
天啓規定優先原則（2）  
一夕ントラ・ヴアールッテイカ聖伝章和訳研究（4）一  

佐賀大学 針 見 邦 生  

く論文要旨＞  

本論は「タントラ・ヴアールテイカ聖伝孝和訳研究（1）」『哲学年報』33号（1974）．「バラモン教学の  

根拠としての聖と俗一夕ントラ・ヴアールテイカ聖伝章和訳研究（2）」『西日本宗教学雑誌』24号（ZOOZ）．  

「天啓規定優先原則（1）一夕ントラ・ヴアールッテイカ聖伝章和訳研究（3）」『西日本宗教学雑誌』25号  

Q003）につづくものである。本稿ではミーマーンサーストラ聖伝章第2論題に対するクマーリラの『タント  

ラヴアールッテイカ』の定説前半部を取り扱う。聖伝章のこの第二論題は「矛盾論題（VirodhaAdhikarapa）」  

もしくは「天啓書が（聖伝）よりも（権威において）優勢であることの論題（畠mtipr五b山yaAdh止訂叩a）」と呼  

ばれる。本稿のタイトルはその後者の呼称に基づく。   

＜キーワード＞ミーマーンサー，クマーリラ．シヤバラバーシュヤ，タントラヴアールッティ九聖伝章   

和訳と注解およびサンスクリット原典  

今回の翻訳箇所の藷出版本との対応は次の通りである。  

AJland互≦ramaSanskritSeriesVol．97，ed．1929，P．172，12～P．177，23；Anand云≦ramaSanskritSeriesVol．  

97，ed・1970，P・86，8～P・92，16；BenaresSanskritSeriesNo・5ffリ1903ff・，P・86，22～P・93，10・   

また利用したタントラヴアールッテイカ写本は前稿と同様下記の通りである。これらによってタ  

ントラヴアールッテイカのテキストに多くの真読が指摘されたが、出版本に訂正を要する箇所も見  

い出された。それは詩節71a，95c，120d，126d，128aである。  

1ITldiaOfficeLibrary London，EggehgNo．2150．（Abbr．IO）  

2 BodleianLibraryOxfoTd，WnsonNo．325，（AbbLOX）  

3 BodleianLibraryOxfoTd，MS，ChandraShumShered．516．（Abbr．Bl）  

4 BodleianLibraryOxford，MS．ChandTaShumShered．536．（Abbr．B2）  

5 AsiaticSociety，Calcutta，S．C．2388（ⅡⅠ．G・72）（Abbr・AS）  

サンスクリットテキスト中のその他の略号  

B：ThnLz－aY丘mikaoftheBenares SanskritSeries No．5ff．（1903ff．）  

PT：PrintedTextsofthe TantTaY5mika（＝『タントラヴアールッテイカ』の藷出版本）   

注釈類の略号は次の通りである。訳者の誤読などがあり得るので識者の教示を得べく今回からそ  

れらの原典も示すことにした。  

1nayasudh5（NS：ChowkhambaSanskritSeriesNo・45ff▲Benares1901ff・）＆R卸akqげYanf（Rj‥Mss・  

OfAdyarLibrary，No・TR・70）  

2 TantTaC如b7］叩i汀C：Mss・OfOrientalInstih］te，BarodaNo・1430）  

3 AjjLi（AJ）＆Viiay丘（Vj）：Ajit五，aCommentaryontheTantrav豆ruika（4），ed・KHarikaiinActa  

En）ditjoTVm（佐賀医科大学一般教育紀要）No・4，（Saga1986）・；Vijay豆，theCommentaIyOnAjita（4），  
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ed．K．HarikaiinAcEa伽ditjon）m（佐賀医科大学一般教育紀要）No．17．（Saga1998）．   

なお本論中に引用したV如y去のテキスト内の略号Ml，M2，M3は次の写本を示す。  

Ml‥ManUSCriptof V＆ay言，AdyarLibrary，No．38D3  

M2：ManUSCriptof Viiay5，GovemmentOrient且1ManuscriptLibraⅣNo．R・3278  

M3：ManUSCriptofVifay古，GoverrLmentOrientalManuscriptLibraⅣNo．3449   

定説（SiddIl加血）  

83 それに反して，聖伝に結びついている証権性は（ヴェーダの撰定と）矛盾する場合には無視  

されるべきである。なぜなら矛盾が存在しない場合にヴェーダによってその根拠が推量されるから  

である。（56d－57ab）  

virodhetvYanaPek亨ya中■OO，Bl，B2；PT，OX：anapek苧arP）sy瓦tpram叫y叩ISm？ibarldhanam／（56cd）  

avirodhehivedenatanm白1amanumiyate〟  

沸：この詩節は本論題の定説スートラであるミーマーンサースートラ1．3．3「しかし（聖伝規定が天啓規定  

と）矛盾する場合には（聖伝規定は）無視されるべきである。（矛盾が）存在しない場合に（聖伝規定の根拠  

となる天啓規定が）推量されるべきである。（JS‥1．3。3：virodhetvaLlapek早叩ISy豆dasa也hyamm豆nam．）（Siddh血ta  

）」をクマーリラが表現し直したものである。しかし「ヴェーダによってその根拠が推量される」という表現は  

直接的には理解し難い。なぜならこの受動態の表現では，推量する主体がヴェーダとなってしまい不可解なこと  

になるであろう。このためにかmaはこの文章を川theVedaaffordsaninferentialbasisfortheat］thorityoftheSmTti・’’  

すなわち「ヴェーダは聖伝め証権性のために推量に基づく根拠を提供する」と訳・している。聖伝の根拠を  

ヴ土－ダに推量する主体はあくまでも聖伝に基づいて行為する人間である。  

しかしここでヴェーダと矛盾する或る聖伝が見られるが，それは迷妄を根拠とするものに他なら  

ず，明瞭な天啓書を根拠とするものでiよないであろう。（57d一一58ab）  
yatuvedaviruddhehasm申坤k互canadr量yate／（57）  

S豆tusy瓦dbl甘血t血副aivanaspa亨中音川tim缶1ik亘／／  

聖伝の証権性は自立的である，とは先ずもって承認されていない。また（ヴェーダと矛盾する聖  

伝に対して）ヴェーダという根拠を推量することをま（その聖伝がヴェーダと矛盾している事実とい  

う）直接知される事実によって矛盾とされる（ので許されない）。（58cd－59ab）  

SV畠tantryeDaPram如atva甲Sm聾estavannas叩Imatam／（58）  

Vedam豆1云num豆narTICaPratyak？ePa Virudhyate〟   

84 すなわち，ヴェーダの文章の推量が行われるのは，その．（＝聖伝の）意味を対象とする直接的  

なもの（であるヴェーダの文章）が認得されない限りにおいてである。（59d－60ab）  

Vedav豆ky5Jlum豆naqlhit豆vadevapravarta［e／（59）  

tada畑1avi苧ayaJTly豆vatpratyak亨叩1nOPalabhyate〟  

しかし現にヴューダで明言されている場合には，推量に基づくものは存在しない。なぜなら眼前  

に象が見られた時，その足によって（象の存在が）推量されることはないであろうからである。  

（60d－61ab）  
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Pratya桓egrdyam叫etu navidyetinumhikam／（60）  

nahihastinidf早！e’pitBLtPadenaanume写yate〟  

象の足のように，聖伝は天啓書ヴューダを徴表としている。それ（＝ヴェーダ）と直接的に（聖  

伝が）矛盾している場合には，それと全く同様に（＝象の足と相違する足が象を推量させるもので  

あることが排斥されるように）排斥される。（61cd－62ab）  

S叩血叫IgrutilihgatvamaStihastipad豆divat／（61）  

tatpratyak苧aViruddhatvetadvadevaniv云ryate／／  

直接的に存在する（ヴェーダ）聖典によってこれら（聖伝）の根拠が切断されない限りにおいて  

のみ，推量に基づく意味が初めて顕わになるのである。（62cd－63ab）  

tavadevasphurantyarth坤PuraStid血um由1ik叫／（62）  

y豆vatpratyak！a≦豆streりam白Iame亨叫na桓tyate’四1，B2：k叩Iq，ate）／／  

注解：＜顕わになる＞と訳した5phura血という動詞が哲学文献で用いられる用例を知らない。句注Ⅵはこれ  

を＜決定＞を意味する山孟cayaと対立する語であるとして続く寿節の説明もかねて次のように注釈している。  

「天啓規定推量によって成ぜられるべき聖伝の推量に基づく意味対象は，天啓規定推量よりも前に＜顕わになっ  

て＞はいるが，決定はされていない，という（のがV如址aの）意味である。また（聖伝の意味対象が）顕わになっ  

ているのは，直接知される天啓規定によってこれらの根拠の推量が切断されるまでである。切断されてしまえば，  

たとい原因の存在が顕わであるとしても，対象が存在しないという識別に基づいて拒斥される。長寿をもつもの  

とはならない（63d－p互da）。一利那も存続しえない，という意味。根拠の証権性は聖伝の証権性の保持者であ  

る。それゆえにそれが否定されることにより保持者なきものであることを（クマーリラは）説いたのである，と  

（いう意味）。（Ⅵ・11・30－12・4：V畠山k五山as叫血um豆1血中貞叫弧um血鮎豆血沖Sm叫a血中血ケ㍗皿血豆l（M3：  

aJtha≦rutyanum豆niit）purastatspJ7unL）d（M3：SPhuranti）n＆ttJnjitb，aL）la（M3：niiciyata）jtyarth叫・SPhur叩叩1Cativadeva  

y畠vatpratyak甲y豆貞mty豆m皿如u爪血折l甲豆甲山申サak／血叩e（M3：mtuk聾ya一号／叫tye）山hsminy豆Yal  

kar叩aSadbJ）aYaL77（M3：kar叩aSadbh豆Va甲）sphur叫OTpivi享ayibh豆vaparicched孟db畠血yantenacir豆yl）亨Obhavanti  

ksapamatramapina叫heyurityarth＊・m51apr孟mipya甲（M2：mGlarppram叫aJ71；M3：m5lapram云叩）s叩tipT云m孟pyasya  

血証ak椚1，ataSbsya血asbtayini虚血五指t孟m豆he也．）」この説明によれば，単に聖伝の意味対象が＜顕わになってい  

る＞のみの状態は，まだダルマの認識手段として確定されていない状態と理解してよいであろう。  

（ヴェーダという）根拠の切断された聖伝は，たとい顕わになっているとしても，永い寿命をもつ  

ものではない。あたかも根周りの水分を失うという欠陥をともなう樹木の枝めように。（63cd－  

64ab）  

k？tBm白1叫SPhurantyo’pismTtayOnaCirayu？atl／（63）  

nir豆dharatvado苧eりa≦5kh豆ivavanaspateh／／  

85 なぜなら聖伝には直接的には証権性が妥当とされないからである。それに基づいてそれ  

（証権性）がありうるような（ヴェ一夕以外の）他の根拠はない。しかし（ヴェーダと矛盾する聖  

伝の場合には）その根拠は見い出されない。（64d－65ab）  

nahisik？豆tpram叫atvaIp Sm中底mupapadyate／（64）  

nanyamdla甲yataSLalSy豆tLalhlm白l叫1naVidya［e／／  

直接知されるものと相容れない推量に基づくヴェーダは存在しない。なぜなら（直接知される  

ヴェ一夕の存在によって）知欲は満たされて無くなるから，（塁伝の根拠としての）認識手段を求  
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める人々にとって推量（という認識手段）は得られないからである血（65cd－66ab）  

pTatyak叩Tatibad舶h畠n山一n叫如u血舶／（65）  

nairak5flk亨y豆tpramatfp如anumanarpnalabhyate〟   

86 何らかの属性（＝e・g・火を有すること）によって限定される認識対象（火がある山）にとっ  

ては，その限定（火を有すること）に基づいて（知欲を副次的特相とする）牧会をともなう（推量  

という）羅激辛殴があるであろう。（66d－67ab）  

prameyarpyatparicchedyaTPbhavetkenacidanlana／（66）  

tasyasy豆ttatparicched五ts豆vak亘由pram叫at互〟  

注解：和訳はNSに従う8なおⅡは次の通りであるが・67d－p油のS云va蟻apr叫aほを説明していない。「どう  

して無知欲となるのか，という問いがある時茄権性が生起する方法などを導入として説明し始める－Pr咄eyam  

と。推理など認敵手殴にとっての識別対象は何らかの本性によって一火などを有することなどの本質によって，  

級識手段によって認識されるものとなる。その認識手段にとっての然るべ書認識対象を識別することに基づい  

て洩会を伴うことを介する真理体得の手段であることが妥当とされる，という意味である。（TC叫12－2ユ玖2：  
kath叩血血豆叫y折（66a）巾ape坤桓p蕗m叫a叩bhavaprak豆ー云血川pOdgh乱如y瓦pmpa員叫血n豆rabhale／  

prameyam（66c）ih／yasyapram如asyanutn血叫padcchedy叩kenacid互tmm云gnimatvadirapepaprameyapbhav鵬／  

tasyapram孟PaSyatidTiapr8meyaPariched孟ts互vakaiadviratattvhubhavakarapatiyuktety咄埠）」「火を有すること  

