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はじめに   

本稿は「タントラヴアールテイカ聖伝章和訳研究（1）」F哲学年軌33号（1974）につづくも  

のである。クマーリラの『タントラヴアールッテイカ（ミーマーンサー綱理評釈）』はミーマーン  

サー思想史上きわめて重要な著作であるにもかかわらず．インドの出版本に校訂の誤りが多いこと  

と・いくつかの注釈が存在するにもかかわらずソーメーシュワラのニヤーヤスダ「が出版されてい  

たに過ぎなかったこともあり．上掲の和訳研究（1）を出した後に，筆者はタントラヴアールッテイ  

カの写本の蒐集と乗出版の注釈の写本の入手およびその出版を試みてきた。和訳研究を続行する条  

件がやや改善されたのでここに再開したい（1）  

クマーリラ（ca・A・D・600－660）はミーマーンサー・スpトラ第1巻弟3章（Adhy云yal．P云da3）．  

すなわち聖伝章の第1論題（Ad仙訂叫al）前半部において，聖伝（Sm担）文献一般の証権性  

（pr亘nl叫ya）を．聖なる天啓書（皇ruLi）と看徹されるヴェーダに基づく限りでのみ存在するものと  

した。続いて本稿で取り上げる同じ弟1論題の後半部において．クマーリラはバラモン教学全体に  

わたりそれらの証権性を検討する。その場合バラモン諸教学の相拠（雨1a）と動擁・目的（pra－  

y（車tla）が問題とされてそれら両者が解明される。両者を備えている限りにおいて藷教学の証権性  

と存在理由がある、とクマーリラは主張していることになるであろう。   

ここでクマ【リラが言及する教学は次の項目である。  

1ダルマや解脱に関するもの。実利と快楽を対象とするもの。物語（itill云sa）・古伝書   

（pur叫a）・挿話（up互助y加a）  

2 家系の歴史  

3 ヴェ一夕支分の諸学  

（イ）音韻学（貞ik率）（ロ）祭式文献（kalpas6tra）（ハ）文法学（vy址arapa）（ニ）観律学   

（ch皿das）（ホ）天文学書 Uyo叫≦瓦sLra）  

4 手相術（salnudravidy岳）と建築学（v云stuvidy畠）  

5 ミーマーンサー（nlinl叫1S岳）  

6 さそり解毒学（Vr貞Cikavidy畠）   

またこの部分のヴアールッテイカでインド思想史上注目されるのは次の二点である。簾一点は論  

理的思弁（タルカ）をどのように解するかという問題が．良いタルカと悪いタルカがあることを中  

心に論じられている点であり、ミーマーンサー学派プロパーの教義学を越えたインド思凰特にニ  
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ヤーヤ・ヴァイシェーシカ両学派へのミーマーンサー学派の関係を考える上で重要な貴料である。  

第二点は最後の箇所（セクション68）で，無我説．刺那減配唯識説という三つの仏教教理にクマー  

リラが言及し，それらをウパニシャッドと釈義から派生したものとみなし，それら仏教教義の目的  

を＜過度の食欲を滅すること＞であるとし，その限り証権性があると主張していることである。こ  

の主張は表面上仏典の証極性を認めていることになり、ミーマーンサー学派の立場とのみならず、バ  

ラモン正統派一般の立場と矛盾すると考えられる。しかし仏教等の外教の一部の存在理由を認めて  

いる点はバラモン正統派による一種の包括主義もしくは包容主義を示していると見なすことができ  

る。今日的に言うならば仏教等との共生の思想を示すものと考えられるのではないであろうか。し  

かしタントラヴアールッテイカの注釈家たちはこのクマーリラの言及に対して解釈の相違を来たし  

．バリトーシャミシュラはアジター注釈において，ソーメーシュワラはニヤーヤスダー注釈でクマー  

リラのこの仏教説への言及に困惑し無理な解釈を示している．いずれにせよクマーリラのこの主張  

はこの第1論題後半部における最も興味ある問題であるに相違ない。   

タントラヴアールッテイカの出版本には誤りと思われる箇所が随所に存在するため，次の写本を  

利用した。  

1IlldiaOfficeLibrary London．EggelinBNo・2150・（Abbr・IO）  

2 BodleiallLibraryOxfbrd，WilsonNo▲325・（Abbr・OX）   

出版本と写本の異読（Y山むItread山gs）がある場合の表示の仕方は．拙著『古典インド聖典解釈学  

研究』（九州大学出版会十福岡1990），p，479rr．のタントラヴアールッテイカ原典出版方式にほぼ  

従う。相違点は異読部分をもつフレーズを‥ で括った後に括弧内にその異読を示した点である。  

聖伝章第1論題前半部分のテキストは紙数の関係で遺憾ながら今回出版することができなかった。   

タントラヴァ，ルッテイカの和訳を行うにあたり次の三つの注釈（Aj，NS，TC）および二つの復  

注釈（Vj，叫）を利用したご  

1Ny6yasLJdhi（NS）＆Ri（）akqiiTYN］I（RJ：Mss・OfAdyarLibrary．No・TR・70）  

2 TanL）7）CinEimaI）j（TC：Mss．ofOrien（alInstitute，BaTOdaNo・1430）  

3 ノ1〟伝（旬）＆V小γ丘（Vj）  

7五rmc血i，naPj（TC）およびR卸akqiFvanI（RJ）は大前太氏によってインドからもたらされた写本であ  

り．それらのテキストの出版は未だなされていないので，それらに言及する場合は写本に基づいた原  

文を示す。Avyay云nubllaVa Mah互dev豆≦rama（年代不詳）によって著されたとされるTC 注釈はタン  

トラヴアールッテイカの聖伝章に対する注釈のみが残され 現在まで知られる限りインドのバロダ  

東洋学研究所に世界で唯一存在する貴重な写本である。Ⅳy如a∫U助言（NS）と4〟∫古（Aj）＆V拍γ古（Vj）  

は聖伝章部分のテキストは出版されたのでそれらに言及する場合は出版本のページと行数を示す。   

タントラヴアールッテイカのテキストは筆者が内容に即して番号（52から69まで）を任意に  

付して訳出した。1から51までは和訳研究（1）である。今回の和訳研究部分はÅn8爪d五≦rama  

SanskritSeries No．97，1929edition，P．166，血e27－P・168．1he22；1970edition，P・79．1ine8－P・8l，1ine20で  

ある。  
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和訳と原典テキスト  

52 その場合ダルマや解脱に関するもの．それはヴェーダから生じる。それに対して．実利と快  

楽を対象とするものは世間の日常生活に基づくというように弁別されるべきである。まさにそのこ  

とは物語（itill畠5a）や古伝書（pur云甲）における教説にとってもあてはまる。   

それに対して，挿話（upakhyana）は釈義（arthav瓦da）に基づいて既に説明された。（古伝書中に  

記述されている）大地の区分の叙述があるが．それはダルマ・アダルマの実現手段と果報の享受の  

場所を弁別することに役立つ。（それらの）或るものは経験（dar由na）に基づき，或るものは  

ヴェーダに基づいている。  

52tatraltul（OX）y豆vaddhamlamOk！a5arTlbandhitadvedaprabhavam・yattVar山asukhavi！ay叩1tal  

