷に従って箇条的に説明すると以下の通りである。 
① 前述した通り、第一結集において釈迦の遺教は「法」（Dhamma、一般的な説示、教説）と「律」

（Vinaya, 戒と律の規定とその説明）とに分けて編纂されたわけであるが、その中、法を合
誦して伝持した人たちは持法者（Dhamma-dhara）律の合誦伝持者たちは持律者（Vinaya-dhara）、
ないしは誦法者（Dhamma-vādin）と誦律者（Vinaya-vādin）とそれぞれ呼ばれるようになっ
たと記されている。 

② やがて上の「法」という語は「経」(Sutta)に代わり、経師（Suttantika）と律師（Venayika）
という一対の表現が見られる様になる。因みに①と②の段階では後の論蔵を意味するような
ものは未だ現れず、いわばこれは聖典が未だ「二蔵」（の原初型）の段階であったことを示し
ていると言えよう。 

③ 経師（Suttantika）が、（A）経文の誦出伝持を専らとする誦出者（Bhāṇaka）と、(B)経文の語
句 解 釈 や 内 容 の 論 的 説 明 、 教 理 の 体 系 化 な ど （ 対 法  abhidhamma ） に 努 め る 論 説 師
(Dhamma-kathika)とに専門分化した。そしてこの段階で論蔵(Abhidhamma Piṭaka)の原初型が形
成されたものと考えてよいであろう。なお独立した第三の蔵、論蔵を専門とする者は論師
(Ābhidhammika)と呼ばれた。 

④ 同じ段階で律師(Venayika)は、律の戒条を整理伝承しつつ、戒と律の規定や語句の解釈、制戒
の因縁物語など「対律」（abhivinaya）に努めるなど律の内容整備を行った。しかし「律」の
場合は、この様な「対律」は、「経」から［論］が独立発展した様にはならず、その内容はす
べて「律蔵」（Vinaya Piṭaka）に収められて固定された。 

⑤ 経蔵の誦出者（Bhāṇaka）のグループは時に持部者（Nikāya-dhara）とも呼ばれている。これ
は経蔵が更に増大されつつ、分類されて「部」（Nikāya）と言われるパートに纏められたこと
を示すものである。言うまでもなく今日の経蔵は五部より構成されているが、最初は先ず四
部（長部、中部、相応部、増支部）のみが成立したと推定できる。その状況を証明する文献
的 事 実 と し て 、 古 く は 持 部 者 と し て は 四 部 誦 出 者 （ Catu-bhāṇaka ） 即 ち 長 部 誦 者
（Dīgha-bhāṇaka）、中部誦者（Majjhima-bhāṇaka）、相応部誦者（Saṃyutta-bhāṇaka）、増支部
誦者（Aṅguttara-bhāṇaka）という名称のみが経蔵の専門家として列挙され、そこには未だ小
部誦者（Khuddaka-bhāṇaka）の名は見られない。 

 いずれにせよこの段階で、四部より成る経蔵、律に関する全体を包含した律蔵、そして七論
より成る論蔵という内容の三蔵が成立したものと考えられる。 

⑥ 四部構成の原初型の経蔵に対して、それまで三蔵の外に置かれ「単一経」として伝持されて
きた一部の独立仏典が、新たに公認されて経蔵の中に第五の部として追加されて「小部」が
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成立し、ここで経蔵は現在の五部構成となった。現在の小部は 15 の経典を収めているが、そ
の中には最初期の経典と見られる古い一部の韻文経典や新しい制作の論的文献などが含まれ
ている。因みにこの五部構成の経蔵の成立と相即する形で、後代の文献には、四部誦出者と
いう表現に代わって五部誦出者（Pañca-bhāṇaka）という名称が現れるようになった。 

⑦ 誦出者（Bhāṇaka）たちは、既に説明した様に、やがて仏典が書写される様になった結果、仏
典の暗記誦出を専門としていたその本来の役割が多少は軽減され、そこに余裕が生じるよう
になった。そこで誦出者たちは本来の暗記誦出の責務の他に、教理全般に関する様々な問題
に対して自身で考察する様になり、次第に自身の見解所説を表明する様になったのである。
その結果、彼ら専門誦出者の間で経文や教説の解釈などを巡って、論争が行われる様になっ
て行ったのである。例えば、彼らの論争相手や論争内容の一端は、今日のパーリ註釈書（ア
ッタカター）の中に散見されるのである。 

⑧ そして更にはスリランカにおいて、彼ら優秀な誦出専門家の中から専門分野を示した個人の
名前が、彼らの教説見解と共に言及される様になった。例えば、長部誦者アバヤ長老
（ Dīgha-bhāṇaka Abhayatthera ）、 相 応 部 誦 者 チ ュ ー ラ シ ー バ 長 老 （ Saṃyutta-bhāṇaka 
Cūl̥asīvatthera）などである。そして遂には長部誦者・三蔵師マハーシーバ長老（Dīgha-bhāṇaka 
Tipiṭaka Mahāsīvatthera）と呼ばれた最優秀の人物も出現している。彼の名前と教説見解は、
スリランカの長老の中で註釈書に最も多く引用言及されている。言うまでもなく「三蔵師」
とは三蔵すべてに通じている学殖豊かな優れた者に与えられる特別な称号である。 
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大乗仏典の伝承者 
―dharmabhāṇaka（説法師）の位置づけ 

渡辺 章悟 

ここでいう説法師とは dharmabhāṇaka のことであり、パーリ三蔵にはなく、大乗仏教に特有の表
現である。この語が注目されたのは、静谷正雄[1954]が、初期大乗経典の作者と想定した論攷を発
表してからである。静谷の試論は、原始佛教から説法師は dhammakathikaといわれていたのに対し、
大乗経典になって dharmabhāṇaka が用いられるようになった。碑文上でもグプタ王朝以前には
dharmabhāṇakaは用いられないことを明らかにした。 
その後、塚本啓祥[1966]や西村実則（[1991], [1992]）が、この問題を精査したが、これらの説を

要約すれば、部派仏教では bhāṇakaと dharmakathikaが用いられていた。前者は一般社会では音楽に
かかわる朗詠者であり、仏教教団では仏典を読誦、朗唱することを専門とする者である。後者は「法
を解説する人」であり、いずれも比丘であるという。 
基本的には比丘としての dhammakathika は部派教団から大乗にかけて共通に見られるが、

dharmabhāṇakaは大乗でも経典類だけに認められる。ただし、dharmakathikaは『法華経』「五百弟子
受記品」（4 例）に、dhārmakathika は『八千頌般若』（1 例）にあるように、例外的に見ることはで
きる。それらの例を見ると、十大弟子として知られるプールナ（富楼那）やスブーティ（須菩提）
のように、初期仏教以来の特定の仏弟子に限って用いられる称号である。つまり、大乗経典におい
ては、dharmabhāṇaka は広く一般的に用いられているが、dharmakathikaは初期仏教以来の残滓に過
ぎない。 
これに対し、Schopen[1975]は大乗の起源についてのチャイティヤ崇拝には注目しているが、なぜ

かdharmabhāṇaka と結びつけた議論はしていない。一方、bhāṇakaについては、仏説の正式な伝達者、
朗唱者（the acknowledged transmitters of Buddhist teaching、reciter）とし、dharmabhāṇakaは 説法者（a 
preacher of the Dharma）としたが、dharmabhāṇakaと大乗経典の興起との関連についての新知見は見
られない 1。 
これまで、dharmabhāṇaka の重要性は認知されながらも、出家であるか否か、善男子・善女人、

菩薩との関係や役割はいかなるものであったのかなど、未だ不明な点も多い。そこで本稿は大乗経
典の中で描かれる dharmabhāṇakaの姿、その位置づけを新たな視点を持って考察することにしたい。 

1. パーリ聖典の dhammakathika の用例 

パーリ聖典では、シャーリプッタなど八人の主要な弟子の中で富楼那（puṇṇa mantāniputta）を説
法者 dhammakathikaと呼んでいるのはよく知られているが、一般的には、誦経者、持律者、説法者、
禅定者などの僧の役職などが説かれる場合に、この dhammakathika（説法者）、あるいは
dhammakathika- bhikkhu-（比丘である説法者）等と言われる。 
一方、パーリ律（Vinaya Ⅲ, p.159）には、比丘はsuttantika経師, vinayadhara持律, dhammakathika

法師, jhāyin禅師などの四つの職制に区分される。また、『根本説一切有部毘奈耶』2では、これに論
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師（abhidhammika, ābhidhammika）が加わって、(1)經師、(2)律師、(3)論師、(4)法師、(5)禪師の五つ
となる。 
その他、Abhisamācārika、『十誦律』、『薩婆多毘尼毘婆娑』の分類でも大同小異であるが、これが

『四分律』や『摩訶僧祇律』では、17の特性に分類されている 3。これらは、基本的にはパーリVinaya
の四職制に十二頭陀支 4を加えたものである。 

 
(1)阿練若阿練若共同。(2)乞食乞食共同。(3)納衣納衣共同。(4)不作餘食法不作餘食法共同。(5)
一坐食一坐食共同。(6)一摶食一摶食共同。(7)塚間坐塚間坐共同。(8)露坐露坐共同。(9)樹下坐
樹下坐共同。(10)常坐常坐共同。(11)隨坐隨坐共同。(12)三衣三衣共同。(13)唄匿唄匿共同。(14)
多聞多聞共同。(15)法師法師共同。(16)持律持律共同。(17)坐禪坐禪共同。（『四分律』T1428、
587b156-22） 

 
この中で(1)から(12)は十二頭陀支であり、(13)唄匿（ばいのく、ばいとく）は bhāṇakaの音訳、(15)

法師は dhammakathikaであろう。前者は教え（経）暗唱して唄うもの、後者は教えを語る者である。 
また、当時の僧院の職制は経師と法師は別であるから、dhammakathika は教えを考察したり、分

析したりする論師に近い者と想定できる。したがって、上記の引用をパーリ Vinayaの四職制に当て
はめれば、(14)多聞から(17)坐禅がそれに当たり、経師（suttanthika）は多聞に相当するだろう。 

2. Dhammakathika から dharmabhāṇaka へ 

沙門の別称を並記することは、大乗にも十二頭陀として踏襲されてゆく。例えば、『二万五千頌般
若』（Kimura [1990:44, 24-27]）にも、以下のような類似の表現がある。 

 
「さらにまたスブーティよ、法師（dharmabhāṇaka）は(1)林住者、(2)乞食者、(3)糞掃衣者、(4)
食後に食を受けない者、(5)一坐食者、(6)少量の食事をする者、(7)墓場に住する者、(8)露地に
住する者、(9)樹下に住する者、(10)常坐して横臥しない者、(11)随処住者、(12)三衣だけを持つ
者となるであろう。」 

 
本経では説法師 dharmabhāṇaka はこれら十二頭陀を行う修行者の総称として描かれるが、ここに

dharmakathikaは含まれていない。このような大乗での伝承の相違が確認できる。以下、実際に説法
師が説かれる用例を、大乗の経典の文脈に沿って分析してみたい。 

3. 『金剛般若』Vajracchedikā P.P. に見られる経巻崇拝と説法師 

大乗仏教は経巻崇拝を強調している。特に初期大乗の代表的経典である『金剛般若』の経巻崇拝
を説く一連の章句は、大乗の起源を示すものとして G. Schopen[1975]が注目したことで知られてい
る。ただし、『金剛般若』には dharmabhāṇakaは用いられず、Schopenも何も言及していない。それ
にもかかわらず、筆者はこの章句に続く語句に注目している。 

 
さらにまた、スブーティよ、ある場所で､この法門のなかのたとえ四句からなる詩頌一つだけで
も把握し、解釈し、あるいは説明することがあるとしよう。〔そのとき〕その場所は、神々や人
間やアスラを含めた全世界にとって、“塔廟に等しいもの”（caitya-bhūta）となるであろう。〔中略〕
スブーティよ、その場所には師がおられることになろう。あるいは、たとえ誰であっても賢い
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師にふさわしい場所になろう」となっている。 
api tu khalu punaḥ subhute yasmin pṛthivīpradeśe ito dharmaparyāyādantaśaś catuṣpādikām api gāthām 
udgṛhya bhāṣyeta vā saṃprakāṣyeta vā, sa pṛthivīpradeśaś caityabhūto bhavet sadevamānuṣāsurasya 
lokasya, … tasmiṃś ca subhūte pṛthivī-pradeśe śāstā viharaty anyatara-anyataro vā 
vijñaguru-sthānīyaḥ5 （『金剛般若』Vajra §12，Conze [1957: 37.10–19], 渡辺章悟[2009]） 

 
このように、経典（金剛般若）が説かれるところ（yasmin pṛthivīpradeśe）、その場所が塔廟に等し

いもの（sa pṛthivīpradeśaś caityabhūto）となり、その場所に師が住んでおり（tasmiṃś ca subhūte 
pṛthivī-pradeśe śāstā viharati）、賢い師にふさわしい場所（vijñaguru-sthānīyaḥ）になるというのである。
ここには経巻と塔廟という二つの信仰が等置されているばかりでなく、説法師（dharmabhāṇaka）の
語こそ見られないが、賢い師にふさわしい場所と言い換えられている。そして、なによりもこのチ
ャイトヤ（caitya 塔廟）信仰の中心になるのが、経典を説く行為にあり、その実践者を「賢い師」
（vijñaguru-）と尊称していることが重要である。 

4. 『迦葉品』Kāśyapaparivarta の dharmabhāṇaka 関連表現 

『迦葉品』（Kāśyapaparivarta, KP と略）は空を説く初期の般若経の影響を受け、菩薩のあるべき
姿を述べている。後漢の支婁迦讖訳『遺日摩尼宝経』（T350）があることから、紀元後１～２世紀
には成立していたであろう。本経には何カ所かで説法師（dharmabhāṇaka）が登場するが、以下の例
は極めて重要である。なお、ホルシュタイン本は不完全であるので、最近の Vorobyova の写本研究
によって明らかになった部分を補足してある。 

 
・Holstein（1926: 227-228, KP.160） 
yatra ca pṛthivīpradeśo ayaṃ ratnakūṭo dharmaparyāyo bhāṣyate vā deśyate vā likhyate 
vā.......................... vā pustagataṃ vā tiṣṭhet sa pṛthivīpradeśe caityabhūto sadevakasya lokasya yasya ca 
dharmabhāṇakasyānt......................... d imaṃ dharmaparyāyaṃ śriṇuyād vā udgṛhṇīyād vā likhed vā 
paryāpnuyād vā / tasya dharmabhāṇakasyāntike................... vaṃrūpā gauravām utpādayitavyaḥ 
tadyathāpi nāma kāśyapa tathāgatasya / y..................................................ṇakaṃ satkariṣyati 
gurukariṣyati mānayiṣyati / pūj...................... ṇakāle cāsya tathāgatadarśānaṃ bhaviṣyati / 

 
・Vorobyova（2002:57, 2-19） 
ayaṃ tato bahutaraḥ puṇyaskandhaprasuto bhavet* yaś ca mātṛgrāma + 
fol. 81r (KP-SI P/2) 
1 + .. .. śṛṇuyād vā likhāpayed vā paryāpnuyād vā tasya na jātu vinipāto bhaviṣyati / sa eva tasya 
paścimakaḥ bhāvo 
2 bhaviṣyati / 
      160 yatra ca pṛthivīpradeśe ayaṃ ratnakūṭo dharmaparyāyo bhāṣyate vā deśyate vā likhyate vā 
likhito 
3 vā pustagataṃ vā tiṣṭhet sa pṛthivīpradeśo caityabhūto sadevakasya lokasya yasya ca 
dharmabhāṇakasyāntikād 
4 imaṃ dharmaparyāyaṃ śṛṇuyād vā udgṛhṇīyād vā likhed vā paryāpnuyād vā / tasya 
dharmabhāṇakasyāntike evaṃrūpā 
5 gauravā-m-utpādayitavyaḥ tadyathāpi nāma kāśyapa tathāgatasya / yaś ca kulaputro vā kuladuhitā 
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dharmabhāṇakaṃ 
fol. 81v (KP-SI P/2) 
1 satkariṣyati gurukariṣyati mānayiṣyati / pūjayiṣyati / t. .. .y. .. .. .y. r. t. .. + + + + + + + + + 
2 maraṇakāle cāsya tathāgatadarśanaṃ bhaviṣyati / 

 
また、ある場所において、この『宝積』（ratnakūṭa）という法門が説かれ、示され、書写され、
書物として置かれているならば、その場所は、神々をも含めたこの全世界にとって、チャイト
ヤ（塔廟）と等しく〔聖なるものと〕（sa pṛthivīpradeśe caityabhūto）なるであろう。また、誰か
ある説法師（dharmabhāṇaka）のもとでこの法門を聞き、受持し、書写し、あるいは〔その内容
を〕了解するとするならば、かの説法師に対して、あたかも、カーシャパよ、まさしく如来に
対してと同様な尊重の心をおこすべきである。そして、もし人が説法師を尊崇し、尊重し、恭
敬し、供養するであろうならば、彼は死のときに当たって、如来を見ることになるであろう。 

 
上記のように、説法師がこの教えを説く時、善男子・善女人は、この説法師を如来と等しく尊崇

すべきことを説く。ここにはブッダ崇拝を基礎として、＜経巻崇拝＝チャイトヤ信仰、説法師の尊
重＞が述べられる。そして、ここにみられる caityabhūta-と dharmabhāṇaka-を含む章句が、『金剛般
若』§12で見た章句とパラレルであることは明らかである。 
この塔廟に等しい場所を述べる箇所について、アサンガの註釈Triśatikāyāḥ Prajñāpāramitāyāḥ 

Kārikāsaptatiḥには、dvayasya pātrīkaraṇān 「尊重於二處」（流支訳）、「両成尊重故」（義浄訳）とあ
り、説法の場所と説法する人の両者が尊重されるべきことを示唆している 6。カマラシーラの註釈
（D Ma 234a2-3）では、「教主が住するというのは、説法するのである。教主のはたらきが為される
ためである。彼こそは仏世尊が現前に住しておられるのと等しい、という意味である。上師のよう
なもののどれかというのは、聖者マンジュゴーシャなどのどれかである。その行いを成就するから、
説法者それが住すると見るべきなのである」7という。 
つまり、Vajra P.P.の「賢い師にふさわしい」（vijñaguru-sthānīya）を、「上師のようなもの」（bla ma 

lta bu）、あるいは「聖者マンジュゴーシャなど」（’phags pa ’jam pa’i dbyans la sogs pa）と具体名を出
し、「説法者それが住する」（chos smra ba de gnas pa）と結論づける。カマラシーラによれば、この
vijñaguruは dharmabhāṇakaに他ならないのである。 
次に、この dharmabhāṇakaがその後の大乗経典でどのように描かれているのかを検討する。 
 

5. 『法華経』法師品（Chap.10）における説法師（dharmabhāṇaka） 

最初に説法師（dharmabhāṇaka）が、塔廟（caitya）、あるいは仏塔（stūpa）と結びつけて説かれる
用例をさらに検討する。その代表的用例が初期大乗の代表的経典として知られる『法華経』であろ
う。特に『法華経』「法師品」（Chap.10）には、説法者がどのように説法するのかが具体的に説かれ
ているので、最初のその概要を見ておきたい 8。 

（１）仏塔（stūpa）崇拝とチャイティヤ崇拝の条件 
ところで、薬王よ、ある場所で（yasmin … pṛthivīpradeśe）、この法門が述べられたり、説かれ
たり、書写されたり、書写されたものが書物とされたり、暗唱されたり、斉唱されたりすると
しよう。薬王よ、地上のその場所には、高くそびえ立ち、宝玉よりなる巨大な如来の塔
(tathāgatacaitya)が建立されるべきである。しかし、そこにかならずしも如来の遺骨
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(tathāgataśarīra)が収められる必要はない。それはなぜかというと、そこにはすでに如来の完全
な遺身が安置されているからである。また、ある場所で（yasmin pṛthivīpradeśe）、この法門が述
べられたり、説かれたり、暗唱されたり、斉唱されたり、書写されたり、あるいは書写された
ものが書物とされたりするとしよう。そこでは、ストゥーパ(stūpa)に対するような恭敬と尊重
と尊敬と供養と讃仰が行われるべきである。(Vaidya [1960b: 145, ll.22ff]) 9 

 
本用例では、「地上のある場所において」（pṛthivīpradeśe）とは、経典が読誦されたり書写された

りするところで、そこがチャイティヤ（caitya）と呼ばれる。チャイティヤは如来の遺骨を安置する
ストーパ（stūpa）と同じように尊崇されるべきなのである 10。そして、その根幹に経典を説く行為
と説法者が尊重されるという点では変わりはない。また、そのサンスクリットの下線の文脈（yasmin 
pṛthivīpradeśe, …, tasmiṃś ca stūpe satkāro gurukāro mānanā pūjanārcanā karaṇīyā）が類似する点も注目
するべきである。次いで、その法門を説く者とその説法の描き方を見てみよう。 

（２）菩薩（説法師、善男子）の説法の時期とその対告衆 
薬王よ、誰かある菩薩摩訶薩が、如来が涅槃に入った後の時代、後の時節に、この法門を四衆
に 説 き 明 か す と し よ う (tathāgatasya parinirvṛtasya paścime kāle paścime samaye imaṃ 
dharmaparyāyaṃ catasṛṇāṃ parṣadāṃ saṃprakāśayet)。薬王よ、その菩薩摩訶薩は、如来の室に入
り、如来の衣を身に纏い、如来の座に坐って、この法門を四衆に説くべきである。〔中略〕菩薩
は菩薩の集団を前にして、ひるまず菩薩の乗り物によって出発した四衆に対して、〔この法門を〕
説き明かすべきである。そして薬王よ、他の世界にいる私は、その〔説法者である〕善男子の
ために、〔神通力によって〕化作されたもの（化人）によって聴衆を集めるであろう。… 彼ら
（化作された四衆）はその説法師のことばを退けたり、誹謗したりはしないであろう。もしま
た、彼らが森に行くならば、私はそこにも彼（説法師）のために、多くの神々…ヤクシャを派
遣するであろう。また、薬王よ、他の世界にいる私は、その善男子のために、顔を現すであろ
う。そして、彼がこの法門の字句を忘れているならば、彼が暗唱するときに、私は〔彼が思い
出すように〕それらを再び説くであろう 11 。(Vaidya [1950b:146, ll.22ff])  

 
上の引用（特に下線部）は説法者を善男子（kukaputra）あるいは菩薩〔摩訶薩〕と呼び、その対

告衆は大乗を信奉する四衆である。菩薩は「如来滅後の法滅時に」こそ、「如来の室に入り、如来の
衣を身に纏い、如来の座に坐って、この法門を四衆に説くべきである」とする。そして、ブッダは
この説法者である菩薩のために、経典の記憶を教化し、神々やヤクシャを派遣して彼らを守護し、
さらに四衆を化作して聴聞させるという。 

（３）説法師のとどまる場所 
次に同章の偈頌より、説法師の属性がより明確になる箇所が見られる。以下の偈頌は説法師の当

時の居住空間までも窺うことができる。 
 

私（ブッダ）が完全な涅槃に入った後に、この経典を解き明かす勇者のために、私はまた多く
の化作されたものたちを派遣するであろう。（27） 
〔それら化作された〕比丘･比丘尼･優婆塞･優婆夷たち、〔この四〕衆は、等しくまた彼（説法
師）に供養をするであろう。（28） 
そして、誰かが、土塊や棒、また非難や脅迫や侮辱を彼に与えるなら、化作されたものたちは、
〔それから〕彼（説法師）を守るであろう。（29） 
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荒野にせよ山岳にせよ、人気のないところで、彼がたった一人で住んで(yadāpi caiko viharan … 
narair virahite deśe aṭavyāṃ parvateṣu vā)、暗唱しているときにはまた、（30） 
そこへ私は、彼のために光り輝く私の身体をあらわすであろう。また、彼が暗唱するのに口ご
もるなら、私は〔それを思い出させるように〕再三再四説くであろう。（31） 
彼が一人で森で修行し(ekasya vanacāriṇaḥ)、そこで生活するならば、彼の仲間として、多くの
神々やヤクシャたちを派遣するであろう。（32） 
四衆に〔この法門を〕解き明かす彼（説法師）には、このような功徳があるのです。〔彼が〕た
った一人で森の洞窟で生活し(eko vihāre vanakandareṣu)、暗唱を行うとしよう。彼はまさに私を
見るであろう。（33） 
彼の能弁のひらめき（pratibhāna）は妨げられることなく、彼は多くの解釈と教えを知っている
12。また彼は幾千･コーティもの命あるものたちを〔説法によって〕満足させる。なぜならば、
彼はブッダによって加護されているからである。（34） 
そして、彼（説法師）を頼りとする衆生たちは、みな速やかに菩薩となるのであり、また、彼
との交流を深めつつ、ガンジス川の砂〔の数〕ほどのブッダにまみえることとなるのである。
（35）13 
以上、聖なる『正法蓮華』という法門のうち、「説法師」の第十章〔終わる〕 

 
この章の最後のまとめで、説法師が教えを説く時期を、「〔ブッダが〕完全な涅槃に入った後」と

するが、この記述は多くの大乗経典に説かれる法滅句に見られるものであり、先の（２）節と同意
義である。本引用ではさらに、この経典を解き明かす説法者を勇者（vīra）と讃えている。 
しかも、説法を行うものは「たった一人で荒野や山岳、森に行き、あるいは森の洞窟で生活し、

この教えを暗唱する」という（Verse 32，33）。この文脈は、あたらしい教えを説こうとする、当時
の大乗の説法者の状況を示すものであろう。その姿は孤高の修行者である。彼らは孤独であるが、
神々やヤクシャが彼の仲間としてブッダによって派遣されるという。この点も先の引用（２）に続
くものである。 
その修行を行うものはブッダにまみえ、ブッダの加護によって四無礙智を獲得し、多くの衆生を

菩薩となさしめる。その際、説法者に求められる能弁のひらめき（pratibhāna）等の四無礙智は、ブ
ッダによって加護されるものだからであり（buddhena adhiṣṭhitatvāt, Vers 34）、説法師の能力の裏付
けを保証している。つまり、大乗の教えを説く説法師はブッダの保証（威神力）を得て説くものな
のである。以上が、「法師品」で語られる説法師の姿である。 

６．『八千頌般若』(Aṣṭasāhasrikā P.P.)の dharmabhāṇaka 

次に『法華経』と同じく、初期の dharmabhāṇakaを描く『八千頌般若』（Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā）
を見てみたい。梵文『八千頌般若』には dharmabhāṇakaの用例は 37件あるが、漢訳では法師、説法
師、説法者等と訳される。その中での代表的用例を以下に検討する。 

(1)神々が dharmabhāṇaka に pratibhāna を与える 
世尊が仰せられた。「善い哉、善い哉、カウシカよ。この般若波羅蜜を読誦している善男子、善女

人には何百という神々が近づいて来るであろう。何千という神々、何十万という神々が、教えを聞
こうとして（dharmaśravaṇāya聞法）近づいて来るであろう。彼ら教えを聞く神々は、かの説法師
（dharmabhāṇakas法師）に能弁のひらめき（pratibhāna楽説）を与えねばならないと考えるであろう。
また、その説法師が話したいと思っていないときにも、彼ら神々はその教えが重要であるとして、
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その善男子、善女人に語ろうという意欲が生ずるように、その（善男子、善女人）に能弁のひらめ
きを与えねばならないと考えるであろう。カウシカよ、この般若波羅蜜を習い、記憶し、… 読誦
し、学習するであろう、かの善男子、善女人は、この現世の功徳を（dṛṣṭadhārmikaṃ guṇaṃ）得るの
である。」（Vaidya [1960a:41,30-42,7]） 14 

「また、カウシカよ、この般若波羅蜜について語る善男子・善女人には (tasya kulaputrasya 
kuladuhiturvā imāṃ prajñāpāramitāṃ bhāṣamāṇasya)、四衆の前で“誰か論難をしようとしているものが、
私に質問しないように”という、恐怖心が生まれないであろう。なぜなら、般若波羅蜜が彼を護衛し、
保護し、防御するからである。〔中略〕般若波羅蜜を習い、〔中略〕読誦する善男子･善女人は、この
ような現世の功徳を得るのである。」（Vaidya [1960a:42, 8-17]） 15 

 
最初の引用に見られる「現世の功徳」は、般若経を学び … 読誦し、学習するというものであ

り、それは般若経を聴聞しようと集まってきた神々が、説法師（dharmabhāṇaka）に与える能弁のひ
らめき（pratibhāna）にもとづくものである。しかもこの「現世の功徳」は、般若経そのものに由来
するという。このようにこの一連の引用では、同じ「現世の功徳」の由来を、神々と経典という二
つの面から述べている。このことは本経の他の箇所でも、あるいは般若経以外の経典中にも指摘で
きる。 

ついで、もう一つ重要な点がある。それはこの前後の引用箇所でわかるように、明らかに説法師
（dharmabhāṇaka）を善男子･善女人（kulaputra- kuladuhitṛ-）と言い換えていることである。善男子･
善女人が出家者か、在家者かについては、別途検討したい。 

(2)三斎日における dharmabhāṇakaの説法と善男子･善女人 
〔善男子、善女人たちには〕何千という神々が彼らに付き従って〔守護する〕であろう。〔半月
の〕八日、十四日、十五日〔という三斎日〕に、善男子、善女人が説法師としてあちらこちら
で般若波羅蜜を語るならば、そのたびに多大な福徳が生ずるであろう」。〔中略〕「かの善男子･
善女人には何千という神々が付き従って〔守護する〕であろう。そして何千という神々は、み
んな教えを聞きたいと願ってそこへやってくるであろう。彼らは、この般若波羅蜜を説いてい
る説法師を護衛し、保護し、防御するだろう。」（Vaidya [1960a, 100-101]） 

 
ここでも説法師は善男子、善女人と言われている。ただし、ここで説法師が在家者の三斎日とい

う潔斎の日と関連づけられているとしても、説法師を在家者と想定する必要はないだろう。あくま
でこの日に僧院などにやって来る在家者に対して説法を行うという文脈だからである。小品系統の
最初の翻訳である『道行般若経』にも、 

「若し善男子、善女人、法師とならば、月の八日、十四日、十五日に説法の時、功徳を得るこ
とを復た計る可からず。」 16 

とある。これは最初期の大乗から善男子、善女人が説法師になることを示す重要な根拠であり、善
男子、善女人の位置づけを考える際の基準になる。 

この説法師である善男子・善女人には、何千という神々が付き従って、護衛するのであるが、こ
の箇所に対応する『二万五千頌般若』（Kimura [1986:181, 7-8]）では、さらに詳しく、説法師に従う
四天王を中心とする神々を「聞法者」とし、そこで正法師である善男子・善女人はこの般若波羅蜜
を語るであろう」（yatra saddharmabhāṇakaḥ kulaputro vā kuladuhitā vā imāṃ prajñāpāramitāṃ bhāṣiṣyāte）
とする。 

 
続いて「魔事品」（Chap.11）には、善男子･善女人に障害を引き起こす「魔の仕業」（mārakarma）
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について、世尊がスブーティに教える場面で、説法師にたびたび言及する。以下は説法師が比丘で
あるとする用例を検討する。 

(3)説法師である比丘１ 
さらにまた、スブーティよ、説法師である比丘たちは（bhikṣavo dharmabhāṇakāḥ）、独住性を好
むものとなるであろう。一方、彼ら聞法者たちは（dhārmaśravaṇikās）、集会を欲するであろう。
彼ら説法師は、次のように語る。「私に従ってくるものたちに、この般若波羅蜜を与えよう。私
に従ってこないものには、与えない」と。こうして善男子･善女人たちは、欲求し、熱望し、教
えを重んじて、その説法師に従ってゆくだろう。（Vaidya [1960a:121, 25-29]） 

 
このように説法師と聞法者を対峙して説いているが 17、特徴的なのは説法師を比丘とする点であ

る。実際、以下の文脈にも、このような「説法師である比丘」は何度も見られる。 
一方、聞法者は、善男子と善女人たち（kulaputrāḥ kuladuhitaraś）と言い換えられ、説法師に従い、

財物を施す在家者とみなされる。この文脈による限り、説法師は比丘、聞法者は在家であり、善男
子･善女人ともいわれる。先ほどの例で、般若経を説く説法師を善男子･善女人と呼んでいたことを
考えると、善男子･善女人は在家、出家という枠組みにはとらわれない呼称であることが判る。 

(4)説法師である比丘２ ―常啼菩薩品の説法師― 
次は常啼菩薩品（Skt.Chap.30）の一節である。本章は最初から本経に含まれていたのではないが、

説法師が比丘であるという表現と、菩薩との関係において特徴がある。 
 
善男子（サダープラルディタ菩薩摩訶薩）よ、このように修行するならば、汝はほどなくして、
書物の形にされるか、あるいは、説法師の比丘の身体に宿る般若波羅蜜を聞くだろう。〔中略〕
善男子よ、お前はこれらの恩恵を考慮に入れて、説法師の比丘に対して、教師との観念を起こ
すべきである。しかし、善男子よ、お前は世財にひかれる心をもって、説法師の比丘につき従
ってはならない。教えを求め、教えを重んじて､説法師の比丘に帰依すべきである。 
〔中略〕善男子（サダープラルディタ菩薩摩訶薩）よ、説法師の菩薩摩訶薩に五欲を用い、楽
しみ、重んずるようにと提供する。彼（説法師）はそれらのものへの（愛着）に負けてはいな
いのであるが、巧みな手立てによって〔それらのものを〕用い、楽しみ、重んずるのである。
しかし、善男子よ、お前はその説法師の比丘に不信の念を起こすのではない。（Vaidya [1960a: 238, 
27-239, 20]） 

 
ここで引用した文中の「説法師である比丘の身体に宿った〔般若波羅蜜〕」（[prajñāpāramitāṃ …] 

dharmabhāṇakasya bhikṣoḥ kāyagatām）、或いは「説法師である比丘」（dharmabhāṇaka- bhikṣu-）は、
繰り返し説かれるが、漢訳『小品』にはただ単に法師、或いは説法師とするのみで比丘は見られな
い 18。また、他の古い漢訳『道行』『大明度』にもない。静谷（1974:288）もこの文脈から「五欲具
足の在家生活者としての法師」の存在を指摘し、従来の比丘ではない菩薩を、大乗の法師の典型と
して描いた。そしてそれが法上菩薩なのであると主張する。 
もし、邪悪な魔が五欲に耽るようにと提供するものを、この説法師が用い、楽しみ、重んじたと

しても、彼に不信の念を起こすべきではないという。これは続く「法上菩薩(dharmodgata) の章」で、
常啼菩薩（sadāprarudita）が法上菩薩に般若波羅蜜の説法を聞くために施与することを意図している
のであろう。 
さらに、本文では「説法師の比丘」を「説法師の菩薩摩訶薩」と言い換えていることも注目すべ
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きである。つまり、比丘は在家者ではないが、菩薩でもある。これが大乗でいうところの出家の菩
薩なのである。 

(5)説法師と菩薩と善男子 
続くダルモードガタ菩薩章（Skt. Chap.31）には、説法師と菩薩と善男子の関係がよく判る文脈が

ある。サダープラルディタ菩薩は、ダルモードガタ菩薩の般若波羅蜜の教えを聞くために自分を差
しだし、さらに「善男子よ、私（サダープラルディタ）はあなた（ダルモードガタ）にこれらの端
女を贈ります。これら五百台の車をご用に供するため差し出します」といった。 
このとき、神々の主シャクラは、「善い哉、善い哉、善男子よ。菩薩摩訶薩は〔このように〕自己

の所有物をすべて喜捨すべきです。このような喜捨の精神によって、菩薩摩訶薩はすみやかに無上
正等正覚を覚るでしょう。また、このように説法師たちに供養した上でこそ、般若波羅蜜と善巧方
便を聞くことができるのです」19とする。 

 
この文脈の中では、二人は同じ菩薩でありながら説法師と聞法者であり、シャクラはサダープラ

ルディタ菩薩に「善男子」と呼びかけ、聞法者のサダープラルディタ菩薩も説法師であるダルモー
ドガタ菩薩に「善男子」と呼びかけている。 
ここで判るように、菩薩摩訶薩と善男子の両者には区別ない。菩薩と善男子は説法師と聞法者に

共有されうる語であり、上下の差別はない。ただし、説法師であるダルモードガタ菩薩が、「善男子
よ」と呼びかけられることはあっても、説法師は一つの役割であるので、あくまで供養の対象であ
り、その用法は限定的である。 

７．四天王と dharmabhāṇakaの関係 

（１）『維摩経』の説法師 
般若経は四天王を統率するシャクラ（帝釈天）を登場させ、般若経を説く法師の守護を説いたが、

初期大乗経典の一つである『維摩経』「嘱累品」にも、dharmabhāṇakaが以下のように二度現れる。 
 
その時、四天王は世尊に申し上げた。「世尊よ、どのようなところであれ、村、町、市、国、王
城であれ、これらのような法門が行われ、教示され、開示されるところ、そこに世尊よ、我々
四天王は、軍隊を伴い、車を伴い、眷屬を伴って、聴聞するために近づくでしょう。そして、
かの説法師の周囲百由旬を守護するでしょう。例えば、かの説法師に付け入ろうとするものが、
付け入る隙を与えないように」と 20。 

 
上の引用のように、どのような場所であれ、この法門を説く時、説法師とその場所は四天王によ

って守護されるのである。このことを四天王が宣言し、これに続いて世尊が阿難に対し、本経を受
持して他者に開示すべきことを述べるのである 21。この文脈における説法師と四天王の関係は『金
光明経』を想起させる。 

（２）『金光明経』の四天王と説法師 
本経は「四天王章」（Skt. Chap.6, 義浄訳第六品）を備える。その中で、世界の守護者（lokapāla）

と呼ばれる四天王が、『金光明経』を奉持し、それを語る「説法師」を鼓舞する姿がしばしば描かれ
る。また、本経では人間の王と説法師と四天王の関係が特徴的に描かれている。 
それは「人間の王がこの経典を聴くことがあれば、王はその『金光明経』を奉ずる僧（説法師）

国際哲学研究 7号 2018　　71



 

 

に対して、怨敵から守り、援助する。このことを通して四天王は、国王とその衆生を庇護する」と
いうものである。(Bagchi [1967: 37, 10-11]) 
また「尊き世尊よ、われわれ四天王はまた、それぞれ五百のヤクシャ衆の眷屬とともに、常に説

法師である比丘を尊崇し、その説法師に愛慕と守護の念を抱き続けるであろう。(Bagchi [1967: 54, 
8-10])とする。 
この他にも説法師が多く登場するが、そのすべては「比丘である説法師」（bhikṣu- dharmabhāṇaka-）

とする。また比丘がない場合でも文脈から、説法師は比丘であることが前提とされている。そして、
かれらを鼓舞し、守護するのが四天王である。この四天王と説法師との関係は他の大乗経典にもし
ばしば見られるが 22、本経の特色は人間の王が説法師の供養を介して四天王の庇護、現世利益を受
けることができるとする点である。 

８．出家する説法師 dharmabhāṇaka ―『十地経』における説法師 

比丘である説法師についての最も具体的な資料として『十地経』があげられる。本経において説
法師（dharmabhāṇaka）が登場するのは、第三発光地においてである。この地ではひたすら一切法を
如実に覚る仏知を観察し、法を求める菩薩が登場する。この求法の菩薩にとって、説法師の方につ
いては出会うことが難しい（難得の想）と考えられている 23。これに対して、第五難勝地において、
説法師は大きな変化をもって描かれる。 
この地に住する菩薩は、「一切の菩薩である説法師に随順することにより、大いなる尊重と恭敬を

もって師事する」24とあり、さらに「多くはこれらの如来の教説にしたがって出家する。出家して
から聴聞した〔教説を〕保持する説法師となる。 
さらに進んで、かの菩薩は、何百千億那由他の仏の面前で、何百千億那由他という劫の間、忘れ

ることがないことによって、所聞の師にふさわしいダーラニー（dhāraṇī）を得た説法師となる」25と
する。 
ここで明らかなように、難勝地に至って、ようやく説法師となる菩薩が登場し、やはり他の大乗

経典と同じく、過去の無数の仏に仕えて教えを聞き、そこで聞持したダーラニーを得て、説法師と
なることが描かれる。 
ついで第九の善慧地の菩薩は、「説法師である性質をなしており、如来の法藏を守護する。彼は説

法師の職分を得て、善巧なる知は無量となり、四無礙智によって菩薩の言葉で法を説示する」26と
ある。また同章に「汝等仏子よ。このような無礙智を実現するに巧みなこの菩薩が、第九番の菩薩
地に至り、如来の法藏を得て、偉大なる法師の性質を達成するとき、意味、法、知の成就、光明、
財、善慧、火炎を含んだダーラニーを備え、無礙門…百万阿僧祇を満たすダーラニーを獲得する 27、
云々と繰り返されている。 
以上、本経では、菩薩は第五の難勝地において出家し、多くの仏より聴聞した教説を保持する説

法師となる。さらに、第九の善慧地において、偉大なる説法師の位（mahādharmabhāṇakatva）とな
り、多くのダーラニーを得ることが、幾度となく強調される。説法師にとって、四無礙にもとづい
た辯才と所聞の教えを決して忘れないダーラニーこそが、衆生に対して滞りなく説法をするために
必要なのである 28。 
説法師の守護と陀羅尼の関係は、『法華経』「法師功徳品」(Chap.18) 29にも記載されており、大乗

の特徴の一つとなっていることはすでに氏家覚勝[1984, 1987]らによって指摘されている。 
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９．伝統僧団から非難される説法師 ―『法華経』「勧持品」― 

次に、『法華経』「勧持品」（Chap.12）には、この経を受持する説法師たちがどのような状況であ
ったのかを、伝統教団からうけた非難の数々によって窺うことができる。その用例を見てみたい。 

（１）法華経の説法者が比丘であること 
智慧劣るものたちは森林での生活（阿練若）を守り、襤褸をつづった衣（納衣）を纏っただけ
で、「われわれは耐乏の生活をしている」というでしょう。（12－5） 
味覚の楽しみに貪りとらわれているものが、在家の人々に教えを説き、六種の神通をそなえた
〔阿羅漢〕のように敬われるでしょう。（12-6） 
〔彼ら〕私どもを謗るものたちは、〔内側に〕凶暴な心をいだき、憎悪をたぎらせ、家庭や財産
に心を奪われながらも、〔比丘にふさわしい〕森林〔を住処とする〕というかくれ蓑に隠れて、
（12-7） 
私たちについてこのように言うでしょう。「これらの比丘たちは異教徒であって、利得と名誉に
とらわれて、自分たちの〔勝手気ままな〕言い分を教える」(lābhasatkāraniśritāḥ / tīrthikā batime 
bhikṣū svāni kāvyāni deśayuḥ)と。（12-8） 
〔また、〕「利得と名誉を求めて、自分で経典を編纂し、集会の中央で説教する」（svayaṃ sūtrāṇi 
granthitvā … parṣāya madhye bhāṣante）と私たちを罵るものもいるでしょう。（12-9） 
国王たちにも、王子たちにも、同じく、王の大臣たちにも、バラモンたちにも、家長たちにも、
さらに他の比丘たちにも、（12-10） 
私たちのことを非難して、「異教の教義を広めるもの」(tīrthyavādaṃ … kārayī )と言うでしょう。
〔しかし、〕私たちは偉大な聖仙たちを尊敬することによって、〔その〕すべてを耐え忍びまし
ょう。（12-11） 
眉をひそめられたり、繰り返し何度も〔座席を〕割り当てられなかったり、精舎から追い出さ
れたり、種々の悪口雑言を浴びせられても、私たちは〔その〕すべてを和え忍ぶべきです。(bhṛkuṭī 
sarva soḍhavyā aprajñaptiḥ punaḥ punaḥ /niṣkāsanaṃ vihārebhyo bandhakuṭṭī bahūvidhā, 12-17） 
後の時代において、世間の保護者の命令を思い起こして、私たちは怖れなき自信を持って、集
会の中央でこの経典を説くでしょう。（12-18）30 

 
ここで明らかなように大乗の教え（法華経）を説く説法師は、「これらの比丘たちは」と言われる

ように明らかに出家者であった。しかし、当時の比丘僧団からは、「異教の教えを広めるもの
(tīrthyavādaṃ … kārayī )」として、精舎から追い出されたり（niṣkāsanaṃ vihārebhyo）、非難されたり
されていた異端であった。その理由は、彼ら比丘たちは、自分勝手な教えを説き(bhikṣū svāni kāvyāni 
deśayuḥ)、経典を勝手に編纂したり（svayaṃ sūtrāṇi granthitvā）、しかも集会の中心となって説法を
行っていたからである。まさに伝統教団から飛び出した異端児たちであった。 
しかも、「指導者よ(nāyaka)、この世に〔この教えを〕求めるものがあれば、城市でも村でも、ど

こまでもたずねていって、あなたから委託された〔この教え〕をその人に伝えましょう」（Vers 12-19）
31というように、堅固な布教者の姿が描かれる。これが法華経で奨励する説法師の姿なのである。 

結 論 

説法師 dharmabhāṇakaは大乗経典において、dharmakathikaにかわる存在として登場した。その姿
は以下のようなものであったろう。 
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(1)出家者である dharmakathika の属性を引き受けながら、新たな信仰の推進者となった。大乗法
門は、如来の滅後（五百年代に）なって、この説法師（dharmabhāṇaka）によって唱導された。 

(2)説法師によって大乗の教えが説かれるところは、どこであっても caitya（祠堂、仏塔）と呼ば
れる。その caitya には如来の教えを示す遺身が所蔵されているからである。そのためにその教えを
説く説法師は仏と同様に尊崇される。 

(3)説法師は帝釈天や四天王などの神々によって守護される。その説法に当たっては、無礙智とダ
ーラニーの呪句（dhāraṇīpada-）が神々によって与えられる。このような聖なる言葉の威力を認める
点は、『法華経』や『金光明経』などで強調される点である。また、神々は説法師に能弁のひらめき
（pratibhāna）を与え、説法に対処できるとする。これは説法師が四無礙智に代表される雄辯や教え
を記憶する力を必要としたためである。 

(4)説法師はほとんどの経典では比丘とされるが、十地の修行体系の中では第五難勝地にいたって
出家し、説法師となるという。このように比丘である説法師という表現は多くの大乗経典に共通す
る。 

(5)説法者は森や人気のないところにとどまる修行者であり、経典編纂を行っていたこともうかが
われる。彼らは「これらの比丘たち」と言われるように明らかに出家者であったが、当時の比丘僧
団からは、「異教の教義を広めるもの」(tīrthyavādaṃ … kārayī )として疎まれ、精舎から追い出され
たり、非難されたりする異端であった。その理由は「自分勝手な教えを説き、経典を勝手に編纂」
したり、しかも集会の中心となって説法を行っていたからである。これらの詳細な記述は、『法華経』
にはっきりと描写されており、当時の大乗教団の状況を語るものと言える。 

(6)大乗では菩薩も善男子も、出家・在家の区別はない。菩薩の説法師も聞法者も互いに「善男子」
と呼びあい、この語に上下の差別がない。この菩薩と善男子という呼称に比べ、説法師は明確に出
家者なのであり、大乗の教団の中核になっていることが指摘できる。dharmabhāṇaka（説法師）こそ、
あらたな大乗経典の制作を担い、宣教する、まさに大乗仏教運動の推進者であったのであった。 
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註
 

1 Schopen（1984）． 

2 T1442, 696b14-22. 

3 詳細は西村[1992: 413-416]。その他、Mahāniddesa（『大義釈』 PTS, Vol. Nd1-1, 147）では 18 種あげられ
るが、これも禅師を四禅定と四無色定を八つに開いてはいるが、基本的な四種に頭陀支が加わったもの
といえる。 

4 南宋の翻訳者、求那跋陀羅（394-468）訳の『十二頭陀経』（T783）によれば，１)人家を離れた静かな所
に住する，２)常に乞食を行ずる，３)乞食するのに家の貧富を差別選択せず順番に乞う，４)１日に１食
する，５)食べ過ぎない，６)中食以後は飲物を飲まない，７)襤褸で作った衣を着る，８)ただ三衣だけを
適当量所有する，９)墓場・死体捨て場に住する，10)樹下に止まる，11)空地に坐す，12)常に坐し横臥し
ない，の 12 項目である。 

5 Harrison & Watanabe[2006, folio 38v1]では vijñaguru-sthānīyaḥ を gurusthānīyaḥ とする。 

6 Tucci[1978: 65]. 

7 Derge ed., (ston pa gnas zhes bya ba ni chos smra ba ste/ ston pa’i mdzad pa mdzad pa’i phyir te/ de nyid sangs 
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rgyas bcom ldan ’das mngon sum du zhugs pa dang ’dra’o zhes bya ba’i tha tshig go/ bla ma lta bu gang yang 
rung ba zhes bya ba ni ’phags pa ’jam pa’i dbyans la sogs pa gang yang rung ba ste/ de’i mdzad pa bsgrub pa’i 
phyir chos smra ba de gnas par blta’o// 

8 本稿の法華経の日本語訳については松濤・長尾・丹治[1975, 1976]を参照した。 

9 yasmin khalu punarbhaiṣajyarāja pṛthivīpradeśe 'yaṃ dharmaparyāyo bhāṣyeta vā deśyeta vā likhyeta vā likhito 
vā pustakagataḥ svādhyāyeta vā saṃgāyeta vā, tasmin bhaiṣajyarāja pṛthivīpradeśe tathāgatacaityaṃ 
kārayitavyaṃ mahantaṃ ratnamayamuccaṃ pragṛhītaṃ na ca tasminnavaśyaṃ tathāgataśarīrāṇi 
pratiṣṭhāpayitavyāni| tatkasya hetoḥ? ekaghanameva tasmiṃstathāgataśarīramupanikṣiptaṃ bhavati| yasmin 
pṛthivīpradeśe 'yaṃ dharmaparyāyo bhāṣyeta vā deśyeta vā paṭhyeta vā saṃgāyeta vā likhyeta vā likhito vā 
pustakagatastiṣṭhet tasmiṃśca stūpe satkāro gurukāro mānanā pūjanārcanā karaṇīyā | (KN [1908-1912:231, 7-232, 
2]). (Vaidya [1960b:145, 22ff)] 

10 『法華経』「普賢菩薩品」(Chap.26)の末尾においても、説法師（dharmabhāṇaka）ではなく、経典の受持
者（sūtrāntadhāraka）としてではあるが、これと同趣旨の文脈が述べられる。「この法門を受持する比丘
たちを迎えて、人は遠くから立ち上がり、如来に対して敬意を払うように、それと同じように、これら
の経典を受持する比丘たちに対しても(sūtrāntadhārakāṇām)敬意を払うべきである」。(Vaidya[1960b:267, 
25-26 ])（KN [1908-1912:483, 2-4]） 

11 yaḥ kaścid bhaiṣajyarāja bodhisattvo mahāsattvastathāgatasya parinirvṛtasya paścime kāle paścime samaye imaṃ 
dharmaparyāyaṃ catasṛṇāṃ parṣadāṃ saṃprakāśayet, tena bhaiṣajyarāja bodhisattvena mahāsattvena 
tathāgatalayanaṃ praviśya tathāgatacīvaraṃ prāvṛtya tathāgatasyāsane niṣadya ayaṃ dharmaparyāyaścatasṛṇāṃ 
parṣadāṃ saṃprakāśayitavyaḥ | katamaśca bhaiṣajyarāja tathāgatalayanam? sarvasattvamaitrīvihāraḥ svalu 
punarbhaiṣajyarāja tathāgatalayanam | tatra tena kulaputreṇa praveṣṭavyam | katamacca bhaiṣajyarāja 
tathāgatacīvaram? mahākṣāntisauratyaṃ khalu punarbhaiṣajyarāja tathāgatacīvaram | tattena kulaputreṇa vā 
kuladuhitrā vā prāvaritavyam | katamacca bhaiṣajyarāja tathāgatasya dharmāsanam? sarvadharmaśūnyatāpraveśaḥ 
khalu punarbhaiṣajyarāja tathāgatasya dharmāsanam | tatra tena kulaputreṇa niṣattavyam, niṣadya cāyaṃ 
dharmaparyāyaścatasṛṇāṃ parṣadāṃ saṃprakāśayitavyaḥ | anavalīnacittena bodhisattvena 
purastādbodhisattvagaṇasya bodhisattvayānasaṃprasthitānāṃ catasṛṇāṃ parṣadāṃ saṃprakāśayitavyaḥ | 
anyalokadhātusthitaścāhaṃ bhaiṣajyarāja tasya kulaputrasya nirmitaiḥ parṣadaḥ samāvartayiṣyāmi | nirmitāṃśca 
bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikāḥ saṃpreṣayiṣyāmi dharmaśravaṇāya | te tasya dharmabhāṇakasya bhāṣitaṃ na 
pratibādhiṣyanti, na pratikṣepsyanti | sacetkhalu punararaṇyagato bhaviṣyati, tatrāpyahamasya 
bahudevanāgayakṣagandharvāsuragaruḍakinnaramahoragān saṃpreṣayiṣyāmi dharmaśravaṇāya | 
anyalokadhātusthitaścāhaṃ bhaiṣajyarāja tasya kulaputrasya mukhamupadarśayiṣyāmi | yāni ca asya 
asmāddharmaparyāyāt padavyañjanāni paribhraṣṭāni bhaviṣyanti, tāni tasya svādhyāyataḥ pratyuccārayiṣyāmi || 
(Vaidya 1960b:146, ll.22ff)（KN234-235） 

12 ここで述べられる雄辯力、解釈、教えとは、四無礙智（pratisaṃvid）である雄辯力（pratibhāna）、解釈
（nirukti）、教え（dharma）、意味（artha）の最初の三つのことであろう。 

13 ahaṃ pi tasya vīrasya yo mahya parinirvṛte / 
idaṃ sūtraṃ prakāśeyā preṣeṣye bahu nirmitān // Saddhp_10.27 // 
bhikṣavo bhikṣuṇīyā ca upāsakā upāsikāḥ / 
tasya pūjāṃ kariṣyanti parṣadaśca samā api // Saddhp_10.28 // 
loṣṭaṃ daṇḍāṃstathākrośāṃstarjanāṃ paribhāṣaṇām / 
ye cāpi tasya dāsyanti vāreṣyanti sma nirmitāḥ // Saddhp_10.29 // 
yadāpi caiko viharan svādhyāyanto bhaviṣyati / 
narairvirahite deśe aṭavyāṃ parvateṣu vā // Saddhp_10.30 // 
tato 'sya ahaṃ darśiṣye ātmabhāva prabhāsvaram / 
skhalitaṃ cāsya svādhyāyamuccāriṣye punaḥ punaḥ // Saddhp_10.31 // 
tahiṃ ca sya viharato ekasya vanacāriṇaḥ / 
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devān yakṣāṃśca preṣiṣye sahāyāṃstasya naikaśaḥ // Saddhp_10.32 // 
etādṛśāstasya guṇā bhavanti caturṇa parṣāṇa prakāśakasya / 
eko vihāre vanakandareṣu svādhyāya kurvantu mamāhi paśyet // Saddhp_10.33 // 
pratibhāna tasya bhavatī asaṅgaṃ nirukti dharmāṇa bahū prajānāti / 
toṣeti so prāṇisahasrakoṭyaḥ yathāpi buddhena adhiṣṭhitatvāt // Saddhp_10.34 // 
ye cāpi tasyāśrita bhonti sattvāste bodhisattvā laghu bhonti sarve / 
tatsaṃgatiṃ cāpi niṣevamāṇāḥ paśyanti buddhāna yatha gaṅgavālikāḥ // Saddhp_10.35 //（Vaidya[1960b:147, 
l.30-247, l.22]）（KN:237, l.1-238, l.4) 

14 「佛言。憍尸迦。是善男子善女人。受持讀誦般若波羅蜜。若干百千諸天大衆。爲聽法故來至其所。是法
師爲諸天説法時。非人益其氣力。若法師疲極不樂説法。諸天恭敬法故令其樂説。憍尸迦。是亦善男子善
女人得是現世功徳。」（『小品般若』T227.8.544b19-23） 

15 「復次憍尸迦。是善男子善女人於四衆中説般若波羅蜜時。其心不畏有來難問及詰責者。何以故。是人爲
般若波羅蜜護念故。」（『小品般若』T227.8.544b24-26） 

16 本引用でもサンスクリット文にある二箇所の説法師（dharmabhāṇaka）は漢訳『道行』には見えるが、『小
品』には見られない。「須菩提白佛言。其受學誦般若波羅蜜者終不横死。若干百天若干千天常隨侍之。
若善男子善女人爲法師者。月八日十四日十五日。説法時得功徳不可復計。佛言。如是如是。須菩提。得
其功徳不可復計。若守般若波羅蜜者。其功徳出是上去。何以故。須菩提。般若波羅蜜者。即是珍寶故。」
（『道行』T224, 443c15-21）、「世尊。若有善男子善女人。能受持讀誦般若波羅蜜者。終不横死。若干百千
諸天皆共隨從。若月八日十四日十五日二十三日二十九日三十日。在在處處説般若波羅蜜。其福甚多。佛
言。如是如是。須菩提。是人説般若波羅蜜。得福甚多。須菩提。般若波羅蜜多有留難。何以故。般若波
羅蜜是大珍寶。（『小品』T227.8.553a1-8） 

17 漢訳『小品』(557a14-20)では bhikṣavo dharmabhāṇakāḥは単に「説法者」であり、dhārmaśravaṇikāsは「聴
法者」と訳されている。 

18 「説法者は方便力を持っての故に、この五欲を受く。汝、この中において不浄の心を生ずること莫れ。
応に念言を作すべし。我れ方便の力を知らず、法師、或いは衆生を利益し、善根を種えしめんが為の故
に、是の法を受用す。諸菩薩は障礙されることなし。」『小品』(T227, 580b25-28)、また『仏母出生般若』
（T228, 668c5-10）も説法者と説法師とするも、比丘の語はない。 

19 Vaidya [1960: 256, 21-26] 

20 大正綜仏 （2006） (Vkn 12.22) 

21 ただし、対応する箇所を見ると、チベット語訳には chos smra ba（法師）とあるが、漢訳は支謙訳「講
法」、羅什訳「人」、玄奘訳「者」とあるばかりで、明確ではない。大正綜仏（2004, 506-507）. 