等何らかの本質によって識別されるべき山等の終識対象があるとき・その山等に対してその相による識別があ  

るから激会を伴う認識手段たることがあるであろう・と文脈結合する。機会とは認識手段が認識対象に対して活  

動するための方法であり知欲を副次珊相とするものであることが意図されている。認識手段がその録識対象  
において機会を伴う，というのが複合語の意味である。（NS137，Z2－26：）’alp机ぬ軸ー狐ey叩bnadd  

岬皿a一触叫印apadcchedy叩♭havetbsya岬a蝕sknam匹papadcched孟ts孟vak独pr訂喩a翫y孟d和独Yayah．  

avak叫pramapasyaprameyePraVarthturpma（BOj坤SOPalak＄apOTbhipr叫Pra坤弧tasminprameyes互Vak6iamsyad  

ilisam云s如山中▲）」  

然るべきもの（＝e・g・火をもつ山であること）としてすでに識別された場合，もしくはその反対  

（＝e・g・火をもたない山であること）としてであれ（識別された）場合にはなおさらのこと，その認  
識対象に対しては認識手段は働かないからである。（67d‾68ab）  

【互drdpyepaParicchinnetadviparyayatoIpiva／（67）  

仇己yastasmhp一肌甲ebinapram卸町praV血ate〃  

注覿：この萬節についてNSは次のように導入して注釈する。r［反論〕たとい知欲が存在しない場合でも，な  

ぜ推量は働かないのか。なぜなら邁充されるべきものの卿は護充するものの知に対する原因であるから。しか  

しある温充されるべきものの知の場合に届充するものの知が無いことがあるが，それは遁充想起が無いことから  

でも妥当とされるであろう。また（たとえば火の）実体性にとって＜暑くないこと＞の遅発想起があるとして  

も戯に対して暑くないということを推量するのは妥当とされない。直接知覚によって暑さが理解されている時，  

熱が異品である場合（？）それの働きがあるから展体性にとっては遅充の破壊があることに基づいて妥当とさ  

れるであろう。しかしこの（聖伝の）場合には・（ウドウンバラ柱との）接触（を規定する）ヴェーダによって  

覆い布が頂かことが理解されるとしても，（柱を）すべて覆うべきことの聖伝規定はヴェーダ競走を想定せしめ  

るもたることのとして実在するから，さらにまた矛盾するヴェーダ規定の存在は不定であることによって，すべて  

を覆うべきことのヴェーダ規定が無いことを推量せしめるものであることは不可能であるから，なぜヴューダ規   

定の推量は妥当とされないのか・と疑われて説く一泊叫yepa（67c）と。（N5167・26－29：n弧Va叫血api  

j画画画沌miけ皿um岳皿叩napraVa由比vy畠py所論amhivy云pak画論e血弧狐ya一山bぬdvy互助昂he   

vy豆p叫声如叩旭dvy云p甲5mar叩云dapyupapabyak・血VyatVaSya血a叩yaVy豆pt血卸町e■pl恒sy   

ana叩yanum云血upapattibpI叫ak？epa里叩y互vagataulqjasovipak早atVeSatitadvftterdravyatvasyavy卑pdbha埴d  
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upapatsyate，ihah］SPar由in］ty5v甲申nabh岳V去vagame’pISaⅣaVe？hnasmaJanaSya皇rutikalpakasyasadbh豆V豆dvimddha一  

言m［idar畠anasyac血aik血tikatvenasarvave手中nairutyabh5v云rlum云pakatv5yosalkathaf？孟n，tyantm互n加upapattlrity  

岳由nky論at豆血屯pyepem）」  

「直接知覚によって火が理解されている時には，（火と煙との関係にっての）遅充の想起があるとしても，煙の知  

が火の知を生ぜしめることはないから，知欲なきことのみがその場合推畳を生起しない原因であることが決定さ  

れる，という意味である。（NS138，1・3：Pratyak！aVagatelgnauvy豆ptismarapesatyapidh豆rnaj雨nasy豆gnija豆najanaka一  

Iv去daji］貞5saiva（alr云num去n5nutpathkiranamavasiyataitibh豆vatl・）」この注釈では67cTP去dAのt互d元pyaの意味は説明  

されていないがTC は次のように説明する。「以上のように証権性生起の方法を表明して，生起方法を説く，  

t豆d沌pyepaと。然るべきものとして－火を有すること等によって，あるはその逆一火を有しないこと等のも  

のとして他の認識手段によってすでに識別されている時には，その認識対象に対しては別の認識手段は（働く）  

余地がない，という意味である 

tidrBpyepe也／tidrBpye申Bnimatv豆dinatadviparyayatov豆anagnimatv云dirGpepapram畠中antarepaparicchinLletaSmin  

prameyen血Vak云5叩p∫am中細IaramiIy訂【1－坤）」  

87 その場合に進展する二つの認識手段で，異なる枠に対して到達せるもの，それら両者の中で，速  

やかに確定されたものがある時には，遅いものは働かない。（68cd－69ab）  

’bhhnakak軸ateTOO，AS・Bl，B2：－kak亨y豆Bate）ye？aPram叫etatradh豆vatah／（68）  

tayotliighrepaninlitemantharaqLnaPraVartate〟  

注解：この詩節をNSは次のように導入している。「［反論］たとい以上のようであるとしても聖伝によって  

識別された時には天啓書の活動はないのであるから，何故逆ではない甲か，と疑われて説くbh血aと。＜異なっ  

た＞，すなわち近接・遠離という相によって特徴を異にした二つの＜ka桓ya（kak苧a）＞すなわち二つのp血0叫a  

において成立せる＜二つの認識手段がそこに＞，すなわち一つの認識対象に進む，という意味である。（NS138，  

3－6：nanVeVamapismTty岳，PanCChlrne畠ruterapraVF咄ritiviparita甲kasm豆nnasy岳dity豆≦ahkyaha＊bhinneh＊bhirmayoh  

sannikr亨！aviprakTS申tVar白pepaVnak？apayObkaksyayobprakos叫ayobsthitepram申巳tatraikasminprameyedh岳vataity  

餌h坤）」このようにNSはk叫；ya（kak芋a）をpI嘘0坤aと言い換えている。後者は建物の「中庭ノト部屋」といっ  

た意味である。輩者はこの注釈により便宜的に「枠」の訳語を与えているが，ka桓ya（kak苧a）の意味は不明瞭であ  

る。なおセクション90の訳注を見よ。Ajは次のようにこの帝節を導入しているが，その中に匹atyak手止ak亭yaと  

いう複合語が存在する。＜直接知覚の枠＞＜直接知覚の領域＞と訳しても妥当と思われる。「以上のように推  

量によって生起されるべきものは屈相の観察に依存するわで虐接知覚のk水草aに入り込まないからである，とい  

う意図で（この爵節を）説く。（句．21，9－11：eValnC血皿豆nen血vo【匹【【avya甲  

山gadaI竜an豆pek予atVen瓦Pratyak？akak？y豆gatatv孟dityaha－bhlnnakak？豆gateyecaiti・（ただしAdyaJLibraly所蔵本（Ml）  

に基づくが，1銅6年輩者自身が出版した句it瓦のテキストにミスがあるのでこのように訂正する。））」Vijay亘は  

これを受けてapraⅣa桓ab桓ya【vamという複合語を用いて説明している。（Ⅵ．1ち20－21：  

apratyak苧止a桓y互gatatv叩PTatyabaprmitaev温加m互nasyap∫aYa血avyaⅣasama血a爪互yetima丑山aramiliprash止am・）   

なお69b－P豆daのnapravartateについてTCは次のように注釈する。「活動しない，というのは，（意味の）確定  

を遂行しない，という意味である凸（TC21A．5－6：naPraV紅ttalaiti・naniic＆y叩Ikarotityazthab・）」  

すなわち，遠くにおいて確立されたものであっても，一つの語でも理解されていないならば，他の最  

初に理解されたものによって絶対に凌駕される。（69正一70ab）  

taddhidbramapipr豆ptamekamapy agataJTIPadam／（69）  

itarepagaten豆davekantenaivajiyate〟  

注解ここの第69詩節のCd－p豆血についてNSは次のように導入する。「〔反論］直接存在するヴェーダ教令で  

あっても単語と単語の意味の考察等に依存することによって意味論別の混乱があるから．その矛盾が生じる前に，  
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遅いもの（たる認識手段）でも（識別の）作用は得られるのだから，何故（遅いものが）活動しないのか，と疑わ  

れて説く。（NS138，6－9：nanuPratyak？ai豆strasy云pipadapadarthapary畠locan豆dis岳pek？atVen豆Tthapancdledavi桓ep岳t  

tadvirodhatp融Ⅵ叩mantharasy云py豆rabdhavy豆piratvatkathamaprav？tirity豆iahky豆hataddhiti・）」そしてNSは次のよ  

うに注釈している。「ekamapiのapiという語はyadyapi＜たとい＞という語意に解釈されるべきである。たと  

いその遅い認識手段が遠くにでも確立されており，たとい多くの作用をなしており，ただ一つの意味弁別という，  

＜語が理解されておらず（padamagatampb－P互da）＞，（すなわち）意味弁別のみを遂行しておらず，という皐う  

にevaという文字を補足して解釈されるべきである。たといそうであるとしても，他の最初に確立されたもので  

意味弁別を遂行．せるものによって凌駕されるから，というようにtath如iyotYau（？）という語がここに補足される 

べきである。（NS138，9－13：ekamapityapiiabdoyadyapi畠abd5rthevy豆khyey叫・yadyapitanmantharaT71Pram申叩I  

dtiramaplPraPl叩Ibahdnq）1Vy豆P豆r畠nkrttavatekamev互rthaparicchedakhyaT71Padamagafamarthaparicchedam去廿arptla  

坤tavadityevakar豆dhyah孟repavy豆khyeyam・tath豆p王taren哀dauBaten豆rthaparicchedam坤Vat孟jiyataiLitath孟pi  

yotvauiabdo－tr5dhy孟h豆ryatl．）」またTC は次のように説明する。「たとい（遅い認識手段が）活動したとしても，  

一つ甲確定すべき語が理解されていないならば，すみやかに活動した認識手段によってゆっくり活動せる認識手  

段は対象が奪われることに基づいて拒斥される，という意味である。（TC21B．6－7：yadyapiprav？ta甲tathapy  

eka叩niicayapadamagatazTL言ighraprav？tenaPram申enavila叩bapra叩ta甲Pram申amvi亨ay豆pah豆r孟db互dhyata吋dntl）」V3  

