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svabhāvapratibandha 研究の見取り図1
   

 

片岡 啓 

 

1. 序 

 本稿の目的は，svabhāvapratibandha 研究史の概観にある．ただし，各論者の意見を単に

時系列的に並べるのは本稿の意図するところではない．どの時点でどのような問題が意識

され始め，それが後に受け継がれ中心的な論点として議論されていったかという，論点の

発芽・成長の跡に注目したい．したがって，新たな論点や視点を提示する論考を中心に配

置する．また，それ自体の影響力は少なくとも，その時代での論点の成長過程をよく反映

する論考を取り上げた．系譜の主脈を描き出すことで，ここで論及しなかった論考も配置

可能となるであろう．主要な論点は 1980 年代に登場するので，当然，その年代の論考が

主考察対象となる．  

 また，筆者の主な視点は，「何が正しいのか」という哲学者の視点ではなく，「何が議論

されてきたのか」という思想史研究者の視点であり，さらに言えば，文化人類学者の視点

である．この点で，「svabhāvapratibandha に一家言あり」の他のパネリスト（および一部

の熱い会場参加者）とは根本的に態度が異なる．各論者の意図を取り上げるに際しては，

できるだけ各論者の問題意識と視点に寄り添ったつもりである．その上で，各論考を系譜

上に配置し，相対的に位置付けた．また，他の研究者の視点から見た場合に容易に指摘が

予想される矛盾点・問題点は逐次指摘した．この作業により，svabhāvapratibandha 研究の

俯瞰図を手に入れることができる．第一義的には「自己の為」に作成した見取り図である

が，類似の詳しい見取り図が存在しない以上，「他者の為」にもなると考える．  

 

2. svabhāvapratibandha の位置付け 

 svabhāvapratibandha は，仏教認識論の体系全体では，何処に位置するのだろうか．その

理論的位置付けを簡潔に見ておく．まず，階層的には，推理（anumāna）論の一部に遍充

（vyāpti）の議論がある．遍充の類語に，不可離関係（avinābhāva）や制約（niyama）があ

る．その遍充関係の把握（vyāptigraha）の根拠として多数回の経験である「見られたこと」

                                                           
1本稿は，日本印度学仏教学会第 63 回学術大会（2012 年 7 月 1 日（日），鶴見大学）におけるパネ

ル「討論 svabhāvapratibandha―ダルマキールティ論理学の根本問題」のために用意した原稿であ

る．草稿の作成にあたって福田洋一氏，稲見正浩氏から多くの助言を得た．また最終原稿の校正

にあたって，護山真也氏，佐々木亮氏、石田尚敬氏の手を煩わせた．記して感謝する． 
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（darśana）や，未経験である「見られてないこと」（adarśana）がある．二つの先行説に対

抗する形でダルマキールティが提示するのが svabhāvapratibandha である．さらに，

svabhāvapratibandha の下位分類として，tadutpatti と tādātmya がある2．以上の諸概念の中

でも，研究史の中で特に問題となったのは，svabhāvapratibandha を「本質的結合関係」，

tādātmya を「同一性」とするシュタインケルナーの解釈である．また最近では，

avinābhāvaniyama の解釈をめぐって，議論の応酬が見られる3．  

 

1. pratyakṣa知覚  

2. anumāna推理   

2.1. vyāpti遍充／avinābhāva不可離関係／niyama制約／avinābhāvaniyama？   

  2.1.1. darśana（多数回の）経験  

  2.1.2. adarśana未経験  

  2.1.3. svabhāvapratibandha本質的結合関係？   

    2.1.3.1. tadutpatti因果関係   

      2.1.3.1.1. darśanādarśana知覚・非知覚   

    2.1.3.2. tādātmya同一性？   

      2.1.3.2.1. viparyaye bādhakapramāṇam反所証拒斥論証   

        2.1.3.2.1.1. kṣaṇikatvānumāna刹那滅論証        

 

3. シュタインケルナー説：実在基盤説 

3.1. 二つの本質の区別 

 シュタインケルナーは，存在論的（ontologisch）なものと論理的（logisch）なものとを

区別することで，ダルマキールティの svabhāva に異なる二つの意味があることを指摘す

る．実在性（Wirklichkeit）と概念（Begriff）とである（Steinkellner 1971）．前者はモノが

持つ存在原理としての因果効力のことであり，後者は，その因果効力と相関関係に立ち得

る概念的構築物としての概念のことである4．ダルマキールティの体系を考慮して，同じ

                                                           
2更に，因果関係の確定根拠に三回あるいは五回の知覚・非知覚（darśanādarśana）があり，tādātmya

の確定根拠に反所証拒斥論証（viparyaye bādhakapramāṇam）がある． 
3Yoshimizu, K. 2007, Steinkellner 2008, 金沢 2010:81–84. 
4Steinkellner 1971:209: “In der Ontologie bedeutet svabhāvaḥ die Kraft der Dinge, zu wirken, als Prinzip 

ihres Seins, in der Logik den Begriff als die bestimmte Vorstellung, die sich auf Wirkliches stützen kann.” 

シュタインケルナーの見解を基本的に踏襲する転向後の桂の解説が参考になる．桂 2005:524:「こ

れらを勘案すると，勝義的存在は独自の本質＝因果効力を「持つもの」と定義されるが，それ自

体が独自相（＝本質＝因果効力）であるということができよう。換言すると，勝義的存在＝独自
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本質に，存在としての側面と，論理的な側面とを区別して考えることができるのである．

後者は更に詳しくは「本質的属性の概念」（the concept of an essential property）のことであ

り5，他者の排除という抽象化の過程を通して獲得されるものである6．後に整理されるよ

うに，二つは，Wesen
N
 (N=Natur)と Wesen

B
 (B=Begriff)とに綺麗に分けられる（桂 2005:526

参照）7．ここに svabhāva は，存在論的文脈と論理的文脈とで，二つに区別されることに

なった8．  

 

svabhāva  

↙    ↘ 

因果効力   概念  

 

3.2. 概念間の関係の基盤としての存在上の関係 

 「論理的な関係は，実在する関係に根差す」というのがシュタインケルナー説の基調で

ある9．因果関係が分かりやすい．なぜ煙から火が推論できるのか．それは火が煙を生み

出すという因果関係が現に在るからである10．  

                                                                                                                                                               

相＝本質＝因果効力」という等式が成立するのである。」 
5Steinkellner 1974:124: “Thus svabhāvaḥ is in a logical context the concept of an essential property of real 

things and—taken for granted that we are talking about concepts in such a context—I would propose the 

translation “essential property, wesentliche Beschaffenheit”.” 
6Steinkellner 1974:124: “The concept of such an inseparable, essential property is reached through a process 

of abstraction that is well-known as “exclusion” or “differentiation” (apohaḥ).” 
7Cf. 桂 2005:522:「ただし，svabhāvaの訳語としては一貫して「本質」を当て，存在論的な文脈では

「本質」そのもの，論理学的な文脈ではそれが概念化された「普遍」の意味で用いられていると

理解しておきたい。」 
8Steinkellner 1974:123: “I have shown in a recent article what Dharmakīrti means by the term svabhāvaḥ in 

ontological and logical contexts.” 桂 2005:516 は，svabhāvaの語義として，「本質」「概念」とは別

に，第三の意味として「ものそれ自体」を挙げる．木村 2009 は，チベット訳に見られるraṅ bźin, ṅo 

bo ñid, raṅ gi ṅo boの区別に依拠して，svabhāvaを三分類する． 
9Steinkellner 1971:202: “Und das Wesentliche seiner Antwort ist, daß er zeigt, daß und wie der logische 

Nexus auf einer realen Verbindung beruht und bei welchen Begriffen diese Verbindung in der Wirklichkeit 

gegeben ist.” Steinkellner 1971:207: “Beide sind richtige Erkenntnisse von vorher falsch oder nicht 

erkannten Begriffen auf Grund von erkannten Begriffen und gestützt auf eine reale Beziehung der 

begründeten und gefolgerten Begriffe.” Cf. 桂 2005:518:「言い換えれば，概念的・普遍的に成立する

遍充関係は，現実の世界における遍充関係を正確に反映したものでなければならない．……ダル

マキールティは「本質的結合関係」という概念を導入することにより，ことばの世界と現実の世

界，普遍の世界と実在の世界を橋渡ししようと試みたのである．」 
10Steinkellner 1971:207: “Handelt es sich bei der Folge aber nicht um einen anderen Begriff desselben, 

sondern um den eines anderen Dinges, dann hat nur die Wirkung als Grund einen logischen Nexus mit der 

Folge, weil sie aus einem anderen Ding, der Ursache, entsteht.” 
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火 ⇒ 煙  

 

 ダルマキールティの体系における推論根拠としての関係には二種しかありえない11．別

個の存在間には因果関係しかない．逆に別個でないものは同一体でしかありえない12．「桜

＝木」である13．なぜ「桜であれば木である」と言えるのか．その存在における根拠は何

か．それは，目の前にある桜の「桜＝木」という同一性しかありえない14．目の前に実際

にあるのは一つの実在のみである15．  

 

木 ＝ 桜  

 

3.3. シュタインケルナー説の基調から導かれる論点 

3.3.1. tādātmya の解釈 

 tādātmya は存在の「同一性」を意味していなければならない16．したがって，tādātmya

は，「［桜が］木の本質（木そのもの）であること」すなわち，桜と言われるものが目の前

にある木という存在そのものであることを意味することになる17．tadbhāvatā も「［木が］

                                                           
11Steinkellner 1974:117–118: “According to Dharmakīrti’s logic there are basically two kinds of logical 

reasons (hetuḥ): svabhāvaḥ and kāryam. These are the only kind of concepts that can meet Dharmakīrti’s 

postulate of a connection (sambandhaḥ) as the basis of the inferential relation; the proper connection being 

either one of identity (tādātmyam) or of causality (tadutpattiḥ).” 
12Steinkellner 1971:203: “Der svabhāvapratibandhaḥ zweier Begriffe ist also entweder als einfache reale 

Identität oder als Kausalität möglich.” 
13Cf. 赤松 1981:907:「これは, 実在の場におけるA=Bという同一性に基づいて論理的随伴関係が成立

することを主張するものである。こうして, 論証的推理の前提となる論理的随伴関係に対して存在

論的根拠が付与されたわけであるが……」 
14Steinkellner 1971:202: “Der logische Nexus zweier Begriffe beruht also auf ihrer realen Identität.” 
15Cf. 桂 2005:520:「推理の対象となっているのは，実は目の前にある一本の木である。……シンシャ

パーと木の間の本質的結合関係を保証するのは，前者が後者を本質とするという関係

（tadātmatva/tādātmya）である。」 
16Steinkellner 1971 はtadbhāvaもtādātmyaも，同じく，reale Identitätと訳す．Steinkellner 1971:203: “reale 

Identiät (tadbhāvaḥ)”; 1971:205: “reale Identität (tādātmyam)” 
17Steinkellner 1974:118, n.2: “I take tadātman- to be a tatpuruṣa-compound (“the self of it, dessen Selbst”), 

where tat- means sādhya-. Synonym is tatbhāva- (PVSV 17,13, i. e. sādhyasvabhāva- as Karṇakagomin 

puts it, PVSVT 76, 12) which is “the existence of it, dessen Sein”). To say that the hetuḥ is tādātmyena 

connected with the sādhyam, i. e. that the hetuḥ is connected as being tadātman- therefore means that the 

hetuḥ is that reality which is the sādhyam (cf. PVSVT 23, 22f.: yad eva sādhyaṃ, tad eva sādhanam). This 

connection is thus a case of real identity. The compound should not be understood as a bahuvrīhi, meaning 

e. g. that the hetuḥ has the sādhyam (tat-) as self or existence, or that the hetuḥ and the sādhyam have this 

same (tat-) self or existence.” Steikellner 1984:473: “the reason is in reality the same as the result.”  
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桜の本質であること」を意味するはずである18．  

 

tādātmya=tadātmatva:   それの本質（そのもの）であること  

tadbhāvatā:   それの本質であること  

 

 svabhāvapratibandha が実在上の関係でなければならない以上，後に Steinkellner 1984 が

明らかにするように，tadātmatva がタトプルシャであるかバフヴリーヒであるかは実際に

は大した問題ではない．いずれにせよ，同一性を意味するからである19．  

 

3.3.2. svabhāvapratibandha の解釈 

 木と桜の場合，svabhāvapratibandha は同一性に基づく（sa ca tadātmatvāt）．「木」が指す

ものと「桜」が指すものとは同一である20．「木」と「桜」の間の論理的な遍充関係は，こ

の実在レヴェルでの同一性（桜が木そのものであること）の上に成り立っている21．  

 

木（概念）   桜（概念）  

｜  ｜ 

同一実在  

 

 ここでの svabhāva は，概念ではなく実在（厳密には因果効力）のことであり，しかも

同一の実在のことである22． その場合，「煙の火との関係」と違って，「同一実在の同一実

                                                           
18Steinkellner 1984:474: “[the property to be proven] is the essence [bhāva] of that [proving property].” 
19Steinkellner 1984:475 
20同一性は，二つの概念が一つの実在を共有するという事態であり，厳密に言うならば，ここにあ

る関係は，概念と実在の間に成り立つ関係である．福田 1984:347:「まずこのsv-hの解釈で「関係」

があるとすれば，それはhやsという「概念」とそれが適用されている「実在」との間でのもので

あろうし，その意味でtā を，hとsの関係が実在上で同一の存在という根拠を持つこと，と解釈し

たとしても，それをrelation in realityと呼ぶことはできないだろう。」  
21Steinkellner 1971:202: “Sie ist dann gegeben, wenn beide Begriffe dieselbe Wirklichkeit bestimmen, also 

das, was der eine Begriff bestimmt, mit dem, was der andere bestimmt, identisch ist. Der logische Nexus 

zweier Begriffe beruht also auf ihrer realen Identität.” 赤松 1984:205:「「作られたものである」とい

う性質と非恒久性は，ともに「音声」という同一の実在の本質を概念的に弁別した結果得られた

属性概念であって，両者は本質的には同一のものといえる。そこで，「作られたものである」と

いう論理的理由と「非恒久的」という論理的帰結の間の論理的必然性は，実在におけるこの「同

一関係」にもとづいて確定していることになる。」 
22 Cf. 桂  2005:518:「したがって，かつてシュタインケルナー教授が強く主張したように，

svabhāvapratibandhaは所証の本質と証因の本質との間に成立する存在論的な概念（本質的結合関

係）として理解されなければならないのである。かくして，この複合語の場合svabhāvaは概念・普
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在との関係」と言うのには違和感がある23． したがって「本質的結合関係」という解釈が

都合がよい24．svabhāvena pratibandhaḥ とダルモッタラが分析するように，原因の意味で

あるいは（むしろ25）副詞的に解釈された第三格のタトプルシャであり26，「本質による関

係27」「本質的結合関係」である28．すなわち，実在上の関係のことである．これであれば

違和感なく同一性を含み得る．シュタインケルナーが第三格タトプルシャの解釈を好むの

は，このような背景からだと考えられる．  

 また，「桜＝木」という存在レヴェルの同一性の関係に方向性はないのだから，シュタ

インケルナーにとり，pratibandha は saṃbandha と同義でしかありえない29．すなわち，方

向性を欠いた，ただの「関係」である30．  

 

4. 松本説：方向性 

4.1. 実在基盤説の問題点 

                                                                                                                                                               

遍の意味ではなく，本質の意味で理解されるべきなのである。」 
23この不都合さについては，例えば桂の次の説明が参考になる．桂 2005:519:「したがって，シンシャ

パーと木の場合に，煙と火の場合と全く同じ意味で本質的結合関係が成立しているとは言えない。

後者の場合は，相異なる二つの実在する対象の間に成立する関係であるのに対して，前者の場合

は同一の実在の持つ二つの本質（svabhāva），すなわち二つのアイデンティティの間に成立する関

係であるからである．その意味で，「本質的結合関係は，二つの対象の間に成立するものである」

という先の言明は再解釈されなければならない．」 
24Steinkellner 1971:202: “Verknüpfung durch den Svabhāva (svabhāvapratibandhaḥ)” 
25Steinkellner 1984:471: “I think that both translations are acceptable, while the modal one, e. g. with an 

adverb, is usually more practicable.” 
26Steinkellner 1984:470–471: “One question remains to be answered with regard to this analysis as an 

instrumental tatpuruṣa: What kind of instrumental? In our case it can only be taken as causal or as modal. 

