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『金剛般若経』の「即非の論理」  

 

渡辺章悟 東洋大学教授・博士（文学）  

 

はじめに  

 

この度、２０１２年鈴木学術財団特別賞を授与された対象となった『金剛般若経

の研究』（山喜房佛書林）に因んで、鈴木大拙老師の思想として有名になった即非の

理論について，再考してみたい。  

「即非の論理」とは、鈴木大拙が『金剛経の禅』の中で、「般若の論理」として

提唱したもので、それは禅の立場から解釋した般若系思想の根本原理である。鈴木

は、同書の中でこの論理を以下のように断言している1。  

 

「佛説般若波羅蜜。卽非般若波羅蜜。是名般若波羅蜜」。この形式を自分はま

た卽非の論理と云っているのである。これは論理か何かわからんが、とに角ま

あそう云っておく。この卽非の論理が、また靈性的直覺の論理であって、禪の

公案を解く鍵なのである。これがわかると、『金剛經』もまたわかるのである。

六百卷の『般若經』も何の事なく、すらすらと解ける。 

 

 このように即非の論理を般若経の核心と見なし、極めて重視している。そもそも

当の金剛般若経では、どのように説かれているのであろうか。即非の意味するとこ

ろとは、そして鈴木の言明は原文に即して読むと、どこまで妥当なのだろうか。そ

れを改めて再考してみようというのが本稿の目的である。  

 

１．即非の論理の三つの要素  

鈴木によれば、『金剛般若経』の第十三節には「仏説般若波羅蜜。即非般若波羅

蜜。是名般若波羅蜜」という成句があるが、これを公式的にすると、「A は A だと

云ふのは、A は A でない、故に、A は A である」となる2。  

これをさらにわかりやすく云うと「A は A ではない、ゆえに A である」と記され

る。こうした言い回しは一見すると、ある概念（A）とそれに矛盾する概念（non-A）

を結びつけるという、同一律を無視した論理であるが、これについて鈴木は「凡て

吾等の言葉・觀念又は槪念といふものは、さういふ風に、否定を媒介にして、始め

て肯定に入るのが、本當の物の見方だといふのが、般若論理の性格である」⁽¹⁾と説

明している。 

 

                                                   
1 [鈴木 1981:387-388] 
2 [鈴木 1981:380-381] 
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そもそも、この則非の公式は、以下のような三つの要素に区分できる。左の漢文

は鈴木が引用する『金剛般若経』の用例、左は鈴木がそれを形式化したものである。  

 

①  佛説般若波羅蜜  ⇒〔A は〕A だと云ふのは、  

②  卽非般若波羅蜜  ⇒〔A は〕A でない。 

③  是名般若波羅蜜  ⇒故に〔A は〕A である。  

 

しかし、実際の即非の論理に相当する叙述は必ずしも一様ではない。たとえば、

ガンダーラ写本や古い漢訳は①と②からなる簡素な形をしていて、時代が下るにつ

れ、次第に①②③からなる三つの形に整えられていったことがわかる。  

実際、その用法を見ると、①と②が即非で結ばれているのであるから、即非の論

理は、①と②だけで良いのではないだろうか。ここでその用法を詳細に見て，検討

課題を整理しておきたい。  

たとえば、「即非」という用例は鳩摩羅什訳に多く見られ、その用例だけでも 11

回3、則非、あるいは即是非などを含めた逆説的表現は本文中に約 30 回も使われて

いる。しかし、それらの多くは上記の三要素によって説かれている。するとやはり

三要素の形式化には、何らかの必然性があったと考えるのが妥当ではないだろうか。 

次に、この即非の論理で批判の対象となる「A」は、＜福徳、仏の法、〔仏〕国土

の荘厳、般若波羅蜜、三十二相、世界、実在という想い、第一波羅蜜、一切法、衆

生、善法、所作福徳、法という想い＞といったものが挙げられる。もちろん、最後

の③「故に A である」（是名般若波羅蜜）に相当する部分は欠けることもある。し

かし、ここに挙げられる公式のテーマ A には、あらゆるものが入りうるのだろうか？

以上の二つを考察の中心としたい。  

 