はddramapipI如tmlという語句について「作用の開始」ということが意味上述べられている（Ⅵ12，ユ2－23：  

ddramapipr5ptamityanen豆Irth豆duktar？Vy豆PirirambhzLm・）」と注釈している。  

その意味を確立するもっと速やかなもの（である認轟手段）が存在しない場合には，以前からで  

も得られている弱力のもの（である認識手段）は排除されない。（70cd－71ab）  

＊Mss．vraJat（PreSentParticiple）を採る。  

yatragighratar叩1naStitasy豆r山asyapaharakam／（70）  

CireDaPirvrajat’（PT‥VraJet）tatradurbal叩Inanivaryate／／  

注解：この詩節をN5は次のように導入する。「その場合（認識手段の活動が）遅いことに相草はないから，お  

ける殊別はないから，無矛盾であっても証権性なきことになってしまうから，（認識手段という語がその意味を喪  

失してしまうという意味上の）領域侵犯があろう，と疑われて説くyalraと。（N5138，13－15：mantha∫atV互vi≦e云t  

t＆Thyavirodhe‘pyaprarnapy豆pattermary互ditikram叫sy豆dity互iahky豆hayatreh・）」  

なぜなら或る者によって証権性が以前に偶々獲得されているならば，その者によってそれ（＝証  

権性）は常に得られる，とは自在天は命じていないからである。（71d－72ab）  

nahiyenapram叫atvarTllabdhap白rvaTTlkad豆cana／（71）  

lenataLSarVad豆一1abhyaml（B2：1ak亨yam）ityaj員互payati≦var坤〟  

注解：71c－p豆daのhという語についてNSは次のように述べている。「そのように唯一相であることの制約は存  

在しないから，速やかな認識手段の有無の中で，遅い認識手段の活動・無活動の安立は矛盾していない，と叫という  

語の結び付きがある。（NS138，17－19：yaSm互devamaikarBpyaniyamon互stitasm豆cchighrapram互pabh豆v岳bh豆vayor  

mantharapram叫aprav亨ttyaPmV一山vyavasth豆naviruddhetihiiabdayqjan豆．）」  

すべての生起しつつあるものが，もしも他の矛盾するものによって妨げられないならば，それはそ  

のうち成立する。（72cd－73め）  

saⅣamutPadyam豆naTPhilyady’（OX‥yad）anyenavirodhin豆／（72）  

nalrudhyatel（OX：Vin］dhyet）tatLISt且SyaSiddhitlk豆1ena’1abhyate’（OX：j示畠yate）〟  

しかし生起しつつあるものでも，その根拠が切断され，あるいは顔が破壊されるならば，そのものの  
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成立はいかなる場合もない。（73d－74ab）  

yasya由tpadyam豆nasyamGlameValni垣1yate’＠1，B2：nikptyate）／（73）  

mukharnv云rudhyatetasyanatmalabhah kadacana〟  

注解：この詩節をNSは次のように注釈する。「73d－p豆da，74a－p誠aでは前詰節で主張された矛盾の二種類が述  

べられたのである。すなわちヴェーダの直接的明言によって＜語の意味＞等の根拠たる従属関係の原因となっ  

ているヴェーダの明言自体が切断され存在しないものとして認識される。それに対して，＜語の意味＞等によっ  

て車内文脈等の＜顔＞である従属関係を定める天啓文推量の媒介者たる＜語の意味＞が阻害されて，天啓文を推  

皇せしめるものとして知らしめられる。（NS138，2l－24：m山amevani吋yatemukhaTPY豆virudhyataitica  

Piirvailc・koktasyavirodhasyaivadvaividhyamukIan孟mty哀hihhg邑din叫m蝕叩Viniyogahetubirt）tirevachidyate  

n畠slitvenabodhyatelidB豆dlbhistuv豆ky岳din孟rpmukh叩Vimyojakairutyanum孟nasyadvarazplidgadipratibadhyate  

in）tyananum岳pakatvenaj氏豆pyate・）」このNS注によれば 70c－P邑da以降の轟節で言及されている速やかな認識手  

段とはミーマーンサー学の億規論で説く，＜関係規定（Yiniyogavidhi）＞に附随する六つの認識手段について述  

べられたものである。関係規定については下記セクション99，119轟節を参照。（句は「天啓規定推量にとっ  

ての推量対象そのものが顔であり逆の意味をもつ天啓規定の存在によって以上の如くにはならない，という知に  

基づいて（その顔は）妨害される。（Aj．21，22・24：irutyanum孟nasyaprameyamevamu払叩IVipaiftizthatay豆≦ruty豆  

naivamitibodhanan山ruddhamiti．）」と注釈している。ただし和訳下線部はBhandarkarOrientalInstituteNo．734写  

本に基づく。TC21臥9はmu仙ama函ayaiけa血中「顔は対象なきものとなる，という意味」とする。）  

また弓重力なものによって妨げられたものが，矛盾がないのにそれ自体の成立を見ない時，それは如  

何にしても成立しないということはない。（74d－75ab）  

nacayadbalavadruddham’豆tm豆na甲naeVa’（OX‥豆tmalabharpna）vindati／（74）  

avirodhe’piten豆tm豆nalabdhavyahlka血arpcanal（OX：kad豆cana）〟  

注鮪：この轟節に対してJhaは次のコメントをしている。「それゆえにヴェーダと矛盾する聖伝は真の証権性  

を有しないけれども，そのことはヴェーダと矛盾しない他の聖伝の証権性に影響しない。（∬は■slr．．p．131）」  

また妨害者が存在しないことにより，一たとい矛盾があるとしても，前の一般性を観察することに  

基づいて一常にものごとは成立する，という（定則）も得られない。（75d－76ab）  

nac5pib豆dhakabh豆v豆11abdha豆tmetisaⅣad互／（75）  

1abdhavyatlSavirodhe■pIP6n，aS5m亘nyadarganat〟  

注解：この詩節に対してJhaは次のコメントをしている。「それゆえにヴェーダと矛盾しない聖伝は証権性を  

有するがそのことはヴェーダと矛盾する他の聖伝の証権性を確立することはない。（舶sけ．，p，131）」  

88 一般的規則と例外的規則とがあらゆる場合に認められるが，一般的規則のみによりすべての  

ものが括られることはない。（76cd－77ab）  

lutsargaST（IO．Bl，B2‥utSarga占）c豆PaV豆da畠casarvatraivopalabhyate／（76）  

tatranotsargamatrePaSarVameV豆varudhyate〟  

もしくは，或る場合に例外規則によって一般的規則が拒斥されたから，それゆえにあらゆる場合に  

後者は拒斥されるべきである，というのも認められない。（77cd－78ab）  

apav亘denav互yasm豆dutsargob豆dhit叫kvacit／（77）  

tasm豆tsan，atrab豆dhyo■由vityetadapine？yate〟  

それゆえ一般的規則と例外的規則との（それぞれの）対象と対象でないものを認識した上で，拒  
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斥と非拒斥とが弁別されるべきである。「樹生を見ることに基づいてではなくて。（78d－79ab）  

Vi芋ay豆vi！ayauj丘豆tv畠tenotsargapav瓦day叫／（78）  

b豆dh互b豆dhauvivektavyaunatus豆m如yadarSan豆t〟  

注覿：この詩節についてNSは次のように注釈する。「一般的規則の対象は例外的規則の対象ではない，と認識  

すれば（一般的規則の）拒斥はないし，例外的規則の対象は一般的規則の対象ではない，と認識すれば（一般的規  

則の）拒斥がある，という弁別がある。（NS138，27・28：utSargaSyavi？ayamaPaV5dasy孟vi亨ayaPja云tv豆b去dh孟bh豆vab．  

apav豆dasyavi亨ayamutSargaSy云Vi？aya甲j甑tv豆b去dhaitivivekaityaTthab．）」  

すなわち一般性による見方によって謂を導こうと欲する者にとっては，（水一般に他ならない）  

蜃気楼の水によってさえも喉の渇きが癒されるであろう。（79d－80ab）  

yohis豆m血yadr芋tenaVyaVah豆rarTl－nini亨atirOO‥nini亨yati）／（79）  

trs申CChedobhavettasyamfgaLr叩5jalairapi〟  

あるいは蜃気楼が拒斥されたのを見て湖に到達したとしても，（ふたたび）欺かれることを恐れ  

て，彼は水浴等をしないであろう。（80d－81ab）  

b豆dhi血pmfgat坪arrlV亘df亭Fv畠hradagato’apyl（OX：hy）a5au／（80）  

Vipralambhabhay豆devanasnむ1えdisam互caret〟  

＜水は蜃気楼である＞と認識されない限り水等の知に真理性があることは（血0如γ加血の教令  

経（CodaJl亘stitra：JS．1．1．2，Svverses31－61）においてすでに）承認されたことである。（81Cd－  

82ab）  

血′adevahitoyえdt］元inasye？申Pram叫at豆／（Sl）  

na’toyamnlIgatr叩eyam一（AS，B2‥tOyamfgatf叩eyam）itiy豆vaL”a’budhyate’（OX：bえdhyate）〟  

注覿：「証権性」を意味する同じ語pIam如aほの訳語としてこの場合は「真理性」を充てる。「証権性」を「ダ  

ルマ（ミーマーンサー学派にとっては，ヴェーダが教示する有益な事柄である＜祭式等＞）の正しい認識手段で  

あること」の意味の訳語として筆者は用いているが，この詩節の場合はpram叫at云が単なる＜知の正しさ＞の意味  

で用いられているからである。  

89 また推量という認識手段が（推理されるべき）対象に対して生じるのは，その対象が直接知  

覚から生じるもの（である感官知）によって妨げられない限りにおいてである。（82由一83め）  

anumin叩1Pram叫aTTLCatAvadarthe？uj豆yate／（82）  

rudhyatevi亨ayOy豆vann豆syapratyaksqjaLman互〟  

同様にして，聖伝の証権性が天啓書推量から生じるのは，（聖伝規定の）対象が直撞存在すると知  

られる天啓書によって排除されない限りにおいてである。（83d－84ab）  

evaETlls叫Iipram申atvarTL■（PT‥－pram叫atve）t亘vacchrutyanumむ1ajam／（83）  

y畠vatpratyak亨ay豆≦mty孟vi亨ayO’n豆varudhyateT（0Ⅹ：nOParudhyate）〟  

それゆえに或る場合には証権性が，或る場合には非証権性も諸理論によって成立せしめられるべ  

きである。どちらつかずの（の論理）があってはならない。（84d－85ab）  

a叫kvacitpram畠中atVar？kvacidapy apram如at互m／（84）  

VyaVaSth豆payat申l（PT（A）：VyaVaSth云payata）ny互yairnabhavedardhavai≦asam〟  

－69－   



注解：ardhavai岳asa＜どちらつかず（半殺し）＞の論については拙論「天啓規定優先原則（1）一夕ントラ・  

ヴアールッテイカ聖伝章和訳研究（3）－」§77，YerSe30を見よ。TCは＜半老女の論理（前措§7S，Ye】ちe34）  

＞をも副次的に示す，と注釈㌻る。（TC22A，5‥arddhavaiiasagrahapamitikriyarddhqjarat王tay瓦derapyupala桓apam．）  

（水の例において）直接知覚（される水）と蜃気楼に真矧生と非真理性とがあったように，それ  

らは（天啓書と）矛盾のない聖伝（＝証権性），矛盾した聖伝（＝非証極性）においてもある。  

（85cd－86ab）  

Pram豆叫V豆Pram叫atvepratyak早amfgatT叩ayOり／（85）  

yath云tathaivatesmrtyorav血ddhaviruddhayob／／  

それゆえに，「すべてのもの（諸聖伝）には証権性がある」とか，あるいは「もし（＜すべてのも  

のには証権性がある＞という命題が）依存されないならば，それ（＝証権性）は或るもゐ（＝聖伝）  

には存在しない」とこのように主張されるべきではない。（86cd－87ね）  

tasm豆devarTlnaVaktavy叩1SarV云s如一V豆pram叫at互／（86）  

athav云s豆nakasy豆岳cidyadikvacidana孟rit云／／  

それゆえにヴェ一夕と矛盾する聖伝に証権性はない。なぜならそれらのものは天啓書を推量する  

ことが妨げられているからであり，（ヴェーダ以外の）他のものを根拠とするからである。  

（87cd－88ab）  

tenavedaviruddh云n豆rTISmTtin5m apram如at亘／（87）  

ruddha岳Ⅲtyanum由1atV豆danyamGl豆hit豆yat叫〟  

等力の二つの規定は選言的規定ではないのかという疑問とその否定  

90 しかしそれら（聖伝規定）にとっては天啓規定との選言的規定であることが認められない  

のか。（88d）  

Vikalpabk坤PunaSt豆s如1ne？yate’≦mtibhitl一（OX：Smftibhitl）saha／（88）  

注解：この詩節をNSは次のように導入する。「蜃気楼や推量等は，すでに成立している実在物を対象とするの  

で，選言的なものとして相違するものを排斥することは可能であるから拒斥が妥当とされる。しかし聖伝は当為  

を対象とするので選言的規定として両者を受け入れることが可能であるから，絶対的な拒斥は妥当とされないの  

ではないか，という疑問を提示する。（NS139，4－7：nanumTgatf？申numan豆debsiddhavastuvi亨ayatVenaVaikalpikatay孟  

Virodhapariharasarnbhavad（printedtext：Yirodhapanllir5s叩Ibhavad）b哀dhoyukt叫，mTteStukむyaYi亨ayatay孟  

vikalpenObhay由一ugrahasambhav豆datyantab互dhonayuktaity五言ahkate）」なおTCも次のようにありNSと同意味の注  

釈である。「［反論］実在物に対しては選言肢は妥当とされないから，直接知覚などによって推量は絶対的に拒  

斥される、ということは理に適っている。しかしこの（聖伝の）場合，行為の実行を対象とすることにより，米  

と大麦等の天啓規定のように選言肢に依存することによって絶対的な拒斥がなされることは理に適っていない  

のではないか、と疑問を提出するVikalpaと。（cf．TC22A，6－8：nanuVaStunivikalp云nupapatteryukta（甲）  

pratyak申dln血um由1amatyantar？b豆dhyataiti・ihatvan叫h豆navi亨ayatay云v血iyav互digruhvadvikalp互≦rayaTLenatyaJltab豆dho  