22 「爲他説。佛言賢士。諦聽諦聽善思念之。吾當爲護此經故。當説章句召護世四天王天。帝釋梵天王等諸
神。以此章句召故。護世四天王天。帝釋梵天王。皆當擁護諸説法師持此經者。説此世所難信甚深經典時。
使無能作留難。」（曇無讖譯『大方等大集經』 大正蔵 13, No.397 126b9-14)：「復次佛告海意菩薩言。汝今
諦聽極善作意。今爲汝説。呼召四大天王祕密章句。而此章句速能召集四大天王。有此正法之處來爲作護。
亦當攝護其説法師。（惟淨譯『佛説海意菩薩所問淨印法門經』 大正蔵 13, No. 400, 519b26-29) 

23 dharmabhāṇakapudgale duṣkarasaṃjñī bhavati.(Vaidya[1967:20, 7 ]) ただし、この用例は、チベット語訳とす
べての漢訳には欠けている。 

24 mahāgauravopasthānaśīlaśca bhavati sarvabodhisattvadharmabhaṇākaśuśrūṣaṇatayā (Vaidya（1967:28, 32）) 

25 pravrajitaśca śrutadhārī dharmabhāṇako bhavati / sa bhūyasyā mātrayā śrutācāradhāraṇīpratilabdho 
dharmabhāṇako bhavati anekeṣāṃ ca buddhakoṭiniyutaśatasahasrāṇāmantike 
anekakalpakoṭiniyutaśatasahasrāṇyasaṃpramoṣatayā / (Vaidya（1967:28, 32）) 

26 so 'syāṃ sādhumatyāṃ bodhisattvabhūmau sthitaḥ san bodhisattvo dharmabhāṇakatvaṃ kārayati, 
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tathāgatadharmakośaṃ ca rakṣati / sa dharmābhāṇakagatimupagato 'pramāṇajñānānugatena kauśalyena 
catuḥpratisaṃvidabhinirhṛtayā bodhisattvavācā dharmaṃ deśayati / (Vaidya（1967:51, 5-7）) 

27 sa evaṃ pratisaṃvidā jñānābhinirhārakuśalo bho jinaputra bodhisattvo navamīṃ bodhisattvabhūmim anuprāptas 
tathāgatadharmakośaprāpto mahādharmabhāṇakatvaṃ ca kurvāṇaḥ arthavatīdhāraṇīpratilabdhaśca bhavati /… 
daśadhāraṇīmukhāsaṃkhyeyaśatasahasrāṇi pratilabhate / (Vaidya（1967:52, 12-17）) 

28 『法華経』法師功徳品の法師については、伊藤瑞叡（1997, 1998）の研究がある。その論考でも、法師
が備える清浄意根の作意という功徳として、四無礙智と聞持・義・弁才の三陀羅尼を指摘している。ま
た、この四無礙智と菩薩の十地を対照させて、詳細に考察している点も重要である。 

29 「世尊よ、私もそのような説法者たちの利益のためにダーラニーの諸句を与えましょう
（dharmabhāṇakānām arthāya dhāraṇīpadāṇi dāṣyāmi）。そうすれば、そのような説法者たちに対して、隙
(avatāra)をねらい、隙を求めても、だれも隙につけこむことはないでしょう」。(Vaidya[1960b:233, 28-30])
（KN:397-398） 

30 atha khalu te bodhisattvā mahāsattvāḥ samasaṃgītyā bhagavantamābhirgāthābhiradhyabhāṣanta  
alpotsukastvaṃ bhagavan bhavasva vayaṃ tadā te parinirvṛtasya / 
svaṃ paścime kāli subhairavasmin prakāśayiṣyāmida sūtramuttamam // Saddhp_12.2 // 
ākrośāṃstarjanāṃścaiva daṇḍa-udgūraṇāni ca / 
bālānāṃ saṃsahiṣyāmo 'dhivāsiṣyāma nāyaka // Saddhp_12.3 // 
durbuddhinaśca vaṅkāśca śaṭhā bālādhimāninaḥ / 
aprāpte prāptasaṃjñī ca ghore kālasmi paścime // Saddhp_12.4 // 
araṇyavṛttakāścaiva kanthāṃ prāvariyāṇa ca / 
saṃlekhavṛtticāri sma evaṃ vakṣyanti durmatī // Saddhp_12.5 // 
raseṣu gṛddha saktāśca gṛhīṇāṃ dharma deśayī / 
satkṛtāśca bhaviṣyanti ṣaḍabhijñā yathā tathā // Saddhp_12.6 // 
raudracittāśca duṣṭāśca gṛhavittavicintakāḥ / 
araṇyaguptiṃ praviśitvā asmākaṃ parivādakāḥ // Saddhp_12.7 // 
asmākaṃ caiva vakṣyanti lābhasatkāraniśritāḥ / 
tīrthikā batime bhikṣū svāni kāvyāni deśayuḥ // Saddhp_12.8 // 
svayaṃ sūtrāṇi granthitvā lābhasatkārahetavaḥ / 
parṣāya madhye bhāṣante asmākamanukuṭṭakāḥ // Saddhp_12.9 // 
rājeṣu rājaputreṣu rājāmātyeṣu vā tathā / 
viprāṇāṃ gṛhapatīnāṃ ca anyeṣāṃ cāpi bhikṣuṇām // Saddhp_12.10 // 
vakṣyantyavarṇamasmākaṃ tīrthyavādaṃ ca kārayī / 
sarvaṃ vayaṃ kṣamiṣyāmo gauraveṇa maharṣiṇām // Saddhp_12.11 // 
ye cāsmān kutsayiṣyanti tasmin kālasmi durmatī / 
ime buddhā bhaviṣyanti kṣamiṣyāmatha sarvaśaḥ // Saddhp_12.12 // 
kalpasaṃkṣobhamīṣmasmin dāruṇasmi mahābhaye / 
yakṣarūpā bahu bhikṣū asmākaṃ paribhāṣakāḥ // Saddhp_12.13 // 
gauraveṇeha lokendre utsahāma suduṣkaram / 
kṣāntīya kakṣyāṃ bandhitvā sūtrametaṃ prakāśaye // Saddhp_12.14 // 
anarthikāḥ sma kāyena jīvitena ca nāyaka / 
arthikāśca sma bodhīya tava nikṣepadhārakāḥ // Saddhp_12.15 // 
bhagavāneva jānīte yādṛśāḥ pāpabhikṣavaḥ / 
paścime kāli bheṣyanti saṃdhābhāṣyamajānakāḥ // Saddhp_12.16 // 
bhṛkuṭī sarva soḍhavyā aprajñaptiḥ punaḥ punaḥ / 
niṣkāsanaṃ vihārebhyo bandhakuṭṭī bahūvidhā // Saddhp_12.17 // 
ājñaptiṃ lokanāthasya smarantā kāli paścime / 
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bhāṣiṣyāma idaṃ sūtraṃ parṣanmadhye viśāradāḥ // Saddhp_12.18 //(Vaidya [1960b:164, 9-165, 7]) 

31 nagareṣvatha grāmeṣu ye bheṣyanti ihārthikāḥ / 
gatvā gatvāsya dāsyāmo nikṣepaṃ tava nāyaka // Saddhp_12.19 // 
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チベットにおける『倶舎論』の伝承 
ダライ･ラマ一世の倶舎論註への系譜＊ 

現銀谷 史明 

1．ダライ･ラマ一世の倶舎論註について 

ダライ･ラマ一世（ゲンドゥンドゥプ、1391-1474）講説の『解脱道解明』（Thar lam gsal byed）は
倶舎論本頌の註釈書である。世親の『自註』の中で述べられる煩瑣な議論を略し簡潔に要点をまと
めており、仏教教理の基礎理論を学ぶ際に格好のテキストである。また、チベットで著名なチム･
ジャンペーヤンの『阿毘達磨荘厳』並びにチム・ロサンタクパの『善説海』を勘案して作られたも
のであるため、チベット伝統の解釈も受け継ぎ、チベットにおける倶舎論解釈の特徴を見渡すため
にも有益な文献となっている。 
ゲンドゥンドゥプはタルマリンチェン（1364-1432）及びケードゥプジェ（1385-1438）と共にゲ

ルク派の開祖ツォンカパ（1357-1419）の三大弟子と呼ばれる（ダライ･ラマ五世の摂政であったデ
シ・サンギェギャンツォ（sDe srid Sangs rgyas rgya mtsho, 1653-1705）の説（Elijah S. Ary, Authorized Lives: 

Biography and the Early Formation of Geluk Identity, Somerville: Wisdom, 2015, pp.55-56）。彼の『解脱道解明』は現在も
ゲルク派の学問寺では倶舎論を学ぶ際の共通の教科書として用いられる。この書によって『倶舎論』
の基礎を学び、そらからそれを補い、また議論について学ぶために上述の『阿毘達磨荘厳』（通称『チ
ムズー』）を勉強し、各学問寺独自の教科書を学習する。 
ゲルク派における、特にダラムサラにある仏教論理大学では 1980年代、十四年間の学習期間のう

ち最後の二年間を倶舎論の修学に当て、学習の内容としてまず世親の『倶舎論本頌』を暗記し、そ
れに基づき『解脱道解明』と『チムズー』を学ぶ。そして仏教論理大学所定の教科書であるパンチ
ェン・ソナムタクパ（1478-1554）の『所知明解』（Shes bya rab gsal）を読み、二年間の課程を終え
る。 

2．ゲンドゥンドゥプ略伝 

伝記は彼の全集に二種収められている（1．『伝記』：rJe thams cad mkhyen pa dGe ’dun grub pa dpal bzang po’i rnam 

thar ngo mtshar rmad byung nor bu’i phreng baと 2.『行跡』：Bla ma thams cad mkhyen pa’i rnam thar ngo mtshar mdzad pa bcu gnyis

であり、両者はともに Gangtok版全集の第 6巻にある）が、ここでは彼の生涯を要領よく年代順にまとめた『ト
ゥンカル辞書』（Dung dkar blo bzang ’phrin las kyis rtsom sgrig, Dung dkar tshig mdzod chen mo, Krung go’i Bod rig pa dpe 

skrun khang, 2002）に従って摘記していく。 
ゲンドゥンドゥプはサキャ地方のクルモルワという遊牧民のゴンポドルジェを父、チョモナムカ

キを母として息子四人・娘一人の五人兄弟のうちの三男として、羊小屋で産み落とされた。幼名は
ペマドルジェという。幼少の頃から多くの石に観音の真言を彫って、両親の罪障浄化を祈っている。
七歳の時に父親が死去し、同年ナルタン寺に往き、その後ナルタン寺の第十四代座主トゥッパシェ
ーラプより優婆塞戒を受けている。 
十五歳（1405年）にナルタン寺のケンチェン・トゥッパシェーラプとチェンポロデンの下で出家
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し、沙弥戒を受けてゲンドゥンドゥッパペルという名に改めた。 
二十歳（1410年）の時に具足戒を受けた。 
二十五歳（1415年）にウー地方に往き、タドゥク寺でセンパチェンポクンサン、タンポチェでは

ロントゥン・シャキャギェルツェンに仕えて中観と般若（=現観荘厳論）を聴聞した。オンタシド
カルでツォンカパと会って『量決択』『了義未了義弁別』『根本中論』『根本罪の解釈』など多く受け
た。タンポチェでニマギェルツェンから『秘密集会阿閦』『ヤマーンタカ十三尊』などを習う。その
頃、サンプネウトク寺とガンデン山寺を三年間ほど往来している。 
二十七歳（1417年）になってからデプン寺やセラ寺、ペンユルトパなどに赴いた。マルトゥン・

ペルデンリンチェンと〔マルトゥン・〕ギャンツォリンチェンとの二人から二年間『律経本頌』と
阿毘達磨を良く聴聞した。 
三十五歳（1425年）にサンプで学ぶ。結局ウー地方には 12年間滞在した。 
三十六歳（1426年）にジェ・シェーラプセンゲと共にツァン地方に行き、チャンチェンやリクッ

ド、タクマル等に滞在した。 
四十歳（1430年）に入中論の註釈を著作した。 
四十二歳（1432年）の時、ポトンチョレーナムギェルと会って無数の教えを聴聞し、 
ポトンチョレーナムギェルの数多くの質問に易々と回答したので「一切知者」と名付けられた。

その後サキャギャンブンチェに行ったとき無辺の縁起の意味に確信を得た。またその年齢のころ『量
評釈註』を著作した。 
四十三歳（1433年）『根本中論の解釈―宝環』を著作した。 
四十六歳（1436年）の時、チャンチェンに大テクチェンポタンを建立した。四十七歳（1437年）

から七十九歳（1469年）まてに゙『論理荘厳』『律因縁集』『大律則』など多くの著作をした。 
四十八歳（1438年）にウー地方に赴く。 
五十歳（1440年）シェーラプセンゲと共に再びツァン地方に行き、ナルタン寺とチャンチェンな

どで主に律の学習をした。 
五十七歳（1447年）タシルンポ寺を建立した。三千人以上の僧侶が集まり、秘密集会によって落

慶法要を執行した。寺院建立してから二十八年間、教主となって仏教の学習を中断させないよう努
めた。また「パンチェン・ゲンドゥンドゥッパ」という名前が知れ渡り、それからタシルンポ寺の
座主には皆「パンチェン」という名前が知られるようになる。 
八十四歳（1474年）のチベット暦十二月七日に主な弟子であるドゥルジン・ペルデンサンポなど

を自分の許に呼んで〔自分の死後のことを〕指示した。 
夜通し禅定に入りチベット暦の八日の早朝に結跏趺坐で坐り、両手は禅定印を結び、基盤の死の

プロセスを道の光明と融合させ、一切空である光明にその月の二十二日まで留まっていた。 
一切知者ゲンドゥンドゥプが師事した五十人ほどの先生の中で、特に無比の非常に恩がある先生

はケンチェン・トゥッパシェーラプとジェ・シェーラプセンゲの二人、三世に渡る生涯で恩がある
者はツォンカパであると〔本人が〕述べている。 

3．倶舎論の伝承 

チベットでは『倶舎論』とは『倶舎論』第一章「界品」から第八章「定品」までの「本頌」のみ
を指し、世親の散文による註釈は「自註」と言われ、『倶舎論』第九章「破我品」は『倶舎論』には
含まれない。それ故、チベット撰述の倶舎論註釈書は例外を除きすべて『倶舎論本頌』に対する註
釈である。（したがって、以下では『倶舎論』および倶舎論と記されている場合は倶舎論本頌を指す。但し、倶舎論伝承
における倶舎論伝授に際して自註が用いられなかったとは言えない） 
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チベットでは阿毘達磨を上下の二つに分ける。上の阿毘達磨とは『大乗阿毘達磨集論』（mngon pa 
kun las btus pa）を指し、下の阿毘達磨が『倶舎論』である。 
『倶舎論』はチベットに於いてジナミトラとペルツェク（8-9c）によって翻訳されている。チベ

ット最古の訳経目録である『テンカルマ』（824/836年成立）にもすでに名前が挙げられており、『倶
舎論』が前伝期にチベットに導入されていることが知られる。さらに、それ以前に成立したと考え
られる仏教語釈集である『二巻本訳語釈』（814 年成立?）には『倶舎論』からの引用が見られるこ
とから、九世紀初頭には『倶舎論』が仏教語釈の典拠として重視されていたことが伺われる。しか
し、このことは『倶舎論』の伝承が始まったことを意味するものではない。『倶舎論』の師匠から弟
子への学問伝承は、十世紀に東チベットに入ったスムリティ・ジュニャーナキールティを俟たねば
ならない。グーローツァーワ（1392-1481）作の仏教史『テプテルグンポ』では、『大乗阿毘達磨集
論』の相承系譜を詳しく挙げているが、『倶舎論』の系譜についてはただ「『阿毘達磨倶舎論』は前
伝期に多くの註釈が訳され、解釈〔の伝承〕はパンディタ・ミティ（スムリティ・ジュニャーナキ
ールティ）から始まったと知られており、ウー・ツァン地方（中央チベット）で広く普及したけれ
ども、その伝承の文書は見つからない」（’Gos lo gzhon nu dpal, Deb ther sngon po, 2 vols, Si khron mi rigs dpe skrun 

khang, 1985, p.420）と述べるのみであるが、その辺の事情をコントゥル（1813-1899）の『所知遍満』（Shes 
bya kun khyab）てば「『阿毘達磨倶舎論』の伝承が主に展開したのはナーローパの弟子であるパンデ
ィタ・スムリティ・ジュニャーナ〔キールティ〕がチベットにいらっしゃって、カム地方のデンロ
ンタン （’Dan klong thang）で阿毘達磨倶舎論の講釈をなさったときに大勢の学僧が集まったので、
下の阿毘達磨の教えの基盤が確立した」そして「彼の弟子であるイェチェンポ・シェーラプタクな
どが、ウー・ツァンとカムで広めた」（Kong sprul yon tan rgya mtsho; rDo rje rgyal po dang Thub bstan nyi mas bsgrigs, 

Shes bya kun khyab, Mi rigs dpe skrun khang, 2002, p.225）と記している。チベットにおける倶舎学伝承はカム地
方のデンロンタンを発祥の地とし、そこからカム地方を含め、中央チベットに波及していった。 
スムリティ・ジュニャーナキールティに始まる『倶舎論』の伝承系譜はプトゥン（1290-1364）の

『聴聞録』では、スムリティ・ジュニャーナキールティからイェチェンポ・シェーラプタクに伝え
られた『倶舎論』の聴聞系譜として記されている（小谷信千代『チベット倶舎学の研究：『チムゼー』賢聖品の
解読』文栄堂、1995, p.5参照）。 

スムリティ・ジュニャーナキールティ→イェチェンポ・シェーラプタク→ラシャクダワ→チム・シャンツン→チム・

ハジェゴチャ→チム・ツォンセン→チム・トンドゥプキャルワ→チム・ツォンギャル→チム・ロドゥーテンパ→チム・

ナムカタク→ツェーメーキェーウ→プトゥン 

この系譜ではチム（mChims）の名を冠する者が倶舎論の伝承を担う家系であったことが分かる。
このチム流の中からチベット人の手になる最初の倶舎論註釈書が現れた。チム・ツォンセ ンの『ガ
クジャム』（Ngag ’byams）である。 
ゲンドゥンドゥプの『解脱道解明』はチム・ジャンペーヤンの『阿毘達磨荘厳』とチム・ロサン

タクパの『善説海』を勘案して作られたが、この系譜の中にチム・ジャンペーヤンの名前が見えな
いことが研究者の間で問題にされており、チム・ナムカタクと同一人かそれとも別人かで議論があ
るが、チベット人学僧の通説では同一人物と見ているようである。 
『倶舎論』の伝承系譜については、上記のように『テプテルグンポ』か「゙伝承文書が見つからな

い」と記しているように、チベットにおいてスムリティ・ジュニャーナキールティから始まる伝承
に疑義を抱く見解もある。 
カルマ派八世ミキュドルジェ（Mi bskyod rdo rje, 1507-1554）は「この法（倶舎論）は前伝期に本

頌と〔自〕註、及び〔称友の〕註釈が翻訳され、誤りなく決択されたけれども、後伝期にこの法は
広まり、興隆した人ジョオ・スムリティ・ジュニャーナから出た解説伝承がウー、ツァン、カムに
普及したと知られており、それから〔始まった〕伝承系譜は私の偉大なる先生まであるけれども、
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師資相承の文書が無くなっているので、偉大なるゴク・ロー〔ツァーワ〕から伝承された次第にし
たがって述べる」と言い、次のように記している（The Eighth Karma-pa Mi-bskyod-rdo-rje, Chos mngon pa’i mdzod 

kyi ’grel pa rgyas par spros pa grub bde’i dpyid ‘jo: a detailed commentary on the Abhidharmakoṣa, vol.1, New Delhi: T. Tsepal 

Taikhang, 1975, 4a5-4b5）。 

ゴクロ〔デンシェーラプ〕→チム・ハジェェゴチャ→チム・ツォンドゥセンゲ→チム・トン〔ドゥプ〕ギャルワ→チ

ム・ツォンドゥギェルツェン→チム・ロテン→チム・ナムカタク→チム・ロサンタク〔パ〕→ロンパチューギャム→

ニャグ マワリンチェン→マルトゥン・ペルデンリンチェン→ロントゥン・シャキャギェルツェン→ズパロギャム→チ

ャムチェン ラプジャムパ→カルマティンレーパ→ミキュドルジェ 

この系譜にあるマルトゥン・ペルデンリンチェンからロントゥン・シャキャギェルツェンへの相
承はゲンドゥンドゥプの倶舎論学習にとって重要な意味を持つ。マルトゥンからは略伝で記したよ
うに、阿毘達磨を習っているし、ロントゥンに関しても二十五歳の時に彼に師事している。 
略伝ではマルトゥンから阿毘達磨を聴聞したとあるが、『伝記』では倶舎論と明言している。にも

かかわらず、『トゥンカル辞書』が倶舎論と明示せず、阿毘達磨とのみ述べている理由はおそらく、
『所知遍満』に引用される次のような説によっていると思われる。「聴聞系譜が大乗阿毘達磨集論を
主にして伝播しているのはしかたのないことだが、倶舎論及びその註釈〔の系譜〕も大乗阿毘達磨
集論〔の系譜〕の中で展開しているはずだ」（同書 p.225） 

この説明からは、大乗阿毘達磨集論伝承される場合には倶舎論も併せて教えられることが、予想
される。このことを考慮して『トゥンカル辞書』では『伝記』の説を取らず、「阿毘達磨」と記し、
大乗阿毘達磨集論も併せて学習したとの見解をとったのであろう。 
さて、ゲンドゥンドゥプの師であるツォンカパはサキャ派のレンダーワから親しく『倶舎論』を

授けてもらっている。ゲンドゥンドゥプはレンダーワとは会っておらず、彼からは『倶舎論』を相
承してはいない。ツォンカパからの伝承については、直接『倶舎論』の教えを受けている可能性も
なくはないが、相承系譜の上では下記のようにタルマリンチェンからレンダーワ→ツォンカパに伝
わる『倶舎論』を継承している。 
ダライ・ラマ五世（ngag dbang blo bzang rgya mtsho, 1617-1682）の『トプイク』（thob yig）には『倶

舎論』の伝承に関して六種の説が挙げられている。この六種の説のうち前五説は人から人への相承
であり、第六説は最後の説は前五説とは異なりサキャパンディタ（Sa skya paṇḍita Kun dga’ rgyal 
mtshan, 1182-1251）に直接世親が啓示した伝承説である。この啓示による伝承はチベットでは一般
に認められ、人から人への漸次的な伝承は遠伝と言われ、直接啓示による伝承は近伝と呼ばれる。
チベットでの倶舎論相承系譜にも啓示伝承が認められていたわけである。 
さて、前五説の中で、ゲンドゥンドゥプを系譜上に挙げる説は第一説、及び第二、第三説である。

（Zab pa dang rgya che’i dam pa’i chos kyi thob yig Ganggā’i chu rgyun, glegs bam dang po, in the Collected Works (gsung-’bum) of 

Vth Dalai Lama, Ngag-dbang Blo-bzang rGya-mtsho, vol.1, Gangtok: Sikkim Research Institute of Tibetology, 1991, 22b5-24a4）。 
第一説: 
・・・パンローツァーワ→ローチェン・チャンチュプツェモ→レンダーワ→ツォンカパ→タルマリンチェン→ゲンド

ゥンドゥプ→ロドゥーリンチェンセンゲ→ニェルトゥンペルジョルフンドゥプ→トゥンユーペルデン→パンチェンソ

ナムタクパ→ギェルカンツェパ・ペルジョルギャンツォ→タクルンダクパ→クンチョクチューペル→ダライ・ラマ五

世 

第二説: 
・・・ホドゥッパセンゲ→ツェーメーキェーウ・ソナムグン→プトゥン→マルトゥン・ギャンツォリンチェン→ゲン

ドゥンドゥプ→（以下、第一説に同じ） 

第三説: 
・・・チム・ナムカタク→ケーパ・ユンテンウーセル→シェニェン・チューグンポ→キョルルンパ・ロドゥーサンポ
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→マルトゥン・ペルデンリンチェン→マルトゥン・ギャンツォリンチェン→ゲンドゥンドゥプ→（以下、第一説に同

じ） 

この相承系譜はグードゥプペルバルの註釈、パンチェンソナムタクパ、及びグードゥプギャンツ
ォの概説に基づき説明されているが、ゲンドゥンドゥプへの倶舎論相承は第一説、及び第二、第三
説の二系統から流れ込んでいるのが見て取れる。また、上に記したように彼が『解脱道解明』をチ
ム・ジャンペーヤンの『阿毘達磨荘厳』並びにチム・ロサンタクパの『善説海』を勘案して作った
ことが知られており、このことから、彼の倶舎論解釈の背景には、1.レンダーワ→ツォンカパ系統
の解釈、2.マルトゥン・ペルデンリンチェン、及びマルトゥン・ギャンツォリンチェンの系統の解
釈、3.チム・ジャンペーヤンの『阿毘達磨荘厳』並びにチム・ロサンタ クパの『善説海』の所謂チ
ム流の解釈の系統の三点が指摘できる。 

4．註釈書形式以外の倶舎論教義の伝承 

ゲンドゥンドゥプの前後を通して倶舎論の教義がゲルク派及びチベットでどのように展開したの
かをまとめると、倶舎論註釈書のほか、『倶舎論』の概説書（spyi don）が書かれたり、学説綱要書
（grub mtha’）の中で言及される毘婆沙師説、及び聖典追随経量部の学説を説明する段で倶舎論の教
理が用いられ、また蘊・界・処の三つのカテゴリーによって仏教教義をまとめる論書に『大乗阿毘
達磨集論』と共に説かれたり、「因・果・縁」の教義を抽出して個別に論じた典籍、またはドゥラな
どの初等論理学書における存在論の解説、及びローリクに説明される心と心の働きを解説する箇所
においてその教義が採用されて、チベット仏教学の伝統の中に現在も続いて学習されている。 

 
＊この報告書は先般出版された現銀谷史明、ガワン・ウースン・ゴンタ訳『全訳ダライ･ラマ 1 世倶舎論註

『解脱道解明』』（起心書房、2017）所収の序論を加筆修正し、報告書として改稿したものである。 
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「西洋自然観との対峙における日本哲学の形成」研究会報告 
 

相楽 勉 

明治期において「哲学」を初めて本格的に受容した担い手たちにとって哲学が要求する新たな世
界の見方と自らが負う伝統思想とのかかわりがいかに考えられたか、そして現実の社会にいかに生
かそうとしたかを顧みることには大きな意味がある。昨年度はこの問題を、西洋思想の「翻訳」と
いう場面に見出すことを試みた。特に、nature という語を｢自然｣という漢語に置き換えることから
生じた問題を、国語学、文学、そして儒学の立場から考察した。本年度は、この「自然」問題をも
う少し思想的本質に関して考察するべく二つの研究会を企画した。一つは、そもそも翻訳の前提で
ある西洋的 nature理解の歴史的背景に関する研究会であり、もう一つは西洋思想と対峙した儒学の
歴史的展開にかんする研究会である。 
第一回研究会（2017年 7月 26日開催）では、鈴木道也研究員による講演｢中世ヨーロッパの自然

観｣と質疑応答を行った。鈴木氏は明治期の日本人が直面した西洋近代の自然観自体が前近代からの
歴史的形成過程の中で考えられ、その過程も様々に解釈されうること、また中世中期までのキリス
ト教神学において表立たない natura への関心が 12 世紀に高まった大きな理由がアリストテレス受
容と共にイスラム圏から流入した自然科学の知識によることを指摘したうえで、それら多量の情報
を整理する「百科全書の時代」（13 世紀）に注目する。講演後半においては、特にヴァンサン＝ド
＝ボーヴェ『大いなる鑑』における自然への関心を、その第一書『自然の鑑』に見る。氏によれば、
ボーヴェこそアリストテレス自然学を経験的知識体系として受容したアルベルトゥス＝マグヌスの
真の後継者であり、自然界の事物に関する膨大な知識を、天地創造に関する聖書の記述（神の創造
の順序）に従う形で整理しようとした。講演後、ボーヴェの百科全書的整理が博物学的発想を持た
ない理由や百科全書的時代以降専門分化に向かう経緯などについての質疑応答がなされた。 
第二回研究会（2017 年 9 月 30 日）は｢日本儒学と西学との出会い｣というテーマを掲げ、江戸期

から明治期に西洋思想にふれた日本の儒学者たちの思想と活動のうちに日本哲学の形成の一端を考
察した。まず坂本頼之客員研究員は江戸中期の儒学者新井白石の西学批評の真意と歴史的意義を吟
味された。西学が｢形而下なるもののみ知りて、形而上なるものはいまだあづかり聞かず｣という白
石の評が「朱子学的普遍性」の観点に基づいていること、だが西学の自然探究が本来「形而上」問
題と分離できるものではなかったことからすると白石の西学受容は限定的であったこと、ただ朱子
学的普遍性からの評価という点にかんしては幕末の佐久間象山に影響を看得ることなどの指摘が示
唆的であった。 
播本崇史客員研究員は西周にとっての西学と儒学の関係に関して発表された。幕末にオランダに

留学した西は、白石が述べた｢形而上｣問題に関しても「宋儒と理性主義〔＝西学の考え方〕」は似通
っていると考えるが、それは西が「実証主義」として学んだ「天授の五官」による探究によって見
出された。その手法こそが『百一新論』における「百教一致」として示された「哲学」の手法なの
である。 
さて、西が受容した実証主義的探究方法が明治期の社会や文化の形成に影響を与えたのは確かだ
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が、そうした社会に生きる人々の持つべき道徳の普及に携わった儒学者や儒学運動に関して考察さ
れたのが小路口研究員と吉田客員研究員である。 

 小路口聡研究員は、『日本道徳論』（1887）を著し道徳会活動を展開した西村茂樹の思想とその
背景を解明された。西村は近代国家日本が必要とする道徳の基礎を「世教」（儒教）に求めるが、伝
統的教義をそのまま受容するのではなく「西国の哲学」とも一致する「真理」に適うことをその条
件とした。また発表後半では、この道徳の普及を目指す西村の道徳会運動が中国近世における陽明
学派の講学活動を先例とするものであることが、多くの資料によって説明された。 

吉田公平客員研究員は、明治から大正期にかけての陽明学普及運動を、特に吉本襄、東敬治、石
崎東国の活動を中心に紹介された。吉本が創刊した雑誌『陽明学』（明治 29～33 年）も、東の『王
学雑誌』（明治 39～41 年）も近代国家日本における人心の荒廃を憂えて、知行合一を旨とする陽明
の教えの復興を目指したもので、東の設立した陽明學会には当時の学者のみならず経済人や政治家
まで名を連ねた。明治末から雑誌による言論活動を展開した石崎は大正デモクラシーとのかかわり
や陽明の良知心学を民衆の生活に生かそうとする点で新たな展開を導いたとのこと。西田幾多郎の
『善の研究』が話題になった時期でもあり、同時代における西洋思想受容者たちとの関係もさらな
る課題となるように思われた。 

本年度二回の研究会を通じて、最後はどこかで一致するという普遍性へのまなざしに気づかされ
た。鈴木氏がボーヴェを通じて考察された百科全書的知恵は、いわば外なる自然に関する多量の知
識がどこかで統一されうる確信に基づいているだろう。儒学者の求めてきたのも、一部の民族のみ
に共有されうる知恵ではなく、普遍的な人間の知恵という確信に基づいていた。ただ儒学の普遍性
を吟味するために異文化を必要とするとも考えられる。西周の哲学受容はその一つの過程だと理解
できるのかもしれない。社会改革のための儒学運動を展開した明治期の儒学者（儒者）たちも、西
洋の思想文化との対峙の中で普遍的な人間性への希求を強めたとも考えられる。明治期に受容され
展開された｢哲学｣とは、まさにそのような異なる文化圏の様々な思想の相互吟味の中で形成された
新たな時代の思想文化と考えていいと思う。 
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連続研究会「近世哲学への新視点」 
 

竹中 久留美 

2017年度連続研究会「近世哲学への新視点」は、2015年度に開催した連続研究会「哲学史のドク
サを問う――〈合理論と経験論〉の再検討――」に始まり、翌年度の 2016年度における連続研究会
「方法論としての近世哲学」へと引継がれた我々の研究会で見出されてきた課題について検討し、
我々の研究をさらに発展させる目的で開催した。 

2016度連続研究会「方法論としての近世哲学」では、2015年度に行った連続研究会「哲学史のド
クサを問う――〈合理論と経験論〉の再検討――」での、近世哲学における二大潮流として合理論
と経験論との区別に対する検討を発展的に継続させ行ってきた。連続研究会「方法論としての近世
哲学」では特に、これまでの一般的な哲学研究において明確にされてきた各時代や地域における哲
学的特徴を踏まえた上で、それらによって埋没してしまう共通性に着目し、その共通性を明確にし
ていくことを目指した。その共通性の明確化に向けて、昨年度私たちは、近世哲学における主軸の
哲学者であるデカルト、ライプニッツや英米哲学、あるいは近世政治思想といった様々な切り口か
ら研究を試み、さらなる課題を見出すなどの成果が得られた。また研究方法としても、通常の形式
だけでなく、WEBを使っての研究会も行った。さらには、研究発表者についても、東洋大学だけで
なくいくつかの他大学からの参加者や、また大学院生や非常勤講師といった身分も問わずに募るこ
とができた。これらについても一定の成果として考えることができるものである。 
それゆえ、昨年度までの研究会で見出された課題、すなわち「まさに今のリアルタイムの国内外

の研究動向」について調査・検討し、また、研究内容だけでなく形式的にもさらに発展させていく
ために、私たちは連続研究会「近世哲学への新視点」を本年度に行った。この連続研究会でも、東
洋大学の内外を問わず、さらには研究分野や時代も問わずに参加者を募り、多角的観点から議論を
展開させ、昨年度まで以上に幅広く研究のネットワークを拡大させることができた。形式的には、
これまでの研究会スタイルに加えて、ワークショップのような様々な参加者がそれぞれの意見を発
信・討論できる場も作り、またWEBをつかった相互作用的な研究会を行うことができた。 

 
 
 
以下は、開催回数ごとの発表者および発表題目である。 
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第 1 回 スピノザの政治思想 
日時：2017 年 10 月 14 日(土) 14:00-17:00 
会場：6404 教室(東洋大学白山キャンパス 6 号館 4 階) 
笠松和也（東京大学大学院人文社会系研究科博士課程）「『政治論』のテクスト校訂と訳注の問題」 
寅野遼（東洋大学大学院文学研究科博士課程）「経験と最も調和するもの――スピノザ『政治論』後

半部をどう読むか」 
星川竜之介（千葉大学大学院人文公共学府博士課程）「スピノザは社会契約論者なのか――日本の政

治思想史研究の側面から」 
 
第 2 回 ジョナサン･イスラエルの啓蒙 
日時：2017 年 11 月 25 日(土) 10:30-13:00 
会場：文学部会議室(東洋大学白山キャンパス 6 号館 4 階) 
渡邊裕一（学習院大学非常勤講師）「ジョン・ロックの平等、民主政、寛容――ジョナサン・イスラ

エル『精神の革命』への応答――」 
竹中久留美（東洋大学非常勤講師）「イスラエルのヒュームとスコットランド啓蒙」 
 
第 3 回 デカルト初期思想 
日時：2018 年 1 月 20 日(土) 14:00-17:00 
会場：6404 教室（東洋大学白山キャンパス 6 号館 4 階） 
有賀雄大（東京大学大学院人文社会系研究科博士課程）「「驚くべき学問の基礎」――1619 年の思索

をめぐる研究の現在――」 
佐藤真人（日本学術振興会特別研究員）「デカルトの方法形成の一側面――ラムス、弁証法、記憶術

に抗して」 
 
第 4 回 WEB 研究会&ワークショップ 
【WEB 研究会】 
日時：2018 年 2 月 17 日(土) 14:00-17:00 
会場：1503 教室（東洋大学白山キャンパス 1 号館 5 階） 
大西克智（熊本大学准教授）「思考主体と主観性――デカルト『情念論』をめぐって――」 
コメンテーター：村上勝三（東洋大学名誉教授） 
【WEB ワークショップ】 
日時：2018 年 2 月 18 日(日) 14:00-17:30 
会場：1503 教室（東洋大学白山キャンパス 1 号館 5 階） 
今井悠介（日本学術振興会特別研究員）「クラウベルク『オントソフィア』とデカルトの Ego」 
大野岳史（国際哲学研究センター客員研究員）「幾何学者の誤謬――『ポール・ロワイヤル論理学』

(1664 年)第四部第九章におけるデカルト主義――」 
コメンテーター：村上勝三（東洋大学名誉教授） 
 

いずれの回も 10 名を下らない参加があり、それぞれの回で活発な討論ができた。また、東洋大学
だけでなく、東京大学、千葉大学、学習院大学、熊本大学などから発表者が集まり、さまざまな若
手研究者たちが研究・討論できる場を築けた。この研究会の発展は⼤いに⽣かされるべきものであ

り、今後も成長させていかなければならないと確信する。 
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付記：2016 年度開催の連続研究会「方法論としての近世哲学」についても、開催回数ごとの発表

者および発表題目をここに挙げておく。 
 
第 1 回 デカル卜とライプニッツの対決（2016 年 6 月 25 日開催） 
三浦隼暉（東京大学大学院修士課程）「初期ライプニッツにおけるコナトゥス理論に関する覚書――

村上勝三『知の存在と創造性』第 II を出発点に――」 
冨樫駿太郎（東京大学大学院修士課程）「『省察』の論証構造について――『知の存在と創造性』第

II 部覚書――」 
 
第 2 回 英米哲学史（2016 年 10 月 1 日開催） 
春日亮佑（東京大学大学院博士課程）「ロックにおける道徳的知識について」 
竹中久留美（東洋大学非常勤講師）「ヒュームが本当に言いたいことは何か――ヒューム研究の現状

とこれから」 
藤坂大佑（東洋大学大学院博士課程）「プラグマティズムと経験論的伝統」 
 
第 3 回 近世の政治思想（2016 年 11 月 19 日開催） 
寅野遼（東洋大学大学院博士課程）「「接近」と「分離」――日本におけるスピノザ「政治思想」研

究をめぐって――」 
渡邊裕一（学習院大学非常勤講師）「ジョン・ロックの自然権論――保持される権利、譲渡される権

利――」 
笠松和也（東京大学大学院博士課程）「新ス卜ア主義と近世政治思想の一断面――リプシウス、グロ 

ティウス、プーフェンドルフ」 
 
第 4 回 修士論文の成果報告（2017 年 1 月 21 日開催） 
三浦隼暉（東京大学大学院修士課程）「ライプニッツにおける有機体概念とその知解可能性――シュ

タールとの論争を中心にして――」 
本間裕之（東京大学大学院修士課程）「ドゥンス・スコトゥスの個別者理解について」 
 
第 5 回 WEB 講演会＋研究発表（2017 年 2 月 25 日開催） 
村上勝三（東洋大学名誉教授）「述語としての「存在」と「存在論的証明」――20 世紀英米分析哲

学における幾つかの場合――」 
有賀雄大（東京大学大学院修士課程）「デカル卜における神認識の様式について――神の「包括的把

握不可能性」をめぐって――」 
大野岳史（国際哲学研究センター客員研究員）「人間精神の内に存在するもの――デカル卜におけ る

「概念」とオッカムにおける「概念」――」 
 
 
（なお、2015 年度連続研究会「哲学史のドクサを問う――〈合理論と経験論〉の再検討――」で

の発表題目に関しては、『国際哲学研究』5 号（pp.77-80）を参照して下さい。） 
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『法随念注』に対する文献学的研究 
－『釈軌論』、Arthaviniścayasūtranibandhana との対比で－ 

堀内 俊郎 

はじめに 

無著（Asaṅga）に帰せられる『法随念注（*Dharmānusmṛtivṛtti）』という文献が存する。関連文献
と し て 、 同 じ く 無 著 に 帰 せ ら れ る 『 仏 随 念 注 （ *Buddhānusmṛtivṛtti ）』・『 僧 随 念 釈
（*Saṅghānusmṛtivyākhyā）』という文献もある。実態は後述のように単純ではないが、タイトルから
すれば、仏・法・僧の三宝への随念、いわゆる「三宝随念経」を注釈した著作ということとなる。
以上を仮に「無著の三書」と呼んでおこう。さらに、世親（Vasubandhu）に帰せられる『仏随念広
注（*Buddhānusmṛtiṭīkā）』という文献もある。以上はすべてチベット語訳としてのみ残っており、
サンスクリット原題も、他のインド文献に言及されていないため、確実ではなく、ゆえにアステリ
スク（*）を付して示している。 
筆者は先行研究とは異なり、その「無著の三書」を無著作であるとは考えていない。詳細は、『仏

随念注』については堀内 2018を参照されたい。他方、『法随念注』と『僧随念釈』については Horiuchi 
2018 で論じたが、要するに、両書でなされている解釈は『釈軌論』と同一（ただし、『僧随念釈』
に関してはその前半部のみが『釈軌論』と同一であり、後半部は『僧随念釈』独自であるが）であ
り、かつ、両書は、『釈軌論』に対する注釈である『釈軌論注』と同じもしくはほぼ同じ注釈的文言
を含んでいることから、両書の方が『釈軌論』やさらには『釈軌論注』よりも後に書かれたもので
あると考えるのが妥当であると述べたのである。 
『釈軌論』＞『釈軌論注』＞『法随念注』（＞AVSN） 

＞『僧随念釈』（＞AVSN） 
本稿でも、『法随念注』の当該箇所を検討する際に関連箇所を再度指摘する。筆者としては拙稿で

論じた論拠で十分だと考えているが、数少ない先行研究が『法随念注』を無著作として扱っている
ことも確かであるので、その論拠も吟味しておく必要がある。本稿では、その論拠は、チベット語
訳としてのみ残り、かつ、そのチベット語訳が正確ではないところの同論に対する正確な文献学的
考察を欠いたままで提示された論拠であり、論拠とならないことを指摘する。 
ところで、周知の通り 1、『法随念注』は、AVSN（四証浄が解釈されるなかの法証浄解釈）なら

びに『釈軌論』（第 2章【経節（5）】、堀内 2016: 14-16）とほとんど同文である。そこで、本稿では、
これまでなされてこなかった『法随念注』に対する文献学的研究を行い、その著者問題についても
吟味する。なお、「文献学的研究」という語でいうところは、北京版（P）とデルゲ版（D）のチベ
ット語訳に基づいて校訂テクストを作成した上で読解にあたり、また、この書はチベット語訳とし
て残っているものの、もとはサンスクリットで書かれたインド原典であるという視座を保ちつつ、
背後にあるサンスクリット原典を訳すという姿勢で文献に向かうということである 2。また、稿末
には取り上げた箇所の範囲内のAVSNの訂正一覧を示す。 
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1. 『法随念注』の考察 

本節では、『法随念注』の特徴、著者問題について考察する。 

1.1. 「法随念経」のテクスト 
ここでは、『法随念注』がその経句に対する注釈であるところの「法随念経」のテクストについて

検討したい。『法随念注』は、前書き 3のあと、以下のように「法随念経」を引用している（そのの
ち、一語一語に対する語句の注釈がなされる）。 

 
『注』：bcom ldan ’das kyis (1) legs par gsungs pa’i chos (2) yang dag bstan pa/ (3) rims nad med pa/ (4) dus 
chad pa med pa/ (5) rigs (rigs] P; rig D) pa dang ldan pa/ (6) tshur shog ’dir ltos shig pa lta bu’o// [D15b] (7) so 
so rang gis rig par bya ba/  

 
この「法随念経」は、パーリでは、合田 1998が指摘するように、たとえば以下の通り。 
 

AN, V.329.28-30, DN, II.93.31-33, Visuddhimagga, 213.11-12: (1) svākkhāto bhagavatā dhammo (2) 
sandiṭṭhiko (4) akāliko (6) ehipassiko (5) opanayiko (7) paccattaṃ veditabbo viññūhi 

 
ここで、『法随念注』に対する最初の先行研究である合田 1998について検討しておきたい。氏は、

上記のパーリと『法随念注』に引用された「法随念経」の相違を 3点指摘する。［1］パーリのopanayiko
に相当する語が『法随念注』には存しない。［2］パーリには存しないがrims nad med pa, nirjvaraとい
う語が『法随念注』に存する。［3］パーリのviññūhi（智者たちによって）4「に相当するであろう
チベット文のrigs pa dang ldan pa（智慧を具えるもの）は、その位置と語形とが明らかに相違してい
る」（同 96）というのである。 
［1］と［3］は、「法随念経」に対する筆者の番号づけで（7）句の後半部の vijñair相当語が（5）

句の箇所に来ているという主張である。なお、［3］については、「」内に当該論文そのままの文を挙
げた。そして、氏は、「第一については、伝承・翻訳過程での脱漏も予想されるが、他の二点につい
ては、翻訳過程で生じた差異とは考えられず、無著に伝承されたテクストが、既にパーリ文の原型
から変化した形態であったと考えるのが至当であろう」と指摘する。そして、他文献の用例も検討
した上で、結論部では、〔仏随念経の〕「テクストの形態が、『瑜伽論』「摂異門分」の関連部分と類
似している点は、無著に帰する傍証の一つとして指摘される」（同 99）と述べている。 
「伝承・翻訳過程での脱漏」の可能性に言及しているということは氏が明敏な文献学的視座を有

していることを示すものとして特筆しておきたい。ただ、残念ながら上記の論拠は当てはまらない
と筆者は考える。 
まず、氏の指摘した［1］と［3］について。たしかに『法随念注』の冒頭部分には上記のように

ある。しかし、この「法随念経」の語句が個別的に解釈されてゆく箇所（本論の最後部で訳出する）
では、 

 
AVSN: atarkyatvāt (7-1) pratyātmavedanīyaḥ/ (7-2) vijñair ity āryaiḥ/ anabhilāpyatvād vā (7) 
pratyātmavedanīyo vijñair ity ucyate/  
『法随念注』：’phags pas (7-2) mkhyen pas ni</> the tshom dang bral ba’i phyir (7-1) so so rang gis rig par 
bya ba’o (bya ba’o] P; bya’o D)// yang brjod du med pa’i phyir (7) so so rang gis rig pa ste/ khong du chud 
pa zhes bstan to// 
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とある。ここで、AVSN は『法随念注』から法随念の解釈をそのまま引用していることに再度注意
を促しておきたいが、要するに、下線部で対応を示したように、『法随念注』にも mkhyen pasとあ
り、これが vijñair の訳と見なしうるのである（単数形・複数形の相違があるがこれは『法随念注』
の訳者に見られる杜撰さとして説明しうる）。とすれば、先に挙げた『法随念注』の冒頭部分が vijñair
相当語を欠いているのは、原文に欠いていたか、あるいは翻訳段階での脱漏（筆者は後者であると
考えている。『法随念注』の訳者は vijñair の翻訳がうまくできなかったようで、上記引用の末尾の
（7）では、khong du chud paがそれに対応している。）によるものであって、『法随念注』の伝承し
ていた「法随念経」のテクストにも（7）pratyātmavedanīyo vijñairとあったと見るのが穏当であろう。 
現に、これは一種の定型句であり、諸経論に見られる。以下に用例を列挙しておきたい。 
まず、AVSNがそれに対する注釈であるところの AVS（Arthaviniścayasūtra）には以下のようにあ

る。 
 

AVS, 45.12-46.1: dharme ’vetyaprasādo samanvāgato bhavati - (1) svākhyāto bhagavato* dharmaḥ (2) 
sāṃdṛṣṭiko (3) nirjvara (4) ākālika [Ms] (5) aupanāyika (6) aihipaśyikaḥ (7) pratyātmavedanīyo** vijñaiḥ.  
*: sic. bhagavatāだが、AVSN脚注 7の指摘するように Ms写本には bhagavatoとあるのでそれに従い
訂正する。Cf. Mvy, 1291, AKBh, 387.11: svākhyāto ’sya dharmavinayaḥ. 
**: sic. pratyātmavedyo (Ms)を訂正する。AVS でもいくつかの写本には-vedanīyo とあるようである
（AVSN当該箇所脚注 9参照）し、Mvy等に見られる他の用例にもこちらがそぐう。 
サンスクリット文献では、他に、Mahāvyutpatti、Āryatriratnānusmṛtisūtraは上記と全同。Yogalehrbuch, 

165R5-6 では、（6）が ehipaśyika となっている以外は全同。Dharmaskandha でも（6）にのみブレが
ある。すなわち、ある箇所（12v4）では、一連の定型句を否定辞 na を伴って列挙するなかで、（6）
が、naihipaśyakaḥ（na-ehi/aihi-）となっている（イタリクスは筆者による強調）。他方、別の箇所（13r5）
では、（6）が aihidarśikoとなっている。要するに、（6）以外は、語順、項目ともに、全同である。 
漢訳とチベットではどうか。 
玄奘訳の『阿毘達磨集異門足論』では 2箇所に引かれ、（T26.393b16-17, 401c2-3）ともに、（1）善

説（2）現見（3）無熱（4）應時（5）引導（6）近觀（7）智者内證とあり、同じ玄奘訳の『阿毘達
磨法薀足論』（T26.462a8-9, 492c17-18）でも全同。 
『瑜伽論』から 4例提示しておこう。 
「思所成地」（T30.371c28-29）: 世尊顯示（2）現所證法（3）永離熾燃。乃至（7）智者内自所證。

D Tshi 224a1-2, P Dzi 259a2-3: bcom ldan ’das kyis chos (2) tshe ’di dang/ (3) nad med pa nas/ (7) mkhas pa 
rnams kyis so so rang gis rig pa’i bar bstan to// 
「攝決擇分中聲聞地」では中間が省略されているが、（T30.687a11-12）是眞（1）善説是（2）可

現見。乃至（7）智者自内所證とある。D Zhi 260b5-6, P Zi 280bb7-8: (1) legs par gsungs pa’i chos ’di ni 
de las bzlog pa yin pas (2) yang dag par mthong ba nas/ (7) mkhas pa rnams kyi so so rang gis rig pa’i bar 
dag yin no// 
「摂異門分」（D ’i 36a2-4, P Yi 42b6-8, T30.766c17-21）：（1）legs par gsungs pa, 善説、（2）yang dag 

par mthong ba, 現見、（3）rims nad med pa, 無熱、（4）dus chad pa med pa, 無時、（5）nye bar gtod pa, 
難引、（6）’di mthong ba la yod pa, 難見、（7a）so so rang gis rig par bya ba, 内自所證、（7b）mkhas pa 
dag gis, 諸有智者。 
以下の「摂事分」では「（1）善説」を除いた（主題・主語であるから除かれたのであろう）6 項

目が列挙される。（D Zi 211b3-5, P ’i 243b5-8, T30.811a）：(2) tshe ’di la myong ba, 現見、(3) rims nad med 
pa, 無熾然、(4) dus nges pa med pa, 應時、(5) ’thob par byed pa, 引導、(6) ’di pas mthong ba, 唯此見、
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(7) so so rang rig pa, 内所證。 
さらに、『成実論』（衆法品第七）にも以下の例が見られる。 
T32.244a6-8: 復次佛法有六。一曰善説。二曰現報。三曰無時。四曰能將。五曰來嘗。六曰智者自

知。 
6 項目のみであり、パーリと同じくnirjvaraが抜けている。ここは論自身が経典からの引用と明示

しているわけではないが語句や並びからいって「法随念経」を念頭に置いたものであることは明ら
かであり、かつ、nirjvaraのみが抜け落ちる理由はないので、『成実論』の伝承していた阿含が有部
のものと異なっていたことを示唆する可能性がある。なお、同論の引用阿含については全般的に別
途検討する必要がある 5。 
さて、以上、同じ玄奘訳の『瑜伽論』内部でも漢訳には多少のブレがあるが、チベット語訳から

判断するに、原語は同一であろう。ただ、「摂事分」では vijñair 相当語を欠くが、それ以外の 3 例
は vijñairを含んでいる。また、「摂異門分」では vijñairは別項目として解釈されている。 
以上の用例列挙によって、「摂事分」の一例を除いてどの文献にも例外なく（7）pratyātmavedanīyo 

vijñaiḥとあること 6、ならびに、5 番目の項目としても（5）aupanāyikaが挙げられていること（『成
実論』を除いて）、という 2点を指摘しておきたい。 
とすれば、合田氏の［1］の指摘も再検討されるべきである。すなわち、氏が考えるようにパーリ

のopanayikoに相当する語が『法随念注』では欠落していて代わりにvijñaiḥ相当語がrigs pa dang ldan 
paとして挿入されているのではなく、その箇所は位置的には〔上記の文献に例外なく見られる〕定
型句である（5）aupanāyikaが位置する箇所であるので、その語こそがrigs pa dang ldan paと訳されて
いると見るのが穏当なのである。現に、（5）句の解釈部ではそのように訳されている。なお、本稿
でこれから示してゆくが、この『法随念注』はチベット語訳が極めて杜撰である。しかし、その杜
撰さにも特徴があり、関連文献との対比で読めば理解しうる範囲の杜撰さである。この箇所も、
aupanāyikaḥを*aupapattikaḥのように理解して、あるいは少なくとも*upapattiを読み込んで訳したもの
と推定される。upapattiは「論理・推理（reasoning）、適合性（fitness）」という意味では’thad paと訳
されることが多いであろうが、意味的にはrigs pa（たいていはyuktiの訳だが）と訳されてもおかし
くない語である（［特徴 2-1a］）7。 
なお、合田氏の［2］について。確かに氏の挙げた例ではパーリはnirjvara相当語を欠いている。

ただ、「法随念経」ではないが、パーリにも、一連の句が挙げられるなかにnirjvara相当語が見いだ
される 8。また、このnirjvaraは上記のとおり、『成実論』とパーリ以外のすべての「法随念経」に見
いだされる。ゆえに、このことは、パーリとサンスクリット・漢訳の伝承の相違であって、『法随念
注』の著者問題に何ら示唆を与えるものではない。 
もっとも、今日では『瑜伽論』に対応が見られるからといってそれがそのまま直接に無著の思想

や語彙につながるとは考えられないであろうが、以上、合田氏の論拠を検討しておいた。 

小結： 
以上を簡潔にまとめると、以下の通り。合田 1998は〔「法随念経」の〕「テクストの形態が、『瑜

伽論』「摂異門分」の関連部分と類似している点は、無著に帰する傍証の一つとして指摘される」と
指摘したが、実際のところは、「法随念経」のテクストの形態は有部・瑜伽行派の文献ではほぼ一致
しており、ゆえに、『法随念注』と『瑜伽論』に引用されている「法随念経」のテクストの形態の類
似（というよりむしろ一致）は、テクストの著者問題に対してなんら示唆を与えるものではない。 

1.2. 『法随念注』の主題 
以下では『法随念注』の冒頭部を取り上げ、同論の主題が「法随念」の注釈というよりも「法証
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浄（不壊浄）」の注釈にあることを指摘したい。同論の冒頭部は以下の通り。 
 

AVSN: dharme ’vetyaprasāde[T]neti vistaraḥ/ tatra bodhisattvapratyekabuddhayor mārgaḥ satyatrayaṃ ca 
dharmaḥ/ 
和訳：「法証浄」云々と。そのなか、菩薩と独覚にとっての道と、三つの諦とが、法である。 
『法随念注』：chos mngon par dad par byed pa</> de ni byang chub sems dpa’ dang rang sangs rgyas kyi 
lam bden pa’i chos gsum dang/  
『法随念注』（直訳）：法を浄信させる。それは、菩薩と独覚の道である三つの諦の法と 9 
『法随念注』（修正訳）：「法に対する不壊の信」と。そのなか（de ni=*tatra）、菩薩と独覚にとって
の道と三つの諦とが、法である。 

 
『法随念注』の chos mngon par dad par byed paが位置的に AVSNの dharme ’vetyaprasādenetiに対応

するが、両者の原語は異なると思われる。この語は『僧随念釈』にも見られるので、考察の都合上、
まず『僧随念釈』から検討する。 
『僧随念釈』には 4例あり、2例は同書の冒頭部、3例目は最後部の「信円満」解釈中での用例、

4例目は同書後半部に出る、類似する語である。『僧随念釈』には構文理解に問題があるが、それに
ついては、校訂テクストとともに、同論を扱う別稿で指摘する。 

 
AVSN, 249.7: saṅghe ’vetyaprasādena samanvāgato bhavatīti/  
『僧随念釈』：mi phyed pa’i dad pa brtan po dang ldan pa’i phyir dge ’dun te/ 
AVSN, 250.2: saṅghe ’vetyaprasādaḥ/ 
『僧随念釈』：dge ’dun te/ dad pa mi phyed pa’i phyir ro// 
AVSN, 254.3: avetyaprasādalakṣaṇayā 
『僧随念釈』：mi phyed pa’i mtshan nyid 
AVSN, 253.7: abhedārthena saṅghaḥ  
『僧随念釈』：mi phyed pa’i don gyis dge ’dun te 

 
さて、4例目は、「破壊・分断されないという意味でサンガである」という「サンガ」の説明であ

り「証浄」とは関係がないものの、mi phyed pa＝abhedyaの対応例（括弧付きであるが）が見られる
ことになる 10。とすれば、前 3例も（3例目にはprasāda対応語が欠落しているが）、mi phyed paはavetya
の訳（誤訳）と見るよりも、abhedyaの訳（適訳）である可能性が、より一層高くなる。 
現に、abhedyaprasādaという語は、Schlosser and Strauch 2016 が詳細に検討しているように、

Daśabhūmikasūtra, Vimalakīrtinirdeśa, Mvy等に見られ、また、「不壊浄」という語が漢訳にしばしば見
られることも、周知の通りである 11。Mvyは以下の通り。 

Mvy, 6823: avetyaprasāda, shes nas dad pa  
Mvy, 6824: abhedyaprasādaḥ, dad pa mi phyed pa 
続いて『法随念注』から 2例を挙げておく。 

AVSN: dharme ’vetyaprasādeneti vistaraḥ/ 
『法随念注』：chos mngon par dad par byed pa 
AVSN: dharme ’vetyaprasādalābhaḥ 
『法随念注』：chos la mngon par dad pa thob (’thob P) ste/ 

2例とも、avetyaprasāda対応箇所に mngon par dad paとある。mngon parは一般的に*abhi-の訳語
であろうし、この『法随念注』自体でも、AVSNの abhisamaya対応箇所に mngon par rtogs paとある
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という対応例（一種の“訳例”）が見られる。とすれば、ここも、mngon par dad paは*avetyaprasāda
の訳と見るよりは、*abhedyaprasādaが原文にあり、それを*abhi-prasādaあたりで〔拙く〕訳したの
だと見るのが穏当であろうと思われる。 
ちなみに、dharmeと saṅgheに対する訳語について。saṅgheという処格（Loc）に対する誤訳は『僧

随念釈』・『仏随念注』の訳者であるシャーキャ・ウーに頻出する。他方、『法随念注』の訳者は不明
であるが、1 例目で la を欠くのは不適切であり、この文脈で Loc を Nom で訳してしまうというこ
とは、『法随念注』の訳者がシャーキャ・ウーであったことへの一つの論拠となろう。なお、本論の
訳者の問題はこの「無著の三著」についての全校訂テクストと訳注を提示した上でまとめて吟味し
たい。 
さて、以上の検討から何が言えるか。冒頭部にこの不壊信（証浄）への言及が来ているというこ

とは、この『法随念注』と『僧随念釈』という著作は、直接的には不壊信（証浄）に対する注釈を
意図したものと見られるということである。というのは、『法随念経』と『僧随念経』自体には不壊
信（証浄）の語は出ないからである。むろん、法・僧随念に関する一連の語は法・僧への不壊信（証
浄）の文脈でも用いられるので、それ自体は奇異ではない。まとめると以下のとおり。 

 
・3 書とも、タイトルが、『仏随念注』『法随念注』『僧随念釈』と、仏・法・僧の随念、あるいは、
仏・法・僧の三宝随念経に対する解釈であることを示している。 
・経自体には不壊信（証浄）の語は出ていないにも関わらず、『法随念注』と『僧随念釈』は冒頭に
不壊信（証浄）に言及し、論全体がそのの枠組みで一連の経句を解釈している。他方、『仏随念注』
には仏不壊信（証浄）への言及はない。 

 
これらのことは、『仏随念注』と『法随念注』・『僧随念釈』が異なった構想のもとで書かれたこと

を示しており、前二書が「注（*vṛtti）」と名付けられるのに対して後一書が「釈（*vyākhyā）」と名
付けられる（チベット語訳の題号による限り）こととともに、三書ともが同じ著者によって同じ構
想のもとで書かれたことへの疑義を抱かせる。 

 

1.3. 『釈軌論』・『釈軌論注』との関連 
Horiuchi 2018 で述べたことであるので簡潔にのみ述べるが、『法随念注』・『僧随念釈』（前半部）

は、そこでなされている解釈が『釈軌論』とほぼ同文であり、かつ、『釈軌論』に対する注釈である
『釈軌論注』に見られるのと同じ注釈的文言を含んでいるので、その両書は『釈軌論注』よりも後
に書かれたものであろうということである。ここでは『法随念注』のみを取り上げるが、同稿で取
り上げた例 1）に加え、さらにもう 1例も指摘したい。 

 
例 1）aihipaśyika解釈 
VyY, D 43b3, P 49b3: thun mong ma yin pa’i phyir (6) ’di mthong ba la yod pa ste/ ’di mthong ba rnams la 
yod pa’i phyir ro//  
和訳（cf. 堀内 2016: 15 12）：〔外教徒と〕共通ではないから、「（6）ここで見る者たちにおいて存す
るもの（aihipaśyika）」である。なぜなら、ここで見る者たち（来て見る者たち、ihapaśyā）におい
てあるから。 

 
上記において、「ここで見る者たち（ihapaśyā）」は文脈上仏教徒を指すことは明らかであろうが、

直接的には aihipaśyika から派生して生まれた語であり、頻出するものではない。そこで、徳慧は、
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以下の網掛けで示したように、仏教徒を指すより一般的な ihadhārmikā（chos ’di pa rnams）という語
でもって、ihapaśyāを注釈している。 

