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『ニヤーヤ・マンジャリー』
「仏教のアポーハ論」章和訳1

片　岡　　啓

１．本研究の位置付け
　筆者は，ジャヤンタのアポーハ論に関して一連の研究を発表してきた．第
一にそれは『ニヤーヤ・マンジャリー』「アポーハ章」の批判校訂である．
Kataoka 2008，2009，2010b，2011で校訂作業はひとまず完結した．四部作
の内容は以下の通りである．

Mysore edition Kataokaʼs edition 

Ⅰ Introduction NM Ⅱ 3.7-5.14 Kataoka 2011

Buddhists on jāti NM Ⅱ 6.2-14.13 Kataoka 2011

Ⅱ Kumārila on apoha NM Ⅱ 14.15-21.15 Kataoka 2008

Ⅲ Buddhists on apoha NM Ⅱ 21.18-29.4 Kataoka 2009

Ⅳ Jayanta on jāti and apoha NM Ⅱ 29.7-47.4 Kataoka 2010b

　さらに，それに関連する研究を順次発表してきた 2．また，翻訳を作成し，
発表もしている（片岡 2012b）3．本稿は，その和訳シリーズの第二弾であり，
Kataoka 2009に対応する和訳研究である．上記のⅡにおいて，聖典解釈学ミー
マーンサー学派のクマーリラは，仏教徒（特にディグナーガ）のアポーハ論
を批判する．それにたいしてⅢにおいて，仏教徒（ディグナーガへの註釈者
であるダルマキールティや，ダルマキールティへの註釈者であるダルモッタ
ラ）が答えるという構図となっている．



― 2 ―

2．本章の前提
2.1．ディグナーガ，クマーリラ，ダルマキールティ
　ディグナーガのモデルは，「牛」という言葉が，非牛を排除することで一
般的な形で牛を理解させるというものである．すなわち，非牛の排除に限定
された牛群を言葉は述べる 4．
　ディグナーガにとり，ここでの非牛の排除とは，非牛である馬等の非存在
のことである．また，「牛」という言葉もアポーハを本質とする．すなわち，
非「牛」の排除に他ならない．構造は煙から火を推論する場合と同一である 5．
煙が火（非火の排除に限定された一般的な形での火）のみ（eva）を推論させ
るように，「牛」という言葉は牛（非牛の排除に限定された一般的な形での牛）
のみ（eva）を推論させる．

　　　　　　火（非火の排除）eva　←　　煙　（非煙の排除）
　　　　　　牛（非牛の排除）eva　←　「牛」（非「牛」の排除）

　火の在る所にだけこれまで煙が見られてきた（火の無い所に煙が見られた
ことがない）というように，この遍充関係の把握は，ディグナーガによれば，
後にダルマキールティが批判することになる「見られないこと」（adarśana）
により確定される 6．言葉の例に適用すれば，牛にだけ「牛」という言葉が
適用されるのがこれまで経験されてきた（牛以外に「牛」という言葉が適用
されるのを見たことがない）ということになる．
　ディグナーガが単なる非存在と考えていたこの排除（アポーハ）を，ク
マーリラは，彼自身の存在論（非存在論）に従って，外界にある実在（vastu）
の一種と見なす．すなわち「非存在を本質とするもの」（abhāvātmā）であり，
かつ「外（bahir）にあるもの」と規定し直す．これにより，「普遍に限定さ
れた個物」説と「排除に限定された諸存在」とは同じ構造を持つことになる．
　ディグナーガ自身において，排除という非存在は，空気の様な存在であり，
存在としての重さを欠いているが故に，排除に限定された諸存在が他依存と
なるasvatantratvaの過失（PS 5:4a）や，第二義的な意味となるupacāraの過失
（PS 5:4b）は存在しなかった 7．このような過失が当てはまるのは，「普遍に
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限定された個物」説のみであった．しかし，クマーリラの再規定により，い
まや排除＝非存在は，普遍と同じような存在の重さを持つことになる．そこ
からクマーリラが前章で指摘したような様々な批判の「言葉の網」（vāgjāla）
が降りかかることになる．ダルマキールティは，排除をその基体から切り離
すことの危険を次のように回避する．

PV 1: 64 (34.17-18):

tenānyāpohavis
3

aye tadvatpaks
3

opavarn
3

anam/

pratyākhyātam
3

, pr
3

thaktve hi syād dos
3

o jātitadvatoh
3

//

それゆえ，他者の排除の対象（基体）に関して，［仏教説を］「それを持
つもの」説として説明することは［我々により］拒否された．なぜなら
ば，［排除と基体とが］別である場合に［のみ］，普遍とそれを持つもの
との過失が，当てはまることになるからである．

　「それを持つもの」説とは，典型的には，普遍を持つ個物を立てる実在論
者の学説のことである．その過失については，ディグナーガ自身が，『プラ
マーナ・サムッチャヤ』中で種々指摘している．実在論において，普遍（牛
性）とその基体である個物（個々の牛）は，切り離せない不可離関係にある
（ayutasiddha）とはいえ，存在としてはあくまでも別個のものであり，別体
である．別個の物である以上，両者を繋ぐために「内属」（samavāya）とい
う特別な関係が用意されていた．もし，この実在論の立場と同じようにアポー
ハ論を理解するならば，実在論への批判は，アポーハ論にも降りかかること
になる．すなわち，排除とその基体とを別個のものと考え，排除に限定され
た牛群という「それを持つもの」を考えるならば，上と同じ過失が，仏教に
も当てはまることになるのである 8．
　ダルマキールティは，この危険を回避することに奔走する．まず解決すべ
きは，クマーリラが歪曲した「排除＝外なる実在としての非存在」の存在論
的な重さを解消することにあった．そのためにダルマキールティは，排除が
基体（自相）と別体ではないことを明示する．すなわち，排除の基体への解
消という方向性を模索する．すなわち，自相のみが実在することを明確にする．
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PVSV 32.15 -17: tatrāpy anyāpohe na vyāvr
3

ttir anyānya eva vyāvr
3

ttah
3

, 

tadvyāvr
3

tter nivartamānasya tadbhāvaprasan3 gāt. tathā ca vyāvr
3

tter apy abhāvah
3

. 

tasmād yaiva vyāvr
3

ttih
3

 sa eva vyāvr
3

ttah
3

.

さらに，その他者からの排除において，排除と排除されたもの（自相）
とは別物ではない．［もし別であるならば］Ｘからの排除でないもの（排
除されたもの）が，Ｘであることになってしまうからである．（非牛か
らの排除とは別のものである基体，すなわち，馬等からの排除でない牛
は，馬等であるということになってしまう．）そして，そうすると，［非
牛からの］排除ということ［自体］も［成り立た］ないことになってし
まう．それゆえ，排除がそのまま排除されたものである．

　まず，排除と排除されたもの（自相 9）の関係は次のようなものである．
言葉である「牛」や，「牛」の分別知は，非牛である馬等の排除を通して，
牛（実際には外界対象と同一視された内的形象）を推論させる．ここで，排
除と排除されたもの（自相）が完全に別個のものであると仮定すると，ど
ういう帰結が導かれるだろうか．まず，排除と排除されたもの（牛）は別個
のものとして矛盾関係にあることになる．「排除⇔排除されたもの」である．
すなわち，〈排除〉でないものが〈排除されたもの〉であり，〈排除されたも
の〉でないものが〈排除〉であるということになる．また，いま，〈馬等（非
牛）〉でないものが〈排除〉である．両者も矛盾関係にある．結果として，「排
除されたもの（牛）⇔排除⇔非牛（馬等）」ということになり，「牛＝馬等」
という困った帰結が導かれることになる．

「牛」　→　排除　⇔　非牛（馬等）　

⇔ 　 　 　 　

排除対象　　　　

　あるいは世界を二つに分けて考えてよい．非牛からの排除と，それ以外で
ある．いま排除されたものである牛は，〈非牛からの排除〉でないものであ
るから，「それ以外」にあたる．また，非牛である馬等も，「それ以外」にあ
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たる．結果として，「牛＝非牛」ということになるのである．

非牛排除 非｛非牛排除｝
牛＝非牛

　ダルマキールティの言う「それ（非牛）からの排除でないもの（牛）がそ
れ（非牛）になってしまうから」というのは，このような事態を指摘するも
のである．結果として，他者からの排除ということそれ自体（牛が非牛から
排除されていること）が成り立たなくなってしまう．したがって，ダルマキー
ルティは，排除と排除されたものとは別体ではないと結論づける．両者は存
在論的に別物ではない．すなわち，排除されたものである自相のみが存在す
る．排除という影（ジャヤンタが表現するところのvyāvr

3

tticchāyā）は，自相
の働き（および潜在印象）に基づいて概念的に捉えられたものであって，ク
マーリラが誤って想定したように，別個のものとして実在するわけではない．

2.2．ダルマキールティの内的形象説
　ディグナーガにおいては，排除が共通性の役割を果たすものとして，牛性
という普遍に取って代わった．それは，共通性としての機能を立派に果たそ
うとすればするほど，クマーリラが歪曲したように，ややもすれば実在化の
危険を有するものであった．その危険を回避するために，ダルマキールティ
は，排除の存在論的地位を低下させた．すなわち，アポーハの存在論的な重
さの希薄化を図ったのである．これをダルマキールティは，自相への排除の
解消という方法で行った．排除は〈排除されたもの〉に他ならず，実在する
のは〈排除されたもの〉である自相のみである，というのが（ジャヤンタか
ら見た）ダルマキールティの理解である．
　ディグナーガは，トップダウン的に共通性として排除を立てた．その排除
の存在論的基盤を説明する必要をディグナーガは感じていなかったし，その
必要も実際なかった．分別知は気儘に概念構想するものである．分別知の対
象は主観が恣意的に立てたものであるというのが彼の念頭にあった考えであ
る．まして，非存在である排除については，実在の裏付けを取る必要はそも
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そもない．
　これに対してダルマキールティは，トップダウン的に措定された排除を廃
した．排除は存在しない．あるのは自相という実在のみである．ここでダル
マキールティは，自相から今一度なぜ排除が起こるのかを，ボトムアップ的
に説明する必要に迫られた．すなわち，排除という便利な共通性を一度失っ
たダルマキールティは，共通する一者である排除を，再度，自相から説明す
ることになったのである． 

　ダルマキールティは，「同一の判断知」（ekapratyavamarśa）という概念装
置を導入する 10．異なる牛を見ても，同じく「牛だ」という判断が起こる．
判断は一つである．同じ一つの判断が各自相から生じる．すなわち，個々別々
の自相である牛達は，同一の判断知という一つの目的を実現する．「同一の
目的を実現すること」（ekārthasādhana）がここに成立する．これにより，個々
ばらばらであった牛群は，一つのグループとして概念化されることになる 11．
　この判断知の中身を子細に見ると，分別知の中には，共通する一者（厳密
には異ならない非別なものabhinna）としての内的形象が認められる．「同一
の形象を有する一つの再認識」（PVSV 41.4: ekam ekākāram

3

 pratyabhijñānam）
とダルマキールティが言う時の「同一の形象」である．また，それは「［認識］
自体に属す非別なる現れ」（PVSV 38.19: pratibhāsam abhinnam ātmīyam）とも
言われる．我々の実感に即して言うならば，「牛だ」という判断知において
は同じ牛のイメージが認識内に浮かんでいる，ということである．
　ただし，この内的形象（牛の心的イメージ）は，バルトリハリが考えたよ
うな実在する共通性としての役割を果たすものではありえない 12．なぜなら
ば，実在する共通性であるならば，全ての牛に属すはずだからである．しかし，
認識内のイメージは，あくまでも認識内にあるものであって，外界対象に属
すものではありえない．無始なる潜在印象のせいで生じてくる分別知はあく
までも錯誤であって，その分別知の現れも，本質的には錯誤である．外界を
一対一に写した「対象通りのもの」ではない．ただし，外界対象から間接的
に生じたものである点で，正しい推論は，分別知ではあっても裏切らないも
の（avisam