Modern interpreters show some fluctuation between these two possibilities. I have found no statement of 

Dharmakīrti so far which allows a safe exclusion of one of them. Considering the “logic” of the expression, 

however, it is difficult to find a clear line of separation between the two connotations. After all, if 

something is connected “by its essence”, it is connected “essentially” because this kind of “cause” is 

contemporaneous.” 
27例えばSteinkellner 1971 に依拠する赤松 1984:204 の訳は「実在の本質を介した結合関係」である．

桂 1986:7 はsvabhāvapratibandhaを「本質的関係」と訳す． 
28Steinkellner 1984:471, n.40: “I.e. a connection by essence/essentially (svabhāvena) of a proving essential 

property (svabhāvasya) with an essential property to be proven (svabhāve sādhye).” 
29これに反してジャヤンタはsaṃbandhaとpratibandhaを区別し，後者の一方向性を明らかにしている．

金沢 1985:796 所引のNyāyamañjarī を参照．NM I 299.4–6: nanu cānyaḥ saṃbandhaḥ, anyaś ca 

pratibandhaḥ. dviṣṭhaḥ saṃbandhaḥ, pratibandhas tu parāyattatvalakṣaṇaḥ. tatra śiṃśapātvaṃ vṛkṣatve 

pratibaddham, na vṛkṣatvaṃ śiṃśapātve. このジャヤンタの発言はダルモッタラに基づく．NBṬ ad 

2:21 (111.4): nanu ca parāyattasya pratibandho ’parāyatte.  
30Steinkellner 1984:464: “pratibandha in this function, i. e. meaning the real basis of the logical nexus, is 

synonymous with sambandha.” 
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 因果関係の場合，「火⇒煙」という方向性がはっきりしているので，「火←煙」という一

方向の論理的関係も納得がいく．しかし「木＝桜」という同一性の場合，なぜ「木←桜」

という一方向の論理的関係の根拠となるのか，疑問が残る．シュタインケルナーの実在基

盤説の問題点は「方向性の欠如」である．特に同一性が問題である．なぜ「木＝桜」を根

拠として，一方向的な「桜であれば必ず木である」「木だけが桜である31」（木←桜）とい

う論理的関係が導けるのか32．松本が注目したのは，eva が示唆するこの方向性である33．  

                                                           
31svabhāvasyaiva bhāvatvātをMatsumoto 1981:496 は“only svabhāva is bhāva”と訳し，松本 1989:366, 

n.30 は「自性だけが法であるから」と訳す．また，金沢もそれに対応して「木だけがシンシャパー

である」と表現する（金沢 2010:90）． 
32Matsumoto 1981:495: “Thus the term tādātmya must not be translated, as is done by Steinkellner, by 

“identity”, if otherwise the limiting word “eva” in the phrase “svabhāvasyaiva bhāvatvād” can mean 

nothing.” シンシャパーと木の同一性に関する桂 2005 の理解を批判する金沢は，次のように述べ

ている．金沢 2010:90–91:「シンシャパーでない木もあるという事実」を忘れるべきではないとい

うことである。「木だけがシンシャパーである」という表現の意味しているのは、そのことであ

る。桂氏には「シンシャパーという木」しか見えないのであろうか。桂氏には、世界には、シン

シャパーの他にも、カディラだの、桜だの、柿だのといったたくさんの木があるのだと言いたい。」

同様の問題意識は，例えば，岩田 1988:10:「その様に能證（Ｘ）と所證（Ｙ）とを完全に同一化

することは，包攝關係において能證と所證との役割を混同させることにはならないか。……しか

し，自性證因の中には，概念「木」を所證として導出する概念「シンシャパー」なる證因の様に，

證因と所證との外延に大小關係が成立する場合もあり，そうした自性證因は所證と外延上でも同

一では有り得ない。」しかし，それに続けて岩田は次のように述べる．岩田 1988:10:「そうなる

と法稱が包攝関係の根據として説く兩者の同一性とは，論理的な場とは別な場――Steinkellner教

授も指摘される如く概念の指示する個々の物の場――において成立する同一性であることが豫想

される。」いっぽう谷 1989 は，明確にシュタインケルナー説を否定する．谷 1989:390:「決して,

「対象の同一性に基づく論証因」あるいは「AのsvabhāvaとBのsvabhāvaが同一であることに基づ

く論証因」という意味ではない。」 
33松本論文に必ずしも明示されない発想・背景を補ってみたい．特に，松本論文に明記される

anubandha と pratibandha の順・逆の方向の対照性に注目する．そして，これを，因果関係の場合の

順・逆とパラレルに彼が捉えた可能性について探りたい．svabhāvapratibandha は，一方向の論理的

関係を根拠づける必然性のことである．因果関係における制約，すなわち，煙の本性が持つべき

制約とは何なのか．それは「煙の特殊属性が火の一般属性だけへと制約されていること」（limitation 

of the properties in the effect to only the particular properties）である．これは因果関係を，煙を基準と

して捉え直したものである．これは因果関係における方向性の順逆である． 

 

因果関係  制約  

火⇒煙  火←煙  

 

  同じことが tādātmya に関してもいえる．tādātmya の内容説明が anubandha や anurodha である．

すなわち桜が木を本質とするというのは，木が必ず桜に従ってくること（following）である．そ

れを逆に直した関係が pratibandha である．すなわち，桜は木に従われる（followedness）．  

 

従うこと anubandha  従われること pratibandha  

木⇒桜  木←桜  
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存在関係 論理関係  

火⇒煙 火←煙  

木＝桜 木←桜？  

 

 松本が意識した方向性，関係の絶対不可逆性34の問題意識は，金沢の論文（金沢 1983, 

1984, 1985）に引き継がれる．さらに，最近では，シュタインケルナー説を受け入れた桂35

への批判として，金沢 2010 に再登場することになる．  

 

4.2. svabhāvapratibandha における共通性格の欠如 

 tadutpatti（因果関係）または tādātmya により svabhāvapratibandha が成立し，その

svabhāvapratibandha により論理的関係が成立する36．  

 

tadutpatti/tādātmya  ⇒ svabhāvapratibandha  ⇒ 遍充関係  

 

 ここで svabhāvapratibandha は，tadutpatti と tādātmya とを統合する上位概念である以上，

                                                                                                                                                               

  因果関係と tādātmya とを並べると，方向性の順逆に関して，以下の様に統一的に同構造を持つ

ものと捉える事が出来る．  

 

tadutpatti（火だけ⇒煙：火だけから煙が生じること）  

pratibandha（火だけ←煙：煙が火だけへと制約されていること）  

tādātmya≈anubandha（木だけ⇒桜：桜に木が必ず従ってくること）  

pratibandha（木だけ←桜：桜が木だけへと逆連関していること）  

 

 松本の着想は，このような方向の順逆に直感を得たものとみなすことができるのではないだろう

か． 
34松本 1989:366, n.30:「つまり、インド思想史において、ただ彼一人が、“関係の絶対不可逆性”とい

うものを論証したのである。……しかるに、ダルマキールティは、“関係”というものは、関係項

を離れては存在しないこと、従って、関係項Ａから関係項Ｂを見たときの関係は、ＢからＡを見

たときの関係と全く逆であることを論証したのである。彼がこのような論証をなしえたのは、彼

が“同一性”の思想家（dhātu-vādin）ではなく、“縁起論者”であったことを示している。即ち、彼は、

“関係の不可逆性”を説くことによって、“縁起”と“時間”そのものを論証したのである。」 
35例えば桂 2005:519:「シンシャパーとそう呼ばれる特定の木（vṛkṣaviśeṣa）との間に，互いに相手

を本質とするという関係が成立しているとすると，互いに相手を本質とするのであるから，逆に

互いに相手の本質であるという理解も成立する。……いずれにせよ，「シンシャパー」も「木」

も同一のある実在する対象を指示しているのであるから，両者の間には「同一性」（tādātmya）の

関係が成立する。……一本の実在する木の「正体」（identity/tādātmya）こそが問題なのである。」 
36松本説が，この三段階を想定していることについては，松本 1981:497 所引のPVSV 17.6–7: siddhas 

tu kāryakāraṇabhāvaḥ svabhāvaṃ niyamayatīty ubhayathā svabhāvapratibandhād eva nivṛttiḥ.  
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両者に共通する性格を持つはずである．しかし予期に反して松本は，pratibandha の意味を

両者で異なるものと解釈する．「制約」と「逆連関」である．この両者に共通する性格を

強いて求めるなら，それは一方向性のみである．それ以外の共通性格は明確ではない．統

一の欠如は松本説の欠陥として後に批判されることになる37．  

 

4.2.1. 因果関係における svabhāvapratibandha 

 松本によれば，因果関係の場合の svabhāvapratibandha とは「［煙の特殊諸］属性の［火

の一般諸属性への］制約」のことである38．すなわち，煙の特殊諸属性が火の一般諸属性

だけ39へと制約されていることである40．因果関係確定に由来する，この制約（limitation of 

svabhāva which results from the establishment of the causal relation）の故に，一方向の遍充関

係・不逸脱がある．煙の特殊諸属性が必ず火の一般諸属性の結果であること（ they are 

necessarily the effect of them, tatkāryatvaniyama）という制約が pratibandha である．  

 

一般属性群だけ ← 特殊属性群  

｜  ｜ 

火  煙  

 

4.2.2. tādātmya における svabhāvapratibandha 

 因果関係の場合の pratibandha すなわち制約（limitation）と同様に考えるならば，桜と木

の間にも制約があるはずである．しかし，松本は，そのようには述べない．彼は，桜が木

                                                           
37Steinkellner 1984:459: “Although Dharmakīrti uses the term svabhāva in texts of relevance here with two 

meanings according to a difference resulting from usage either in ontological or logical statements, it can 

have only one meaning in case of the term svabhāvapratibandha, and that is the ontological one.” 
38Matsumoto 1981:496: “Here, because it is clear that the phrase “svabhāvaṃ niyamayati” explains the 

meaning of the word svabhāvapratibandha in the case of kāryahetu, “svabhāva-pratibandhaḥ”must in this 

case be construed as “svabhāvasya pratibandhaḥ” (limitation of svabhāva).” 
39Matsumoto 1981:496: “Thus the svabhāvapratibandha (limitation of properties) of kāryahetu is expressed 

by the phrases “svabhāvair yāvadbhir” in PV I k. 2 and “tair eva” in Passage [5], where the limitation itself 

is indicated by the words “yāvadbhir” and “eva”.” 
40Matsumoto 1981:496: “The present writer thinks that it is the limitation of the properties in the effect to 

only the particular properties, which alone are the reason for the general properties in the cause, as is stated 

in the definition of kāryahetu.” 一般属性については，例えば桂の解説が参考となる．桂 

2005:524–525:「たとえば，煙によって，その原因である火を推理する場合，火にあるすべての本

質が推理されるのではなく，〈実体性〉〈地元素所成性〉などの高次の普遍性は推理可能である

が，〈草の火性〉〈葉の火性〉などの低次の普遍性は推理できないのである。」 
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にたいして持つ svabhāvapratibandha を「逆連関」と表現する41．彼はここで概念間の必然

性を念頭に置いているようである．このことは，彼が「木」を，概念として非実在である

と認めていたことからも裏付けられる．つまるところ，「木だけが桜である」という，桜

が木に対して持つ必然性を，彼は逆連関（counter-connection）と述べたことになる．ここ

で，pratibandha の prati により「逆」が表現されている42．では何の逆なのか．  

 

木 ← 桜  

 

 方向性を明示するもう一つの表現に anubandhin/anurodhin がある．これは木が桜に必ず

従うことである（inevitable following of svabhāva to bhāva）．すなわち，桜であれば必ず木

であることである43．この必然性を，逆から，すなわち，木でなく桜を基準として表現し

たのが pratibandha すなわち「逆連関」（counter-connection）である44．すなわち桜が木に従

われること（followedness）である45． このように，svabhāvapratibandha が表現する必然性

には，anubandha とは逆の方向性が内蔵されている46．  

                                                           
41Matsumoto 1981:496: “The word “svabhāva-pratibandhaḥ” here must be construed not as “svabhāvena 

pratibandhaḥ” but as “svabhāve pratibandhaḥ” (connection with svabhāva), as is commented on by 

Śākyabuddhi, because the meaning of the word “pratibandha” is here, strictly speaking, 

“counter-connection”.” 
42pratiをどう解釈するべきかについてはSteinkellnerが松本批判の中で論じている．Steinkellner 

1984:464: “The preposition prati-, here, has the meaning “towards, near to” and can be considered as being 

translated by “con-” in M.’s rendering “connection”. The use of prati- has the purpose only to emphasize 

the closeness of the connection, if it has any.” 更に脚注でシュタインケルナーは次のように松本の解

釈を批判する．Steinkellner 1984:464, n.22: “If taken with the meaning “against, counter-”, pratibandha 

has to be translated as “obstacle”, since it connotes a binding, fixation, which is “against”. Thus, M.’s 

“counter-connection” (496) cannot be the meaning of the word, because this translation translates these two 

concepts that can alternatively be meant by the one word “prati” at the same time.” シュタインケルナー

の語感の通り，prati-badhは「～へと縛る」を原義とするから，今の場合「逆」の意味はない． 
43Matsumoto 1981:496–495: “The meaning of the term anubandha in this case is fully explained by the 

phrase “svabhāvasyaiva bhāvatvād”, which seems to be a comment on the phrase “tanmātrasaṃbandhaḥ” 

in PV I k. 23a, as “inevitable following of svabhāva to bhāva”, i. e. “inevitable occurrence of svabhāva in 

the case of the occurrence of bhāva”.” 
44Matsumoto 1981:495: “In the definition of svabhāvahetu, by stating that the connection of svabhāva with 

bhāva is anubandha (lit. anurodha), the connection of bhāva with svabhāva is defined as pratibandha.” 
45Matsumoto 1981:496: “The connection (saṃbandha) between bhāva and svabhāva has two directions. The 

connection of svabhāva with bhāva (svabhāva→bhāva connection) is anubandha (connection, following), 

while the connection of bhāva with svabhāva (bhāva→svabhāva connection) is pratibandha 

(counter-connection, followedness).” 
46松本独自の視点であるanubandha/pratibandhaの対照性をシュタインケルナーは批判することになる．

Steinkellner 1984:463: “M.’s idea, further, that “the connection (saṃbandha) between bhāva and svabhāva 

has two directions” in agreement with which an anubandha and a pratibandha have to be differentiated, 
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従う 木  

anubandha ↓↑ pratibandha  

 桜 従われる  

 

4.2.3. tādātmya の解釈 

 svabhāvapratibandha の根拠となる因果関係に方向性が明確なように，tādātmya の中にも

方向性があるはずである．すなわち，シュタインケルナーが「同一性」として方向性を抹

殺した tādātmya の中に方向性が表現されているはずである．tādātmya は，方向性の無い同

一性ではなく，「［桜が］木を本質とすること」である47．そして，桜が木を本質とするが

故に，「桜であれば必ず木である」という必然的随順（anubandha/anurodha）が保証される．

すなわち木は桜へと必ず従う． これを逆から，すなわち木ではなく桜を基準に述べ直し

たのが svabhāvapratibandha である．それは「桜が木だけへと逆連関すること」である．  

 

