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１．問題の所在

「牛」という語は，非牛を排除することで全ての牛を一般的な形で理解させる
というのが，ディグナーガのアポーハ論の基本的な考え方である．では，排除さ
れるべき非牛は，どのようにして理解されるのか．服部［1977］は，喉袋等を持
たないことから馬等が非牛として排除されると考える1）．すなわち，喉袋等を持
たないことを非牛理解の根拠とする．服部と同様の理解を示す赤松［1980］にた
いして谷澤［1998］は，それでは喉袋等という肯定的な存在を最初に認めてし
まったことになると指摘する2）．すなわち「喉袋等を持たないから牛ではない」
は，「牛というのは喉袋等を持つものだ」を認めた上での発言となる．牛が牛と
して理解される必要十分な定義的特質として喉袋等を認めてしまっている．結
局，牛性という普遍を認めないかわりに，喉袋等という定義的特質を立てたこと
になるのである．これでは，アポーハ論の意義が失われるのではないか．これが
谷澤の問いの含意するところである．果たして，アポーハ論の創始者であるディ
グナーガ自身は，どのように考えていたのだろうか．PS（V）V 41 の解釈を巡る
細かい文献学上の問題については別稿に譲ることとし，本稿では，二つの考え方
について，その思想的位相・両立不可能を明らかにする．そして，谷澤の意識し
た問題が，ディグナーガ当時に既に顕在化し論争の的となっていたことを文献の
上に跡付ける．すなわち，PS（V）V 41 に見られるサーンキヤ学者マーダヴァと
の論争である．これにより，谷澤の直感がディグナーガの理解に即して正しいこ
とを示したい．

２．二説の対立

喉袋等を持つものを牛とする考え方は，MahAbhASya冒頭で既に常識として前
提されている3）．したがって，「これは牛だ」という認識が喉袋等を見ることに
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基づく，という考え方は，インド哲学界で一般的に認められた考え方であり，更
に言えば，常識的な世間一般の見方であるといってよいだろう．

「牛」の理解　←　喉袋等を見ること

この考えを更に進めると，牛の牛たる所以は喉袋等にあるといえる．つまり，
牛の本質は喉袋等であるということになる．つまり，定義的特質として喉袋等が
あるということを突きつめれば，「牛は喉袋等に他ならない」「牛は喉袋等の集合
に他ならない」ということになる．

牛　＝　喉袋等（の集合）

以上の立場は，PSにおいては，PSTから判明するように，サーンキヤ学派の
マーダヴァの見解として登場する．これに対峙する形で提示されるのがアポーハ
論の立場である 4）．

PST ad V 41：次のことが述べられたことになる．ちょうど，君（サーンキヤ）にとり，
喉袋等の集合を見ることで牛の認識がある，それと同様に，私（ディグナーガ）にとっ
ても，他体の無を見ることで自体の理解がある，と．

すなわち，自体の認識は，他体の無を見ることに基づく．具体的に言うなら
ば，牛の理解は，非牛の無を見ることに基づく，つまり，「牛」という理解は非
牛の排除に基づく，というのがアポーハ論の基本的な考え方である．

自体の理解
「牛」の理解

←
←
他体の無を見ること

非牛の排除

これがアポーハ論の基調となる説である．「牛」という一般的な形での理解は，
「牛でないものではない」という理解に下支えされているというのがアポーハ論
の眼目である．つまるところ，牛の本質は，非牛の無に他ならない．「牛」とい
う肯定は，それ自体であるのではなく，「牛でないものではない」という否定を
本質としている．



牛の認識は何に基づくのか？（片　岡） （83）

─ 446 ─

自体
牛

＝
＝

他体の無
非牛の無

ここまでで明らかなように，「牛」の理解が非牛の排除に基づくというのがア
ポーハ論の基調である以上，「牛」の理解が喉袋等を見ることに基づくという理
解は，アポーハ論に反するものということになる．言い換えれば，アポーハ論に
おいては，「牛＝非牛の無」である以上，「牛＝喉袋等」とする理解は，アポーハ
論に反することになる．このことは，直感的にも理解できることである．すなわ
ち，否定を根にもつべきアポーハ論が，喉袋等という肯定的存在に基づくという
のは，明らかにアポーハ論の自説放棄となってしまうのである．