Iyuktaiti孟ahkate－vikalpaiti・）」  

（その疑問に対して）答えて述べられる。   

選言的規定は八つの欠陥をもつものであるから，先ずもって容易には承認されない。また（選言  

的規定が認められて）どちらかの側が証権性なきものである場合には，諸聖伝が容易に否定される  

ものとなる。（89）  
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ucyate．  

Vikalpasy豆亨tado！atVinnat豆vatsvabhyupeyat互／  

P豆k亨ikecえpram亘DatVeSm担y叫IsurhrakarabT（AS：Syurnirikar由n？）〟（89）  

池：この詩節についてNSは次のように注釈する。「詩節の前半により，選言的規定は（いずれか一方の規定  

に関して）完全な拒斥がなされることからでも一層の過失がある，と主張された。しかし後半により，選言的規定  

が承認された場合でも盈伝に絶対的拒斥あることは避けられない，と主張された，と弁別される。（NS■139，g－10：  

Pdrvirddhen5tyantab豆dh豆dapivikalpahp豆piy云nityuktamuttar亘rddhenatva血gikpe’pivikalpesnyteratyantab豆dho  

panh云ryailyuktamitivivekab・）」なおTCも次のようにありNSと同意味の注釈である。（cf．TC22A，8－10：  

ayantab五dh云dapivikalp云畠rayanamih畠ny豆yyamitip由rvarddh孟rthab・ah卿epivikalpesLl甲eratyantab互dho  

d叫parihara（Ms．：d叫Parihara）ib，uttu岳rddh5Tthab）   

選言的規定が八つの欠陥をもつものについては，Cf．Kane．P．V．：mSFoTyO（DL7aTma由血Vol．∨．part2，P．1250  

～1252．note2031；Edgerton，F・：血中SaT）yayaPTakaia，§318，pp・163～164，nOte212；JⅥレ血aEna（on  

叫′ayaTaEnam51a）．p・260，26－29：vikalpehyekaikasyapadirthasya－anu沖云navel云y由nitarasyap血n云pyaparity岳gab，  

apramapyasvikarapamitidosadvay叩1Sy互t・taSyaiv畠nusth互navel云y叫ISVikrt云pr孟m瓦Dyaty云gab，tyakapI豆mipyasvik盃raiti  

dosadvayam，tath云punarapitarapadarth云nu沖anelpidosadvayam，ananu早印加elpidosadvayamiti呵audo亭豆ib，  

arth叫（EditedbyA，SubrahmanyaShasth．withtheCommentaryN＆血Ena177bySriRむnanuj云c叫a，ForewordbyI）r．  

GaurinathSastri，LibmryRareTextsfhblicationSenesNo．4，VaranaSi1982．）  

．すなわち等力の選言的規定は先ずもって八つの欠陥をもつものであるから，拠り所なきものに依  

存するという（無根拠性を表現する）論理により，稀に依存されるのみである。  

tulyabalavikalpo‖pilqo，Bl，B2）hi血′ada？tado亨atV豆d’agatik云gatiny豆yena’（PT：agatikagati一）kvacid  

evasnyate・  

注解：agatik互g血tiny豆yaはG・A．Jacob：LaukikaT）y岳y御：AHaL）dfu］0（Pqpul訂他には収録されていない。  

非専力の天啓規定と垂伝親定，それら二つの規定は選言的潰走ではありえない  

91 いわんや（二つの異なる）枠よって隔てられて証権性の等しくないものとして規定教示さ  

れた（二つの）もの（＝哀啓規定と聖伝規定）の選言的規定がありえようか。すなわち，   

証権性の地位に聖伝が達していない限り，他のものに依存しない天啓規定によって完全に（その  

聖伝規定は）拒斥される。（90）  

kimutalkak芋5ntaritapr豆m豆pyavi！ama≦i！taVikalpatl’（IO，AS，Bl，B2：kak早y互ntarita－）・tathahi”－  

Pram叫apadavim’（OX：Pram叫apa缶cakaql）y豆vann豆‖rohatyevahis叩叫／  

b豆dhyatet畠vadatyant叩1≦ruty豆Inyanirapek！ay互〟（90）  

注解：k加川血で導入される散文部分の複合語k水草加tadtapr云m申yavi甲ma貞i早taYikalp叫をNSは次のように解釈す  

る。「特徴を異にする二つのkak早aによって隔てられること（or秘められること）で特徴を異にされた天啓規  

定と聖伝規定においては証権性という点において等しくないものとして教示され了解された天啓規定と聖伝規  

定の選言的規定，と語分解される。（kakざ弛hy叫lvi1ak亨aP孟bh）旬nanLaritenavi1ak？ap叫na≦rutismTtyObp血m叫yen8  

vi？amatVena≦i？tayOraVagatayOb≦nJtlSm押OrVikalpaihvigrahatl・）」kak亨aをJhaは「力・能力」という意味で訳し  

ているが辞書にはそのような意味は掲載されていない。Cf．血okaYaTf放a．V5ky互dhikarapa333c－P云da：h］1yal’ak？O  

hyasambandhivyavadh畠tehkirLyate．叫′ayalaD］永aTaadloc．：pad血napadarthaistulyakak？aPi．この 3］okaYamikaの訳  

でもJhaはkak甲に「力（st代n紳）」の訳を与えている。次の91，93詩節のt山y山仏桓at云の訳も同様である。ジャ  

イナ教の認識論論書叫′ay5Ya（a17Z血′Ttiにca一畠abdaupratyak亨a－ParOk亨ayOSLl）b，a－kakFa‘申】1ak？ayat叫．という文章があ  

れそれに対してP，Balcerowiczは‖ThetwospeechelementsandindicatethatbothperCePtionandindirectcogmitionare  

00meq血わ0血g．”という訳を与えている（イタリック部分）。しかしこの訳でもk水草aの意味が判然としない。  

Piob－Balcerowicz：Jbjna坤is（emD）咤〉′it）Hfs（OTica］aJ7d CDmPamdYePe乃PeCdYe，StuttgarL2001．p．16．340（1．8）  
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92 聖伝がダルマの認識手段であることは先ずもって即自的には認められない。なぜなら（室  

伝は天啓書と）同じ枠をもつことによって選言的規定の地位に至り得るからである。（91）  

Smfterdhamapram卸atvaqlnat丘vatsvat坤i亭ya（e／  

■tulyakak早at且y豆’（Bl＝－kak亨yatay亘）yenavikalpapadav叫IVrajet〟（91）  

（聖伝は）他者に依存する証権性をもつものであるから；（ダルマの）認識手段の地位にはなく，  

天啓規定によって拒斥されたそれは再び復活することは不可能である。（92）  

Par豆dhinapram叫atvannapram如apades山it豆／  

in］tyab豆dhitamえtr豆■saulpunarnpjjivituIp’（AS：naPunarjivituIp）k苧ama〟（92）   

選言的鯛定は八つの欠陥をともなう  

93 等しい枠内に所属する（二つの規定の）選言的規定も，（どちらか一方の規定の）証権性な  

きことが想定されない場合には存在しえない。（ダルマの正しい）認識手段に対して非認識手段で  

あると想定することは二つの欠陥に与することである。（93）  

rtulyakak亭aVikalpoT（IO，AS．Bl，B2：tulyakak芋ya－）’pin亘Pr豆m叫yeTstyakalpite／  

pram叫asy云pram豆patvakalpan豆cadvido亨abh豆k／／（93）  

注解：a－Padaの複合語blyakak手aVikalpaをNSは次のように解釈を示す．tdy孟sam互n互kak亨互yayostetulyakak！e  

tayorvikalpailivigrahab，そして次のように説明している：「米（vrihi）の規定と大麦（yava）の規定は制約的規  

定であるので，他方を停止することで完結するか・ら米規定に証権性ある場合は大麦の使用が妥当とされないし，  

逆に大麦規定に証権性ある場合は米使用が妥当とされない。それゆえに相互の非証権性の想定がなければ選言  

的規定はありえない，という意味である。（NS139，24－27＝V血iyavaiistrayorniyamarthatven如yaniv叩iparyanta－  

tv瓦dvrihii5sLrapr互m畠中yeyavaprayog云nupapatteryava丘豆strapram叫yecav血iprayog豆nupapatteritareLar豆pr亘mipya－  

kalpan叫IVmivikalponayuktaityarth叫・）」  

（選言的規定の場合，どちらか一方の規定の）証権性が了解されて光り輝いている（にもかかわ  

らず）それが否定される。先ずもってこれは一つの欠陥であろう。なぜなら了解と反するからであ  

る。（94）  

Pram如a【va叩Prati叫Iyad’ujjvalatr＠1，132：uiivalaT71）tadapal1nuu汀rl／  

ekast互vadayarTld甲叫Sy云tpratitiviparyay豆t／／（94）  

同様に，無を認識手段とするもの，それが非証権性であり，たとい有るとしても無がなければ構想さ  

れえない。（95）  

【a血豆tadapram叫atv叩Iyadlabh岳vapram叫akam一（AS：－Pram叫akatvam）／  

bh豆vesaty’apyabh豆venaT（PT：athabh云vena）vinaivaparihlpyate／／（95）  

注解：この詩節についてNSは次のように導入して注釈する。「さらにまた了解されていない非証権性の想定  

がある，というのが第二の欠陥である，と説く。（NS139，30＝aPrat王tapr互m如yakalpan叩1Cadvitiyodo亭aity豆ha．）」  

「疑惑と顛倒は欠陥から生じるから，またヴェーダにおいてはそれは存在しないから（＝無であるから），証権性  

が存在しないという本質こそが非証権性であると言われるべきである。またそれにおいては証権性の認得の無  

が認識手段である，とt＆d（a－Pada）によって示されたのである。（NSユ39，31－33：Sandehaviparyayayordo？可anyatv豆d  

vedecatadabh互v岳tpram申y祉舶varapamevapramaPy叩IVaCy叩ItBSmim畠capramapyopahmbhabh豆vabpram如amiti  

tacchabdenadariit且m．）」NSの説明で詩節の意味は十分理解されると思われるが，TCは次のように説明している。  

「その証権性が非証権性であるということ，それは＜無を認識手段としている。＞すなわち証権性の知の無を認  
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歳事殴としている。＜有る場合＞，すなわち証権性の知がある時，＜無がなければ＞すなわち無という認識手段  

なしには，という意味である。（＜＞内はTV帝節の語）（TC22B．7－＄＝taSyaPram申asy卸ram申alY叩yat  

t＆dabh豆vapram云nakaJ71P頭m畠中yqj丘豆n豆bh孟VaPram如ah甲bh豆vepI豆m叫y斬孟nasah・e（？）vinaiv孟bh豆ve  

bh孟ven互bh云vapram互pamant且rerLetyarthab．）」  

それも別の欠陥であろう。なぜなら（＜証権性は非証権性なり＞ということになり）証権性とい  

う意味の逆転が生じるからである。二つの欠陥を以前に何らかの理由によって承認してからでさえ。  

（96）  

50’pisy豆daparo do鱒bpram豆申rthaviparyay互t／  

血由桓yapitaudo甲up豆ⅣarPkenapiheh】naノ／（96）  

注解：＜証権性という意味の逆転が生じるからである＞と訳したplam申如ha叫〉aけay亘りこついてTCは「認識手  

段とその対象の逆転があるから，という意味である（TC22A，8・9：Pramipaprameyayorviparyay豆dityarth坤）」とす  

る。すなわち血haをprameyaと解釈している。しかし輩者は和訳に示したような意味に解釈するのでそれには  

従わない。この詩節のCd十P討aをNSは次のように導入する。「想定された非証権性をもつ他の聖典規定にとって  

は茄権性への依存がなければその目的を遂行することは不可能であるゆえ，その目的を遂行する時に，同じその  

別の聖典規定に他の一対の欠陥があろう，と説く，a＾g叫1y云piと。（NS140，4－6：kalpit卸融和yasyaca  

畠astrintarasyapnmapyop叩VaJlaJ71YiJ）孟tadarth去nusth血豆yog孟ttadarthinusth去nakiLet且Sm血一eVa≦istrantarepa帽甲  

doざadvay叩Sy豆dityihaahgik拍車也」TCは「以上のように一対の過失を表明して，他の一対の過失を説く（TC  

22B．9：eVa甲do亭advayamabhidh豆y孟paraJ71do？advayamaha／ahg王k拘句血）」と述べてc－P五daを導入するのみ。  

しかし（米・大麦のいずれか）他方を用いる時に再び一対の欠陥が生じるであろう。（97ab）  

PrayOg血tarak豆1etupunardo亨advay叫Ibhavet／（97ab）  

無を認識手段とすることが前にこれにとって黎定されたが，今度は否定することに対して一つの  

欠陥が生じる。（97cd－98ab）  

yadabh豆YaPram豆patvarpp9rvametasyakalpitam〟（97）  

SaJTlpratyapahnuY由1aSyadosaekohij豆yate／  

注解：この爵節についてN5は次のように導入して注釈する。「いかなる（一対の欠陥が生じる）のか，と問わ  

れた場合，＜想定された非証権性の廃棄＞という欠陥を先ずもって説く，（NS140．7：b申≦amityapek叫e  

kalpit豆pr豆m如yaty象gamt邑Vadahayadabh孟vapram如atvamiti・）」d－P云daの＜これにとって（elasya）＞についてNS  

