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﹃背約﹄時代︑古へのイスラエル人は︑己等︑﹃人間﹄について考ふるところ何如であつたらうか︒﹃ヨブ記﹄の
作者は︑﹃ヨブ﹄をしてかく云はしめてをる︵ヨブ記七ノー七︶
人とは何ぞや

紳︑これ︹人︺を大なりとし
紳︑これに御心をおき給ふ
人とは何ぞや

と︒苦難のヨブは人の世をはかなみ︑人打身を嘲ち︑己がいのちをいとひ︑生よりは寧ろ死を希ふ︒紳は然し︑

これをゆるさす︒人︑人のいのちを思ふに勝りて︑紳︑人のいのちを顧み重んする︒と云ふのが︑ヨブ記の信念
である︒

背約宗教の最後の時期︑ヨブ記はかくの如き人間観を示す︒そもそも︑背約宗教最初の時期からの人間軌はい
かやうであらう︒
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いま．以下に︑いのちすayだとか︑たまし・ひne叫抑m聖二鼓ph耶裾︑rPaすだとか︑また︑ひと−巴hplm∴ 晰．
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たましひといふ意味むもつne町田計h．n茸h翠rかaヴ等の語は︑皆︑もとphysica−1な台n針e計・酎憩味訂

碧か叫等の原意をあとづけつ1背約の人間観バ生命観の思想︑信念内容を究明することとしたいて︑

ヽヽヽヽ

ヽヽ
のみ持つたものである︒三語とも︑それぞれいき︵息︶の意味に用ゐられたものである︒
ヽヽ

︵イザヤ二′ニ二︶︒n嘗耶批といふ語も︑例へば﹃禦㌃衷す計が心﹄︵ヨプ記四一三ニ︑︵歪︑≡︑︶とし七脚ゐ

ヽ︳ られ︑また︑rGa甘も呼吸の息の意に川ゐられて﹃偶像の口にはいき無し﹄︵詩篇二二五′一七︶と云はれ︑悩め

ヽヽ
るヨブを叙する際︑被れの吐き出すいきさへ′＼さり︑妻にさへいーrはるに至るとものされ︵ヨブ記一七ノ一︑一

︑︑
ヽヽ 九ノー七︶彼れをして﹁わがいのちは杓え失すいきのみ﹂と云はしめ︵七ノ七︶﹁紳はなやめるわれにいきさへつか

ヽヽヽヽヽヽ

しめす﹂と喝語せしめてをる︒

要するに︑後代︑たましひと云ふ意味をも併せもつに至つたne研削m芦n昔h翠rヨaFの三語は︑いづれも

ヽヽ
それらの本来の語義がいき︵吐息又は呼吸︶にあつたことが以上の用例から明ちかである︒

なほ︑﹃心﹄と云ふ言葉にも︑heart∵コerzに於ける如く︑元来︑pすsica−

たーebh︵︒dJebh詳fh︶がある︒︵ヨブ記竺′一六︵和繹︑二四︶等参照︶︒この言葉は︑時には﹁なか﹂︵中︶の意味

脚

に川ゐられる︵H瑛︑一五人︑ヨナ︑二′四︑等︶︒円木語の﹁おなか﹂が﹁腹﹂の意味を持つのが聯想されるの
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如上︑．積めて︼首嵩訂a︼な︑旨ncrOteな外的な︑−溺肉憫的な﹁心職﹂とか﹁吐息﹂と．加司ふ意l噛むむつた．

一 上記の激語ne咄抑ヨ挙ら昔h岸rPaすが︑次には﹃いきするもの﹄﹃いきもの﹄の意に用ゐられてをる︒menta︼

n茸h髭︺を繋ちてことどとく之れを滅ぼし︑いきす

と云ふ語を﹁野獣﹂﹁簡ふもの﹂﹁家畜﹂の三種を絶括する一部生物の意に術語的に用ゐ始
節約のアントロボロギー

かうしたn茸h耶抑

茸は︑一般人闘の意に考へられてをることが窺はれる︒

ヽヽヽヽヽ︳ る者︹n︒叫ぎpth︺は一人だに遺さざりき﹄とあるによつても︑極めてよく補語が全く同じに一般いきするもの

一一︑に﹃即ち匁をもてその中なる一切の人︹いきするもの

以上はn︒叫抑m欝といふ語についてであるが︑n晋h耶拙といふ語についても同様である︒ヨシュア記一一′

ではなかつたのであらうと考へられる︒

きものを見るに至つた際︑先づ︑彼等の思考の視野のとゞいた範陶は︑一般人間であつて︑一般活物︑・l般生物

ヽヽヽ

等にも同一語を見る︒但し︑此等賓例に照し考ふるに︑此語は︑茸は凡ての人間の意味に過ぎす︑人間以外の凡
︑︑︑︑
︑︑ヽ てのいきもの一切を含めての見である様には考へられぬ︒従って︑苗代︑イスラエル人がいきから樽じて一般い

らす思想的にも︑文献的にも影響をうけてると考へられるヨシュア記一〇′円○︑一一ノ二︑列王︑上︑妄′二九

って感ぜられる︒例へば︑申命記二〇′一大に﹃敵地に於ては凡ていきすろものをいかしおくべからす﹄とり藷を
ヽヽヽヽヽヽ
見∵﹂1にne咽ぎ抑hなる語が一般的にいきするものの意に用ゐられたるを見るb但し︑この洪規の望Mのみな

ヽヽヽヽ︳ヽ

だとか部分的einNe−nに考へてでなく︑﹃いきもの﹄とganNhei−︼ich全部的に把捉しての表現であるのが目立

でなく︑やはりphysica−に︑abs︷2C︹でなく︑やはりc︒nCreteに︑然し︑例へば︑﹁吐息﹂だとか﹁心臓﹂
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に為し出したところにこ．の言葉

いのちとしても︑そこに︑いのちの考察の三方面がこれらの言葉によつて言ひ現はされてをる︒第一には︑い
ヽヽヽ

ハひ

n昔h耶裾を飢 用

先づ︑第一︑いのちの部分的な働きと結びついて最も多く用ゐられる言葉は以上の三語のうちでもn茸h監

といふ言葉である︒例へば︑飢渇のことと阻併してn冴h怒飢ゆ︵懐竺音一D′ニ紺は恭しき者の

ヽ︳ヽ

n茸h琵︑註a中等の言葉のそれぞれにもられてをるやに窺はれる︒

の今一つ奥の原動力とでも考察されたかと思はれるたましひ︒これら︑三軽のいのちの考察が上記ne叫p．ヨ抑h．

ヽヽ︳ヽ

のちの云はゞ部分的な働き︒第二には︑それとや1正反封に全部的ないのち︒そして︑第三には︑云はゞいのち

ヽヽ

ヽヽヽ︑

︑︑ヽ

上記のいきと云ふ言葉は︑遮に︑イキノウチ＝イノチの意をも示すに至ってをる︒

ヽヽ

荒い鼻息を軍曹したところに始まる言葉ではなからうか︒

のおこりをもつてをるのではあるまいか︒まキたましひともな少︑怒少ともなる一語あすなぞも︑もともと

ヽヽヽヽ

言葉官yなぞも語原不明瞭とされてをるが︑葺は呼吸を

めし︑いきするものを以て﹁いきもの﹂と考へわけて行つたのではないかと考へる︑︶して見ると︑活きると云ふ

●ヽヽ

かく観じ来って︑吾人は︑上古︑イスラエルの民が︑先づ︑いきを感覚し︑その感じを以て汚物︑死物をけじ

︳ヽ

それとても初めは人のみの意味︑次ぎにむしろ︑人以外の生物に凍めて特用されてをるのを見るのである︒

要するにいきと云ふ語が自然にいきものと云ふ意に携められて用ゐられたあとを此に見るわけである︒但し︑

ヽヽ

めたのは上記︑申命記等より一世紀傲カあとの文献﹃修令﹄Priesteぺ舞Ode舛である︵創︑一′二四︑等︶

四

n昔h既

と述べられ︑また凍首二五′二五︑に於ても﹃透き隋より衆

︳︳ヽ
に封する冷水の如し﹄とある︒飢渇なぞと紺聯してのいのち︑それがこゝ

ゑしめず云々﹄共他︑詩清一〇七′九︑窟言二七′七︶

るよきおとづれは渇きたる

ヽヽ︳ では此語を以てよはれてをるわけであるじ飢渇するいのちn昔F慧はまた︑食物にょ叉璽三七．七︶飲料に

ヽヽヽ︳

ヽヽヽ よつて︵エレミア︑三ノ二五︶飽くを知る肉饉的ないのちの表現である︒故に︑また︑このn茸h監が断食す

るとも見られてをる︵詩篇六九′二︑︵和欝︑一〇︶︶相等︑感覚的なライフさへ︵普通︑たましひとのみ課される

﹂といへば満腹皇息昧する︵歳言大ノ三〇︶等︑此語がもつ内債的ライフの意味を極めて明

この語のうちに︶併せ考へられてをるのである︒﹁重しきn茸h耶ごといへば客腹を意味し︑︵イザヤ二九ノ八︶
﹁満たされしnpb

かに示してをるものと思ふ︒飢ゑ︑また︑渇く肉饉的n茸h慧は︑時貯は︑また︑憧憬︑愉悦︑変心等の感情

の主である︵詩篇四二Jニ︑六三ノニ︑八六ノ四︑創世︑三四′三︑等等︶而して︑をた︑知識︑認識の主でもある
︵詩篇一三九′苗︑蔑言二九ノニ︑サムエル︑前二〇′四︑等等︶

かく︑上古︑いき︵息︶を知覚し︑これむ焉音して雷y−r暮等とよんでをつたイスラエル人は︑次ぎに一般

認識の主︑知識の持主としては︑今一つの語ne叫賀l抑hも︑よく用ゐられる︵璽三〇ノ二七︑ヨブ︑二六．四
三二ノ入︑等︶

●ヽヽ

ヽヽ
活物にまで彼等の思考の視野を績め︑これらに名づくるに︑いきもの郎いきするものの故を以て︑先きにいきを

〃町

ヽヽヽヽ 指すに用ゐた言葉を凍大していきものの意をも持たせるに至ったものかと考へられる︒然し︑叉︑他方︑彼等の

︑−︑
ヽヽヽ
思考の封象は︑いきもののいきものたる所以−−如ち︑いのちの問題にまでも及んで釆た︒そして︑そのいのち

贅約のアントアポロギー
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六

hきーきーのち なるものをよぶに元木︑息を指すに用ゐた語を以てした︒此に於てか︑本木︑息皇凪映し雲量︑が︑更に︑生命

︑︑

︑−

を豊息味する言葉となつて釆た︵邦語に於ていきのよい魚なぞと云ふ場合のいきがほゞ生命Leb2nSfun打tiOn
の意をもつのを聯想する︶

ヽヽヽ

ヽヽ

いのちの働きLebensfunktiOnを部分的に示すにいきと云ふ語が用ゐられるのみならす︑他所︑また︑いの

ヽヽヽ

ヽ ちを全部的笥nNheit許hに把握した場合の表現にも︑これらのいきと云ふ語︑ne町田m翠n茸h岸あaす が用
ゐられてをる︒

即ち︑活き︵詩第二九′一七五︑︶また︑死ぬいのち︵土師︑二六ノ三〇︑エゼキエル一三′一九︶救はれ︵詩篇

ヽヽヽ▼ヽヽヽヽヽヽ 三四′二三︵新譜︑二二︶︶保たれ行くべきいのち︵創︑九ノ五︑申︑四′一五︑︶或は叉︑いのちを以て慣はるべきいのち

ぃき ︵円墳︑二一′二三︶等︑吾人の生命が全部的に把握されて︑こ1に︑本木︑息といふ意味だけをもつたn茸h慧

ヽヽヽ

といふ語を以て表現されてをるのである︒

かうしたわれわれ人間のいのちの奥にイスラエル人は︑更に︑一種の原動力の様なものの存することを胱に信

じてをつたかの様に思はれる︒これをよぶにも﹁背約﹂の民は︑やはり︑本来息をよぶに用ゐた語を以てする︒

但し︑これらは隠語の場合︑常然﹁藁﹂てふ語を以てせらるべきもわであら■り︒例へば﹁被れ死にのぞみてそわ

墨︵！︶机で行かんとせる時﹂︵飢︑三五．一八︶なぞとある場合の如き︑また︑﹁いのち放てん暗黒︵−︶は紳にか

へるL︵件猫背︼二′七︑絆鮪︼0糾′こ九︑ヨプ三四′︼円︑等︶といふ如き︑或は父︑﹁ユウヤ・⁚⁝﹃紳よ願くぼ

Jごり．＼

り﹂
とよばはりしかば⁚⁝・北ハのナむ賽︵！︶由・に妃叩ゅで丑山きた

ヽヽヽ

といふ喝Anの

ein

と﹁肉のいのちは血のうちにあり﹂︵利未︑一七ノ二︑創︑九

7ごけク

此のサTめ寒︵！︶む巾・に縛らしめ拾へ﹄

如き︑悉く︑人間生活の背後の原動力とでも謂ふべき二軍﹂の信念の表現たる如く感ぜしめる︒

︵申︑一二′ニ三︶

以上の僅か︑血に零せていのちのもとむ考ふる考へ方ち見目されろ︒そのうもにあつても﹁血卯年命
Lebenskr琵tiges﹂となすもの

ヽヽヽ

′四︶となすものとの両種がある︒

ヽヽヽ

いき

等と表現してをるが︑それらの語は悉く︑本来︑息を意味してを

いき

以上は︑凡て人のいのちに関して背約の民がいかにこれを考察し︑把捉し︑表現したかを見たのである︒驚約

ヽヽヽ

はいのちを ne叫抑m抑h︑n昔h翠rPaす︸官y

いきナ

る︒．それが後ちにいのちの意味に拭められてきたもの︑恰も﹁息﹂から﹁活き﹂に韓じて釆たのと同様である︒

ヽヽヽ

生物と無生物とを見別くるに主として︑呼吸如何に観鮎をおいたものか︑生物をなづくるに息禿るものいきもの

ぃき

ヽヽヽ

否︑いき︵息︶と云ふ語を以てしてをるのである︒更に︑また︑いきもののいきゆく根底︑いのちの考察に於ても

︑−︑︑︑

ーき・ やはりあくまで息に重鮎逐おいて考察したものか︑息と云ふ語を以て︑また︑直ちにいのちをも意味せしめるこ
ととしてをる︒

ヽヽヽ

ヽヽヽヽヽ

以上︑人間のいのちについての考察は︑また︑紳の信念内容にも充分︑反映してをる︒

ヽ

人間のいきゆく根祇のいのちをいきに寄せて考へてゐる背約の信仰は雷然︑創世記第二章のいのちのいきの紳

話を産むべき信仰傾向にあつたと考へる︒即ち︑土もて像られた人の形にヤーエアエ神沢トきを吹き入れた時︑人
抑⁚勘のアントロボロギー
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始めていのちを得ていきするものとなつたと云ふ神話は全くイスラエル人のいき︑いきもの︑いのちの考察を紳
信念の内容にまで反映させ︑徹底させたものと考へられよう︒

なほ︑背約畢の謎であるヤーウェてふ︑碑名も︑﹃いきせしむるもの﹄﹃いのちせしむるもの﹄﹃在らしむるも

ヽヽヽ

の﹄．と解決して安富ではなからうかと考へる︒

︵官yが呼吸を克晋していのち︒それを動詞としてすayah﹁いのちする﹂乃至﹁居る﹂︒これと﹁在る旨ayah

即ちいきす

thatIam．の一語である︒この

とは︑もと同一語が後ち分化したものではあるまいか︒して見ると紳名yahw欝はもとyaすw夢
るの使役相causatiくで﹁いきせしむるもの﹂の意であるまいか︶

なほ︑紳の展性に閲し︑味ふべき今一節がある︒それは出填三′一四のIam

語は古来解されて紳の葺在性を天啓した言葉であるとされてをつた・︒然し︑か1る上代のイスラエルの宗教に野

草乃至形伸上畢を見出さんとするのは無理である︒そこで近時はこの語は形而上畢的葺在論には全然無関係に︑

ただ︑あつさり︑﹁昔に於ても軸はあつ努︑これからもあるであらう︒先に填及に居ったときも庇護した紳は今

後も僧に在って庇護し給ふであらう﹂と云ふだけの語だと解する︒即ち﹁昔て在りし如く︑今後も在るであらう﹂

sha︼−be昏atI奄aS．とあらねばならぬ︒原譜でも．詳y夢．a裾野

と解すべきだと云ふ︒これが現在の書的畢上むほゞ定説とち云ふべき解繹である︒然し︑これは肯じ待ぬ︒と云
ふのは︑それならば支署WOrt︼autがI

甘かyい旨・となければならね︒然るに原文は匪・一世紆匪︵−許巳lど∵臣已こご瞥巴−be・︶とある︒故

J削り

ノ

昏at

Isha仁beと㌧とるべきであか︒として

∴ノ∴∵十∴

思ふ︒人︑己れに己れの生命を︑壷は︑また︑人︑よし︑紳にその生命をたづぬるならば︑それは答ふる

そして︑こ1に︑背約宗教本来の生命観が不用意のうちに︑然し︑反つて鮮かに出てをるのではなからうかと

なだらかに解けて極めて自然ではなからうかと考へる︒

﹁わたしはわたしだ﹂︵厳密には﹁わたしだらうものでわたしはあるだらう﹂︶とこのことばを解するならば文意は

ーセが紳に﹁あなたはどなたですか﹂と間ふたことになつてをる︒その答としてのこのことばなのである

に解り易く︑遠かに自然だと思ふ︒即ち話の筋では︑紳がモーセに表はれたことになつてをる︒そして共

か︵Is訂−−b2thaニsIJa−−b2︶﹂ととるべきだと考へる︒これは︑この話の筋からしてもさう解した方が遠か

意味は﹁わたしはやはりわたしだらうぢやないか﹂﹁わたしだらうもので︑わたしはやはりあるだらうギ

それらに反してこれは原文のま1︑史港の吏1︻㌢a已be

に﹁わが在かし如くわれあらん﹂と︳研することはば叩丈がゆる堵ぬ︑文凍酢ゆか㌢ぬ○

ⅢJ

ぅーs訂−−bet訂tIsha−−beと︒分析明らかに知識し待まい︒然し︑iコatiOna︼eGan㌻eit鮮かに昧解

し得よう︑われはわれだと︒

‡約のアントロボロギl

九

修覚Ⅵ凛材上しての心．ト

岸

− メタンジャリのヨーガスートラに於ける1

修行Ⅵ素材としての心

∴

本

一む

英

夫

のヨーガ

の中で如何に取り扱はれてゐるか︒一般の宗教神秘主義の場合と併せ考へながら︑それ

宗教画秘主義的な組紐に於ける修行の素材としての心︑その心の問題が︑︒ハタンジャリPataどa︼i

スートラYOga・S芳a

を観察して見たいと思ふ︒

一般に︑宗教紳轡王義の究極の目的は︑悟り或は救ひの高度の饅験である︒それは漁期してゐない場合に︑突

然に襲ふ様にしてあらはれることもないではないが︑組織的のものにあつては︑冥想や所橋や観照による修行の

結果として生するのが普通である︒心を掘り下げて行つて︑填深く分け入つた塵に︑絶封的な宗教的境地が閃け

て来るのである︒それは︑理智を超え感情を絶した超絶の塙地である︒絶封の琵用0悟指にょる悟リハ慣放であ

がそれである0プルシ十は﹂適碓な意味では趣紅紳でもた′︑転紅か匠那∵もたいがー

り︑又︑超範の紳との合一による敦ひの経験である︒ヨーガ醗系の場合には︑プルシャへpuru署二紳北或は範封
耽レの猫〟︵k巴く已yp︶

1,11

それ等と同じ様に現象外の一切を超えた究梯の朝を衣現してゐるものである○

修葉の素材としての心

ascendingway︶の問題である︒

日常普通の環境に於ける心の状態を背景として︑其塵から生する︒絶封智は修行にょつて心が高められ︑より高

る上に︑極．めて必要である︒二つの種類の智とは︑日常普通の概念的な智と︑絶対智とである︒概念的な智は︑

の境地︑即ち心の状琴の存在が考へられる︒先づそれを理解することが1紳轡王養の心の問題を正しく観察す

との心が︑紳秘主義に於いては二つの種顆の智■を内容とする︒そして︑その夫浣智の苦言

結構成上︑それに封立した動的窒息義を持つものである︒

神秘主義わ究極の自的として︑静的な重要性を持つに封し︑心は︑その日的を成就する主醍として︑神秘主義組

■●

叉︑つくりかへられた結果より高い境地へ進展して行くものとして︑心は大切な任地を占める︒絶封者或は帥が

如何にして心を制禦し︑それを修練するかと云ふ問題に外ならない︒修行によつてつくりかへられるものとして

そして︑更にこの修行の問題は︑叉直ちに心の問題である︒如何にして修行を践み行ふべきかと云ふ問題は︑

行の問題である︒キリスト教紳轡重義の所謂﹁昇り路﹂︵The

超絶者を絶封の境地に於いて照験するか︑と云ふことが︑同じ様な重要性を以つて問題とされる︒それは如ち修

躍如たる生命に満ちた神秘主義にはならないからである︒如何にしてそれに到達するか︑如何なる方法によつて

とする︒併し︑それが神秘主義組恕である以上は︑究極相の説明だけには止つてゐない︒概念的な知識だけでは

主養組純もー般にその■紅封者を中心として組立．てられ︑それの概念的な説明には特別なる努力が彿はれるむを常

神秘主並の究極の目的がそれへの到達にある馬︑修行者の摘心は日永止ハの方向に向つて牽きつけられる℃紳秘

7．；H
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一二

い境地が開けて釆た時に︑その特殊な心の状態を通して得られるものである︒東西古今を通じて︑東洋神秘主義

に於いても︑キリスト教紳秘主義に於いても︑すべての神秘家によつて︑その二つの差別は熱心に説かれてゐる︒

即ち︑心の状態には骨があるのである︒より高い骨に登ることによつてのみ︑より深い境地は開けて来る︒その

より高い境地を饅得し︑そこに立脚しないものは︑未だ神秘家と云ふに足りないものである︒叉︑日常普通の環

境に於ける概念的な智のみを複層して紳轡王義の研究をするものは︑その出蟄鮎に於いて眈に決定的な誤謬を冒
してゐるのである︒

ヨーガ組織を貌奏するにあつても︑此の同じ問題が忘れられてはならない︒原典の中では︑プルシャに封して

の作用を認めてゐる︒プルシャの智と︑プラクリティから展開して釆た心と︑此の

Citi・Cetana等智を意味する言葉が附興されてゐるが︑一方︑プラクリティ︵Prakユi自性︶から展開して釆た
現象界の中にも心︵citta︶

二重の存在を如何なる意味に於いて理解するか︒この鮎に関する詳しい詮明は他の横倉に護るが︑今此虞で必要

な範圃の結論訂述べれば︑プルシャの智は︑より高い境地の智を意味すかもの甘ある︒即ち転封智である︒それ

に封して︑プラクりティから出て来る心は︑日常普通の環境に於ける心を意味する︒斯く解してはじめて二重の
心の存在の意味が繹然と解けるのである︒

斯様な二つの種類の心の存在を像想しながら︑本稿で観察しょうとするのは︑日常普通の環境に於ける心であ

る︒修行にょつて心を究極の転封境にまで導かうとする立場に立つた原典が︑その修行の素材としての日常の心

を︑如何に釈然−︑如何に分析してゐるか藍弛軌蔭御鉢わL腎わる旬

野〟

こ

修選の素材としての心

︵citta︶

とよばれてゐるものと︑我々が原此ハの巾に於ける心の問題に関して取り上

の三つの綜合に該常する︒覚・我

はこの現象界に於ける︑日常普通の心である︒併し我々が原典

のみには止まら

なる性質のものであるが︑共もその中には取少入れられてゐない︒知的な観念的な心の働きのみを心作用︵citta

の作用の中にはいつてゐない︒叉︑心統一の修行にょる深い内省的沈潜の結華意識下の心の活働も常然問題と

その内容としてゐるのである︒その為に︑本能的衝動︑或は情意的作用とも云ふべきものは︑その心︵citta︶

それと云ふのは︑後に詳述する如く︑原典の心︵citta︶と云ふ言葉は︑極めて主知的な傾向のもののみを︑

ない︒もつと廉く︑それ以外のものにも及ぶのである︒

中に於いて心の説明であるとして取り上げるものは︑この心︵citta︶及び心作用︵cittaく叫tti︶

その優に受け入れてよいのでぁる︒心︵citta︶

慢・意は廿五諦中︑心に関する部分を占めるものである︒citta︵心︶もそれと同じ意味で心を指す︒その鮎は

て見れば︑心︵citta︶は︑覚︵buddhi︶︑我捜︵aha卦k腎a︶意︵manas︶

は心作用︵cittaくrtti︶と云はれてゐる︒ヨーガ膿系が負ふ虐が多いと考へられる教諭哲畢の廿五諦にあてはめ

原典中︑心と云ふ意味に主上して用ゐられてゐるのは︑cittaと云ふ言葉である︒叉その心︵citta︶ の作用

げ様とするものとの間の闊係である︒

る︒それは︑原典の中で心

原典の中にあらはれて来る心の問題を取り扱ふにあた少︑先づ明らかにしておかなければならないことがあ

Jβlき

修業の素材としての心
∃tti︶としてゐるのである︒

は︑明かに本能的︑或は情

併しながら︑心作用︵citta呈ti︶から除外された此等の心の作川が︑原典中に全く取り落されてゐるかと云

ふにさうではないのである︒修行に封する障碍として奉げられてゐる煩悩︵︼計計︶

意的作用である︒又過去現在未来を結びつける潜行的な原動力として論じられてゐる潜力︵sa召Sk賢a行︶は︑

その外形こそ形而上拳的の色彩を帯びてゐるが︑意識下の心の活動をも含むでゐるものである︒原典中にあらは

と云ふ言葉で指し示

れた心の問題を︑綜合的に観察しょうとする以上︑それ等も考への中に入れなければならない︒斯様なわけで︑

我々が此靡で︑ヨーガ髄系の心の問題として観察しょうとする庭は︑原典中に心︵citta︶

は斯く主知的な傾向を持つてゐるか︒その中でも殊に︑何故本能的︑情意的作用を︑それ

されてゐるものよりも︑遠かに購い範囲にわたることになる︒
何故に心︵citta︶

から切り離して考へたか︒此庭で︑ついでにその鮎の心理的意義をも考へて置き庇い︒それを明かにすること
は︑同時に一般の心の問題に封する原典の態度を明かにすることにもなる︒

修行の素材となる日常普通の心に封して︑原典は鋭い分析的態度をもつて臨んでゐる︒併し︑それは今日の心

理単によつて求められる様な角度から観察したものではない︒それとは全く趣きを異にしたものである︒原典の

立場は純粋に客観的な畢的興味から出聾したものではなく︑順行を像想しての観察である︒絶封的境地への到達

を目的とする修行を全からしめん偶の必要から生じた心の分析︑観察である︒

一般の紳秘主義に於いても同様のこしとが見rJれる粧−冥想修わぃ＝的は︑心を純⁚明澄ハい境地に導かん持であ

JJJ／7

る○心の申に五慾愛執の烙が燃え機つてゐては︑目指†境地に刺通することは⁝塞ない○そうした心わ乱れは︑

行によつて射ち破り︑取り静められなければならない︒斯様な目的を懐いて心に封する場合には︑︷日ら観察〃方

修業の素材としての心

が極めて主知的なもののを内容とすかこと

訂︶意識下の心の作用を含む潜力︵sa増Sk野a行︶を観察して見ようと思ふ︒

かゝる観鮎を前捷として︑知的作用を主とする心作用︵cittaくrtti︶︑本能的情意的作用草王とする煩悩︵k−e

になつた繹も︑理解せられるのである︒

修行の障碍と見倣され︑その結果︑後に残った心作用︵cittaくrtti︶

斯様に見て来ると︑ヨーガ組織に於いて︑情意的作用なる煩悩︵k−e訂︶が心︵citta︶の外に迫ひ遣られて︑

なることが出来るものである︒情意的作用は︑その撹乱者に過ぎない︒

作用と比較するならば︑造かに恒久的であ少︑遠かに堅賓性に富んでゐる︒知的作用は修行の造に於ける足場と

ることも出来る︒知的作用む︑結局は制禦されなければならないものとしても︑併し︑これを本能的或は情意的

められた後には︑いつでも知的作用が残る︒心をある一つの観念に集中することにょつて︑情意的作用を制禦す

さて︑知的作用は本能的情意的作用に較べて︑泣かに静的な傾向をもつてゐる︒本能的衝動や情意的昂奪が静

て︑長の心の作用ではない︒心を目的の境地に導く馬に役立つものこそ︑眞の心の作用である︑と考へられる︒

を純一明澄に導くものであるかと云ふ鮎が︑大切な目安となる︒心を掻き乱すもの．は排除せらるべきものであつ

向︑判断の基準に一定の特徴を帯びて氷る︒如何なる作用が心の乱れの根源となるものであり︑如何なる作用が

Jリア

は物心二元の封立する現象界に巌する︒日常普通の生活環境に於ける世界である︒その現象界は

修糞の素材としての心

三
心︵citta︶

から観察をはじめる

の理想を目指す修行の道場としての意義は持ち得る︒その場合に現象界の一年としての心

ヨーガ鱒系の建前からすれば︑修行の成就とともに消滅すべき府在であるけれども︑併し︑少くとも︑プルシャ
の濁存︵kaiくa−ya︶

︵citta︶は︑直ちに修行の素材ともなるものであを︒先づその心︵citta︶の作用︵くrtti︶

ことにする︒それが如何なる知的内容を持つか︒

原典が心作用︵ci−−aく苫︶として拳げてゐるものは︑聖旦︵p岩m即tna︶︑似智︵く．pa雲ya︶︑分別︵註a官︶

睡眠︵nid芭︑記憶︵sヨ昔︶の五種類である︒先づこれ等に関して︑監ハの説く腱を引用する︒

﹁心作用︵citぎrtti︶は五種類で︑煩悩に冒されたもの︵k−i蕾︶と︑冒されないもの︵ak−i箸︶とある﹂︵第
一章節五節︶

﹁正智︵praヨぎa︶と︑似智︵viparyaya︶と︑分別︵く斉a−pa︶と︑陸眠︵nidr抑︶と︑記憶︵sヨrti︶とで
あち﹂︵第一葦聖ハ節︶

﹁正量︵p⊇⊇抑na︶は︑硯量︵pra−yak竃︶と︑比量︵anumぎa︶と︑俸承︵plgaヨa︶とである﹂︵竺章

﹁そのもわの本来の惟質に裁かない︵atadr音ap岩ti切言︶誤つた智︵ヨithyaj試na︶が似智︵くip警yaya︶

J3J？

である﹂︵辞一丑丁解八部︶

︵舞一章葬九節︶

﹁睡眠︵n聾抑︶は︑非有の意識︵abh晋apratyaya︶に基づく︵思ambana︶作用である﹂ハ第

修菜の素材としての心

の庵のとし︑其虞に示された廃を眞茸として遵奉するものである︒

は五感に直接さう

のを見て︑月は動くと判断するが如きものであると云ふ︒第三の侍承︵抑gama︶は︑吠陀其の他の聖此ハを抱封

サ︵くy訝a︶の示す例にょれば︑月は動く様に思はれないけれども︑それが時間の経過に従つて場所を異にする

とは映じないけれども︑五感に映する事案から直ちに推察してそれと知られる事象の認識である︒註繹者ビヤー

ょる知識である︒月を月として見︑人を人の姿に於いて見る知識である︒比量︵a︼lum呂．a︶

嘲︶と︑比量︵anum抑ゴa︶と︑俸承︵品．ama︶とである︒硯量︵p岩tyak竃︶は五感を通じての直接経験に

正量︵praヨぎa︶即ち外界から信接するに足る知識を得る方法として︑三種を奉げてゐる︒硯量︵pratyak

後者に属する︒

結合から生する間接のものとに分つならば︑第一の正智︵praヨ抑na︶は前者に属し︑第三の分別︵くika−pa︶は

一般の知識を分つて︑外界から直接に輿へられるものと︑既に心qlに形づくられてゐる概念と概念との関係の

る︵野一章節十一節︶

﹁記憶︵sヨ意︶は︑知覚した封象︵aづubh竺avi訂ya︶を心から去らしめないこと︵asaヨpramO竃︶であ

草第十節︶

﹁分別︵︑くika−pa︶は︑．＝葉へトa≡ニーこ概′芯と︵j試na一に従ひ︑≠物︵ノ1諾tu︶ウ在れしJ■∴︑も霊しある﹂
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一八

此等が正しい認識の行はれる方港であるが︑認識は必ずしも正常に行はれるとは限らない︒眼疾のあるものが

月些一つあると思ふ様な場合もある︒原此ハの記すが如く︑事茸のありの偉に従はぬ認識である︒か1る正常でな

は︑先に述べた如く︑間接の抽象的な知識である︒原典は︑言葉と概念とのみをその内

い認識によつて得られた誤つた智が似智︵くiparyaya︶である︒
次に分別︵5．ka−pa︶

容として封象としての事物を含まないもの︑と説明してゐる︒ビヤーサの詫繹には︑牛とその所有者の例が示し

︵pramぎa︶から

てある︒甲と云ふ人と牛とがあるとする︒それ等は︑その位の姿としては正量︵praヨ旨．a︶にょつて認識し得

る外界の事案である︒併し︑この牛は甲のものである︑と云ふ綜合的な判断は︑箪なる忙量

は出て釆ない︒斯様に︑直接には事貨に即さない抽象的な判断が分別︵くika−pa︶である︒くika−paと云ふ言葉

は︑場合によつては︑幻想想像等の意味にもなり得るが︑此虐ではビヤーサの謹将に従ふ限り︵その仲間否は別と
して︶もつと論理的な意味のものとしなければならない︒

として数へられてゐるのは︑睡眠

︵nidrかl︶

である︒元来︑意識清動が休止の状態

以上の三つは︑正誤の別はあり︑直接間接の＃はあつても︑認識と概念の作川亨王鮎としてゐるものである︒
明かに主知的な傾向を示してゐる︒
第四に心作川︵citta∃tti︶

に入ることを傑作とする睡眠が︑心の作用の一つとして敦へられてゐるのは︑誠に奇異のことに思はれる︒原典

は︑非〃
息識︵abh腎apratyaにy基a
有血
↓′＼或正二一れた繚とすろ︵巴a∃baコaし心ハ作川と一﹂∵∵ゐるり作有

や世態︵やFF写l鯵pr中富y欄︶とは︑ビヤーサの傲延する腱にょれば︑能醗後︑眠ったと云ふ感じが凍るその収束

J3ク〃

町腋ふ意識である︒をれがあ軋以上︑隙眠中にもをれに應する作矧があつたとしなければならない︒その作用が 即

陣眠であると云ふのである︒

何故に陛眠︵nid誌︶を積極的な心の作用と見たか︒それには系統的撃史的反省も必要であり︑簡単には云へ

ないけれども︑ヨーガ硯系の範囲内で︑その理由を付度して見ることは︑困難ではない︒

ヨーガ牒系全醍の機構から見れば︑此の現象界は︑すべて三素因︵雪雲徳︶の活動に基づく︒心︵citta︶も

現象界の一部として︑その基本的組成は三素因︵雪盲︶の活動にょる故︑絶封的に静止不動な存在としての心︵c

は︑その三素因︵guna︶巾の一つなるクマ

︵kaiくa

が特に活動する結果とされる︒それ故︑これは猶根本的には活動状態であつて︑静止の状態では

itta︶は考へられない建前になつてゐるのである︒睡眠︵nidr抑︶

ス ︵tamas︶

ない︒その意味に於いて︑心作用︵cittaくユti︶のlつとして考へられる保件は具へてゐるわけである︒

叉︑一方︑ヨーガ饉系の機構上︑修行の結果としての到達填たる三味等至の境地や︑プルシャの猫存

の一つとして認むべき理由

−ya︶に至れば︑心は休止の状態に入る︒それ以前に心の休止があり得るとすることは︑その二つの休止状態の

問に︑解繹上の困難が起り得る︒共腱にも︑睡眠︵nidr師︶を心作用︵cit﹇aく苫i︶

を心から去らしめ

があるかと思はれる︒此等の解繹の何れが何れ桂浜鴻を得てゐるかは︑暫く招くとして︑兎に角．睡眠︵nidr抑︶

が心作用︵citta＜呵tti︶の一つとして加へられてゐることは︑注意すべき事である︒

第五に奉げられてゐるのは記憶︵sm宣︶である︒知覚した︵anubh聖a︶封象︵＜i訝ya︶

ないこと︑と原典は云ふ︑過去に於ける控除が潜力︵sa膏Sk腎a︶となつて︑意識下の世界に潜行してゐる︒心
修業の素材としての心
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ニ○

は新着な在れとたる︒一つには︑心が沈静して来ると︑今吏で

がある特殊の状態に置かれると︑それが再び原形を再生して︑昔識の表面にあらはれて来る︒それが記憶︵sヨ
rti︶である

心統一の修わを行ふ場合には︑記憶︵snrti︶

潜んでゐた観念や想象が︑過去からの記憶として意識の衣面に上って来るからである︒併し︑それにもまして記

憶が重要祓される所以は︑修行にょり純一明澄に沈静して行く心にあつて︑それが最後まで残って︑妨害になる心

の作用であるからである︒こは喝りヨーガ照系のみに止らす︑一般に其想的な輌秘主義に共通な事密室あつて︑

の内容である︒純粋に知的な作用は最初の三つであるが︑口軽後の記憶︵sn−

例へばスペインの神秘家テレサは︑紳との交りの最後の妨げとして︑記憶と幻想とを蓼げてゐる︒
此等の五つが心作用︵citta三−i︶

が知的作用牢王として︑本能的或は情意的作川を全く含また

rti︶も．それに準するものと考へられる︒又︑睡眠︵nidr師︶は︑知的作用と云ふことは旧来ないが︑決して帖
汁心的作用ではない︒かくて︑心作川︵cittaく芸i︶

いことを著しい特徴とすると云ふことは言ひ得る︒

四

荏極わ心作用︵cittaく苫i︺に対し止す︐わちJL﹂して饗げられてゐるハが︑五梓ハ伯偶己㌫D一︶−∵≠∵心︒︒ハケン

ヂャりの原仙ハにあらはれた範何でけ︑加悦︵kF㌻し且︑ある一つの特定なもmを指してゐるむではない︒解脱

と友野わ方向舵進み⁚〟瞥惟め原因せ放電心め欄絢健勝サ鴇のである︒修行ゆ随持となる様な心Q傾向紅組括し

乃聖

牒凋棚澗牒 ¶瀾欄Ⅷ朋闇闇閻

此の煩悩へk−e許︶の内容として畢げられてゐるるものは︑無明︵aくidy巴︑我見︵as一Jit

l巴・慾執︵r茸a丹︶

r厨a︶と︑憎悪︵dくr掛ユと︑生存慾

m憩︵．︹訂署瞑し壁〃慾︵abhiniくe訂石讐の五つである︒此等に附して︑原山ハは次の如く言ってゐる︒
﹁煩悩︵k−e訂︶は︑無明︵aくidy㌣丁と︑我見︵asヨit園︶と︑愁執

aコ︶庭に於いて︑常洋楽我の見を抱くこと︵khy賢︶である﹂︵節二葉第五節︶

﹁我見︵asmit巴は︑︵プルシャの︶見る︵dr朝︶力と︑︵心の︶見る︵dar訂na︶
くにとるものである﹂︵第二章第六節

二章節九節︶

此等の中︑第一に拳げられてゐろ無明︵註dy豊は︑他の払ての煩悩︵k︼eざ︶
修業の素材としての心

の根本となるものである︒

﹁生存慾︵abhiniくe帥a︶は︑本然の什質に駆られて︵sくaraS弓ぎi︶賢者︵vidu芯︶も亦悩むもわで友一つ﹂︵第

﹁憎悪︵dく2朝a︶は︑苦︵d亡貫ha︶に結びついた結兼として生するちひ︵an亡許こn︶である﹂︵節二章節八節︶

﹁慾執︵r厨a︶は︑柴︵sukha︶に結びついた結兼として生するもわ︵auu訝yiコ︶である﹂︵第二章節七節︶

力とを︑同一のものの如

﹁無明︵aくidy抑︶は︑常ならざる︵ani官︶︑将ならぎる︵註uci︶−苦なる︵du貫ha︶︑我ならざる︵an巴ヨ

茸a︶の状態にある他のものにとつての畑︵k竃tra︶である﹂︵竺高弟川節︺

﹁無明︵aくidy豊は︑休止せる︵prasl色a︶︑微弱の■＼︵tanu︶︑小Ⅲされた︵まcchinコa︶︑或は活動中︵亡d与・

︵abhiniくe訂︶とである﹂︵第二章第三節︶

JlgJ
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︵k−e訂︶

が生すると云ふ意味である︒講和者ビヤ

極めて根底の深いものである︒無明︵aくidy抑︶は︑前掲の原典第二茸第関節に見る如く﹁他のもの﹂の畑︵k訂
tra︶である︒畑から作物が出来る様に︑共産から他の煩悩

︵k︼e訂︶︑即ち此の世的

ーサが云つてゐる様に︑無明︵aくidy㌣︶は︑明︵くidy抑︶が無いと云ふ滑極的な意味のものではない︒もつと積

極的な︑人の此の世に於ける生命を駆り立て1巳まない一つの力である︒一切の煩悩

の苦悩︑の根源をなす心の根本的意慾とも云ふべきものである︒更にこれをヨーガ照系の形而上嬰的見地から見

れば︑その根深さは未だ其虔に止まらない︒更に進んで︑此の現象界の存在の根本原因にまで及ぶ︒即ち︑プル
シャとプラクりティとの結合の原因む無明︵aくidy抑︶にありとするのである︒

の結英であるパその開展

の千両が破れて︑運動

ヨーガ照系の機構からすれば︑現象界の存在は︑プラクサティの開展︵parinぎa︶

は︑プルシャがプラクサティと結合する際︑プラクサティの内容である三素因︵gu忘︶

がはじまる焉である︒それ故︑現象界存在の根娠は︑プルシャとプラクティとの結合にあると云ひ得る︒その結

合の鍵をなしてゐるものが︑無明︵aくidyp．︶であると云ふのである︒それ関する原典の所詮を引用すれば︑

﹁プラクリテイ︵sくa︶とプルシャ︵sく抑muin︶との力︵訂kti︶に閲しては︑その本木の性質︵sくar苫a︶ を

認識︵upa−abdhi︶する要因︵hetu︶は︑結合︵sa蔓yO笥︶である﹂︵第二章節廿三節︶
﹁その甑に関しては︑鯉明︵害id︶品︶が要因︵−︼笠u︶である﹂嘉二革帯廿四彷︶

﹁それ︵無明︶が存在しなけかば︑結合︵sa召yOya︶も存准しない︒それが離脱︵hぎa︶︑それが見者︵dr巴
詮謬肝払温温旨粗．．曾あ謁L︷鵜心−旭冊勝肝施櫛︶

J3gメ

磯棚瀾憫Ⅷ電

鼎融▲雅腑レて

は常に附き纏ってゐるわけである︒先に

機喝壌戯邪飛戯感遇憫戯椰雌適確苛珊魂喋盟珊瑚⁝瑚職制情感簡明慨

プルシャが礪存︵訂iくa︼ya︶の状態に入らない限り︑無明︵a5．dy巴

よりも︑造かに根の深いものである︒心︵citta︶はプラクリティの開展

あ5が︑此庭に︑その一つの例を見るわけである︒
無明︵aくidy抑︶は斯く他の煩悩︵k−e訂︶

ながらその道をもつて無明︵aくidy抑︶の説明としたものと考へられる︒
修業の素材としての心

ニ三

境地に入つて心が新しく開けて釆て︑はじめてもの1見方が正しくなり得る紳秘主張的粥賞に従ひ︑それに其き

評的な問題が潜んでゐるのではないかと思はれる節もある︒併し︑今ネれは暫く招いて此れを見れば︑より高い

の巾の無明︵aくidy豊に封するものとしては︑満足なものではない︒殊によると︑此の一節に封して︑原文批

常・不揮・苦・無我なものた常洋楽我であるかの如く解すること︑としてゐる︒こ？説明は︑貰は︑ヨーガ照系

の根源となる︒それ白身に閲する説明としては︑原典は︑賓際は無

はれたと考へられるからである︒心理的なものと理論的なものとが︑常に相錯綜してゐるのは神秘主義の連邦で

ものの如く見えるに拘らす︑その中には常に心理的な傾向のものを多分に含んでゐて︑此塵にもその一端があら

見れば︑極めて興味あることである︒ヨーガ惜系の理論的構成が︑一見純粋に形而上畢的見地から組立てられた

は︑理論的に押し詰めて行けば矛盾を抱合してゐることは年へない事茸である︒併し神秘主義組織としてこれを

斯く︑根本的意慾として心理的な無明︵aノ1idy豊と︑現象界後生の形而上学的原因とを同一のものとしたの

︵parinぎa︶がはじまつて後︑ある段階に達した時に︑はじめ一て視れて来るものであるからである︒

蓼げ㍗五稀わ心作用︵cittaくユti︶

J3g￡
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の能力とを同

この虹萌︵aくidy豊を基礎として︑E種の煩悩︵k︼e訂︶．が生する︒我見︵asmitpl︶︑慾執︵誌gユー憎悪︵d＜
e軌a︶︑生存慾︵abhiniくe恥じである︒

