
Pramān. asamuccayat.̄ıkā ad 1.1和訳

九 州 大 学　　片 岡　 啓

和訳にあたって 本稿は，ディグナーガ (Dignāga)の『集量論』(Pramān. asamuccaya, 以

下 PS） 1.1および自注 (Pramān. asamuccayavr. tti, 以下 PSV）にたいするジネーンドラブッ

ディ(Jinendrabuddhi)による注釈 Pramān. asamuccayat. ı̄kā（以下 PST.）の和訳である．範

囲は最近公刊された以下の校訂テクストの 1頁 1行～20頁 13行に相当する．

Jinendrabuddhi’s Vísālāmalavat̄ı Pramān. asamuccayat. ı̄kā. Chapter 1, Part I:

Critical Edition. Ed. Ernst Steinkellner, Helmut Krasser, Horst Lasic. China

Tibetology Publishing House, Austrian Academy of Sciences Press, 2005.

内容的には，慈悲 (karun. ā)に基づく修習 (abhyāsa)の結果，四諦の認識 (jñāna)を得て

それを教示 (upadeśa)した認識手段 (pramān.a)たる世尊 (bhagavat)への帰敬偈を主題とす

る．なお PS(V)原典については，Prof. E. Steinkellnerによるサンスクリット原典復元の

試みが web上に公開されている（http://ikga.oeaw.ac.at/Mat/dignaga_PS_1.pdf）．

Dignāga’s Pramān.asamuccaya, Chapter 1. A hypothetical reconstruction of

the Sanskrit text with the help of the two Tibetan translations on the basis

of the hitherto known Sanskrit fragments and the linguistic materials gained

from Jinendrabuddhi’s T. ı̄kā.

ジネーンドラブッディのサンスクリット原典を筆者がどのように理解したかが明らかに

なるよう，原典に忠実な和訳を旨とした．紙数の制約もあり注記は内容理解に直接関わる

ものに留めた．ジネーンドラブッディの依拠する資料など，彼を思想史上・注釈史上に位

置づける上で重要な引用関係については，校訂テクスト中に注記がなされている．本和訳

での詳述は避けた．

なお，ジネーンドラブッディは，ディグナーガに注釈しながらも，その本意を曲げて解釈す

ることがしばしばある．これらの多くはダルマキールティ(Dharmak̄ırti)やダルマキールティ

の注釈家であるデーヴェーンドラブッディ(Devendrabuddhi)などの理解を取り入れて，思想

のアップデートを図った結果と見なせる．Frauwallner [1961],船山［1995a］［1995b］の年代

論を考慮すると次のような前後関係を念頭に置かねばならない．（Steinkellnerは Introduction

xliiにおいて，シャーンタラクシタと同世代の年輩としてジネーンドラブッディを後 710–770

頃に置く．）
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500 Dignāga (480–540頃)

Īśvarasena (570–630頃)

600 Dharmak̄ırti (600–660頃)

Devendrabuddhi (630–690頃)

700 Śākyabuddhi (660–720頃)

Vin̄ıtadeva (690–750頃)

Arcat.a (710–770頃)

Jinendrabuddhi (725–785頃), Śāntaraks.ita (725–788頃)

