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はじめに　　ディグナーガは唯識の立場と同様，経量部の立場においても自己
認識を「（認識手段の）結果」として立てるのか．否というのが片岡［2009］の主
張であり，それは本論考でも変わらない．これにたいして従来の解釈は，ダルマ
キールティのディグナーガ解釈に影響され，自己認識を「結果」として立てる見
解を，外界実在を認める経量部にも帰属させてきた．そのような解釈はダルマキー
ルティ以降のものであり，その契機としてクマーリラによるディグナーガ批判が
考えられるというのが片岡［2010］の描く思想史の流れである．片岡［2009］に
たいしては Kellner［2010］による批判が既にある．本稿では，志向型と自己再
帰型の二つの自己認識モデルという Kellner［2010］の用いる分析ツールを用い
ながらディグナーガの記述を再検討し，筆者の従前の主張が支持されることを示
したい．
PS Ⅰ 11 における証明　　PS（V）Ⅰ 11 においてディグナーガは，認識が二つの
形（現れ）を持つこと（dvairUpya，二面性）および，認識が自己認識されること
（svasaMvedyatA）という二つを証明する．有形象認識論において，認識 1 は，対象
の現れを持つと同時に，自らの現れをも持つ．

色　　←　　認識 1

このモデルは，「相分を見分が捉える」という意味で「認識が認識自体を認識
する」という唯識の「志向型」の自己認識モデルと全同である．しかし，Kellner

［2010： 216］も指摘するように，この二面性は唯識にも経量部にも通じるモデル
である．経量部の場合は，対象の形象が認識の中に入り込む．したがって，内的
形象の外に外界対象を立てることでモデルの全体が完成する．このように認識の
二面性を認めることで，先行認識を対象とする後続認識の内容量の差分の説明も
つくことになる．それが PS（V）Ⅰ 11abの議論である．（「色を見ているなぁ」という）
先行認識と（「色を見ていたと知っている」という）後続認識の内容量の差（増加分）
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を説明するためには，認識の中に〈対象の現れ〉と〈自らの現れ〉という二面性
を認めざるを得ない．

色　　←　　認識 1 ←　　認識 2

逆に無形象認識論のように二面性を認めないならば，認識 1 の内容も認識 2 の
内容も全く同じ（「色だ」というもの）になってしまおう．差がなくなってしまう
のである．また，目の前にない遠い対象を思い起こすことができるのも，認識の
中に保存された内的形象を認めることで説明がつく．内的形象を認めないならば，
昔の対象のイメージが思い浮かぶことはありえないはずだからである．以上は
ディグナーガによる二面性の証明である（Kellner［2010： 209–212］）．続く PS Ⅰ 

11cdで念頭に置かれるモデルも同様である．「対象に対してと同様に，認識に対
しても想起が生じる」（PSV 5，2–3）というディグナーガの言明から分かるように，
想起によって思い起こされる認識内容の分析から，認識の二面性が証明される．
この証明自体は，上の「目の前にない遠く離れた対象」を思い起こす議論とモデ
ル自体は同じである．しかし，この想起を用いた論証では，自己認識も証明され
る．二つの新得経験（色の新得経験と，認識の新得経験すなわち自己認識）の存在し
たことが想起から推論されるのである．

色 ← 新得経験
↑
想起

色の新得経験（←）があるが故に色の想起（ ）が可能となる．同様に，認識
の自己認識（新得経験）があった（ ）が故に，認識を対象とする想起（↑）が可
能となる．自己認識がなければ，認識を想起することはできないはずである
（Kellner［2010： 213，227］）．以上，PS Ⅰ 11 の議論から分かるように，ディグナー
ガにおいては，志向型（intentional self-awareness）と自己回帰型（reflexive self-awareness）

の二つの自己認識が，二面性と自己認識の証明として議論されている．
自己認識と二面性　　自己回帰型の自己認識モデルとは「認識が認識それ自体
を認識する」というモデルである．例えば「対象を認識する」時の「認識する」
への自覚である．欲・楽等は自覚が明らかな認識の例である．
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認識

志向型の自己認識モデルでは認識内部が二つに分かれる．

対象の現れ　　←　　自らの現れ

経量部においても唯識においても，認識は，自らの現れと対象の現れという二
つの形を持つ．認識内に二面性が存在する．自らの現れが対象の現れを捉えると
いうのが真の姿である．「認識する」の自覚が「自己回帰型」であるとすれば，
対象像（認識）を認識する自己認識は「志向型」である．認識は，認識内の対象
の現れを志向する．
 自己認識 1（自己回帰型）： 「対象を認識する」時などの「認識する」の自覚
 自己認識 2（志向型）： 対象像（認識）を認識する（＝相分を見分が捉える）
唯識における二面性と自己認識　　PSV ad Ⅰ 9aにおいてディグナーガは，「二
つの現れを持つその［認識］の自己認識が結果である」と唯識のモデルを記述す
る．既に注意したように，ディグナーガは，このようなモデルを認識が「二つの
形を持つこと」（dvairUpya），すなわち，認識の二面性として扱う．相分は PSV ad 