の能力とdar訂na

とはプルシャの見る力である︒プルシャの唯一の作川とされ

我見︵asヨit抑︶は︑我と云ふ意識である︒先に饗げた原典によれば︑d呵直

一のものかの如くにとるものであると−ぶふ︒d呵

とは︑現象界の心が外界を認識する能

は︑この納骨揖能力を同一のもりの如く

るもので︑覚︵buddhi︶に封する超絶的直糾わ作用を指す︒dar訂na
力である︒普通の意味での心理的な作用一般である︒我見︵asヨit抑︶

に見撤すと云ふのである︒即ち︑プルシャの働きと心り働きとを混同して︑その間の差別を認狛得ないと云ふの

である︒此れは或は言菓を代へて云へば︑究極わ絶封的境地LLH常か環境に於ける普通わ心の状態との差別を知

らないと云ふことである︒然るに人が紅封的境地だけむ知つて︑硯茸り環境は知らないと．チかことはあり得な

い︒それ故︑それは一歩突き詰めて考へれば︑心にとつてより高い照騒む境地のあることを知らず︑日常普通の

心の状態を唯一のものとしてゐる考へ力む指すことである︒心の外に深く大きい絶封我︵プルシ

︵as−ゴit師︶である︒されば︑我

と云ふのは︑結局︑自我わ意識に囚はれることむ意味するのであるけれども︑その囚はれ方の内

を知らず︑日常の心の申にある我の意識を究極のもわと考へる︒ワでれが︑我見
見︵asヨit師︶

零は︑以上の説明で明かた如く︑沖腫上兼的上扶も㍗ごめコtl道徳的たも〃でにた︑い︒

次に︑慾執︵r師ga︶と憎悪︵︵Te︑a︶とは︑人附い心の・根漉的な情音作川む︑それり根本的佃向に従つて快

淋止肺野上︻沙紐詮肘監督野洛外賂肌施津謳隠れ猟財経深軋町境野津伽藍敵わ結集⁚︑．熟れ服腰艇

IJeJJ

彗惣腰珊謂甥岬で劃W．忍d．謙鑓叩磯践†−サはI⊥同書むしでil笥．惑いJ垂恥︺哉膿苛薫骨＝朴卑○

憎悪︵d記訂︶は︑それと戊封に︑苦︵d与罫a︶︑帥ち不快の控除に封し︑それを嫌ひ避け棟とする傾向である︒

は︑生命を朗ふ心である︒此の世に於る生に封する執着であ▼る︒原典はこれに

pratigha︑maヨyu・jigh抑膏Sa︑k岩dha等わ同意語が輿へられてゐる︒
最後の生存慾︵abhiniくe︑a︶

対しては註繹的詮明を輿へす︑その代りに︑人間本然の性質に駆られて︑賢者︵くidu功a︶む亦︑それに引きづ

とよばれてゐる五種の作用は︑主として人間の心に宿る根本的意慾︑本能的衝動︑怖

られるものであると詮いてゐる︒
斯様に︑煩悩︵k︼e訂︶

修業の素材としての心

二五

バクンヂャりの原典は︑両者の関係に関して︑積極的には賓は何も説いてゐないのである︒原典中︑心作用

見ようとしてゐるかと云ふ鮎に閲して︑一寸解れておきたい︒

び註繹者ビヤーサの見方ではない︒此虞では︑その両者︑その中でも殊にビヤーサが︑此の雨着の関係を如何に

年と見る見方については︑最初に述べた通りである︒併し︑それは我々の見方であつて︑パタンヂャリの原典詭

斯くの如き心作用︵cittaく叫tti︶と煩悩︵klesa︶との師係について︑その両者を︑ともに心の有機的内容の一

五

心を掻き乱すものであ少︑修行の成就の焉には︑障碍となるものである︒

意的作用をあらはするものである︒此等も廉い意味での心に相違ないのであるが︑純﹁明澄に趣かうとする人の

JJ汀

劇
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︵cittaく盲i︶に関する主な説明は︑第一撃二昧品︵sam邑−i

p邑a︶の最初にあらはれ︑煩悩

︵k︼e訂︶の詭明

は︑第二貴方法品︵s巴hぎap註a︶にあらはれ︑各々猫立のもの1杖な外見を＝正してゐる︒唯︑その間の関係

といふk−i浩a︐

を多少意味あらしむるものとしては︑先に引用した原典中︑第一茸第五節の末尾の一句がある︒即ち︑五種の心

作用 ︵ci什taくrtti︶巾には﹁煩悩に冒されたもの︵k︼宮a︶と⁚臼されないもの︵ak−i笠a︶とある﹂

ak︼i笠aの二語からなる極めて短い一句である︒

さて︑原典に関して︑先づ︑考へじおかなければならないことは︑その真に資料上の問題が潜在し得ることで

ある︒現在のヨーガ︑スートラが︑それ以前に存在した諸小ヨーガ控此ハの︑集大成的編纂であらうと云ふことは︑

今迄にしばく下された想定である︒現在の原典巾到る艇に見出される矛楯や重複や不徹底は︑その編纂の技巧

が典つた原資料から別々に取り入れられたのではないか︑と云ふ疑問の起るのは自然である︒も

が完全でなかつたことを示すものとして考へられる︒か1る想定を前捷として見れば︑心作用︵cittaく呵tti︶と

煩悩︵k−e訂︶

とより例へ原資料は異ってゐても︑それが一つの組織の巾に完全に吸収され︑その間にしつ′＼hリ融和した関係が

旧来上ってゐれば︑それで差し支へない筈ではある︒併し︑それが場合せである以上︑多少の無理の残るのは又

己むを得ないことである︒そして︑それを承知して居れば︑原典に接するもの1心構へにも︑それだけの相異が
出て来るわけである︒

詫膵者ビヤーサは︑併し︑かうした立場をLLらうとはしたい︒原典弁膜を︑一昔した組織として解押しょうと

する︒努め方法と心て︑頗▲将官温且複心作用人息嘗昆︶め︼部せ見る︒心作用︵息属牒Y︻註︶Ⅵヰの第こ

JJgβ

＿

の倣智．︵茄甘か≠y臥甘酢︶．1劇響蝋⁚情︵賦F汎恥︶甘あ牒どす谷頭で卦材麟

﹁煩悩︵k−e訂︶と云ふのは︑五種わ似研︵5．paryaya︶と．ぶふ意味である﹂︹範二血†第二−柿証繹︶

と云つてゐる︒此庭でビヤーサがそ．の解群の根撼として把えて釆たのは︑先に拳げた︑煩悩によつて冒されたも

びつき得るものとして︑五種の煩悩︵k−e訂︶はそれの内容であると云ふのである︒

煩悩︵k−e訂︶を畢なる障柑と見す︑それも亦心の活動であることを認め︑然も一方に︑心︵citta︶

修菓の素材としての心

︵cittaくrt

である︒五穐わ煩悩︵k︼e訝︶中で︑その根本となるものは無明︵a＜idy釦︶である︒無明︵aくidy抑︶は眈に記−

第一には︑心作用︵citta∃tti︶と煩悩︵k−e訝︶との︑ヨーガ醗系の機構上に於ける付置の相異から氷る閑雅

も次に述べる二つの鮎に於いてはさうである︒

併し︑此の解繹に従はうとすると︑原山ハの桝誼の上に矛盾を来し︑辻棲のA‖はない困難な鮎を生する︒少′︑︑と

思はれる︒

a︶を含めるべく似智︵まparyaya︶以外に通常な場庭はない︒それ故︑ビ寸サーの斯様な解群が出て釆たのかと

ti︶の中に︑煩悩︵k︼e訝︶を含めなければならないことになる︒五経の心作川︵ccittaくユti︶中に︑煩悩︵k−㌫

は心全照一を地合すると云ふ建前をとる場合には︑どうしても心︵citta︶の作用︵∃tti︶︑即ち心作用

と云ふ言葉

特に此の似智︵くiparyaya︶を指すものであるとする︒それ故︑似智︵5．paryaya︶のみが煩悩︵k−i笠a︶と結

性質に裁かない誤つた智である︒五経の心作川︵citta＜苫i︶の申︑煩悩に冒されたもの︵k−i笠a︶と云ふのは

の︵k−i笠a︶冒されぬもの︵ak︼i笠a︶と云ふ一句である︒似智︵くiparyaya︶と云ふのは︑そのもの1本来の

㍑妨
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二八

た様に︑その根底は極めて深く︑現象界顆現の根本原因にまで達するものである︒現象界は︑無明︵a＜idy抑︶む

〃一つなる

囚︵hetu︶として開展する︒それに反して︑心︵citta︶は︑現象界の開展が眈にはじまつて後に︑硯はれたも

のである︒それ故︑全照として之を見れば︑心︵citta︶或は心作川︵cittaくrtti︶は︑煩悩︵k−㌫†︶

㌃盛げることは︑前後の順序を坤倒した矛盾に陥るこ

無明︵a＜idy㌣︶の活動の結果としてめらはれて乗たものとしなければならない︒とすると︑心作用︵cittaく苫i︶
の一つになる似智︵5．paryaya︶の内容に煩悩︵k︼2訂︶

とになる︒正常に働くべき心作用︵cittaくrtti︶が︑ある場合に煩悩︵k−e恥a︶の焉に冒蝕されて︑その結果︑似

との両者の性質上の相異から来る閑雅

智︵音aryaya︶的な作用になると云ふのならば差し支へはないが︑似智︵喜aぺyaya︶が即ち煩悩︵k−e訝︶

である︑こ見ることは︑開展の順序として成り立たないのである︒
第二には︑心理的に見た場合に︑似智︵くiparyaya︶と煩悩︵宗野︶

である︒煩悩︵k−e禦こは︑その五種の何れを見ても本能的或は情意的作川であつて︑知的作用と見ることの出

来難いもののみである︒それに反して︑似智︵くiparyaya︶は先に記した如く︑誤つた智︵j試na︶である︒若

しそのj勘ぎaと云ふ言葉がもつ︷供い意味に川ゐられ︑人間の心理満動の全醍をも意味し得るならば︑煩悩

︵k−e恥a︶をj試naの一部と見ることも心理的問題の範囲内では可能になり得る︒併し︑原典を通じて十九同用

ゐられてゐるj掛ぎaと云ふ言英は︑常に一貫して︑智・知識・概念等を意味し︑それ以上の贋り意味には几んで

ゐない︒それ故︑知的作用と本能的情意的作用とがその件賞を異にすろが如く︑似智︵くipa苛aya︶と煩悩︵kl

とも低質を兵服サ藩心理膚働とし丑廿丸ば尤診微小バたとへ第︼の横棒上の困難は暫く措くとしてもーその心理

JJ3つ

腑搬感苛立望膏墾呵︳組弼恵むの．巣ない針職で軋を甘

斯様な翫索が正しいとするならば︑煩悩︵こ2訂︶と似智︵くiparyayaJ

L右目じも？﹂し・け︑それを心作

用︵cittaく竃i︶の一部とする見方は成旦止ち難い︒釦ち︑ビヤーサの解繹には困難があると云ふことになる︒

然らば︑何故︑ビヤーサは斯かる困難を排しまで︑心作用︵cittaく≡i︶と煩悩︵−計昔︶とを斯様な踊係に於

いて見たか︒敢えて付慶するこ．とが許されるならば︑次の考へ方が問題とされ得るかと思ふ︒即ち︑パタンヂヤ

の観念は新しい解い意味に畿展して

リの原典に於ける心︵citta︶の意味と︑註繹斉ビヤーサの拍憤する心︵citta︶？意味とのmに︑多少の相異が

あらたのではなかつたか︒云ひかへれば︑ビヤーサに於いて︑心︵citta︶
ゐたのではなかつたか︒

︒ハタンヂヤリの原典に於いては︑修行の達成と云ふ貰際的問題にのみ重きを置いてゐた故︑修行の助けになる

知的作用のみを心︵citta︶の作用とした︒それの障柑になる本能的純音的作用は考悩︵k︼e訂︶として︑その心

︵citta︶の圏外に置かれたのみならす︑根本的悪徳として多少形而上畢的な意味違で附加されてゐた︒併し︑ビヤ

︵citta︶

の中には︑常然それも含まれるべき

ーサは︑もつと綜人‖的客観的に心︵citta︶と云ふ言葉の怒昧を考へた︒その結果︑灼悩︵kte欝︶も︑形而上畢的
な香りを失って︑全く心理的のもぁとたり︑ビヤーサの意味の心

と同じもの

の中に包含させ棟としたのではあるまいか・︒即ち一︑葦践的な修行を

ものとなつた︒それ故に︑敢へて多少の無理を目してまでも︑煩悩︵citta︶を似智︵くiparyaya︶
にすることにょつて︑心作川︵cittaくrtti︶

主としようとするものと︑客観的な観察にも重きを置かうとするものとの立場の析きが︑共虞にあらはれてゐる
修業の素材としての心
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のではないかと思はれる︒

大

三〇

ヨーガ膿系の中で︑口常普通の環境に於ける心に関する主要な問題は︑これまでに述べた心作用︵citta呈ti︶

と煩悩︵k−e㌻︶とで轟されたと云つてよい︒併し︑此れを修行を小心とする一つの組織として見る場合にもう

一つ閑却してならないのは︑意識下の心の持続清動がどう取り扱はれてゐるか︑と云ふ問題である︒

一般に沈潜冗ハ想を事とする油蝉王童的な組織にあつては︑意識下の心の持続活動がどれだけか問題にされる

を常とする︒心の騒乱が静まり︑純一明澄の状態が保たれると︑心の喚に隠れてゐた様々な観念や表象が次第に

表面に浮び川て来る︒潜在してゐ窒息識が栢生して来るのである︒過去に於いてうけた慣験や印象が︑如何に深

く刻み込まれて︑心の革荷となつてゐるかが茸感され︑生命の底力とも云ふべき︑眼に見えない一つの力を感す
るじ

今日では︑その力を一つの心理硯象として見て︑意識下の心の所動︑或は潜空＝心識的持紙と見ることに躊躇し

ない︒併し︑輪廻相生が倖粍的に信ぜられてゐる≠界に於いて︑それが︑もつと根強い形而上学的な背景を石す

力と同一輯され︑隼ば形而上隼的な夫現法に従つて示うれることになるのである︒

る特殊な力として考へられるのは︑自然なことである︒即ち︑意識下の心い持琉活動は︑湖率い廿命と現在小生
命とをつなぐ粧醗的な潜

担．ざ′y紆汁浬p阪典申に︑り野心た蒙昧のもわを溌むれぽ︑粁勃︵中傷召ゆ打ギ．チ街︶︑飴簡︵思陶y†︶償㌫や︵く訝

JJ㍑ブ
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作によつてそれが行はれる虔に︑その特徴がある︒

此の往復的な開像は︑偶然に輿へられた環境を機縁にして起る︒併し︑心統一的な修行にあつては︑有意的な換

それが再びある特殊な環境に置かれた時に︑意識作用として心の表面に上って来る過程である︒普通の場合には

その一つは︑ある意識された控除が心の表面から没して︑意識下の心の持続活動となる過程であ少︑他の一つは

﹂般に︑意識的な作用と意識下の心の持綬活動との関係は︑l一つの連結鮎に於いて観察せらるべきものである︒

ことを明かにしたいと思ふ︒

いて原典中の各所に断片的にあらはれてゐるものを綜合観察し︑それが意識下の心の持績活動を含むものである

作用︵cittaくrtti︶との関係が濃い1だけ︑心理的な傾向が強い︒それ故︑此虞では︑潜力︵sa召Sk腎a︶につ

心理的と云ふよりも寧ろ道徳的或は社食的の傾向が強い様に思はれる︒それに反して︑港力︵sa召Sk腎a︶は心

かの如くに思はれる︒更に︑此の両者を比較して見ると︑前者は善悪の行馬に封する應報と云ふ鮎に重きをおき

となり︑心作用︵citta害tti︶の訂す虞は潜力︵sa蔓Sk腎a︶としてあらはされ︑共庭に二つの興った系統がある

召Sk腎a︶と傲り異らない︒只︑見様にごつては︑煩悩︵k︼e帥a︶の源す虚は常に飴習︵監aya︶薫習︵く訝anご

となつて黙習︵竃．Sanpt︶され︑後に至つてその果報︵くip詳a︶をあらはす︒その働きは︑もう一つの潜力︵s包

an︶果報︵5．p詳a︶等と相伴って用ゐられてゐる︒煩悩︵k−e仰a︶の結果隕︑潜在的な力︑即ち傲習︵訟aya︶

これ等の申︑傲習︵抑仰aya︶と薫督︵岩lsan巴とは︑此の原仙ハの範囲では︑常に︑煩悩︵k−e仙a︶︑糞︵karヨ

出郷

修業の素材とんての心

三二

心統一の修行による心の作用の制禦と云ふのは︑先づすべての外部的な心の活動を抑制し︑又︑内心の思考・想

像等を断ち︑心の表面から一切の意識的な作用を拭ひ去ることである︒その結北はじめて意識下の心の問題が生

々しく硯はれて来る︒併し︑共虔まで賓践の上で到達するのは中々容易なことではない︒修行にょろ境地が飴程

進んだ後でなければ︑賓践上それが鮮明な輪ぶをもつた問題になり得ないのである︒原典に於いても潜力︵sa蔓

Sk腎a︶に関する記述は︑主として︑より高い境地との閲聯に於いてあらはれてゐる︒それ故︑意識下の心の持

按活動が潜力︵sa膏筈腎a︶の巾に包含されてゐることを明かにする焉には︑口常の心の範用を多少離れてより

高い境地の問題にも及ぶことになる︒

さて︑先に起した二つの連結部の申︑第一は︑意識作用が意識下の心の持結締動に韓する過程である︒原典に

於ける有識三昧︵sanlpraj試tasam註hi︶と価州彗一味︵asamp鼠豊tasam抑dhi︶との関係が︑それ

してゐる︒三昧︵saヨ抑dhi︶は︑心統一の修行の結果到達される心の状態で︑此の現象界に於ける韓高の堵地で

ぁる︒二つの種類の三味︵s呂︺註hi︶は︑ともに極めて高い境地であるが︑その中でも有望一味︵sampraj試ta

Sam巴h︶にあつては︑未だ意識がある︒然るに︑更に盲進むと︑鼓後に残つた意識をも令く断滅するに至り︑

抽

煩輿では︑こ

心そのものは存続しながらも︑彗息識の三昧状態に入る︒それが無識三昧︵asampraj試tasam註hi︶である︒・

心の意識的活動を制御し姦して︑途に心作用︵cittaくrtti︶を全くなくして仕舞った状態であろ口
れを潜力︵sa召Sk賢已だけが建つた状態としてゐるの■である︒

届の鬼没伽ち無攣顧︸撤∵液敵曾葦pyやの漸減︵くir抑ma︶の修行の結彗滞力︵中書野中︶の

み‖の球つた隠のである﹂J癒Tて章一耶十八弥︶

即ち︑意識的活動を抑制Lた後わ︑意識下の心わ結婚清朝は淋〃︵s遥1skギ．a︶
る0

となつて保持されてゐるのであ

此の状態に於いては︑心は潜力︵sa薯k腎a︶の力により︑空息識の使節かに流れてゐる︒それは︑原典の次

﹁それは︑潜力︵sa召tk首a︶の故に静かに流れる︵pra㌫nta畠hit町︶﹂︵竺二章節一〇節︶

の言実によつても明かである︒
ヽ

次に︑第二の関係は︑此れとは反封に︑意識作川が潜力︵s量Sk誓・a︶から川て氷る過程である︒それは︑修

修業の素材としての心

以上l一つの連結鮎に於ける往復的な観察にょり︑潜力︵sa雷k腎a︶

があらはれる﹂︵第四章節廿七

が意絨下の心の持緯活動を包含すること

︵sa召Sk号a︶を含む三味状態を宥種三味︵sab叫甘sam註hi︶とよんでゐる︒

ある︒それが存在する限り︑それから芽吹いて︑意識作用が補え川て来待るのである︒その意味で原典は︑潜力

潜力︵sa．ヨSk賀la︶から生するのである︒桝力︵sa召Sk腎a︶は意識作川と云ふ胚珠を宿した種子の様なもので

節︶

﹁それの切れ目切れ目に︑諸々の潜力︵sa召Sk宵a︶から他の意識︵pratyaya︶

起らない筈である︒その意識は何磨から生するかについて︑原此ハは次の如く云つてゐる︒

がある︒併し︑既に高い境地に進んでゐるのであるから︑外界からの刺戟にょつては︑も早や心に雑念の活動は

行が高庇に恵み︑心の一切を奉げて︑究極の喝有解脱の境地に近づいてゐる時に︑時折︑他の意識の生すること

相好

修巣の素材としての心

は明かになつたかと息ふ︒

を母鐙

と最も密接な紺係に

︵citta∃tti︶による過去の経験が︑潜力︵sa召S打腎a︶

日常普通の環境に於ける心の作用︑即ち心作用︵cittaくrtti︶の中︑潜力︵sa召s試r騨︶
あるのは記憶︵smrti︶である︒五経の心作用

として︑心身の如何なる欒化にも影響されすに潜行して釆た後︑最も明確な姿で再生したものが記憶︵sm主︶

である︒原典の次の言葉は︑この酪の問題である︒

﹁たとへ︑生︵j賢︶︑虞︵deg︑時︵k詳︶︑によつて隔てらわたものでも︑記憶︵smrti︶と潜力︵sa膏k甲l

が意識下の心の持続活動を包含することは明かになつたが︑此

ra︶とが相應する形を保つから︑中断せす裾綾する﹂︵第四章節十一節︶

斯くて︑原典に於いては︑潜力︵sa膏Sk腎a︶

虔で重ねて注意しておかなければならないのは︑先に述べた如く︑これが単に心理的なものではないことである︒

巧

もつと形而上畢的な︑茸膿的な傾向を持つてゐる︒今引用した記憶に関する原典の言葉の中にも︑それがあらは

れてゐる︒生︵j賢︶とは︑此の世に於ける生れ方と云ふ意味である︒その生︵j警i︶によつて隔てられてゐる

の獲得

ものをも結びつけると云ふのは︑明かに潜力︵sa召Sk腎a︶を以つて︑輪廻特生を貫通する一つの力と考へてゐ

ることを示すもDである︒此の鮎がもつとはつきりあらはれてゐるのは︑超自然的能力︵紳通siddhi︶

に関する所である︒

﹁潜力︵sa召Sk腎a︶む直観︵s巴嵐巴ka岩中a︶する特典︑前生に閲する智を柑︒﹂︵第三章節十八節︶

野外訂温掛野㌣が匿肘掛紛柑紗簿散㌦撮れ牡封心忙冊執持ハ音虻個肥⊥い警

湘脚

融削勅u鞘尋州喋魂仰
結局︑潜力︵sa召Sk腎a︶

表明

峨副題嘲韻仙感認諾腰部聯僻

はヨーガ形而上学に於ける一つの宇宙的な根本的な力と見るべきであ■る︒併しそれ

は意識下の心の持続活動も包含し︑極めで心理的傾向の濃いものである︒
七

眈に幾度か述べた過少︒ハタンヂヤりのヨーガ腰系は︑修行によつて絶封の境地に入ることを︑その究極の目的

としてゐる︒それ故︑如何にして修行を成就して︑範封の境地に到達し得るかと云ふ茸践的の要求が︑日常の心

の問題を取り扱ふ場合にもその根本にあることは明かである︒今迄観察して釆た︑知的作用としての心作用︵cit

修業の素材としての心

として︑苦行︵tapas︶と畢諭︵s忌dhy晋a︶と紳への献身︵i恥ヨra

prani旨抑na︶

kriyayOga︶

とを奉げ︑その目的は焼

は修行の障得である︒心︵citta︶の作用︵く竃i︶を冒蝕するものである︒原典は︑行の心統

る位置がそれを明白に示してゐる様に︑修行の最初から先づ排除されなければならないものとされてゐる︒それ

煩悩︵k−e㌻︶︑心作用︵cittaくrtti︶︑潜力︵sa召Sk宵a︶の中︑煩悩︵ェe︑a︶は︑そのヨーガ組紙の中に於け

か︒心に関する観察の最後に︑この鮎を簡箪に見をおき度い︒

めて益あるものであることは云ふまでもないが︑修行の結果として︑結局それ等は如何なる取り扱ひをうけるの

ーガ饉系の究極の目的と如何なる関係に置かれてゐるか︒修行の素材としての心の分析が︑修行の貴行の上に極

ta∃tti︶︑本能的情意的作用としての煩悩︵k−e帥a︶︑意識下の心の作用を含む潜力︵sa召Sk腎a︶等が︑そのヨ

JJ職

修業の素材としての心

悩︵k−e︑a︶を抑制し︑三味︵sam監hi︶を成就するにあると云つてゐる︒

三六

﹁行の心統一︵kriyayOya︶は︑苦行︵−apas︶と畢諦︵sく巴hy抑ya︶と紳へ・の献身︵誉arapranidhP・

とである︒︵それは︶三味の修練︵bh買．ana︶の禿であり︑煩悩︵k−eいa︶を微弱︵tan亡︶にする焉である︒︵夢

二章第一二節

煩悩︵k−e訂︶が制禦せられるにつれて汚れなきものとなる心作用︵ci−−a星−i︶は︑知的な作用であると同時

に︑煩悩︵k−e訂︶に較べれば比較的な意味では︑修行の足場ともなるものである︒併し︑この心作用︵cittaくr

tti︶も亦︑遽には制禦せらるべきものとされる︒或は寧ろ︑それをも制禦する虞に︑ヨーガ牒系の最大の眼目

があると云ふ方が適切であるかも知れない︒原典のはじめに︑

が如何なるもを内容としてゐるか

﹁心作用︵cittaくrtti︶の制禦︵nirOdha︶が心統一︵yOga︶である﹂︵空車第二節︶
とはつきり断言してゐる︒此の一節を靖む場合に︑その心作用︵citta三ti︶

を忘れてはならない︒こ1に於て︑ヨーガ餞系は︑合理主義を破ることを以つて︑その旗暇として揚げてゐる︒

究極の絶封の境地は超合理の≠界である︒日常普通の概念的な智がその俸では︑その境地に入る焉に役に立たな

いのみならす︑却って邪魔になる︒心作用︵cittaくrtti︶を完全に制し得て︑はじめて転封の境地が開けて来る

のである︒

原仙ハのか1る立場を心に留めて見てゆくと︑修行の進展とともに︑五種の心作用︵cittaくrtti︶が制禦されて

わく趣きが︑そ・の一つソ1に脱いて親はれる︒今被∵辞しい説明は省いて︑積めて簡単に︑声膚七つ小て塵罪牡

ぬ踊

原典中め言葉を引謹しておくととに†る8

の智とは典った境涯である﹂︵第

早第四十九節︶

．

第二の似智︵くiparyaya︶は︑煩悩︵ak−esa︶の影響で談まられた智である︒煩悩︵kr㌣︶

自ら解治する筈のものである︒それ故︑原典中には︑特別にそれを説明した箇庭は見懲らない︒

滅し去らなければならない︒

sam晋atti︶である﹂︵第一章節四十二節︺

﹁その中︵未だ︶言葉︵訂bda︶と封象︵artha︶と智︵j印抑na︶との分別︵くika−pa︶
のが︑有尋等至︵saくitarka

修業の素材としての心

ヤーサは次の如く云つてゐる︒

第四の陛眠︵nidr笹︶に就いては︑原典中には︑特にこれを制禦する必要を説いた庭はない︒併し︑詫搾者ビ

の焉に︑混同のあるも

於いては︑分別︵くika−pa︶の存在は許されるが︑その上の無尋等至︵nirま訂rkasam首atti︶に至る焉には︑

dhi︶と同様な高度の饉験の境地である︒等至︵sam首atti︶の段階の中︑有尋等至︵sa邑arkpsam首atti

第三の分別︵くika官︶は︑等至︵saヨ首atti︶に閲した虞に見られる︒等至︵㌢m首atti︶は三味︵sam抑

が制禦されゝば

﹁︵三味に於ては︶特殊なものを封象︵artha︶とするが故に︑倦承した︵腎uta︶智や︑推量︵anum抑na︶

封するものである︒

raヨ抑na︶の三つの中︑硯量︵pra音ak竃︶を除いた他の二つ︑即ち推量︵anuヨ抑na︶と俸承︵抑gaヨa︶ とに

第一の正量︵praヨ．5a︶に就いては︑三昧︵sam抑旨i︶の内容に閲した鹿に︑次の様な一節があ告正量︵p

膵臓

修業の素材としての心

二八

﹁これは特殊な意識であつて︑修行によつて︑他の心の作用とともに︑制禦されねばならない﹂

○節託樺

に入る妨げとなるも

︵竺章竺

第五の記憶︵smrti︶は︑分別︵註a−pa︶と同株に無尋等至︵ni鼠tarkasam首atti︶

のとされてゐる︒記憶︵sm主︶の作用が減じ去られてはじめて無尋等至︵nir古arka00am首atti︶の境地に達

し得るのである︒

﹁無尋等至︵nirくit胃k＝am茸at−i︶は︑記憶︵smr−i︶が浮め去られた時に︑自己自身は茎虚の如く︑封象
のみが光り輝くものである﹂︵第一章第四十三節︶

究極に於いてかく制禦されなければならないのは︑煩悩︵k−︵訝︶心作用︵citta亘ti︶毎の意識的な作用のみ

ではなく︑それは意識下の心の作用︑即ち潜力︵sa曽k腎a︶にも及ぶ︒一倍︑現在に於ける心の作用の制禦

停止は︑将来への潜力︵sa雷k宵a︶の源泉の渦潟を意味する︒それ故︑その状態を保つた俸︑静かに待つなら

ば︑未来に於い・て潜力の自然の衰滅が来されるわけである︒併し︑原典が潜力︵sa召sk腎a︶に封する態度はも

っと積極的である︒既に存在する潜力︵sa宮k腎a︶即ち意識下の●心の作用も亦︑制禦せらるべきものとする︒
これは容易なことではない︒併し︑原典中︑三味︵∽am監hi︶笹閲する説明の中に︑

﹁それ︵即ち三味︶から生じた潜力︵samsk害la︶は︑他の潜力︵sa苫k腎a︶を抑制する﹂︵竺章第五〇節︶

と云つてゐるのは︑正しく此の鮎に閣れたものである︒

此の如く見て来ると︑心作用︵ci眉a眉意︶焼偶人宏a︶h潜カ：︵Bセ∽首唱Y毎1日骨営造め環境化於廿担心の

船舶

作用打勝するものは一功︑制禦され︑︑滅却葦鱒ペ感材のど讃ぶむとに咄軋掛†こ創価裁面的雌動抽雌雄灘礫劇‖適¶

●

の否定であるのみならす︑ヨーガ牒系の修行の意轟た極めて湘極的否定的にすることになる︒

確かにヨーガ組絨は︑理論的な立場に関する限り︑消極的である︒究極の替地にぬいて︑現象界の一．切は否定

せられる︒心も現象界の一部として︑無に膵すべく運命づけられてゐる︒その意味では︑．否定的神秘主義︒ega・

舶

J

tiくemySticismの典型的なものである︒併し︑かく消極的否定的なのは表面の理論上の構成である︒賓践の問

題に限を注いで︑原典を見れば︑その理論のすぐ某に︑修行にょる心の進展が説かれてゐるのを見る︒修行の目

くiくekakhy註︑三昧の境地1

的は︑徒らなる心の制禦ごはない︒より蒔き境地に向つて心を進展させ︑遮に究極の境地に達せしめんが焉の制
禦である︒原典中には︑より深き智−praj㌫︑絶封境の存在の理解−

saヨ註hi−Samぢ・atti︑等︑心の進展の状態を物語る言葉が数多くあらはれてゐる︒最終の到達填たる絶封老

︵プルシャ︶すら︑甥論の上では︑一切の現象界と関係を断つた孤立礪行のものであるけれども︑これを最高の

饉瞼の境地を象徴するものと考へて︑考へられないことはない︒

それ故︑日常普通の環境に於ける心の観察に接いて︑修行による心の進展の問題が取り上げられなければなら

ない︒
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四姓制度に兢する一考察

四姓制度に閲すろ一考察

﹁序説

大

島

長

四〇

三

郎

扱から成ってゐた事︑そして︑特椎階級は決して︑婆

羅門族︑刈帝利族の両者を包含し︑被搾取階級は︑必

古代印度に四姓制度が︑存在したか香かに就いては ずしも吠含族︑須陀薙族を意味するものではなく︑之

未だ種々の意見があつて︑一定してゐない︒戎単著は 等種姓とは全く無関係な経済的要因にょつて︑形成さ

在ったと見︑或聾者はなかつたと見︑又は︑近代の種 れ︑従って︑特椎階級も無産階級も︑此の四姓のいづ
姓制度が古代のそれから︑蟄展したと見る聾者もある れをも含んでゐた事を見る︒初め︑大饗して︑印度の

而して︑吾人は︑苗代印度には︑種姓制度は存在せす 西北及束西に侵入したアリアン族の一国の中︑その多

近代の種姓制度は古代のそれから草津したものではな くは︑直に土地を占有して︑自由農民となつたが︑特

く︑後代祀含経済の攣速から生じたといふ考を赦する 鱒勇猛な貪慾な一画は︑絶えず異民族の攻伐に従事し

ものである︒古代印度の祀合は︑種姓制度によつて組 てゐた︒そして︑多数の自由農民が︑新に穫得した此

が偲庭︑多数農民庭︑一成洛た丸桓︑淑衡財卵脛膠駆粁㌫㍗

的一魔の保護右必要とした︒従って︑彼等を支持せん

絞せられた事も︑種姓が階級の基本をなした事もなか の肥沃な︑土地を安全に保有せんが焉には︑此の好戦
った︒吾人は︑常時の正村は︑明に︑有耗特椎階級
︵搾取階扱︶七︑無産大衆階級︵被搾取階級︶あ二階

一4一

塊供したのだつた︒好戦的な一国は︑をれに伐て︑生
ては︑敬具すべき︑

超人間諜裾とし▲で十・︐．疎放峨珊憾

︵2︶

新すると共に︑一方その武力を以て︑益々多くの土地 ゐた︒しかしもとより戦辞は︑さう多くの専門祭官を
を攻略し︑同族の多数が武器を捨てて︑農民として︑・従へる事は不可能であつたし︑一般民間の新橋穏葬に

新に生活を初めた後となつては︑武力を有するものは は︑神官を要する事がなかつたから彼等全牌の数は︑
今や︑彼等の一圃のみである︒智力なきところでは︑ 折︐して︑多数ではなかつたし︑世襲制度でもなかつた

腕力が支配する︒長年の戦争によ少︑彼等の有する軍 から︑彼等全碓として見る時は︑その祀倉的勢力は殆

隊は益々︑強く︑組織も︑精密になつてゐた︒彼等が んどなく︑いはゞ︑王族によつて︑特殊の尊敬を捧げ

のみが︑常時の祀倉に

官達f寄生品的存在なる

ー

後に︑必要に迫られて︑−

あつて︑労働とか戦争とかの肉饅的賞務の一切を免除

四姓制度に関する一考寮

ならぬ︒

此の故に彼等は︑彼等の生活の糧なる祭儀を一つの

宗教に組織する以外︑往昔ギザシア海港都市の貴族階

四一

魔力があると信じてゐた︒祭官連は︑戦士階級にとつ掌考察を猫占する事が出奔た︒好戦貴族達が飽くなき

古の民は︑賓際に此等の祭官連にその様な奇蹟を行ふ級が馬したと同一の社食的役目︑即ち︑科挙思惟と管

細々を呼び寄せ．敵を滅す呪椿をなした︒迷信深い太

︵1︶

祭官達は︑常に戟坪に従軍して︑味方の勇士の焉に︑

一変生したものであつたかは︑明かでないが︑此の

介者なる祭官連はなくてはならないものであつたから されてゐた唯一の一園だったといふ尊貴に注意せねば

といふのは︑神々の茸在

とその全強を信じてゐた彼等には︑紳と彼等との仲

してゐた︒之は移住の際︑伴ひ釆たものか︑移住した階級と農民階級しかなかつた︒而して吾人は︑此等祭

︵3︶

である︒此の戦士貴族階級には︑多くの宗教家が依附 即ちこの時代︵五河時代︶に於ては︑社食には︑戦士

此の新らしき土地に支配者として︑君臨した事は首然 られてゐた︑王族に隷廃した寄生存在に過ぎなかつた︒

J3胡

れ丈優越してゐたか︑政治的に︑どれ程の茸勢力を揮

から︑之等婆羅門連が︑控洒的に利帝利族よりも︑ど

民の生活に何よりも必要であつたのは︑智識であつた

及ぼした影響は想像するに難くない︒眈に定住した人

てゐた︒彼等が中国居留時代に於て︑国家及び祀合に

文数畢︑翳畢政治歴史宗教哲学の囲わ者支配者となつ

成した頃には︑祀合的︑科挙的な凡ての智識︑−

従来の部落政令より造か進んだ︑国家らしいものを形

歴史を捏造しっ1あつた︒中国地方に於て︑貴族達が

彼等の寄生的存在を存続せしめるに都合のい1様な︑

天

等の任務に精を則すと共に︑一方︑彼等の地位を高め

貪欲から︑近隣の征服に従事してゐる聞に︑彼等は彼

殆ど生来ならすやと児はれる程︑深いところに根ざし

ゐる︒又よき家柄に封する尊敬の念は吾人にとつて︑

が︑それでも思想家に封しては︑或尊敬を必ず有つて

は︑一身の発達の鴬に︑軍人なり︑富豪を望みもする

はない︒封建制慶に於ても︑資本主義に於ても︑人間

者は最も卑しい﹂と云つてゐるが︑之は孤り印度丈で

人の組織に於ては︑教養のある者は最高で︑物質的な

封する︑本能的尊敬がある︒ラダクリシュナは﹁印度

券働者より上位に感する傾向とよき家柄といふものに

する人を︑−−唯物主義者の所謂精神労働者を︑肉債

の外に︑人間には多少の差はあれ︑精紳的勤労に従事

国時代にあつては婆羅門が社食渇仰の的となつた︒そ

封建国家では軍隊が︑資本主義国家では富豪が︑中

四二

ったかは︑文献の乏しい今︑確言する事は出来ないが

計る︒同じ貧乏人でも︑共の一人が︑公卿華族の出

四娃制度に関する一考察

ジャナメェジャヤ王が馬祭の失錯から︑婆羅門に依

だと聞くと何だか奥床しく見えて来・るなど此の一例で

︵5︶

て固を逐はれたと云ふ侍説から考へると︑彼等の威勢

ある︒婆羅門族は祀倉の上付であり︑精細坊働階級で

︵4︶

は︑利帝利族を凌駕してゐたと見て芸文へない︒何時

あり︑しかも被等の造り上げ東隆史に掠れば︑彼等は

箕に﹁先の口から生れた﹂耐湿徴庚柄で華つ充用い笹

︵6︶

の≠でも一つの卓越せる甥圃が一般拭衆の脅破を痩け・
る0

J344

西暦
に野する人民の奪崇が熱列苗穂めたのは常然すぎる程 ． 途に明確な観姓らしい分立をなすに至つ
た︒と云ひな

まり資料に囚はれすぎて︑ジャアタカや四阿含が︑所

昔然である︒かくして︑婆羅門階級は︑剰帝利階級と がら︑婆羅門族のそれをまるで認めてゐないのは︑あ
相並んで︵若くはその上に立って︶祀合の搾取階級と

なつた︒然しながら︑此の宗教家階級が決して︑同一 謂利帝利文明下に於ける産物で︑自然幾分か︑利帝利

氏族丈で形成もされす︑≠襲制度も厳格ならす︑必す 扶の優越に封する高唱を含んでゐる︵梵菩の婆羅門に

しも同族結婚ばかりでもなく︑誰れでもなりたいもの 於ける如く︶事を看過した焉に生じた認識の不足と云

は宗教家となつて特杵階級の仲間入りが‖釆た事︑即 はぎるを得ない︒桂姓らしき形櫻は︑婆羅門族の巾に

ち之等宗教家の一圏が如何に種姓確立に努力しても︑ もあつたのである︒然しながら︑祀合的腔済的に見れ

︵8︺

︵

れ︑支彿はれるといふ事もなく︑従って︑彼等より上

それは次の利帝利族の場合と同じく︑決して成功しな ば此の一国が︑特に他の宗教家階級よりも多く酬いら

7︶

かつた事ばフィツク博士が驚くべき精密な検討の結果

指摘しデゲイズ博士も亦︑之を認めてゐるところであ 位の一階級をなす事もあり得なかつた︒

る︒然しながう︑吾人は︑決して︑此の特樵階級は︑ 彼等は︑恐らく﹁何代樟いた老舗﹂﹁生え抜きの江戸
ー

自らの優
同じ尊敬と渦極的な利益とを享けたに逮ひない︒然し

大多数は婆羅門族が占めてゐた事︑世襲制度同族結婚 つ兄﹂﹁由緒正しい公卿華族﹂などが政令から受けると
が戎程度まで行はれ︑血統純正な家族が

越を誇り︑他も之を許してゐた︑所謂種姓らしき面貌 之等の尊敬や︑利益は︑祀倉状態の本質的な動きに封

を備へた何程かの家族があつた事を疑つてはならない しては何の力も有しない事も前者と同じである︒

その鮎︑フィツク博士が︑剰帝利族は︑彼等の卓越せ 充棟時代江戸に於ける町人階級の勝利は必ずしも︑江

甲三

る地佗に封する自負が︑他姓との結婚を拒否せしめて戸つ子のみを最上暦に泣かなかつた様に︑叉︑公卿に
四姓制度に関する一考察

J．ヲイぶ

四姓制酸に関する一考察

用二凹

対する武家の勝利が︑組先衆の武家を含む︑武家階級 生し︑社食状態む決嘉した︶種姓制度はなかつた︒と

たんとする努力は決して印度にのみ見られるものでは

に依って︑獲得された様に︑婆羅門階接の優越は︑純 断言したい︒血統家柄に封する誇り︑それを純一に保
粋の婆羅門姓のみによつて将来されたのではなく︑婆．

︹11ノ

羅門階級即ち︑前述〃如きあらゆる学問を保有する宗 ない︒デヴイズ博士は︑結婚L．食事の潔析性はアリア

教家の一国によつて︑・なされたものであつた︒従っ ン旋の．みならす︑常時の世界的現象であつた︒と云つ

て︑巌碑な意味よりすれば︑たとへ︑その中には如何 てゐるが︑常時のみならす︑現今でさへ︑吾人は世界

の風習が最もよき例ではないか﹁種姓らしき一圏﹂は

に多数の婆羅門姓の者を包含してゐたとは云へ︑祀倉 各国の貴族祀倉に之を見る︒我国に於ても︑上流社食
の最上骨を占めたのは︑婆羅門階級であつた︒︵革一な

濁り印度のみならす︑吾聞でも之を見得るのである︒

前に奉げた﹁公卿華族﹂そ他がそれである︒勿論

種姓でなく︶と云ふ方が至常である︒マヌ？法典には

穐姓と階級とを同一に見佃して取り扱ってゐるに杓は

らす︑仔細に調布する時には︑彼等が最重なものとし 唯心的な印度人のそれ等由緒正しい氏族に封する尊敬

て力説するのは︑茸に宗教家なる婆羅門である事を襲 は我国民のそれとは比すべくもなかつたであらう︒し

民のそれと︑印度人の尊敬との差は桝詮︑質の差では

見する︒而して此の宗教豪なる地位は︑衆民も亦︑空 かしその内容は︑同性質のものであつか︒世界一般国
︵10︶

んで得られるところのものであつた︒

﹁12︶

茸に常時の社食状態を決定したのは︑いづれの閣と なくて︑量の差であつた︒そして此の量の差は︑質の

も同じく︑印度に於ても︑階級であつて︑稜姓ではな 攣化を起さしむる程には大ではなかつたのである︒工即

きかけるカを有し患い︒而してー．印度外の藤敬圭は︑

かつたのである︒故に吾人は︑決して印度には︑後世 ち此種の尊敬は油極的利益しか輿へす︑批令状妙に働
の制度の如き︑︵之は明に樫済要田に基いて必然的に畿
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四五

っれて︑彼等が従来受けてゐた収入だけで︑それ等の

維持して行つたが︑次第に︑一族の子孫が増加するに

Ancient Indiaこ
王
族︑大衆から厭げられる財貨によつて︑その生満を

tab−e and the ser5．−e．1N．C．S．G
u勢
pt力
aを
こ占
SO
の
めuるに至った控過を見た︒彼等はかくして

Cf．こThe first di5．siOn OfmenintOtherespec

さて︑吾人は︑宗教家の一囲が︑社食に於て︑最大

︑浪速門階級

7Jガ

美大竹村つ．尭︳は云へ穂積舶祀禽九とな各程の質の蟄
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化む惹起する准には多量ではなかつた︶バ7ネット博

）
）
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＼J ＼J

lは︑此の朋姓制度は︑一般七は認められす︑各種姓
の限界もはつきりしなかつたが︑大ざつばには此の事

13︶
賓はあつたらしい︒と云ひ︑バネエルジエエアは︑四
姓制度は︑婆羅門時代に︑確立して︑その智誠により
益々地化を向上せしめた︒と云つてゐるが︑之等は︑
吾人の借越な濁断を許すならば︑マヌの法典を取扱ふ
に際して︑氏族と階級た混同し﹁家門の尊敬﹂の社食
的性質に関する正常なる考察を放いてゐた結果隋つた