２．『金剛般若』第 13 節の検証  

最初に三要素の条件について検証しておきたい。そもそも鈴木が即非の論理の定

義として引用する『金剛般若』第 13 節を見ると、実際には「佛説般若波羅蜜。卽

非般若波羅蜜。是名般若波羅蜜」というような語句は出てこない。驚くべきことに、

現存七種類の『金剛般若経』の漢訳を捜査しても、13 節ばかりか、この語句そのま

まの用例はどこにも見られない。ここでその七種類の漢訳を三つの要素を区分しな

がらあげてみる。  

 

【羅什】①佛説般若波羅蜜。②則（即＝＜明＞）非般若波羅蜜。（750a11） 

【流支】①佛説般若波羅蜜。②則非般若波羅蜜（754a） 

【真諦】①是般若波羅蜜②如來説非般若波羅蜜。（763b25） 

【留支】①是般若波羅蜜。②如來説非般若波羅蜜。（758c17） 

                                                   
3 大正蔵の脚注によれば、「如來説第一波羅蜜＜非第一波羅蜜＞。是名第一波羅蜜」に対し、明

版のみが＜即非第一波羅蜜＞（750b12）とする例もある。  
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【笈多】①智慧彼岸到。②如來説彼如是。非彼岸到。③彼故説名智慧彼岸到者。（768b23） 

【玄奘】①如是般若波羅蜜多。②如來説為非般若波羅蜜多。③是故如來説名般若波

羅蜜多（982a06） 

 

このように、羅什訳・流支訳・真諦訳などの訳出年代の古い訳は③を欠いている

が、笈多訳と玄奘訳という比較的新しい訳は、①②③の三要素を備えているのがわ

かる（義浄訳はこの部分を欠く）。しかし、いずれにせよ鈴木の引用する形式になっ

てはいない。 

次に E.コンゼによって刊行されたサンスクリット本にもとづいた翻訳をあげて

おこう。 

 

【コンゼ刊本】 

①  般若波羅蜜であると如来が説いたもの、②それこそが波羅蜜ではないと如来  

が説いているからである。③その故に般若波羅蜜であると呼ばれるのである。

（Cz p.37, 13a） 

  

このように、③の部分はあるが、「如来が説いた」ということになっていて、「佛

説」には対応しない。ただし、③を備えている点は注目すべきである。コンゼの刊

本の他に、幾つかある本経のサンスクリット写本のなかで古層に属すると考えられ

ている東トルキスタン出土写本、ギルギット出土写本、および、近年バーミヤン渓

谷から発見されたガンダーラ写本（いわゆるスコイエン・コレクション写本）を参

照すると、いずれの資料にも③の部分は見られないからである。  

ここで言えることは、サンスクリット本にしろ、漢訳にしろ、後代の資料になる

ほど三要素を備えた否定と肯定の形式を備えるという事実が指摘できる。それにし

ても、鈴木は何を根拠にこのような言明を為したのだろうか。 

 

３．是名般若波羅蜜の意味  

まず、梵本は三つの要素からなる形式を備えていることがわかる。おそらく鈴木

は、他の箇所でも多く見られるこの形式の論理を公式化して、敢えて三つの要素を

備えた漢訳の形で記したのではないかと考える。つまり、即非形式の三要素を想定

して、鈴木が③の要素をこの第 13 節の定義に補足したというわけである。 

 それは学術論文では認められないだろうが、もともと東洋美術国際研究会におい

て、主としてドイツ人のために行った講演が元になっていることもあるだろう。鈴

木は聴衆に分かり易く説明するために、このような定型的形式に改作するという操

作を行ったことは想定できる。 

それでは鈴木のこのような形式化は間違いだったのかというと、必ずしもそうは

言えない。なぜなら、古写本を除くサンスクリット文の場合ほとんどすべては①～

③という要素を備えているし、新しい訳では定型句となっているからである。  
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しかし、①と②のみで説かれる場合も少なくない。特に最も古い羅什訳に見られ

る。以下にその例を検討してみよう。③を欠く例は、第５節や第 8 節にも見られる。  

 

４．第５節における「即非の論理」 

〔ブッダが言った。〕「スブーティよ、あなたはそのことをどう考えるのか。

如来は〔三十二種の〕特徴（相 lakṣaṇa）を備えていることによって、見ら

れるべきだろうか。 

スブーティが答えた。「いいえ、世尊よ。如来は特徴を備えていることによ

って見られるべきではありません。それはなぜかというと、世尊よ特徴を備

えていること、それこそが特徴を備えていないことであると、如来が仰せに

なっているからです」。 

 

