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はじめに

本稿は､先に批判校訂 ･公表 した拙稿"CriticalEdition ofthe Vljn～a-na--

dvaitava-daSectionofBhattaJayanta'sNya-yaman～jan''に対応する和訳であ

る.著者のBhattaJayantaは紀元後 9世紀後半頃カシミールで活躍したバラモ

ン教学の学匠1｡彼の主著Nya-yaman～jan-(論理の花房)は､インド論理学Nyaya

の根本経典Nya-yasiitraから定義スー トラ (lak苧aTaSdtra)を抽出･註釈 したもの

であり､スー トラ以後の長い伝統を踏まえた豊富な議論を含むことで知られ

る2｡そこでは､論理学Nyayaの伝統のみならず､Kumarila(AD600-650頃)

が大成 した聖典解釈学Mim叫 saや､Dignaga(AD470-530頃)とDharmakirti

(AD600-660頃)が体系付けた仏教論理学との対論が織 り込まれており､さな

がら後 9世紀を視基点にとったインド哲学百科の観を有する｡

本稿が取 り上げるJayantaの｢認識一元論批判｣は､バラモン正統派の一翼を

担うインド論理学Nyayaの立場から唯識説､特にその有形象認識論 (sakara-

Ⅴada)を批判 したものである3.バラモン教学の理論的支柱である聖典解釈学

MimaqlS豆､および論理学Nyayaは､実在主義の立場を取 り外界世界の実在を認

める｡したがって認識は､対象に所属する形象をそのままに捉えると考える｡

これが無形象認識論(nirakaravada)の見方であるo実際にJayanta自身､聖典

解釈学MTmaqlSaとタッグを組み､仏教に対 してバラモン共闘戦線を張ること

を意識 し明言している (和訳4.4.2参照)｡これにたいして仏教の一派である稔

伽行派 (yogacara)の ｢唯識｣(vijaaptimatrata)の立場からは外界対象は実

在せず､認識は認識内部にある｢把握対象の形象｣(すなわち認識自体)を把握

するのみである.すなわち認識の ｢自己認識｣に終わる.形象 (豆kara)は､外
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界対象ではなく認識それ自体に所属する｡認識は 〈外〉ではなく 〈内〉に働 く

のである｡

｢形象論｣(akaravada)として括られる議論においては､以上のような｢無形

象認識論vs.有形象認識論｣の対立が基軸 として用いられる｡その範型を我々は､

聖典解釈学MimaITIS豆の注釈書 (後 6世紀前半頃)であるSa-bambhd等ya(シャバ

ラ注)､その中に引用紹介される ｢註作者の記述｣(Vrttikaragrantha)に見る

ことができる.復注釈者Kumarilaは､Sa-ba771bhaiyaの形象論を鮎nyavada(空

についての議論)と呼び､｢認識が対象を欠いて (孟dnya)いる｣とする唯識説

を詳細に批判する｡また､外界の実在を認めながらも認識が捉えるのは直接に

は認識内部にある形象であるとして､〈外〉とく内〉に関して折衷的な立場を取

る仏教の経量部 (Sautrantika)の学説もKumarilaは考慮 している.

Jayantaの議論は､Kumarilaの主著Slokaua-rttika(シュロ-カ詩節による復注

釈)の鮎nyav豆da章4から多 くの議論を取 り込んでいる｡したがって､Kumarila

の議論との比較は､Jayanta理解のために必要不可欠の準備作業となる｡この点

に関 してはKataoka2003において平行旬に注意を払い注記を付 した｡また

Jayantaは､Slokava-rttl'kaに含まれないDharmakTrtiの議論を取 り入れて､唯識

批判の ｢アップデー ト｣を図っている｡ここに､聖典解釈学者Kumarila､仏教

論理学者DharmakTrti､論理学者Jayantaという三つの高峰が揃うことになり､

Jayantaを通して形象論発展史を眺めることが可能となる｡

また､最新の成果 として､Steinkellner他 によるJinend71abuddhi's Vis'a--

la-malauatl-Prama-苧aSamuCCaya.tl-ka-が出版 され､また､Steinkellnerによる

Digna-ga'sPrama一撃aSamuCCaya,Chapterlがインターネット上で公開された｡

後者は､Jinendrabuddhi注のサンスクリット原典から回収されるDignagaの原

文字句断片を､チベット訳を参照 しながら継 ぎ接 ぎしたPyama-3laSamuCCaya

(vrtti)のリコンス トラクトである｡これにより､Dign豆gaの認識論に関して､よ

り正確な理解が可能となった｡Kum豆rila以前の形象論について､Sa-barabh卑′a

も含め､今一度､見直しの時期が来ている｡

和訳にあたっては､紙数の制約 もあり､本文解釈に直接関わる注記に留めた｡

発展的な注記､たとえばJayantaの形象論の独自性･他依存度の評価 といった思
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想史上の位置づけや､形象論において展開される認識論の哲学的合意他につい

ては､別稿を期すこととする｡なお本文解釈にあたっては､2002年 トランシル

ヴァニアにおける ｢サンスク リット合宿｣に参加 して くれたDr.Dominic

Goodall,Dr.AlexWatson,藤井隆道ほか多くの友人から助言を得た｡記して

感謝する｡参照文献に関して主要なものはKataoka2003に挙げてある｡本稿で

は､そこに挙げてないもののみ追記する｡

科文 (synopsis)

章の分節は筆者によるものであり､それぞれの見出しも筆者がつけたもので

ある｡チベットの著作に見られるように原文中に見られるわけではない｡底本

としたKataoka2003の章分節に対応するが､一部は更に深 く分節している.

1 前章との関係

1.1 要約額

1.2 不二一元論の不可能 (前章の内容)

1.3 認識一元論 (唯識説)の可能 (本章の前主張)

2 疑惑 :-形象が属すのは対象か認識か

2.1 外界実在論者からの唯識の可能性への疑問

2.2 問題設定

2.2.1 現れている形象は一つか二つか

2.2.2 二つなら考察の余地なし

2.2,3 -つなら考察 :形象基体は対象か認識か

3 前主張 (唯識説):形象は認識に属す

3.1 想定が少ないので

3.1.1 対象形象説では対象と認識の二つを想定

3.1.2 対象一元論と認識一元論との実質的な無差異

3.1.3 両者が認める認識-の一元論

3.1.4 結論 :想定が少ないので形象は認識に属す

3.2 認識は輝 き出させるものなので

3.2.1 輝き出させるものである認識は先に把握される

3.2.2 認識における無把握の二条件の無

3.2.3 無限連鎖

3.2.4 結論 :認識把握の先行必要

3.3 反省的認識が見られるので
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3.3.1 認識把握の先行性

3.3.2 把握される認識は有形象

3.3.3 外界対象の不要

3.4 無形象では認識を対象毎に区分設定できないので

3.4.1 特定のものを対象とすることは有形象認識でのみ説明可能

3.4.2 対象と認識の因果関係による特定化は逸脱する

3.4.3 結論 :青の形象を持つことが青を対象とすること

3.4.4 帰結 :pram叫aの語源解釈の正当化可能

3.4.5 有形象認識の世間周知

3.4.6 まとめ :対象毎の区分設定のために有形象必要

3.5 経量部説批判

3.5.1 経量部説紹介

3.5.2 水晶の実例批判 :認識との非並行

3.5.3 二形象批判

3.5.3.1 無限連鎖に陥る

3.5.3.2 自己認識なら対象形象不要

3.5.4 外界対象推論批判

3.5.4.1 有形象認識の現れは外界対象なしでも可能

3.5.4.2 無知の潜在印象による説明可能

3.5.4.3 潜在印象と認識の無始の相互的因果関係

3.5.5 まとめ

3.6 対象と対象認識は常に一緒に見られるので

3.6.1 認識と形象の肯定的随伴 ･否定的随伴

3.6.2 対象と認識は非別

3.7 ｢形象-接触の属性｣説批判

3.8 同一対象に矛盾する複数の属性は共存 しないので

3.8.1 矛盾属性の実例

3.8.1.1 同一対象を指示する異性同義語

3.8.1_2 同一対象の異なる現われ

3.8.1.3 性 ･数に関する対象と言葉のずれ

3.8.1.4 相対的な長短の形象

3.8.2 認識一元論による説明可能

3.8.3 対象 ･手段 ･結果-の認識の三分

3.8.3,1 認識の三分

3.8.3.2 潜在印象の活動 ･停止による認識の分割 ･透明

3.8.3.3 Dharmakirtiの二詩節

3.9 結語

4 定説
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4.1 把握主体と把握対象とは同一ではない

4.1.1 矛盾する二属性は共存 しない

4.1.2 唯識学派 も認識と対象の区別を認めている

4.1.3 認識と対象の把握形態の違い

4.1.3,1 間 :自己認識 しかありえない

4.1.3.2 答 :目と同様､自ら輝 くことはない

4.1.3.3 問 :目は光を本質としないので認識とは非相似

4.1.3.4 答 :光 (認識)は対象を輝き出させるのであって自身ではな

しヽ

4.1.3.4.1 問 :認識把捉なしに対象認識はない

4.1.3.4.2 答 :認識把握なしに対象認識がある

4.1.3.4.3 問 :認識の有無が (認識の点から)区別されな

いことになる

4.1.3.4.4 答 :存在の点から区別される

4.2 認識の手段性

4.3 輝き出させるものであること

4.3.1 prak豆各atv豆tの解釈

4.3.1.1 使役解釈 :輝き出させるものであること (目により不定)

4.3.1.2 能動解釈 :輝き出すこと (認識に不成立)

4.3.1.3 同義解釈 :認識であること (灯明に当てはまらない)

4.3.1.4 自ら輝き出すものはない

4.3.2 三つの自ら輝き出すものの否定

4.3.2.1 問 :三つの自ら輝き出すもの

4.3.2.2 答 :三つは他を必要とする

4.3.2.3 まとめ

4.3.3 アー トマンの知覚においても主体 ･客体の区別あり

4.4 無把握の二条件の無

4.4.1 別個に先行認識把捉手段が必要

4.4.2 ミ-マ-ンサーとニヤーヤの認識把握形態の違い

4.5 反省的認識

4.6 想定の簡潔さ

4.7 両者に認められていること

4.8 対象毎に区分設定

4.8.1 青等という行為対象から生 じたことにより青等だけを対象とする

4.8.2 行為対象だけを認識対象とする制限は実在の本性に基づいている

4.8.3 対象と認識の因果関係

4.8.4 青等だけを発動対象とすること

4.8.5 原因総体がsadhakatama
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4.9 世間的言語表現

4.10一緒に把捉されることの制限

4.10.1非別なら ｢一緒｣にはならない

4.10.2同じ認識により (同時に)把捉されることもない

4.10.3唯識学派も青と青の認識の区別を認めている

4.10.4結論 :認識の形象ではない

4.11夢等の認識

1 前章との関係

1.1 要約頒

以上のようにして不二一元論者 (advaitavadin)全員が大人しくなったが､

認識一元論者(vij鮎nadvaitavadin､唯識学派)が更に反駁する(pratyavati-

gthate)50

1.2 不二一元論の不可能 (前章の内容)

【唯識学派】たしかに､生じることなく､減することなく､単一､無量､不二

のブラフマンは理に合わないので､それ (ブラフマン)を釆認しないのは全く

理に適っている｡

44

1.3 認識一元論 (唯識説)の可能 (本章の前主張)

しかし認識のみが (vij臨nameva) 剃那減で､生滅を属性とし､無始

の [認識]相続という連続によって働いているもの (an豆disant豆naprabandha-

pravrttam)6- これが､様々に (tath豆tatha:このように､このように)

現れているので､それ(認識)とは別な､｢対象｣という形を取るもの(arthardpa)

というのは何も存在 しない､と我々 (認識一元論者)は考える｡

2 疑惑 :一形象が属すのは対象か認識か

2.1 外界実在論者からの唯散の可能性への疑問

【問】知覚 等 とい う 《正 しい認識 の手段≫に よって (pratyak申dina
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pram申ena)､相互に異なる諸物に固有の形の認識されることが (paraspara･

visad申apad豆rthasvardpasarpvedanasya)､[前章の定説によって]示されたの

で (dargitatvat)7､どうして認識が､このような現われ (avabhasa)を持とう

か｡というのも､[外界の]対象が存在 しなければ､それら(相互に異なる諸物)