1lokavyavah豆rapGrvakam■（OX：laukika－）itivivektavyam・e？aive血豆5aPur如ayorapyupade≦av両面郎りa叫．  

upikhyananitvarthav瓦de？uVy畠山一y畠tani・yattu■pTdlivivibh亘gakathanamr（OXニーVibh豆gaphalam）tad  

dharTll豆dharmasadhanaphalopabhogaprade由vivek云yakhTICiddar≦anapdrvakarTlk坤cidlvedamGlam一（OX：  

Ved豆rthanltllam）．  

注解：NSは次のように注釈している。「ダルマ・アダルマの実現の場所はジャンプーの大陸に属するパー  

ラタの地であるが．その叙述は経験に基づいている。それとは異なる果報の享受の場所の叙述，およ  

びパーラタの地にダルマ・アダルマの実現手段性があることはヴェーダに基づく。（NS128，9－11）」  

53 家系の来歴書もまたバラモン．クシャトリヤの種姓やゴートラを知ることを目的とするもの  

であり．経験や記憶に基づいている。   

（月や太陽など天体の）空間的位置や時間の測定（の記述）も，世間の天文学書の論述を完成す  

ることを目的とするものであり．経験や算定されたものの伝承から生じる推理に基づいている。   

（古伝書の中で述べられている）未来の叙述も，無始暗から活動してきたユガの本性や，ダルマ・  

アダルマの実行から生じるよい結果と悪い結果が多様であるということの知を介してヴェーダに基づいて  

いる。  

53vaJ－1貞5J－ukrarllana－naPibr畠山11allaksatriyaJatlgO叫画n云r山叩一dar由nasmarapamdlam・de≦ak云Iaparim叫aln  

apilokajyotihg瓦stravyavaharasiddhyartllamdar5anagatlltaS叩IPrad豆y亘numanaptirvakamlbh云vikatllanam（OX：  

bhavi苧yatkatllallam，tObhavi早yat－とあるを行外にbh亘vi－と補正）apitvan亘dik互IapravfttayugaSVabh豆va－  

dhallll孟dham血1u5th云naphalavip云kavaicltryajfi血adv豆re叩VedamtilaTTl・  

54 同様にして，ヴェ一夕支分の諸学における＜祭式を目的とするもの＞と＜人を目的とするも  

の＞の表明も．（＜人を目的とする＞は）世阻（＜祭式を目的とするもの＞は）ヴェーダに基づく  

ものとして弁別されるべきである。   

（1）その中で先ず音韻学（≦址手元）において字音の（発音のための）口腔内勤作とアクセントと  
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（発声）時間などの区別を述べているのは直接知覚に基づいている。   

しかし，そのような知に基づいて（祭事行為の）実行がある隠しかるべき果報あることが（聖伝  

の中で）述べられている。「アクセントあるいは字音という点で誤ったマントラは（祭式において  

使用されるとその執行者を殺す）（2）」という罪過を述べる聖伝書はヴューダに基づいている。  

541evam■（OX）ahgavidy5n瓦mapikra【varthapuru？arthapratip云danarTL■lokavedapdrvakatvena’（OX：lokaveda－  

miilakatvena）vivektavyam・tatra5ik申y童坤t豆vadyad va叩akar叩aSVarak互1云dipravibh豆gakathan叩＝at  

Pratyak？aPdrvakam・yattutath5’api’（OX）vi］fianatprayogephalavi吉e？aSmar叩am．mantrOhin坤svarato  

Va叩atOV亘iticapratyavayasm聾istadvedam81am・  

55 （2）同様に∴諸祭式文献（kalpa由tm）において．釈義などを伴う他の諸ヴューダ学派の中  

に散在する論理から得られる規定文章の集約的結果である（規定文章の）意義の確定的説明は．多  

様な（規定文章の）権威を承認した上で作られたものである（Ms5．にしたがって訳す）。   

（祭式文献の中に）世俗的な言説に基づく，祭宮などの或る種の問答があるが．（それらは祭事の  

執行を）容易ならしめるためという理由をもつものとして依存される。  

55 evam－ca’（PT）kalpasdtre亨Varthav互d豆d血i6ra≦5kh加ta∫aViprakiI乎any云yalabhyavidhyupas叩一h云raphalam  

a山IanirdpaDam（attatpram如amlailgik聾yakrtamT（PT：ailgikTtam）・lokavyavah豆raptirvak畠≦cakecit  

ftVi由djvyavah豆r5hsuk摘rmahetutven五言ritah・  

56 （3）文法学（vy改訂叩a）においても．正しい語と誤った帝の区別の知識は，枝と樹木など  

の区別のように（Ms5．にしたがって訳す），直接知覚に基づいている。正しい詩の使用からは（良  

き）果報の完成が．誤った帯（の使用）によっては悪しき果報が生じる．という（知識）はヴューダ  

に基づく（3）  

56 vy5karatle‘pi由bd豆pa5abdavibllagaJhanaJT）’≦豆kh豆vTk申divibh岳gavatl（PT：S云k芋哀dvFk芋豆di－）  

Pratyak亨an血itta－nLS云dhu5abdaprayogatphalasiddhirapa貞abdenatuphalavaigupyaJTL－bhavati’（OX：  

Sar！1bhavati）itivaidikam・  

57 （4）観律（chan血5）の考察においても，ガーヤトリーなどの弁別は世間とヴューダに基づ  

いており．前者（＝文法学）のように直接知覚されるものである。しかしその知識に基づく（韻律  

の）使用から果報が（生じる）．ということは天啓書（＝ヴェーダ）に基づく。次のようにヴェー  

ダにおいて（聞達った額律を使用したことによる）望ましからざる（結果の生じたこと）が述べら  

れている。「実に知られていない聖仙由来の韻律や．神格由来の梵書により、マントラにより供犠を  

なし，或いはなさしめる者は，云々」と。  

57 chaJldovicityamaplgayatry豆divivekolokavedayotlPdrvavadevapratyak！ah，’Laij元豆naptirvakaprayog計  

（OX：（ai）il豆nap白n，aprayOgat）一tu’（1ack‥OX）phalami（i≦rauta皿▲tath豆c由一i担甲irGyate・yOhlv亘  

avidit豆rざeya－CChaLldodaiva［abr計1manenamantretlayajatily云jayatil（OX：yajati）vety云di・  
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58 （5）天文学書（jyo叫貞畠5tra）においても，ユガの経過の測定を介して月や太陽などの進行  