深入りはしなかったが，ジネーンドラブッディの解釈を明確にするために，ディグナー

ガの本意（と筆者が判断したもの）との差異について，気がついたものは特に注記してお

いた．将来的には，ディグナーガからジネーンドラブッディに至る差異・発展について丁寧

に追う必要があろう．

章の分節について ジネーンドラブッディは基本的に，ディグナーガの本文を一語一語，順

を追って注釈していく逐語注釈のスタイルをとる．科文を作成するにあたっても，このよう

な特徴に留意した．すなわち，ディグナーガの見出し語 (prat̄ıka)を基準としたが，一部の

自明な場合を除き，見出し語間の関係について構造を有機的に示すことはしなかった．た

だし，見出し語の下で，ジネーンドラブッディ自身が多くの議論を展開する場合には，そ

の内的構造が浮き上がるよう留意した．見出し語のもとに多くの議論を「詰め込む」とい

うことは，見方を変えれば，本文から離れた発展的な議論が展開されているということで

ある．この箇所に，ディグナーガ以降の「最新の情報」が多く盛り込まれている．その意

味で，ジネーンドラブッディの議論は，ダルモーッタラ流やプラジュニャーカラグプタ流

のダルマキールティ解釈が流行する以前の古い解釈を残す貴重なサンスクリット資料の一

つということになる．

また主要部の字句注釈を終えた後，ジネーンドラブッディは，今までの字句注釈をまと

め直す形で「正順」と「逆順」の解釈を論じる．この箇所については章を別立てした．

サンスクリット原文への参照の便宜を図るため，見出し語を多く取る subsectionレベル

において章題の右端に校訂本の対応頁を記した．たとえば，

2.1 pramān. abhūtāyaの注釈 PST. 1.12

は，この箇所が Pramān. asamuccayat. ı̄kā 校訂本の 1頁 12行から始まることを示す．

本文訂正について 校訂テクストに疑義のある場合，適宜，訂正・修正を加えた．単純な

ミスの訂正から，憶測を含む修正案まで，蓋然性の程度は様々である．このような訂正・修
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正も，それを可能にする詳細な異読情報を校訂者達が Critical Apparatusに付してくれた

おかげである．一つの写本から驚くべき精度でテクスト本文を作り上げた努力に敬意を表

する．

本文の訂正・修正について必要となる議論は脚注に記した．また訂正一覧を末尾に付し

た．訂正にあたって，校訂者の一人である Dr. Helmut Krasserより，写本の読みやチベッ

ト訳について多くの助言を得た．また Prof. Harunaga Isaacson, Dr. Somdev Vasudevaに

は，意見交換の中で筆者の疑問に答えていただいた．ただし訂正の全責任は筆者にある．「本

文の浄化」は無限の作業である．一層の修正が可能であろう．また筆者の見落としもある

に違いない．大方の御叱正を乞う次第である．

謝辞 草稿に目を通していただき貴重な意見をいただいた稲見正浩教授，故谷澤淳三教授

に深謝する．苫米地等流博士には，テクスト校訂・本文解釈・蔵訳・先行研究など全般に

渡り，度重なる筆者の質問に懇切丁寧に答えていただき，また原稿の随所に貴重な助言を

いただいた．記して感謝する．2007年 2月 20日に急逝された谷澤先生とは，2月 9日に頂

戴したパーニニ文法に関する返信メールが最後となってしまった．ご遺徳を偲びご冥福を

お祈りする次第である．
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AK(Bh) Abhidharma Kośabhās.ya of Vasubandhu. Ed. P. Pradhan. Patna: K.P.

Jayaswal Research Institute, 1967.

As.t.ādhyāȳı
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Indologica II. Naritasan Shinshōji. 1971/72, 1–206. （PV Iについては PVSV
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Mahābhās. ya

MBh The Vyākaran. a-Mahābhās. ya of Patañjali. Ed. F. Kielhorn. 3 vols. Poona:

Bhandarkar Oriental Research Institute, 41985, 31965, 31985.
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Śiks.āsamuccaya
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HBT. Hetubindut.ı̄kā of Bhat.t.a Arcat.a with the Sub-commentary entitled Āloka of
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科文 (Synopsis)

1 序 PST.

1.1 三宝帰依 1.2

1.2 序文：著作の動機 1.4

2 PS 1.1の字句注釈

2.1 pramān.abhūtāyaの注釈 1.12

2.1.1 pramān.aの解釈：「正しい認識の手段のような」

2.1.2 bhūtaの解釈：「生じた」

2.1.3 pramān.abhūtāyaの解釈：「正しい認識の手段のようであり，かつ，生

じた人に」

2.1.4 pramān.abhūtāyaという与格の意味

2.2 jagaddhitais.ineの注釈 2.15

2.3 pran.amyaの注釈 2.16

2.4 śāstreの注釈：「教示原因である修習をする者に」 3.2

2.5 sugatāyaの注釈 3.7

2.6 tāyineの注釈：「救済手段である道の教示を持つ者に」 3.8

2.7 pramān.asiddhyaiの注釈 3.10

2.8 svamatāt ... viprasr.tātの注釈 4.1

2.8.1 第一解釈：「自らの論考である〈詳説を欠いたもの〉に基づいて」

2.8.2 第二解釈：「［認識手段への］際立った習熟理解を欠いた自らの論考に

基づいて」

2.8.2.1 『因明正理門論』詩節の解釈

2.8.2.2 『因明正理門論』詩節の別解釈への批判

2.8.3 まとめ

2.9 ihaikatah.の注釈 5.12

3 PSVの字句注釈

3.1 atraの注釈 6.4
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3.2 bhagavatah.の注釈 6.4