4.2.4. svabhāvapratibandha 等の語義解釈 

 svabhāvapratibandha の合成語解釈としては，tadutpatti の場合，svabhāvasya pratibandhaḥ と

いう第六格のタトプルシャであり，tādātmya の場合は svabhāve pratibandhaḥ という第七格

のタトプルシャである．合成語解釈にも明らかなように，松本は，因果関係の場合と

tādātmya の場合とで，svabhāvapratibandha を異なる合成語として解釈する．以上の解釈は，

第三格のタトプルシャを意図したシュタインケルナーに反するものである．  

 

 svabhāvapratibandha  

tadutpatti  svabhāvasya pratibandhaḥ (niyamaḥ)  

tādātmya  svabhāve pratibandhaḥ  

 

 また tādātmya/tadātmatva における tadātmā は，シュタインケルナーの言うようなタトプ

                                                                                                                                                               

cannot be supported by any statements from Dharmakīrti or the commentaries.” また金沢 2010:87:

「pratibandhaの「不可逆性」を強調した点は限りなく意味あるものだが、その折りにpratibandhaと

anubandha/anurodhaを方向性の順逆の差を下に、対概念のように対比させたMatsumoto[1981]が、も

しかしたら不的確だった可能性はある。」 
47Matsumoto 1981:495: “Svabhāva is the “essence” (ātman) of bhāva, as is clear from Passage [7]. Therefore, 

in the logical context, the relation of bhāva to svabhāva is tādātmya (having that [=result] as its essence), 

while the relation of svabhāva to bhāva is tadbhāvatā (having that [=reason] as its bhāva or 

essence-possessor).” 
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ルシャ（tasyātmā）ではなく，バフヴリーヒ（sa ātmā yasya）である．すなわち全体は，「そ

れの本質であること」ではなく「それを本質とすること」である． 

 

4.3. 松本説の問題点 

4.3.1. pratibandha は存在上のもの（ontological）か論理的なもの（logical）か 

 松本説は，因果関係の場合の pratibandha を niyama と同じものと解釈する．すなわち

pratibandha=niyamaである．そして，niyamaを limitationと訳す． ここで，svabhāvapratibandha

が存在レヴェルなのか論理レヴェルなのか，松本論文は明示的ではない．実際，松本は「存

在か論理か」という二項対立には，ほとんど言及しない．  

 いっぽう松本は，tādātmya の場合における bhāva（桜）と svabhāva（木）について，こ

の場合の svabhāva（木）とは anyāpoha（他者の排除）の結果である以上，実在ではありえ

ないと注記する48．これは，svabhāva を存在レヴェルのものではなく，概念レヴェルのも

のと認める発言である． 実際に彼は，tādātmya を「論理的文脈において」（in the logical 

context）という表現を伴って説明している49．  

 結果として，彼の tādātmya における pratibandha は，論理的必然性と言っても変わらな

いものとなってしまった．結局，それは，inevitable relation という遍充関係のことになる．

木と桜との間の逸脱の無い遍充関係・包摂関係の確実性のことである．その場合，

svabhāvapratibandha と，それに基づいて成立する遍充関係との区別はなくなってしまう． 

実際，シュタインケルナーは，再反論において，松本説を，svabhāvapratibandha を論理的

関係とする説の一種と受けとめたようである50．そして，自説における関係を対比的に「存

在上のもの」（ontological）と位置付け，松本説との対立を強調する．自説と他説を

ontological/logical あるいは saṃbandhavāda/vyāptivāda (Katsura 1992)と対比的に捉えるので

ある．  

 

4.3.2. svabhāvapratibandha の二通りの解釈 

 また，松本のように，svabhāvapratibandha の内容を，tadutpatti（因果関係）と tādātmya

                                                           
48松本 1981:494, n. 11: “Therefore svabhāva which follows bhāva, being the result of anyāpoha, cannot be 

real.” 
49Matsumoto 1981:495: “Therefore, in the logical context, the relation of bhāva to svabhāva is tādātmya 

(having that [=result] as its essence), …” 
50Steinkellner 1984:459: “An interpretation of the term like M.’s “limitation of properties” in case of the 

kāryahetu seems therefore inacceptable. For the term understood in this way would lose its function within 

the theory. A “limitation of properties” is no indication of the real basis of the logical nexus, and we would 

have to continue asking for the reason of such limitation.” 
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で別様に解釈してよいのか．pratibandha は，tadutpatti の場合には「制約」であり，いっぽ

う，tādātmya の場合は「逆連関」（従われること）である．制約と逆連関という二種の

pratibandha には統一が欠けている51．  

 

 svabhāvapratibandha  

tadutpatti 煙の属性が［火の属性だけに］制約されていること  

tādātmya ［桜が］木という本質だけへと逆に連関していること  

 

4.3.3. bhāvamātrānurodhin/bhāvamātrānubandhin の解釈 

 また「桜は必ず木である」という内容を述べているはずの bhāvamātrānubandhin を，「木

が桜のみに従う」とする松本の解釈は，正しいのか．実際には木は桜以外の柿等にも従う．

bhāvamātrānubandhin, bhāvamātrānurodhin の解釈には問題が残る．特に mātra の解釈が問題

である．これは「～のみ」という解釈でいいのだろうか．この問題は後に福田に取り上げ

られることになる．  

 

5. シュタインケルナーの松本解釈 

5.1. svabhāva は実在である 

 シュタインケルナーが松本説に対して強調する点は，svabhāvapratibandha は論理的関係

ではなく，その基盤である存在上の関係52である，ということである．すなわち svabhāva

は実在である53． 因果関係の場合の svabhāvapratibandha を「制約」とする松本説は，実在

基盤を言い当てていない54．当然，シュタインケルナーには受け入れられないものである．  

 

                                                           
51 svabhāvapratibandha の統一の欠如という側面は，別の内容ではあるが，金沢 2010:92 のダルマキー

ルティの推理観の図示にも見られる．そこで金沢は，因果関係では pratibandha を存在論的文脈

（artha 側）で捉え，tādātmya では逆に論理的・概念的文脈（dhī 側）で捉えていると考えられる．

この点に関して松本 1981 がどのように考えていたかは必ずしも明確ではない．金沢と同じように

考えていた可能性も否定できない． 

 

 svabhāvapratibandha  

tadutpatti 存在レヴェル  

tādātmya 論理レヴェル  

 
52Steinkellner 1984:458: “relation in reality”; “real basis of the logical nexus”; “relational character of reality” 
53Steinkellner 1984:458: “the word svabhāva is responsible for connoting the reality needed.” 
54Steinkellner 1984:459: “A “limitation of properties” is no indication of the real basis of the logical nexus.” 
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5.2. ontological と logical の対立 

 シュタインケルナーは，明言はしないものの，松本を，svabhāvapratibandha を論理的関

係と解釈する論者だと受け止めたようである．ontological か logical か，という二項対立で

いう logical な立場と松本を解釈するのである． 松本にとって，因果関係は煙が持つ制約

を成り立たせるものであった．しかし，シュタインケルナーにとって，そのような制約は

論理的関係に他ならず，遍充関係に他ならないものである55．シュタインケルナーにとっ

て，因果関係は本質的結合関係である．松本が三段階を区別するのに対して，シュタイン

ケルナーは二段階だけを認める56．  

 

松本:  〈因果関係〉 ⇒ 〈煙の特殊属性が制約される〉 ⇒ 〈遍充関係〉  

S:  〈因果関係 ＝ 本質的結合関係〉 ⇒ 〈遍充関係〉  

 

6. 桂の転向：概念と存在 

 松本 1981 の言う svabhāvapratibandha は，存在上の関係なのか，あるいは，論理上の関

係なのか，必ずしも明白ではなかった．松本自身は明記していない．しかし，木という

svabhāva が real でないという彼の注記からすれば，それは，論理的関係説との解釈を許す

ものであった．Steinkellner 1984 は，pratibandha=niyama との記述を恐らく根拠にして，松

本説を論理的関係説の一種と解釈したと筆者は推察する．そして，それと対比する形で自

説を存在上の関係説と明記した．ここに，saṃbandhavāda と vyāptivāda の対立が意識され

ることとなった．  

 

                                                           
55Steinkellner 1984:461: “the restrictive determination (niyama) of the svabhāva is the consequence, the 

effect of an extant svabhāvapratibandha, not this relation itself.” 
56 この前提の違いが svabhāvaṃ niyamayati をめぐる両者の解釈の違いを生み出している．Steinkellner 

1984:461: “Here the meaning of the word svabhāvapratibandha is not explained by the phrase svabhāvaṃ 

niyamayati, but by kāryakāraṇabhāvaḥ as one of the kinds of a svabhāvapratibandha which are referred to 

by the word ubhayathā. This relation of causality is the cause of the absence of an effect as logical reason, 

because it has restrictive force (niyamayati) on the essence of the effect. In other words, the restrictive 

determination (niyama) of the svabhāva is the consequence, the effect of an extant svabhāvapratibandha,  

not this relation itself.” 

  恐らく松本 1981への批判を意図してであろう，大前 1983:645–636は「遍充を述べる場合には、

必ず必然関係を述べるべきであり、この必然関係とは因果性に他ならない」と述べる．すなわち

大前にとっては一段階であり，「遍充は因果性を本質とするもの」であり「因果性と遍充とは等値

関係にあるということ」になる．ただし大前も「遍充が成立するか否かは、因果性が存在するか

否かにかかっている」と述べているから，その意味ではシュタインケルナーの二段階説と同じで

ある．しかし大前の場合，「遍充の決定は因果性の決定に他ならない」として，因果性と遍充の相

即関係を強調するのである． 
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6.1. Katsura 1986 の概念間関係説 

 桂 1986 および Katsura 1986 は，svabhāvapratibandha を概念間の関係（論理的関係・包

摂関係）とする説を自覚的に提示した論文である57．その意味では松本説の一つの可能性

を受けた説と言えよう．桂は tādātmya に同一性だけでなく，「桜は木である」という同定

を可能にする二概念間の包摂関係の意味をも認めることで，一方向性を担保しようとす

る 
58．シュタインケルナー説との対立は明らかである．桂にとって svabhāvapratibandha と

は，「火⇒煙」という因果関係に支えられた「火」と「煙」の間の普遍的関係であった59．

また，「桜＝木」は，「単に二つの概念が同一の対象を指示するだけではなく、概念Ａが概

念Ｂに包摂されることを意味する」（桂 1986:96）ものである。すなわち，普遍概念間の

普遍的関係を表現したものである60．  

 

S:  〈因果関係  ＝ 存在上の関係〉  ⇒ 〈遍充関係〉  

桂:  〈因果関係〉  ⇒ 〈概念間の普遍的関係〉  ⇒ 〈遍充関係〉  

 

 しかし，Katsura 1986 は，単純に存在上の関係を切り捨てたわけではない．

svabhāvapratibandha について，第一義的には概念間の関係であり，第二義的には存在上の

関係であることを認める61．  

                                                           
57Steinkellner 1971, Matsumoto 1981, Steinkellner 1984, Katsura 1986 の論争のポイントをまとめたもの

に，船山 1989:39, n.47 およびHayes & Gillon 1991:43–46 がある． 
58桂 1986:97:「tādātmyaは、この現実の世界に、例えば「シンシャパー」という一本の「木」が存在

するという意味での二概念間の「同一性」（identity）を意味するばかりでなく、我々の「話の世

界」で、「シンシャパーは木である」と「同定」（identify）されるという意味で二概念間の「包

摂関係」（vyāpti）をも意味しているのである。……つまり、現実の世界で――存在論的には――

「同一性」を意味し、概念の世界――論理学的には――「同定」を意味する。」 
59Katsura 1986:475: “Dharmakīrti, on the other hand, justifies the inevitable relation between smoke and fire 

by his svabhāvapratibandha, i. e. a universal connection between smoke and fire, which is supported by the 

fact that in reality smoke arises from fire.” 
60桂  1986:98:「煙の概念と火の概念、シンシャパーの概念と木の概念の間に成立するのが

svabhāvapratibandhaである。」Katsura 1986:475: “Svabhāvapratibandha provides the universal basis for 

inference, since it expresses a universal connection between two general concepts, viz, hetu-svabhāva and 

sādhya-svabhāva.” 
61桂 1986:98–99:「これに対して、ダルマキールティは、まさに‘svabhāva’の二義性を介して、概念

の世界に成り立つ「関係」を現実の世界に結びつけるのである。どうして、煙と火の間に「煙の

存在が火の存在を推知させる」という一方向的な「関係」が成り立つのであろうか。それは、現

実の世界において煙の本質（svabhāva）と火の本質（svabhāva）が、「煙は火から生じる」という

形で結びついているからに他ならない。また、「シンシャパーの存在が木の存在を推知させる」

のは、現実の世界において「シンシャパーが木である」からに他ならない。……svabhāvapratibandha

は、所証と能証との間の「svabhāva（普遍的概念）を介する関係」であることを明らかにしたが、



178 

 

 

  第二義   第一義    

〈因果関係 ＝ 存在上の関係〉  ⇒ 〈概念間の普遍的関係〉  ⇒ 〈遍充関係〉  

 

6.2. Katsura 1992 の転向 

 シュタインケルナーからの桂批判は，論文として刊行されることはなかったが，松本へ

の再反論からも，その内容は十分予想可能なものである．シュタインケルナーから見れば，

概念間の普遍的関係と遍充関係とは別物ではありえない．したがって，桂の言う概念間の

普遍的関係という svabhāvapratibandha は，遍充関係の根拠とはなりえない．

svabhāvapratibandha が存在上の関係であって初めて，論理的関係・概念間の関係・包摂関

係は根拠づけられたことになるのである62．したがって，桂説は受け入れ不可能なもので

ある63．  

 1989 年の第二回国際ダルマキールティ学会（ウィーン開催）における議論応酬を経て，

Katsura 1992 は，シュタインケルナー説への転向を表明する（Katsura 1992:1051）．すなわ

ち「概念論的解釈」（conceptualistic interpretation）から「存在論的解釈」（ontic interpretation）

への転向である．要するに問題は，遍充関係の根拠となるべき svabhāvapratibandha を，

tādātmya/tadutpatti と同内容（同一段階「＝」）と捉えるのか，根拠づけられるもの（別段

階「⇒」）として捉えるのか，という論点である64．桂は多くの関連パッセージを検討して

                                                                                                                                                               

それはsvabhāvaの二義性の故に、現実世界において所証を能証に対応するものとものとの間の「本

質的関係」として投影することもできる。」Katsura 1986:475: “Though it primarily indicates the 

universal connection between two concepts in the universe of discourse, it secondarily or metaphorically 

indicates the essential connection between two realities, say smoke and fire.” 類似の見解に船山 1989

がある．船山 1989:19:「このように、論理的必然関係（svabhāvapratibandha = avinābhāva, 煙⇒火）

は、存在上の関係（火→煙）を概念的・一般的に捉えなおしたものなのである。このように見て

くると、一方で存在レヴェルの関係と対応し、また一方で不可離関係（avinābhāva）と同義の本質

的連関（svabhāvapratibandha）とは、「存在レヴェルの関係に対応しそれを基盤とするが故にその

妥当性を保証される」という視点を織り込んだ論理的必然関係のことである、と言える。」 
62Steinkellner 1984:458: “The function of the term svabhāvapratibandha in Dharmaklrti’s theory, therefore, 

is to indicate that relational character of reality which can be considered as the source and guarantee of 

logical necessity, too.” 
63Katsura 1986 への批判は，シュタインケルナーではなく，Hayes & Gillon 1991 に現に見られる．Hayes 