 
VyYT, D 161b7, P 27a7: ’di mthong ba rnams la yod pa’i phyir ro zhes bya ba ’di mthong ba ni chos ’di pa 
rnams so// 
和訳：「なぜなら、ここで見る者たちにおいてあるから」〔というなか、〕「ここで見る者〔たち〕」と
は、此法者（仏教者）たち（ihadhārmikā（chos ’di pa rnams））である。 
 
さて、この同じ注釈的文言が AVSN と『法随念注』の方に見られるのである。さらに、両書では、
その網掛け部分の後に、太字で示したように、さらなる注釈的文言が続いている。 
 
AVSN, 249.1-3: asādhāraṇatvād (6) aihipaśyikaḥ; ihapaśyeṣu bhāvād/ ihapaśyā ihadhārmikāḥ/ ihaiva 
tattvaṃ paśyantīti kṛtvā/ 
『法随念注』D 15b4-5, P 19a1-2: thun mong ma yin pa (6) ’dir ltos shig pa ni dngos po la ste/ chos dang 
ldan pa ’di la ’dir ltos la ’di nyid du de kho na mthong bar gyis shig pa’o// 

 
以上から、VyY>VyYT>『法随念注』=AVSNという順序での注釈的文言の追加が想定される。 
なお、筆者は簡潔なものが次第に増広されてゆくという単純な考えで上記を提示したのではない。

文献を扱う際には、複雑なものが簡略化されたという方向性も考えねばならないであろう。この場
合では、『釈軌論』が『法随念注』を簡略に引用したという方向性である。しかし、『釈軌論』の著
作の性質を考えれば、その想定はあり得ないと考える。 

1）すなわち、まず前提として、『釈軌論』と『法随念注』は、上記の一例で見たように、また、
後出の翻訳研究で明らかなように、解釈がほぼ一字一句対応しており、いずれかがいずれかを引用
したという関係にある（この場合も、同じ経典の文句に対する注釈であれば注釈内容が類似するの
は当然のことであることに注意が必要で、類似しているからといって必ずしも影響関係があるとは
言えない。しかし、両書の類似はその程度の類似ではない）。2）次に、『釈軌論』が『法随念注』を
引用したのであれば（『釈軌論』は世親作、『法随念注』は無著作とするならば、その可能性が高い
と単純に想定されるであろう）、上記の箇所で、『釈軌論』は『法随念注』から省略的に引用したと
いうことになる。しかし、『釈軌論（Vyākhyāyukti）』という著作は、そのタイトルが示すように、
経典解釈をしようと欲する者たちに、経典解釈（vyākhyā）の方法論（yukti）、マニュアルを提示し
たものであり、特にこの箇所が属する第 2章は、「語句の意味（padārtha）」の説明を主題としており、
「他の人々に語句の意味（*padārtha）を説明することに巧みさ（*kauśalya）を生じさせるために」
（堀内 2016: 1）、103 の経典の一節を取り上げ、その語句の解釈を詳細になすという章である。そ
のような性質の著作・章である『釈軌論』第 2章が、ここでわざわざ『法随念注』に存在していた
わかりやすい注釈的文言を省略し、文章の意味が分かりにくくなるような措置を取るとは考えにく
いのである 13。3）また、その想定では、徳慧注のあり方も不可解となる。すなわち、その想定だ
と、世親は『釈軌論』で『法随念注』から網掛けと太字の部分を除いた部分を引用・借用した。徳
慧は『法随念注』の存在を知りつつ、網掛けの部分のみを『法随念注』から補った、という想定と
なるからである。 
『釈軌論』＞『法随念注』という想定に関する以上の 3つの論拠も決定的なものではないが、ど

ちらの想定がもっともらしいかという点ではこの想定に理があると考える。さらに言えば、『法随念
注』＞『釈軌論』という想定の根拠は『法随念注』が無著作とされているということ以外にはない
のだが、その『法随念注』が無著作であるという記述は『法随念注』のチベット語訳の奥付にしか
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でておらず、管見の限りではインドにおいてそれを無著作として扱った文献もなく、
*Dharmānusmṛtivṛtti という梵本タイトルすら、それに言及した文献も見られない点で、確実ではな
いことを指摘しておきたい。また、世親は多くの場合、引用した場合には引用であることを明示す
る著者であるが、『法随念注』と一致する上記の『釈軌論』の法随念解釈は、世親の地の文として、
あるいは少なくとも引用とは明示されずに提示されていることに注意したい。それに関連して、世
親は『釈軌論』でしばしば『聖教（lung, āgama）』というものに言及し、そのうち数例では『瑜伽論』
に対応が見られることも指摘しておきたい。世親はこの法随念の解釈に際して 3つの解釈を提示し、
その 3番目に『聖教』が言及されるのだが、その内容は『法随念注』とは異なるのである。 

 
例 2）「8. まとめ」の箇所について 
『釈軌論』は当該の経節に対して 3通りの解釈を示すが、まず冒頭に、 
〔法の讃嘆に関する〕第 1の経節（＝【経節（5）】）に出ている〔経文〕の要約された意味は、
外教徒たちの教法と仏法との相違が示された 

と述べている。そして、1番目の解釈（次節 1.4も参照）の最後には、「外教徒たちの教法はそれと
反対であるから」と述べている。すなわち、外教徒たちの教法は仏法とは反対に、「（1）正しく説か
れた（svākhyāta）」のではなく、「（2）現に見られる（sāṃdṛṣṭika）」のでもない、云々ということで
ある。徳慧はそれを、 

「それと反対であるから」とは、（1’）顛倒して（*viparīta）説明するので、そして、（2’）意味・
効能・（*artha）が見られない・経験されないので、という、そのようなものなどが、『反対』
である 

と、注釈者らしく説明している。他方、『法随念注』・AVSN にも、そのような注釈的文言が見られ
るのである。それは、本訳注部分の最後部、「8. まとめ」に出る。テクストは当該箇所を見られた
い。 

そして、これら〔の諸句〕によって、八支聖道が説明された。あるいは（vā）、外教徒の教法と
仏法との相違が明示された。すなわち、外教徒たちの教法は、誤って説明されたので、「（1）正
しく説かれた」のではない。意味・効能が見られない・経験されないので、「（2）現に見られる」
のではない。と、このように、他〔の諸句〕に対しても〔解釈を〕適用すべきである。 

さらなる説明は不要であろう。この例 2）も、例 1）と同様のことを示している。 

1.4. まとめ 
本稿のここまでの考察をまとめると、この『法随念注』に引用された「法随念経」のテクストの

形態は本論を無著に帰するなんらの傍証ともならず、本論は「法随念経」に対する注釈書という体
裁を取りながら実際は冒頭部に法不壊信（法証浄）の説明を持ってきており、本論での法随念解釈
は『釈軌論』とほぼ同文であるが、むしろ、『釈軌論注』に見られるような『釈軌論』に対する注釈
的語句を有している点で『釈軌論』や『釈軌論注』よりも後の著作である。 

2. 翻訳研究 

テクストと Sigla 
以下では AVSN, VyY,『法随念注』の当該箇所に対する文献学的検討を行う。ロケーションは以下

の通り。 
AVSN, 248.2-249.6.（AVSNについては 4写本（略号：Ms, G, N, T）を参照したが、筆者が採用した
読みのみを提示し、重要な箇所以外は異読を注記しない。このような姿勢については堀内 2018の「0.
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はじめに」を参照。） 
『釈軌論』（VyY, D43a7-44a2, P49a7-50a3）; Cf. 『釈軌論注』（VyYT, D61b5-72a1, P43a7-44a2） 
『法随念注』（D15a6-15b7; P18b2-19a5） 

適宜分節して提示するが、煩を恐れて、分節ごとのロケーションは示さない。 
最初にAVSNを提示する。これは年代的には最も新しいのだが、梵本として残っている点で読解

の基準となるからである 14。AVSNの下に和訳を挙げ、その下に『釈軌論』と『法随念注』のテク
ストを挙げる。後二者が異なっている場合は別途訳出もしくは注記するが、そうでない場合は後二
者のテクスト・訳はAVSNと同一であると筆者が見なしていることを示す。 

堀内 2017b, 2018 で述べた文献読解の［2 つの基準］と『注』（『仏随念注』）に見られる［3 つの
特徴］にも適宜言及する。 

Sigla 
記号（Sigla）一覧は以下の通り。 
｛｝ 削除せよ 
<> 挿入せよ 
{{}} 書写生による削除 
<<>> 書写生による挿入 
  翻訳等に問題があるので注意せよ 
+ 判読不能の一シラブル 
[X]（上付き各括弧の中の記号 X） X 写本・版本の半フォリオの初め（変わり目） 
/ もしくは 
Φ 欠いている 
em. 校訂者による訂正 
, AVSN にて Samtani 氏が使用する、ダンダ（|）よりも軽いポーズ。本稿でも適宜継承する。
なお、写本でのダンダの異読は重要な場合を除き注記しない。チベット語のシェー（/）についても
同様。 

0. 冒頭部 
『注』の冒頭部には「法随念経」が引用されているが、テクストは本稿の 1.1 に挙げたので、和訳
のみを示すこととする。 
 
世尊の教法は（1）正しく説かれ、（2）現に見られ、（3）熱悩がなく、（4）非時間的なもので、（5）
近づけるもので、（6）ここで見る人々（仏教徒）に存するもので、（7）智者たちによって自内証さ
れるべきものである〔と〕。 

 
AVSN: dharme ’vetyaprasāde[T]neti vistaraḥ/ tatra bodhisattvapratyekabuddhayor mārgaḥ satyatrayaṃ ca 
dharmaḥ/  
和訳：「法証浄」云々と。そのなか、菩薩と独覚にとっての道と、三つの諦とが、法である。 
『法随念注』：chos mngon par dad par byed pa</> de ni byang chub sems dpa’ dang rang sangs rgyas kyi 
lam bden pa’i chos gsum dang/  
『法随念注』（修正訳）：「法に対する不壊の信」と。そのなか（de ni=*tatra）、菩薩と独覚にとって
の道と三つの諦とが、法である。 
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・(2) sāṃdṛṣṭikaḥ対応箇所が、『注』では(2) yang dag bstan paとなっている。機械的に直訳すれば「正
しく説示された」15とでもなるかもしれないが、それでは（1）と区別がつかず、また注釈内容と合
わない。これは上記に見たように定型句であるので、梵本にそぐうように訳すべきである（［基準
2-1］）。『注』の訳語の由来を考えてみると、語根を√dṛśと見るべきところを、*√diśと誤って還元し
てしまったとも考えられる。しかし、下記の（1）句解釈箇所では、AVSNのdarśayati対応箇所に(yang 
dag par) bstan pa’oとあり、『法随念注』の訳者は√dṛśをbstanで訳す傾向にあるものと見られる（yang 
dag parはその直後にくる（2）句に引きずられたものか）。そして、√dṛś相当語をbstanと訳すという
ことは、別文献である『仏随念注』でもほぼ一貫している。翻訳者を示唆するものとして注記して
おきたい。 
 
AVSN: ataś catvāry api satyāny abhisamayato [G] dharme ’vetyaprasādalābhaḥ/  
和訳：それゆえ、四諦ともを現観（真理直観）することにより、証浄の獲得がある。 
『法随念注』：yang bden pa bzhi mngon par rtogs pas phyin ci ma log pa’i chos la mngon par dad pa thob 
(thob] D; ’thob P) ste/  
・AVSNの dharmeに対応する箇所が*aviparīta-dharmeとなっている。原文の相違か、あるいは AVSN
では直後に aviparītadharmaとあり『法随念注』対応箇所には phyin ci ma log pa’i chosとあるので、
そこに合わせたか。後者の可能性が高いと考える。 
 
AVSN: yathā vyutthitaḥ saṃmukhīkaroti tathā darśayati{/}<:> (1) svākhyāto bhagavato* dharmaḥ (2) 
sāṃdṛṣṭika ityādi{/} yathāsūtraṃ</>** (1) svākhyāta ity uddeśaḥ/ śeṣo ’sya nirdeśaḥ/  
*: AVSN bhagavatāを訂正する。本箇所でもMs, G, N写本では bhagavatoとあるようである（脚注 5）。
上記の AVSも参照。 
**: 意味上、ityādiの後のダンダ（/）は削除し、むしろyathāsūtraṃの後に付けるべきである。そのよ
うにしないと、「経典の通りに、（1）が概略（uddeśa）であり、残りはそれに対する詳説（nirdeśa）
である」という理解になる 16が、経典自体に（1）が概略であるなどということが説かれているわ
けではない。現に、G写本は、最後部にアヌスヴァーラが欠落しているが、ityādi yathāsūtra/ (sic.)と
ある。一文の意味は、三昧から出定した人がどのように目の当たりにするのかについて世尊が述べ
たのが、この経典の諸の句であるということ。『僧随念釈』、AVSN当該箇所（250.3-4）も参照。 
 
和訳：〔四諦を現観する三昧から〕出定した人が目の当たりにするその通りに、「世尊の教法は（1）
正しく説かれ、（2）現に見られ」云々と、〔世尊は〕示す。経典〔に出ている〕ように。「（1）正し
く説かれ」とは概略であり、残りの〔諸句〕（＝（2）～（6））は、それに対する詳説である。 
 
『法随念注』：’dir yang ji ltar gnas pa mngon du byas pa ni de bzhin du yang dag par bstan pa’o// bcom 
ldan ’das kyis (1) legs par gsungs pa’i chos (2) yang dag par bstan pa zhes bya ba la sogs pa’i mdo’i rim pa 
bzhin du</> (1) legs par gsungs pa zhes bya ba ni bstan pa yin la/ lhag ma ni bshad pa yin no//  
・vyutthitaḥ対応語はgnasとなっている。vyutthitaは、たとえば『倶舎論索引』Iによればlangs <pa>, langs 
par bya, sangs paといったチベット語訳例が見られる。他方、gnasでは意味的にも「住する」では正
確ではなく、むしろ逆である 17。これは、vyut√sthāと、語根にたどり接頭辞を考慮せずにgnasと訳
したものであろう。ならばシャーキャ・ウーの訳風としてありうることである。 
・yathāsūtraṃ対応が、mdo’i rim pa bzhin duとなっている。mdo bzhin duなら yathāsūtramの訳語と
して適切であるし、rim pa bzhin duなら yathākramam（通常は go rims bzhin du）の訳語としてありえ
ようが、ここでは折衷形のようになっている。rim paは翻訳語の伝承段階での鑱入か（ならば元来
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は*mdo bzhin du）。 

1. svākhyāta 
VyY: de la phyin ci ma log par yang dag par gsungs pa’i phyir (1) legs par gsungs pa’o// 
・『釈軌論』には chos, dharma対応語がない。 
AVSN: tatrāviparītadharmasamākhyānāt (1) svākhyātaḥ/  
和訳：そのなか、不顛倒に教法を宣説するから、「（1）正しく説かれ」である。 
『法随念注』：de la phyin ci ma log pa’i chos dang/ yang dag par bshad pa ni (1) legs par gsungs pa’o//  
・『法随念注』の dang/は削除して理解すべきである（［特徴 1-1］）。また、-āt（Ab.）に対する pa ni
（N.）という格関係がおかしい。［特徴 1-2］ 

2. sāṃdṛṣṭika 
VyY: don mthong ba’i phyir (2) yang dag par mthong ba yin gyi dad pa tsam khong du chud par bya ba ni ma 
yin te/ ji skad du [P49b] sa ra’i (ra’i] P; D ri’i) mdo las  

dge slong dag khyed kyis (kyis] D; kyi P) gang dang gang yang dag pa ji lta ba bzhin du yang dag pa’i 
shes rab kyis mthong ba ni  

zhes rgyas par gsungs pa lta bu’o// 
・『釈軌論』にのみ Sa ra経への言及がある。 
AVSN: dṛṣṭārthatvāt (2) sāṃdṛṣṭikaḥ, na tu śraddhāmātragamyaḥ/  
和訳：意味・義利が見られる（経験される）から、「（2）現に見られ」である。信のみによって理解
されるべきものではないのである。 
『法随念注』：de kho na mthong ba’i phyir (2) yang dag par bstan pa ste/ dad pa tsam gyis rjes su ’brang ba 
ma yin no//  
・artha対応箇所が de kho na（通常は*tattva）。この訳例は本書最後部でも見られる。 
・-gamya対応語が rjes su ’brang ba 
・*√dṛś対応語が bstan。 

3. nirjvara 
VyY: nyon mongs pa’i bag la nyal gyi gnyen por gyur pa’i phyir (3) nad (nad] D; nas P) med pa’o// 
AVSN: kleśānuśayapratipakṣatvān (3) nirjvaraḥ/  
和訳：煩悩と〔その〕随眠の対治（治療）であるので「（3）熱悩がなく」である。 
『法随念注』：nyon mongs pa dang bag la nyal gyi gnyen po yin pas (3) rims nad med pa’o//  

4. ākālika 
VyY: yongs su nyams pa med pas (4) dus chad pa med pa ste/ dus nges pa med pa’i phyir ro 18// 
和訳：衰滅がないから、「（4）非時間的なもの」である。なぜなら、定まった時がないから。 
AVSN: aparihāṇīyatvād (4) ākālikaḥ; sarvakālaṃ parihāṇyasambhavāt, kle[Ms]śaprahāṇaṃ prati 
kāla[p.249]niyamābhāvād vā/  
和訳：衰退しないものであるので「（4）非時間的なもの」である。なぜなら、いかなる時〔も〕、衰
退があり得ないから。あるいは（vā）、煩悩を断ずることに対して、定まった時はないから。 
『法随念注』：yang spang du med pa’i phyir (4) dus chad pa med pa ’am/ dus thams cad du yang spang dgos 
pa mi srid cing nyon mongs pa spong ba (spong ba] P; spongs pa D) la rab tu nges pa med pa’i phyir ro//  
・『法随念注』は、構文理解が AVSNと異なっている。直訳すれば、 
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「衰退しないものであるので（下記参照。あるいは「また/さらに捨てられないから」）、「（4）
非時間的なもの」である。あるいは（’am）、あらゆる時にも/さらに捨てられる必要があり得ず、
煩悩の断に定まりがないから」 

とでもなろうか。ただ、これでは意味不明であり（［基準 1］）、チベット語訳の不適切と見るべきで
ある。AVSNとの対比により、誤訳の経緯は以下の通りに簡単に説明が付く。 
・根本的には構文理解の誤りで、*vā（’am）を（4）句の直後に持ってきてしまったためにおかしく
なった。 
・aparihāṇīyatvād対応箇所が yang spang du med pa’i phyir、parihāṇyasambhavāt対応箇所が yang spang 
dgos pa mi srid (cing)なので、yang spangで*pari√hāの訳と見るべきであろう。 
・yang spang dgos paの dgos paは、対応梵本に gerundiveの*-yaを読み込んだものであろうか。あっ
てもよかろうが不要である。 
・(la) rab tuは pratiに対応するのであろう。各種辞書に訳例はあるものの、laで十分であろう。他
方、kālaに対応する語がないのが文脈上も関連文献との対応からも不適切。 
・以上を踏まえて試みに『注』を修正してみると（<>は補い、{}は削除）、最小限の修正で意味の
通ずるチベット語訳となる。 
*yang spang du med pa’i phyir (4) dus chad pa med pa{ ’am/}<’o//> dus thams cad du yang spang {dgos} pa 
mi srid {cing}<pa’i phyir ram/> nyon mongs pa spong ba la {rab tu} <dus> nges pa med pa’i phyir ro// 
となる。和訳は上に示した通り。 

5. aupanāyika 
VyY: sdug bsngal ma lus pa las nges par ’byung ba la nye bar gtod pa’i phyir (5) nye par gtod pa’o// 
AVSN: aśeṣaduḥkhaniryāṇopanayanād (5) aupanāyikaḥ/  
和訳：残りなき苦からの出離に近づけるから、「（5）近づけるもの」である。 
『法随念注』：nyon mongs pa ma lus [P19a] pa las sdug bsngal ’byung ba spang ba’i phyir (5) rigs pa dang 
ldan pa’o//  
・直訳すれば、「残りなき煩悩から苦しみが生起することを断ずるから」となるが、特に「残りなき
煩悩」はおかしいので（［基準 1-1］）、梵本を参考に理解したいところ。 
・’byung baは生起の意味もあるが niryāṇaの訳語も Mvyにすら登録されているので niryāṇaの訳語
と見て問題はない。spangs paも、upanayanaを*apa√nīと還元したと想定すれば、それの通常のチベ
ット語訳対応は selであるものの、意味的には不思議ではない。しかし、nyon mongs pa（*kleśa）の
語は AVSN に、いかようにも対応が見いだせない。『注』の訳者の見ていた梵本には*aśeṣa-kleśa-と
あったか、あるいは直前の一文に nyon mongs paとあるものをここにも持ってきたか。とすればこ
の例は［特徴 3］に相当するか。 

6. aihipaśyika 
VyY: thun mong ma yin pa’i phyir (6) ’di mthong ba la yod pa ste/ ’di mthong ba rnams la yod pa’i phyir ro//  
AVSN: asādhāraṇatvād (6) aihipaśyikaḥ; ihapaśyeṣu bhāvād/ ihapaśyā ihadhārmikāḥ/ ihaiva tattvaṃ* 
paśyantīti kṛtvā/  
和訳：〔外教徒と〕共通ではないから、「（6）ここで見る者たちに存するもの」である。ここで見る
者たちにおいて存在するから。「ここで見る者たち（ihapaśyāḥ）」とは此法者（仏教者）たちである。
ここ（iha）においてのみ真実を見る（√paś）と考えて（〔語源〕解釈して）である。 
『法随念注』：thun mong ma yin pa (6) ’dir ltos shig pa ni dngos po la ste/ chos dang ldan pa ’di la ’dir ltos 
la ’di nyid du de kho na mthong bar gyis shig pa’o//  
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* bhāvād/ ihapaśyā ihadhārmikāḥ/ ihaiva tattvaṃ] em., bhāvād ihapaśyā ihadhārmikāḥ/ ihaiva tattvaṃ Ms, 
G; ... ihapaśyakaḥ ... T  
Samtani: bhāvād ihapaśyaḥ, ihadhārmikaḥ, ihaiva tathātvaṃ 
本庄訂正案が既に、『釈軌論注』（略号：VYT）に言及しつつ、以下のような適切な訂正案を示し

ていた。bhāvād/ ihapaśyāḥ ihadhārmikāḥ/ ihaiva tattvaṃ（VYT I 27a7） 
ちなみに、VyYTには’di mthong ba rnams la yod pa’i phyir ro zhes bya ba ’di mthong ba ni chos ’di pa 

rnams so//（VyYT, D161b7, P27a7）とある。加えれば、『法随念注』にも de kho naとある。 
・(6) aihipaśyikaḥ; ihapaśyeṣu bhāvād対応が(6) ’dir ltos shig pa ni dngos po la steとのみある。後者を直
訳すれば「『（6）“ここで見よ”というもの』とは、事物をである」くらいであろうが、事物を見ても
仕方がなく、文脈に合わない（［基準 1-1］）。そこで、写本あるいは翻訳の伝承の段階で eye-skipに
よる ihapaśyeṣu相当語の脱漏があったと見ておく。dngos po la (ste)は bhāvādに対応。 
・’di nyid duは確実に ihaivaに対応するので、’dir ltos laが*ihapaśyāに、chos dang ldan pa ’di laが
*ihadhārmikāに対応するとみれば、単数形と複数形の問題を除けば、AVSNと『注』は一致する。 
・iti kṛtvā対応が pa’oのみ。 

7. pratyātmavedanīyo vijñair 
VyY: brtag mi nus pa’i phyir (7) mkhas pa rnams kyis (kyis] em.; DP kyi) rang gis (gis] D; gi P) rig par bya 
ba’o (bya ba’o] D; bya’o P)//  
和訳：推し量れないから、「（7）智者たちによって自内証されるべきもの」である。 
AVSN: atarkyatvāt (7-1) pratyātmavedanīyaḥ/ (7-2) vijñair ity āryaiḥ/ anabhilāpyatvād vā (7) 
pratyātmavedanīyo vijñair ity ucyate/  
和訳：推し量れないから「（7-1）自内証される（各自で知られる）べきもの」である。「（7－2）智
者たちによって」とは、聖者たちによって。あるいは（vā）、言語表現できないから、「（7）智者た
ちによって各自で知られるべきもの」と言われる。 
『法随念注』：’phags pas (7-2) mkhyen pas ni</> the tshom dang bral ba’i phyir (7-1) so so rang gis rig par 
bya ba’o (bya ba’o] P; bya’o D)// yang brjod du med pa’i phyir (7) so so rang gis rig pa ste/ khong du chud 
pa zhes bstan to//  
・『注』の冒頭部、直訳すれば「聖者によって知られるから」となる。しかし、AVSNと対照すれば
mkhyen pasは vijñair、’phags pasは āryaiḥの訳であることは明らかなので、『注』の訳者の舌足らず
の翻訳と見るのが穏当。 
・atarkyatvāt（推し量れないから）対応が the tshom dang bral ba’i phyir（疑いを離れているから）と
なっている。Lokesh Chandra, Tibetan Sanskrit Dictionary. Kyoto: Rinsen Book Company, 1998によれば
the tshom が vitarka の訳である例があるようであるが Das の辞書が出典ということなので根拠とし
ては弱い。『注』の訳者が atarkyaの語を訳せなかったため意味の似た語でもって訳したと見ておく。 
・(7) pratyātmavedanīyo vijñairに対応するのが(7) so so rang gis rig pa ste/ khong du chud paである。構
文も単語の理解（khong du chud paはせいぜい*vijñātaあたりか）も間違っているが、理解しうる誤
訳である。 
・『僧随念釈』・AVSNに出る「あるいは（vā）」に注意が必要である。ここでは、この導入句のもと
で提示される「言語表現できないから」という解釈は、『釈軌論』では、解釈［III］で『聖教』が
引用されるなかで提示されている（堀内 2016: 16 では「〔言葉によって〕述べられえないので」と
訳した）。 
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8. まとめ 
VyY: phyi rol pa rnams kyi chos ni de las bzlog pa’i phyir ro//  
和訳：外教徒たちの教法はそれと反対であるから。 
VyYT: de las bzlog pa’i phyir ni phyin ci log tu ’chad pa’i phyir dang/ don ma mthong ba’i phyir dang zhes 
bya ba de lta bu la sogs pa ni bzlog [D162a] pa’o//  
和訳：それと反対であるのでとは，（1’）顛倒して（*viparīta）説明するので、そして、（2’）意味・
効能・（*artha）が見られない・経験されないので、という、そのようなものなどが、「反対」であ
る。 
 
AVSN: ebhiś cāryāṣṭāṅgo* mārgaḥ samākhyātaḥ/ bāhyadharmād vā bauddhadharmasya viśeṣaḥ paridīpitaḥ/ 
bāhyakānāṃ dharmā durākhyātatvāt na (1) svākhyātāḥ/ adṛṣṭārthatvān na (2) sāṃdṛṣṭikā ity evam anyatrāpi 
yojyam/ 
和訳：そして、これら〔の諸句〕によって、八支聖道が説明された。あるいは（vā）、外教徒の教法
と仏法の区別が明示された。すなわち、外教徒たちの教法は、誤って説明されたので、「（1）正しく
説かれた」のではない。意味・効能が見られない・経験されないので、「（2）現に見られる」のでは
ない。と、このように、他〔の諸句〕に対しても適用すべきである。 
『法随念注』：de rnams kyis ’phags pa’i lam yan lag brgyad bshad pa yin te/ phyi rol pa rnams kyi chos 
dang/ sangs rgyas kyi chos rnams khyad par (par] P; par du D) gsal bar byas pa yin te/ phyi rol pa rnams kyi 
(kyi] D; kyis P) chos ni nyes (nyes] D; nyis P) par bshad pa’i phyir (1) legs par bshad pa ma yin zhing/ de 
kho na mthong ba ma yin la/ (2) yang dag par brten par bya ba ma yin te/ de dag ni gzhan du sbyor ba’i phyir 
ro//  
*sic. cāṣṭāṅgo: AVSNには āryaの語はないが、T写本、『法随念注』には対応語がある。データベー
スで用例を見る限り aṣṭāṅgo mārgaḥの用例はほぼなく、すべて頭に āryaの語が付くので、ここは『法
随念注』にも基づいて AVSNに āryaの語を挿入しておいた。 
 
・adṛṣṭārthatvān対応箇所に de kho na mthong ba ma yin la/とある。arthaを de kho naと訳すのは（2）
句に対する注釈箇所でも見られた。 
・（2）句のyang dag par brten par bya baについて。AVSNとの対応と文脈からsāṃdṛṣṭikāの訳語と見る
より他ないが、少し説明が必要であろう。sāṃdṛṣṭikaは、これまでの 2箇所では、yang dag par bstan pa, 
yang dag bstan paと訳されていた。parの有無は意味に関係しない細かなブレである。しかし、この
同じ短い論書の中で、同じ語がyang dag par brten par bya baと、かなり異なって訳されているのは奇
異である。だが、チベット語では、bstanとbrtenの異読は、発音の類似により、頻繁に見られる。そ
こで、PDともにbrtenであるものの、翻訳された当初はbstanと訳されていたものが、翻訳の伝承過程
でbrtenとなったと推測されるのである。あるいはより低い可能性として、sāṃdṛṣṭikaの√dṛśを*√śṛと
語根を還元したことによりbrtenと訳してしまったかという可能性もある 19。 
・phyir roと理由句と理解しているのは誤り。sbyor ba’i phyir roは*yang (*api) sbyor bar bya’oあたり
とすべき。 
・なお、理由句とすべきではないところを理由句とする例は、『仏随念注』でも見られた。 
 
『法随念注』：chos rjes su dran pa’i ’grel pa slob dpon thogs med kyis mdzad pa rdzogs so// 
和訳：無着先生によって作られた『法随念注』、完。 
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付：Corrigenda to AVSN 
・AVSNのページ番号、行番号：原テクスト > 訂正（その根拠等）の順に表記する。 
・本庄訂正案（本庄 1989:170）での指摘も提示する。 
248, 3: bhagavatā > bhagavato (G, N) 
248, 5: ityādi/ yathāsūtraṃ > ityādi yathāsūtraṃ/ (cf. G) 
249, 2: bhāvād ihapaśyaḥ, ihadhārmikaḥ, ihaiva tathātvaṃ > bhāvād/ ihapaśyā ihadhārmikāḥ/ ihaiva tattvaṃ 
(cf. MS, G, 本庄) 

 

略号・文献 

『僧随念釈（*Saṅghānusmṛtivyākhyā, dge ’dun rjes su dran pa’i bshad pa）』（D No. 3984（15a7-15b7）, P No. 5484
（19a6-22a3）, tr. Ajitaśrībhadra, Śākya ’od） 

『仏随念注（*Buddhānusmṛtivṛtti, sangs rgyas rjes su dran pa’i ’grel pa）』（D No. 3982（11b6-15a5）, P No. 5482
（14a2-18b1）, tr. Ajitaśrībhadra, Śākya ’od） 

『法随念』（D No. 280, P No. 946） 

『法随念注（*Dharmānusmṛtivṛtti, chos rjes su dran pa’i ’grel pa）』（D No. 3983（15a7-15b7）, P No. 5483
（18b2-19a5）, tr. Φ） 

『瑜伽論』：『瑜伽師地論』（T30. No.1579） 

 

AKBh: Vasubandhu, Abhidharmakośabhāṣya. P. Pradhan ed., Patna: Kashi Prasad Jayaswal Research Institute, 1967. 

AVS: Arthaviniścayasūtra. see AVSN. 

AVSN: Arthaviniścayasūtranibandhana. The Arthaviniścaya Sūtra and its Commentary (Nibandhana). N.H. Samtani 
ed., Patna: Kashi Prasad Jayaswal Research Institute, 1971. 

LC: Lokesh Chandra, Tibetan Sanskrit Dictionary. Kyoto: Rinsen Book Company, 1998. 

Lee: Jong Choel Lee, The Tibetan Text of the Vyākhyāyukti of Vasubandhu, Bibliotheca Indologica et Buddhologica 8, 
Tokyo: The Sankibo Press, 2001. 

Mvy: Mahāvyutpatti. R. Sakaki ed., Kyoto: Rinsen Book Company, 1931. 

T：『大正新脩大蔵経』 

Yogalehrbuch: Yogalehrbuch. Ein buddhistisches Yogalehrbuch unveränderter Nachdruck der Ausgabe von 1964 
unter Beigabe aller seither bekannt gewordenen Fragmente, Dieter Schlingloff; herausgegeben von Jens-Uwe 
Hartmann und Hermann-Josef Röllicke. Buddhismus-Studien, 5, Düsseldorf: Haus der Japanischen Kultur (EKO), 
2006. 

VyY: Vasubandhu, Vyākhyāyukti. D No.4061 (Zi), P No.5562 (Si).  

VyYT: Guṇamati, Vyākhyāyuktiṭīkā. D No.4069 (Si), P No.5570 (I). 

＊その他の一般的な略号については堀内 2016も参照。 

 

Samtani, N.H. 
［2002］ Gathering the Meanings: Essential Teachings of the Buddha. The Arthaviniścaya Sūtra and its Commentary 

Nibandhana. Translated with an Introduction and Notes by N.H. Samtani, Dharma Publishing, Berkeley. 

Schlosser and Strauch 
［2016］ Andrea Schlosser and Ingo Strauch, "Abhidharmic Elements in Gandhāran Mahāyāna Buddhism: Groups of 
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Four and the abhedyaprasādas in the Bajaur Mahāyāna Sūtra", Text, History, and Philosophy: Abhidharma 
across Buddhist Scholastic Traditions, pp 47-107. 

合田秀行 
［1998］ 「無著における Dharmānusmṛti について」『印度学仏教学研究』92(46-2), (95)-(99). 

 
中御門敬教 
［2010］ 「無着作『仏随念註』と『法随念註』和訳研究」『佛教大学総合研究所紀要』17, 67-92. 

本庄良文 
［1989］ 『梵文和譯 決定義経・註』（私家版）。 

堀内俊郎（Horiuchi Toshio） 
［2016］ 『世親の阿含経解釈－『釈軌論』第 2 章訳註－』山喜房佛書林。 
［2017a］ 「『釈軌論』第 2 章における世親の阿含経解釈の特徴」『東洋学研究』（東洋大学東洋学研究所）

54, (440)-(426). 
［2017b］ 「研究ノート 翻訳チベット語文献の読み方－『仏随念注』を例として－」バウッダコーシャ・

ニューズレター6 号、13-19. 
［2018］ 「『仏随念注』・『仏随念広注』に対する文献学的研究－Arthaviniścayasūtranibandhana との対比で－

（1）」『東洋学研究』（東洋大学東洋学研究所）55（印刷中） 
［2018］ “On Interpretations of the anusmṛti of the Three Jewels: *Buddhānusmṛtivṛtti, Vyākhyāyukti, and Related 

Texts”, Journal of Indian and Buddhist Studies (forthcoming). 

 

註
 

1 中御門 2010: 69. 

2 なお、この種の文献の扱いについて言わずもがなのことを三点述べておく。第一に、チベット語はサン
スクリットに比べて語彙が少ないので、複数のサンスクリットを訳すために一つの（同じ）チベット語
が充てられていることが多い。逆に言えば、一つのチベット語訳から複数のサンスクリットが想定され
るということであり、サンスクリット原典の推定には細心の注意が必要である。第二に、翻訳チベット
語文献においても、〔漢訳文献と同じく、〕翻訳者の特徴が如実に表れている文献が見られるので、機械
的に訳すのではなくその特徴を見極める必要がある。第三に、翻訳チベット語文献をインドテクストと

、、、、、、、、

して読む場合
、、、、、、

は、関連文献を徹底的に調査し、時にはそのサンスクリット写本にまでたどって、あるい
はそのサンスクリット写本にも間違いがある場合は修正して（ここを強調しておきたい。この種の文献
は、平行するサンスクリット文献を見いだせばそれで能事畢れりではないのである）、インド原典を探
求するという姿勢が必要である。 
 そのなか、第三の点については、ルビにて但し書きを付けておいたが、チベット語文献として、チベ
ットの文化圏の中での受容を解明するために読む場合を除く、ということである。そのような読み方も
文献へのアプローチの仕方として当然可能である。漢訳文献を、サンスクリット原典へとたどるための
手段ではなく、サンスクリット原典を知らない中国の注釈者などがどのように理解したのかと、漢文脈
の中で読む場合のように。ただし、そのアプローチでもっては、インドの思想家の思想を必ずしも正確
に論ずることはできないということである。「無著の三書」（に限らないのだが）に対する従来の研究は
上記の三点に対する明確な自覚なしに、チベット語訳に安易に基づいていながら、インドの思想家（こ
の場合は Asaṅga）の思想について論じようとしているので、方法論的に不可なのである（しかし、「チ
ベット語〔のみ〕に基づけばチベット人の見た限りでの Thogs med の思想は～だ」というのであれば可
である。ただ、「無著の三書」関連の和訳を見る限り、その「チベット人」としては、サンスクリット
も知らず、文意が通らなくとも意に介さないようなレベルの者が想定されているようであり、多くの箇
所が意味をなさない（再度違った角度から但し書きをしておくと、翻訳の際に source language（SL）を
重視するという姿勢はあり得ることである。しかし、たとえば日本人なら外国人の書いた拙い日本語か
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らも意味をくみ取ることができるように、チベット人でも拙いチベット語訳から正確に文意をつかむこ
との出来るレベルの者も当然あったであろう。SLを重視する場合でも、そのレベルの SLの使用者を想
定して翻訳することも可能なのである。「無著の三書」に対する先行和訳は、この例で言えば、外国人
の書いた拙い日本語をそのまま提示しているようなものである）。本稿や別稿にて新たな訳を提示する
背景はここにある。なお、以下や別稿では先行訳（時には過去の自分の訳）に対して穏やかに批判を加
えるが、その目的は他者もしくは自己の過失をあげつらうことにはなく、原典の解明と、翻訳チベット
語文献研究という分野の質の向上を願ってという以外にはない。 

3 『法随念注』：rgya gar skad du/ dha rma a (rma a] D; rmā P) nu smṛ ti vṛ tti/ bod skad du/ chos rjes su dran 
pa’i ’grel pa/ ’jam dpal gzhon nur gyur pa la phyag ’tshal lo//  
和訳：インド語で dharmānusmṛtivṛtti、チベット語で chos rjes su dran pa’i ’grel pa。文殊童子に敬礼する。 

4 ちなみに、氏はこれを「智者によって」と単数形で訳すが、これは複数形である。恣意的なものでなけ
れば、この誤解が、この語が rigs pa dang ldan paに対応するという別の誤解に影響しているのかもしれ
ない。筆者も迂闊にも堀内 2016: 17-19にて単数形で訳していたのでここで訂正したい。 

5 『成実論』の漢訳からの還梵である N. Aiyaswami Sastri: Harivarman: Satyasiddhisastra, Vol. I, Baroda: 
Oriental Institute, 1975 (Gaekwad’s Oriental Series, 159)は最後の ākālikaを akālikaとし、また、最後の 2項
目を ehipaśyakaḥ pratyātmaṃ vedayitavyo vijñaiḥと還梵しているので完全には正確ではないが、他の 3項
目に関しては上記の梵本を想定しているので、Sastri氏は経句の引用であると気づいていたのであろう。
そして、形から見て、パーリから還梵したのであろう。他方、『成実論』の他の訳はこの点に関する注
記を全く含まない。ちなみに、同論に対する近年の研究である Lin 2015（Qian Lin, Mind in Dispute: The 
Section on Mind in Harivarman’s *Tattvasiddhi, University of Washington）は、上記の Sastriならびに同氏に
よる同論の英訳について、パーリやサンスクリットを見ているものの漢訳の阿含やアビダルマ文献に十
分注意を払っていないと評したのち（Lin 2015: 6）、返す刀で、『成実論』（TatSid）の国訳について、以
下のようにいう。There are three Japanese translations of the TatSid (Ui 1933, Koyo 1975, Hirai et al. 
1999-2000), among which the earliest one by Ui Hakuju 宇井伯壽 remains the most valuable one even today 
because of its notes on textual, historical, and doctrinal issues. However, none of these Japanese translations 
presents an in-depth study of the text. In the case of difficult passages in the text, most Japanese translators 
simply follow the original Chinese translation, adding modern punctuation, gloss verbs and nouns with 
corresponding Japanese forms, and sometimes mark Kanji with Japanese pronunciation. Strictly speaking, such 
methods represent a gloss rather than a translation of the original text. Therefore, these translations are far from 
sufficient for a detailed textual study of the TatSid. 第一文目の評価は妥当である。それ以降の指摘も、国訳、
すなわち漢文書き下しという体裁の都合上、ある程度仕方のない面もあろうが（ただ、その場合も「頭
注」のみならず「補注」を増やすことにより改善しうるが）、おおむね首肯できる。これは『成実論』
以外の「国訳」一般にも問題を投げかける指摘であろう。そろそろ国訳という縛りを解いて、現代語訳
に切り替えるというのも一つの方法ではないか。 

6 AVSの一部の写本には-vedyoとあるがここの論旨には関係しない。 

7 なお、中御門 2010: 83はこれを「道理を具えており」と直訳しているが、「法随念経」のテクストに新
たな変容を想定しているのであろうか？また、サンスクリット原文として何を想定しているのであろう
か？ 

8 Saṃyuttanikāya, IV.339.23-340.2: sandiṭṭhikā nijjarā akālikā ehipassikā opanayikā paccattam veditabbā viññūhi
など。 

9 中御門 2010: 83が AVSNの「記述を参考にし」つつ訳した訳は以下の通り。「法を浄信するその人は、
菩薩と独覚との道、三つの諦法と」。 

10 ちなみに、『僧随念釈』の冒頭部分、同じくサンガに対する解釈では、AVSN: abhedyatvāt、『僧随念釈』：
dbye bar mi nus pa’i phyir roとある。 

11 T2.214b13: 此四不壞淨未甞増損變異。 
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12 この（6）句に対して世親は 2 通りの解釈を提示する。この箇所では第一解釈が提示されている。同著
ではともに「来たれ見よというもの」と訳したが、これは第二解釈の訳語にふさわしいものであるので、
訳し分けるとすると、この第一解釈のほうは AVSN に対する本庄訳のように「ここで見る者たちにおい
て存するもの」とすべきであった。 

13 『釈軌論』自身が、にも関わらず、簡潔で難解なのは、それが世親の著作だからであろう。世親はこれ
ぐらいで十分に分かるだろうとして、解釈を提示した。それが徳慧には分かりにくかった、もしくは読
者には分かりにくかろうと徳慧は考えて、懇切丁寧に注釈をくわえていった、という関係であろう。 

14 筆者は『釈軌論』＞『法随念注』＞AVSN の順で年代を考えており、特に『法随念注』＞AVSN は直接
的な影響、つまり、AVSN が『法随念注』を手つかずで引用したと考えている。しかし、むろん、両書
は異なった文献であるので相違への着目も適宜必要であることに留意はしている。ただ、AVSN の作者
はすでに Samtani 氏、本庄氏によって指摘されているように独創的ではなく、同論はさまざまな論書か
らの寄せ集めであることは確かである。 

15 中御門 2010: 83. 

16 本庄 1998: 129：「経と同じく、「見事に説かれ」というのは標挙であり、残余はそれの詳説である」（旧
字体を改めた）。中御門 2010: 83：「（世尊によって「良く説かれた」法は、正しく説示されたということ
等々の）『経』の順序の通りに、「良く説かれた」というのは標挙であり、残りは詳説である」。本箇所
に直接的には関係しない箇所は（）内に入れた。 
 ちなみに、AVSN の校訂テクストには問題があり、いずれ写本に基づいて全面改訂する必要がある（堀
内 2018 でも指摘した）。しかし、AVSN のテクストには、写本を見ても分からないことがある。という
よりむしろ、写本を見ずとも解決できる問題といった方がよかろうか。それは、句読点の位置である。
校訂者の Samtani 氏が恣意的に誤ってダンダ（/）もしくは読点（,）を入れている、または削除している
だけで、実際は読者の方で個別に取捨する必要がある箇所がいくつか見られるのである。本箇所もそう
いう一例である。ちなみに、本庄氏は他の箇所では明敏に句読点の位置を訂正していることも多いこと
を指摘しておきたい。 

17 gnas を機械的にそのまま訳した例：中御門 2010: 83：「ここにおいても〔世尊による法が〕いかに止まり
現前したのかを正しく説示した」。 

18 dus nges pa med pa’i phyir ro: 中御門 2010: 85 は本文では「時は知ることがないからである」と訳し、注
51 では、 

「原文は「dus shes pa med pa’i phyir ro」（cf. Jong Choel LEE [2001] p.42, 4）である。ここの「shes pa」
が nges pa であるならば「時の限定がないから」となる。（中略）書体の類似に基づく誤写か」 

と指摘している。最後部の指摘は文献学的視座を示すものとして評価してもよいが、そもそもこの注は
不要。すなわち、shes pa は、氏がこの箇所の翻訳に際して〔唯一〕用いた校訂テクスト Lee 2001 の誤植
であり、『釈軌論』のテクスト（原文！）には PD ともに nges pa とあるからである。翻訳研究というも
のへの姿勢や態度に関して基本的な教訓を与える誤訳例であるが、多言を要すまい。 

19 中御門 2010: 84 はこの前後を、「外道者たちの法は誤って説明されたから、良く説明されたものではな
く、真実が見えず、正しく依るべきものではない」と訳している。氏は（2）句を冒頭部では「正しく
説示された」と訳していた（これも「正しく」ないのだが）が、ここでは対応句を「正しく依るべきも
の」と訳している。なお、bstan と brten（あるいは brtan）はしばしば見られる異同であり、この程度の
修正をすることの必要性と妥当性は、堀内 2017: 15 および同 fn.3 を参照。 

 
 
キーワード：『法随念注』、『釈軌論』、Arthaviniścayasūtranibandhana、無著、世親 
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世親作『釈軌論』第 5 章翻訳研究（1） 
 

上野 牧生 ／ 堀内 俊郎 

はじめに 

『釈軌論』（Vyākhyāyukti）は、世親（Vasubandhu）が経典解釈（vyākhyā）の軌範（yukti）を示し
た著作である。より厳密には、説法者（dharmakathika）と呼ばれる職能的僧侶が経典解釈を含む意
味での説法を行う際の方法と手順を、世親が懇切丁寧に注解した著作である。その原典はサンスク
リットで記されたと推測されるが、未だサンスクリット写本の発見には至らず、また漢語に翻訳も
されていないため、唯一、チベット訳が一次資料として残されている。さらに、徳慧（Guṇamati）
による『釈軌論注』（Vyākhyāyuktiṭīkā, 徳慧注）も、同じくチベット訳のみが残されている。 
『釈軌論』は全五章から構成される。第 1章から第 3章は「佛陀のことば」の解釈法、つまり経

典解釈が主題である。第 4章は解釈の対象となる「佛陀のことば」とは何かをめぐり佛説論を問い、
そして「佛陀」とはいかなる存在かをめぐり佛身論を問う。第 5章は佛陀のことばを「どのように
聴くべきか」という一点に焦点が当てられる。総じて、『釈軌論』は初学者から専門家までを対象と
した佛教概論の様相を呈する。このうち、第 1章は上野 2009に、第 2章は堀内 2016に、第 4章は
堀内 2009に翻訳研究がある。一方で、第 3章と第 5章は先行研究に乏しく 1、翻訳研究もない。そ
のため、残された各章の翻訳研究が求められる。本稿は第 5章の冒頭（徳慧注を含む）の翻訳研究
である。 
第 5章の主題は、佛陀のことばを「敬意をもって聴くこと」（śuśrūṣā）である。この術語は世親自

身が引用する『広義法門経』（Arthavistara）に由来するが、世親によれば、佛陀のことばを聴きた
いと願うよう我々を導くのは、佛陀および佛陀のことばに対する「敬意」（ādara/gaurava/satkr̥tya）
である。得てして、話し手および話し手の言葉に敬意を欠いたまま聴かれた言葉は耳に留まらない
が、敬意をもって聴かれた言葉は耳に留まるものである。つまり、ただ漫然と聴くのではなく、「敬
意をもって聴くこと」、すなわち「敬聴」が、佛教の学修における重要な契機として強調される。そ
して、第 5章では説法者に視点を合わせ、佛陀の教えを伝える者は、聴き手を「教えの器たるもの」
（deśanābhājanatva）とするため、聴き手に敬聴を促すべきだとする。そこで世親が説法者（の予備
軍）に例示するのは、「経典の偉大性」（sūtrasya māhātmya）に関する様々な「話」（kathā）からなる
法話集である。説法者がそうした話を聴き手に向けて話すことで、聴き手は、佛陀および佛陀のこ
とばに対する敬意を醸成し、聴きたいと願う姿勢を形成するという。そうした「話」は内容の点か
ら 3 種に分類されており、その 3 種に即して第 5 章全体が以下の 3 節に分節されている（§5.0.2 を
参照）。 

§5.1〔説法者が聴き手を敬聴に向けて〕発奮させること 
§5.2〔説法者が聴き手に敬聴の〕目的を明示すること 
§5.3 落ち込み・居眠りと、誤解によって、心が沈み、心が乱れた者たちに、〔説法者が〕珍奇な

〔話〕、面白い〔話〕、厭離の話をすること 
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本稿に掲載される翻訳研究の範囲は、§5.1の全体から§5.2の途中（§5.2.5）までである。翻訳は、『釈
軌論』本論については、デルゲ版（D 4061）を底本とし、北京版（P 5562）、および徳慧注のデルゲ
版（D 4069）と北京版（P 5570）における本論所引箇所を用いて校正したテクストに基づく。徳慧
注については、デルゲ版を底本とし、北京版を用いて校正したテクストに基づく。また、徳慧注に
含まれる『釈軌論』本論からの引用箇所については、上記徳慧注の両版に加え、『釈軌論』本論のデ
ルゲ版と北京版を用いて校正したテクストに基づく。 
なお、本稿に掲載される翻訳研究の中で、theg pa chen po'i mdo sde bsdus pa『大乗経典集』あるい

は『摂大乗経』、さらに[rgon pa'i] khyi lta bu'i gang zag bzhi「〔猟〕犬の如き 4種の人物」と呼ばれる
経典が重要な典拠として引用されているが、残念ながら現時点では出典不詳である。出典に関する
情報提供を求める次第である。 

『釈軌論』第 5 章 翻訳 

5.0 第 5 章の趣旨説明 
5.0.1 法を聴くための手順（VyY, D shi 114a7-b4; P si 133a4-b2） 
「論難・答釈」（*codyaparihāra）という形式（*ākāra）についても説明し 2、どのように経典を注

釈すべきかという軌範／指針（*yukti）についても説明した 3。 
さらにまた、説法者（*dharmakathika）は、ともあれ最初に、経典を引用してから（bkod nas）、

よく詰問すべきである 4。聴衆（*parṣad）に諸の答釈への渇望（*tr̥ṣṇā）を生じさせるためである。 
一方で、〔諸の答釈への〕渇望が小さい者たちにも、耳を傾けさせるため、敬意をもって聴くこと

（*śuśrūṣā, 敬聴）5に関する〔話〕を説明すべきである。 
【問い】この、敬意をもって聴くことに関する〔話〕とは何か？ 
【答え】ある話（*kathā）に基づき、敬意をもって聴くことを説明する。〔聴衆が〕耳を傾けるとき、
「目的」（*prayojana）などの順序に従って経典を注釈すべきである。 
【問い】では、詰問したのであれば、さらに、何のために論難を語るのか？ 
【答え】論難の直後に、諸の答釈を容易に理解させるためである。 
【問い】先に、 

 
経典の偉大性を聞けば、聴聞者は、聴聞と受持に敬い〔をもって〕努めるから、最初に「目的」
を説明〔すべきである〕。（総括偈第 2偈）6 

 
と説明したのに、なぜ、最初に、敬意をもって聴くことに関する〔話〕を説明すべきなのか？ 
【答え】目的の説明をも、敬意をもって聴いてもらうためである。一部には、経典の内容を理解で
きない者たちがいるから、彼らに、せめて法だけでも敬意をもって聴くことで、福徳を生じさせる
ため、そして「〔経典の〕内容を理解したい」と願うことで、智慧の要素（*dhātu）を生じさせるた
め、必ず、最初に、敬意をもって聴くことに関する〔話〕を説明すべきなのである。 

 
徳慧注（VyYṬ, D si 278a7-b1; P i 164a1） 

「目的」などの順序に従ってとは、「目的」、「要義」、「語義」、「関連」、「論難・答釈」であって、
以上の順序に従って。 

 
5.0.2 敬意をもって聴くことに関する 3 つの形式（VyY, D si 114b4-5; P si 133b2-3） 
【問い】どのように説明すべきなのか？ 
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【答え】3つの形式によって。 
（5.1）発奮させること（*samādāpanatva 7）、 
（5.2）目的を明示すること、 
（5.3）落ち込み・居眠り、誤解によって、心が沈み、心が乱れた者たちに対し、〔それぞれ順に、〕
珍奇な〔話〕、面白い〔話〕、厭離の話をすることによって。 

 
徳慧注（VyYṬ, D si 278b1-4; P i 164a1-7） 

落ち込み・居眠り、誤解によって、心が沈み、心が乱れた者たちに対しとは、落ち込み・居眠り
によって心が沈んだ者たちに対し、3種 8〔の話をすること〕によって、敬意をもって聴くことに関
する〔話〕を説明すべきである。 

珍奇なと詳細に出ているのは、珍奇な話をすること、面白い話をすること、厭離の話をすること
によって。 

珍奇な〔話〕、面白い〔話〕、厭離の話をすることという 3種によって、敬意をもって聴くことに
関する〔話〕を説明すべきである。なぜか。居眠りをする者、落ち込んでいる者たちに対し、〔それ
ぞれ、〕好奇心が生じる〔話〕、あるいは面白がらせる〔話〕、あるいは厭離の話をすべきである。〔心
を〕明瞭にさせるためと〔本論において〕後に説かれるからである 9。 

誤解によって心が乱れた者たちに、厭離の話をすることによって説明すべきである。なぜか。心
が乱れた者たちに対し、厭離の話をすべきである。〔それによって〕厭離した者たちを、心がひとつ
の対象に〔集中〕した状態（*cittaikāgratā, 心一境性）となすためと〔本論において〕後に出てくる
からである 10。 

5.1 発奮させること 
5.1.1 5 つの要件をそなえた御声（VyY, D shi 114b5-115a4; P si 133b3-134a3） 
【問い】どのように、発奮させることによってか？ 
【答え】「敬意をもって法を聴け」という〔説法者の言葉〕によって、正しく指導するからである。
ここに〔言う〕「正しい指導」（*saṃniyojana 11）とは、発奮させること（*samādāpana）であると知
るべきである。 
佛・世尊は聴衆に向かって法をお説きになられるとき、5 つの要件をそなえた御声 12を、御口か

ら発せられる。か〔の佛・世尊〕さえもが、そうした徳性（*guṇa）をそなえたおことばによって説
法されるとき、 

 
比丘たちよ、あなた方に法を説こう。それゆえ、聴け、よく、ただしく意を向けよ（vo bhikṣavo 
deśayiṣyāmi ... tac chr̥ṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta 13） 

 
と、このように、〔佛・世尊が〕発奮させるのであるから、我々が〔「敬意をもって法を聴け」と説
くべきであること〕は言うまでもない 14。それゆえにである。 
御声の 5つの要件とは、 
（1）雲の声の響き（雷鳴）のようで（*meghasvaraghoṣa）、深甚であること（*gambhīra）、 
（2）快い響きで（*valgu）、耳に心地よいこと（*karṇasukha）、 
（3）〔聴き手の〕意に適って（*manojña）、〔聴き手を〕喜ばせること（*premaṇīya）、 
（4）はっきりしていて（*viṣpaṣṭa）、分かりやすいこと（*vijñeya）、 
（5）聴くに値し（*śravaṇīya）、〔聴き手の〕意に反することがないこと（*apratikūla）である。 
これによって、如来の御声の 5 つの徳性、すなわち(1)広大なること、(2)〔耳に〕快いこと、(3)
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理に適う意味をそなえていること、(4)把握し易いこと、(5)様々〔に聴く者〕の要求に応じているこ
とが示された。 
これらの 5 つの徳性は、順次、(1)聴聞〔させる〕こと、(2)動揺〔させ〕ないこと、(3)解脱〔さ

せる〕こと、(4)理解させること、(5)成熟させることへの要件となる。 
総括偈は、 
 

5 つの徳性は、(1)広大なること、(2)〔耳に〕快いこと、(3)理に適う意味をそなえていること、
(4)把握し易いこと、(5)様々に〔聴く者の〕要求に応じていること、というこれら 5つのための
要件である。 
(1)聴聞〔させること〕、(2)動揺〔させ〕ないこと、(3)解脱〔させること〕、(4)理解〔させるこ
と〕、(5)成熟させることである。それによって、大牟尼のおことばは、5つの要件を〔そなえて
いる〕。 

 
徳慧注（VyYṬ, D si 278b4-7; P i 164a7-b3） 

ここに〔言う〕「正しい指導」とは、発奮させることであると知るべきである。結集者〔の〕、あ
るいは世間の人の意味は異ならない 15と知るべきである。 

これによってとは、この経節（『5つの要件をそなえた御声の解説』16）によって、如来の御声の
5 つの徳性が示された、すなわち、明示された〔という意味である〕。 

(1)広大なることは、（1）雲の声の響き（雷鳴）のようで、深甚であるというこ〔の句〕によって
〔示された〕。 

(2)〔耳に〕快いことは、（2）快い響きで、耳が心地よいというこ〔の句〕によって〔示された〕。 
(3)理に適う意味をそなえていることは、〔聴き手の〕意に適って、〔聴き手を〕喜ばせるというこ

〔の句〕によって〔示された〕。 
(4)把握し易いことは、（4）はっきりしていて、分かりやすいというこ〔の句〕によって〔示され

た〕。 
(5)様々〔に聴く者〕の要求に応じていることは、（5）聴くに値し、〔聴き手の〕意に反すること

がないというこ〔の句〕によって〔示された〕。 
要求に応じていることとは、〔聴き手の〕多様性〔という意味〕である。 
どのように 順次、〔要件〕であるのか？ 
(1)広大なることは(1)聴聞〔させる〕ことの要件であり、ないし、(5)様々〔に聴く者〕の要求に

応じていることは(5)成熟させることの要件となる。 
 

5.1.2 説法と聴法のあり方（VyY, D shi 115a4-6; P si 134a3-5） 
聖者シャーリプトラは、 
 
君たちよ、説法者の比丘が、他の者たちに向かって、法に関する話をするとき、20のあり方で
もって話をすべきである。（ i）適切な時に話をすべきであり、（ ii）尊敬して、（ iii）順に
（*kathikenāyuṣmanto bhikṣuṇā dhārmīṃ kathāṃ kurvantānyeṣāṃ viṃśatibhir ākāraiḥ kathā karaṇīyā. 
(i) kālena kathā karaṇīyā (ii) satkr̥tya (iii) anupūrvam 17） 

 
とこのようなものなどと、 

 
君たちよ、法を聴きたいと願う者は、16のあり方でもって法を聴くべきである。（i）適切な時
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に法を聴くべきであり、（ii）尊敬して、（iii）聴きたいと願って 18（... *śrotavyaḥ ... (i) kālena 
dharmaḥ śrotavyaḥ (ii) satkr̥tya (iii) śuśrūṣamāṇena 19） 

 
とこのようなものなどを説かれた。 

 
徳慧注（VyYṬ, D si 278b7-279a1; P i 164b3-4） 

（i）適切な時に話をすべきであり、（ii）尊敬して、（iii）順に云々は、〔既に第 2章経節（62）に
おいて〕説かれているとおりである 20。 

（iii）聴きたいと願ってというこのようなものなどは、〔既に第 2章経節（63）において〕説かれ
ているとおりである 21。 

 
5.1.2 の続き 聴法する者が保つべき 27 の心（VyY, D shi 115a6-b4; P si 134a5-b3） 
わたしやあなたにとって、それは行いがたいことであるから、それゆえ、20のあり方、あるいは、