3 2 1

誤認ではあるまいか︒

′ヽ ′ ■ヽ ／￣ヽ

四紙制度に関する一考察

級は主に此の二つであつたが︑恰侶は猫身であつて︑

ったから︒︵往昔陳洲にあつては︑人民達の支持する階

等の増加に邁應する程︑約附財物を増す事が出奔なか

彼等の二階級を支持しなければならなかつた鴬に︑彼

れが一骨速かであつた︒何故ならば︑大衆は︑王族と

於ても︑その例は乏しくない︒婆羅門族に於ては︑此

裂する有様を︑歴史の到るところに蟄見する︒吾囲に

興らない︑特樅階級が︑経済畑怖により︑内部から分

消費の道にのみ長じてゐた︒吾人は︑生産の道に直接

成人した子弟は︑何等︑生産の道を知らず︑たゞ豊な

自分の口を糊する事が削来る︒しかし此の上屏階級に

無産大衆にあつては︑成人した男女は︑労働によつて

下落した︒︵もとより印度に於て︑精神労働者は十分尊

哲学︑科挙等の専門家は︑夫々精紳努働着たる地位に

みが︑特椎階級としての従来の粘椎を享受するに到り

って︑後のある時期には︑婆羅門階級の中︑宗教家の

と云つても︑一番尊敬されたのは︑宗教家である︒従

ばならなかつた︒かく︑分化した︑専門家の中で︑何

それを管理してゐた彼等も夫々の専門家として立たぬ

てゐたあらゆる学問哲学︑科挙︑萎術

業的分裂をなすに到った︒徒釆﹁宗教﹂の一下に隷廃し

又特柿階級自身も︑社食進化の理絵によつて多くの職

った︒彼らは相次いで︑野に下って︑職糞を求めた︒

弟は︑自らの食を自らの手で︑獲なければならなくな

経済的悲道は次第に彼等を襲ひ出した︒大多数の子

四六

その方面に於ける人口の増殖はなかつたから︑まだよ

敬されてはゐたが︶彼等を襲った此の生活難が如何に

す事はなかつた︒

かつた︶一方︑王族は︑勢力と智放とを増すと共に︑

痛切深刻なものであつたかを吾人は︑マヌの港興その

絶てを︑扶養する事が机釆なくなるのは常然である︒

之まで程彼等宗教家を尊敬しなくなり︑それどころ

他の法典に於て︑遺憾なく蔑見する事が旧来る︒マヌ

の礪立より

か︑次第に此の階級を贋伏して自ら之に代らんとする

の鋲輿臆断ル忙革なる鞋典ではたくい経拡販鮮弊搬門

−

樫であわたから∵批わ防転わ牧入官U︑一波昔℃そすれ檜

J．†4、†

族砂或亡射であ右と意つで材魂ではない︒誠に︑．すヌ
法典ハ第一輩︑第二山北︑第十韮㌢一道釣︒
︵1

先づ︑自らを︑梵の日から生じたと一
外

j−
に

次第に牛清雅に脅1﹂れた婆羅門振は︑‖分わfで働か

寄食生瀞庸叫都市安定漁包容性跡乏し叫柴橋憩叫撫山武

ねばならなくなる︒

先に運べし特殊の務にて口一ど糊する能はぎる婆羅門は︑剰

帝利族に適用さるゝ法則に蓮って生酒するを得︒如何とな

一︶

らば︑後者は︑輩羅門に次ぐ地位にあればなり︒︵十︑八十

若し婆羅門刺帝利族の職業にて︑暮し待ぬ者は如何にすべ

吠令族の生前法を採るを待︒︵十︑入十二︶

きと閃はるれば︑答こそあれ︑即ち︑農業牧畜に従事する

されど︑吠令族の魚沼法に依るとも︑婆羅門剰帝利は︑心

して︑農業に従事するを避けよ︒農業は︑多くの生物を俄

されど生酒費用の紋乏故に︑彼の義務に闊する厳正を断念

ひ︑地物に位相する故に︒︵十︑八十三︶

七十五︶

する着は︑彼の富を檜さんが偶に次のものを除く外は︑吠

﹁梵は︑婆羅門に吠陀を敦へ︑撃び︑日他の偶に犠牲を捧

右六行の中︑次の三稚を以て︑生椚の糧となすべし︒凰ま

四七

他の枝美に持する者のあつた許嫁と見蝕して差支へな

なりし精帥劣働以外に他の職業を副業とし︑又は全く

吾人は之を以て︑常時既に︑婆羅門階級はその本務

令族によつて蛍らるゝ商品を覚るを得︶︵十︑八十五︶

施物を受くる事︒′十︑七十六︶

れて犠牲を璧＼る事︒吠陀を数ふる事︒生れ描き人よりの

げ︑施物を授受する事を指命し給ひぬ︒︵一︑八十八︶︵十︑

と家系の最膵を誇り︑その義持職糞を説いて︑日く︑

彼のみ︑此の仝地上を所有するに足る︒︵一︑首五︶

﹁婆羅門は︑彼が入る家の者達を︑七配七裔に捗りて訟む

起元値れたれば︑絶ては彼に節す︒︵一︑首︶

﹁此の世なる一切のものは︑婆羅門が有なり︒婁羅門は︑

法の尊貴を守らんが貧に︒︵一︑九十九︶

﹁婆羅門は重荷者として地上に生れぬ︒久蕎有の主として

コてし

此の三業は︑剰帝利吠令族には禁ぜらる︒÷︑七十七︑七
十人︶

E姓制度に闘する一考察

＼

㍑超

四姫制度に関する一考察
いと信する︒
最初はしかし︑商＝⁝の中︑衣食に関するもの1殆ど

四八

いかに編纂者が編縫しやうとも︑之等の成文は︑嘗つ

張つて︑肉や謄を賛れば︑種姓外の者と見倣し︑ミル

づ胡麻が要る事を許される︒それでもなほ痩せ我慢を

んな法則は︑必要の前には︑何んの役にも立たぬ︒児

全部が︑婆羅門には賛る事が禁止されてゐた︒然しこ

クル固イビヤ︵Lbhya︶村で︑茎腹のあまり︑村人か

ラの裔ウシヤステイ仙がその事アアティキイと共に︑

ドゥグヤウ︒ハニシャツド第一篇第十董に於て︑チャク

過を歴然と示してゐるのである︒更に吾人は︑チャン

等の不自然な生活手段の馬に︑分離裏返して行つた経

ては﹁此の世をば我が世とぞ﹂と思った婆薙門階級が彼

クを賛れば︑三日間首陀薙と同じくなるなどと威嚇し

ら豆の食残りを賞って食べた︒と云ふ記事を蟄見する

︵2︺

てゐるが︑之なぞは箪に彼等の鰭面を維持せんとする

叉常時の賢者ウツダアラアカ7アルニヤ︑ヤアジュナ

︵3︶

蛋文に過ぎない︒賛ってはならぬ香料が交換してもい

アブルキヤ連は︑決して︑彼等が薙婆門旋である故に

︹4︶

1事になる枇たらまだしも︑吠合族の生活法は全く款

ある︒地相を得たのではなJ＼して︑全然家内の背景を

婆羅門族は罪悪で汚されす︒と云ふ風にこぢつけ︑先

法血ハの編纂者は︑巧に︑塞が塵に染汚されざる如く

って︑彼等の職を求めんとした︒一般の民衆に伍して

く祀倉の第一階級たらんとしてゐた利伸利族の†に奔

幾多の有馬な婆薙門が︑彼等の階級を見拾て1︑新し

た︒辟済事情か或は思想ひ相速から︑とにかく︑常時

自己の才分に應じて︑その運命を開拓したものであつ

︵ 離れて︑猫立した一個の男子として︑社食に乗り糊し︑

認され︑それを決してせざる者は詐から施物を受けて
︵5︺

もよく︑卑賎族に︑吠陀を教へ︑施物を受けても不浄
6︶

でない︑茶腹で死なんとする者は︑誰れから食物を受
︵7︶

生にもか1る例がある輩を述べて居るが︑これ等の記

⁝⁝︒紗紺▲ナカ注抒情阿漸泄虻め整彊牡鹿停紛汎津

けても光恵ではないといふ蒋が云はれてゐる︒

終恕粁んで︑㍗茫伊藤油化賢者腫湾泳小池ああ替

胴㈲

によつて沸されたもあであつた0而して︑相識階級に

他人の柵から穣や穀物歓拾ふべし︒感軌埼ぷ魂雌瑚断

育った被等婆羅門む子弟は︑精神劣働の■方面ては︑民
交けろよりはつ1とい1試である云々とあり︒打十六
衆に放けをとる筈はなかつた︒彼等は或は王の秘書と に

割ぶ暴威減産艦再議蕗働︑奉公︑牛飼種挽農業薄謝で満足

た時代の風潮︑云はゞ﹁痘羅門族の大衆化﹂とも云ふ と書かれてある︒之等は婆羅門が萬一零落した場合を

眈に零落して行つた︑その時︑その時の状態に封して

べき時代の塾気を︑明瞭に侍へてゐると云つても聞達濠想して︑法典に書かれたものと思ふ人はあるまい︒
ひではたい︒

ジャアタカに到っては︑濁り賽束のみならす﹁大衆 淡血ハの編纂者が︑後から和宮の理屈をつけ加へて︑保

化﹂の多くの事茸を示してゐるのである︒而して此の 文として集録した事は明である︒でなければ︑最初の

様な硯象は︑次の利帝利時代︑即ち︑祀食生活の中心 堂々たる宣言た封して．後年のいかにも惨な状態があ

が中開より︑東南に移り︑刺帝利族が祀合図家の茸柿 まりに奇怪なものとなるではないか︒ゴウクマの法典
︵9
を撮るに到って︑益々甚しくなつた事は雷然である︒ に於ても︑吾人は略々同様の一記述を見るのみならす︑

10︶

肺より嬰ぶを待︒

四九

窮迫時に際する原則として︑羅婆門は︑拳羅門に非ぎる致

マヌの法典第十章︑百三︑百四によれば︑婆羅門は 第七茸︑第一には
甘陀羅族︵前の方には姥種なる語で末はされてゐるが︑
此虎にははつきり明記されてある︶から施を受け七も

いゝ︒百十二には︑暮しが立たなくなつた婆薙門は︑ とあり︑叉
四姓制度に闘する一考察

︵

才分のなかつた者は一般民衆に交つて︑農商柴に従事
︵
する事︑受地金賛は︑困窮の際全ての人に許きれる十の生
8︶
した︒ウパニシャッド全書は賓に一面に於て︑そうし 餌法である︒

して︑教師として︑人臣として︑雇はれた︒そうした

JJ占J

四姓制度に関する一考姦
弟子︵婆羅門族︶は非婆羅門族なる怖の後より従ひ歩むべ

五〇

ら甚だ遠い故郷で︑三吠陀を数へ︑名門の子弟を教育

︵

15︶
する︒幾多の此の世から取り穣された︑彼等﹁名門﹂

を見る︒彼等の中で︑最も後まで︑人民に尊敬されそ

し︒︵十︑ニ︶

とある︒此の港典の此の如き記述は︑経済的に敗者に

︵

の特樅階級の地位を保つてゐたのは︑勿論宗教を本務

︵16︶

修行を忠賓に果した神聖な人格者として︑敬重され︑

14︶
った︒彼等は︑梵書に生見れた彼等の兼務即ち四期の

とする家柄︑フヰツク博士の所謂﹁本来﹂の婆羅門だ

立った婆薙汀が︑畢間的にも︑劣敗者の地租に立った

事苧るものでなくて︑何であらう︒
︵12︶

婆羅門扱が優れたる智識故益々其の地位を高めたと
説く単著は︑之を如何に説明するであらうか︒先にも

特樵階級自身も︑職菓に依つて分立しなければならな

その一族の大多数を民衆の中に逐ひやつたばかりか︑

時のそれに比する時︑量のみならす︑質の達ひまであ

る事がなかつた︒然しながら彼等に封する尊敬は︑往

布施を受け︑租税を免除され︑死刑は決して課され

一寸述べた如く︑婆羅門階級は社食の事情に促されて︑ 東園に於てさへも︑ある特樺を受けた︒

い披日に立ち至った︒哲畢者︑教育家︑科聾者︑宗教

った・︒往時のそれは︑熱烈な︑献身的奴隷的な尊敬で

な聾者が出て︑彼等を凌駕する程になつた︒人民の尊

其の財涯も︒今や︑剃帝利族の聞にも民間にも︑優秀

彼等は︑往時の特樅と威力を次第に失った︒従って

力は失はれてゐた︒彼等は茸に生きたる偶像に等しか

何に尊敬され棟とも︑その薦に社食的勢力を獲得する

骨董的存在に封する︑好奇的それであつた︒彼等は如

あつたが︑今のは︑何か稀らしいものに封するいはゞ

︵17︶

家︑天文単著︑占術師︑等々⁚⁚：

敬は薄らいで行くばかりであつた︒東方の国々の人間

つた︒

︵13︶

註牡経常藍霹敗甘心匿虹琵紛胤滞雷

は︑既に婆羅門族の権威をよくは知らなかつた︒吾人
はドナルスや︑−rクツ憫沙いイーアの杵終い≠鰍筋剃放縦静か

卿彫

の如くして勒槽階級としての婆辣門は文明の中心が東

高むれ︑柿力を脅かされる心配は萄もなかつた︒かく

類を同じくするものであつたから︒

る有機的紺係に於て一正腱婆速門時代の彼等￠状態と

東方の剃帝利族でさへも︑・その篤と擢力に於て︑いかに波

羅門に優ってゐたとしても︑精神方面に於ては彼等は︑政

方の国々に移った時代には完全に渡落したのであつた
東方諸国に於て︑活躍したのは︑培に吾人が言及した

経門と同じレゲエルに立つ草を感じた︒

■

通り﹁族性﹂の背夢はあつても︑﹁階級﹂の背景を全然

而して此の一鮎では倍侶達に︑彼等以上の権力を輿へぎる

とフィツク博士は云つてゐる︒元来祭官は︑婆羅門族

有しない︑云はゞ﹁婆羅門出﹂の︵無産︶大衆であつ

しく第三階級としての生活を初めねばならなかつた様

の檻侮をなすものであり︑王族は︑敵を害し︑嗣から

を待なかつた︒︵百八貢︶

に彼等婆薙門出の無産者達は﹁王族の土地﹂で浮世の

身を守る薦には︑嘗ては彼等の助力を要したものであ

た︒明治になつて︑士族階級が︑農工商に伍して︑新

荒浪と戟はぬばならなかつた︒フィツク博士の所謂﹁

修行

世間的婆誰門︵wOr−d−y・Brahmana︶とは彼等を
指た
す︒後特権階級化した婆羅門族が職業的に分裂する
っ

−

祭祀は︑それぐlの専門家に分れ︑前者は所謂隠棲的

につれて︑婆羅門の賓践すヾき代表的二義務

彼等が従事した雑多な職業の中に︑宮廷祭官といふ

な本来婆羅門となり︑後者は︑依然として王に附隠し

のである︒

職業がある︒吾人は︑之が前述の﹁本来婆薙門︵PrOp

よ少も︑造に︑彼等の﹁牽かなり
て東園に釆少︑その推力は次第に王に隷鶴的になつた

とは云へ︑社食の上暦にあつて︑搾取によつて生活し

er由芯hmana︶﹂

し日﹂の面影を︑存してゐたものと見たい︒何故か？

てゐる事は︑以前と攣らなかつた︒

五一

此の祭官連は︑厭犠者︑伶侶としてのみならサト又

︵19︶

彼等は王族と緊密な接偶を有し︑従って酬いられる事
も多く︑推力も大であつて︑その剰帝利族社食に封す
四姓削皮に関する一考察

J3封

凹姓制度に闘する一考察

五二

王の相談役として︑王子の侍導役として︑根強い勢力 吐合情勢が︑彼等を香應なしに支配したのを見た︒同
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sONia−e
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Hndia

Administr巳iOコiコAコC
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c

﹁印度哲準宗教史﹂P．合−其他参照︒

lコdi㍗

Banerjea博士Pub
ent
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II

︵10︶
︵11︶

︵12︶

︵13︶
︵14︸

ハ本姓ノ欒換ヲサヘ︑明記

を有してゐたのであつた︒だが此の祭官と錐も︑前云 一の事を︑吾人は利帝利族にも見るのである︒

8 7 6 5 4 3 2 1
︵9︶

′′■ヽ ′｛ヽ ′■「 ′、 ′■＼ （ ′ヽ ′ヽ

ふ如く︑決して︑婆薙門族にょつてのみ︑猫占されて
ゐた繹ではなかつたのである︒
吾人は叉︑遊行恰と栴する一圏が︑彼等の階級から
生じた事を知る︒之は食を乞ひつ1︑思索する求道者

であり︑民闘の祭祀を取扱ふ祭官でもあつた︒デゲイ
ズ博士は︑彼等は︑報酬では暮しが立たなかつた焉に
他の職共に従卜劃した婆羅門が多かつた事︑そして︑献

︵

犠の什事が忙がしくなかつた焉か彼等の人世翫や宗教
観が︑彼等本来のものから次第に異つたものになつて

20︶
行つた︒と云つて店るが︑にも拘らず︑それ等遊行僧
の敦は決して減じなかつた︒彼等は彿陀時代には殆ど
︵21︶

族は舌代印

北印度全醗に挟がつたが︑常長と評議倉を有子るよく
組緻された集閣を形成してはゐなかつた︒
五⁚人は上述したところによつて︑婆羅

鹿に於丁決し∵種姓を確立し指なかつ完︑彼禁
誇りに拘らす︑彼等む制定した法規が粧命を支配せす

ぶ≠

） ＼−ノ
） ＼J
）
＼ノ しノ
）

pn粁a．J．戸Nゴ．u．α

同 上 SS．−∽∽︒

輿ヘラレダ﹂ ソレガ紋等ノ

Fick前端告SS−N∽
同 上 S S．−∽∽御託
前掲菩SS．−∽∽参照︒
﹁椎等ハ報酬トシテ村■J

盆前費デアツタりFickSS．−−N

刹帝利族の裳葺芸軒−軍腎〜毎讃繁ら

㌘ゆ峻つてゐると‖心ふのは談りである︒

身の者が︑宮廷に於て︑如何に勢力があつたかを見た

てゐたと思ふのも誤である︒吾人は前に︑婆羅門族出

同様に︑利帝利族のみが︑支配階級︑特椎階級を成し

J朗き

﹁6︶

のみ應ちす︑ジャアタカを見れば︑吾人は︑婆羅門山
︵7︶

の大臣王をさへ後見するのである︒

なり得たし︑庶民も稀にはなる事

︵9︶

の或る氏族は︑政治的重要性を次第に

︵ 高い祀料地位︵利帝利階級︶に入つた︒更に英雄時代

一

郎ち︑ミチラとかサッチャゲイとか

︵10︶

−

よhソ

自族

の王図に次いで希臓と同じく貨族的共和園が起るに到
って

の支配者を有しない刺帝利族と云ふものも按々刑釆て

王族に生れながら︑軽々の職糞に従事した者もある事

第三階級即ち生産階級に投するに至つた黎は明である

但し此の階級にあつては︑それが婆羅門に於ける程急

五二

小 と

Buddhist lndia P．N︺￠

Fick．ss 甲

三︑刺青制帽級
第一に利帝利階級は必ずしも︑所謂利帝利放ではな
1︺

かつた︒利帝利の戎者は︑疑もなく︑征服か協約によ
って︑彼等の祀合的地位を維持したドラヴイダ族やコ
﹁2︶

、生 も
族 王

︵くratrya・〇uT
来た︒更に︑ジャアタカヤ︑マヌの法典等で︑吾人は

ラリア族の首長か貴族の後衛であつた︒リッチヤヴイ
族は︑マヌ法典に於て︑ゲラトルヤ

三

︵くasisthaGOtra
を︶
見る︒此の搾取階級も︑その一部が経済の逼迫から

CaSte︶として膿められてゐた︒その組先は︑‖種の王

︵3︶
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Pandhara1．

TesakuロaJ．亡−ひ

る

︵8︶

吠

激ではな・かつた︒何故なら東方の国々では利帝利族は

Sudraナリト云フ︒

て

ゐ

階

云

つ
て

物質精神の両方面で婆羅門を凌駕し︑政治上の賓稚を

India﹀P．∽のー

Chandragupta︑ハ

れ

一手に振り︑搾取した財貨は殆ど之を猫占する事を得

SS．∽︺

Buddhist
Fick

結婚ノ純正サガ保グレナカッタ事ハ云アマデモナイ

数

て・︵従来は婆羅門が分有した︶甚だ富強であつたから

と

彼等は矢張り︑種姓制度林立に努力した︒が先づ︑各

ら

介
族

へ阿合部下−悪女︶latakaカラ

源頭沙羅王ノ妻ハ床屋ノ娘デアックトハ︑椰阿合ノ

姓

二見二畢富ニソノ例ヲ引キ出シ符ル

吠

博ヘルトコロデアル

Life

Budd

る

々異なれる支配種族の政治的利害の争奪が︑彼等が組

し／ ） ＼＿ノ ）

く

C−ansin

て

織された一つの集囲に結合する事を妨げた︒その他婆

Of

﹁外部カラノ多クノ種族ハ刹

≦ew

見

羅門の場合に於ける諸種の原因の焉に︑彼等は遂に近
︵11︶︵12︶

ハ云7

Hindu

Law∵痍satriya

級

な

代的な意味でむ︑又梵書的の意味でも種姓を結成する
事が出来なかつたのである︒
︵1︶ Radhakrぎa

p．ご〇．

帝利トシテ見ナサレタ﹂

︵2︶ Buddhist Hndia．∽の

Charan

︵3︶ S．B．E．H舛く已N．P．会のー

hist︻ndia︑P．−A︑

︵4︶ Bima−a

へ

た

舎
丁

121110 9
か

︵6︶ SattubFuastu1．︳．山笠Pada丘laご︑1．亡．P

邪那

︵5︶ Fick前掲書

︵宵︸朋眉竹篭払琶いー隕．肋仰いh朋P㌘

なか

し
て

は

四、
吠
は
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合
る

二致してゐたが︑盈

うとも︑施興する義務と租税わ義務即ち︑特権階級を

る︒勿論以前は所謂吠合族は︑どんな職共に従事しや

畢なる被搾取勤努階級に凰してはゐなかつた事を認め

ると同時に︑他方面から︑吠合族ハ絶てが︑決して︑

に詳言した如く︑港典自身から︑知町得るところであ

り︑常時の印度には大企業もなく︑経済状態もそう進

取を事情の許す限り激烈忙すると云ふ性能を︒もとよ

利害を共にし︑彼等の保護の下に︑勤労階級からの搾

な資本と土地を擁し支配階級と緊密に結びつき︑之と

大地︑葦階級に似た地位と性能を有してゐた︒即ち廣大

彼等は茸に今日の資本主遽吐合下にある■大資本

︵4︶

抹香する養務を有する事に於て

展してはゐなかつたけれど︑彼等と支配階級との共通

﹁3︶

商業の襲達につれて︑彼等の問には︑支配階級に封し

利害に基づく親密な安協︑彼等同志の組合︑一般人民

︵6︶

ては︑勤労者であり︑一般人民に封しては︑特樵搾取

との問の︑富の驚くべき懸隔等を見ると︑彼等は正に

︹7︶

階級であるところの一階級を生じた︒ガハパティ︵Ga

組織したギルドの外に常時︑荷多くの小組合があり︒

即ち之である︒之は︑大
主炊から興起した搾取階級に逮ひなかつた︒彼等が
吠南合

文は地主を意味する︒利帝利族と同じく︑彼等も亦︑

なほ成立しつ1あつた︒だが此等の組合は決して種姓

hapa耳・hOu指hO−der︶

彼等の地位に関する白魚とアリアン族出であると云ふ

をつくつてはゐなかつた︒吾人はまた︑ジャアタカに

す︒かく見来れば︑吠合族及び吠舎階級に崩する個々

︵9︶

於て此等の商主や組合長の間に︑多くの婆誰門を見出

︵8︶

誇りで︑㌧般大衆から︑自らを匿別した様に思はれる
彼等は宮廷で︑地位と富の偏に重要な役目を演じ努︒
ガハ︒ハティなる概念は︑婆羅門の種姓制度に依れば︑

の菜園が︑種姓といふべきものを作らなかつた事が明

SS．−∽の

﹁吠合﹂なる語にょつて解せられる概念とは決して一

Fick

である︒
︵1︶

五五

致しない︒︵何故なれば此の吠合なる語は︑婆羅門剃帝

利族を除く他の一切のアリアン印度人を包含してゐる
四姓制度に関する一考察
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四姓制度に関する一考祭
Law

and

SOCiety

乳主宰‡引は︑二五を出でずして︑甘陀経とたる︒L∵ニ

肉︑ラック︑馳を安らば︑婆羅門は直々稚姓外となり︑牛

に噂ち︑子孫亦然り︒﹁三︑二︒法此三︑一六八︶

三︶吠陀を畢ばぎる再生族は︑生きながら︑甘陀羅の地位

吠陀を故へず揮十ばず架火を守らぎ昔は首陀羅に同じ︒︵一︑

タ法典に日く︑

族のみから成立してゐるものではなかつた︒ブシシユ

さて︑最後の首陀薙であるが︑之も亦︑非アリアン

五︑首陀羅階級

MaプasutasOma J．其他︒

Fick前掲菩SS．−遥．

O−denberg−Buddha SS一議

同 上 K．￠参照U

Fick−SS−澄 ︼宗

Gautama．H N料−︼N↓

Manu．Ⅰ告Gautama．〆怠

P．一↓
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五大

己が義務によつて存韓し待ざる吠合は︑首陀羅の生活法に

ょりて生活するを待︒︵十︑九入︶
とある︒．

共他法典中には︑之に類似した記述は甚だ多い︒之

等は︑婆羅門族に就いて述べた際︑吾人が巻げた理由

よりして︑此の第四階級には︑貴族階級のなれの兼や

商業に失敗した商人達が混じてゐたものと見てい1︒

首陀薙階級は︑その人種の焉でなく︑その職業の件質

にょつて決定される事は︑之文法典により明である︒

羅に命じたり︵マヌ法典︒一︑九一︶

主は︑此塑三種姓に従順に奉仕すべき唯一つの義務を首陀

婆羅門の名の第二の部分をして雲脚を意映する語たらし

め︑剰帝利は守護を︑吠合は勤螢を︑甘陀羅のそれは奉仕

を意味せしむべしパ同︑二︑三二︶

此等傑れたる三種昨に什ふる事は︑†陀羅に対する

生酒の手段として定めらる︒︵ブシシユタ法典︑二︑二
−︶

御舶

（ ′【ヽ （ ′ヽ ′■ヽ
′￣ヽ （

■

庭であつたらう︒彼等−マルクスの所謂﹁燕菜後備

降したとしても†それは殆ど︑義ぷ艦鹿現職稲側瞞機

首陀羅は奉壮階級であつた︒彼等の窄什とは︑いかな

軍﹂は︑一部は︑手工業者しLなつて︵千⊥菜〃或もの

即ち吠令臍級は︑大概に於て勤労階級たるに封し︑

る状態哀意味し︑如何なる性質五一有するものであつた

は︑特殊部落民の生業であつた︶ルンペンプロレタリ

之等の仕事に従事する事が︑最も︑再生族の利益になる掟

符︒︵マヌ法典︑十︑九九︶

はんとするに至らば︑手細工にょりて︑糊口の資をなすを

再生族に射する勤めを見出し得ず︑餞繊に迫ワ︑要子を失

首陀羅なる種強心前三者同様有本しなかつた事賓を明

の詳細は次節に於て諭する事にして︑吾人は︑蒙には

て︑その時代の拝所情勢により︑増減があつた︒之等

たが︑一方各階級︑各職糞の失敗者は︑彼等に加はつ

アートの境遇を舵し︑中には組合をつくるものがあつ

︵2︶

か︒

子︑首陀揮をして︑之等機械的仕草及び賓際的技術に従事

にした丈で満足しやうと思ふ︒

Gautama・Law・bOOk−聖︑

the

論

Buddha顔P︑−○−︑

Chanda−a︸Uaua−Raihakara
Of

六︑結

等 cf Dia︼O

以上吾人は︑多くの畢者が四姓制度の〃在の︑重要

︵2︶

︵1︶

せしめよ︒︵岡︑十︑首︶

首陀羅は器械的仕事によつて生活せよ︒︵ゴウクマ法典︑十
六十︶

之等に伐て見れば︑彼等は︑今口の所謂日印労働者
︵口傭︑人夫︶であり手工業者であつた︒特擢階級達

ひ入れ︑之に過激な労働を課して︑莫大な利益を奉げ

な典櫨と認める︑婆羅門法此ハを社命饅連の一般法則を

は必要のある際には︑彼等を極めて︑安償な食感で雇

不必要になれば︑即座に解雇したものに逮ひない︒ま

念現に置いて吟味し七結其は︑此等法典こそ︑四姓制

﹁1︶

五七

た法典にある様に︑雇入主は︑彼等の一生の生活を保
閏姓制度に関する一考察

J．7甜

へ︑俳陀時代に到つても︑なほ依然として披いてゐた

態の進展に併ひ各々の中に種々の欒化を生じたとは云

︵無産者を含む︶の四大骨に分れた此の状態は︑経済状

入つた頃になつて︑社食が恰王︵支配︶平民︑奴隷

浪性を有する牧畜状態から脱して︑蔑排の定位生活に

論に達した︒初め北印度に侵入したアリアン族が︑放

至つても︑存在しなかつた市婁な詮嘘であると云ふ結

慶が︑賓社食には︑有史以前は勿論下つて俳陀時代に

ほ支配階級と恰侶階級との間には確然たる霞別がなく

の末期に種姓制度が確立したと云ふ︒−

職巣の世襲も亦同校である︒殊に吾人は梵時代・−そ

此を支持すべき経済事情が生熟してゐなかつたから︒

が︑一つの政令力とはなり得なかつた︒何故ならば︑

れが寄生活に於て幾分か影響を輿へた事はあつたらう

性と唯心的傾向により観念的には甚だ強められて︑そ

一般の風潮であり︑それが印度人に於て︑彼等の保守

の交際挺避等を奉げる︒だが︑同族結婚は昔時の世界

五八

事は明である︒しかし︑初期の此の四大骨が所謂四姓

彼等同志職業と地位の轄易があつたと察せらる1事賓

四姉別度に関する一考察

で︑後期の四大骨は此の種姓制度から︑分裂襲達した

を見得るのである︒即ち︑ビシュマ時代に於ては︑婆

を牽見し得るのである︒しかして︑之は決して種姓で

諸国家の経済的襲展の戎段階に於て︑必す此の四大暦

で︑また原始的で︑掠奪結婚さへ行はれてゐた︒殆ど

度は名稀はあつたが︑内容はなく︑結婚怯も︑ルウズ

1︶
であり︑戦士であつた︒常時の祀合にあつては四姓制

に於て︑な

ものであつたらうか︒吾人は敢て印度のみならす︑古

はなかつた︒しかして︑印度の四大骨は一部聾者の云

所謂梵書末期に近い時の王と思はれる︑ジャナメェジ

羅門は主として︑王に数へ︑祭祀を司り︑又時に将軍

ふ如く種姓でありとすれば︑両者の問に何等か確然た

ャ王は︑婆羅門に追放され︑婆羅門はその手を立て1

代希晩に於て︑ロオマに於て︑填及に於て︑或は近世■

る相違がなければならない︒畢者達はその特徴として

王にしたといふ事はプラアナのブ7−︹の方め梓の．僻軋

︵2︶

日放結節︒職集り≠製︑同職葉冊の組合︑他の組各と

Jβ〝0

ヽ

︵

■

にょつて停へられてゐるとすれば︑昔時にもなほ︑世

るところである︒．たとへ俸詮にしち︑か1る詮が梵諾

知つてゐる人々に軋︑容易く領ける事である︒如ち梵

間が紳を生んだので︑和が人聞を生んだのでない事を

しめるには︑それに発行す卑鱒官軍惜邪教課黎ぽ㌧人

襲制度は酎釆てゐなかつたと見撤してもい1d

である事は︑即ち商業が可なり行はれる様になつてか

々崩れ︑分化し︑遂には職業が種姓に代った︒と云ふ

政令状態であり︑それが社食状態の推移につれて︑段

苔末期時代に︑．四姓制度を確立せしめたのは︑常時の

らの事であるのは云ふまでもない︒而してジャナメェ

のが木村博士の諒と見て︑間違ひがないであらう︒

同業家のギルドに至つては︑正にはるか後世の産物

ジャヤ王の数代後には既にジャナカ王朝がジャアタカ．

明にせられてないが︑博士の誼を迎へて考へれば︑梵

社食靡く行はれた時期如何と云ふに︑木村博士は之を

れるところである︒然らば︑閃姓制度が確立し︑之が

時成立したとの詮を有してゐられる木村博士も認めら

論者フィツク博士の言を保つ迄もなく︑四姓制度が一

種姓制度は社食に行はれなかつた事は︑四姓制度否定

しい舌代印度の事であるから︑之は一個の想傑に過ぎ

のは云ふまでもない︒勿論︑その方面の文厳に甚だ乏

するに役立つところの此の制度を瓦解させる力のない

る再生族に共通してゐた︶が括へた彼等の特株を固守

人︵四姓制度を望むものは濁り婆羅門丈でなくあらゆ

がなかつた︒農業生産の綬漫な進歩は︑保守的な印度

小期頃のそれとは︑吾人の見るところでは多くの攣動

然しながら︑梵書末期の控済状態とウパー一シャツド

書末期から︑ウ︒ハニシャツド時代前期にかけて︑と見

ぬかも知れぬ︒しかし経済史は︑吾人に原始生産状態

や梵書に硯はれて釆て︑その時代及びそれ以後には︑

てい1︒四姓制度が︵仮にありとして︶一つの経済組

からより高い生産状態への推移は︑いかなる土地︑いか

︵4︶

粒から生するものであつて︑観念から生するものでな

なる人民の問に於ても︑ほゞ同一の社命現象を伴ふ事

五九

く︑仮に観念から生するとしても︑か1る観念を生ぜ
四姓制度に関する一考察

J．？β！

期の涙態しか倖へてゐないとしても︑吾人は︑一方に

済状態に関して︑ほんの漸片的智識即ち︑或時期或時

を教へてくれる︒今日姥つてゐる文献が苗代印度の経

奴隷の使用︑．人口の大多数を占める農民階級家門に封

てゐるだらう︒

諮閉豪のそれと殆ど達ひのなかつた事をぜぅして示し

てゐる記録が︑彼等のつくつた古代吐合と陳洲苗代の

六〇

経済牽展の一般法則を有してゐるが故に︑それにその

する誇り︒⁝⁝

四姓制正に関する一考察

各時期を雷てはめる事により︑時期と時期との問の峯

を崩壊せしめたのは如何たる特殊の経済紙態であつた

紙態の或段階が四姓制度を確立せしめたとしても︑之

に原則的に︑文枝漫に進んだ事は首然である仮に経済

ンダスの流域だつた︒彼等の経済状態は︑最も︑順調

た︒彼等の舶民した磯は︑豊穣極まりなきガンガ︑イ

てから何千年間外力の影響を受け・る事は殆どなかつ

の様に︒殊に印度に於ては︑アリアン族が土地を閃い

問題の様に．又は項数と初項と末項が解ってゐるそれ

項が解ってゐて︑公差︵或は公比︶が解ってゐる級数

する︒バネエルジエア氏は︑矢張り︑上古は階級は︑生

その鮎に就いて︑明瞭な答を見目し得ないのを遺憾と

んであつたらうか︒有人は﹁印度析＝撃宗教史﹂小に︑

此の特種た制度を生んだ︑特殊な祀含状態は果して何

制度成立の原因を見出さんとせらるゝのであらうか︒

壊したものではない︶の推移に於て︑どの階級にその

姓制度は決して商業が特に盛になつた東園に入つて肋

化が起らなかつた革一順調な古代印度の経済状態︵四

︳

が四姓制度を結成し︑後更にその制度が︑職業別にな

木村博士は原始時代は階級は職業にょつて分れそれ

ちぅ︒商工業の殆ど起らない時代にどうして組合が生

れよりも職業によつて分たれ︑吠陀時代−箪粁て︑婆辣

口をある程度まで察し得るのである︒†度︑初項と末

じたらう︒特殊な潔癖性た有する彼等の同医結婚わ慣

門時代に到つて吏把菜食艦組擬され∵妃先細︑七︑八

つた事を認めて居られる︒然らば︑途中何等突蔑的攣

習はどうしてあまりにもしば′rl破れたらう今口竣つ

JJβg

Lハ5︶ ≠紀頃．共は殆ど全く完成ざれた︒と云ひメガスタ永

スり断片から諸種ハ引川をたして詐推−こして挙げてゐ

階級が破専払職級箋飢渇轄持ちつ務ぺ聖小崎ざ多 研
くハゾレンた含んだ條文をザイン山もわとして見てゐ

るがメガステネスの記録がいかに多くの誤謬を含ん
るで
事︑換言すれば︑此の主観によつて作られた原典に

居るかは︑常時の祀倉には奴隷がなかつた︒といひ
対或
して客観的態度を失つてゐる事之である︒吾人ば決

は彿徒をまるで鯉祓してゐる事でも知られる︒凡そ
し外
て︑マヌその他の法血ハは︑人′口の六法全書の如き純

国人の︑戎土地に閲する印象記程︑首てにならぬも
粋の
な法律書であつたと誤認してはならぬ︒之は聖徳太

はない︒それがいかに︑滑稽極まる到底信を置く能
子は
の憲法十七保と等しく︑規範と茸際法律の混合で︑

ぎる誤謬を犯してゐるかは︑マルコポオロの﹁口本
前印
者に於ては∴一小数家なる婆羅門の下になつた丈に︑

象記﹂がよく示してゐる︒従つて氏がメガステネス
規の
範の部分が甚だ多く︑従つてその違犯に封する前の

陳述を艮て唯一の典接としてゐるのは︑外に文献が
規な
定が深晰を極める事は︑聖書に誌された律法と全く

ければ兎も角︑一方に於て︑彿時代の祀禽状態を侍
同へ
じである︒民法等の純粋な法文でさへ︑之のみでそ

てゐるジャアタカの様なものがありそれが常時の四
の姓
法が行はれた常時の杜合状態を形づくらんとす巧な

制度に対する幾多の反符を拳げてゐる以上︑決して
ら正
ば︑賓に多くの誤謬を伴ふといふのに︑況んや︑規

常な態度とは云はれないものではあるまいか︒前七範︑
を以て︑常時の祀昏制度の鰻硯或は反映しL見倣す事

︵

八≠紀頃を四姓制度の確立と見たのは︑恐らくマヌ
は法
︑大なる錯譲と云はねばならぬ︒吾人は前に法典中
6︶

此ハの内容を悉しく茸施された法律であるとして取に扱
規つ
範と思はる1部分と︑賓際的規定︵例へば﹁困窮

た焉如上の誼が出て釆たのであらうが︑此れには重の大
場合﹂など︶のそれとの成立を前後的に見て論を進

六一

な誤謬があるのではないかと吾人は思ふ︒即ち婆薙め門
たが︑之は一方．此の両者を同時代的なものとし︑
門姓制度に関する一考察

れば矢張り︑民放の方に多くの樺威を認める方が最も

前者甘規範とし．後者を民法と見る事も出来る︒さす

すれば︑後年の婆薙門の他職糞従事は︑婆羅門の退化

マヌの法典所載を構成あるものとする氏の立場から

ガステネスは云ふ︒⁝⁚・

六ニ

穏雷ではあるまいか︒繰り返して云ふ様だが︑規定が

四姓制度の崩壊と見るのが至常ではないか︒氏の此の

四姓制度に関する一考察

あつたと云つて︑必ずしもそれが行はれるものではな

言葉 には明に﹁種姓﹂と﹁階級﹂の概念の交錯が認め

之等は︵種別に関するアカデミカルの論談︶伶侶的畢偶の

明晰た論断がある︒

る︒しかし此れに封しては︑フィツク博士の葺に卓抜

を以て︑四姓制度が嘗ては存在した許嫁と見倣してゐ

及が甚だ多いのは何故かと云ふ事である︒或聾者は之

らす︑四阿含や︑ジャアタカには︑此の事に閲する論

が束方諸国︵東漸時代︶に認められてゐなかつたに拘

さて愛で最後に一應考へねばならぬのは︑四姓制度

られる︒

い︒
吾人が中堅等に入る時取られる宣誓聾のいかに茎文
的形式的であり︑それが中等畢佼が初めて出来た常時
から今僻依然として行はれてゐるかを思へ︒校風が振
興し惰摩するには︑決し∪校規の有無が重要な役目を
潰するものではない︒されば︑洪典の候文によつて四
姓制度の行はれた一時代を特に恨定する如きは︵それ

が︑そう侶足してい1︑必然的経済事情友明にするに
非れば︶あまりに︑イージイな措置と云はぬばならぬ

氏は云ふ︒

種姓制度の確立と共に婆繹門は︑その地位と智識的向上の 反映に過ぎない︒そして吾人に︑婆羅門の理論は伶侶によ

あかげで︑次第に社食に於て他の階級を凌駕した︒彼等は く知られてゐた計りでなく︑彼等の意識に強く入り込んで

であp︑輌京の甘臣であった︒︵法律︑行政いづれにも︶メ

︵7︶

給ば′‡生前に池点心⁚詔世闊違わ撫肝犠施勤肥り巧㌍協

貸際柾曾の本木の守誰希として見られた︒彼塔は圭の執事 ゎた輩を流し︑たとへ︑あらゆる可能性に於て︑我等の理

那掴

．

れてぁたにしろ︑彼等は決して︑その悪破からのがれる夢

する彼等の考へ方は︑．刹帝刺族を職ぼせた虹藩ひ憩い

彿時代から叶なり後世までつゞいた王彿の隆盛は仰徒

︵8︶

が出離なかつJ工串空宜してぉろ︒彿従い川でさへも︑武‖人

並びに利帝利族の此の仁念を強めた︒意識又は無意識

盛に封する迎合の文節が次第に附加された革も恐らく

的に︑まだ文字にならなかつた経典には∵王族の張

吾人は︑前に名門尊重︑純粋好敬の気持が︑殆ど本

は有り得たらう︒比較的新しく出来たと見倣される増
服地

︵13︶

能に近い事︑唯心的な印度人に於て︑之が特に強烈な

︵12︶

一．阿今の大牛は︑開王に閲する講で中でも波斯債王最

も多く︑阿閣世王頻毘沙羅王などもなか︿多い︒

又原典を通質すれば︑﹁本木婆羅門よりは︑長者︵此

の中には多くの≠問婆誰門を含んでゐる︒︶の方に多大

商人階級が勃興隆昌しつ1あり︑之が彿教を物質的に

の好意を寄せてゐる事が解るが之も︑束園地方に於て

する強い傾向が︑彼等が階級柁氏︵CASTE︶の一般的

った

−

−

法と主椎との一致の思想

六三

−

曾ては

此の思想が硯はれるに至つたのは偶然ではな

梵が宗教わ最高理想であつたのに東園に於ては王にな

縛輸王の思想

いた︒と云ふ様な経は︑後世の筑入であると見たい︶

︵此の様喜昧吾人は︑利帝利最勝を俳陀が説

支持するには輿つて力があつたがためであらう︒

れ︑彼等が印度人であるおかげで︑何事も机純化しょうと

も︑吾人は驚いてはならぬ︒婆維門の法則に非常に影軍さ

とも︑彼等が彿典の著者により種姓として見られたとして

︒ハアリ原典の剰帝利が︑種姓らしい特徴を備へて見えやう

事を述べて置いた︒

のを見出す︒

︵9︶

は置別の概念釦ち名門の尊重の概念が決して沿えてゐない

︵

地位と職業とを差別した結果と相供って︑彼等は婆羅門に
於けると同じ種姓を刹和利の内にも見出した︒よつて︑パ
アワ教典の到るところに︑孫帝利が︑婆羅門吠合首陀一と
共に稚姓として語られ︑樺姓の中の第一として何度も述べ

10︶
られてゐるものである︒

此は茸に卓見と云はぬばならぬ︒而して︑種姓に封
四姉別反に関する一考察

仁郎

四娩制度に掬する一考察
い︒ラダクリシュナ氏は印度に於ては常に有徳の婆薙
︵15︶

門が最高理想で︑刺帝利がさうではない．︒と云ひ人間
︵16︺

六四

らくその思想の完成は︑マガダ園の統一後であつたら
う︶

のいづれの時代にも︑所謂種姓制度が決して茸在して

以上吾人は有史以前からの印度社命を通観して︑そ

ってゐられるが︑之は氏の紹野の狭さ︵仲人主義的立

ゐなかつた事を認める︒︵これはいふまでもなく︑麦で

の地位は︑経済紙感知何で定まるものではない︒と云

場︶から釆た礪断である事は︑最も唯心的な宗教．でさ

へ︑此の如き必然的推移をなす事によつて許明される︒ 間題にしてゐるのは︑個々の有壁‡々でなく一つの社

る苗代社食にも共通な構造を見た︒即ち伶侶階級支配

食力としての存在如何である︒︶＃人は︑そこにいかな

世界に於ける償値判断をそのま1持ち糾して釆てはな

者階級庶民階級︑第四階級

吾人は貴社倉の親祭にあたつて︑仰人主義的観念の

らない︒ともかく彿時代に於て種姓制度確立に封する

も決して︑同族の者ばかりでは組織されてゐなかつ

た故に︑轄輪王の思想は刺帝利族の此の願望と常時最

から脅される事を防ぐには︑最も有利な防壁と思はれ

此の種姓制度は︑彼等が一且得た地位を保守し︑他

羅門と剃帝利︒次は利帝利︒それから利帝利と吠合が

に加はる要素は時代によつて異つてはゐた︒最初は婆

別すれば︑搾取階級と被搾取階級の二種になる︒それ

である︒と云つてゐるのは正しい︒此の四階級骨は大

而して各階級のいづれ

欲筆は︑剃帝利階級にも商人階級にも廉く熱烈に行き

た︒バアネット博士が︑此の四霞分︵婆薙門︑剃帝利

も富強であつたマガダ帝国に於ける全印度統一の願望

特槽階級を構成した︒﹁梵分﹂を有する婆羅門櫓も此の

−

わたつてゐた︒︵之が彿教の川現によつて少しも綬和さ

等のは⁝⁝︶決して種族的それではなく︑吐合的区分

とわ結合に外ならす︑それに彿徒が自敢擁護わ馬に︑

ー鼻で赴つた︒級郭取牌級やゃネホ滑中庭観﹁乳腺鴨紅

︵17︶

れなかつた謳はフィツタ博士が説いてゐる︶

沸教の道徳的宗教的色彩を浪合ん匪薄め矩限P距用︵恐

湘鋸

十日の意味でのブロレタリアートを見川す︒印庇に於
て後代碓立した種姓制度砥︑第一に此の被搾取階級わ
掛から生じたものであつた︒後代の種姓制度は断じて

and

−
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それに封する願望から生じたものではなく︑経済事情
から生じたのであつた︒吾人はそれを説明する事がや
がて︑古代に於て︑その制度がなかつた事を示すに最
も役立つ事を信する︒俳陀時代の統合経済の研究は︑