は次のように説明する。「証権性認得の無という認識手段がそれにおいてあるところのそのapmn五pah・aについ  

てそのように主張されたが，このapram叫atvaにとって，という意味である。（NS140．8－9：P血n申yopalambh論h5Y坤  

pra爪申叩ya5y豆pnm申atva5yatatla血oktametasy豆pmn叫aⅣasyety訂也叫）」  

確固とした直接知される（証権性）が前に否定されたが，それを再び生き返えらせる者にとって  

は，別の欠陥が生じるであろう。（98cd－99ab）  

pratyak？aq－dT坤ardpaLPCayatPuraS血nir叫11〟（98）  

■upaj左yeta■（OX，AS；PT，IO，Bl，B2：e？aj豆yeta）do甲’nyastad亜vaya叫PunatL／  

注解：この詩節をN5は次のように導入する。「一度否定された証権性の副次的生起が第二の欠陥である，と説  

く（NS140，9－10：nirak聾aP血n叫yopqiivanarpcadvi任yodo亨aityahapratyak亨amhi）」  

以上のように，（選言的規定の）一方の文章において四つの欠陥が示された。同じこれらの欠陥  

が第二の構想されたものにおいて付随して生じるであろう。（99d－100ab）  
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evamekatracahT云rodo亨云v豆kyepradBLr畠i叫〟（99）  

daeYaPraS如yerandvitiye’parikalpite’（OX；IO：Viprakalpite；PT，Bl，B2：lpiprakalpite；AS：aPiprakalpate？）／  

注解：TCは次のように100爵節ab－p豆daを導入して注釈する。「＜いったん確立したものを廃棄すること  

（Slhitaparity豆ga）＞＜未確立のものを承認すること（as血【おV永亘ra）＞＜いったん承認されたものを廃棄すること  

（SVik担p机ty豆ga）＞＜いったん廃棄されたものを承認すること（pantyaktasvi始m）＞というのが四つの欠陥である  

が，（それらが）第二の，文章の最初なるものとして（？）棉想されたものに対しても付随することになるであろ  

う，という意味である。（TC22B，12T23A，2＝SthltJaPanty豆B5sthitasvik5rasv叫taparity豆BaPantyaktasv□dr5iticatv豆ro  

do亨豆dvit‡yepiv永yapmLt］aL17］atqy岳parikalpiteprasajyeranniryarthab．）」＜文章の最初なるものとして＞という訳を  

与えておいたv証yapIa山皿Iatay豆という複合語は不可解。またNSは次のように注釈する。「第二の文章において  

も，いったん了解された証権性を否定することに対して，また未認得である非証権性に対して，いったん想定され  

た非証権性の廃棄に対して，いったん否定された証権性の再生に対して構想されたものにおいて，という意味であ  

る。（NS140，12－14：dvit‡yelpivakyepratitapr豆m如y豆pahnave’nupalabdhec豆pr豆m岳pyekalpitBSyaC云pr豆m申yasyaty豆Be  

nirak打aSyaCaPr云m互pyasyopajivaneprakalpitairyarthah．）」  

94 このようにして（選言的規定には）八つの欠陥があるとしても，選言的規定が依存された米  

と大麦の両文章において他の方策は存在しない。（100d－101ab）  

evame？01芋tado早01piyadvrmiyavavakyayotl〟（100）  

Vikalpaagritastatragatirany畠navidyate／  

すなわち祭式執行者（＝天啓書を聴く者）が米の規定に（基づいて祭事行為へと）活動する場合  

には，大麦の規定によって引き離され大麦の規定に（基づいて祭事行為へと）活動する場合にも米  

の規定によって引き離される。（101d－102ab）  

Vrihi≦豆strapravfttau’（Bl＝－PraVrttO）hiyava≦云streDakf苧yate〟（101）  

畠rot互tatraprav？toTpivrmi≦云stre甲kf亨yate／  

また，あたかも（美しい二人の）キンナラ女から（引き寄せられる場合）の如く＊，二つの天啓規  

定の両側から等しく引き寄せられている祭式執行者は強弱関係を見ずに，（102d－103ab）  

dv豆bhyama≦vamukhivacca≦rutibhyamabhitatlSamam〟（102）  

irotur云kf芋yam叫asyabalえbalamapafyataり／  

＊NS140，17：a孟vamuk忙bhy云叩kimnaribhy岳miYetyarthah・による。  

注解：¶＝は次のように注釈する。「いっそう甘美な音曲に抗しがたいことにより非常に混乱した状態を示す  

ためにキンナラ女の例示がある。（TC23A，3－4：madhurataran豆den豆natikramapiyatay豆vy豆ku肋h云v去tiiayapradaria－  

n由血ama占vamukh血id訂由nam．）」  

一つのものに知性を集中するために道理を考慮することなく，両者の非証権性が（相互矛盾の）  

反発力に基づいて帰結する。（103cd－104ab）  

ekasminnupasarTlhaJtu甲1buddh叫yuktyえnapa≦yat叫（B2‥buddhiyukty豆napa≦y瓦tatl）〟（103）  

ubhayorapram叫atvarTL’pratigh亘t亘tl（OX：Prati一）prasajyate／  

注解：NSは次のように注釈する。「一つの天啓規定の意味に対して知性を集中することを考慮していない祭  

式執行者に対しては両方の天啓規定に非証権性が付随するであろう，という意味である。（沌1咄什19ekas血n  

畠rutyarthebuddhimupasaphartumapaiyanta甲孟rotarampratyubhayotL≦川tyOrapr5m叫yaJTIPraSajyetetyarthah．）」TCは  

buddhiTTLをupAyarn＜手段＞と言い換えている。（TC23A，4：buddhiTTLityup岳yaLmiIyarthah・）  
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その際，証権性の可能性をもつものに対して証権性なきものであるという想定がなされるが，それ  

は他の方策がないから，それにもかかわらず承認される。（104d－105ab）  

tatrapr豆m叫yayogyasyayad apr5m豆pyakalpanam〟（104）  

tadananyagatitvenat且血豆一pyabhyupagamyate／  

しかし他の方策がある場合には，この想定は決して可能ではない。（105d）  

satigatyantaretVet且nnaivakalpanamarhati〟（105）  

95 また一つのものに所属する非証権性を排除することは不可能である。しかし（一つの規定  

の）その非証権性があるとき，両者ともに証権性がないということはない。（106）  

ekasya■c豆pram叫atvarplqo，AS；Fr，OX：V豆pram叫a亡Vam）parhartuTrLna孟akyate／  

’tadapr5m云pyam5tre’（0Ⅹ：－m豆trat）tu nadvayorapram叫at豆〟（106）  

錘：106a－P豆daをNS，TCはekasyacaと導入する。NS140．20；TC23A，6・C－P五daへの意味上の接続を考慮し  

て，a－P岳daのテキストをIO．AS写本に従って読む。Jhaには従わない。Cf・Jharstr．，p．134，14－17．NSは次のよう  

に補足する。「一つのものの非証権性にのみ基づいて方策が可能であるとき，両者の非証権性があることは妥当  

とされない，と証明されるべきことがらを補足して結合されるべし。（NS140，20－21：ek豆pr孟m如yam紬岳d  

Batisambhavenadvayorapram畠中at孟ytiktetis云dhy5h五叩IyOjyam・）」  

一つのもの，あるいは多くのものを失う人々の中で，賢者はすべてを失うことが起こるとき半分を  

捨てる，というこのことは世間の言い習わしとして成立している。（107）  

siddholokaprav豆dolyam’ek血ekavin扇in豆mr（IO：－Vin互≦an豆m）／  

SarVan豆≦esamutpannehyardhamtyaJatipap坤叫〟（107）  

また（選言的規定の）両者の意味対象を把捉しないがゆえに，これは両者の喪失である。（米と  

大麦等の）混合によってであれ祭事行為を執行する人にとっては，両者の喪失がある。なぜなら混  

合したものの天啓規定が存在しないからである。（108）  

SaC豆yamubhayorn豆≦aubhay云rth云parigrah豆t／  

mi≦rairv云yaJam豆nasyami5r叫叫Vidhyadarhn豆t〟（108）  

注解：C－p畠山についてNSは次のように注釈する。「api＜～としても＞の意味にv云という語は（用いられてい  

る）。混合によってであれ兵事行為を執行する人にとっては両天啓規定の喪失がある，と（文脈は）結び付く。  

（NS140，27－28：aPyarthev岳iabdabmi畠ralraPiy互ga甲kurv叫asyobhay坤in）tyOrn五孟aityamI亨aJlgab．）」  

96 大麦と米を規定している両方の天啓規定は制約を目的とする。また（いずれかの規定内容  

が執行対象として）確立される時，他方の（規定の作用の）停止という側面が（制約規定の）結果  

であることが意味上理解される。（109）  

niyam瓦ー山ehyubhe≦亘streyavavrihyorvidh豆tmi／  

Pr豆ptec豆nyanivTttyaTTl叫Phalamarth豆tpratiyate〟（109）  

注解：この詩節の説く実例は漸満月条などの祭式で用いる集餅（pur叫鮎a）の作成の際に原料となる米もしく  

は大麦についてである。この点をあえて注釈で述べるのは句のみである。「祭餅の原料を必要とする祭事行為  

に関説して米が制約規定されている。（Aj，22，16L17：purO¢砧ap叫idravy豆pek？aJTlyagamanGdyavrhayo  

niyamyante．）」この句の注釈に対してⅥは次のようにさらに注釈する。「V五Ⅰ七kaによって意図された制約規  

定（niyama）を説く－－purO申iaと。これが意図である。先ずもって祭事行為が実現手段を必要とすることに関説  

して，その場合に＜米によってのみ（vrihibhireva）＞と実現手段の制約規定がある。なぜなら祭事行為は（作成  
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という人間の行為によって）生起するものである（autpattika！）祭餅により実現手段の原料に対する期待が止む  

からである。このゆえに祭餅の原料を期待する祭事行為に関説して，米が制約規定される．条餅の意味上の能力  

から米と大麦が原料として含意されるから，（米・大麦両者の）混合せるもの／混合しないものが原料であるこ  

とは任意的である，と。（しかしその場合に）＜米によってのみ＞，他のものを期待する（米）によってではな  

く，と制約規定される，という意味である。（Vj13，31”14，4：VartikabhlPre叫Iniyamam互ha一一一PurO4aiaiti，ayam  

abhlPr云yab．naL畠vady畠g叩S豆dhan豆pek？am a血dya Latra vrihlbhir evetis哀dhanamyamab y岳gasyaautpathkena  

PurOda畠enas云dhanadravy哀pek？云nivrtteh・atabpurod云由prakrtidravy豆EXk？a叩y云gama鵬dyavrhayomyamyanLe．  

PurO申ias豆marthy豆dv血1yaVayObmi畠rayobamiirayo畠capr垂加Yel］5（M3；Pr叫tatven云）”k？ePat．amiir叫畠中prakTtltV叩  

p岳k？ikamiti．YrD］iT（Ml＆2：Vrhibl山）evanetar豆pek早airitiniyamyantaityarthab）」   

この第109詩節ab－p云血についてNSは次のように導入して注釈する。「［反論］＜しかし規定は一つの天啓  

聖典に基づくがゆえに（∬・11・1・16冒頭）＞というこのニヤーヤによって，すべての祭式構成要素を取りまとめ  

ている実行規定の明言によって米と大麦の達吉規定の理解が生じるから，なぜ（米と大麦の）混合規定が存在し  

ないというのか。［答論］そのニヤーヤは夫権立のものの規定の対象である先枢祭等を対象としている。しか  

し米と大麦は制約規定（niyamavi仙i）の対象であるから達吉規定は妥当とされない，という意図である。（NS  

140．2＄－32：nanuVidhis（sicL．tobecorrectedinto YLdhes）tvekairutiLv畠dityanenany云yenasar血gopas叩h叫畠  

prayogavacanenav血iyavayobsamuccay云vasamitkatharpmiiravidhera血rianamataihaniyam昌仙E，h砧．aprapta－  

vidhiBOCaraPray云j云divi亨ayOIsauny云yab，VrmiyavayostuniyamavidhiBOCaratV孟tsamuccayonayuklaity五言ayab．）」また第  