16〔のあり方〕はしばらく差し置いて、ともあれ、ひとつのあり方だけでもなしたときには、わた
しも敬意をもって法を説こう。あなたも敬意をもって法を聴きなさい。『大乗経典集／摂大乗経』（* 
Mahāyānasūtrasaṃgraha 22）にも説かれているとおり、そのとおり発奮させることによって。 
【問い】そこでは、どのように説かれているのか？ 
【答え】〔次のように説かれている。すなわち〕「それゆえ、智を有する、勝利者の息子たちは、(1)
貪りのない心、(2)怒りのない心、(3)作業に適した（*karmaṇya）心、(4)愚かでない心、(5)寂静な心、
(6)粗さのない心、(7)ひとつのものを志向する心、(8)善なる心、(9)理解する心 23、(10)敬う心、(11)
信解する心、(12)正しく確立する心、(13)懈怠のない心、(14)とらえる心、(15)奉仕の心、(16)励み努
める（*pragraha）心、(17)〔教えられた内容を〕実践する心、(18)意義を見る心、(19)〔説法師の〕
欠点に注意しない心、(20)内容に依拠する（*arthapratisaraṇa）心、(21)尊敬する心、(22)怯むことの
ない心、(23)慢心のない心、(24)統一した（*samāhita）心、(25)文言に付き従うことのない心、(26)
目的を捨てない心、(27)鋭く注意する心をつくれ」と出ている。 

 
（徳慧注なし） 

 
5.1.2 の続き 聴法のあり方と 27 の心の相関（VyY, D shi 115b4-116a3; P si 134b3-135a3） 
【問い】この、発奮させることによって、何に発奮させるのか？ 
【答え】〔最初の〕7句（(1) - (7)）によって、五蓋を取り除くことに〔発奮させる〕。落ち込み・居
眠りと、浮つき（*auddhatya, 掉挙）・後悔（*kaukr̥tya, 悪作）を 2種となして 24。 
〔次の〕4句（(8) - (11)）によっては、世尊が「〔猟〕犬の如き 4種の人物」を説かれたが 25、〔そ

の中での前〕三者 26は黒品（*kr̥ṣṇapakṣa）と共通し、〔残りの〕一者 27は白品（*śuklapakṣa）と共
通する。他ならぬ以上〔の黒品〕の断と、他ならぬ以上〔の白品〕に〔発奮させる〕28。 
残りの 16句（(12) - (27)）によっては、〔先に引用した〕『広義〔法門経〕』（*Arthavistara）の中で、

聖者シャーリプトラが「16のあり方によって法を聴くべきである」と仰った、〔その〕16のあり方
に発奮させる。 
それ（16句）のうち、法を聴くのに適した立ち居振舞い（*īryāpatha）に確立させるから、(12)正

しく確立する心である。 
励み努めるから、懈怠を捨てて聴聞するから、(13)懈怠のない心であり、とらえる意思が(14)とら

える心である。 
説法師に恭敬をもっているから(15)奉仕の心である。 
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その同じもの（奉仕の心）によって、心に従って、身と語によって心が励まされるから、(16)励
み努める心である。 
「この法は大いなる意義がある」と考えるのが(18)意義を見る心である。 
〔説法者の〕戒 29と種姓と家系についての欠点に注意することがないから、(19)欠点に注意しな

い心である。 
〔説法者の用いる〕不完全な、典籍の文言／字句（*vyañjana）に対しては、(20)内容に依拠する

心 30があり、〔説法者の〕完全な語業に対しては、佛陀と似ているものとして(21)尊敬する心がある。 
残り（(22) - (27)）は理解しやすいから説明しない 31。 
以上のようなものが、発奮させることによって、である。 
 

徳慧注（VyYṬ, D si 279a1-280b4; P i 164b4-166b7） 
【問い】この、発奮させることによって、何に発奮させるのか？ 
【答え】〔最初の〕7 句（(1) - (7)）によって、である。どういった諸々の〔句〕によってか？「(1)
貪のない心」ないし「(7)ひとつのものを志向する心」というこれら 7句によって、五蓋を完全に取
り除くことに〔発奮させる〕。五蓋とは、貪りと、怒りと、落ち込み・居眠りと、浮つき・後悔と、
疑念であって、この五蓋の断に発奮させるのである。 

落ち込み・居眠りと、浮つき・後悔を 2 種となして。 
以上のとおりであれば、これらの五蓋も、7句となる。 
その中で、「(1)貪のない心」というこの〔経〕句によっては、貪りという蓋を断じることに発奮

させる、ないし、「(7)ひとつのものを志向する心」というこの〔経〕句によっては、疑念という蓋
を断じることに発奮させるに至るまで、である。 

〔次の〕4 句（(8) - (11)）によって、すなわち(8)善なる心と、(9)理解する心と、(10)敬う心と、(11)
信解する心というこれら〔の句〕によって。 

世尊が「〔猟〕犬の如き 4 種の人物」を説かれたが、4種とはなにか。「4〔種〕の犬」と詳細に説
かれ、次のとおり「聖者の法と律においても、これら猟犬（rngon pa'i khyi）の如き 4種の人物がい
る。 

4 種とは何か。（a）適切でない時に大便をする猟犬の如き人物と、（b）弾指を眺める猟犬の如き
人物と、（c）周囲を眺める猟犬の如き人物と、（d）堅実に理解する猟犬の如き人物である。 
（a）適切でない時に大便をする猟犬の如き人物とは何か。 
比丘たちよ、この世で、比丘の前に〔ある〕人物が法を聴くために坐る。比丘がそこで、初め善

く、中程善く、終わり善く、意味が明瞭で、表現が明瞭な法を説き、純一な、円満な、完全に清浄
な、完全に浄化された梵行を示したとき、か〔の人物〕はそのとき、欲望の思いめぐらし（*kāmavitarka）
を思惟し、瞋恚の思いめぐらし（*vyāpādavitarka）と、害意の思いめぐらし（*vihiṃsāvitarka）を思
惟することによって 32、彼は比丘の前に参集した目的を達成することがない。あたかも、適切でな
い時に大便をする猟犬は、猟師によって豚やうさぎへと放たれたとき、そのときそ〔の猟犬〕は大
便をし、小便をするように。わたし（世尊）はその人物をそ〔の猟犬〕に似ていると語る。以上が、
適切でない時に大便をする猟犬の如き人物 33と呼ばれる。 
（b）弾指を眺める猟犬の如き人物とは何か。 
比丘たちよ、この世で、比丘の前に〔ある〕人物が法を聴くために坐る。比丘がそこで、およそ

法にして、初め善く ― 中略 ― 、かの人物はそのとき、説法者の顔を眺め、弾指を眺め、彼は比
丘の前に参集した目的を達成することがない。あたかも、〔猟師の〕弾指を眺める猟犬は、猟師によ
って豚やうさぎへと放たれたとき、そ〔の猟犬〕はそのとき、猟師の顔を眺め、弾指を眺め、そ〔の
猟犬〕は、猟師によって豚やうさぎへと放たれたことの目的を、それによって達成することがない
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のと似ている。わたし（世尊）はその人物をそ〔の猟犬〕に似ていると語る。以上が、〔猟師の〕弾
指を眺める猟犬の如き人物と呼ばれる。 
（c）周囲を眺める猟犬の如き人物とは何か。 
比丘たちよ、この世で、比丘の前に〔ある〕人物が法を聴くために坐る。比丘がそこで、およそ

法にして、初め善く ― 中略 ― 、か〔の人物〕はその法を堅実に（dam du）理解せず、着実に（brtan 
par）理解せず、善く把握して理解せず、把握しても忘却してしまって、彼は比丘の前に参集した目
的を達成することがない。あたかも、その周囲を眺める猟犬が、猟師によって豚やうさぎへと放た
れたとき、そ〔の猟犬〕はそのとき、豚やうさぎの周囲を周って、〔自身の義務を〕堅実に理解せず、
着実に理解せず、善く把握して理解せず、把握しても忘却してしまうのと似ている。わたし（世尊）
はその人物をそ〔の猟犬〕に似ていると語る。以上が、周囲を眺める猟犬の如き人物と呼ばれる。 
（d）堅実に理解する猟犬の如き人物とは何か。 
比丘たちよ、この世で、比丘の前に〔ある〕人物が法を聴くために坐る。比丘がそこで、およそ

法にして、初め善く ― 中略 ― を説き、梵行を示したとき、彼はそのとき、堅実に理解し、着実
に理解し、善く把握して理解し、把握しても忘却しないで、彼は比丘の前に参集した目的を達成す
る。あたかも、堅実に理解する猟犬が、猟師によって豚やうさぎへと放たれたとき、そ〔の猟犬〕
はそのとき、豚やうさぎの周囲を廻って包囲して、〔自身の義務を〕堅実に理解し、着実に理解し、
善く把握して理解し、捕まえて逃がさないのと似ている。わたし（世尊）はその人物をそ〔の猟犬〕
に似ていると語る。以上が、堅実に理解する猟犬の如き人物と呼ばれる」〔と〕。 

〔その中での前〕三者は黒品と共通しとは、先の〔前三種の猟犬の如き人物〕（a）-（c）である。 
〔残りの〕一者は白品と共通するとは、最後の〔堅実に理解する猟犬の如き人物〕(d)である。 
順次、他ならぬ以上〔の黒品〕の断に発奮させるのであり、他ならぬ以上〔の白品〕に発奮させ

る。 
残りの〔16〕句（(12) - (27)）と詳細に説かれているのは、残りの 16 句によっては、「(12)正しく

確立する心」ないし「(27)鋭く注意する心」に至るこれら 16 句によって、16 のあり方に発奮させ
る。 

16 のあり方とは何か。『広義〔法門経〕』の中で、聖者シャーリプトラが「16 のあり方によって
法を聴くべきである」と仰った。〔すなわち〕 

 
(i)適時に法を聴くべきであり、(ii)尊敬して、(iii)聴きたいと願って、(iv)不平を言わず、(v)規則
正しく、(vi)あら探しをせずに、(vii)法に対する尊敬を確立して、(viii)説法者に対する尊敬を確
立して、(ix)法を軽んじることなく、(x)説法者を軽んじることなく、(xi)自己を軽んじることな
く、(xii)完全に知りたいという心を持ち、(xiii)一意専心に 34、(xiv)耳を傾けて、(xv)意を束ねて、
(xvi)あらゆる心をもって集中して、法を聴くべきである。35 

 
どのようであれば、16 のあり方において法の聴聞に発奮させるのか。それ（16 句）のうち、法

を聴くのに適した立ち居振舞いを確立させるから、(12)正しく確立する心であると詳細に説かれて
いる。以上のとおりであれば、それら〔のあり方〕によって、それら〔の心〕に順次、発奮させる。 

残りは理解しやすいから説明しない。残りとは何か。「(22)怯むことのない心」ないし「(27)鋭く
注意する心」に至るまでである。 
その中で、「(22)怯むことのない心」というこの句によっては、「(xi)自己を軽んじることなく」と

いうこのあり方に発奮させる。 
「(27)鋭く注意する心」に至るまでのこれ〔らの句〕によっては、〔16 のあり方の〕「(xvi)あらゆ

る心を持って集中して」というこ〔のあり方に、順〕に発奮させる。 
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以上のようなものが、発奮させることによってである。 

5.2 目的を明示すること 
5.2.1 3 種の器（VyY, D shi 116a3-6; P si 135a3-7）36 
【問い】どのように、目的を明示することによって〔説明すべきなの〕か？なぜ、敬意をもって法
を聴くべきなのか？ 
【答え】〔次の〕3つの器（*bhājana）37には、天が雨を降らせても、水の用をなさない。 
(1)ひっくり返っていて、あるいは、割れていて、その中に〔雨が〕降らない〔器〕と、 
(2)不浄であり、その中に〔雨が〕降っても〔水が〕汚れてしまう〔器〕と、 
(3)穴が空いていて、その中に〔雨水が〕貯まらない〔器〕と。 
同様に、聴き手（*śrotr̥jana）たちの意という 3つの器には、説法者が法の雨を降らせても、法の

〔雨が〕水の用をなさない 38。 
(1)散乱、落ち込み、居眠りによって〔法を〕聴かないため、そこに〔法の雨が〕降らない〔聴き手
たちの意〕と、 
(2)正しく意を向けることがないため、そこに〔法の雨が〕降っても〔水が〕汚れてしまう〔聴き手
たちの意〕と、 
(3)覚えが悪いため、そこに〔法の雨が〕貯まらない〔聴き手たちの意〕と。 
それゆえ、以上の〔3 つの〕過失を断じるため、世尊は「それゆえ、聴け、よく、ただしく意を

向けよ」（*tac chr̥ṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasikuruta）と仰っているのだから、そうした聴聞につい
ての過失が我々に生じるのは適切でないから、敬意をもって法を聴くべきである。 

 
徳慧注（VyYṬ, D si 280b4-5; P i 166b7-167a1） 

(1)散乱、落ち込み、居眠りによってとは、散乱と、落ち込みと、居眠りとによって〔という Dv.〕
である。 

以上の〔3 つの〕過失を断じるため、〔つまり〕上述されたその 3つの過失を断じるため、世尊は
「それゆえ、聴け、よく、ただしく意を向けよ」と仰っている。順序どおりにである。 
それら〔の過失〕の中で、中間の〔(2)〕が最も悪辣／悪質である。それ（(2)の過失）によって〔教

えを〕把握するのである。 
 

5.2.2 3 種の病人（VyY, D shi 116a6-b2; P si 135a7-b4）39 
第 1の病人は医師の処方 40を知らず、第 2〔の病人〕は〔医師の処方を〕誤って捉えている。 
例えば、下痢の者（'khrus pa41）に対して「米粥（'bras khu 42）を補給しなさい」と忠告したのに、

酸乳（zho ga chu 43）を補給したり、消化不良の者（drod chung ba 44）に対して「粉をかき混ぜたも
の（phye ma 45 sbyar ba）を漉して、三包（pho sum）に分けて飲み込みなさい」と忠告したのに、
分けることなく丸飲みしたり、同様に、「油を服用して（snum thong la 46）、このとおり下剤（bkru 
sman 47）を飲みなさい。飲んだ後にもこのとおり米粥や薄い粥（thug pa 48）などを、順次（少しづ
つ）、摂取しなさい」と忠告したのに、一日だけですべてを〔摂取〕してしまう 49。第 3〔の病人〕
は〔医師の処方を〕正しく捉えて〔いながら〕、無駄にしている者の如くである。彼らの中で、中間
の者が、最も悪辣／悪質である。こ〔の佛〕の教えに対しても、そうした 3〔種〕の人物がいるか
ら、彼らへの対治として、世尊は「聴け、よく、ただしく意を向け〔よ〕」〔という経句〕によって、
聴聞へと発奮させる。 
それゆえ、〔そのような〕病人のようになってしまっては適切でないから、敬意をもって法を聴く

べきである。 
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徳慧注（VyYṬ, D si 280b5-6; P i 167a1-3） 

彼らへの対治としてと詳述されているのは、彼らに対する対治〔という Tp.〕である。世尊は、
そうした 3〔種〕の人物の対治として、順序どおり「それゆえ、聴け」という〔経句〕によって、
聴聞へと発奮させる。〔そして、〕「よく、ただしく意を向けよ」という〔経句〕によって、よく、た
だしく意を向けることへと発奮させる。 

 
5.2.3 父を害する 3 種の患者（VyY, D shi 116b2-4; P si 135b4-6）50 

3〔種〕の患者は、父を害する。 
(1)食事を摂らない者、 
(2)適切でないものを食する者、 
(3)適切である食物を嘔吐する者である。 
同じく、煩悩をもつ患者たちも、法の父である佛陀を害する。 

(1)正法を聴かない者、 
(2)非如理作意〔をもって聴く〕者、 
(3)正しく作意しないせいで忘れる者である。 
それゆえ、法の父である佛陀を害することになってしまっては適切でないから、敬意をもって聴

くべきである。 
 
（徳慧注なし） 

 
5.2.4 5 つの利点（VyY, D shi 116b4-117a7; P si 135b6-136b3）51 
世尊は法を聴くことの 5 つの利点（*anuśaṃsā）を説かれた。(1)未だ聞いたことのないことを聞

くこと、(2)聞いたことに熟達すること 52、(3)疑念を捨てること、(4)見解を真っ直ぐにすること、(5)
智慧によって深い意味とことばを理解することである。53 
【問い】その中で、どのように、（1）未だ聞いたことのないことを聞くのか？ 
【答え】無始爾来の輪廻において、〔佛教〕以外のあらゆる教典（bstan bcos）では聞いたことのな
い、〔五〕蘊、〔十八〕界、〔十二〕処、〔十二支〕縁起、〔四〕聖諦、〔四〕念処、〔四〕正断、〔四〕
神足、〔五〕根、〔五〕力、〔七〕覚支、息念、学処、証浄の設定 54、雑染と清浄の諸法の、自〔相〕・
共〔相〕、顛倒のない因果の相の教示、我語取 55の断の教示、有学・無学の人物の区別と偉大性
（*māhātmya）、沙門果、〔八〕解脱、勝処、遍処、無諍、願智など、如来の〔十〕力、〔四〕無畏、
〔十八〕佛不共法の偉大性 56などを聞く。このようにして、(1)未だ聞いたことのないことを聞く。 
【問い】どのように、（2）聞いたことに熟達するのか？ 
【答え】佛陀の出世を、他の者たちから〔聴いた〕者、あるいは現に聴いたと語る者 57、あるいは、
有垢である者、彼は〔法を〕聴くことによって〔垢が〕除かれ、無垢にする。このようにして、聞
いたことに熟達する。 
【問い】どのように、（3）疑念を捨てるのか？ 
【答え】その心の中に疑い（*saṃśaya）が生じる者、彼は法を聴くことによって確信を得る。 
【問い】どのように、（4）見解を真っ直ぐにするのか？ 
【答え】それ（疑念）によって心の中に誤解（邪分別）が生じる者、彼は〔法を聴くことによって〕
正しく理解（分別）する〔ようになる〕。 
【問い】どのように、（5）智慧によって深い意味とことばを証得するのか？ 
【答え】縁起の法性を聞いて、法性を証得し、聖諦を現証する。 
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以上の 5 つの利点によって、3 つの慧が完全に浄化されることを示す。すなわち、(1)未だ聞いた
ことのないことを聞き、(2)聞いたことに熟達することにより、聞所成慧が完全に浄化される。 
(3)疑いが断ぜられ、(4)見解を真っ直ぐにすることにより、思所成〔慧〕が〔完全に浄化される〕。 
(5)智慧によって深い意味とことばを証得することにより、修所成慧が完全に浄化される。58 
これらの利点が現に見られるのだから、正法の聴聞に際して敬意をもって聴くべきである。 
 

徳慧注（VyYṬ, D si 280b6-281a5; P i 167a3-b2） 
設定と詳細に説かれている中で、この「設定」（*vyavasthāna）〔という語〕は、上述された蘊、界、

処などにそれぞれ係る。 
どのようにか。〔五〕蘊の設定、〔十八〕界の設定、〔十二〕処の設定、ないし、〔証〕浄に至るま

での設定である。それが設定である。 
〔五〕蘊、〔十八〕界、〔十二〕処などの、雑染と清浄の諸法の、適宜、自・共の相、顛倒のない

因果の相の教示も同様である。 
その、我語取 59の断の教示も、雑染と清浄の諸法についての設定である。〔それらについて、〕未

だ聞いたことのないことを聞くのである。 
欲取と見取と戒禁取の断の教示〔を聞くの〕ではない。なぜなら、外道たちでさえ、それの断を

説く〔からである〕。 
次のように経典にも 
 
誰であれ沙門あるいは婆羅門は（*ye kecic chramaṇā brāhmaṇā vā）、欲取と見取と戒禁取の断と
遍知を説くが、我語取〔の断と遍知を説くの〕ではない。60 

 
と出ている。 

有学・無学の人物ないし願智などをも聞く 61。 
(2)〔聞いたことに〕熟達するとは、無垢にするという意味である。 
 

5.2.5 4 つの利点（VyY, D shi 117a7-118a3; P si 136b3-137a8）62 
【問い】さらに、なぜ〔敬意をもって聴くべきであるの〕か？ 
【答え】世尊が、 

 
(1)聞いて、諸の道理（法）を知り、 
(2)聞いて、悪から遠ざかる。 
(3)聞いて、不利益を捨て、 
(4)聞いて、涅槃を得る。63 

 
と仰られたからである。 
【第 1解釈】【問い】その中で、どのように、（1）聞いて、諸の道理を知るのか？ 
【答え】この世において、ある者たちは、如来がお説きになられた法と律を聞いたならば、「正しい
戒、〔正しい〕定、〔正しい〕慧が説かれたが、それこそが道理であり、他の外教徒たちの説く、火
や水〔の中〕に入ること、断食、激しい苦行、傷害 64、祭式などを説くのは〔道理では〕ない」と
知る。 
【問い】どのように、（2）聞いて、悪から遠ざかるのか？ 
【答え】この世において、ある者たちは、如来がお説きになられた法と律において、増上戒学
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（*adhiśīlaṃ śikṣā）を聞いたならば、それ（増上戒学）に依ることによって、悪行から遠ざかる。 
【問い】どのように、（3）聞いて、不利益を捨てるのか？ 
【答え】この世において、ある者たちは、如来がお説きになられた法と律において、増上心学
（*adhicittaṃ śikṣā）を聞いたならば、それ（増上心学）に依ることによって、愚者たちが利益（*artha）
と想っている、〔実際は〕不利益となる、諸の欲望の対象（*kāma）を捨てる。 
【問い】どのように、（4）聞いて、涅槃を得るのか？ 
【答え】この世において、ある者たちは、如来がお説きになられた法と律において、増上慧学
（*adhiprajñaṃ śikṣā）を聞いたならば、それ（増上慧学）に依ることによって、漏尽（*āsravakṣaya）
を現証する。 
これ（当該偈）によって、正法を聴くことの 4種の利点、〔すなわち〕(1)正見を得ること、〔それ

ぞれ〕三学に正しく依ることによって、(2)悪を超克すること、(3)欲望の対象を超克すること、(4)
再有（*punarbhava）を超克することがあると、順次、示された。 
【第 2解釈】また、煩悩を打ち破るという原因によって、4種の利点、〔すなわち〕(1)正見を得るこ
と、(2)業の汚れ（*karmasaṃkleśa）を超克すること、(3)煩悩の汚れを超克すること、(4)生の汚れを
超克することがあると示された 65。 
【第 3解釈】さらに、4種〔の利点〕がある。(1)如来がお説きになられた法と律への信を得ること、
(2)出家すること、(3)感官の門を守ることという順序次第によって第四静慮に至るまで〔を得ること〕
である。彼は、欲界離貪のために、障碍を捨て、(4)聖諦を如実に知ることという次第によって漏尽
に至るのである。『ニャグローダ〔経〕』66などの諸経典によって論証すべき 67である。 
このとおり、多種の利点が現に見られるということから、敬意をもって法を聴くべきである。 
 

徳慧注（VyYṬ, D si 281a5-284a5; P i 167b2-171b1） 
【第 1解釈】さらに、なぜ敬意をもって聴くべきであるのか？ これによってとは、この偈によって。 
どのように順次であるのか。(1)正見を得ることが、 
 

(1)聞いて、諸の道理を知り、 
 

というこの句によって示された。 
増上戒学に正しく依ることによって、(2)悪を超克することが、 
 

(2)聞いて、悪から遠ざかる。 
 

というこの句によって示された。 
増上心学に正しく依ることによって、(3)欲望の対象を超克することが、 
 

(3)聞いて、不利益を捨て、 
 

というこの句によって示された。 
増上慧学に正しく依ることによって、(4)再有を超克することが、 
 
(4)聞いて、涅槃を得る。 
 

というこの句によって示された。 
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【第 2解釈】また、煩悩を打ち破るという原因によってであり、欲望〔の対象〕を打ち破るという
原因によってではない。次のように、この世において、ある者たちはと詳細に説かれており、ない
し、(3)〔実際は〕不利益となる、諸の欲望の対象を捨てるに至るまで、直後に説かれたからである。
4つの句によって、順次、(1)正見を得ること、と詳細に説かれた 4種の利点が示された。 
【第 3解釈】さらに、4 種の利点が示された。第 1句によっては(1)信を得ることが。第 2句によっ
ては(2)出家することが。第 3句によっては(3)感官の門を守ることという順序次第によってと詳細に
出ている。第 4句によっては(4)聖諦と詳細に出ている。 

『ニャグローダ〔経〕』などの諸経典によって論証すべきである。 
どのようにか。 
 
［1］ニャグローダよ、この世間において、教主である如来・阿羅漢・正等覚・明行足・善逝・
世間解・無上調御丈夫・天人師・佛・世尊が、この世間にお生まれになり、初め善く、中程善
く、終わり善く、意味が明瞭な、表現が明瞭な法を説かれ、純一な、〔円満な、〕完全に清浄な、
完全に浄化された梵行を示された。およそ家長であれ、あるいは家長の息子であれ、その法を
聴くならば、68かの者は、その法を聞いた後、信を得る。 
（以下略）69 

 
以上のとおり、『ニャグローダ経』によって、如来がお説きになられた法と律に対する信の獲得と、
出家ないし漏尽に至るまでが論証された。 
〔『ニャグローダ経』〕などということばによっては、別の経、〔すなわち〕『ガナカ』（Gaṇaka）70

などの経によっても論証すべきである。 
このとおり、多種の利点が現に見られるということからである。何をか。 
 

(1)聞いて、諸の道理を知り 
 

と詳細に出ているのを、である。敬意をもって法を聴くべきである。 
 
（未完） 
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註
 

1 第 5 章を対象とした先行研究に、前四章における経典解釈法との対比により第 5 章の位置付けを確認し
た HORIUCHI 2008, チベット訳としてのみ残されている『頌義集』（Gāthārthasaṃgraha）の第 10 偈注釈箇
所と第 5 章の並行関係を指摘した SKILLING 2000: 325-365 がある。『頌義集』は『頌集』（Gāthāsaṃgraha）
に対する作者不明の散文注であり、『頌集』の第 10 偈＝Uv(tib.) 22.6 に対する注釈に際し『頌義集』で
は全 11 節にわたり詳細に注釈が施されるが、それらはほぼ全面的に『釈軌論』第 5 章からの引用であ
る（→5.2.5）。したがって、その『頌義集』第 10 偈注釈箇所の独訳研究を含む SCHIEFNER 1879 も第 5 章
の先行研究としての側面を併せ持つ。堀内 2005 も参照。同様に、『プトン佛教史』も第 5 章からの引用
が多いため、その英訳研究である OBERMILLER 1931 も先行研究としての側面を併せ持つ。 

2 『釈軌論』の第 1 章から第 4 章は「目的」「要義」「語義」「関連」「論難・答釈」からなる 5 つの形式に
沿ってその全体が立論されている。そして、この第 5 章冒頭の「論難・答釈という形式についても説明
し」は「答釈」（15）に相当する先の第 4 章の説明が完了したことを示す。 

3 第 5 章に先行する前四章の主題が「経典解釈」であることを示す。なお、佛説論と佛身論が論じられる
第 4 章では「経典解釈」が直接には主題化されていないものの、前注に記したとおり、第 4 章は「論難・
答釈」のうち最後の「答釈」（15）に位置づけられている。そのため、ここでは第 4 章の主題も「経典
解釈」に統合されている。 

4 brgal zhing brtag par bya の対応梵語として Negi s.v.は paryanuyojyam を挙げる。それゆえ当該箇所を「…
を引用した後、よく調べるべきだ（paryanuyojya）」と訳出することも可能であるが、そうであれば次の
文に置かれた lan/*parihāra の意味が不明瞭となってしまう。したがって、ここでは*parihāra と対比させ
*codya を強調し、「詰問」と訳した。paryanuyojya については『倶舎論』（Abhidharmakośabhāṣya）「破我
品」に次の用例がある。 
AKBh 471.10-11; AKBh(L) 112.2-3: pudgalas tu paryanuyojyaḥ kiṃ kāraṇaṃ bhagavān jīvantaṃ pudgalam astīti 
vyākaroti paraṃ maraṇān na vyākarotīti. 
AKBh(chi.)：応作～問、応詰 
AKBh(tib.): brgal (brgal] D; rgal P) zhing brtag par bya ste | 

5 gus par mnyan pa [dang ldan pa], *śuśrūṣā/*śuśrūṣamāṇa. 第 5 章の中心課題となるこの術語の出典は、『釈軌
論』を見る限り『広義法門経』である。AvDh 5.3 śuśrūṣamāṇena, gus par nyan pa に相当する、安世高によ
る漢訳は「爲耳聽」、眞諦による漢訳は「欲樂」である。さらに、『釈軌論』関連文献におけるチベット
訳例は、『釈軌論』では sri zhu, 徳慧注では nyan par gus pa である。音訳である sri zhu は gaurava（尊重）, 
pūjā（恭敬）, bhakti（信愛）にも充てられる訳語でもある（Negi s.v.）。なお、『広義法門経』では§5 の
他、名詞形 śuśrūṣā の用例は 8.5（智慧を成熟させる徳目として）、20.9（不浄想を強化する徳目として）、
32.8（如理作意に資する徳目として）の 3 箇所にある。SWTF s.v. śuśrūṣā も併せて参照。 

6 第 1 章に置かれる総括偈第 2 偈の再出である。ヴィールヤシュリーダッタの『決定義経注』
（Arthaviniścayasūtranibandhana）からサンスクリットが回収される（AVSN 写本の略号については堀内
2018: nt. 4 を参照）。Cf. AVSN 72.4-5: 
śrutvā sūtrasya māhātmyaṃ śrotur ādarakāritā | 
śravaṇodgrahaṇe1 syād ity2 ādau vācyaṃ3 prayojanam || 
 1 -odgrahaṇaṃ Ms, SAMTANI; -odgrahaṇe G, N, T Mss. 3 写本に従い SAMTANI Ed. を訂正する。 
 2 syād iti Ms, G Mss., SAMTANI; syātām N, T Mss. 
 3 vācāṃ SAMTANI; vācyaṃ Ms, G, N, T Mss. 4 写本に従い SAMTANI Ed. を訂正する。 
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7 yang dag par 'dzin du gzhug pa. その原語は samādāpana と推測される。第 1 章では yang dag par len du gzhug 
pa がこの語に対応していたが、この語のチベット訳例は一定していない。以下の用例を参照。 
Mvy(S) 6833; Mvy(IF) 6802: samādāpayati, yang dag par 'dzin du 'jug gam byed du 'jug;  
Negi s.v.v., yang dag par 'dzin du 'dzud pa: samādāpanam; yang dag par 'dzin du gzhug pa: samādāpanī(BoBh); 
yang dag par 'dzin du gzud pa: samādāpanam. 
 なお、BHSD s.v. samādāpayati は、incites (to)の訳語を充て、with loc., which seems to imply weakening of 
the orig. lot. mg.という。ちなみに、『釈軌論』でも以下の箇所に gang la とあり、そこでもこれの類似語
は loc.をとるようである。 

8 ここに「3 種〔の話〕」とあるのは不可解である。『釈軌論』本論の趣旨は、説法者が、落ち込みによっ
て心が沈んだ者たちに対して「珍奇な話」をし、居眠りによって心が沈んだ者たちに対して「面白い話」
をする、というものであろう。そのため、正しくは「2 種〔の話〕」であると思われる。詳細は次注を参
照。 

9 『釈軌論』本論の後出箇所（§5.3.0）からの先取り引用であるが、些か問題がある。本論の後出箇所に
は「落ち込んでいる者・居眠りをする者たちに対し、心を明瞭にするため、〔それぞれ、〕好奇心が生じ
る〔話〕・面白い話をするべきである」（VyY, D 129a5-6, P 150a3-4: rmugs pa dang gnyid dang ldan pa dag la 
sems gsal(gsal] D; bsal P) bar bya ba'i phyir ya mtshan skye ba'am | rab tu dga' ba'i gtam bya'o ||）とあり、説法
者が、落ち込んでいる聴衆に対しては珍奇な話によって好奇心を生じさせ、居眠りをする聴衆に対して
は面白い話によって心を明瞭にさせること（眠気を取り除くこと）が簡潔に述べられる。世親による記
述を整理すれば以下のとおり。 

聴衆のふるまい 
個々のふるまいに起
因する聴衆の状態 

効果的な話 説法師が当該の聴衆に話をする目的 

落ち込む 心が沈んでいる 珍奇な話 
心を明瞭にさせる（好奇心を生じさせ
る）ため 

居眠りする 心が沈んでいる 面白い話 
心を明瞭にさせる（眠気を取り去る）
ため 

誤解する 心が乱れている 厭離の話 
心をひとつの対象に集中させる（心一
境性を行わせる）ため 

それに対し、徳慧注の先取り引用文では、居眠りをしたり、落ち込んでいたりと、心が沈んでいる聴衆
に対して、厭離の話をもすべきであると記されており、本論と整合しない。したがって、徳慧注にある
rmugs pa dang gnyid kyis sems zhum pa rnams la rnam pa gsum dag gis(gis] D; gi P) gus par mnyan pa dang ldan 
pa bshad par bya'o および gnyid dang rmugs pa dang ldan pa rnams la ya mtshan skyes(skyes] P; skyed D) pa'am | 
rab tu dga' bar bya ba'am | skyo ba'i gtam bya ste(bya ste] em.; byas te DP)の下線箇所は、徳慧による誤解であ
る可能性もある。徳慧注の内容を整理すれば以下のとおり。 

聴衆のふるまい 
個々のふるまいに起
因する聴衆の状態 

効果的な話 
説法師が当該の聴衆に話をす

る目的 

落ち込む・居眠り 心が沈んでいる 
珍奇な話・面白い話・

厭離の話 
心を明瞭にさせるため 

誤解する 心が乱れている 厭離の話 
心をひとつの対象に集中させ

るため 
 

10 『釈軌論』本論の後出箇所（§5.3.0）からの先取り引用であるが、僅かに語句の出入りがある。 
cf. VyY, D 129a6, P 150a4: sems rnam par g-yeng ba rnams la skyo bar bya ste | skyo bar gyur pa(gyur pa] P; 
'gyur ba D) rnams la(la] D; om. P) sems rtse gcig pa nyid du bya ba'i phyir ro || 
cf. VyYṬ, D 278b4, P 164a6-7: sems g-yeng ba(g-yeng ba] P; g-yengs pa D) rnams la skyo ba'i gtam bya ste | 
skyo ba rnams sems rtse gcig pa nyid du bya ba'i phyir ro || 
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11 yang dag par 'dud pa. Negi s.v.によれば、sanniyojayati, niyojayati, samādāpayati, samādapeti, sanniyojanamな
どの訳例がある。ただ、これは*sam-ā√dāへの語注と推測されるため、その関連語を除けば、原語は
saṃniyojayati, niyojayati（またはその行為名詞形）あたりであろう。ni√yujは、Apteによれば、caus.の場
合、to incite, urgeの意味があり、この文脈にも一致する。つまりこの箇所は、samādāpana = saṃniyojana
であることを示す注釈であり、ともに「発奮させる」「鼓舞する」などを意味する。 

12 dbyangs kyi yon tan lnga po, *pañcāṅgopeta-svara. Avś I 258.13などに言及がある。 

13 Cf. SWTF s.v. śru. 

14 この記述は「5つの要件をそなえた御声をもつ佛陀ですら、その勝れた御声によって聴衆は自ずから敬
聴するであろうにもかかわらず、あえて、さらに「それゆえ、聴け、よく、ただしく意を向けよ」とい
うのであるから、そうした御声をそなえていない我々が聴衆に「敬意をもって法を聴け」と説くべきで
あることは言うまでもない」という趣旨であろう。 

15 sdud par byed pa'am 'jig rten pa'i don gzhan ma yin par rig par bya'o ||. *samādāpana, *saṃniyojanaの意味は、
「結集者」すなわち佛典における用法と、世間一般における用法との間では意味が異ならない、つまり
同じ意味であるとの注釈であろう。 

16 ここで言及される「経節」は徳慧注第 2章経節（66）に引用される『5つの要件をそなえた御声の解説』
（gSung dbyangs yan lag lnga dang ldan pa'i bshad pa）を指すであろう。堀内 2016: 128, fn. 846を参照。 

17 出典は『広義法門経』（Arthavistara）である。本経は有部阿含において Dīrghāgamaの第 2経として配置
されている。当該箇所に先行して、『釈軌論』第 2章経節（62）において詳細な語義解釈および解説（説
法者の 20のあり方がいかなる過失の対治であるか）が与えられている。堀内 2016: 115f.を参照。以下、
HARTMANN 1991による再構成テクストを示す（ただし、丸括弧内のローマ数字は筆者らが加えたもの。
以下の引用においても同様である）。 
AvDh 4: kathikenāyuṣmanto /// (16.4) dhārmīṃ kathāṃ /// (14.5) katamair viṃśatibhis tadyathā (i) kālena (2.a) 
kathā kara/// (ii) (satkr̥tya) (iii) (anupūrvam) ... 

18 聴法の 16のあり方のうち、（ii）について、『釈軌論』における訳例は gus pa, 徳慧注における訳例は bkur 
stiである。また（iii）について、『釈軌論』における訳例は sri zhu, 徳慧注における訳例は nyan par gus pa
である。このように訳例は異なるが、原語はそれぞれ(ii) satkr̥tya, (iii) śuśrūṣamānaとして同一であると推
測される。 

19 出典は同じく『広義法門経』である。当該箇所に先行して、『釈軌論』第 2章経節（63）において詳細
な解説（聴法者の 16のあり方がいかなる過失の対治であるか）が与えられている。堀内 2016: 120f.を参
照。以下、HARTMANN 1991による再構成テクストを示す。(iii)以下は注 35を参照。 
AvDh 5: ///(17.a) śro(tavyaḥ katamaiḥ ṣoḍa)śabhiḥ (i) kālena dha(rmaḥ śrotav)(19.u)y(aḥ) (ii) satkr̥tya (iii) 
śuśrūṣa(māṇena) ... 

20 第 2章の訳注研究である堀内 2016: 115f.を参照。 

21 第 2章の訳注研究である堀内 2016: 120f.を参照。 

22 Theg pa chen po'i mdo sde bsdus pa. 当該の経典については出典が不明である。ただし興味深いことに、世
親の説明による限り、以下の引用は「4種の〔猟〕犬の如き 4種の人物」（注 25を参照）および『広義
法門経』における「聴法者の 16のあり方」を前提としている。 

23 bye brag byed pa'i sems. 

24 五蓋の「貪り」（rāga）、「怒り」（pratigha）、「疑念」（vicikitsā）の 3者に加え、styāna-middhaを「落ち込
み」と「居眠り」とのふたつに分け、auddhatya-kaukr̥tyaを「浮つき」と「後悔」とのふたつに分けると
合計 7になり、それが「〔最初の〕7句」に対応する。 

25 [rgon pa'i] khyi lta bu'i gang zag bzhi. おそらくは Ekottarikāgamaに含まれる経典と推測されるが、現時点
では出典を比定できていない。 
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26 （a）適切でない時に大便をする猟犬の如き人物と、（b）〔猟師の〕弾指を眺める猟犬の如き人物と、（c）
周囲を眺める猟犬の如き人物を指す。徳慧注を参照。 

27 （d）堅実に理解する猟犬の如き人物を指す。徳慧注を参照。 

28 猟犬の如き人物（a）（b）（c）の対治が、『大乗経典集／摂大乗経』における 27の心のうち(8)(9)(10)であ
るという趣旨であろう。整理すれば以下のとおり。 

猟犬の如き人物の類型 
説法時における当該の人物のふる

まい 
そのふるまいの対治となる心 

（a）適切でない時に大便をす
る猟犬の如き人物 

欲望・瞋恚・害意の思いめぐらし
を思惟する 

(8)善なる心 

（b）〔猟師の〕弾指を眺める猟
犬の如き人物 

説法者の顔・弾指を眺め、説法者
の話を理解しない 

(9)理解する心 

（c）周囲を眺める猟犬の如き
人物 

説法者の話を理解しても忘れる (10)敬う心 

このうち、（c）説法者（および説法者が語る法）に対する「敬い」が教法の忘失を防ぐとする点は、次
節にて取り上げる「3種の器」に平行する『縁起経論』に確認される（3）「敬意をもたずに把握された
〔教え〕は保持されないから」と一致する。つまり、徳慧が引用する『広義法門経』にも記されている
ように、聴き手に説法者および説法者が語る法に対する「敬意」がある場合、教法の忘失は起こりにく
いと捉えられているようである。注 38を参照。 

29 ここでの「戒」は「説法者が戒を保っているかどうかは不問に付す」という意味であろうか。その説法
者の語る内容が正しいものであれば、その説法者が持戒者であるかどうかは不問に付すべきだとの意味
であろうか。あるいは、「戒」とは説法者の振る舞いや性格を指すであろうか。 

30 説法者が口授する、文言の精確でないテクストに含まれる勝れた内容に依拠する心という意味であろう
か。 

31 世親による以上の解説を要約すれば、『大乗経典集／摂大乗経』に説かれる「27の心」について、（1）-
（7）が五蓋の除去に、（8）-（11）が「4種の〔猟〕犬の如き 4種の人物」に、（12）-（27）が『広義法
門経』における聴法の 16のあり方に対応する。 

32 以上 3つは、いわゆる欲尋、恚尋、害尋。 

33 当該箇所のみ、rngon pa'i khyi dus ma yin par rtug pa'i gang zag lta buというように lta buが末尾の位置にあ
るが、他の箇所（四例）では rngon pa'i khyi dus ma yin par rtug pa lta bu'i gang zagとある。このように lta 
buの位置は異なるものの、ここでは同一原語とみなし、訳語を変えることはしない。 

34 AvDh, AvDh(tib.)では(xii)と(xiii)の順序が反対である（HARTMANN 1991: 349, 12)の指摘）。徳慧注の所引経
文は、第 2章における引用例も含めてこの順序であり、『釈軌論の百経節』（Vyākhyāyuktisūtrakhaṇḍaśata）
も徳慧注と同様である。 

35 『釈軌論』第 2章経節（63）の注釈に際して徳慧自身が引用する経文（VyYṬ, D si 210a7-b2, P i 81b5-8）
とほぼ同一である。堀内 2016: 120f. を参照。以下、HARTMANN 1991による再構成テクストを示す。 
AvDh 5: ... śro(tavyaḥ katamaiḥ ṣoḍa)śabhiḥ (i) kālena dha(rmaḥ śrotav)y(aḥ) (ii) satkr̥tya (iii) śuśrūṣa(māṇena) 
(iv) (anasūyatā) (v) (anuvidhīyamānena) (vi) (anupālambhaprekṣiṇā) (vii)(dharme gauravam upasthāpya) (viii) 
(dharmakathi)ke pudgale gaurav(am) upasthāpya (ix) dharmam aparibhavatā (x) dharma(kathikaṃ pudgalam 
aparibhavatā) (xi) (ātmānam apa)ribhavatā (xii) ek(āgracittena) (xiii) (ājñācittena) (xiv) (avahitaśrotre)ṇ(a) (xv) 
samāvarjitamānasena (xvi) sarvacetasā (samanvāhr̥tya dharmaḥ śrotavyaḥ). 

36 当該箇所は後代の文献によく引用される箇所である。SAMTANI 1971: 83-84, fn. 8; SKILLING 2000: 301-302, 
fns. 9, 10, 11, 12が指摘するように、『現観荘厳光明論』（Abhisamayālaṃkārālokā, AAĀ(W) 137.26-138.6; 
AAĀ(V) 333.6-12）、『決定義経注』（AVSN 83.3-13）、『頌義集』（GAS, D 243a2-4）などに引用されている。

 

134　　�世親作『釈軌論』第５章翻訳研究（1）



 

 

 

何れも『釈軌論』当該箇所を参照した上での記述であろう。さらに、『プトン佛教史』（Bu ston chos 'byung 
44.20-45.1, OBERMILLER 1931: 79）、ツォンカパの『菩提道次第小論』（Lam rim chung ngu 38.20-39.9）にも
引用される。ツルティム・藤仲 2005: 42, no.6では関連資料として『縁起経論』（Pratītyasamutpādavyākhyā）
が挙げられているが、ツォンカパによる記述は両文献を総合したものと推測されるため、そこに『釈軌
論』を加え得る。 

37 AN 3.3.30に類似した内容がある（浪花 2017: 40-42を参照）。おそらく世親は AN 3.3.30と平行する
Ekottarikāgamaに基づきこの喩えを着想したと推測されるが、残念ながら Ekottarikāgamaの残存するサ
ンスクリット写本に対応箇所は見い出されないため、出典は不詳である。 

38 『釈軌論』と同趣旨の記述が『縁起経論』（サンスクリット写本残存箇所）に確認される。その趣旨は
何れも「それゆえ、聴け、よく、ただしく意を向けよ」（tac chr̥ṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasi kuruta）と
の定型句に対する注釈の形を採り、定型句を「聴け」「よく〔意を向けよ〕」「ただしく意を向けよ」と
三区分し、それぞれの句が聴聞者の三類型に対応すると世親は解釈する。 
PSVy 613.15-614.6: tad ity ayaṃ nipāto vākyopanyāse tasmādarthe ca. śr̥ṇuteti śrotrāvadhāne prayojayati. 
sādhu ca suṣṭhu ca manasi kurutety aviparītādaragrahaṇe. parṣado deśanābhājanatvāpādanārtham. anyathā hi 
deśanāyāḥ sāphalyaṃ na syāt tribhir doṣaiḥ. ākṣepadoṣeṇa vyañjanasyāśravaṇāt. prajñādoṣeṇa vā 
viparītavyañjanārthagrahaṇāt, svastyariṣṭādivat. mandacchandadoṣeṇa vānādaro1dgr̥hītasyādhāraṇāt. 
parāṅmukhāśucichidrabhājaneṣu vr̥ṣṭyasāphalyavat tadapraveśavaikr̥tyānavasthānataḥ. 
「「それゆえ（tad）」というこれは、文章の添加〔の意味〕で、そして、それゆえという意味で〔用いら
れる〕不変化詞 2である。「（1）聴け」とは、（1）耳を傾けることへと〔聴衆を〕誘導する（prayojayati）。
「（2）よく、（3）ただしく意を向けよ」とは、（2）顛倒なく、（3）敬意をもって把握することへと〔聴
衆を誘導する〕。聴衆を教えの器たるものとするためである。というのは、そうでないなら、3つの過失
によって、諸の教えが実りあるものとならないであろうからである。（1）散漫の過失によっては、音節
を聴かないからである。（2）智慧の過失によっては、顛倒した音節の意味 3を把握するからである。ス
ヴァスティ（吉兆）とアリシュタ（死の前兆、死相）などのように。（3）弱い意欲という過失によって
は、敬意をもたずに把握された〔教え〕は保持されないからである。〔あたかも、〕（1）口が下を向いた・
（2）不浄な・（3）穴の空いた器に対しては、雨水が実りあるものとならないように。それ（器）の中
には、〔雨が〕入らず・変化してしまい・留まらないからである。」 

1 anāgraho-をチベット訳に基づき anādaro-に訂正する。PSVy, D 3b1, P 3b7: ma gus pas (bzung ba mi 'dzin 
pa'i phyir ro ||). Cf. AVSN 83.9: anādarodgr̥hītasyāsaṃdhāraṇāt. 

2この「不変化詞」（nipāta）との一語は、サンスクリット写本断片にはあるがチベット訳（『縁起経論』
本論・徳慧注）にない。ただし本論の当該箇所を参照したと思われる『決定義経注』の記述には nipāta
の一語が含まれているため（AVSN 83.4）、チベット語への翻訳に際して用いられたサンスクリット
写本に欠落していた可能性もある。 

3 『縁起経論』本論のチベット訳では PSVy, D 3a7, P 3b6: yi ge daṅ don phyin ci log tu 'dzin pa'i phyirと
あるが、徳慧注のチベット訳では PSVyṬ, D 74a7, P 87a4: yi ge'i don phyin ci log tu 'dzin pa'i phyirであ
る。喩例として取り上げられている svastiと ariṣṭaとは、意味は正反対であるものの音節が正反対で
あるわけではないため、徳慧注の読みを採る。 

39 AN 3.3.22に類似した内容がある。浪花 2017: 28-29を参照。 

40 医師による「飲食物の規定」（annapānavidhi）は、『チャラカサンヒター』では第 27章（矢野 1988: 191f.）
に、『スシュルタサンヒター』では第 1篇第 46章（大地原 1993: 201f.）にある。 

41 'khrus paの原語は不明。『チャラカ』『スシュルタ』において「下痢」を示す用語は atīsāra. 

42 Negi s.v.によれば、推定原語は ācāma, bhaktamaṇḍa, tanḍūlodakaなど。下痢時に摂るべき適切な飲食物に
ついて、『スシュルタ』第 6篇第 40章は「それ（絶食）の後、消化剤を混ぜた粥などの食事が適切であ
る」（SS 6.40.25cd: tataḥ pācanasaṃyukto yavāgvādikramo hitaḥ ||, 大地原 1993: 723）；「嘔吐が終わった後は、
一般に淡白なる食物を食すべく、酪漿（khaḍayūṣa）粥にピッパラなどを混ぜたものを服用すべし」（SS 
6.40.27: kāryaṃ ca vamanasyānte pradravaṃ laghubhojanam | khaḍayūṣayavāgūṣu pippalyādyaṃ ca yojayet ||, 
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大地原 1993: 723）という。『チャラカ』第 2章 19節は「五根よりなる粥は、ヴァータ性の下痢に際して
飲まれる」（CS 2.19: peyo savāte pāñcamūlikī ||）という。この五根について矢野 1988: 21, n. 11は「五根と
は śālaparṇī, pr̥ṣṇiparṇī, br̥hatī, kanthakārī, gokṣuraの 5つ」と注記する。 

43 Negi s.v.によれば、推定原語は dadhimaṇḍa. 

44 Negi s.v.によれば、推定原語は mandāgni. 

45 Negi s.v.によれば、推定原語は cūrṇi, vicūrṇi, kaṇa, raja, parāga, manthā. 

46 あるいは「油を塗って」（snum thong la）。 

47 Negi s.v.によれば推定原語は virecana, vireka. 

48 Negi s.v.によれば推定原語は yavāgū, peyāなど。何れも病人用の薄い粥ないし漉さないままの米の粥を指
す。『チャラカ』第 2章には 28種の yavāgūの分類があり（矢野 1988: 21f.）、第 27章 250節以下には peyā
の分類がある（矢野 1988: 21f.）。 

49 当該箇所は難解であるため、チベット訳文を提示しておく。(2) gnyis pas ni nyes par bzung ste | dper na 
'khrus pa la 'bras khu lud cig ces bsgo ba las | zho ga(ga] D; kha P) chu blud pa dang | drod chung ba la phye ma 
sbyar ba las phyung ste | pho sum re re 'goms shig ces bsgo ba las | rgyun mi 'chad par thams cad 'gams pa dang | 
'di ltar snum thong la 'di ltar bkru sman 'thungs shig || 'thungs nas kyang 'di ltar 'bras khu dang | thug pa la sogs pa 
rim gyis longs spyod cig ces bsgo ba las | nyi ma gcig nyid la thams cad byas so || 

50 当該箇所は『頌義集』（GAS, D 242b5-7/243a1）、『プトン佛教史』（Bu ston chos 'byung 45.1-3, OBERMILLER 
1931: 79）に引用されている。 

51 当該箇所は『プトン佛教史』（Bu ston chos 'byung 4.10-16, OBERMILLER 1931: 9-10; 上野 2018）に要約的に
引用されている。 

52 yongs su byang ba. 蔵漢大辞典 p. 1873, および堀内 2016: 69, fn. 450（そこに 2箇所出る sbyangは byang
の誤り）を参照。 

53 『増阿』36.1（第二十八巻、聽法品第三十六第一経）および 52.5（第五十一巻、大愛道般涅槃分品第五
十二第五経、T2, 825c22-29）と平行する。以下は前者：T2, 702c23-703a1: 聞如是。一時佛在舍衞國祇樹
給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。隨時聽法有五功徳。隨時承受不失次第。云何爲五。（1）未曾聞者便得聞
之、（2）以得聞者重諷誦之、（3）見不邪傾、（4）無有狐疑、（5）即解甚深之義。隨時聽法有五功徳。是
故諸比丘。當求方便隨時聽法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞。佛所説。歡喜奉行。 
パーリ平行経は AN 5.21.202, Dhammasavaṇasuttaである。AN Ⅲ 248.2-6: pañcime bhikkhave, ānisaṃsā 
dhammasavaṇe. katame pañca. (1) assutaṃ suṇāti, (2) sutaṃ pariyodapeti, (3) kaṅkhaṃ vihanati, (4) diṭṭhiṃ ujuṃ 
karoti, (5) cittam assa pasīdati. ime kho bhikkhave, pañca ānisaṃsā dhammasavaṇe ti. 
『成実論』巻一六にも引用される。T32, 366c21-25: 又経中説聞法五利、（1）未聞則聞（2）已聞明了（3）
断疑（4）正見（5）以慧通達甚深義趣。未聞則聞已聞明了是名聞慧。斷疑正見是名思慧。以慧通達是名
修慧。 
「摂釈分」にも引用される。T30, 755a27-b3: 復有五因、謂（1）我當聞所未聞、（2）我當聞已研究、（3）
我當除斷疑網、（4）我當棄背諸見、（5）我當以慧通達一切甚深句義。諸佛世尊説此五種、顯聞思修三所
成慧清淨方便。謂初二種顯聞所成慧、次二種顯思所成慧、後一種顯修所成慧。（『顕揚聖教論』T31, 540b17-21
とほぼ同文である。チベット訳では VyS, D hi 58a4-8, P yi 69a2-5に該当する） 

54 徳慧注によれば、「設定」（rnam par gzhag pa, *vyavasthāna）は「蘊」ないし「証浄」のすべてに係る。 

55 徳慧注にしたがって「我見取の」（bdag tu lta ba'i VyY(DP)）を「我語取の」（bdag nyid du smra ba'i VyYṬ(DP)）
に訂正する。 

56 この che ba'i bdag nyid (*māhātmya)を「沙門果」から「佛不共法」までに係るものとみなす。 

57 原文は sangs rgyas 'byung ba gzhan dag las sam | 'dir thos par(par] P; pa D) brjod dam |. わかりにくい。 
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58 上記の『成実論』、「摂釈分」も「聴聞の 5つの利点」を三慧に配当している。 

59 『釈軌論』本文は「我見取」であるが、徳慧注の「我語取」が正しい。 

60 『中阿』103「師子吼経」、T1, 591a28-b1: 復有沙門梵志施設斷受。然不施設斷一切受。施設斷欲受戒受
見受。不施設斷我受。; 『摂事分』「沙門」, T30, 854b7-9: 其我語取於一切時、一切外道悉皆共有、是故
外道於自於他、我語取中、皆不施設斷遍知論。（向井 1985における科段では VI.1.iに相当する） 

61 thos par 'gyur ro] em.; thob par 'gyur ro VyYṬ(DP) 

62 『釈軌論』の当該箇所は『頌義集』に引用され（第 1解釈は GAS, D 237b3-7, 第 2解釈は D 240a6-7）、
また、プラジュニャーヴァルマンの『ウダーナヴァルガ・ヴィヴァラナ』にも引用される（Uvv II 629-631）。
双方の内容は『釈軌論』の記述をそのまま援用したものである。さらに、『プトン佛教史』には当該箇
所を要約した記述があり（Bu ston chos 'byung 3.18-4.9, OBERMILLER 1931: 9; 上野 2018）、そのプトンによ
る要約が『菩提道次第小論』に踏襲されている（Lam rim chung ngu 36.20-37.7, ツルティム・藤仲 2005: 41）。 

63 『釈軌論』の当該箇所に引用され、Uv 22.6に平行するこの韻文は、『ウダーナヴァルガ』の第 2系統に
一致する。『瑜伽師地論』所引偈よりサンスクリットが回収されている（Śarīrārthagāthā 22）。 
śrutvā dharmāṃ vijānāti śrutvā pāpaṃ nivarttate | 
śrutvā hy anarthaṃ tyajati śrutvā prāpnoti nirvr̥tim || (ENOMOTO 1989: 30-31) 
第 1系統の Uv 22.6（BERNHARD Ed.）は以下のとおり。第 2系統とは b句と c句がそれぞれ異なる。 
śrutvā dharmāṃ vijānāti śrutvā pāpaṃ na sevate | 
śrutvā hy anarthaṃ varjayate śrutvā prāpnoti nirvr̥tim || 

64 宗教的行為の一環として、殺人を犯したりすること。 

65 煩悩・業・生の汚れ（saṃkleśa）を三種雑染という。 

66 この『ニャグローダ〔経〕』は第 2章経節（3）にも言及・引用される（堀内 2016: 10, fn. 72を参照）。出
典は不詳であるものの、徳慧が引用する箇所を見る限り、『長阿含』「戒蘊品」に属する諸経典と同じ戒
蘊定型句をもつ。そのため、『破僧事』（Saṅghabhedavastu, 『沙門果経』相当箇所）、または『薬事』
（Bhaiṣajyavastu, 八尾 2013: 164f.）などから平行するサンスクリット・チベット訳文を、ある程度回収
し得る。 
なお、「ニャグローダ」（尼倶陀／尼拘陀）と呼ばれる人物が対告衆である経典として『長阿』5「散陀
那経」（DN 25, Udumbarikasīhanādasutta）、単独経典『尼拘陀梵志経』（T no.11）があるものの、徳慧注
所引の経文と全く一致しない。 

67 bsgrub par bya. 「理解すべき」とも訳し得るが、ここでは説法者（の予備軍）に対する、世親による「『ニ
ャグローダ経』を引用した上で論証せよ」との指示であると解釈し、「論証すべき」と訳した。 

68 以下に『破僧事』における平行箇所を引用する。<>はサンスクリット写本の校訂者である R. GNOLIによ
る補いであることを示す。SBhV Ⅱ 230.11-17: iha mahārāja śāstā loka utpadyate <tathāgato 'rhan 
samyaksaṃbu>ddhaḥ vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavid anuttaraḥ puruṣadamyasārathiḥ śāstā 
devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavān, sa dharmaṃ deśayati, ādau kalyāṇaṃ madhye kalyāṇaṃ paryavasāne 
kalyāṇaṃ svarthaṃ suvyañjanaṃ kevalaṃ paripūrṇaṃ <pariśuddhaṃ> paryavadātaṃ brahmacaryaṃ praśāsayati, 
taṃ dharmaṃ śr̥ṇoti gr̥hapatir vā gr̥hapatiputro vā. 