3.2.1 第一解釈：「恵与を持つ者の」

3.2.2 第二解釈：「打ち壊した者の」

3.3 stotrābhidhānamの注釈：「称讃の言葉により理解させること」 6.8

3.4 pramān.abhūtatvenaの注釈 6.11

3.5 hetuphalasampattyāの注釈 6.12

3.6 まとめ 6.13

3.7 prakaran. ādau gauravotpādanārthamの注釈 7.1

3.7.1 第一解釈：「［世尊の権威を既に認めている者達に］著作の開始にたい

して尊重を生じさせるために」

3.7.1.1 世尊による推論の定義

3.7.1.2 まとめ

3.7.2 第二解釈：「［世尊の権威を未だ認めていない者達に］著作の開始にお

いて［世尊への］尊重の念を生じさせるために」

3.7.3 卓越性の否定

3.7.4 否定の論証「世尊に卓越性はない」の否定

3.7.5 共通性の論証「世尊は凡人と同じである」の否定

3.7.6 卓越性は実現可能である

3.8 tatra hetur āśayaprayogasampatの注釈: 卓越性実現手段 9.3

3.9 āśayo jagaddhitais.itāの注釈: 心的性向の完成 9.4

3.10 prayogo jagacchāsanātの注釈: 実践修行の完成 9.9

3.10.1 śāsanaの転義的用法の正当化

3.10.2 jagacchāsanātの奪格の正当化

3.10.3 苦諦

3.10.4 集諦：渇愛

3.10.5 無我見と我見などとの矛盾

3.10.6 道諦：無我見の修習

3.10.7 まとめ

3.11 phalam. svaparārthasampatの注釈：滅諦 12.12
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3.12 svārthasampat sugatatvenaの注釈 12.15

3.13 trividham artham upādāyaの注釈 12.16

3.14 praśastatvaの注釈 13.1

3.14.1 第一解釈：素晴らしいものに到達した人

3.14.2 第二解釈：素晴らしく行った人

3.15 apunarāvr.ttiの注釈 13.5

3.16 nih. śes.aの注釈 13.9

3.17 arthatrayam. caitadの注釈 13.15

3.18 bāhyav̄ıtarāgaの注釈 13.15

3.19 śaiks.aの注釈 14.2

3.20 aśaiks.aの注釈 14.4

3.21 parārthasampat tāran. ārthenaの注釈 14.7

3.21.1 〈救済手段を持つ者〉である〈自ら見た道の教示者〉

3.21.2 誤った教示の可能性の無

3.21.2.1 原因

3.21.2.2 慈悲

3.21.2.3 道の貫徹

4 正順による解釈 (ānulomyena vyākhyā)

4.1 pramān.abhūtatva: prāmān.yaとしての認識 15.8

4.2 śāstr.tva: 認識の原因 15.9

4.3 sugatatva: 残り無い特別な捨棄 15.11

4.4 tāyitva: 見た通りの道の教示 16.3

4.5 jagaddhitais.itā: 慈悲 16.7

4.6 正順解釈のまとめ 16.9

5 逆順による解釈 (prātilomyena vyākhyā)

5.1 tāyitva: 四諦の教示 16.12

5.2 sugatatva: 認識 17.11
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5.2.1 praśastatva: 実相 (tattva)

5.2.2 apunarāvr.tti: 堅固性 (sthiratva)

5.2.3 nih. śes.atva: 残りのないこと (aśes.atva)

5.2.4 まとめ

5.2.4.1 外道の離欲者 (bāhyav̄ıtarāga)

5.2.4.2 有学 (śaiks.a)

5.2.4.3 無学 (aśaiks.a)