に固有の形(svardpa)8はありえないからである｡なぜなら､把握対象を把握す

る行為 (grahyagrahana)なるものが認識であって､把握行為の把握 (grahapa-

grahapa)[は認識]ではないからであるo

2.2 問題設定

【唯識学派】答える｡

2.2.1 現れている形象は一つか二つか

次のことを､まずは考察すべきである (idaqlt豆vatparik亨yat豆m)9.[すな

わち]この知覚認識が､｢これは青｣｢これは黄｣というように生起 しているが､

そこ (知覚認識)では (ya°...tatra)､一つの形象 (akara)が輝き出してい

る (praka歪ate)のか､あるいは､二つ [の形象が輝き出しているの]か､と｡

2.2.2 二つなら考察の余地なし

もし､｢これが対象である青 (色)｣(ayamarthonilam)10｢これが､それ (対

象である青)の認識｣(idaqltajj鮎nam)というように､二つ [の形象]が [別

個に]現れているならば (yadi… tad)､これ (知覚認識)について何を考察

しようか｡(考察の必要はない｡)[外界を認める]あなたの勝ちだ11｡敗者が受

けることになる [罰]を､我々に処すればよかろう｡(しかし現実には 《対象に

属す形象≫･《認識に属す形象≫という二つの形象が別個に現れることはない｡)

2.2.3 -つなら考察 :形象基体は対象か認識か

逆にもし(atha)､ただ一つのこの形象が [目の前に]展開しているのならば､

｢この形象は何に属すのか｡いったい対象に属すのか(arthasya)､認識に属す

のか (ja豆nasya)｣と考察する機会 (-余地)はある｡そして､このように考察
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される形象が､もし対象に属すと定まるのならば (yadi… tad)､あなた (ニ

ヤーヤ学派)の勝ちとなろう｡逆に認識の形象とする立場ならば､我々 (認識

一元論者)の勝ちとなろう｡(疑惑提示終了)

3 前主張 (唯識説):形象は認識に属す

【間】まず､両者のうちで､どちらが理に適っているのか (kiqltavad atra

yuktam)120

【唯識学派】この形象は認識に属す､という [立場である]｡

【問】なぜか｡

3.1 想定が少ないので

【唯識学派】｢なぜなら､想定が少なくなるからである｣と (kalpanabhavati

hyalpTyasTti)130

3.1.1 対象形象説では対象と認識の二つを想定

すなわち､対象の形象とする立場では､[外界]対象は､[モノに過ぎない]

無情 (ja垂)を本質とする以上､[自らは]輝き出しえないので､それ (対象)

が把握対象となることは他様ではありえない (-認識なくしてはありえない)0

したがって､別個の把握主体(grahakantara)の想定が､必ず必要となるので､

想定は二倍となる｡(外界対象を想定した上に､外界対象を把握するために､認

識の想定が必要となる｡)
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3.1.2 対象一元論と認識一元論との実質的な無差異

あるいはもし (atha)､[外界]対象だけが把握対象というあり方を有しなが

ら (grahyatma)､そのまま把捉主体 (grahaka)である､と言うのならば､そ

れ (把握対象であり把握主体であるような対象)は輝き出し(praka喜a)に他な

らないので､[同じ輝き出しを ｢認識｣と呼ぶか､｢対象｣と呼ぶかという]名

称のみに関して意見の違いがあることになる14｡

【間】[単に名称のみに関して食い違うのでなく]外と内 (b豆hy豆ntara)によっ
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て作られた [実質的な]≪違い≫がある｡

【唯識学派】というならば､鳴呼 ｢《違い≫を知る｣[おめでたい]神に嘉され

た者よ｡(君は外と内の 《違い≫を知らない｡)すなわち､把握主体から切 り離

され [区別され]ていること (Vicchinnat豆)が､把握対象の ≪外≫であること

(bahyata)であって､身体に比して外であること (b豆hyat豆)があるわけでは

ないOそして､把握される対象と全く非別 (同一)なるものとして把握主体を

認めるならば､これ (把握対象)は､それ (把握主体)から切 り離されたもの

ではないから [それゆえ ≪外≫の定義を満たさない以上]外ではないので､そ

れ (把握対象)は認識に他ならない｡したがって､名称に関して意見が食い違

う [に過ぎない]ではないか15｡

3.1.3 両者が認める認識への一元論

認識は､両者 (ニヤーヤ学派､唯識学派)いずれにとっても成立しているの

で (ubhayasiddhatvat,認められているので)､それ (認識)が､この形象を持

つのが相応しい｡なぜなら､認識に関しては誰も異論がないからである｡

3.1.4 結論 :想定が少ないので形象は言忍散に属す

したがって､それ (認識)のみがこの形象を持つというのが理に通っている｡

｢なぜなら複数のものを想定するよりは一つのものを想定するほうが勝れてい

るからである｣16｡ (対象･認識の二つを想定するより､認識のみを想定するほう

がましである｡)(第一主張終了)

3.2 言愚詠は輝き出させるものなので

また次の理由からも (ata喜ca)17､認識がこの形象を持つ.

3.2.1 輝き出させるものである意思鼓は先に把握される

すなわち､認識は､[自らは]輝き出さない[外界]対象を(apraka喜asyartha-

sya)18≪輝き出させるもの≫(praka菖aka)であると､あなたは釆認している｡

そうだとすると (tata歪ca)､対象より先にこれ (認識)が把握されねばならな
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い｡というのも､[それ自身が]未だ把握されていないなら､灯明などという≪輝

き出し≫(praka孟a､光)が ≪輝き出させるもの≫となること (praka孟akatva)

は見られないからである｡

3.2.2 認識における無把握の二条件の無

そして瓶等という [外界]対象は､たとえ生起 して [目の前にあったとして]

も､《輝 き出し≫(光)を欠いていれば､あるいは､妨害因に苛まれていれば

(pratibandhakavaidhuryえー)19､把捉されることがない20｡ しかし､認識の場合

は､存在 (生起)して[さえ]いれば､その把握を妨害するもの(pratibandhaka)

は何 もない｡

また､[認識1は]別の輝き出し (praka孟antara､自身を輝き出させるための

更なる別の認識2)を必要とすることはない｡灯明のように､ただ自ずから≪輝

き出し≫を本性としているからである｡

したがって､それ (認識)が生起すると同時に､[認識の]把握 も必ず生 じる

はずである21｡もし [生 じ]ないなら､[後の]別時でも [把握されることは]

なくなってしまう｡すなわち､それによって [後の]別時にそれ (先行する認

識1)が把握されることになり､[それがないことによって]その時点では把握さ

れない､と (iti)[言われる]ようないかなるものが､それ (先行する認識1)に

とって別時に生 じるのか､あるいは､その時点ではなかったのか｡
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3.2.3 無限連銀

【反論】別の認識2によって22､別時に､それ (先行する認識1) は把握される●こ

とになろう｡

【唯識学派】というならば､それ (別の認識2)も何により把握されるのか｡

【反論】[更に]別の [認識3]によってだ｡

【唯識学派】というならば､それ (認識3)も[更に]別の [認識4]によって [把

捉されることになる]ので､いかなる際限があろうか (ko'vadhib)230

【反論】疲労 [が際限となる]｡(疲れれば､そこで､｢認識1の認識2の･--の認

識n｣を捜 し求める無限連鎖は止まる24. )
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【唯識学派】お好きなように､疲労したあなたは休めばいいだろう｡しかし対

象を把握しないままである｡というのも､《輝き出し≫を把握 しないなら､それ

(輝き出し)によって輝き出させられる [対象]を確定することはできないか

らである｡とこのようなわけで､いつまでたっても対象を把握することはない

ことになる｡

3.2.4 結論 :言忍識把握の先行必要

したがって､対象把握論者も､先行するものとして､認識の把握 (認識を把

捉すること)を必ず認めねばならない｡[次に]言われている通りである｡

把捉 [それ自体]が見えない人には (apratyak苧Opalambhasya)25､対象を

見ることは成立しない｡(P71ama-rauinigcayaI55cd)

と｡

3.3 反省的芸忍散が見られるので

また次の理由からも (ata孟ca)､これは､そのようである (-認識が､この

形象を持つ).なぜなら､[先行]認識1の後に(j鮎nap彊henottarak豆lam)､反

省すること(avamar歪a､瓶等の認識経験を想起すること)が見られるからであ

る26｡

3.3.1 認識把握の先行性

すなわち､｢この ≪対象≫(artha)は､私によって､≪認識された≫(j飴ta)｣

と反省しつつある認識主体 (prama隼 正しい認識の主体)は､第一に､認識の

把捉(認識を把握すること)を享受している.というのも､限定要素(vise?ana)

を把握 していないなら､被限定要素 (vige苧ya)の認識は生じないからである.

(≪認識≫という限定要素に限定された《対象≫という被限定要素の認識は､≪認

識≫の把握を第一に必要とする｡)以上からも､先行して認識が把握されると成

立した27｡
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3.3.2 把握される認識は有形象

そして認識は､把握させられる時､形象を欠いたままで把握されることはあ

りえない｡したがって､どうしても(balat)､常に形象を持ったものとして､そ

れ (認識)は把握されるはずである｡

3.3.3 外界対象の不要

そして形象を持った認識が把捉されるならば､[その形象とは別の]第二の形

象の把握はないので､どうして認識とは別に外界対象があろうか｡

3.4 無形象では認識を対象毎に区分設定できないので

3.4.1 特定のものを対象とすることは有形象認識でのみ説明可能

また､次の理由からも認識が形象を持つ｡形象を持たないならば､これ (認

識)が各対象に応 じて区分設定されること (pratikarmavyavastha)は説明が

つかないからである28｡外界の対象を想定したとしても､認識が形象を持つこと

を､[認識が]対象によって制限されること(-ある特定の対象の認識として特

定化されること)が成立するために､必ず述べなければならない｡すなわち､

青の認識 というこのものは､無数のものが目の前にあるときに (anekasanni-

dh豆ne)現に生 じているが､どうしてそれ (育)以外の他の全ての物を排除して

青だけに没頭したもの (anulagna)となるのか｡(無形象の認識は青だけを選択

的に取 り出すことはできない｡)なぜなら [認識が]認識を本性とすることは全

て [の対象]にたいして変わりがないからである｡

考えてから行動する [思慮ある人]が持つ発動も､どうしてただそれ (育)

だけを対象としたものとなろうか｡(認識が無形象であれば､発動も青だけに向

かうものとはなりえない｡)

3.4.2 対象と認識の因果関係による特定化は逸脱する

また､｢それ (育)の理解が [青だけに]制限されていること (-認識が青と

いう特定の対象だけに制限されること)というこのことは､[認識が青の形象を

持つことではなく]青から生 じたこと (-因果関係)によって作られる｣と言
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うのも適切ではない29｡光･視覚器官等といった他の行為参与者 (k豆raka､[認

識という結果を]作るもの)から生 じたことも存在するので､[認識は]それら

(光･視覚器官等)を [も]対象とすることになるからである｡(因果関係を対

象選択の根拠とするなら､青以外にも､光 ･視覚器官等が原因として可能なの

で､それらも対象ということになってしまう｡)

3.4.3 結論 :青の形象を持つことが青を対象とすること

したがって､[認識が]≪青の形象を持つこと≫だけが､≪青を対象とすること≫

が区分設定される根拠であって､[因果関係のような]他の契機ではない｡また

[次のように]述べている｡

それら (色 ･形などという対象)にたいして､現経験という点だけでは､

認識は[他の認識と]相似 した自体を持つが､それ独自の自体- それ (独

自の自体)によって対象毎に [認識が]区分されるようなもの- を持つ

はずである30O(Pmma-rava-rttikaIII302)

と｡

3･4･4 帰結 :pram申aの語源解釈の正当化可能

だからこそ､≪形象の把握≫(-認識が形象を持つこと)のみを卓越性(atigaya)

として認めた上で､(S豆dhaka-tamaの)tamaの意味を根拠付けることで､≪最 も

成立させるもの≫(sadhaka-tama)である認識のみが 《正 しい認識の手段≫

(pram豆Ta)となるであろう310さもなければ､[特定の]行為参与者の卓越性

が見られないことになるので､それ (正 しい認識の手段)が ≪最も実現する手

段であること≫は説明がつかないからである｡

3.4.5 有形象認識の世間周知

また､≪形象を持った認識≫の証人となる世間的言語表現 も見られる｡また

(ca)32､次のように世間の人々は言っている｡｢これは青い対象である｡なぜな

ら､ここで [私には]それ (育)の形象を持った認識 (tad豆k豆rarpjnanam)
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が生 じているから｣と｡

3.4.6 まとめ :対象毎の区分設定のために有形象必要

それゆえ､対象毎に [認識が]制限されること (pratikarmaniyama)が ≪他

様では説明がつかないこと≫(anyathanupapatti)から､必ず認識は形象をもた

ざるをえない｡

このように､たとえ外界の対象が存在するとしても､認識の上に形象を想

定せざるを得なくなるのだから､[対象まで行かずに]そこ(認識)33[まで]

で満足 して留まるほうがましである｡

3.5 経量部説批判

3.5.1 軽量部説紹介

いっぽう [次のように言っている]者達がいる｡

【経量部】認識は､自らは透明な本性を持つので､青 ･黄などという現れは､

他者 (具体的には外界対象)を外的付帯的条件 (up豆dhi)とするものに他なら

ないのが相応 しい｡水晶にラック染料等によって (lak苧adin豆)赤色等が差すよ

うに｡したがって､[認識の形象と]別個に現経験されるわけではないが､外界

対象は､形象を持った認識の現れが ≪他様ではありえないこと≫から推論され

る｡[次に]言われている通 りである｡

外界 [対象]の成立 (-証明)は､否定的随伴関係 (vyatireka)によって

可能である340 (Pylama-naviniScayaI59d)

と｡

3.5.2 水晶の実例批判 :認識との非並行

【唯識学派】以上のことはありえない｡肯定的随伴関係 (anvaya)が見られな

いからである｡
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すなわち､[外界]対象が存在する場合に形象を持ち (肯定的随伴関係)､

それ ([外界]対象)がなくなると形象を持たなくなる (否定的随伴関係)､

[そのような]認識を､｢外界対象は常に推諭される [のみ]｣とする論者

(nity豆numeyabahyarthav豆din)はどこで見たのか.