69 徳慧注では当該箇所以下、かなりまとまった分量の『ニャグローダ経』の引用があるも、それらはすべ
て諸多の阿含経典に見られる定型句であるため、ここでは省略する。 

70 Mvy(S) 3720; Mvy(IF) 3718に基づく原語推定。「如来がお説きになられた法と律に対する信の獲得と、出
家ないし漏尽に至るまでの実践」をその内容に含み、尚かつ Gaṇakaをその名称に含むのは『中阿』144
「算數目揵連経」；単独経典「佛説数経」（T no. 70, T1, 875a11f.）；MN 107 Gaṇakamoggallānasutta. CHUNG 
and FUKITA 2011: 128-129を参照。 
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新井白石の西学観 
 

坂本 頼之 

はじめに 

江戸期日本に於ける儒学と西学との出会いのなかで、後世に大きな影響を与えたとされるのが新
井白石（1657-1725）とシドッチ（1678-1715）1の「出会い」である。その「出会い」は、鎖国下の
日本に潜入し捕らえられたローマ法王庁の使節シドッチを、六代将軍徳川家宣の命により新井白石
が取り調べるという形で行われた。その際に得たキリスト教の教義や西洋諸国の経済・社会・文化
についての多岐にわたる情報を、新井白石は『西洋紀聞』『采覧異言』といった書籍にまとめた。こ
のうち『采覧異言』は海外の地理や情報を漢文（一部外国語はカナ表記）で著し、『西洋紀聞』はシ
ドッチとの尋問の様子を描写しつつ海外事情と地理、そしてキリスト教教義の解説と批判を漢字か
な混じり文（一部外国語はカナ表記）で著すというように、その内容と表記は異なっている 2。 

『采覧異言』は多数の写本が流布し、海外列強からの防衛が意識され始めた「江戸時代後期の識
者の必読書」（宮崎道生著『新井白石の洋学と海外知識』（吉川弘文館 1973 年 3 月）第六章 采覧
異言の流布と史的役割p.182）とされ、一方で『西洋紀聞』はその内容がキリスト教の教義に触れる
ことが多いためか、新井家に秘匿され一部の学者の間でひそかに伝写されるという形で流布した。
しかし寛政五年（1793）に幕府の命により献上され、また様々な学者の伝写を経て水戸学の会沢正
志斎などに伝わり影響を与えたとされる 3。 

その『西洋紀聞』の中で白石は簡明な西洋学術に関する評価を残した。それがシドッチからキリ
スト教の教義を聞いたのちに記される 

 
「凡そ、其人博聞強記にして、彼方多学の人と聞えて、天文・地理の事に至ては、企及ぶべし
とも覚えず。其教法を説くに至ては、一言の道にちかき所もあらず。智愚たちまちに地を易へ
て、二人の言を聞くに似たり。ここに知りぬ、彼方の学のごときは、ただ其形と器とに精しき
事を。所謂形而下なるもののみを知りて、形而上なるものはいまだあづかり聞かず。さらば天 
地のごときも、これを造るものありといふ事、怪しむにはたらず」（『西洋紀聞』上巻p.17-19）
4 

 
という一文である。この白石による「形而上」「形而下」の区分により、西洋学術はキリスト教と切
り離され、後の日本における西学の勃興の先駆けとなり、またこの評価が後の「和魂洋才」「東洋道
徳、西洋芸術」を準備したとするのが先行研究の評価である。 

 
「西洋学術文化観の源流となつたことであるが、これまた既に先学によつてはやく指摘された
通り、「東洋道徳、西洋芸（技）術」的観念の先駆となつたものであり、和魂洋才の精神が本書
において逸早く表明されたと見ることができるのである」（宮崎道生著『新井白石の洋学と海外
知識』（吉川弘文館 1973 年 3 月）の第五章「西洋紀聞の思想史的役割」p.165） 
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「白石とシドチとの出会いによって長い間のヨーロッパ観の基礎がきずかれ、「和魂洋才」「東
洋道徳、西洋藝術」の基礎的パターンが出来上がったのである」（源了圓著『徳川合理思想の系
譜』（中央公論社 1972 年 6 月）p.63） 
「文化交渉史の次元では、白石のこの態度は、後に日本人による西洋文化の導入のしかたを特
徴づける「和魂洋才」的な態度を先駆けているものとして注目に値する」（宮崎道生編『新井白
石の現代的考察』所収のアレッサンドロ・ヴァロータ氏「新井白石の『西洋紀聞』について」
（吉川弘文館 1985 年 6 月）p.263） 
「西洋の学術を「形而下」と規定し、その価値を認めたわけであるが、この事は西洋学をそれ
まで邪教視されたキリスト教との結びつきから解放する結果となったと見ることが出来るので、
洋学勃興の思想的準備をしたという見解がとられているほか、禁教政策と自然科学および技術
の移入との使い分けを可能にしたとか、洋学の実学的な摂取のあり方を規定した、などの意見
も提出されている」（宮崎道生校注の東洋文庫『新訂 西洋紀聞』（平凡社 1968 年 4 月）の宮
崎氏の解説の「五 思想史的役割」p.453） 

 
このように白石とシドッチの「出会い」は思想史的に重要な足跡として、豊富に研究が行われて

いると言って良いだろう。しかしながら以上に挙げた先行研究を見ていくといくつか疑問が生じる。
まず白石の西学観を表した一文についてである。「所謂形而下なるもののみを知りて、形而上なるも
のはいまだあづかり聞かず」と白石が述べた時、その「形而上」「形而下」とは従来先行研究が指摘
してきたような「形而上」＝「キリスト教」「形而下」＝「西洋学術」といった意味合いで捉えるべ
きなのだろうか？ 5 

また諸先行研究のような「形而上」「形而下」の理解が成り立つとして、その「西洋の学術」は本
来「形而上」「形而下」という対で捉えるべきものなのだろうか？そしてそれは果たして分けられる
ものなのであろうか？ 

そこで本稿では『西洋紀聞』における白石の「形而上」「形而下」の西学観について詳細に検討す
ることで、従来の先行研究で述べられてきた「和魂洋才」的先駆けとして新井白石の西学観を捉え
ることが妥当なものであるのかを考察してみたいと思う。 

一、シドッチ事件のあらまし 

ここでまず理解の助けとしてシドッチ事件のあらましについて述べておく。ローマ法王庁より派
遣されたシドッチが屋久島に潜入し、在地の農民に発見されたのが宝永五年（1708）のことであり、
その後江戸に護送されたシドッチを新井白石がその翌年の十一月から十二月にかけて四回にわたっ
て尋問した 6。その際、白石は尋問についての覚書を残しており、十二月にはシドッチの尋問の内
容と大意、そしてシドッチ処分についての白石の意見書を「天主教大意」「羅馬人処置献議」として
まとめ、さらには報告書二冊を間部詮房を通して家宣へと提出している。その後シドッチ尋問の顛
末、シドッチから聞き出した海外事情・地理などの情報、キリスト教についての解説と批判などを
まとめ、『西洋紀聞』を執筆したと考えられている 7。 

白石のシドッチ処分の意見は、上策はシドッチを強制帰国させること、中策はシドッチをこのま
ま囚人として拘禁すること、下策はシドッチを処刑することであり、白石が望んだのは恐らくシド
ッチを帰国させることであったと推測されている 8。しかしその年末に幕府が採用したのは、シド
ッチを拘禁するという中策であった。ただし世話代として毎年金二十五両三分、銀三匁が支給され
ており、その拘禁が厳しいものではなかったことがうかがわれる。 

その緩やかな拘禁は、四年後の正徳三年（1713）に切支丹屋敷でシドッチの世話をしていた長助・
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はる夫婦がシドッチから洗礼を受けたことを自首してきたことにより、大きく変化することとなっ
た。結局長助・はる夫婦は拷問を受け死去、シドッチは罪を糺されて厳囚の身となり、正徳四年（1714）
の十月二十一日に四十七歳で死去した 9。これら関連する事柄を表にすると以下のようになる 10。 

 

シドッチ事件関連年表 
宝永五年（1708） 
8月 28日 阿波の漁師市兵衛等が大隅国屋久島の沖合で大きな帆船から水を求められる 
8月 29日 屋久島恋泊村の百姓藤兵衛が炭焼きの際にシドッチと遭遇、村に連れ帰る 
9月 13日 領主の島津家が長崎奉行に届け出て、その命により長崎にシドッチを護送 
11月 9日 長崎到着。取り調べを開始するも、和蘭通詞も在地のオランダ人・中国人も彼の言語

が理解できなかった 
11月 19日 ラテン語を学んだオランダ館員によりやっと尋問が行われ、シドッチ潜入の事情が明

らかになった 
11月 26日 長崎奉行が江戸に報告 
12月 6日 新井白石が江戸城西丸で世嗣である家宣よりシドッチ事件のことを伝え聞く 
 
宝永六年（1709） 
1月 10日 五代将軍綱吉が死去し、世嗣だった家宣が六代将軍となる 
9月 25日 命により長崎よりシドッチを江戸に護送 
11月 1日 シドッチ江戸到着。小日向の切支丹屋敷に拘禁 
11月 9日 家宣より白石にシドッチ尋問の命が下される 
11月 22日 白石が切支丹屋敷で最初のシドッチ尋問を行う 
11月 25日 二回目の尋問 
11月 30日 三回目の尋問。この時白石は奉行の随行立ち会いを断っている 
12月 4日 四回目の尋問 
12月 9日 白石「羅馬人処置献議」でシドッチの処置についての意見を上書する 
12月 29日 幕府の命によりシドッチは切支丹屋敷に入牢 
 
正徳三年（1713） 
11月 シドッチと同じ切支丹屋敷で奴婢となっていた長助・はる夫婦がシドッチより洗礼を

受けたことを自首 
 
正徳四年（1714） 
3月 オランダ商館長ホールンが参府した際、その通詞に長助・はる夫婦の洗礼の件でシド

ッチの罪を糺させ、シドッチを詰牢に移送 
10月 7日 長助病死す 
10月 21日 シドッチ死去 
 
正徳五年（1715） 
2月中旬 『西洋紀聞』初稿本なる 
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二、『西洋紀聞』における白石の西学観 

「はじめに」で述べたように、白石は『西洋紀聞』内に簡明な西洋学術に関する評価を残して
いる。繰り返しになるが再びあげると 
 

「凡そ、其人博聞強記にして、彼方多学の人と聞えて、天文・地理の事に至ては、企及ぶべ
しとも覚えず。其教法を説くに至ては、一言の道にちかき所もあらず。智愚たちまちに地を易
へて、二人の言を聞くに似たり。ここに知りぬ、彼方の学のごときは、ただ其形と器とに精し
き事を。所謂形而下なるもののみを知りて、形而上なるものはいまだあづかり聞かず。さらば
天地のごときも、これを造るものありといふ事、怪しむにはたらず」（前述） 

 
である。この発言はシドッチより「その教の事ども説き尽しぬ」（『西洋紀聞』上巻 p.17）とキリス
ト教の教義について聴取した四回目の尋問を終えての発言であり、また数々の尋問を経て見聞した
シドッチの学識の高さを踏まえてのものである。 

白石が『西洋紀聞』において、キリスト教についてどのように考え、批判したかは大別すると四
つに分けられる。 

その一はキリスト教では神が万物を造ったというが、では神は何物によって造られたのか。もし
神が自ら生じたとするならば天地が自ら成ることも認めざるを得ないはずであるという神の存在と
万物の創造の問題である。 

その二はアダムとイブの原罪とイエスによるその贖罪、天国と地獄の存在といったキリスト教の
教義の非論理性を批判すると共に、旧約聖書のノアやモーゼの話に見られる無慈悲で残酷な神の側
面について、全能で慈悲深い神というイメージとの不一致を批判する。 

その三は十戒による一夫一婦制が、かえって欧州諸国で王位継承の争乱を生み出しているのでは
ないかとする批判である。 

そしてその四がキリスト教では神を大君大父とするが、それは我が父の外に大父が、我が君の他
に大君がいて、我が君父よりも大君大父を尊いとする考え方であり、やがては君をなみし父をなみ
するに至る。しかし儒教では上帝に対する礼は天子のみのものであり、臣は君をもって天となし、
子は父をもって、妻は夫をもって天となすのであって尊卑の分位を乱すことがない。つまりキリス
ト教倫理が儒教倫理、或いは当時の日本社会の倫理を破壊する危険性についての批判である 11。 

これらのキリスト教批判は、先行研究の指摘にあるようにさまで新しいものではない 12。しかし
白石は実際にシドッチとの論争を経た上で、論理立ててその欠陥をついているという意義はある。 

また一方で、シドッチの学識についての具体的な事例として『西洋紀聞』では 
 

「初見の日に、坐久しくして、日すでに傾きたれば、某奉行の人にむかひて、「時は、何時に
か候はんずらむ」と問いしに、「此ほとりには、時うつ鐘もなくて」と申されしに、彼人頭をめ
ぐらして、日のある所を見て、地上にありしおのが影を見て、其指を屈してかぞふる事ありて、
「我国の法にしては、某年某月某日の某時の某刻にて候」といひき」（『西洋紀聞』上巻 p.17） 

 
と、時刻を影の長さ、それも自らの指を用いて直角三角形をつくり、その斜辺を「勾股の法」（『西
洋紀聞』上巻 p.17 直角三角形の直角をはさんだ長い辺と短い辺を使った和算の計算法。『西洋紀
聞』p.17 の欄外の注に詳しい）で計算して測ってみせたことや、また世界地図の文字が小さく読み
取れなかった時、その地図の縮尺からコンパスを用いてたちどころに各地を指し示してみせたこと
（『西洋紀聞』上巻 p.17-18）が挙げられている。実際にこれらのことを見せつけられた白石は「其
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人博聞強記にして、彼方多学の人と聞えて、天文・地理の事に至ては、企及ぶべしとも覚えず」（前
述）と脱帽している。 

そしてこれらのキリスト教観・西学観を前にして白石が下した評が 
 

「ここに知りぬ、彼方の学のごときは、ただ其形と器とに精しき事を。所謂形而下なるものの
みを知りて、形而上なるものはいまだあづかり聞かず」（『西洋紀聞』p.17） 

 
ということになる。 

ここでまず考えてみたいのは、白石が「所謂」「形而上」「形而下」と述べるとき、それは何を想
定しているのかである。「形而下」については『易経』繋辞上の 

 
「形而上者、謂之道。形而下者、謂之器（形よりして上の者、之を道と謂ふ。形よりして下の
者、之を器と謂ふ）」（『易経』繋辞上） 

 
が想定されていると考えられる。『西洋紀聞』においても「ここに知りぬ、彼方の学のごときは、た
だ其形と器とに精しき事を」として、「形」「器」が配されているからである。問題は「形而上」の
方である。 

白石が「形而上なるものはいまだあづかり聞かず」と述べたとき、恐らく漢文に戻せば「未與聞」
となる「與聞」 13の主語は、やはり「形而下なるもののみを知る」と同じく「彼方の学」となるは
ずである。つまりこの一文を試みに訳せば「西洋の学問は、形よりして上なるものについては、ま
だ関わり知ったことがない」となるだろう。 

ところで白石は西洋の学問に今日我々が「形而上学」と訳す学問が存在していることを知ってい
る。『西洋紀聞』と同じく、白石がシドッチ尋問の内容を記した「ヨハンバッティスタ物語」にはキ
リスト教宣教師が学ぶべき教科の一つとして「メタヒイジカ」（「ヨハンバッティスタ物語」東洋文
庫『新訂 西洋紀聞』（p.227））を挙げている 14。しかしその内容について白石がどの程度シドッチ
から聞き出したか、またシドッチがどの程度「メタヒイジカ」に通暁していたのかは定かではない。
そして白石にとって「メタヒイジカ」は「メタヒイジカ」であって、今日の我々のように直ちに「形
而上」という言葉とは結びつけて考えられないものであるのは当然だろう。むしろ白石が「形而上」
という言葉で結びつけるのは、「形而上者謂之道」「形而下者謂之器」という『易経』の対表現を念
頭に「道」となるはずである 15。木下順庵に学んだ朱子学者白石にとって「道」とは「理」であろ
う。 

先ほど試みに訳した文の「形而上」を「道」（理）と入れ替えて訳せば「西洋の学問は「道」（理）
のことについては、まだ関わり知ったことがない」となる。つまりここで白石が「形而上」という
言葉で指し示す範囲は非常に限定されたもの、所謂朱子学的なものを指していると考えるべきでは
ないだろうか。そのように理解してこそ、この文の直後に繋がる一文「さらば天地のごときも、こ
れを造るものありといふ事、怪しむにはたらず」との関係が明らかになる 16。朱子学において天地
を創造するものは「理」の働きによるものであるとされ、白石自身もその前提に立っている。 

 
「大極、両儀を生ず。大極すなわち理也」（『西洋紀聞』下巻 p.78） 

 
これを否定し、造物主による天地創造を説くシドッチのキリスト教義を聞いた白石の評が「形而上
なるものはいまだあづかり聞かず。さらば天地のごときも、これを造るものありといふ事、怪しむ
にはたらず」となるのであって、それは「西洋の学問は「道」（理）についてまた関わり知ったこと
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がないのだ。だから天や地といったものであっても、これを造った者が存在するなどと言い出すこ
とも、怪しむには足らないことだ」となる。この内容は先に挙げた白石のキリスト教批判のその一
である神の存在と万物の創造の問題に対する批判と軌を一にしており、その点からも整合性がとれ
ている。 

そうだとすると従来の研究が「和魂洋才」の先駆けであり、キリスト教的な「形而上」と、西洋
学術的な「形而下」との分離と捉えられていた白石の評の全体像は 

 
「私は理解した。西洋の学問は（『易経』に言うところの）物質や技術についてだけ理解するだ
けで、（『易経』に言うところの）「道」（理）についてはまだ関わり知ったことはないのだ。だ
から天や地といったものであっても、これを造った者が存在するなどと言い出すことも、怪し
むには足らないことだ」 

 
となる。であるならば、これは「道」や「理」といった万物を生み出し存在を規定する生成論にお
ける朱子学的思考の、キリスト教的教義への優越を説いたものであり、言い換えるならば朱子学的
世界構造の延長上（或いは朱子学的普遍世界観の中）に、西洋の学を「精しい」という優劣の問題
として組み込んだものといえる。つまりこれは西洋学術の区分や分断ではなく、朱子学的思考の枠
組みへの西洋学術の組込みと考えるべきなのではないだろうか 17。 

加藤周一氏は日本思想大系『新井白石』（岩波書店 1979 年 7 月）「解説」の「新井白石の世界」
に 

 
「彼が朱子学の裡に見出したのは、中国の、またもちろん日本の、文化の特殊性を超える普遍
性であり、つまるところ世界秩序の合理性に対する信頼であった」（p.539） 

 
と述べている。また玉懸博之氏は相良亨・松本三之介・源了圓編『江戸の思想家達』（研究社出版 1979
年 11 月）の「新井白石 ―その思想的営為と基本思惟様式―」において白石の思惟様式に関して 

 
「白石の思惟様式に関し、二つの重要な事実が指摘される。第一は、白石が、世界に生起する
諸々の現象の根底に普遍的な－時間・空間の差異を超えて妥当する－理ないし道の存すること
を確信していたことである」（p.347） 
「第二は、普遍的な理ないし道が現実の場面で実現される場合、時間・空間の制約を受けて－
それぞれの場面の時間的・空間的状況に応じて異なった形で－実現されると白石がみなし、し
かも理ないし道の実現される場面への鋭い洞察を彼が持っていることである」(p.348) 

 
の二つをあげて「この両者が共存・結合して白石の基本的思惟様式を成立せしめていたのである」
（p.357）とする。 

これらの普遍性の存在の確信という思惟様式が、白石の思惟様式として正しい見解だとするなら
ば、先の新井白石の「ここに知りぬ、彼方の学のごときは、ただ其形と器とに精しき事を。所謂形
而下なるもののみを知りて、形而上なるものはいまだあづかり聞かず」という西学評を見た場合、
その評は白石が確信し前提としている朱子学の普遍性の延長上への西洋学術の位置づけと、時間
的・空間的に異なった形であっても実現される現象の承認と見る事が出来ると思われる 18。 
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三、「自然哲学」における形而上と形而下 

ではそもそも西洋の学術はキリスト教的な非合理的なものと、自然科学に代表される合理的なも
の、「形而上」と「形而下」に分離し得るもので、その分離が日本への西洋自然科学の導入の助けと
なったのであろうか？ 

ちょうど白石とシドッチが「出会った」時代と同じ頃、1500 年から 1700 年ごろまでの間に、ヨ
ーロッパで「科学革命」 19が起こり、現代に生きる私たちが「自然科学」の名で呼ぶ知識体系がこ
の時代に集中して登場した。ケプラー（1571-1630）ガリレオ（1564-1642）デカルト（1596-1650）、
そしてニュートン（1643-1727）という、専門家でなくても法則や原理の発見者としてその名を知る
人々の、偉大な業績が連続して発表されたのがこの時代である。しかしこの「自然科学」理解には
重大な問題が隠されている。 

 
「近代から現代への自然科学の歴史的な発展過程のなかで、人びとは、十七世紀の登場人物た
ちの主張や考え方のなかから、ある一つの様相だけをとり出し、それ以外のものをすべて捨て
去った結果をもって、近代自然科学と呼んでいるのだ、と言うのが正しかろう」（村上陽一郎著
『近代科学と聖俗革命〈新版〉』（新曜社 2002 年 7 月））p.16 

 
つまり近代の西洋学術を現代的視点で切り取った上で「自然科学」と呼称することは、当時の学

問の姿を見誤るおそれがあるということだろう。そもそも当時の人々が自分たちの学問をどの様に
考えていたのかというと、それは我々のよく知るニュートンの名著から明らかだとＪ・Ｈ・ブルッ
ク氏は指摘する 

 
「惑星軌道を重力理論で解明した彼の著書の表題は『自然哲学の数学的原理』（1687）であって、
『自然科学の数学的原理』ではなかった。十七世紀の科学の徒は自然哲学者と自称したのであ
り、専門科学ではなく、むしろ広範な研究主題を論じる知的伝統に属していた。ニュートン自
身も神の属性や神と自然界の関係を探究することが自然哲学の根幹であると述べている」（Ｊ・
Ｈ・ブルック著・田中靖夫訳『科学と宗教 合理的自然観のバラドクス』（工作舎 2005 年 12
月））p.14 

 
彼らは「科学者」ではなく「自然哲学者」であった。「自然哲学」についてはローレンス・Ｍ・プリ
ンチペ氏が以下のようなまとめをしている。 

 
「自然哲学はこんにちのわたしたちが「科学」と呼びならわしているものに密接に関係してい
ますが、その範囲と意図はもっと広大です。中世と「科学革命」期の自然哲学者は－現代の科
学者と同様に－自然界を研究しましたが、神学や形而上学を含んだもっと広い視野をもってで
した。神、人間、自然という三つの構成要素は決してたがいに切り離されてはいませんでした」
（ローレンス・Ｍ・プリンチペ著・菅谷暁・山田俊弘訳『科学革命』（丸善出版 2014 年 8 月））
p.39-40 

 
このような「自然哲学」の内部では、どのように神学と科学が切り離されずに結びついていたの

かというと、それは部分的には「二つの書物」という考え方にもとづいていたとプリンチペ氏は述
べる。 
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「この考え方の示すところは、神は二通りの方法で人間の前に姿を現わすというものでした－
一つは聖なる記述者たちに霊感を与えて「聖書」を書かせることによって、もう一つは「自然
という書物」である世界を創造することによってです。わたしたちのまわりの世界は、聖書に
劣らず、読まれることを目的とした神のメッセージです。鋭敏な読者は被造物を研究すること
によって、創造主について多くを学ぶことができます」〈前述書 p.54-55〉 

 
「自然という書物」を通して創造主について学ぶ、これが今日私たちが自然科学とよんでいる学問
分野の基礎だとするならば、本来自然科学と神学は分離できるようなものではない。実際にデカル
トは 

 
「神は最初に物質を創造された時、物質の諸部分をさまざまなふうに運動せしめられたが、今
でも始めの創造の時とまったく同じ仕方と同じ比例で全物質を保持しておられるのだというこ
とだけからでも、神は全物質のうちにつねに同じだけの運動を保持しておられるのだと信じる
のが、もっとも合理的なことだということになる」（世界の大思想 21『デカルト』桝田啓三郎
訳『哲学の原理』（河出書房 1981 年 5 月）p.276） 

 
このように運動保存、つまり慣性の法則を神の手に帰しながら、「もっとも合理的なこと」と考えて
いる。またニュートンは天地創造以後も神が活動している証拠として恒星の安定性を用いた。恒星
同士に引力が働くならば、そのうち恒星同士が互いに衝突するが、それがなぜ避けられているのか
という問いに対するニュートンの答えが「神の摂理」であった。つまり神が時々介入して恒星や惑
星を適切な位置に止め置くからであると考えたのである 20。 

このようなデカルトやニュートンなどこの時代の自然哲学者たちの営みを、「形而上」と「形而下」
で分離することなど出来ないだろう。そしてそれはまた現代の科学にも重なる問題なのである。 

 
「現代においても他の時代においても、科学を研究するためには無神論的な－あるいは婉曲的
な言い方では「懐疑論的な」－視点が必要であるという考えは、科学そのものを一つの宗教に
したいと望む人々（通常自分たちを科学という宗教に奉じる高位聖職者と見なします）がつく
りだした 20 世紀の神話です」（ローレンス・Ｍ・プリンチペ著前述書 p.53） 

 
現代社会においても、自然科学における量子力学の発見は我々と自然との関係を大きく変えてし

まっている。量子論によれば光子や電子といった存在は、粒子でありながら波動でもあり、すでに
「存在」そのものが揺らいでしまっている。さらに量子力学には「観測問題」が含まれる。観測者
が観測するという行為によって観測対象の「系」を変化させてしまうため、現象は観測者を含めて
「現象」となる。そしてその現象は確率によって変動し一定しない 21。このように科学が進んだ中
であっても、むしろ進んだ科学の現代だからこそ、我々は科学と形而上的存在とを分離してはいけ
ないのではないだろうか。 

さてここで白石の西学観との関係に論を立ち戻そう。以上見てきたように、自然哲学を中心とす
る当時の西洋の学問が、キリスト教的形而上学と分離できないとするならば、白石の西学評の影響
をどのように考えるべきなのだろうか。 

もし自然科学として自然哲学の書が、そのままの内容で禁教下の日本に受容されたのだとすれば、
その神に関する内容を含めて（或いはそれが見過ごされて）受容されたのであるから、白石評によ
る分離がなくても日本に受容されたのであり、白石の西学評の後世への影響は見直されなければな
らない。 
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そしてもし自然哲学にキリスト教的なものが含まれているという理由で日本に受容されることが
なく、白石評の影響により分断された形でのみ「自然科学」が受容されたのだとすれば、それは西
学の中でも末端の細分化された情報・学問だけが日本に受容されたということであり、日本の蘭学
の学問的価値及び日本に於ける「自然科学」の概念そのものに関わる問題となる。例えばニュート
ンやデカルトから神の存在を分離して、彼らの学術を受容したとするならば、それは果たしてニュ
ートンやデカルトの学問を受容したと言えるのだろうか？しかしこの場合も禁教下の日本において
は当然の受容のあり方であって、白石の西学観の影響は、西洋学術の受容の契機となったという動
機付けと受容内容の規定といった消極的なものにとどまるだろう。 

そして蘭学は功利的な日用技術にとどまり、おおよそ医学・天文学・世界情勢と地理の三つの方
向を取ったとされる 22。ここから考えるなら、白石の西学観の影響は後者のものであると考えるの
が妥当なのではないだろうか。 

まとめにかえて 

以上、「はじめに」で提起した問題を考察してきた。白石の西学観を表した『西洋紀聞』の一文は、
従来考えられてきたような「形而上」＝「キリスト教」「形而下」＝「西洋学術」といった意味合い
で捉えるべきかという点については、その文章の前後、及び白石自身の思惟様式から考えると、キ
リスト教と西洋学術を分離したというよりは、朱子学的普遍の延長上に西洋学術を位置づけるもの
だったと考えた方がよいのではないかと思われる。 

さらに「形而上」「形而下」のように西洋学術が分離できるものなのかという問題に関して言えば、
当時の「科学革命」によって近代自然科学の萌芽ははじまるが、その学問像は「自然哲学」であっ
て、神の存在を自然から読み取ろうとする学問であり、またその学問には神の存在が含まれていて、
到底分離できるものではないと考えられていること、そしてそこから考えるならば、白石の西学観
の影響はかなり限定的なものとなることを見てきた。 

これらをまとめるならば、白石の評は「形而上」「形而下」の分離ではなく、自らの持つ朱子学的
「形而上」「形而下」の連続性の思惟構造内での、キリスト教的連続性に対する優位の表明と考える
べきであり、朱子学的「形而上」「形而下」という連続性の延長上への西洋学術の位置づけだったと
言うことが出来るだろう。また当時の朱子学や自然哲学という学問像から考えれば、白石にもシド
ッチにも互いにとっての「形而上」「形而下」を分離する考えはなかったと考えられる。それを分離
と捉えるのは、鎖国禁教下という特殊状況によって生み出された視点であり、「自然科学」という呼
称に慣れ親しんでいる現代の我々の視点でもある。 

この連続性の延長上での西学の位置づけを「和魂洋才」であるとするのならば、白石の西学評を
「和魂洋才」的先駆けとすることは妥当であると考えられる。しかしもし「和魂」「洋才」をそれぞ
れ分離した別個と捉えるならば、それは白石とは別のものと考えるべきだろう。 

最後に白石のように朱子学的理の普遍性の下に西洋学術をおくという様式の一つの例として、佐
久間象山が見せる思惟様式があげられる。彼は「理」の普遍性の元に西洋学術をおき、その普遍性
の中で西洋学術を理解しようとした。白石については既に見てきたが、佐久間象山については佐々
木力氏による以下の指摘がなされている。象山は西洋学問に通じながらも、なお易学に執着してい
たが、その易学の執着に対して 

 
「自らが重要と認める数理認識の基礎が朱子学の根幹たる易学的形而上学であるにしても、現
実の数学的知識は、和漢洋いずれでもよいとする境域に達していた」（佐々木力氏「江戸のピュ
タゴラス主義 －新井白石から佐久間象山まで－」（下）（『思想』第 1042 号（岩波書店 2011
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年 2 月））p.150 
 

として、「朱子学の理と西洋科学の理とは根底において通じていると見なしていたのだろう」（同上
p.150）と指摘する。つまり象山は、西洋学術の形而上的側面を分離するのではなく、朱子学的な理
に置換出来る部分をそのまま形而上において、西洋学術を理解しようとしていたと言うことが出来
るのではないだろうか。 

白石の西学観の影響を見るならば、象山に見られるような朱子学的普遍の中で西洋学術を位置づ
ける思惟様式としての影響を見るべきなのではないかと思われる。 

 

註
 

1 ジョバンニ・バッティスタ・シドッチ（Giovanni Battista Sidotti）のカタカナ表記は諸研究によって「シ
ドチ」「シローテ」「シドッチ」等わかれるが、本稿では「シドッチ」で統一しておく。シドッチの呼称
について、詳しくは宮崎道生著『新井白石の洋学と海外知識』（吉川弘文館 1973 年 3 月）「〔附録〕 ロ
ーマの使節シドチの潜入事情」の注（1）（p.233）を参照していただきたい。 

2 『西洋紀聞』と『采覧異言』の内容の差異については前述の宮崎道生著『新井白石の洋学と海外知識』
の第三章第一節「采覧異言と西洋紀聞との差異」に詳しい。 

3 『西洋紀聞』の流布については宮崎道生校注の東洋文庫『新訂 西洋紀聞』（平凡社 1968 年 4 月）の
宮崎氏の解説の「四 伝承と流布」に詳しい。 

4 以下本稿で引用した『西洋紀聞』の本文は、全て日本思想大系『新井白石』（岩波書店 1979 年 7 月）
所収のものを用い、思想大系本の頁数を附した。 

5 例えば田村圓澄・黒田俊雄・相良亨・源了圓編『日本思想史の基礎知識』（有斐閣 1974 年 7 月）の「新
井白石の西洋理解」の項では「その教理の本格的検討を通じて西洋の文化的伝統におけるキリスト教
（「形而上なるもの」）と学術（「形而下なるもの」）との異質性を指摘した白石の見解はとりわけ重要で
ある」（p.416）としている。 

6 但し白石がシドッチと会話し情報を得たのはこの四回の尋問だけではなく、恐らく以後も複数回にわた
って切支丹屋敷を訪れ、シドッチから情報を得ていたと宮崎氏は指摘している。精しくは宮崎氏の前述
書『新井白石の洋学と海外知識』「第二章 新井白石における西洋学の進展」の「第二節 本格的西洋
学への通路」（p.44-52）を参照していただきたい。 

7 『西洋紀聞』の成書については、すでに宮崎氏前述書『新井白石の洋学と海外知識』「第四章 西洋紀
聞の完成過程」で詳細な考察が行われているため、本稿ではそれを参考にまとめた。詳しくは宮崎氏の
考察を参照していただきたい。 

8 シドッチの人物と献身的な使命感に対して、白石が深く感銘を受け、その同情からなるたけ温情をもっ
た処遇を建議したであろうことは、前述の宮崎道生編『新井白石の現代的考察』所収のアレッサンドロ・
ヴァロータ氏「新井白石の『西洋紀聞』について」（p.261-262）に詳しい。 

9 シドッチ死去の直接の死因については諸説ある。前述の宮崎道生著『新井白石の洋学と海外知識』「〔附
録〕 ローマの使節シドチの潜入事情」の注（32）に詳しい。また 2014 年 7 月文京区の切支丹屋敷跡
から三基の墓が発見され、そのうち 1 つの人骨がミトコンドリアＤＮＡ分析の結果、トスカーナ地方の
イタリア人グループの人骨であり、また中年男性、身長 170cm 以上であることがわかった。切支丹屋敷
に収容されたイタリア人はシドッチとキアラの二名であり、キアラは火葬されたことがわかっているた
め、人骨はシドッチのものである可能性が非常に高いとされる。またこのシドッチと目される人物は伸
身の形で土葬されており、或いはキリスト教式に則った形での埋葬がなされたのかもしれないという指
摘がなされている。詳しくは「カトリック新聞オンライン」（2016 年 4 月 7 日）
（http://www.cathoshin.com/news/sidotti-remains/10974）配信記事内に詳しい。 
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10 年表を作成するにあたって前述の宮崎道生校注の東洋文庫『新訂 西洋紀聞』所収の「新井白石関係略
年表」、同じく前述の宮崎道生編『新井白石の現代的考察』所収の飯田瑞穂氏「新井白石年譜」、及び栗
田元次著『新井白石の文治政治』（石崎書店 1952 年 12 月）の「四 伴天連シドッチの訊問」（p.299-321）
を参考にした。 

11 この白石のキリスト教批判は、前述の源了圓著『徳川合理思想の系譜』（p.61-63）にまとめられたもの
を参考にした。また白石のキリスト教批判については前述のヴァロータ氏「新井白石の『西洋紀聞』に
ついて」（p.264-266）、同じく前述宮崎道生校注の東洋文庫『新訂 西洋紀聞』「解説」（p.447-449）にも
詳しい。 

12 白石はシドッチとの尋問に備えて広く排耶蘇書を読んでおり、その影響を受けていると考えられること
が宮崎氏によって指摘されている。白石が参考にした排耶蘇書として、不干ハビアン『破提宇子』林羅
山『排耶蘇』雪窓『対治邪執論』熊沢蕃山『集義和書』ならびに明の鐘始声『闢邪集』などがあげられ
ている。詳しくは（註 11）で挙げた宮崎氏の「解説」を参照のこと。また岡本三右衛門（ジュゼッペ・
キアラ（Giuseppe Chiara1602-1685）シドッチ以前に日本に潜入し捕らえられ、後転んだイタリア人宣教
師）の三書についてはたびたび『西洋紀聞』内で触れられているが現在所在不明である。岡本について
は宮崎氏校注の東洋文庫『新訂 西洋紀聞』の（注十二）と（注七十五）に詳しい。 

13 「與聞」の用例は『論語』子路篇などにみられる。「関わり知る」「参画して聞き及ぶ」などと訳される。
また十七条の憲法にも用例がある。 

14 シドッチが学んだ教科については前述の栗田元次著『新井白石の文治政治』の「四 伴天連シドッチの
訊問」（p.315-316）、及び前述宮崎道生著『新井白石の洋学と海外知識』「〔附録〕 ローマの使節シドチ
の潜入事情」の注（4）に詳しい。両者とも「メタヒイジカ」を形而上学と解釈している。 

15 「形而上」を「道」と考えるならば、この一文の前文である「其教法を説くに至ては、一言の道にちか
き所もあらず」の「道」とも考え合わせるべきではないだろうか。 

16 殆どの先行研究は「所謂形而下なるもののみを知りて、形而上なるものはいまだあづかり聞かず」まで
しか引用せず、後文の「さらば天地のごときも、これを造るものありといふ事、怪しむにはたらず」ま
で及ばない。管見の及ぶ限りでは佐々木力氏「江戸のピュタゴラス主義 －新井白石から佐久間象山ま
で－」（下）（『思想』第 1042 号（岩波書店 2011 年 2 月））の p.158 の引用のみであった。 

17 前述の佐々木力氏「江戸のピュタゴラス主義 －新井白石から佐久間象山まで－」（下）では、白石の
西洋学評を最後まで引用した上で「西洋の学問なんぞは、所詮、形而下の事だけに詳細を極め、形而上
の事については、傾聴すべき所見などはない、天地を創造した存在などといっている始末ではないか、
というのである。たしかに、白石の無知のなせる業と評することができるかもしれないが、あながち、
そうとばかりは言えない、朱子学者の自信の如きものも見え隠れしている」（p.158）とする。 

18 前述の佐々木氏論文で、氏は江戸時代において白石から佐久間象山まで「人間の数理認識が、朱子学の
易学的形而上学の基礎の上で理解され、立派に正統的位置づけを与えられていた事実は留目されなけれ
ばならない」（同上）とする。また源了圓氏は前述『徳川合理思想の系譜』の中で「朱子学の全てが古
学の中に吸収されたのでもない。朱子学は朱子学として存続しつつ、その窮理の経験的合理主義化はま
すます進められた。洋学が受容され、その経験的合理主義の精神が理解されるにつれ、儒教文化におけ
る近代科学受容の媒体は理でなければならぬという自覚はかえって深まったのである」（p.49）と述べる。 

19 「科学革命」については村上陽一郎著『近代科学と聖俗革命〈新版〉』（新曜社 2002 年 7 月））p.18 に
詳しい。 

20 このニュートンの仮説はライプニッツによって批判されている。ニュートンの神は、最初の段階からキ
チンと機能する宇宙を創造しなかったために、修理したり掃除したりするヘボな職人のようだ、と。こ
こには神の全能の問題があるが、しかし神が完璧な世界を創造し、その設定に従って世界が動いている
としてしまうと、今度は神は天地創造の時にだけ働いて、あとはこの世界から退場してしまい、神の世
界への介在を否定する機械論的自然観へと繋がる。しかしその意味で言うならば、我々が「合理主義」
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「非合理主義」とする区別は、最初だけ神が働いたとするか、常に神が介在するかの違いであって、神
の存在を措定することに違いはないことになる。初期の自然哲学者が機械論的自然観の中でいかに神学
的主張を守ろうとしたかについて、精しくは前述のＪ・Ｈ・ブルック著・田中靖夫訳『科学と宗教 合
理的自然観のバラドクス』の「第 4 章 機械論的な宇宙における神の活動」（p.132-168）を参照してい
ただきたい。 

21 量子力学と神との関係、新しい自然哲学の模索について、詳しくはトーマス・ディクソン著・中村圭志
訳『科学と宗教』（丸善出版 2013 年 9 月）の「第 3 章 神は自然に働きかけるか？」に詳しく述べら
れている。 

22 例えば田村圓澄・黒田俊雄・相良亨・源了圓編『日本思想史の基礎知識』（有斐閣 1974 年 7 月）の「洋
学と西洋文化の受容」を参照のこと。 

 
 

キーワード：新井白石、西洋紀聞、西学観、自然哲学 
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西周の儒学批判 
――『百一新論』巻之上再考―― 

播本 崇史 

はじめに 

西周（1829〜1897／文政 12〜明治 30）は、江戸後期における学問の主流であった伝統思想（儒学・
朱子学）に対し、如何なる理解を示していたのであろうか。 
戦後の西周研究を概観すると、その多くは「儒学と洋学」、あるいは「朱子学と西洋思想」とを対

比的に捉え、その構図の内に、西の学問論を引きあてている。またその際、多くの研究者は、徂徠
学は、西による朱子学批判の観点であったと指摘している。もちろん、いずれも西思想を読み解く
上では踏まえておくべき理解である。しかしながら、かかる観点は、必ずしも、西周思想に徹底一
貫していたとは言えない。 
たしかに西周は、儒学をはじめとする伝統思想の至上主義者ではない。彼は自身の思想に基づき、

伝統思想の不備を指摘し、当時にあって斬新な論を打ち立てている。しかしその一方で、西周は、
伝統思想の骨子に沿って、外来の新しい思想を整理し提示している。しかも、それは、東西思想に
通底する地平に立脚していたと考えられるのである。 
本稿では、改めて、西周における伝統思想観について考察を試みたい。 

『西先生論集：偶評』に見る明治期の西周評 

西周が生きた時代は、清朝にてアヘン戦争（1840-1842／天保 11-13）が起こり、浦賀に黒船が来
航（1853／嘉永 6）するなど、西洋列強による外圧の高まった時代である。また「尊皇」「攘夷」「近
代化」「欧化」という語が象徴するような、急激なる社会変革が加速しはじめ、元老院設置（1875
／明治 8〜1890／明治 23）、国会開設の勅諭（1881／明治 14）、内閣制度発足（1885／明治 18）、大
日本帝国憲法発布（1889／明治 22）、教育勅語（1890／明治 23）、日清戦争（1894-95／明治 27-28）
など、日本社会の在り方（国体）が、続々と一新され、その基盤がかたまり、いよいよ帝国主義が
主流であった国際社会に参入しようとする時代であった。その間、明治六年の政変（征韓論争・1873）、
明治十四年の政変（1881）等、断続的に権力闘争があった。また、佐賀の乱（1874／明治 7）、萩の
乱（1876／明治 9）、西南戦争（1877／明治 10）等の不平士族を中心とする反乱や、伊勢暴動（1876
／明治 9）等の地租改正反対一揆、さらには、大同団結運動や、民権運動が激化した群馬事件・秩
父事件（1884／明治 17）等の民衆蜂起など、多数の社会問題を孕んだ激動の時代であった。 
さらには、「軍人勅諭」を起草（1880／明治 13、発布は 1882／明治 15）するなど、時代を牽引す

る一人として、その思想哲学を練り上げていった。 
また、西周は、日本における西学受容の主要人物の一人でありながら、同時に漢学者の側面をも

併せ持っていた。そもそも江戸期における西周は、津和野藩にて儒学を修め、培達塾の塾頭授読教
官番を務めていた。また、津和野失火により実現することはなかったが、江戸新橋藩邸にある時習
堂にて講釈する機会も与えられていた。 
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西周は、前近代と近代の狭間に生きて、儒学と西学とを真正面から学んだ人物であると言え、実
証主義に根ざす西学に触発されるかたちで自身の思想を披瀝している。 
西周の学問に対する評価は、彼の生前に刊行された、土居光華批評、萱生奉三編次『西先生論集：

偶評』（勉成社、1880/明治 13年）に次のように記されている。下記引用は、土居光華 1による「偶
評西先生論集叙」の後半部である。 

 
當今學士論客、尚幼稚ニシテ、氣力精神ナキノ一端ヲ窺フニ足ルヘキナリ、此間神田、福澤、
加藤、中村ノ諸名家、及才人福地氏ノ出ルアツテ、或ハ經濟ヲ以テ鳴リ、或ハ議論ヲ以テ鳴リ、
或ハ著譯ヲ以テ鳴リ、或ハ道德文章ヲ以テ鳴リ、又或ハ遊説奔走ヲ以テ鳴リ、一世ヲ震蕩シ、
千古ヲ凌轢スト雖モ、是亦西洋學士ノ議論ヲ祖述繼承シ、能ク自由自在ニ其ノ胸臆ヲ吐露暢達
セシ者多シトス、獨西先生、學問淵博、識見超卓、且深ク致知學ヲ攻修スルヲ以テ、立論常ニ
眞理上ヨリ來リ、獨自一個ノ眞意見、新考案ヲ出シ、曾テ前人ノ糟粕餘唾ヲ甞メス、長篇文作
時々發作、兵賦論、教門論、人世三寳説、知説ノ如キ、宛モ長江大河ノ源ヲ千山萬壑ノ中ヨリ
發シ、滾々泪々、廣原沃野ヲ貫穿シ、蜿蛇海ニ走ルカ如ク、一題動モスレハ、十有數回、只其
ノ言論ノ奇且快ノミナラス、論法、皆致知ノ學規ニ合スルヲ以テ、絕テ浮虛妄誕ノ病ナシ、其
精神アリ、氣力アリ、老益壯ナルハ、實ニ今世其比ヲ見サルナリ、余故ニ數々言アリ、曰ク、
日本學士惟西先生ノミ、西洋學士ノ風アリ、精神アリ、亦西洋學士ニ恥チサルナリト、偶西先
生論集成ルヲ告ク、余因テ聊平生ノ言ヲ書シ、以テ序文トナシ、且江湖大雅君子ニ質スト云フ
（「偶評西先生論集叙」）2 

 
ここで土井は、西について、「日本學士惟西先生ノミ」と記している。土井によれば、西と同時期

に活躍した神田孝平（1830〜1898／文政 13〜明治 31）、福沢諭吉（1835〜1901／天保 5〜明治 34）、
加藤弘之（1836〜1916／天保 7〜大正 5）、中村正直（1832〜1891／天保 3〜明治 24 年）、福地源一
郎（1841〜1906／天保 12〜明治 39）は、たしかに高く評価されるものの、その多くは「西洋學士ノ
議論ヲ祖述繼承シ」た者であるに過ぎない。西だけが、「深ク致知學ヲ攻修スルヲ以テ、立論常ニ
眞理上ヨリ來リ、獨自一個ノ眞意見、新考案ヲ出シ、曾テ前人ノ糟粕餘唾ヲ甞メス」と述べている
ことは注目に値する。 
かかる評価について、『西周哲学著作集』を編纂した麻生義輝は、「これは眞實の評語であつて決

して溢美の言ではない。哲學者としての巨大さに臻つては明六社中に於ても、學士會院に於ても、
斷然頭角を擢でてゐた。土井光華の評言の如きは偶々その間の眞實の消息を傳へたものと見るべき
である」3と述べている。 
西周の論説は、たしかに、従前の学問とは明らかにその趣を異にしている。とりわけ、土井が指

摘したように、西が修めたという「致知学」に基づく立論の仕方は、当時においては斬新な手法で
あった。 
ここで土井が言う「致知」とは、そもそもは朱子学に基づく術語である。しかし、西自身は、こ

の語に「ロジック」（『生性發蘊』）4というルビを当てている。また、J.S.ミル（1806-1873）を紹介
するなかで「著ハス所シストム・オフ・ロジック致知模範（一八四三）是尤有名ナリトス」（『生性
發蘊』）5と注している。ミルの A System of Logic（『論理学体系』）を「致知模範」と訳していること
からも明らかなように、「致知」と「ロジック」との相関性は、首尾一貫していると見てよいであろ
う。 
ところで、朱子学における「致知」は、「格物窮理」と密接不可分な構造のうちに把握される概念

であり、基本的には「格物致知」として理解されてきた。 
一方で、西は、「理と云ふ辭、歐言にては的譯を見す」（『尚白劄記』）6と述べ、また、中国哲学に
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おける「理」を、「レーズン」（reason）と「ネチュラル・ラウ」（nature law）との二つの意味に解さ
れるものと分析している（『尚白劄記』）7。 
このことからすれば、西は、儒教哲学に基づく概念であるからと言って、これらを根柢から否定

していたわけではなかったようである。むしろ、次に見るように、伝統的な思想概念に、如何なる
意味の西来語が与えられるかといった観点によって、従来の思想概念を見返そうとしていた一面が
あったと考えられる。 
そうであれば、「格物致知」論の骨子に則して、西の西来語理解を見返せば、西は、reasonや natural 

lowから、logicが確立するという理解を提示していたことが窺える。 
事実、西は、『致知啓蒙』（形式論理学の書）において、「マツロジカテフヲ、支那

カ ラ

ノ語ニ飜
カヘ

シテ、
致知學ト名ケツ」8と述べ、さらに伝統的な「格物致知」を前提として、「爰ニ説ク格物ノマへニ、
致知ノ術ヲ先ニスルトハ、少シク事カハリヌレト、ソハ言ヲ斷チ用フルモノカラ、拘ハラヌコトニ
コソ」9と述べている。 
すなわち、「Logicとは、漢語に言い換えれば「致知学」である」、「本書は従来の「格物致知」と

いう語の並びではなくして、致知を第一と見なしており、やや異なる理解であるようだが、「格物致
知」とは単なる言辞ではなく、日常において活用される工夫のことであるから、語の序列はさして
問題にならぬことなので」と断っているのである。 
「致知」を「Logic」として説明しようとするなかで、伝統的「格物致知」との整合性を保とうと

するかの如き言説が窺われるのである。 
それはむしろ、伝統的な知の体系を基礎として、新しい西洋学術を理解しようとする思惟でもあ

った。 
西の「格物致知」論については、また機会を改めて取り組むことにしたいが、この問題は、本稿

の主題とも関わり、西周の思想を特徴付けているもののようにも思われる。 
こうした意味においても、土井によれば、西周は終始一貫「西洋学士の議論を祖述継承し」てい

る者ではなく、その「致知学」に基づき、「独自一個の真意見、新考案を出し」ていた唯一の「日本
学士」なのであった。 
また、土井は、この評語の冒頭にて、従来の伝統的知識人のありようを、端的に次のように評し

ている。「支那及本邦學士ハ、精神微弱氣力振ハス」、「多クハ風流游戯ノ浮華文字ニシテ、經綸有
用ノ言尠ナシ」（以上「偶評西先生論集叙」）10と。すなわち、従来の中国や本邦における学士たち
の精神は微力で、気力は振るわず、「經綸」（国家秩序を整える統治法）に資する有用なる思想は少
なく、いわば典雅流麗なる修辞に長けるのみであったと言う 11。その上で、当今の学士も尚同様で
あったとして、先述の引用に繋がっている。 
土井の評価に因れば、東アジアにおける伝統思想は、いくつかの例外を除けば国家統治における

実効性が希薄であったが、西は、「日本学士」として「経綸」論を展開し、西洋学術を手がかりに、
列強を代表する「西洋学士」にも引けを取らない学識を披瀝していたと言うのである。 
この土井の評価は、先述の通り、1880年（明治 13）のものである。土井は、東アジアの伝統思想

には見るべき「経綸」思想が少なかったと述べているが、彼が求めていた「経綸有用の言」とは、
国会開設の勅諭、明治十四年の政変を前にしたものであり、江戸期において是認されていた「経綸」
論ではない。かかる評価は、紛れもなく西周思想から得られた讃辞であり、伝統思想と対比される
西思想の特徴を言い当てたものと言えるであろう。 

西周の著作 

では、西自身は、アジアの伝統思想について、如何なる認識を有していたのであろうか。ここで
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は、その著作において主題となっている語彙から、その傾向を一瞥しておきたい。 
『西周全集』全 4巻所載の文献中、西の生前に刊行された著作には、以下のものがある。 
尚ここでは、雑誌発表のものについては、・を付した雑誌名ごとにまとめた。序跋の類はここに挙

げていない。また、刊行年を記載するにとどめ、稿本作成年月については割愛する。 
 
『万国公法』（1867/慶應 4（明治元年）、フェッセリング講義筆記の訳） 

『性法略』（1871/明治 4、フィッセリング講義筆記の訳） 

『百一新論』（1873/明治 6） 

『致知啓蒙』（1874/明治 7） 

『利學』（1877/明治 10、J.S･ミル“utilitarianism”の訳） 

 

・『明六雑誌』（1874〜1875/明治 7〜8） 

「洋字をヲ以テ國語ヲ書スルノ論」（創刊号、明治 7年 3月） 

「非學者職分論」（第 2号・明治 7年 3月） 

「駁舊相公議一題」（第 3号・明治 7年 4月） 

「煉火石造ノ説」（第 4号・明治 7年 4月） 

「教門論」（第 4、5、6、8、9、12号・明治 7年 4、4?、4?、5、6、6月） 

「知説」（第 14、17、20、22、25号・明治 7年 7、9、11、12、12月） 

「愛敵論」（第 16号・明治 7年？月） 

「情實論」（第 18号・明治 7年 10月） 

「秘密説」（第 19号・明治 7年 10月） 

「内地旅行」（第 23号・明治 7年 12月） 

「網羅議院ノ説」（第 29号・明治 8年 2月） 

「國民氣風論」（第 32号・明治 8年 3月） 

「人生三寶説」（第 38、39、40、42、43号・明治 8年 6、6、8、10、10月） 

 

・『講學餘談』 

「演説會ノ一説」（1877/明治 10年 6月 17日） 

 

・『學藝志林』 

「學問ハ淵源ヲ深クスルニ在ルノ論」（第二冊、1877/明治 10年 8月） 

 

・『内外兵事新聞』 

「兵家德行」（第 132、136、140、145号・1878/明治 11年：合本第 166号附録、1878/明治 11年 10月） 

「兵賦論」（第 166〜289号・1878/明治 11年 10月 20日刊〜1881/明治 14年 2月 27日刊） 

 

・『交詢雑誌』 

「交詢社創立會祝詞交詢字義」（第 2号・1880/明治 13年 4月刊） 

 

・『東京學士會院雑誌』 

「論理新説」（第 6編第 4冊、1884/明治 17年） 

「心理説ノ一般」（第 8編第 4冊、1886/明治 19年） 
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・『日本弘道會叢記』 

「理ノ字ノ説」（第 1册、1889/明治 22年 11月） 

 

上記は、当初から刊行を目的として執筆されたものであり、西周思想を窺う上で、恰好の資料と
言えるであろう。一見すれば、「性」「法」「致知」「利」「学者」「愛」「情」「実」「気」「学問」「徳行」
「理」「心」等という語が目につき、おそらく当時の読書人からすれば、漢学諸文献を通して慣れ親
しんできた諸語であったと思われる。少なくとも、いずれも、儒教の経書に頻出する語彙である。 
そうであれば、西周によるこれらの諸書は、新時代に向け、従来理解されてきた概念を問い直す

目的があったのではないかと推察される。とりわけ「理」については、その晩年に近い歳 12にも取
りあげており、西周思想における主題であったことが窺われる。 
また、西周が育英舎にて行った講義にも、同様の性格を見てとることができる。その講義の一部

は、門生の永見裕によって口述筆記されている。すなわち『百學連環』と『燈影問答』（両者とも
1870／明治 3年）とである。もっとも、これらは西自身の手に成る著作ではない。 
西周自身が生前に刊行した著書は、『百一新論』（1873／明治 6）と、『致知啓蒙』（1874／明治 7）

の二著作である。 
ただし、『百一新論』については、西周自身に刊行の意図があったのか否か断定することは難しい。

実際に刊行したのは、山本覚馬（1828〜1892／文政 11〜明治 25）だったからである。また、その成
立事情も所説ある状況で、詳らかにされているわけではない。大久保氏「解説」によれば、本書は、
西周が京都滞在中に執筆し、山本に贈ったものとされ、執筆年代は、西の京都在住期間である 1866
〜7／慶應 2〜3年と推定されている。 
もっとも、『百一新論』には、西自身の学識を他者に供する目的があったということは言えるであ

ろう。この意味において言えば、『百一新論』は、西周による啓蒙思想――伝統思想の批判的検証を
ものした著作――の原点であった。 
また、『致知啓蒙』は、日本で最初に紹介された形式論理学の解説書である。「理」は、西が晩年

に至るまで論究していたテーマであり、また「致知」は、「理」と同じく、伝統思想上での最重要概
念の一つでもあり、そこで如何なる理論が展開されていたのかは大変興味深い問題である。ただし、
『致知啓蒙』は、その内容上、『百一新論』に較べると伝統思想に対する評価が主題であるというわ
けではない。 
そこで本稿では、主に『百一新論』を中心に据えながら考察を試みることにしたい。 

西周の見識―熊澤蕃山とコント― 

（１）「五官の実徴」によるドグマからの解放 
日本において西洋学術を受用した人物は、「洋学者」「蘭学者」等と呼ばれ類別されることがある。

西周に対する評価としても「洋学を志した人物」などとするものもある。また何より土井は、西を
「西洋学士」（西洋の哲学者）に比肩する人物とみなし、日本の実態を適切に論考し得た唯一の「日
本学士」と評していた。 
たしかに西周は、西洋思想を受容した日本の第一人者のひとりである。しかし彼自身は、自ら「洋

学者」と名乗ることを嫌う。そればかりか洋学者、儒者、国学者などといった「門戸」を掲げるこ
と自体を避けている。 
具体的な論考に入る前に、まず西周の学観を確認しておきたい。 
「復某氏書」13（1870／明治 3年）において、西は、「天授の五官に本づく實際の學」14を強調し、

「凡そ四海萬國の人苟も此の五官を有するもの、其の論趣同からさるはなけむ」15と述べ、国や地
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域、文化の相異を学問の前提とはしていない。西が考える「実際の学」とは、国情や社会思想から
窺われるものではなく、人類が有する「天授の五官」に基づくものである。そこに和・漢・洋の区
別はない。 

 
僕レ素より此道を信し、此道を守りつれと世の門戸を立て相爭う輩ラとはことかはり、其道の五
官の實徴による所は素より西哲の學ヒにいてたれど、自ら洋學者てふをもて居るをほせず、又
儒書をおほかた究めたれと儒者てふ名目をも好ます、又我か國の書籍をも見たれと本學者、國
學者なという名義をもとらす、唯日本の一士人たれは高著のうちに某レの者流とて頑ナに己ノ道
とする所を墨守する者と莫思ひ玉ひそ」（「復某氏書」）16 

 
洋学者とも、儒者とも、本学者ないし国学者とも自称せず、「唯日本の一士人」であって、本書の

うちに自説を誇り、固執しようとするものではないという自らの立場を表明している。西は、「五官
の実徴」をこそ、物の実質に対する講究の手段とするべきとする。それこそが、「実際の学」であり、
西が言うところの「道」であった。 
ただし、西は自らの立脚点を明確にせぬまま、教学そのものをも相対化している。そのため、そ

れぞれの教学のもつ独自性についてはほとんど顧みていない。 
 
所謂高天原てふは孔孟のいふ所の天にして、詩に上天昊天といひ、書に皇天といひ、西教に天
國といふ、其他夷狄亦天を拜するの禮あり、要皆頂上彼蒼をさし理に據り地位につきて謂ふの
ミ、指して何れの方にありとすへからす、しかしてまた天律神といひ、上帝といひ、ゴットと
いひ、ヂウといひ、神といふの類ヒ皆其主宰たるより云ふのミ、此言程子形體より天といひ、
主宰より帝といふの言略ゝ當れりとす。（「復某氏書」）17 

 
高天原も、孔孟の天も、詩経の上天昊天も、書経の皇天も、聖書の天国も、天を仰ぐ、その礼を

行う対象と見なしているか否かが問題であり、いずれも天を特別視していることに変わりない。ま
た、「神」に類する概念の属性を「主宰」とみなし、天津神も、上帝も、ゴット（独 gott）もヂウ（仏
dieu）も、その主宰性を指したものであると論じる。引用末文によれば、西のかかる見解は、『周易
程伝』（あるいはそれに基づく『近思録』）によって着想を得たものであろう。すなわち、朱子学を
はじめとする宋明学において、その基本思想として行間に示されていた「名称は違えどもその実体
は一つである」、という理解が意識されているように思われる。 
ただし、それぞれの名称を言い分けている根拠、すなわち各名称に基づく独自性（神道、孔孟、

詩経、書経、プロテスタント（独）、カソリック（仏）等、各教説に基づく概念理解）については、
この西周の言説からは窺われない。その意味では、単純なるシンクレティズムとも異なるであろう
し、エキュメニズムなどでもないであろう。 
さらに西周の理解は、次のように展開してゆく。 
 
唯是を認知するの要まさに天授の五官より始むへし、學識既に廣く造化の妙機に參し、造物の
微妙に達すれハ、畏敬の心日にゝ深うして自ら已むこと能はす、唯學識淺陋なれは、其見る所
また隨て狹けれハ畏敬の心從て分れ、あるは狐狸を拜し、蛇蝎を信するに至る（「復某氏書」）
18 

 
それぞれの教説のドグマにとらわれることなく、「天授の五官」によって、その本質を認知し、学

識が広がれば、造化の妙機を検証し（あるいはその造化の営みに参与し）、そうして、造化の微妙に
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まで行きつけば、畏敬の念が日増しに深まってゆく、といった心情がはたらき始めることを分析的
に論じている。また、仮に学識浅陋なれば、物を見る視野は狭くなるので畏敬の念もあれこれと分
散してしまい、狐狸や蛇蝎さえも信じてしまうようになる、と言う。 
ドグマや宗教観、あるいは信仰を前提することなく、あくまで「五官」を基礎に物事を認識すべ

きことが強調される。紙幅の都合、詳論は別の機会に論じることにしたいが、朱子学の格物論では、
外界認知の際、「五官」をも含め、客体に取り組む実践主体の「心性」が分析される。西は「西哲」
により五官の実徴に基づくべきとする着想を得たと述べていたが、これは、実は、身体観に基づく
格物論にも近いように思われる。 