5.3 śāstr.tva: 修習 18.11

5.4 jagaddhitais.itā: 慈悲 19.3

5.5 pramān.abhūtatva: 正しい認識の手段であること 19.4

5.5.1 慈悲→正しさ

5.5.2 認識→正しさ

5.5.3 原因の完成→果報の完成→正しさ

5.5.4 教示→正しさ

5.6 認識とは別個の能力としての〈正しい認識の手段であること〉 20.1

6 PSVの字句注釈

6.1 svaprakaran.ebhyah.の注釈 20.6

6.2 samāhr.tya pramān.asamuccayah. karis.yateの注釈 20.11

6.3 parapramān.apratis.edhāyaの注釈 20.14

6.4 svapramān.agun.odbhāvanāyaの注釈 21.3

6.5 yasmād pramān. āyattā prameyapratipattih.の注釈 21.6

6.6 bahavaś cātra vipratipannāh.の注釈 21.10

6.6.1 予想される前主張：正しい認識の手段は自明である

6.6.2 後主張

6.6.2.1 caの意味

6.6.2.2 vipratipannāh. : 意見の相対立する定義作者達

6.6.2.3 vipratipannāh. : 理解の誤った活動者達

6.6.2.4 認識手段の正しさ

6.6.3 まとめ
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1 序

仏陀に敬礼．

1.1 三宝帰依 PST. 1.2

憐みを本質とする善逝（仏）が勝利する．また［輪廻から］出て行かせるダル

マ（法）が常に勝利する．

また，一切の三界に供養され，その美徳が広く知られた聖衆（僧）が勝利する．

1.2 序文：著作の動機 PST. 1.4

たとえ別の人から手に入れたものであっても，それで他者を助けるのであれば，

その人は，正しい人々の賞賛に値する．それゆえ，手に入れたのが別の人の見

解であっても，それでもって他者の利益を為すのは正しい．

そこで，［あちらこちらに］散らばり過ぎているがために，師（ディグナーガ）

の諸見解を正しく見ることができない人で，私よりも智の鈍い者を助けるため

に，ダルマキールティおよび他の人々の見解から，周知のように，少しばかり

を持ってきて，また，［直接に説かれていないことに関しては］彼らが示した方

向に沿って［私］自ら苦労して推測して，ディグナーガの教義書の注釈という

この巣箱 (karan.d. aka)1――そこにおいて意味の真実という甘い汁（蜜）が顕示

された──が，私により作られる．

1校訂テクストの-karambakah.を-karan.d. akah.と訂正する．

校訂本：-karambakah.

チベット訳：za ma tog

片岡訂正：-karan.d. akah.

校訂テクストの通り-vyākhyānakarambhakah. kriyateと読むならば「～の注釈という炒った穀粒で

作った混ぜ粥（を持つもの）が作られる」などとなる．しかしこれでは意味が通らない．校訂本の脚注

9において karambakah.に対応するチベット訳として za ma togが挙げられている．Mahāvyutpatti

によれば，za ma togに対応するものとして karan.d. aka（籠・蜜蜂の巣箱）が挙げられている．「甘い

汁」(svādurasa)という比喩から見ると，籠，とりわけ，蜂蜜の巣箱が意味として当てはまる．あち

らこちらから苦労して持ってきて集め作り上げられた甘い蜜のイメージが，同様に，あちらこちらか

ら苦労して持ってきて説き明かされた意味の真実のイメージと重ね合わせられる．
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2 PS 1.1の字句注釈

2.1 pramān. abhūtāyaの注釈 PST. 1.12

［PS詩節に］「正しい認識の手段［のよう］であり生じた人に」云々とある．

2.1.1 pramān. aの解釈：「正しい認識の手段のような」

ちょうど

汝は須弥山．汝は大海である．主よ，汝は如意樹．

汝は優れた医者．汝は灯明．汝こそ最高の船．

という［例］において，「～のような」(iva)という言葉を用いなくとも，その意味が理解さ

れるのと同様に，今の場合も［「正しい認識の手段」という表現だけで「正しい認識の手段

のような」という意味が理解される］．それゆえ，世尊は，「正しい認識の手段のようなも

の」として「正しい認識の手段」である2．

というのも，ちょうど，知覚に始まる〈正しい認識の手段〉が，人間の目的に資する未理

解の対象を照らし出し，かつ，欺かない3のと同様に，世尊もまた，四聖諦という実相――

それにたいして人間の最高の目的（涅槃）が［本質的に］結び付いているところのもの4―

―を対象とする認識を与えることで，至福を目指す人々に，未理解のそれ（四聖諦）を照

らし出し，かつ，欺くことがないからである5．したがって，正しい認識の手段との共通性

ゆえに「正しい認識の手段」である6．
2PV II v. 7a: tadvat pramān. am. bhagavānの tadvatについて，「それと同様に」という解釈とと