Life
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六六

少

初期喩伽唯誠に於ける行戟の一型健

の

憲

で
あ

後

重
要
課

初期喩伽唯識に於けろ布観の一型髄

l︑はしがき

こ

彿教に於いて︑行道︵pratipattim腎ga︶の問題が

常に淫楽彿果の問題と共に︑その重要課題として贋く
教畢の中心をなせるこトは︑正しく俳数台面の目的が

の

於

叉そ繹

を

一

郵凌にあるかを明瞭に指示せるものと云つてよい︒而
して︑この行の問題が彿数々畢史上︑最も強調されて

︵madFy抑nta・

釆たのは︑所謂︑漢政柄俸に侍る摘勒菩薩に蹄せちる
1初期稔伽唯識の教学である︒
今︑この稀に述べんとする皆申達論

5．bb脚ga 中速分別論︶も亦︑その禰勒菩薩五部論の
︵1︺

細田

一として渾祓両諸に存し︑初期強伽唯識教．単に於ける
艶匪輪嘗徒壊れ′忙りゐる用が∵昏絆博士の云はる1暫へ

の

題

の

藤

如

く

へらるべきではなからうか︒
硯軌丼描∵∴蛇上要義・大乗紆肝厳・中速分別・法々
性分別︒

︵1︺

字井博士苛﹁印度大猟沸教中心鳳想史﹂−．八大耳†

︵2︺那雌甜餌沸教簑︑丘去墓照︒

︑無上彙晶の中心開港

無上薬品は︑中速分別諭がその諭慣として安立せる

この中︑硯親許巌論は大品般若の要義であり︑最上
要義論は勝貿経系の諸控の綱要であり︑大乗紆荘厳論

七義中︑揖終第七韮として説かれてゐるが︑そこに詮

れる︒中速分別諭は︑前にも云へる如く︑これら諸諭

の密意を顆彰せんとする大乗阿見達磨の眞面目が窺は

patti︶修許︵saヨud抑讐ma︶

無上の境行兼︑即ち︑所縁︵巴ambana︶正行︵pratiJ

晶に於いて請来共通なる境行基を舞ぜるに封し︑大乗

︵1︶

は華厳粧をその主立場とするものであると云はれてゐ

に顧はされた深密養の︑より組識的な解明に努力せる

る︒されば︑この無上薬品は︑大乗の理趣なる菩薩不

∴第二︑及び無上薬品初め等に見らる1如く︑前三

棟であり︑津々性分別論は申達分別諭の初品と類似の

共の波羅蜜完成を中心とせるものにして︑境は其虚に

︵3︺

教詮なることが知られる︒故に︑中速分別論は初期喩

於いて行の行ぜらる1場所であり︑行は正しく遣であ

六七

置かれて行境典と次第開演されてゐる︒これに就いて

の三強上が明されてゐ

伽唯識教畢の概論︑絶説の観あるものである︒故にか

り︑果はその行の結茸である︒故にこの境行果は次第

︑2︶

1る位置にある本論︑．塵に︑その■﹁建立大乗茸﹂とも

の如く境に於いて行ぜられ︑やがて無上の果を粗るの

初期喩伽唯識に於ける行淑ム一型膿

︹4︺

云はるべき無上薬品に於ける小心問題を探り︑いさ1

託

である︒然るにこの無上薬品は境なる所縁の先に行が

︵2︺

かる1ものは︑安慧樺に見ゆる七義解搾の四説中︑第

JJ（柑

か初期稔伽唯識教導の本義の一端を述べようと思ふ︒

論にも幾多の内容的類似鮎が見え︑そこに︑俳陀数説

る︒かく一面︑個々の㌍此ハの解搾と思はれるこれら諸

●

初期玲伽唯誠に於ける行戟の一理鰹

六八

羅蜜多行﹂と云ふ︒而も無上薬品がこの波薙蜜多行を

かんとしたのである︒故に世親も﹁正行無上者謂十波

無上の韮E行は︑大乗菩薩の眞偶なるかり波羅蛮行を誰

示さん焉である︒﹂

正行得諸地故請書薩於大乗珪石十種正行﹂とて十種名

地差別として説かる1節二わ得の世親搾に﹁由行者以

かれてゐる︒即ち︑茄踵療論わ任品では菩薩の閃種得

れてゐる︒この法行は諸論の虚々に紺地の行として詮

必すその助伴として十種法行の相應あることが求めら

彿詮は善解せられて波線蜜の柑上となりそこに善根の
7︶
園浦を得るに至るのである︒又︑この作意行については

郎於ち閉息修︵
の三悪を所依とする如理作意によつてこそ
安慧は 行の無上︵pratipatty抑nuttaryam︶講に
5︶
いて︑﹁行は所縁を先とする故に所縁が先に説かるべ
︳ヽヽヽヽヽヽ

きだが行が先に説かれてゐる︒それは菩薩行の眞慣を

説くことにその殆ど全部を賛してゐることは︑明らか

を列馨し︑次に﹁此十jE行能生無量功徳楽此行絹地故

と云つてゐる︒されば︑こゝなる

に彿教本釆の目的なる行の問題にその究明の焦鮎を置

名行得﹂と云つて﹁信得﹂と共に入地への正行とされ

ヽヽヽヽヽヽヽ

かんとせる所以が知らる1であらう︒されば︑所謂無

てゐる︒されば作意正行とはか1る壮行を具する三慧

﹁8︶

上薬品の中心問題と云ふも亦この波羅蜜多わ開宣の正

の行であるが︑その中︑修慧こそは大衆賞践行の智慧な

︵6︶

行無上を云ふのでたければならない︒その正行無上に

れば次に随淡正行︵anudharヨapra叶ipatti︶として無

を拳げて廉く波羅蛮行の勝る1所以を説上粟口⁝の重要課題となつてゐる︒修慧が随法正行とさ

︹9︶

は︑六種の正行が説かれてゐて︑初めに十二の最防︑

︵param巴

理作意は聞思修の三ぶによることを説き︑その功徳と

は︑そわ波薙蜜に閲して説かれた十二部軽に封する如

寂眼軌故挽Lとあつて師恩に袖つ乍喪服汝租＝い軋れ批搬牝

論述式晶第．偶Tい世親膵に﹁両脚故薫両県故党出直敢

らである︒蜘ち修慧が止観であると云ふことは荘辟痙

︵用︶

き︑次の作意正行︵ヨanaSk腎apratipatti︶に
いる
て所以は共に審摩他︑枇鉢合邦を意味してゐるか
れ於う

して長葬華株と情人粧韮と究意賛発とを輿げてゐる︒

J．フ7〃

なることは︑こ1の梵文にょつて知られ縛る︑即ち﹁修
ヽヽ
なる止によつて寂し︑︵修なる︶観によつて通す﹂と︒

卸りて寂通を得ることを説いてゐるがこ秒止観が修慧

拾遺の中道であり︑定悪貨行の如葦観である︒この離

止七翫との増上過程が諸法垂︑貧亦茎と云はるゝl一連

於いてのみ唯識党許わ申強が光成するのである︒この

も秒は必ず止と粗とを淵としでおれ︑む．秒符跡穣成嘩・げ

それが止観であると云ひ得る論紆となる文は逃求口⁝の
12︶
﹁誰求作意﹂下の十八種作意巾の第十二自惟作意に封

慧はその離二逝正行の繹に於いて﹁賓積と名づけらる

次に離二遮正行が誰かれて来る︒このことに就いて安

〟11︶︑

叉︑修吾が作意の内容であると云ふことから考へて︑

する世親絆の﹁自性作意者此有二桂一賓摩仙二眈鉢合

ヽヽヽヽヽヽヽ
1法門によつて正しき行の自性を説明する焉に巾・道が

へ 二起と一ムふ行こそ随法正行の醍なる止観の行なる故に

邦此二足追白性故﹂なる文である︒次に︑随法宜行か

かべられてゐる﹂と云つてゐる︒この﹁︼正しき行の自

︵14︺

性a﹂
と無願倒樽攣︵aくipary訝
pと
aは
一 正に臨港正行の閻︑止親に外ならたい︒され

︹15︶

止観であると云ふことは北ハの経とせらる1無散乳棒攣
︵13

︵a5．k笠aparinat抑︶

四には﹁言於地地中研修十波羅変通布二照一不散乱電

諦諾棒大乗論繹の繹入因果修差別勝相節五の修相童第

地にして共虞に於ける波羅蜜修習に差別すると無差別

止観を照とする十波薙蜜中道行の得ぜらる1場所が十

随法正行の鰹の謝明の如きものであると云へる︒この

ri冨し警とを安慧は止と観であるとしており︑ば又
︑の虞
︑こ
離二遼正行に説かる1十五種の巾道も畢蒐︑

照二木朗倒焉憫不散乱厳寒摩他不顔倒巌眈鉢合邦︒﹂

なるとに依つて茸別無＃別の行が施設されてくるので

六九

安芸もその無上乗わ粗衣の繹に於いて︑この六種行を

以上︑私は六種の正行の関係を見てきたのであるが

ある︒

と云ふ適切明瞭な文を見ることである︒
この止鶴は茸に稔伽唯識教撃に於ける行の本質とし
てその数学の全幅をパめてゐるっ前引の棒大乗諭繹の

文にも見ゆる如く︑凡そ菩銀行として波羅蜜の義ある
初期檎伽唯誠に於ける行就の一型鰹

Jβ

︵16︺

初期喩伽唯誠に於ける行槻の一型鯉
﹁何が︑何によつて︑如何にして︑何がために︑何庭
に於いて﹂と云ふ闊聯に於いて見てゐる︒
かくの如き六種の正行が無上薬品の正行無上として

示されてゐるが︑これより見ても如何に初期稔伽唯識
教畢がそれに先行する龍樹般若波羅空室観わ数轟と密
接た関係を持つてゐるかが頚はれるであらう︒

︵8︶
︵9︶

madhy叩ntaくibh叫ga芯k阿 山口益先生校訂本入京︒

七〇

四種︒﹂と云ひ︑又︑﹁以此諸作意

修習於諸度

羊板碑聞浦上︵暑四︑二十八丁左︶とあ

普

るによつても作意行が波羅蜜完成の閑たることが知

醗一切時

大乗荘厳総論第十三︑薯四︑六十八丁左︒

られる︒

前託の茄腰紐諭行住品の世親稗は恐らく︑世親が中

のならん︒何となれば︑荘厳経論は是を説く前に十

速分別諭の十純正行の螢にょって行待を理解したも

乗諭七十五克︶に同じく程地の四種粕を説く第二行

構大乗諭も亦その彼修差別分︵漢語由本封照溝大

皮十他の誼があり︑中速分別諭も亦十二最勝行即ち
政経蜜行地が誼かれてゐる放である︒

繹に地と相應する十椎正行なる句が見える︒解深蜜

ibid．1九九冥︒

こゝに前三品と云へるは漢語の節四︑五︑六品を指

の

﹁限﹂

五十四質︒

は由の誤か︒

大乗荘厳総論第凹︑者四︑二十一丁右

﹁限釈放通﹂

︵10︶

閉息修軒成の妙智を以って精進修行する︒﹂ことが説
かれてゐる︒

lくしpratipak笥bh誓aロ首aricchedaすに祁常する︒ 経第凹︑︵黄八︑六十丁右︶にも﹁十秤法行に於いて

せるので︑山口先生校訂複本では︑

ity

5．pa晋anay脚pratiくedhat且ニ

ス︑構大東論の最初の阿㍑連勝大東組圭繹するに︑

十二丁先︒

慨用してぁる︒その中∵玄棄静偲脱熱が親有井厳僻

世親は︑荘厳鰍筋逃食品の最初の五偶の白樺を悉く

味九

七丁怒︶尤﹁所謂僻窓満足儲披羅儀︑此作脛有田十

︵6︶ 増車遠藤偉下

rat押sa卦dar巾aロ腎tbam一

p旨くam ukt抑一bOdhisatt忌日脚lぎ pratipattis脚・bh研くaロay抑恥amathena恥amanataす一

巴ambanap≒．くanirde芯yukt野レpratip︵
a1
t1
t︶
iすmah首相nas誉r巴a診k叫ra

巴ambanap≒15．k脚pratipattir

︵5し＝ヨadhy佃nta5．bh叫ga昔k脚 二〇一貫︒

も行境果と次第してゐる︒

︵4︶ 中速分別諭では請来共通の野付果を説ける前三晶で

′、・t

︵7︶ 荘厳経論逃水品の︐正米長峯溝板﹂下︵柴四︑二十

Jβ7g

）
）
）

論焚本と仝同であり笈多誇之に次ぐが︑この玄焚笈
多軸詳にこの焚本のbhぎanay脚を評出してゐる︒
︵12︶ 大乗荘厳経論帝四︑暑四︑二十l一丁右

世親も﹁大正行線義﹂解樺に於いて無乱︑無例の轍

︵13︶ madhy州ntaゴ．bh叫ga竃㌫．ニー四貢︒

十五丁左︶

努を止と敢とに配してゐる︒︵耕中速論客下︑衆九︑

︵15︶ madhy佃ntaご．bFWga笛k帥． 二三三文︒

︵14︶ 屋滴誇♯大乗諭稗第十︑往八︑七十一丁左︒

譲りなき観察︑即ち如凍剋む輿へ︼1登れ畦よづて迷環

を出離せしめんとする一拍観の型をなしてゐるもので

ある︒故に今︑此等十種の内容を理解してこの十無倒

文

無

倒

観が如何に重要な菩提行であるかを尋ぬて見ること1

︵1︶

十種無倒中︑最初に

Samyakp・

する︒

y帥Ratnak点l an叫ヨadharmapary葦e卓a

︵2︶

ある︒

と云はれてゐる︒文︵くya巴ana︶

身文身とある文身をさすのである︒こ．の文身は名句身

ふ意で法敵を拳ぐる諸論の心不相應行法の下に名身句

とは表明襲表と云

に︑有義と無益とがある︒此が文に於ける無倒で

相應の故に串習の故に叉不相應の故に不息習の故

ratipatte甘sくabh叩くapratip州dan腎tha−i︼madhya・

m脚pratipad upadi思卿l
︵16︶ ibid． ニ七一−二七l一貫︒

三︑十無例の概観
先に私は無上薬品の中心問題が正行無上であり︑そ
の正行に六軽あつて何れも波羅蜜の内景にして波羅蜜

に文とは唯畢なる種々の青草で︑そこに何の養もない︒

てゐる︒即
ハ1ち
︶ a︑豆︑i︑＼等の諸文字である︒故

︵諸港の自性差別の恨立檜語︶の所依なる諸字とされ

最も重要︑且つ興味多きものは止観を腰とする随港正

完成の行なることを述ヾたが︑それらの六種正行巾︑

行︑就中︑観の修習を膿とする無期倒桔攣であらう︒

之に反し︑名句︵言説︶とは必ず何等かの意義が含ま

七一

この無敵倒樽欒は次第相聯閲せる十種の事項に封する
初期喩伽唯誠に於ける行淑の一型健

J8柑

初期喩伽唯誠に於ける行執の一塑漁
れてゐる︒即ち何か或る封象を持つてゐる︒

七こ

ある︒文言通りの養はたゞ文の相應串習による分別朗

然らば︑無養なる文は如何にして有毒なる名句とな 生のものである︒この分別の拾離こそ無倒観の目的な

り得るのであらうか︒それが偶に﹁相麒の故に串習の れば︑こ1に言説の研依なる文の無自性を観じて言説
︵3︶

故に︒﹂ と云はれてゐるのである︒この和船と云ふこ
が分別性なる所以を知らしめんとしたかく十無倒釈の

とを安慧は青聾の相連綬することであると云ひ︑而も 初めに於いて︑言語に著することの不可なるを説くこ

︵2︶

義

無

倒

諸文には相應と云ふことはないと述べ︑この矛盾の疑 とによつて以下の無倒釈をより正しく理解せしめる︒
を除くために世親が﹁無間断なる琴育によりて﹂と云
ふを引き︑それに由り串初に師係せしめんとした︒即

ち相臆串習とは何かに封して︑此の物の名は此だと無 文錬倒では諸文の有義無毒に就いての正観であつた

間断に数々訓練することでそこに詐文に養が生じ名句 が︑
然らばその文の相應串習による言説のとる﹁養﹂

となるのである︒若し文に相應串習がなければ無益な とは如何なろものであらうか︒是を説くのが此の義に

二として顧現せるものあるが︑その如く賓にはあ

る晋に過ぬ︒と︑かく観るのが文無倒の大要である︒封する無倒である︒
tかし︑こゝに一往考ふべきは︑何故に文の有義無義

るのでない︒かく有無の二性離れてゐる︒此が義

︵5︶

と云ふことの親祭が菩薩行たる十無倒の初に置かれて

に於ける無倒である︒

︵4︺

ゐるかと云ふことである︒これに答へるものは安慧の

Lし．ぷふ文である︒こ1に﹁饗

には必す言説によらねばならぬ︒言祝む表現的限定に

﹁かゝる無倒によりて菩薩は聾の養と離れたる一切法 凡そ︑事物︵＜aStu︶ が事物としr一分肌蒐卸される
た了解するのである︒﹂

即位す洛断絶露担が露匿
の誰と離れたる﹂とは文貫通りではないと云ふこせで

押7J

所取︵gr抑hya︶として願現してゐると云はれる︒併し

性︵arJatくa︶に於いてあるのであを︒故に義は常に

とする乳識の建具に外ならぬからすべて分別虚妄に過

る︒然し︑このコとuでぬ錦硯嘩音読等．四頚部梗華

かく二として嶽硯するのであらうか︒それは安慧も云

は所取能取として掛現してゐるのである︒然らば何が

取相として願現するのである︒故に﹁養﹂はその形相

て︑その識より無行相なる桝取相として非眞硯なる能

長し︑又我等と分別することの識への薫習が増長し

︵7︺

ふ如く無始来の戯諭案習を困とする依他起自性に外な

に於いて︑所収能取の二として斯現する乱識はある

︵12︶

らない︒而してこの依他起自性の薪硯相こそ正に此庭

が︑それ自照自性として二相あるのではない︒かく理

言作意無倒

︵13︶

に菩解せられんとする﹁養﹂なるものである︒今この

解することにより諸法︵義︶に封する有無︑樹霜損減

︵8︶

闊硯相を食も詳述せる棟大衆論を見ると︑依他起他の
︵9︶

︵3︶

竺一過を拾離して︑その宜E観に任するを得るのである︒

桝取は必ず能取︵gr詳aka︶が預想されてゐるから養 ぎない︒即ち外項等と分別することの識への粟野が増

〃7β

相は阿頼耶識を種子とする虚妄分別研抽の諸恋︵く蒜・
apti︵十一識︶てあると示されており︑その畢締詳細

論繹にはこの略説として四種識を奉げ︑そこに二外の

かくの如く乳識の顕現州︵諸法︑義︶の正脱が示め

に れ

︵tr抑id㌫t亡ka︶十八界を擁してゐる︒これは小・遼分

が 何 た

されたが︑今は更に進んでその乱識鞍硯の因が理解さ

の

二として

些言作意にし

璧】5ニ
さ、 の
意じな

︵10︶ 別諭相品第一の第三偶と同じで︑即ち外項︑有帖︑我

あ′「せ

れんとする︒

。

の顕現に

かの言葉によりて

依 薫
で 習

了別はすべて︑それ等に似る識︵≦．j印抑na︶

外ならぬ︒と云ふのである︒この中︑外境︑有情は桝

て︑かの一

ぷ

ける無倒

於 ば

取相としての好硯であり︑我︑了別は能取相としての

裡櫨

期硯なれば﹁二として頼現せるもの﹂と云つたのであ
初期喩伽唯誠に於ける行敏の

所

初期喩伽唯誠に於ける行徴の一型膿
である︒

として三種薫習差別を詮ける中︑第一の名言重商差別

識は言葉を媒介として韓攣する︒而してこの言草は とは正しく言に管するものと考へられる︒かく

と云つて言葉の

に於いて三乗習種子を困とする十一識が奉げられてゐ

必ず所収能取分別の上に成立する分別性のものなれば 前操して更に棟諭所知相分を見ると︑依他起相の叙述
︵16︺

世親は言葉の想︵abhi−晋asa旦ロl抑︶

分別作用と云ふ意味を補足してゐる︒この言葉による るその始め九識が阿輯耶識の第一特徴なる名言︵言説︶

十八界を擁してゐる︒故にこの

︵22︶

名言稟習が阿頼耶識の最も重要な内容をなせるものゝ

界︶の︵tr抑idh誉uka︶
︵17

め五識が眞諦繹群論に見ゆる四種識の内容となつて三

︵21︶

二相分別即ち二取の寮習々束が言作意と云はれるので 稟習の種子を因とするものとされて居少︑更にその始

空から言作意とは掌撃のもので警︒安慧は
此のことを﹁言葉と云はれる所取能取の分別の種子を

能く持する故﹂と云つてゐう従つて其は次第増上し

て未来の二相として顕現するのであり︑それ故に叉︑如くである︒このことを箇明瞭ならしめるものは中速

言語分別の生起となり︑習束の長養となつて無間に特 分別諭相品第三侶︵甲種識む説く︒︶に封する安慧の証

隷を種子とする虚妄分別の顕現相なれば異相即ち︑果

なることが知られる︒．此は棟大乗諭によれば阿頼耶本

欒するのである︒これが所謂︑種生硯︑硯重謹の行相 繹である︒それによると︑この四種紛は三種の識稗欒

︵

であつて阿綴耶と名づけらる1識の行相である︒故に
安慧は︑この言作意む﹁阿校耶識の特徴性を自慣とす

︵23︶

18︶
る﹂と云ったのである︒今︑私はこの阿頼耶識の特徴 樽欒である︒この果特攣を岡樽撃と関係せしめて説け

粧緻紗暴騰粕竹紡藍藍

ある︒そこでは︑外項と有情としての細硯は阿粗耶誠

なる言作怒が識極東上如何たる付置にあるかを考へて るは唯識三十飾第一偶の三種樽攣に封する安慧の繹で
見よう︒
︵19︶

糠大麻愉斬知能分限見通退励撤耶撤や嗟別伽あ総数

才∂7β

てゐる︒即ち境を言説することより起るl一取智東が阿

ゐる︒これ等の英輔轡はすべて言説蒸習種子を囲とし

硯はそq等柵懇親の作用で狙忍ど讃ふむ出離．覇
に︒

不動に於ける無倒でぁる︒有と無とに動かぎる故

表層瑠Ⅷ仙欄剖哺萄m州淵憫都側雌唖

ることそのまゝが阿械耶識の異熟︑思量︑了別として

とに外ならぬ︒この韓識染汚の意が阿額耶識を我執す

なれば﹁境を言説する﹂とは阿頼耶識を我と執するこ

詮するは我等である︒而も外項等なる顕現は阿根耶識

云ふ﹁境を言説するより﹂の境とは外境等であり︑言

て︑或は我等として顛硯するαである︒然るに︑先に

長し︑その二種智東の作用によぅて或は外項等とし

んとしたのである︒かく幻等を義の喩として養に封す

係を明瞭にし以つて一切法の有竺一連に心動かざしめ

幻等の喩を出すことによつて︑一骨︑並の有無性の関

容は等しく養の有無性に関するものであるが︑そこに

されば世親も註する如くこの錬倒は前の養無倒と共内

ある故に︑こ1に義を幻に喩へて理解せしめんとした

た︒それは丁度︑幻等が有にして又無なると等しき相

一切港は乱識の故に有るが自性としては無なるを知つ

先に顕現相︵義︶を知り︑顕現因︵作意︶を知少︑

の樽撃となるのである︒故に阿頼耶識は永遠に言語分

る正観を詮くことは経論の庭々に見えるが︑それによ

授耶識中に於いて異熟習気として︑等流羽東として生

別されたるもの種子にして︑それ故に叉︑永遠に縁起

って最もよく唯識語を明せるものは大乗荘厳群論述求

ヽヽヽ

樽生するのである︒以上述ぶる所より阿頼耶識の第一

晶の詮求炭質誓喩下の偽樺であり︑就中此の無倒侶と

ヽヽ

の特徴として名言︵言詮︶薫習とも言作意とも云はれ

直接関係するものは梵木第十九偽−第二十三偽︵漢詩

七五

有無︑有無々差別を説いてゐる︒幻は象等としての願

第十七侶−第二十一個︶である︒そこでは先づ︑幻の

︵25︶

得る所以が知られると思ふ︒
︵4︶．不動無倒
初期喩伽唯講に於ける行観の一型健

Jβγ郡

初期喩伽唯誠に於ける行敬の一型健
現であるが︑それは迷乳の故の好硯なればそこに象の

自相無倒

七六

一切には名のみなる養がある︒それは一切わ分別

︵5︶

全無碓と云ふのではなく非無の鰹が餞なれば無餞と云

が起らないから︒此は自相に於ける無倒である︒

碓があるのではない︒しかし︑こ1に無碍と云つても

ふのであつて尊貴︑慣と云ふも︑無餞と云ふも自性と

︹それは︺勝義の自相に於いてゞある︒

るのではなく峯性即ち︑有無共になき無差別のもので

る依他線起のものなれば︑その有無は有無性としてあ

牒尤ればである︒かく幻︑義共に等しく迷乱を因とす

はない︒しかし︑これも亦︑無饅と云ふも非無の鯉が

もそこに二としての顕現饉あるが如くその慣あるので

である︒しかもこの﹁種々の言語に限定さる1場所﹂

言説に限定さる1場所として言説に於いてのみあるの

て覚知されると云ふことである︒即ち︑それは種々の

義無倒の始めにも云へる如く一切法は必ず名言によつ

を正観せんとしたのである︒と1に一切唯名とは前の

この無倒では︑前の諸無倒を基礎として諸法の自相

︵26︶

して差別があるのではない︒此と同じく次に色等︵義︶

ある︒かく義を幻と軌するに由つて無の無たる桝以︑

28︶

と云ふ命題は一面︑叉︑阿税耶識の根本行相とも云ひ

て無に向はんとする彼の衣身滅智の寂滅を理想とする

言を執してそれ守り諸法に自性ありと見て諸法の白相

識と云はれるのである︒然るに凡夫はその仮設なる名

得る︒故に一切法は阿税耶識なりと云はれ︑唯名︑唯

︵27︶

有の有たる所以を知りて増益︑損減を離れ︑又かの二

︵

の無差別を知りて有より心動乱せす︑それ故に有を捨■

二束劣粟に落つることなく︑大乗般若の茎智より諸法

に対する朗倒分別む起す︒故に︑こ1に﹁一切唯名﹂

︵29︺

の無憫︑可得︑有無両面を観じ︑勝義︑世俗雨諦に什

と誰くことにょつて自利に封する分別見を持せんとし
たのである︒

して一切法に封する眞鞍不動の地に安代するのであ
る0

才押

凡そ︑凡夫にありては諸法に封する無見︑血即ち損減
︵30︶

見よりも︑有見︑即ち増益見がその主鱒となつてゐる︒
この事を説くに顕揚聖教論では︑嫡計所執性を増益相

く︼切唯名唯識と観る・ことにょつて一切分別を凛血た

無分別なる境︑諸法の共細に悟入するのである︒

● のなれば葺には無である︒然るに凡夫はこれを茸に有

些一として顕現せるものなるが︑それは乳識に依るも

計析執性を増益相なりとするかと云へば術計所執性相

めたが︑然らば︑その玲離せらるべき増益相なる所執

云ふ観察より凡夫の差別相に封する増益見を拾離せし

の差別相ではなく名言に於いての差別相にすぎないと

前項では︑現にある諸法の差別相はそれ白襟として

共和無倒

りと見る故にこれを増益相と云ふのである︒さればこ

性と正に作許せらるべき眞資性とは如何なる関係にあ

︵6︶

ゝに諸接が茸には無たる所以︑即ち一切は唯名のみと

るかと云ふこの問題が今︑﹁法界を離れて法は存しな

依他起性を増益桝起相と云つてゐる︒然らば何故に礪

云ふことた知らしめることにょつてこの増益分別は拾

い︒﹂

︵32︶

ふこと︑此は共相に於ける無倒である︒

法界を離れて法は存しない︒かくの如く知ると云

すのである︒即ち︑

と云ふこ1なる諸法の共相理解の根本基底をな

離せしめられるのである︒かく所縁の法︵養︑境︶の

くi・

るから︑荘厳痙論でも﹁かく︵唯識のみを︶見る時は

雷撃来︑やがて又︑離縁の識︵名言︶も無とな
後に彼︵唯識︶をも見す︒養なきときは彼︹義を

かの増益すとは︑寮には無なる諸法を迷乱の故に有

と執することなれば︑その増益相たる桝計執のものは

j旨1paya︷iする彼養︶の識︵5．j卸Ppti︶も見られない

から︒と云ふ此は無所得にして解脱なり︒﹂

丁度︑幻等の如く自相として無自性である︒故に峯性

と云つて

桝施設の無より能施設の無を観じ︑所謂︑境識倶混の

である︒これを詮くのが︑﹁虚妄分別は有り︑そこに

七七

心法性に任して解脱を得すとなすので挙る︒かくの如
初期喩伽唯誠に於ける行概の一型鯉

JJ柑

■

初期喩伽唯試に於ける行秋の一理健
雨着あるにあらす︑されど茎性はこ1にあ少︑そこに

33︶

又彼あゎ︒﹂ と云ふ偶の一前二句であらう︒こ1に茎性

七入

相︵
として説いてゐる︒その他︑大乗諸論のいたる庭に

説かれてゐて︑この間題の菩解こそ大乗教の意園の全

︵7︶

染挿無倒

とは縁起一切喪の本性なれば︑それは諸港の眞茸性で 腰であり︑その覚詑の最後に賓託せられるものである︒
ある︒故に封治さるべき桝執性も︑作許さるべき眞茸
腔も共にその本性に於いては何等差別あるものでな

い︒かく観ることによつて法界を離れて法は存しない 巳に諸法は本性に於いては悉く茎︑無我であつて差

別無きものと観たが︑次には然らば何故に現に法界諸

とは眞如︑茸際︑舛相等と共に茎港に染揮等の差別があるのであるかと云ふことが親ら

︵34︶ と云はる㌧諸法共相の親祭が成立するのである︒法界

︵d甘aりmadh巴u︶

︵38︶

れぬばならぬ︒故に︑

れて﹂とは叉﹁容性を離れて﹂と換言せられうるもので

法界に染と浮とがある︒此が染将に於ける無倒で

性の異門︵pary抑ya︶として説かる1故に﹁法界を離

ありその容性は又無我でもある故にせ祝は﹁法無我な

あるじ

顔倒の作意の未だ滅せざると巳に滅したるとより

る驚くして如何なる菅存せない﹂つてゐる︒

されば︑前にも云ふ如くこの共相無倒では︑凡そ法な と云つて︑法界の染揮が類例の作意の末滅︑巳滅によ

︵39︶

頼耶識を囚とする願例の分別である︒︵巴ayaくij払抑na・

るものは︑それが染にもあれ︑将にもあれ︑悉く縁起 るものであるとしてゐる︒この顔倒の作意を安慧は﹁阿
性のもの故︑．等しく茎︑無我を本性として差別なきも

︵36︶

︵40︶

ぃであると云ふことを観ぜんと仁たのである︒この諸 訂turくiparyaya＜ika︼p首ごー一﹂云つてゐる︒これは

棒大添詭扮汝吐樹準拠腹賄藍謝絶箆鮒裾紺軋

法無差別と云ふ第山韮軌に就いては︑荘厳経論ではそ かの﹁阿椒耶瓢を種子とする虚妄分別云云﹂と云へる

藍罷州桓計幣編隊搬措い鮭漁鮎牡膵萱

如け

生ぜる乳相のものなれば︑それ白襟は無にして雑染性

所に外ならない︒而も虚妄分別は触⁝始以来の迷乳より

なオ樹麿の作意とは尊貴し：鹿素分糾Ⅴ即ち三界の心心

清浄があると云ふことは尊貴︑無にして顕現する依他

されば︑これを他面から考へる時︑即ち︑現に難染と

染と清掃とがあり得ないこと1なると静かれてゐる︒

現する併以む論告︑若し一方がなき時蛾軋む璃胤ど雑

︵42︶

ヽヽヽヽ

のものである︒故に︑顔倒の作意も亦難染性のものと

起性なる乱識虚妄分別が存する故であると云ふことが

・ ︵41︶

云はねばならぬ︒さればこの難染なる戯倒の作意のあ

出来るのである︒故に戯倒の作意︵虚妄分別︶の末滅

それの滅する

倒

ると云ふことは尊貴︑法界の染であゎ∴

無

はないと云ふことを説かんとして︑

にその染浮が法界の自性として﹁主﹂としてあるので

先には法界蛋性にも染浮差別のあることを観たが次

客

が法界の染と云はれ︑巳滅が清浄と云はれるのである︒
︵43︶

ノニ
エレシナラハ

︵8︶

に於いてこそ法界は浮なのである︒かく観ることによ
って︑法界重任にも染浮の差別ある・ことが知られる︒

更に私はこの項の詮明として依他起性の無にして顕現

ニチ

甥謂謂

すると云ふことを論許せる抽大衆論︑法々性分別論の

ハブヤ

蒼欝得ると竺︒
ナんニモ

文法界は本性として清浄であるから虚峯の如くで
︵47︶

有両依他起自性非二一切一切都無所有叫此若無著聞成賓
ナリシ

此が客に於ける無倒である︒

と云ったのである︒こゝに港界の本性清浄なるを虚茎

数掛一卦対

レ・ンナヲハナ

ある︒故に不浄と清浄と二つながら客性である︒

モ

自性亦無所有︒此若無者則一切皆無︒若依他起及園成

■．

ヽヽヽヽノニー︻．ナル 難語浮這禁レ竺切纂上﹂と云って鮎他起性

に喩へてゐるが︑これは俳教諭書の慣川にして︑

賓自性︑掛い射い朴

の無碓にして可得なる所以をのべてあり︑浩々性分別

水︑金の誓と仰せて説かれてゐる︒居中遭論で

七九

論でも同じく︑依他出惟相︵法相︶が埠にして而も抑
制期喩伽聴講に於ける行椒の一塑膿

相48多 ）

は〔、

品く

JがJ

初期玲伽唯我に於ける行敬の一型健
︵49︶

ハ∩︶

ば浮が不浄となり︑不浄が浮となるのは自性としての

除威される時にその本性浮が硯はれるのである︒され

塵垢に汚される故に不浄となるのであり︑又その垢が

性は明性︑妙性︑浮性であるが︑それが外より乗れる

る世親︑安慧の註繹によると︑水︑．金︑冬は何れも本

諭でも特使の喩として説かれてゐる︒今︑そこに見ゆ

にあるのである︒かくの如く法界の染浄を菩解するこ

してゐる︒即ち彿道修行は唯︑客堅の拾離と云ふこと

と共に︑如何なる種性も彿道修行の可能なることを示

浮とは多く︑論書に見え︑心性本浮と云ふことを示す

ふ意味に於いて客釆と云はれ得る︒この本釆渾と錬垢

もの故︑その塵垢を拾離して本来将に辟へり乗ると云

も︑凡夫の境界は久遠劫よりの流縛に染汚せられたる

なれる浮と云ふ意味で客である︒即ち本来浄と云つて

ヽヽヽヽ

欒異ではなくて客性としての塵の有無にょる欒異であ

とによつて︑やがて修道の上に軽怖︑無高なる心を獲

垂性差別下に法界茎性の喩として示され︑淡々性分別

右︒これと同じく︑自性浮なる港界も客障の顧現によ

無怖︑無高無倒

得するに至るのである︒
︵9︶︵⊥0︶

︵51︶

り染相となり︑その捨離によりて浄相は頼れるのであ
る︒されば法界の雑染は本性浮に封して客性である︒

然し頒に云はる1如き法界の浮相も客性であるとは如

人港の二つには︑茸に難染も清浄もない︒此を知

︵50︶

何なることであらうか︒安慧もこれに就いて﹁本性清

巳に共相無倒以後で説かれた如く︑一切法は茎性を

るが無怖︑無高に於ける無倒である︒

なれば如何にして偶釆とならうか﹂と設問して﹁垢と

離れてはあるものでないから週計桝執の照としての人

浄の不浄なるは偶釆とならうが︑然し清浄は常に清浄

離れたことを饅とせるよりして清浄をこ1に語らんと

法も亦蛋性を離れてあるものではない︒かく一切峯な
してゐる故にそれは過失ではない﹂と答へてゐる︒そ
ヽヽヽ
の意は︑後把浮と云ふこtは本性浮k封t．て︑無垢と れば︑そこに見ゆる染浮の葬具もそれ自壊の津具で牲

虹如

なく客障の有無の故なれば染揮も亦それ自問としては
無である︒即ち人法に於ける染浮の差別は縁起性︑客
性のものなれば︑たとへ︑雑染分なりとも清浄分とな
れないと云ふ怖最もなく︑清浄分と雉も雑染分となる
こともあらう︒換言せば︑雑染分も客襲の滅によりて
清浄分となり︑清浄分も客重きたれば難染分となる︒
その欒典は唯︑客塵によるのみにして︑法界は虚峯の
如くなれば︑そこに何ら滅するものなく増すものない︒
故に難染分に於いても怖れなく︑清浄分に於いても高

︵3︶

︵4︶

仏ambhaく抑tl−

arthasattくam

asattくa計caくyaヨane

この安悪の輝と同じ論述が稀友の倶舎諭疏︵荻原博

yayaサー

に詳述されてゐる．

ニー七貢︒

士校訂本︑耳一入三−⊥八五︑和語一四九−∴五一
貫︶

SO︑くip

pratiくidhyat二

bOdhisattくaF爪abd叫rtha

madhy叫nta5．bhへIlga一ik抑

sarくadharm呵n

anen誉﹁ipary訝ena
rahit抑n

ハ貫︒

二一七貫︒

dくayenapratibh州satくa卦tath脚c押5．dyamMna

ibid．

玄契課摘大乗諭樺︑徒七︑t一十丁右︒

粟諭︑二十妾︑

madhy︻ntaくibh叫ga〃ik脚

芙

︵7︶

︵5︶

JJ釘

まyOg註

十五丁右︑焚本︑六十四貢︶に﹁虚妄分別は巽竺二種

apy 義
a︵
・artha︶︑身︵deha

としての顕現と能取粕に意

とあり︑その世親樺を見ると︑併取粕に虚︵pada︶︑

山口先生琴訂本︑貫ニー 三種の顕現あり︑所収鶴牧の相ありて僻地起粕なリJ
c巴言

八一

apy

arthasatt島貫a主旨ptipratibh叫saB．praj葦

madhy叫ntaくibh叫ga芯k脚

眞諦誇摘大乗諭樺︑往八︑三十丁左︑

湊
本

︵6︶

へ ／￣ヽ （

慢すべき何ものもない︒かく観ることが無怖︑重森定
封する正観と名づけられるのである︒
︵1︶ 十無側に関する偏が無上乗品中︑最も多くを有し︑

程疏請託﹂序論葬一四万参照︶︒

sambFa急c

初期喩伽唯誠に於ける行取の一型佳

Sam︶︑Ogだ

六−二一七︒

︵2︶ madhy叫nta5．bh瑚ga算帥

託

） しノ
）

叉︑世親が十無例の徳義を無上雫絶義より吏に別開
ま
j訟na卦n訝ti c訝y旨旨as tadabh冒誉tad
詳述せるよりしても︑その無上薬品に於ける重要課
asatニ
題たることが知られる︒︹山口益数授著﹁中速分︵
別1諭
1︶ この識の顧現相について荘厳経論蓮求品︵暑四︑ニ

10 9 8

︵12︶

初期稔伽唯誠に於ける行粧の一雅佳
︵manas︶執︵udgr欝a︶分別︵まk巴pa︶．としての

の有馬無飽の義を示す備中の相︵nimi・

善巧眞賓下︵奔九︑ニ十三丁右︑山口先生校訂梵本

顕現とがあるときれてゐる︒久︑中速分別論員箕品
ハ一貫︶
tta︶に射する世親樺にも虎︵prati禁許︶身︵deba︶

tad景↓ayaす：

二〇冥二一行−二一貫四

ja−pamanask営as

madhy賢taくibh忍a肯k抑

讃すべきものがある．

行参照︒

︵13︶

ibid．ニ一入貫︶

tajja−padh習itO

︵14︶

mana・

と云ふ辛が何故に種子性なる阿赦郎識の特

阿見畳に於いて﹁心酔螢性﹂一三息映する作意

徴性を示す言葉とせれたか︶それは作意には常に心

Sk腎a︶

所受用︵bhOga︶の三種と意︵manas︶執︵udgr詳a︶ ︵15︶

とが一見興

子は常に動いて境を取るからであらう︒

を動かし︑心を境に引くと云ふ意味がある如く︑種

︵bhOga︶

る如きも︑この爾語は共に﹁望まれてゐるもの﹂と

の中︑義︵art訂︶と併受用

分別 ︹5．ka−pa︶ とあつて両者悉く同一である︒そ

云ふ義があり︑叉横大乗諭の十一議中︑併受託が色

tadbh品a音k抑一円五耳︶安

想ハsa旦缶︶とは中途分別諭重光晶善巧眞蜜下の﹁庭

慧樺にarthaparicchedaヴsa卦j欝盲rthanimit

の義﹂下︵madhy呂l

︵16︶

dgraha卓誉ヨakatく警一s巴く腎thapraこpatty誉ヨa・

よい︒次に此等を中速分別論相品第三偶の四種誠に

等の六外界を示せるより義と析受用とは同義と見て
比較すると︑義︵併受用︶＝外境︑身＝有情︑意＝

kat孟dくi笥yam

ar旨ah一

gr抑hyagr抑hakaご．kalpasya

二一入H︒

upabhu沙kte一

我︑執︑分別＝丁別︑となり︑﹁虚﹂のみは中速分別

madhyぎtaまb試ga箭k叫

ity

ja言付khya

諭にはない︒が然し︑これは摘大乗諭十一議中にあ

︵17︶

bijadh冒atま洋一

tasya

げてある︒故に結局︑最も蒐要なも．のは荘厳︑中退
をなすものである．

ibid．二一九貢︒

笑二
憲十芸︒
脚

三十丁左︒

madhy釧ntaくibh抑g芯i
抑貫︒
一k七

眞諦詳鳩大乗諭稗︑仕入︑

ibid．二十九Ⅱ．

巴ayaまj彗na5．音00釧tmaka

漢
本

︵18︶

を通じてある川和誠である︒これ帥ち︑三縄識緒欒

等名無所有︑熊取識等名誉豊lし︑此二骨是遍計所執

無性繹墟大乗諭︵徒九︑六十ET右︶には﹁併収色

の ﹁外境と有情としての額現は無行桐の故に︑我と
︵ヨadhy釧ロta・

′■■ヽ ′￣、＼

並名偲義﹂是は又︑中速分別論相品第三偶の世親稗
了別としての顕現は非虎視の故に

5．bh品a箭k脚一入H︶であり︑そ㌣写蔑鐸は誠に勲

i3占■4

） ＼＿ノ
＿ ）

（

22212019

−ゴatamニ

︵26︶ madhyぎtaまbh品atik抑 二二〇耳︒

︵25︶ 大乗許厳経論︑暑四︑二十二丁左︒梵本︑五九貢︒

）

n釧tニ

文﹁此色唯名﹂を引き白粕分別を封治すると云って
ゐる︒

分別である︒されば又︑この分別を自性分別とも云

相︑識ならば議の了別と云ふ自相が賓にありとする
はれる︒顕揚聖政論成無性品に﹁自性遍計︑謂遍三計
色等質有 日和ことあるが即ちこれである︒︹印度暫

5︶

にある︒

爽四︑五十九丁左︒

大乗荘厳経論︑暑四︑十丁右︒

ibid．二ニー貢︒

実

即芸︑二芸︒

ibid．二二二文∪

abh芝aparika︼pas

二二二貢︒

t亡Cittac巴tt訝tridh誉ukぶ

madhyぎta5．bh品a︷ik抑．三〇貫︒

ibid．五一文︑塑性の差別下参照︒

ibid．一三貢︑二行目︒夢照︒

tath竺一−聖

ni官a訃k訂巾aくi巾udhi・

八人貢︒

dharヨ抑Jh抑くOpalabdhi巾ca

mah孝印nas誉r巴a訃k腎a

t抑−

や

mギ註isadr巾ij罠．y国旨誤asadr9i

／4脚塙大器︑四〇鱒⊥四

二二三貢︒

沸教論叢︑五四二貢︒

顕揚筆数諭︑死七︑五丁右︒

︵48︶

puna竺一

ibid．五二貫︒

くat

八三

dhardm
hO
arn
ma
adh巴Orま苫ddha・．孟t prakrity阿くyOma・

madhy冒taまbh忍a富kP

︹常盤博士還暦記念︺

︵47︺

︵46︶

yaSm抑d

mah囲y印nas営r巴amk腎a．六七光︒

和明喩伽唯誠に於ける⁚汀観り一型雄

此の偶と同じきものが荘厳緩諭行品︵焚本︑入七貢︶

くidyate一︻

dharmadh誉urまnirmuktO

ヨadhy抑ロtaまb訂gatik抑．二ニー圧︒

畢研究︑節六︑二一九貢参照︒︶

5．paryastumanask官等ihぎiparih釧nitaサニ

SarくaSya n抑mam警ratくa−か sarくaka一p釧praくarm
ta
a・
dhy抑nta5．bh抑的a音k㌣

喩伽陣地諭︑

＼ノ ＼J ＼J

）
）
）

（ ′、 （

444342

J∫♂j

︵23︺ 尭本︑一入文︑萩原博士和語︑一五文︒

（

′｛■＼ （ ′￣ヽ ′

（

︵24︶ madhy旨ta5．bh忍a昔k問ニー九瓦︒
ibid．一〇貢︒
一
m省監iくad asattくa計ca sattくa計c冒thpsyati
ab
nid．四九文︒
）