いっぽう､ラック染料 と水晶等の場合には､そのようなことは正 しい｡それ

(ラック染料)によって染められた水晶片が[現に]見 られるからである｡(ラッ

ク染料が存在する場合に水晶が赤色を持つ､という肯定的随伴関係が見 られる

ので､水晶の赤色は､ラック染料を外的付帯的条件 とするものであると結論付

けられる｡)しかし､今の場合 (-対象と認識の場.令)は､

周知のように(khalu)､対象によって染められ (肯定的随伴関係)､本性的

には無形象である(否定的随伴関係 :対象がなければ形象を持たない)､[そ

のような]認識を､我々は決 して (hi)見ることがない｡ラック染料によっ

て [染められた]水晶を [見るの]とは違って｡

3.5.3 ニ形象批判

二つの形象の現れ自体が存在 しない､ということは既に [2.2.2で]述べた｡

3.5.3.1 無限連銀に陥る

あるいは､[二つの形象が現れていると]認めたにしても､無限連鎖 [がある

ではか ,か]という論難 (d申apa)に答えることはできない (duruttaram)｡

[すなわち]《対象の形象≫が目の前にあり､かつ､それ (対象の形象)によっ

て作 られた ≪認識の形象≫も目の前にある､と言うならば､まず､対象の形象

は､≪有形象の認識1≫によって把握されていることになる｡次に､その≪認識の

形象1≫も､把握対象となるので､《有形象の別の認識2≫によって把握されるも

のでしかありえない (sak豆raj触nantaragrahyaeva). というように無限連鎖

となる (ityanigtha).
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3.5.3.2 自己認識なら対象形象不要

【経量部】もし (atha)- その 《有形象の認識.≫は ≪自ら輝き出すもの≫

(svaprak豆歪a)と認められる｡それゆえ､[有形象の認識1は]≪別の認識2≫を

必要としないので､無限連鎖となることはない｡

【唯識学派】- というならば (ititarhi)､≪自ら輝き出すもの≫である《有形

象の認識≫とは別個のものとして [外界]対象の形象が現れることはないので､

それ (有形象の認識)のみが存在するとすればよい｡いまさら第二のものであ

る ≪対象の形象≫が､どうして (kutab)[必要であろうか]O

3.5.4 外界対象推論批判

また､≪他様では説明がつかないこと≫(anyathanupapatti)によってそれ(対

象の形象)を想定するのも理に.合わない｡

3.5.4.1 有形象認識の現れは外界対象なしでも可能

すなわち ｢対象は有形象であるべし｣という､このような王の命令はない｡

認識のみが青等という形象をもし持つのならば､いかなる罪 (dosa)があると

いうのか35｡

【間】青等という形象と結びついているので､対象が [そのまま]それ (認識)36

である｡

【答】というならば､名称 [のみ]に関して異論がある､ということは [3.1.2

で]既に述べた｡第二のものが存在 しないからである｡
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3.5.4.2 無知の潜在印象による説明可能

【経量部】認識は透明なので､[認識が持つ]汚れ (-青等という形象)は､他

者 (-外界対象)によって作られたものである｡

【唯識学派】というならば､それ (汚れ)は､無知 [が残 した]潜在印象によっ

て作られたものとすればよい｡自らは透明ではあるが認識は､無始の無知 [が

残 した]潜在印象の影響力で曲げられ (upanata)､多くの形象という汚れにま

みれた体を持つかのように輝き出す｡
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3.5.4.3 潜在印象と認識の無始の相互的因果関係

また 《[青等の認識という]特定の認識の連続≫と 《[青等の認識を生み出す

ような]特定の潜在印象の連続≫とは(jnanavasanabhedasantanayoh)37､種と

芽のように無始なので､これ (潜在印象)について｢潜在印象はどこから起こっ

たのか｣と問い詰める機会 (-余地)はない｡したがって ≪無始の潜在印象の

多様性≫が作 り上げたものとして ≪認識の多様性≫は説明がつくので､外界対

象は､推論対象であっても用はない｡

3.5.5 まとめ

したがって､この形象は認識だけに属すものであるということが成立した｡

3.6 対象と対象認識は常に一緒に見られるので

また次の理由からも､この形象は認識だけに属す｡

3.6.1 言忍散と形象の肯定的随伴 ･否定的随伴

すなわち認識を抜きにしては､どこにも対象なるもの(arthardpa､対象とい

う形･あり方を取るもの)は見られない｡しかし認識は､[外界]対象を欠いて

いても､香気棟の街 (gandharvanagara)や幻 (maya)などにたいして明らか

に見られる｡以上の [認識と形象の間の]肯定的随伴関係 (認識が存在すれば

形象が見られる)･否定的随伴関係 (認識が存在 しなければ形象も見られない)

からも､認識の形象であることを我々は理解する｡

3.6.2 対象と認識は非別

またもし対象が認識とは別個にその本質が定まっているのならば､認識がな

くてもこれ (対象)が把捉されるはずであるが､そのようなことはない｡した

がって､認識と対象とは非別 (abheda)に他ならない｡[次に]言われている通

りである｡
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青とそれ (育)の認識とは､一緒に把捉されることの制限 (-常に一緒に

把捉されること)に基づいて､非別であるO(Prama-22auinis'cayaI55ab)

と｡

3.7 ｢形象-接触の属性｣説批判

また形象は､認識と対象との接触の属性(j触n豆rthasaqlSargadharma､認識

と対象とが接触することで生 じた､接触に属する属性)となることもできな

い38｡すなわち､もし無形象の対象と無形象の認識とを別々に把捉 してから､認

識と対象とが接触した結果､両者が形象を持つのを我々が把捉するならば､｢こ

の形象は接触の属性だ｣と理解 しよう｡しかし､このような過程は見られない｡

また [外界]対象を欠いていても想起や夢等の認識が形象を持つ､ということ

は既に [3.6.1で]述べた39｡したがって､どうして形象が接触の属性であろう

か｡

3.8 同一対象に矛盾する複数の属性は共存しないので

3.8.1 矛盾属性の実例

3.8.1.1 同一対象を指示する異性同義語

さらにまた､nak亨atram(｢星宿｣､中性形)､taraka(｢星｣､女性形)､ti亨yab

(｢ティシャ星宿｣､男性形)というように､どうして同一の対象 (第六の星宿

であるティシャ星宿)に､相互に矛盾する性 (中性 ･女性 ･男性)が共に入り

込むこと (samave歪a)があろうか｡

3.8.1.2 同一対象の異なる現われ

また､遊行者､情夫､犬にとって､どうして､女という形を取る全く同一の

56 対象が ｢死体｣､｢情婦｣､｢食物｣と三つの現れの対象となるのか｡
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3.8.1.3 性 ･数に関する対象と言葉のずれ

d豆r申 (上 人の]女､男性複数形)と､どうして単数に他ならない女という

個体 (Strivyakti)が､男性･複数形の対象となるのか｡また､?ap-pagar‡(｢六

つの街｣､女性･単数)と､どうして複数で別の性 (-nagaramという中性)を

持つものが､単数形および女性形を持つのか｡

3.8.1.4 相対的な長短の形象

また､長 ･短は､相対的に把握されるのだから､どうして [一つの]対象の

上に､いずれかの形象が本当にあるものとして存在 しようか｡

3.8.2 葺忍識一元論による説明可能

しかし認識であれば､[個々に]異なる以上 (bhinnatv豆t)40､様々な個々 [特

定]の潜在印象 (vicitrav豆sanabheda)という補助因たるものにしたがって生

じるので､いかなる矛盾もない｡

3.8.3 対象 ･手段 ･結果-の認識の三分

したがって､この認識だけがあらゆる場合に様々に (tath豆tatha)現れてい

るのであって､それ (認識)を超えた対象なるものは何もない｡そして､認識

という一着の上だけで､正しい認識の手段･正しい認識の対象･正しい認識 [結

果､という三者]の扱い (vyavahara)は尽きている.

3.8.3.1 認識の三分

すなわちそれ (認識)が ≪対象の形象を取ること≫(vi苧ay豆karat豆)が ≪正し

い認識の対象≫(prameya)であり､≪把握主体の形象を取ること≫(gr豆hak豆kえー

rata)が ≪正しい認識の手段≫(pram申a)であり､《自己認識≫(svasaqlVitti)

が ≪結果≫(phala)である､というように.lDignagaにより]言われている通

りである｡

[認識が]Ⅹの現れを持つ場合､そのⅩが ≪認識対象≫である｡さらに≪把
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捉主体の形象≫が ≪正しい認識の手段≫であり､≪[自己]認識≫が ≪結果≫

である｡三つはこれ (認識)と別個 に作 られているわけではない41｡

(Py7ama-nasamuccayaI10)

と｡

3.8.3.2 潜在印象の活動 ･停止による認識の分割 ･透明

以上のこの認識のみが､無始の無知 [が残した]潜在印象の楯態によって[そ

の]≪真 実 見≫が 転 倒 さ せ ら れ る (-間 遣 わ さ れ る) こ と で

(an云dyavidyaⅤasanavil豆savipary豆sitatattvadarganataya)42､把握対象･把捉

主体･[自己]認識の区別を持つかのように見られている｡しかし無知が止まれ

ば､それ (認識)はただ透明となる｡あるいは [認識それ自体]何 もないかで

ある｡

3.8.3.3 DharmakTrtiのこ詩節

以上のことが [次のように]言われている｡

認識によって現経験されるものとして､[認識以外の]他の [対象]がある

わけではない｡(把握対象は把捉主体と非別である｡)それ (認識)[自身]

について [後続決定知のような]別の現経験 (後統認識)があるわけでは

ない｡(認識は必ず自己認識でもある｡)把握対象 ･把握主体がなくなるこ

とで､自らそれ (認識)のみが輝き出す｡(Pplama-rauinis'cayaI38)
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認識の自体は [本来]無区分ではあるが､転倒鬼を持つ者たちには､把握

対象 ･把捉主体 ･[自己]認識 の区別 を持つかの ように見 える44｡

(P71ama-navinis'cayaI45-P71ama-nava-rttikaIII354)

3.9 結語

と [いうように]実にこの [一切]は対象なるもの (artharQpa)を欠いた認

識のみである､と見ることでその人は､苦の連続を捨て去 り無畏の浬磐を得る｡
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4 定説