3

vādin）ではある．したがって，推論は，錯誤ではあるが，期待
を裏切ることなく実用に資することになる．鍵穴の向こうに見える光を宝石
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それ自体だと誤って思い込み，隣の部屋に侵入すれば，その判断そのものは
錯誤であったのだが，首尾よく宝石を手に入れることができる．それと同じ
ように，推論も，自相の影だけを対象とするにもかかわらず，首尾よく期待
に応えてくれるのである．
　この内的形象が指向する先が排除である．この点はPV 3:164-165に確認
される 13．シャーキャブッディが明らかにするように，内的形象によって（内
的形象を手段として）14，非牛からの牛の一斉の排除が可能となる．

3．本章の内容解説
　学説保持者の名前に言及することはないものの，ジャヤンタは，本章の冒
頭（§1）において外と内のアポーハの二つの学説に言及する．「外」説はディ
グナーガのものであり，「内」説はダルマキールティのものとジャヤンタは
考えていたと思われる．「外」説は，クマーリラの批判により引っ込められ，
その代わりに「内」説が仏教説として提示される，という交代をジャヤンタ
は考えているようである．そのことは冒頭の記述の仕方から十分に窺われる．
すなわち，もしアポーハが外にある非存在であるならばクマーリラの批判は
当てはまるだろうが，実際には仏教のアポーハは，外なるものではなく内な
るものである，という仏教徒の発言である．内的形象をアポーハとする仏教
徒にたいして質問者（ニヤーヤ学派）は，内的形象のような肯定的なものが
どうして「アポーハ（排除）」と呼ばれるのか，という命名のずれを指摘す
る 15．もしも内的形象がアポーハであるならば，「アポーハが単語の意味で
ある」と言うのではなく，素直に「内的形象が単語の意味である」と言えば
よいではないか，というのが質問の意図である（§1）．
　これにたいして，続く節（§2）の冒頭において仏教徒は，実は仏教徒の言
うアポーハは，内でも外でもないものだと，新たな学説を提示する．ダルモッ
タラの非内非外のアポーハ説である．この交代劇からも窺われるように，ジャ
ヤンタは「ディグナーガ→（クマーリラ）→ダルマキールティ（他）→ダル
モッタラ」という変遷をアポーハ論の展開に，少なくとも理論的には見てい
たことになる．前の学説の欠点を乗り越えるために，後の学説が交代して登
場するという理論の交代である．これは実際の年代に即した変化をジャヤン
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タが記述したものと捉えてよいだろう．ジャヤンタにとっては，このダルモッ
タラ説こそが，最新の仏教理論であり，全ての批判を乗り越えた最強のア
ポーハ理論であった．だからこそ，最終的にニヤーヤの定説においてジャヤ
ンタは，ダルモッタラを主要な論敵としてその学説を斥ける（Kataoka 2010, 

§6）．しかし一方でジャヤンタは，ダルマキールティ説についても，ダルモッ
タラ説と並列する形で言及することもある．例えば，本章の§3.1（asatkhyāti）
と§3.2（ātmakhyāti）はatha vāで結ばれている．すなわち「非内非外」説と
「内」説は，「あるいは」で仏教内の二学説として任意選択の形で併記されて
いるのである．したがって，ジャヤンタの当時において，ダルモッタラ説だ
けでなく（シャーキャブッディの解釈した）ダルマキールティの内的形象説
も，いまだ有力な仏教説として同時代の仏教徒に唱えられていたことが推測
できる．このことはダルモッタラを批判していると考えられるカマラシーラ
が，基本的に，シャーンタラクシタの内的形象説を継承することと符合する．
また，ジュニャーナシュリーミトラやラトナキールティといった後代の論師
が，依然として，内的形象説を基本的に認めていることも併せて考えて良い
だろう．
　続く§2.1において仏教徒は，非内非外なるアポーハの正体を明らかにする．
それは虚偽（mithyā）であり，（虚妄）分別されたもの（kālpanika）であり，
虚構された何らかの単なる形象（āropitam

3

 kiñcid ākāramātram）に過ぎない．
そのようなものが分別知の対象として，分別知を染める（vikalpoparañjaka）
のである．ここに，ダルマキールティのモデルとは異なるダルモッタラのモ
デルが明らかにされる．そこでは内的形象の役割は否定される．このモデル
において内的形象は必要とされない．分別知はダイレクトに非内非外なる「虚
構された或る形象」を対象とする．
　ここで，分別知が対象とするのは非内非外なる或る形象だけであって，排
除されたもの（vyāvr

3

tta）である自相は含まない．それは知覚の対象だから
である．しかし，非内非外なる或る形象は，自相と全く無関係というわけで
はない．ダルマキールティのアポーハ論に説明されるように，分別知の対象
は間接的に自相と繋がりを持つものである．ジャヤンタは，分別知が対象と
するものを，「知覚対象の影」（dr

3

śyacchāyā）と呼ぶ．排除されたものそのも
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のは捉えないが，その影である排除を対象とするという意味で，分別知は，
排除を対象とすると言うことができるのである．この§2.2においてダルモッ
タラ説の仏教徒は，なぜ非内非外なるものが「アポーハ」と呼び得るのか，
という命名のずれの問題に答えたことになる．と同時に，ここで虚構形象そ
のものが，自相の影として「排除」という側面を持つことが明らかにされた
ことになる．
　ダルマキールティが宝石の比喩でも前提としていたように，分別知は自相
を対象とはしない．知覚と分別知とには対象に関する住み分けがある．知覚
対象は自相であり，推論対象は共通相すなわち排除である．これはディグナー
ガ以来の仏教認識論の基本的枠組みである． 

推論（分別知） → 排除

知覚 → 自相

　しかし，ダルマキールティは，排除と排除されたもの（自相）とが別体で
はないと宣言した．ここに，対象の境界が曖昧となる危険性が浮上してくる．
すなわち，分別知が自相までも捉えてしまうことになるのである．そこで，
存在として同一なものが，概念的には区別されるという操作が必要となって
くる．すなわち，分別知の対象領域が，排除だけに留まり，その存在論的解
消先である自相にまでは及ばない，ということを説明する必要に迫られるの
である．ダルモッタラ説の仏教徒の解決方法は単純なものである．分別知の
対象である排除は，勝義的実在ではなく，あくまでも非実在の虚構対象に過
ぎないというものである．

推論（分別知） → φ（虚構対象）

知覚 → 自相

　ディグナーガが本来意図した排除という非存在は，存在論的な重さを欠い
た非実在としての非存在であった．ダルモッタラは，いま，同じ性格を彼の
非内非外なる虚構形象に持たせようとする．すなわち，非勝義的存在として
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の排除という側面を，非内非外なる虚構形象は担うのである．分別知が対象
とするのは，abhūtaparikalpaに言うabhūtaという意味での非実なる虚偽形象
であって，何らかの実在ではない．したがって，実在である自相にまで分別
知の射程が及ぶことはないのである（§2.3）．
　ここで疑問が生じる．ダルモッタラの言うところに従えば，分別知が対象
とするのは虚構形象であって，排除ではない．したがって，言葉や分別知が
「排除を対象とする」と，どうして言えるだろうか．「排除を対象とする」で
はなく，「虚構形象を対象とする」と素直に言えばよいのではないか．
　ダルモッタラ説に立つ仏教徒の回答は消去法による理詰めのものである．
ここで分別知が対象とする或る形象は，排除されたものとして心に描写され
る．すなわち，「牛」という分別知が描写するところの形象は，同じ結果を
持たないもの（非牛）から排除されたものとして現れてくる．「牛だ」とい
う心的イメージは，「牛以外のものではない」（牛の働きを為さないものでは
ない）という，他者から排除されたものとしての側面を同時に持っている．
つまり，非牛から排除されたものとして「牛」のイメージが立ち現れてくる
という現実がある．この〈非牛から排除されたもの〉というイメージの実体
は何であろうか．まず当然のように馬等ではない．また，個物としての牛で
もない．分別知の対象である以上，自相ではありえないからである．かといっ
て，実在論者の立てるような普遍（牛性）も認められない．そのようなもの
は存在しないからである．結果として，この分別知の対象として残る候補者
は，排除だけということになる．このように，論理的に考えて（yuktyā）「排
除を対象とする」と言えるのであって，我々の実感に基づいて（pratipattitah

3

）
「排除を対象とする」と言っているわけではない（§2.4）．
　以上で，分別知の対象が排除であることが理論的想定として認められたこ
とになる．ところで，排除には二種類がある．異種のものからの排除と，同
種のものからの排除とである．例えば牛であれば，異種のものである馬等か
らの排除と，同種のものである他の牛からの排除である．異種のものから排
除されたものが共通相であり，異種のものからも同種のものからも排除され
たものが個物としての特定の自相である．
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推論（分別知） → 異種から排除されたもの（虚構形象）

知覚 → 同種からも排除された自相

　ここで次のような反論が可能である．ダルマキールティが宣言していたよ
うに，排除と排除されたものとは別体ではない．だとすれば，異種のものか
らの排除を対象とする分別知は，同時に，同種のものからの排除をも対象と
するはずである．存在するのはただ自相だけだからであり，二種の排除は，
いずれも，自相と別体ではないからである．異種排除だけを対象とし，同種
排除を対象としないという特定化要因は何もないはずである．
　これに対して仏教徒は次のように，現実に基づいて答える．すなわち我々
の実感である自内証という知覚事実に基づいて回答する．我々が「牛」とい
う言葉を聞いた時に生じる分別知の内容は，異種から排除された形象だけで
ある．「牛だ」という時に生じる心的イメージは，〈馬等ではないもの〉であ
る．そこに「この牛 1はあの牛 2ではない」という，同種から排除されたも
のは含まれていない．もし含まれているならば，異種・同種から排除された
自相そのものを捉えていることになるので，個物の全側面が確定されたこと
になる．その場合，その牛を改めて別の側面から「シャーバレーヤ牛だ」「実
体だ」「存在だ」などと別に確定する必要はないはずである．それらの側面
は既に確定済みのはずだからである．しかし現実には，我々は，分別知毎に
異なる側面についての確定作用を行う．したがって，分別知が同種から排除
されたものまでも対象とすることはない（§2.5）．
　以上で，ダルモッタラの非内非外の虚構形象であるアポーハが何故に「排
除」と呼び得るかの説明が繰り返しなされたことになる．それはあくまで
も理論的に「結果に基づいて」（phalatah

3

）転義的にそう表現されたものであ
る．「異種から排除されたもの」（vijātīyavyāvr

3

tta）という心的イメージの描
写（ākārollekha）という結果から，理論的にそのように認められたに過ぎない．
すなわち，実感はともかくも，分別知は，排除を対象としていると考えるし
かないのである．ここで言う虚構形象は，まず，外にあるものではない．ま
さに虚構されたものだからである．また内にあるものでもない．というのも，
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ダルマキールティが認める内的形象のように認識を本質とするものではない
からである．それは何ものでもない（na kiñcid eva）．したがって，アポーハ
を外なる非存在と誤解した上で一所懸命に批判していたクマーリラの努力は
的外れの徒労ということになる（§2.6）．
　さらに，ダルモッタラが立てる非内非外なる虚構形象は，分別知の対象・
単語の意味が持つべき次の三つの必要な側面を備える．その三側面は，外界
実在を単語の意味とする場合にはありえないものである（§2.7）．
　先ず第一に，「牛がいる（有る）」あるいは「牛がいない（無い）」という
ように，「牛」という語の対象は，存在・非存在を期待し（bhāvābhāvāpeks