①  特徴を備えている（lakṣaṇa-sampad） 

②  特徴を備えていない 

 

これに対応する七種の漢訳を見ると、以下のようになる。 

 

【羅什】須菩提。於意云何。可以身相見如來不。不也世尊。不可以身相得見如來。

何以故。①如來所説身相②即非身相。佛告須菩提。凡所有相皆是虚妄。若見諸相非

相則見如來（749a21） 

【流支】須（如來非有爲分第五＋須○明）菩提。於意云何可以相成就見如來不。須菩

提言。不也世尊。不可以相成就得見如來。何以故。①如來所説相②即非相。佛告須

菩提。凡所有相皆是妄語。若見諸相非相則非妄語。如是諸相非相則見如來。（753a19） 

【真諦】須菩提。汝意云何。可以身相勝徳見如來不。不能（⑦能＝也○三○宮）世尊。

何以故。①如來所説身相勝徳②非相勝徳。何以故。須菩提。凡所有相皆是虚妄無所

有相。即是眞實。由相無相應見如來。如是説已（762b19） 

【留支】須菩提。汝意云何。可以身相勝徳見如來不。不也世尊。何以故。①如來所

説身相勝徳。②非相勝徳。何以故。須菩提。凡所有相皆是虚妄。無所有相即是眞實。

由相無相應見如來。（757c09） 

【笈多】彼何意念。善實。相具足如來見應善實言。不世尊相具足如來見應。彼何所

因①若彼如來相具足説。②彼如是非相具足。如是語已。世尊。命者善實邊。如是言。

所有善實相具足。所有妄。所有不相具足。所有不妄名。此相不相如來見應。如是語

已。（767b01） 

【玄奘】佛告善現。於汝意云何。可以諸相具足觀如來不。善現答言。不也世尊。不

應以諸相具足觀於如來。何以故。①如來説諸相具足②即非諸相具足。説是語已佛復

告具壽善現言。善現。乃至諸相具足皆是虚妄。乃至非相具足皆非虚妄。如是以相非

相應觀如來。（980b26） 

【義浄】妙生。於汝意云何。可以具足勝相觀如來不。妙生言。不爾世尊。不應以勝
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相觀於如來。何以故。①如來説勝相②即非勝相。妙生。所有勝相皆是虚妄。若無勝

相即非虚妄。是故應以勝相無相觀於如來。（772a29） 

 

このようにすべての漢訳は共通する。チベット語訳でもここはこの二つの要

素のみからなる。つまり、この主張の中心は「特徴を備えている」と「特徴を

備えていないこと」を同一と見ることである。即非というからには基本的には

この二つ（A と non A）で充分なはずである。 

 

５．第 8 節における「即非の論理」 

第 8 節には、第 7 節において「如来がまのあたりにさとった法は，認識できず，

説明することもできないので，そのような法は存在せず，またそれは法ではなく，

法でないものでもない」と説かれていることを受けて，この法の問題を布施（dāna）

の功徳の問題に置きかえて述べる箇所である． 

このうち「即非の論理」は，布施の功徳の集積，および仏陀の法に言及する際に

用いられ，都合 2 箇所に現れる（以下それぞれ(1)，(2)とする）．まず(1)・(2)両当

該箇所を，もっとも形の整っているコンゼ校訂本（以下 Cz），チベット訳（以下 Tib），

Sc，六種の漢訳（翻訳年の古い順）の順に挙げる． 

なお比較の便宜上，当該箇所のうち「A は」に相当する文を①，「A ではない」を

②，「それゆえに A といわれる」を③として示す（Cz・Sc の底本には渡辺[2009b]を

用いた．引用中の番号および下線部は筆者による）． 

(1)：布施の功徳の集積について 

【Cz】 

①yo’sau bhagavan puṇya-skandhas tathāgatena bhāśitaḥ, ②a-skandhaḥ sa 

tathāgatena bhāṣitaḥ.  