を区別することによって、月の満ち欠けや星宿の知識が生じる。その知識は断絶のない伝承により  

算定されたことがらの推理に基づく。星宿の良い位置と悪い位置を原因とする．前世においてなさ  

れた善悪行為の良き果報と悪い果報の（天文学書における）提示は，それら（の叙述）に伴われた  

息災法の規定を介してヴェ一夕に基づいている。   

このことによって手相学や建築学などは説明されたことになる。あらゆる場合に次のような規定  

が推量されるべきである。「家や身体などの相がかくの如くである場合には，しかじかのことが理  

解されるべきである」と（4）  

58jyo叫≦豆stre’plyugaparivartaparim血adv豆retlaCal－dr畠dity亘diga（ivibh豆genatithinaksatraj紘一一am  

avicchinna－SarTIPrad豆yagapi血IumanamiilalD’grahasaus山yadausthyanimitt叩1’（IO，PT：－n血itta－）  

PilrVakTtagubh云iubha－kaJTnaPhalavip亘kasdcaJlarD’tat’（IO）tadgata≦豆nty孟dividh豆1－adv豆1●ePaVeda－n沌Ian一・etel－a  

SaIlludrav豆stuvidy豆divy豆klly亘taI11・idr孟畠l′亘vidhayatlSan′atr云num豆tavyih・idT≦egfha5arir孟di5a甲1ive貞e saty  

eradetacIca’（lack：OX）pratipaIIavyal†liti・  

59 それに対してミーマー ンサー（nlinl叫1S五）は世間のみに基づく直接知覚や推理など－  

（ただしそれらは）経えることなき伝承をもつ学者たちの言語表現に伴われたものであるが一に  

より展開されてきた。何となれば．如何なる人であれ（一人だけで）最抑ここれだけの論理集成を  

まとめあげることはできないからである。このことにより論理学の蓄積を考察すべきである。  

59mim加IS畠t11lok畠devapratyak芋五num5Jl畠dibhiravicchinnasa甲Prad云yapa珂itavyavah豆raitlPraVTtt豆・nahl  

ka孟cid叩iprathamaJneEavaIltamyuktikalapam．upas叩Ihartum’（OX：Sar！1Ilartum）k芋amal．1．etena  

nyayavistar叩1Vy孟cak5ita・  

注解：NS，TCともにミーマーンサーの目的は第一スートラにより表明されている．とする。すなわ  

ちミーマー ンサー・スートラ1．1．1a（hafodhannajij雨5亘で示されたようにミーマー 

＜ダルマの探究＞である。したがってこのセクションはミーマーンサーの根拠のみを示しているこ  

とになる。それは世間的なものである限りの直接知覚や推理などである．というのがクマーリラの  

見解である。   

しかしここで問題が生じる。もしミーマー ンサーの根拠がそのような世間的なものに他ならない  

とするならば．ヴェーダ聖典自体は根拠とはなっていないのか，という問題である。それについて  

NSは次のように注釈している。「直接知覚などにより成立するものである場合聖典が無意味とな  

るのではないか．と疑われて＜経えることなき伝承をもつ学者たちの言語表現．それらに伴われた  

（直接知覚や推理など）と（クマーリラにより）述べらゎた。（NS130，21－22）」したがってNS  

によればミーマーンサーの根拠とする直接知覚や推理などは初源を問うことのできない過去から  

の不断の学者の伝承－それは当然聖典知に裏付けられている－を伴うから、聖典に基づかない  

ということはないという趣旨であろう。   

TV＜論理学の蓄積（ny豆yavistara）＞をTCは＜タルカシヤーストラ（論理的思弁論者）＞と解い  
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ている（TC14A．8－9‥mimhTISOktany豆yaTPtarkaias［reltidi≦ati・）BまたNSは次のように注釈する。  

「［反論］直接知覚などを特質とするのみである論理学の蓄積にどうしてダルマの認識という目的  

があるのか。［答論］文章の意味であるダルマの理解知の手段となっている＜単語の意味＞を弁別  

する原因である直接知覚などの批判的考察が（それらの有益な目的である）。以上のことを次の  

（セクションの）二つの詩節が説く。」ここでクマーリラが言及する＜論理学の蓄積＞というのは  

ニヤーヤ学派およびヴァイシェーシカ学派の文献を指している．と考えられる。TVの以下の記述も  

この想定を支持する。  

60 ヴェーダの藷文章の内容（たるダルマ）は単語の意味によって表わされ（かつ理解され  

る）。またそれら（単帯の意味）は世間の道において．類などの区別により雑多である（Mss．に従  

う）。   

考察主体によって定められて自相の弁別されたそれら直接知覚などによって，直ちに判別するこ  

とが可能である。しかし自ずから（それらが判別され得るの）ではない。   

ヴェーダもまた（内容的に多様に）分散せる本質をもつものであるが，直接知覚などによって確  

定されそれ自体の目的を成就せしめる．とこのように論理の蓄積に基づいてそれらは知られるべき  

である。  

60、′i苧ayOVeda、融yan叫PadarthaitlPra【ip云dyate／  

tecaj瓦ty豆dibhedena■sarrlkizl］云’（PT‥SaT71kirTlau）lokavatmani〟  

SValak苧叩aViviktaistaitlPratyak早良dibhiraiija5孟／  

Parik早akaTPitaib占aky叫PraVivek【urpnatu svatah〟  

VedoIpiviprakimatmapratyak申dyavadh豆ritah／  

SV誠l一叩1Sadhayatityevar！1j丘ey左s（eny云yavistarat〟  

注解：NSは第三詩節についてのみ次のようにかなり詳細な注釈をほどこしている。「ヴェ一夕の自  

体相の確定を介して＜意味（artha）＞がダルマの知に役立つことを説く（のがこの詩節である）。  

直接知覚のみによってヴェーダの確定は成立するゆえ＜（直接知覚）など＞という帯は無意味では  

ないのか．と疑われて＜分散せる本質をもつものである＞と述べられた。冒頭句（pra血a）を述べ  

ることによってマントラの残余部分は推理されるべきもの（aTlumeya）であるから，自ずから、或る  

ヴューダの一部分で明言されていないものであっても＜信頼に値する人（卸ta）＞の言辞により確  

定されうるから．また＜ヴイシュヴァジット祭などにおいてはジュヨーティシュトーマ祭の如く＞  

などの文章の残余部分にたいしては類推（upam亘na）に依存する了解があるから，あるいは＜天界  

を望む者は（svarga－kamah）＞というこの帯は＜意味に基づく想定（ar（h畠pa【ti）＞により理解され  

るべきものであるから．多様な認識手段によって理解されるべきである、という意味である。（NS  

130，27－33）」ただしここで述べられている認激辛段の理解は認識論一般の立場から見れば正確では  

ないと言うべきであろう。  
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61 次のようにFマヌ法典j の中でも表明されている。  