383736353433

） ＼J

）
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／【ヽ ′￣ヽ （

︵27︶ 大乗荘厳離諭︵暑四︑二十九丁右︶では︑般若鮭の

）
＼J

＼J

︵28︶ 言作馬無例 参照︒

′■ヽ ′￣ヽ ′￣＼

︵29︺ 自相に封する分別とは︑受ならば受の領納と云ふ自

32 nl 30

） 、＿．

（

入町

れば不敵倒にょりて週計所執が示され︑所依とは因︑即

初期喩伽唯誠に於ける行取の一型健
︹常盤博士還暦記念︺

彿教諭筆︑五六〇文一

mad︼首囲n aまbFaga㌫k印．二二三文︒

ち一切法の起る困なれば折依にょりて依他起が示されて
ヽヽ
ゐる︒次の併娩とは︑併取の墓にして正しく所知と云は
ヽヽヽ

ibid．ニー ニ貫︒

na hiニ

ある︒それは叉︑法界の共相なる本性清浄であるから無

sa計k−e冨巾ca5．巾uddhi巾ca dharmapudg巴る
aゝ
y三
O性
rである︒次に無分別とは法界の自相は無分別で

しと答へ︑顛真の俳の出現に於いても︑染品の節減もな

諸法本性清浄に何故に染浄があるかとの難には虚空の如

分別に於いて無分別︑本性清浄の金剛句が立てられる︒
ヽヽ
次に雛稗とは難関︑答樺で︑即ち︑諸法は何故に無燈に

十金剛句は十無倒叙述の次に説かれた世親繹中にあるも ヽ
ので︑安脊の程より推せば牡親が︑﹁論﹂としての十無倒
ヽ
が﹁経﹂中に如何に誼れてゐるかを示さんとしたもので

巻六︑一丁左︶にも云へる如く︑膏課は唯︑十金剛句の

のである︒次に復︑他の而より夢二の健を立てゝゐる︒

く渾品の増すことなきかとの難に封し︑染浄は無滅︑無

即ち﹁乱のある虚︒乱なるもの︒乱の凍る虚︒無乱なる

智であり︑．有情∵清浄品が無蓋であるからと答へてゐる

の文があり︑西寂詳も然りとのことである︒この相連は

の遽際の極り．﹂とある︒文の有義︑飯川義に於いて乱起る

もの︒無乳のある底︒乱無乱なる二の果︒乱無乳なる二

暴行列名のみであるが︑新語は︑更に構成及び安立旬二

ゐたが︑後更にそれが相補説明左なしたものと考へられ

のある庭︒遍計所執なる難染品は乱の果︒無分別なる清

庭︒義の有無は幻の如しと知り︑その一切は唯名と知る

の性︒言説寮習の作意より乱起る故に作者は乱の凍る

る囚とも云はるべきものでそれに四種︵自性︑折線︑無
ヽヽ
分別︑難樺︶を拳げてゐる︒自性とは三自性で有無︑不

故に文は乱ある虎︒二として顧るが貿には無なる義は乱

敵倒︑所依の金剛句の示すところで有無帥ち文の有義︑

れの如く無樹減なれば連際の擁みであろ︒

浄品は無乱の壌．しかもこの乱無乱なる染渾は虚空のそ

る︒今︑次にその説明を略述すれば︑先づ初に︑十金剛

頼義を知ることはやがて義の非有︑非無を知ることなれ

以上十金剛句の脾坂を勝ったが︑こ払叶塩軌脚艶聞漉．．持

ことより無分別なるは無乱なるもの︒無分別法界は無乱

ばこれにょりて聞成塞が示され︑義無倒は義を不掛倒に

旬の饅の安立と云へる﹁膿﹂とは︑十金剛句が立てられ

恐らく世親が︑初に経誇として十金剛句の名のみ拳げて

種自性が競れており︑現存安彗稗梵本も︑亦それに相常

して可得なりやとの難に封し︑幻の如き故にと答へ︑又

あらう︒今︑漢語二本を見ると揮中速論述記︵支那本︑

︵肘︶︑十金剛旬︵Da笥一息rapad許iしに就いて︒

＼J

（
（

組る故不敵倒金剛句に於いてであり︑義は追計析執性な

鎚
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四︑犠伽師地論ほ見ゆる十種無顛倒邁

無敵倒活か鰭醜珊粟井仰鶴︒

復攻︑於十二庭︑能過了知賓商材︒是名

観葉㈲二矧囲︒J垂線漁轡二︑襲l減藩︒

無願倒道︒能許所有不共彿港︒雷l釧地利倒ユ

復攻︑於十二虞︑．能速了知瀞浮輪粕︒是名第五

就いて慈偲の韓中速論述犯は安悪樺と共に参照す・へぐ穐
めて克要なるものである︒

︵1︶

稔伽師地論第七十五︑蹄決持分中菩薩地之四の中程

第六無顛倒道︒能詳所有不共彿港︒

射撃ハ哲相︒

即ち解深密控引用の前に︑十種無期倒道と云ふ語を見
るが︑これは無上薬品の十無倒と︑その内容の同異に

復次︑郎於如是十二庭中︑能遁了知井村軌螺︒是名

すれば︑

能遍了知共相 無分別所行

八五

右全文には繰言が多いから右傍線を引ける所を摘出

坤剰矧観観劇剣渦︒

名第十無朗倒道︒能茫所有不共俳港︒

復攻︑即於如是十二庭中︑能遍了知剤相

姻︒是名第九無麒倒道︒能許所有不共彿接︒

復次︑郎於如是十二庭中︑能速了知共相出世法所行

相︒是名第八無敵倒道︒能許所有示共彿港︒

復次︑如於如是十二庭中︑

節七鯉戯倒道︒能許所有不共彿港︒

於いて如何なるものがあらうか︒これを知るために今
次にその全文を掲ぐれば︑
ヽヽヽ︳ヽヽ

復攻︑依十二虞自相共相戦故有十種無恕倒潰︒能詮
所有不共彿津︒常知此中六種翫自相︒四種親共相︒

謂︑於十二塵限等名言仮立相中︑能逓了彗剛
相︒是名第一無顔倒道︒能許所有不共俳法︒

l

復次︑於十二虞︑能遁了知親身虚妄剰錮観藤生碍︒
是名第二無顛倒道︒能許所有不共俳港︒
復次︑於十二虞︑能遁了知倒矧矧姻︒是名第三
虹州願倒道︒能許所有不共彿法︒
復爽︑於十二虞︑能過了知桐観相桐︒是名第四
初期喩仰唯誠に於ける村税の一利鯉

J3卯

︵一︶︑唯名言相︒

とされると同位である︒叉この十種中︑第二より第六

の十無倒が︑その一無上薬品の行無上即ち菩薩不共の行

ノ

︵二︶︑梼受虚妄分別種種生相︒

までの各との初の﹁於十二庭﹂とあるは雷然第一の初

八六

︵三︶︑低閃轄相︒

にある﹁限等名言恨立相中﹂なる文が略されてゐるの

初期喩伽唯誠に於ける行親の一勲饉

︵四︶︑相填椅相︒

であらうし︑復︑第七より第十までの﹁郎於如是十二

虔中﹂にも﹁限等名言恨立相﹂なる文を入れて見るべ

︵五︶︑清浄轄相︒

常知︑此中依二種業有二清浄︒

きである︒かく見る時︑名言恨立相とは明らかに世俗

相なれば︑この十種観も︑無上薬品の十種観各︑︑の安

一︑生起清浄︒二︑寂滅清浄︒
︵六︶︑所有名言安足庭相︒

︵七︶︑共相自性︵相︶︒

と︑第一無慮倒道は第l文無倒に一致せぬが第五自相

の楼である︒次にこれら十種の一一に就いて比較する

慧繹終りに︑﹁世俗としての無倒﹂と云へると同意辿

︵八︶︑共相無分別桝行相︒

無倒に同じ様である︒勿論︑唯﹁能過了知唯名言相﹂

如是六種観察自相︒

︵九︶︑共相出世法所行相︒

なる文のみではその内容は知りがたいが恐らく自相無

あまり詳しくはないが幾分意味を補ひ得ると思ふ︒即

倒の﹁一切唯名﹂と云ふと同意であらう︒稔伽論記も

︵2︶

︵十︶︑共相清浄圏相︒

如是四種観察共相︒
右全文に見らる1如く︑この十種無恕倒道は︑十二

虞なる諸港の白相︑共相を観察するための顔倒なき造 ち﹁一着了知随限等名週計構喜唯有名言郎願限等自性

とあつて︑丁度︑滞中速諭

至意昔唯有芭︵意義︶去霊歌及旋慧が巌

として誇れてゐる︒しかして各亡十種の終りには等し 不可言説﹂とあるから白相無倒下の世親搾﹁一切眼色乃
く﹁親許所有不北ハ俳法︒L

J8gg

義の自相には不可言説の義があるから﹂と讃ぺ句￡り

分別∵眞如︑正智の五淡小の相︵nimit﹇a︶

絹濁す忍肇嘲都伺櫛惑瑚領

で．或は

恐らく同一事項に封する無倒観であらう︒第二無麒倒

云ったのである︒第三の﹁任国縛相﹂とは︑稔伽論記

週計所執のものなればこ1に﹁虚妄分別種種生相﹂と

とは茸には無なるに二として軽々に斯現する虚妄分別

あるから︑明らかに第二義無倒をさすと見てよい︒義

﹁二者了知於庭週計所執梼受虚妄即顛外鹿之自相﹂と

するのである︒故にその詮相こそちがへ︑その内容は

他の顕現輯生相を観する故に︑こ1にその滅の相を観

即ちこの第四無願倒道は前の第二︑第三にて分別︑依

依他の樽生相であり︑相壊轄相は依他の轄滅相である︒

国樽相の因︵ロimitta︶

械耶識と染汚の意と轄識﹂と云はれてゐる故に前の任

﹁所有言談安足庭事﹂︵稔伽論第七十二︶と云はれ︑﹁阿

に﹁依他徒因轄生﹂とあるから︑依他願硯の囚に閲す

共に眞茸性に関する第五不動無倒に相似してゐる︒次

︵5︺

るもの故第三作意無倒の内容と等しい︒第四の﹁相壊

の第五清浄轄相は前の第四無鮎倒道の清浄と云ふこと

道の﹁捷受虚妄分別種種生相﹂に封する稔伽論記には

持相﹂とは玲伽論記に﹁依他自然而滅名壊特相﹂とい

を別閃せるものであらう︒かく云ふは︑この下に二種

滅清浄是滅﹂と云はれてゐる︒この道と滅とは苦集の

と同じであらう︒任国特相は

って依他起性の滅する相の観察である︒こ1に想起せ
︵4︶

清浄があ少︑その玲伽論記に﹁一生起清掃是道︑二寂

即ち︑
亦加重衰囚

依
滅他
し性
行郎
く轟
虜︑即ち相の壊する慶だからである︒次の第

遠離彼二執

ヽヽヽヽヽ

六の↓所有名言安足虞相﹂とは第四相壊梅相の相︵ni・
mit﹇a︶

入七

なることその†に説ける如くである︒故にこ

惟城塞して眞資性があらはれると云ふのである︒今こ

れは廉く識の三拝欒を観ぜんとするのであつて︑エ功
初期喩仰唯誠に於ける行敬の一型偲

の相壊棒相が依他性の轄滅して行く相なれば眞茸性の

この侶は︑世親繹にょれば︑三性を具知すれば依他

若智練眞如

らる1ことは大乗荘厳経論功徳品の第三十七侶である

鳥朋

初期敢伽唯誠に於ける行取の一型億
唯名と観する根底をなすものである︒

八八

十種の二分類とは反封に前四と後六とに分って︑前四
︵7︶

以上の六種が自相に封する如葺観であるとされるが をlニ性に配し︑後六を法界に於いてあるものとしてゐ

倒を前後等分して︑それぞれを自相︑共相の観察とし

それは右の如く無上薬品の十無倒の前年と殆んど相似 る︒しかし︑今︑私は稔伽師地論の詮相に従って十無
してゐることが知られる︒

次に第七共相自性の了知は︑稔伽論記には﹁了知無 て見やうと息ふ︒何となれば︑先に考許せる如く︑稔

常基及無我﹂と云つてゐるから︑かの第六共相無倒と 伽師地諭の十種中︑自相観とされるもの1内容と十無

相似する︒第八以下第十まではかの十無倒の第七より 倒中︑自相無倒までの内容とが殆んど一致せるより︑

の内容相似するより︑しか考へらるゝのである︒しか

第十までと一一は一致せぬが︑その内容は共に共相自 叉かの共相観とされる廃と︑この共相無倒以下とがそ
性の特質差別を説けるものである︒

︵8︶

相無倒を共相無倒と共に法界に閲する無倒と云つてお

以上稔伽師地論の十種無敵倒道を無上薬品の十無倒 しかく見る時︑こ1に一往考ふべきことは︑安慧が自
と比較して︑その内容共に等しきことを知り得た︒

︵9︶

次に私が︑この比較考琵から理解したい事は︑稔伽 少︑叉︑轟として雨着の差別があるのではないと云へ

師地論が十種を前六と後四とに分ちて諸法の目相︑共 ると相違してこないであらうかと云ふことである︒こ

︵10︶

相の観察とせるに基いて︑無上薬品十無倒を今前後二 の問題も自相と共相の関係を理解することによつて容

分して前五を自相観とし︑後五を共相観とせんとする 易に解けうるのである︒即ち自相とは諸法を分別によ
︵6︶

ことである︒勿論︑十無倒の安慧繹では︑その十種む り差別した州︑拍﹂﹂＝せば︑使他起む虚妄分別諸識似硯

押印

樺して後︑﹁他のもの日く﹂として︑それ等十梗が三 の一切差別相であり︑それら差別して現れた一切も木

他の上峰安立琶れん上する廃では丁度︑稔伽師地給ゎ 性としては無差別塞哀れば共相と云はれるのであ洛︒

ヽ

︵1︶

証

︵2︶

稔伽帥地諭︑第七十五︑兆円︑五十九丁右−左︒
段︒

喩仰肝地諭記︑第二十五︑大四十二︑七七妄︑上

大乗荘厳経論︑暑四︑六十三丁右︒

madhy抑ntaまbh餌的a肯k抑．二二一貫︒

ca一

nimittan−巴ayaご．jロ．副ロa計k−i盟amana廿

madhy旨ta5．bh品a．ik副．一三一貫︒

praくritti5．j試n囲ni

ibid．二二五−二二六文︒

て法界上に摘めたことに就いて︑山口先生は昭和へ

十無例中︑自相︑共相無倒以下を囲成性に耗めずし

我三十鎖の第二十五偶下や︑中速分別諭重安品鹿細

年度︑大谷大草大乗彿教撃講座に於いて︑安豊樺唯

ワ︑髄就の幣と析就の境を説示せるものと託せられ

眞箕第五の勝義諦視下や︑差別眞貨第九下の理解上

たことは注意すべきである︒

ibid．二二二貫︒

madhyanta5．bhagatika．二二六貫︒

言自相者︑謂於相名分別眞如正智所横一切法中由通

喩伽師地諭︑第七十九︑衆四︑七十八丁右︑

粕品数理の理解は︑またそのまゝ障品︑眞箕品の規

計析執自性故︑自性不成賓法無我性︒

解となる︒即ち薙染は障りあるが故に雑染であp︑

︵11︶

八九

J油I

即ち法界を離れては一法も存せぬのであつて︑自相︑
共相とて︑義とレて葦別あるのではない︒一切唯名言
と釈するは︑尊貴︑諸法一切の無差別茎性を敬するこ
となれば共相戦と異るものではない︒しかし︑諸法の
5 4 3

ヽJ■ ） ）
10 9 8 ） ＼−ノ ヽ＿ノ

顕現相としての自相と本性としての共相とは一往直別
して考ふべきである︒それは叉︑世俗と勝養との観察
とも考へられる︒かく見る時︑この十無倒観は申達分
別諭相品第一の教理を一つの行の型饉の上に理解せん
︵11︶

としたのではなからうかと考へられる︒即ちかの相品
の虚妄分別︑潅界の雑染相なる自相の正観が︑この十
無倒の前年自相の無倒観であ少︑法界容性即ち清浄相
なる共相の正戦が後年共相の無倒観である︒叉このこ
とは︑相品の数理を全株したとも云はるべき相品第一
偽↓虚妄分別は有り︑そこに雨着あるに偽らす︑され
ど基性は有り︑そこに叉彼あり﹂に対する敵倒なき行
観であると断定し得る？されば復︑この十無倒は浩々

性分別論に於ける港と法性との如茸観であり︑その法
上少︑法性への硯観荘厳である︒
初期球伽唯誠に於ける行救の一型億

′ヽ ′■ヽ／′ヽ．
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九〇
︵追捕︶

初期醸伽唯誠に於ける行観の一型埋

述べたが︑然らば︑これが所謂唯識五位の上に如何に見ら

本稿では十無倒が初期喩仰の一行戟をなすことを

からである︒

先生の一方ならぬ御教示に興りしを感謝して掴聾する︒

ゝにこれを割愛する︒伶︑本桐を草するに常って︑山口益

るべきかを説くべきだが︑その論述を他の磯骨に譲ってこ

清浄空性はその障り滅したる眞安蘇現の故に清浄だ

五︑結

以上︑私は初期稔伽唯識論書なる申達分別論の無上
薬品の中心問題たる十無倒を概論し︑更に︑稔伽師地
論の十種無数倒道と比較し来ったが︑それによつて知
らるゝ如く︑この十無倒は難染︑清浄一切港に亙つて
重要なる事項を摘出し︑それを行観の次第に随ひつ1

難染より清浄への漸々的襲展系列をたどつて如茸に観
察されてゐるのである︒故にそれら十種の次第は一行
観の型饅として難染より清浄へ︑世俗より膠養へ︑流
縛門より還滅門への蟄展檜上をなしてゐるのである︒
⊥かして︑その襲展檜上は常に諸法縁起客観の上に立
脚して龍樹教草の根本義を開明ならしめ︑以つて彿陀
の正法たる離二連中道詮に契雷せんとしてゐることが
知られる︒

加g

眞知 ぺ

の道
伊

藤

正理草紙は所謂至菩或は解除の問題に聯関して眞知 欲するのである︒この封象の欲取と欲拾とにょつて動

といふやうなものを特に尊重し且つこれをかなり精細 かされた人の努力が清動と呼ばれ︑又この活動が果と

はその封象を取らむと欲し︑或は捨てむと欲してその

に論述してゐるが︑安に謂ふ閉の眞知とは果して如何関係するとき能力があるのであ少︑努力しつ1ある者
なるものをいふのか︑又これが符得せらる1ためには

困の四経となし︑這般の﹁量の封象﹂

︵Pram抑忘ユh

ふ所の量の封象を慣値的に類別して柴︑案内︑苦︑苦

如何なる道が辿られぬばならぬかに就いてブーツスヤ ものを取り．或は捨てるのである﹂と冒頭し 愛に謂
ーヤナの思想を中心として論究してみょうと思ふ︒
ブーツスヤーヤナは正理経一一二に封する彼の

紹介詞に於て﹁量によつて封象を合得するとき活動は a︶ は生類の種類が．無数であるから数へられない︑と

果と関係する能力があるから量は有効である︒量がな いふ︒もつとも︑この見解はウツヅヨークカロアにょ

ければ封象を合得するといふことはない︒封象を合得 って︑ブーツスヤーヤナは欒と苦並びに架と苦との因

するといふことがなければ活動が果と関係する能力は との二種を事寛政へてゐるのであるからこの箇所を解

ないのである︒賓に︑この認識者は量によつて封象を繹して﹁量の封象は生類の種類が無数であるから数へ

の

道

九一

認知して後にその封象を取らむと欲し︑或は持てむと られない﹂︑となすのは支離滅裂の論であつて︑artha
虞知 へ

〟睦

虞知 へ の

道

は目的︵又は動機︶P忘yOjanaの意味で封境くi笥ya

の意味セはなく︑同一物も甲には賛同であつても乙に
は苦困ともなりうるから﹁量の目的︵又は動礫︶が敦
へられない﹂との意味であるといふ風に許将されては
ゐるが︑グー

秒何れか一に辟せらる1が生類の数が無数であるから
勢ひ量の対象も無数あること1なるといふ意味でやは
り封象そのものを主として考へてゐるのであらう．と思
ふ︒そしてこれが量にょつて限定されてくれば我など
の閉量を指すものと考へらる1であらう︒ともかく︑
この量が有効である時には量者と折畳と量知︵又は量
兼︶とが有効となる︑とブーツスヤーヤナはいふので
￥
ある︒そしてこの理由は﹁最も有効なもの﹂ ︵即ち︑
量︶を快くならば封象はありえないからであるとされ
る︒
なる語を用ふるが．

九二

の意味は︑最も有効なものの意味と屠

るべきである︒何となれば︑四秤のものゝうちで量が

aすatam賢くa

最も勝れた要素であると文脈は酪明せらるゝから﹂︹大

疏入貢︑十九行︶といふのである︒このケツブヨータ

るやうに︑量を最も重んずる鮎より衆れる必然の結果

カロアの見解はブーツスヤーヤナに於ても亦きうであ

ってよい︒今はこれ尤よつて解樺して澄かうと思ふ︒

で︑ブーツスヤ﹂ヤナの思想を一屠強調したものとい

叉︑この中︑欲取と欲拾とによつて動かされた人が

活動を有する時その人が量着であり︑その量者が依つ

て以て封象を利別するところのものが量で︑認知せら
＊中

る1ところのものが折畳で︑封豪の識知が量知︵又は
量果︶である︒

Prat首ate︵prati・くi︶欄外の証記の異本にはPram

・Prami苫ti︵五穀動詞pra・く引︶

鞘

Pra・一＼劇︵五類動詞︶であるか︑Pra・J︑引抑︵三顛動

†yateが畢げられてゐる︒pram言霊ateはその語根が

﹁滑滅する﹂﹁罪す

あろ︒又︑Pra・∫．引︵九類動詞︶の受動形も亦これら

詞しであるか︑そ

る﹂

と同一の形を有するが︑この語は

は全然妥常しないことは明白である︒‡の厨語﹃r少bP

などの意味を有するからその意味上︑この箇所に

この譜は普通の誼方としては豊︑併尭︑克者並びに最

るのであるが︑サツブヨータカロアに准へば︑﹁文脈上︑

知︵久代兜巣︶中の何れか一番を指すものと看られう

J3PJ

●ブーツスヤーヤナはanyatama

★

⁝首aがPrヤくヨ脚より出づる斯より考案すれば︑Pra
m首ate▲はPra・く引上り出づるものとも肴られうる

﹁存在物の現存と非存在物のト非硯仔とである﹂が︑仔

在物は存在すると如葺に鮎倒することなく認知せらる

ると如葺に顛倒することなく認知せらる1とき展性が

1とき展性があるのであり︑叉非存在物は非存在であ

なる語も用

ひられてゐる鮎よりすればPra・く引iより輿つるもの

が︑Pra・く引叫を語根とするPraヨ首Oti

とも看られうるのである︒併し乍ら︑何れにしても意

あるとされる︒従つて︑存在物を非存在︑非存在物を

在存なりと認知するならばそは励倒の見でなければな

味の上では大した遅庭はないであらう︒
そして︑本畢派はこの量のうちに本来ゐ量として硯︑

らぬ︒叉この場合に如何にして後者即ち︑非存在物の

ときこの見らるべきものが認知せらる1と等しく認知

見せしむる燈によつて見らるべきものが認知せらる1

が這般の四種の要素の
非存在が量にょつて認知せらる1かといへば︑誓へば

比︑讐喩︑聖教の四量を敷ふるが︑ともかく﹁封象︵事
物︶の展性﹂︵aユhMふattくa︶

ta

うちに含まれてゐるとされるのである︒然らば麦に眞
性とは果して如何なるものであらうか︒展性即ち

在するならばこれと等しく知らる1筈であるが知られ

ttくaとは正しくtat・tくa︵それなること︶に外ならなせられない所のものは存在しないのである︒若しも存
ヽヽ いが︑ウツヅヨークカロアは﹁それなるこし﹂1はそれ

ークカロアは﹁それとは存在と非存在とである﹂とい

存在物を明白ならしむる量が非存在物をも明白ならし

於で通解せらる1とされるのであるが︑かくの如くに

の性質である﹂︵tasyabh抑志すtatt遥m︶といふ︒
な然いから布弄しないのである︒量にょつて非存在物の
ヽヽ
非存在が認知せらる1のは恰もこの燈と同様な関係に
らば更にそれとは何であるかといふならば︑ウツヅヨ

ひ︑叉﹁それの性質が存在性と非存在性とである﹂と

むるのである︒

九三

展性とは正しくかくの如きものであるとすれば虞知

もいつてゐるが︑この解樺はブーツスヤーヤナの思想

道

を綜合的に叙ぶる所のもので︑彼によれば︑展性とは
眞知 へ の
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道

九四
碁

貝知 へ の

とはこの展性に関する知に外ならないが︑控は開巻第

餐して後に至菩を許得する﹂といふことである︒そし

の内容は次の如きもの

ゝが︑これを襲いたものが﹁四種のartha・padaを正

一経に於て﹁量等の虞知によつて至善の詮得がある﹂

︵封

artha・pada

artha・pada

これが許得さるべき方便
この四種の

は欄外の詳

が論ぜられ︑この紹介詞の末尾に於て恐らくこれを再

てゐないのであるが︑控四・二・一の紹介詞には眞知

説明されてをらす︑叉別の箇所に於てもこれを詳説し

の内容は第一控の証には

︵一︶桝拾︑︵二︶これが起因︑︵三︶転封的拾離∴四︶

﹁意味を有てる言葉の封象﹂といふ義である︒

意味であるとされてゐる︒pad腎thaは文字通りには

記によれば﹁聖典によつて曾符さるべき封象﹂といふ

るゝ所のものである︒この

が前後してゐるが合成語に於ては屡々かゝる形は看ら

揚Pad賢thaとartha・padaとは互にその前節と後節と

といひ︑ブーツスヤーヤナは本経の詫繹に於て﹁眞知﹂
て︑この四種の artha・pada
★
︵tattくa岳抑na︶とは﹁展性を知ること﹂であると説 であるLされる︒
明してゐる︒
糖 ﹁展性の知﹂﹁至葦の琵得﹂なる二個の合成語に含まる
﹁展性は知られんとする時︑巣柊

ゝこれら二伸の屈椅は菓終に於て用ひられてゐるとさ
れ︑叉大疏は

象︶となり︑至羊は葦得せられんとする時︑菓椅︵封
象︶となる﹂︵大疏︑十一天︑六行︶ともいつてゐるか
の意味で
に外ならぬ虞知は﹁展性を

ら﹁至尊の誇得﹂が﹁至半を葦得すること﹂
ある上岡様に︑﹁展性の知﹂

知ること﹂を意隠すると考へられる︒即ち︑六合輝に
ょって紋別するならば﹁展性﹂なる前節﹁が知ること﹂
なる後節に封して菜椅の関係を有する場合の依主樺で
によれば﹁童等の展性を知ることによつて空事を置待

あると解せられる︒従って第一経はブーツスヤーヤナ

する﹂ といふ意味である︒

に描ると以下のやうに詮明されてゐる︒即ち︑

言したものであらうと看られる何州が〃十るが︑それ

たものと考へられぬばならぬとせられ︑更に﹁我など

﹁反之︑∵菅︑い背の依腱︵即ち身︶苦にょつて膠着せら

又︑本鰹は全畢詮の目的が﹁綜合的に﹂説示せられ

の桝量の涙知にはって重曹の紆樽がある﹂ともいはる

J部将

れた焚︑これら一切を苦なりと見る者は苔む完全に知
る着で︑苦が完粂に知られた時には恰も有毒の食餌の

を快くやぅである︒
今︑窒に放べらる1

所玲︵業︑過失︶

︵一︶研冷−1所知︵死後の生存︑兼︑苦︶

と封此せしむるときは次の如くなるであらう

−

詑得さるべきもの︵解脱︶

a・pada

のである︒かくの如く諸との過失と発とを苦の因なり

︵二︶これが起因

−

如くに︑苦は執受されないから捨てられたものとなる

と彼︵解脱者︶は見る︒又︑諸モの過失が捨てられる

︵三︶絶封的拾離

これが許得の方便

迄は苦の相続の断滅は生じえないから諸モの過失を拾

−

︵四︶これが許得さるべき方伸
︵虞知︶

てるのである︒叉︑過失が拾てられた時には活動は結
合︵即ち︑死後の生有︶のためではなくなるといふこ

右の封照に於て上段の︵一︶が下段の︵二︶に出されて

ゐるが如くであるがそれは畢に上段の︵二︶がその表現

とは既述の通りである︒︵四・一・六四︶そして︑死後
ヽヽ
ヽヽ

の生存と果と苦とは所知であり︑糞と過失とは桝拾な

を代へて下段の︵二︶として出されてゐるだけのことで

ヽヽヽヽヽヽ

りと彼は決定するのである︒叉︑解晩は詮得さるべき

︵二︶との内容から考察しても明かに︵二︶は︵一︶の因た

下で
段あ
のる
説︒
明に溶
於てブーツスヤーヤナの掲ぐる︵一︶と
ものであ▼り︑これが許得の方便が眞知

かくの如くに円種に笹介せられたる所量を茸修し︑

るべき性質のものであり︑下段の︵二︶に於て上段の

ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ

修習し︑省察する者には正見であ少︑如茸の覚託たる

︵二︶を研拾として表白したのは上釆の説明にょつても

九五

らる1こと1なるといふ理由からであつて︑上段わ

らによつて生ぜしめらるゝ死後の生存︑典︑苦が滅せ

の誤謬であらう︒若

tisrbhir5．dh詳hiすとある
知が
ら︑る1やうに糞及び過失が拾離せられたならばこれ

虞知が生する﹂と︒
★私の使用本にはCa

恐らくC莞asl■bhirまdh詳hib

しもこのまゝ誼まるべきであるならば賓修︑修習．省

察の三方法を指すものと見るより外ないが文脈上穏富
貴知 ぺ ゐ道

J．ヲクγ

虞知 へ

の

道

︵一︶と︵二︶との配列の順序を前後樽換せしめてこれを

出したのではなからうと思ふ︒若しも誌に封する卑見

て詮示せらる1といふのである︒

九六

この大疏の分類は註の所謂︵一︶の所拾と︵二︶の﹁こ

にして謬なしとするならば註の立場は大疏などの解繹 れが起因﹂とを分離せしめすして︵一︶のうちに︵二︶を

中の大疏の解梓に於ては︵大疏︑四貢五行︶四種のa

便﹂と﹁許得さるべきもの﹂とを併合して諌むことは

とを分離させてゐる︒卑見の場合に於ても﹁これが方

とは研か齢齢するのではなからうか︒第一経の紹介詞 包括せしめ︑その代りに方便と﹁許得さるべきもの﹂

rtha・padaとは︵一︶所拾︑︵二︶捨離︑︵三︶方便︑︵四︶

説明して︑︵一︶は苦とその原因とで︑苦は既述の通り

まるべきではなからうかとも看られるが︑これらを分

させて理解しょうとする時はこれらは分離せしめて諌

琵得さるべきもの︑の如く看られ︑その一々の内容を 聯か通じない憾がないでもなく︑註の後の説明と照應

で︑苦の原因は無明と渇愛と法・非港とであり︑︵二︶

を併諌せぬば五種を敦ふることゝなるから不合理であ

譲するならば︵一︶の所拾と︵二︶の﹁これが起因﹂と
■

であり︑叉これは量である︒︵三︶は聖典で︑これも亦

り︑而も︵一︶と︵二︶とは誌の後の説明の内容に照らし

は眞知で︑又この虞知とは﹁ありのま1の句義の詑得﹂

眈述の通りである︒叉︑︵四︶は解除で︑これは絶封に

港・非港とで︑︵二︶は眞知︑︵三︶は眞知の方便が聖典︑

と簡略せられ︑︵こは苦で︑苦の起因が無明と渇愛と

の大疏に撮れば︑︵大疏︑十二頁︑三行︶この説明は梢

類の別して柴︑柴田︑苦︑苦閃1−仮令︑その配列の順
は一切

の分類は既述の如くブーツスヤーナナが量の対象界を

はなからうかと僻思するのである︒そして︑この四種

は註の態度を尊重するならば以上の如く読まるべきで

苦なきことである︑ど解樺されてゐる︒更に︑第一控 ても分譲さるべき性質のものであらう︒それ故に︑私

artha・pada

︵四︶は解脱で︑これら四種の

序やその内容の仔細に於ては彼此相異なるところが存
﹁アーツマンに関する畢﹂に於て一切の阿闇梨耶にょつ

J．79∫

とも一脈相通するものであるといつてよいであらう︒

謂ふ朗の苦・集・滅・道の四聖諦の内容や類別の方法

就いては更に論究せらるべきであるとしても︑彿教の

の正しき道を示唆するものであつてその内容の詳細に

ほ︑︵三︶︑︵四︶は解除の境地を指差すと同時にそれへ

︵四︶へ向はしむる滅の側面を暗示するものであり︑佃

はその因で︑︵一︶︵二︶は輪廻の相を語ると同時に︵三︶

ものであり︑︵一︶は果︑︵二︶はその因︑︵三︶は典︑︵四︶

するとしても1トとなしたると或る意味に於て適する

が認知されない場合や︑決定せられた場合には因明は

り終るのである︒そして︑凡そ如何なる封象でもそれ

尼砂土のやうに畢なる﹁アーツマンに関する畢﹂とな

いたものが疑惑等の句義で︑これらを別課せねば優波

究すること﹂である︒この哲単に外ならぬ因明畢を牽

で︑規量と聖数量とに撮って前に知られたものを﹁推

ことである︒﹁推究﹂とは硯量と聖教量とに基づく比量

ることであり︑哲畢とは﹁推究﹂に準嫁して活動する

開明論であるが︑囲明とは諸且乳によつて封象を吟味す

﹁これは尤もだ﹂と首肯してはゐるが︑彼は疑惑等を本

味である﹂と難じ︑ブーツスヤーヤナもこの論難を

れてをつて別物でないから疑惑等を別詮するのは無意

六諦の中︶疑惑等は矛盾なく量と所量とのうちに含ま

室井の許得がある﹂のであ少︑論難育も﹁この中︵十

んがために因を通庸して熟慮することである﹂二・一

揮で︑﹁思持とは展性の未知なるものに於て展性を知ら

である︵諌︑八頁︶が︑この決定の前提たるものは思

らぬのである︒つまり︑この決定たる眞知は諸量の果

の確定することが決定であり︑これ正しく眞知に外な

慮せられて主張と反主張とに於て開明が働らいて封象

働らかないからこれは招くとしても︑封象が疑はれ考

派が別冷する理由を大略以下のやうに説明してゐる︒

四〇︶と定義せられる︒本紆を解樺するに常つてブー

眈にご育したやうに︑﹁我などの所量の虞知にょつて

即ち︑生類擁取の薦めに説示せられた四明知ち︑紳畢

九七

ツスヤーヤナは思韓が仙故に展性を知らんがためのも
遣

農萎︑律法︑哲畢のうち第四の哲畢が開明畢であゎ︑
眞知 へ の

J3ク
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九人

知が生するから展性を知らんがために外ならぬ︒所謂

妨げられざることにょつて直ちに︑量の力によつて眞

キ ることにより︑熟慮にょり︑省慮せらる1ことにより

とを綜括する．ものである﹂︵一・二・﹂︶とせらる1の

とで︑定説に惇ることなく五分を具へて主張と反主張

とするもので︑﹁論議とは量と思持とによる能立と非難

議とはこの思持と決定とを五分作法によつて論評せん

のであるかを説明して︑﹁眞知の封象の承認む徴相とす 聖典と論議とには考慮はないヽと一いつてゐる︒叉︑論

思持は諸量を結合して量を承認するから論議の中で量

以上蕪雑ながら叙述せられたやうに︑諸量の果とし

である︒

知するのである︒そのものゝ存在するま1がそのもの

て得られた所の決定こそ正しく虞知に外ならぬには相

と共に説示せらる1によつて展性の未知なるものを随

1如茸の存在であり︑展性であり︑不慮倒であり︑如

違ないが︑それにも拘らす文一面に於て最知許得の雰

には虞知と解除とが稔伽三昧にょつて詳得さるべきを

法として稔伽の修習が奨められ︑控四・二二二六以下

資性である﹂といふ︒
着 この箇所は欄外に掲げらる1異本に操った︒
−ak笥思dロh註bh脚︒

安督する所の通則であるとは看倣さすして︑根と封象

ーツスヤーヤナに従へば本控をあらゆる種類の決定に

の確定することが決定である﹂︵一・一・四一︶が︑ブ

せられ︑等持せしむる努力によつて等持せしめらる1

ひ︑ブーツスヤーヤナは﹁けれども意が諸根から抑制

昧の修習によつて虞知が生する﹂︵四・二・三六︶とい

鮎のみを考察するならば先づ定説を掲げて︑﹁特殊の三

論語してゐる︒今︑その詳細は暫くこれを割愛し︑要

との接偶にょつて生じた硯量に於て封象の確定するこ

とき意と我とのかか人

そして︑主張と反主張とによつて考慮して後に封象

とも決定ではあるが吟味の対象に於ては主張と反手張

るのである︒仙となればかの合が存在するときには根

が眞性を悟らむとの▲欲求を其へ

とにょって考慮して後に封象の確定することが決定で

Jdr）0

る︒叉﹁前に焉されし其の相続によつてかの三昧は生

これの修習によつて﹁眞畳﹂が生する﹂と説明してゐ

の諦対象に封して諸畳︵雑念︶は起らないからである︒

の読に於ても放べられてゐるやうに︑稔伽桝生の法で

たらないが︑安に謂ふ桝の眞知の囚としての法は前控

ころの稔伽三昧の可能なるべきを喩示せんとしたに外

せらるゝ1﹂いふこしLなく反つて封貌mハモ凌僻すると

あるがこの法に就いては既に註一・一・二二の節桝

する﹂︵四・二・三九しといひ︑謀にはこれを解絆して
︳ヽヽヽヽヽ

﹁前に濁されしとは他生に於て積葉せられた︑眞知の

ヽヽヽ
困たる﹁港と智﹂︵dharma・pra5．くeka︶で︑児の相 ︵註︑三九頁︶に於ても開諭せらる1桝のものである︒

知らなかつた﹂﹁私はうつかりしてゐた﹂とて種々の封

て世人の所謂︑﹁私はこれを聞かなかつた﹂﹁私はこれを

が優れてゐるときには虞知が生する︒又︑三昧にょつ

知の因たる潅が増長の極限に達したとき︑三昧の観想

﹁稔伽の修習所生の法は他生に於ても亦随起する︒虞

べし﹂︵四・二・四〇︶といひ︑ブーツスヤーヤナは︑

経には︑﹁森林︑洞穴︑砂堤等に於て稔伽の修習を行ふ

修習の勢用が経験されるから﹂といつてゐる︒叉次の

は修習を尊重しないこと1ならう︒世俗の諸共に於て

綬とは稔伽修習の勢用で︑若しも修習が無北ならば人

ブロアシアスクパーダがこの法を更に紳の致命に蹄せ

所のそれと同一の内容のものであるかどうか︑或は叉

ものといつてよい︒もとより︑この接が正理派の謂ふ

に置かれてゐる鮎に於ては互にその旨趣を同じうする

より生す﹂といへる所の法と1もに何れも眞知の根砥

囚なり︑叉︑かの眞知は茸に紳の致命より顕現せる法

同・異・和合の六句義の同法と異法との眞知が至善の

ブロアシアスクパーダが彼の託樺に於て︑﹁茸・穂・糞

ぜる展知にょりて至善あり﹂︵一一・四︶といひ︑叉

ヽヽヽヽ

そして︑この淡は膠論控が﹁寛・徳・豊∵同・異・和

ブイ（〃

九九

合の語句養の︑同法と異法とにょり︑特殊の法より生

象の優勢を凌駕することが経験される﹂と解絆してゐ

道

しめたのは原始勝論語の仲秋を超ゆるもので兼して原
展知 へ の

る︒との箇所に於ては封象によつていはゞ主観が支配

ヽ

展知 へ

の

遭

一〇〇

始勝論経と全く辟を一にするものといひうるかどうか である︒麦に既述の﹁解脱に於ても亦同様であらう﹂

脱とは一切苦からの離放である︒一切苦の種子と一切

の鮎に就いても更に論究の僚地の存することは認めら ︵四・二・四一︶といふは正しくない︒それ故に︑解
るべきであらうと思ふ︒

って一切苦からの離脱が解脱であ少︑種子なく依庭が

苦の依庭とが解除に於て断滅せらる11と同じ理由によ

於て必然的に存在するものであるから﹂

ないから苦は生じないのである﹂と誰明されてゐる︒

筒ほ叉︑﹁さうではない︒諸覚︵雑念︶は所生の身に

二︶とて解脱者にも外境の勢用によつて諸覚︵雑念︶

ブーツスヤーヤナの這般の解繹にょつても明白であ

︵四二㌻四

が生する筈であるとなす前脛︵四・二・四一︶の敵者

じた身が動作と根と境との依庭である場合には︵控T

るから非稔伽者に於ける根と外境との接俄によつて生

や苦の依虞としての身や根はも早や存在しないのであ

の詮を答破し︑ブーツスヤーヤナは﹁糞力によつて生 るやうに︑壕伽三昧によつて解脱に鱒達した者には覚

T十一︶この原因の存在によつて諸覚︵雑念︶の生

起は必然的に存在するものである︒叉︑外項が優勢で する如き単なる硯量や︑叉これに基づく単なる比重の．

のでなければならぬことはいふ進もない︒上乗眈述の

あつても我に於て魔を起さしむる勢用はない︒かの外 如きものをも超え︑その認識の領域を全く異にしたも
境と根との合によつて覚が生する場合には諸費︵雑念︶

を起させるといふ外境の勢用が経験される﹂と解樺し 如く諸量の兼として決定せられた所のものも眞知であ

らる1稔伽三昧によつて詳得せられた桝のものも亦虞

てゐるがこの詮明の内容は次の控によつて一骨陽にさ るには相違ないが文一面．寧ろ諸量の絶封的に撥無せ
れてゐる︒即ち︑﹁又︑解脱に於てはこれなし﹂︵四二一

知に外ならぬとすれば虞知とはいはゞあれでもあり︑

ヽヽ

囲三︶といひ︑﹁これとは党の諸原囲の依鹿元る身と枚

とで︑牲・非法がないから解除に於てはこれがないの これでもあるとこ．ろの二轟的性質のものであるかのや

J！柑ブ

すればそは如何なる意味に於てゞあらうか︒

融合さるべきであらうか︑又これらが峻別せらるゝと

うに看らる1が︑果してこの両側面は如何に矛盾なく

於て任する時︑かの意の発生ぜす︑身の苦なきところ

二・L二六︶とも一致し︑又勝論軽に於ても﹁意が我に

の今にあるとせら．れ︑こ抄見解は既述わ箇俳人諸政・

如き方港で我が知らる1といふことは正理畢涯の敬語

とが知らる1のである︒︵註一・丁三︶そして︑斯くの

であるから此量によつても亦我の存在せぬばならぬこ

あるが︑叉欲・瞑・勤勇・柴・苦・知が我存在の徴相

あり﹂とは信頼すべき人の教示によつて知らる1ので

得されぬばならぬものであるとされる︒すなはち︑﹁我

1ものかといふにさうではなくして比量によつても倉

ものであるが︑叉唯ざ聖教量にょつてのみ含得せらる

一〇紹介詞︶例へば我は硯量によつては覚知されない

我に関する明噺判明なる覚知も亦眞知に外ならぬので

思ふ︒そして︑斯くの如く稔伽にょつ．て許得せられた

者との智の限界を認めてをつたことは明かであらうと

する程の場所を輿へなかつたとしても稔伽者と非稔伽

ツスヤーヤナが斯くの如き硯量に︑硯量一般中に併拳

を硯量一般中に加へてゐるのである︒もとより︑ブー

も正理一滴の硯景論に於て﹁稔伽者の智﹂としてこれ

︒ハーグも彼の詫梓の硯景品中に於てこれを説き︑法稀

として呼稀せらる1ところのもので︑プロアシアスク

ある︒そして︑この硯量は一般には﹁稔伽者の硯量﹂

二・一六︶といはる1ので

に障らぬ知であり︑正しく虞知でなければならぬ筈で

なければならぬ︒叉︑覚即ち知が我︑根︑意︑境の何

のものそは稔伽なり︵五

ある︒にも拘らず︑﹁我と意との特殊の合にょつて我は

れの徳であるかゞ吟味せられて﹁又︑同時に一切の所

ブーツスヤーヤナもいつてゐるやうに︵脛一・一・

まのあたりに知られる︒︵Pratyak竃︶これが稔伽三

ヽヽヽヽヽ︳ヽヽヽヽ

知を認知せぎるが故に知は意の徳ではない﹂︵三・二二一

一〇一

昧所生の愈伽者の硯量である﹂︵註一・一二二︶ともい

道

O﹂といへる箇所に於てブーツスヤーヤナは﹁又とは非

の

はる1が︑本派に於．ては稔伽の状態は我と意との特殊

眞知 へ

ヽ

するといふことにはならぬのである︒何故なら︑若し

のであるとしても知が我の徳であるといふことを撥無

らかういふことはありえない︒或は叉︑意が遍在のも

るが若しも知が意の徳であるとすれば意は微であるか

といひ︑これは認識の主饉が遍在であるから可能であ

して彼此の事物に於て同時に一切の閉知む認知する﹂

常な感官を具ふる者となつて別に諸モの有根身を化作

味である︒茸に︑稔伽者は神通力が現生した時には異

稔伽者は同時に一切の所知を認知しないからといふ意

のもので︑創始者は先づ稔伽の修習にょつて眞知を詮

の施設は正しく稔伽三昧所生の眞知を論評せんがため

ざる限り

併し乍ら︑眞知を勝義に於て二養的性質のものと解せ

も安に存すると看るべきではなからうかと思はれる︒

て至菩に段階をまうけて上至菩と下至善となした理由

それ故に︑ウッヅヨークカロアが第二控の紹介詞に於

の内容に於ても亦互に異なるものでなければならぬ︒

らるべきものであるとすれば︑夫々許得せられた眞知

界に於て彼此これを異にし︑その方怯も亦自ら峻別せ

一〇二

も意が遍在で内宮をなしてゐるとすれば意は一切の根

得し依って以てこの眞知を襲き示さんがために量等の

道

と同時に合するから同時に諸知が生する筈であるが非

部門をまうけたものといふべきである︑つまり︑量の

虞知 へ の

玲伽着たる一般人にはかういふことは不可能であるか

根砥には眈にそれ以前に虞知が濠想されてゐるのでな

そして︑この場合に論繹さるべきものが論許以前に

文︑斯く看るべきが常然であるⅠ量等

ら知は我の徳でなければならぬいといふのである︒こ

ければならぬ︒

って諭許せんとしたまでゞあるが稔伽者と非稔伽者と

知られてをらねばならぬことはいふまでもないが︑論

一

の簡桝は知が我の徳なることを稔伽者の場合を例にと

がその認識の領域を異にしてゐることはこれによつて

評さるべきものが控除上疑ふべからぎる事葦に基づい

深冷静賠ちるゝとき∵七ゆ漁漁弛悠わた迦かれた鳩の

明白に親はる1であらうと思ふ︒
止縦断哲．如ぺ︑．旅伽督l非愉伽常法披その潜の扱
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展知 へ の
に三つの﹁道﹂︵m貿l