③ tasmāt tathāgato bhāṣate: puṇya-skandhaḥ puṇya-skandha iti.（ 渡 辺

[2009b : 45.29-31]） 

①  世尊よ，如来によって説かれたこの福徳の集積，②それは集積ではない，

と如来によって説かれたからです．③それゆえに，如来は，福徳の集積は

福徳の集積である，と説くのです． 

【Tib】 

①  bchom rdan ’das bsod nams kyi phun po de nyid ②phun po ma mchis    

pa’i slad du ste/ ③des na de bzhin gshegs bas bsod nams kyi phun po bsod 

nams kyi phun po zhes gsungs so/（D. 123b2-3） 

②  世尊よ，その福徳の集積そのものは，②集積ではないために，③それゆえ

に如来は，福徳の集積は福徳の集積である，と説くのです． 

【 Sc 】 ② sa eva bhagavann askandhaḥ/ ③ (tas)m(ā)t tathāgato bhāṣate 

puṇyaskandhaḥ askandha iti （渡辺[2009b : 46.17-18]） 

③  世尊よ，それこそは，②集積ではない．③それゆえに，如来は福徳の集積
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は集積ではない，と説くのです． 

【羅什訳】 

①是福徳②即非復福性。③是故如来説福徳多。（T. Vol. 8, 749b20-21） 

流支訳 

①世尊。是福徳聚②即非福徳聚。③是故如来説福徳聚福徳聚。（ T. Vol. 8, 

753b27-28） 

真諦訳 

①  世尊。是福徳聚②即非福徳聚。③是故如来説福徳聚。（T. Vol. 8, 762c26-27） 

【笈多訳】 

①  若彼世尊。福衆②如来．説非聚。③彼世尊如来説福聚。（T. Vol. 8, 767c16-17） 

【玄奘訳】 

①世尊。福徳聚福徳聚者。②如来説為非福徳聚。③是故如来説名福徳聚福徳聚

（T. Vol. 7, 981a14-15） 

【義浄訳】 

①此福聚者②則非是聚。③是故如来説為福聚福聚。（T. Vol. 8, 772b29-c1） 

 

(2)：仏陀の法について 

Cz 

① buddhadharmā buddhadharmā iti subhūte ② ’buddhadharmāś caiva te 

tathāgatena bhāṣitāḥ.  

③tenocyante buddhadharmā iti.（渡辺[2009b : 46.7-9]） 

スブーティよ，仏陀の諸法，仏陀の諸法と，如来によって説かれた他ならぬそ

れらは，仏陀の諸法ではない．それゆえに，仏陀の諸法といわれるのである． 

Tib 

①rab ’byor sangs rgyas kyi chos rnams sangs rgyas kyi chos rnams zhes 

bya ba ni ②sangs rgyas kyi chos de dag med par de bzhin gshegs pas gsungs 

pa’i phyir te/ ③des na sangs rgyas kyi chos rnams zhes bya’o/（D. 123b5-6） 

スブーティよ，他ならぬ（Skt: eva. Tib: ni）仏陀の諸法，仏陀の諸法とい

うのは，それら仏陀の諸法が存在しないことを如来は説いたので，それゆえに，

仏陀の諸法というのである． 

Sc 

①buddhadharmāḥ buddhadharmā iti subhūte ②abuddhadharmāś caiva te（渡

辺[2009b : 46.25-26]） 

スブーティよ，仏陀の諸法，仏陀の諸法という，他ならぬそれらは，仏陀の諸

法ではない． 

羅什訳 

①須菩提。所謂佛法者②即非佛法。（T. Vol. 8, 749b24-25） 

流支訳 
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①須菩提。所謂佛法。佛法者②即非佛法。（T. Vol. 8, 743c5） 

真諦訳 

①須菩提。所言佛法者②即非佛法。③是名佛法。（T. Vol. 8, 763a4-5） 

笈多訳 

①佛法。佛法者。善實②非佛法。如是彼。③彼故。説名佛法者。（T. Vol. 8, 

767c24-25） 

玄奘訳 

①善現。諸佛法諸佛法者。②如来説為非諸佛法。③是故如来説名諸佛法諸佛法。

（T. Vol. 7, 981a23-24） 

義浄訳 

①妙生。佛法者②如来説非佛法③是名佛法（T. Vol. 8, 772c7-8） 

 