もに，「それを持つ」という解釈伝統もあることについては稲見［1994:30, n.2］を参照．
3ダルマキールティの PV II v. 5c: ajñātārthaprakāśo vāについては稲見［1992b:27］の和訳（マ

ノーラタナンディン注を含む），ダルマキールティの PV II v. 1a: pramān. am avisam. vādi jñānamに

ついては稲見［1992a:65］の和訳がある．ダルマキールティの pramān. a論についてはKatsura [1984]，

二種の pramān. a定義に関する問題点・先行研究についてはKrasser [2001]およびそこに挙げられる先

行研究を参照．デーヴェーンドラブッディとシャーキャブッディの解釈についてはDunne [2004:253ff]

にまとめられている．
4例えば知覚は新たに水を示し，その水は喉の渇きを癒すなどの人間の目的に資する．同様に世尊

は四諦（特に道）を示し，その四諦は人間の最高の目的である涅槃（苦の滅）に資する．未理解対象

と目的との間にある客観的な因果関係が「本質的な結びつき」(svabhāvapratibandha)である．PV

II冒頭の pramān. a定義と仏陀への適用については服部［1991］が全体像を与えて簡便である．

知覚 未理解対象 → （日常の）人間の目的

世尊 四諦 → 最高の人間の目的

5デーヴェーンドラブッディの類似表現については稲見［1994:31, n.3］を参照．
6正しい認識の手段であるプラマーナは二つの条件を持つ．情報の新しさと，情報の正しさとであ

る．知覚などがこの二つの条件を満たすのと同様に，世尊もこの二つの条件を満たす．したがって，
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2.1.2 bhūtaの解釈：「生じた」

「生じた」というのは生まれた，生起したという意味．「生じた」という語は，生じたも

のではないもの［すなわち］常住なもの──［具体的には］主宰神など，〈正しい認識の手

段〉として他［学派］の想定したもの──を否定するためにある7．

2.1.3 pramān. abhūtāyaの解釈：「正しい認識の手段のようであり，かつ，生じた人に」

正しい認識の手段［のよう］であり，かつ，生じた人が「正しい認識の手段［のよう］で

あり生じた人」(pramān.abhūta)である8．そのような「正しい認識の手段［のよう］であ

り生じた人に」(pramān.abhūtāya)［と詩節では与格を取っている］．

知覚などのプラマーナとの共通性（情報の新しさ・正しさ）に基づいて，世尊は「プラマーナのよう

なもの」となる．

新・正

| |
認識手段 　世尊　

Cf. Hattori [1968:74, n.1.3]: “According to Jinendrabuddhi, the Buddha has a similarity

(sādharmya) to pramān. a, since he is avisaṁvāda and has made known the truth of catur-ārya-

satya which was not known, just as pramān. as are avisaṁvāda and make known an unknown

object (anadhigatârtha-gantr. .)” 　 PV II における「プラマーナとしての仏陀」については稲見

［1989］に詳しい．稲見［1989:67］:「周知の様に，ダルマキールティのプラマーナの定義は，�欺か

ない知 (avisaṁvādi jñānam)であることと，�新しい事実を明示するもの (ajñātārthaprakāśam［マ

マ］)であることの二つである。そして，この条件を満足するものとして彼は pratyaks.aと anumāna

をプラマーナと認める。このようなプラマーナ，いわゆる世俗のプラマーナと同様に世尊はプラマー

ナであるというのである。注釈者達は，プラマーナの２つの定義にかなうのでそれと同様にプラマー

ナであると説明するが，このことはダルマキールティ自身もくりかえし述べている。それによると，

世尊は四諦を説くが，自ら経験したことをその慈悲によって偽りなく説き，しかもそれは他者にまだ

知られていない真理である。従って世尊はプラマーナである，ということになる。このようにダルマ

キールティには，仏世尊を四諦の教示者としてとらえ，それに基づいてプラマーナであることを導き

だすという姿勢がみてとれる。ディグナーガの述べる四つの観点にしたがって言えば，世尊は苦しむ

衆生を助けようとする慈悲の心をもってして (jagaddhitais.itva), 自己の苦の滅のためにその方策に専

念する。(śāstr.tva)　そして，完全に苦の因が滅した状態となり (sugatatva), 自ら経験した真理を説

く。(tāyitva)　それ故，プラマーナである，ということになる。」　またデーヴェーンドラブッディ，

シャーキャブッディの解釈については稲見［1994:29, n.2］を参照．
7ジネーンドラブッディ他の bhūta解釈については Hattori [1968:74, n.1.3]に紹介される．また