Ⅰ 9bにおいて「対象を伴った認識」（saviSayaM jJAnam）と呼ばれる．いっぽう見
分は PS Ⅰ 10 において「把握主体の形象」（grAhakAkAra）と呼ばれる．認識の働き
は認識内部で完結しており，結果として，「自己認識に従って対象を望ましいも
のとして，あるいは，望ましくないものとして，理解する」ことになる．同じ物
であっても，人によって望ましいと判断（確定，niZcaya）されたり望ましくない
と判断されたりする．唯識の二面性モデルによれば対象の判断は主観的である．

対象を伴った認識　　←　　把握主体の形象

経量部における自己認識　　経量部の場合，外界対象が実在することを認め
る．したがって，自己認識モデルは，認識が（色等の）外界対象を捉えると同時に，
認識それ自体も捉えるというモデルとなる．認識には二つの働きがあることになる．

色 ← 認識

例えば或る対象についての分別（vikalpa，kalpanA）は，通常は正しい知覚（pratyakSa）
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とは看做されない．しかし，ディグナーガによれば，分別すらも，対象に対して
ではなく，分別という認識それ自体に対しては，自己認識という点で正しい知覚
である（PS（V） 3, 12–14）．分別認識は対象については「分別する」が，分別認識
それ自体に対しては分別していないので知覚と認められる．ここでは，認識に二
つの働きが認められる．対象を捉える働きと，認識それ自体を捉える働きである．
後者の働きが「自己認識」と呼ばれるものである．対象認識の場合，色を認識が
捉える．同時に認識は認識それ自体をも捉える．この認識が認識それ自体を捉え
る働きが自己認識である．
経量部における二面性　　外界実在を認める経量部においても，実際に認識
が直接に対象とするのは，認識内に入り込んだ対象の現れ（内的形象）である．
経量部の場合は，ここに内的形象に相似した外界対象の形象を加えればよい．
PSV ad Ⅰ 9dでディグナーガが言うように「対象の形象が認識に入り込む」（arthAkAro 

jJAne sanniviZate）．したがって，入り込んだその通りの姿で（yathA yathA ... 

tattadrUpaH），その対象が正しく認識されることになる．

対象の形象　　≈　　 対象の現れ　　←　　自らの現れ

唯識の二面性モデルにおいては，同一の対象が自己認識に従って
（svasaMvedanAnurUpam）「望ましい」「望ましくない」と判断（niZcaya）される．いっ
ぽう経量部の二面性モデルにおいては，対象は外界対象の通りに（相似して）正
しく認識される（pramIyate）．白（Zubhra）として認識内に入り込んだものは，外界
の通りに白色として認識される．認識は客観的である．PS（V） Ⅰ 9bと PS（V） Ⅰ 9d
とを比較した時，ディグナーガが「自己認識に従って」（svasaMvedanAnurUpam）に
替えて「その通りの形で」（yathA yathA ... tattadrUpaH）という表現を用いていること，
また，「対象の確定」（arthaniZcaya）に替えて「正しく認識される」（mIyate, pramIyate）

という表現を用いていること，さらに，「望ましいものとして，あるいは，望ま
しくないものとして理解する」（pratipadyata iSTam aniSTaM vA）という表現に替えて「白・
黒等として入り込む」（sanniviZate ZubhrAZubhrAditvena）という実例を用いていること
に注意する必要がある．主観性を強調する前者にたいして，後者はいずれも客観
性を強調するものである．したがって，これらの表現は認識の主観性を強調した
いジネーンドラブッディにとっては都合の悪いものであり，再解釈を必要とする
ものということになる．もし PS（V） Ⅰ 9dにおいてディグナーガが主観性を強調
していると（ダルマキールティやジネーンドラブッディに従った従来の解釈のように）
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解釈するならば，「同一対象が自己認識に従って白とも黒とも確定される」とい
う主旨をディグナーガが述べていることになる．しかし，PS（V） Ⅰ 9dには「自己
認識に従って」「確定される」という表現はない．しかも，白・黒は客観的な色
を表すものであり，主観的に変動することはない．同一物が A氏によって白と
して判断され，B氏によって黒として判断されることはない．これは「望ましい
もの」「望ましくないもの」という実例との大きな違いである．すなわち，この
引例からディグナーガが，認識の客観性を PS（V） Ⅰ 9dで強調しようとしている
ことが分かるのである． そしてディグナーガの本意をジネーンドラブッディが
重々承知していたことが彼の導入する反論から判明する．「【問】ここ（PS Ⅰ 9d）