まず(1)で注目すべきは，Sc のみ①を欠き，さらに③の文で Sc 以外が「福徳の

集積は福徳の集積である」と肯定しているのに対して，Sc では「福徳の集積は集積

ではない」と否定していることである．すなわち(A)における Sc の③は，②の内容

の繰り返し（強調）といえよう．つぎに(2)を見ると，Sc，羅什訳，流支訳が③を欠

いていて，「A」に相当するものを肯定する文がなく，否定するのみで終わっている．

これは(1)の Sc と同様である． 

このことから第 8 節の「即非の論理」の箇所について，古い形は③の肯定文がな

く否定するのみで終わっているということ，ならびに，Sc → 羅什訳・流支訳 → そ

の他の諸本，という二段階の発展を示していることがわかる．では，なぜ元来否定

するのみで終わっていた「即非の論理」に，後代に肯定の文が付け加えられたのだ

ろうか． 

 

５.第三要素の付加の意味とその背景 

「A は A ではない」（①＋②）ということは，「A」というものについての既成の

概念をいったん破壊することであり，世俗の言語習慣（vyavahāra）を否定する空の

思想の眼目といえる．これに対して「それゆえに A といわれる」（③）ということは，

勝義が世俗の言語習慣でしか表し得ない以上必然的に導かれる帰結である．すなわ

ち③は，①＋②に対する補足説明的な意味を持つ文であり，本質的な意味を持つ文

ではないと考えられる． 

このように元来の経文に説明的な意味を持つ文が加えられることは，VP の他の

場所にもしばしば見られる．例えば§9 では，四果それぞれについて，果に達した

ものは「自分は果に達した」という考えを抱かないこと，そしてその理由と，その

理由のゆえに「果に達したもの」と呼ばれる，ということが述べられている．この

うち阿羅漢の説明のあとには次のような記述がある． 

saced bhagavann arhata evaṃ bhaven: mayā-arhattvaṃ prāptam iti, sa eva 

tasya-ātma-grāho bhavet sattva-grāho jīva-grāhaḥ pudgala-grāho bhavet.
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（渡辺[2009b : 50.25-27]） 

もし阿羅漢果に『自分は阿羅漢であることに達した』という考えが生じるなら，

彼には，かの自我への執着が起こり，衆生への執着，命あるものへの執着，個

我への執着が起こるでしょう．（長尾・戸崎[2001] : 26-27） 

 

 

 

定方も「即非の論理」が、言語・概念による認識からの開放を志向していることを

指摘していたからである。 

 ただし、他の諸氏においても細かな解釈は異なるものの、「A=non-A」という公式

において、両辺の「A」が単に同一のものではなく、むしろ潜在的に異なる要素を内

包しているという点では一致していると思われる。 

 この点について少し考えてみたいが、まず「A＝non-A」という、一見矛盾する両

辺がイコールによって等価関係になる図式を見たとき、単純に「A」が全く同一の要

素であれば、「non」を挟んで全く意味不明な論理となってしまう。 

しかし、そうした疑問が生じる時点で、この両辺の要素「A」には潜在的な相違

があることを予見させ、例えば実在としての左辺「A」と、それを言語・概念的に把

握した右辺「A」という、ひとつの解釈が生まれる。 

 ただし、そのように両者が潜在的に異なる要素であるならば、方程式は「A＝non-B」

となってもおかしくないわけであり、わざわざ「A=non-A」などという奇を衒った表

現をする必要性はない。 

 ここで重要なのは、表現形式の問題である。一見したときに疑問を生じさせる非

論理的表現。しかもそれが、イコールという簡潔な表現である程、その命題の重要

性を強調していると見ることができる。それは、古代インドの表現形式にしばしば

見られる、しつこい程の反復表現が意図するところと同じであろう。 

 つまり、「簡潔な非論理的表現」と「執拗な反復表現」の両者は、鮮やかな対比を

見せながら、見る者あるいは聞く者に対して、問題の重要性を訴えかけるための古

代インドにおける表現的手法であったと見ることができる。そう考えれば、正確に

は異なる要素であるものを、あえて同一の「A」として表現することの意味が理解で

きるのである。 

 

 

《注》 

（1）鈴木大拙『鈴木大拙全集』第 5 巻、岩波書店、1981、381 頁。 

（2）阿部慈園（編）『金剛般若経の思想的研究』、春秋社、1999、96-97 頁。 

（3）同上 98 頁。 

（4）同上 111 頁。 

（5）同上 149 頁。 
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（6）同上 149 頁。 

（7）同上 121 頁。 

（8）同上 133 頁。 
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