3

a），
それと結び付くことができる．すなわち，存在・非存在に共通する
（bhāvābhāvasādhāran

3

a）という性格を持つ．したがって，この対象それ自体は，
存在でも非存在でもありえない．「有が有る」は重複のため無駄となり，「無
が有る」は矛盾するからである．「有る」「無い」と結び付く「牛」の語義は，
非内非外なる虚構形象だけである（§2.7.1）．
　第二の側面は，特定化された在り方を持つこと（niyatarūpatā）である．「牛だ」
という分別知は，「牛に他ならず，馬ではない」という排除を対象としてい
る．「牛かもしれないし，馬かもしれない」という疑惑を含んだものではない．
すなわち，分別知という断定において，その対象は，あり方が特定化された
ものである（§2.7.2）．例えば実在としての牛や牛性が分別知の対象であるな
らば，牛・牛性の理解が生じるだけであり，馬の排除はそこに内蔵されてい
ないはずである．排除を内蔵するという現に見られる性格は，外界実在には
当てはまらないのである．既述のように，同じ結果を持たないものから排除
された形象という仏教の立てる要素にのみ当てはまるものである．すなわち，
仏教のように，分別知が排除を対象とすると考える場合にのみ当てはまるの
である．
　第三の側面は，外界対象に相似している（bāhyārthasadr

3

śa）というもので
ある．「牛」という分別知の対象である虚構対象は，外界対象でないにもか
かわらず，外界対象であるかのように現れてくる．「ＸがＹのように現れる」
ということは，ＸとＹの間に何らかの相似性があるということを示唆する．
例えば真珠母貝が銀のように現れる時，両者の間にはきらきら光ることと
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いう相似性がある．虚構対象と外界対象との間には排除という相似性がある
（§2.7.3）．すなわち，虚構対象には異種からの排除がある．いっぽう外界対
象である自相には，異種・同種からの排除がある．
　このように，分別知の対象が外界対象ではなく排除であると考える場合に
のみ，外界対象に相似しているという性格は当てはまることになる．外界実
在である牛や牛性を分別知の対象・単語の意味と考える場合には，この性格
は不可能である．
　以上から，分別知が外界対象ではなく排除を対象とすることが明らかと
なった．この場合，我々の実感とのずれが生じることになる．すなわち，「牛」
「馬」という我々の概念知は，肯定的に機能するものである．すなわち，日
常の営為を行う者達（vyavahartārah

3

）の視点から見れば，分別知の対象は肯
定的なもののはずである．しかしながら，ディグナーガ以来，仏教では，分
別知の対象をアポーハ（排除）という否定的なものと考えてきた．これは，
分析家（vyākhyātārah

3

）の視点から，分別知の対象が排除でしかありえない
と理論的に分析した上で結論づけたまでである．我々の実感と異なることは
問題ではない（§2.8）．
　上述のように，分別知の対象は，非内非外の或る虚構された形象である．
その形象は，知覚対象の影である排除と結び付くことで，アポーハ（排除）
と言われる．このダルモッタラの非内非外の虚構形象説は，マンダナミシュ
ラの錯誤理論で言うasatkhyāti説に相当する理論である．すなわち，錯誤に
おいて現れる対象を非有と見なす理論である（§3.1）．
　いっぽう，ダルマキールティ以来のアポーハ説である内的形象説は，認識
それ自身である内的形象が現れているとする学説である．その意味で，マン
ダナミシュラの錯誤理論に言うātmakhyāti説に相当する．それ自体が現れる
という学説である．この場合も，分別知内の現れが排除という影と結び付く
ことでアポーハと呼ばれる．分別知内の現れは，認識内形象に過ぎず，内的
であり外的ではないのだが，様々な潜在印象の影響で様々な相を取ることで，
あたかも外界対象であるかのように現れ，日常の営為を支えることになる
（§3.2）．
　二学説いずれの場合も，分別知の対象となるのは外界実在ではない．しか
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し我々の発動の対象は外界実在である．分別知から外界対象に向かって発動
が起こる仕組みを説明する必要が仏教徒にはある．まず，発動に際して必ず
しも外界実在を知覚する必要はない．外界実在を見ていても発動しない場合
もあるからである．例えば雑草を見ても誰も発動しない．すなわち随伴の逸
脱が見られる． 

anvaya: 知覚 ⇒ 発動
anvayavyabhicāra: 知覚 ⇒ ～発動

　したがって，客体の知覚ではなく，主体の側に求める欲求があるかどうか
が要因となる．すなわち，求める者であること（arthitva）が発動原因とな
る（§4.1）． 

anvaya: 欲求 ⇒ 発動

　とはいえ，求める者であることが主因であるとしても，知覚が全く不要と
なるわけではない．知覚が必要なことに変わりはない．知覚はどのような形
で分別知と関わるのかを説明する必要がある．

anvaya: 欲求＋知覚 ⇒ 発動

　ダルマキールティは，「いっぽう日常活動者達は，自らの所縁のみを目的
実現に適うものと思い込んで，知覚対象と分別対象という二つの対象を一つ
にしてから発動する」と述べている．すなわち「一つにすること」（ekīkaran

3

a）
を発動要因と見る．

一つにすること ⇒ 発動

　しかし，ダルモッタラが批判したように，文字通りの意味で分別対象であ
る内的形象を知覚対象である外界対象に「すること」はできない．すなわち
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「一つにすること」は物理的には不可能である 16．では，ダルマキールティ
の「一つにすること」は，どのように解釈すればよいのであろうか．これは，
言うまでもなく，PVin 2冒頭の「自らの現れという非外界対象を外界対象と
思い込んで」というadhyavasāyaをどのように解釈するのか，という問題と
同じ領域にある．ダルモッタラは，分別知が内的形象を外界対象として把握
すること（grahan

3

a）17，内的形象を外界対象とすること（karan
3

a）18，自相に内
的形象を結び付けること（yojanā）19，内的形象を外界対象の上に付託するこ
と（samāropa）20のいずれも否定している 21．それぞれの文字通りの意味でこ
れらの作業を果たすことは分別知には不可能である．
　物理的に「一つにすること」が不可能であるのと同様に，認識の上で二つ
を「一つにすること」すなわち「一つのものとして把握すること」も不可能
である．黄色を青色と把握することができないのと同様，異なる二つのもの
を同じものとして把握することはできないからである．すなわち，内的形象
を外界対象として把握することは不可能である．
　確かに認識主体は，知覚の直後に概念作用が生じることから，知覚対象そ
のものを分別知が把握していると思い込む．その意味では，分別対象を知覚
対象と把握していると言えるかもしれない．しかし，それは直後性に騙され
ているだけである．本当の意味で把握して「一つにしている」わけではない．
　ダルモッタラは，adhyavasāyaを，知覚対象と分別対象の「無区別の断定」
（abhedādhyavasāya）と肯定的に解釈する理解を批判する 22．ジャヤンタの説
明は以下のものである．二つが同じだと断定するためには，二つが別物であ
り，二つを別々に指し示せることが条件となる．真珠母貝と銀の場合，二つ
は別であり，実際に二つを別々に指し示すことができる．目の前にあるこの
真珠母貝と，昔見たあの銀である．つまり「真珠母貝」と「銀」というよう
に別個に指し示すことができる．したがって，異なる二つの物を錯誤時には
同一視していたのだと後から見直すことが可能となる．いっぽう分別対象の
牛と知覚対象の牛とを別個に指し示すことはできない．したがって，区別の
ない両者を同一視するということも考えられない．
　結局のところ，ダルマキールティが「一つにすること」と言い，「自ら
の現れという非外界対象を外界対象と思い込んで」と言ったもの，すなわ
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ち，素直には「無区別の断定」（abhedādhyavasāya）として一見解釈できる
ところのもの――実際カルナカゴーミン（PVSVT

3

 171.9）は「外界対象と
異ならないものと断定する」（bāhyābhinnam adhyavasyati）ことと解釈する
――は，ダルモッタラが明らかにするように，実際には「区別の無断定」
（bhedānadhyavasāya）という否定的な欠如でしかない．すなわち，分別対象
と知覚対象という二つの対象を区別しないこと，その区別の断定の欠如こそ
が，発動原因となる（§4.2）．
　発動原因であるekīkaran

3

aあるいはadhyavasāyaをめぐって二つの主要な解
釈が対立していたことが分かる．シャーンタラクシタに従い内的形象説に立
つカマラシーラもTSP śabdārthaparīks

3

ā の冒頭（TSP 338.11-12）において，「な
ぜならば残らず全ての〈言葉に基づく認識〉は錯誤しているからである．と
いうのも，別異なる諸対象に非別の形象を断定することで働いているから」
（sarva eva hi śābdah

3

 pratyayo bhrāntah
3

, bhinnes
3

v arthes
3

v abhedākārādhyavasāyena 

pravr
3

tteh
3

）と述べている．内的形象説においては，abhedādhyavasāyaが発動
原因と見なされていたと推測できる．

Dharmakīrti: ekīkaran
3

a/adhyavasāya ⇒ pravr
3

tti

内的形象説： abhedādhyavasāya ⇒ pravr
3

tti

Dharmottara: bhedānadhyavasāya ⇒ pravr
3

tti

　ダルモッタラの解釈は，この説を強く牽制したものである．客観的に見る
ならば，ダルモッタラの解釈は，ダルマキールティに反するものと言えるだ
ろう．肯定ではなく否定を発動原因と見るからである．ジャヤンタは，ダル
モッタラの説のみを仏教の定説として§4.2では紹介していることになる．
　以上でダルモッタラ説に立つ仏教徒は，推論という「正しい認識の手段」
（pramān

3

a）の重要な働きである「［外界対象への］発動」（pravr
3

tti）について
説明した．次に「［外界対象の］獲得」（prāpti）について説明する．「知覚対
象⇒知覚⇒分別知⇒発動⇒獲得」という因果の連鎖により，首尾よく対象の
獲得されることが保証される．これは宝石の比喩に説明される通りである．
すなわち，鍵穴の向こうに見える光を宝石だと思って発動する場合，その光
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が実際に宝石から発したものであるならば，たとえ錯誤しているとはいえ，
その「宝石だ」との錯誤知に従って発動し，隣の部屋に侵入することで，首
尾よく宝石を獲得することができる．ここには「宝石⇒光⇒錯誤知」という
因果の連鎖がある．
　逆に，実際には灯火の光であるものを宝石の光だと思い込んで発動した場
合には，光に誘われて侵入しても宝石を獲得することはない．
　同じ錯誤知（分別知）でも，うまく行く場合とうまく行かない場合とがあ
るのである．その違いは因果連鎖の根本（mūla）である宝石（目的を実現し
てくれる実在）の有無にある（§4.3）．
　「外界対象を認識し，それに向かって発動し，それを獲得した」との思い
込み（abhimāna）が人にはあるが，それは，既述のように，外界対象だと
する肯定的な断定（arthādhyavasāya）に基づくわけではない．そうではなく，
区別の無断定（bhedānadhyavasāya）に基づく．すなわち，ダルマキールティ
はPVin 2冒頭において「自らの現れである非外界対象を外界対象と断定する
ことで」と述べているが，ここでの「外界対象だとの断定」（arthādhyavasāya）
は，知覚対象と分別対象の区別の無断定の意味に解釈すべきである．このこ
とは，yathādhyavasāyam atattvāt, yathātattvam