これに答える｡

4.1 把握主体と把握対象とは同一ではない

4.1.1 矛盾するこ属性は共存しない

周知のように (khalu)､常に単一である≪認識の自体≫(bodh豆tm豆)45が､把

握対象と把握主体という二つの本性 (svabh豆va)をもっことはありえない｡な

ぜなら､把捉対象と把握主体という二つのあり方は相互に異なるので (-矛盾

するので)､-箇所に共に入り込むこと(sam豆ve歪a)はありえないからである460

すなわち ｢青の認識｣｢黄の認識｣｢白の認識｣と､青や黄などが生じ滅しても

継続して残っている≪認識を本性とすること≫(bodharGpata)が､青等と異な

るものとして､肯定的随伴 (anvaya)･否定的随伴 (vyatireka)47により確定さ

れる｡

4.1.2 唯識学派も認識と対象の区別を静めている

しかも認識は自我意識 (aharpkara)の座 (｢わたし｣に対応する実在)であ

り､喜悦(豆nanda)などを本性とし48､それ自身の行為対象にたいして(svakar-

mapi)あたかも働きを持つかのようであると(savyaparamiva)49､あなた [自

身]も認めている｡しかし対象は､そのような本質をもたないのだから､どう

して両者 (認識 ･対象)が同一であろうか｡

たとえ [2.2.2で言われたように]｢こちらが認識｣｢こちらが対象｣というよ

うに二つの形象の現れが存在しないにしても､この形象は一つではあっても現

れるときには《輝き出させられるもの≫(prak豆喜ya)としてのみ現れるのであっ

て､≪輝き出させるもの≫(prak豆歪aka)としてではない.｢これは青だな｣と､

把握主体とは切 り離された (区別された)ものとしてのみ把捉対象である形象

は現れるが､｢私は青だな｣と､それ (把捉主体)と一体のものとして現れるこ

とはない､と｡
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4.1.3 認識と対象の把握形態の違い

さらにまた 《輝き出させられるもの≫である青等が､≪輝き出させる主体≫で

ある認識に依存して把握されるのは [3.1.1に言うように]確かに理に適ってい

る｡しかし､それ (青等)を把握する主体である認識については､その場合､

何によって把握されるのか､検討する必要がある｡他の認識によってではない｡

[3.2.3に言うように]無限連鎖となってしまうからである｡また認識は自ら輝

き出すものでもない｡｢私は青だな｣とは現れ出していないからである｡

4.1.3.1 間 :自己認識しかありえない

【唯識学派】把握対象と把握主体という両者は別物では決してない､と[3.6.2

で述べた]｡[すなわち]｢把捉対象の現れ｣といって､あなたが永認しているこ

のものは､そのまま把握主体の現れである｡すなわち [ニヤーヤ説に従えば]､

把握主体と別のものである以上､把握対象は [モノである]無情を本質とする

もの(ja申tma)となるはずである.いっぽう把捉主体は､[有情である]≪輝き

出し≫を本性とする (praka歪asvabh豆vah)｡把握主体であるというまさにその

理由によって｡そして二つの現れが存在しないということは [2.2.2で]既に述

べた｡その場合､[把握対象･把握主体の]いずれか一方が輝き出しているのだ

が､無情 (ja垂)と輝き出し(prak豆喜a)のうち､いずれが現れるのが理に適っ

ているのか50､と考察すると､どうしても輝き出しのみが輝き出す(praka歪aeva

prak云孟ate)のであって無情ではない.そして無形象 [のまま]で輝き出しが輝

き出すことはない｡したがって､それ (輝き出し)が形象をもって輝き出して

いる場合､ぎうして､無情を本質とする､それ (輝き出し)とは別個の [外界]

対象が存在しようか｡

60 4.1.3.2 答 :目と同様､自ら輝 くことはない

【ニヤーヤ学派】以上のこのことは正しくない｡手段 (up畠ya)によって目標

(upeya､手段を用いて到達されるべきもの)を否定することは出来ないからで

ある｡すなわち色 [という目標]にとっては､視覚器官が輝き出させる主体 (-

手段)である｡｢視覚器官だけが輝き出せばよい｣と言って色を否定することは
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できない｡そして､対象- 形体 ･流動性 ･固さなどという属性に限定された

自体を持つもの- にとっては､それら (諸属性)とは逆の ≪透明の本性≫を

持つこの認識が輝き出させる主体であって､それ (認識)自身が､そのような

形を取って (tath豆)現れることはありえない｡視覚器官がそうでないのと同様

に｡

4.1.3.3 間 :目は光を本質とはしないので認識とは非相似

【唯識学派】視覚器官と同様に､認識が手段となるわけではない｡(視覚器官と

認識には違いがある｡)[認識は]輝き出しを本性とするからである｡(しかし視
ヽヽヽヽヽ

覚器官は輝き出しを本性としない51｡)すなわち､視覚器官から生 じる輝き出し

なるものが認識と言われる｡そして把握されていないならば､輝き出しは輝き

出させられる [対象]を輝き出させない､と｡

4.1.3.4 答 :光 (認識)は対象を輝き出させるのであって自身ではない
ヽヽヽヽヽ

【ニヤーヤ学派】確かに｡視覚券官から生 じる輝き出しが認識と言われる｡(そ

の意味で､視覚器官と認識は､完全にはパラレルではない｡)しかし､その輝き

出しは､色等という対象の輝き出し(rdpadivi苧ayapraka菖a)52であって､輝き出

し [それ自身]の輝き出しではない (naprakagapraka歪ab).なぜなら視覚器

官によっては､｢輝き出しが輝き出させられる｣のではなく､｢色が輝き出させ

られる｣(rdpaqlprakagyate)からである.そこで ｢色｣と言われているもの

は､対象である把捉対象である｡いっぽう､｢輝き出させられる｣と言われてい

る [場合]の [動詞語根の意味]は､輝き出しである認識という把握主体であ

る｡そして､それ (認識)が生起するだけで色は輝き出させられたことになる

ので､輝き出しは把握されることを必要としない｡

4.1.3.4.1 間 :認識把握なしに対象認識はない

【唯識学派】[3.2.1で]述べたではないか｡

[認識]それ [自身]が把捉されていないならば､認識の上に対象が輝き
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だすことはない｡

把捉 [それ自身]を見ていない人には対象を見ることは成立 しない0

(Pylama-navinigcayaI55cd)

と｡

4.1.3.4.2 答 :認識把握なしに対象認識がある

【ニヤーヤ学派】それは正しくない｡それどころか､把捉を見ていない人にだ

け対象を見ることは成立するからである｡把捉の生起のみが [そのまま]対象

を見ることであって､把捉を見ることではない｡

4.1.3.4.3 間 :認識の有無が (認識の点から)区別されないことになる

【唯識学派】把捉 [それ自身]が把握されていないならば､それ (把捉)が生

起 していても生起 していなくても､両者に違いはないので､把捉が生起 してい

ない人にまで対象が見えることになってしまう｡その結果､全ての人が全知者

になってしまうだろう｡

4.1.3.4.4 答 :存在の点から区別される

【ニヤーヤ学派】以上のことは大金言だ｡≪対象の輝き出し≫を本質 とするもの

だけが周知のように把捉である｡それ (把捉)がどうして生起 していない場合

にまで､生起 したものと区別されないであろうか｡したがって､認識は ≪対象

を目の当たりにすること≫(arthapratyak申karapa)を本質とするので､それ(認

識)の生起のみが 《対象が目の当たりにあること≫(arthapratyak苧ata)であっ

て､それ (認識)[自身]を把握することではない｡というわけで把握されない

まま認識は対象を輝き出させるというのが正しい｡

4.2 認識の手段性

ところで認識が手段であることに基づいて(upayatvat)先に把握されると述

べられているが53､そのことは(ya°‥.tad)54､視覚器官等によって不定(anai-

kantika)となると既に [4.1,3.2-4で]述べた (uktam)550
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また把握されて [初めて]認識は対象を輝き出させる主体となる [と言う]

なら､｢煙のように｣あるいは ｢灯明のように｣と [あなたは実例を]述べ

なければならない｡もし ｢煙のように｣ならば､

対象は推論対象ということになってしまう｡そしてそのことは､あなた

自身非難している(-認めていない)｡また二つの形象の認識を欠くので｢灯

明のように｣でもない｡

｢瓶を､灯明によって､私は見ているな｣と､二つのもの (瓶･灯明)が

認識されている｡しかし ｢認識によって､認識対象を､私は認識している

な｣と､二つ (認識 ･認識対象)を把握することはない｡

4.3 輝き出させるものであること

4.3.1 praka菖atvatの解釈

また認識が ≪輝き出し≫であることから､灯明と同様､先行して把握される

と [3.2.1で]述べられていたが､そのことも検討の必要がある｡｢輝き出しで

あるので｣とはどういう意味なのか｡

4.3.1.1 使役解釈 :輝き出させるものであること (目により不定)

｢輝き出させる｣[という使役の意味]が｢輝き出し｣(-輝き出させ)であり､

それの性格が｢輝き出しであること｣(-輝き出させるものであること)という

なら､そのような [≪輝き出させるものであること≫という理由]は視覚器官等

によって不定となることは既に [4.1.3.2-4で]述べた｡

4.3.1.2 能動解釈 :輝き出すこと (認識に不成立)

あるいは ｢輝き出す行為｣[という自動の意味]が ｢輝き出し｣であるなら､

｢輝き出しであるので｣という理由は､[主張命題である認識には]不成立であ

る｡なぜなら対象把握の時点では､認識 [それ自身]には ｢輝き出すという行

為｣は存在しないからである｡
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4.3.1.3 同義解釈 :艶散であること (灯明に当てはまらない)

あるいは ｢輝き出し｣という言葉は､｢認識｣の同義語でしかない､[すなわ

ち]｢輝き出しであるので｣というのは ｢認識を本質とするので｣という意味で

ある､というなら56､実例 [である灯明]は､論証困 [である ｢輝き出しである

こと｣]を欠いている｡なぜなら､[実例である]灯明には ≪認識を本質とする

こと≫が存在 しないからである｡

4.3.1.4 自ら輝き出すものはない

次の理由からも自己認識とする立場は理に適っていない｡≪自ら輝き出すも

の≫は何 も見られないからである｡

4.3.2 三つの自ら輝き出すものの否定

4.3.2.1 間 :三つの自ら輝き出すもの

【間】｢認識 ･言葉･灯明という三つの輝き出しは､自他を共に輝き出させる作

用を持つ(svaparapraka畠中､自らを輝き出させ､他をも輝き出させる)｣と[バ

ル トリ-リは]言っているではないか｡

64

4.3.2.2 答 :三つは他を必要とする

【答】それは正しくない｡なぜなら言葉 ･灯明は､自らを把握するのにも､対

象を輝き出させるのにも､別の原因総体 (samagryantara)を必要とするから

である｡

[すなわち]言葉は意味を輝き出させるのに､[言葉と意味との関係付けであ

る]言語協約 (samaya､取 り決め､合意)の習得を必要とするし､また自らを

輝き出させるためには､聴覚器官を [必要とする]｡

灯明も､視覚器官等に依存して初めて把握され､かつ､対象を把握させる｡

しかし､これだけの違い一一一瓶等を把握するのに視覚器官は､光に依存 して働

き出すが､光自身を把握するのに [視覚器官は光を]必要とすることなく [働

き出す]という- がある｡[が､]これだけ [の違い]をもってしては､灯明

が ≪自らを輝き出させるものである≫(svapraka歪a)ということにはならないO
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そうだとするなら (itthaqlCa)､猫等という夜行動物の視覚器官にとっては､

瓶等の残らず全てのものが 《自らを輝き出させるもの≫ということになってし

まう｡

いっぽう認識には ≪他を輝き出させるものであること≫のみが見られるので

あって､≪自らを輝き出させるものであること≫は [見られ]ない｡対象が輝き

出す時にそれ (認識)が輝き出さないことは既に [4.3.1.2で]示したからであ

る｡

4.3.2.3 まとめ

したがって全 く虚妄にも､以上のそれら三つの輝き出し(prak云真申)- 灯

明･認識･言葉と呼ばれるもの- が､[実際には､自らとは]異なる原因

総体によって認識される≪認識させるもの≫であるにもかかわらず､《自他

を共に輝き出させるもの≫(svaparaprak豆喜云h)であると語られた｡

4.3.3 アー トマンの知覚においても主体 ･客体の区別あり

ところで､アー トマンを知覚対象とする論者 (ミーマ-ンサー学派)にとっ

ては､[単一のアー トマンが持つ]状態の違いによって､《把握対象の部分≫と

≪把握主体の部分≫との区別が存在 しうる57｡したがっていずれにせよ､認識は

《自らを輝き出させるもの≫ではない58｡

4.4 無把握の二条件の無

4.4.1 別個に先行認識把握手段が必要

また ｢認識は生起 しただけで [他に]依存 しないので (-輝き出しを本質と

するものとして他に依存することなく自ら輝き出すので)､また障害をもたない

ので､まさにその時点で把握される｡あるいは [その時点で把捉されないなら

ば]永久に [把握され]ない｣と [3.2.2で]述べられていたが､それも正しく

ない｡その時点では､それ (認識)を把握するための原因総体が存在 しないか

らである｡

65



それに､無障害 (avibandha)というだけで､認識 [それ自身]が認識され

るわけではない｡その時点で [認識それ自身を把捉する]手段が欠けてい

ることによっても認識は把捉されない｡

4.4.2 ミーマ-ンサーとニヤーヤの認識把握形態の違い

また､ジャイミニの徒 (-ミ-マ-ンサー学派)とは違って､我々は認識を

≪常に知覚されないもの≫とは主張しない｡｢この対象 (arth叫)は､私によっ

て､認識された (jnatah)｣と､後になってそれ (認識)に限定された対象を把

握するのが見られるからである59｡

｢白い布｣という認識において､ちょうどこれ (布)が､それ (白色)を性

質とするものとして現れているのと同様に､｢認識された対象｣というこれ

(認識)においては､対象は認識を限定要素とするものとして現れている｡

そして[一般的に]､被限定要素の認識は､限定要素が把握されていなけ

れば､[ありえ]ない｡(認識を把握 した上で､その認識に限定された対象

を把握するというプロセスがある｡)また [認識を知覚する]後続決定知を

以上のように [複雑な推論プロセスを経て]到達理解することはありえな

い｡(人はダイレクトに後続決定知に至っている｡)[後続決定知を推論する]