遭
ga又はpatha︶

が詮‰れ︑こ

の三つの道は印度に於ては常套手法ともいはるべきも
のであるが︑この三つの道が正理経全鰹の構造を形追
つてゐるとも看られうるのではなからうか︒もとよが
一々の内容が直ちに一致してゐるとはいひ難い宜して
も︑この中︑﹁知遇﹂︵jか脚na・m腎ga︶に相常すべきも

にも常族まるべき．ものが第二

の汎第一控の量等の眞知にょる重苦の謬得であり︑﹁行
道﹂︵kaりヨa・・ヨ賢一ga︶

経の解除観で︑いはゆる﹁信道﹂︵bhakti・ヨ腎ga︶に

契合すべき要素は正しく本派が紳の蹄取を詮く鮎に於
てこれを看るより外な．いといひうるのではなからう

か︒

J釦α

ト教の立場よりする最後的分れ目に直面して釆たと云

示︑信仰と文化︑命令と秩序︑の関係に関してキリス

して昔から断えす論争の中心となつた所の理性と啓

い恐らく夫れは︑キリスト教紳単に於ける根本問題と

き所に迄︑達したかの楼である︒香︑夫ればかりでな

於ける﹃結び付き鮎﹄問題論争と共に︑夫れの達すべ

粁澄法的紳畢の蟄展は︑バルトとブルンナーの間に

然しバルトに従へば︑此の﹃結び付き鮎﹄即ち紳と人

軸と人間との間の﹃結び付き鮎﹄と云つてよい﹂と︒

聞きえない︒そういふ共通鮎︑類比︑同似性を我々は

通鮎︑類比︑同似性がなくしては︑人間は紳の言葉を

直別があらうとも︑語る紳と聞く人間との問に或る英

云つてゐる﹁たとへ紳と人間との間に︑如何なる差違

ルトは﹃結び付き鮎﹄を全然否定してはゐない︒彼は

教義畢の中に於て明白に見かれると思ふ︒其庭ではバ

問題をめぐりて

つてよい︒私は今この重大な﹃結び付き鮎﹄問題の全

との聞の共通瓢はアプリオリに︑自然的人間︵生れつ

r結び付き鮎﹄

面に就て諭する暇を持たない故に︑此鹿では唯だ此の

きのま1の人間︶の中には存在しない︒人間は罪に堕

吉

問題をめぐる二三の鮎に裁て少しばかり私見を述べて

落した薦めに︑紳に向ひうる凡ゆる能力を全く失って

囲

見庇いと思ふ︒

しまつてゐる︒従って若し人間に紳を信する事の可能

菅

﹃結び付計鮎﹄に封するバルトの見解は︑彼がブルン

性があるとすれば︑夫れは紳自身が人間を捉へると云

一〇五

ナーの挑戦に答へた論争菩﹃香！﹄よりも︑寧ろ彼の

禽び付き艶聞題をめぐりて

J40y

紆び付き鮎問題をめぐりて

一〇六

ふ仕方にょつてしか起りえない︒即ちキリストの中に 菓を聞く可能性の前提となりうるか9・紳の言菓を聞

於て︑叉キリストによつて啓示された紳の言菓の中に き之を理解する事は︑全く紳の行焉であつて︑其虞で

於てのみ︑紳と人との結び付きの新しい可能性がつく は人間の努力が全く排除されてしまふのであるか？

はありえないのであるか？・紳が人間に語りうる前に

られる︒人間が罪・に堕落した馬めに失ってしまつた所
紳と人と云ふ二つの閃素が並行し又共立すると云ふ事
の紳に似た姿︵紳の映像︶は︑キリストに於ける頓靡

によつてのみ再び快復せしめられ﹃結び付き鮎﹄が新 人間自身が紳の言草を聞きうる者でなくてはならぬの

しくつくられる︒然し此の﹃結び付き鮎﹄は︑信仰の ではないかゆJ と︒而してバルトに反封する人々の中

中に於てのみ可能であり叉硯賓となる︒人間は信仰の でも特にブルンナーは︑此庭で紳の言葉を聞きうる能

中に於てのみ︑神聖コロ実によつて紳の言葉を受ける者
力︑即ち﹃結び付き鮎﹄が人間−−未だ紳の言葉を閲

とならしめられる︒従つてバルトにとつては︑信仰は かない人間 − の中にもある事を肯定するばかりでな

き鮎﹄と云つても︑バルトの云ふ夫れとブルンナーの

借︑此虞で注意して置き度い事は︑同じく﹃結び付

虻︑非聖書的であるとさへ云つてゐる︒

第一には紳の言葉を聞きうる薦めの前提であり︑第二 く︑進んで︑そういふ﹃結び付き瓢﹄を否定する事
には然し叉︑紳の言葉を聞いた結果である・1即ち信

仰は人間にとつては紳の言葉に基いて始めて可能とな
るのである︒

バルトに反封する人々は︑此廃に信仰と紳の言葉と 云ふ夫れとの問には大きい差遣のあると云ふ事であ

の﹃悲しき循環﹄を見て︑かう質問する︒若し紳の言 る︒バルトに於ける﹃結び付き鮎﹄は︑紳の言葉によ

﹃燈心町潜鮎隼であ歌∴ゲれ∧紆町闇賢隣組

葉が信仰の前綻であるならば︑此の紳の言葉にょつて って人冊に仁仰がつくられた後の︑紳と人とのmの
始め把惹飽きれる断の宿がい如何うして温か．紳粉骨

紬錮

■

間に語る時に︑香︑語る前に眈に人相の申に於てある 如く人冊が紳の姿を婿ふと云ふ機能と目的とは︑罪正

ンナーは更に︑此の人間が翻わ映像を持つてゐると云

Dei︵紳の映像︶
寧ろ夫れは人間が罪を犯しうる前提なのである︒ブル

所の神聖日英を聞きうる能力を云ふのである︒而して 堕落した焉めに失はれてしまつてゐないばかりでなく
ブルンナーは斯かる能力をimagO

の概念から導き出して釆ようとする︒

Dei

の概念を二つに分けて︑ は︑人間が主餞である事と︑責任を感じうると云ふ事と

然しブルンナーは其の菅﹃自然と恩寵﹄の中で︑極 ふ事の内容を︑二つの言葉で明かにしてゐる︒夫れ
めて注意深くim牒O

形式的と内容的となし︑内容的意味に於ける紳の映像 である︒人間が他の生物と異ってゐる鮎は︑紳の如く

はくだけてしまつてゐるが︑形式的意味に於ける夫れ に主催であり︑理性を待つた存在であると云ふ事であ

はくだけてしまつてゐないと云つてゐる︒形式的映像 る︒人間は罪に堕落しても主濃である事を止めはしな

とは︑ブルンナ一に従へば︑人間が他の生物と典って い︒即ち人間は︑たとへ罪人であつても︑他人から語

人間である所以のものむ意味する︒其の鮎では罪人で りかけられ︑叉紳から語りかけられる事の出奔る者で

あると香とを問はす絶て人間をして人間たらしめる朗 ある︒従って叉そこからして︑人間は本来︑責任を感

の特徴を云ふ︒換言すれば︑夫れは人間が萬物の中に じうる存在であると云ふ人間の根本特徴が出て来る︒

於て占める特別なる優越の地位を云ふ︒背約聖菩の中 人間は罪に堕落しても賓任を感じうる︒かくてブルン

に於て︑人間が紳にかたどつてつくられたと述べられ ナーは人間をして人間たらしめる特徴をば︑紳の言葉

てある其の言葉は︑此の意味に解さるべきである︒夫 を開きうる能力と︑責什・を感じうる能力と云ふ二つの

れは紳が人用をば紳の姿を拾ふ者としてつくつたと云 言葉で表現してゐる︒之に封して内容的映像とはlu・

結び付き鮎聞出をめぐりて

一〇七

ふ人間の特別な紳との関係を云ふのである︒而して斯 StitiaOri粥ina︼is即ち人間が罪に堕落する以前の正し

ブイ〃ク

結び付き難問題をめぐりて

一〇八

は更に云ひかへてかう述べてゐる︒人間は罪に堕落し

は罪に汚れてゐない何物もない︒同じ事をブルンナー

に︑人間腋徹頭徹尾︑罪人である︒従つて人間の中に

が︑内容的には映像は全く失はれてしまつてゐる故

硯であり文責任を感じうると云ふ特徴を失ってゐない

換言すれば人間は罪人であると香とを間はす︑常に主

様に︑形式的には紳の映像は少しも失はれてゐない︒

全くくだけてしまつてゐるのである︒然し眈に述べた

も新約聖書も共に許披立てる所である︒そういふ意味

惟界︑自然界に就ても通用すると云ふ事は︑膏約聖書

言葉が︑我々罪人なる人間が行薦をする舞嘉としての

認識される︒名人の虞慣は其の作品に硯はれると云ふ

天地寓物の中に於て︑其の創造者の塞が何らかの形で

世界︑字蹟は紳の創造したもでのあるが故に︑凡ゆる

にょる紳認識とを持出して来る︒ブルンナ一に従へば

事を示さうとして︑自然界に於ける紳認識と︑﹃良心﹄

−紅−1−不完全ながらI−認識しうる能力が人間にある

次ぎにブルンナーは︑キリストの啓奉なくしても紳

た後も︑以前の如く人格的存在として紳の原型の記し

に於て．此の世の天地萬物は前の自己啓示である︒而

き状態を云ふ︒而してブルンナ一に従へば此の映像は

である事を止めはしない︒然し人間は罪に堕落した後

れてしまつてゐるが︑然し其の人格的存在の形式︑即

斯如き人格的存在の内容は︑罪の焉めに拒否され失は

ば紳に仕へる結果として人に仕へる事を云ふ︒佃して

愛の中にある事︑紳の命するま1に動く事︑換言すれ

的人格存在となる︒．正しい意味での人格的存在とは︑

ゐるのである︒即ち紳は天地甫物の中に於て人据粧明

る所のものが見えなくなつてゐると云ふ事を意味して

馬めに盲目となり︑我々の目の前に可見的に立つてゐ

は書いてない︒と云ふ事は︑つまり︑我々人間は罪の

へ妨げられはしても︑全然なくなつてしまつてゐると

和が天地寓物の中に於て認識されると云ふ事が︑たと

は︑正しい意味での人格的人格存在でなくして︑反人格 して聖書の何庭を見ても︑人間は罪を犯した薦めに︑

賜人間でぁ名答は一淑に∵非人と錐も失つてゐない︒

J JO

識しないのは人間の責任なのである︒

nに自分む辟示してゐるのであるが故に︑其の紳を認

のものが始めから肯定してゐる所である︒問題はそれ

示があると云ふ事は問題でないばかりでなく︑教書そ

ブルンナーは︑之に封するキリスト教の

−

或は寧ろ

同じ耶は文人間の﹃良心﹄即ち責任感に裁ても云へ らの二種類の啓示がどう関係するかと云ふ事である．︒
る︒絶ての人間は︑箪に責任を感じうるばかりでな

給び付き鮎問題をめぐりて

像崇拝に欒ヰるのである︒かくて人間は︑イエス・キ

−1を認諭する事が出来なくなつてしまふのである︒

一〇九

一にとつては自然的啓示と聖書的啓示との二種類の俸示に基いて信仰を待つた者には︑此の世の中に於ける

とも ー 認識が出来ると述べてゐる︒従つてブルンナ之に反して︑イエス・キリストの巾に於け一〇紳の啓

かの形で−・たとへ不完空であり叉不明白ではあらう

を認め︑キリストの啓示なくしても︑人間は紳を何ら −尤も此の世の中に於ても其の一部分は啓示されるが

兎に角かういふ風にしてブルンナーは︑自然的啓示 リストの中に於て新しく啓示される所の紳の眞の姿−

てゐる︒

つまり人間は︑此の世の中に於ける紳の啓示をば偶
で紳を知ってゐると一式ふ事であると聖書も明かに述べ

故に︑紳の律港を知ってゐると云ふ事は︑何らかの形 の代りに神々を認識したり︑茎想したりする様になる︒

の紳を知ってゐると云ふ事とは同一の事である︒夫れ罪によつては人間の目がくらまされた結児︑人間は紳

任感を持つてゐると云ふ事と︑律法を命する者として 厳さと慧智とを認識せしめるには十分であるが︑然し

いと云ふ事は︑禽獣を見れば解るであらう︒罪人が責に於ける紳の啓示は︑人間をして此の世の中に紳の壮

る︒紳の律法に就て何も知らない者は︑罪を犯しえな 十分でないと云ふ事であると云つてゐる︒此の世の中

の意志を知ってゐるが故にこそ︑罪を犯しうるのであでは︑我々に救ひをもたらしうる様な紳認識を得るに

く︑事賓︑責任を感じてゐる︒人間は何らかの形で紳 聖書のーーー答は我々罪人には︑第一の自然的啓示のみ

JJJJ

結び付き鮎問題をめ〃＼りて

自然的啓示が其の金牌にわたつて︑何も亦︑明白に認

一一〇

いづれにせよブルンナーはキリストの辟示を受ける

識される様にたる︒つまり正しい自然的紳認識は︑キ 以前の人間も此の世の中に於て紳を認識する事が出来

リストを信する者︑換言すればキリストの解示を受け ると考へてゐる︒尤もそこで彼は︑罪によつてそうい

た者にのみありうる︒此庭でブルンナーは自然的紳認 ふ紳認識が妨げられてゐる事は認めて居少︑而して斯

識とか自然的啓示とかと云はれる時の﹃自然﹄に客観 如く罪にょつて妨げられた紳認識が偶像崇拝になると

的側面と主観的側面とがあると云ふ︒而して其の客観述べてゐる︒然しブルンナ一に従へば︑其の偶像崇葬

的側面︑即ち認識される封象としての自然に於ては︑ の中に於て︑紳認識が妨げ︑暗まされてはゐるが︑全

紳は不断に自分自身の本質を俸示して之を人間に認識 くなくなつてしまつてはゐない︒而してさういふ妨げ

せしめんとするが︑其の主観的側面︑即ち人間にょつられ︑暗まされてはゐるがなくなつてはゐない所の自

て認識された自然に於ては︑人間は自分が罪人である然的紳認識を補充し明白にして完成するものが覚書的

馬めに︑其の客観的白秋川の姿の一部分をしか認識して
啓示なあである︒ブルンナーは此の自然的紳認識と聖

ゐない︒同じ事を人間自身に就て云へば︑人間の本性書的紳認識︑一般的啓示と特殊的啓示︑自然紳撃と啓

の中に印刻された紳の映像は毀れないであるが︑然し示紳撃との関係をばいろいろと説明してゐる︒彼に従

夫れは紳の手と足とだけの認識であつて︑紳の心の認

常に罪の焉めに暗まされてゐると云ふ事になる︒夫れ へば︑自然からの紳認識は部分的なものにすぎない︒
故にイ羊ス・キリストによつて我々が了解H来る事

は︑紳は自分を既に以前から啓示してゐるのである 識ではない︒従つて自然からの紳認識は不完全ではあ

する串は班東恵．い用馨に於け．るキリストの禁はJ

が︑我々罪人は北ハの伴示を正しく認めないと云ふ事な
るが︑然し不完仝であると云ふ理由のもとに之を無税
のである︒

〃Jク

此の自然に於ける紳の伴示を明白にし同時に叉︑補足 せる︒かくて．八ルトが兼れを批評してトミスムスへの

するものである︒聖書は︑自然的啓示を凍大するレン復吸であると述べてゐるのは一膝尤もと云はねばなら

ズの如きものである︒或は例をかへると︑聖書的啓示ぬ︒之に封してブルソナーは自分の見解がカトリスム

によつて自然的啓示の中に於ける紳の挙が強められ︑ スの夫れでない事をtきりに群護してゐる︒ブルンナ

其の結果︑陸れる人間も之を聞く事が出来る様になる 一に従へば︑カトリムスに於ては︑破れぎる自然画挙

とも云へる︒然し夫れだけではな・い︒聖書は更に紳の
がありうる︒換言すれば︑啓示紳堅から離れて夫れ白

心を啓示する︒自然的啓示によつては︑紳の心の最も身として存在する所の︑而して啓示紳撃に封して堅糾

奥深い秘密を知る事は桝釆ないのである︒ブルンナー な基礎となる所の理性の思想硯系としての紳挙があり

は以上の如き説明をする際にカルビンから多くの言葉うる︒之が宗教改革者達の立場と正反封の鮎である︒

を引用してゐるが︑私は今ブルンナーがカルビンを正 カトリックの立場では︑自然紳畢は理性だけで立てら

しく引用してゐるかどうかの問題には立入る必要はな れうる︒従つて其庭では自然は理性によつて完全に理

い︒此靡では我々は唯だ此らの言葉にょつてブルンナ解されうる︒唯だ救ひに関する超自然のみは信仰によ

なくなつてしまふ︒而して其虞では自然的紳認識と啓

ーが︑聖書的啓示以外に自然的啓示があり︑而して聖らぬばならぬ︒かくては自然的紳認識の持つ不明さが
書的啓示は自然的啓示を其のま1取上げて之を撰大し

且つ夫れに不足なものを祁ふだけであると云はんとし 示的紳認識との間に分裂がなくなつて︑分裂の代りに

てゐる事が明かになればよいのである︒従つてブルン二院分が這入つて来る︒自然と恩寵︑又は理性と啓示

ナ一に於ては︑所謂自然神学が可能となり︑啓示神学とは段階的に罷介されるのみであつて︑其の問に何の

一一l

は唯だ共か自然紳畢の上に附加されるが如き観を抱か分裂もない︒之に反して宗教改革者達の立場からする
結び付き艶聞題をめぐりて

〃〃

め正しくなれうる︒従つて人間に本来具備されてゐる

ト自然に裁ての凡ゆる陳述はキリストよりしてのみ始

紳をあこがれさせつ1︑紳にそむかせる研のもの︑即

々を紳に近づけると同時に紳より離す桝のもの︑或は

ばならぬのではないか︒換言すれば自然的和談識は我

一一二

理性の光りは︑或る程度迄は自然的啓示に関する事柄

ち凡ゆる形に於ける偶像崇拝に外ならぬ︒従つて夫れ

繚び付き艶聞題をめぐりて

を取扱ひうるが︑夫れだけでは十分ではないと云ふ事

を凍大し叉補充するだけでは十分でなくして︑更に而

を輿へると云ふべきである︒誤てる紳認識にしても紳

になる︒之に反してカト∴リツクの立場では︑理性の光

此虞で自然紳挙が皆記法的に解されるとは如何なる

認識である以上︑そこには正しい紳認識の要素が含ま

して何よりも先きに夫れを審判し訂正し改造しなけれ

事豊息昧するのであらうか︒ブルソナーに於ては︑前

れてゐるのではないか︑と云ふ人があるかも知れない

りだけで自然に裁ての認識をうるに十分なのである︒

述した所にょると︑自然的啓示にょる紳認識だけでは

が︑然し少くともキリスト教の立場よりしては︑キリ

ばならぬ︒夫れ故に︑自然的人間に備はれる理性の光

不明であり不足である故に︑夫れを挟大し叉補充する

ストの啓示にょらすしては︑正しい完全な紳認識の標

かくてブルソナーは︑宗教改革者達に於ては自然紳畢

ものとしての聖書的啓示が必要であると解される︒然

準がありえない限り︑キリストの啓示を受けぎる人間

りは自然的啓示にょつて人間に紳を或る産鹿迄正しく

し軒記法的と云ふ意味は︑ブルンナー自身の菅﹃新教

が︑自分の持つてゐる紳認識の中に︑正しい紳認識の

は粁記法的に解されてゐるが︑カトリックに於ては非．

紳畢の宗教曹畢﹄などに於ても窺はれる様に︑もっと

要素が含まれてゐるともゐないとも云へない嘗であ

認識させるのではなくして︑寧ろ始めから誤てる紳認

積極的に解さるべきであつて︑自然的啓示は只だに不

藤川酪軋蛛津紗組輝い紗捗添搬渡肘藍追試瞥紘

常澄的に解されてゐると云つてゐる︒

問常静酢酢温海藍練恥落鮪温野馳組敷は掛淋

渥〟

へ有事でぁる︒偶像崇邦1鱒中にも頗の紳へのあ→こがれ

帯び付き艶聞題をめぐりて

ぎる片が自分の状態に放て思慮しでぁる珊とは決し．て

主

て︑夫れに就て下す判断と︑未だ全然キりストを知らを解せぎる人に︑キリストが解せられる1即ち其の

た者が︑未だ知らざりし以前の状態をふりかへつて見借りて釆ても︑無駄である︒夫れ故に︑未だキリスト

ども未だキリストを知ちぎる者には夫れが全く無意味 なくして︑紳の働きにょつたのである︒若し紳の働き
であるのと同株である︒兎に角︑既にキリストを知つがないとすれぽ︑如何に相手に解り易い思想や概念せ

である故に︑キりストを知つた者には理解されるけれむ解した時には︑夫れは其の思想や概念によつたので

夫れは丁度︑ブルンナーの宗教史翫が神学的宗教史観 〜m心想や概念を用ひるとしても︑其の人がキリスト

ト教の紳認識を完成するものと考へてゐるであらう︒仰なき者の解しうる王﹂即ち其の人の用ひ慣れてゐる

的確信が強ければ強い程︑自分の紳認識こそがキリスをして聞かせる場合︑即ち説教や聖書読繹に於て︑信

れるたどとは考へてゐない︒寧ろ反封に其の人の宗教存しない︒信仰ある者が︑信仰なき者にキリストの話

の持つてゐる紳認識がキリストの啓示にょつて完成さするが︑未だ信仰を起さない人には﹃結び付き鮎﹄は

者のみであつて︑キリストを未だ知らざる者は︑自分言薬を聞いて信仰を起した人には﹃結び付き鮎﹄は存

力が人間にあると云へるのは︑既にキリストを知った付き鮎﹄を見附す事が出来・るのである︒従つて︑紳の

を知る以前にも既に紳をたとへ不明白ながらも知る能 い︒キリストの啓示を受けた者のみが︑斯かる﹃結び

筈である︒従つてブルンナーの考へる如く︑キリストしてキリストの啓示が其の人間に輿へられるのではな

らぎる偶像崇拝者自身に於てはそういふ事は云へないる能力を持つて居り︑而して其の能力を結び付き鮎と

した者にして始めて云へる事であつて︑キリストを知けざる以前に於ても人間は自然を通して紳を認識しう

があると云ふ事は︑キリストの啓示によつて紳を認識同一ではありえない︒夫れ故に︑キリストの啓示を受

J塵Jj■

惰び付き難問題をめぐりて
人が信仰を起すー1あは︑全く紳の働きー紳の言其

一一四

つの抽象にすぎない故に︑斯かるものが夫れ自身︑濁

のである︒ブルンナーは斯かるものが存在すると考へ

である︒而して︑斯如き立して具牌的に信仰以前に存在すると見てはならない

紳の働きを受けて信仰を起した人が︑後から自分をふ

たが故に︑紳の映像を形式的と内容的とに分ち︑其の

ー

りかへって見る時に︑信仰以後と信仰以前との問に

中の形式的映像だけはなくなつてゐないなどと云はぬ

ばならなくなつたのである︒今若し斯かるものが存在

しないとすれば紳の映像聖一つに分つ必要もない︒紳

郎

ち未だ紳の働きのなかつた！時に迄︑持つて行く事

の状態の巾に﹃結び付き鮎﹄を見出し得るとしても・

る事はゆるされぬばならぬ︒但し其の場合︑信仰以前

夫れと信仰以後の状態との関係に就ての理論を立て

を起さしめられた者が︑信仰以前の状態をふりかつて︑

悪しき循環ではない︒然し夫れと同時に叉︑一度信仰

ルトの言葉は忙しいと云はぬばならぬ︒夫れは決して

仰があるによつて紳の言葉を聞く事が酎乗ると云ふバ

云ふ差違があると云ひうると‖心ふのである︒

あり︑ブルンナーの兵れは理論的性格わものであると

バルトの﹃結び付き鮎﹄は信仰・賓存的性格のもので

ーは此の鮎整式はうとするのであらう︒従つて我々は

のある事を見出す事は︑少しも芸文へない︒ブルンナ

前の両認識の中にもキリストの啓示と﹃結び付く鮎﹄

る︒然し一度﹃結び付き鮎﹄が輿へられた後︑信仰以

輿へられぬばならぬ︒バルトの云ふのは此の鮎であ

浄以前の押勝俄菅原省す海事にはつて見也tね断あこ

J4J♂

夫れは眈にキリストの符示を知つた者が︑未だ知らぎ

の言賓にょつて起さしめられるのであり︑而して又︑信 よい︒従つて又﹃結び付き鮎﹄は唯だ紳によつてのみ

の映像は全く毀れてなくなつてしまつてゐると云へば

一

﹃結び付き鮎﹄を見出す事が出来るからとて︑其の﹃

の働き ー 紳が語るから

■

はゆるされないであらう︒其の意味に於て︑信仰は紳

結び付き鮎﹄を直ちに未だ信仰を起さなかつた

＼

夫れは既にキリストの桝元を如／一た斉カ
﹂刀勇ハ′咋〃F

慮喝作・﹃端正なる難陀﹄

ユとて烹長辺坑こ度フ？とニ

涛

誠

廉

Libraryで只其の原本︵一一大五年需︶

松

とその思想

bar

を畿見

し他の紙のマヌスクリプトで十八≠紀に焉されたと想

印度文畢史上に於ても俳敦史上に於ても重大なる
地位に在る馬鳴︑ことにその著とされて居る起信諭

像されるものを参照して︑一九一〇年

氏G
のa
蟄w
行3nSki︑Hu−t決Ch

等の大家の訂正努力を経て

百五十一統として出したのが初めでその後

Bib−iOtheca

は吾人の畢生時代望月常般皿繭恩師の問に問題にされ

︻ndica

E．H・lOhnstOn

て居た師係もありて興味の中心となつて居たのであ
るが︑或る所で偶然に

んど完全に近いものと見てよいが︑同氏の繹も努力の

A賢a的成
h立
Oし
芯た
をの
手が
にジョンストン氏の蟄行である︒これは殆

して興味に任せて大部分濁詳したが︑一九三二年同

作であることは其脚誌を見ても明かであるが︑詩文は

Of

氏が英繹を出したので猫繹を止めてしまつた︒この

所々訂正せねばならぬ研がある様である︒この詩の梗

のThe Saunda岩ロanda

頃漸く思想研究に重大な所を日本諸にしたので筆を

概・
及び思想㌢一取扱ったのは蔑見者ハラブラサーダ氏が
Sauロdarana

その孝行の序中に︑またWinternitN

取る次第である︒′以下Sauの字を
ndaに代用する︶

畢史申に物した以外に無い様であるが其れも甚だ簡単

が例の印度文

この惜嶋の著作の原本は二つ畿見されて居る︑西紀

一一五

一八九八年Harapras註a許striがNepで
巴︑
の思
D想
uにr
関しては前者は︑馬場は俳陀をして解脱せ
罵鴫作端正なる難陀とその思想

︵三︶美しいYaヨakaの作法等に於てSauは確か

一一六

る難陀に詮生を衆生済度に用ひよと云はしめて居るか

に出udd訂carita︵以下Buを以て代用す︶より勝れ

馬鳴作端正なる難陀とその思想

ら大乗的衆道あり︑更にまた稔伽の修行を進めるのみ

て居る︒其他︵四︶形容響喩書方等もBuの方には若

の語が二度も出て来るから馬場は

でなくYOg訂腎a

としさがあり︑︵五︶雨詩共にMah巴乱すya

の性質

稔伽次に屠する人であらうと想像するに過ぎない︒ま

が執れにしても想像に過ぎないので危険でもあるし︑

見て︑難陀に解脱して後衆生を済度せよと進めるのは

には鋭利と熱烈さがあり︑︵六︶更に理論的に考へて

たWinterロitNは︑前年の大乗気分を詮くのみである 上主要素の一部とされて居る愛慾の描焉にもBuの方

これだけの大著をそれだけで葬るのは誠に惜しい︒

を書いたかと云ふ理由二句に終るまで全十八葺からな

踪命す﹄に始まつて︑伶侶として何故Mah詳抑童a

をお進めしてこ1に記さないがこの作は﹃咤一彿陀に

と考へられるが事章一般思想内容としてBuでは十二

は馬鳴が相常修行的に進んだ境地を得た時の作である

ためにこの詩を作ったとして居るのであるからSau

ると馬鳴は人々の好む只腎yaの形を以て衆生碑度の

の最後の句に伐て見

● り︑内容は難陀の入道修菜解除を経とし︑その中に思

因縁がその主要部でSa亡中の此ではない︒彼は俸詮

梗概は繁を恐れて貴arapras註aとWinte岩i
馬t
鳴N
の思想であつて︑一方Sau

想を編入れたものである︒この著が俳所行讃を書いた

によると音楽をもよくしたと云ふ詩人であるから非常

の序をお進め
にす
感情方面も強かつたものと想像される︑従って 厨u

馬場の作であることは今まで疑つた人が無いが︑その
Harapras註a

はより若い時に彿陀蹄植ゎ感情から就れかと云へば自

理由を見たい方には

る︒また同氏が彿所行讃がこの詩より以前の作である

己のために作ったものであらうと思ふ︒右の理由の中

・五まではl々例を引用し得るのであるがあまりに文革

とムふのは︑吾人も彼の序文を諌む以前から考へて居
たことで︵こその流暢さ︑︵二︶無理のない合梓法

J4柑

諭に亙るのを恐れてこ1に省く︒

の絡まで平面的に比丘の生前修行の心得を説き次町第

のにして︑他意者の耳を捕へんが薦めに詩の形にて

発︵岩ti︶ のためならす︑解除の養を中心とせるも

以上の作は寂静のため︵くyupa軌抑ntaye︶

道する︒俳陀は難陀の決心を稀資して︵12二九︶始め

難されると難陀は恥ぢて彿陀の所へ行き眞の意味で求

陀は天女と同棲を願ふ故に俳道を修するのを阿難に非

の綱目だけを奉げて見ると第十一天界非難の章では難

十七童に難陀の修行の形で立饅的に書いてある︒今そ

作られた少︒茸にその中に於て如何にせば蛮を混ぜ

に︵A︶法に封する信と覚知の必要を説き第十三童の

馬鳴は最後に作詩の理由として

られたる苦き葬を飲まむが如く心よくあらんかと一

始めに難陀の正接に封する信確立するや如来は難陀が

にして散

方解脱︵法︶より作りしものを同時に詩の法より吾

法の磯となつたのを知つて

今より後更に信根を先として汝は不死を得んが馬め

は作りたゎ︒概して≠間は境界の歓欒を最上とし解
脱より離れたるを見て︑解脱は最上なりと云ふ眞理

と始めて︵B︶身口の清浄の必要を示しその明白︵亡t

に友よ︑行馬を守るべし︵十︶

りて︑中に置かれたる寂静的なるものがそれ︵詩︶

tぎa︶と演開︵5．く

を吾は詩の形む以てここに語れ少︑そ︵の故︶を知

より取らるべくして遊戯的なるものは然らす︑鏡石

aくadya︶

をす1め

︵Ⅰ一二︶身口の七業を清浄

ta︶と守護︵gupta︶と無紋︵an

より生ぜる襲砂より集められたる集積物が金なりと

にし︵一三︶詭詐等の五の過失と天文等の四の正しか

らざる生活を捨て︵一四︶生物穀類財を持て1乞食支

︵知りて︶

と云ふて居るからこの作の中心が解脱道にあることを

l一七

−一六︶戒の必要を詮いて或は解除の根本である

分を持することによりて生活に満足することを進め
︵

知り得るが事茸馬鳴は懇切にこれを説いて居る︒第一
には彿陀の口を借りて第十二童の十九節から第十六童
馬鳴作端正なる難陀とその思想

74J

一一入

不善法を捨て書法をなせ︒何故ならば人は執せるもの

椙鳴作端正Eなる難陀とその思想・

とこれを心理的に ー

を串しその習︵abhy訝a︶によ少心︵cetas︶曲る︑故

或は馬鳴の新説か−−説明し

︵ − 二六︶て居る︒次に︵C︶根と項の関係を説い

︵⊥︶親類︑園地方に封する偏愛を去り最後に自己の

て根は恐しきものなる故に制せよと云ふ事にてこの章 に意を観察して不書法も尋する勿れと説く︵−1二九︶
を終る︒

三四︶︵F︶正
︵yOga︶

では其の

をるが︵M︶始めに四弼を修し五紳通を得べきことを説

題の示す如くに所謂彿教の中心数理を以て説くのであ

の聖虞理の説明︵㌢yasa音a・童詳hyぎa︶

第十帽章初聾趣︵卸diprasth抑na︶では︵D︶食の
生量命に封する執を破せしめるのである︒次の第十六童

−

を制しその中庸を得ることを進め︵一−一九︶︵E︶
陛眠をさけ︑その方法をとき︵二〇
念に︵sm叫ti︶任し︵G︶礪属して稔伽

き︵N︶四諦を説明し︵0︶善知識の必要︵

三九︶

行すべきことを説いて終る︒第十五童断尋思︵くitark

︵P︶更に附加的に四諦の誼をpraく巧ttiとniくrtti

等六界に依る観察︵四四−−四八︶︵R︶最後にyOga

に分けて説き︵Q︶更にn瞥Ja・旨paの観察港並に地

−

a・prah茸a︶は意に関する退治の注意でこれは前二茸

を観察

が身 に限られて居たのでこの童には意に就ての．べる
ものと思はれる︒始めに︵H︶愛慾︵粁抑ma︶

注意豪懇諭して︵S︶精進の必要を説いて終るのであ

︵Ⅰ︶惰眠︵an・ すべき反封概念の必要を力説し︵四九−−大七︶その

にて破れるものを更に反封概
は念 k−e訂﹁ む除くために必要なりとし︑稔伽行中應用
を以て亡ぼし︵四︶

︵pratisakすぎa︶
へp⊇ti・pak笥︶

u訂ya︶を修習︵b訂くan抑︶を以て滅し︵五︶︵l︶

︵K︶衆生に封する慈

以上は吾人の所謂平面的解脱方法の詮明であるが大

るa
︒ を望
再びk抑maの害をときartha−k抑ma︑Sくarg
むべからすとなし︵1一一︶

悲心を以て愚意︵くy首註a︶耳心︵くihims㌣︶む除き 腰の主題と目的は一般の小薬の教理と異なる仰がない

J尋ど0

る︒ことに注意すべきは信︑稔伽︑尋思排斥﹂その反

然しその方潅︑説明に於てかなりの開きがある様であ

da︶

量に智の安楽を自覚し︑相異を得るが故に信︵pras抑

果を得︵二七︶四諦を見るが故に⊥部の煩悩を除き硯

を如賓に︵tath詳h已am︶見て︑智よりHる喜びに

最上戒を持し法儀に疑なく︵二九︶意見より離れ≠問

と堅固心の確立を得︑四諦に暗からす︑不断に

封概念の應用等であるが後に述べることにする︒
所謂立牒的解脱道は第十七黄白詳不死に説かれて居
る︑難陀は俳陀に教へられた様に静かな山林に入り

に於て世間智︵苦集︶と寂

俳をも尊敬し︵三二︶俳を憶念しその落と智に満足し

︵訂る
ヨと因縁とを知りて正法の決定を見︵三一︶法を見て

︵ − 二︶玲伽を行す︵1四︶心初治地︵cetaすa近づき︑師をより強く付す︵三〇︶法の聾成の有囚な
ユkarma・bhpmi︶

a︶とに依り堅固心と精進を得︑執︵sakti︶を除き力

善相を以て破り︵十︶心を自己に置く︵一四︶諸法と

纏を捨て︵八︶不善の尋起れるを︵九︶稔伽に適する

る︵川︺も慾想に ︵k抑masa召jロI抑︶心悩まさる︵七︶

︵くy甚l監a︶

費と妄分別︵parika−pa︶を玲伽にて破り︵三八︶随

隕とを稔伽によつて少くして第二典を得︵三七︶次に

す︵三五︶身饉を観じて不渾嫌櫻とし︵三六︶愛染と

より脱し再生の終末を知り死を恐れ

身照を観察し︵一六︶世間法苦集によつて無常︑茎︑

浄行の根本聖二解脱庭にて断す︵四〇︶欲界む出離せ

︵三関︶ロ獣aka

無我を観察することに依りて煩悩を括がす︵一九︶そ

んが禿めに煩悩の殿軍を征し︑玲伽により不造兵を得

︵訂kti︶を取り︑填によらす自立し寂心と決定を得

の再説︵二一︶刑世間道︵滅道︶を得︵二二︶正智と

︵四一︶第一繹を得︵些一︶尋と伺とを意を動じ非寂

を慈と堅固心と忍とにて破す︵三九︶不

念︵sヨrti︶ L戒とにょり煩悩と戟ひ︵二三︶菩掟分
二六︶一切我

静なりとして去ることに思をなし︵四四︶これを滅し
−

遣分︑力にょり漸く煩悩を亡ぼし︵

て第二躍に入少︵四七︶喜を滅して第三渾に入る︵五

一一九

見を去り四諦に疑たく清浄なる戒禁と見を持して第一
馬鳴作端正なる難陀とその思想
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■

を破り︵五七︶七菩提分によりて七随眠を滅し︵五八︶

阿羅漢果を得んと念じ︵五六︶五意にょりて五上介錯

○︶意の韓欒なる苦楽を滅して第四蹄に入る︵五四︶

は別としてこの馬場の葡は恐らく部次の一部で説く

のも四稀より外に机ない楼である︒この一般的繰定論

て見てSau16始めと封照するとこの一切渾定と云ふ

とに依って彿陀が宿命通を得たことを中心として考へ

一ニ0

生死の苦河を促するに八正道を以てして︵六〇︶阿羅

﹃削世の静鹿落し﹄と云ふ誰に合するのであらう︒Sau

馬場作端正なる艶陀とその思想

漢兼を得るのである︒

ha︶

四七に﹃卑屈よ︑蘭は締定の最勝安楽︵dhyぎa・Suk・

に近いもので殆んど愛がないが︑ことに注意すべきは

あるがこのdhy餌na

これを見ると解脱の階程や生活用式は所謂原始沸教

四輝は欲界の繹と見て居る棟であるが︑その上に色界

く寧ろ馬鴨の有する後世一般に説かれる大乗的思想か●

を捨て1他の苦を止めんために努力し給ふ﹄

無色界の牌定とされて居る四無遽庭を説かぬ事である

ら書かれたのであると見るのが雷然であらう︒

は個々の

これは恐らく吾人が卒業論文中に菅耶教の渾定を扱っ

であらうと種と理由を奉げたことかあるが︑吾人はこ

るべきでなく寧ろ別田のもので繹定の濁深を計る尺度

株結と繹されて煩悩の意味に用ひられたがここでは明

下は方法である︒yOga

判然と直別されて用ひられ︵18四九参照︶上は心状で

更にここに注意すべきことはdFy抑ロaとyOgaが

1にもう一つの論接を得た様に思ふ︒勿論馬鳴が四韓

かに坐柿である︵菅郵の敢も後期に用ひた語義︶その

た時件数の四縛はその内容上四錬達磨の以下に結合さ

と柑無遼魔の結合を知らなかつたとは云ひ得な

坐法の形式はSau16二と八三︑17三1四に述られ

の語は彿教初期では背部と同

の12四九−1⊥ハ三に旨﹂抑daをして詮かしめて店るか

てある通り静慶に正坐し念を身に置き︑五根を内にお

二に降魔後の俳陀を

らである︒然し一方また14一−

さめ︵Bu2川五参照︶

歯に歯を混き舌を以て上階を

して一切膵定む踏吏しあて居るがそれも亦かくするこ

Jメタg

中し︑意中に動く煩悩を捕へてそれに封して正しき時

支へ︑意を以て意を制し︑或は鼻端或は額︑眉間に集

近い地位にあると見られ︑従って大乗の組師と俸へら・

定して居ないところを見ると稔伽沢の組か或はそれに

居るが更らに︑進んで馬鳴のこの詮が未だ畢派的に固

れる理由もこ1に確立するのみならす︑後世稔伽が何

に正しい反封概念を以て破り︑これが解脱にいたる主
なる方潅である︵Sau5四九参照︶

故そう名けられるかその理由も判らなくなつて種ミ﹂

故に馬鳴の玲伽

は∩ハ漠然と坐すろのではなく煩悩を破する直接方法で

能動的相
吏に一般小乗思想より蟄達したところを見ると

一右の瓢で拐鳴の大乗的なのが考へられるのであるが

思想の影響を
け出来ヰうと思ふ︒その他の理由は後節に譲る︒
で受
説明

じっけた説明をして居ることも教理の特撃と云ふこと

のyOga

ある︒この玲伽尊重の態度も罵鳴が知つて居たと想像
される Mah帥bhキata

︵計maniヨitta︶

たのかも知れぬが彼が蘭める反封概念をしらべて見る
と︵摘草二以下︶寂の相

各自の通常と見るものとあるところを見ても︑仰陀が

は請書薩を認めて居るからこの師係が私には確然せぬ

三身思想も十方諸彿思想もないが︑一方Bu2五六で

一︑俳陀耽︑馬鳴には過去七仰の思想がないと同時に

愛慾ある者に不拝観を行はしめたこと等にヒントを得

が然し六牙の象となつて胎に入り︵Bul二〇Sau2

︵pr品忘h註a・niヨi﹁・．ta︶拾︑慈観︑不浄親︑因繚観共他

てこの大々的な退治方法となつたことは確葺と思ふか

五〇︶脇より生れ︵Bu

一！二四︑10全章︶諸所に啓師と比せられ應病輿葬的

l二四！二五︶手に串印を

らこ1に充分彿数的と云ひ得る︵然しこ1には数息観

有し︵Sa亡5二一Bu−1六五︶紳通を行しS呂3二

馬場作端正なる斯陀とその思想

り想像して馬場は稔伽次に廃するのであらうと説いて

極端になと或者には軟語を以てあるものには烈しい語

とも出来ヰう︒Ha岩p岩S註a許str叫は概逃せる通な誰港をなさる1は新しくは無いにしてもその程度は

信論︑天台等で稚く止間兼用の思想になつたと見るこ

は見えて属ない︶これが後に数理が蚤達して来ると起

749．了
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知ありとも異生を如何せん﹄︵18五一︶と解脱者のみ如