& Gillon 1991:46: “There is a problem, however, in introducing the issue of conceptualism at just this point, 

for it serves to weaken the purpose for which the notion of svabhāva-pratibandbha was introduced in the 

first place.” 
64桂  2005 はシュタインケルナー説を踏襲する転向後の論文であるが，svabhāvapratibandhaと

tādātmya/tadutpattiの関係をめぐる桂の記述は揺れている．根拠づけられるものとする表現として

「所証と証因の間には「因果関係」にもとづく本質的関係がある」「所証と証因の間には両者の

完全な「同一性」にもとづく本質的結合関係があるのである」（桂 2005:517）という発言がある
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いるが，主要な対立軸は以下のように整理できる．  

 

桂（旧）:  tādātmya/tadutpatti ⇒ svabhāvapratibandha ⇒ vyāpti  

桂（新）＝S:  tādātmya/tadutpatti ＝ svabhāvapratibandha ⇒ vyāpti  

 

 とはいえ，桂は無条件に旧来の自説を捨ててシュタインケルナー説に転向したわけでは

ない．よく読むと，旧来の自説も擁護している65．すなわち svabhāvapratibandha が概念領

域に重なり，遍充・不可離関係と同義となる場合もあることを但し書きしている66．「転向」

において桂は，概念関係が遍充関係と同列にあることを認めた上で，svabhāvapratibandha

の第一義と第二義の位置を入れ替えたとみなすことができる．  

 

        第二義     第一義   

旧説：〈因果関係・同一性＝存在上の関係〉  ⇒ 〈概念間の普遍的関係〉 ⇒ 〈遍充関係〉  

新説：〈因果関係・同一性＝存在上の関係〉  ⇒ 〈概念間の普遍的関係 ＝ 遍充関係〉  

        第一義      第二義    

 

 ダルマキールティの svabhāvapratibandha における svabhāva が，概念との対応側面を持つ

ことについては，Katsura 1992 の新解釈を「大いに促した」67船山 1989 が詳細に論じてい

る．シュタインケルナー説の弱点であり，松本が鋭く指摘した「方向性の欠如」という問

題は，tādātmya が存在の同一性に解消されてしまうことから生じていた68．それを補うも

                                                                                                                                                               

（太字強調は筆者）．いっぽう同内容とみなす発言として「そして，その本質的結合関係とは，

たとえば火から煙が生じるという事実であり，シンシャパーという木があるという事実であり，

それぞれ因果性と同一性によって特徴づけられているのである」（桂 2005:517）というものがあ

る（太字強調は筆者）．また次の発言も，転向後でありながら，旧来の三段階説を背景とする説

明として読むことができる．桂 2005:520:「たとえば，火と煙という二つの対象の間には，後者の

本質（煙の煙性）は前者（火）から生じるという「因果関係」（tadutpatti）が一般に承認されてい

る。したがって，両者の間には本質的結合関係（svabhāvapratibandha）があると見なされ，煙は火

の存在領域を逸脱しない（avyabhicāra）。」（太字強調は筆者） 
65Katsura 1992:1047: “However, when as in (2) and (3) svabhāvapratibandha is derived from causality and 

identity, it may be shifted from the realm of real objects to that of concepts, so that it becomes identified 

with ‘avinābhāva’, etc. as in (1).”  
66ただし，その場合のsvabhāvapratibandha（第一義的な存在レヴェルのsvabhāvapratibandhaに対する第

二義的な概念レヴェルのsvabhāvapratibandha）は，遍充関係と別物ではないことは認めている．こ

の点は，概念レヴェルのsvabhāvapratibandhaを遍充とは別段階とする旧説とは明確に異なる． 
67Katsura 1991:1050: “I would like to thank Mr. Funayama whose article mentioned above as well as 

personal correspondences stimulatad (sic) me greatly to shaping my new interpretation.” 
68船山 1989:27:「もし、“bhāva⇒svabhāva”という推理を保証するような方向性が、概念的なものに
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のとして船山は，svabhāva に概念化の根拠としての側面（svabhāva (b)と彼が呼ぶもの）も

同時に認める．これにより方向性の欠如の問題解決を図ろうとしたのである．  

 

木（本質） - - -  「木」（現象） - - -  所証  

｜  ｜  ‖ 

桜（独自相） - - -  「桜」（現象） - - -  証因  

存在レヴェル  概念レヴェル  論理学レヴェル  

 

 存在レヴェルにおける bhāva とは独自相である69．svabhāva は，独自相に固有な本質で

あり，独自相の区別化の根拠としての本質である（svabhāva (a)）70． 概念レヴェルにお

ける bhāva とは，「桜」や「作られたもの」として観念の内に現れた存在物のことである71．

「木」という同一判断を生み出すための根拠，すなわち，同一化の根拠（異類から等しく

異ならせる根拠）としての側面も svabhāva は持つ（svabhāva (b)）72． こうして概念化・

一般化を経た「桜」と「木」の間には，存在上の関係を反映した論理的必然関係が成立し

ている73．言い換えれば，「bhāva（証因）と svabhāva（所証）は、存在レヴェルの bhāva

（存在物）と svabhāva（本質）に対応する」（船山 1989:20）のである．ただし，両側面

の svabhāva（＝能力）は「たとえ存在のレヴェルに帰せられているとはいえ，「概念の側

から世俗的に構想された本質」という性格をもつと言えよう」（船山 1989:11）とあるよ

うに，究極的には世俗的な性格のものである．  

 

7. 福田の解釈 

                                                                                                                                                               

すぎず、実在レヴェルでは成立しないとすれば、その場合には、なぜ逆の方向の推理には必然性

がないのか、存在レヴェルでその根拠が問題となるであろう。」 
69船山 1989:6:「bhāvaとsvabhāvaがそれ以外の一切と異なる点、この点を存在レヴェルのメルクマー

ルとすると、bhāva（存在物）とは認識一般を離れた外界の存在世界にあるものではなく、＜概念

的認識＞を離れた直観（pratyakṣa）の対象、すなわち独自相（svalakṣaṇa）であることがわかる。」 
70船山 1989:6 
71船山 1989:7:「概念的認識のレヴェル、即ち日常知のレヴェルで、bhāvaとは、単に「存在するモ

ノ」であるにとどまらず、「ある特定のものとして観念の内に現れた存在物」という性格をもつ。

すなわち「現象」である。「ある特定のものとして」とは、例えば作られたものやシンシャパ一

樹として、と理解してよいであろう。」 
72船山 1989:9:「即ち、bhāvaのsvabhāvaは、認識者の潜在印象と協働して、一定群のbhāva（同類）

を他のものから等しく異なるものとして認識させ、同一判断を生み出すための根拠となるのであ

る。この「同一化の根拠」としてのsvabhāvaを、今後《svabhāva (b)》と略す。」 
73船山 1989:19:「このように、論理的必然関係（svabhāvapratibandha = avinābhāva，煙⇒火）は、存

在上の関係（火→煙）を概念的・一般的に捉えなおしたものなのである。」 
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7.1. 三段階の維持 

 松本が想定していた三段階は，桂の転向に見られたように，間にある svabhāvapratibandha

を，存在と論理（概念）へと分割することで，二段階に解消されることになった．第一義

的な svabhāvapratibandha は存在領域に，第二義的な svabhāvapratibandha は論理領域（概念

領域）へと分割される．  

 

三段階： tādātmya/tadutpatti ⇒  svpr  ⇒ vyāpti 

   ↙  ↘    

二段階： tādātmya/tadutpatti ＝ svpr1 ⇒ svpr2 ＝ vyāpti 

 

 しかし，svabhāvapratibandha を遍充関係（論理的関係）に解消することなく，なおかつ，

tādātmya/tadutpatti という存在上の関係と同内容ではなく，むしろそれに根拠づけられる次

段階のものと捉えることで，三段階を依然として維持することは可能である．  

 福田が模索するのは，この可能性である．彼は，遍充を，論理的指示関係（必然性）と

は異なる，外的・表面的な共存・非共存の関係74，集合の包含関係・外延集合間の関係と

みなす75．そして，そのような遍充関係を考察領域から外す76．彼が問題とするのは必然

性の様相を帯びた論理的指示関係である．その論理的指示関係の根拠として

                                                           
74福田 1984:345, n.3:「Steinkellner教授は遍充を論理的結合関係logical nexusと考えているが，遍充は

二つのものの間の，ある特定の共存・非共存関係であって，それ自体は何ら「論理的な」次元の

ものではない。論理的な関係といえるのは，hのsに対する論理的指示関係であろう。この，論理

的指示関係と遍充という次元の異なった二つの関係の間には，常に同時に成立するという関係が

あることから，遍充は論理的指示関係が成立しているか否かを判断する徴標となるにすぎない。」

福田 1987:887:「論理的指示関係を保証するものとしてのvyāptiは，簡単に言えば，Aがあるところ

には必ずBがあり，Bがないところには絶体にAはない，という共存・非共存の関係である。しか

しこのような関係はA，Bにとっては全く外的・表面的な関係にすぎず，その必然性は何ら保証さ

れていない。」 
75福田 1991:662:「しかし，この自己同一に関する表現は必然性を帯びていることに注意しなければ

ならない。単に集合の包含関係のみに基づいては，心然性は生まれてこない。外延集合間の関係

だけであれば，それは単なる普遍量化言明によって表現されるのみである。しかし上述したよう

に「全て」ということが原理的に検証し得ない以上，単なる集合の包含関係は確実な知識の根拠

たり得ないのである。」福田 1991:666, n.11:「vyāptiというのは，この外延間の関係に他ならない。」 
76ただし，福田の考えるvyāptiと論理的指示関係との切り離しが，サンスクリット原文においてどの

ように支持されるかは，更なる検討が必要であろう．福田の言っていることは，サンスクリット

で言えば，vyāptiあるいはavinābhāvaと，avinābhāvaniyamaとを区別するという意味になるだろう．

この意味では，ダルマキールティの意識に則ったものとみなしてよいだろう．その場合，

svabhāvapratibandhaは avinābhāvaniyamaの根拠ということになる． asaty asattvamというのが

avinābhāvaだとすれば，第三格により強い連動性を表したものがekanivṛttyānyanivṛttiḥ ということ

になる．その存在レヴェルでの根拠としてsvabhāvapratibandhaがある，ということになる． 
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svabhāvapratibandha が あ る と 考 え る ． す な わ ち 福 田 は ，「 tādātmya/tadutpatti ⇒

svabhāvapratibandha⇒論理的指示関係（必然性）」という三段階を区別する77．  

 

tādātmya/tadutpatti ⇒ svpr ⇒ 論理的指示関係（必然性） 

 

7.2. 共通性格としての svabhāvapratibandha 

 そして，svabhāvapratibandha が tādātmya/tadutpatti と異なる次元にあることに注意しなが

らも78，両者の共通性格としての機能も果たすことに注意する．これは，松本に欠如して

                                                           
77福田 1984:345:「ここではtāおよびtuとsvprと論理的指示関係という三つのレヴェルが明瞭に区別さ

れ，tā，tuに基づいてsvprが成立し，そのsvprが論理的指示関係を保証する，という段階が読み取

れる。」 
78福田 1987:888‒887:「6，9 ではそのような関係は明瞭に表現されていないが，svpr が因果関係に基

づいて成立する関係であることは見て取れる。しかし svpr が因果関係と同一の概念であるという

ことにはならない。A が B によって生ぜられるとき A は B に pr している，という表現が無意味

にならずに機能するためには，因果関係と pr は異なった内容を意味していなければならないばか

りでなく，saṃbandha とも異なった概念でなければならない。」福田の挙げる資料 6 とは以下のも

のである（福田の挙げる 70.3‒9 の行数は誤り）．PVSV ad 1:144ab (70.5‒10): parasparam anyato 

vānupakāriṇām apratibandhāt. apratibaddhasya cāsaṃbandhāt. ...  tasmāt tatrāpi kāryakāraṇabhāvakṛta eva 

pratibandhaḥ. (福田引用の vānupakārinām の n は ṇ に訂正．) ここで問題とされているのは，普遍

（sāmānya）と基体（ādhāra）の関係である．反論者は普遍が基体に内属すると考える．すなわち，

両者の関係は「別個に成立することが［決して］ないものの，拠り所と依るものの関係」（70.1: 

apṛthaksiddhānām āśrayāśrayibhāvaḥ）である．しかし，ダルマキールティにとっては，このような

関係も，裨益作用なしにはありえない．すなわち，常住な普遍にたいして基体が裨益作用（upakāra）

を持つとダルマキールティは考える．つまるところ，因果関係の枠組みで基体・属性の関係を捉

え直すのである（基体⇒普遍）．（同様に，同一基体に内属する二つの普遍の場合も，両者の関係

を想定したいならば，両者の間の裨益作用が想定されねばならない．） 

  問題の文章を訳すと以下の様になる．「相互に裨益することがないもの，あるいは，どちらか一

方から裨益することがないもの，それらは繋属を持たないからである．そして，繋属していない

ものは，関係を持たないからである．……それゆえ，上の場合も，繋属は，因果関係によっても

たらされたものに他ならない．」ここで言われているのは，「裨益作用（＝因果関係）⇒繋属⇒関

係」という連鎖である．また注意すべきは，ここでの pratibandha は，単なる pratibandha であって，

論理的指示関係の根拠としての svabhāvapratibandha ではない，ということである（この点につい

ては稲見正浩氏より指摘を受けた）．したがって，「6, 9 では……svpr が因果関係に基づいて成立す

る関係であることは見て取れる」というのは性急である．ここで問題になっている因果関係と

pratibandha は，tadutpatti と svabhāvapratibandha の話ではないからである．この点については，さ

らなる説明が必要である．  

  また，「6, 7, 8, 9 の文例は(sv)pr が因果関係と密接に関わっていることを示している。pr は結果

の原因に対して持つ pr であり，tajjanman あるいは janyatā を特質としている（7, 8）。」（福田 

1987:888）の資料 8 として福田が挙げるのは次のものである．PVSV ad 1:278ab (147.10–12): na ca 

tajjanmalakṣaṇāt svabhāvapratibandhād anyaḥ pratibandho nāma. anāyattasya vyabhicārāvirodhāt.（福田引

用の tajjanmalakṣanāt の n は ṇ に訂正．）ここでは「svabhāvapratibandha=tajjanmalakṣaṇa」とされて

いる．すなわち，「密接に関わっている」どころか，svabhāvapratibandha が因果関係を特質として

いることが明言されている（稲見正浩氏の指摘による）．すなわち，「svpr が因果関係に基づいて
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いた統一を意識したものである79．  

 

(2)  (3)  

svabhāvapratibandha ⇒  論理的指示関係  

｜  ｜   

tādātmya  (1) tadutpatti   

 

7.3. svabhāvapratibandha：被制約性＋無化の連動 

 福田にとり svabhāvapratibandha とは，存在上の関係（因果関係や同一性）でも，概念間

の関係でもない． それは，具体的に言うならば，証因が持つ「被制約性80」と「無化の連

                                                                                                                                                               