3

 cānadhyavasāyātという格言（出
典不明）からも裏付けられる． 

１．断定の通りには真実はない 

２．真実の通りには断定されない 

　この格言においては一見，断定が誤っていることが説かれているかのよう
である．すなわち，分別対象を知覚対象と積極的に断定することが上述の誤っ
た思い込みの原因と説かれているかのようである．しかし，ダルモッタラ説
に立つ仏教徒の解釈するところによれば，そうではない．（２）は（１）を
言い換えたものである．すなわち誤った断定と（１）で言っているところの
ものは，実際には，無断定（anadhyavasāya）のことである．そのことを（２）
は明らかにしているのである．区別の断定が無いことによって，すなわち，
区別知の欠如によって，最初に述べたような思い込みが起こってくるのであ
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る（§4.4）．以上によって世間の営為が説明づけられたことになる（§4.5）．
　最後に仏教徒はアポーハ論を総括し，対するニヤーヤの学説を批判する
（§5）．仏教徒によれば，分別知の対象（内的形象あるいは虚構形象）が語意
である．論理的に分析すればそのように結論付けられる．しかし，分析を加
えなければ，人々は，実感に沿ってジャーティが分別知の対象であると思っ
てしまう．ジャーティに必要とされる性格は，全て，等しくアポーハにも当
てはまる．すなわち，アポーハは，立派に共通性としての役割を果たしうる．
両者の違いは，実在か非実在かにある．アポーハが非実在であっても，自相
群のグループ化は説明可能である．個々の薬草は，個々別々のものであり何
らの実在する共通性を持たないとはいえ，同じく熱冷ましという同一効果
をもたらすことでグループ化可能である．同様に，個物群は，実在する普遍
という共通性を持たずとも，同一の効果をもたらすことでグループ化が可
能である．特定の結果をもたらし得る（kāryaviśes

3

aśakta）という能力が，グ
ループ化の基盤となりうるのである．また，「青い蓮」という表現において
は，限定要素・被限定要素の関係（viśes

3

an
3

aviśes
3

yabhāva）や，同一の指示対
象を有すること（sāmānādhikaran

3

ya）が成り立っているが，このような事象は，
非実在であるアポーハを語意とする場合には説明不可能ではないかとの批判
がある．しかし，いずれも説明が付かないことはない．したがって，アポー
ハが語意であるとすることに問題はない．ニヤーヤ学者は『ニヤーヤ・スー
トラ』2.2.66にある「いっぽう個物・形相・ジャーティが語意である」との
文言を如何に解釈するかに頭を悩まし，どのようにして三者が語意となるの
かを一所懸命考えているが，アポーハが語意なので，その必要はないのである．

底本について
　翻訳にあたっては，筆者の校訂したKataoka 2009を底本とした．2012年の
５月にウィーンのオーストリア科学アカデミーで行われたアポーハ・ワーク
ショップのために改訂版を用意した．いずれワークショップの論集に，対応
する英訳と共に掲載予定である．しかし，改訂版では章節番号などを改めて
いる．未出版ということを考慮して，本稿の章節番号は旧版に依拠すること
にした．テクストの訂正等については本稿の注で適宜指示する． 
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科　文（synopsis）
 1 仏教説：アポーハは内的で認識を本質とする
 2 仏教の別説：アポーハは内的でも外的でもない
  2.1 虚構としてのアポーハ
    2.2 認識を染めるもの
    2.3 排除と基体の別・非別
    2.4 排除を対象とすることの正当化
    2.5 同種・異種からの排除
  2.6 「アポーハ」という転義的表現
  2.7 三つのあり方
   2.7.1  存在・非存在に共通するもの
   2.7.2  特定化されたあり方
   2.7.3  外界対象と虚構形象の類似性
  2.8 他者の排除を対象とすること
 3 仏教の二説のまとめ
  3.1 「非有の現れ」式の説明方法 

  3.2 「自身の現れ」式の説明方法
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 4 発動の理由付け
  4.1 求める者 

  4.2 区別の断定の無から発動する 

  4.3 獲得の理由付け 

  4.4 世間の人々の思い込み 

  4.5 まとめ
 5 アポーハの正当化

和　訳
1．仏教説：アポーハは内的で認識を本質とする
　答える．以上は仏教徒の定説を知らない者達の発言である．

　アポーハをもし外界にある〈非存在を本質とするもの〉と［我々が］
認めているなら，貴殿の［批判である］言葉の網も当たろうが，それ（ア
ポーハ）はそのようなものではない 23．

　そうではなく，周知のように，この内的で認識を本質とするものが，仏教
徒にとってアポーハとして是認されているところのものである 24．
【問】そのように［仏教徒が］承認するならば，「アポーハ（排除）」とい
うこの言葉使いは何なのか 25．［排除を対象とするのではなく］「語意認識
は［他の認識と同様に，認識］それ自体の一側面を対象とする」とだけ言
うのが適切である 26．

2．仏教の別説：アポーハは内的でも外的でもない
【ダルモッタラ説】そのようなこと（語意認識が内的形象を対象とすること）
もない 27．このアポーハは内的でも外的でもない 28．そうではなく認識と［外
界］対象の両者と全く別のものである 29．
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2.1．虚構としてのアポーハ
【問】勝義で内にも外にも存在しないものは存在しえないので，［そのよ
うなものが］どうして「言葉の対象」と言われるのか．
【答】勝義的な〈言葉の対象〉を確立しようと欲してここに我 （々仏教徒）
はやって来たわけではない．もしそうであれば，以上のように君によっ
て批判されもするだろうが．

　それは内にも外にも無いからこそ，「虚偽」「分別に基くもの（概念的に構
想されたもの）」と呼ばれるのである．
【問】一体それは何か．
【答】虚構された或る何らかの形象に過ぎないもので，分別を染めるもの
である 30．

2.2．認識を染めるもの
【問】外界対象を除いて，何に属す形象が 31，内にある認識を染めるのか 32．
【答】答える．知覚対象の影だけが分別を染めるのであって，知覚される
対象が［染めるの］ではない．なぜなら，［他から］排除された実在（自
相）が知覚の対象であるが，それに触れることは分別には不可能だからで
ある．このことは既に述べた 33．そしてそのようにして（tathā ca）34，その
［知覚対象の］影を所縁とする分別は，排除されたもの［そのもの］を把
握することはないので，排除を対象とすると言われるのである 35．

2.3．排除と基体の別・非別
【問】排除と排除を持つもの（排除されたもの）とは非別なのだから，排
除と，排除された自相とは同一である．したがって，排除を把握する分別
は排除されたものも把握したことになるはずである．それゆえ，それら
（分別）は，知覚と全く等しいものとなるはずである 36．
【答】これはそうはならない．分別が排除された実在を把握することはな
い．また排除は勝義的存在ではない．そうではなく何らかの或る虚構され
た形象である 37．というのも，排除がもし実在であるならば，実在に関わ
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る［分別］には，これらの過失が立ち現れてくるだろうが 38，これ（排除）
はそのようなものではないからである．このことは既に述べた 39．
　同じ理由で，或る者達が問い詰めたとされること 40──排除されたもの
を把握するとする立場には，三つのものの把握が必要となる．［他のもの
から］排除されたものであるＸ，Ｙという契機によって［Ｘが］排除され
たものとなるそのＹ，Ｚから［Ｘが］排除されたというときのそのＺであ
る．しかし三つが把握されることはない．したがって，どうして排除され
たものが把握されようか 41──それも排斥されたことになる．もし「排除
されたものを私は把握している」というような描写が日常活動の主体にあ
れば，彼は上のように問い詰められるだろう．しかし，そのようなことは
現実にはない．というわけで，以上は批判とはならない 42．

2.4．排除を対象とすることの正当化
【問】そうだとすると分別は〈虚構された形象〉を対象とするとだけ言わ
れたことになる．「排除を対象とする」という言葉使いは当てはまらない．
このことは既に［§1で］指摘した 43．
【答】このことは既に［§2.2で］答えてある 44．知覚に後続する「牛」など
という分別群により，同じ結果を持たないものから排除された［一つの］
形象が描写される 45．というのも，牛の分別には，同じ結果を持たないもの
である馬等の描写はないからである．また［分別が］自相に触れることは
ない．かといって共通性は実在としては存在しない．したがって，〈同じ結
果を持たないものからの排除〉を対象とするということだけが諸分別に定
まる 46．とこのように，理論上，それら（分別）が「アポーハを対象とする」
と言われるのであって，現実の理解に基いて［言われているわけ］ではない．

2.5．同種・異種からの排除
【問】知覚対象の自体は，同じ結果を持たないもの（＝異種のもの）から
排除されているのと同様に，同種のものからも排除されている．その場合，
もし，知覚に後続する分別が，異種のものから排除された形象を描写する
ならば，同種のものから排除された形象も描写することになってしまう 47．
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というのも，同種のものからの排除・異種のものからの排除と，自相とは，
別ではないからである 48．また［異種のものから排除された形象・同種の
ものから排除された形象の］いずれか一つの形象［だけ］が描写される特
定化要因を我々は見出さないからである．
【答】智者よ，そのように考えてはならない．なぜならば──分別という
のは確定を本質とする．［仮に］同種のもの・異種のものから排除された
形象を［分別が］描写するならば，全面的にその当のものを確定している
のだから，別の分別や別の言葉が働く［余地］はないことになってしまう
──からである 49．
　また同様に 50，「牛」という言葉から生じてくる分別は，異種のものか
ら排除された形象を描写するものとしてのみ現に自覚されるのであって，
同種のものから排除されたものを描写する［と自覚される］ことはないか
らである 51．そして言葉というのは分別と同じものを対象とする．
　それゆえ，それら（言葉）は「他者（から）の排除」を対象とすると言
われる．

2.6．「アポーハ」という転義的表現
　以上のこの虚構された形象は外界にはない．まさに虚構されたものだか
らである 52．内にもない．認識を本質とするものではないからである．そし
てこれゆえに，それは何物でもない 53．何物でもないが，結果に基づいて 54，
「アポーハ（排除）」と転義的に表現される．そしてこれゆえ，外的で非存在
を本質とするアポーハを念頭に置いて批判することで喉嗄れを感じている
〈神々のお気に入り〉（クマーリラ）は，見当違いのことに頭を悩ましている
のである 55．

2.7．三つのあり方
　さらにまた，分別の［働く］場となる対象は，別の分別によってもたらさ
れた存在・非存在（肯定・否定）を期待するものであり，特定化されたあり
方を持ち，外界対象と似たものとして，理解される．そしてこれら三つのあ
り方はいずれも，外界実在にはありえないものである．
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2.7.1．存在・非存在に共通するもの
　すなわち，外界実在は，それ自体として理解されたとき，別の分別によっ
て持ってこられた存在（肯定）と結び付くことはありえない．［それ自体が
存在なので，新たに存在＝肯定と結び付くことは］無駄だからである 56．非
存在（否定）と結び付くこともない．［存在が非存在＝否定と結び付くのは］
矛盾しているからである 57．

2.7.2．特定化されたあり方
　また分別の対象が特定化されたあり方を持つことは，「牛であって馬では
ない」というように理解される 58．それは，他の実在の〈切り捨て〉なくし
てはありえない．したがって否が応でも［分別は］〈切り捨て〉を対象とし
ている．さもなければ特定化されたものの〈切り取り〉はないからである．
また［「牛か馬か」というような］あいまいな実在が把握されることはあり
えない 59．（常に特定化されたものが把握される．）

2.7.3．外界対象と虚構形象の類似性
　また分別が外界実在を対象とすることが排斥された ――「単一の対象それ
自体が」という論理により，［別の分別が捉えることは］重複となることに
基づいて 60 ―― 以上 61，非外界物を対象とするというのが適切である．そし
て非外界物とは虚構された形体である．そしてそれは外界物であるかのよう
に現れてくる．そして排除という影を除いて，外界物と虚構物に類似性は存
在しない 62．それゆえ，分別が排除を対象とするのは，［論理的に導かれた］
結果に基づいて 63，［そのようになるだけ］である．