馬場作端正なる難陀とその思想
をもち最後のものにはこの両者を合して導き︵13三︑

二︑信の問題人bhakti：p芯S監a二粁addha︶ かく

来．を解すると云ふ所謂唯俳輿俳の見界をも見せて居る

︵Bu西藤

ていつたと共に他方﹃信は諸財中食勝のものなり﹄︵5

殆んど絶封の慈悲と名けらるべく只に彼の彿陀は梵天 彿陀の人格を信仰の客鰭として適する様に向上せしめ
の勧請を待たすして衆生に同情の心を起し

みでなべ︑自己の確定の安柴を拾て1他の苦を止めん

係もあるかも知れぬが︑彿と法︵12三〇︶に限られて

から出たのであらうが馬鳴のは難陀が比丘であつた関

澤We−−e可16九七︑九九︶て説法す︵Sau3十︶るの 二四︶と力説して居る︑その信は踪依三実の原始思想

と努力し︵18四七︶﹃吾︑如何にして諸衆生を渡せん﹄

居る︵檜囲は善知識の必要の意味で表されて居るので

も指示した様に最
あらう︶難陀が求道の決心が就いて俳陀を訪れて説法

と悲者は大悲を以て身牒を持す︵13八︶るのである︒

この大慈悲の思想はWintemitN

後に彿陀をして難陀に﹃語法に一生を費せそれが最も を求めた時彿陀の最初の言葉は信の必要であつた︒何

勝れた種類の人である﹄と云はしめて居る中にも充分 故ならば法の蚤生に信は最上の綾なるが放で︵12四〇︶

より出て汚れす︵13四︶蓮の葉の水中にありて上下よ

る者がない様に︵三三︶横木に火が潜在するのを信ぜ

恰も地中に水あることを信ぜすば水を求むべく地を掘

に現れて居ると思ふ︒それのみならす彿陀は金の塵砂 恰も根盛になれば木柴えるが如く︵四こであるから

り水に濡れざる如く︵13五︶≠問に生れ世間を利して

≠問に染られすして任し給ふのである︒また如来の境 ねばそれを燻る人がない様に︵三相︶地上に朽の生す

地は高く尊敬せられて﹃巳坪者阿羅漢寂患者い加東入 るのを信じなければ種を蒔く人がない抹に︵三五︶信

調御者む解する如くには展理を見たるものも解せす︑ は大切でなる︒故に信は正法を捕持するものなるが故

J4gJ

三内︑Bu 五七以下の天人の語参照︶殊にその慈悲は

と七︶主なる能力は確然と智慧と慈悲に二分され︵17

●

脱した暗も第一に言声た言葉杜俳陀への蹄依の心であ

彼の菩逝に踪命あれ︑彼自性悲者にして吾が焉めに

に手︵三六︶勝れたるが故に根︑称賛なるが故に力︑

カ草︑世に得難き故に賓︵三八︶勝諦がこれより襲生

草稿を望むものによりて多くの苦は除かれ更に多く

つた︒

するが故に種︑悪を薄めるが故に河︵三九︶と彿陀に

の安柴は附加せしめられたり︵17六三︶

徳の費をなくす故に財︵三七︶法を守るが故にイシー

ょって名付られたとして居る︒以上は法に封する信仰

俳陀に封する信仰心もその中に容れてもよいのであら

知り得るが︑これが骨となつて後世の他力浄土思想に

ても罵鳴が如何に彿陀に封して信仰観念が強かつたか

で且つ一般的に信の必要を説いて居るので・あるから︑ に始まり七三に至る感謝と讃美の情である︒これに伐

ぅが事賓難陀の求道生活は彿陀に封する蹄依信仰で終

馬鳴の彿陀が種との方便を以て衆生を

綴れて居る大乗猫特の方便と云ふべきものが見えて居

自己を低くして漸定的に導かんとする︑港葦控などに

済度することは前逸したが更に衆生の意を汲んで先づ

三︑方便説

襲反して行ったことも想像し得ると思ふ︒
卑尼よ

始一貫して居る︒即ち難陀が彿陀の耐力によつてアブ

吾を

サラスを見てこれに強い愛着を感じた時
救へ︑吾沈まん︑離脱せしめよ

吾に堅固なし

意解除せるものよ

地の如く堅固なるものよ
吾呼吸を拾挽せん

判るし︑夫を失って悲嘆して居るスングリーの悲しみ

ることである︒それは馬鳴自身の作詩理由を譲んでも

等以下の熱烈なる信心を起し︑彿陀が然らばその薦め

を止めるのに始めの老婦は淳々と理を説いて﹃何故こ

不死の語を輿へよ︵1〇五四︶

に法を行ぜよと教︵られるや﹃彼難陀は最上の卑屈に

の喜の時に心乱れて汝は泣くや﹄と云ふたのにはスン

死せんとする吾に

最上の決定心をなし﹄て居る︵1〇六由︶かくして難陀

グリーは自分の心を抑へることが出来なかつ転が︵6

ニ

は始めて俳陀の教誰を受容れたのであるが︑最後に解
馬鳴作端正なる難陀とその思想

J42占

一二四

と説いて居るが︒れが何となく起信論の望遠と云

馬場作端正なる難陀とその思想
四三︶却って他の者がスングリーの意に適ひその場合

起信論其他に説く大乗の本覚思想は

ふ名言に形式的ではあるが通じて居る様にも思︵る︒

四︑本覚思想

に適する語︵四四︶計云つて﹃難陀は御身なくしては
なき者

大衆部の心性本浮詮の延長と見ることは雷然であるが

存せざるべし恰も生力に依るも思︵cetan抑︶
の如くに︵四五︶ラクシュミーの膝の上にても︑御身

かくの如き汝の覚︵b亡ddhi︶は茸に染︵rajas︶に

その思想も簡単ながら現れて居る．︒即ち難陀の決心な

身は直ちに彼の到着するを見るべし﹄と云ふたのに初

ょりて障得せられてありき︑太陽の光の烈しき風を

彼の側に凝らすば彼は静心なかるべし︑烈しき不幸せ

めてスングリーは渓を止めて居る詩の筋から見ても判

伴ふ垂によりての如くに︒

って彿陀の許へ求法に釆た時12二八と二九に俳陀は

る︒またこの詩金牌の彿陀の指導法を見ても判るが最

今増し来れるそ︵buddhi︶は心中の迷妄︵taヨaS︶

まるとも御身を見ば彼に苦なかるべし︵四六︶故に御

も注意すヾきは染を以て染を消すべしと云ふ思想であ

の夜の暗をの如くに︒

を破せんとす︑恰も須摘を通して流出たる太陽の光
由七︶後≠

る︒これは併陀が難陀の妻に封する愛着を破するに天
−

と言はれて居る︒この内始めのものはそのま1木像思

女への愛着を以てしたことで︵1〇四二

観音を中心として起った思想に似て居るが馬鳴はこの

想と考へられ後者は始発の考とさへ取り得るのである
−

七︶

方法を睡眠を温けるにも用ひて居る︵14二六

と同五一のbuddhiヨan

また12五二のk−i笠a・buddhi18三五のb亡ddhiヨatt抑

大なる色は小なる色を破しまた大なる聾は小なる聾

想とも見えるが後者は2三では唯単に驚きものの意味

その詮明として建と述べて居るが1〇四五に

を破す︒また重病は軒病を打し︑すべて大なるもの

に用心られて居るから客人は未だ確言川爽・ない︒更に

の語が前後の関係上本覚思

は小たるものを害するの因なり︒

4／7

癒賂を語らむ︑何とならば塵と迷妄ある意に封して

さて意よりなるかの苦を語れ︑然らばそれに封する

解説の焉に決意せるものは始めに大なる過失を拾て

は内我を知れる︵adh芯﹇ヨaくid︶

15六七に

そ︵意︶を薄めんために微細なる︵過失︶を捨てゝ

ればなり︵8五︶

その時︑月が夜︑酎たる暗をの如くに彼︵難陀︶の

観察者が畢帥な

按分︵dharヨpl畠yaくa︶を浄めて止む
と云払更にそれによつて意の自由を得ることを︵六九︶

心にあるかの迷妄を破せんと欲して︑一切衆生の迷

また17一閃には﹃如何なる出家者にても迷妄の豪なら

り︵1〇五八︶

の語も本覚始発の養以外に種ヒの意 妄破者にして迷妄なく大仙の月なる傑曇はのたまへ

説くがここ
ことにbuddhi

味に用ひられて︵2一五︑二〇︑5一七︑二二︑四九
7二七︑8六二︑17七等参照︶一定して居ない棟であ

るから馬場にはこの詩中では本覚思想は確立しては居 ば眞理を聞きても怠慢たるべし﹄18五二に﹃塵と迷妄

語は常に客垂煩悩の意味に用ひられて居る様である︒

立せるものよなほ他人のための行馬をなせ︒その自

かるが故にこの世に於て自己の行を捨て1︑自己確

ana甘︶ 意は染悪に厭倒せらるとせばそこに不思議

等によつて知られるが史に見逃してはならぬ事は右に

生の問に夜の聞智の燈明かかげらるべし︒18五七

我迷妄に覆はれて︵taヨ︒く竃t∋aSu︶．さまよふ衆

なし︒何故ならば迷妄︵tamas︶微細にして経りた

一二五

奉げた例の中にadhy巴ヨa︑manaSをヨaの譲宗
馬嶋作端正なる難陀とその思想

る時は常に人の悪は過韓すればなり︵9三︶

若しその自我迷妄に獲れたるものの︵taヨ○く叫t警ヨ

例へば

充分あつた馬めか幾度も用ひられる⊇jasこaヨaSの きこの所作智性あり﹄

らなかつたと見る寸ごり外ない︒然し心木浮説的な鮎は
より心解脱せる︵p誓iヨ亡kta・CetaS︶ 汝にかくの如
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馬鳴作端正なる斯陀とその思想

一二六

何か佃照的に考へられ小乗の無我思想と大いに異なる恰も醍醐を以て注がれ宗く空の警完た

と説明して居るところを見ても何 れて最勝を得たるが如く考へたり︵13二︶

給へり︒彼︵緋陀︶も亦彿陀にょりて成就せしめら

様でまた17七三には彿陀を形容してprakrtigunaj呂正
．餐者はその信仰にょり彼を所作巳所者の如く考へ

a︶

と云ひ17五四には第三膵中の苦柴の感を意の縛欒
︵ヨanOくikだI

家と出家とを持合せんとする傾向或は啓開よりku−a●

か本来木動的︑本質的のものと考へて居る枝で大乗の と拐鳴は述べて悟る︒︵B︶在家生活む蔑分承認して在
所謂我の思想もここに芽生えて居る棟である︵常欒渾

put這

終に︑Ik苫忌k亡族の国家政治の理想的なるを説

を主とするのは大乗の一粘長であるが︑この

の思想については12一六︑二四︑14五二︑16二六︑三

傾向もこの詩に種とな瓢で硯れて居る︒例へば3二六

−

七︑11六一︑六二′ほ二四等参照︶

五︑共他の大乗的円心想︵A︶これは信の問題と閲聯

したことであるがかの初草地に菩提を成すとか歓喜地 き更に18三一には難陀は解脱せりかるが故に始めて︑

故に不善を捨て1菩を汝は躍思すべし︑菩はこの世

の思想も見えて摺る様である︒即ち難陀がアブサラス㌢dd訂dana 王の子と呼び得るとかまた15一九に︑
と同昏せん馬めに梵行を修して居ることを阿難に呵噴

に於て汝の利益のためなるべくまた勝義を得るのた
めなるヾし︒

され恥ぢてアブサラスを思止つた時
大なる生類にも︵mahat抑召bb已呂l抑蔓天等む云ふ

と云ふ等桝モに諸手を集めて屠る鮎があるのを見ても

で去へばこれも亦化地部わ一件長である︒大いに注‖

︵sa号 判る︒ことに食後のものは起信諭と川じ行き方で部派

て大種の意には非ざるべし︶桔生︵晋巧tti︶ありと

考へて彼︵難陀︶は染ありしも厭意の故に
くeg警︶離染者の一如くありき︵12八︶

とかまた﹃難陀︑大仙によつて信に粧して勧蟄されて に憤する︒′化地部は﹃脊は有の因に非す﹄と主張す︶

J4？．ヾ

ヽ

樹は馬鳴の孫弟子になつて居る︶且つ蛋の名にょる解

者龍樹11前の人であるから雷然のことで︵一詭には龍

て無い︒中にも基の思想の無いことは彼が基点想大成

らるべき茎︑眞如︑畢間的唯識の思想は全く明示され

芳棄が充分あることが判ったが︑大乗の中心思想と見

そのものを︒︵同︑門閥︶

a禁aくya召bh已atO

べきものなし︑賓濃は茸鰭よりして見らるべし︵dり

それより何等取去らるべきものなく︑また附加さる

地より遽ふべからす︵同︑四三︶

︵str叫・purU切a・gr許as︶あらば汝は髪歯等を浄の見

若しある研に於て何等かの男︵或は︶女の認識

脱内容の幣堪的表出の努力もまた努力ありと見らる1

そこに意あ虚妄分別

以上の如く闘接的教理中に大乗的

傲地も存せぬのは馬鳴が稔伽派の組師に近い人である

り︑境に置れ狩る棋は生起せしめらるとも境に執せ

六︑封境の問題

と云ふ主眼のための一理巾ともなる︒然し唯識或は眞

す︵同︑四九︶

ある人は巾に化し

の特ぜざる限

︵madhy諾︷ha︶川じり〆﹂の

lニ七

ものに於て他の人は憐をいだく︵gh意yat斗︵同︑

ae

一色を見てある人は染し︑ある人は滅し﹁p岩du笥

︵bh已atas︶見つ1人を離脱す︵吊︑五一︶

rika−pena︶人は締せられ︑その境をそのものより

境に対する不如賓の虚妄分別によりて︵abh已a・pa

︵parika−pas︶

如見に︑如眞に︑

如の思想の根概は果して馬場にあつたであらうかそれ

恰も薪と風とありて火の然ゆるが如く︑境と虚妄分

bh已a召︶

等仇⁚哲学の中心は封塙諭にあると恩ふのでそれに関す

和が

別よりして煩悩の火生す︵同︑五〇︶

各自の範囲内に必然町に諸棍は特ぜらるべし︵世運
諸株によりて輯あるべし︶そこに︵gOCare︶

︵dh巴u・m巴re︶

とらへちるヾきにあらす随形好も亦︵描四こ
汝日を以て色を見ば界にのみ

すべし︒或は女なり或は男なりと妄分別すべからす
︵冨ka︼payituヨar訂sこ︵同︑型一︶

桔鴫作端正なろ耕陀とその‖心想

任

るものを奉ると

Jノウり

五二︶

馬鳴作端正なる難陀とその思想

一二八

はかく原索的に考へすして吾人の轟した様に物そのも
■

くなつた時にどう封境を見るのかと考へるならば︑一

を張力主張するところに立脚して︑然らば妄分別のな

故に項は縛のための因にもあらす︑解脱のため止も のと考へるかである︒然し前の妄分別から逃れること

︵同︑五三︶

亦然らす︑特種の虚妄分別によりて︵parika−pa・5．

訂朝e卓a︶執着あるにあらすや︑否や

等であるがこれ等は大鱒二つの見方に分られると思ふ 方馬鳴はくitarka∵manOくi訂raさへ一蹴すべきこと

に方法がない︒ま行畢にbh已a

と云ふ言実の上から

その中一つは﹃妄分別によりて執あり︑故に妄分別を を薦めるのであるから︑ありの一ま1に物を見るより外
去るべし﹄と云ふ見方と﹃封境をそのま1見よ﹄と云

考へても13五一17一ニ○に

abh巳a・まka︼paと tath㌣

ふ見地である︒前者に云ふ≦．ka︼paは偏計の心で︑そ

れを観察並に生活を害するが故に除去すべしと云ふの bh已aヨと云ふ語があるが大種の意で課すことは全く

は稔伽次の経典である解深密紆或は楊伽控の三性誰に 不可能である︒若しこの考へが許されるならば︑そし

関係ありと見える︒かく見得るならばその中には他に て解脱した心を以て封境をありのまゝに見るとするな

因縁析生の説明もありまた右に奉げた詩文中に封墳は らばそこに故に眞如の考へに到る根祇はあるものと考

解脱或は結締の因にあらすと説いたのはこの意味にも へ得やう︒即ち確言もしてなく言葉さ一へ無いが風成資

関係して居ると見るならば馬場の思想中に依他起性の 性への道程はあつ尭と見ねばならぬバまた妄分別の有

前にあげた諸詩句申わbJ芝aの語−で︑川二二︑にヨa

1見よ﹄と云ふ見地はなほ論議の飴地がある︒それは

が︶その例を他に堪ると15三九に

明かに唯心的で︵勿論後≠の如き撃間的唯識ではない

って同一封噴から受ける結某が異なるとか一耳ふ見地は

考へ庵あつたとせねばならない︒後者の﹃境をそのま 無によつて封境に封して執離の関係があるとか人にょ

h欝h已aの考へも出て居るから犬種と諾すべきか︑戎

J47〃

ぬばならぬ兎に角

Ha岩praS抑da脚PtStriの革なる想

恰も喜帥の自ら婦女を書きて愛着せんが如く人は自 には進んで居ないから年代的にそれ以前にもって行か
ら愛︵sne訂︶を作りて人に執着す︒

前述申に起信論と似た鮎をも拳げたが梯伽モ起信の

とある︒
像はこゝに適中したものと私は信する︒
′
結論︑上木馬鳴の由心想は化地部のそれに似て居る事

馬鳴作端正なる耗陀とその思想

然し絶ての鮎でSauの思想は解深密脛や楊伽控の如く

l二九

の断片しか見出し得ぬことである︒

に分けて悟るのも五性各別の思想と同方向と見得る︒ れて悟る舎利弗を中心とした㌫riputraprakara中aヨ

dharma︵uttamaご亡ttamebhya亡tt
馬a
鳴ヨ
のa
思想の
研五
究つ
のため呉ヒも残念なのは智慧第一とさ

て︑adhama︑くimadhyama．ヨadhyam
くu
iの
富全
号課を蟄表し得る時に論じて見たい︒然し
のa
で︐
Sa

る︒また馬鳴がSau18五五︑五六に人の種類を類別し繹方殊について幼少の時から疑問にして居る鮎もある

第二中に俳陀と法涌菩薩との問答の中に明示されて居 るかも知れない︒この間題に閲しては︑椅起信論の解

例へばこ⊥で説いた尋‖心の問題も解深密控勝義諦相品へて見るとSa亡の馬鳴と起信諭の関係は存外近くにあ

ぅすれば絶ての罵鴨の相良が奉げて客られる様に思ふ 品般若︑大無量詩経等が存在して居た事茸をこ1に考

こで稔伽派の初期の人と見るより外無いのであるがさ の論法と非常によく似て居る︒また他に龍樹以前に小

されて居たが叩叫なる誼一切石部の主張とも異なる︒そ
は畢に私の目に止つた例に過ぎないがこの傾向は起信

衆部とも云ひ得ない︒また今まで馬鳴は有部系の人と 三︑六︑二三︑13四五︑四六︑四七︑四八︑18四︑等

るが他に大衆部的な鮎も多いので革なる化地部とも大 に分けて行く傾向が著しい︒例へば5一六︑一七︑8

のは化地部の﹁無漏の尋なし﹂と主張するのに符合す あらうが︑更に附記したい事はSauでは物を一一つ二つ

を述べて米たが︑その外に馬鳴が尋思を強力排斥する 踊係は眈に問題に

J43Jヽ

綜合的組織的彿数史救に裁て

義

一三〇

雄

関して厳密を放くと思はれる方面に向ひ易い︒何れも

その著作は比較的理解し易いが亦︑一画史茸的考澄に

西

ー林屋友次郎教授﹁係数研究﹂第一巷−1

綜合的組織的彿教史観に裁て

∴

主目的とするものである︒然も此等の研究法は屡々聾

鮎を置くもの︑他は近代思想を考慮しながら組縦化を

流が締着に看取されると思ふ︒共一は歴史的研究に重

面を構成するからである︒勿論︑一人にして能く両面

れば︑史的研究と組織櫻系的研究とは解義の撃間の両

術上付れも重且つ不可紋であると私は考へる︒換言す

上に︑一は教導と今後の創造的思索を誘致する上に撃

一長一短は免れ難い恨みはあるが然し一は学問大成の

者の相性と結び付き易く︑自らそこに夫々研究者の撃

を粂ねるが如き著述も絶壁ではないが︑こは一般畢先

明治以来あ印度常襲又は俳教研究には大腰一一つの潮

風を形成してゐることも亦︑否み難い自然の傾向であ

にとりて可なりに困難なるを免れない︒

さて如上の各傾向の畢者の著書を播くものが︑共著

る︒此小︑歴史的研究に重きを置く方面の単著の著述
は往々にして考誇拳を尊ぶ紺係上確賓を旨とする鴬︑

者の拳を理解し又は許偶せんとする場合には夫々著者

の堅風珊卿の十になされるを便とする︒若し然らすし

北ハ文畳も可なりに複雑に亘り︑一見難波であると考へ
られる〃両に向m−易く︑組織化を圭

て郁々に或は共文茸の酢満なると興味索然たるを嘆じ

杓とするもわは

文頚は大観的で現代人に訴へることを小心とする篤︑

J4Jク

ヤーナリストを以て任する人々にも特に注意を促した

努力の虞慣を認める所以でないと思ふ︒此鮎は自らヂ

或はその大まかなる鮎をのみ攻撃するが如きは︑学者

の塔にのみ籠勝ちな撃究専門の聾者に比して非常に豊

る︒従ってその活杜倉に於ける人生経験は︑一般象牙

面に積み祀倉人として一腰成功の域に達した人であ

十五年迄は経済界に活躍し︑人生の粁瞼を多くこの方

元来俳教は思排撃の平面的なるに比して︑慣験を尊

富であり︑徹底しておられる棟である︒

い所である︒
此意味に於て︑今彿教畢界の新人︑林屋友女郎教授
の﹁彿数研究﹂を紹介するに際しても︑先づ教授の畢

は別としても史的考許撃的研究に大観的組絨的見方を

た態度であり︑従ってその文意は平易で︑そり完不完

の停統倍詮などを再吟味して自説を立てて行くと言っ

がなされ︑史的研究に於てもその常識を活用して従来

封しては何塵迄も自らの経験に照して味って見る行方

に於て非常に勝れて居られると共に︑その件数々理に

本研究を湧讃して最も深く感する桝は︑著者が常識

同じく三千三諦の理を観照するとせられてゐる所以も

法が名字即位より究克如位に進み行く問︑行者は凡て

ても明であるし︑天台数単に説く六即化に於ける修行

としての五薙法を祝する修行品の趣意︵六二六頁︶に

見諦位の行者より阿蘇漠位迄同じく一つの数学的組紙

究にも引用されてゐる難阿含の無間等法控に於て︑未

教理の内容及び共修行道を視れば自ら明である︒本研

共理解の程度も深くなることは否み難い︒此鮎は沸教

び綜合的立牒的である関係上︑人世経験の多い人程︑

彙行ひ︑前述の二潮流の長所を生かし行かんとせられ

此事を裏書きするものであらう︒現代の若き俳敦研究

風を一瞥して置きたいと思ふ︒

てゐると思ふが︑此間︑自ら著者自身の猫特の撃風の

者は教由又は法相名目はたとへ知つてゐても︑それの

一三一

味得の鮎に於て徹拭せぬ憾みのあるのは︑聞知の方面

存在が看取出来るのである︒
著者は本研究の序文にも明示されてゐる通り︑大正
綜合的組織的沸教史偶に就て

J4ββ

綜合的組織的彿数史観に就て

一三二

に束を取られ︑如茸の人生経験に不足勝であることに 静にて純畢術的な研究費表をなした場合でも反封する

基くのではなからうか︒吾空学究の三省を要する桝と ときは相手により時により私怨を誘引することを避け

味得の資格に

じさせる憂が無いではない︒英二は知って共長所を認

ば此方法では初心の猫単著等にとつて多少の不便を感

思ふ︒本研究の著者林屋教授は彿数寄門の軍従として んとする探き用意に出るものであるり然し︑欲を言へ

−

の絆歴は比較的短いにして軋㌣−−1此意味で私は教授を
俳教畢界の新∴と言ったのであるが

於てはより多分に得て店られると思ふ︒この儀は教授 賞し︑短所と思はれ又は自ら不審と川心ふ所を敬意を失

示し靡く教を乞はんとする書方である︒こは困難であ

の他の菅﹁般若心控の講義﹂上巻に最も顕著に現れて せざる限度に於て之を指摘撃ホして︑自らの見解を呈
ゐると思ふが︑本研究に於ても其面影が偲ばれる︒

次に私が本研究中に於て感じたことは︑現在の聾者 るけれども︑最も好ましい研究牽表法であらうと思ふ︒

の巳襲表の学説に就ての取扱ひ方に関してである︒一 本研究の著者の自蔵蟄表の形式は此方法が取られて居

般に自己の見解と異れる已費夫の現存率者の畢詮に封 り︑何も可なりに園滑に行はれてゐるのではないかと

して近時の俳教研究者あ論文宜損むと北ハ取扱ひ方が一
思ふq此は著者の撃閃的良心の然らしむる桝であらう

棟でないのみならす︑他の単科の人々の方法に此して が︑叉その勝れた常識に踪すべき鮎が多いであらう︒

る研究蟄表形式に本研究わ著者に限つたことではない

必すしも勝れてゐるとのみ言ひ得ない節が少くない︒ 血気にはやる吾人畢究の箪ぶべき鮎である︒勿論︑斯
此に就て望ましいカ法は二つあ1ると‖心ふ︒英一は︑已

こ

ヽヽヽヽ
畿表の一切の研究を知つて共長所及び短所を充分認め 但︑ひ
としほ巧みに行はれてゐると思ったのである︒

るのであるが︑硯存の撃者なるが故に︑特に共鮎嬢を
明示しない蜜末法である︒これは︑恨令論者白身は冷

J4ヱJ

ヽ

の三論文がある︒

第一︑﹁俳滅年代私考﹂

−

以上に依りて本研究著者む学風わ一面を明したと思 若小晶の詳由者に就て︑︵九︶十二部粁に謝する研究︑
ふから︑次に本研究の内容を概観しょう︒
本研究の組織は︑全餞としては必ずしも一貫せる題

目に就ての論述ではない︒序文に断書がある様に宇井 元来︑俳滅年代の解決は彿教史又は印度哲撃史の上か

博士の﹁印度哲畢研究﹂の組織に倣っての種々の論文 らは勿論のこと︑東洋史乃至≠界文化史の上から見て

の集成である︒叉︑其論文も諸種の研究雑誌に猫立に も重要なる問題であつて︑俳教徒全櫻としても︑よ少
●

己襲表のものも少くない︒然し本研究自標が自ら一膿 多くの関心を持つべきものであらう︑宗教の教組も少

系をなす如く編纂されてゐると見倣し得ないことはな くないが︑彿教程教組の年代に多くの異説の存するも

のも珍らしい︒勿論︑キリスト年代論にも決して異説

︵一︶歴史に関するもの︑

いが︑私は便宜上︑之を

が無い諾ではないが︑其の開きは有力なるものに於て

は近々数年に過ぎないのに︑俳陀の年代論となれば︑

︵二︶教理に関するもの︑︵三︶資糧に関するものの

三段に分って紹介することとしたい︒

出世年代の研究︑︵五︶無着・世親の紀倖︑及び年代

考︑︵二︶俳教の支那束漸年代の研究︑︵三︶龍樹の

る︒その中︑現在畢界の略々通説と稲してもよい俳滅

を見るとその甚しき距りに一驚せざるを得ない程であ

相違がある︒況して諸嘩の俸詮又は各宗組の所説など

現在畢界に最も有力視せられるもの丈でも百年内外の

の研究の五論文があり︑教理に関するものには︑︵七︶

年代は西紀前四八五年詮であつて︑此詮に従って昨年

右の中︑歴史に関するものには︑︵一︶俳滅年代私

小論の八不の偶の譲方に就て︵八︶俳教教理の不蟹展

一三三

も此誼が畢術的に確定され経つたと言ひ得るものでは

性に就ての二論文がある︒最後に資糧の研究に廃する 併記二千五百年紀念学界が奉行されたのであるが︑然
ものには︑︵四︶西普代繹出の龍樹の撰著に就て︵六︶般

綜合的組紙的彿致史敢に就て

J≠3占

れて居り︑小野玄妙博士も亦︑字井博士より前に別仰

年を詮を主張され︑それに経つて印度常襲史が論述さ

の樵威と日せられる宇井博士の如きは︑西紀前三八六

々懸念されてゐる程である︒現在此方面に於ける畢界

ないことは︑主唱者の一人なる高楠博士御自身すら屡

滅より阿育王加代迄の年数の研究に於て従束他の諸説

の西紀前三八六年誼の特性が後の部門にあり︑即ち俳

歴史的専門家の所詮を骨子とされてること︑寧ろ博士

猫持の研究がされてゐるに拘らす大腰に於ては泰西の

門よりなることを注意し︑前部門に於ては博士白身の

儲所俸に渡る阿育王の即位に至る年数の研究との二部

一三四

の立場から︑西紀前三八四年詮を主張されて居る︒此

が錫蘭所停に基きて此間の年数を二一九年と解して居

綜合的組織的件数史観に就て

等有力なる嬰詮に封して本研究の著者は︑亦︑西紀前

るに封して︑博士は漢詩研倖に依りて此間の年数を一

る︒同時に著者は︑然し﹁博士の研究に依りて普然所

り著者は博士の詮に大冊傾推してよいと言はれてゐ

一六年と解せられる鮎にありとし︑此部門に関する限

五八七年詮を主張せんとして屠られるのである︒
然らば︑如何なる立場に立ち︑如何なる資糧に基い
て著者が斯る誰を提唱せんとされるのであらうか︒
著者は先づ従前の彿滅年代に関する諸種の誼を概観

判の限を向け︑共論峻を三部に纏め︑英一一が畢的に

に依り又は錫蘭俸詮車力む括りて阿育王如仰の年代︑

︵一︶阿育王の譜文を媒介とせざるもの︑錫蘭俸盆

破を受くるものは︑

は大いに考應すべきものありとし︑共常識的暫定説的

又は彿滅年代を西暦に換算してゐるもの︑

し︑曙界通説たらんとする西紀前四八五年誰に銃き批

なるに多大の不滅の意を表せられてゐる︒次に特に綿

してゐても︑彿減より阿育王に至る年数む錫蘭研俸に

︵二︶阿育王の年代を同王の詩文を媒介として算定

紀繭三八六牢詮に附しては︑北ハ主張根膵が︵一︶阿育

依りて算定してゐるもの︑

密詳細なる論誰に撼りて学界を娠感した⁚い井博士の一西

王の鮪焚より見た阿育ま即位の年代の研究と︵二︶漠

Jノーβ

■

公一種期である︒乍俳︑此一一種以外ハ一棟諸所俸や此
閂は
政暫く疑問菅よする迄に止め︑自分自身が故も確寛

ら彿滅年代を畢界に提示して︑公正なる批判を受けた

所侍や細旬桝悼〃如き別偶の立場から説かれてゐるも と考へる支部の正史等の桝値を中心に︑別箇の立場か
のは︑1⊥莞 ︑質の誤りは暫く別として−−如くとも

博士の所論上︑未だ公然と破却されてゐないとし︑而 いと謙遜に且つ卒直に述べられてゐる︒

も漠謂桝俸中には宇井博十御自身が嘗て採用されたこ 元釆︑彿滅年代に関する支部の桝侍は頗る多く︑且

綜介的組織的価歌史観に就て

︵三︶其所他の年代が支那史の年代の上に直接に述べ

二二五

著者自身には此詮を正常に批判する力を有せぬから︑ て著者は此中︑党づ前三ケの條作に適ふものを漢繹所

自身多くの倉適困緋な問題が存すること㌢蓮ヾ︑而も が相骨川にH川すべきものであると云ふのである︒斯し

ハ隼代論等わ立場から︑西紀前三八六年誰にてば菅君上の五節ハ傑作を具備するものならば︑大鰐その桝倍

る件数か支部悼釆の年代論︑特に第三茸に述べろ龍樹り矛盾を感じないものなること！である︒而して以

の諸鮎及び不確寮の鮎の存すること︑及隼攻竜に諭す圧ハ桝仲ハ年代を怖教史上の諸問題の土に適用しても散

郡 には︑支部の正史ハ囲課に比して理解し難い多く 得る限り人＝理的に解絆し柑られるものなること︑︵五︶

所逃小二郡 中︑前部門即ち泰西里者の研究に嵐する られたものなろこと︑︵四︶他の異説との相違がⅢ来

る意を述べて日J川諭の川牽鮎とされてゐる︒椅博士

た研究し︑之を中心に棚減年代を考へて見よう﹂とす つ所侍者に相思の信用が認められるものなること︑

い俸
ものなること︑︵二︶其桝倦の系統が明瞭にして︑且
のであらうし﹂柵へ像し︑自分は共中信川すべき漢諸所

ひが面倒であるから暫く之を研究範悶外に駐かれたも 保ある︒︵一︶共所侍が西紀第五≠紀の和郎より下らな

は撲謬所倦中には信を足けないものも多くして其取扱石より分類する手段として挙げられた選持標準は五ケ

とのある辣什年紀の如きが布推するが故に︑博士自身 つ玉石些父の有様であるが︑著者が北ハ小より賓玉を難

J4β7

が撮って来る律赦の成立年代より考査する必要ありと

一三六

俸中よれ選持して︑︵一︶彿般泥垣腔後記の詮と︑︵二︶

し︑衆生鮎記は律織成立第一年より鮎下されたもので

綜合的組織的偶数史故に発て

薙什年紀と稲せられるものと︑︵三︶法願侍記載の彿滅

年代差の三種を選出し︑此等を更に後の二ケ俵に依り あらうが︑抑々律庇わ成立年代は決して俳滅第一年に

吟味すると言ふ順序が取られてゐる︒勿論︑この三 あるのでなくして彿滅後一一〇年目の第二結集の時で

種の析倖にも幾多の疑問が存するので︑著者はあくま あらうと推定し︑若しかく解するならば︑衆祭鮎記に頗

で詳細に之を扮討することを怠つてゐない︒然も此三 る俳滅年代も西紀前五九四年となつて︑略々自己捷

種の桝俸が殆んど一致して俳滅を西紀前五八七年とし の五八七年前詮に合致して来るモ解澤されてゐる︒勿

∴ゐると論詳し得る上に︑此所説は寺井博士が数多く論此著者の彿滅年代詮は攻下に諭する二童と締接な迂

但し本章は︑著者の論述振りの一端を示さんが焉に

の批判は此等各茸の所説わ検討と相保たねばならぬ︒

わ俳滅年代所詮中最も正公なるものを選持する標準と闊の上に立論せられてゐる鮎が多いから︑著者の所詮
して列拳せられてゐる四保件−・・郎ち︵こ印度本土
殊に摩喝陀を中心とする地方の俸詮であること︑︵二︶

に最も書

第二︑﹁彿教の支那東漸年代の研究L−2

三

めなければならぬことを預めお断りして置きたい︒

要た筋道とその結論と考へられる鮎とを紹介するに止

共他の地方に於ても亦これを一致して俸へてゐること 比較的詳細にその諭旨を紹介したが︑以下は論文の重

一

︵三︶此一致は互に系統の異る部次の間にも存するこ
とl︵四︶古くそれが記録されてゐること

く雷蔵ってゐると言はれるのであるバ更に倍︑彿城西
も︑玄非面体の閃詮巾の二凍も略々自分の説に合する

こは九十貢に亘る長論文であつて︑其研究法は︵一︶

紀前四八五年説の最重の論様としての衆聖鮎記の所詮
もむありとし︑特に衆敦鮎記り説に就いては︑この詮

74J∫

東漸年代と公停年代との寓別を明にし︑︹二︶例数の公

本論文に於て著者は先づ︵一︶現在の撃界に．於ける

第三︑﹁能掛の出堆年代む研究﹂

一年即ち元狩二年に件数が西域より支部に渡来された

を考へ︑︵四︶漢武の全人説の吟味にょりて西紀前一二

認め︑更に︵三︶公侍以前の併教俸釆に閲する諸侍詮

その遺著の成立から︑それが支那・に将来せられる迄に

米者を薙什とすることにあるに封する疑問を起し︵二︶

を検討して︑其根棟が龍樹の選著の最初の支部への滞

龍樹出世年代に関する通説としての西紀二世紀前後詮

−

俸に関する佃詮を討究して後漠の明帝の求法の史茸を

事を認許し︑進んで︵五︶始皇の金人語を究明して西

要した流輪湖聞の▼推定方法が甚だ濁断的であること︑

は始皇巳年︶わ樺利房の俸鮭詮も︑栄子行錬︑帝王世

︵六︶叉︑始皇二十九年即ち西紀前二一八年︵一語に

を昔より言俸へてゐる龍樹の年代詮と比較する場合に

認してゐること︑︵四︶斯る繹経史上より見附した年代

ならないものであることを忘れて其を茸際の年代と誤

︵三︶斯くして見出されたものが龍樹年代の下限に伯

紀︑遺安鋒の如き魂代普代の選著の上に硯はれて居る

於ても非常に撫理の行はれて居ること等む指摘し︑著

なると︑それより一骨遡って︑秦の始皇の二十六年

れるのであるが︑俳教が支部に始めて紹介された時と

正式に求められたのは後漢の明帝の永平年中と考へら

られてゐる龍樹に閲する各種の俸詮を比較研究して英

代を見川し︑次にそれと全然別個の立場から従来俸へ

樹の遺著の推定年代を研究してそれから龍樹の州世年

二七

も眞茸に近い龍樹の年代なるものを見定めんとして居

田壮年代を見出し︑最後に此雨着の比較封攻の上に最

筋合的組織的彿数史観に就て

ければたらぬ﹂と結論されてゐる︒

︵西紀前二二一年︶前後に既にそれがあつたと認めな

然であろまいと決し︑結局︑﹁怖教が支那に岡安として 者白身としては︑一方に於て︑詩経史上の研究から龍

ものであるから︑その史賓を肯定することは強に不自

ら︑始皇の余人が彿傑を指すに外ならないと推定し︑

紀前二二〇年に俳教が西域に布教されたことの論評か

J4．ブタ

結合的組織的偶数史観に就て

一三八

た結論敲舌ェば︑俸統桝侍の結合を中心にした結果

として詩経史的方面よ少の研究と︑之と別個の立場よ

の侍記の詳細な研究より好める必婆ありとし︑之を基

さて無着・世親の年代の研究に際しても︑先づ両者

は︑その川生年代を西紀前三〇年とし︑諭著の述作年

り無意・世親に関する諸家所侍の年代詮の研究とをな

られるが︑︑此等の手按により著者に巾つて見定められ

代は西紀四〇年より西紀九〇年に至る問︑布教活動の

して両方面よりの一致鮎を求め︑最後に此年代詮の確

右の申︑侍記研究の部門に於ては︑年代研究の準備

年代は西紀九〇年より西紀一五〇年代︑入滅は西紀一

然も此龍樹の 壮年代の確定に最も重大な役目をな

として是非とも倖記研究の必要ありとし︑その諸侍記

認を決せんとせられること前4略々同じである︒

すものは︑彼の資穣門の所で紹介する攻童の﹁西晋代

巾にても是も重婆組すべきものは眞諦三蔵閉俸の婆薮

五〇年代とせられてゐる︒

諾出わ龍樹の選者に就て﹂の一論文であるから︑彼と

詳して︑次で雉著の俸記を考査するに際しては︑字非

柴豆法師侍と玄弊社師桝侍巾の西城記であることを論

第五︑﹁無着・世親の紀伸及び年代の研究﹂11

博士によりて量刑された無着の師︑弼勒の史上茸在人

此とは仰漬さるべきものである︒

本文は本研究中堂々二百頁に徐る最長の論文であつ

成立史の研究上︑その基鮎をなすべき年代として俳滅

ではなからうかと結論し︑古幡詮尊重に立返り︑更に

き音楽よりの俸兢に反した新説を立つる必要がたいの

てほつ新彗夫の一である︒著者は印度沸教史及び聖此ハ 物説を詳細に吟味して︑殊更に弼勒の史的人物説の如

年代を先づ論じ︑次に龍樹の年代を求めたが︑人′又引

婆薮葉豆法師仲と西域記とに現れた≠粗い憧記章一比較
てゐる︒

掠訂することに捕って綜合的に仲里な仲記む叙述され

粗いて史上に重要なる地租を占める無宿・≠親兄弟の

今諸研狛んと

隼代㌢l明にLて︑著者後か究い足場ユ付回
試みられてゐる︒

JイJr

次に無前世祝の年代を研究する部門に氷りノ︑北づ倖
粍の年代詮を研し︑序いで之を諾痙史上より論許せん
として居られるが︑純論は

続きH版琶れるべき本研究第二巻に譲られてゐる︒
四

以上︑本著者に依わ新しく提出された俳陀・龍樹・

無着・≠親の年代を︑近代日本に於ける印度管掌及び

︷出生−−西紀二九巳年

錬着

印度俳教史の先駆的論述をされた故木村泰賢博士の所

字非博士の印度哲堕史上に於ける其等の年代論とを比

較して見ると共問可なりの閃きが見川されるので︑参

一

無

亡価艇l﹁閑価東末五世紀牛

三二〇−−1川00

考の焉︑三撃誼の相違を表示して置かう︒

樹
＝

三九〇

て一〇州・・＝卓広言

一三九

て此が著者歴史観の特色であると考へられる︒

牒ト調0＝真㌔二鳥1亡唇一

三〇1二元〇事一一〇

後

詮と︑印度析‖撃研究六巻の基礎工事の上にものされた

死去 − 西紀三五三年

− 西紀三八三年

糾生 − 西紀三〇四年

︷死去

≠親
でなければなるまいと■＝＝はれるのである︒

仰し著者は故に得た結論を猶︑無着・≠親の引用軽

陀
四八〇
三八六

五八七

碓艇

からも共上限を確める必要があるが︑こは龍樹のそれ

−

−
四六六

−

五六〇

西紀前

六六七

後

と闘遵ト∴論述するを便宜とするの故をl1て︑今後引

木村博士採用説
字井博士所詮

林屋氏捷詮

以上総じて本署者の歴史観としては︑従来の苗侍苗
詮を能ふ限り尊重する態度が濃厚に着日されるが︑暫

綜合血組机的彿・妖硬勅に就て

J4≠J

綜合的組織的彿教史軌忙託て

玉

−

突に教理に関する二論文に就きて概観しょう︒
第七︑﹁中論の八不の偶の讃方に就て﹂

一四〇

と起信論との間には殆んどその内容上に相蓬を見るこ

とが出来ないと言ひ︑﹁中論は︑起信論が琴不正義の立

場に立ちて眞如生滅二門の師係を説明したものである

のに封して︑封治邪執の立場から眞如の意味を誤解し

不生亦不滅
不一亦不異
菩域諸戯論

不釆亦不出

不常亦不断

てある︒

詮には退かに讃意を表しかねると言ふ意味が述べられ

も教理上のみからは中諭前︑起信論後といふ近代の畢

言ひ︑中論と起信諭との成立の前後に関しても︑少く

てゐるものを破斥して居るちのと見るヾきである﹂と

能詮是因縁
語詮中第一

本論は︑要するに︑龍樹の中諭税関縁品中にある︒

我稽首穏彿

心生滅は不常にして亦不断なり

﹁心眞如は不生にして亦不滅なり

解繹であるので︑著者が橡想されてゐる如く︑一般教

詫解とは全く異り︑畢界にとりては寧ろ可なり新奇な

として︑右の如き八不の偶の講方は︑少くとも従来の

成立の前後の問題ば詳論ちれてないから今は偏れぬ

心眞如と心生滅とは不一にして亦不具なり

相単の常識からは一見して甚だ誤つた考方の様に解さ

なる二侶を著者は大乗起信論の論旨に基き

眞如に即する生滅は不束にして亦不Hなり

是の関係を十二因縁として説き︑能く諸の戯論を滅 れる恐が無いとは﹁−＝へない︒然し著者自身のL上場は

し給へる彿陀に我れは稽首す︑即ち十二田練は諸詮 ﹁私の考方から言へば︑そこに適吏れるものが怖教の

論書であぇ限り︑それが起信諭であらうと︑中諭であら

J幽空

中第一なり︑と︒

と諌解せんとせられるのであり︑其結果として﹁中論 うと︑臓大衆論であらうと︑唯放論であらうと︑何れ

相

経の
論たる限り﹁皆同一なる俳陀成道の内観・ギ説明して
もその内容をなしてゐるものは常同一なる俳陀成遺

ゐの
る﹂と言ふ信念は︑次の
内観を説明して居るものであつて︑決して別個のも

第八︑﹁彿数々理の不孝展性に就いて﹂−−
を説いて居るものでない︒それに拘らす其等の諸論の

の観
中に︑より精細に述べられてゐる︒今この教理不蟄
外観が皆悉く異って見えるのは︑同一なる併陀の内

する疑念︑︵二︶現代単著の件数研究上の出費鮎︑︵三︶

性論の要目を拾へば︑﹁︵﹂︶今日の俳敦研究誌に封
を詮明せんとする場合に於てもそれの詮明を異にし展て
居ることから生じてゐるものである：⁝﹂と言ふ根本

乗非俳説諭の批判︑結集傍証の眞意義︑︵四︶出家彿
信念に立ちて︑どんな経論を研究する場合でも﹁先大づ

と在家俳教︑︵五︶言教と義理との関係︑︵六︶阿含と
最初にその原典を読み︑その原典に不通の場庭があ敦る

乗経典との関係︑︵七︶大乗教理間に於ける襲展の有
場合には︑これを他の経論の研究に依って得たもの大に

無理
︑︵八︶大乗彿教は何故に小乗俳教を故意に排斥せん
よつてそれを通ぜしめ︑兎も角もその上に一通りの

と比
したか﹂等である︒本論文は必ずしも著者年来の主
解が出来たならば︑それを樵威ある註繹者の詫樺と

張ら
の意固が充全に表現し蒸されてゐない様にと感ぜら
較して自分が理解してゐるところに誤りが存して居

れて
るが︑共要領を一言にして言へば︑富永仲基の﹁
ないかを見究める﹂と言ふ著者礪白か研究法に依つ

定を
後詰﹂以来の俳教史観の上に表れた加上流を破斥し
得られた解樺なのである︒従って著者日身は此僻樺

て盾
︑も
彿数々理の義理上に一貫性を認め︑言詮上はとも
嘉鮮の中論疏の見解と比較して見るに︑﹁大した矛

でないことを力説せんとされるにあると思ふ︒而して

かの
く少くとも義理内容上に聾展加上の如きを考ふべき
ありさうには考へられなかつた﹂と信じられてゐる
である︒

一四l

し著者の此主張が完成さる1ことがあれば︑現在の
右の中︑著者の所謂︑如何なる諸論もそれが件数若の

綜合的組織的沸教史蔽に就て

して之を批評し︑著者自身の嬰詮が博士の駁論あるに

一四二

撃凍に少からぬ波紋を投することは疑ひない桝であ

拘らす︑其大綱に於て何等訂正を要しない旨が食通さ

綜合的組統的件数史親に裁て

る︒

れてゐる︒

−

こは薙什以前の般若小品異諾として現存するものは︑

第六︑﹁般若小品の諾出者に就て﹂

貴後に資糧論関係の諸論文に就て一瞥しょう︒

を経迦識諾の明度無極経と︑庚併合諜の般若妙経と︑

大

第四︑﹁西晋代講出の龍樹の撰述に就て﹂−1

されてゐる︒但し此論文は序文に於て︑﹁今日から見る

竺法護諾の道行般若経であることを論許したもので︑

︵A．D．黒岩トーー∽宗︶

と根本的に修正を要するもの﹂の一として著者の断書

こは︑昭和二年の宗教研究︵六ノ二︶に畿表されたも

一巻臓柚酔宗錮悠とある蓋護諜の研讐あり︑著

の存するものであるから︑此批評は本研究の綬刊に於

新曹詩語の比較研究など︑可なり

者は此記事を︑経ま甜許の上︑事茸と見て︑この菩薩

て著者の詩経目録等の研究費未を待ってなさるべきで

のであるが︑要するに︑歴代三賛紀中の西晋竺法護

悔過法控は﹁龍樹の十任鹿婆抄諭の易行晶の別抄経と

あらう︒

の繹経の傑下に︑﹁菩薩悔過法

見てよい﹂と主張されるのである︒然も此議論は常時

の澤出無し﹂との主張を破ることになるので︑博士は

であつたとは椎尾∴千井両博士を始め︑前駒澤大挙教

現存の阿含控の原型として最も原木的な経典は九部経

−

共著﹁支那俳教史の研究﹂で︑此の論破に勉めて居ら

授今津洪嶽氏等り土張であ・るが︑之に封して著者は︑

第九︑﹁十二部控に関する研究﹂

れるが︑本研究内には︑更に﹁境野博士の本論に対す

北値緒論の記述計て王なる資糧として十二部控︵又は十

支那俳教史研究の杵威境野博士の﹁薙什以前に大乗論

る駁論に就て﹂の一論を附加し博士の詮を北ハま1引川

J幽J

二分教︶を以て穀利か粁典であることを提唱し︑九部

場の異りや見方の相違によりて︑多くの批評又は意見

経は寧ろ十二部鮭より抜出せられたものであるとし︑ もあり反封もあらうが︑ともかく著者が彿教研究に思

展開され︑其土著者の論文に掠れば︑此外にも荷多く

許される専門畢者の向ふを張つて斯くも堂々の論陣を

も重要なる諸問題に封して︑第一流の畢者と自他共に

次で十二部蛙各自の具髄的研究がなされてゐるのが︑ 立たれてから僅々九ケ年の問に靡く仰敢史研究上︑最
此論文である︒

七

？内容構想に於ては▲一∴＝ふ迄もなく︑諸種わ年代論の相

ら︑著者の研究が如何に驚異的であり︑研究港に要領

書の五六冊分が捜されてゐると言はれるのであるか

以上︑本研究の論述振りを紙航するに︑一一の論文 の研究の威光が収められてゐて︑本研究と同程度わ著
互ハ考察も亦相聞的であり︑その上．史糧論と年代論

とにち亦密接を閥偉が保痔せしめられてゐて︑此を史 宜敷く︑且つ亦如何に畢的精進力の旺勢なるかゞ伺は

私は以上不完全たがら本研究の内容の寸観を述べた

糀として軋る畔︑能く之む組識的であり憫系的たらし れるであらうと‖心ふ︒
めんとせし著者霊息矧が折畳せられ柑るとE山ふ︒而戊

紙数の限定があa紺係からといへ︑著者及び一般読者

あらゆる侍粍値誰をも其の掩り∵解る論接車廠射し︑ つもりであるが︑眞呼批評紹介まで行きかねたことは
夫々の意義を明にし︑

一四三

は︑正しく綜合的であると言ひ得るであらう︒是れ私 に封して深く御寛恕を乞ふ次第である︒
が木研究を以て﹁綜合恥組識的なる俳数史観﹂の一成
発とみなさんとする所以である︒
勿論︑本研究の内容の一一に関しては︑各撃者む立