成立する関係である」のではなく，「svpr が因果関係であること」が明言されているのである．に

もかかわらず，福田は「しかし svpr が因果関係と同一の概念であるということにはならない。……

因果関係と pr は異なった内容を意味していなければならない」（福田 1987:888–887）と述べる．

もちろん，その意図は svabhāvapratibandha は，tadutpatti と tādātmya に共通する性格のものとして，

いずれか一方と全く同じではない，との意であろう．しかし，原文との乖離については，ダルマ

キールティの原文に即した更なる検討が必要となろう．すなわち，ダルマキールティ自身が，両

者を別段階のものとして意図していたのかどうかが問題となりうる． 
79福田  1984:346:「このように考えてくるならば，bhāvaあるいはkārya――hとなるもの――が

pratibaddhaなものであること，このことによって論理的指示関係が成立する，言い換えれば，tā あ

るいはtuにはsvprという，その両者に共通の性格があり，その共通の性格が論理的指示関係の確実

性を保証するものである，というべきだろう。」また，統一を意識した考え方として，例えば

Funayama 1988 がある．まず，船山にとり，svabhāvapratibandhaは，存在論的な関係を反映した論

理的な関係である．その意味では，桂 1986 に連なる考え方をしている．Funayama 1988:969: “In 

other words, svabhāvapratibandha is the logical relation which reflects the ontological relation, being based 

on the latter.” 船山は，kāryahetuとsvabhāvahetuに共通するsvabhāvapratibandhaという統一的性格を強

く意識し，存在論的な関係を反映した論理的な関係であるsvabhāvapratibandhaが，kāryahetuにも

svabhāvahetuにも等しく当てはまるべきだと考えている．すなわち，kāryahetuで確認された

svabhāvapratibandhaの性格が，同じように svabhāvahetuにも適用できると考える．Funayama 

1988:968–967: “We can now naturally conceive that the above said inferential structure applies to 

svabhāvahetu as well as kāryahetu. Otherwise we cannot explain why Dharmakīrti integrates both tādātmya 

(=tadbhāva) and tadutpatti into one and the same svabhāvapratibandha. Svabhāvapratibandha in the case 

of svabhāvahetu, i. e. the relation between bhāva as hetu (abbr. B2) and svabhāva as sādhya (abbr. S2), 

should correspond to and reflect a relation in reality, as in the case of kāryahetu. … The tādātmya-relation 

between B2 and S2, i. e. “B2⇒S2”, corresponds to and reflects the above said relation between B1 and S1.” 
80福田の言う「論理的指示関係」をavinābhāvaniyamaと対応付けることが許されるならば，次のよう

に考えることができる．福田の言う二つの要素「被制約性」と「無化の連動性」は，avinābhāva-niyama

の二つの要素を抽出したものである，と．「無化の連動性」とはavinābhāvaのことであり，「被制

約性」はniyamaのことである．あるいは，福田の意図を厳密に捉えるならば，「無化の連動性」

は，avinābhāva-niyamaという「無ければ無いことの必然性」を捉えたものであり，「被制約性」

というのはniyatatvaという性格を証因が持つことである．つまり，「無化の連動性」と「被制約性」

は，avinābhāvaniyama-niyatatvaと対応づけることができる．すると，福田の言う「無化の連動性」

と「被制約性」とは，avinābhāvaniyama (=avinābhāvaniyama-niyatatva)の性格ということになる．厳
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動性」81という，tādātmya と tadutpatti に共通する性格である82．  

                                                                                                                                                               

密には，その根拠たるべきsvabhāvapratibandhaの性格ではないということになる．あるいは，好意

的に捉えるならば，そのような論理的指示関係の性格を，存在レヴェルに投影したものと言える

のかもしれない．すなわち，avinābhāvaniyama-niyatatvaにおける「無化の連動性」と「被制約性」

とが論理レヴェルにあり，それに対応する存在レヴェルのものが「無化の連動性」と「被制約性」

であるということになる．次の岩田の見方は，「のみ」に問題があるが，シュタインケルナー説

に依拠しながら，第一義を同一性とし，第二義で福田の見解の一部を取り込んだ，折衷的な見解

である．岩田 1988:18:「直接的には，存在的な場での證因（Ｘ）と所證（Ｙ）との自體の關係（tādātmya, 

tadbhāvatā），即ち，事實的な同一性であるが，「ＸがＹに包攝され，その逆ではない」という論

理的な不可逆性を確立させる點から捉えると，その不可逆性を可能にする條件――肯定的關係「Ｙ

はＸの有のみに從う」と否定的關係「ＹなければＸがない」――が存在的な場において成立する

ことも間接的に組み込んでいる。」 なお，「無化」「連動」「制約」という要素は，語の表面か

らも，avinābhāvaniyamaに見られるものである．いっぽう「～に縛り付ける」というprati-badhの語

義からは「連動」「制約」は出て来るが，「無化」は直接には出てこない． 
81福田の言う「無化の連動性」は次の資料 16 に基づくものである．PVSV 10.23–25: tasmād 

ekanivṛttyānyanivṛttim icchatā tayoḥ kaścit svabhāvapratibandho ’py eṣṭavyaḥ. 福田 1987:886:「一方の無

による他方の無（ekanivṛttiyānyanivṛtti）を主張しようとするものは，二つの物の間に何らかのsvpr

をも主張しなければならない（16）。」（なおekanivṛttiyā-はekanivṛttyāに訂正が必要．）福田の意

図は明らかである．「一方の無は他方の存在を放っておかず，連動して無化してしまう」（福田 

1987:886）という意味である．すなわち，「無化する」はnivartayatiの意味であって，「無くなる」

というnivartateの意味ではない．「Ａが無くなることに連動してＢが無くならせられる」という意

味となろう．従って，福田の意図は，厳密には，「Ａの無くなることがＢの無くなることと連動

する」という意味ではない．「Ａの無くなることがＢの無化（無くならせられること）と連動す

る」の意味である．その意味では「無化の連動性」というのは若干誤解を招きかねない表現であ

る（稲見正浩氏の指摘による）．そのことに注意してダルマキールティの原文を読み返すと，ダ

ルマキールティが言っているのは，「Ａが無くなることによって，Ｂが無くなる」ということで

ある．したがって，「無くなることの連動性」が原文に即した表現となる． なお「ただしそれは

ここではsvprそのものについてではなく，enanの意味として考えられているのではあるが，svprを

それ自体に即して規定することが困難であると思われる以上，それをenanを成立させるような関

係として規定することはできるであろう」（福田 1987:886）とあるように，厳密には，「無化の

連動性」そのものではなく「無化の連動性を成り立たしめるもの」がsvabhāvapratibandhaである．

すると，svabhāvapratibandha自体には，「無化の連動性」という性質は，福田自身が認めるように，

ないことになる．すなわち，「無化の連動性」はekanivṛttyānyanivṛttiḥ が持つ性格である．言い換

えれば，「無化の連動性」は，avinābhāvaniyamaの性格である．「無化の連動性の根拠」としての

性格は，結局，avinābhāvaniyamaの根拠，ということを言っているのと変わらないことになる．し

たがって，「無化の連動性」そのものを，pratibandhaに帰するのは，むしろ，おかしいということ

になる．pratibandhaの或る性格の故に，「無化の連動性」がもたらされるからである．では，その

性格とは何か．そこで考えられるのは，繋属が示す「関係」と「従属」（依存）という二つの要

素であろう．従属的関係あるいは依存的関係の故に，「無化の連動性」も結果としてもたらされ

る．pratibandhaの語義（「～への縛り付け」）自体に，否定的な意味での「無化」という要素を読

み込むことは非常に困難である．それは「Ｘへ縛り付けられたものが持つＸへの依存的関係」の

帰結であるとみなしたほうがよいのではなかろうか． 
82福田 1987:886:「「被制約性」および「無化の連動性」こそがsvprの性格規定である，というのが

筆者の理解である。」岩田の次の理解は，福田に近似したものである．岩田 1988:18:「「物の場

での倶非存關係→論理的な場での倶非存關係→論理的包攝關係」という系列において論理的包攝

關係の根據づけがなされている，と考えることは可能であろう。」ここでいう「物の場での倶非
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 svabhāvahetu の場合，それは，次のような構造を持つ83．原因から桜が生じる時，木は

無限定的に結び付く（mātrānubandhin/mātrānurodhin）のであり，桜の原因以外のものに依

存する（āyatta）ことがない84．このような木は，桜という存在の固有存在（svabhāva）で

あり，自己自身であり，本質的・必然的に帰属する性質である．したがって木を否定する

ことは桜の自己自身を否定することになるので，木を否定することで（ekanivṛttyā）桜が

否定される（anyanivṛtti）． かくして「あるものがある属性を本質的に有しているという

主張に対する存在論的根拠を与えたことになると言える」（福田 1991:664）ことになる．  

 

  木  

  ｜ 

原因 ⇒ 桜  

 

 ここで桜が持つ性格規定が svabhāvapratibandha である．それは，木の無化により連動し

て無化されてしまうという被制約性のことである．桜自らの存在について最も本質的なレ

                                                                                                                                                               

存關係」は，福田の言う「無化の連動性」と違わない． 
83論理的必然性の普遍妥当性との関連において論じられる刹那滅論証については，赤松 1984:206 が

詳しい．次の一文がその構造を端的に示す．赤松 1984:206:「消滅の必然性を保証するのはただひ

とつ，消滅がそのもの自身のうちにある原因に依存して，他の外的な原因をもつものではないと

いうこと以外にはないと考えたのである。」また，外延が同じ「所作性」「非恒久性」と，外延

の異なる「桜」「木」との違いについては，次の一文がある．赤松 1984:208–209:「しかし，たと

えば同じ「同一関係」にもとづく推理でも，「これは木である。シンシャパー樹ゆえに。」の場

合は，その論理的必然性の決定は，右のような先験的原理によって確証されるわけにはいかない

であろう。この場合は，やはり，実例にもとづく経験的な原理にもとづいて決定されるほかない

のである。」ここでの経験的な原理については，船山が説明している．船山 1989:22:「これに対

して、Dharmakīrtiは、bhāva（存在物）とsvabhāva（無常性）は言語で表現する場合には異なるが

存在レヴェルでは同一であり、このことは誰でも直観のレヴェルでは認識しているけれども、概

念化されないだけなのだ、という応答をする」．すなわち，ダルマキールティにおいて，桜が木

を本質とするというtādātmyaは，知覚対象ということになる．いっぽう，存在が無常性（刹那滅性）

を本質とするということは，反所証拒斥論証によって証明される．これについては，例えば，シャー

リカナータの記述を解説する金沢  1985:792 を参照．シャーリカナータは， tādātmya ← 

tanmātrānubandha ← vipakṣe bādhakapramāṇapravṛtti (=anupalabdhi)という根拠づけの連鎖を想定して

いる．次の岩田の説明も同様である．岩田 1988:2:「つまり，自性證因に關する肯定的包攝關係の

確定（anvayaniścaya）は，「事實的な自性の關係に基づいて所證が能證の有のみに隨順すること」

の證明にあり，この證明が「所證否定による能證拒斥の認識」に歸せられるのである……」 
84このような本質の在り方は，クマーリラ（そして特にウンベーカ）が考える，認識の本質として

のprāmāṇyaの構造と同じである．すなわち，ウンベーカが強調するように，認識に本来的な正し

さは，認識原因以外の他の付加的な原因を必要としない．また，「存在物の本質を軸として、存

在のレヴェルと概念、語、そして実践的活動を統一的に捉えていたと考えられる。」（船山 1989:11）

との見方は，prāmāṇyaにおけるutpattitaḥ, jñaptitaḥ, pravṛttitaḥ の三視点との平行性を想起させるも

のである． 
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ヴェルで木に依存しているという意味で「依存関係」と同じ事態を指している85． これに

より，シュタインケルナー説の欠陥である方向性の欠如という問題が解決されることにな

る．また同時に，松本説に欠如していた， tādātmya と tadutpatti という二種の

svabhāvapratibandha の統一が図られることになる．  

 福田が考える svabhāvapratibandha の性格規定は「被制約性＋無化の連動性」というもの

である．福田は指摘してはいないが，これは，（「無化」という要素を除けば）玄奘の

pratibaddha の訳語である「繋属」と類似の捉え方である86．従属的に繋がっていること，

それを表すのが pratibandha という表現である．そして，この関係は，煙にも桜にも同様

に成り立つ．「原因・結果，物と sv の間に，一方の無が他方の無を惹起するという関係が

成り立つことによってはじめて，論理的指示関係が保証されるのである」（福田 1987:886）

と福田は自説をまとめている．  

 

7.4. bhāvamātrānubandhin の解釈 

 松本やシュタインケルナーにおいて，bhāvamātrānubandhin は「［木が］桜の存在のみに

従う」を意味すると考えられていた．福田は，この mātra を「のみ」とする解釈を否定す

る．mātra は，bhāvaviśeṣa に対する bhāvamātra の趣旨であり87，「無限定の桜全て」のこと

である．すなわち，特定の桜ではなく，無限定の全ての桜に木が付き従っていることが，

bhāvamātrānubandhinが表現するものである88．桜が木を本質とし，全ての桜に木が付き従っ

                                                           
85福田 1987:886:「Bが無いときAが無いと言うだけではAとBとの関係は偶然的・外的であることを

免れないのに対し，enanと言えば，一方の無は他方の存在を放っておかず，連動して無化してし

まうという，密接でもあり，またそれにとって本質的でもある関係を表現できるのである。この

ように表現されるA，Bの関係は，BがAの存在を本質的に左右する力を持っている，あるいはA自

らの存在について最も本質的なレヴェルでBに依拠している，と性格づけることができる。」（enan: 

ekanivṛttyānyanivṛtti） 
86Abhidharmakośabhāṣya ad 2:61: yasya yatpratibaddha utpādaḥ sa tasyānantaram utpadyate, tad yathā 

bījādīnām aṅkurādayo vināpi samanantarapratyayeneti. 桜部 1969:395（桜部建『倶舎論の研究 界・根

品』法蔵館）:「ある法の生起がある法に従属している時は，等無間縁は無くても前者は後者の無

間に生起する．例えば，等無間縁は無くても，種子などの無間に芽などが生起する如くである．」

玄奘訳（大正No. 1558, 29, 37a9：「若此法生繋屬彼法要彼無間此乃得生。如芽等生要藉種等。」 
87福田 1991:666, n.11:「詳しくは別稿で論じることにしたいが，例えばbhāvamātraとbhāvaviśeṣaが対

比して言及されることがある（Cf. PVSV. 141.20-23）。」なお，この「別稿」は未だ出版されてい

ない．また，福田 1991:665 で参照される論文（「詳論svabhāvapratibandha」（『仏教論理学研究』

1，1989 年；「ダルマキールティ論理学におけるsvabhāva概念について」『仏教論理学研究』1，

1989 年）は未だ刊行されていない幻の論文である． 
88福田 1991:665–666:「この訳では特にmātraの解釈が従来の訳や研究と異なる。mātraには「のみ，

だけ」という意味ばかりでなく，本質的には同じ発想ではあるが，「……一般」「の全て」とい

う意味がある。もし「のみ」と解するならば，svabhāva (この場合木)が「そのもののみ（即ち桜の 

み）に結びつくもの」ということになってしまうが，もちろん桜以外にも木はあるのだから，木
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ていること89を前提として，svabhāvapratibandha という無化連動の被制約性が成り立つ．  

 

松本：the svabhāva which follows only that bhāva
90

  

  S : sādhyadharmaḥ follows only the existence of sādhanadharmaḥ
91

  

福田：そのものに無限定的に結びついているところの，そのもの固有の存在に対して92
   

 

7.5. 存在レヴェルと概念レヴェル 

 福田の考える svabhāvapratibandha は，tādātmya と tadutpatti のいずれかに還元されること

のないものである．それは両者に共通する或る性格である．その共通性格が論理的指示関

係の根拠となる．その意味で，独自の次元にあるものである．これにより，桂の転向に見

られた二段階への解消が回避される．  

 しかし，福田説は，「その［様々な解釈の］殆どと理解を異にする」（福田 1987:888）

がために，正しく言及されることは稀である．Katsura 1991 は福田説に言及するが93，桂

の福田理解も，福田の真意を汲み取ったものではない．福田にとり論理的指示関係と

svabhāvapratibandha とは異なるレヴェルにあるものであって，桂の考えるように同列にあ

るものではない．福田説は，存在か概念（論理）かという二項対立を前提とするシュタイ

                                                                                                                                                               