３．マーダヴァとディグナーガ

この問題は，歴史的には，マーダヴァが指摘したものと同じ問題である．ジ
ネーンドラブッディの記述から再構成すると，ディグナーガは失われた著作にお
いて次のような内容の主張を行った5）．
【遍充関係】Xを見ることで「Y」という理解が世間で生じるならば，Yは X

に他ならない．
【実例】喉袋等を見ることで「牛」という理解が生じる．牛は喉袋等に他なら
ない．
【適用】いま，他体の無を見ることで自体が理解される．
【結論】したがって，自体は他体の無に他ならない．
「Xを見ることで「Y」という理解が生じるならば，Yは Xに他ならない」と
いう一般的な遍充式の実例として，喉袋等を見ることで「牛」という理解が生じ
るので，牛は喉袋等に他ならない，という具体例が挙げられる．これをアポーハ
論に適用すると，他体の無（例：非牛の無）を見ることで自体（例：牛）が理解さ
れるのだから，結論として，自体（例：牛）は他体の無（非牛の無）に他ならない，
ということになる．

実例：　牛
結論：　牛

＝
＝

喉袋等
非牛の無

ディグナーガの意図は，彼のアポーハ論を世間的理解に訴えることにあったと
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思われる．問題は，ここで出された実例にある．ディグナーガの意図としては，
ここでの実例は，あくまでも世間一般に認められたものを提示しただけであった
と考えられる．しかし，これに嚙みついたのがサーンキヤ学者のマーダヴァであ
る．マーダヴァは，実例たるものは，当然，アポーハ論者にとっても成り立って
いなければならないと考える．論議（vAda）の作法上，これは当然の主張である．
しかし，アポーハ論において，「牛は喉袋等に他ならない」ということは成り立
つのだろうか．既に上で見たように，アポーハ論の基本的な考えは「牛は非牛の
無に他ならない」というものである．「牛＝喉袋等」という見解と，「牛＝非牛の
無」という二つは両立しない．したがって，アポーハ論者にとって，この実例
は，自説と矛盾するとマーダヴァは指摘する6）．

これについてサーンキヤ学者が反論を述べた──「もし，喉袋等を見ることに基づいて
牛の認識が生じるならば，その場合，「他体の無を見ることに基づいて自体の認識が生
じる」と述べられたのは不合理である」と．すなわち，他体の無を見ることに基づくと
全ての認識を認めている場合に，どうして，牛の認識が喉袋等を根拠とするだろうか，
という意味である．

これは，谷澤の指摘と同根である．谷澤の指摘は，アポーハ論においては「初
めに喉袋等ありき」では困るというものである．「牛」の理解が非牛の排除に基
づくというのがアポーハ論である以上，喉袋等を見ることに基づくというのは，
アポーハ論と本質的に矛盾する．マーダヴァは，これと同じ指摘を行ったのであ
る．実例はアポーハ論の自説と矛盾すると．
ディグナーガは，マーダヴァの指摘にたいして，PS（V）V 41 で回答する．こ

の実例はあくまでも，サーンキヤ説を仮に認めた上（abhyupagamya）でのもので
あると．ジネーンドラブッディは PSTで次のようにまとめている7）．

すなわち，貴方（サーンキヤ）にとり，喉袋等の集合こそが牛である，と．それゆえ，
そのことを仮に承認した上で，この実例が，［アポーハ論者の］自説と矛盾するにもか
かわらず述べられた．

サーンキヤ学者にとっては，喉袋等を見ることで牛が理解されるから，牛は喉
袋等に他ならない．このような世間的理解を仮に認めたうえで，同様に，アポー
ハ論者にとっても，他体の無を見ることで自体が理解されるから，自体は他体の
無に他ならないとディグナーガは述べたのである．ディグナーガの基本的見解は
彼自身の次の言明にも明らかである8）．
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非牛から退いた牛の認識を認める人（アポーハ論者）が，どうして，それ（牛の認識）
が喉袋等を見ることを原因とすると言うだろうか．