「直接知覚と推理と．（ヴェーダの聖なる）言葉に基づく（真読：「塾粗）多様な伝承聖典、これら三者  

はダルマの清浄を望む者によって正しく知られたものとなされるべし。（『マヌ法典12．105』）」   

また次のように（マヌによって説かれている）－   

「論理的思弁（タルカ）によって（ダルマを）探究する者，彼はダルマを知る。他の者は（ダル  

マを知ら）ない。（『マヌ法典12．106cd』）」   

等などによって論理的思弁の清浄であることが依存されている。  

61ta山岳cam云JlaVe Pyabh山itam”－   

Pra【yak！aJ71aJlum豆narpca5ibdaf！l（Variant：貞五str叩l）cavividhagamam／  

【ray叩ISuViditalTlkary叩1dhaJTna卓uddhimabh‡psaほ／／（ManuSmrti12・105）  

btll畠∫ca■（0Ⅹ）一一一   

yastarket申mlSa叩dhattesadhaml叩1Veda netaratl／／  

i（y豆dibhistarkavi乱Iddhir豆5rit豆・  

注幹：以上で述べられている論理的思弁はダルマの探究のためになる．という意味で良い論理的思  

弁である。しかし次に述べられるのはダルマの探究に賓することのない．ダルマの探究にとってむ  

しろ害をなす論理的思弁である，とクマーリラは主張する。  

62 しかし概して人々の間にはアダルマが満ちているから，（それら論理的思弁は）無知に結び  

付いたものとして（Mss．によって訳す）現われてあれやこれやの悪しき道に展開している。  

62pr云yetlaCamanu亭y叫良madharmabhdyi叫atv豆t一郎砧napratibaddh叫（PT‥tajj員anapratibaddh叫NS131，  

6：tattVaj百云napratibaddhatvamuk旭11，）pratibh亘ste？ute叩kurnarge？u’pravartante’（OX：－ate）．  

注解：セクション62を導入するNSは次のように注釈する。「［反論】論理的思弁がダルマの知  

に役立つものである場合．仏教などの論理的思弁もダルマの知に役立つということになってしまう  

のではないか。［答論］それらも前主張表明の目的として役立つから（・定説にとって）望ましくな  

い結果に陥ることはないことを示すために説くのである」と。さらにここでクマーリラの説く＜悪  

しき論理的思弁＞についてNSは次のように注釈する。「悪しき道に行動する場合には内宮がアダ  

ルマに俵止していることが原因である。月が一つであることを確定している人にとって，（目の）  

欠陥から二つの月があるという錯視が生じる場合でも．二つであるという確信は生じない。それゆ  

えダルマの真理を知る人にとってはアダルマの習気という欠陥に基づいて悪しき道へと行動したと  

してもそれに対する確信は正当化されない」と。  

63 その場合，世間と釈義とウパニシャッドから生じた論理的思弁の論者（タルカシャーストラ）  

によって、あらゆる対立した認識を対象とする主張がなされている。それら（の主張の）論拠が述  

べられているが，（その叙述は）それら（論拠の）優劣関係（の確定）に基づく決定を介している。  

しかし．もしそのようでないとすれば（＝そのような形の論理的思弁によるのでなく，全く自己流の  
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悪意的な論理的思弁によるとすれば＝TC14B，4－5．5eenOte；NS131」ト13）一  

人々の新規の論拠は，自ずから顕現しつつ，多く（の人々の）考えとなり，（優劣関係についての）  

知を欠く（人々の）知に基づくがゆえに迷いをもたらすであろう。   

しかし（もし正しい結論が示されないとすれば）すべての主張されたことに対しセ，独立的に  

（＝直接知覚などの認識手段にしたがって＝NS13i，18），或る（主張）を正当化し．別（の主張）  

を放棄して，権威あるものとするであろう。  

63 tatralok豆rthav互dopanl！atPrabhtitais tarka≦云straihsarvavIPratlPattimukhapradarganam・（adupapa【tayas  

tadbalabalapdrvak叩1Cani≦cayadviralTlkathyate・aJlyath五punah－－－  

Pratibh五日ty叫svayaJ！lPurllSaJllaPdrv豆IlyUPaPattay叫／  

bhr豆ntir！lbahurnat叫saty叫kuryuraj舶nabodha【l云t〟  

SarV云su■（OX：SarVaS）一tul（1ack：IO）．Tpradar≦it互suT（IO：SuPradar≦i【亘su）sv互tantrye叩VigodhayantatLk云≦cid  

uts自y云ny叫Pram云nikari写yan（iL  

注解：セクション63の注釈の一部分に下の引用の如くTCとNSの偶然とは思われない用語法にお  

ける類似性が指摘されうる。注釈のオリジナリティーに関わる問題である．がここでは問題提起に  

とどめておきたい。それぞれの注釈の和訳とともに原文を示しておく。  

TC14B，3－5：「それら論拠の弓負弱関係の考察に基づき，（その）確定を介した真理の確定が述べられ  

ている。釈義などを根拠とするがゆえに論理的思弁論書は真理の知が進展するための従属物である  

，という意味である。自己流の悉意的な論理的思弁によってであれ真理の知が妥当とされる場合に  

はシヤーストラは何になろうか．と（いう意味である）。（TC14B，3－5：（5s5mupapattinarp  

baほbala－SaJTIPradharaI二1aPdJVakarnni≦cayadv云Ta（t（a）tvani≦cay豆yaLl（sic！．－ni≦cayatl？）kathyate／  

arthav云d云diI血1atv豆ttarka貞豆str叫arn【atvq］諭IaPraVrttyaJrIgatVami（yarthah／SVOtPrek！i（ataTke  

tatvajllallOPaPattaukir！l（qccl通s（rez）eti／）」  

NSlll，10－1j：「それら論拠の優劣関係の考察に基づき，真理確定の媒介の限定における妥当性があ  

る，と述べられる，という意味である。［反論］自己流の慈恵的な論理的思弁によっても真理確定の  

妥当性があるなら，世間などから派生した論理的思弁論書が何になろうか。［答論］（TV）しかし  

．もしそのようでないとすれば云々（とクマーリラは述べている）。（NS131，10－13：t豆s豆叩  

COPaPattill豆mbalabalasanlPradh云TatlaPdrvak叩l【attvanigcayasyadvaraniyamecopapatirilikathyataiIyart】1ah  

／na11uSVOtPrek？itell丘pi【arkepatattvani≦cayopapatellk坤lok互diprasdtaistarka≦豆straiTity豆≦aJlkyaha＊anya（ha  

pul一打：Iiti／）」   

セクション63の詩節についてTCとNSは次のように注釈している。  

TC14B，5－6：「bahurnat叫とはbahujan豆血！l（？）mat叫と（詩形は）分解される。それに対する理由を  

説く。aJfi豆nabodllan云dと。aj6亘naihとは論理学の蓄積を習熟していない人々により認識されている  

がゆえに学習者の理解は誤っている．という意味である。（TC14B．5－6二bahuma（ai【ibahuJall由Tlmat互  

（Sic！）iLivigrahah．ta【ra hetunl豆ha．ajiうanabodhan云ditia）fi如aiTnyayavis（a血Iabhi］jlaiTbodhi［atv五d  