が桜「のみ」に結びつくのはおかしい。しかしもし木が桜「一般（あるいは全て）に結びつく，

と言うならば，妥当な言い方である。」なお，岩田 1988 は一貫して「のみ」と理解する．その結

果，次のように述べることになる．岩田 1988:21:「この論理限定關係をより論理的に抽出すると

いう點では「Ｘ（＝自性）はＹの有のみに從う」という隨順關係（cp.[9]）の方が，その逆の「Ｙ

（＝自性）はＸの有のみに從う」（cp.[6]）よりも效力があると思われる。何となれば，前者の「Ｘ

がＹの有のみに從う」ことを文字通りに解すれば「Ｙの有るときだけＸがある」即ち「Ｘのある

ときは必ずＹがある」となり，「能證（Ｘ）→所證（Ｙ）」という包攝關係を得ることができる

からである。」なお，Iwata 2003 のbhāvamātrānurodhinの解釈については，Dunne 2004:209ffが批判

を行っている．  
89その内容を更に具体的に言うならば，「桜が木であることに関して桜の原因以外のものに依存し

ないこと」である．詳しくは福田 1991:662–663 参照． 
90PV 1:2cd (quoted in Matsumoto 1981:497): svabhāve … bhāvamātrānurodhini// 
91HB 5.10 (quoted in Steinkellner 1974:126): sādhanadharmabhāvamātrānvayin. しかし，Steinkellner 

1971:205 は，PV 1:2cd: bhāvamātrānurodhiniを“der sich an [ihr] bloßes Vorhandensein anschließt”と訳す．

即ち，bhāvamātraを「単なる在ること」と理解する． 
92PV 1:2cd (福田 1991：665，n.7): svabhāve … bhāvamātrānurodhini. なお，細かいことを言うならば，

ここでのbhāvaは，bhāvaとsvabhāvaで言うbhāva（桜）のことではなく，単に，sattāと置き換えられ

るbhāvaのことであるから，シュタインケルナーの言うように桜のexistenceと解釈するのが正しい

だろう．Steinkellner 1974:126–127: “Thus the term sattā in the compound svasattāmātrabhāvin- cannot 

mean anything else but the factual existence of the meaning of the inferring concept.” 
93Katsura 1991:1048: “Incidentally, if I am not mistaken, ‘niyama’ and ‘vyāvṛtty-aikāntikatva’ seem to 

correspond to ‘āyatta’ and ‘ekanivṛttyānyanivṛtti’, an interpretation of svabhāvapratibandha given by 

Yoichi Fukuda.” 
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ンケルナーや桂には理解しがたいものである．  

 

7.6. 福田説の問題点 

 福田説は，これまで批判対象とされることがなかった．福田の真意を捉えるのが難し

かったからかもしれない94．転向後の桂の視点から予想される問題点を簡潔に挙げておく．  

 

7.6.1. 論理的指示関係 

 まず，単なる包摂関係から論理的指示関係を分離することの妥当性である．福田の真意

は，ダルマキールティが意識したような，avinābhāva と avinābhāvaniyama との違いにある

と考えられる．しかし，包摂関係を論理的指示関係と同義と考える通常の理解からは逸脱

したものである．原文に則した更なる説明が必要とされる． 

 

7.6.2. pratibandha と svabhāvapratibandha 

 福田 1987 が挙げる例文には，svabhāvapratibandha のみでなく，pratibandha の用例が多

く含まれる．その中には，論理的指示関係とは関係のない pratibandha も含まれる．にも

かかわらず，福田は，両者を区別することなく svabhāvapratibandha の用例であるかのよう

に記述する．この点については批判が予想されるところであり，更なる説明が必要となる．  

 

7.6.3. svabhāvapratibandha の位置付け 

 ダルマキールティには，「それからの生起を特質とする svabhāvapratibandha 」

（tajjanmalakṣaṇāt svabhāvapratibandhāt）いう表現が見られる（福田 1987:885 に引用）．ま

た，PVin 100.6: sa [=svabhāvapratibandhaś] ca tadbhāvalakṣaṇas tadutpattilakṣaṇo vā という表現

も見られる．すなわち，svabhāvapratibandha は，tadbhāva や tadutpatti を特質とするもので

ある．すると，「svpr が因果関係に基づいて成立する関係である」（福田 1987:888）とい

う 福 田 の 理 解 と 表 面 的 に は 矛 盾 す る こ と に な る ． こ の 点 は ，

svabhāvapratibandha=tādātmya/tadutpatti とする転向後の桂の理解とは異なるので，一つの重

要な論点となるだろう．  

 

7.6.4. 無化・連動・制約 

                                                           
94金沢 2010:70:「続いて現れた松本氏よりも逢かに的確に問題点を解きほぐしてみせた福田[1984]

の指摘が、何故ダルマキールティ研究の前線に届かなかったのだろう。福田[1984]はあまりに上品

で、知的であり、しかも略号を駆使したローカルな言語、日本語による小品であったせいである。」 
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 福田が svabhāvapratibandha の性格として挙げる「無化の連動性」と「被制約性」は，つ

まるところ，avinābhāvaniyama が持つ性格であって，avinābhāvaniyama の根拠であるべき

svabhāvapratibandha の性格規定とはならないのではないか．特に，「無化」という要素は，

pratibandha の語義そのものには表れない．「～に縛り付ける」という prati-badh の語義に即

した更なる説明が必要であろう．  

 

8. 中井説：svabhāvapratibandha とアポーハ論 

8.1. アポーハ論の位置付け 

8.1.1. 福田説におけるアポーハ論の位置付け 

 シュタインケルナーにおいては，桜と木は同一であり，そこにある存在レヴェルでの関

係は同一性でしかなかった．そのことが方向性の欠如という問題を生じさせていた．しか

し，存在の中に，実在レヴェルでの区別を立てることはできるのではないか．すなわち，

概念レヴェルでの普遍者（アポーハ）としての桜性と木性とに対応するものとして，実在

の中に二つの本質を区別して立てることはできるのではないか．シャーキャブッディの言

う sādhyavastu というのも，そのような実在を名指したものと受け止めることができるの

ではないか95．船山 1989 の言う svabhāva (b)も，そのような方向性を模索するものであっ

た．  

 福田は明示的に示しているわけではないが，彼にとり，tādātmya における bhāva と

svabhāva の間の関係は，存在レヴェルのものであった．すなわち桜や木は実在のレヴェル

で考えられたものである．したがって，彼にとっては，実在する本質の（第六格）実在す

る本質への（第七格）繋属関係が svabhāvapratibandha の語義解釈となる．他の例で言えば，

所作性（kṛtakatva）と無常性（anityatva=kṣaṇikatva）も，あくまでも，実在としての両本

質の問題であり，概念間の関係の問題ではない．svabhāvapratibandha という関係は，実在

レヴェルの問題であり，概念レヴェルの問題とは直接には関わらない．概念が実在に或る

仕方で基づくという議論は既にアポーハ論で確立されているので，svabhāvapratibandha の

議論において，そこまでいちいち立ち返って議論する必要はないからである．  

 福田にとっては，svabhāva の語義の二分法を svabhāvapratibandha の議論に持ち込むこと

がそもそも不適切であり，全ては基本的には実在の話である．下図で言うならば，

                                                           
95松本 1981 は，tādātmyaの場合のsvabhāvaすなわち木を，論証対象である実在，bsgrub par bya baḥi 

dṅos po (sādhyavastu) と表現するシャーキャブッディの発言に特に注意を払っている．Matsumoto 

1981:498: “Śākyabuddhi, the oldest commentator of PVSV … regarded svabhāva, the first component of 

the compound, as the svabhāva of the result, or strictly speaking, as the real object (vastu) of the result, as is 

seen from the following explanations:” 
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svabhāvapratibandha は，原因からの生起の構造も含めた(1)の話であり，(2)や(3)は概念が

実在に間接的に基づくというアポーハ論の領域ということになる．アポーハ論は，(4)に対

応する(1)を論証する svabhāvapratibandha の議論とは役割を異にする． 

 

  無常性（実在） ＝(2)⇒ 無常性（概念）  

  (1)  ↑  ↑  (4)  

原因 ⇒ 所作性（実在） ＝(3)⇒ 所作性（概念）  

 

8.1.2. 赤松におけるアポーハ論の位置付け 

 このように，「桜」という一つの概念が或る一群の実在に間接的に基づくという，「単語

の意味」「分別の対象」に関するダルマキールティのアポーハ論と，「桜」と「木」という

二つの概念間の論理的指示関係が実在としての本質間の関係に基づくという

svabhāvapratibandha の議論とは，ひとまず分けて考える必要がある．アポーハ論は前者に

関する議論であり，後者についての解答を与えるものではありえない96．  

 これに反する（と思われる）見解として，赤松 1981 の理解がある．赤松は，アポーハ

論に基づいて論理的随伴関係の正当性・妥当性が成り立つとする．赤松の意図は次のよう

なものである．実在レヴェルでは，所作性（kṛtakatva）と無常性（anityatva）は同一なの

で，論理的関係は成立しない．その問題を解決するものとして，概念レヴェルでの区別が

導入される．すなわち，「所作性」と「非恒久性」という二つの概念は同一ではない．こ

のようにして区別された両者には論理的随伴関係が成り立つ97．  

 

赤松 1981:905:「所作性」という語は「作られたものでないもの」を排除し，「非恒

久性」という語は「恒久的なるもの」を排除するのである。それ故，それぞれの語の

意味対象は異なるのであり，そこでは，概念間の関係としての論理的随伴関係も当然

成立する。Dharmakīrti は，この様にして，〈tādātmya〉に基づく論理的関係の妥当性

を論証するのである。（太字強調は筆者）   

 

 しかし，明らかなように，「二つの概念が異なる」ということから「二つの概念間の論

理的随伴関係が成立する」ということにはならない．例えば，「壺」と「布」とは異なる

                                                           
96この点については福田洋一氏より教示を受けた． 
97赤松 1981:906:「そこで，この様な反論をしりぞけ，〈tādātmya〉に基づく論理的随伴関係の正当

性を主張するために展開されることになるのが，Apoha論なのである。」（太字強調は筆者） 
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概念であるが，両者の間に論理的随伴関係は成立しない．赤松が述べたかったのは「成立

し得る」ということだったのかもしれない．いずれにせよ「〈tādātmya〉に基づく論理的随

伴関係の正当性」「妥当性」という表現は，精確には「可能性」に改めるべきである98．  

 

8.1.3. 中井説におけるアポーハ論の位置付け 

 概念は実在に間接的に基づくというアポーハ論は，論理的随伴関係の根拠づけの議論と

して svabhāvapratibandha の議論に関わる．これが，赤松 1981 が示唆したことである．そ

こで示唆された方向性を推し進めたのが中井  1986 の議論である．中井によれば，

svabhāvapratibandha とは，桜性の概念が持つ，木という実在への結合関係（下図の(a)の矢

印↖）である． 

 

木（実在） ← 木性（の概念）  

‖ ↖(a) ⇑  

桜（実在） ⇒ 桜性（の概念）  

 

8.2. PV 3:81–84 の pratibandha 

8.2.1. 戸崎の理解 

 中井の着想は，戸崎の PV 3:81–84 の理解を転用したものである99． 因果関係の例が分

                                                           
98Steinkellner 1971 は，推理におけるアポーハ論（概念論）の役割について論じているが，彼が語っ

ているのは，概念が基礎づけられることで錯誤が排除され，正しい推論が可能になるという可能

性についてである．論理的指示関係の妥当性がアポーハ論によって論証されると主張しているわ

けではない．Steinkellner 1971:199: “Nur dann nämlich ist die Möglichkeit des Irrtums aus der Vorstellung 

ausschließbar, wenn sie ihre Funktion des Zuschreibens und Fernhaltens von Begriffen auf Gründe gestützt 

ausübt. Eine solche vorstellende Erkenntnis, die einem Ding begründet einen Begriff zuschreibt oder von 

ihm ausschließt, ist Schlußfolgerung. Sie hat nicht nur einen anderen Gegenstand als die Wahrnehmung, 

den bestimmten Begriff nämlich, sondern kann auch durch ein eigens zu begründenden Regeln folgendes 

Zustandekommen irrtumsfrei sein und darf daher neben der sinnlichen Wahrnehmung als zweite 

Möglichkeit richtiger Erkenntnis (pramāṇam) gelten. Es überschneiden sich somit im Thema der 

Schlußfolgerung bei Dharmakīrti drei besondere Disziplinen: die Begriffslehre, sofern es um den 

Gegenstand dieser Vorstellung geht, die Erkenntnislehre, sofern es um die Möglichkeit von Vorstellungen 

geht, die sich beim Handeln bewähren, und die Logik, sofern die Art des Zustandekommens solcher 

Vorstellungen und die dabei gültigen Regeln thematisch sind.”（太字強調は筆者） 
99注意すべきは，戸崎は，ここでのpratibandhaを，svabhāvapratibandhaのpratibandhaと関わるものとし

て提示しているわけではない，ということである．単に「間接的な関係」が実在と概念の間にあ

るから推論知は「欺かない」というだけである．また赤松  1984 の説明も同様である．赤松 

1984:198–199:「ここでいわれている，推理知と実在との間接的結合というのは，二重の意味をもっ

ていると考えられる。ひとつには，そのような概念知は，外界の実在に間接的にもとづいて生じ

てきたものであるということである。……もうひとつには，そのように外界の実在にもとづいて
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かりやすい．煙自体に基づいて我々は煙一般を認識する．そこから論理的に火一般が認識

される．ここで，煙一般の知およびそれから生じる火一般の知は，火自体を間接的な原因

としている（詳しくは戸崎 1979:155, n.217）．戸崎は，PV 3:82bc: pāraṃparyeṇa vastuni 

pratibandhāt を「間接的に実有（y）と関係しているから」と訳す．すなわち，（a）あるい

は（b）の関係が「間接的な関係」であり pratibandha である100．  

 

 (b)  

火自体（y） ← 火一般（Y）の知  

⇓ ↖ (a) ⇑ 

煙自体（x） ⇒ 煙一般（X）の知  

 

 同じ構造が存在性と無常性に当てはまる101．  

 

 (b) （＝声の共相に結びついた無常性の知）  

声の自相に結びついた無常性（y） ← 「存在性の能遍としての無常性」（Ｙ）の知  

‖ ↖(a) ⇑  

声の自相に結びついた存在性（x） ⇒ 「無常性の所遍としての存在性」（Ｘ）の知  

  （＝声の共相に結びついた存在性の知）  

 

 「Ｘの知から導き出されるのは，どこまでもＹの知であって，ｙの知ではない。しかし

Ｘの知から人はｙに到達しえる。Ｘの知から実はＹの知が得られるのであるにもかかわら

ず，それによって人はｙを得ることができる。……このようにＸの知ないしＹの知がｙに

対して人を欺くことがないという事実に理論的根拠を与えるために，「Ｘの知ないしＹの

知がｙを間接的ではあるが因とするから」と述べられたものと解されよう。」（戸崎 

1979:157；太字強調は筆者）とあるように，戸崎は，あくまでも，欺かないこと（avañcana）

の根拠として「間接的な関係」（pratibandha）を理解している．これは，論理的指示関係

の根拠としての svabhāvapratibandha を直接に扱った議論ではない．しかし，中井は，これ

を論理的指示関係の根拠として理解しようとする． 

                                                                                                                                                               

生じてきた概念知は，結果的には外界の実在個物にたいして斉合性（avisaṃvāda）をもつというこ

とを意味するのである。」 
100 便宜的に戸崎の図を，本稿での方向に一致させて，反時計回りに 90 度回転させた．オリジナル

については戸崎 1979:155 を参照のこと．  
101同じくオリジナルの配置については戸崎 1979:156 を参照のこと． 
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8.2.2. 中井の理解の問題点 