プロセスは [現に]把捉されることがないからである60｡

｢また､≪常に非知覚対象≫である認識は､推論されることもありえない｣と

いうのも既に [Nya-yaman～jan-I53.6-7で]検討済みである.このような話はも

うやめにしよう｡どうして仏教徒を解放して､バラモンをここで我々が攻撃す

る必要があるのか61｡

4.5 反省的認識

また同じ理由で､｢[先行]認識の後に反省知が見られるので､対象把握は認

識 [それ自身]の把捉を前提とする｣(3.3)というのは全ての場合に当てはま

るわけではない｡そうではなくて､[ごく]一部のケース (すなわち反省知の場
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令)に限って認識に限定された対象が意識されることから､そのように釆認さ

れるのである｡したがって､対象把握の前に認識が現れているわけではないの

で､また [対象が]無形象であるとの決定もないので､｢この形象は認識のみに

属す｣というこれは､赤布をまとった者達 (-仏教徒)の空しい期待からのお

喋 りである｡

4.6 想定の簡潔さ

さらに ｢認識の形象とする立場では想定が少ない｣と [3.1で]述べられてい

たが､それについて､既述の方法で､知覚により把握されるのが外界にある把

握対象としての対象の形象である以上､それを ｢想定する｣という言明はいか

がなものか｡また､それ (想定)が少ない多いというのはいかがなものか｡(知

覚で片がついている以上､最早､想定の余地はない｡)

4.7 両者に認められていること

両 [論]者いずれにとっても成立していること (-認められていること)が

認識について [3.1.3で]語られていたが､それについて､もし実在のあり方

(vastusthiti)というものが≪正しい認識の手段≫に依拠しているのならば､対

象も同じく両者いずれにとっても成立している (-認められた)ものである｡

いっぼう実在のあり方が､[主観的な感情である]希望や嫌悪に基づいているの

ならば (-望ましい実在のみが ｢ある｣とされ､嫌いなものは ｢ない｣とされ

るのならば)､認識もどうして両者いずれにとっても成立しているものであろう

か｡(-私が ｢認識が嫌い｣ならば､その存在を認めないことも可能である｡)

というわけで､このことはどうでもいいことである (yatkimcit)0

4.8 対象毎に区分設定

4.8.1 青等という行為対象から生じたことにより青等だけを対象とする

さらに次のことが [3.4.1で]述べられていた｡｢たとえ外界対象を認めたに

せよ､[｢青の認識｣｢黄の認識｣というように]対象毎の [認識の]区分設定が

成立するためには､認識が形象を持つことは否定し得ない｣と｡それも正しく
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ない｡対象毎の [認識の]区分設定は､[認識が形象を持つこと以外の]他の方

法によっても説明がつ くからである｡たとえ､多くのものが目の前にあるとき

に青の認識 [だけ]が生起するにしても､また､たとえ､[≪青の認識≫≪黄の認

識≫といった様々な対象の認識 について]認識 を本性 とすること (bodha-

rdpatva)が全て [の対象]62について共通している (-変わりがない)にせよ､

青という《行為対象である行為参与者≫(karmakaraka)のみによってその [認

識]は生 じたのだから､ただ青へと定まったものとして (nTlani?thameva)定

立する｡

【唯識学派】[3,4,2で述べたように]視覚器官等によっても (-青だけでなく

視覚器官等をも原因として)､それ (青の認識)は生起 している [のだから､青

だけでなく視覚器官等をも対象とするはずである]｡

【ニヤーヤ】というならば､確かに [視覚器官等をも原因として]生起 してい

るが､行為対象としての [視覚器官等]によってではない｡(視覚器官等は行為

対象ではなく行為手段等である｡)いっぼう､青は行為対象としてそれ (青の認

識)を生起させているので､[青の認識は]ただそれ (育)のみを対象とするも

のとなる｡
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4.8.2 行為対象だけを認識対象とする制限は実在の本性に基づいている

【唯識学派】[3.4.3で述べたように ｢青を行為対象とする認識は青だけを対象

とする｣という]このような制限 (niyama)は何に基づいているのか｡

【ニヤーヤ】というならば､[このような制限は]実在の本性によって作られた

もの (vastusvabh豆vakrta)に他ならか -.

[認識の]形象とする立場にも､このような論駁は等 しく当てはまる0[すな

わち]｢どうして青だけが行為対象という行為参与者 [となるの]か｡あるいは

どうして認識は行為対象のみを対象とするのか｣と言われるのに対 しては､｢実

在の本性｣でもって [我々によって]答弁が述べられる [しかない]｡そして形

象についても､それを認識が受け取る場合に､行為対象である行為参与者の[形

象]だけを受け取ることができ､他の行為参与者の [形象を受け取ら]ないの

はどうしてなのか､と [言われるの]に対 しても､同じく｢実在の本性｣が [あ
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なたの]拠 り所である､ということである｡

4.8.3 対象と認識の因果関係

また [外界]対象が認識を生 じさせるものであること (j臨najanakatva)は､

肯定的随伴関係 (対象があれば認識がある)･否定的随伴関係 (対象がなければ

認識 もない)によって理解される63｡

すなわち (hi)､太郎に会おうとして或る人が彼 (太郎)の家を訪ねる｡そ

して (ca)そこ (家)で不在ならば､訪ねていっても､その人は､彼 (太

郎)を見ることはない｡(否定的随伴 :太郎がいなければ太郎を見ることは

ない｡)

別の時に帰ってきたならば､太郎をその人は見る｡(肯定的随伴 :太郎が

いれば太郎を見る.)以上の場合に (yad5...tatra)64､彼 (太郎)の存在･

不在によって､彼 (太郎)[を対象とする]認識も同様であること (存在･

非存在となること)を [その人は]理解する｡

太郎が戻って来ていない時､太郎の認識は生起 していなかった｡(-否定的随

伴関係｡)そして彼 (太郎)が戻って来た時､それ (太郎の認識)は生起 した｡

(-肯定的随伴関係｡)ということから､彼 (太郎)の存在によって [太郎の認

識も]生 じるので (tadbhavabhavitvat),それ (太郎の認識)は､それ (太郎)

から生 じるもの(tajjanya)であると確定される｡そうだとすると(ittharpca)､

≪それ (太郎)から生 じること≫(tajjanyatva)[という因果関係]のみによっ

て､それ (太郎)[のみ]にたいして [認識が]制限されることは成立するので､

[認識の上に]形象を想定する必要はない｡

4.8.4 青等だけを発動対象とすること

これにより､人の発動も制限された [特定の]対象を持つものとして説明さ

れたことになる｡
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4.8.5 原因総体がS畠dhakatama

いっぽう [3.4.4に答えると]､≪最 も成立させるものであること≫(sadha-

katamatva)を持つのが [一部の行為参与者ではなく]原因総体 (S豆magrf)で

あることは､≪正しい認識の手段≫一般の定義 [章](Nya-yaman～jan132.13-15)

において既に確定済みである｡

4.9 世間的言語表現

いっぼう世間的言語表現が [3.4.5で]引かれていたが､それも逸脱する (-

逆を支持することもある)0｢これは青い対象である｡というのもそれ (育)を

対象とする認識 (tadvi苧ayaqljaanam)が生じているから｣65とも世間の人々は

言わないことはない (nanavyapadiganti).したがって [外界]対象が存在す

るとしても形象を持った認識を認めなければならないと言われたことは､正 し

くない｡

4.10 一緒に把捉されることの制限

4.10.1 非別なら ｢一緒｣にはならない

また､

青とそれ (育)の認識とは､一緒に把捉されることの制限 (-常に一緒に

把捉されること)に基づいて非別である｡

と[3･612で]述べられていたが､そのことも幼児のお喋 り(balabhagita)のよ

うに我々には映る｡非別ならば ｢一緒｣(saha)[という言葉]の意味は説明が

つかないからである｡(別であってこそ ｢一緒｣になれる｡)

4.10.2 同じ認識により (同時に)把捉されることもない

あるいはもし(atha)､｢同一のものにより把捉されることの制限に基づいて｣

(ekopalambhaniyamat､[青と青の認識が]常に同一の認識により把捉される

こと)というのが､理由 [句]の意味として意図されていたならば､これは不
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成立国である｡青等という把握対象を把捉する時点では､それ (把握対象)を

把握する主体 (-青の認識それ自体)は把捉されないからである｡｢これは青で

ある｣等というこれは､≪把握主体の形象≫に貫かれることのない､それ (把握

主体の形象)とは切 り離された《外界の把握対象のみの現れ≫に他ならない云々

ということは既に [Nyaryaman～jan-I83.11で]示した｡また或る場合には､≪把

握対象の形象≫を離れた単独の把握主体 [だけ]が反省されることも見られる｡

｢『私は､何らかの対象を､あの時､把握 した』ということを思い出せない｣(-

対象は覚えていないが､認識したことは覚えている)と｡したがって以上のよ

うに､相互に区別されたものとして ≪認識の形象≫と ≪対象の形象≫とが意識

されるのだから､どうして､

青とそれ (育)の認識とは､同一のものにより把捉されることの制限 (-

常に同一の認識により把捉されること)に基づいて非別である､

と言えようか｡

4.10.3 唯識学派も青と青の認識の区別を認めている

また ｢青とそれ (育)の認識とは｣(nTlataddhiyoh)と述べることで､あなた

[自身]も [非別ではなく]この区別のみを表現している｡

【唯識学派】これは他者の見解に言及しただけである｡

【ニヤーヤ】というならば､否｡非別なら別個に表現することもできないから

である｡

4.10.4 結論 :認識の形象ではない

以上のことからも､この形象は認識のものではない｡

4.11 夢等の認識

また [次のように3.6.1で]言われていた｡｢外界対象が存在 しないにもかか

わらず､夢 ･蜜気按の街 ･幻等の場合に､認識が形象を持つことが見られるの
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で､この形象はそれ (認識)のみに属すというのが正 しい｣と｡そのことも空

しい期待に過ぎない｡[夢等の]いずれの場合 も(sarvatra)､認識 とは切 り離さ

れた ≪把握対象の形象≫が現れているからである66｡
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主張か定説か｣を簡潔に提示する疑惑 [提示部](sandeha,salp孟aya)を導入する際の決ま

り文句である｡

10 ｢青い対象｣(*arthonTlab)ではなく､｢青という対象｣(arthonTlam)を意図している

ので､男性形のarthahと中性形のn71amとが等置されることに問題はない0

11 二つの形象が別個に現れているならば､それぞれを､対象に属す形象､認識に属す形象と

すればよいので､外界が認められることになる｡したがって､外界を否定しようとする唯識

学派は敗れることになる.しかし､現実には､瓶の形象の場合のように､-つの形象 しか現

れていないので､このようなことはない｡

12 Sa-barabhdsya等で典型的に見られるように､この表現は､前主張を導入する決まり文句で

ある.Jayantaは､Kumarilaの表現であるSlokava-yltika主軸ya,V.10a:kilPt豆vadatra

yuktalpSyatを､そのまま取ってきている0

13 一般的な解釈原則として決まり文句を引用しているので､hiの位置が二番目に来ていな

いこと (*kalpan豆hibhavati...となっていないこと)を心配する必要はない｡Kumarila

の表現Slokava-rttika孟加ya,Ⅴ.18ab:anekakalpanay豆喜cajyayasThyekakalpan豆のhiの位

置を､そのまま受けたと思われる｡

14 唯識学派は､把握主体である認識-と全てを収赦させる｢認識一元論者｣である｡ここで

唯識学派の論敵 としてJayantaが登場させるのは､Kum豆rilaが3lokava-yltika各軸ya,vv.