では対象との相似性が認識に対して手段であることを述べようとしていたのでは
ないか」（PST 73，3）．この問いは，相似性に基づく客観的なものとして認識結果
を捉えるディグナーガの本意を代弁したものである．
経量部における認識対象　　重要なことは，経量部において「何が認識対象か」
ということが問題になる際には，内的形象ではなく，外界対象が認識対象（prameya）

として措定されるということである．PSV ad Ⅰ 9d冒頭の「いっぽう外界のもの
に他ならない対象が認識対象である場合には」（yadA tu bAhya evArthaH prameyaH）と
いう表現，および，PS Ⅰ 9dの「それ（対象の現れを持つことという認識手段）によっ
て，［外界のものに他ならない対象が］正しく認識される」（tena ［bAhya evArtho］ 

mIyate）という表現は，いずれも，外界対象が認識対象であることを明瞭に示し
ている．経量部において認識対象は内的形象ではなく外界対象なのである．それ
は経量部の客観的な認識モデルに依拠したものである．形象が外から入り込んで
いる（sanniviZate）ので認識は外界を対象としていると言える．ディグナーガは「対
象の現れを持つこと」（viSayAbhAsatA, arthAbhAsatA）が客観性を担保すると考えたの
である．「外的形象≈内的形象」と考えれば，外界対象を認識が捉え，認識が認
識を捉えるという経量部の自己回帰型のモデルが実現する．

外界対象 ← 認識

クマーリラによるディグナーガ批判の眼目は，有形象認識論に立脚する以上，
認識手段である内的形象の対象は外界対象であるとしても，認識の直接の対象は
内的形象でしかありえず，結果として，認識手段（対象の現れを持つこと，あるいは，
対象の形象）と結果（認識）とが異なる対象を持ってしまう（bhinnArthatva）という
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点にあった．

外的形象　　≈　　 内的形象　　←　　認識

「対象の形象が認識手段である場合」（pramANe viSayAkAre），たとえ相似している
としても，外的形象と内的形象は別であり，認識の直接対象である内的形象の介
在性を無視するわけにはいかないというのが，クマーリラの批判が含意するとこ
ろである．「対象の形象を持つ」といっても実際に持つのは外的形象に相似した
内的形象に過ぎず，外的形象そのものではない．これは有形象認識論の限界を突
くものであった．したがってダルマキールティも（半分は）受け入れざるを得な
かったのである．すなわち，経量部においても自己認識が結果であることを認め
ることとなったのである（片岡［2010］）．
saviSayaM jJAnam arthaHの解釈　　ディグナーガが PS Ⅰ 9abと 9cdで対立さ
せているのは，「認識が対象」「外界対象が対象」という唯識モデルと経量部モデ
ルの対立である．
 PSV ad Ⅰ 9b： yadA hi saviSayaM jJAnam arthaH

 PSV ad Ⅰ 9c： yadA tu bAhya evArthaH prameyaH

その意味で saviSayaM jJAnam arthaHという表現は適合する．「対象を伴った認識
が対象である場合」という解釈である．しかし Kellner［2010： 222］は，ジネー
ンドラブッディの saha viSayeNaという解釈に依りながら，yadA hi saviSayaM jJAnam 

arthaHを「対象が対象である場合とともに認識が対象である場合」と解釈し，“when 

the object is［everything,］cognition right down to the object”と訳す．欲等（rAgAdi）

という内的対象と色等（rUpAdi）という外的対象の対立を重視した上で，PS（V）Ⅰ 

9abでは，その両者を合わせた「全て」，すなわち，認識対象一般が話題となっ
ていると解釈する．逆に PS（V）Ⅰ 9cdでは外的対象である色等だけが取り上げら
れているというのが Kellner［2010］による tuの対比構造の理解である．したがっ
て Kellner［2010］の PS（V）Ⅰ 9b解釈に従えば，楽も「自己認識に従って望まし
くないものと理解する」ことがあり，逆に苦も「自己認識に従って望ましいもの
と理解する」ことがあるとディグナーガが意図していたことになってしまう 1）．
既に片岡［2009］で指摘したように，ジネーンドラブッディの saha viSayeNaとい
う解釈は第一義的な自然な解釈ではない．「対象を伴った認識」という解釈がディ
グナーガの本意であることは，先行研究の一致した意見である．また saha viSayeNa