（２）「造物者」に対する見解 
また、ここで西周は、明らかに造物者（主）の存在を前提に据えている。しかし、西にとっては、

あくまでも「天授の五官」「五官の実徴」こそ基本に据えるべき要点であり、例えばキリスト教にお
けるゴッド、あるいは神道における天津神、孔孟の言う天など、教義の存立性に関わる教説理解に、
関心があるわけではなかった。 
西周は、先の言説の前段において、五官によって認知した情報をもとに、その「対偶」を求め、

物理世界の虚実動静の関係性を突き詰め、「造物主の霊妙不測を感知する」といった理解をも提示し
ている。これについては、まだ判然とは読解しかねる箇所があるものの、興味深い言説もあるので、
提示しておきたい。 

 
一実質の運行を知りて、爰に其對偶を求め一虛體を得、此虛實動靜二體相係はるの様を觀して
空想の四元を得、此四元を推し參するに三界の形迹を以てし、造物主の靈妙不測を感知す、是レ

により四元を推し參するに形氣家の理リを以てし、性理の蘊奥を究極し人生の大本を知る、是
を性理家の道理となんいふなる。其學ヒは卽ち致知學、心性學、禮教學、性法學、政法學、国
法學、刑法學、商法學、公法政學、公法通學なとなり（「復某氏書」）19 

 
すなわち形気家が担う五官によって知られる「実質の運行」を知り、その「対偶」を求めること

によって、物理世界の虚実動静の関係性を突き詰めてゆく。動静の関係性を突き詰めてゆくことに
よって、「造物者の霊妙不測を感知」する。そこまで至れば、既に造物者によって作られた物理的世
界における理を把握することができることになり、さらには天授の五官そのものの在り方、すなわ
ち人間存在の在り方〔性理の蘊奥〕を究め尽くし、その根本を把捉するに至る。こうして、性理家
の道理各種が確立してくることになる、と言う 20。 
「対偶」は、『致知啓蒙』第十四章「對偶互證」（第一巻、418 頁）において説かれている語であ

る。一応は、論理学における「対偶」を指すものと考えられる。ただし、「実質の運行」を前提とし、
これに対するものであり、それ自体は「一虚体」ということになる。ここでは、実質ないし物理的
世界のありようそのままに、「虚体」「空想」「霊妙不測」を感知するに至るという思惟が示されてい
るものと言えよう。すなわち、論理性、倫理性、法規性といった類となる。西の言説によって言え
ば「心理」の一面ということになろう。 
いわば物理を通して心理を理解するところの結節に、万物の「造物主」を認定していることにな

ろう。 
ただし、本書信は、平田篤胤の門下で、津和野出身の国学者大國隆正の一門に向けて出されたと

される書簡である。その読み手の理解を前提におくならば、この「造物主」には、神道概念が適用
されるであろう。しかしながら、西周の主旨からすれば、恐らくキリスト教のゴッドでも、他の語
でも、「造物者」と理解されている語であれば、適用可能な言説になるであろう。西周には、教義云々
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の前に、まず「五官の実徴」に対する敬虔なる心境があったものと考えられるからである。 
もっとも、西が「造物主」と言うとき、彼自身が如何なる教説に親和性を覚えていたか、といっ

たことについては、少なくとも、管見した限りでは判然としない。ただ、西が先に「其道の五官の
實徴による所は素より西哲の學ヒにいてたれど」と述べていたことからすれば、彼の信念は、「西哲」
に根をおろしていたと言うことはできるであろう。 
西周にとっての西洋学術、「西学」は、あらゆるドグマを存置し得、さらには全ての教義を貫き得

る思考様式であったということができるであろう。 

（３）熊澤蕃山とコント 
ただし、特定のドグマにとらわれない見識は、「西哲」のみに見られる特徴というわけではない。

西周には、大久保氏が「熊澤蕃山の書に就いて」と題した「明治 17年 6月 25日」付の書翰がある
21。「右蕃山先生書…」からはじまるその書翰には、その最後に「後學西周謹識」と記されている。
従来の西周研究では、蕃山との関わりは全く指摘されてこなかったが、西周はここにおいて、蕃山
後学を自著していたのである。また、「西家譜略」によれば、22 歳の時（1850／嘉永 3 年 10 月）、
岡山の閑谷学校に入り、寄宿している。前年に、賴山陽の弟子、後藤松陰による松陰塾に寄宿し学
んだが、そこで蕃山開基の学校のことを聞きつけ、入学を志したとある 22。 
このほか、西周における熊澤蕃山の影響を、文献上に確認できるわけではないが、まさにこの見

識は、蕃山の『集義和書』に散見される内容でもあった。 
蕃山は、中江藤樹の門下として、一応は陽明学派とされる人物であるが、実際には、陽明学一派

に固陋するかのような立場にはなかった。例えば、「江西の學によって天下皆道の行はると云ふ事を
知れり…」という藤樹学派を賞賛する者に対し、「尤も少しは益もあるべけれども害も亦多し。しか
と經傳をも辨へず、道の大意をもしらで、管見を是とし異見を立てゝ聖學といひ、愚人をみちびく
者出來ぬ。江西以前には、此弊なかりしなり。…」（『集義和書』巻第十一 23）と述べるなど、冷静
にその評価を下しているのである。 
しかしながら蕃山は、他方で「大道の實義においては、先師と予と一毛もたがふ事あたはず」（『集

義和書』巻第十三）24と述べている。さらには、「一事の不義を行ひ一人の罪かろき者を殺して天下
を得る事もせざるの實義あり。不義をにくみ惡をはづるの明徳を固有すればなり。此明德を養うて
日々に明らかにし、人欲の爲に害せられざるを心法といふ。是又心法の實義なり。先師と予とたが
わざるのみならず、唐日本といへども違ふことなし。此實義おろそかならば、其云ふ所みな先師の
言にたがはずとも、先師の門人にあらじ。予が後の人も予が言を非とし不用とも、此實義あらん人
は予が同志なり。…」（『集義和書』巻第十三）25と言う。 
すなわち、熊澤蕃山は、中江藤樹から「心法の實義」を学んでおり、それは藤樹学にとっての神

髄である。しかしながら、それはまた、蕃山によれば、藤樹学に限らず、国や文化を超えて人類に
共通する人間観でもある。藤樹学の神髄は、かかる人類に共通する人間観を捉えるところにこそあ
り、教えの言辞が重んぜられるわけではない。 
また、実は、「造物者」についての見解も、『集義和書』には散見される。しかも、その「造物者」

は、「造物者人を成して人の性あり。萬物を成して萬物の性あり。人は天地の心なるゆゑに、一陰一
陽の「理」を全うして明德備れり。其の性にしたがつて動くときは、仁義禮智の性ありて善なり。
性の德を失ふ時は、不仁不智不禮不義にして惡なり」（『集義和書』巻第十五）26というような、「理」
と「心性」とを関連づけさせた存在として位置づけられている。さらには、「夜のやすみ極りぬれば
晝の勞を思ひ、晝の勞極りぬれば夜の休みを思ふ。死生勞安は時なり。只造物者のなさむまゝなり。
私意を立て好悪すべからず」（『集義和書』巻第二）27というような、心的作用の根源に、「造物者」
を位置づける言説も見られる。 
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ドグマに拘わらず、万人に共通する地平に立脚しようとする蕃山の学的態度は、西の立場とも一
脈相通ずるものと言えるであろう。 

なお、『集義和書』は、問答体で記されており、後述する『百一新論』との類似性も見られる。 
ただし、西周にとってのいわば「心法の実義」は、前述の通り、「五官の実徴」として論じられて

いる。また、その観点は、「西哲」に根ざすものであったと言う。 
西は宋儒と西哲との相異について、「開題門」（1870／明治 3 年以前）において、端的に次のよう

に説いている。 
 

私は宋儒と理性主義（rationalism）とは、その食い違いはあってもかなり似通っているように
思う。ただ近頃の、実証主義（positivism）は、根拠が正確で、辨論がよく道理に通じており、
後学を大いに補うものとなるであろう。これは我がアジアには未だ嘗てなかったもので、オー
ギュスト・コントが初めて提唱したもので、… 

余謂宋儒與羅覷奈侐士謨
ラ シ ヨ ナ リ ズ ム

、其説雖有出入所見頗相似、唯至輓近、孛士氐非士謨
ボ ス テ イ ビ ズ ム

、據證確實、
辨論明哲、將有大補乎後學、是我亞細亞之所未見、而墺梧支坤度

オ ー ギ ユ ス ト  コ ン ト

實首唱之、…（「開題門」）
28 

 
西周によれば、実証主義の精神は、アジアの教学にはなかった新しい思想であり、西にとっては、

これこそが学ぶべき「西哲」であった。事実西は、未刊行ながら、コント（1798〜1857）の思想を
解説した書物を『生性発蘊』（1871〜3／明治 4〜6）として訳出している。 

「五官の実徴」は、まさに経験的事実に照らし「対偶」を求め、仮説理論等を展開検証する基盤
であったように思われる。まさに実証的に物事を論じゆく手法となり得るものと言えるであろう。
ただし、西の場合は、ここでは「造物主」といった超越的存在を前提しうるかたちで「五官の実徴」
に言及している。したがって、一見すると実証性とは相容れない、ややもすれば神秘体験にも近い
「実感」をも、「経験的事実」に据えているかのようにも思われるが、そのことへの評価は、ここで
は論じられない。 

『百一新論』について 

『百一新論』上下（1866〜7／慶應 2〜3 年）と「復某氏書」（1870／明治 3 年）との成立年次の隔
たりは、3〜4 年ほどであると考えられるが、前者は、西が徳川慶喜に扈従していた時期に執筆した
ものであり、後者は維新後に記されたものである。環境が異なることも一因と思われるが、その論
説にもそれなりの違いがあると言える。 

キリシタン禁教令が解かれるのは、1783／明治 6 年のことであるが、「復某氏書」に、ゴット（独
語 gott）、ヂウ（仏語 dieu）などの表記があるのは、該書が記された 1780／明治 3 年に、隠れキリ
シタンの存在が明るみになったということも遠因であろう。 

しかし、本書においても、前節において見たような西の基本的な思想の要点に相違はないように
思われる。 

もっとも、『百一新論』を専門に扱う先行論文 29の多くは、「朱子学批判」「徂徠学の影響」「西洋
哲学による基礎」といった枠組みにおいて論じられている。無論、これらは、西自身の思想を整理
する重要な論点である。 

西は津和野藩の医者の家に生まれるが、学問を好み、藩主より一代還俗を命じられて、藩黌養老
館にて、儒学に専念するようになるが、その後脱藩し、蘭語、英語、法術等の洋学を学び、蕃書調
書の教授手伝並となり、オランダ留学に至る。脱藩は 26 歳の時であり、それまでは、儒学の素養を
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培っていたと言える。 
『百一新論』において、西は、儒学史の客観的な史実を根本から整理する作業を通じて、百教に

通じる実質をさぐろうとしている。その際、朱子学が提示してきた教学の「理」理解と衝突するこ
とになるが、それは朱子学がその「理」観によって展開させてきた人間観・世界観の手法を、西が
信じる手法に基づいて見直し、実質に即して再構築しようとする営為であった。 

ただし、朱子学との比較においては、「理」への言及は避けて通れないが、本稿ではその哲学的理
解に直接踏み込むのではなく、まずその周辺的な理解を手がかりに、『百一新論』巻之上から、西周
思想を再整理しておきたい。 

（１）百教一致について 
『百一新論』（『西周全集』第一巻所収。以下、引用頁数のみ記す）は、「或る者」と「先生」との

問答によって構成されている。「先生ニハ平素ヨリ百教一致ト云フ説ヲ御主張ナサルト承リマシタガ
實ニ左樣デゴザルカ」（232 頁）という問いから始まる。 

数々の教えがあり、いまだ禁教令下にあって邪宗門と呼ばれるべき宗派が存在していた時代にお
いて、すべての教えが一致するとは如何なることであろうか。 

 
其異ナル所ハ兎モ角モ、其趣ヲ考フレバ誠ニ同一ナル┐ガゴザルニ因テ一致トハ申スデゴザル」
（233 頁） 

 
千差万別の教えがあるなかでも、その百教の趣きの極意を突き詰めてゆくと、同一の趣旨に帰す

が故に、「一致」と言う、という見解である。前章に見た理解と符合する。 

（２）政教一致と政教一途 
次いで、西は「教え」についての定義を明確にする。すなわち「教え」とは、「皆學ブ人ガアリテ、

其道ヲ授ル者ガゴザレバ教ト云デゴザルガ、茲ハソレトハ差フテ專ラ人ノ人タル道ヲ教フルヲ指シ
テ云フノデゴザル」（235 頁）とする。 

さらに、「何ニモセヨ人タルノ道ヲ教フルコヲ指シテ專言ニ教トイヒ、後々名教ナドヽ熟シテ仁義
忠孝ナドノ名ヲ設ケテ教フル┐ヲ指シタモ、矢張今イフ教ノ意デゴザル」（235 頁）。すなわち、「名
教」、「仁義忠孝という名目を立ててこれを教えること」も、すべて「教」と見なせることになる。
裏を返せば、西の人間観において、「人の人たる道」として「仁義忠孝」を認めていたということに
なるであろう。 

『百一新論』に寄せた山本覺馬の序文に記されていることであるが、本書の主題の一つは、政教
の区別である。序文を一読した際には、西周は、「政教一致」に批判的な態度を有していたと思わさ
れる。しかし、本文を子細に見てゆくと、西は全く「政教一致」に反対していたわけではなかった
ようである。 

また、先行研究において、西が批判する「政教一致」とは、伝統的に朱子学が用意してきたもの
であったとする理解が示されることもある。 

ここでは、改めて原文を確認することで、西の見解を整理しておきたい。 
 

マダ人ノ道ノ内ニハ人ヲ治メルト云フ事ガゴザルニ由テ、人ヲ治メル仕方ノ政トイフ字モ人ノ
道ノ一ッノ樣ニ思ハレルデゴザルガ、ソコニ意味ノ取損ヒ易イ、得テ間違ノ生ジ易イ┐ガゴザ
ツテ、此考ノ混雜カラヒドイ誤リガ出來ル┐デゴザル、ソレハ先ヅ今ノ世デ能ク人ガ申ス政教
一致ト申ス┐ガゴザルガ、此題目ハ至極宜イ立テ方デゴザルケレ ▕ モ、少シ意味ヲ取違ヘルト政
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教一途ト見ル人ガ多イデゴザル、朱子ノ大學ノ序ニ堯舜ナドノ聖人ガ天ニ繼ギ、天道ヲ奉ジテ
人間ノ大極柱ヲ立テラレタ時ニ億兆ノ民ノ君トモ師トモナツテ治メテ、以テ教ヘシムトゴザル
ガソレハサル┐デ、大昔シノ世ニハ教ヘル┐モ、治メル┐モ大體一ツデゴザツテ、就中漢土デハ
今ノ世デモ又孔子ノ道デハ、何處デモ、誰デモ、同ジ┐ニ考ヘテ居ルデゴザルガ、茲ヲ一ツ説
キ碎カナクテハナラヌデゴザル（236〜237 頁） 

 
ここに論じられているように、西は、「政教一致」と「政教一途」とを判別している。 
西は、「政教一致」という題目の立て方を、むしろ「至極宜い立て方でござる」と述べ賞賛してい

ることが分かる。後段に「政ト教トハ素ヨリ二途ナ物」であり、「二途デナケレバ一致ト云フ句尾ハ
イラヌ」はずだが、「政教ハ素夫々ノ別ナ┐デ二途ニ出タルコナレ ▕ モ、其歸スル所、趣ク所ノ目的
ハ同ジ┐デ」あり、「歸スル所ノ目的ハ人ノ世ヲ宜イガ上ニモ宜クシテ斯民ヲシテ生ヲ養ヒ死ヲ喪シ
テ、一生涯安樂ニ暮サセテ死後ニモ憾ミノナイ樣ニシテ遣ラフト云フ┐ハ一致デゴザル」（以上、237
頁）と言う。 

つまり、「政・教」は、その手法が異なり、別々の方途ではあるが、その目的は、民生の安楽とい
うことに尽きると言った見解が示されている。その共通する目的のために、むしろ「政教一致」は
賞賛されているということになる。 

西によれば、説き砕かなくてはならぬもの、それは、「政教一途」の方策であった。 

（３）朱子学批判——政教一途批判—— 
「政教ハ素二途ナ物」であるが、「孔子ノ道ヤガテ儒者ノ道トイフモノデハ茲ガマダハツキリト分

カラヌ」として、朱子学を「政教一途」とする見解を呈することになる。 
では、「儒者ノ道」としての「政教一途」とは何か。それは次のように説いている。 
 

抑々儒者ノ道ト申ス者ハ如何樣ニモ政教ノ考ガ混雜シテゴザルガ、先其病根ヲ申サバ大學ニ脩
身齊家治國平天下トテ脩己治人ノ道ヲ一ツニ言タ所ヲ後儒ガ見損ツテ己サへ脩レバ人ハ治メラ
ルヽ、誠意正心ガ出來ルト天下ハ平カニナルト心得テ何デモ格物致知誠意正心ト云フカラソレ
サへ出來レバ治國平天下ノ事業ハ別ニ學問モセズ其利害得失ヲ講明セズ ▕ モ、自然ニ出來ル樣ニ
心得テ禪宗ノ坊主ガ坐禪ヲスル樣ナ事ヲ政ヲスルノ本ト思フハ、痛ク取リ損フタ┐デゴザル、
（237〜238 頁） 

 
『大学』八条目に基づく修己治人に対する実践論理解として、その眼目が「修己」に偏りすぎて、

修己さえ成れば、自然と、治人が成立するとしている、という非難である。さらには、そもそも儒
者の道では、我が身を修めよと言うばかりで、具体的な「法術」を説かないと言う。もっとも、「法
術」に関する文献には、『周礼』などがあったわけで、『大学』で述べられていることだけが教えの
全てであったわけではないはずだが、それについては後儒（朱子）が見損なったのだと言う。しか
し、「孔子ノ時カラ受繼イダ見解デゴザツテ」（238 頁）、後儒ばかりの責ではない。実は孔子自身、
『論語』に記載されている内容から言えば、治人論・政治論については、具体的な事は何も論じて
おらず、せいぜい「正名」という心得や、修己の工夫を言うのみだったのだ、と西は言う。 

また、「孔子ガ釋迦ヤ耶蘇ノ樣ニ説法ヲシテ人ヲ教化シタ┐モ見へ申サヌ」（239 頁）とも述べ、西
によれば、そもそも孔子自身は、釈迦やイエスのような体系化された言説によって、人々に人の道
を教化することは無かった。 
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（4）孔子学派の本店と内職——礼学と性命道徳—— 
ではなぜ、孔子が一定の地位を獲得するに至ったのか。西は、司馬遷の『史記』孔子世家の、「六

芸に通ずる者七十有二人」との記載から、孔子が主として弟子たちに教授していた内容は、周礼に
見られる礼楽射御書数の六芸であったと指摘する。その記録は、『論語』とは異なり、司馬遷が、ま
だ当時巷間に遺っていた言い伝えを記したものであるとして高く評価する。 
西周によれば、六芸のうちの礼こそが「治」に関連して問題となる。 
礼には、周礼・儀礼・礼記があり、官制や法令典章（会典）の類・廟廊の儀式・日常風俗の瑣末

なことに至るまで記されている。西周は、礼概念の幅広さを丁寧に論じたあと、礼の字義にかなう
のは周礼に記されている五礼（吉凶軍賓嘉〔祭礼・喪礼飢饉対策・軍旅・外交交際・冠婚〕）である
と認定している（241頁）。 
治人のためには、このような制度典章こそが肝要であり、宋儒のように、一貫して性命道徳を講

じることだけで済ませることはできない。西は『史記』が実証的客観的叙述であると理解した上で、
孔子の歴史的事実を整理しながらその事績を評価し直している。 

 
爰ハ釋迦ニ比シテモ、耶蘇ニ比シテモ同ジ樣デゴザルガ、孔子ハ表ノ商賣ガ夫ノ政事學者ト申
スノデゴザルカラ、其二人トハ少シ替ッテゴザル（243頁） 

 
西によれば、孔子が開いた儒家の商売は「政事学者」であった。 
 
サレド仁智ナドイフ題目ヲ掲ゲテ君子小人ト區別ヲ立テ、人ノ躬行ヨリ心裏ノ過惡ヲ去ラント
門弟子共ヲ導カレタノハ、論語ニ十篇ニ記シタ所デ歴々タル事デゴザル、是ハ孔子ガ構ヘテ爲
ラレタ事デハナク、門弟子ナドモ多ク世上ノ人ニモ多ク附合レタ┐故ニ、自然ニ其見込ノ説ガ
出テ吾知ラズ、其國耳ガヤガテ東方ノ教門ノ開祖トハナラレタデゴザラウ、夫故門弟子ガ其語
錄ナドヲ作ツテ置タ┐デ、元ヨリ不世出ノ聰明ナ人故ニ心ヲ論ジサシテモ性ヲ説カシテモ、其
見解ガ衆人ノ上ニ出タ┐ガゴザルト見エテ、今ノ世デモ動カシ難イ所ガ見エルデゴザルガ、倂
シナガラ是ハ孔子ノ表向ノ商賣デハナク内職デアツタ┐ヲ能クヨク心得テ見ヌト、後儒ノ樣ナ
間違ガ出來ルデゴザル（243〜234頁） 

 
それは、礼楽を重視したのが孔子であり、孔子自身、歴代の制度典礼について論じていることか

らくる理解でもあった。ここに徂徠学の影響が如実に顕れていることになる。 
 
徂徠ガ先王ノ道ハ禮樂耳トカ先王ノ道ダトカ申シタモ爰ノ意味デゴザル、故ニ能ク孔子ヲ學バ
ウト思フ人ハ仁義道德ノ説ハ兎モ角モ、總テ歴代ノ典章文物制度律令ヲ講明シテ其利害得失ヲ
知リ、之ヲ其時ノ天下ニ措ク┐ヲ學問ト心得ネバナラヌ┐デゴザルガ、後儒ハ左樣ナ事ハ事業ノ
末ナリト思ヒ、或ハ功利ノ學ナドヽ詈リテ性命道德ヲ講ズルヲ正道ト立テ、論語ナドニ尋常説
話ノ心得書ノ樣ノ言ヲ孔子ノ學ト取違へ…（242頁） 

 
大学八条目を付会して、身が修まれば天下は自ずと平らかになる、身を修める本は正心誠意など

として、居敬・静坐の工夫を説くなど、大きな間違いであるとして、その統治論に対して、徹底批
判する。 
孔子の統治論は、そのような「教」に偏るものではなく、基本的には「治」を主軸とするもので

あり、まさに制度典礼・礼楽を講究したのが孔子であるとするのが、徂徠学の系譜に位置づけられ
る西周の儒学理解であった。 
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（5）礼から法へ 
西周の特徴は、自らの思想を、歴史的展開を追うことで論じていくことにあると言えよう。西の

一からの独創ではなく、客観的な、歴史的事象を説明していく中で、これを説得的に論じていく。 
次いで西の言説は、孔子没後の社会へと移行する。儒学の「本店」は、礼であったが、孟子の頃

になると、群雄割拠する戦国時代であり、時代の変遷と共に「礼」（規範準則）の在り方も変容して
きたと言う。 

 
其孔子ノ時ニ天下國家ヲ治メル道具デアツタ禮トイフ者ガ、孟子ノ頃ニナツテハ名ヲ更タデゴ
ザル（246 頁） 

 
此禮トイフ者ハ如何樣孔子ノ時代デモ繁文錯節トテ誠ニクダヽヽ敷イ┐ニナツテ參ツタガ、戰
國デハ誰モソンナ馬鹿ラシイ┐ニ取合ヒ手ガナクナツタハ勿論ノ┐デゴザル、又其外一ヶ條ノ坐
作進退ノ節ナド、風習カラ出來タ┐モ時世ニ從ツテ替ツタハ勿論、總テケ樣ナ┐ハ戰國ニナッテ
紛亂ガ極マリ、却テ彼ノ繁文錯節ガ省ケテ能クナリ、人モ却テ質實ニ反ツタデゴザラウ、偖尚
一ケ條ノ禮デ天下國家ヲ治ル綱紀ニナル所謂制度典章ヲ指シテ禮トイツタデゴザルガ、此禮ガ
改名ヲ致シテ法トナツタデゴザル（246 頁） 

 
こうして「礼」と「法」とは、社会背景、時勢によって、分裂されることになったのだが、さら

に西よれば、孔孟以来の社会において、德礼の治が成立した史実はない、と言う。 
 

禮ト法トハ一所ニナラヌ物デ、孔子ノ政刑ト德禮トノ區別デ能ク分ッタ┐デゴザルガ、孔孟コ
ソ見ル所アツテ德禮デナクテハ善美ノ治ハ得難イト云レタ程ニ、此二人ニ時ヲ得サセテ天下ヲ
任セテ仕マツタナラバ、德禮ノ治ガ出來タカモイザ知ラズ、孔孟後ニ至ルマデ三千年ニモナル
デゴザルガ、誰カ漢土デモ本邦デモ又安南ヤ朝鮮デモ、德禮ヲナシタ人カ德禮ノ治ヲ見タ人ガ
ゴザルカ、彼二十二代、又本邦デモ往昔ヨリ今日ニ至ルマデニハ、治マツタ静謐ナ人民上下 ▕ モ
安樂ニ暮シタ世モ隨分數々有タデゴザルガ、其レハ政刑ノ御蔭カ、將タ德禮ノ御蔭カ、能ク考
ヘテ見ネバナラヌ┐デゴザル（251 頁） 

 
歴史的事実に照らして、人民上下の安楽において、政刑と德礼と、どちらが有効・有益であった

か、考察するべきことを述べ、徳治（人間本性に基づく治政）主義を批判する。 
 

德禮ノ化ト政刑ノ治トヲ比較シテ申サウナラバ天下國家ヲ治ムル上デハ政刑ノ治ガ正道デゴザ
ツテ、德禮ノ化ト云フハ孔孟ノ夢デゴザツテ、未ダ曾テ此天地此地球上ニハ、西ニモ東ニモ今
モ古モ有タ┐ハナイ物デゴザラウト存ズル（252 頁） 

 
以上のように、西周の主題は、「徳治」から切り離された「法治」の重要性を説いていくものであ

った。その批判の観点は、ドグマ性によるのではなく、あくまでも、実利・実益・実効性にあるも
のと言えるであろう。 

さらにこの「法治」の実効性は、次のように歴史的にも実証されている。 
 

本道ニ法ガ禮ノ天下ヲ取ツタ處デゴザツテ、其後漢ト替ハリ、唐宋明淸ト變ジテモ皆法ノ治デ
ゴザツテ、本邦デ孝德、天智ノ御宇ニ其制度ヲ模倣スル┐ニナツタモ矢張政刑ノ治デハゴザラ
ヌカ」（260 頁） 
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漢唐宋明清という中国歴代王朝のみならず、さらには、日本においても、孝徳・天智天皇の時代

に、その制度を模倣し始めているとして、その有効性を説き明かすのである。 
その後、法治には、申商・李斯など、その運用者の思想が如実に反映され、「人ノ人タル權ヲ失ツ

テ」（261 頁）しまう弊害のあることにも言及した上で、それでも、法治のあり方は、「人智の自然」
であり、「修己」とは関係なく、存立し得るものであった。 

 
歷代ノ制度ニ至ルマデ極メテ宜シイト云フ所ハマア鮮イカト存ゼラルヽガ、倂シ法ヲ以テ天下
ヲ治メルト云フ事ニナツタノハ、天ヨリ與ヘタ人智ノ自然ニ然ラシメタ所デ、聖人復興ル ▕ モ之
ヲ易フル┐ハ出來マスマイデゴザル」（261 頁） 

 
では、次に、西周の思想において、法治のあるべきあり方として如何なる運用が求められるのか

が問題となる。『百一新論』巻之下の内容に取り組むことになるが、本稿においては紙幅が尽きた。
今後の課題としたい。 

まとめにかえて 

徳礼の治は「孔孟の夢」であり、現実的な手法とは言えない。それは否応なく列強諸国からの外
圧を受けていた当時の日本社会なればこそ、西周にとっては、一刻も早く目覚めなければならない
喫緊の課題であったことであろう。 

西周の批判の仕方は、実証主義に基づき、教学のドグマに拘泥することなく、「百教」に「一致」
する地平に立脚して行われるものであったと言えるであろう。 

日本が近代化を果たす上で、西洋哲学・思想・文化の影響は極めて大きく、そこには、儒学なり
国学なりの日本における伝統思想との衝突があった。しかしながら、西は、西洋思想にのみ拘泥す
る学的態度を示していたわけではない。まさに洋の東西を問わず、「百教一致」の地平に立脚し、新
しい時代に向き合おうとしていたように思われる。 
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日本の近代化と道徳の問題 

――西村茂樹の道徳会と王陽明後学の講会活動―― 

小路口 聡 

はじめに 

明治 18 年（1885）12 月内閣制度創設。伊藤博文初代内閣総理大臣が任命される。西村茂樹（1828.4.26.
－1902.7.23）は、官制改革により文部省を退官。官を退いた西村は、当時の社会情勢について、次
のような思いを、自伝に書き記している。 

 
明治十八年十二月の改革は、維新以来の大改革なれば、国中目を拭いて新政を観、余も亦大に
望を新政に屬せり。然るに伊藤内閣の新政は、法律制度風俗礼儀一々是を欧米に模倣し、専ら
外国の文明を装い、外人を優遇し、舞踏会、仮装会、活人画会、其他外国の遊戯を行い、務め
て其歓心を求め、本邦古来国家の根礎たりし忠孝節義、勇武廉恥等の精神は、棄てて顧みざる
ものの如し。……（『往時録』 全集第四巻） 

 

翌明治 19 年 12 月 11 日、17 日、26 日の三回にわたり、西村は、東京神田の帝国大学講義室にお
いて、講演を行った。翌年の春、その草稿を印刷に付し、『日本道徳論』と名づけ、各省大臣をはじ
め広く知人に配布した。ところが、これを目にした総理大臣伊藤博文の逆鱗に触れ、新政を誹謗し、
政局の進路を阻碍する文字として、伊藤は、時の文相森有禮を呼び出し難詰する。森は、西村に語
気の激しい箇所は刪除するように助言するが、西村は聞きいれず、絶版に付すように返事をする。
そうこうするうちに、僞版が世に出回りだしたので、やむを得ず、改訂版（第二版）を出す。岩波
文庫版は、第一版を復刊したものである。 

さて、その中でも、西村は、新政府の、模倣に終始した、「皮相上滑り」（夏目漱石）の欧化主義
政策を強く批判し、「全国の民力をあわせて本国の独立を保ち、併せて国威を他国に耀かす」ことが
こそが、今日の「必須至急の務め」であるとした上で、そのためには、「国民の智徳勇、すなわち道
徳を高進するより他に方法あることなし」と断言する（『日本道徳論』岩波文庫、p.12） 

一 西村茂樹『日本道徳論』には、何が書かれているか 

『日本道徳論』とは、まさに、日本国民の「道徳を高進する」ための具体的な提案・方策を述べ
たものである。その全体の構成（目次）は以下の通り。 

 

緒言 

第一段 道徳學は現今日本に於て何程大切なる者なるか 

第二段 現今本邦の道徳學は世教に據るべきか世外教に據るべきか 

第三段 世教は何物を用ふるを宜しとすべきか 

第四段 道徳學を實行するは何の方法に依るべきか 
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第五段 道徳會にて主として行ふべきは何事ぞ 

 
以下、段ごとに、その内容の概略を示したい。 

 

【第一段】上記のように、西村は、近年、西洋諸国が日本に侵出の手を伸ばそうとしている、その
状況の中で、日本が独立を保ち、更には、他国に対して国威を耀かすためには、「道徳の高進」こそ
が必要であるとする。ここで所謂「道徳」は、国家の興廃存亡と密接に関わるものとして説かれて
おり、それが一個人の品行について言われるような、修身道徳と異なるものであることに、まず注
意が必要であろう。 

 

【第二段】日本において採用すべき道徳の基礎について述べる。「道徳学」こそ、「民心の頽廃を救
い、風俗の壊悪を療し」、「国の大病を救い、健全強壮の体と為さしむるの大能力を有する薬剤」で
あるとした上で、「現今本邦において道徳の教を立てんとするには、世外教を棄てて、世教を用いる
を以て適当とすべきに似たり」という。ここに所謂世教とは儒教と（西洋）哲学を指し、世外教と
は仏教・耶蘇教を指す。中でも、特に儒教は、日本においては、「三百年来上等社会に行われ、士人
以上の精神品行は皆其陶冶する所なれば、其遺伝の力容易に消滅すべからざる」ものであると同時
に、「人倫五常の道を重んじ、社会の秩序を尊び、人の志操を堅固にし、軽薄の風を抑ゆる」という
效驗があることから、日本の「現今の時勢に適する」ものと見なされる。では、全面的に、道徳の
基礎に儒教を採用するのかと言えば、必ずしもそういうわけではなかった。 

 

【第三段】「世教は何物を用ふるを宜しとすべきか」の節において、確かに、これまでは、儒道の
ほかに何もなかったが、今は、儒道の他に又西国の哲学がある。中でも、西村は、亜立士度徳

ア リ ス ト ー ト ル

（ア
リストテレス）を、孔子と並べて、「世教中の東西の両聖人」と称して、その哲学を高く評価する。
それぞれ一長一短あるところから、「諸教を採りて之を集成す」べきであって、「吾が一定の主義は、
二教（儒教・哲学）の精粋を採りて、その粗雑を棄つるなり、二教の精神を採りて其形迹を棄つる
なり、二教の一致に帰する所を採りて其一致に帰せざる所を棄つるなり。此の如き者は何ぞや。曰
く天地の真理なり」と言う。二教を越える「真理」という基準によって道徳を集成しようとする。
そして、この真理を「了識把持」する方法は、「事実」に照らすことであると言う。「凡そ事物の真
理を知らんと欲せば、必ず事実に求む、事物の事実に合う者は尽く真理にして、事実に合わざる者
は真理に非ず、事実は真理を試むるの測量器なり」と言う。こうして、「世教中に於て其教義の真理
に協う者を採りて是を日本道徳の基礎と為すべし」と言う。 

 

さて、ここで、今回の総合テーマである「日本儒学と西学との出会い」に関係して、興味ぶかい
点は、西村が儒道と（西洋の）哲学とを対比しつつ、それぞれの長短を論じている箇所である。西
村の思考世界の中で、儒学と西学という二つの思想が、どのような位置と意味を占めていたのか、
その一端を垣間見ることができる。 

 

儒道の短所（儒道のみでは道徳の基礎たり得ない理由） 

一：西洋の学術、殊に「生器心性等の学」は、その考究が極めて精微で、儒道の理論は、これ
と一致せず、相互に抵触する場合があること。 

二：儒道は禁戒の語が多く、勧奨の語が少ないので、人々は退守に安んじて、進取の気に乏し
い弊がある。（今日の時勢を鑑みると、進取の気を養わないと、国威を震わすことができな
い。） 
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三：尊属（上層）の者に有利で、卑属（下層）の者には不利。尊属には権利があって義務がな
く、卑属には義務があって権利がない。不平等である。 

四：男尊女卑の教えが多く、不公平である。（男子は妻妾数人置くも咎められず、婦人は夫死不
嫁の教えあり） 

五：古を是とし、今を非とし、事毎に唐虞三代の治に倣うことを求める。時代錯誤。 
＊「人を以て師とす」る教えは、偏狭で、不寛容という弊害に陥りやすい。 

 
哲学の短所（哲学のみでは道徳の基礎たり得ない理由） 

一：知を論ずること重く、行を論ずること軽い。道徳の学は行を重んずる。 
二：治心の術がない。「正心誠意」（大学）、「養気」（孟子）、「居敬存養」（朱子）等。 
三：哲学の病は古人の言を排撃するに在り、儒者は聖賢の言に拘泥するに在り。いずれも、中

庸を失う。（古人を越えようとして、ことさらに異説を立てたがる） 
四：哲学には、道徳の原理に関して様々な学派があり、どれに依拠すべきか不明。一学派に依

れば偏向を免れない。 

 

【第四段】「道徳學を實行するは何の方法に依るべきか」 

【第五段】「道徳會にて主として行ふべきは何事ぞ」 

 

三段までで導き出された道徳の原理を、どのように実行すればよいのかという実践論が展開する。
まず最初に、行うべき「道徳の条目」として、次の五つを挙げる。 

 

   道徳の条目                    『大学』八条目 

第一 我身を善くし            …………修身 

第二 我家を善くし            …………斉家 

第三 我郷里を善くし 

第四 我本国を善くし          …………治国 

第五 他国の人民を善くす      …………平天下 

 

これらは、どこの国でも同じ、普遍的なものであれば、「少しも不思議なこともなく、奇妙なこと
もなく、誠に平々凡々たることで、誰人にも理解し得られる」ものだとするが、その代表として思
い浮かぶのが、四書の一つ『大学』に見える八条目（格物・致知・誠意・正心・修身・斉家・治国・
平天下）だろう。 

ここで、西村は、「第三は無くても宜しき様なれども、其住居せる一町一村（殊に一村）の関係は、
家と国に在りて一種の方法を立てざるべからざる者なれば、一ヶ条として挙げたるなり。」（p.42）
と極めて、控えめで消極的な書き方をしているが、第四段、第五段に展開される、国民への道徳の
普及浸透に大きくかかわり、重要な役割を果たすのが、この第三の「我郷里」という地域社会であ
る。後に見るように、西村が道徳を普及するにあたって組織した弘道会の具体的活動は、ひとえに
地域社会（郷里）で生活する、一人一人の会員たちの生活に密着した道徳の草の根普及運動にあっ
た。 

ところで、ここで「条目」というのは、おそらくは、既に上でも指摘したように、『大学』の「八
条目
、、

」を意識したものであろう。「第三は無くても宜しき」というのは、やはり、『大学』を意識し
たものなのであろう。事実、大学の八条目には、「家」から一挙に「国」に飛んでいる。むしろ、こ
こに「郷里」という中間項を入れたことにこそ、歴史性・地域性を重視する西村の道徳論の特色、
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あるいは、西村に言えば、「日本道徳」の「日本」道徳たる所以があるのかもしれない。 
 

さて、そこで、西村は、以上の条目を主眼とする道徳を国中に弘めるための方策として、「学会、
すなわち、協会を開いて其の教えを弘める」ことが、「最も良法」であるとし、道徳を弘めるための
「道徳会」の設立を提唱する。 

 

「道徳会」の設立は、西村自身、 

 

「余は明治九年以来、修身学社を開き、今日に至るまで十年の星霜を経たりと雖ども、其效驗
は至って小なれば、或は学会の無益なることを疑ふ者あるべし。然れども、従前は聊か慮る處
ありて道徳の主義をも明白演べたることなく、同志相会する唯空言に止まりて実行を試みたる
ことなし、今日以後は其方法を改め、同志の士と共に実行を励まんとすれば、其効験は必ず旧
に異なる所あるべし」（岩波文庫、p.44 ＊下線小路口。以下同じ。） 

 

というように、かつて設立した「修身学社」が学術中心、知識人中心で、実践を伴わない、空虚な
言説に終始していたことの反省を踏まえてのものであるとする。 

ここに所謂「道徳会」での活動は、かつて修身学社で行っていたような、「生徒を聚めて講義を為
したり」、「書籍を著して人に示さん」とする、一方的な知識伝授型のやり方ではなく、「同志」が「相
会」して「実行を励まんとす」る「交修」（後述）の場であった。 

 

さらに、第五段では、道徳会の具体的活動内容、すなわち、国民教化の要点について、以下のよ
うな構成で述べている。 

 

第一 妄論を破す 
其一 無知文盲者の妄論／其二 宗教を迷信するの妄論／其三 自己を過信するの妄論／其四 

己が學びたる所を偏信するの妄論／其五 文明を過信するの妄論 
第二 陋俗を矯正す（矯正すべき東京の風俗） 
其一：子に掛るの風／其二：早婚の風／其三：吉凶の禮の弊風／其四：奢侈の風／其五：會飲

の風／其六：妓樓の壯大にするの風／其七：町村の習慣／ 
第三 防護の法を立つ（害を避くるの法） 
其一：町村内に於て相談仲間を定む／其二：貯蓄の法を定む／其三：凶年に豫備す／其四：水

火盗賊に備ふ／ 
第四 善事を勸む（社会での善事） 
其一：國民の義務を教ふ／其二：教育を勸む／其三：貧人に施與す／其四：公益の事業に出金

す／其五：人の患難を救ふ／其六：人の憂苦を慰む／其七：其の紛議を解く／其八：人の善
事を稱揚する／其九：國役を勤むる者を優待す 

第五 國民の品性を造る（國民の品性） 
一：勤勉／二：節儉／三：剛毅／四：忍耐／五：信義／六：進取の氣に富む／七：愛國の心盛

ん／八：皇室を尊戴す（萬世一統の天皇を奉戴す） 
 

以上が、『日本道徳論』成立の経緯と、その全体の構成である。 
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二 道徳を広く普及させるための良法としての「道徳会」 

日本政治思想史の河野有理氏（首都東京大学教授）は、「「会」の時代と西村茂樹の「道徳」思想」
という文章の中で、『日本道徳論』を、端的に、「「人道の大本、報国の基礎」たる「道徳学」を普及
浸透させるべき結成される「道徳会」の設立趣意書」（『弘道』1089 号, p.26）と見なしている。実
際に、講演終了後には、「忽ち同會員たらんとの申込みをなしたるもの數十名ありたり」であったと
いう記録も残っている。 

西村は、明治 9年（1876）に、東京修身学社を設立、明治 17年（1884）には、日本講道会に改称
し、『日本道徳論』を刊行した明治 20年（1887）には、さらに、日本弘道会と改称し、この弘道会
を拠点に、道徳学の普及浸透に努めた。 

明治 21 年（1889）11 月、日本弘道会は、機関誌『弘道会雑誌』を発刊するが、その創刊号に、
西村は、「日本弘道会の会友に告ぐ」という一文を掲載するが、それは、『日本道徳論』で論じた内
容を、ごく簡単に要約・圧縮したものである。その中に、「道徳の教を弘めんとするは学会より善き
はなし」と述べている（真辺将之『西村茂樹研究――明治啓蒙思想と国民道徳論――』思文閣出版、p.266）。 

今回の発表においては、西村が、「道徳（学）」を、世に明らかにし、広く世の中に普及浸透する
ための「良法」として採用したのが、「学会」もしくは「協会」といった「会」を開いて、道徳を、
実践を通して弘めていこうとした点に注目したいと思う。 

 
河野氏は、また、『日本道徳論』を、「道徳会の設立趣意書」と指摘した上で、さらに、道徳の普

及に関して、「「会」という形態を組織すること自体が、当時、必ずしも当たり前のことではなかっ
たということには注意すべきである」と指摘する。 

 
そのことは、西村自身、本書の中で、「或人謂ふ」として、「修身道徳の事は文部省にて厚き注意

あり、諸学科の先に之を置きて深く之を講究せしむることなれば、夫れにて事足ことにて、別に私
立の学会を要することなかるべし」（原文は旧字体・歴史的仮名遣い）と反論を想定した上で、「此言大
いに然らず」と弁論していることからも分かる。更に、西村は、道徳学の普及にあたって、「私会を
開くべき」理由を次のように述べている。 

 

学校にて教うる所の道徳は、其在学の生徒に止まりて、退校後の生徒及び学校に入らざる人に
及ぼすこと能わず。目今中年以上の国民にて、学校の教育を受けざる者幾百万あるうや計り難
し、又学校の教育を受けたる者と雖ども、其在学の期は永きも十年に過ぎず、短きは二三年に
して退く者あり。人類中等の生命を五十年とするときは、其四十七八年は道徳の教を聞くこと
なきの時なり、然れば道徳会の挙は日本国民の為めに止むべからざるの事にして、又実に必要
の事なり。（岩波文庫、p.45） 

 

すなわち、公教育のもとで学ぶ生徒に止まらず、未就学の国民や、学校卒業後の国民が、その生
涯にわたって、道徳を学ぶべき場としては、やはり、「私会」が必要不可欠なものであるというので
ある。つまり、「公」の場における道徳教育の限界を、「私会」によって補おうとするものである。
そこには、また、西村の「公（お上）」の教育に対する強い不信感と抵抗の意図が込められていたと
見るべきであろう。 

 

では、「会」すること、すなわち、民間で「学会を結ぶ」ことの意味について、西村はどのように
考えていたのか。西村は、反論に答える形で、次のように述べている。 
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道徳の要は、一人高く其道を行いたりとて、是を以て全国の人をして良善の民たらしむること
能わざるなり、独り其身を善くして他に及ぶことを務めざるは道徳の本質に非ずして、仏家に
ては此の如き者を指して少

ママ

乗と言うなり、道徳の教も亦小乗に安んずべからずして、必ず仏家
の所謂大乗（救人）と同様なる目的を立てざるべからざるなり 

 

すなわち、道徳の要は、一個人の身を善くするためだけのものではなく、「全国の人をして良善の
民たらしめる」こと、別言すれば、「救人（人を救う）」にある、――更に、西村は、『孟子』萬章篇
上の一節「天之生此民也、使先知覺後知、使先覺覺後覺也。予天民之先覺者也。」を引き、「後学者
を覚す」ことにこそ、その「任」がある――のであり、そのためには、「独修」では不可能であり、
必ず、「会」を組織し、衆人が相会して「交修（交ごも修める）」に如くはなし、という。道徳会の
任務は、「道徳に志あるの士は、相与に協同聚合して、此道を国中に弘め」ることにあるとする。 

 
西村は、この「独修

、、
にては得べからざる利益」（第四段）として、次の六条を挙げる。 

 

其一 朋友を得ること多し 

其二 知識を交換するの便を得べし 

其三 善事を行うに易し 

其四 名を成し易し 

其五 善良の風俗を造る 

其六 国民の心を一にする 

 

其一に所謂「朋友」とは、「同志の人」を言う。『論語』學而篇に所謂「有朋自遠方來、不亦樂乎」
の語を引くように、家族関係や君臣関係や利害関係といった、俗世間のしがらみを超えて、一つの
崇高な目的に向かって、対等な関係で、共に学び合い、切磋琢磨し合うあう仲間としての「同志」
のことである。「道徳会」とは、そうした「同志」によって構成される集まりである。 

 
『論語』顏淵篇の曾子の言葉に、「君子は文を以て友を會す」とある。朱子は、この句に注して、

「講學以會友、則道益明」と言っている。学を究めるという目的で、朋友（同志）が集うことで、
道は益々明らかになる。これは、道徳会の趣旨とも一致する。 

 
西村が設立した、日本弘道会の「約規」の第一条と第二条を掲げる。 

 

第一条 本会の主旨は邦人の道徳を高くし兼て道徳の真理を講究するに在り 

第二条 凡そ道徳に志ある者は身分の何たると学派の何たるとを問わず皆会員たることを得べ
し 

 

西村の目指した道徳会とは、一つの理念や目的を通して、身分や学派を越えて、「道徳に志ある者」
が、一人の「独立」の個人として集まり、「邦人の道徳を高くし」「道徳の真理を講究する」ことを
目指した集まりであったと言えよう。 

 

河野は、明治における「会」の時代の出現について、「地縁や血縁を軸とした閉鎖的で権威主義的
な共同性が、目的や理念を通した水平的で開かれた共同性へと道を譲りつつある」時代の変化を読
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み取り、こうした「水平的な結社を積極的に社会の構成原理として意識し、位置づけるという営み
は、明治のものである」とした上で、その代表的なものとして、西村も属していた「明六社」を挙
げる。 

 
さらに、河野氏の次の指摘も、興味深い。 

 

学会にせよ、協会にせよ、ある目的や理念のもとに集う人々の間の水平的な関係の存在を、と
もすれば自明の所与として受けとってしまいがちなわれわれとは異なり、明治の人々にとって、
そうしたこと自体がある種の思想的な出来事であった。西村が「道徳会」の結成に際し、訴え
ようと試みたのは同時代の人々のこうした感覚であったことを忘れるべきではないだろう。分
かりやすく言えば、「学会」や「協会」といったものの存在は、今よりもずっと光り輝いていた。
「道徳会」という西村の提言はそのことを踏まえて考える必要がある。また、「道徳」について
の「学会」を作るという彼の発想の「あたらしさ」も、そうした背景を見なくてはなかなか理
解しにくいのである。」（河野論文、pp.28-29） 

 

興味深いのは、西村が、「道徳会」という構想を、どこから手に入れたのかという点である。 

三 王陽明後学の良知心学と講学・講会活動 

以上により、西村が構想した、道徳を国民に広く普及浸透させるための道徳会とは、河野氏の指
摘に拠れば、旧来の、血縁・身分・地縁といった極めて閉鎖的で、権威主義的な共同体のしがらみ
から解放され、志を一にする、対等な仲間たち（河野氏の所謂「水平的な関係の存在」）によって構
成される集まりであったことが分かった。西村は、そうした環境の中にあってこそ、はじめて、真
に独立した、自立的かつ自律的な道徳実践主体としての、新たな国家を担っていく「国民」が育つ
と考えたのであろう。 

 

しかしながら、こうした集まりの存在は、決して、日本の近代に始まったものではなかった。あ
る意味、中国近世における「学び」の現場において、とりわけ、明の王陽明が切り開いた良知心学
の学びの現場においても、同様の事態が見られる。すなわち、講学、もしくは、講会と呼ばれる活
動である。そこに集う者たち、その多くは、王陽明の良知心学を信奉する者たちであったが、彼ら
は、各自がめいめい、自己の内なる、完全無欠なる「良知」の自覚（覚醒）を通して、自己の良知
への絶対的信頼と、他者の良知への敬意の上に立って、自他の良知の吟味検証を不断におこなう「講
学」活動を行った。こうした活動は、さらに、王陽明の良知心学の普及浸透を目的に、陽明後学の
学者たちの出身地を中心に、中国各地に広がり、やがては、知識人のみならず、庶民をも巻き込む、
一大ムーブメントとなった。 

 

以下、王陽明の高弟 王畿（1498～1583字は汝中、号は龍溪。山陰の人。嘉靖十一年進士。）の講
学活動と、そこで行われた「交修（こもごも修める）」の意義について、見ていきたい。 

 

王畿は、その八十五年の生涯の最晩年に至るまで、先師王陽明が確立した良知心学を、正しく伝
えてゆくための講学の旅に出ることを止めなかったが、その高齢を気づかう友人たちは、講学の
出遊
た び

に出ることはもう、それぐらいで止めにして、四方から訪れてくる同志たちを、おとなしく家
で迎え入れて教化すればよいのでは……、と忠告する。これに対して、王畿は、講学の旅に向かう、
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自らの已むに已まれ心情を吐露して、友人たちに、次のように語っている。 

 

諸君が、私を大切に思う気持ちは、この上もなく有り難いことです。不肖
わたくし

とて、やはりどうし
て我が身を大切に思わないことがありましょうか。しかしながら、それでも、やはり自ずと已

、、、、

むに已まれぬ心情が湧き起こってくるのです
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。もしただ単に教えを実行することだけを自分の
務めとするのであれば、［自分の「初心」を］裏切ることになってしまいます。常に家に居て親
しい友人たちとくつろぎ馴れ合い、妻子や雇い人たちとべったり馴れ合い、惰性的な心で惰性
的に仕事をこなしながら、ぼんやりした生活をずるずる送っているだけなら、きっと自分の「性命（存
在の意味・存在意義）」がひそかに抑え込まれながらも、それに気付かずに終わってしまうでしょ
う。［しかしながら］家を離れて旅に出た途端に、気力も気持ちも同じでないことにたちまち気
づきます。士人たちと交わる時には、此の学（良知心学）以外は究めることはしませんし、学友
たちとのやりとりでも、この学以外は口にしません。朝から晩まで集まっては、専らこの一事
（性命の究極）に取り組むだけです。［そういう時は］雑念や妄念が湧き起こってくることが無
いばかりか、俗世間のしがらみも入り込む余地はありません。気力は自然と専一になり、気持
ちも自然と落ち着きます。『教えと学びは互いに手を携えて進歩する』（『礼記』学記篇）もので
す。自己の「性命」をとことん究明しようとするならば、同志と互いに切磋琢磨し合い、互い
に観察し合わないわけにはいきません。同志の中に、このことがきっかけで発奮興起して、い
っしょに「性命」を了悟したいと思う者が現れたとすれば、それは人々が自分の力で有益な道
を選び取ったのであって、私が人々に授けるべき決まったやり方を持っていたというわけでは
ありません。男子たるもの天地四方

せ か い

［を相手にすること］を自身の志とすべきであって、じっ
と家庭に引きこもって一生を終えるべきではありません。『吾、斯の人の徒に非ずして、誰と與

とも

にせん』（『論語』微子篇）というのが、もとより孔門の家法
しきたり

です。われわれは、世に出るか否か
に関わらず、友を得て、裨益し合うことが、もとより自分に課された仕事です。人が信じるか
どうかとか、この学が明らかになるかならないかといったことなどは、世の巡り合わせにかか
っており、個人の力で無理強いすることなどできないものです。門を閉ざして、独善にひたっ
て、［内なる］神龍を養成するなどという現実世界とは無関係な空虚な名声など、善を万人と共
有したいという純粋な心とは似ても似つかないものです。私は、それができないわけではあり
ません、するに忍びないから［やらないだけ］です。（＊下線小路口） 

諸君愛我、可謂至矣。不肖亦豈不自愛。但其中亦自有不得已之情。若僅僅專以行教為事、又成辜負矣。

時常處家與親朋相燕昵、與妻孥佃僕相比狎、以習心對習事、因循隱約、固有密制其命而不自覺者。纔離

家出遊、精神意思、便覺不同。與士夫交承、非此學不究。與朋儕酬答、非此學不談。晨夕聚處、專幹辦

此一事。非惟閒思妄念無從而生、雖世情俗態、亦無從而入。精神自然專一、意思自然沖和。教學相長。

欲究極自己性命、不得不與同志相切劘相觀法。同志中因此有所興起、欲與共了性命、則是衆中自能取益、

非吾有法可以授之也。男子以天地四方為志、非堆堆在家可了此生。吾非斯人之徒而誰與、原是孔門家法。

吾人不論出處潜見、取友求益、原是己分内事。若夫人之信否、與此學之明與不明、則存乎所遇、非人所

能強也。至於閉關獨善、養成神龍、虚譽與世界若不相渉、似非同善之初心。予非不能、盖不忍也。（『龍

渓会語』巻六「天山問答」13条） 

 

引用が長くなってしまったが、生涯を講学に捧げて、諸国を遍歴した王畿の強い心情、切実な心
情が切切と綴られている貴重な資料である。王畿にとって、「学ぶ」こと、更に言えば、「生きる」
ことは、自己の「性命」、すなわち、人が何のためにこの世に生まれて来たのか、その人間存在の意
味、その存在理由をとことん探求する営為

いとなみ

にほかならなかった。その生涯を講学の旅に突き動かし
ていた原動力、已むに已まれぬ心情の根幹を成すものとは、まずは先師王陽明の良知心学を正しく

、、、
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人々に伝え、世に広めることであったが、さらに、彼自身の問題としては、この自己の「性命」を
とことん究明したいという一途な念いであった。 

そうした念いを果たすためには、日頃、慣れ親しんできた日常（世情俗態）からいったん離れ、志
を同じくする友を求め、ともに仲間と切磋琢磨しあうことで、それまでの学び＝生き方を、常に検
証吟味し合うことが不可欠である、と王畿は言う。先ずなによりも、惰性的、微温

ぬるまゆ

的な日常からの
脱出という意味において、王畿にとって、「出遊

た び

」は不可欠なものであった。 

だが、ただ単に環境を変えさえすればそれでよいというわけではなかった。王畿にとって、旅の
目的は、あくまで「友を取り、益を求める」こと、すなわち、心を同じくし、学を同じくする同志
を求め、彼らと「自己の性命をとことん究明する」ために切磋琢磨しあうことであった。 

そして、それを支えてくれるのが、「此の学」、すなわち、良知心学であった。良知心学と講学活
動の一体不可分性について、王畿は、次のように語っている。 

 

われわれは、家庭の中では、惰性化した心で惰性的に仕事をこなしているので、いつまでたっ
ても、その束縛や堕落から脱げ出せずにいます。この［惰性的な］自己を捨て去り、常に友を
四方に求め、環境を換えてみることによってこそ、はじめて力を得ることができるのです。例
えば不肖

わ た し

にしても、長年、出遊
た び

をしてきましたが、どうして家庭の中にあって、［為すべき］
家事が少しも無いなどということがありましょうか。どうして全く妻子のことが気にならない
ということがありましょうか。また、［一方で］どうして仲間たちを招き寄せて教授することを
自分の仕事としていさえすればよいということを望んだりしましょうか。というのも、この［良
知の］学と朋友との関係は、魚と水との関係のようなものだからです。互いに［狭い世界の中
で］ツバを吐きかけ合ったり舐め合ったりしたところで、江湖の水が［渇きを］忘れさせてく
れることには、とうていかないません。終日、朋友たちと互いに点検し合い、互いに切磋琢磨
し合って、けっして一時たりとも気を緩めないでいるのと、我が家でくつろいで悠悠

のんびり

している
のとでは、その意味は、もちろん格段に異なります。朋友たちも、これがもとで、やはり感化
されて、開悟することもあります。やはり、それは朋友諸君の中に、自分で自分にプラスにな
るものを選び取る能力があるのであって、私の力で彼らを裨益してやっているわけではありま
せん。 

吾人居家、以習心對習事、未免牽纏堕落。須將此身撤得出來、時常求友於四方、換易境界、方有得力處。

只如不肖長年出遊、豈是家中無些子勾當。豈是更無妻孥在念。亦豈是招惹朋類、專欲以教人為事。盖此

學之於朋友、如魚之於水、相嚅相吻、不若相忘於江湖。終日與朋友相觀相磨、一時不敢放逸、與居家悠

悠、意味自大不同。朋友因此、亦有所感發開悟。亦是朋友自能取益、非我使之能益。（『龍渓会語』巻二

「三山麗澤録」34条） 

 

「聚徒講学」の利点は、何よりも相互に刺激し合うことで、発憤興起し、学びに機
はずみ

がつくという
ことであろう。互いの「生機」の触発・感応が、そこに生まれるのである。また、志を同じくする
朋友たちとの講学において、これまでの各自の学び＝生き方を相互に点検しあうという行為は、「一
時たりとも気を緩めない（一時不敢放逸）」とあるように、その場に強い緊張感を生みだす。それは
「独修」（『龍渓会語』巻二「三山麗澤録」）のもとでは、容易には起きにくい事態である。限られた世界の
慣れ親しんだ人間関係の中では、なおさらである。より広い世界での、意見を異にする、多くの他
者との交わりの中でこそ、それは可能な事態である。こうした「性命を究極する」という、崇高な
志を抱いた人と人とを結びつけ、後半で述べるように、参会者同士が、自己の良知を信じて、「一是
の地」を目指して、自由に熟議を行う「講会」という場を可能にしたこと自体、まさに王陽明の良
知心学が切り開いた、新しい世界であり、その大きな功績であったと言っても過言ではあるまい。 
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ただ、ここで述べられている講会は、主に知識人を中心としてエリートの「講学」である。銭明

氏は、「講学」と「講会」を区別して使用する。 

 

……私の位置づけでは、講学は、相対的に言ってエリート層に重点が置かれ、講会は相対的に
大衆層に重点が置かれている。講会は、田畑で働く一般庶民ばかりか老人や児童でも聴衆にな
ることができ、文字を知らない農民でさえもが仕事道具を手に持ち、通りがかりに足を止めて
聴くことができた。……（「明代中晩期に吉安地区で展開された王学講会活動」、『哲学資源とし
ての中国思想――吉田公平教授退休記念論集』、研文出版、2013  p.184）。 

 

エリートの講学に対して、地方に住む宗族組織を中心に、家毎に、「家会」というかたちの会が誕
生するようになった。こちらは、銭明先生の所謂「講会」の典型である。 

 
「家会」誕生の経緯について、錢緒山は、次のように述べている。 

 

吾が師が学を唱えてからというもの、天下にはじめて同志の会が誕生した。はじめのうちは、
師の門下で講会を行っていただけだったが、やがて四方で講会を開くようになった。ここ近年、
それぞれの一族郎党が子弟を引き連れて、一家で講会を開くようになった。そもそも道は、家
や国に始まり、四海に［広がって］終わるのは、三代の常である。 