 ダルマキールティが PV 3:81–84 で説いた pratibandha は，基本的にはアポーハ論の領域

にある問題である．すなわち，概念が実在に基づくというものである．このことは，(a)

だけではなく(b)に対しても同じく pratibandha という語が用いられていることからも確認

できる．もちろん，（b）と異なり（a）は，svabhāvapratibandha を前提として成り立つ関係

である．しかし，議論の全体は，論理的指示関係の根拠としての svabhāvapratibandha を主

眼としているわけではない．svabhāvapratibandha を前提としたうえで，概念が実在に基づ

くことにより推論が欺かないことを述べることに力点がある．実際，戸崎も

svabhāvapratibandha と結びつけて考えている節はない．しかし，中井は，同じ pratibandha

という語が用いられていることから，ここでの pratibandha を svabhāvapratibandha に同定す

る．そして， (b)を liṅga の性格ではないということを根拠に斥け， (a)だけが

svabhāvapratibandha であるとする102．  

 

 (b)  

火自体（y） ← 火一般（Y）の知  

(1)⇓   ↖(a) ⇑ 

煙自体（x） ⇒ 煙一般（X）の知  

 

 繰り返すまでもないが，(a)や(b)の関係は，基本的には，概念知が実在に間接的に基づ

くというアポーハ論の領域にあるものである．（a）の場合は，svabhāvapratibandha を一部

に含んでおり，svabhāvapratibandha を前提としているが，（a）それ自体が svabhāvapratibandha

                                                           
102 中井 1986:844:「pratibandha(A)は，liṅga の設定に関わるもので，この条件が満たされなければ推

理は成立しない。従って pratibandha(A)は，推理の成立根拠と言えるものであろう。」中井 1986:843:

「両者の相違は，前者が liṅga の性格を示したものであって，後者は，liṅga と liṅgin を含めた推理

全体，強いて言えば，liṅgin に重点を置いているという点にある。」中井 1986:842:

「svabhāvapratibandha が pratibandha(B)と異なるのは，それが liṅga の性格であるという点であり

……」．なお，因果関係の場合の中井のオリジナルの図式は戸崎に基づいた以下の様なものである．

（ＡとＢはオリジナルでは破線の矢印．） 

 

kārya[svabhāva] ⇐ kāraṇa  

↓   ↗ (A) ↑ (B)  

liṅga[dhī] ↔ liṅgi[dhī]  

(kāryasvabhāva)   
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というわけではない．svabhāvapratibandha とは，因果関係（1）に基づく関係のことであ

り，煙自体が火自体にたいして持つ繋属関係のことである．(a)や(b)の関係ではない． 

 

8.3. 中井説の破綻 

 中井の結論部分は，意味をなしていない．  

 

中井 1986:842: svabhāvahetuの場合，実在の側の sādhyaと sādhanaは同一であるから，

liṅga は，sādhanavastu の本質，本質概念であると同時に，sādhyavastu の本質, 本質概

念である。そこには明らかに pratibandha が成立する。kāryahetu の場合は，tādātmya

は成立しないが，anyāpoha という形式を介しての間接的生起(tadutpatti)が，実在上の

因果関係を通して，sādhyārtha との間に成立するのであり，それこそがまさしく

pratibandha である。（太字強調は筆者）   

 

 先程まで中井が主張していたことは，liṅgadhī の sādhyavastu との pratibandha（上図では

（a））が svabhāvapratibandha である，ということであった．戸崎の図に明らかなように，

煙一般（Ｘ）の知が証因であった．あるいは，知の対象である煙一般を証因としてもよい．

これは煙自体とは明瞭に区別されていた．それが結論部分では，liṅga として，本質概念

（≈liṅgadhī）だけでなく，sādhanavastu の本質がいつの間にか潜り込んでいる．彼の文章

の前半部分を分かりやすく言い換えると，「実在レヴェルの木と桜は同一であるから，証

因としての桜は，実在レヴェルの桜，概念レヴェルの桜であると同時に，実在レヴェルの

木，概念レヴェルの木である」ということになる．実際，図表において彼は，liṅga[dhī]

の下に svabhāva を括弧内に書き添えている103．いったい彼にとって，証因は，概念なの

だろうか，あるいは，実在なのだろうか．当初，概念であるとしていたのを，結論部分に

なって，「本質，本質概念である」と述べ，本質でもあると彼は言い換えている．  

 恐らく，実在レヴェルの関係であるべき svabhāvapratibandha を述べるにあたって，彼は，

概念を関係元とする不都合に気が付いたのだろう．そこで，本質間の関係を許す表現を滑

                                                           
103 tādātmya の場合の彼の図表は次のものである．（オリジナルではＡとＢは破線の矢印．） 

 

vastudharma(svabhāva) ＝ vastudharma(svabhāva)  

↓   ↗ (A) ↑ (B)  

liṅga[dhī] ↔ liṅgi[dhī]  

(svabhāva)   
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り込ませる必要に迫られた．そして，結論部分に，さりげなく「本質，本質概念である」

という意味不明で曖昧な並列を書き記した．しかし，言うまでもなく，本質と本質概念と

は異なるものである．中井の記述の混乱は，彼の理論の破綻を結論部分で明らかにしてい

る．結局，ここでの pratibandha は，アポーハ論の領域で言う「概念が実在に間接的に基

づく」という場合の関係（もちろんそれは繋属関係の一種である）であって，論理的指示

関係の根拠としての svabhāvapratibandha ではないのである．赤松論文に誤った刺激を受け

た中井は，最後に袋小路に迷い込んだと言えよう．  

 

9. ダルマキールティの著作間の差異あるいは発展 

 svabhāvahetu を検討する Steinkellner 1974 は，検討対象が PVSV という初期作品に限定

されることを断りながらも，同じ結論が他作品にも当てはまるであろうことに疑いはない

と注記する104． svabhāvapratibandha に関しては，PVSV が主資料となる．しかし，tādātmya 

(=tadbhāvatā)を裏付ける根拠として viparyaye bādhakapramāṇamが明示されるのは後期作品

HB, VN においてである．そこには何らかの発展を見てとることができる．研究の進展に

伴い，作品間の差異・発展という視点から，svabhāvapratibandha を捉える研究も現れるよ

うになる．以下では，その代表例として，船山と谷の研究を簡潔に取り上げる．  

 

9.1. 船山の視点 

9.1.1. 用語の統一 

 PVSV の記述によれば，bhāva（桜）が svabhāva（木）を推理させる証因となる．にもか

かわらず，三種の証因として挙げられる時は，svabhāvahetu という呼び方がなされる．bhāva

が証因なのだから，svabhāvahetu ではなく bhāvahetu とでも呼べばよさそうなものである．

また一部には証因も所証もともに svabhāva とする記述も PVSV には見られる．しかし，

最後期の HB では証因が一貫して svabhāva と呼ばれ，統一が図られている．船山 1989:31

は，「PVin，NB をへて、序で紹介した HB の定義に移行して行った背景として……この用

語上の不統ーという問題点」があると指摘する．すなわち，後期にいたって svabhāva と

いう用語への統一が図られたということである．  

 

                                                           
104 Steinkellner 1974:123, n.20: “As I have investigated his usage only in the first chapter of the 

Pramāṇavārttikam together with his own commentary, the results of this paper are strictly valid only for this 

oldest work of his. I have, however, no doubt that those results will hold good for all of his works as I have 

not yet come across any trace of semantic changes in his later works.” 
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9.1.2. 実例の変化 

 「そしてもうひとつ、さらに重要な問題点として svabhāvahetu の例が“śiṃśapā ⇒ vṛkṣa”

から“kṛtaka ⇒ anitya”へと実質的に移行した点を無視できない」（船山 1989:31）として，

船山は，実例の変化を挙げる．PVSV でまず登場する論証式は「これは木である．シンシャ

パーだから」（PVSV ad 1:1 (2.16): vṛkṣo ’yaṃ śiṃśapātvāt）である．その後に，anvaya と

vyatireka の一方を述べれば他方が含意されることを示すにあたって，「作られたものは全

て無常である」（PVSV ad 1:28 (18.19–20): yat kṛtakaṃ tad anityam），「無常性がなければ所作

性はない」（18.22: anityatvābhāve kṛtakatvaṃ na bhavati）と，音声の所作性と無常性が例示

される．PVSV において，svabhāvahetu の代表として提示されているのは，あくまでもシ

ンシャパーなのである．これにたいして HB では，代表例が所作性にかわる．シンシャパー

は全く言及されない．  

 二つの例の違いは外延にある．「その理由としては“śiṃśapā” の場合と異なり“kṛtaka”は

所証すなわち“anitya”と同延の概念である点を指摘できよう」（船山 1989:31）と船山が指

摘するように，所作性・無常性の場合，外延が等しい．「桜でない木がある」のとは異な

り，作られたものと無常なものとは同じ外延を有する．すなわち同延である．同延の実例

に船山は，svabhāvahetu の重要な特質を見出す．「svabhāvahetu とは、「［存在レヴェルの］

本質において［所証と］同一である証因」であると理解するのがよいと思われる」（船山

1989:31）と述べるように，船山は，存在レヴェルにおいて同一であるような証因を

svabhāvahetu として捉え，それこそが，kāryahetu とは違って，或る証因が svabhāvahetu と

呼ばれる理由だと考える．「同一」であることを強調するには，外延の異なる「桜」より

も，同延である「所作性」のほうが都合がよい．svabhāva の一貫性という視点から，実例

の変化を説明することができるのである．  

 また，この変化と対応して，tādātmya の認識根拠が明確に提示されるようになったとい

う差異が見て取れる．すなわち，反所証拒斥論証の導入である105． HB では「存在するも

のは全て，必ず刹那滅である．刹那滅でなければ，効果的作用が矛盾するので，それ（効

果的作用）を特質とする実在性が失われる」106
 という刹那滅論証が，反所証拒斥論証を

用いて行われている．すなわちここでは，存在が刹那滅であるという「存在が刹那滅性を

本質とすること」すなわち tādātmya が，刹那滅でないようなものが存在（効果的作用を持

                                                           
105船山 1989:32:「しかし、PVSVでは喩例の位置付けに統一がないため、kāryahetu の場合と異なり、

svabhāvahetuの場合には、遍充関係を理論的に確定する手段が明確にされず暖昧なままに残された。

この点に、反所証拒斥論証（bādhakapramāṇa）の導入（HB）の必要な理由のひとつがあったと思

われる。」 
106HB 4.6–7: yat sat tat kṣaṇikam eva, akṣaṇikatve ’rthakriyāvirodhāt tallakṣaṇaṃ vastutvaṃ hīyate. 
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つもの）ではありえないことを根拠に示されている．この sattva を証因とする刹那滅論証

は，PVSV には未だ見られないものである．  

 

9.2. 谷の視点 

9.2.1. 谷の基本的態度 

 Steinkellner 1974 の主眼は，自性因を「先験的」とするシチェルヴァツコイの理解を正

すことにあった．すなわち，シチェルヴァツコイは，カント主義の analytic/synthetic とい

う対比の下に，自性因と結果因とを捉えようとする．「分析的」とは，「桜」という概念を

分析することで「木」が導かれるということであり，証因の中に既に所証が内在している

ということである．自性因による推論は経験を必要とするものではないし，何らかの新た

な情報を付け加えるものではない．概念的な分析だけで十分である．  

 これに対してシュタインケルナーは，同一性という存在論的基盤の上に自性因が立脚す

ることを示した．すなわち，ダルマキールティにおける自性因は，何らの経験も必要とす

ることなく概念の上だけで自動的に結論を導くようなものではなく，実在の同一性という

存在論的基盤の上に成り立つものである，ということを示したのである．シュタインケル

ナーの立場は，自性因を「先験的」とする理解を拒否するものであり，結果因と同じく「経

験の上に成り立つもの」として理解しようとするものである107．  

 しかし，シチェルヴァツコイの「先験的」理解を否定しようとするあまり，シュタイン

ケルナーの理解は「経験」や「実在」の極に傾きすぎたのではないか．これが谷の危惧の

基調である108．谷にとり，ダルマキールティの存在論は，固定的な実在を拒否するもので

あり，差異の上に成り立つものである．実在する普遍は，ダルマキールティにとっては，

他者の排除（アポーハ）として差異の上に成り立つ．また，時間的に持続する固定的な実

体は，ダルマキールティにとっては，刹那滅の存在として，一瞬たりとも実体化を許さな

い差異そのものであり，刹那の点である．しかし，シュタインケルナーが「桜」と「木」

                                                           
107Steinkellner 1974:127: “… and if we also try to describe the whole truth about Dharmakīrti’s logic we 

cannot but say that an inference from the concept of an essential property (svabhāvaḥ), is as empirical as 

the inference from the concept of an effect (kāryam).” 
108谷 1989:393:「Steinkellner（1974）における「real or factual identity, the same real, factual existence」

という表現，さらに「論理的関係のジャスティフィケーションは経験論的考察（ empirical 

investigation）によって与えられなければならない」とする解釈はStcherbatskyの新カント学派的解

釈に基づく「超越論的な分析的同一性（analytic identity）」を批判するものではあった。しかし，

そのラジカルな批判は，過度の経験論的読み込みによって，日常性のレヴェルにおけるリアルな

対象存在の自己同一性を前提とする実在論的解釈へ傾斜する危険性があるように思われる。」 



198 

 

の同定の根拠として求めた同一実在は，そのような差異としての「虚焦点」109を既に超え，

実体化を果たしたものではないのか110．  

 差異を軸とする独自の存在論の上に成り立つのが，ダルマキールティの推理論である．

したがって，その推理論を最終的に根拠づけるものは，存在に基づく我々の経験ではなく，

むしろ，先験的なものではないのか．すなわち，後期に明示された sādhyaviparyaye 

bādhakapramāṇam（谷の和訳は「仮定的否定論証」）こそが，推理全体を根拠づけるもので

はないのか111．これが，谷の基本的な視座である． 

 

9.2.2. viparyaye bādhakapramāṇam の位置付け 

 viparyaye bādhakapramāṇamが tādātmyaの根拠として明示されるのは HBにおいてであっ

た．教科書的な（そして谷にとっては皮相的な）ダルマキールティの体系理解は以下の様

なものである．論理的必然性（niyama）の根拠が svabhāvapratibandha である．それは二種

である．tādātmyaと因果関係である．tādātmyaの根拠が viparyaye bādhakapramāṇamであり，

いっぽう，因果関係の根拠が三回あるいは五回の知覚・非知覚（darśanādarśana）である112．  

 

 svabhāvapratibandha   ⇒ 論理的必然性 

  ｜  ｜   

tādātmya   tadutpatti   

⇑  ⇑   

仮定的否定論証  darśanādarśana   

 

                                                           
109谷 1989:390:「アポーハにおけるa=bの同一基体性（sāmāna-adhikaraṇya）は言語（概念）の差異化

作用によって構成されたネガティブな虚焦点ともいうべきものなのであって，ポジティブな自己

同一性をもつ基底対象ではない。」 
110谷 1989:392:「指示対象をエッセンティア（本質存在）へ還元することは，たとえ，アポーハ論を

視界に入れても，その基体として，存在論のコンテクストにおける対象存在の自己同一性を前提

とすることになる。しかし，そのような自己同一性をベースとするリアル・アイデンティは，存

在の本質を瞬間的存在性，つまり，自己差異化する時間性とみるダルマキールティのコンテクス

トにおいて成立出来るだろうか。」（「アイデンティ」は「アイデンティティ」に要訂正） 
111谷 1989:388:「Steinkellnerの「存在論のコンテクストにおける本質存在essence」としてのsvabhāva