blu．antitvaJTlgrO（TPratipa（ter．i【ibh云vatl・）」  

一87－   



N5は次のように注釈する。「錯誤を生起する力の原因として述べられた多くの人々の言辞によ  

り承認されていることを妥当せしめるために嘩如abodhan豆tと述べられている。論理学の蓄積を習  

熟していないことにより妥当性の優劣の知を欠く人々にとって，認識の生起があるゆえに．という意  

味である。（NS131，13－・16）」   

さらにクマーリラによるこの詩節の注記saⅣ五sutuに対してNSは次のように導入するのみである  

が．TCはより詳細である。   

「［反論］論理学の蓄積に＜（ダルマ）教示のシヤーストラ性（upade言a≦互stratva）＞はないから．  

どのようにしてそれによる優劣確定があろうか。［答論］saⅣ豆suluと（クマーリラは説く）。  

（NSlll，16－18）」   

TC14B，6－9：「［反論］論理的思弁論者を介する相違した論拠は無数であるから．如何にして（論  

理的思弁論者に）真理確定の従属性があるのか。［答論］s肌′畠sutuと（クマーリラは説く）。論  

理的思弁論書によって考察された道理の優劣（確定）の方法のみが，自ずから．分離され無効化され  

ていない論理的思弁に助力された直棲知覚などによって真理確定の論拠がある．という意味である。  

（TC14B，6－9：nanutarka≦亘strava貞opapattin童坤t，iruddh豆n云m畠nanty豆tkath叩ItattVanirDayaiIgatVamiti  

tatr豆ha・San，aSu（Yiti・tarka貞亘str亘vadh豆ri【ayuktibalabalamargam亘trasyasvayamurmit互b豆dhitatark由1ugrhitena  

Pratyak？adin畠tattv云vadh豆raDOPaPattiritibh豆v叫）」  

64 さらに（諸学派の主張における）常住・無常，別真性・一元性．普通・特殊，相違など（など：  

不相違）を専らとする表明も．主張を採用することなしには，（それらの相反する表明の）どちらか  

一つの構成要素の確定は不可能であることに基づいて（なされているのである）。   

それゆえ必然的にあらゆるものの本質をなす実在を同時に把捉することは不可能であるから．そ  

れらの一部分となれる語の対象を弁別するために．一つ一つの確定が注意深く為されるべきである。  

そうしない場合には、人々は普通・特殊などの論拠を獲得せずに、単語によって表現されるべき事柄  

の一部分を抽出して．それを世間のみを考慮することによってのみ確定してしまうであろう。  

（Ms．OX二1ackJほによって訳す。）   

64 yadapICanity孟nityapTtha如vaikatvas互m豆nyavISe？aVyatirek孟dyek互ntapratip云dana叩tadapipak！aP豆t孟drte  

nyatar叫血nirtjp叫油kteh・aVaSyarP Ca SaJV云tmakavastuyugapadgrahan5sambhavattadbh畠gopanip互tipada－  

Vl？ayaVi、′ekartllaJn ekaika血t）Pa岬n云daTePa kartavya爪1・8Llyath云ye rnavaptasamanyavi≦e亨えdyupapatay叫  

Puru？豆stepadapratip畠dy叩ni早kT亨tar！lVaStubh畠g叩lokam孟tr益1ocanenalna．（1ack：OX）ev云dhyavasyeyutl・  

注解：このセクションをNSは次のように導入する。「［反論コダルマの証権性確定を目的とする論  

理的思弁には既述の在り方によってダルマの知に役立つ性質があることは確かである。しかし＜全  

世界は必ず常住である（san，叩1jagannityameva）＞とサーンキャ学派の人々には常住性を専らとす  

る表明があり．また仏教徒にとっては＜全世界は必ず無常である（saⅣ叩IjagadanityanleVa）＞およ  

び＜すべての我と別具である＞（san′互tman畠 pTthagbhdtam）＞と（世界の）無常性・（我との）別  
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異性（：無我）を専らとする表明があり，また不二一元論においては＜すべては一である（saⅣe申m  

ekat、′ml）＞ことを専らとする表明があり，さらにヴァイシェーシカ学派にとってはく普通と特殊は  

異なる（s云manyavi≦e？ayOrVya血ekatl）＞ことを専らとする表明があり．あるいは＜など（一豆di）＞と  

いう帯により表現されたサーンキャ学派にとっての＜相違なきこと（5）＞を専らとする表明がある  

が，それにはダルマを知ることに対するどのような役割があるのか。そのように疑われて、抽出された  

一つ一つの単語の意味の構成那分を確定する目的としての役割を説く。（NS131，柑－25）」   

またTCは次のようにこの部分を注釈する。「サーンキャ学派の人々にはすべては常住であるこ  

とを専らとする表明がある。因中有異論で串るからである。仏教徒にとっては無常であることを専  

らとする表明がある。剃那滅論であるからである。二元論者（6）にとってはアートマンなどの別真  

性を専らとする表明がありまた不二一元論者においては別異性なきことを専らとする表明がある。  

さらにヴァイシェーシカ学派などにとっては＜普遍と特殊は異なる（samむIyaVi≦e亨ayOrVyatirekatI）  

＞ことを専らとする表明があり、或る人々にとってはこれら（普遍と特殊）の両者は異ならないこ  

とを専らとする表明があることが＜など（一畠di）＞という常により述べられている。  

（TC14B，10－15A，4＝S畠mkhy畠n豆msarvanityaik6ITltaPratip豆danarTISatk亘ryavad畠L bauddhむ沌m  

anltyatVaik畠叩taPratip孟danam・ksanikatvav云dat・dvaitaヽ′孟din5Ln云tnladipTthaktvaik叫1taPratip豆da（larP  

advairav五din由11C豆pphaktvaik由11ta－Pratip岳dananl・kaJlabhaks豆diIl豆mca5amanyaVISe亨ayOr  

Vyatirekaik豆甲taPratip豆danam・ke？叫1CidetayoraVyatirekaik豆叫apratip畠danam豆dipadenagrhyate・）」  

65 マントラ（7）と釈義によって表現される（為さるべき行為の）称賛と（為さるべきでない  

行為の）非難は，常住・無常・一元性・別異性というそれぞれの極端に依存して，それぞれの場合の  

規定・禁令の構成要素として展開しつつ、（それらのうちの一つの）主張を採ることにより表明さ  

れた事柄の性質の多様性がないとすれば拠り所のないものであろう。  

651nantr云rthav岳dop云tt云≦castu血血d云s－tattan’（OX：taJlltarTl）nityaTlityaikapfdlaktvaik如taml云≦rityatatra  

tatravidhiprati亨edh瓦hgatvenapravaTtam由一坤’pak！aPataPratip豆ditavastudharmavaicitry甜（OX：Pak？aPata－  