13-14で登場させる論者を､そのまま受けたものである｡認識ではなく､逆に､外界対象へ

の一元化を図ろうとする ｢[外界]対象一元論者｣である｡ブラフマン一元論と言えるかも

しれない｡また､後代では､シヴァ教の一元論も､理論的には､ここに含みうるかもしれな

いO(もちろん､Kum豆rila当時には､シヴァ教一元論は未だ存在 しないが｡)ともあれ､

Kum豆rilaの意図としては､｢想定の少なさ｣を競う中で､形象の基体として認識という一つ

のみを想定すれば済む唯識学派に対抗 しうる論敵として､認識ではなく外界対象という一

つの想定だけで済む学説を､一つの理論可能性 として提示しただけであろう｡すなわち､｢認

識の想定だけで済むというなら､こちらは､対象の想定だけで済むので､想定の少なさでは

対等だ｣というわけである｡簡単に言えば､唯識の ｢内界 (主観)一元論｣にたいして ｢外

界 (客観)一元論｣とでも言えよう｡

15 一元論の立場では､｢認識一元論｣でも ｢対象一元論｣でも､結局のところ､一元なのだ

から､｢外｣と ｢内｣の区別は虚妄となる｡というわけで､外と内による実質的な区別を両

学説のうちに見出そうとする試みも無駄である｡つまり､一元を｢認識｣と名付けるか ｢対

象｣と名付けるか､という単なる名称の違いでしかないことになる.Kumarilaは簡潔に｢ま

た､外と内という分別は虚妄であると [いずれの学説においても]認められている｣(Slo-

kaua-rttika孟白nya,V.14cd:bahy豆bhyantarardpa各caparikalpomrge宇yate)と述べてい
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る｡

16 この表現も､直接には､Kumarilaの5lokava-dtika歪血ya,Ⅴ.18ab:anekakalpan豆y豆勇ca

jy豆yasfhyekakalpan豆を受けたものである｡

17 追加理由を導入する文句ata喜caも､直接には､Kumarilaの表現ita孟caから取ってきたと

思われるoSlokava-utika喜血ya,Ⅴ.21a:ita喜C豆k豆ravajjnanam,Jayantaは､後続する追

加理由旬冒頭でも好んで用いている｡

18 apraka喜asyarthasyaのapraka孟aについては､二つの解釈可能性がある｡すなわち､｢輝き

出しを持たないもの｣([自らは]輝き出さないもの)と ｢輝き出しではないもの｣である｡

ここでは前者と解釈した｡

19 校訂テクストで採用 したpratibandhavaidhury畠d vaに代えて､Clの異読pratibandha-

kavaidhury豆dv豆を採用する｡Jayantaは､ しばしば ｢欠如｣という意味でvaidhuryaを用

いるが､｢苛まれていること｣｢苦しめられていること｣という意味でも用いることがある｡

例えば殉,alaman～jan-I272.5:kama孟okadibh豆vanabhy豆sabhuv豆IPpratibh豆san豆qlbえー

dhakavaidhuryadapr豆m叫yarpbhavi!yati.｢愛欲や悲しみなどの修習の反復から生 じる

[誤った]現れは､[それを]否定する根拠に苛まれているので､偽 となるだろう｡｣ここで

のbadhakaという用例を参考にすると､pratibandhaよりも､pratibandhakaの方が､この

意味でのvaidhuryaと結びつくのが自然と判断した｡また直後にあるpratibandhakaとも連

絡がつく｡

20 目の前にあるにもかかわらず瓶等 (あるいは色形等)の対象が見えない条件として ｢(覗

覚認識ではなく)視覚器官が見る｣とするVaibhaSikaは ｢壁などに遮断された色形は見え

ない｣(AbhidharmakoSabhd砂aad1.42cd,114.3:rapaIPkudyadivyavahitalpnadr§yate)

として､遮断 (vyavadhana)すなわち妨害 (pratighata)を挙げる｡これにより ｢覆われ

たもの｣(豆vrta)の見えないことの説明がつくO

これにたいして､｢(視覚器官に依拠 してそれを通して)視覚認識が見る｣とするVasuban-

dhu自身は､｢触覚器官のように視覚器官が対象に到達する｣(114.9:cakSubpr豆ptavi!ayalp

kayendriyavat)というメタファー｢手が掴むように眼が掴む｣というイメージ図式を拒否､

水晶･水のように光を通す透明のものであれば ｢(触覚的には)妨害｣されていても見える

ことから､｢光の遮られていないこと｣(115.2:alokasy畠pratibandhab)を視覚条件とする､

逆に言えば､｢光が遮られている｣から｢覆われたものは見えない｣と結論する｡これは｢心

(眼)は光である｣とするメタファーを淵源とする考えであるO(ただLVasubandhuが｢光

が遮られている｣と言う時の ｢光｣は､太陽などの光であって､眼が発する光を意図してい

るとは思われない｡)

Kum豆rilaが前主張部において挙げる二条件は､それぞれに対応する.Slokava-yitika

喜色nya,Ⅴ.23:utpanne!vapic豆rthe!uprak豆菖豆bhavatabkvacit/pratibandhakayog畠dva

salpVittirnopaj豆yate//｢また､対象がたとえ生起 していても､或る場合には､光(prak豆畠a)

がないことから､あるいは､阻害要因 (pratibandhaka)との結びつ きのために､意識

(Sarpvitti)の生 じないことがあるO｣

21 たとえ瓶等が目の前にあったとしても､光が無ければ見えないし､また､たとえ光があっ
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たとしても､目と瓶等の間に仕切 りなどの妨害があれば､瓶等が見えることはない｡しかし､

認識の場合は自ら輝 くので､外の光を必要としない｡すなわち､第一条件が当てはまること

はない｡光自身だからである｡また､目と瓶の間の仕切 りのようなものを､同一の認識と認

識の間に立てることはできない｡非別だからである｡したがって､第二条件があてはまるこ

ともない｡以上､二条件のいずれも認識の場合にはありえないので､生起 した認識は､かな

らず､自ら輝き自己認識されるはずである｡

22 Jayanta自身が後述するように､ニヤーヤ学派においては､瓶等といった対象を把握 した

後で､｢この対象は､私によって､認識された｣(jaatomayayamarthab)と､《認識に限

定された対象≫の把握 (*jaanavigi!tarthagrah叩.a)が知覚として存在 しうることを認める.

すなわち､先行認識は､後続の知覚である｢後続決定知｣(anuvyavasaya)によって確認可

能である｡

いっぽう､ミ-マ-ンサーは､認識それ自身は決 して知覚対象ではないと考える｡した

がって推論対象ともなりえないO未見対象 (adr!ta)である認識は､対象認識が他様ではあ

りえないこと(anyathanupapatti)から論理的に要請されるのみであるOすなわち認識それ

自身の存在はarth豆patti(論理的要請､対象に基づ く帰結)の対象である｡ここでの応答は､

特に､Kumarilaとの応酬を念頭においていると思われるので､反論者はミ-マ-ンサー学

派である｡

23 自己認識を認めない場合､すなわち､認識1がそれ自体ではなくして別の認識2により認識

されるとする場合の無限連鎖の過失(認識1-認識2-認識3-.･･)の指摘は､Dignagaに遡るo

Py7amal甲aSamuCCayaI12ab:j触n豆ntare申nubhave'niStha.｢別の認識2により [認識1が]

経験されるとする場合には無限連鎖となる｡｣

24 対象認識の働きは､たとえば ｢これは瓶だ｣(ghato'yam)というように､対象を捉える

だけで終わっているので､｢私は瓶を認識 した｣というように､認識それ自身まで含めて認

識する必要はないOただ､認識それ自身を認識 したいのなら､論理的要請 (arthapatti)に

よって想定した上で､｢≪瓶≫が見えているのだから､わたしには､≪瓶の認識≫があったは

ずだ｣と､認識それ自身の存在を要請するのは勝手であるし､ミ-マ-ンサーは否定しないo

ここでJayantaが登場させる ｢疲労すれば認識の認識を捜 し求める無限連鎖も終わる｣と

いう説は､Kumarilaの定説Slokava-rttika緬nya,ⅤⅤ.190-191abを受けたものである.

25 apratyak!opalambhasyaの解釈には三つの可能性があるO最 も自然な解釈は､ここに訳

したように､｢見えていない把捉を持つ人｣という解釈である｡その他に､｢把捉は見えない

とする論者には｣という解釈､また､｢見られていない把捉には｣という解釈も､出来ない

ことはない｡しかし､いずれにせよ､Jayantaは､最 も自然な解釈 しか取っていない｡この

ことは､後で､anutpannopalambhasy豆pyarthabpratyak!absy豆ditisarvasarvajaatva一

一prasahgahと反論者に言わせている事から裏付けられる｡｢論者｣や ｢把捉 (そのもの)｣で

はなく ｢(一般的な)人｣しか念頭に置いていないO三つの解釈可能性についてはDr.Alex

Watsonに､また､Jayanta自身の解釈が第一解釈に限定されることについては藤井隆道氏か

ら､指摘を受けた｡

26 この議論は直接にはKumarilaのSlokava-ritika孟dnya,ⅤⅤ.28-29を受けている.3lokava-r-
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ttika各dnya,vv.28129:ja豆napr!thenayo〉pydrdhvamarthabhave'pidrgyate/paramar一

菖o'rthardpasyasakathalpCOPapadyate//tadrdpamarthamalikhyayadidhirnopa-

jayate/bhataka1e'piyadyarthastatpdrva叩nOpalakSitah//｢さらにまた､[先行]認

識の後で [その時点では]対象が [目の前に]ないにもかかわらず､対象の形を思い起こす

(paramarga)のが経験されるが､それ (反照認識)は､どのように説明付けられるのかO

もし､そのような形を取る対象を描き込んだうえで [今､反照認識の対象としての先行]認

識が生 じていないならば､[そして]過去時にもそれ (認識)を前提 として (-認識の認識

を前提として)対象が見られていなかったならば｡｣

これは更にDign豆gaのPylama-甲aSamuCCayaIllcd:smrteruttarak豆la叩Ca,nahyasav

avibh豆vite//｢また後からの想起 も[対象にたいしてと先行認識にたいしての主客二面を有

する]｡なぜならこれ (想起)は経験されてないものにたいしてはないから｡｣に遡る｡

｢(そういえば昨日)瓶を見たな｣と思い出すとき､今日になって生 じるその想起は､昨日

の瓶と同時に､昨日の認識をも対象としているo原則として想起 (smrti)というのは､原

体験 (anubhava)したものをそのまま再現するだけである｡したがって､今日になって認

識が思い起こされるということは､昨日の時点で既に認識が原体験されていたことを示唆

する.つまり､昨日の瓶を見たとき､実は､認識自身も自己認識されていたのであるoKumar-

ilaは忠実にDign豆gaの意図を汲んでいる｡

27 Jayantaはこヤーヤ学派らしく ≪限定要素･被限定要素≫の構図を持ち込むことで､議論

を簡素化し､構造を見やすくしている｡しかしその結果､Dign豆ga本来の意図である｢対象

と同じく認識をも認識 していた｣という二者並列の観点が損なわれている｡｢この対象は私

によって認識された｣という反省認識をJayantaが分析するとき､｢限定要素である認識

(<｢(私によって)認識された｣)のほうが被限定要素である対象 (<｢この対象は｣)よ

りも先に把捉されている｣という結論が導かれるので､≪認識の認識≫の先行することが強

調されることになる｡これは3.2に展開される｢認識の認識の先行性｣(光である認識が先に

認識される)という仏教側の論点を引きずったものであり､無駄に仏教説をデフォルメ誇張

した感が否めない｡

28 ｢認識が対象に応じて区分設定されること･分立すること｣いわば ｢認識の住み分け｣の

論点は､Jayantaが3,4.3でDharmakTrtiの詩節 を引用す ることか ら分か るように､

DharmakTrtiが提示したものである｡

29 青などの対象とその認識の間にある因果関係 (janyajanakabhava)をもって ｢認識の住
ノ■

み分け｣の根拠とするこの想定反論は､Devendrabuddhi,S豆kyabuddhi,Dharmottaraと

いった注釈者において明瞭に記述される (戸崎 1979:396-397を参照)O認識という一種の

行為(kriya)は文法学の背景から､行為参与者(k畠raka)すなわち成立させる手段(sadhana)

によって ｢成立させられるもの｣(S豆dhya)として捉えられる.すなわち ｢実魂対象･実現

手段の関係｣(S豆dhyas豆dhanabhava)図式で捉え直される｡当然､通常の理解で言えばこ

の図式は｢因果関係｣に置換可能である.しかしDharmakirti自身はそのような理解をする

ことなく､｢成立させる手段･成立させられる対象の関係｣の実質を ｢分立｣(vyavastha)

の図式で捉える｡これはDignagaが認識行為における｢(物理的)作用｣(vyapara)を拒否
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したのと軌を一にする｡Dharmottaraの言葉を借 りれば ｢分立させられるもの･分立させる

ものの関係｣(vyavasth豆pyavyavasthapakabh豆va)の図式で解釈するのである.

戯曲Agamadambay7aにおいてJayanta(後九世紀後半頃)は仏教僧としてDharmottaraを

登場させている｡年代から見ても､JayantaはDharmakTrtiの注釈家として有名で､カシミー

ル のDharm畠karadatta-Arcata(AD7301790頃)の伝 統 を継 ぐDharmottara(AD

750-810頃)の著作に通じていたと思われる｡

30 戸崎 1979:397参照｡

31 正 しい認識の手段 (pram叫a)は､文法学規定により､正しい認識 (pram豆)にとっての

手段 (karapa)と等値であるo手段 (karapa)は､さらに､文法学規定により､最 も成立

させるもの (S豆dhakatama)と等値であるO｢最 も｣を表現するtamaの意味は､卓越性

(atigaya)である.また､ここで言う ｢成立させるもの｣(sadhaka)とは､行為を成立さ

せるものである諸々の行為参与者 (karaka)であるOまとめると､他の行為参与者と比べ

て卓越性を持った行為参与者 (k豆raka)が ｢手段｣(karapa)となる.したがって､正しい

認識の手段 (pram叫a)は､正 しい認識を成立させるにあたって､他の行為参与者に比べて

卓越性 を有 した行為参与者 ということになる｡pram叫am-prama-karapam-pramaI

sadhakatamam-pramayaatigayavatkarakam.