牛の認識が喉袋等を見ることに基づくというのは，あくまでもサーンキヤ説で
あり，アポーハ論者の説ではない．アポーハ論者の説は，牛の認識は非牛の無を
見ることに基づくというものであり，牛は非牛の無に他ならないというものであ
る．同じ様に考えると，アポーハ論によれば，喉袋等の認識は非喉袋等の無を見
ることに基づくはずであり，喉袋等は非喉袋等の無に他ならないはずである．結
果として，牛と喉袋等とは，それぞれの排除対象が異なることから，同一ではあ
りえない．それぞれの認識は内容を異にすることになる．

牛（非牛の無）　≠　喉袋等（非喉袋等の無）

実際にディグナーガは PS V 41dにおいて「しかし，それら（牛・喉袋等）は，
相互に異なる排除対象を持つ」（bhinnApohyAs tu te mithaH）と述べる．当然，牛の認
識は，喉袋等を見ることに基づくものではありえない．牛と喉袋等とで，それぞ
れの排除対象は異なる．ジネーンドラブッディは次のようにまとめる9）．

このように排除対象が異なることから，喉袋等において非喉袋等を排除することで喉袋
等が理解される．牛において非牛を切り捨てることで牛が理解される．そして，同様
に，今の場合も，他の自体の無を見ることでのみ自体の理解がある．

アポーハ論において，自体の理解が，他体の無を見ることに基づくという説は
一貫している．したがって，マーダヴァの言うような「（仏教の）自説との矛盾」
は存在しない．

「喉袋等」の理解　←　非喉袋等の無を見ること
「牛」の理解　　　←　非牛の無を見ること　　
自体の理解　　　 ←　他体の無を見ること　　

４．第一認識と無始

以上のアポーハ論にたいして当然予想される質問は，「では非牛の排除は，結
局，何に基づいているのか」というものである．これと同根の疑問は，実際に
マーダヴァにより提示されている．もし Xの認識が非 Xの無の認識に基づくな
らば，認識は常に先行する認識を必要とすることになる．すると，先行する認識
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を持ち得ないはずの輪廻の最初の認識（Adyapratyaya）をアポーハ論は説明できな
いことになると10）．これにたいしてディグナーガは，PS V 43aにおいて，世俗の
因果関係が無始であることを根拠に，認識の連鎖をむしろ良しと認めている
（iSTisiddhir anAditvAt）．ディグナーガにとり，世俗的な理解が肯定的な最終根拠を持
たない拠り所なきものであることは，むしろ，当然のことであった．サーンキヤ
説のように，喉袋等に根拠づけられるものではない．この第一認識の議論から
も，ディグナーガの立場として，喉袋等が最終的な根拠としてありえないことが
再確認できる．

５．結論

以上から明らかなように，「喉袋等を見ることに基づいて牛の理解がある」と
いう見解は，サーンキヤ学派のものであり，ディグナーガはそれを実例として引
いたが，それはあくまでも「仮に認めた上で」のものである．アポーハ論の基調
は，あくまでも，牛の理解は，非牛の無を見ることに基づくというものであり，
自体の理解は，他体の無を見ることに基づくというものである．非牛を排除する
根拠として喉袋等を提示するアポーハ論理解にたいして，それでは初めに喉袋等
ありきとなってしまうのではないかとした谷澤の指摘は，「実例において自説を
放棄しているので，承認したことの破棄を［アポーハ論者は］自ら述べたことに
なる」というマーダヴァの指摘として歴史上に存在した11）．そして，ディグナー
ガは，それにたいして自身の立場を明らかにしている．自説放棄はない．アポー
ハ論の立場は一貫して「自体の理解は他体の無を見ることに基づく」というもの
である．人が理解する「一般相は，他の対象の排除に依拠せずに生じることはな
い」というのが彼の立場である12）．「牛」の理解は，喉袋等の肯定的な存在を最
終的な根拠とするものではありえない．ディグナーガの自説に照らしてみる限
り，服部・赤松のアポーハ論理解は不適切と言わざるを得ない．
――――――――――――――――
１） Hattori ［1977：48］：“On perceiving the particular which is endowed with dewlap, horns, a 

hump on the back, and so forth, one understands that it is not a non-cow, because one knows that 
a non-cow （e.g., a horse, an elephant, or the like） is not endowed with these attributes.” （太
字強調は筆者）