稲見［1994:32, n.6］は，デーヴェーンドラブッディ，シャーキャブッディ，ジネーンドラブッディ，

マノーラタナンディンだけでなく，プラジュニャーカラグプタの示す他の解釈についても注意を喚起

する．
8すなわち pramān. a-bhūtaという合成語は karmadhārayaに解釈すべきである．pramān. abhūta

の解釈問題については Franco [1997:16, n.3]を参照．
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2.1.4 pramān. abhūtāyaという与格の意味

【問】ここで［敬礼先である世尊を表す語は，pramān.abhūtāya（正しい認識の手段のよ

うであり生じた人ニ）という与格のかわりに，pramān.abhūtam（正しい認識の手段のよう

であり生じた人ヲ）という］対格となるべきではないのか．ちょうどまさにこの箇所にた

いする注釈で［ディグナーガ自身が］，「このような美徳を有する教師ヲ (śāstāram)敬礼し

て」と［対格を用いている］ように9．

【答】たしかに，表現意図は模範者の用法にしたがうので，行為対象という行為参与者

(karmakāraka)が表現意図されている場合には［仰るとおり pramān.abhūtamという対格を

とるべきである］．しかし，希求・決意という行為によって〈最も到達せんと望まれたもの〉

という点で「行為対象」という名称を得た場合，その［行為対象となった］敬礼行為に狙いを

付けられているものが〈狙い先〉(sampradāna)として表現意図されると［pramān.abhūtāya

というように］与格のみが正しいのである10．

全く同じ仕方で（＝希求・決意という行為によって最も到達せんと望まれたものという

点で）「行為対象」という名称を得た場合，その〈寝るという行為〉に狙われているので，

夫が〈狙い先〉として表現意図されると，「夫ニ寝［ることヲしようとす］る」(patye śete)

では与格のみが起こる．ちょうど今の場合も同様なので問題はない11．

9ディグナーガは詩節において pramān. abhūtāya ... pran. amyaと与格を用いる．しかし自注にお

いては evaṅgun.am. śāstāram. pran. amyaと対格を用いる．敬礼という行為の対象として「最も望まれ

たもの」が世尊なのだから，詩節においても対格を用いるべきではないのか，というのが反論者の提

案である．

詩節 pramān. abhūtāya ... pran.amya

自注 evaṅgun. am. śāstāram. pran. amya

提案 *pramān. abhūtam. ... pran. amya

10evaṅgun.am. śāstāram. pran. amyaあるいは*pramān. abhūtam. ... pran. amyaのように対格を取る

場合，行為により〈最も到達せんと望まれたもの〉である行為対象に，行為は直接に結びつく（行為→

行為対象）．すなわち「世尊ヲ礼拝して」というようになる．いっぽう pramān. abhūtāya ... pran. amya

のように与格を取る場合，行為はいったん行為対象となる．すなわち，希求・決意により〈最も望ま

れたもの〉として行為そのものがいったん行為対象となる．その行為対象となった行為の狙い先が与

格を取って表現される（希求・決意→行為対象＝行為→狙い先）．すなわち「世尊ニ礼拝ヲしようと

希求・決意して」となる．

行為 → 行為対象（対格）

希求・決意 → 行為対象＝行為 → 狙い先（与格）

11それぞれのニュアンスの違いは以下のようになる．

• pramān. abhūtam. pran. amya「～ヲ敬礼して」

• pramān. abhūtāya pran. amya「～ニ敬礼ヲしようと希求・決意して」

• patye śete「夫ニ寝ることヲしようと希求・決意する」
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2.2 jagaddhitais.ineの注釈 PST. 2.15