11豆trapratip云dita－）Ttenir51arnban坤SyUtl■  

注解：このセクションを導入するNSはma血5r山av云diy坤5tuti－となっているが，このテキストもこの  

ままでは読めずmaJltrarulaV丘diyastuti－と修正して読む。「マントラと釈義に存する称賛と非難の拠り  

所を確定するためにも絶対（極端）の表明は必ずなされるべきである，と説く。（NS131，29・30）」TCは  

次のように導入している。「またこの理由から絶対の表明は意義をもつ，と説く∴（TC15A，4：itaj  

Caikantapratip畠dallalllarthavadity豆ha．）」  

66 またこれら原質・プルシャ・主宰神・極微・第一原因などといった（世界原因の説明）方  

法は．宇宙創造・宇宙還滅などの姿により（論理的思弁書の中で）理解されており．それらすべては  

．他ならぬマントラ・釈義の知識に基づいてのみ．実際に碗察される微細・粗大な実体における本源  

状態・変異状態を観察することによって（根拠をもつものとして）見られるべきである。  
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66 y云≦cait坤Pradh云napunl亨egVaraParam云nukaraTl云diprakriy叫Sr！tlPralay豆dirdpepapratit豆stihsa  

maJltrarthav畠d如再an豆devadT5yam豆nasdksmasthdladravyapra】申ivikarabh五vadar≦aJienacadra亨taVy叫．  

注解：このセクションをNSは次のように導入する。「［反論］サーンキヤ学派による快・苦・無知  

を本質とするサットヴァ・ラジャス・タマスよりなる原質（prad帖na）が世界の原因であるという  

説（pr止hy豆）－－ （それは世界が）永続するという定説の別の同義語であるが－（さらにまた）  

ブラフマンを知る看たちによるプルシャ．ヨーガ学派による主宰神，ヴァイシェーシカ学派による極  

徽 ＜（TVの）など＞という語から，（列挙された）それぞれのものから作られた結果が世界であ  

る．と，順序にしたがって，サーンキャ学派などにより理解され（8），主張され承認されたが．それら  

すべてのものの根拠は何か？（という問いに対して説くのである。）（NS131．3ト132，1）」さら  

にこのセクションをNSは次のように説明する。「（TV）sf！tipralay豆dirGpepa とは（次の意味であ  

る。）原質などiこより世界の創造・還滅などの姿によってと原質などから世界の創造（すなわち）  

発生があり．さらにまたそれら（原質など）の中への遼滅がある，と（原質などが）質料因であるこ  

とが述べられたのである。＜（TV）など＞という語により主宰神が勤力因であることが述べらゎ  

た。第三は、このようにして生じたものを特相づけることを目的とするもので、微細な椿樹の種子か  

ら粗大な樹木の発生を観察するから．原質などの微細なものから粗大な世界が生じる，という推論が  

ある、という意味である。（NS132，2－6）」   

またTCは次のように導入する。「原質など世界原因を専らとする主張，また宇宙創造と宇宙遼滅  

などを専らとする主張 それらにおける根拠と勤捜・目的は何か？（という問いに対して説くので  

ある－y哀貞caitatlと。）（TC15A，5－6：nanu Ca Pradhむl亘d函gatk豆ra叩ikarTltaV畠de！u S押ipralay亘dy－  

ek叫ItaV畠decakhllmdlarpk坤PrayOjanamititatrahaJ・5icai呵iti・）」TCはこのセクションを次のよう  

に説明する。＜（TV）など＞という語により原質などの本質のありかたを含意している。（TV）  

s押ipralayadi－rdpepaとあるが．（それに対してTVの）y云≦ca prakriy豆という帯句が補われる。「理  

解されている」にはく論理的思弁論書の中で＞，という帯が捕われる。観察される微細・粗大な実  

体における．本源と変異の状態は，それを見ることにより．微細な原質などが世界の原因であると推  

論することが可能であるので，根拠をもつものとして見られるべきである、と（いう意味である）。  

（TC15A，6－8‥豆di5abdenapradh云n豆disvardpaprakriyop豆d畠narTl／sT？tipralay5dinjpe†一eEi／y五言caprakriy丘ili  

5e叫／Pratit豆ititarka≦畠straiti5e？atl／dTgyam由1ayOt）Stik亨maSthtiladravyayor yatlPrakT（ivik云rabh五vas  

taddar≦anena由k早maSyaPradhaTl畠derjagatk5raDatV亘num豆nasaLTlbhavenasamtilatay五dra亨taVyaiti・）」  

67 また（この論述の）動機・目的は（次の点にある。すなわち）天界と供犠など＜生ぜしめ  

られるべきもの＞と＜生ぜしめるもの＞との区別の知識である。宇宙創造・宇宙還滅についての副  

次的な叙述も，神意（神々に依存する事柄）と人為の力の区別を示すことを目的とする。何となれ  

ばあらゆる場合に．その（神々の）力により（宇宙創造と遼滅は）展開し、またそれ（神々の力）  

が停止するときに（宇宙創造と還滅は）停止するからである。  

67 prayoJana甲CaSVargay豆g畠dyutp云dyotp孟dakavibh畠gajii加am・SargaPralayopava叩anamaPl  
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■daivapuru苧ak云raprabh孟vapravibh互gadarian互rtham■（IO：－Pradar≦anartham）．sarvatrahitadbalena  

PraVa＾atel（OX‥－ante）taduparamercoparamatitir（OX：－antiti）．  

注解‥NSはこのセクションを次のように導入する。「動機・目的が存在するとしても，ヴューダの  

証権性がある時には．天界や供犠などが実現目的と実項手段であることの認識に対して，如何にして  

微細なアブールヴァから粗大な天界などの生起がありうるのか．という論理家（hetuka）たちの疑  

問の停止があるのだ．と説く。（NSI32，6－9）」しかしNSはこのセクションのTV のテキストを  

prayp．jamteti（＝Prayqjatlat豆－iti）と導入しているが，筆者はprayojanat云という読みをもつTVの写本があ  

阜のを知らない。それに続く．宇宙創造・宇宙遺滅についての叙述の動機をNS は次のように注釈  

する。「人為が存在するにせよ存在しないにせよ，＜（TV）その力によって＞すなわち＜神意の力  

＞によって結果は発生し．神意が停止するとき（結果も）停止する。しかし宇宙創造などの時には  

人為が存在せずとも神意のみから世界の生起があるから，また宇宙選滅時には人為が存在するとし  

ても神意が停止する時には世界が停止するのであるから，それゆえに，神意は人為よりも勝っており  

＜強力（TV：prabh云v叫）＞であるとは＜能力がある（由n】anhyan一）＞と（いう意味であり、そのよ  

うに）考えた上で天啓書・聖伝書に基づく祭事行為を執行することに努力すべきである。したがっ  

て宇宙創造・宇宙選滅を対象とする思弁（タルカ）にもダルマに対する有用性があるという意味で  

ある。（NS13ヱ，10－15）」   

T（二 はこのセクションを次のように注釈する。「微細な，供犠などのアブールヴァ（から）粗大  

な天界などの生起が如何にしてあるのか．という疑問が（答えられて）停止するのは．原質などが世  

界原因であることの表明においてある、という意味である。宇宙創造・宇宙選滅という様感に対し  

ては，マントラや釈義における説示を根拠とすることの明瞭性に基づいて、まさしく動機・目的があ  

ることを説く。TV：Sargapralaya ＜宇宙創造・宇宙選滅＞ と。どのような区別か？という（聞いに  

対して）説くpla【rahi（TV：SarVatrahi＜あらゆる場合に＞）と。宇宙創造などの時には．あらゆる  

人為は存在しないとしても、＜（TV）その力によって＞、すなわち＜神意によって＞世界は展開す  

る。また宇宙選滅時には，あらゆる人為が存在するとしても＜（TV）それの停止があるとき＞すな  

わち＜神意の停止があるとき＞停止する．と（いう意味である）。  

（TC15A，8－15B，1：PTaJ′qianaJT］CetL／sdk亨m畠dy豆g豆dyapGrva（V互【？）sth百Iasya5Varg豆detlkathamu【pat（irili  