２） 谷澤［1998：15, n.2］：「しかし，これらの著書・論文の多くは，アポーハ論に対し
て全く疑問が表明されずに論が進められているという点でも，非常に刺激的であった．
たとえば，ダルマキールティのアポーハ論を扱った代表的論文である赤松（1980, 
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975）には次のような記述がある．「例えば，顎下の垂肉，角などを持って目の前を歩
いている個々の物は，確かに，そのような特徴を持たないものからの異なりを共通性
として持つものとして我々に認識される．我々はそのような異なりをそれら諸個物の
共通性としてとらえ，その異なりを表示するために「牛」という語をその異他性とし
ての共通性の指標として使用するのである．これが，ディグナーガ，及びダルマキー
ルティの主張である．」この説明を読んで，果して納得する者がどれだけいるのであ
ろうか．どうしてこのような「主張」が成立するのだろうか．これはまさに初めに顎
下の垂肉などの肯定的な特徴ありきではないのか．」

３） yenoccAritena sAsnAlAGgUlakakudakhuraviSANinAM saMpratyayo bhavati sa zabdaH.
４） Pind［2009：292, n.521］, PST Ms B233b5–6：etad uktaM bhavati—yathA tava sAsnAdi

samUhadarzanAd gopratyayas tathA mamApy AtmAntarAbhAvadarzanAd AtmAntare pratyaya iti.
５） Pind［2009：291, n.516］, PST Ms B233a7–233b2：yasya darzanAd yad iti loke pratyayo 

bhavati, tad eva tad bhavati. tad yathA sAsnAdidarzanAd gopratyayo bhavati. sAsnAdaya eva gauH. 
AtmAntarAbhAvadarzanAc cAtmAntare pratyayaH. tasmAd AtmAntarAbhAva evAtmAntarANi.（サン
ディと句切りを一部変更）

６） Pind［2009：291, n.516］, PST Ms B233b2–3：atra sAMkhyena pratividhAnam uktam—“yadi 
sAsnAdidarzanAd gopratyayo bhavati, evaM sati yad uktam‘AtmAntarAbhAvadarzanAd AtmAntare 
pratyayo bhavati’iti, tad ayuktam” iti. AtmAntarAbhAvanimittasarvapratyayAbhyupagame kathaM 
sAsnAdinimittatvaM gopratyayasyeti yAvat.

７） PST Ms B233b5：bhavato hi sAsnAdisamUha eva gaur iti. atas tad abhyupagamyAyaM 
dRSTAntaH svamataviruddho ’py uktaH.（資料参照の便宜を図って戴いた Helmut Krasser教
授に感謝する．）

８） PSV ad V 41：yasya hy（agonivRttagopratyayaH, tasya kathaM sAsnAdidarzananimittaH）. 括
弧内は筆者の想定．Cf. Pind［2009：110］：“For how could someone, to whom the cognition 
of a cow（＊gopratyayaH）as precluded from non-cows（＊agonivRttaH）, assert that it is caused 
by the observation of dewlap, etc.（＊sAsnAdidarzananimittaH）?”

９） Pind［2009：292, n.522］, PST Ms B233b7–B234a1：yata evaM bhinnam apohyam, ataH 
sAsnAdiSv asAsnAdyapohena sAsnAdipratyayaH, gavy agovyavacchedena gopratyayaH. evaM 
cAtrApy AtmAntarAbhAvadarzanAd evAtmAntare pratyayaH.

10） 片岡［2012：420（99）］の「無限遡及」の説明を訂正する．
11） Pind［2009：291, n.516］, PST Ms B233b3–4：AtmanAbhyupetahAnir uktA, dRSTAnte 

svapakSatyAgAt.
12） PSV ad V 42（Pind［2009：A17］）：＜sAmAnyarUpam＞ arthAntarAbhAvanirapekSaM na 

bhavati.
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