野ハ‖的組織的彿故頼批に就て

J44う

細道畢の組織と囲憬論
紳道は今︑時代的指導精細の王者として君臨して

一四四

国史的な研究方法が︑本幹的な最も太い緩を描いてゐる︒宗

ゐるが︑併しながら此の方面は紳祀の宗教性が表面的に公認

改革的な研究法も︑所謂る神道の国教運動と聯関して進んで

る︒従前の博徒的な研究方面とは全く臭った新角度から放た

されね以上︑劉期的な進みを期待することを得難い関係にあ

れる拳的硯線が︑清爽に於て︑何時︑そして何鹿から先づ数

せられるかは︑久しい以前から我々にとつての興味ある撫期

ら経済史的な方面から紳遭に捜りを入れてゐるのが︑成形に

で老つたが︑僅に同県院大畢方面で︑耽宵静君が一両年開か

ろものが無いのは寂しい︒phi書pi的乃至Hengstenberg

近づいてゐることを報告せられた外に︑畢界の耳目を刺哉す

的な俸統的神道の税政者は傲りに多い事に困しむ程であるか

思はれてゐる︒併しながら其れは準的位置の問題ではない㌧
とも考へられる︒群雄璧の如く現はれて操縦を競ひ合ってゐ

見方に上つては拳としての神道は却って危磯に置かルてゐる

や′二人はあつても可いのであるJ州道と云ふと一概に時代迎

ら︑全く別個の方面に新しく単調を破って出る拳者が︑〟人

合的非草間的なものとして蔑親してかゝる誤まつた狗噺を打

る虜に︑紳邁の瓢舟は其の異常な競合力に推されて︑思ひも
も憂へられるのは︑日本人蹄紳の重安の萎を襲見しょぅとす

の本性へ救ひ返す虜にも︑紳邁には準間的な新生面が拓かれ

破する展にも︑不快と結合する沈静感情から明朗なそれ白身

かけない非航路に乗り進みはしないかとさへ懸念される︒最

正しい進みを法止される革である．私は此の．一般論的立脚鮎

神道に草間的な組織鰹系を輿へねばならぬとする我々の提

ねばならぬのである︒

る虞聾な拳的努力が︑ともすると別個な力の馬に横斜されて

此際若しも無遠謄な琴言を許されるたらば︑紳道草は依然

に自分を置いて現下の細道撃界を見渡す︒

として侍統的な方法論の線上を歩いてゐると首ふのが至常だ 唱は︑既にそれが公認されたのみならず︑如何に之を現貿に
らう︒或は︑†二うする事が時代の必然的な要求に通してゐる すべきかと云ふ線まで前進した革と信じられるが︑併しなが

・り其れはまだ細道畢五た㍉の情誼なう研究中に屈してぁるの
のだとも云へよ・つ︒とにか′︑凡てか一糸乱れね陳形を整へて
であらう︒凡てが只自己の研究線上を進んでぁるだけで︑汎
秩序正しく先人の足跡を踏みつゝ行進し︑そして其の叫でも

Jメイ♂

織膿糸案が︑どの程度盲で受容されるかは大きな疑問である

ない︒

く撃としての仲通を礁系づける具健的な案を提示する者を聞

るならば︑それと宗派神道との離合問題は︑可なn黍要性を

帯びて凍るだらうと同時に︑それは単なる配合的の問題たる

が︑細道が帰来若しも紳敵中心に宗教的な動きをするのであ

した︒勿論盟なる案其のもので︑之に嫌って直ちに同君の拳

最近に法壁土樽E五郎君が﹃紳進級紙健系諭﹄詐案を費表

的立場を許略する〃は謬ってゐるだらうが︑兎に角澤田法型

次には文型主鶴藤茂木氏の柵道夫皇歓談批判が洗潤せられ

る︒皇国時報の五九五躯に出た﹃輌酢細道の中心関越﹄と云

に止まらないで︑残数拳又は日本宗教史の上か・ら親ての大き
t−
な問題でもあるだらう︒

閣民の証骨的・大衆的な閉民的信仰﹂であるのみならず︑﹁日

ふ論文が其れだ︒此の論文は其の前班に出た間数塑館長川中

士は︑宗派細道人たるが故に︑細道信仰を︑﹁日本民族固有

本人の本質的に持ってゐる永遠絶対の偶人的信仰である﹂と

とし︑加藤玄智博士・の著書﹃紳道の宗教敏速史的研究hを間

治書中氏の

の民族的信仰であり︑大日本骨閥の園家的信仰であり︑日本

附し︑其の立場から︑州道の飢餓的鯉系を︑︵一︶開館州道の

織偲系とに別って︑第一の図健柵道を︑﹁萬世一系の天皇と

であつた神道が遽に紳祉神道と宗教碑造とに二分するに至っ

接標的として論陣を張ってゐる︒川中氏が︑維新常時に閥教

﹃古細道の二部心と紳酢神道の齢趨﹄を在接標的

組織健系と︑︵二︶紳敢神道の組織的膿糸︵三︶琵数細道の組

国家と紳耐し∴示教州止との完全に健系づけられたものでなけ

るに射して︑㍍数紳遺言偶人的・世界的であり︑信仰的であ

り︑哲畢的であらねばならぬ鹿に︑両者は各其の興った立場

た串怖一∵運べて︑﹁紳批碑遭は洞泉的・道徳的・歴史的であ

あぇこと﹂ に純鮎む視めて︑卦に国教と刷址との間上組純膿

の澤田法畢士の神道単組織膿系諭と比べて見て両白い封照で

を取らねばならなかつたのでもあつた﹂としてゐるのは︑前

て㌣珊柾たろのみたらず︑飼民的倍仰の道場としての紳批で

系．つけるのみ掌りず︑﹁柿酢とルポ教紳過との聞の組織酷糸を

ればなられ﹂ こし︑彿二の紳酢神道も亦︑﹁国家の浣祀とし

完成せねばならぬ﹂とし︑最後に宗教州道に移って︑州道の

心の天克放と本元紳中心の統一神教と思想的に二分する状勢

を現はさんとしてゐると説く間中氏の諭鮎を掟へて︑二重心

あるが︑鶴藤氏は其の鮎には循れないで︑紳祀神道が天皇中

†ろ運動が順に萌してゐる他の一方で︑神道を本質的に皇道

としての帥道は︑凡て本元紳の黒井を苦味するものでなくて

誼を排撃し︑﹁天皇崇井は宍痕ではなく︑道徳である︒票数

紳貌︑教典︑閑寂及び紳批と宗教神道との関係を組織醒糸づ

に限定し∴ホl派州道を殆ど全部的に非神道祝する傾向が和常

けねばな︑りぬとしてゐる︒紳道のハ小数惟を﹂り開調しょうと

弧く現はれてゐる現代の紳道界に投げられた澤田君の此の組

一匹l五
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を成し︑個人生存の目的は開象の完成にある﹂とし︑斯くし

一四六

て天皇の大御心に国家の表現を強く認識すると共に︑その大

望

はならぬ︒乃木摘軍を紳として祭る場合にも︑摘茸の人格を

御心を己が心として奉戴し︑国家主義的生活原理に従つ七生

長

崇拝するのみのものならば︑道徳的の範圃を出ない︒少くと

其虔に我が図柄の特色が見られると祝いてゐるのは︑国旗粛

きる所に︑君主と国家と閥民との完全なる一礁的融合があり︑

居るのである﹂と論じてゐる︒此の諭向は︑一部外聞人の神

﹁天皇は国家の表現者に在します﹂と書いた革は︑近頃甚だ

として椅別他奇もない主張であるが︑氏が聯か輩を滑らせて

不滅なる婁といふ如き人格以上の置人間的なものが加はつて
道観と符合する基礎の上に立ってゐるが︑田中氏が如何なる

も宗教として無力である︒之を宗教的に崇拝する場合には︑

鮫諭を之に酬いるかは別問題として︑紳を必ずしも超人問的

の改と銘を打たれた︒此の鶴藤氏の主張と好個の対照を成す

敏感になつてゐる神道界の一部紳纏を刺戟して︑磯開設類似

ものは今泉定助氏の新著﹃閣膿原理﹄であらう︒氏は我が国

な絶封の存在と見ず︑崇高なる人格の中に紳の光を認める宗
う︒此の鮎忙向っても鳩藤氏が更に其の諭歩を進められんこ

孤紳の紳勅に日本民族の宇宮親・萬有靭の板紙︑日本国健の

教信仰は︑現代にもなほ其の存在を認めらるべきものであら
とを期待する︒

天皇は︑此の紳勅を其のまゝに大御心として︑世界人類忙射

宗教的・暫準的・科挙的の基礎を認め︑我が日本関御歴代の

する一視同仁の思ひを以て︑之を哺育し︑愛撫し︑同化し︑

碑林氏は別に柵窒の箕膿を論じて︑或る紳の盗が人馬的に

統一せさせ給ふのであつて︑某所に︑日本間家生成発展の原

分割される事に依って個的掬立存在性を附興され︑数多の紳
祀の祭紳となるに至る根嬢を疑ってゐるが︑之に封しては改

救ひ上げて︑全人類配曾をその創造敬展の慮の本然の路程に

則があるとし︑現代世界を動揺と浪乱︑戦争と革命の中から

還し︑全世界を思想的に統一して︑仝人類の理想を実現する

めて諭ずる他日の磯骨を挽約して︑こゝには爛れないで置か
更に今一つ鶴藤氏は︑同じ皇国時報の五九二光に﹁同家主

事こそは︑天津日嗣の天皇の紳的御使命であり︑これが焦に

員ノ○

梱れて論じ︑なほ君民一如の革箕に論及し︑故に発覚天皇と

義の図柄﹂と云ふ題で日本的特色としての君民一線の図柄に

のである︒本居・平田二倉以衆の誼ではあるが︑之に新衣を

閥家とは一であるとして︑鼓に氏の所謂る国家主義の閥柄一ピ 萬隆一系︑天壌無窮の革質が存するのである︑と祝いてゐる
認め︑偶人主義の閣では国家よりも個人が尭きをなすから︑
﹁之に反して閣家主義の閉にあっては偶人よりも閥家が禿き

あらう︒︵紳口助走︶

同家は仙人魚沼■壬完了する偶の方便に過ぎないのであるが︑ 漬せて新時代の前に押出した析に注‖すべきものが存するで
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文政堂

南方軒停巴利彿典の研究は西洋の単音間に於ては夙に盛ん

に行はれて居たの

ては狗り我が国の単著のみに輿へられた特種であり︑使命で
ある︒

もあり︑又かくしてのみ完全なる研究が進められ得るもので

斯界の柾威たる博士は此の新分野開拓の第一線K立たれて

中︑くineya・pi芯ka

の註樺たる

Saヨantap訝琵ika の校訂

以来三十年︑幾多の蹄しき功績を単界に姥されてゐるが︑就

事業はその畢勅の最も大なるものの一であらうJ本晋は博士

で︑全て十七論文より︑成りその中初の十論文は虹㌃絶版と

が過去三十年竺且って蚤表せられた諸論文を集成したもの

修験道そのものと均しく修験の行事も︑最初から一定して
ゐたものではなく︑時代により︑諸山により︑門流によつて

なつてをつた名著﹁板木彿恥の研究﹂から選び取って︑これ

可成りの差興があつた︒大峰の如き集園的入峰の行はれた所

を訂正したものである︒本書は貿に南俸彿敬研究の最高峰で

﹁サマンダ︒ハー

に牧められ あり︑博士にとつては巴刺沸教研究の完成を記念する骨心の

に於いてさへ︑各自輿なる行法を特してゐた︒所謂常山派の
いて 明する許酢を集めたもので︑﹁修験聖典﹂

俸法華院の塑監たる服部氏か︑現在の入唯一峰中の行事に於

その内容を見るに︑啓一︑並⁚見律毘婆沙と

てゐるものたど一誉僚粁簡易化してゐる︒況や天童の本山派の 御労作である︒
それや︑地方の修験行などは相異のあるは常然である︒こ

館

一五三

巴利彿教の特徴に就いて︑飾十三玉造罪の成立に就いて︑夢

いて︑第十一巴利諭疲の成立並に諭の意義に就いて︑第十二

利典嫌︑第九優姿塞五戒の研究︑第十波羅提木叉の二戎に就

との剖照研究︑節七︑巴利語とは何ぞや︑第入輩洒禁制の巴

中の本皮話的要素︑節六︑解脱遺諭と﹁ダイスツディマツガ﹂

巴利睾見律序文和許︑笹卜L関取本郷裁の研究︒第五︑巴利律萩

文

サーデイカー﹂との封照研究︑第二︑四藤定に就いて︑第三

中

は＝から見ても︑現在の入時行革や峰中の作法が非常に︑簡単

東京

なものとなつてゐることを知ることが出凍る︒
長井虞琴博士著

介

肺晰彿典の研究

新 刊 紹
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介

一玉田

只博引努置を以て事足れヮ▲とする数理理解の態度に

十四︑諸部戎本の封照研究及び諸部戎本対照表︒第十五︑金

飽き足らず︑一歩進めて．義記を通じて草b氏鵜自の深い暫

暴露し

︵勝又俊敦︶

蟄的思索の下忙展如の音義を開期せるもので極めて示唆に富
めるものがある︒安田一雄氏の﹁貿首敦単に於ける空思想﹂
は︑首貿数草の根本核心としての梅印定の意義を究明し︑その
仝一的人格の根披としての空を明し︑空に就ての彼の解樺は
般若空観彿故に於ける空義以上に鴻創的見解の存することを
相通せられ︑神林隆浄氏の﹁四家大乗と純密教思想﹂は︑法
相二二諭・天箋・華厳の四家大乗の併依の経論の思想が如何
に純布教の両部大纏にいみじくも一系乱れぬ統制の下に括取
せられ健系付けられてあるかを︑一々文献的に安置せられ︑
山口進氏の﹁智吉祥貿の入棺伽経註について﹂は︑従来の紡
伽研究に一大光明を輿ふる新賓程を紹介せられ︑且つ︑此の
入梓伽経註の特色︑並に著者︑此の託に於ける梯伽経の品殿
此の詫に引用せらるる経論文及び外故に就て新分野を開拓せ
られ︑石川海洋氏の﹁長阿合世記経の成立に就て﹂は︑世記
窪の経典的地位︑経の組織︑英語諒恕との餉係を説き︑次い
で世記経の成立過程その年代に及び最後に窮纂の目的及び経
の部涯関係を明し︑偶数世界軌の研究に貢献せられ︑金山穆
詔氏の﹁招顛密二教諭に就て﹂は︑此の諭を通じて弘法大師
の琴笥二故に対する虞意を探り︑大師が本有馬本︑大我馬本
末徳篤本︑人篤本︑果馬本︑法身猥本︑帥身成彿〃例数を開
新中られたこしし一三独訳せられ︑西恭抑氏の ﹁部派仇敵の智

利供養に就いて︑第十六彿典批判︑第十七巴利原典の出版草

特殊研究あり︑概説あり︑南停備典を知らんとするものは

葉に就いて︒
必ず座右の賓となすべきものである∪時恰も南博大博大毅経

環八年

が緯々と出版せらるるにあたり︑本班Hの存在は誠に宅龍鮎晴

の感を深うする次第である︒

日本係数撃協倉年報

．本書は昨年十月︑智山草門畢校に於て開催せられた日本価
数撃協骨の大骨に於て襲来せられた研究藩論文を蒐録したも
のである︒本協曾は言ふまでもなく︑日本の彿敦単著を絶動
員し︑その研究費衰を蒐鋒せる年報は我が偶数準界の最高構

初に鈴木宗忠博士の﹁唯識哲拳に於ける第七誠の問題﹂は

成である︒

博士猟自の見界を示きれ︑西光義蓮氏の﹁両統史上に於ける

所謂入試鰻別・用別の意義及び第七誠の起源を文献に求めて

浄土教﹂は︑神道と浄土教との関係を歴史的に考案し︑日本

たか︑氏は特に備陀信仰者たる人の至心恭敬と人の至誠恭敬

精神史上如何に浄土教が神道に錯融し︑或は神道を意義付け

を歓び辛けたまふ紳との関係に将士敢の感興を見る︒次に田
中昭照氏の ﹁起倍論断眈の展如﹂は︑徒凍の新鮮的無反省を

J4占β

きは︑世人の行者に劃するこの注目に一役を買ったとも言は

する等︑瞼門に洒⁝畔して雅た本書の著者︑大三鴇信栽価の如

れよう︒師の役行者に封する熱烈な信仰から出費してこの審

此の智識特に智斐を如何に重要視したか︑智議論の特長及び
その認識論的意義︑知識諭に於て有部数義の残した菜漬を遊

がものきれた︒

諭﹂は︑部派仰故特に有部の諒恕た於ける智と詑との意義︑

べて有部の偶数散華上の貞両日を表期せんとし︑山本快龍氏

る︒叉修験山伏の徒が戦乱の時代を背景として所在に前躍し

に思はれる︒流石鹸門の人だけに︑修験の情調はよく出てゐ

の﹁阿合に現はれた外敬﹂は︑之を文献︑諸派︑諸説︑特権
神秘的雲に在はれた役行者の婁を明にし︑その票数と精細
問題︑類似表現なる項目のもとに外数を見︑ウ︒ハニシャツド を何とかして現代に生かそうとする析に著者の意固がある様
は取扱はれてゐないかを明瞭にせられ︑若木快信氏の﹁輿敦

思想︑六師外道︑六派哲拘∴印度数等が如何に取扱はれ︑或

揃へ︑修験の宗教的性格を理解してかゝらなければならな

るならば︑先づ厳塘なる歴史的究明によつて︑役行者の委を

大師の往生思想﹄は︑往生に現身往生と順次往生とあり︑前
た所の時代及び離合との交渉の跡も︑断片的ではあるが辿っ
者は印身成体の同義語︑後者は末凍隔世の成悌を意味するが︑ てある︒企図する如く役行者の賄紳を現代に汲み出さうとす
碑の印身成価の詫義に於ける方法論に関して一大進展を婿釆

此の往生思想は眞言宗義に滝管せざるのみならず︑却って詩

流の歴史家に於いてさへ︑特に文献に就いての誤認と不用意

の入攻れる課には行かない︒新興の科準的方法による首代一

も時代に就いても︑随所に見られる︒然しこれは強ち著者を

信仰の事貿との浪岡からする判断と結論とか︑文献に就いて

多いのは甚だ物足りない︒役行者の凍寒と役行者に就いての

きれたことを謝する一人であるが︑歴史的感螢に避憾の鮎が

い︒所々粕常うがつた観察があり︑私自身多くのものを暗示
︵勝又便数︶

書

院

し︑高槻背振の員盲宗栗た見放的に顕充完成せしめたものと
断じてゐる︒

大三強天 恩著

神輿大菩薩
教

さから生ずる泡乱を見るのである︒それは未だ役行者に就い

興

紳欒大菩薩とは言ふまでもなく︑光格天皇の寛政十一年︑

のである︒書中著者の意気と熟と主張とに接することの出奔

ての資料批列が完うせられてない賀状からは誠に止み難いも

京都

青妹から往昔されて雅た︒夙に修験者の国債を督し︑叉雑誌

J五五

るのは嬉しいが︑キリストと比較したりする遺Mノどうかと思

役小角に賜った誰戟である︒役行者︑従って修験道が色々な

介

﹁紳攣一の主輩として︑更に伊豆大島の行者窟の翫跡を荘厳
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一五六

礎づけを演じてゐる︒氏の行き方は．ヘル〆ソン曹拳の民主知

書

房

すなはち︑氏はブルソ∴リンの直観は分析的︑科畢的1−典型

鮎は︑一九一〇年代の解詮書とは興った庭にをかれてゐる︒

て︑この試は見事に成功してゐろのだが︑氏が特に強調する

てベルグリン菅畢の全貌を解説する立場に在るのだが︑そし

せようとする︒本音はむしろ啓蒙的な暢達明快な輩致によつ

吉岡氏はこれとは異った方向に於いて．ヘルグソンを再生さ

である︒

能と怠惰とを畑幕に包まうとする人々の喝采を博するゆえん

を鼓舞するにあつて︑東洋主義︑図枠主義の名の下に知的無

立義︑行動主義︑仝健主義の俗流版的詐張によつて自慰行馬

田

︵村上俊雄︶

はれる︒然しこの署によつて役行者の宗教が大雄如何なるも

野

のであるかを昧ふことが出来るだけでも本番の慣値はあると
言へよう︒

吉岡修一部署
ベルグソンと科畢精神
東京

ベルグソン暫峯が初めて日本に移植された一九一〇年代と
現在との間には︑インテリゲンツイヤの置かれてゐる状態に
就いて︑一膳の類似が認められなくはない︒祀骨の基礎的分

−

立場に立つものだ︑といふことを強調してゐるのである

といふ形で現れるのである︒そして︑この反動の汲の一方の

野に於ける停滞︑行詰り︑方向棒換が︑文化の領域に於いては︑的には自然科畢的−−思索を地盤とするもので︑その管掌は
常時で云へば︑自然主義︑現在で云へばマルクス主義への反動 親念諭では決して無くむしろ唯物論的 − といふより知事的

これは既に安易なブルジョア的裡念的自由主義︑生命主義に

夢中になるだけのおめでたさも︑7アシズムの前にひれ伏す
いても︑ベルゲ′リンは忘却の淵から再び呼戻されつ←あ■る︒

先頭に立ったものが常時でベルグリン哲畢であり︑現在に於

だけの痴鈍きをも厚かましさをも持ち待ない立場にをかれて

インスタイン︑ジーンス︑エディントン︑ハルデイン等の一

ゐる現在の彷線的インテリに訴へる

異も存する︒社食の基礎的分野に於ける行詰りは今や最後的

に深刻であり︑反動の波の常の封事も自然主義の如き基礎薄

ロー〆たちやに接近したこれは立場なのである︒文畢上の行

聯の神秘的自然科皐者ヤ︑日本で云へば偶数無紳諭のイデオ

けれども︑常時と現在その間の滞似の一方には︑重大な差

の再登場は︑7アシズムとの掬柳に於いて理解されねばなら

の役をも塘ふであらう︒仝礁ヰ義や行動主我も知性を躁鯛し

動主義をやゝ廉く解するならば︑これはその暫畢的基礎づけ

弱なものではない︒かくして︑現在に於けるベルグソン主義

メー＝／ン氏は自らベルグソン主義者と稀しっ1︑神道の基

ないのである︒

ブイ5β
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る︒テキストは享として徒死故洲聾者の一般利用圏外に置か
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．一五入

にPr00emiumを加へてゐる︒之は本音の取政ふ諸問題に封

本書の礫裁忙就いて二言するならば絶章数七十五︑更に之

も見遣し仰い輩宜である︒

スープイープムは決して単一なるDisNip−inの論理的伸長 素を具膿する行哲拳として漸く健系化されんとしてゐること
でなく共和期の教義的内容は後期︑特にアパシツド朝以後の

に至って居り該数を指して神秘派と稀し得るのはイラーン民

する概論的部分でスープイーなる語の意味︑語原︑並に往時

思想健系に於ては漸次止揚されて次第に汎神論的傾向をとる

族の世界敬に参入し彿敦思想︑ヴューダンダ菅準︑ネオ・プラ

からの有名な同数徒の名を列捏してゐる︒

裁にスープイーの語原に親して二りHし庇いのは本音に多数
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乃至以降のグルゲイーシュ偲圃に襲達した柿三昧境的汰観及

て代来される幽遠なるイラーン的神秘机隼に対立しHeretin
な要素を放棄せりとは云へ未だアラーへの態度は明瞭に回数
の一現象形式として文字通りにJsl叫mの特徴を保有してわ．る

l≠

Or旨OdO責の従衆把持し凍 ＝Mastg﹁卿Ja肌h ch呂． ゴtiq卿d・i等lf音佃n s別f叫︵秘めら
った酢食性より内税的な憫糖化への進化が言︑行︑菅山

ことに存するも久一ガlslamic

●

Jesu一∵甘したソトうウスか担志されないで一五﹁−六ヰに

居る︒攻′にバルトは凡そカルダアン講演といふ場合に取扱は

が紀念されることに対して簡盟に然し澤長に税五を表明して

lnstitutiO

サ ー︑トロ忌r・i Suha i 第一寮︶牛か見られるわは再‖い

Christianae

ReごgiOnis

と思ふ︒

てゐたイスラーム教義の解説で○ユ訂dO召に封する常時の

第五1三十章は常時のスーフィー敦者によつて把握され
スーフィーブムの態度が開明されてゐる︒

た後︑カルダアンよりはハリ分にバルトを聴かんと集った公衆

れ得るであらうカルダアにに就いての株々のま題阜数へ襲げ

を前にしながら︑カルヴアンに拭いてバルトく自身の言葉を

第三一− 五一章は本数に於て取故はれる諸種の締紳的問

であり︑

題︑乃至スーフィー哲拳の対象となる諦鳩性に関聯したもの

めんとすること斯くて聴衆が促抜カルヴアンと交渉して何等

語る昔川の普無なること却ってカルダアン自らJ∵して語らし

それこそ最も賓質的なカルダアン紀念汀であるであらうこと

かの意味でカルダアンに射する態度決定を新にし狩るならば

節五t一1六三葦はスーフィー形而上塑の根本と見倣るべ

節六四 − 七五章はスーフィー欺親上のアラーの顕現とし

き最も貢要なる部分で特種な術語の解説が試みられて居り
ての諸現象を証明して全篇の結尾としスーフィー昔と紳との

を公にしたカルヴア

決定版の第

四七節と一五五五年の三編青書樺義岬マ

InstitutiO

を年配に述べ︑此の口約のために一五四五年のジュネーヴ数
−

合一墟を芳してゐる︒︵八木飽大礼︶

三容第廿章三五

分信仰関谷の節∵項と一五五九年の

T二筒の資料によつてUnserくater︵圭の所︺に就いてのカル

タイ停六・九以下及びルカ倖一丁二以下に関する部分との

−

て本論として居る︒

の故骨に於いて岱されだマタイ伸一二・・一

一五九

1一に就いての梓義的詑教が添へられて摺る︒︵橋本鑑︶

≠したSafenwi

椚に咋井十二月一日に十川年ぶりにて甘って永年牧骨に従

現せんとする試みを

ダアンの稗義と出奔るだけ客蹴的に︑先非の批判を拓へて再

／
Ca−くーn︵The010鼠sche E軋stenN heute−

Barth Kaユ︑

Heft彗︶
Mロnchen．−￠∽の

これは今年一月二十二日チューリヒ大挙の．大講堂に於ける

Leben

ホツチンアン韻書骨童催カルダアン紀念骨のための講演であ

介

バルトは先づ今年の有年祭に一入三六年にDas

る︒
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一六〇

また認識方法によつて︑或は封象によつてその相滝．を見出さ

るであ■らう︒我々の神輿︑帥予刀トリック神輿は︑杜趣的︑

れるであらうが︑基礎的には︑紳畢は信仰に従属するといへ

基督数的︑致曾的準としての紳畢である︒﹁積極的﹂Jは︑封

象を歴史的に啓示に於て興へられたものの謂ひであり︑﹁基督

数的﹂とは︑基督に於て︑また基督によつて完成きれた票数

といふことであり︑﹁敦曾的﹂とは︑基督敦の啓示に積極的に

の二部

から成り﹁神輿﹂に於ては︑カトリック紳拳の本質︑撃とし

からである︒この意味に於て︑カトリック紳牽は敦骨的紳華

輿へられてゐるものは︑基督が敦骨に委ねたところのものだ

カトリック紳畢への入門書︒﹁紳畢﹂及び﹁紳聾者﹂

ての紳畢︑紳拳の歴史を叙述してゐるが︑本書の特徴は︑む

lの眞の宗教であり︑その具鯉的な形態は基督の意志によつ

かくして著者は︑緒論的にかう述べてゐる︒基督数こそ唯

然御輿の本木の封象はないのである︒

である︒敦骨なしに教義は存しない︒教義なくしては︑超自

しろ第二部に於て紳牽者のペルー7を明かにした鮎にある︒
著者によれば︑紳畢は巾世まで︑﹁紳に関する致孜﹂であつ
たが︑我々の紳畢は︑超自然的宗教︑即ち基督致と敦骨に関

とは︑客観的認識原理及び内容的領域の二者に基いて直別さ

て︑カトリック政令にのみ見られる︒﹁カトリック紳拳こそ唯

するものであらねばならない︒元木︑自然紳拳と超自然紳撃

れる︒先づ認識原理についていふならば︑自然油単に於ける

Origi︻eロd灰re−i軋OnS●

Paris．−豊∽

の

更に著者は︑カトリック紳畢が︑票数拳︑ブロテンダント

一の眞の紳拳である﹂と︒

猫自性と︑﹁紳単著﹂

紳牽︑轟諺法紳撃と相違する諸鮎を示し︑著者の﹁紳拳﹂

である︒．内容的には︑超自然紳撃の理性は信仰に基く理性で

伴示は自然的啓示であり︑超自然紳準のそれは超自然的啓示

あつて︑かくして超自然紳撃は信仰の撃として性格づけられ

Les

Henry−Lucien

の天聴とを叙述してゐる︒︵小口倖一︶

それせ僻質とするのである︒いふまでもなくその根凍は︑さ
うしナ紳喫が容赦的意味に於ける信仰を封象とし︑圭敷的意
味に於ける信仰を前粒としてゐるからである︒しかし︑信仰
はそのまゝ刷準的知識ではあり得ない︒それはたゞ︑前提で

エか必登である︒紳孝的知識4宗教的信仰とは︑本質的に︑

あり︑基礎である︒紳撃であるためには︑信仰内容の畢的加

J 郎！

唯物史観の式場か・エバ教の起源︼1来開ハ．小数お上びl′﹁17ス

ハ．ト故の頂糾納車膿にアニ︑︑︑∴と呪術し．∴ムろ︒ブレアニ

ト狂∴ 鱒源の問題を取扱ったもの︒掬創的論文と∵かよりも ミズム︑アニマ一アイヾ⊥など再詑は︑叫ハ護きールてゐない︒純
∴キーの誠常に依るところが多い︒ルカチエ7スキーの1㍍数

を愚昧し︑一厄世紀い畢片の中には︑一定ハ軒曾的潮流﹁押

アニ︑︑︑ズム・て認めるこし∴仏︑小石敢た山県い使物し﹂鬼撤すこと

むしろ要約北‖で︑同方面の円聖‖叩樅成とされてゐるルカチエ々
ノのところ︑それらは心叩聖的倍加にすぎぬ︒㍍敦の根元に
C起帽﹂′⁚邦講永日︑一九二二隼︶ に比︑︐〇しL︑未聞㍍数の部

義の現在では︑ハ︑小紋の根元にブレアニミズム右−役くことによ

されて︑敢えてか㌧る立場を徹底＝せたh＝もあるが︑帝国主

って︑力の概念とか軒打とかの非幻僚的たものにしつかりと

︹甘苦出れ柑︑一九二三井︶はポ〃音よりもー原理諭的に書か
れてゐてぃ州々のル■小欲諭へ〃批判ケI合むが︑アンリの菩はこの

フロイド詑も︑頂始一紳教諭も︑かゝる根本的立場に於いて

は共通の春什的目的に立ってゐる︒ニコリスキーはソグエー

宗教を結びつけて一打かうとの反動的な企てが現れるのである

のため七︑マリノクスキーの最近の努作や︑フランス系統の

ト大宮科のアニミズムの項に於いて︑ブレアニ︑︑︑ズム説を認

十両に於いてもルカチェアスキーを基準としてゐる︒但し︑

宗教論を大いに採入れて︑批判の対象としてぁる鮎に︑特色

めてゐるが︑これに誤謬で︑エペール︑モース︑デュルケム

呪術は︑琵故に先′付するものでも︑金原始人に共通のもの

健からも持古．と六∵ことかできる︒

が埋りれ㌔本北‖の澗創ではなくとや︑ヰ婁王二三の鮎を次

の帯革

て搾ル∵㌧′れ声丁∵J︒1′−やトーチ︑︑︑．．∴ムけ食料と分党

でもない︒二ルも︑︷バ放と具に一定の祀骨経済的條什を行っ

lLの川畑に抽んで牝じト︒外姉はトーチ︑︑︑ズムの不可秋の要

に到ったのである︒

右の帥くにして︑評者は史に農耕儀蒔からキリスト教の教

認められる︵もちろん牛加神意誠的に

生へと推めてゐるが︑急テムズで賛展しっゝある宗教の唯物

一六一

かゝる矛盾か入関忠誠に反映して多少とも一定した形を探る

介

史観的研究の愉廊を宛ふのに︑恰好の昔とい∵Jとかてき上
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ためにほ︑牛定性的姓爪を必要とした︒

有と芳励︺との聞の矛盾こそ︑宗紘簸食の基礎となつてゐる

数は撫れたい︒牛匪手段の共托的占有とその個人的使用︵併

したかつた︒自然に射する恐怖はあつたが︑それ十けではハ小 素てはたいか︑トーテミゾム牌別の強化のためにその必要■ご

たい︒さて﹁端緒的な前代肱的批骨に於いては︑ル．ト数は車∵圧

u︑マルの如き催れた畢骨ヰJゐるが︑モル〃ンの地骨は動か

来開※欽を研究するのに必革た搬雄は︑先史考†塑︑艮兢 草︑民悌舟∴㌃語整お上び人類睾で︑この方而の挫骨としT

に紹介しょう︺

年代が新しいことと︑フランス調音を目標としてゐることと

分とすつし﹂詳細に扱ってゐる︒H氏の ﹁小＝紋の起源及本質﹂

ブイ′J
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う︒︵佐木秋夫︶
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A DictiOnaryOf Re︼・．乳On and

一六二

るが如きである︒勿論之隼とても専門聖徒を利手にすろちの

ではないが宗教丹の初海女︑或は尊門叛徒以外にして宗教に

興味を有し宗教を語らんとするものには郷合のよいものであ
ら︑りと川心︑㌔

Ecc−esiasti・

MackeロNieY

A．︑

LOndOn

and

G−asgOW．−￠N∞

Buddhism−ロPre・Christi

DOna−d

存i
在g
もi
案O
外n
意旺のあるものゝ株に思ふ︒︵榔漱日出麿︶
Rel

存㍍
在するが︑木骨▲㌫様な通俗的な︑然も各小林故に亙る郎典の
は

射典︑キリスト放射典等まで抑々あり︑非常に優れたものも

ルポ致の鋸典もR．G．G．やE．R．E．の様なものから彿放

Re−igiO崇

Of

Hnce

IbndOn︑i豊∽．

DictiOnary

歴史家にして同時に刷摂に封建せるRic−1ard
致並賃率宗教の鋸典︑詐くはA

and Re−igiOnS inc−udin的TheO−Ogica−and

︹a−Terms の編著者としては其の数萎に於てまことに適任
であると詫されてゐる︒
樗々あたつて見るに此の即典の特色と言ふべきは非常に簡

マやセクトからは猫立して公正な立場にあるけれども︑宗教

革であると言ふ事である︒著者が刷塑着であるだけに︑ドク

西欧の地に影響を興へ︑それがクリスト教の佃遺されし以前

るところである︒今︑考宕畢的遣物の研究から︑この係数が

誰しもが首骨す

などに餉しては我々には此の坐．から何の教示をも締る群が侶

今日のイギリスの他に進も彿秋影㌍の症跡一だ認むることが出

彿致が米澤文化の一大根幹をなしたこと

等の素数史的巫女に関しては一寸根利な鋸肌ハである様に恩ふ

るを緑ない︒斤非︑東西南洋の文化の交錯は西紀前四世紀の

奔ると誼く木上＝の常務の黎言には︑誰しも傭脊〃限を瞳らぎ

苑ない︒然し請大小バ数の撃的研究としてゞはなく用語︑人物

某れる︒例へばギリノヤのル．小数十㌦諭じてはL．CaヨpbeH∴

此〃鋸典はある項 に北て一二の基礎高主文献キ放へてゐて

laneアレ
Hキ
aサ
rr
R征
e後
Hに
・始ヰ∵り︑常時山⁚回き究明を有する
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ダs
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印n
咤⁚沌

Ue‡
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たことは考へられてゐろり仰故の付近か速く丁プ

B害dOの項
印に
度於
忠て
恕は
がW
漸．
次来阿山他に向けて偏出ゝ▲一ル︑利行か持場の澤

Re⁚i拇iOn in Gre佗k Lite−ature と

Gre2neを弊け′

Y・Eくans・WenN二−e Tib2︻呂BじCk C叶the

giOコOf AコCieut

J・JJJJ

畢的な問題には案外役立たぬのは班念である︒殊に原始宗致

●

bOW−の凌見は︑此のオリグンの提言LLアソー

てゐるものと見られてゐた︒然しながら今日Jut−andからの

ブト︑及び来秋の地方に及ぶに至った由一の都賀は紀元前舘
り訊き君味を考へてはゐなかつた∪ オリグンはイ′リテンの地
及び︑其のキ上スト敦は前の宗教の性質′に関して誤って博へ
二世紐に於けるアリーカエの停沌使節派遣の寄集であるが︑
織いて触元前節二世紀︑希腺耗民地の王MenandrOSと一価

に Gundestrup

・−澤き認識と︑今日に偉・〃る停唱の中より此の驚くべき投言

孤立的な棟本ではない︒ゴール人の石や貨幣に彫られてゐた

︵Aryan︶に紀源をもつもの

と見てゐる︒CernunnOSばウェールズの地に於ても︑ブリ

ので︑Rhys氏は遠くアリアン

の不思議な膝を折った像と密接な関係をもつも

CernunnOS

それはギリ・ンヤ及び＝−マ

紀忙されてわる︒イン〆ランドの地に於ても

Herne

the

一つに興味ある記録を捜してゐる︒同一の紳がスコットラン

グラスゴーの保誇の聖者としてのSt．Kentingernと結びつ

ドにも知られ︑光来的には居たか梧左かつたか分らないが︑
︵Druids︶・古

後彿世紀のノリ丁ンの他に︑先にドルイド
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l六三

れてゐたため︑クリスト敦の発展に好池の地であつたとい・
い㌦
て倖へられてゐる︒即ち GundestrupbOWl の上に彫ら
てゐる︒然しこの幣くべきステートメントに対しては従水魚
れてある CernunnOS は狼と牡鹿とを件ふてゐる︒而して

代ケルト族の僧1及び彿・紅極道骨の数義を通じてよく準備さ

に︑動期のキリスト紘の秋父寸り〆ン︵Origeコ︺か︑紀元

に於けろ之を抑謹ユ⁚む文献的机㌦推がたいからに過ぎたい
吏ter として森の悪魔となり︑Shakespeareは彼の仰の
Hし
un

公然と疑萎の限王以て見てわモ

宗教的征服を哨へてわたじ黙し近代のある挫骨は此山ヰ張を
テンの他にクリスト教を輸入したBran the B訂ssedとして

の紀錬なるアソーりJ〃勅法令に於て︑アソーカは欧羅巴の

耳昔のや＝に従てその企川される概要をあぐるに︑彿数停道

一ビ立詔せんとしてぉる︒

カ王の提唱とを更に重要な音吐に迄高めた︒その銀鉢はコペ
見るに︑其の後に於て沸教が盛んに西方の地に向けて停遺さ
ンハーゲンの NatiOna−Museum に保管きれてゐて西紀前
れてぁた奉安を充分に物語るものであらう︒これより後︑彿
数は中央茄細並の地を経て支那に輸入されたると共に︑小並一世紅のものと見られてゐる︒その鉢の来店には︑ケルチッ
御並の地を経て︑米欧の地に任した民族に影び一だ輿へてゐ
クた
の紳CerununOSが就かれてゐる︒此の紳の適性を研究す
ことは想像するに難くはあるまい︒然しながらこれが葦嬢を
るに怖敦の四天王のl人なるくir占l卿打sha︵旗日天︶の属性
物語る文献の少きために︑没却されてぁたこの方面の研究に
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