自吾師倡學、而天下始有同志之會。始會于師門、既會于四方。邇年以來、各率族黨子弟、以會于家。夫

道始于家邦、終于四海、三代之常也。（錢緒山「書婺源葉氏家會籍」『新安理學先覺會言』巻一） 

 

ここで、銭緒山は、王陽明が学を唱えてから、天下に「同志の会」が始まった、と言う。すなわ
ち、「講学」の会である。銭緒山によれば、講学は、初めは王陽明門下の中だけで行われていたもの
（銭明氏の所謂「エリートの講学」）が、次第に四方に広がり、今では一族の子弟たちを集めて、家ご
とに講会が開かれるまでになったというのである。所謂「家会」の誕生である。こうした家会は、
もともとは、主として在郷の郷紳たちが一族郎党の親睦和合と子弟の教育のために設立したもので
あったが、王陽明の良知心学は、こうした「家会」を基盤にしながら、その参加者の性命（実存）
の奥深くにまだ入り込んでいくことを通して、しだいに地方に広がり、さらには、深山窮谷の村々
にまで浸透していったのである。また、銭明氏は、「陽明学の講会活動は、また宗族組織・血縁関係
を団結の手段とするものでもあった」と指摘しているが、とりわけ徽州は、有力な宗族が長期間に
わたって安定的に続いた地域であった。そうした背景のもと、宗族のネットワークを利用して、良
知心学が広まっていったものと考えられる。こうした「家会」に関する陽明学派の講学記録は、そ
のことをよく物語っている。 

 

こうした「家会」は、とりわけ徽州の地では、ここに挙げた婺源の葉氏に限らず、いくつか行わ
れていたようである。以下は、『新安理學先覺會言』に収録された家会の「会言」で、黟県の南にあ
る韓氏の家会の設立主旨が述べてあり、非常に興味深い。 

 
都（徽州府）で開催される講会が十日だけなら、その十日以外の日は、誰が［人々を］提撕

め ざ め

させ
てやるのか。邑（黟県）で開催される講会が五日だけならば、その五日以外の日は、誰が警束

ひきしめ

てやるのか。そもそも、道というものは、一時たりとも［人から］離れるものではない。われ
われは、どうして空腹の状態のまま、一年のうちの十日、一季（三ヶ月）のうちの五日だけの空
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腹を満たす食事で我慢できようか。そこで、叔父の韓松崗公、伯兄の韓思喬の諸先生たちが、
その一族の人たち集めて、月例の会を開催した。講会は［月に］一日とし、明け方に集まり、
日没をもって解散した。相互に、この一月に行ったことを吟味し合うのである。 

都會十日耳、十日之外、誰爲提撕之。邑會五日耳、五日之外、誰爲警束之。夫道也者、不可須臾離者也、

吾安能枵腹而俟飽于一歳之十日、而一季之五日也乎。于是諸父松崗公、伯兄思喬先生輩、群其族之人爲

月會。會凡一日、晨而集、日入而解、相與稽考其一月之所爲。（陳昭祥「黟南韓氏家會序」『新安理學先

覺會言』巻一） 

 

人々の生活を、古今を通じ、昼夜を分かたず、間断なく周流する道から、須臾の間も離れること
なく、道と共に生きていくこと、道に生かされていくこと、それが彼らの願いであった。それを実
現していくためには、独立独往の豪傑の士ならともかく、一般の庶民にあっては、常に身近にあっ
て自らを「

めざめる

提醒」し、「
ひきしめる

警束」してくれる「師友」の存在は不可欠であり、常に傍らに居て切磋琢
磨し合う同志の存在は、心強いものである。彼らは、そうした機会に飢えていた。歳会（年次例会）、
季会（季節例会）に加えて、さらに月に一度の月会（月例会）が切に求められた所以である。 

また、王畿は、「嘉靖丁已（嘉靖三十六年）仲夏上浣龍溪王畿書」の後署をもつ「余氏家會籍題辭」
（『全集』未収）において、「家会」での教化は、県から府へ広まり、やがては、四方を風動するもの
であると、その意義を述べている。 

 

われわれの学びは、家庭に始まる。言行が善であるか否か、偽飾
ごまかし

がきかない。二三君子
あ な た た ち

は、こ
れにもとづき、自分自身で考え、自分自身で理解し、徹底して心を澄ませ静めて、［良知の実現
を阻害する］余分な残滓（私欲や意見）を消し去ったならば、一家父子兄弟の法るべき手本と為
ることができる。［そうなると］どうして、単に、その教化が一家に行われるだけで止まろうか。
徳業は日ごとに崇

たか

まり、日ごとに広まる。この学は、日ごとに充実して、日ごとに顕著になっ
ていく。そうなれば、一家から一邑一郡にまでゆきわたり、四方を風動するようになるであろ
う。これもまた、二三君子

あ な た た ち

に深く期待するところである。父兄子弟が、また共に力を合わせ、
助け合って、その行きつくところを思い描くことを望む。［実現できれば］まことに吾が道の幸
いである。返書にて、これを贈る。 
吾人之學、始于家庭。言行善否、不容偽飾。二三君子、因此自考自證、徹底澄湛、以消餘滓、使足為一

家父子兄弟之法。豈徒化行于一家、徳将日崇、業将日廣。此學之日充日顕、由一家以達于一邑一郡、以

風動于四方。亦将于二三君子有深頼焉。凡父兄子弟、亦望相與協賛、以圖其終、固吾道之幸也。復書以

遺之。（「余氏家會籍題辭」『新安理學先覺會言』巻一） 

 

ここに「自考自證」とあるように、王畿が「家会」参加者たちに求めたのは、各人が、是非善悪
の判断を自律的に行うことのできる実践主体として自立することであり、更には、自らが手本とな
って周辺地域を風化することにあった。 

また、「家会」と「同志会」との違いについては、次を参照。 

 

何を家会と言うのか。全交館の会と区別して言ったものである。そもそも全交館では、家の外
に出て、四方の同志たちと出会うのであり、家会では、一族の優秀な者たちが朝夕に集うので
ある。志に即してその進む道を正し、現実に即してその変化［の道理］を究め、お互い［過ち
を］規

ただ

し、お互い［善心を］養ってやむことのないように励まし合うのである。日々に反省し、
一月を一区切りとして、食息語默の間にも［間断することなく］警めあう。そうやって聚り、
そして、散っていくのである。いかなる場所でも相互に親身に［過ちを］戒めあい、ともに［本
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来の］至善［な姿］に回帰することを求めないことはない、これこそが家会が必要な（盛んにな
った）理由である。 

何言乎家會也。將以別于全交館之會之云也。夫全交館、出以會四方之同志。家會、入以會族彦于朝夕。

即志正其趨、即事以究其散、相規相養、以勵其不息。日有省、月有程、食息語默有警、以聚以散、無徃

而非相與規切以求同歸于至善、此家會之所以有具（或いは「興」か？）也。（謝風山芋「王源謝氏家會序」

『新安理學先覺會言』巻一） 

 

「全交館」は、祁門県において、主として、外の学者たちを「主教」者（講師）として招聘し、
四方の同志たちが一堂に会して、「文会輔仁」（『論語』顔淵篇。既出）するための会場であった。祁門
県では、季節毎に年四回、「季会」を開催していた。春秋は範山書屋を、夏冬は全交館を会場とした。
「家会」は、そうした所謂「エリートの講学」（銭明）とは趣を異にする、宗族内部で、その一族の
成員たちに対して行われる「庶民の講会」であった。その地域の宗族集団の団結と子弟教育の機会
を提供する場としての講会である。 

一族の家会は、毎月一回、一日、明け方から日没まで行われた。先の引用では、「相互に親身に［過
ちを］戒めあい（原文「規切」）、ともにに［本来の］至善［な姿］に回帰することを求める」とあ
ったが、その「規切」の中身と、その効果について、具体的に述べたものが、次の資料である。 

 

……ここにおいて、叔父の韓松崗公、伯兄の韓思喬の諸先生たちが、その一族の人たち集めて、
月例の会を開催した。会期は一日とし、明け方に集まり、日没をもって解散した。互いに、こ
の一月に行ったことを吟味し合うのである。［例えば］心のうちに、どうしてまだ忠でないとこ
ろ、まだ信でないところがあるのか。吾が身を修めて、どうしてまだ

つつ

敬しまず、まだ
つつ

謹しまな
いことがあるのか。これを家で実行し、一族に推し及ぼして、さらにどうしてまだ恭儉ならず、
まだ礼譲ならざるものがあるのか。［そうしてゆけば］父兄は、その子弟に恥じるようなことを
することは堪えられなくなるし、子弟は決してその父兄の体面をけがすようなことはしなくな
る。［不善が］耳目にふれれば、すぐさまそれをやめようとするのであって、人情や趨勢として、
止めようとしても止められなくなる。思うに、家の中から出なくても、師友はちゃんとここに
いる。 

……于是、諸父松崗公、伯兄思喬先生輩、群其族之人爲月會。會凡一日、晨而集、日入而解、相與稽考

其一月之所爲、其宅心庸有未忠未信者乎。其禔身庸有未敬未謹者乎。其行之家而推之族也、又庸有未恭

儉而未禮讓者乎。父兄不忍愧其子弟、子弟不敢辱其父兄。接目屬耳即欲已之、而情與勢有所不容已者。

盖不出戸庭而師友存焉。（陳昭祥「黟南韓氏家會序」『新安理學先覺會言』巻一） 

 

道は一時も間断することないものである。その間において、人は、ともすれば途切れがちになる
身心の緊張を常に引き締め、常に道の実在を意識することで、切れ目無く、それに向き合って生き
ていくための、不断の「提撕」「警束」の場としての「講会」を必要とする、というのである。とり
わけ、「豪傑の士」とは異なる、普通の人々にとっては、必要不可欠なものである。陽明門下の学ぶ
者たちが、自らが参加する家会において、「性命の学」を講ずることを通して、広く庶民の間にも、
「一時たりとも、人は道から離れることがあってはならない」という倫理観・道徳意識を育成して
いくとともに、良知の内在固有を説き、各自が自律的な実践主体として自立することを求める良知
心学も、庶民の中に少しずつ浸透していったのではないだろうか。 

 
 

 

178　　�日本の近代化と道徳の問題�――西村茂樹の道徳会と王陽明後学の講会活動――



 

 

むすびにかえて 

西村も、まさに、以上見てきた、中国近世の陽明学者たちが行った講会活動のように、日本国民
が、一箇の自立／自律立的な道徳主体として、自己を確立することによってこそ、国民としての道
徳意識は高まる（民度は上がる）ことを望んで、「道徳会」を構想したのではなかろうか。そして、
それが、更には、社会の改良、国家の富強につながることを望んだのではなかろうか。 

西村は、日本が近代化の道を進むようになったからといって、容易に儒教を棄て去ることはでき
ないし、また、棄て去るべきではない理由として、「これまで長期に渡って日本人の品性を養成して
きた儒教は、日本の風俗人情に適合している」こと、「西洋の学問と比べて、儒教には自得へと至る
治心の工夫がなされている」といったことを挙げている。おそらくは、「自得へと至る治心の工夫」
には、ここで見た、陽明後学の「講会」活動の場で行われる「交修」という「学び」のスタイルも
含まれていると見ることができよう。王陽明、及び、その高弟の王龍渓の説いた良知心学と講会講
学活動は、一体不可分なものであった。有形無形、思いのほか、多くのことを、我々日本人は、儒
教の「学び」を通して身につけてきたと言えるのではなかろうか。 

 

＊本論文は、2017 年 9 月 30 日(土)、東洋大学白山キャンパス 6 号館 1 階第 3 会議室において開催され

た、国際哲学研究センター(IRCP)主催の研究会「西洋自然観との対峙における日本哲学の形成」の第 2

回「日本儒学と西学との出会い」の際に発表した原稿に、最低限の修正を加えたものである。なお、三節

の内容に関しては、2018 年 2 月に刊行予定の小路口聡編著『語り合う〈良知〉たち――王龍渓の良知心

学と講学活動――』所収の拙論「良知心学と講学活動」、「王龍溪の良知心学と講学活動――嘉靖三十六年

の「新安福田の会」を中心に――」の内容と一部重なり合うところがある。あわせて参照されたい。 

 

参考文献： 

西村茂樹著（吉田熊次校）『日本道徳論』岩波文庫、2017 

『増補・改訂 西村茂樹全集』第 1 巻、（社）日本弘道会編／古川哲史監修、思文閣出版 

真辺将之『西村茂樹研究――明治啓蒙思想と国民道徳論――』思文閣出版、2009 

工藤豊「啓蒙から道徳へ : 西村茂樹の『日本道徳論』を読む  」東京電機大学総合文化研究 (13), 2015.12 

河野有理「「会」の時代と西村茂樹の「道徳」思想 」『弘道』122（1089)(特集 明治思想史における西村茂
樹の位置) , 2014.3 

篠大輔「西村茂樹の「道徳会」構想とその展開」『慶應義塾大学大学院社会学研究科紀要』 (63),  2006 

篠大輔「徳育における「儒教主義」の論理」『哲學』No.115,2006 

篠大輔「西村茂樹と日本講道会黒須支会」『哲學』No.124,2010 

『哲学資源としての中国思想――吉田公平教授退休記念論集』研文出版、2013  

小路口聡編著『語り合う〈良知〉たち――王龍渓の良知心学と講学活動――』研文出版、2018 
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日本近代―明治大正期の陽明学運動― 
 

吉田 公平 

一 はじめに 

日本に陽明学が紹介された時に最も早い時期に読破した一人が林羅山であった。但し、朝鮮渡り
本で読んだ形跡がある。それも王陽明などの所謂陽明学者の著書ではなくして、朱子学者の著した
反陽明学書を介して読みこんだ。その典型が陳清蘭の『学蔀通弁』である。本書は陽明学は誤った
教であると決めつけた。勢い林羅山は逆宣伝の路線で陽明学を酷評した。この林羅山を「鸚鵡」と
酷評したのが若き日の中江藤樹（１６０８－１６４８）であった。自前で独自に思索すること無く、
安易に新情報に飛びつく軽薄さをあげつらったのである。如何に生きるかを模索していた中江藤樹
は初めは朱子学を学ぶが、最終的には陽明学に落着した。日本における陽明学の開端者は中江藤樹
である。藤樹門に熊沢蕃山・淵岡山の竜虎が登場し、特に淵岡山の門流が全国規模で陽明学・良知
心学を生活信条とする人材が輩出する。また１７世紀後半には朱子学を学ぶ人々が群れを成して登
場するが、その中に明清の朱子後学が紹介する固定化した教条主義的な朱子学ではなくして、原朱
子学を探索する人々が誕生する。山崎闇斎の一門である。しかし、この崎門学派の学風に疑問を抱
き、陽明学に転向する者がいた。三輪執斎は佐藤直方の門人であった。三輪執斎には『標註伝習録』
があるが、直門の川田雄琴が三輪執斎の講義を丁寧に記録している。中江藤樹の門流が各地で良知
心学を生きたが、文書伝道には熱心ではなかった。彼等の学びは明治期まで持続されるが、その学
びの成果は挙げて自筆写本で伝えられた。幕末期に佐藤一斎・大塩平八郎が登場して陽明学を鼓吹
し、その門から俊秀が輩出する。幕末維新期が陽明学の全盛期か。人材といい理解力といい、この
時期の儒学者の心性論に対する取り組みは圧巻である。それは陽明学者ばかりではない。朱子学者
も又賑やかに応酬し議論を展開していた。しかし、この時期の陽明学者は丁寧頻繁に論議を展開し
ているものの、あくまでも各陽明学者の個人技であった。民間の結社を組織して機関誌を発行し木
鐸として社会に訴えるという事はなかった。それが明治期後半になると、様相が一変する。陽明学
を基本理念とする在野の結社を結成して定期刊行物として機関誌を発行する。勿論、組織化せずに
個人的に活躍した陽明主義者もいたが、明治大正期の陽明学運動の特色は、民間の結社として活動
した事にある。その代表的な結社について紹介することにしたい。 
なお、旧来、井上哲次郎などの講壇の学者の著書に焦点を当てて陽明学を理解する向きがあるが、

彼等はいわゆる学者であり、あくまでも知識の人であり、良知心学を生きた人々ではないことを確
認しておきたい。学者として陽明学に多大の関心を示し、陽明学の基本文献を出版することに関与
された。その功績は高く評価したい。後学が受けた恩恵は誠に大きかった。その出版史については、
別の機会に俟ちたい。 

二 幕末維新期の群像 

明治大正期の陽明学運動を語る前に、幕末維新期の主な学者郡を紹介しておきたい。○印は陽明
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学者、△は朱子学者、□は西学者である。 
○佐藤 一斎。１７７２－１８５９．安永１－安政６。『愛日楼全集』。『佐藤一斎全集』 
○大塩平八郎。１７９３－１８３７。寛政５－天保８。全集なし。『日本倫理彙編』。 
○吉村 秋陽。１７９７－１８６６。寛政９－慶応２。全集なし。 
○林  良斎。１８０７－１８４９。文化４－寛永２．『林良斎全集』吉田公平編。 
○春日 潜庵。１８１１－１８７８。文化８－明治１１。全集なし。 
○池田 草庵。１８１３－１８７８。文化１０－明治１１。『池田草庵全集』。『山窓功課』。 
△大橋 訥庵。１８１６－１８６２。文化１３－文久２。『大橋訥庵全集』。 
○吉村 斐山。１８２２－１８８２。文政５－明治１３。全集なし。吉村秋陽の嗣子。 
△新宮 錦水。１８２７－１８７８。文政１０－明治１１。全集なし。 
△楠本 端山。１８２８－１８８３。文政１１－明治１６．『楠本端山碩水全集』 
△並木 栗水。１８２８－１９１４。文政１１－大正３。全集なし。大橋訥庵の門人。 
△小笠原敬斎。１８２８－１８６３。文政１１－文久３。全集なし。 
□西村 茂樹。１８２８－１９０２。文政１１－明治３５。『西村茂樹全集』。 
□西   周。１８２９－１８９７。文政１２－明治３０．『西周全集』。 
△山田 梅窓。１８３０－？。天保１－？｡楠本端山の弟。碩水の兄。全集なし。 
○東  澤瀉。１８３２－１８９１。天保３－明治３１。『東澤瀉全集』東敬治編。 
□中村 正直。１８３２－１８９１。天保３－明治２４。全集なし。 
△楠本 碩水。１８３３－１９１６。天保４－大正５。『楠本端山碩水全集』。端山の弟。 
□福沢 諭吉。１８３５－１９０１。天保５－明治３４。『福沢諭吉全集』。 
△大橋 陶庵。１８３６－１８８１。天保７－明治１１。全集なし。大橋訥庵の養嗣子。 

明治大正昭和期に活躍した人々。 
加藤 弘之。１８３６－１９１６。天保２－大正３。 
新井 奧邃。１８４６－１９２２。弘化３－大正１１．『新井奧邃著作』。 
中江 兆民。１８４７－１９０１。弘化４－明治３４。『兆民全集』。 
井上哲次郎。１８５５－１９４４。安政７－昭和１９。全集なし。 
井上 円了。１８５８－１９１９．安政５－大正８．『井上円了著作集』。 
植木 枝盛。１８５７－１８９２。安政４－明治２５。 
植村 正久。１８５８－１９２５。安政４－大正１４。 
片山  潜。１８５９－１９３３。安政６－昭和８。『片山潜著作集』。 
柏木 義円。１８６０－１９３８。万延１－昭和１３．『柏木義円集』。 
内村 鑑三。１８６１－１９３０。万延２－昭和５．『内村鑑三全集』。 
新渡戸稲造。１８６２－１９３３。文久２－昭和８。『新渡戸稲造全集』。 
岡倉 天心。１８６２－１９１３。文久２－大正２。『岡倉天心全集』。 
清沢 満之。１８６３－１９０３。文久３－明治３６。『清沢満之全集』。 
大西  祝。１８６４－１９００。元治１－明治３３。『大西祝全集』。 
夏目 漱石。１８６７－１９１６。慶応３－大正５。『夏目漱石全集』。 
鈴木 大拙。１８７０－１９６６。明治３－昭和４１。『鈴木大拙全集』。 
西田幾多郎。１８７０－１９４５。明治３－昭和２０．『西田幾多郎全集』。 
姉崎 正治。１８７３－１９４９。明治６－昭和２４。 

幕末期に活躍した儒學者達は明治維新以後に廃藩置県が実施されると、藩士ではなくなり処士（民
間人）になるので、概ね嘗てのような活躍の舞台を失う。もはや西学に開眼した人達が論陣を張る
時代になった。（例、『明六雑誌』『同人社文学雑誌』など）。明治時代を画期するのは、明治２２年
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の『大日本帝国憲法』、明治２３年の『教育勅語』の発布である。明治政府の基礎固めが出来た。こ
の時期までは自由民権運動・欧化主義に象徴されるように、国運の将来像を描く運動が自由に模索
された時代である。この後、日清戦争（（明治２７・２８）日露戦争（明治３７・３８）が学術思想
界の趣向を転換させる。欧化主義を反省して伝統文化を再評価する機運が醸成された。 西学を主張
していた人達も、この流れに棹さすことになる。（例。）内村鑑三『代表的日本人』。西村茂樹『日本
道徳論』など）。明治大正期の陽明学運動が勃興してくるのは、日清戦争の後に『陽明学』を発刊し
た吉本襄、日露戦争の後に『王学雑誌』『陽明学』を発刊した東敬治、『陽明』『陽明主義』を発刊し
た石崎東国、この三人が推進者であった。 

三 吉本襄の『陽明学』 

吉本襄の生卒年は、伝記資料の調査が不十分なために、分からない。勝海舟の『氷川清和』の編
者として著名であるが、、原載の文章を歪曲して編纂したとして酷評される。現行の『氷川清和』は
松浦玲らが新たに編集したものが講談社から刊行されている。 

国会図書館に所蔵される、吉本襄の著書及び吉本襄が鉄華書院から刊行した著書を紹介しておき
たい。極めて不十分なものです。識者のご教示を切望します。 

高島炭坑々夫ノ惨状ヲ述ベテ世ノ志士仁人ニ告グ。吉本襄。明治２１年。 
西海孤島千条の涙。吉本襄。觚哉庵。明治２２年。 
古本大学旁註。戴聖・王陽明。明治２９年。『陽明学』五号広告。 
王陽明先生新墨本。『陽明学』五号広告。 
読書操觚之鍵。大野雲潭著。『陽明学』五号広告。 
方谷遺稿。山田方谷著。三島中洲編纂。『陽明学』六号広告。 
海舟先生氷川清和。正・続（明治２９年）・続続。吉本襄撰。無辺俠禅渡邊国武題詞。明治２９

年３０年３２年。（『陽明学』３８号・３９号・４０号広告）。 
 狂簡文房（明治３５年）河野成光館（明治４２年）大文館書店（昭和８年）でも刊行。 
五十名家語録。平田勝馬著。明治３１年。 
伝習録講義。巻一。尾崎忠治著。明治３１年。『陽明学』２５号広告。 
日本之陽明学。高瀬武次郎著。明治３１年。再版。明治３２年。 
名家文話。内田鉄三郎著。明治３２年。 
陽明学講話。高瀬武次郎著。明治３２年。 
鎌倉参禅個中の消息。無休庵主人著。明治３３年。 
経筵進講録。元田永孚著。明治３３年。 
男子八景婦人六相。麻衣道人著。明治３３年。 
読書と静坐。吉本襄著。狂簡文莊。明治３４年。 
良知。中尾捨吉著。参天閣。明治４０年。 

 
吉本襄が陽明学運動の開拓者として理解されているのは、鉄華書院を立ち上げて主幹として機関

誌『陽明学』を発刊したことによる。創刊は明治２９年７月５日。明治３３年５月２０日発刊の７
９・８０合併号が終刊である。 

王陽明の儒学思想は王学とか姚江学と呼称されるのが通例であったが、吉本襄の『陽明学』が普
及するにつれて、「陽明学」という呼称が日本はもとより、中国・朝鮮でも使用されるようになった。 

この鉄華書院版『陽明学』は昭和５９年９月に四冊本として影印出版されている。監修者岡田武
彦、発行者田中嘉次、印刷文言社、製本大口製本印刷株式会社、発行所図書出版木耳社。影印する
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に当たり、岡田武彦先生の「総論」「解説」「陽明学総目次」が第一卷の巻頭に掲載されている。 
発刊の辞、廃刊の辞に、吉本襄の『陽明学』刊行の意図がよく表明されているので、長文ながら、

全文を紹介しておきたい。段落番号は私に附けた。 
発刊の辞（第一卷第一号。巻頭。明治二十九年七月五日発行）。 

①個人は本然の任務有るは、猶ほ国家に自然の任務あるが如し。此任務や至高至大、個人に在
ては自主と為り、国家に在ては独立と為る、而して天下の大経を経綸し、天地の化育を賛成し、
世界の文明を裨補する未だ曾て其の本領たらずばあらず。苟も個人として此任務を盡せば、則
ち其人は聖人たり、大人たり、至人たり。国家として此任務を盡せば、則ち其国は強国たり、
雄国たり、大国たり。然れども此任務を盡すは、道を盡すに在るのみ。 
②道とは、天地自然の道也。人生至善の道也。斯道や、自ら霊妙、自から円満、自から正大、
自ら光明、自ら又活溌々地、釈迦牟尼の唱ふる所、耶蘇の唱ふる所、孔子の唱ふる所、老子の
唱ふる所、乃至近世哲家韓図、歇傑爾の唱ふる所、其の名同じからずと雖も、彼等一世の苦心、
斯道を盡さんとするに在りき。道は大小無く、精粗無く、厚薄無しと雖も、教派は、千種万様、
決して一なること能はず。是に於てか或は珠数を拈して釈尊の下に跪座する者有り。或ひは十
字架を取りて天主の前に拝伏する者有り。或は深山幽谷の中に在て、枯座黙照する者有り。或
は冥想独坐、宇宙幽玄の理を自覚する者有り。彼等の道を求むる、亦各自ら信ずる所有り。吾
人は敢えて之を咎めざる也。否之を咎むることを欲せざる也。 
③ただそれ東邦倫理の大道義を看透し、之を我国固有の風気士道に照らし、之を宇内通有の大
原理にし、敢て悖らざるものは、儒家の大道を発明したる陽明学乎。陽明一生の工夫は、、「致
良知」の三字に外ならず。而して至精、至明、至妙、心を盡し、性を盡し、道を盡すの極致復
餘蘊無し。陽明曾て曰く「某嘗説。知是行的主意。行是知的功夫。知是行之始。行是知之成。
若会得時只説一箇知。已自有行在。只説一箇行。已自有知在。」彼は空言以て自ら高ぶるものに
非ず、知行合一、自ら得る所有る也。故に曰く「吾学得之九死一生中」と。其活眼活識。迂儒
の能く窺ふ所ならん哉。 
④蓋し一人の精神は、千万人の精神也。個人の任務を竭す也。一人の精神豪毅なれば、一国の
士気安ぞ発強活溌ならざるを得んや。隨て一人暴戻なれば、一国暴戻に、一人不仁なれば、一
国も亦不仁に陥る。其の影響する所、豈少小ならん哉。而して個人の涵泳修養は、主として知
行合一に在り。知行合一の教は、主として陽明学に待つある也。陽明学は、今日の人心を陶冶
し、一代の風気を革新する一大興奮剤也。 
⑤今や、我国は、東邦新興の一大雄国として、其任務を竭さざるべからざる位置に立てり。然
れども事物の日に軽便に趨くに随ひ、一国の風気漸く卑下に傾き、文物の愈々進歩するに随ひ、
一国の風俗益々浮薄に陥ゐり。機関の次第に完整するに随ひ、一国の士気漸く萎靡するを見る。
而かも偉人傑士の起つて以て世道人心を風動するものなし。是れ豈社会風教の爲めに一大猛省
を発せざるべからざる時に非ずや。吾人の陽明学を今日に研究するは、心学修養、人才陶成の
爲めに外ならずと雖も、天下の人々をして個人本然の任務あるを知らしめ、延て以て一代の風
気を革新し、国家に裨補する所あらば、則ち洵に吾人発刊の本懐也。 
廃刊の辞（七十九・八十号合本。巻頭。明治三十三年五月二十日発行） 
我が『陽明学』は、発刊以来、歳を閲すること五、号を重ぬること七十有九。吾人は茲に筆を
収めて廃刊せんとするに当り、豈、一言の読者に告ぐる所なかるべけん哉。 
顧れば、征清の役後、戦勝の結果として、社会を挙げて、虚名浮栄に沈溺し、政治、経済、宗
教、教育、文学等、何れの方面に於ても、大なる真実なく、大なる気魄なく、大なる熱血なく、
目前の浮華虚飾を求むるに汲々たらざるは莫かりき。吾人深く之を慨し、鹿川宮内默蔵氏等と
相謀り、財を投じて『陽明学』を発刊し、我が精神界の修養に資する所あらんとせしは、即ち
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去ぬる明治二十九年初秋の交にてありき。当時吾人は逆境に処して、幾多の敵と戦ひ、幾多の
攻撃を蒙れり。然れども、吾人は、屹然此間に処して、敢て精神界の改革を謀り、社会良心の
麻痺を救ひ、国民品性の堕落を回さんとせり。事、志と違ふと雖も、而かも独立独行、其の言
はんと欲する所を公言し、其の信ずる所を主張するに至ては、数年一日の如くなりき。嗚呼、
十室の邑、忠信、丘の如きものあり。天下の大、社会の広き、豈、一人の知己なからんや。世
の識者は、同情を吾人に寄せ、国論も亦漸く正に趨かんとし、世人稍や精神修養の忽にすべか
らざるを唱へ、青年子弟も亦徳性の学を研究する者あるに至りしは、此の一両年間に於ける社
会の傾向なりとす。今日の社会に道念なく、国民に理想なく、政治、宗教、経済、文学、何れ
の方面に於ても、大なる光明なきことは、依然たりと雖、而かも国人、精神修養の急を認め、
社会の堕落を痛撃するの声、益々熾んなるに至りしもの、是れ豈、独り気運の然らしむるのみ
なりとせん哉。我が『陽明学』首唱の功や、吾人自から其の没すべからざるを信せんと欲す。 
我が『陽明学』は、本号を以て、其主眼たる『伝習録』の講義を終りしを期とし、茲に廃刊を
告げ、次で『修養報』を創刊し、以て我が精神界の修養に資し、社会の霊魂を開拓し、世道人
心の木鐸たらんと欲す。冀くば江湖諸君の、吾人の本意を諒とせられんことを。 
         鉄華書院編輯局に於て  吉本襄  謹啓。 

 
日清戦争に勝利した後の日本の精神界が退嬰せる時局を適切に対応できていないことを痛切に受

けとめて、『陽明学』を刊行して「世道人心」を匡正しようとした。又所期の目的を一応は達成した
ので、一旦は『陽明学』を廃刊して、新たに『修養報』を刊行する決意であることを表明している。
目的は同じであるが、陽明学の枠組みを超えて「修養」の気運を盛り上げることを目指したのであ
ろうか。『修養報』が刊行されたのか否か。現物を確認していないことを遺憾とする。又、「廃刊の
辞」の中で、発刊当時を振り返って「当時吾人は逆境に処して、幾多の敵と戦ひ、幾多の攻撃を蒙
れり。然れども、吾人は、屹然此間に処して、敢て精神界の改革を謀り、社会良心の麻痺を救ひ、
国民品性の堕落を回さんとせり。」というが、この「逆境」の実情を把握し得ていない。ここで「精
神界の改革」を目論んだことを告白しているが、清沢満之が主幹した『精神界』の発刊はは明治３
４年１月。『陽明学』発刊はその五年前である。一連の精神界改革運動の先蹤であったか。 

四 『陽明学』の記事内容の特色 

主幹である吉本襄の署名（吉本襄・吉本鉄華）入りの場合、勿論吉本襄の執筆である。他に「院
説」「鉄華書院主人」「編者」も吉本襄の執筆であろう。但し「院説」は同調者であった宮内默蔵も
執筆しているので、個別に確認する必要がある。無署名の文章も吉本襄の執筆と見なして大過ある
まいと思われる。或いは宮内默蔵が執筆しているかも知れない。論説の基調は「発刊の辞」「廃刊の
辞」に表白された基本的視座を基底にした時事論・学術論である。当代の識者の一論調を視るのに
恰好の論説である。「王学此より勃興せん」（６０号）など、吉本襄の意気込みが露わににじみ出て
いる、興味深い文章が数多掲載されているが、その一々については紹介しない。 

論説覧に掲載された執筆者の中では、後に農本主義者として活躍する権藤震二、Ｊ・Ｓ・ミルの
「利学」を批判した陸義猶などが特異である。論壇覧には所謂陽明学の学術・振興に大きな役割を
果たした人物が勢揃いする。井上哲次郎、山田準、三島毅（中洲）、渡邊国武（池田草庵の門人。京
都府知事）、高瀬武次郎（京都帝国大学教授）などは常連の筆者である。中にあって、朱子学者の大
野雲潭、独自の心学運動を展開した足立栗園、倫理学者の中島力藏など、陽明学の枠にはまらない
異色の人物である。 

この種の機関誌には講義物が欠かせない。吉本襄と盟友であった宮内默蔵（号鹿川）は創刊号か
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ら終刊号まで『伝習録』『伝習録講義』を連載した。鉄華書院版『陽明学』は宮内默蔵が『伝習録』
の講義を終了するのを待って終刊することになった。他に三輪執斎の『古本大学和解』『四言教講義』、
土屋弘の『王文評釈』、田中従吾軒の『王陽明出身靖乱録』、桂湖村の『王詩臆見』などがある。「附
録」を別立てにして熊沢蕃山の『中庸小解』、山田方谷の『古本大学講義』、奥宮慥斎の『聖学問要』、
吉村晋の『格致賸議』、熊沢蕃山の『源語外伝』『集義和書抄』『論語小解』、吉本襄の『古本大学集
解』『王陽明先生則言』、西川季格の『集義和書顕非』、中根東里の『新瓦附録』、吉田松陰の『講孟
劄記』などと、陽明学に関する基本著書の紹介に努めている。 
中にあって異色なのは、鈴木無隱の『論語講義』と川尻宝岑の『荘子俗語』である。鈴木無隱は

河井継之助に兄事した人物である。河合継之助は著書を残さなかった。河井継之助は西国を旅行し
た際に、備中松山（現高梁市）に立ち寄り、家老をしていた山田方谷に師事した。河井継之助は陽
明学に関心が深かったが、その心性論には興味を覚えなかった。それは昌平坂学問所に学んだ時に
も同様であった。そのころ同じく昌平坂学問所に学んでいた鈴木無隱は河井継之助に親炙して兄事
した。河井継之助は西国旅行を終えた後に越後長岡藩に帰り家老職に就き、大胆に藩政改革を実施
した。そのモデルが山田方谷の備中松山藩改革であった。河井継之助が山田方谷に学んだのは個別
的な改革案ではない。改革の基本的姿勢・気迫・使命感といってもよい。日本における所謂陽明学
には、大きく言って、二つの流れがある。一つは中江藤樹・淵岡山に代表される。独りの人間とし
て如何に生きるかを主題にして、生身の人間（心）とあるべき在り方（性）をめぐる所謂心性論に
重点を置く流れである。もう一つは、心性論は一個人の生き方に確信と勇気を与えるであろうが、
それは一個人として安心立命を悟得するという上では貴重な知的資源ではあるが、如何に心性論が
精緻に構築されたとしても、これだけでは社会的成果は挙げられないという流れである。その代表
者は熊沢蕃山である。熊沢蕃山の中江藤樹入門は劇的である。熊沢蕃山は中江藤樹に邂逅できたこ
とに深く感謝している。しかし、それはそれとして、心性論のみでは政治的成果を生むことは不可
能であることを断言している。河井継之助はこの熊沢蕃山の流れに属する。 
ここにみられる二つの流れは、実は儒教・儒學の流れの中で、機会ある毎に論議された論題であ

った。朱子学・陽明学に代表される新儒教は修己と治人の二つを焦点とする楕円形の思惟構造を特
色とする。理念型として両者相須って展開されることが望ましい。朱子や王陽明の立論は極力両焦
点を平衡の取れた形に仕上げることを目論んでいる。しかし、中国でも日本でも、当事者の置かれ
た社会的な立場の相違などに促されて、何れか一方に重点が置かれることが通例である。 
河井継之助は治人に重点を置いた。藩政の中で期待された役割が促したのである。勢い河井継之

助は心性論に関する著書は残していない。西国旅行の備忘録である『塵壷』が今、平凡社学術文庫
に収録されているが、これとて公表することを心して記録されたものではない。あくまでも個人的
な覚書である。昌平坂学問所に学び、山田方谷に師事した河井継之助はは陽明学者に数えられるが、
心性論者としては刮目するには当たらない。寧ろ治人の現場で王陽明の精神を生きた実践者である
といえる。その実践記録であって実践論ではない。司馬遼太郎の『峠』の主人公として活写されて
特異な陽明学者として高い評価を得ているが、その人物像とか個々の瑣事にわたる生き方考え方に
ついては、関係資料が極端に少ないのが実情である。このことについて貴重な証言を残したのが鈴
木無隱であった。鈴木無隱は吉本襄が主幹する『陽明学』に『論語講義』を連載し、その中で河井
継之助について熱く語っている。司馬遼太郎も河井継之助の人物像を叙述する際には鈴木無隱の記
録を参照した形跡がある。幕末維新期・明治期に数奇な人生を送った鈴木無隱その人の生き方も興
味深いが、彼が河井継之助について貴重な証言を残していたことは瞠目に値する。この鈴木無隱と
吉本襄との接点が分からない。吉本襄の経歴が不分明なので致し方がない。この鈴木無隱がのちに
石崎東国の『陽明』に頻繁に登場し、そこで河井継之助の言行を証言していることは、誠に興味深
い。 
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もう独り、特異な投稿者として川尻宝岑（かわじりほうきん。１８４２－１９５９）がいる。儒
學者の世界では全く言及されることのない人物である。小生も不案内な人物なので少しく長文なが
ら、参考までに『国史大事典』（吉川弘文館）の当該綱目を紹介することにする。 

明治時代の歌舞伎脚本作者。心学者・禅学者でもあった。本名義裕、一竿斎宝洲・忘路庵と号
した。天保十三年（一八四二）十二月十八日、江戸の鼈甲問屋に生まれ、八代目彦兵衛を相続。
二十歳で神道禊教に入り、のち権大僧正となる。また独学で石門心学を修めた。鎌倉円覚寺に
参禅して今北洪川に師事、『（和訓略解）禅林句集』『坐禅之捷径（ざぜんのはやみち）』などの
著書がある。代々市川団十郎をひいきにする芝居好きの商家であったため、九代目市川団十郎
と親しく、明治十六年（一八八三）ころから歌舞伎脚本を執筆、『新開地梅田神垣』（明治二十
一年）、『文覚上人勧進帳』（同二十二年）は団十郎によって初演された。また伊井蓉峰らの改良
演劇済美館に『名大瀧怨恨短銃（なおおおたきうらみのぴすとる）』（同二十四年）を書いた。
依田学海の活歷劇『吉野拾遺名歌誉』、末松謙澄作『小楠公』、長田秋濤作『菊水』などの新脚
本も、実際には宝岑の手になるものだった。作品は五十余編、忠孝仁義を主題としながらも、
新趣向をとりいれ、義理人情をもりこんだ。宝岑は、局外者を容れなかった歌舞伎界に、素人
の書いた脚本を送りこんだ最初の人であった。同四十三年八月十日箱根にて没。六十九歳。深
川法善寺に葬られる（法善寺は戦災で焼失し、墓は今千代田区外神田の神田寺の管理となって
いる）。法名は唯仁斎心誉宗静宝岑居士。 

禅学・心学に参学し、歌舞伎界に深入りして脚本まで書き上げたという。実に多彩な活躍をした
人であることに驚かされる。吉本襄主幹の『陽明学』には「荘子物語」が連載されている。心学の
立場から『荘子』を説き起こしたものである。川尻法岑が参学したという心学は石門心学のことを
いう。心学は如何に生きるかという課題に役に立ちそうなものは、学派を問わずに何でも我が陣営
に取り込んで参究するのが常であったから、川尻法岑が『荘子』を持ち出しても少しも不思議はな
い。もと京都で隆盛した石門心学は江戸時代の後半になって江戸市中に普及した。明治期になると
寧ろ東京が石門心学の一大中心地になった。そのなかでの心学研鑽である。川尻法岑には他にも心
学絡みの著書もある。この東京の石門心学運動に渦中に鈴木大拙や西田幾多郎も参与していたこと
は、余り知られていない。鈴木大拙も西田幾多郎も今北洪川との縁が深い。川尻法岑とは同門であ
った。広義の心学の中で、各自がそれぞれに独自の路線を歩んだことになる。明治期以降の心学運
動をあらためて検証すると、これまでとは異なった理解が得られるかと思う。この広義の心学運動
の一環として、吉本襄が主管した『陽明学』を見渡すことが肝要なのであろう。このことを痛感さ
せるのが川尻法岑の登場である。 

五 おわりに 

吉本襄の『陽明学』が短期間で終刊を迎えたのには、吉本襄自身が機関誌『陽明学』を刊行した
その目的をより端的に訴える爲に『修養』を発刊することを決意したということが主要な要因であ
ったのかも知れない。しかし、その『修養』は刊行されなかったようである。再出発の意図は頓挫
したことになる。『陽明学』が永続きしなかったことの要因の一つには、あくまでも吉本襄独りの個
人誌であったことではなかったか。換言するならば、発行母胎を組織化できなかったことのために
発行の継続を困難にしたのではなかったか。組織化できなかったことを象徴するのは、一つには規
約の不在である。二つには役員の組織がなかったこと。三つには会員組織がなかったこと。その爲
に安定した購読者に恵まれなかったこと。四つには執筆陣が吉本襄と個人的に関係する人達に限定
されたこと。ただし、宮内默蔵の他は、執筆陣が吉本襄との親密度の濃淡は今一つ分からない。吉
本襄その人の生涯について、詳細については未だ承知していない。このことについては今後の課題
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としたい。博雅の士の御教示を待つこと切実なものがある。 
日本近代における陽明学運動を俯瞰しようとするときには、吉本襄・『陽明学』は何をさておいて

も始めに目を注がなければならない存在なので、以上の素描を試みた次第である。鉄華書院版『陽
明学』が廃刊された後に、東敬治は『王学雑誌』を創刊し、その後継誌として『陽明学』を刊行し
た。合わせて二百四十余号である。又石崎東国は『陽明』『陽明主義』を刊行する。合わせて百四十
八号である。共に経営は多難であった節があるが、ともかくもこれほどに継続できたのは、個人誌
であることを回避して、固有の組織を組み立て、既訳を設け、購読会員を広く求めたからである。
彼等が吉本襄の鉄華書院版『陽明学』を熟知していたかどうかは確認できないが、ともあれ彼等は
吉本襄・鉄華書院版『陽明学』の轍を踏まなかった。 

 
 

キーワード：吉本襄、陽明学、心学、鈴木無隱、河井継之助、宮内默蔵 
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『ラクシュミー・タントラ』における創造説とグナ（性質） 
 

三澤 祐嗣 

1. はじめに 

『ラクシュミー・タントラ』（Lakṣmītantra、略号：LT）1は、パーンチャラートラ派 2の主要な文
献の一つであり、およそ 9世紀から 12世紀の間に編纂されたとされる。この書の主要なテーマの一
つはパーンチャラートラ派独自の哲学と宇宙論であり、様々な思想を自由に取り入れ、折衷してい
る。そして、様々な要素を統合するものとして、ヴィシュヌ派における母なる女神ラクシュミーの
シャクティ（宇宙の根源力）を最高の形而上学的原理に据えようとしているところにこの書の特徴
が現れている。 

LT の創造説では、他のパーンチャラートラ派の文献と同じく、神的な創造は「清浄な創造」
（śuddhasṛṣṭi）、物質世界の創造は「不浄な創造」（śuddhetarasṛṣṭi）とされ、さらに神話的なものと
形而上学的な諸原理の展開が複雑に混交し説かれる。その中で、グナ（guṇa）と呼ばれるものが度々
登場する。性質、属性などを意味するこの語は、特に 3種のグナと呼ばれる場合は、サーンキヤ説
などで世界を多様化する構成要素的かつ心的なものを司る属性的なものとして説かれる。一方、LT
では創造説の様々なところで登場し、それぞれの段階において異なる意味を持つ。 
そこで本稿では、LTにおける創造説において登場するグナについて、整理し、まとめることを試

みた。 

2. 神的な 6 つのグナ 

第 2 章では、「清浄な創造」（śuddhasṛṣṭi）として、最高存在からの展開が説かれる 3。そこで、6
つのグナ（ṣāḍguṇya）が登場する。 

nistaraṅgāmṛtāmbhodhikalpaṃ ṣāḍguṇyam ujjvalam / 
ekaṃ taccidghanaṃ śāntam udayāstamayojjhitam // LT 2.10 
〔ブラフマンは〕凪いだアムリタ（不死の霊薬）の海と等しいものであり、6 つのグナが集合
したものであり、輝くものである、その唯一の最高精神（cidghana）は、静寂であり、生起と
消滅から離れている。 

ここでは、前偈（LT 2.9）においてラクシュミーとブラフマンの同一性が説かれた後、この 10偈に
よって、そのブラフマンに 6 つのグナ（ṣāḍguṇya）が帰せられていることが分かる。このブラフマ
ンはラクシュミー・ナーラーヤナとも同一視されている 4が、おそらくそれぞれ別の在り方を表し
ていると思われる 5。ブラフマーは 6つのグナの集合体、すなわち、6つのグナの性質を全て備えて
いるということになろう。6つのグナがそれぞれどのようなものかは次のようにまとめられる。 

1. 知識（jñāna）：全てを知るものであり、全てを見るもの。6 
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2. 自在力（aiśvarya）：自由自在に世界を創造する力、意欲。このために彼女の創造は妨げられな
い。7 

3. 潜在力（śakti）：世界の物質的根源（prakṛti）、シャクティによって、女神は世界の根源（prakṛti）
となる。8 

4 力（bala）：維持する力、結果（創造されたもの＝世界）を維持する。女神は「力」（bala）によ
って何の労もなく世界を創造する。潜在力（śakti）の部分。9 

5. 勇猛さ（vīrya）：潜在力（śakti）が変異しないこと（不変化力）、自在力（aiśvarya）の部分。10 
6. 光輝（tejas）：独存力（協力者を必要としない力）、他者を支配下に置く能力（他者支配力）。11 

以上のように、第 2 章で登場する 6 つのグナは、「清浄な創造」（śuddhasṛṣṭi）の段階において存
在し、ラクシュミー・ナーラーヤナに帰される神的な属性を意味する。そのため本稿では「神的な
6つのグナ」と呼称する。 
さらに、Gupta氏が説明するとおり 12、これらのうち、「知識」（jñāna）が最も本質的なものとし

て、他の 5つよりも優位にあるように説かれる 13。 
一方、LT では、シャクティが重要なものとして説かれる。「神的な 6 つのグナ」の中にシャクテ

ィがあるが、ラクシュミーもまたシャクティと呼ばれるのである。しかし、そのため、シャクティ
にはおそらく 2つの側面があると考えられる。ラクシュミーそのものとしてのシャクティ（宇宙の
根源力）と「神的な 6つのグナ」の一つとしてのシャクティ（「潜在力」）である。 

2.1 神的な 6 つのグナとヴューハ神の関係 
「神的な 6 つのグナ」は、創造説においてヴューハ神と呼ばれる 4 神（あるいは 3 神）14が段階

的に顕現する 15ところで、重要な役割を担う。 
この段階的な顕現とは、ヴァースデーヴァ→サンカルシャナ→プラディユムナ→アニルッダが順

次展開することであり、その際に、それぞれ、「神的な 6 つのグナ」を全て組み合わせたものが 1
組、「神的な 6つのグナ」が 2つずつ組み合わさったものが 3組となり、それぞれの神の属性として
配置される。 
それは次のように説かれる。 

tatra tadguṇayugmaṃ tu mama rūpatayocyate / 
ato jñānabale devaḥ saṃkarṣaṇa udīryate // LT 2.53 
aiśvaryavīrye pradyumno ’niruddha śaktitejasī / LT 2.54ab 
さて、そこにおいて、そのグナの一対（組み合わせ）が、わたしにとって形態性（形あるもの）
として、語られる。それ故、「知識」（jñāna）と「力」（bala）〔の組み合わせ〕である神は、サ
ンカルシャナと述べられる。「自在力」（aiśvarya）と「勇猛さ」（vīrya）〔の組み合わせ〕がプラ
ディユムナであり、「潜在力」（śakti）と「光輝」（tejas）〔の組み合わせ〕はアニルッダである。 

ヴァースデーヴァは、未だはっきりと現れていないため、形象を有しておらず、「神的な 6つのグナ」
をすべて有し、ブラフマンと不可分である 16。ヴューハ神とグナの配置をまとめると次のようにな
る。 

◎ヴァースデーヴァ：「知識」（jñāna）・「自在力」（aiśvarya）・潜在力（śakti）・「力」（bala）・「勇
猛さ」（vīrya）・光輝（tejas） 

◎サンカルシャナ：「知識」（jñāna）・「力」（bala）17 
◎プラディユムナ：「自在力」（aiśvarya）・「勇猛さ」（vīrya）18 
◎アニルッダ：潜在力（śakti）・光輝（tejas）19 
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このグナに用いられている単語は、おおよそ力に関
係するものが多い。神の威光を示すためであろうか。
いずれにせよ、創造のためには神の力というものが
必要不可欠なのであろう。 

2.2 神的な 6 つのグナの 2 種の分類 
また、「神的な 6 つのグナ」には、2 種の分類が存

在し、「自性」（svabhāva）と「3 つのグナ」（guṇatraya）
と呼ばれる。「3 つのグナ」（guṇatraya）それぞれが
「自性」（svabhāva）から流出（upasarjana）し、両
者から 1 つずつを有して一対の組み合わせを形成す
る。それらをまとめると次のようになる 20（前者が
「自性」、後者が「3 つのグナ」）。 

◎「知識」（jñāna） → 「力」（bala） 
◎「自在力」（aiśvarya） → 「勇猛さ」（vīrya） 
◎「潜在力」（śakti） → 「光輝」（tejas） 

以上のように、「神的な 6 つのグナ」は「清浄な創
造」（śuddhasṛṣṭi）において、ヴューハ神と関連して
説かれる。これらの関係性は図表 1 のとおりにまと
めることができる。 

3. 3 つのグナから成るもの 

LT 第 3 章では、「神的な 6 つのグナ」と別のグナが現れる。それらがサットヴァ、ラジャス、タ
マスという「3 つのグナから成るもの」（traiguṇya）である。 

yathaivekṣurasaḥ svaccho guḍatvaṃ pratipadyate // LT 3.5cd 
tadvat svaccham ayaṃ jñānaṃ sattvatāṃ pratipadyate / 
rajastvaṃ ca mamaiśvaryaṃ tamastvaṃ śaktir apy uta // LT 3.6 
まさに、澄んだサトウキビの汁が糖蜜性を獲得するように。そのように、この澄んだ「知識」
（jñāna）は、サットヴァ性を獲得する。そして、わたしの「自在力」（aiśvarya）はラジャス性
を、そしてまた〔わたしの〕「潜在力」（śakti）はタマス性を〔獲得する〕。 

ete trayo guṇāḥ śakra traiguṇyam iti śabdyate / 
rajaḥpradhānaṃ tat sṛṣṭau traiguṇyaṃ parivartate // LT 3.7 
シャクラよ。これら 3 つのグナは、3 つのグナから成るもの（traiguṇya）と呼ばれる。その 3
つのグナから成るもの（traiguṇya）は、創造において、ラジャスが第 1 のもの（優勢）となる。 

sthitau sattvapradhānaṃ tat saṃhṛtau tu tamomukham / 
ahaṃ saṃvinmayī pūrvā vyāpiny api puraṃdara // LT 3.8 
それ（3 つのグナから成るもの）は、維持において、サットヴァが第 1 のもの（優勢）に、一
方、還滅において、タマスが前面（優勢）に〔なる〕。わたしは、「知」（saṃvid）からできてい

図表 1 ヴューハ神の展開と神的な 6 つのグナ 

このグナに用いられている単語は、おおよそ力に関
係するものが多い。神の威光を示すためであろうか。
いずれにせよ、創造のためには神の力というものが
必要不可欠なのであろう。

2.2 神的な 6 つのグナの 2 種の分類 
また、「神的な つのグナ」には、 種の分類が存

在し、「自性」（ ）と「 つのグナ」（ ）
と呼ばれる。「 つのグナ」（ ）それぞれが
「自性」（ ）から流出（ ）し、両
者から つずつを有して一対の組み合わせを形成す
る。それらをまとめると次のようになる 20（前者が
「自性」、後者が「 つのグナ」）。

◎「知識」（ ） → 「力」（ ）
◎「自在力」（ ） → 「勇猛さ」（ ）
◎「潜在力」（ ） → 「光輝」（ ）

以上のように、「神的な つのグナ」は「清浄な創
造」（ ）において、ヴューハ神と関連して
説かれる。これらの関係性は図表 のとおりにまと
めることができる。

3. 3 つのグナから成るもの 

第 章では、「神的な つのグナ」と別のグナが現れる。それらがサットヴァ、ラジャス、タ
マスという「 つのグナから成るもの」（ ）である。

まさに、澄んだサトウキビの汁が糖蜜性を獲得するように。そのように、この澄んだ「知識」
（ ）は、サットヴァ性を獲得する。そして、わたしの「自在力」（ ）はラジャス性
を、そしてまた〔わたしの〕「潜在力」（ ）はタマス性を〔獲得する〕。

シャクラよ。これら つのグナは、 つのグナから成るもの（ ）と呼ばれる。その
つのグナから成るもの（ ）は、創造において、ラジャスが第 のもの（優勢）となる。

それ（ つのグナから成るもの）は、維持において、サットヴァが第 のもの（優勢）に、一
方、還滅において、タマスが前面（優勢）に〔なる〕。わたしは、「知」（ ）からできてい

図表  ヴューハ神の展開と神的な つのグナ 
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る者であり、最初の者であり、遍充する者である。プランダラ（城塞の破壊者＝インドラ）よ。 

「3つのグナから成るもの」は創造・維持・還滅を司り、「不浄な創造」の段階、すなわち現象世界
の創造において現れる 21。これらの「3 つのグナから成るもの」は、先にあげた「自性」と関連す
る。「自性」は、「清浄な創造」の段階において登場するものであり、「3つのグナから成るもの」と
は明確に区別される 22。それぞれの関連性は次の通りである 

 

◎「知識」（jñāna） → サットヴァ → 維持 
◎「自在力」（aiśvarya） → ラジャス  → 創造 
◎「潜在力」（śakti） → タマス  → 還滅 

また、これは第 4章でも同じく説かれる 23。 

3 つのグナから成るものと 3 女神 

LT 第 4 章、第 5 章においては、「3 つのグナから成るもの」が創造説の中で女神と関連して説か
れる。「3つのグナから成るもの」がそれぞれ優勢になった状態としての女神が現れ、それらは次の
ように説かれる 。 

rajaḥpradhānā tatrāhaṃ mahāśrīḥ parameśvarī / 
madīyaṃ yat tamorūpaṃ mahāmāyeti sā smṛtā // LT 5.4 
madīyaṃ sattvarūpaṃ yan mahāvidyeti sā smṛtā / LT 5.5ab 
その中で、ラジャスが優勢である〔場合の〕わたしは、マハーシュリーであり、パラメーシュ
ヴァリーである。わたし自身がタマスの形を取ることにより、それはマハーマーヤーであると
言われる。わたし自身がサットヴァの形を取ることにより、それはマハーヴィディヤーである
と言われる。 

すなわち、次のようになる 24。 

◎ラジャス性 → マハーシュリー 
◎サットヴァ性 → マハーヴィディヤー 
◎タマス性 → マハーマーヤー 

この 3女神を統括するものとして、マハーラクシュミーが説かれる。 

anujjhitasvarūpāhaṃ madīyenālpabindunā / 
mahālakṣmīḥ samākhyātā traiguṇyaparivartinī // LT 5.3 
わたしは、不変の（減少することのない）自性を持ちつつ、自身の極微なもの 25として、マハ
ーラクシュミーと呼ばれ 26、〔また〕3種のグナからなるもの（traiguṇya）を展開する者である。 

マハーラクシュミーは、世界を創造する際に顕れる姿であり、「3 つのグナから成るもの」を有し、
それらを支配するものとして説かれる 27。3 種のグナのうちラジャスが最初に説かれたり、マハー
シュリーとマハーラクシュミーが同一視されたりと、ラジャスが重要視されていることが見て取れ
る。それは、活動や刺激の性質であるラジャスが、創造において重要な役割を担っているためと考
えられる。 
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5. 3 女神とヴューハ神 

上記の 3 女神は、ヴューハ神の部分と共に、男性神と女性神の組み合わせをそれぞれ顕現させる。
それらは、創造・維持・破壊を司る神とその神妃たちである。それらは図表 2 のようになる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 2 LT 5：3 女神の展開 
 

マハーシュリーとプラディユムナの部分 28 
LT 5.9; 11 から類推できるように、マハーシュリーを根源とし、プラディユムナの部分から生まれ

る組み合わせが、精神性のものであり、黄金の胎児（hiraṇyagarbha）などと呼ばれるのである。根
源となる 2 神は、共にラジャスと関係がある。ヴューハ神の 1 柱であるプラディユムナは、「自在力」
（aiśvarya）と「勇猛さ（vīrya）」を有するが「自在力」（aiśvarya）はラジャスに転変し、一方、マ
ハーシュリーは女神におけるラジャス性が優勢になった姿である。Gupta氏は「マハーシュリーとプ
ラディユムナはヒラニヤガルバと呼ばれるこの組み合わせの親（根源）である。そしてそれらはそ
の親（根源）の特質を保持している」と説明する 29。 

 
マハーマーヤーとサンカルシャナの部分 30 

ヴューハ神のサンカルシャナは、「知識」（jñāna）と「力」（bala）の属性を有し、「知識」（jñāna）
はサットヴァに転変する。しかし、マハーマーヤーはタマス性の姿であるため、サットヴァとタマ
スの組み合わせとなる。この 2 神から生まれる男性神と女性神の組み合わせは、3 つ目のもの
（trinetra）、美しい全身を持つもの（cārusarvāṅga）、精神性のものと呼ばれ、マハーマーヤーがタマ
ス性であることから、男性神は破壊を司るシヴァに帰される。一方の女性神はトライーで、創造神
のブラフマーの神妃であるサラスヴァティーのことである。 

 
マハーヴィディヤーとアニルッダの部分 31 

ヴューハ神のアニルッダは、「潜在力」（śakti）と「光輝」（tejas）の属性を有し、「潜在力」（śakti）
はタマスに転変する。一方のマハーヴィディヤーはサットヴァ性である。そのため、サットヴァと
タマスに関連する。そこから生まれる男性神と女性神の組み合わせは、精神性のものと呼ばれのみ
である。そして、マハーヴィディヤーがサットヴァ性であるため、男性神は維持を司るヴィシュヌ
である。一方の女性神はガウリー、すなわち破壊神シヴァの神妃であるパールヴァティーである。 

 
そして、LT 5.13cd–14abによると男性神と女性神から成る 2 神ずつの 3 組が、神話に倣った夫婦

5. 3 女神とヴューハ神 

上記の 女神は、ヴューハ神の部分と共に、男性神と女性神の組み合わせをそれぞれ顕現させる。
それらは、創造・維持・破壊を司る神とその神妃たちである。それらは図表 のようになる。

図表  ： 女神の展開

マハーシュリーとプラディユムナの部分 28 
から類推できるように、マハーシュリーを根源とし、プラディユムナの部分から生まれ

る組み合わせが、精神性のものであり、黄金の胎児（ ）などと呼ばれるのである。根
源となる 神は、共にラジャスと関係がある。ヴューハ神の 柱であるプラディユムナは、「自在力」
（ ）と「勇猛さ（ ）」を有するが「自在力」（ ）はラジャスに転変し、一方、マ
ハーシュリーは女神におけるラジャス性が優勢になった姿である。 氏は「マハーシュリーとプ
ラディユムナはヒラニヤガルバと呼ばれるこの組み合わせの親（根源）である。そしてそれらはそ
の親（根源）の特質を保持している」と説明する 29。