「世間の人々の利益を求める人に」と12．世間の人々の利益とは，［四諦］13――捨てられ

るべきもの（苦）・受け取られるべきもの（滅），および，それぞれの手段（集・道）――

の究極的な捨棄と受け取りである．それ（苦・集の捨棄と，滅・道の受け取り）を求める

ことを習慣とする者に［というのが「世間の人々の利益を求める人に」の意味である］14．

2.3 pran. amyaの注釈 PST. 2.16

「敬礼して」とは，意・口・身でもって敬礼を為してから．そして，これ（「敬礼して」

という絶対分詞）は，「集成が為される」という［本動詞］と関係する．これ（「敬礼して」

という文句）により，敬礼を通して［世尊への］供養が為されたことになる．

2.4 śāstreの注釈：「教示原因である修習をする者に」 PST. 3.2

「教示［原因である修習をする］者に」と15．［śāsitr.＜śās-it.-tr.cではなく，śāstr.＜śās-tr.c

となっているように］ここでは it.がない．「tr.nと tr.cとは，
√

śam. s,
√

ks.ad等の後では，名

称の場合に（も），it.を持たない（すなわちśam. str.や ks.attr.となる）」「それ以外の［動詞語

根の］場合も［it.を持たないことは］多くある」という［文法］規定があるので16．

［第一義的には］苦の滅の手段（道）の教示が，［動詞語根
√

śāsが意味する］教示行為

(śās-ana＜śās-lyut.)である．それ（教示行為）の主体が「教示者」(śāstr.)と言われる．［そ

れは］果報の位においてである．

しかしながら，今の場合は，その同じ教示行為の原因である〈道の修習〉を，果報を転義

的に用いることで，śāsanaという言葉は意味する．そのような「教示行為の原因［である

道の修習］」(śāsana)を為すので，世尊は菩薩位において「教示［原因である修習をする］

12jagaddhitais.itāの正順・逆順における解釈については §4.5, §5.4参照．
13PV II v. 32ab: heyopādeyatattvasya sābhyupāyasyaが四諦を指すことについて，詳しくは稲

見［1996:93, n.15］を参照．
14四諦（苦集滅道）は次のような因果関係あるいは手段目的関係を持つ．ここでは集も道もまとめ

て abhyupāya（手段）と呼ばれている．

捨棄すべき対象 受容すべき対象

結果 原因 目的 手段

苦 ← 集 滅 ← 道
15śāstr.tvaの正順・逆順による解釈については §4.2, §5.3参照．
16校訂テクストの脚注に挙げられるように Un. ādisūtra 2.94–95による．
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者」(śāstr.)という言葉で指される17．

2.5 sugatāyaの注釈 PST. 3.7

「よく行った者（善逝）に」と18．よく行った，［すなわち］完全に，全ての捨てられる

べきものの捨棄に，到達した者，というのが「よく行った者」である．

2.6 tāyineの注釈：「救済手段である道の教示を持つ者に」 PST. 3.8

「救済［手段を持つ］者に」と19．「それを用いて救う」［ところの手段］が「救済手段」

(tāya)である．さらに，それ（救済手段）は，自らが見た道の教示である．それが彼にあ

るから「救済手段を持つ者」である20．

2.7 pramān. asiddhyaiの注釈 PST. 3.10

【問】見込みをもって行動する全ての人々にとって，開始は目的に遍充されている（すな

わち開始すべきものには必ず目的がある）ので，それ（目的）がもし無いならば，それは，

開始をも無くならせる．そして，それ（目的）は，これ（PSの著述）には無い．したがっ

て，これ（PSの著述）は開始されるべきではない．

17第一義的にはśāsana は教示行為を，śāstr.は教示者を指す．ディグナーガ自身はこの第一義的意

味でśāstr.を用いていると思われる．しかしジネーンドラブッディは，ダルマキールティ（PV II v.

138cd: upāyābhyāsa evāyam. tādarthyāc chāsanam. matam）他にしたがって，śāsanaは転義的に

教示行為の原因である道の修習を，śāstr.は教示行為の原因である道を修習する者を指すと解釈する．

転義的用法の正当化については §3.10.1参照．

第一義 第二義

“śāsana” → 教示（果） → 修習（因）

“śāstr.” → 教示者（果報位） → 修習者（菩薩位）
18sugatatvaの正順・逆順による解釈については §4.3, §5.2参照．
19tāyitvaの正順・逆順による解釈については §4.4, §5.1参照．
20ディグナーガが後ほど説明する（§3.21.1参照）ように tāyaとは tāran. aである．ディグナーガ自