5叩Ik瓦nivTttqlPradh互n孟d蜘gatk互rapatvapratip豆dana－Syetibh云vab／SargaPralaya（？）prakriy亘y云（ql？）  

m叩1trarthav云dadar由namロIatvavyaktatvitpraypjanamev占ha／saTgqP）ahyetl／kidTiovibh云gaiti／tatr5ha／  

EaElahItL（！）（PT‥San，atlahi）／sT亭！y豆dau sarvapuru写akarabh豆vepitadbalenadaivabalenajagatpravartate／  

Pra】aya舶】ecasalVaPuru亭akarasadbh云vepitaduparanledaivoparamauparamaili／）」  

68 唯識・剃那滅・無我説などの（仏教の）教理もウパニシャッドと釈義から派生したもので  

あり．（それらは感官の）諸対象に対して過度の貪欲を控えさせるために（生じたの）である。そ  

れゆえにあらゆる（教学の）証権性が妥当とされた。  

68vijfi5namatraksapabhahganaiT互tmy孟div互dinamapyupani！adarulaV豆daprabhavatv叩IVi？aye亨Vatyantikar！1  
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ragarTl11iva正aYitunlityupaparn叩15arVe早aETIPramaPyam・  

注解：TCは次のように注釈する。「仏教などの論理的思弁の論書における唯識などの主張の根拠と  

その目的は何であるのか．と（いう問いがある）。それに対して（クマーリラはト調く。＜唯識云々＞と。  

［反論］カルバスートラ論題において主張される、仏教などの論善が証権性のないものであること  

と矛盾するのではないか（9）  

［答論］それに対して＜妥当とされた＞と（クマーリラは説く）。なぜなら．そこ（カルバスート  

ラ論題）ではダルマに対する証権性がそれらには決して存在しないと表明されるであろうが．ここ  

では釈義などを根拠とするものとして＜意味通りであること＞を特相とする証権性を承認するので  

あるから．矛盾はない，という意味である。またそのことを承認する目的は（次のことである。すな  

わち）マヌなどの聖伝の証権性の理由である＜多数の人々（あるいは「偉大な人々」）の受容＞の  

確固たることにとっての．すぐれて逸脱なきことが成立するのである，と。（TC：15B，1－6：  

bauddh豆ditarka≦五stre！uye V所inam云tr孟div孟d豆ste宇和1一雨1叩1kirp prayojanamiti／tatr5lla／y挿inam5tTetl／  

naLlukalpa5Gtr云dhikaraりeVak亨yaJn叫ena baudh云diS由tr云pr豆l叫IyenaViruddhafniti／tatr計1ajty岬aPamamiti  

／tatra hidhamlaPra（nal）yame芋叫1kathamapin云stityabhidh互syate／ihac云rthav豆d豆dim白Iatvenayath云rthatva－  

1ak亨anaPr五m叫y云Jlgikar云d avirodhaitibh云v叫／tadahgik豆rasya ca prayojaJ－aLTlmanV豆dismrtipr5∫n如yal－etOr  

lIlall丘jallaparigralladir4hyasy云vyabhic云r云ti占ayasiddhiriti／）」   

TC の「ここでは釈養などを根拠とするものとして＜意味通りであること＞を特相とする証権性  

（yath豆Jlhatvalak！aPapr瓦1T血Jya）を承認するのであるから．（カルバスートラ論題における主張との）  

矛盾はない」という主張は注目に催する。ただしyath豆rthalvalak！aPaPran一如yaという複合静はarthaの  

意味の多様性にしたがって「目的通りであることを特相とする証権性」などとも読むことが可能で  

あり．－一義的には定まらない。   

バリトーシャミシュラは次のように注釈する。「対象に対する過度の食欲を控えさせるために．  

無我説の主張者たちに対して（nahatmyav豆dh血11），と結び付く。」（ed．by Harikai1986二Ajir岳．A  

Cornme‖taryOnlheTantra、′云rttika（4）．p．17．10－12）しかしわれわれの見る現存タントラヴァ，ルッテイ  

カのテキストは－V亘dむl如lとなっており．そのことを措いてもこのバリトーシャミシュラの解釈は無  

理がある。またⅥはこのAjを注釈していない（10）   

またNSは次のように注釈しパリトーシャミシュラの解釈による影響も伺わせる。「（TV）nivaT－  

tayitunl（控えさせるために） はv豆d互nam（無我説などに対して）というように文脈結合する。こ  

のように外教の論理的思弁にもダルマの知に対する何はどかの有用性があるから．．（それら外教の  

論理的思弁の証極性を認めたとしても）望ましくない結果に陥ることはない。（NS：132，16－18）」ソー  

メーシュワラは基本的にバー」トーシャミシュラの解釈に従っていると言えよう。アンナムバッタは  

RJでソーメーシュワラの解釈を説明して次のように注釈する。「nivartayitur！1V亘d互n互mと（ソーメー  

シュワラが述べているのは）それら（仏教説）が＜ウパニシャッドや釈義から派生したものである  

こと（TV：uPani？adarthav豆daprabllaVatVam）＞．という他の語を補足せずに文脈結合する．という意  

味である。仏教などのスムリティの証権性は主張されていないことにより．＜TV：それゆえに（証  
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極性が）妥当とされた（i（y upapannam）というこの（語句との）文脈結合は不可能であるからであ  

る。以上が文脈結合の説明である。外教の論理的思弁－それはミーマーンサーとは異なる論理的  

思弁であるが－それらに対して望ましからざる結果に陥ることはない。論理的思弁によって求め  

られるもの、というように（論理的思弁は）差別なく捉えられているから．仏教などの論理的思弁に  

もダルマの知への有用性が誤って帰結するのではないか．という望ましからざる結果に陥ることが  

疑われたが．それは存在しない（＝疑う必要のないことである）．と（いう意味である）。それらに  

もダルマの知に対する有用性が承認されたからである．と述べられた，という意味である（11）  

（RJ484，3－14：Tlivaユ1ayitur！1V豆d丘n云mityaJIVayaitiniva爪ayitu甲e”・S（e亭加1uPani！adar山av豆daprabhava（Vam  

ilipadantar畠－dhy亘h畠raT！一Vh加vayaitya仙ah／bauddh互dismTtlPramaPyaSyaaPra坤はatayetyupapamami【y  

al－e－1五nv－ay云yog云t／evamanvayakathanarTl（Db互hyataTkaJ）むTlmimams云bhimatark中和Inani申Pattiri【i／yas  