は，arthakriyāsāmarthyaという「瞬間的存在性としての縁起の構造連関」をベースとする限り，排

除されなければならないだろう。少なくとも，ダルマキールティのテクストにおいてsvabhāvaは非

対称のプロパティ（ダルマ；property）間の必然的構造連関として，彼の言う「論理的コンテクス

ト」の視点からのみ読まれなければならない。」 
112谷 1989:392:「svabhāvapratibandhaは経験的なリアルな同一対象の同定と因果関係か，あるいは，

超越論的な存在論的同一性と因果性によって基礎付けられているかのように見える。」 
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 谷は，このような図式を拒否する．これでは，svabhāvapratibandha が根拠づけられたの

ではなく，tādātmya や tadutpatti が個別に根拠づけられたに過ぎず，その両者によって

svabhāvapratibandha が基礎付けられたことになってしまうからである113．tādātmya は，仮

定的否定論証によって，いっぽう，因果関係は，知覚・非知覚という経験によってである．

しかし，谷にとり，tādātmya や tadutpatti は，svabhāvapratibandha が表面的に二分されただ

けであり，適用規則が二つに分かれただけに過ぎない114．根拠付けられるべきは，各適用

形ではなく，根本にある svabhāvapratibandha そのものである．そして，svabhāvapratibandha

の根拠として考えられるのは，経験ではなく，先験的な認識手段である仮定的否定論証し

かない．すなわち，谷においては，tādātmya を根拠づけるものも，tadutpatti を根拠づける

ものも，等しく仮定的否定論証である115．  

 

仮定的否定論証 ⇒     svabhāvapratibandha ⇒ 論理的必然性 

       ｜     ｜   

  tādātmya        tadutpatti   

 

 確かに PVSV の段階においては，viparyaye bādhakapramāṇam の語は未だ現れていない．

しかし，PVSV 17.13–18.13 には，それを示唆する記述が既に見られると谷は指摘する．

PVSV ad 1:27abc には「『刹那滅である本質を生じさせるものは全て，無常な本質を持つも

のとして，それを生じさせる』という正しい認識の手段が実例によって示される」とあ

る 
116． 実例として PVSV で後述される刹那滅論証が指示されている．いっぽう「その正

しい認識根拠とは PVSV ではエクスプリシットに規定されていないが，後期ダルマキール

ティ［HB. VN.］によって論式化された「仮定的否定論証，仮定された所証の否定を前提

                                                           
113谷 1989:392:「だが，しかし，これが彼の基本的立場だとすれば，彼の論理解釈は特定の存在論の

フレームを超えることが出来なくなってしまうだろう。では，実際には，svabhāvapratibandha自身

は何によって決定されるのだろうか？」 
114谷 1989:391:「したがって,《svabhāvapratibandha》はtādātmyaとtadutpattiを，その前提としている

のではなく，後者はその適用規則にすぎない。」 
115谷 1989:391:「これはプラサンガによる「仮定されたものの否定」と非対称の否定論証，遍充して

いるものの非認識（vyāpaka-anupalabdhi）による「否定的推論の必然性」との複合論証によって構

成されているのであって，経験的な同一対象や存在論的同一性を前提してる筈が無い。……一見，

経験的に知覚と非知覚の数回の操作によっているようにみえるが，実質的には仮定的否定論証，

「仮定された原因(所証)の否定を前提するとき仮定された結果(論証因)を必然的に否定する正し

い認識根拠:SVB-pramāṇa」によって決定されているのである。」 
116PVSV 17.21–22: yaḥ kṛtakaṃ svabhāvaṃ janayati so ’nityasvabhāvaṃ santaṃ janayatīti pramāṇaṃ 

dṛṣṭāntenopadarśyate. 
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するとき仮定された論証因を必然的に否定する正しい認識根拠: sādhyaviparyaye [hetor] 

bādhakapramāṇa. abr. SVB-pramāṇa」を指している」（谷 1989:391）と谷は述べる．すなわ

ち，PVSV において，明示的ではないにせよ，ダルマキールティが後に定式化する viparyaye 

bādhakapramāṇam が既に実質的に予想されているとの指摘である．PVSV と HB の差をど

のように捉えるのかが，船山と同様，谷の重要な視点となっている．ただし谷にとって，

その差異は，皮相的なレヴェルに留まるべきものであった．  

 

10. 論点整理 

 svabhāvapratibandha 研究史上で問題となってきた論点を整理すると以下の様になる． 

 

1. tādātmya/tadutpatti と svabhāvapratibandha とは，どのような関係にあるのか．同次元の

ものか別次元のものか．  

2. svabhāvapratibandha の svabhāva は，実在なのか概念なのか．あるいはそのような二分

法は適切なのか．  

3. pratibandha の具体的な意味内容は何か．単なる関係（saṃbandha）なのか否か．  

4. 一方向性は，tādātmya において，どのように保証されるのか．  

5. bhāvamātrānubandhin とは何か．  

6. svabhāva-pratibandha, tad-ātma-tva という合成語をどのように分析するのか．  

7. svabhāvapratibandha に関して，アポーハ論は，どのような役割を担うのか．  

8. ダルマキールティの著作間で，差異あるいは発展は見られるのか．また，それをどの

ように説明するのか．  

 

 

参考文献 

 一次資料の略号については Steinkellner 1979 に従う．二次文献については，本稿の趣旨

に沿って，以下に年代順に文献を並べる．svabhāvapratibandha に関する論文だけでなく，

avinābhāvaniyama に関わる論文も拾っている．資料蒐集にあたって渡辺俊和氏の協力を得

た．深謝する． 

 

1930–32 Stcherbatsky, Theodor: Buddhist Logic. 2 vols. Leningrad: The Academy of Sciences of 

the U.S.S.R. 

1935 Mookerjee, Satkari: The Buddhist Philosophy of Universal Flux. Calcutta: University of 



svabhāvapratibandha 研究の見取り図 

201 

 

Calcutta. Reprint, Delhi: Motilal Banarsidass, 1997.  

1960 梶山雄一「ラトナキールチの遍充論」『中野教授古稀記念論文集』，105–126.  

1962 Frauwallner, Ernst: “Kumārila’s Bṛhaṭṭīkā.” WZKSO 6, 78(323)–90(335).  

1963 Kajiyama, Yuichi: “Trikapañcakacintā: Development of the Buddhist Theory on the 

Determination of Causality.” 『インド学試論集』（Misscellanea Indologica Kiotiensia）, 

4-5, 1–15.  

1964 Mookerjee, Satkari & Nagasaki Hojun: The Pramāṇavārttikam of Dharmakīrti. An English 

Translation of the First Chapter with the Autocommentary and with Elaborate Comments 

(kārikās 1-51). Nava Nālandā Mahāvihāra.  

1966 梶山雄一「仏教哲学における命題解釈―eva の文意制限機能―」『金倉博士古稀記念

印度学仏教学論集』，423–438．  

1966 Kajiyama, Yuichi: “An Introduction to Buddhist Philosophy: An Annotated Translation of the 

Tarkabhāṣā of Mokṣākaragupta.”『京都大學文學部研究紀要』10, 1–173.  

1966 Steinkellner, Ernst: “Bemerkungen zu Īśvarasenas Lehre vom Grund.” WZKSO 10, 73–85.  

1971 Steinkellner, Ernst: “Wirklichkeit und Begriff bei Dharmakīrti.” WZKS 15, 179-211.  

1973 Kajiyama, Yuichi: "Three Kinds of Affirmation and Two kinds of Negation in Buddhist 

Philosophy.” WZKS 17, 161–175.  

1974 Steinkellner, Ernst: “On the Interpretation of the Svabhāvahetuḥ.” WZKS 18, 117-129.  

1979 Steinkellner, Ernst: Dharmakīrti’s Pramāṇaviniścayaḥ. Zweites Kapitel: Svārthānumānam. 

Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.  

1979 戸崎宏正『仏教認識論の研究』上巻，大東出版社． 

1981 赤松明彦「Dharmakīrti の推理論―Apoha 論との関連から―」『印度学仏教学研究』29-2, 

70–73.  

1981 松本史朗「Svabhāvapratibandha」『印度学仏教学研究』30-1, 498–494.  

1982 桂紹隆「Kumārila の推理論―Dignāga との対比」『印度学仏教学研究』31-1, 41–47.  

1982 Gillon & Hayes “The Role of the Particle eva in (Logical) Quantification in Sanskrit.” WZKS 

26, 195–203.  

1982 宇野惇「ミーマーンサー学派の遍充論-1-」『広島大学文学部紀要』42, 60–81.  

1983 大前太「Dharmakīrti の遍充論―因果性と遍充―」『印度学仏教学研究』31-2, 150–151.  

1983 竹中智泰「Mīmāṃsā 学派の推理論―niyama とその確定について―」『印度学仏教学

研究』31-2, 62–68.  

1983 金沢篤「クマーリラと〈avinābhāva〉」『印度学仏教学研究』31-2, 933–928.  



202 

 

1983 宇野惇「ミーマーンサー学派の遍充論-2-」『広島大学文学部紀要』43, 78–101.  

1984 Steinkellner, Ernst: “Svabhāvapratibandha again.” Acta Indologica 6, 457–476.  

1984 金沢篤「ātman, ātmaka, tādātmya について―クマーリラとパールタサーラティの普遍

論を中心に―」『駒澤大學佛敎學部論集』15, 384–360.  

1984 赤松明彦「ダルマキールティの論理学」『講座大乗仏教９』, 183–215.  

1984 福田洋一「ダルマキールティにおける論理の構造への問い」『印度学仏教学研究』33-1, 

347-345.  

1985 金沢篤「Prakaraṇapañcikā に於ける pratibandha」『印度学仏教学研究』33-2, 796–790.  

1986 桂紹隆「インド論理学における遍充概念の生成と発展―チャラカ・サンヒターから

ダルマキールティまで」『広島大学文学部紀要』45(特輯号 1), 1–122.  

1986 Katsura, Shoryu: “Svabhāvapratibandha Revisited.” 『印度学仏教学研究』35-1, 476–473.  

1986 中井本秀「推理の成立根拠について」『印度学仏教学研究』34-2, 113–118.  

1987 福田洋一「ダルマキールティの論理学における svabhāvapratibandha の意味」『印度学

仏教学研究』35-2, 888–885.  

1988 Funayama, Toru: “Bhāva and Svabhāva in Dharmakīrti.”『印度学仏教学研究』36-2, 

970–967.  

1988 Steinkellner, Ernst: “Remarks on niścitagrahaṇa.” Orientalia Iosephi Tucci Memoriae Dicata, 

eds. G. Gnoli and L. Lanciotti, Roma: Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente, 

1427–1444.  

1988 岩田孝「法称の自性証因〔svabhāvahetu〕説覚書」『東洋の思想と宗教』5, 1–32.  

1989 船山徹「ダルマキールティの「本質」論」『南都仏教』, 1–43.  

1991 Hayes, Richard & Gillon: "Introduction to Dharmakīrti’s Theory of Inference as Presented in 

Pramāṇavārttika Svopajñavṛtti 1-10.” Journal of Indian Philosophy, 19, 1–73.  

1991 福田洋一「自己同一性について―ダルマキールティ論理学における tadātmatva をめ

ぐって―」『前田専学先生還暦記念：我の思想』 東京：春秋社．655–666.  

1992 Katsura, Shoryu: Pramāṇavārttika IV. 202-206―towards the correct understanding of 

svabhāvapratibandha―. 『印度学仏教学研究』40-2, 1052–1047.  

1992 Katsura, Shoryu: “Dignāga and Dharmakīrti on adarśanamātra and anupalabdhi.” Asiatische 

Studien 46/1, 222-231.  

1997 Steinkellner, Ernst: “Kumārila, Īśvarasena, and Dharmakīrti in Dialogue. A New 

Interpretation of Pramāṇavārttika I 33.” Bauddhavidyāsudhākara, 625–646.  

1999 Inami, Masahiro: “On the Determination of Causality.” Proceedings of the 3rd International 



svabhāvapratibandha 研究の見取り図 

203 

 

Dharmakīrti Conference 1997, 131–154.  

2002 木村誠司「倶舎論における svabhāva について」『駒澤短期大学仏教論集』8, 1–88.  

2002 渡辺俊和「ダルマキールティによる＜本質的結合関係＞導入を巡る議論」『哲学』（広

島哲学会）54, 99–110.  

2003 木村誠司「中論における svabhāva について」『駒澤短期大学仏教論集』9, 39–75.  

2003 片岡啓「仏陀の慈悲と権威をめぐる聖典解釈学と仏教論理学の対立」『東洋文化研究

所紀要』142, 198(151)–158(191)．  

2003 Kataoka, Kei: “Kumārila’s Critique of Omniscience.”『インド思想史研究』15, 35–69.  

2003 片岡啓「経験と内省：遍充関係の把握方法をめぐる議論の変遷」『南都仏教』83, 1–32.  

2004 Dunne, John D.: Foundations of Dharmakīrti’s Philosophy. Boston: Wisdom Publications.  

2004 Katsura, Shoryu: “The Role of dṛṣṭānta in Dignāga’s Logic.” The role of the example 

(dṛṣṭānta) in classical Indian logic, eds. Shory Katsura and Ernst Steinkellner, Wien: 

Arbeitskreis für tibetische und buddhistische Studien, Universität Wien, 135–173.  

2005 桂紹隆「ダルマキールティ論理学における術語 svabhāva について」『仏教とジャイ

ナ教』，305–318.  

2007 Yoshimizu, Chizuko: “Causal Efficacy and Spatiotemporal Restriction: An Analytical Study 

of the Sautrāntika Philosophy.” Pramāṇakīrti, 1049–1078.  

2007 Yoshimizu, Kiyotaka: “Reconsidering the Frangment of the Bṛhaṭṭīkā on Inseparable 

Connection (avinābhāva).” Pramāṇakīrti, 1079–1103.  

2008 Gillon & Hayes: “Dharmakīrti on the Role of Causation in Inference as Presented in 

Pramāṇavārttika Svopajñavṛtti.” Journal of Indian Philosophy, 36, 335–404.  

2008 Steinkellner Ernst: “Futher Remarks on the Compound avinābhāvaniyama in the Early 

Dharmakīrti.” WZKS 51, 193–205.  

2008 Pecchia, Christina: “Is the Buddha Like “a Man in the Street”? Dharmakīrti’s Answer.” 

WZKS 51, 163–192.  

2009 木村誠司「ダルマキールティの svabhāva について」『駒澤大学仏教学部論集』40, 

404–392.  

2010 金沢篤「svabhāvapratibandha を読む―インド論理学・仏教論理学研究史の一滴―」『イ

ンド論理学研究』1, 59–99.  

2011 Taber, John: “Did Dharmakīrti think the Buddha had desires?” Proceedings of the 4th 

International Dharmakīrti Conference 2005, 437–448.  

2011 Yoshimizu, Chizuko: “What Makes all the Produced Impermanent? Proof of Impermanence 



204 

 

and Theory of Causality.” Proceedings of the 4th International Dharmakīrti Conference 

2005, 491–506.  

2011 Yoshimizu Kiyotaka: “Reconsidering the Fragment of the Bṛhaṭṭīkā on Restriction 

(niyama).” Proceedings of the 4th International Dharmakīrti Conference, 507–521.  

2012 桂紹隆「仏教論理学の構造とその意義」『シリーズ大乗仏教９』，3–48.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インド論理学研究 Ⅳ 

初版 2012年 3月 31 日発行 

編 集:    松本 史朗 金沢 篤 木村 誠司  四津谷 孝道 

発行者:    ©インド論理学研究会 

   〒154－8525  東京都世田谷区駒沢 1-23-1 

      駒澤大学 第二研究館 金沢研究室 

発行所:     山喜房佛書林 

         〒113－0033  東京都文京区本郷 5-28-5 

         ℡: 03 (3811) 5361 

ISSN 1884-7382            定価 6,000 円（税別） 

 