109詰節cd－P云daについてNSは次のように導入して注釈する。「［反論］連言規定である場合であっても，制  

約規定の結果としての恒常性は成就しているから，無矛盾であろう，という反論があるゆえ説くp蕗ptecaと。（そ  

の意味は次の通りである。）祭餅を含意してのみ米等が確立される時，他の素材（＝穀粒）（の誤った）使用の  

機会の不定性を停止するという目的の確定性を結果としてもつ制約規定には達吉規定が妥当とされない，という  

意図である。（NS140，32・141．1＝naJluSamuCCaye’piniyamaphalasyanilyatvasyasiddheravirodhaity五言aj血yaha  

♯pr云pteceti＊purod豆5云k軍p云devapr云pte？uVrihy云disudravy豆ntaraprasakl血mittanlyalatYa血v！ttyarthaniyatatvaphalasya  

niyamasyasamuccay豆nupapattlrity豆≦ay叫）」  

すなわち（祭餅の素材としての）米は独立したものとして供犠の実現手段であると認識される。  

また大麦も同様である。それゆえにそれらが混合することは不可能である。（110）  

Vrihayonirapek申hijfiayantey豆gas豆dhanam／  

yav豆占caivamatas te芋由Tlmi占ratv叩In豆vakalpate／／（110）  

注解：第110詰前についてNSは次のように導入して注釈する。「［反論］天啓規定された米・大麦とは異なっ  

た小麦（godh由ma）等を停止することによっても制約規定は妥当とされるから，米と大麦両者の相互停止着たる  

ことはないのではないかと疑われて説くv血ay叫と。（その意味は次の通りである。）sama州l坤pa血vidh坤  

（P申血2，1，1：＜話語に関する規則は（語と語の間の）意味上の関係（に依存して執行される）＞）と（複合語を  

構成する場合には）単語一般の規定は意味上の関係に依存するものであるから，また米等の語幹が大麦等に依存  

することになれば（関係が）阻害されたことになるから，語尾との結合関係が不可能となるがゆえに，まさしく独  

立した米と大麦において第三格（in5mmentalca5e）による作具であることの理解が生じるから，（米と大麦の）  

混合は妥当とされない，という意味である。（NS141，2－7：nanuirutavrhiyav云tiriklaBOdhBm哀dinivrtty哀pi  

nlyamOPaPatternaVrihiyavayorilaretBranlVaIttakatvamity豆iahky云ha＊Yribayaiti＋sama仙坤Padavidhiritipadamatra－  

vidhebs豆marthy去pek甲tV云dv血y畠dipratipadikasyacayav云dis云pek亨atYenaVy云ghaLipattervibhaktyanVay互yogh  

nirapek早和むnevavrihlyaV豆n叫＝申yay畠ka叫alvapralitermi≦ratvarpnayuktamitibh云v叫・）」NSがここでP申jLd2・1・1  

を援用したのは米，大麦の天啓規定が個別に存在するので，複合語YrmiyaYaを構成してそれら両者の混合素材に  

よる規定文を想定することは不可能である，というにあろう。このNSの文法学の知識を駆使した注釈に比して，  

TCは次のように素朴な注釈と言うべきである。「［反論］米・大麦とは異なる材料の排除のみにより両者に対  

する制約が可能となるから，混合があるとしても如何なる矛盾があるのか，という反論に対して説く，V血ay叫と。  
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（米・大麦の）個々に対する制約を確定する際に，他の材料を排除するように，相互排除も結果として了解されて  

あるから混合する場合にはその矛盾がある，という意味である。（TC23A．3－5：na皿uY血yav畠山kb血avyavy互－  

VTttlm瓦【repObhayaniyamasa甲bhavinJnlthatvelpikovirodhastatr左ba＊vrmayaiti＊pratyekanlyamaniIt］Papada≦互y互（叩）  

dravy由ItaraVy豆VT［tlVatParaSParaVy豆v亨ttirapiphalatven云vagaletlmi≦ratvetadvirodhaitibh云vah．）」  

もしも天啓規定されたように米によって祭事行為がなされるのでもなく，大麦によって（なされ  

るの）でもなく，それらの混合したものによって祭事行為がなされるべきであるとするならば，（米  

の規定と大麦の規定の）両者を拒斥することになるであろう。（111）  

naivavIihibhiri亨taLTISy豆dyavairnacaya山岳gruta丑1／  

mi≦rairijyetacettatrabhaved ubhayab豆dhanam〟（111）  

注解‥第111詩節についてNSは次のように導入して注釈する。「さらにまキ不可見力を目的とする場合岸  

餃の分量が知られていないことにより，主要行為には一つの従属行為規定による無期待性の理解はないから，達吉  

規定であろう。しかし米等は与えられるべきことを本性とするので（感官で把捉可能な経験的である）可見の  

事柄を目的とするから，一つの規定によって無期待性の理解があるから，達吉規定は妥当とされない，という意図  

により説くnaivaと。（その意味は次の通りである。）天啓規定された通りのものによって無期待性があるこ  

とにより占・えられるべきものであることを本性とするものとして天啓規定があるがゆえに，という意味である。  

（NS141，7－1l＝kl甲C互dT？申rthatvesatyanid負互tDP豆yaparim叫atvenapradhinasyaik論gavidhinenanair証左hk？y云prat王tetl  

SamuCCayahsyatv血y邑destupradeyapra坤1tVenadT？申rthatv豆dekavidhanenanairikihk？y豆vasateりSamuCCayOnayuktaity  

abhipr云ye申ha＊naiveti鶉yath盈≦rutairnlrapek？atay云pradeyaprakTtltVena皇Tnterityarth叫）」  

以上のように，無理解と，この（米と大麦の規定の）混合観念は等しい（ゆえに両規定の拒斥があ  

ろう）。それゆえに（混合される場合には）両方の（規定が）証権性を有しないことになるから，  

それぞれ（の規定が）証権性なきものであることが妥当とされる。（112）  

evamapratlPa［tyaivatulyal早ami菖ra臨matih／  

tenobhay豆pram申atv豆dyuktaikaik豆pramarLat互〟（112）  

注好：第112詩前についてNSは次のように導入して注釈する。「それゆえに両方の意味対象を把捉しない  

（場合に両者が拒斥される）ように，（米と大麦の）混合による供犠においても両者（規定）の（拒斥に基づく）  

消失があろう，と総括する，eVamと。（NS141，11－12：tasm豆dubhay互IthapariBTahavanmi≦ray豆geTpyubhayan互叫Sy云d  

ityupASa甲harati■evamiti＋）」Jhaは「無理解」と訳したapratipattiを「疑惑如SPicion」と訳し括弧内に次  

のように補っている。SuSpicion（血alnoneof也etwoisabletoaccⅧlplishthedesiredsacr摘ce）すなわち「（米と大  

麦の）いずれも所定の祭事行為を遂行しえないのではなかろうか，という疑惑」という意味に解している。  

（ma■strサ134）  

97 両者ともに安立しないというこのことは完全に道理に合わないことである。なぜなら安立  

が獲得される場合に安立しないことは妥当とされないからである。（113）  

seyamatyantarnany豆yy畠dvayorapy’anavasthit孟1（PT‥anaVaSthi叫）／  

avyavasth豆nayukt豆hivyavasth互yatralabhyate／／（113）  

すなわち，あらゆる場合に一つの本質をもつものであることを確定することによって，確定された  

本質を語ることができる。  

sarvatraleva’（1ack：OX）hy－ekaI豆patv互vadh豆rapenal（AS：ekardpatv豆vadh云∫aPe／na）nir6pitartipaTTIVyaVahar－  

tu叩’貞akyaml（0Ⅹ‥由血yate）／  
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それゆえに証権性をもつもの，それは常に（ダルマの）認識手段である。しかし証権性なきもの，  

それは（ダルマの）認識手段性なきものであると言われるべきである。（114）  

tenayasyapram叫atvarrLpram申叩ISarVad豆■stuLat／  

yasy豆Pitvapram豆natvamapram叫afTltaducyatam〟（114）  

しかし同じものが時として（ダルマの）認識手段であり，或る場合には（ダルマの）認識手段で  

はない，というようになればどのようにも安心がないであろう。まさにそのことが米と大麦の天啓  

規定において，絶対的に排斥されえないことに基づいて必然的に陥ったことである。  

tadevarukad互ci［pram申叩Ikad五cidapram叫amitinakatharrlCidapi■visrambh叫（FT：Vigrambhaり）sy豆ttad  

e（advrihiyavairu［yoratyan［豆parih云ryatv豆davagyam豆Patitam・  

すなわち，それによって一つの場合には証極性があり，他の場合には証権性がなくなるところの，  

伍E極性という）一つの本質をもつことに対するいかなる徴表も成立していない。（115）  

nahita［raikardpa［vec址Inamkimcidvyavasthi［am／  

yenaika［rapram叫a［varrlSy豆danyatr豆pram互叫豆〟（115）  

98 しかし天啓育と聖伝書においては明らかに安立する二つの根拠がある。それによれば天啓  

書には証権性があり，聖伝書には証権性がない。（116）  

≦rutism聾y（坤PunatlSP呵叩IVyaVaSul豆kiranadvayam／  

yenairutetlPram叫atvar？’sy豆tsm？e吉c豆pram叫at豆’（OX：S叫te≦c豆pyapram叫a【孟？）〟（116）  

注解：この116時節に対するN5は存在しない。TCは次のように述べる。「天啓書は永遠であることにより  

独立的に証権性あることの定まりがあるがゆえに，他方聖伝書は永遠的なものではないので他のものた依存する  

ことにより自らの本質によって証権性なきものであることの定まりがある，という意味である。（TC24A．ユー3：  

畠mterhlnityatay豆svatant∫yepaPram申arvaniyam豆（t）sJn？eStVanilyatay云p互ratantTyepaSVaZGpe煎p四m如alvaniyamaiti．）」  

＜天啓書ヴェーダは永遠である＞というのはミーマンサー学派の教条であるが，それゆえに独立的に証権性が  

ある，という主張とは通常結びつきにくい。むしろヴェーダの非人為性の主張から無誤謬性を主張し，それゆえ  

に証権性があると主張するのが一般的である。＜無誤謬であるから独立的に証権性あり＞という理由の方がま  

だ理解しやすいであろう。もっとも＜永遠である＞と訳したnityaの意味自体も問題である。  

その限り両者は自らの本質によって証権性と非証権性とがある。それ（自らの本質）に基づい  

て，（両者の）非証権性と証権性は他のものに依存することによって存在する。（117）  

SV血ipepatayost豆va【pram如a【v左pram叫a【e／  

tato’ny豆pek芋ay豆sy豆t豆m－apr豆m叫yapram豆叫el（IO：aPram＊ya一）〟（117）  

注解：117詩節は，天啓規定が証権性なきものとなる場合，また聖伝規定が証権性あるものとなる場合があり  

得るが，それらの事態は「他のものに依存する」という趣旨を説いている。l朗0を＜それ（自らの本質）に基づ  

いて＞と訳したのはNSに従う。TCは次のように注釈する。「天啓書にとっては他のものに依存することによっ  

て，（すなわち）等力（の規定）を妨げる証権性の存在によって非証権性があることになるのは添性的であり，聖  

伝書にとっては他のものに依存することによって，（すなわち）根拠たる（天啓規定という）証権性に依存する  
ことによって証権性があることになるのは添性的である，と弁別される。（TC24A．4－6‥孟mterany去pek？ay亘  

【ulyabalapanpan血pram血as云mmdhyen豆prim叫yamaup去血止叩S叩1erany豆匹k亨ay五m山aprむn豆p孟匹桓ay瓦  

Pram申alaup互助i道心vivek叫・）」  

自らの本質に拠り所をもつ性質が確立されているものは，力をもった他の原因と対立するものと  
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なる。しかし天啓劃こよって生じた載念に対して，聖伝書から生じたものが拒斥者となることはない。  

yoyasyasvaruPaSrayOdhamlatIPr互ptatlSabalavat豆k豆ran豆ntarepavlparyay叩一pratipadyate．naca  

lh［ilanitapratyayasya’（OX：≦mtipratyayasya）’sm拘anito■（OX：Srutijanito）badhakatvarppratipadyate．  