Larken云nusandhattaltyaVISe？agrahan云dbauddh畠ditarkan互mapidharmaJnanOPayOgaPraSangailiyむIi申pat［ir  

云hlkitas豆n云sti／te芋amaPidtlarmaj諭10PayOgaSy吋atv云dityuktetyaT［hatt／）」  

69 また．未来の他の時間に生じる果報であることに基づいて，（結果を）項在経験することの  

できない事柄の場合は．あらゆる場合ヴェーダに基づいている。しかしさそり（に噛まれた時の治  

療）学など（その処方と）同時的な結果をもつ事柄の場合は，（噛まれた）他の人において（治癒  

という）成り行きを観察するのであるからこそ（その学問の）証権性がある、という弁別が成立す  

る。  

69 sarvatracayatra’k豆1antaraphala【v云dl（OX：k豆1云ntarabh豆vipllalatv亘d）idanimanubha＼′豆saJTlbhavas tatra  

血It血dlat云．s云rnd押ikapllalet11VT5cikavidy云dau’puru亨antareVyaVaharadar≦an互d■（OX：Puru苧由Itara－）eva  

Pramatlyamilivivekasiddhih・  

注解‥NSは次のようにセクション69の含意を説いている。「＜さそり学＞を述べることにより  

（医学文献である）アーユルヴェーダを副次的に示しているから．また＜など＞という誇により処  

世論書（ニーティシヤーストラ［：アルタシヤーストラ］）などを副次的に含むので，三種姓（バ  

ラモン・クシャトリヤ・ヴァイシュヤ）によって受け入れられている実利（アルタ）・愛（カーマ）  

に役立つ学問の証権性も示された。なぜなら三種姓によって受け入れられていない仏教などの書籍  

については．それらの証権性を承認することに関する疑問により（後に）否定されるであろうから  

である。（NS：132．2ト23）」   

TCはTVのS5］7ゆぎTikaphalaを「＜直接知される結果＞である（TC15B，6－7‥Pratyak？aPhalai（y  

鮎・Ulatl）」と注釈する以外に注目すべき注釈を施していない。  

（以上ミーマーンサースートラ1．3．2に対するタントラ・ヴアールッテイカ）  

以上 聖伝と慣習には征権性があることの論題1  

Sm聾y云ciraprim申yaAdhikar叩al  
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＜注＞  

（1）タントラヴアールッテイカの注釈についてはHarikai，K・，1985：Ajita，ACommentalYOn（he   

TalltTa、′a7ttika（3），AcEa且‾Udl（joTt）m（佐賀医科大学一般教育紀要）No，3の■lntroduction，を．イン   

ドの出版本に誤りが多いことについては．拙著『古典インド聖典解釈学研究』九州大学出版会   

1990，p・479ff・のタントラヴアールッテイカ第1巻第2章のテキストを見られたい。また筆者   

の約20年間にわたる、タントラヴアールッテイカに対するパリトーシャミシュラによる注釈   

AjiI云と、ナーラーヤナによる復注釈Vijay云の出版の全体像についてはF佐賀医科大学一般教育   

紀要』第20号（2001年12月出版）の■Introduction’に掲載しておいたので参照されたい。  

（2）P＊1n＆aSLks…eTSe52・S5bambl・申yaadJS・9．4．21に引用される。Cf．MaJ15bh点Ⅳa．ed．KieulOm，   

P．2にはmaJltTOhinatlではなくdu芋tatl≦abdal）という詩句で始まる詩節として引用されている。  

（3）文法学についてのきわめて簡単な言及で、聖伝章第9「文法学論題」で文法学は主題的に詳   

細に論じられる。またソーメーシュワラは次のように注釈する。「ニガマ．ニルクタ両者にお   

ける、世間に基づく語彙の知の目的は明瞭であるから述べられていない。（NSlコ9，15－16）」  

（4）ここでクマーリラはヴアラーハミヒラの印加血叩】仙古もしくはその類似文献について請って   

いると考えられる。たとえばβ坤ar5叩山広兼50章は「身体の相」，第51章は「建築学」で   

ある。Cf．『占術大集成』（上・下）矢野道雄・■杉田瑞枝訳．平凡社，東洋文庫589．  

（5）NS二V云vyatireka－をTCに従ってV云■vya山eka－と読む。ただしTCはこの説を＜或る者   

（ke苧叫1Cit）＞の説とするのみである。  

（6）この記述はMadhvaの二元論に言及したものと解されるからTCの年代の上限が画定される。   

Madl一、′aの年代はI197－12760r1238－1317・Cf・ReL10u，L∴LLtEeTa（uTeSansblEe．Paris1945，P．68．  

（7）英訳者ジャーは冒頭の「マントラ」を訳していない。しかしJS．l．2．46：abhidh孟ne’rthav云d叫   

はマントラの称賛機能を主張する。Cf．針見上掲象p．96－9乱  

（8）pra【i押叫は存在しない写本もあるようなので，訳さない。  

（9）TVAdhy互yalP亘da3AdhikarapaSにおけるクマーリラによる仏典批判を指す。針貝「クマー   

t」ラの釈尊観」．F日本仏教学会年報』50号（1985）を参照のこと。  

（10）n一山句anaparig一山aという基準によるヴェーダ証権性論証をクマーリラは認めない．それを   

認めるのはニヤーヤ学派である。針貝「タントラヴアールテイカ聖伝章和訳研究（1）」『哲   

学年報』33号（1974）のセクション33。Cf．Halbfass，W．：7l・adLEionandRef7ecEion．Albany1991，   

P・63；CllernPaTathy，G∴L’Au（OTiE6duVedase］on］esNy占ya－Vajiesikas．p・58f∴Cl】emParathy，G・：Role   

Or（heCollCePt OfMahajanaparigTahainthe Ascel’tainrnel－tOfLheValidityoflheVeda，ProfessorA．   

ThakurFelicitationVolume，Calcutta1987，PP・67－80．はNaiy豆yikaのヴェ一夕証権性論証において   

mah云janaparigrallaの果たした役割をV豆caspatirni貞ra，Jayanta，Udayanaの場合について論じたもの．  
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（11）以上のように諸注釈を検討してみると，序文で述べたように，仏教説についてのクマーリラ   

の言及の理解の仕方．特にnivartayitumの目的語は何かについて混乱を生じていることがわか   

るであろう。タントラヴアールッテイカの文章を素直に読む限りでは．タントラテンターマニ   

注釈が最も正鵠を得た解釈であると思われる。なおこのセクションについては次の文献をも   

参照のこと。Halbfass，W・：qP・CLt・．PP・61－62；Goehler，L・：WoI7und7txtbeLKum豆Ti］aB叫［a．   

Fr∂∫lkfu爪1995，p■172・  
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