2.8．他者の排除を対象とすること
　「牛」「馬」と肯定的にそれら（分別）は働くが，教義に通じる者達は，〈他
者の排除〉を対象とするものとしてのみ，それら（分別）を設定するのであ
る．［ダルマキールティにより］説かれている通りである──「周知のよう
に学者がこのように分析するのであって，言語活動の主体が［このように分
析する］わけではない」（PVSV 39.5-6）と．
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3．仏教の二説のまとめ
3.1．「非有の現れ」式の説明方法
　以上のこのものは内的でも外的でもなく，全く別の何らかの虚構された形
象である．排除という影と結び付くことで，排除が言葉の意味と呼ばれる 64．
以上は，［誤謬論で言うところの］「非有の現れ」［説］に由来する 65［理解の］
方途である 66．

3.2．「自身の現れ」式の説明方法
　あるいは，分別にある反射像で，単なる〈認識の形象〉でしかないもの，
それが，非外的であるにもかかわらず，様々な潜在印象の異別性によって付
与された相の区別を持つことで，外界対象であるかのように現れ，世間の営
為を支えている．そして排除という影と結び付くことでそれは「アポーハ（排
除）」と呼ばれる．以上は，「自身の現れ」［説］に由来する［理解の］方途
である 67．

4．発動の理由付け
4.1．求める者
【問】二ついずれ［の仏教説］においても，諸分別が実在を対象とするこ
とはないのだから，どうして，実在に向かって言語活動の主体は行動を起
こすのか．
【答】実在を見たからといって必ずしも彼らが行動を起こすわけではない．
というのも草等という一部の［つまらない］実在を見ても，［人々は］行
動を起こさないからである．そうではなく〈求める者であること〉が発動
原因である．

4.2．区別の断定の無から発動する
【問】〈求める者であること〉と同様に，見ること（知覚）もやはり原因で
ある．求める者であっても，もし見ない（知覚しない）ならば，それに向
かって行動を起こすことはないからである．またアポーハ論において，発
動した人の実在獲得がどのようにしてあるのか，それを説明すべきである．
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【答】答える．まず発動は，知覚対象と分別対象を一つにすること（一緒
くたに混同すること）に基く．知覚対象を見た直後に分別が生じると，認
識者は，分別対象を分別対象だと理解しない．しかし，知覚の直後である
ことに騙されて，まさに知覚対象を把握したと思う．そしてそう思い込む
ことで発動する．その，知覚対象と分別対象とを一つにすることとは次の
ことだと言われる──知覚対象である実在から区別して分別対象が把握さ
れないことである 68．しかし両者の非別の断定が，「一つにすること」だ
とは主張されない．真珠母貝から区別して銀を指摘するようには，知覚対
象と別のものとして分別対象を指摘することはできないからである．ま
た，非別を断定する手立てがないからである．非別の断定にたいして知覚
は手立てとはならない．［知覚は］分別対象を扱わないからである．分別
も［手立てとは］ならない．知覚対象を扱わないからである．したがって，
区別の断定の無のみから発動がある 69．

4.3．獲得の理由付け
　獲得されるのも，知覚対象である効果的作用を持つ実在に限られる．とい
うのも，結果の［原因への］繋がりは，間接的に，それ（実在）を根源とす
るからである．［すなわち］知覚対象から知覚がある．そこ（知覚）から分
別がある．それ（分別）から発動がある，というように．なぜならば，根源
にある対象を把捉してから発動し，人は，それを獲得するからである．部屋
の中に置かれた宝石から放射され，鍵穴から外に出てきた光を宝石［そのも
の］だと思って発動する人と同じである．しかし根源にも対象が存在しなけ
れば，誤って発動して人は欺かれるだけである．灯明の光に向かって全く同
じ様に発動する人が［欺かれる］のと同じである 70．

4.4．世間の人々の思い込み
　このように，外界実在に触れることのない分別が現れると，「外界対象を私
は理解した，そしてそれに向かって私は行動を起こした，そしてそれを私は
獲得した」との思い込みが世間の人々に生じる．しかしこれ（思い込み）は，
［外界］対象だとする断定を根とするものではない．そのことが言われている
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──「断定通りに真実はないので，また真実の通りに断定はないので」と 71．「自
らの現われを持つ非［外界］対象を，［外界］対象だと断定することで発動す
ることで」というこの［PVin 46.7-8の］一節でも，「対象だと断定すること」
とは，区別の断定の無のことに他ならないと解釈すべきである 72．このように，
知覚対象と分別対象とを一つにしてから人は発動する，そして対象を獲得す
るのである．

4.5．まとめ
　それゆえ以上のようにして，世間のこの言語活動は可能となる．また
学者も世間の人々のように，世間の営為を担うべきである．

5．アポーハの正当化
　それゆえ分別内の反射像であるアポーハというものが語意だと言われ
る 73．しかし認識の道は［十分に］分析されないとき，人々に，ジャーティ
［があるとの］誤った思いを広げる．
　またジャーティの［基体への］帰属の有無に関して，制限の諸相が［普
遍実在論者により］いちいち示されたが，それは全てアポーハにも等し
く当てはまるものである 74．しかし［アポーハには］非実在であること
による違いがある．
　別であることは同じでも，或る一群の薬草だけが共通性を欠いていて
も熱冷ましの効果を持つのと全く同じ様に，［或る］個物群［だけ］が［共
通性を欠いていても］特定の結果を為しうる 75．
　限定要素等（限定関係・同一の指示対象を有すること）の表現が可能
であることは，アポーハが空虚なものであるとしても，我々（仏教徒）
にとってありえないことはない．そしてそれゆえ，ジャーティ・形相・
個物という語意に関する，このような思案を汝（ニヤーヤ学者）は起こ
すべきではない 76．
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2 口頭発表として「ジャヤンタから見たアポーハ論」（西日本インド学仏教学会：2009年8
月1日），“Dharmottaraʼs Theory of Apoha”（インド思想史学会：2010年12月25日），既刊論
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な問題であった．すなわち，なぜ，否定的でないものが「排除」と呼ばれるのか，という
問題である．だからこそシャーキャブッディや他の注釈者達は，様々な語源解釈を駆使し
て，本来のアポーハとは異なるものまでもが「アポーハ」と呼び得ることを説明しようと
したのである．ダルマキールティやシャーキャブッディが意図した「単語の意味」「分別
知の対象」は，ディグナーガ本来のアポーハから実質的に変化してしまっていることが見
て取れる．
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ディグナーガのアポーハ論を批判するにあたって，アポーハを語意とする立場と，アポー
ハを持つものを語意とする立場とを場合分けして想定している．このことは，ŚV apoha 
115ab: apohamātravācyatvam

3

 yadi tv abhyupagamyateと，120ab: athānyāpohavad vastu vācyam 
ity abhidhīyateという各節の冒頭句の対照からも明らかである．ただし，ジャヤンタが紹介
する前章のクマーリラのディグナーガ理解では，アポーハを語意とする立場に単純化して
考えられている（Kataoka 2008:194(19).2: apohaśabdārthapaks

3

e）．すなわち，ディグナーガの
アポーハ論は，（ジャヤンタから見た）クマーリラによれば，牛性という普遍を，非牛の
排除というアポーハに代替したものである．前章冒頭（Kataoka 2008:194(19).4: apoho nāma 
vyāvr

3

ttir abhāva ucyate）で見たように，クマーリラにとりアポーハという排除とは非存在
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に他ならない．アポーハを非存在とすること自体はディグナーガの本意に即したものであ
る．しかし，更に（ジャヤンタが紹介する前章での）クマーリラは，非存在が単独（svatantra）
では存在しえないことを根拠に，この非存在の拠り所（āśraya）である存在が何かを尋ねた．
ここでは，非存在は明確に外に実在するものとして前提されている．これはディグナーガ
の真意から大きく外れるものであり，あくまでもクマーリラ自身の非存在の見方に即して
アポーハを再規定したものである．ただし，クマーリラ自身は，アポーハという非存在を「外
にあるもの」と明言しているわけではない．しかし彼にとって非存在は実在（vastu）の一
種であり，ジャヤンタの捉え方はその意味で誤ったものではない．また，ジャヤンタがア
ポーハを「外的」と再規定するのは，ダルモッタラが「非内非外」と述べる時の「外」を，
このディグナーガ説に充当しようとしたからと考えられる．この点は，実際には，ダルモッ
タラの真意とはずれる．ダルモッタラが「非外」という時の「外」とは，普遍実在論で言
う普遍や個物といった外界実在のことを指していると思われるからである．すなわち，語
意は外界実在ではないという意味であったと思われる．ダルモッタラがディグナーガを批
判しているとは考えられない．しかし，ジャヤンタは，ディグナーガ説（外），ダルマキー
ルティ説（内）という発展段階を見た上で，ダルモッタラ説（非内非外）という最終発展
段階を描き出すために，ここで，明確に，ディグナーガのアポーハを「外にある非存在」
と規定しているのだと考えられる．このように，アポーハが，外に実在する非存在である
場合，前章でクマーリラが指摘した様々な問題が降りかかることになる．ここで仏教徒は，
クマーリラの理解するところの仏教説（ディグナーガ説）が仏教の最終的な定説ではない
ことを断っている．
24 ここでは，シャーキャブッディの解釈に従ったダルマキールティ説が仏教の定説として
提示されていると考えられる．シャーキャブッディは，三通りに解釈された「アポーハ」
の語義（排除対象，排除行為，排除手段）のうち，排除手段と語義解釈されたアポーハこ
そがダルマキールティが「言葉の意味」たるアポーハとして意図したものだとする．ここ
では「ディグナーガ→クマーリラ→ダルマキールティ」という展開がジャヤンタに意識さ
れていると思われる．
25 ディグナーガにおいて「アポーハ」（排除）は，文字通り，他者の排除を意味してい
た．したがって，（ここでジャヤンタが整理するディグナーガ説によれば）言葉は排除を
意味することになる．すなわち語意認識は排除を対象とする．しかし，今の場合のように，
（シャーキャブッディが解釈するダルマキールティ説に従って）内的形象をアポーハとす
る場合，「言葉は排除を意味する」のではなく，「言葉は内的形象を意味する」ということ
になってしまう．すなわち「排除を意味する」というアポーハ論の本来の趣旨との乖離が
生じる．したがって内的形象をアポーハとする場合，なぜ，内的形象を対象とする分別知が，
排除を対象としていると言われるのかを説明する必要に迫られることになる．内的形象説
の立場からの回答は§3.2で与えられる．すなわち「排除という影と結び付くことで，それ
はアポーハと呼ばれる」というのが回答である．
　クマーリラはŚV apoha 36cd-37において，「アポーハ」という言葉の指すものが形を変
えた空性（認識が対応する外界対象を欠いていること）だと指摘し，その場合，分別知が
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捉えるのは，認識それ自体に他ならないとする．つまり，分別知は認識それ自体を対象と
することになるので，排除を対象とするのではなく，認識それ自体を対象とすることにな
るのである．この場合，「他者の排除」が表示対象であるというのは，無駄に想定されて
いることになる．ジャヤンタのここでの想定反論も，クマーリラのこの記述を念頭に置い
たものである． 
　この問題は，ダルマキールティにも意識されていた．ダルマキールティは「なぜならば，
それ（分別知）は，それ以外からの別異性を必ず有する諸存在を対象として生じてくるの
で，別異性を対象とすると理解されるからである」（PVSV 39.3-4: sā hi tadanyavivekis

3

v eva 
bhāves

3

u bhavantī vivekavis
3

ayeti gamyate）と述べる．類似の趣旨は一層明確にPV 3:163cd-
164で述べられる．和訳は戸崎 1979:263-264を参照．カルナカゴーミンは，上のPVSV 
39.3-4への注釈において，ダルマキールティの意図を敷衍して説明している．彼は反論
者の質問から始める．すなわち「ではどうして［分別知は］アポーハを対象とすると言
われるのか」（PVSVT