注舞：NSは次のようにこの散文を導入し注釈している。「いかにしてこれら両者の安立の原因はあるのか，と  

疑われて説くyoyasyチと。また天啓規定の自らの本質である証権性を本質とする性質にとっては，有力な他の原  

因である拒斥者はないょ説くnacaと。それゆえに聖伝の自らの本質の拠り所である非証権性を本質とする  

性質にとっては戯拠たる天啓規定の推量という拒斥者は直接的天啓規定と矛盾するならば存在しない，というよ  

うに意味上述べられているのである。（NS141，23・27＝kathamanayorvyavasth祉arapatvamity豆由比y豆ha＊yo  

yasyeti＊naca貞mtehsvar凸p五言rayasyapTamapyaruPaSyadhamasyabalavatkaran亘ntaramb云dhakaJDmdlairutyanumむl叫I  

Pratyaksa占rutivirodh豆nn畠stityaTth豆duktambhavati．）」  

聖伝に基づくものを天啓書に基づくものが拒斥するものであることは（天啓書が）有力であるこ  

とにより理解される。このことは前に直接知覚および推理において確定された。（118）  

Sm5TtaSyab豆dhakatl≦rauto balavattv互tpratiyate／  

Pratyak亨eC豆numむ1eCaPr豆getad vyavadh亘ritam〟（118）  

注鰯：NSは次のように118abを導入し注釈している。「しかし他のものに依存する聖伝の証権性に対しては  

天啓規定のみが拒斥着である，と説く5m加asyaと。それゆえに天啓規定にとっての他のものに依存する非証権  

性という性質に対してiま原因の無のみが拒斥着である，というこのことが意味上述べられている。（NS141，  

27－30：any云pek亨aSyatuS叩叫pr5m叫yarupasya貞mtirevab豆dhikastityaha＊sm云rt且Syeti＊latajcaまmterany云pek？aSy云－  

Sy畠pr良m叫yarBpasyadhamasyak豆rap云bh豆vaevab豆dhakorstityetadapyaTth云dukTambhavati．）」  ＜原因の無  

（k云rap五bh五va）＞という複合語によってNSが何を意図したのかは不可解である。また118cdをNSは次の  

ように導入するのみで注釈していない。「どうして天啓書に基づく理解は聖伝に基づく理解よりも力をもつも  

のなのか，と疑われて説くpratyak？eCaと。（NS14l，30－31：ka山arpirautapratyayasyasm云rtBPratyay盈dbalavattvamity  

云iahky去ha＊pratyak亭eCeti＊）」句は次のように注釈している。「例えば聖伝に基づく観念に対し七は天啓書に基  

づくものが拒斥者となる，ということが直接知覚と推量の対象において確定されたように，それによって推量に対  

しては直接知覚が拒斥者となる論理と同じ論理がここにもある，と（いう意味である）。（句23，3－6：ya舶  

sm云TtaSyaPratyayaSyairatJtOb云dhakobhava（iiti（Ms・BORl）Latpmtyak草加um云navi？aye－vadh豆ritarpyena  

ny畠yen云num豆nasyapa＝aSaPara（Ms・BORI）pratyak？amb豆dhakaJTISaeVany云yolbTetiL）」この4jiEi注に対して1㊥再は  

次のような長大な注釈を施している。前提となる認識論が明らかではないので不明瞭な箇所があるが試訳を示  

しておく。「［反論］直接知覚は推量に対する拒斥着である，とうこのことのみを我々は考慮するのではない。  

炎等に堅固さを把達する直接知覚に対しては推量による拒斥を経験するからである。［答論］そうではない。  

その場合でも推量による直接知覚の拒斥は成立しないからである。なぜなら相互依存におちいるからである。  

すなわち，近接していないものを対象とする推量は，（感官の）欠陥の疑惑がない直接知覚に対する対立者とは  

なりえないから連接知覚が拒斥されたときに推量が生起する。また推量が生起したときに直接知覚の拒斥があ  

るという相互依存がある。また（血0血γ加血のⅤロ址豆ragTantha verse25において）述べられた。   

＜類観念が生起したときに，つづいてそれがありえないゆえに論理によって拒斥されるとき，そのような場合に  

は相互性が明白である＞と。   

ではいかにして炎等に射し推量による区別（個別相のことか？）の決知があるのか。原因の欠陥の疑惑によっ  

て，直接知覚にとっては無区別（他の写本：＜区別＞）の決定に対して働かないから，と我々は主張する。なぜな  

らその場合には欠陥の疑惑を払拭した上で仮説された灯火において，まさしく区別あるとき，それへの精査を欠く  

者には無区別の観念が見られるから，同→たることの迷乱を生むこと可能な過失が灯火にはあると決知される。  

またその場合類似性の相があり、それから直接知覚による決定された区別を有しない灯火に対してさえも，それ  

自体性への考察により作られた欠陥の疑惑が存在するから，直接知覚は無区別決定に対する能力がないから，推量  

（の生起）は妨げることができないであろう。それゆえに推量による区別の決定は妥当とされない。  
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これにより身体はアートマンであるという直接知覚と矛盾する推量が説明されたことになる。なぜならその  

場合にも身体はアートマンであるという迷乱に因む特殊な関係が生じるからである。すなわちもろもろの火が  

個々のもの（としての火）においてある（場合のように）無区別の錯誤に因む特殊な関係が異なる（他の写本：  

異ならない）二つのものの間に見られる。それゆえに疑われている欠陥を原因とすることによって，決定知に対  

して働きのない直接知覚に対する，推量による拒斥されるべきことという錯裂があなた方にとってある。しかし  

欠陥の存在が疑われていない直接知覚にとっては，推量もしくは聖典がいついかなる時でも拒斥着であることは  

ない。それゆえ通則的に虐接知覚との矛盾があるときには推量等は拒斥されるべきものである，ということが成  

立した。またその場合に，ある定則によって他に依存しないこと，もしくは根拠であることにより推量にとって  

直接知覚が拒斥者となるその同じ定則がここにも存在する，と（いうのが句の意味である）。（Ⅵ15，2－31：  

nanupratya桓am（M2＆3）anum豆nasyab畠dhakamityetadevanamT亨y云mal1ejYa）5dfbhjbsEt）血γaB坤at）（Ml＆2：  

jv互1互disthauryaBr弘一atl）pratyak早aSyaiv互Inumanenab岳dhadarian云t／naitadevarptatr五■pyanuminena  

PTatyak亨ab云dh豆siddheb／itaretar云irayaprasahBat／nahyas叩nik揮aVi亨ayamanumむ1aman五言ahkitado亨e（Ml＆2：  

－do！a－）pratyak？eParlPanthinibhavitumarhatiatob云dhitepratyak亨e’num互nodayab／t）ditec去’num互nepratyak亨aSyab豆dha  

ityit且ret且ragrayam／t］ktam ca（M3：1ack）．  

jaty畠dl？uyad占（M3：y亘）j云t云buddhihpaic5dasaIpbhavat／  

DaiyaEebuddhisEaLTaYyak（am（M3：n云≦yateyuktibhlStatra）anyonyasazTl孟rayam〟  

iti／katham tarhijv豆1云d云V anum畠nena bhed云vas云yah k血叩ado？ai且址qy5（Ml＆2：k互rapado亨a≦ahkay云）pTatyak？aSya  

abhedaniicayaJl］（Ml：bhedan1≦cayazTl）pratyud云sinatv云ditibTli17］坤（Ml＝bh豆vatl）／astihitatrad甲  

niTV如yirppiEe？u（M3：do申≦ahkanirvy畠pite？udipe？u）satyevabhede d政？u（M3：lack）tadanusaLndh血arahitasy云  

’bhedapratyayadar≦an畠dekatvabhr云nLi）ananayoByado？Odipaityadhyavasiyate／asticasatatras豆d串yardpabtaIajca  

Pratyak早e申’ni≦citabhede亨VaPidipe！utatSVabh云VaPa血nar由k申do亨云孟aiLk云’stihpratyakざamabhedani岳cayaJTIPraty  

a5ama正hatv云danumanampratjroddhurpna≦aknuy云t／laEo（Ml＆2：kuto）anumaLWa（Ml：1ack）bhedavasayom豆  

nupapannatl／etenadeh云tmapratyak？aViruddhamanumanamVy互khy云tam／tatr云1pidehatmabhrama山mittasya  

SamSargaViie甲SyaSarTlbhav云d／d揮OhisaEPSargaViie亨0’bhlnnayOr（M】＆2：bhimayor）abhedabhJWanirnz（（0（M3：  

abhedanlmitte）．gnayabpip4云dauten貞一’≦ahkyam豆nado？ak孟rapatay云hj（M3：1ack）niicay叩Ipratyudisinasyapratyak亨aSy云  

num云nab岳dhya（YabhTaJ7］0（Ml：－b云dhyabhram0）bhavaほ叩natVan瓦≦aiLkltado芋aSyaPI叫ak早aSy云’num云nam岳BamOV豆  

kad云cidapib5dhaka（M3‥b云dhak豆）itisthitametadutsaTBatatlpratyak？aVirodhes吋anum岳n云derb哀dhyatvamLti／tatraca  

yenany互yen孟1ny哀napek？atVenami1atvenaY5（M3：C孟）’numinasyapratyak亨arnb豆dhakarTISaeVany岳yo’treti／D」  

99 （手段の目的に対する従属関係を規定する関係規定（Viniyogavidhi）において）＜天啓書の明  

言（占mti）＞と＜語の意味（1玩ga）＞が，近接せる対象と遠離せる対象に対して強弱関係の安立したもの  

として認められているように，この間題の場合も天啓規定と聖伝規定とはまったく同様の仕方で存 

在する。（119）  

貞rutiliTlgeyath豆ce？teVyaVaS山i［abal豆bale／  

S叩mikf押V呵咋血etathaiveha5rutism？i〟（119）  

注解：NSは次のように119詩節を導入するがそれ以上の説明はない。「天啓規定と聖伝規定は（それぞれ）  

近接した意味対象と遠離した意味対象をもつことからも，強弱関係の安立が理解される，と説く≦mt山刀geと。  

（NS14l，31－32：SannikT亨申Viprakr亨tarthatv云dapihJtismTtyOrbal云balavyavasth云Pratiyataityiha＊≦rtJtilihBeti＊）」  

119詰節は関係規定（Vmiyogavid山）の補助をなす六つの認識手段の強弱関係を定めるスートラ∬・3・3・14：  

irutiTlihga－Vakya－PrakaJaPa，Sthana－Sam祉hyan叫SamaV云yeparadaurbalyamarthaviprakar呵・に基づいた主張である。  

Jhaは∬．3．3．1を指示するが不適（Jha■sけ．、P．135）これら六つの認識手段については北川秀則．Anhas叩訂正は和訳  

解説2，P．76．名古屋大学文学部研究論集二十周年論集1968▲12を参照のこと。  

聖伝規定によって知が得られる限り，天啓規定によって正しく認識される。また一つの性質をも  

つものが矛盾した性質を受容することはない。（120）  
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Sm担′えpratiyatey豆vacchruty互tavatpramiyate／  

V血ddhadhamat丘mekonaca－dharmil（PT：dha皿ab）praticchati〟（120）  

注娯‥120abTP孟daについてNSは次のように導入して注釈する。「［反副天啓規定に基づく知に対して，まっ  

たく同時に聖伝規定に基づく知が生じるから，どうして近接と遠離があるというのか，と疑われて説くsm押ぇと。  

（その意味は次の通りである。）その場合，聖伝規定によって知一般が作られるのであって，天啓規定（によって）  

の如く正知が（作られるの）ではない，という意味である。（NS141．32－142．1：nanu≦rautBLPratyayaSyaSamak乱am  

evasmirtapratyayoday云tkatha叩Sannikar？aViprakaI申Vity豆≦血ky互ha■sm声yeti＋prati血一atra甲STnTty孟tBLd豆kdyatena  

孟mtivatpramitirityarthah．）」続いてNSには次のようにある。「時としてその場合逆のテキストの読みがある。  

（NS142，l：kvacidviparitBLP叫astatra）」この文章の意味はNSの注釈均504，12－13によれば．pramiyateとpratiyate  