という解釈がディグナーガの本意でないことは，ジネーンドラブッディ自身が
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重々承知していた．彼は二度も saviSayamの字義解釈を繰り返している（PST 70，6； 

71，8–9）．また，Kellner［2010： 225］自身が認めるように，ダルマキールティは「対
象を伴った認識」と解釈している（PV III 339）．Kellner［2010］の理解が正しけれ
ば，ディグナーガの本意をダルマキールティは知らず，ジネーンドラブッディに
至ってその本意が回復されたことになる．これは思想史的に見て奇妙である．ディ
グナーガの本意が「対象を伴った認識」にあり，ダルマキールティはその本意を
継承したが，ジネーンドラブッディは，ダルマキールティの解釈全体を考慮して，
自説に好都合な二次的解釈を持ち出したと考えるべきである．
svarUpam anapekSyaの解釈　　PS Ⅰ 9abと対照的に，PS Ⅰ 9cdでは，外界対
象が認識対象である場合が描かれる．ディグナーガは「いっぽう外界のものに他
ならない対象が認識対象である場合」（yadA tu bAhya evArthaH prameyaH）と述べる．

外界対象 ← 認識

ここで認識は二つの働きを持つ．外界対象に対する働き（←）と，自己認識（ ）

とである．いまディグナーガが問題としたいのは前者，すなわち，外界対象を捉
える働きのほうである．したがって，自己認識については取り上げないことを断
る必要がある（PSV 4, 10）．

というのもその場合（＝外界のものに他ならない対象が認識対象である場合），認識に
よって自ら意識されるにもかかわらず，［そのような認識］それ自体を考慮することなく，
これ（認識）が〈対象の現れを持つこと〉だけが，認識手段だからである．

svarUpam anapekSyaの「それ自体」（svarUpa）とは認識それ自体であり，自己認
識の対象となる認識それ自体のことである．それについて「考慮することなく」，
今の場合は，外界対象だけが認識対象である，との意である．すなわち，認識が
持つ二つの働きのうち，外界対象を捉える働き（←）だけを考慮し，自己認識（ ）

については考慮しないという趣旨である．しかし従来の解釈はダルマキールティ
に則り，ここでの svarUpaを「把握主体それ自体」（grAhakAtmA）と解釈してきた．
経量部における二面性のモデルを念頭に置きながら，「（経量部においても）見分は
存在するが，認識手段として立てられるのは相分である」との趣旨で理解してき
たのである．しかし，見分が「認識によって自ら意識される」（jJAnasvasaMvedyam）と
は奇妙である．ダルマキールティも都合が悪かったからであろう，jJAnasvasaMvedyam 

api（認識によって自己認識されるにもかかわらず）ではなく sann api（存在するにもか
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かわらず）という表現に換えている（PV III 346）．しかし svarUpam anapekSyaの
svarUpaを，「把握主体それ自体」と無理に解釈する必要はない．素直に「認識そ
れ自体」で解釈できる．すなわち，自己回帰型の自己認識における認識それ自体
を指すと解釈すれば，不要な解釈を導入する必要はない．
結び　　従来の解釈は（Kellner［2010］も含めて），PS（V）Ⅰ 9cdを，（志向型の）自
己認識を結果とする経量部を描くものと理解する（Kellner［2010］の場合は，内的

対象である rAgAdiではなく，外的対象である rUpAdiを対象とする場合の外在主義と理解す

る）．その解釈は，原文からの乖離を示している．特に PS（V）Ⅰ 9dで描かれるモ
デルは，対象理解が自己認識に即した主観的なものではなく，外界対象に即した
客観的なものであることを強調したものである．そこで描かれる自己認識と二面
性のモデルは，「自己認識に従って理解する」という主観的モデルとは相容れない．
PS（V）Ⅰ 9dを主観的モデルとして解釈するためには，ジネーンドラブッディの
ように，mIyateを niZcIyateと第二義的に解釈したり，「それ（対象の現れを持つこと）
によって」（tena）を，「それを手段とする自己認識によって」（tatsAdhanayA 

svasaMvidA）と再解釈する必要がある．すなわち「自己認識に従った主観的な判断」
と読み換えるための様々な解釈装置が必要となるのである．筆者のように，外界
対象認識を結果とする経量部を描くものと理解すれば，そのような複雑な解釈は
必要ではない．原文に即した第一義的な解釈が可能である．
――――――――――――――――
１） Kellner［2010： 222–223］： “intentional objects （as well as mental associates） are determined 

as desirable or undesirable depending on how they appear in the mind.”
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