3

 170.14: katham
3

 tarhy apohavis
3

ayety ucyate）と反論者の意図を明らか
にする．同様の質問は他個所にもある．「もし共通性の認識が，［認識］自らの形象と非
別なものとして，個々別々の諸存在を非別と断定して，肯定的に理解するならば，どう
して，そのようなものが，他者の排除を対象とすると言われたのか」（PVSVT

3

 300:17: yadi 
sāmānyabuddhih

3

 svākārābhedena bhinnān bhāvān abhinnān adhyasya vidhirūpatayā pratipadyate, 
katham asyā anyāpohavis

3

ayatvam uktam）．ジャヤンタの当時，内的形象説に対する批判方法
としては一般的なものとして意識していたと考えられる．戸崎 1979は，デーヴェーンド
ラブッディの趣旨を次のように説明する．戸崎 1979:264:「Devendrabuddhiによれば，言葉
によって生じる分別知は内分を所縁とするけれども，相互に排除しあうもろもろの対象の
領納（anubhava）によって（間接的に）生じるゆえに，本来的迷乱性によって，相互に排
除しあう外境対象を把握するかのように顕現する。それゆえに「言葉は他の排除をなす」
といわれるのである。」
26 ジャヤンタから見た場合，まず，ディグナーガは外にある非存在をアポーハとした．こ
の場合「排除を語意とする」という言い方に問題はない，これに対して，クマーリラの批
判を受けたダルマキールティは，内的形象をアポーハとした．すなわち，認識それ自体の
一側面が語意ということになる．この場合，「排除を語意とする」という言い方が問題と
なる．実際には語意は否定的な非存在ではなく，認識という肯定的な存在だからである．
27 apiを用いるのは，アポーハは，最初にクマーリラが誤解したような外のものでもなく，
また直前の仏教説が提示したような内なるものでもないとの意であろう．この趣旨が後続
文によって明らかにされている．
28 ダルモッタラは Apohaprakaran

3

a 冒頭偈（韻律はMeghadūtaにも用いられる優雅な 
śārdūlavikrīd

3

itā）において自らの非内非外のアポーハについて明らかにしている．

buddhyā kalpikayā viviktam aparair yad rūpam ullikhyate 
buddhir no na bahir yad eva ca vadan nistattvam āropitam/ 
yas tattvam

3

 jagato jagāda vijayī nih
3

śes
3

ados
3

advis
3

ām
3

*
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vaktāram
3

 tam iha pran
3

amya śirasāpohah
3

 sa vistāryate//

　原文は Ishida 2008に依拠する．なお，最新稿の石田 201?により，Ishida 2008の -dvis
3

am
3

 
ではなく -dvis

3

ām
3

 を採用する．詳細な問題点については掲載予定の石田 201?を参照．
　石田 201?による訳は以下の通り．「概念知により，他の諸々のものとは区別されたもの
（rūpa）として描き出されるもの，（それは，）知でもなく，外界（対象）でもない．まさに
それは，非真実の虚構されたものに他ならないと述べられ，世人に真実を語られた，あら
ゆる過失という敵に勝利する者．その教示者に叩頭して帰敬した後，この（論書）で，そ
のアポーハが，詳述される．」
　この詩節はバーヴィヴェーカの『般若灯論』冒頭偈を想起させる．大正1566,30,51b22-
25:「普斷諸分別滅一切戲論　能拔除有根巧説眞實法　於非言語境善安立文字　破惡慧妄
心是故稽首禮．」Pekin 5253, Dbu ma, tsha, 46b8: gan3  gis chos kyi de ñid rnam rtog legs bral ba// 
spros pa kun źi blo n3 an rab rib kun ʼjoms can// tshig gi yul ma yin yang de ñid sgro btags nas// sa 
kun ʼbyor phyir bstan pa de la phyag ʼtsal lo// （チベット原文はTanji 2000:360, n.18に引用され
る．） Tanji 2000:361:“I salute the Buddha who has taught, through the samāropa (of words), the 
reality of all factors of existence (dharma) which is free from thought construction, extinguishes all 
discursive words (prapañca) and is not the object of words.” チベット語を基礎に漢訳と対応さ
せながら還梵すると以下のようになる．*yo dharmatattvam

3

（眞實法） vikalpair samapagatam
（普斷諸分別） sakalaprapañcopaśamam 

3

（滅一切戲論） vimatitimiraghātako （破惡慧妄心）
ʼvāgvis

3

ayam ʼpi （於非言語境） tat samāropya （善安立文字） sarvabhūmisamr
3

ddhyartham?（能拔
除有根，sa kun ʼbyor phyir） upādiśat （巧説），tam aham vande （稽首禮）．「諸々の分別を離
れ，一切の戯論の止んだ，法の真実を，異論の蒙昧［無知］を破る者は，言葉の対象で
ないにもかかわらず，増益して（仮に言語化して），［無知を］根こそぎにするために？
（*samūlam unmūlanārtham?），教示した．彼に敬礼する．」分別の対象である非真実の言語
対象を仮に説くことで，本当は言葉の対象とはならない真実を説くという構造が，バーヴィ
ヴェーカとダルモッタラに共通する．（Cf. MHK 8:94ab: sa kalpanāsamāropād vācyo ʼvācyas tu 
tattvatah

3

/）
29 ここにダルモッタラの非内非外のアポーハが明らかにされている．ジャヤンタは「外→
内→非内非外」という展開を見ていることになる．ただし，ダルモッタラ自身にとり「外
でもない」という時の「外」は，語意が実在論者の言うような外界実在ではないという意
味である．ディグナーガ説の批判を意図しているわけではないと思われる．ジャヤンタは，
クマーリラ流に解釈されたディグナーガ説を受けて「外でもない」と表現するのである．
30 ダルモッタラ説によれば，アポーハは，認識とも外界対象とも異なる或る仮構された虚
構物である．ここでダルモッタラが言うāropitaとは，いわゆる付託対象ではない．すなわ
ちＸの上に載せられた（付託された）Ｙという時のＹではない．すなわち，adhyāropita の
意味で解釈すべきものではない．そうではなく，ここでの āropaは，abhūtaparikalpa（非実
在の虚妄分別）という意味での増益（samāropa）と同義である．すなわち，無いものを有
るとすることである．したがって虚構対象と訳した．だからこそāropitaは自然と「虚偽」
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「（虚妄）分別されたもの」と形容されることになるのである．付託対象であるならば，真
珠母貝に銀（銀の形象）を付託する場合に，銀がどこかに存在するように，付託対象はど
こかには存在するという可能性を通常は残してしまう．したがって，「虚偽」「虚妄分別対
象」や，あるいは「内にも外にもない」というような形容は自然と連想可能なものではな
くなる．ジュニャーナシュリーミトラも，ダルモッタラのāropitaを批判する際に，まずそ
れをkalpitaと置き換えている（JNĀ 230.4: āropitam ity api kalpitam evocyate）．すなわち第一
義的に「（虚妄）分別されたもの」と解釈されるのである．
31 Kataoka 2009:472(27).10: kimīya ākāra āntara āntarasya jñānasyoparañjakah

3

をkimīya ākāra 
āntarajñānasyoparañjakah

3

に訂正する．
32 分別知の対象は，認識を染めるという働きを持たねばならない．外界対象であれば，認
識を染めるという役割を立派に果たせる．しかし，いまダルモッタラが提示した分別対象
は，虚構形象である．内にも外にもないような非真実の虚構形象が，いかにして，認識を
染めるという積極的な機能を果たすことができるのか．非実在でありながらも，虚構形象
が役を果たしうることをダルモッタラは示さねばならない．虚構形象の存在論的な位置付
け（何に属すのかkimīyah

3

）が求められている．
33 先行する章（Kataoka 2011:616(21).5-6）で言われている．
34 Kataoka 2009:471(28).2: athaを tathā caに訂正する．
35 ここではアポーハ（共通相である排除）が，虚構であるとはいえ，知覚対象である自相
の影として，実在との何らかの結びつきを保っている側面が強調されている．すなわち，
存在としては，虚構形象は実在の影に相当するものだと言うのである．ダルマキールティ
であれば，「排除されたもの（知覚対象である自相）⇒知覚⇒分別」という因果の連鎖を
説くはずである．ジャヤンタは，自相そのものを対象とはしないが，排除という点でそれ
に類似したものを分別知が対象とするという観点から，「影」という概念を用いる．虚構
対象と自相との共通性である排除については§2.7.3を参照．この「影」という概念に関し
て，ジャヤンタ自身が説明のために用いたのか，仏教文献にソースがあるのかは不明であ
る．筆者の見た限り，ダルモッタラのAPには見られないようである． 
36 ダルマキールティ自身が排除と基体との非別を明言している（PVSV 32.15-17）．それ
を拡大解釈するならば，分別は排除も排除された自相もいずれも捉えるはずである．そし
て自相までも捉えるならば分別は知覚と同じということになってしまう．次に指摘される
ように，ここでの反論者は，排除を実体視している．
37 影としての排除はあくまでも非実在たる虚構物であり，実在の上に仮構されたある種の
形象である．ここで，āropitaはpāramārthikaやvāstavaと対比的に捉えられるものとして前
提されている．ここからも，āropitaが付託対象ではなく虚構対象であることが支持される．
38 eteが直接に指すのは直前の「知覚に等しいものとなること」であろうが，複数であるの
で，それ以外にも様々な過失があるはずである．前章の内容を指すと思われる．すなわち，
アポーハを，外的な非存在として実体視する場合の過失について，クマーリラによるディ
グナーガ批判の箇所で，ジャヤンタは既に詳しく論じている．
39 §2.1においてアポーハが勝義的存在でないことが示されている．
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40 kilaを用いているのは，この個所がダルモッタラのAP 595(246).4-9に基づく伝聞だから
である．
41 牛という種のグループを馬等から排除されたものとして把握するためには，馬等を把握
する必要があり，さらに，排除の基体である牛個物を把握する必要があり，さらに，〈同
一の効果をもたないものからの排除〉という契機も把握する必要がある．
42 ここでの反論者は，アポーハ論に言うところの言葉や分別知の対象を，「排除に限定さ
れたもの」として意識化されたものと考える．そして，分別知がそのように排除されたも
のを意識的に捉える場合には，三つの要素の把握が必要になるとする．しかし，そのよう
な三つのものの把握は実際には我々の意識にはない．したがって，反論者は，排除された
ものが把握されることはないと結論づける．この反論者の批判は，的外れである．なぜな
らば，アポーハ論においても，別に，「排除されたものを把握している」という意識的描
写が日常活動者にあるわけではないことは認めているからである．
43 ダルモッタラ説にしたがえば，アポーハは或る肯定的な虚構形象であって，否定的な排
除ではなくなってしまう．したがって肯定的なものを否定的に「排除」と呼ぶのはおかし
いということになる．同様の趣旨の批判が，§1において内的形象説に向けて為されていた．
44 すなわち§2.2の最後において，分別が，知覚対象の影を捉えるのみであり，排除された
自相そのものは捉えないので，「排除を対象とする」と言われることが明らかにされていた．
45 上の§2.3の記述と合わせると，牛を知覚した直後の分別知には「排除されたものを私は
把握している」（vyāvr