が入れ替わった写本のテキストがある，すなわちsrnTty孟pmmiyatey孟vat≦mty五t豆vatpratiyate というテキストがあ  

るという意味である。そしてNSは次のように説明する。「Pramiyate＜正しく認識される＞とは，動作の意味に  

おける1止血aである。聖伝によって天啓規定を推量することを介して（聖伝が）認識手段とされて生じ得る前  

に，天啓規定によって問題対象は理解される，という意味である。（NS142，1－3：pramiyataitibh岳velak云rab．y豆vat  

Sm？y五≦rutyanumむIenaPram云申bh丘yatebhavitum孟rabhyateIaVaeChruty豆rthaevapratiyataityarthah．）」またNSは  

cd－P哀血を次のように導入して注釈する。「［反論］意味を識別するために転じた聖伝は，たとい後からであっ  

ても先ずは意味の識別を遂行するであろうから，なぜ（天啓規定と対となる）選言的規定ではないのかと疑われ  

て例外を成就するために，知欲を欠くことによって，対象が一つの認識手段によって識別されたとき，先に述べら  

れた他の認識手段が働かないことを選言的規定の否定を目的として想起させるvmlddbaと。（NS142，3－7‥na皿Y  

a山Iaparicched豆yapravTttaSrnrtltlpa呈cidapil岳vadarthaparicchedamkari亨yatitikimitiYikalponasy岳dity  

岳由血ky哀pav岳dasiddhyarthaqljり元豆s云virahepaikapram申a－panCChlnJlelrthepTamaPhtar5pTaY？tipp由rvoktameva  

Yikalpanir5s豆rtharpsm豆rayati＋virl］ddheti＊）」  

100 また問題対象が速やかなものによって捉えられる時，遅く到来してくるものに方策は存在  

しない。馬によってすでに除去されたものを誰がいったいロバで獲得できようか。（121）  

naca軸hrahrtelrthelsticir豆d豆gacchatoga叫／  

a≦vair’apahrta叩T（OX‥uP叫叩1）kohigardabhaitlPraPtumarhati／／（121）  

注幾：121abについてNSは次のように導入して注釈する。「認識対象への欲求を否定することによって認  

識主体による欲求がこのように否定されたが，（そのように否定された欲求が）しかるべき本質をもつものとし  

て識別されたものに対してもゆっくりと働くことはない。ましてや反対のものとして識別されたものに対して  

（働くことはない）と説く，naCaと。（NS142，7－9：Pramey互k岳hk亭云nir5kar叩enapram豆tr岳祉豆hk？aiva甲njr5kft去  

t畠dIやPyaparicchinnelrthe－pimanthararpnapravartateklmutaVaiparityaparicchirlIlaityiha軸aceti＊）」  

聖伝によって問題対象を反省して，それを対象とする天啓規定を推量すべく活動する限り，その間  

毘対象は他のものから理解されている。（122）  

Sm印y豆carth叩1ParamfSyay豆vattadvi早ay叫1≦mtim／  

anum如叩praVar［etativatso’rtho’nyatogat叫／／（122）  

注解：122abについてNSは次のように導入して注釈する。「［反論］天啓書の意味を識別する時点とい聖  

伝によって意味が識別されないとしても，天啓書が先ずもって（聖伝から）推量されるが，そののちには推量され  

た天啓規定は直接存在するもの（である天啓規定）と無区別であるゆえに，なぜ選言的規定とはならないのか，と  

疑われて説く吾一叩y岳Caと。聖伝に基づく意味の反省のみがその場合生起するのであって，天啓規定の推量があ  

るのではない，という意味である。（NS142，9－12：namin）tyarthaparicchedak亘1eyadyapis叫y5rthonapancchldyate  

tath豆pi≦rutistivadammiyatetata5c豆numiほy豆tl孟rutetlpratyak？ay豆sahゑYiie申Iklmitivikalponasy互dity岳iahky互ha  

＊smTty哀ceti＋smart豆rthapar互mar≦am弛叫ItBLdoIpadyateJlairutyanum岳namityarth卸）」  
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何がなされるべきか，というこれ（なる疑問）を行為者が抱く限り認識手段が働く。すでに認識  

されてしまえばそれは生じない。（123）  

kiqlkartavyam’itidam’（OX：id血irTl）cakady互vad’apek？ate’（OX：aPek亨yate）／  

Pram豆n叩一kramatetavatpramitetannaj豆yate／／（123）  

注解：寺前123についてNSは次のように導入するのみで説明していない。「［反論］たとい問題対象が他  

のものから識別されたとしても，知欲が存在する場合でも，それ自体の能力を想起することによってであっても後  

から成就されるであろう，と（いう反論に対し）て説くkirpkartavyamと。（NS142，13－14：nanVanyataParicchinno  

pyarthosaty云mapijij油云yazTISVaS豆marthyasmItyapipaic豆tsetsyate■taihakirTlkartavyamiti．）」  

101 もし天啓規定と聖伝規定とが問題対象に対して同時に認識手段として働くならば，（両者  

にとってその）区別が把捉されないから，等力であろう。（124）  

yugapatpramimiy豆t豆甲yadic5Ah叩Ihtismfti／  

agThitavi≦e？atV豆tsy豆tarTltulyabaletatatL／／（124）  

注解：詩節124についてNSは次のように導入するのみで説明していない。「またもし以上の如くであると  

すれば，近接・遠離の区別は存在しないから，強弱関係の安立はないであろう，と説く，yugapadと。（NS142，14－  

16：yadicaivamabhavi？yatta叫Sarmikar早aViprakar亨aViie早abh云v云dbal云balavyavasth云n云bhavi亨yadityaha＊yugapaditi＊）」  

或いは天啓規定から問題対象が直接に理解される時，同じその瞬間にそれ自体の根拠である天啓  

規定を聖伝規定は想定せしめる。（125）  

yadv互y云vac chruterarthahs証s豆devapratiyate／  

tasminnevak芋aPemGlarpkalpayetsvarTISm‡叫≦mtim〟（125）  

注解：詩節125についてNSは次のように導入して注釈する。「またもしも天啓規定の意味の弁別と同時に  

聖伝によってそれ自体の根拠である聖伝が推量されるとすれば，意味の懸隔があるとしても天啓規定の支持があ  

るがゆえに強弱関係の安立がないであろうんかしそのことはない，と説くyadv互と。同じその瞬間に根拠をもし  

も想定せしめうるならば，というように yadiという語が補足されるべきである。或いはyadv云という（語句の）  

yalという話そのものがya山という語の意味に解釈されるべきである。しかし聖伝によって対象が把捉された  

としても，他の根拠否定の道理を考察することへの依存があるから，遅くなって天啓規定の想定がある，というよ  

うにtuという語を補足することによって解釈されるべきである。（NS142．16－22：yadica  

畠nJtyarthaparicchedasamak豆1amevasr町tyaSVam由1叩1SmTtiranumiyetatalo■rthaviprakar？eTpl畠rutyaV呵ambh云t  

bal豆balavyavasth孟nasyannatvetadastity豆ha＊yadveti♯tasminnevaksapemdl叫Iyadikalpayeditiyadigabdo  

’dhy豆hiry坤tadvetivayacchabdaevayadiiabdirthevyakhyeyabyatastusr町ty五gThite’pyaTthemGl五ntara，  

ni！edhayuktipary豆locan互pek？atV豆ccirepa畠rutikalpanetitu≦abd互dhy五h如叩aVy互khyey叫・）」  

その場合には，問題対象が遠離していても，天啓規定と聖伝規定にとって認識手段という点での等  

しさが生じるであろう。問題対象と天啓規定を（天啓規定と聖伝規定がそれぞれ）把捉せしめるこ  

とに基づいて。（126）  

tatorIthaviprakar亨e’pipram叫atvenatulyat五／  

bhavedevalhtismftyOrl（IO：SmTti5mtyor）’ar山a≦mtiparigrah云tr（PT：ar山aり≦rutiparigrahat）〟（126）  

注解：NSは詩節126に対する注釈を欠く。d－P云daのartha≦rutlpangrah五tという読みは五写本とも一致する。  

TC注釈も諸写本に一致し次のように注釈している。「arthairutlParigrah云dと（いう複合語の意味は次の通りで  

ある）。天啓書によって問題対象を把捉することに基づいて，聖伝によって天啓書を把捉することに基づいて，という弁  

方lがなされる。（TC24B．3－4：arthairutlParigrah五diti≦ruty五rthaparigrah五tsrnTty五≦rutiparigrah五ditivivekab）」Jhaはこ  

の詩節の訳に10行を要しているが，要旨は写本の読みと一致しているので几aもタントラヴアールッテイカの  
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写本を見ているのであろうか（seeJha－slr．，136，21－30）。  

聖伝規定によって（問題対象が）すでに把捉された場合でも，（聖伝規定の根拠として）確固た  

るものとしての天啓規定の想定はゆっくり生じるのであるから，（天啓規定の想定が完了する前に）  

それ（聖伝規定）は拠り所をもたないものとなって拒斥されるであろう。（127）  

ya叫Smfty豆gThiterpicirepa5mtikalpan豆／  

j亘yatek！ptay豆tasm亘ts互b豆dhyet豆prati沖it豆〟（127）  

注解：N5は詩節127に対する注釈を欠く。TCは次のように注釈する。「両者における文脈結合関係を説く，  

ya叫と。これにより，天啓書の意味対象把墟がある場合には盈伝による天啓書の想定がある，というこのことが  

否定された。（TC24B．4：ubhayatranvayamiha／yatahiti／anena≦nJtyarthaBrahapada占畠y叫1SrnTty云≦rutikalpanamity  

etannimst∬n）」  

（天啓書という）根拠に依存しない聖伝は聖伝であるがゆえに廃棄される。さらに根拠を欠いて  

いながらそれを期待するもの（たる聖伝で天啓書と矛盾するもの）は天啓規定によって拒斥される。  

（128）  

Smftir（Fr‥Smfti－）mtil豆napek亨豆hi5m聾itv豆devahiyate／  

tadapek亨豆punabhty豆b豆dhyate而iavaqitま〟（128）  

注解：NSは128ab－P畠daを次のように導入している。「［反論］天啓規定の推量が不可能である場合でも，い  

わば独立の聖伝が成立するであろうから，選言的規定は排除できないのではないか，という反論に対して説く  

sm［tlrと。（N5142．22－23：nanu畠rutyanumin互saJTlbhaveTpisvatantrevasrn坤pTati吋血yatitivikalpo’parih五ryaity  

岳畠a址y孟ha＊s叩血iti＊）」   

さらにN5はcd－p岳血を次のように導入して注釈している。「それゆえ天啓規定と聖伝とが同一相の場合には  

安立せる徴表がある，と要約する，也血pek早云と。Iatajcaというこの意味にpun血という語は（用いられて）ある。  

（NS142，24－25：atO’stiinJtlSm聾yoreka畑patvevyavasthit叩CihnamityupaLSa叫Iarati＊tadapek亨eLi＋tata≦cetyasminn  

arthepuna鱒abdah．）」TCは次のようにa－P岳daを導入する。「今度は（天啓規定と聖伝規定の）同時的証権性付  

与着であることを否定するために説く，S叩山と。同時的証権性付与着である場合には盈伝には根拠への無依存  

があるであろうが，それは（聖伝）自体の本質と矛盾するからありえないことである。それゆえに同時的証権性  

付与着であることはない，という意味である。（TC24B．5－6：yuBaPatPramipakatvamidanipnilikartumaha．smftir  

iti．yugapatpr互pakatvesrnfterm正1互napek亨at点sy豆ts孟casvarBpavirodh互dev豆sa甲bhaviniti（？）nayuBapa工Pram豆pakatva－  

siddhiritibh互v叫）」  

これが先ずは選言的規定の地位に到達していない聖伝規定の一つの拒斥法である。  

Ie芋al（OX：eV叩1）tavadvikalpapadaman豆叫h亘y豆evasm？erekob豆dhaprakiratl・  

注解：NSはこの文章について次のように述べている。「以上の如く選言的規定は八つの欠陥をもつものであ  

るから，先ずもって容易に承認されるべきものではないと前半を解釈した上で，さらにどちらか一方が証権性なき  

ものであるとすれば諸聖伝規定が容易に否定されるべきものである，というように後半をこれから解釈を示しつ  

つ弁別するた桝こ前半で述べられた拒斥法を要約するe甲t岳vadと。（N5142，25－2S：eV叩Viblpasy云鱒d甲atV如  

mt云vatsvabhyupeyatetl（Printedtext：SV五bhyupeyateti）p缶rv岳rddhapvyakhy五yap互k？ikec岳pram叫atves叫ay坤  

sunirakar孟ityuttar岳rddh叩1Vy互khy云5yanVivek豆rtha・TIPGrvirddhokt叩（printedtext＝P丘rv豆ddhoktap）b互dhaprak岳ram  

upa5a叫肌h＊e田t豆Vadili＊・）」  

（平成15年度文部科学省科学研究費基盤研究（C）による研究成果の一部）  
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