Dharmak亨rtiはこの点を明瞭に述べているoPyama-甲aVa-71tikaIII311:sarve!豆mupayoge

'pik豆raka申IP kriy叫 prati/yadantya叩 bhedakarptasyastatsadhakatamarp

matam//｢全ての行為参与者達は行為にたいして役立つが､[一番]最終のものであり､区

別づけるものが､それ(行為)を《最 も成立させるもの≫であると認められる｡｣(戸崎 1979:

404参照)

Dharmakirtiにおいて ｢最 も｣の意味は､≪成立させる手段≫が先行し ≪成立させられる

対象≫が後続するという時間線上において､空間的に捉え直される｡認識行為というゴール

にたいして他物の ｢介在･遮断｣(Ⅴ.310d:vyavadhana)なく接 している ｢最終のもの｣が

≪最 も成立させるもの≫なのである｡したがって 《対象の形を持つこと≫(Ⅴ.306b:meya-

rdpat豆<Pylama一撃aSamuCCayaI9C:vi宇ayabh豆sat豆)が､≪青の認識≫を《茸の認識≫から｢区

別付けるもの｣(bhedaka)として最 も影響力を持つので､認識行為を ≪最 も成立させるも

の≫､すなわち､≪正 しい認識の手段≫(pram叫a)とされる｡

32 本来ならばhi(なぜならば)となるはずであろうが､パラレルであるBlokaVal71tika各血ya,

V.30a:vaktara孟capidr菖yanteにおけるcaに影響されたのかもしれない.

33 tatraが指すものは認識と解釈 した｡すなわち､対象まで行かずに認識までで滴足 して留ま

るほうがましである､という意味に取った｡この表現は､『シャバラ注』に類似を見出すo

Sa-bara絶句′aad1.1.5(vrttikara),Frauwallnered.,52.617:tatovij触naevaparituSya

t豆vatyevavirantumarhasi.｢それならば認識だけで滴足 してそこまでだけで留まるべき

である｡｣

34 他の可能な諸原因が揃っていても､結果である認識が生 じないことがある｡そのことか

ら､《更に別の原因≫が､今の場合に欠けていることが分かる.その ≪更に別の原因≫とし

て､≪外界の対象≫が想定される｡つまり ｢外界対象がなければ､認識はない｣という否定
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的随伴関係から､外界対象が推論される｡

35 ｢対象は有形象であるべし｣という命令に背いて､認識のみを有形象としても､何の罪に

もならない｡

36 ｢それ｣(sab)は男性形であるが､内容として､先行する ｢認識｣(j鮎nam)を指すと解

釈 した.arthabが男性形であるので､j鮎namをsabで受けることは可能である.

37 jfはnavasanabhedasantanayobの解釈であるが､後で､Jayantaは､vicitravasan云bheda-

(様々な個々 [特定]の潜在印象)という表現を用いている｡このことから､bhedaは､青の

認識といった ｢特定｣の認識や､青の認識を生み出すことになる ｢特定｣のi替在印象を指す

ために用いられていることが分かる.すなわち､j触na-bheda-santana(特定の認識の連続)

とV豆sanaIbheda-sant豆na(特定の潜在印象の連続)の二つを指 している.

38 ここで唯識学派が批判する｢接触属性説｣は､Kum豆rilaが前主張部(Slokaua-dtika歪dnya,

Ⅴ.42)において唯識学派に批判させる対象として登場させる (前々主張としての)学説の一

つである｡すなわちこの学説では､唯一の形象を対象に属すのか認識に属すのかと二者択一

的に決定することなく､対象と認識とが共有すればよいではないかという折衷的な態度を

示す.すなわち､本来､接触以前には無形象である対象と認識は､接触と同時に一つの形象

を共有するに至る｡存在論の観点から分析的に見るならば､両者の接触の属性として形象が

考えられることになる｡

39 ｢既に述べた｣(uktam)としてJayantaが意識 しているのは3.6.1であろうが､そこで実際

に挙げられている例は ｢香気楼の街や幻など｣(gandharvanagaram豆yadi)であった.｢想

起や夢など｣は同一文脈にあるSlokauaTyltikaから取って来たのであろう.Slokava-71tika

急白nya,Ⅴ.51cd:smrtisvapnadibodhecasyadanakaratatava//｢また君 (形象を接触の

属性とする論者)にとっては､想起や夢等の認識は無形象ということになってしまう｡｣

40 前主張者であるDharmakTrtiは､ここで､矛盾する複数の諸属性が､同一の基体に共存し

得ない､という原則を念頭に置いている｡すなわち､矛盾する複数の属性があれば､その基

体も､属性に応じて区別 ･区分される｡上で見た男性 ･女性 ･中性のような矛盾属性を､同

一の外界対象に帰属させることはできない｡しかし､認識に帰属させる場合には､例えば､

nakSatramという認識形象と､tarakaという認識形象とは､別個の認識に属すのだから､矛

盾する属性を持つことに何の問題 もない｡基体である認識は､別だからである｡

41 Hattori1968:29参照｡

42 v音の連続を楽しむために､本来不要なvil豆saを挿入したのであろうo女性であるavidy豆

あるいはV豆sanaの魅惑的な仕草 (vilasa)によって惑わされる感 じを意図しているのであろ

つ｡

43 ここでJayantaは､仏教が認める二つの浬磐の状態に言及する｡すなわち､把握主体と様々

な把握対象とに分化しない勝義の透明な認識の状態をもって浬磐 (解脱)とするか､あるい

は､認識それ自体まで断じてしまうか､という異なる二つの浬磐 (解脱)観である｡Cf.
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Nya-yaman-jam-II439.4-5:nirva申dipadakhyeyamapavargarptusaugat坤/santatyuc-

chedamicchanti,svaccha町Ⅴaj負えnasantatim//

44 戸崎 1985:40-41参照｡

45 3.8.3.3に引用されるDharmakirtiのPy7ama-pavinis'cayaI45(-Pylama-甲aVa-71tikaIII354)

にbuddhyatmaとあるので､それを受けているのであろう.戸崎 1985:40は｢知自体｣と訳

す｡tatpuru!aと解釈 して｢認識の自体｣の意味に取っていると思われるoPrama-raval71tika

I43のekasyarthasvabhavasyaが伽 ma-甲aVa-71tikasvayTlti(Gnolied.,26.4)においてeko

hy arth豆tm豆と敷街されているのを見ると､Dharmakirtiにとってbuddhyatmaはbuddhi-

svabhavahと置換可能であると推測される0

46 ｢矛盾する二属性は同一基体に共存 しえない｣というDharmak亨rti一流の論法 を用いて

JayantaはDharmakTrtiに答えている｡ したがって文頭のkhaluも｢あなたも麻知の通 り｣を

意味するものとして文脈に当てはまる｡

47 青の認識 と茸の認識 とを比べた場合､青が滅 して黄が生 じているが､認識は継続 して残っ

ている｡このことから､青や黄 とは別のものとして認識が確定される｡すなわち､認識だけ

が ｢随伴｣(anvaya)し､青が随伴 しないかわりに､黄が ｢超え凌いでいる｣(vyatireka)

付加されたものとして登場する｡

48 j鮎nam...anandadisvabhavam (認識が､喜悦などを本性 とする) というのは､特に､

manasapratyakga(マナスによる知覚)を念頭に置いている｡感受作用の対象である楽など

を本質の面から捉え直 した表現である.ヴァイシェ-シカにおいて楽 (sukha)は､アー ト

マンという実体に内属する性質 (gupa)の一種であり､やはりアー トマンの性質 (gupa)

の一種である認識 (j触na)とは明確に区別されるが､仏教の認識論においては､楽などは

認識の一種である. したがって､認識が楽その ものであることになるoNya-yaman～j'an-II

276.9-12:nanv豆tmanahkinrdpa叩yatpratyaksepas畠ksatkriyate?yadyeva叩Suk-

haderapikimrGpaIPyammanasapratykSasamadhigamyam l!yate.nanV豆nand豆dis-

vabhavaqlpraSiddhamevasukhadeh.tarhitadadharatvam豆tmano'pirdpamavagacI

chatubhav豆n.｢【問】[無色透明の]アー トマンに､知覚によって目の当たりにされるよう

ないかなる本質があるのか｡【答】もしそうなら､楽 (快感)などにも､マナスに基づ く知

覚により到達理解されると認められるようないかなる本質があるというのか｡【問】喜悦な

どを本性 とするものとして､楽 (快感)などの [本質]は､全 く周知されているではないか｡

【答】ならば､それ (楽など)の支持基体であることを､アー トマンについても､その本質

であると汝は理解せ よ｡｣

cf.Sa-bambha砂aad1.1.5(vrttikara),Frauwallneredリ50.13-14:aha.kutae!a

sarppratyayab"sukh豆dibhyo'nyastadv豆nasti"iti.nahisukh豆dipraty豆khy豆nenatasya

svardpamupalabh豆mahe.｢【仏教】言う｡楽など [という認識]とは別にそれを持つ者 (楽

などという認識の基体であるアー トマン)が存在するというのがどうして正 しい理解であ

ろうか｡というのも楽などを拒否 して [それとは別に]彼 (アー トマン)の自体を我々が見

ることはないからである｡｣

49 直接にはPrama一軍aViniScayaI37 (-P71ama-pava171tikaIII308､戸崎 1979:400-401)を
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受 け て い る.この見 解 は更 にDign豆gaに遡 る｡Prama-甲aSamuCCaya I 8cd:

savy豆p豆rapratTtatv豆tpram叫arpphalamevasat//｢[認識]結果に他ならないのだが､

作用を伴ったものとして理解されることで 《正 しい認識の手段》となる｡｣

50 katarasy豆vabh豆situ叩yuktamにおいて､katarasyaをavabhasitumの主語と取ることは

可能であるoたとえば､Nya-yamanjanJI270.9110:itinatevaktu叩yuktamでも､teが､

vaktumの主語となっている.したがって､kataradavabh豆siturpyuktamと､emendation

を加える必要はないだろう｡

51 視覚器官も認識も共に対象把捉の手段ではあるが､両者には輝き出しを本性 としないか

するかの違いがある｡輝き出しを本性とする認識は､灯明の光と同様､それ自身が把握され

てはじめて対象を把接させる｡いっぽう､輝き出しを本性としない視覚器官は､それ自身が

把握されることないまま対象を把捉させる｡なお視覚器官と認識の関係は､次に述べられる

ように､視覚器官が一つの原因として認識に従属する関係にある｡ここで唯識学派は､｢輝

き出させるものであるので｣｢手段であるので｣という理由にたいして､｢灯明のように｣と

いう実例を念頭に置いている｡灯明は､輝き出しを本性としながら､かつ､手段だからであ

る｡いっぽうニヤーヤ学派は､これにたいして､｢視覚器官のように｣という実例を対抗的

に持ち出してくる｡というのも視覚器官を例に取れば､それ自身が把握されることのないま

ま対象把握が可能であることを証明できるからである｡これにたいして唯識学派は｢視覚券

官のように｣という実例の不適切を指摘 している｡

52 ｢色等を対象とする輝き出し｣という解釈も可能かもしれない.しかし､後続するprak畠喜a-

prak豆歪a(輝き出しの輝き出し)との並行関係に注目して､前分は､｢色等という対象｣と解

釈した｡

53 厳密にはJayantaは ｢輝き出させるもの (praka喜aka)だから認識は対象認識に先行 して

把握される｣と前主張 (3.2)を紹介 していたのであって､｢手段だから｣(upayatvat)と明

言していたわけではないO対応するKum豆rilaによる前主張紹介には ｢手段｣という語が直

接に現れる.Slokava-rttika各軸ya,vv.21-22:ita畠C豆karavajj臨nalp,yaSm豆ttadvah

praka'sakam/svayarppraka各ahfnasyabahyasyopayasarpmatam//nacagrhTtej臨n豆-

khyepraka喜e'rtho'vadh豆ryate/tadadhhaprak白色atvad,申pabhaseyath豆ghatah//｢次

の理由からも､認識が形象を持つ｡すなわち､それ (認識)は､あなた方にとっては､輝き

出させる主体として､自らは輝き出しの作用を欠いている外界 [対象]の手段と認められて

いる｡そして､認識という輝き出しの作用 [それ自体]が把握されていなければ､対象が確

定されることはない｡なぜなら [対象は]それ (認識)に依存して輝き出すからである｡た

とえば､灯火の輝きにおける瓶のように｡｣

この前主張に対応するKumarilaの定説をJayantaは回答においてそのまま受けていると

考えられる.そこでは明瞭に｢手段だから｣(upayatvat)という理由が現れる｡Slokava171tika

紬nya,V.179cdl180ab:up豆yatv豆c ca yat tasya pQrvagrahapakalpanam/

cakSur豆dmdriyairatratadanaik畠ntikarpbhavet//｢また､それ (把握主体としての認

識)が手段であることから､先に把握されると想定されているが､これ(想定)にたいして､

それ (手段であること)は視覚券官等により不定となろう｡｣
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54 厳密には不定 (anaik豆ntikam)となるのは理由 (hetu)なので､up豆yatvam (手段性)