3

ttam
3

 gr
3

hn
3

āmi）という意識はなく「牛だ」（gauh
3

）という意識がある
だけである．これは後に§2.7.2で説かれるように「牛以外ではない」（gaur eva）というよ
うに，特定化された形で理解されるものである．その意味で「同じ結果を持たないもの（非
牛）から排除された形象が描写される」と言われていると考えられる．
46 虚構された形象というのは，消去法的に，同じ結果を持たない馬等からの排除というこ
とになる．
47 自相である牛 1は，同種の牛 2から排除されている．いま，同種のものからの排除は自相
と別体ではなく，また，異種のものからの排除は自相と別体ではない．異種のものから排
除されたものとして牛 1を捉えるとき，自相を捉えることになるので，同種のものから排
除されたものとしても把握されるはずである．すなわち馬等と異なるだけでなく，牛 2と
も異なるものとして把握されることになる．
48 同種のものからの排除は自相とは別体ではなく，異種のものからの排除は自相とは別体
ではない，という意味に解釈した．すなわち，それぞれが自相とは別体ではない，の意味
である．もし二つを合わせたもの（同種・異種からの排除）が自相とは別体ではない，と
いう趣旨ならば，上の帰結の理由とはならない．
49 ダルマキールティによれば，「牛」の分別知は，「馬等ではない」というように，錯
誤に基づいて付託された別の形象（馬等）を否定するために機能するものである．NM, 
Kataoka 2011:596(41).10: bhramanimittasamāropitākārāntaranis

3

edhāya tes
3

ām
3

 [= vikalpānām
3

] 
pravr

3

ttih
3

. すなわち，馬等を排除することで牛と確定する．同じ個体の他の側面は確定され
ていない．すなわち「存在」（非存在ではない），「実体」（非実体ではない），「シャーバレー
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ヤ牛」（非シャーバレーヤ牛ではない）という確定知は生じてこない．そのためには，別
の言葉・別の分別が必要である．すなわち，他の分別・言葉が働く余地が残されている．
もし分別知が，異種のものから排除された形象だけではなく，同種のものから排除された
形象までも捉えているならば，自相そのものを捉えていることになるので，その個体の全
側面を確定したことになってしまう．しかし現実にはそのようなことはない．ここでは理
論的な側面から，同種のものから排除された形象を捉えないことが指摘されている．関連
するPV 1:43はNM, Kataoka 2011:596(41).8-9に引用される．
50 上では理論的に述べた．ここでは同じ内容が，自内証という実感に基づいて説明される．
51 実感として，我々の分別が対象とするのは，異種から排除された形象だけである．すな
わち「牛」という分別知において我々は，馬等から排除された牛を描写しているのであって，
牛 2から排除された牛 1を描写しているわけではない．
52 この記述も，āropitaが虚構対象であることを支持する．もし付託対象であれば，外界に
は無いと直接に導かれることはない．というのも，例えば銀は，目の前には無くとも，ど
こか余所にはあるというのが錯誤論における一つの一般的な考え方だからである．例えば
ジャヤンタは，「非有の現れ」（asatkhyāti）を論じるにあたって，非有なるものが，完全に
無いのか余所に有るのかをまず問うている（NM I 459.1）．
53 ここにジャヤンタが，アポーハ論の展開を「外→内→非内非外」と見ていることが窺わ
れる．
54 虚偽形象は非内非外であり何物でもないが，仮に転義的に「排除」と呼ばれる．転
義的用法の根拠は結果である．先程§2.4においてyuktyāと表現されていたが，ここで
はphalatah

3

と表現される．結果に相当すると考えられるのは，分別が異種のものからの
排除だけを対象とすること（今の場合は論理的に導かれた結果）であろう．Śarkarikā ad 
apoha 1 (24.18-24) において，ジャヤミシュラは，仏教説を紹介する中で同じ問題に言及
する．仏教徒も，現実には「牛」という肯定的な分別知しかなく，「これは非牛ではな
い」というような他者の排除の理解が実際にはないことを認めている．全面的に対象を捉
える無分別知覚と，それに後続する分別知を比べた場合に，後者は，残りの否定的側面し
か捉える事ができない．肯定的側面は既に前者により全面的に捉えられているからであ
る．Śarkarikā 24.21-22: kevalam

3

 pūrvapramān
3

ād abhyadhikam asya phalam
3

 paśyantah
3

 phalatah
3

 
“apohah

3

 śabdalin3 gāvaseyah
3

” iti vadāmah
3

, na pratipattitah
3

.「先行する認識手段に比べて付加的な
ものだけが，これ（分別知）の結果であると見なすことで，結果に基づいて「言葉と証因
により断定されるのは排除である」と我々は主張するのであって，現実の理解に基づいて
ではない．」
55 哀れな人であるクマーリラは，的外れなもの（仏教の最終的な定説とは異なるアポーハ）
を前に頭を悩ましているとの意である．
56 例えば「牛がいる」と言う時，「牛」からもし牛性や個物としての牛が理解されるならば，
「存在が存在する」ということになるので，重複となり無駄が生じる．虚偽形象であれば
存在・非存在に中立的であるので存在と結び付くことは問題ない．
57 同様に，「牛がいない」と言う時，「存在が存在しない」ということになるので前後が
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矛盾する．なお，この特徴に関して，ジャヤンタは，後から（Kataoka 2010:171(110)-
170(111), §5.1）外界実在に関しても当てはまりうることを述べて反論する．
58 ディグナーガはevaの持つ排除の機能（限定・制約というavadhāran

3

aの機能）を念頭に
置きながら，「牛」が牛のみを意味することを捉えて，他者の排除を語意とした．ここで
は語意であるアポーハのそのような特徴が「特定化されたあり方を持つこと」と表現され
ている．ダルモッタラの記述（AP 594(245).19-22）に基づく．APの該当箇所はPVSVT

3

 に
引用される．PVSVT

3

 113.8-9: tenetararūpaśūnyam eva vikalpayan niyatam artham
3

 vikalpayati. 
tasmād yan niyatarūpāvadhāran

3

am
3

 tad anyanivr
3

ttivis
3

ayam.「それゆえ，他のあり方を必ず欠い
たものを分別することで人は，特定化された対象を分別する．それゆえ，特定化されたあ
り方の限定，それは，他からの排除を対象とする．」
59 三つの特徴をあげるのは，これらの特徴が外界実在に当てはまらず，アポーハ（虚偽形
象）にのみ当てはまることを示すためであった．第一の特徴である「存在・非存在に共
通すること」に関しては，外界に当てはまらないことが示された．しかし第二の特徴であ
る「特定化されたあり方を持つこと」に関しては，外界対象に当てはまらないことが明
示的には示されていない．しかし含意されているはずである．実際，反論においてジャ
ヤンタは次のように述べる．「特定化されたあり方を持つことは，そのあり方が確定され
た実在に関して，他の実在の切り捨てを基盤として，成立しないことはない．……これ
だけをもってして，そのことがアポーハにのみ理解されうるということにはならない．」
（Kataoka 2010:170(111), §5:2: niyatarūpatā niścitanijarūpe vastuni vastvantaravyavacchedaniban
dhanā sidhyaty eva ... naitāvatā tad apoha eva pratyāyyo bhavati）．」このジャヤンタの反論から，
ここでも，上と同様に，この特徴がアポーハのみに当てはまり，外界には当てはまらない
との主張が意図されていることが分かる．
60 PV 1:43: ekasyārthasvabhāvasya pratyaks

3

asya satah
3

 svayam/ ko ʼnyo na drst
3 3 3

o bhāgah
3

 syād yah
3

 
pramān

3

aih
3

 parīks
3

yate//「［無部分で］単一の対象それ自体が，それ自ら（それ自体として）
知覚されるならば，認識手段（推論）によって考察される［べき］如何なる未知覚部分が
あるだろうか．」本句はNMの前々章（Kataoka 2011:596(41), §6.4）において「分別が実在
に触れないこと」（na vikalpā vastu spr

3

śanti）の理由として，kutah
3

 の後に引用される．
61 分別が外界実在を対象としないことは，§2.2で「分別は排除されたものに触れること
ができない，ということは既に述べた」として，更に前の個所が指示されていた．それ
は，Kataoka 2011:616(21).5-6(§2.3)にあたる．さらに，その後，Kataoka 2011:596(41), §6.4で，
ここでも言及されるPV 1:43が引用されて「分別は実在に触れない」と主張される．した
がって，直接には前々章の§6.4を指していることになる．そこでは「分別が実在に触れな
い」ということの理由としてPV 1:43が引用される．したがって教証として引用されている．
ここでも引用句の内容は，分別が外界実在を対象としないことの理由と考えるのが適当と
いうことになる．すなわち後ろが前の理由となるという前後関係である．
62 「外界対象に似ていること」という性格について，ジャヤンタは，次章の反論（Kataoka 
2010）において排斥することはない．これは他の二つの特徴が明示的に排斥される（Kataoka 
2010, §5.1, 5.2）のと対照的である．上の「特定化されたあり方を持つこと」と同様に，こ
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こでは，この特徴が，外界対象には成り立たず，排除であるアポーハにのみ成り立つこと
が含意されているはずである．少なくとも，§2.7における「この三つのあり方はいずれも，
外界実在にはありえない」という発言からすれば，この相似性という特徴も，外界実在に
はありえない，ということが意図されているはずである．すぐに分かるように，外界実在は，
「外界実在のように」現れてくることはない．すなわち，外界実在との相似性を持ち得な
い．外界実在そのものだからである．外界実在そのものではないが，外界実在と似たもの
が求められる所以である．その候補として考えられるのは，虚偽形象しかありえない，と
いう論旨となる．虚偽形象は，分別が異種のものから排除されたものを描写することから，
排除を含み得る．すなわち，外界実在の影としての排除を相似性として持ち得る．PVSVT

3

 
112.18-23: etena yad ucyate—yad bāhyātyantavisadr

3

śasya svākārasya tādrūpyagrahan
3

am
3

 tad 
anyanivr

3

ttikr
3

tasādr
3

śyaparam. yathā ghat
3

avisadr
3

śo ʼpi pat
3

o vr
3

ks
3

ābhāvaviśist
3 3

o ʼvadhāryamān
3

ah
3

 “ayam 
apy avr

3

ks
3

ah
3

” iti ghat
3

asadr
3

śo ʼvadhāryate, vr
3

ks
3

avyāvr
3

tter ghat
3

apat
3

ayos tulyatvāt. tathā vikalpavis
3

ayo 
ʼtyantam

3

 bāhyavisadr
3

śo ʼpi bāhyo ʼvadhāryate, anyanivr
3

ttikr
3

tasārūpyagrahan
3

āt— iti, tad apāstam. 「そ
れゆえ次のように述べられていることは排斥されたことになる．――外界［対象］と完
全に非相似である内的形象を，そのような［外界の］ものとして把握することは，他者の
否定に基づく相似性を主眼とするものである．ちょうど壺と非相似であっても布が，木の
非存在（木でないこと）に限定されたものとして確定されるときには「これも非木だ」と，
壺と相似したものとして確定される．というのも，木からの排除は壺と布との両者に等し
くあるからである．それと同様に，分別知の対象は，完全に外界対象と非相似であっても，
外界対象として確定される．［それは］他者の否定に基づく相似性を把握することに基づ
く――と．」
63 phalatah

3

の類似の用例は，次にも見られる．NM II 209.8-9: phalata iyam
3

 tu tatra tatra vācoyuktih
3

 
“śabdah

3

 śabdāntaram ākān3 ks
3

ati, artho ʼrthāntaram” iti. 「そうではなく，この言葉使い――『言
葉が他の言葉を期待する』『意味が他の意味を期待する』――は，結果に基づいて，そこ
ここにあるのである．」
64 校訂本ではvyāvr

3

tticchāyāyogād apohaśabdārtha ucyate（排除という影と結び付くこと
で，「排除」という言葉の［指し示す］対象と呼ばれる）としたが，K1の読みを採用し，
vyāvr