マハーマーヤーとサンカルシャナの部分 30 
ヴューハ神のサンカルシャナは、「知識」（ ）と「力」（ ）の属性を有し、「知識」（ ）

はサットヴァに転変する。しかし、マハーマーヤーはタマス性の姿であるため、サットヴァとタマ
スの組み合わせとなる。この 神から生まれる男性神と女性神の組み合わせは、 つ目のもの
（ ）、美しい全身を持つもの（ ）、精神性のものと呼ばれ、マハーマーヤーがタマ
ス性であることから、男性神は破壊を司るシヴァに帰される。一方の女性神はトライーで、創造神
のブラフマーの神妃であるサラスヴァティーのことである。

マハーヴィディヤーとアニルッダの部分 31 
ヴューハ神のアニルッダは、「潜在力」（ ）と「光輝」（ ）の属性を有し、「潜在力」（ ）

はタマスに転変する。一方のマハーヴィディヤーはサットヴァ性である。そのため、サットヴァと
タマスに関連する。そこから生まれる男性神と女性神の組み合わせは、精神性のものと呼ばれのみ
である。そして、マハーヴィディヤーがサットヴァ性であるため、男性神は維持を司るヴィシュヌ
である。一方の女性神はガウリー、すなわち破壊神シヴァの神妃であるパールヴァティーである。

そして、 によると男性神と女性神から成る 神ずつの 組が、神話に倣った夫婦
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になるのである 32。 
女神とヴューハ神、そして 3 種のグナと創造・維持・破壊の神々が関連して説かれているが、以

上の組み合わせは、一見すると整合性がないように見える。しかしながら、知識（jñāna）からサッ
トヴァが、自在力（aiśvarya）からラジャスが、潜在力（śakti）からタマスが生起するとされる LT 3.5cd–
6 等の説を参考にし、ヴューハ神の 6 つのグナを 3 種のグナに置き換えて、さらに、3 女神において
優勢になっているグナとの関連で考えると、それぞれに、ラジャス—ラジャス、サットヴァ—タマ
ス、タマス—サットヴァとなり、ラジャスが優位となって働いていることが分かる。 

さらに、3 種のグナと創造・維持・破壊との関連については、LT 3.7–8 で、創造においてはラジ
ャスが、維持においてはサットヴァが、還滅においてはタマスがそれぞれ優勢になることが説かれ
る。そのため、マハーシュリー・ラジャス性から創造神ブラフマー・ラジャス性が生まれ、マハー
マーヤー・タマス性から破壊神シヴァ・タマス性が生まれ、マハーヴィディヤー・サットヴァ性か
ら維持神ヴィシュヌ・サットヴァ性が生まれるというように、3 女神それぞれの性質を男性神が受
け継いでいるのである 33。 

一方、女性神の異名などを考慮すると、女性神と 3 女神との関連が窺える。すなわち、マハーシ
ュリー（ラジャス性）とシュリー、マハーヴィディヤー（サットヴァ性）とトライー、そして、マ
ハーマーヤー（タマス性）とガウリーである。やや強引ではあるが、それぞれの 3 種のグナを女性
神と関連づけ、ヴューハ神と転変する 3 種のグナに対応させてみると、プラディユムナ・ラジャス
性とシュリー・ラジャス性、サンカルシャナ・サットヴァ性とトライー・サットヴァ性、アニルッ
ダ・タマス性とガウリー・タマス性、というように符合し、ヴューハ神の部分の性質を女性神が引
き継いでいると考えられる。 

これらをまとめると、図表 3 のようになる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 3 LT 5：3 女神と 3 つのグナから成るものの展開 
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おわりに 

以上、LTの創造説とグナに関連する箇所を概観した。グナには大きく分けて、「神的な 6 つのグ
ナ」と「3つのグナから成るもの」に分けられる 34。前者は「清浄なる創造」に関連し、後者は「不
浄なる創造」に関連する。一見すると規則性がないようであるが、それぞれのグナを引き継ぎ、複
雑に融合されていることが分かる。「神的な 6つのグナ」は、「清浄なる創造」において現れ、最高
神、より正確に言えば、無形態の最高存在から現れたラクシュミー・ナーラーヤナの有する神的な
属性であり、現象世界の創造とは直接的に関与しない。同じくグナの名を冠する「3 つのグナから
成るもの」が、その「不浄な創造」に関与するのである。これらは、サーンキヤ説での 3種のグナ
であり、その影響関係は今後の課題となろう。様々な説を融合させていった結果、宇宙論はより長
大で複雑になり、全体像の把握は困難を極める。より詳細にかつ関連文献の分析を進め、解明して
いく必要があろう。 
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註
 

1 Krishnamacharya氏により校訂されたテクストが出版されており、本稿もこれを使用した
[Krishnamacharya 1959]。LTの翻訳としては、唯一の英訳が Gupta氏により発表されている[Gupta 2000]。
同書には LTの概略ついても述べられている。日本語部分訳については拙稿（[三澤 2015]補遺、[三澤 
2017]、[三澤 2018]）を参照のこと。 

2 パーンチャラートラ派は、ヒンドゥー教の主要な教義の一つであるヴィシュヌ派の一派であり、そのヴ
ィシュヌ派の中でも、最も早期に成立したものの一つである。パーンチャラートラ派は、タントラ的な
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要素を取り入れ、ナーラーヤナとしてのヴィシュヌ、及び神妃ラクシュミーを崇拝し、教義上 108の聖
典があるとされる。この派は、Mahābhārataにも登場し、サーンキヤ思想などとも関係が深いものとし
て説かれている。ヴィシュヌ派の教理はこのパーンチャラートラ派に基づくとされ、パーンチャラート
ラ派自体は衰退したが、現在でも続くシュリー・ヴァイシュナヴァ派へと影響を与えるなど、後代への
影響は疑いなく大きい。パーンチャラートラ派の概要については Rastelli氏が簡潔にまとめている
[Rastelli 2009]。また、宇宙論については Schrader氏が Ahirbudhnyasaṃhitāを中心に LTを援用しつつ論
じている[Schrader 1916]。パーンチャラートラ派の歴史的経緯については松原氏[Matsubara 1994]やGonda
氏[Gonda 1977]が詳しい。日本語のものとしては引田氏により出版されており、特に儀礼について論じ
ている[引田 1997]。 

3 第 2章の創造説については、拙稿[三澤 2015]第 6章第 2節を参照。 

4 lakṣmīnārāyaṇākhyātam ato brahma sanātanam / LT 2.16ab 
それ故、永遠なるブラフマンをラクシュミー・ナーラーヤナと呼ぶ。 

5 すなわち、「わたしという実在」や本体であるナーラーヤナ、「わたし性」や状態であるラクシュミー、
創造者としてのブラフマーである。 

6 jñānātmikā tathāhaṃtā sarvajñā sarvadarśinī / LT 2.25ab 
同様に、「わたし性」（ahaṃtā）の「知識」（jñāna）の本質は、全てを知るものであり、全てを見るもの
である。 

7 avyāhatir yad udyatyās tad aiśvaryaṃ paraṃ mama / 
iccheti socyate tattattattvaśāstreṣu paṇḍitaiḥ // LT 2.28 
生起する（udyatī）〔わたし〕は妨げられない（avyāhati）、それがわたしの最高の自在力（aiśvarya）であ
る。それは意欲（icchā）であると、あらゆる真理〔が説かれる〕シャーストラ（聖典）において、賢者
たちによって語られている。 

8 jagatprakṛtibhāvo me yaḥ sā śaktir itīryate / LT 2.29ab 
世界の物質的根源（prakṛti）としてのわたしの状態が「潜在力」（śakti）であると言われている。 
Krishnamacharya氏の註：「女神による世界のプラクリティの状態は、自己の本質ではないから、その状
態のように、変化しうる性質を付加される故に。それにもかかわらず、自己のあり方が実在する知と無
知であるアートマンによって、と理解されるべきである。なぜなら、まさにこの彼女は、ブラフマンか
ら世界のプラクリティというものに帰着するからである。」（“devyā jagatprakṛtibhāvo na svarūpataḥ, 
tathātve vikāritvaprasaṅgāt. kiṃtu svaprakārahūtacidacidātmaneti draṣṭavyam. eṣaiva hi brahmaṇo jagatprakṛtitve 
gatiḥ.” [Krishnamacharya 1959: p. 8]） 

9 sṛjantyā yac chramābhāvo mama tad balam iṣyate // LT 2.29cd 
bharaṇaṃ yac ca kāryasya balaṃ tac ca pracakṣate / 
śaktyaṃśakena tat prāhur bharaṇaṃ tattvakobidāḥ // LT 2.30 
わたしは創造しながらも疲れることはない、それが「力」（bala）であると考えられている。結果（創造
されたもの）の維持、それもまた「力」（bala）と言っている。真理を体得した者たちは、その維持を「潜
在力」（śakti）の部分として説明する。 

10 vikāraviraho vīryaṃ prakṛtitve 'pi me sadā / LT 2.31ab 
わたしは世界の物質的根源（prakṛti）であるけれども、常に変異しない（変異から離れている）、〔それ
が〕「勇猛さ」（vīrya）である。 
jagadbhāve 'pi sā nāsti vikṛtir mama nityadā / 
vikāraviraho vīryam atas tattvavidāṃ matam // LT 2.32 
しかし、世界の存在において（世界が出現しても）、わたしにとってそれ（シャクティ）は永遠に変化
しない。それ故、変異しない（変異から離れている）ことが「勇猛さ」（vīrya）であると、真理を知る
者たちは理解している。 
vikramaḥ kathito vīryam aiśvaryāṃśaḥ sa tu smṛtaḥ / LT 2.33ab 
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「勇猛さ」（vīrya）は勇敢さ（vikrama）であると語られ、さらに、それは「自在力」（aiśvarya）の部分
（要素）であるとも言われる。 

11 sahakāryanapekṣā me sarvakāryavidhau hi yā // LT 2.33cd 
tejaḥ ṣaṣṭhaṃ guṇaṃ prāhus tam imaṃ tattvavedinaḥ / 
parābhibhavasāmarthyaṃ tejaḥ kecit pracakṣate // LT 2.34 
わたしはあらゆる行為の法則において共に行動するもの（sahakārin）とは関わりがない。これこそを 6
番目のグナ（属性）である「光輝」（tejas）であると、真理を知る者たちは言う。「光輝」（tejas）は、他
者を支配下に置く能力であると、ある者たちは述べる。 

12 [Gupta 2000: p. 10] 

13 śeṣam aiśvaryavīryādi jñānadharmaḥ sanātanaḥ / 
aham ity āntaraṃ rūpaṃ jñānarūpam udīryate // LT 2.26 
他の「自在力」（aiśvarya）や「勇猛さ」（vīrya）などは「知識」（jñāna）の特質（属性、dharma）であり、
永遠である。「知識」（jñāna）の形態は、わたし（aham）という固有の形態であると言われている。 
aiśvarye yojayanty eke tattejas tattvakovidāḥ / 
iti pañca guṇā ete jñānasya srutayo 'malāḥ // LT 2.35 
真理を体得した者たちの一部は、その「光輝」（tejas）を「自在力」（aiśvarya）に結びつける。これら 5
つのグナ（属性）が、「知識」（jñāna）の清浄なる流出（sruti）である。 

14 ヴァースデーヴァ、サンカルシャナ、プラディユムナ、アニルッダの 4神（ヴァースデーヴァを除くこ
ともある）。サンカルシャナは別名バラバドラとも呼ばれ、ヴァースデーヴァの兄である。また、プラ
ディユムナとアニルッダはそれぞれヴァースデーヴァの息子と孫である。ヴューハの神格は、上記の 4
名にサーンバを足した、ヴリシュニ族の 5人の英雄が元になっているとされるが、いつのころからかサ
ーンバは除外され、ヴァースデーヴァを頂点とするヴューハが形成されたという[Rastelli 2009: p. 444]。 

15 Gupta氏はヴューハについて、「清浄なる創造と不浄なる創造の間の違いは、3つの現象の属性、サット
ヴァ、ラジャス、タマスが、清浄なる創造において存在していないのであり、その清浄なる創造は時折
nityavibhūtiと呼ばれ、反対に不浄なる創造は līlāvibhūtiと名付けられる。前者は 4つの顕現（caturmūrti
あるいは caturvyūha）から成る。これら 4つの顕現（ヴューハ）の最初（すなわちヴァースデーヴァ）
において、属性は休止状態であり、それ故、うっすらと顕現しているのみである。顕現が進行するにつ
れ、それらはより輝き、深淵となる。」と説明している[Gupta 2000: p. 11]。 

16 ここでは、4ヴューハ神の中で最初のものがヴァースデーヴァと明言されていないが、ナーラーヤナの
異名やブラフマンあるいはアートマンと同一視されているため、6つの属性を全て備えていると思われ
る。 
yena bhāvena bhavati vāsudevaḥ sanātanaḥ / 
bhavatas tasya devasya sa bhāvo 'ham itīritā // LT 2.14 
その存在するものとしての神にとって、その（神の）状態は、わたし（aham）と言われている。 
その状態によって永遠なるヴァースデーヴァが存在している。 
lakṣmīnārāyaṇākhyātam ato brahma sanātanam / 
ahamtayā samākrānto hy ahamarthaḥ prasidhyati // LT 2.16 
それ故、永遠なるブラフマンをラクシュミー・ナーラーヤナと呼ぶ。 
なぜなら、「わたし性」（ahaṃtā）によって遍満され、「わたしという実在」（ahamartha）が完成するから。 

17 vyaktajñānabalākhyāyāṃ pūrvaṃ saṃkarṣaṇātmani / 
tilakālakavat sarvo vikāro mayi tiṣṭhati // LT 2.45 
tan māṃ saṃkarṣaṇātmānaṃ vidur jñānabale budhāḥ / LT 2.46ab 
まずはじめに、わたしの「知識」（jñāna）と「力」（bala）の顕現と呼ばれるサンカルシャナの本質（ア
ートマン）の中に、（皮膚の下の）ほくろのごとくに、すべての変異（vikāra）が存在する。かのわたし
であるサンカルシャナの本質を、「知識」（jñāna）と「力」（bala）であると、知者たちは認識する。 
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18 svayaṃ gṛhṇāmi kartṛtvam unmiṣantī tataḥ param // LT 2.46cd 
pradyumna iti mām āhuḥ sarvārthadyotanīṃ tadā / 
yugaṃ prasphuritaṃ rūpaṃ tasminn aiśvaryavīryayoḥ // LT 2.47 
それから、〔わたしは〕開眼（顕現）しつつ、作者性を自らに獲得する。その時、すべての対象を輝か
せるわたしをプラディユムナと言う。そこにおいて、「自在力」（aiśvarya）と「勇猛さ」（vīrya）の組み
合わせの形態が現れる。 

19 tatas tayā kriyāśaktyā labdhāveśā cikīrṣayā / 
yujyamānāniruddhākhyāṃ lambhitā tattvakovidaiḥ // LT 2.48 
それから、その活動力（kriyāśakti）によって浸透され、〔また〕活動の意欲と結びついたものがアニル
ッダという名称で真理を体得した者たちによって呼ばれる。 

20 tisro mama svabhāvākhyā vijñānaiśvaryaśaktayaḥ // LT 2.49cd 
unmiṣantyaḥ pṛthaktattvatrayeṇa parikīrtitāḥ / LT 2.50ab 
3 つのわたしの自性（svabhāva）と呼ばれるものは、「知識」（vijñāna＝jñāna）、「自在力」（aiśvarya）、「潜
在力」（śakti）である。〔それらの自性は〕開眼（顕現）しつつあり、原理（tattva）の 3 種の区分として
言及される。 
balaṃ vīryaṃ tathā teja ity etat tu guṇatrayam // LT 2.50cd 
śramādyavadyābhāvākhyaṃ jñānāder upasarjanam / 
itthaṃ śāntoditāvasthādvayabhedajuṣo mama // LT 2.51 
他方、「力」（bala）、「勇猛さ」（vīrya）、そして「光輝」（tejas）というこの 3 つのグナ（guṇatraya）があ
る。〔それら 3 つのグナ（属性）は〕疲労などの不完全さは存在せず、知識（jñāna）などの流出（upasarjana）
である。このように、わたしにとって、平安なるものから生起した状態は 2 種の区別を持つものである。 

21 adhiṣṭhāya guṇān sṛṣṭisthitisaṃhṛtikāriṇī / 
nirguṇāpi guṇān etān adhiṣṭhāyātmavāñchayā // LT 3.9 
cakraṃ pravartayāmy ekā sṛṣṭisthityantarūpakam / LT 3.10ab 
創造・維持・還滅を行う者〔であるわたし〕は、諸々のグナを支配し、また、グナを持たない者〔であ
るわたし〕は、自分の望みによって、これら諸々のグナを支配する。そして、唯一なるわたし（ラクシ
ュミー）は、創造、維持、還滅（終わりを形作るもの）の循環（チャクラ）を廻らす。 

  創造・維持・還滅を行う者（sṛṣṭisthitisaṃhṛtikāriṇī）とは、これらの循環を支配し、それらを超えた存
在であることが示唆されている。また、グナを持たない者（nirguṇā）とは、ここでのグナはサットヴァ、
ラジャス、タマスからなる「3 つのグナから成るもの」という物質的要素の機能を有するものであり、
それを持たないということはサーンキヤ的なプルシャの機能をも示唆している。Krishnamacharya の註に
は、「〈また、グナを持たない者〔であるわたし〕は〉（“nirguṇāpi”）とは。すでに 6 つのグナに関して言
われたことから、グナかを持たない（nirguṇa）という語とはサットヴァ、ラジャス、タマスの形態（性
質）が混ざったグナから離れているという意味である」（“nirguṇāpīti. pūrvaṃ ṣāḍguṇyasyoktatvāt atra 
nirguṇapadasya sattvarajastamorūpamiśraguṇarahitety arthaḥ.” [Krishnamacharya 1959: p. 11]）と説明される。
これらはいずれもラクシュミーのことであり、本来ヴィシュヌが持つ最高神の機能がラクシュミーに帰
されているのである。 

 acicchaktir jaḍāpy evam aśuddhā pariṇāminī / 
triguṇāpi mamaivedaṃ svācchandyāt pravijṛmbhitam // LT 3.27 
また、「無知としてのシャクティ」（acit-śakti）は、同様に、理性なきものであり、不浄であり、転変す
るものであり、さらに 3 種のグナ〔から成るもの〕である。〔しかし〕まさにわたしのこれは、自身の意
欲（svācchandya）により、伸張したもの（遍く広がったもの＝顕現したもの）である。 

22 svasvātantryavaśenaiva vibhāgas tatra vartate / 
vijñānaiśvaryaśaktyātmā vibhāgo yaḥ sa īritaḥ // LT 3.3 
自己の意欲（svātantrya、独立性）によってのみ、〔グナの〕区別（vibhāga）は、そこに生じる。〔グナの〕
区別は、「知識」（vijñāna ＝ jñāna）、「自在力」（aiśvarya）、「潜在力」（śakti）から成るということ、それ
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が言われた。 
vijñānaiśvaryaśaktīnām unmeṣas tv aparo ’dhunā / 
atarkyāyā mamodyatyā niyogānarhayā sadā // LT 3.4 
icchayānyat kṛtaṃ rūpam āsīj jñānādike trike / LT 3.5ab 
しかし、今、開眼（unmeṣa）は、「知識」（vijñāna ＝ jñāna）、「自在力」（aiśvarya）、「潜在力」（śakti）と
は別である。常に、推し量れない者であるわたしの自由自在な生起（創造）の意欲（icchā）によって作
られた別の形態は、「知識」（jñāna）などの 3種の中に存在する。 

23 yat te jñānaṃ purā proktaṃ tat sattvena vivartate / 
rajastayā tadaiśvarya(ṃ) śaktiś cāpi tamastayā // LT  4.33 
以前にあなた（＝インドラ）に語った「知識」（jñāna）というものが、サットヴァとして転変する。か
の「自在力」（aiśvarya）はラジャス性のものとして、そしてまた、「潜在力」（śakti）はタマス性のもの
として〔転変する〕。 

24 Krishnamacharya氏の註釈では、次のように説明される。「ここでは、〔ラクシュミーは〕平安な状態であ
る。第 2シュローカでは、生起の状態である。第 3シュローカでは、3つのグナからなる状態であり、
〔それは〕マハーラクシュミーと呼ばれる。第 4〔シュローカ〕では、ラジャスが優勢の状態であり、
マハーシュリーであり、マハーラクシュミーの次の展開である。タマスが優勢であることによって、前
の章で言われたマハーマーヤー〔となる〕。第 5〔シュローカ〕では、前の章で言われたサットヴァが優
勢なマハーヴィディヤーである。」（“atra śāntāvasthā. dvitīyaśloke uditāvasthā. tṛtīyaśloke traiguṇyāvasthā 
mahālakṣmīsamākhyā. caturthe rajaḥpradhānāvasthā mahāśrīḥ mahālakṣmyaparaparyāyā. tamaḥpradhānatayā 
pūrvādhyāyoktā mahāmāyā. pañcame pūrvādhyāyoktasattvapradhānā mahāvidyā.” [Krishnamacharya 1959: p. 
18]） 

25 LT 4.35によると、ラクシュミーは数千万の部分から成るものとされる。 

26 不変の自性を持ちつつ、マハーラクシュミーと呼ばれることから、本質は変わらずに、転変するという
ことである 

27 LT第 4章によるとマハーラクシュミーとは、世界を創造する際に顕れる姿であり、3種のグナを有する。
また、その第 4章では、6つのグナの内、知識（jñāna）からサットヴァが、自在力（aiśvarya）からラジ
ャスが、潜在力（śakti）からタマスが生起するとされる。また、3種のグナがそれぞれ優勢になったも
のとして、サットヴァ性のマハーヴィディヤー、ラジャス性のマハーシュリー、タマス性のマハーマー
ヤーが、次の LT 5.4–5において説かれ、LT 5.1における Krishnamacharya氏の註釈でも、ラジャス性の
マハーシュリーとマハーラクシュミーとは別の存在であると考えられている。しかし、LT 4.36によると
創造においてはラジャスが優勢になるとされ、さらに LT 4.39では、マハーシュリーはマハーラクシュ
ミーの異名とされる。おそらく 3種のグナを有する女神の形態としては同性質ではあるが、その現れ方
の違いを示している者と思われる。 

28 madīyaṃ mithunaṃ yat tan mānasaṃ rucirākṛti // LT 5.6 
わたし（ラジャス性のマハーシュリー）の組み合わせというもの、それは精神性のものであり、壮麗な
る形態である。 
hiraṇyagarbhaṃ padmākṣaṃ sundaraṃ kamalāsanam / 
pradyumnāṃśād idaṃ viddhi saṃbhūtaṃ mayi mānasam // LT 5.7 
〔その組み合わせとは〕黄金の胎児（hiraṇyagarbha）、蓮華の目（padmākṣa）、凛々しいもの（sundara）、
蓮華に座すもの（kamalāsana）であり、これを、わたし（マハーシュリー）における精神性のものであ
り、プラディユムナの部分から生まれるものと知れ。 

29 [Gupta 2000: p. 27] 

30 saṃkarṣaṇāṃśato dvandvaṃ mahāmāyāsamudbhavam / 
trinetraṃ cārusarvāṅgaṃ mānasaṃ tatra yaḥ pumān // LT 5.9 
sa rudraḥ śaṃkaraḥ sthāṇuḥ kapardī ca trilocanaḥ / 
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tatra trayīśvarā bhāṣā vidyā caivākṣarā tathā // LT 5.10 
kāmadhenuś ca vijñeyā sā strī gauś ca sarasvatī / LT 5.11ab 
サンカルシャナの部分から〔生まれ〕、マハーマーヤー（タマス性）を根源とする組み合わせは、3つ目
のもの（trinetra）、美しい全身を持つもの（cārusarvāṅga）であり、精神性のものである。そこにおいて
男性（puṃs）であるもの、それは、ルドラ（rudra、咆えるもの）、シャンカラ（śaṃkara、吉兆のもの）、
スターヌ（sthāṇu、堅固なもの）、カパルディー（kapardī、螺髪のもの）、トリローチャナ（trilocana、3
つの目を持つもの）である。そこにおいて〔女性は〕、トライー（trayī、幸せな女性）、イーシュヴァラ
ー（īśvarā、主宰するもの）、バーシャー（bhāṣā、言葉）、ヴィディヤー（vidyā、知）、そしてアクシャラ
ー（akṣarā、不滅なるもの）であり、さらにその女性（strī）は、カーマデーヌ（kāmadhenu、如意牛）、
ゴー（go、雌牛）、サラスヴァティー（sarasvatī）であると知られるべきである。 

31 aniruddhāṃśasaṃbhūtaṃ mahāvidyāsamudbhavam // LT 5.11cd 
mithunaṃ mānasaṃ yat tat puruṣas tatra keśavaḥ / 
viṣṇuḥ kṛṣṇo hṛṣīkeśo vāsudevo janārdanaḥ // LT 5.12 
umā gaurī satī caṇḍā tatra strī subhagā satī / LT 5.13ab 
アニルッダの部分から生まれ、〔そして〕マハーヴィディヤー（サットヴァ性）を根源とする組み合わ
せは、精神性のものであるから、まさにそこにおいて男性（puruṣa）は、ケーシャヴァ（keśava、豊かな
髪を持つもの）、ヴィシュヌ（viṣṇu）、クリシュナ（kṛṣṇa）、フリシーケーシャ（hṛṣīkeśa、感覚器官を統
御するもの）、ヴァースデーヴァ（vāsudeva）、ジャナールダナ（janārdana、人々を乱すもの）である。〔他
方〕そこにおいて、ウマー（umā）、ガウリー（gaurī、白く輝くもの）、サティー（satī、貞節なるもの）、
チャンダー（caṇḍā、獰猛なるもの）である女性（strī）は、幸福で貞節である。 

32 この 3種のグナにより顕現した女神と配偶神との組み合わせに関する創造説は、『デーヴィー・マーハ
ートミヤ』の 6篇の付随書にも説かれ、その関連性が横地氏によって指摘されている[小倉・横地 2000: 
pp. 271–272]。ただし、『デーヴィー・マーハートミヤ』と異なり、LTでは、ヴューハ神との関連が明示
され、マハーラクシュミーが 3種のグナの女神を統括する存在のごとくに言及されている。 

33 この創造・維持・破壊を司る神格が、3種のグナと関連する例は、Maitrāyaṇīya Upaniṣad 5.2でも同様に
見られる。 

34 その他に、LT5章では、マハットの 3つの区分に帰されるグナ、サットヴァ・ラジャス・タマスとアハ
ンカーラの対応、微細要素（tanmātra）と音声などとの区別などにおいて、グナが説かれるが、本稿で
は紙面の関係上取り上げなかった。 

 
 
本稿は、東洋大学「平成 28年度井上円了記念研究助成」を受け、その成果報告として発表した。 
 
 
キーワード：『ラクシュミー・タントラ』、創造説、グナ、女神、属性、性質 
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Philological Study on the *Dharmānusmṛtivṛtti: In Comparison with the 

Vyākhyāyukti and Arthaviniścayasūtranibandhana 

HORIUCHI, Toshio 

Concerning the anusmṛti of dharma or teaching, there is a text, ascribed to Asaṅga, preserved only as a 
Tibetan translation: *Dharmānusmṛti-vṛtti (DAV), D No. 3983 (15a7-15b7), P No. 5483, tr. Φ (undescribed). 
Together with *Buddhānusmṛti-vṛtti (BAV), D No. 3982 (11b6-15a5), P No. 5482, tr. Ajitaśrībhadra, 
Śākya ’od and *Saṅghānusmṛti-vyākhyā (SAVy), D No. 3984 (16a1-18a2), P No. 5484, tr. Ajitaśrībhadra, 
Śākya ’od, this text has been regarded as Asaṅga’s work.  

However, the present author does not agree with this assumption for the following three reasons. First, a 
previous study regards the fact that the form of the Dharmānusmṛtisūtra cited in this DAV is similar to that 
which is cited in Yogācārabhūmi as one ground/reason to ascribe this to Asaṅga. However, in fact, the form 
of that sutra is identical in the Sarvāstivāda and Yogācāra literature and thus the similarity or the identity of 
the form of that sutra with that cited in Yogācārabhūmi gives no suggestion to the authorship of this DAV. 
Second, as is pointed out by a previous study, the interpretation of dharmānusmṛti in DAV is similar or rather 
almost identical to that found in Vasubandhu’s Vyākhyāyukti (VyY). However, careful examination reveals 
that DAV includes some commentarial phrases that are found in Guṇamati’s commentary to VyY, namely, 
Vyākhyāyuktiṭīkā (VyYT). Moreover, DAV even includes a passage that seems to be a further commentary to 
Gyṇamati’s commentary. Thus, DAS is regarded as later than VyY and even VyYT. Third, it is only the 
colophon of DAV that ascribes this to Asaṅga and gives its Sanskrit title. In fact, no Indian source as far as I 
could consult mentions this text as being Asaṅga’s work and since the title too is not mentioned in Indian 
sources, the Sanskrit title *Dharmānusmṛtivṛtti also seems dubious. 

The latter part of this article includes a critical edition and annotated Japanese translation of DAV, a 
critical edition of the relevant passage of VyY based on Derge and Peking, and a tentative Sanskrit text of the 
relevant Arthaviniścayasūtranibandhana passage based on four manuscripts. 
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An Annotated Japanese Translation of Chapter 5 of 

 Vasubandhu's Vyākhyāyukti (1) 

UENO, Makio and HORIUCHI, Toshio 

The present article is one of a series of annotated Japanese translations of the fifth chapter of Vasubandhu's 
Vyākhyāyukti (VyY) and Guṇamati's Vyākhyāyuktiṭīkā, the translation of which is based on the Derge and the 
Peking versions of the Tibetan translation. The fifth chapter of the VyY consists of three parts: (1) 
Dharma-preachers (dharmakathika) should incite a trainee (vineya) to listen to the Buddha's words; (2) In 
order to lead a trainee to listening, Dharma-preachers should indicate the purpose (prayojana) or greatness 
(māhātmya) of Buddhist sutras; and (3) In order to establish concentration to listening, Dharma-preachers 
should narrate the "stories" to distracted trainees. With regard to these three parts, Vasubandhu focuses on 
"the listening [to Buddha's words] with respect" (gus par nyan pa, śuśrūṣā). The term śuśrūṣā is derived 
from the 16 ways of the accurate listening delineated in the Arthavistara of the Dīrghāgama no. 2. 
Vasubandhu expands the definition of the 16 ways into the Dharma-preachers’ method on the act of 
motivating the trainees toward accurate listening as the very first step of the Buddhist practice. The Respect 
to Buddha and Buddha's words is considered as the key concept of the fifth chapter of the VyY. 

The present article covers (1) and the first part of (2) among the above three. It contains the famous 
metaphor of three bowls or vessels (bhājana) later quoted in Bu ston's Chos 'byung and Tshong kha pa's Ram 
rim chung ngu and Ram rim chen mo. The sources of some quotations in Chapter 5 are unknown, namely, the 
four types of persons that are like four types of hunting dogs ([rgon pa'i] khyi lta bu'i gang zag bzhi), and 
*Mahāyānasūtrasaṃgraha (theg pa chen po'i mdo sde bsdus pa), which contains twenty-seven reverence 
minds to the Buddha. 

 
 
 
 
 
 

Arai Hakuseki’s View of Western Scholarship 

SAKAMOTO, Yoriyuki 

After questioning Giovanni Battista Sidotti, Arai Hakuseki (新井白石) recorded his perspective on 
Western thought in Seiyō Kibun (『西洋紀聞』). This paper considers his position from a viewpoint different 
from previous researchers and evaluates it through Arai’s personal way of thinking and the state of Western 

202　　�Summary



 

 

scholarship at the time. 
Hakuseki’s summary of Western thought has been understood as a divergence of the “metaphysical” (形

而上) and “physical” (形而下). However, given the context and Arai’s Neo-Confucian way of thinking, this 
paper posits that he was positioning Western thought as an extension of the continuity of the “metaphysical” 
and “physical,” rather than as a division between them. 

When the state of Western scholarship at that time is viewed through a modern lens, it often is identified as 
the period when that which we now call the “natural sciences” first appeared. However, that is not a 
complete understanding of its state. It actually was “natural philosophy” that emerged, the goal of which was 
to discern the existence of divinity in nature. Thus, the Western scholarship of Hakuseki’s time could not be 
divided into the “metaphysical” versus the “physical.” 

Therefore, I conclude that Hakuseki’s view of Western thought, as expressed in Seiyō Kibun, was that it 
was an extension of the Neo-Confucian continuity of the “metaphysical” and “physical,” was harmonious 
with natural philosophy as understood in the West at that time, and which did not separate the two 
perspectives. 

 
 
 
 
 
 

Nishi Amane’s Criticism of Confucianism:  

Rethinking Hyakuichi-shinron, the First Volume 

HARIMOTO, Takafumi 

How dose Nishi Amane ( 西 周 , 1829 – 1897) treat traditional thoughts (Confucianism and 
Neo-Confucianism), which are the basic education of the later Edo period? 

The studies of Nishi Amane after WWII have considered Confucianism/ Neo-Confucianism and 
Occidental Study(洋学)/ Western thought to be in conflict with each other. And many researchers have 
pointed out that the Sorai School (徂徠学) is one perspective on Nishi’s criticism of Neo-Confucianism. 
Most of their articles on Nishi Amane has applied his thought to this framework of conflict. Certainly, we 
must examine these perspectives when analyzing Nishi Amane’s thought. However, I argue that these 
viewpoints have not necessarily been fully consistent with his thought. 

I agree that he do not believe that traditional thoughts are supreme.  Because he points to flaws in the 
traditional thoughts and creates novel theories based on his unique thought. But Nishi Amane expresses new 
foreign ideas after adjusting them along the essences of traditional thoughts. Strictly speaking, his expression 
could be based on an universal horizon underlying Western as well as Eastern thoughts. Therefore, in this 
paper, I take a fresh look at Nishi Amane’s view on traditional thoughts. 
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Japan’s Modernization and the Issue of Morality: The Dōtoku-kai of Nishimura 

Shigeki and Seminars by Students of Wang Yangming 

SHOJIGUCHI, Satoshi 

Nishimura Shigeki (西村茂樹, 1828–1902) wrote Nihon Dōtokuron (『日本道徳論』) in 1887. In it, he 
proposed that Japanese citizens would increase their moral consciousness as citizens by establishing personal 
identities as independent and autonomous moral agents. The concrete way that he proposed for achieving this 
goal was by establishing dōtoku-kai (道徳会, societies for the study and discussion of morality). I introduce 
the term “study style” to describe the seminars held by the Wang Yangming School during the Ming Dynasty 
because the participants alternated in their friendly competitions with their comrades who shared their ideals, 
and they constantly and carefully scrutinized each other’s self-study. In other words, they examined each 
other’s ways of life. I offer this example as a model of Nishimura’s dōtoku-kai and demonstrate the 
similarities between them. 

 
 
 
 
 
 

Modern Japan: The Wang Yangming Philosophical Movement in the Meiji and 

Taishō Eras 

YOSHIDA, Kouhei 

During the early Edo period, Nakae Tōju (中江藤樹) was the first person in Japan to study the “Ryōchi 
Shingaku” (良知心学 , innate ethical knowledge school of thought) = “Yōmeigaku” (陽明学 , Wang 
Yangming School) advocated during China’s Ming Dynasty by Wang Yangming. It continued to be studied 
throughout the Edo period, but it was most enthusiastically addressed during the Meiji and Taishō eras. 
Yoshimoto Noboru (吉本襄) initiated this enthusiasm when he published the Yōmeigaku (『陽明学』) bulletin. 
This paper presents the characteristics of Yōmeigaku (『陽明学』) as edited by Yoshimoto Noboru. 
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The creation theory and guṇa-s (attributes) in Lakṣmītantra 

MISAWA, Yuji 

Lakṣmītantra is one of the major texts of the Pāñcarātra sect and is estimated to have been compiled and 
edited between the ninth and twelfth centuries. The major themes of the text is the philosophy and 
cosmogony that are unique to the Pāñcarātra sect, and the text has widely taken in various thoughts to 
produce eclectic thoughts. 

According to the creation theory of Lakṣmītantra, as in the case of other texts by the Pāñcarātra sect, 
divine creation is seen as the “pure creation” (śuddhasṛṣṭi) and the creation of the material world is the 
“non-pure creation” (śuddhetarasṛṣṭi). The metaphysical development of various principles, and mythic 
creation is explained in a complex and intertwined manner. In this theory, something called guṇa appears 
from time to time. The term, which means attributes or nature, particularly when it is referred to as three 
kinds of guṇa as seen in the Samkhya school, is explained as something like constitutive elements which 
diversify the world as well as an attribute which governs the mind. On the other hand, in Lakṣmītantra, it 
appears in various places in the creation theory and has different meanings according to the phase in which it 
appears. 

The present article identifies and classifies guṇa-s that appear in the creation theory in Lakṣmītantra. 
Guṇa-s can be roughly divided into “mythic six guṇa-s” and “what is made up with three guṇa-s.” The 
former is related to the “pure creation” and the latter the “non-pure creation.” Although it appears irregular at 
first glance, the article has shown that each guṇa is relayed and merged in a complex manner. 
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彙報 

東洋大学国際哲学研究センター2017 年度研究成果概要 
（2018 年 3 月 1 日現在） 

研究プロジェクトの概要及び研究組織 

概要 
国際哲学研究センター(IRCP)は、「エコ・フィロソフィ」学際研究イニシアティブ(TIEPh)と発展

的に統合し、現代社会が抱える諸問題に応じた、新しい時代の哲学を切り開くべく活動しています。 
グローバル化による価値観の多様化や、それに伴う地球規模の構造変化からくる社会的、経済的、

宗教的摩擦に対して、適切な進路の提言や、将来的に展開可能な様々な選択肢を提示するためには、
人々の固有性を維持しつつも、なお普遍的かつ根源的な基準を形成することのできる思想的基盤と
しての哲学が必要となります。この課題を解決するために、国内外の哲学研究者を中心に、学際的
な連携研究を行うことで、実践に必要な情報や方法を模索し、22世紀の地球社会に向けて問題解決
型、発信型の哲学を確立すること、すなわち、「世界哲学」のためのいくつかの拠点を築いていくこ
とが本研究センターの目的です。 

2017年度よりこれまでの 3つの研究グループに新たな研究グループを加えました。この研究事業
は、4 つの研究グループにより進め、国内外の研究機関との連携のもとで研究を発展させていきま
す。 
「情報科学技術社会研究グループ」は「情報、身体、ネットワーク―21世紀の情報理解に向けて」

を課題としています。新たな学問分野である情報科学はその基礎が築かれて以来、「技術」のみが先
行し、その哲学的な議論がおざなりにされてしまっています。研究領域の垣根を越えた共同研究を
行い、情報科学を正確に分析し、情報社会を生き抜くための理論的・実践的な（哲学）知を構築す
ることを目指しています。 
「エコ･フィロソフィ研究グループ」は「エコ･フィロソフィの展開」を課題とし、サステイナビ

リティ・サイエンスの思想的基盤として、環境問題に処する自然観探求と環境デザインの構築を目
的とする文理融合した学際研究を行います。西洋的、自然科学的な視点でとらえられがちな環境問
題に、東洋的な自然観や、身体論、システム論による「環境」概念の再構築といった哲学的アプロ
ーチを導入することで、環境デザインの実践を目指します。 
「哲学研究グループ」は、「哲学的方法論のイノヴェーション」を課題としています。「日本哲学」

を中心に据えつつも、①日本語における「自然」概念の研究、②哲学史・哲学教育として、特に学
生向けに哲学を学ぶ意義について多方面からの発信を行い、③学際的研究を試みる「現象学の方法
論及び学問論」、④若手研究者を中心とした「方法論としての近世哲学研究」など、それぞれに議論
を深めつつ、互いにフィードバックしていくことにより、「22 世紀の世界哲学」という課題設定の
意味と問題点を明らかにしていきます。 
「宗教研究グループ」は「宗教の超克と調和に向けて」を課題とし、特に、アジアの国々や地域

がどのような宗教問題を抱えているか、また宗教自身に内在する問題はなにかを討議し、「多文化共
生社会における思想的基盤」の構築に向けて、新たな提言を行います。「多文化共生社会における思
想基盤研究」の基本的目標は堅持しつつ、宗教問題に特化した「宗教の相剋と調和に向けて」を継
続して行います。 
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本センターのあゆみ 
 2017年 
 6月 3日 「情報科学技術社会」キックオフミーティング 
 7月 26日 研究会「西洋自然観との対峙における日本哲学の形成」第 1回：【講演】鈴木道也（IRCP

研究員）「中世ヨーロッパの自然観―13 世紀の百科全書から―」、司会：相楽勉（IRCP
研究員）、【研究打ち合わせ】山本亮介（IRCP研究員）、木村一（IRCP研究員）、鈴木道
也、相楽勉「西洋的自然観との出会いと受容をめぐって―哲学・文学・国語学の観点か
ら―」 

 7月 29日 「情報科学技術社会」第 2回研究会「情報、身体、ネットワーク―21 世紀の情報理解
に向けて―」 

 9月 9日 「現代アジアにおける聖者崇拝の諸相」第 1回研究会、共催：「南アジア思想・文化」
研究会第 1回 

 9月 30日 研究会「西洋自然観との対峙における日本哲学の形成」第 2 回：坂本頼之（IRCP客員
研究員）「新井白石の西学観とその影響」、播本崇史（IRCP客員研究員）「西周における
西学と儒学」、小路口聡（IRCP 研究員）「日本の近代化と道德の問題――西村茂樹『日
本道徳論』を読む――」、吉田公平（IRCP客員研究員）「明治大正期の陽明学運動」、司
会：相楽勉 

  国際哲学研究センター主催ワークショップ「文学はどう見られていたか――古代・中
世・近代の変遷」 

10月 14日 連続研究会「近世哲学への新視点」第一回：笠松和也（東京大学大学院人文社会系研究
科博士課程）「『政治論』のテクスト校訂と訳注の問題」、寅野遼（東洋大学大学院文学
研究科博士課程）「経験と最も調和するもの――スピノザ『政治論』後半部をどう読む
か」、星川竜之介（千葉大学大学院人文公共学府博士課程）「スピノザは社会契約論者な
のか――日本の政治思想史研究の側面から」 

10月 21日 シンポジウム「聖典はどのように伝えられたのか―宗教の言葉と思想を考える」 
11月 22日 「即興ダンスワークショップ テーマ「“舞踏？”ワークショップ～舞踏とは何か？」」講

師：向雲太郎（舞踏家・振付家） 
11月 25日 連続研究会「近世哲学への新視点」第二回：渡邊裕一（学習院大学非常勤講師）「ジョ

ン・ロックの平等、民主政、寛容―ジョナサン・イスラエル『精神の革命』への応答―」、
竹中久留美（東洋大学非常勤講師）「イスラエルのヒュームとスコットランド啓蒙」 

12月 16日 シンポジウム「哲学と歴史学とを生涯学習として学ぶ意義」 
12月 19日 「南アジア思想・文化」研究会第 2回：橋本泰元（IRCP研究員）「中世インドにおける

神への信愛―『インド・大地の讃歌 』と民衆的バクティ運動―」 
12月 23日 国際哲学研究センター・神経現象学リハビリテーション研究センター主催「第 9回人間

再生研究会」 
12月 24日 シンポジウム「自然と人間の関わりの在り方を追究する」 
2018年 
 1月 16日 「南アジア思想・文化」研究会第 3回：三澤祐嗣（IRCP研究支援者）「ヴィシュヌ派と

バクティ運動の展開：序説」 
 1月 20日 「情報科学技術社会」第 3 回研究会「情報、技術、ネットワーク―21 世紀の情報理解

に向けて―」 
 1月 20日 連続研究会「近世哲学への新視点」第 3回：有賀雄大（東京大学人文社会系研究科博士

課程）「「驚くべき学問の基礎」―1619年の思索をめぐる研究の現在―」、佐藤真人（日
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本学術振興会特別研究員）「デカルトの方法形成の一側面―ラムス、弁証法、記憶術に
抗して」 

 2 月 17 日  
 ～18 日 連続研究会「近世哲学への新視点」第 4 回＆ワークショップ 
 2 月 『神経リハビリテーション研究 No.3』刊行 
 3 月 『国際哲学研究』７号刊行 
 3 月 『国際哲学研究』別冊 10 号刊行 
 3 月 『エコ・フィロソフィ研究』12 号刊行 
 3 月 『エコ・フィロソフィ研究』12 号別冊刊行 
 3 月 『哲学のメタモルフォーゼ』刊行 

研究組織 
研究員・研究支援者・PRA 
【研究員】 

河本英夫☆／文学部哲学科・教授 
相楽 勉◎／文学部哲学科・教授 
山田利明◎／文学部東洋思想文化学科・教授 
渡辺章悟◎／文学部東洋思想文化学科・教授 
稲垣 諭 ／文学部哲学科・教授 
岩井昌悟 ／文学部東洋思想文化学科・准教授 
海野敏  ／社会学部メディアコミュニケーション学科・教授 
岡崎友子 ／文学部日本文学文化学科・教授 
金子有子 ／文学部英米文学科・准教授 
木村一  ／文学部日本文学文化学科・教授 
小瀬博之 ／総合情報学部総合情報学科・教授 
後藤はる美／文学部史学科・准教授 
坂本邦暢 ／文学部哲学科・助教 
下田好行 ／文学部教育学科・教授 
小路口聡 ／文学部東洋思想文化学科・教授 
鈴木道也 ／文学部史学科・教授 
高畠純夫 ／文学部史学科・教授 
竹村牧男 ／文学研究科・教授 
辻内宣博 ／文学部哲学科・准教授 
橋本泰元 ／文学部東洋思想文化学科・教授 
花木啓祐 ／情報連携学部情報連携学科・教授 
三重野清顕／文学部哲学科・准教授 
水谷香奈 ／文学部東洋思想文化学科・助教 
村田奈々子／文学部史学科・教授 
山本亮介 ／文学部日本文学文化学科・教授 
（☆＝センター長 ◎＝プロジェクトリーダー） 

 
【研究支援者】 

岩崎大、三澤祐嗣 
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【プロジェクト・リサーチ・アシスタント】 
藤坂大佑 

 
客員研究員（50 音順） 
石川美恵（東洋学研究所客員研究員）、井上忠男（日本赤十字看護大学教授）、王媛（多摩大学大
学院客員教授）、大西光弘（立命館大学非常勤講師）、大野岳史（東洋大学文学部非常勤講師）、唐
澤太輔（龍谷大学世界仏教文化研究センター国際研究部門博士研究員）、ケネス田中（武蔵野大学
経済学部教授）、現銀谷史明（東洋学研究所客員研究員）、坂本頼之（東洋大学文学部非常勤講師）、
高橋厚（東洋大学非常勤講師）、田村義也（国学院大学文学部兼任講師）、長島隆（東洋大学名誉
教授）、野村英登（二松学舎大学非常勤講師）、早川芳枝（東洋大学文学部非常勤講師）、播本崇史
（東洋大学文学部非常勤講師）、廣野喜幸（東京大学大学院総合文化研究科）、堀内俊郎（東洋大
学東洋学研究所客員研究員）、宮本久義（東洋思想文化学科客員教授）、武藤伸司（東京女子体育
大学講師）、村上勝三（東洋大学名誉教授）、横打理奈（東洋大学文学部非常勤講師）、吉田公平（東
洋大学名誉教授） 
 

評価委員（50 音順） 
北脇秀敏（東洋大学副学長・国際地域学部教授） 
高山守（東京大学名誉教授） 

研究成果の概要（2018 年 3 月 1 日現在） 

【シンポジウム】 
1． 研究ユニット「情報科学技術社会」キックオフミーティング（東洋大学白山キャンパス 6

号館 1階第三会議室、2017年 6月 3日） 
開会挨拶：河本英夫（東洋大学文学部、IRCPセンター長） 
【講演】 
海野敏（東洋大学大学社会学部）「コンピュータとダンス～モーションデータが触発する振
付創作」 
清水高志（東洋大学総合情報学部）「≪情報の時代≫と二一世紀思想」 
【総合討論】 
「プログラム展開についての協議」 

 
2． 研究ユニット「情報科学技術社会」第 2 回研究会「情報、身体、ネットワーク―21 世紀の

情報理解に向けて―」（東洋大学白山キャンパス 6号館 2階 6209教室、2017年 7月 29日） 
開会挨拶：河本英夫（東洋大学文学部、IRCPセンター長） 
【講演】 
西垣通（東京経済大学コミュニケーション学部）「人工知能とネオ・サイバネティクス」司
会：河本英夫 
廣野喜幸（東京大学大学院総合文化研究科）「情報科学の歴史」司会：坂本邦暢（IRCP研究
員） 
 

3． シンポジウム「哲学と歴史学とを生涯学習として学ぶ意義」（東洋大学白山キャンパス 2 号
館 16階スカイホール、2017年 12月 16日） 
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開会挨拶：鈴木道也 
【提題 1 哲学】 
川添信介（京都大学理事・副学長）「哲学――自由になるための学び」 
【提題 2 歴史学】 
高山博（東京大学教授）「中世地中海から現代世界を見る」 
【提題 3 教育学】 
矢口悦子（東洋大学教授）「生涯学習では哲学や歴史学をどのように学んできたか」 
登壇者間での質疑応答、フロア・ディスカッション 司会：辻内宣博 
閉会挨拶：坂本邦暢 

 
4． シンポジウム「聖典はどのように伝えられたのか―宗教の言葉と思想を考える」（東洋大学

白山キャンパス 6 号館 4 階 6404 教室、2017 年 10 月 21 日） 
開会の辞 
梶原三恵子（東京大学准教授）「インドにおけるヴェーダの伝承について」 
森祖道（元愛知学院大学教授）「初期仏典（三蔵）の編纂（結集）と伝承（口伝と書写）―
―インドよりスリランカへ――」 
渡辺章悟（IRCP 研究員）「大乗仏典の伝承者―dharmabhāṇaka（説法者）の位置づけ」 
現銀谷史明（IRCP 客員研究員）「チベットにおける『倶舎論』の伝承：ダライ・ラマ一世の
倶舎論註への系譜」 
全体討論（司会：宮本久義） 
閉会の辞 

 
5． シンポジウム「自然と人間の関わりの在り方を追究する」（東洋大学白山キャンパス 125 記

念ホール、2017 年 12 月 24 日） 
開会挨拶：河本英夫 
【基調講演】司会：山田利明（IRCP 研究員） 
花木啓祐（IRCP 研究員）「自然の恵みと人間の消費活動」 
【講演 1】 
嘉田由紀子（前滋賀県知事、前びわ湖成蹊スポーツ大学学長）「生成する環境学としての生
活環境主義の実践と地域政治への応用」 
【講演 2】 
中静透（東北大学大学院生命科学科教授、総合地球環境学研究所特任教授）「森と人のかか
わりをふりかえる」 
【全体討論】 
司会：河本英夫、金子有子（IRCP 研究員） 
閉会挨拶：河本英夫 

 
6． 研究ユニット「情報科学技術社会」第 3 回研究会「情報、技術、ネットワーク―21 世紀の

情報理解に向けて―」（東洋大学白山キャンパス 6 号館 2 階 6210 教室、2018 年 1 月 20 日） 
開会挨拶：河本英夫 
【講演】 
信原幸弘(東京大学大学院総合文化研究科教授)「人工知能とは何者か」 
木村一基(日本将棋連盟棋士)「人工知能について思うこと」司会：信原幸弘 
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【ワークショップ】 
1． 国際哲学研究センター主催ワークショップ「文学はどう見られていたか――古代・中世・近

代の変遷」（東洋大学白山キャンパス 2 号館 16 階スカイホール、2017 年 9 月 30 日） 
開会挨拶：三重野清顕 
【提題 1 古代】 
田中一孝（桜美林大学講師）「哲学と詩の争い――プラトンにおける模倣概念と文芸論」 
【提題 2 中世】 
岡本広毅（立命館大学准教授）「中世イギリス文学における《ロマンス》と自国語意識――
アーサー王物語を中心に」 
【提題 3 近代】 
八幡さくら（東京大学特任研究員）「人間の自由はいかにして実現可能か？――シェリング
芸術哲学から見たギリシア悲劇の示す第三の道」 
提題者間での質疑応答、フロア・ディスカッション 司会：坂本邦暢（IRCP 研究員） 
閉会挨拶：辻内宣博 
 

2． 連続研究会「近世哲学への新視点」第 4 回＆ワークショップ（東洋大学白山キャンパス 1
号館 5 階 1503 教室、2018 年 2 月 17 日～2 月 18 日）【web 研究会】 
【1 日目 研究会】 
大西克智（熊本大学准教授）「受動・意味・情念―デカルト『情念論』再考」 
【2 日目 ワークショップ】 
今井悠介（日本学術振興会特別研究員）「クラウベルク『オントソフィア』とデカルトの Ego」 
大野岳史（IRCP 客員研究員）「幾何学者の誤謬―『ポール・ロワイヤル論理学』（1664）第
9 章におけるデカルト主義」 
コメンテーター：村上勝三（IRCP 客員研究員） 

 

【発行物】 
1． 『神経リハビリテーション研究 No.3』（2017 年 2 月刊行） 

目次 
河本英夫「ディメンショナル・リセット」 
村部義哉「身体力感の獲得を目的とした認知神経リハビリテーションの臨床展開」 
大越友博「臨床の固有性：リハビリ－ションにおける臨床とは何か」 
渡邉徹「片麻痺の治療における臨床の固有性について」 
稲垣諭「臨床空間再考」 
岩崎大「医療倫理と臨床の固有性―医療従事者－患者関係の現象学的考察―」 

 
2． 『国際哲学研究』７号（2018 年 3 月刊行） 
 
3． 『国際哲学研究』別冊（2018 年 3 月刊行） 

目次 
はじめに（河本英夫） 
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木村一基「講演「人工知能について思うこと」」 
「全体討論」（登壇者：木村一基、信原幸弘、司会：河本英夫） 
信原幸弘「人工知能とは何者か」 
河本英夫「ウィーナーの夢――制御と学習」 
河本英夫「超学習する機械 ソーム ネットワーク――一つの科学哲学的試論」 

 
4． 『エコ・フィロソフィ研究』12 号（2018 年 3 月刊行） 

目次 
はじめに（河本英夫） 
【論文】 
山田利明「中国史に見る人口激減現象について」 
唐澤太輔「ブリコルール熊楠―「やりあて」とブリコラージュをめぐって―」 
早川芳枝「明治年間の「浦島」たち―「小説」と「戯曲」と「児童文学」」 
横打理奈「『女神』における喪失感が伴う恋愛詩―郭沫若の恋愛と罪の意識」 
河本英夫「海と山の狭間――石巻の再生・展開」 
河本英夫「環境――アートフェスティヴァル」 
稲垣諭「経験の記述：働きの存在論（2）―オートポイエーシスにおける二重の自己」 
【特集：山田利明先生退職記念】 
山田利明先生 略歴・業績一覧 
山田利明・河本英夫「特別対談：「エコ・フィロソフィ 13 の向こうへ」」 

 
5． 『エコ・フィロソフィ研究』12 号別冊（2018 年 3 月刊行） 

目次 
【第一部 公開シンポジウム 自然と人間の関わりの在り方を追究する】 
花木啓祐「自然の恵みと人間の消費活動」 
嘉田由紀子「生成する環境学としての生活環境主義の実践と地域政治への応用」 
中静透「森と人のかかわりをふりかえる」 
【第二部 セミナー・研究会】 
・第九回人間再生研究会「臨床と治療技法の間」 
山口光國「メディカルセラピストとしての臨床を考える」 
稲垣諭「臨床空間再考」 
大越友博「臨床と治療技法の間－整形外科系症例の諸類型について」 
唐沢彰太「様々な病態を有する左半球損傷症例に対する臨床－失行症とその他の現象への治
療可能性－」 
「総合討論」（司会：河本英夫） 
【第三部 ワークショップ】 
・“舞踏？”ワークショップ「舞踏とは何か？」 
「ディスカッション」（向雲太郎、司会：河本英夫） 
 

6． 『哲学のメタモルフォーゼ』（2018 年 3 月刊行） 
目次 
はじめに 
【Ⅰ 世界の極限――自然・超越・システム】 
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河本英夫「自然という現実性Ⅱ」 
吉永和加「「超越」の名前」 
三重野清顕「ヘーゲル『精神現象学』（一八〇七年）の構想をめぐって」 
【Ⅱ 科学の境界――学問・情報･強度】 
坂本邦暢「デカルトのウナギ、ガッサンディの幾何学」 
清水高志「モノの情報学のために」 
山口一郎「感覚の強度について」 
【Ⅲ 経験の変貌――意識・身体・制作・臨床】 
稲垣諭「意識の行方」 
廣瀬浩司「経験の裂目を舞う身体」 
大崎晴地「障害を組みなおす」 
十川幸司「「子供が世話される」」 
おわりに――山口一郎教授退官を記念して 
索引 
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東洋大学国際哲学研究センター編『国際哲学研究』投稿規程 

 

平成 25年 5月 13日改訂 

 

東洋大学国際哲学研究センター運営委員会・編集委員会 

 

東洋大学国際哲学研究センター運営委員会は、『国際哲学研究』編集委員会（以下、編集委員会）を立
ち上げ、『国際哲学研究』（Journal of International Philosophy）に対する投稿規程を下記の通り定める。 

 

記 

 

1. 『国際哲学研究』（Journal of International Philosophy，以下，本誌とする）は、哲学およびその関連領
域の論文、訳註、研究ノート、研究動向、資料紹介、書評、ならびに本センター主催のシンポジウ
ム・講演会・研究会等の報告などを掲載する。 

2. なお、上記のうち、論文とは、研究会等の報告に基づいて発表者が論文としてまとめたもの、及び、
それらの会で発表しなかったものも含む。シンポジウム・講演会の報告も発表者にまとめていただ
くが、掲載時には論文の項目には入れない。 

3. 本誌に投稿できる者は、本センター研究員・客員研究員・研究助手・研究支援者・RA、および編集
委員会の依頼を受けた者とする。また、連名も可とする。 

4. 投稿論文等は、未発表のものに限る。また、受理された原稿は、他の学会誌などに投稿はできない。 

5. 投稿論文等の原稿の締め切りは、当該年度の 10月末とする。 

6. 本センター研究助手・研究支援者・RA、およびそれ以外で査読を望む者による投稿論文・訳註は、
編集委員会の責任による査読を経たのち、掲載の可否を決めることとする。 

7. 原稿作成にあたっては、「『国際哲学研究』執筆要領」に従うこととする。 

8. 著者校正は原則として 1回とする。校正は著者が行い、誤字・脱字、誤植以外の訂正、変更、削除、
挿入は認めない。校正の期間は一週間とする。 

9. 抜刷は作成しないが、著者から PDFデータの要望があった場合は配布する。ただし、要望の期間は
投稿受理後から刊行後 1か月以内までとする。 

10. 本誌に掲載された論文等の著作権は、本センターに属するものとする。他所で当該論文等を転載、
翻訳などをする場合は、本センターの許諾が必要である。ただし、著作者自身が利用することに対
して、本センターはこれを妨げず、原則として無償で許可するものとする。 

11. 本誌に掲載された論文等は、原則として、本センターホームページで、PDF・電子テキストの形で公
開することがある。また、外部機関の電子アーカイブ化事業にも情報を提供することもあるので、
あらかじめ了承されたい。 

＜付則＞ 

1. 平成 23年度刊行の本誌 1号に関しては、本センターが平成 24年 6月中に著作者に著作権譲渡承諾
書を送り、平成 24 年 7 月 31 日までに著作者が著作権を主張した場合は、著作権は著作者に属する
ものとする。また、著作者が電子媒体での公開を拒否した場合は、公開はしないものとする。 

2. この規程は運営委員会の議決によって改訂することができる。 

3. この規程は平成 24年度より適用する。 

4.  この規程は平成 25年 5月 13日に改訂された。 
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