をtadは指すべきである.しかし前分においてyadは､文全体の内容あるいはgrahapam(把

握)しか指さない.したがって､ここではルースな用法として､前分全体の内容を指すもの

として理解 した｡

55 厳密には｢不定｣(anaikantika)という表現は､直前の議論では用いられていないOまず､

Kumari1aの前主張部に見られるように､praka孟akatvatとupayatvatという理由は､別個の

理由としては立てられていない｡同じ事態を指すものとして重ね合わせて用いられている｡

Kumarilaの議論をそのまま受けているJayantaにも､同様のことが言えるであろうOすなわ

ち､prak豆孟a(ka)tvえーとup豆yatvatという二つの理由は､少なくとも前主張部においては､別

個の理由ではなく､同じ事態を指す理由(特に認識把握が先行することを示す理由)として､

同義語的に用いられている｡

そのことを踏まえると､｢既に述べた｣(uktam)というのは､直前で議論されていた

praka歪a(ka)tvatの議論における回答を指すと考えられる｡Jayantaは､そこで､｢輝き出さ

せるもの｣としての､視覚器官と認識との相似性を主張している.｢不定｣(anaik豆ntikam)

という言葉自体は用いていないので､厳密には｢既に述べた｣とは言えない｡しかし､Jayanta

の中では､視覚器官との相似性を論 じる中で､不定について｢既に述べた｣という意識だっ

たと思われる.Kum豆rilaのSlokava-71tika畠血ya,V.179cd-180abの ｢視覚器官等により不

定｣を受けすぎて､自身の議論の厳密な対応には若干無頓着である0

56 Jayantaが示すprak豆喜atvaの三解釈のうち､前二つの解釈は､Ⅴ豆(Ⅴ.185a)で繋がれた､

Kum豆rilaの二解釈 (ⅤⅤ,184,185)を受けたものと思われる｡第三の解釈は､Jayantaが独

自に付け足 したものであろう｡

57 同じ議論がアートマン論においてなされているoNya-yaman～jm lII 270.ll-14:ya°

c豆vasthakrtaIPbhedam avalambyagrahyagr豆hakabhavasamarthanam ekasyaiv豆t･

manahkrtarpkila"dravy豆dirdpamatmanogr豆hyam,j缶atrr缶parpcagrahakam''iti.

tadanupapannam.dravy豆dirQpegrahyenaj触tarigrahyat豆S豆dhit豆sy豆t.豆tmavartino

'pidravy云dirdpasyaghat豆ditulyatv豆t｢また状態に基づ く違いに依拠 して､同一のアート

マンが ≪把握対象≫かつ ≪把握主体≫たることを正当化したということだ.[すなわち]アー

トマンが持つ実体等としての側面が把捉対象であり､認識主体 としての側面が把握主体で

ある､と｡[しかし]そのことはありえない｡実体等としての側面が把捉対象であるなら､

≪認識主体が把握対象であること≫が諭証されたことにはならないからである｡アー トマン

の上にあるとしても実体等としての側面は､瓶等と似たものだから｡｣

58 ここでの議論は､KumarilaのSlokava-rttika歪血ya,vv.67cd-72で展開される､アートマ

ンの知覚をめぐる議論を前提にしている｡すなわち､Ⅴ.64で定説者は､｢把握対象と把握主

体とが同一である｣ような実例が何 もないと主張し､vv.65-67abにおいて､火等が､他を

輝き出させるもの (把握主体)であり､かつ､自らも輝き出させられるもの (把握対象)で

あることを否定するOこれにたいして､唯識学派は､ミ-マ-ンサーにおけるアー トマンの

知覚を否定する｡すなわち､｢私は､瓶を認識 している私自身を､認識 している｣というよ

うな､アー トマン自身の知覚である.この場合･､アー トマンは､把握主体であり､かつ､把
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握対象であるので､唯識学派の実例 となるではないか､というのが意図である｡これにたい

してKumarilaは､微妙な区別を設けることで､論難を回避するoすなわち､アー トマンの

属性である認識が把握主体であり､アー トマンの実体等の側面が把握対象である､とoこの

ように､アー トマンの知覚のようなケースを､｢把撞対象と把握主体とが同一｣な実例とし

て持ち出すことは出来ない｡

59 "菖uklabpatah"(白い布)という表現が､白色に限定された布を表現するように､"jaato

may豆yamarthah"(この対象は､私によって､認識された)という表現は､認識に限定さ

れた対象(jn豆navigi!tartha)を表現する｡Jayantaは､限定要素の把握が先行するというこ

とを印象付けるために､意図的に"j触tab"という表現を､先頭に持って来ている.

"ja豆tah" -

"arthah" →

60 同じ論法がアー トマン論の中で用いられている｡Nya-yaman～janrII 277.3-9:jfはtr-

j鮎navigi!t豆rthagrahapalPkilabh豆!yakrt/svayarppradfdrgat,taccakirpv豆yuktam

upekSitum//vigeSyabuddhim icchantinagrhTtavige!a申m/pdrvaIP Cananubhdtasya

smaraparp n豆vakalpate//na c豆num豆natab pdrvalp j白点tvatmanalp VほeSapam/

tadvigiSt豆rthabuddhibsy豆tkramasy豆navadhara申t//tasmatpratyakga豆tma.｢《認識

主体 (アートマン)を [対象とする]認識≫に限定された対象の把握を､注釈者自ら示した

ということだ｡そしてそれを無視するのがどうして正しかろう｡限定要素が把握されていな

いような ≪被限定要素の認識≫を [人々は]認めていない｡また先行 して原体験されていな

いものを想起することもありえない｡また推論によって予め限定要素としてのアー トマン

を認識した上で､それ (アートマン)に限定された対象を認識するのだということもないo

[そのような]プロセスは確定されることがないから｡したがってアートマンは知覚対象で

ある｡｣

認識を知覚する《後続決定知≫(anusayadhr)は､ダイレクトに先行認識を知覚するO同

じように､アー トマンをダイレクトに知覚する《意官に基づ く知覚≫(m豆nasapratyakSa)

がある｡このような直接知覚があることは､｢認識に限定された対象の認識｣や ｢認識主体

に限定された対象の認識｣があることからも証明される｡いずれにおいても､限定要素であ

る《認識≫や 《認識主体≫は､被限定要素である対象より先に把握されていなければならな

いからである｡すなわち､限定要素である≪認識≫や ≪認識主体≫は､想起に先立って原体

験されていなければならない｡すなわち､先行時点で知覚されていたことになる｡その原体

験それ自体は､直接的であって､上に見たような｢限定要素の認識が先にあったはずだ｣と

いうような間接的な推論過程を踏まえたものではない｡≪認識に限定された対象の認識≫や

《アー トマンに限定された対象の認識≫において､限定要素である《認識≫や《アー トマン≫

を予め推論によって確定することで限定要素を確定 したという複雑な過程は､我々が現に

経験するところではない｡推論過程というのは意識的なものであるから､そのような推論過

程が無意識に瞬時に行われたというのはあたらない｡

61 この表現は興味深い｡Jayantaは､本章において明らかに､(若干の学説の違いはあるもの
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の)Kumarilaと組んで唯識説を攻撃することを意図している.このような態度は､ヴェ-

ダの権威を否定する仏教などに対 して､｢ヴェ-ダの (権威の)守護｣を本業とするニヤー

ヤ学が､｢ヴェ-ダ解釈｣を本業とするミ-マ-ンサーと相補的に協同するという､Jayanta

一流の学問観の表れでもある｡

62 対応する前主張において､bodhasvabhavat豆y弛 sarv豆npratyavigiStatvatとあったの

で､｢全て｣(sarvan,a各eSa-)が指すのは､男性･複数のarthaであって､中性であるjfはna

ではありえない｡

63 同じ論法が知覚葦においても用いられていた｡Nya-yaman-jam-I192.13-193.5:etadeva

pram叫am-anyasyapivTra申deh karmakarakasya kat豆dik豆ryotpattau pratyak一

頭nupalambhapratipannabhy云m anvayavyatirek豆bhy豆IPyathak豆ralJatVamaVadhar-

yate,tath豆rthasyapijnanotpattau.yathahidevadatt豆rthika昌cid grharp gatas

tatrasannihita叩 na pa各yatidevadattam,ksa申ntare cainam 豆yantalp pa菖yati,

tatr豆nvayavyatirekabhyarp devadattasadasattv豆nuvartinau jnanotpad豆nutp豆dav

avadharyamanasenapratyak!epacandanasukhavadasyatatk豆rapataIPpratipadyate.

｢これこそ根拠である｡[すなわち]他のものでもヴイーラナ草など行為対象たる行為参与

者は､ござなどという結果の生起にたいして原因であると､知覚･無把捉から理解される肯

定的随伴関係･否定的随伴関係により､特定される｡それと同様に対象も､認識の生起にた

いして [原因であると特定される]｡すなわち､太郎を求めてある人が [太郎の]家に行っ

た時､そこに [太郎が]いないなら太郎を見ることはないし､また後から [太郎が]戻って

きたら彼 (太郎)を見る｡そこで､肯定的随伴関係･否定的随伴関係により､太郎の存在･

不在に従うものとして､認識の生起 ･不生起を特定 してから､意官に基づ く知覚により

- ちょうど栴檀の快感と同じように一一一彼 (太郎)がそれ (認識)の原因であると理解す

るのと同じである｡｣

ここでJayantaは､肯定的随伴関係 ･否定的随伴関係anvayavyatirekaに ｢知覚 ･無把捉

により理解される｣pratyak!豆nupalambhapratipannaという限定旬をわざわざ付け加えて

いる.これはダルマキールティの明言する因果関係の確定方法 (Hetubtndu4.ll.･pratyak一

頭nupalambhasadhanahk豆ryakarapabhavab)を念頭においたものであろう.すなわち

｢仏教徒 も認める因果関係の確定方法によっても､外界対象が認識原因であることが明瞭

に理解されるではないか｣というのが意図するところであると考えられる｡

64 第一シュロ-カ冒頭のyatraは､第二シュロ-カC冒頭のtatraと関係すると解釈 した｡そ

れ以外の解釈は､不都合を帰結する｡すなわち､第一シュロ-カ内で､aのyadaとCのtatra

とを関係させた場合､bにあるcaが不要となってしまう.シュロ-カ冒頭にhiがあるので､

どのようにしても､このcaは無駄となる｡

65 認識形象を支持する世間的言語表現として､唯識学派は､nilo 'rtho 'yam,yato 'tra

tadakararpjnanamutpannamを引いていた.ここで､認識は､｢それ (育)を形象として

持つもの｣(tad豆k豆ram)であった｡いっぽう､対象形象を支持するJayantaは､nTlo'rtho

'yam,yatastadviSayarpjaanamutpannamを引くOここで､認識は､｢それ (育)を対象

として持つもの｣(tadvi!ayam)であるo形象は､認識の客体として､外界にある.



Jayantaの唯識批判rNyLiyaman～jan-｢認識一元論批判｣和訳-

66 Jayantaのこの表現だけからは､意図されていることを推測するのは若干困難かもしれな

いOその内容は､Kum豆rilaの答弁を見ることで明瞭となるoSlokaua-rttika孟血ya,Ⅴ.201:

arthakarasyayo'pyuktomithy豆jAaneSvas叩Ibhavab/de歪akalanyath豆m豆tratsa中一

bhavabke!ucitkrtab//｢また､[幻などを見る]誤った認識においては､対象の形象が [外

界には]ありえないことが述べられていたが､場所･時間が変更されるだけで一部の誤った

認識については可能であると [nir豆lambana章で]された｡｣

ここでKum豆rilaは､Slokava-yttikanir豆lambana,Ⅴ.108ab:sarvatr豆lambanalpbahyarp

de歪akalanyath豆tmakam/｢[夢などの誤った認識]いずれにおいても対象は外界のものであ

り､[ただ]場所･時が間違っている｡｣に言及している｡すなわち､夢等のような誤った認

識においても､その対象は､時間と場所とが間違っているだけで､内容自体は､外界のもの

を対象としている､すなわち､何らかの原経験に基づいているとするのである｡Kum豆rila

の立場は､かなり強気であり､たとえ､今世で経験 したことがなくても､前世で経験 したと

想定すればよいとまで述べる (Slokava-yitika§血ya,V.206).
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