3

tticchāyāyogād apohah
3

 śabdārtha ucyateと読む．K1の読みが一般的に優れているとい
う理由の他に，こちらの方が内容的にスムーズであるという理由による．apohaśabdārtha 
ucyateは，apoha ity ucyateあるいはapoha ucyateでもよいところであり，わざわざ「アポー
ハという言葉で指し示される対象と呼ばれる」と表現するのは，余りにも持って回った表
現となってしまうからである．実際，後続個所（§3.2）では，apoha iti vyavahriyateという
表現が見られる．また，このK1の読みの採用に伴って，vyāvr

3

tticchāyāyogādの前にダンダ
を挿入し，直前の ākāroを ākārah

3

 に訂正する．
65 -garbhaというバフヴリーヒには，「～を含む・孕む」と「～に発する・由来する」と
いう二つの用例が見られる．例えば，前者は，NM I 43.3-5: sam

3

sargo ʼpi kārakān
3

ām
3

 
kriyāgarbha eva bhavati. ... kriyāveśavaśāc ca kārakam

3

 kārakam
3

 bhavati.「諸行為参与者の繋がり
も，行為を含んだものに他ならない．……そして行為が入り込むことで行為参与者という
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のは行為参与者（スル主体）となるのである．」NM I 126.6: niyogagarbhatvāc ca viniyogasya 
...「配属［規定］というのは，命令を含んでいるので……」．対して，後者の用例としては，
NM I 129.1-2: ity alam anayā prasaktānuprasaktyāgataśāstrāntaragarbhakathāvistaraprastāvanayā. 
「以上で，このことは，もう十分だ――派生的事項から更に派生して［論じられる］こと
になった，別のシャーストラに由来する物語の詳細を始めることは．」NM I 193.9-10: tad 
alam asminn avasare jñānavādagarbhacodyodbibhāvayis

3

ayā.「それゆえもう十分である，この機
会に，［唯］識論に由来する批判を明らかにしようとするのは．」以上の用例から判断する
と，学説・主義主張などを前分とする -garbhaというバフヴリーヒは「～に発する・由来する」
の意味で用いられていることが分かる．
66 ジャヤンタはNM I 456.8において，viparītakhyāti, asatkhyāti, ātmakhyāti, akhyātiの四種
を，錯誤した認識に関する理論として列挙する（同様の列挙はNM II 505.1-2にも見ら
れる）．そして，NM I 458.19において「それ（asatkhyāti）もやはりありえない」（sāpi 
nopapadyata eva）として（プラバーカラ派のakhyāti論者の口を借りながら）排斥を開始
する．asatkhyātiの基本的な意味は，「完全に非有に他ならない対象が現れること」（459.1: 
ekāntāsata evārthasya prathanam）である．しかし，完全に非有である場合，空華等は現れ
てこないという問題がある（459.4-5）．（同様の批判はNM II 505.8にも見られる．）ま
た，完全に非有であるものは，潜在余力も残しえないので，潜在余力に頼ることもできな
い（459.5-8）．また何らかの潜在余力を錯誤認識の原因とするとしても，なぜ真珠母貝に
ついて銀の錯誤だけを生み出し，空華の認識を生み出さないのかという特定化（niyama）
の説明が付かないという問題が残る．銀も空華も非有であることには変わりないからであ
る（459.9-11）．「完全に非有なる対象に，迷乱なき日常営為というこのくびきを担う能力
はありえない」（459.12-13: nātyantam asato ʼrthasya sāmarthyam avakalpate/ vyavahāradhuram

3

 
vod

3

hum iyatīm anupaplutām//）とジャヤンタは批判を結んでいる．
67 ātmakhyātiについてジャヤンタは次のように紹介する．「周知のように，この認識だけが，
自分で自分を把握する．というのも，外界にあると確定される把握対象はありえないから
である．そして認識が，それぞれの在り方で外に輝き出しつつ，外界対象を欠きながらも，
この世における世間のこのような営みを担うのである．」（NM I 460.3-6: vijñānam eva khalv 
etad gr

3

hn
3

āty ātmānam ātmanā/ bahir nirūpyamān
3

asya grāhyasyānupapattitah
3

// buddhih
3

 prakāśamānā 
ca tena tenātmanā bahih

3

/ udvahaty arthaśūnyāpi lokayātrām ihedr
3

śīm//）認識それ自身が現れ出す
というātmakhyātiの第一の問題は，認識それ自体が現れるのだから，「これは銀だ」ではな
く「私は銀だ」という認識が生じることになってしまうことである（460.8-9）．（同様の
批判はNM II 507.17-18にも見られる．）またviparītakhyātiあるいはasatkhyātiに還元可能で
ある（460.10-14）．
68 ダルモッタラの主張する「区別の断定の無」（bhedānadhyavasāya）は，ここで言われる
ように「区別して把握されないこと」（bhedena ... na gr

3

hyate）である．これはakhyāti理論
におけるvivekāgrahan

3

aに近似する．すなわち，真珠母貝の把握と銀の想起という区別ある
ものが区別あるものとして把握されないことが「区別の無把握」（vivekāgrahan

3

a）であり，
それこそが「現れてないこと」（akhyāti）の内実である（NM I 462.6-7）．この無把握に基
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づいて発動がある（462.11-13）．なお，この一文はシュローカである．
69 ここで仏教徒（ダルモッタラ）は，ダルマキールティの言うところの知覚対象と分別対
象とを一つにすること（ekīkaran

3

a）を，非別の断定（abhedādhyavasāya）ではなく，区別
の断定の無（bhedānadhyavasāya）と解釈する．
70 宝石の光と灯明の光の比喩による説明はダルマキールティ（PVSV 43.3-5; PV 1:81）に
基づく．カルナカゴーミンの次の説明が分かりやすい．「ちょうど宝石の光を宝石とする
認識が錯誤しているのと同様に，灯明の光についても，［それを宝石とする認識は］錯誤
している点では同じである．しかしながら，宝石として把握された宝石の光は，宝石とい
う獲得対象に関して斉合的である．いっぽう灯明の光はそうではない．」（PVSVT

3

 191.14-
16: yathā man

3

itejasi man
3

ibuddhir bhrāntā, tathā dīpatejasy api tulye ʼpi bhrāntatve man
3

iprabhā 
man

3

itvena gr
3

hītā man
3

āv adhigantavye sam
3

vādikā, na tu dīpatejah
3

.）
71 認識内形象説に立つカマラシーラは，この引用句に関連して次のように説明する．「言
葉に基づく認識において，断定対象として現れてくるものが，言葉の意味である．しかし，
認識内の形象が，言葉に基づく認識によって［それとして］断定されることはない．そ
うではなく，目的実現を為す外界実在のみが［それとして］断定される．とはいえ，そ
れ（言葉に基づく認識）によって，外界のものが，勝義で，断定されることもない．真
実の通りに断定されることはないから，断定の通りに真実はないから，である．これゆ
え，言葉の意味とは，付託されたものに他ならない．そして，付託されたものとは何物で
もないので，如何なるものも，実際には，言葉によって表示されることはないのである．」
（TSP ad 890, 352.17-21: yad eva śābde pratyaye vyavasīyamānatayā pratibhāsate sa śabdārthah

3

. 
na ca buddhyākārah

3

 śābdapratyayena vyavasīyate, kim
3

 tarhi bāhyam evārthakriyākāri vastu. na cāpi 
tena bāhyam

3

 paramārthato vyavasīyate, yathātattvam anadhyavasāyāt, yathāvyavasāyam atattvāt. 
atah

3

 samāropita eva śabdārthah
3

. yac ca samāropitam
3

 tan na kiñcid iti na kiñcid bhāvato ʼbhidhīyate 
śabdaih

3

.）同様の趣旨は，TSP ad 1065-1066 (408.18-20)にも見られる．「言葉に基づく認
識は，外界対象を扱わないにも拘わらず，自らの描写を，すなわち，自らの形象を，外界
対象と断定しつつ生じてくる．［しかし］勝義で実在そのものに触れるわけではない．真
実の通りには断定しないからである．」（śābdī buddhir abāhyārthavis

3

ayāpi satī svollekham
3

 
svākāram

3

 bāhyārthatayādhyavasyantī jāyate, na paramārthato vastusvabhāvam
3

 spr
3

śati, yathātattvam 
anadhyavasāyāt.）ダルマキールティの類似の表現（PVSV 107.2-3）からも伺えるように，
言葉に基づく理解の対象と，外界対象のズレがこの定型句の意図するところであろう．定
型句に二回出現するyathā（および隠れた tathā）の構文が，全体の趣意が，対応関係のズ
レにあることを明確に指示している．カマラシーラの解釈に沿って考えるならば，認識内
形象が外界に付託されたもの（あるいは外界対象性が認識内形象に付託されたもの）が，
分別知の対象である．当然それは，外界対象そのものとは異なる（分別知の内容≠外界
対象）．しかし，ダルモッタラによるこの定型句の解釈は異なるようである．彼によれば，
ここでの強調点は，「外界のものを理解し，それに向かって発動し，それを獲得した」と
いう思い込み（abhimāna）が，分別対象を外界対象と非別とする断定（abhedādhyavasāya）
に基づくわけではなく，両者の区別の断定の無（bhedānadhyavasāya）に基づくことを裏付
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けるのがこの定型句である．「分別知の内容≠外界対象」という対応関係のズレに主眼が
あるのではなく，anadhyavasāyaという点に重心がある．すなわち分別対象と外界対象とい
う両者を正しく区別することがないという区別判断の無というのが，この定型句の意図す
るところである．したがって，「断定の通りには外界対象は存在しない」という前文の意
図は，外界対象について分別対象と非別だと断定されているという意味ではなく，分別対
象との区別が断定されていない，という意味に再解釈すべきということになる．
72 ここでダルモッタラは，ダルマキールティが言うところの「知覚対象と分別対象とを一
つにすること」「分別対象を外界対象だと断定すること」を，両者の非別を断定すること
というダルマキールティ本来の意味ではなく，両者の別を断定しないことと解釈し直す．
「両項の区別の無把握」は本来，誤謬論（例えばマンダナミシュラの誤謬論）に登場する
考え方であり，貝・銀の誤謬にダルモッタラが軽く言及することからも推測されるように，
ダルモッタラが誤謬論から取り込んだ発想だと考えられる．
73 「分別内の反射像」（vikalpapratibimbana）と表現されているが，チャクラダラが解釈する
ように，ダルマキールティの内的形象だけでなく，ダルモッタラの虚構形象も含む意味で
解釈されるべきである．すなわち，仏教の定説の二つの可能性を指していると解釈すべき
である．ダルモッタラ説の虚構形象がpratibimbaと呼ばれうることは，後のジャヤンタの
表現からも支持される．すなわち後に「分別における反射像で，虚構された形象に過ぎな
いもの」（Kataoka 2010:174(107).3: vikalpapratibimbakam āropitākāramātram

3

）とジャヤンタは
表現する．
74 ジャーティが或る個物だけに属し他には属さないという説明方法と同じものがアポーハ
に関しても適用可能である．したがって，この点に関してジャーティの優位を示し，アポー
ハの劣位を示すことはできない．
75 薬草の比喩はPV 1:74に基づく．詳しくは片岡 2010a:258-259参照．
76 NS 2.2.66は個物・形相・ジャーティが語意であると宣言する．この場合，この三者のい
ずれが直接表示されるのか，あるいは全てが直接表示対象なのかなどが問題となる．NM 
II 47.7-8でジャヤンタは「以上のように外界対象が成立し，それ（外界対象）を奪い去る
仏教徒という泥棒達が排斥されたので，いまや［次のことが］考察される――「牛」とい
う言葉は，いったい，形相を直接表示するのか，あるいは，個物をか，あるいはジャーティ
をか――ということが．」と述べる．仏教徒はこのようなニヤーヤ学者の困難をここで嘲
笑し，アポーハが語意として成立する以上，そのような考察は不要であると述べているわ
けである．