身は「救済」が「輪廻を渡らせること」であると解釈していたと思われる．したがって tāyinは「救

済者」となる．しかしジネーンドラブッディは，ダルマキールティ（脚注 111, 119 参照）他にした

がって，tāyaを救済行為そのものではなく救済手段を意味すると解釈する．したがって tāyinも救済

手段である〈道の教示〉を為す者となる．

救済手段 救済行為

道の教示 → 輪廻を渡らせること
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【遍充】目的を欠いたものを思慮ある者は開始すべきではない．それは例えば，

教示者［の心の中］にある〈実行不可能な事柄の認識〉について考察すること

である21．

【主題所属性】そして［現に］これ（PSの著述）には，それ（目的）が無い．

【証因分類】22［「開始すべきではない」という論証対象にたいする「目的がな

い」という理由は］能遍の無知覚［という論証因である］23．

21無益なことを開始すべきべきではない．たとえば実行不可能な事柄──毒消しのために蛇王

タクシャカの鎌首にある宝石を取ってくること──を教示する人の認識が正しいかどうか，わざわ

ざ検討することである．PVSV 108.11–12: aśakyopāyaphalāni ca śāstrān. i phalārth̄ı nādriyeta

vicārayitum, apurus.ārthaphalāni ca, vis.aśamanāya taks.akaphan.aratnālam. kāropadeśavat,

kākadantapar̄ıks.āvac ca. 「そして［一般的に］，その手立てが実行不可能な果報に関する教示

を，果報を望む者は，考察のため注視する必要はないのである．また，人間の目的を果報としない

［無益な事柄］に関する教示も［同じである］．例えば，毒を鎮めるために［蛇王］タクシャカの

鎌首の宝石飾りを［取ってくるべしとする］教示のように．また，カラスの歯の考察のように．」　

例えば Br.hatsam. hitā 80 (muktālaks.an. a), vv. 25–27 にタクシャカなどの蛇の鎌首にある「青黒く

光る真珠」(n̄ıladyutayo muktāh. ) の王にとっての諸効用が説かれている．なおダルモーッタラは

Nyāyabindut. ı̄kā (NBT. 14.5) において，「熱を取り除くタクシャカの頭の宝石飾りの教示のように」

(jvaraharataks.akacūd. āratnālaṅkāropadeśavat)と述べ，「毒消し」ではなく「熱冷まし」とする．
22論証式の構成要素について「遍充」は vyāpti, 「主題所属性」（論証因が主題の属性であること）

は paks.adharmatā（および同義の他の表現）を念頭に置いた訳語である．以上がダルマキールティ

論理学における論証式の必要十分な構成要素である．ジネーンドラブッディは一貫して論証因の分類

を示している．そこで本稿では便宜的に「証因分類」として証因の種別を示した．対応するサンスク

リット原語を特に想定しているわけではない．また論証式に必要な構成要素でもないことを断ってお

く．
23取り掛かりである開始 (ārambha)と目的 (prayojana)には，開始が所遍，目的が能遍という遍

充関係がある．「目的がないから」と能遍が無知覚により否定されれば，「開始されるべきではない」と

所遍も否定されることになる．

開始

目的

著作開始の議論におけるジネーンドラブッディの情報源がアルチャタの Hetubindut. ı̄kā であ

ることについては船山［1995a］，Funayama [1995b] に詳しい．HBT. 2.27–3.3: tasmād yat

prayojanarahitam. vākyam tadartho vā, na tat preks.āvatārabhyate kartum. pratipādayitum.

vā. tad yathā daśadād. imādivākyam. kākadantapar̄ıks.ā ca. nis.prayojanam. cedam. prakaran. am.

tadartho vā—iti vyāpakānupalabdhyā pratyavatis.t.hamānasya tadasiddhatodbhāvanārtham ādau

prayojanavākyopanyāsah. .「それゆえ──目的を欠いた文，あるいは文意，それを思慮ある者が作る

のに，あるいは説明するのに取り掛かることはない．それは例えば『十のザクロ』といった［単語を

羅列するだけの取り留めのない］文や，カラスの歯の考察である．そして［現に］この著作，あるい

は，その内容は無目的である──と，能遍の無知覚により反駁してくる者にたいして，それ（能遍の
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【答】これ（「目的がない」という理由）が［主題である PSの著述に関して］不成立であ

ることを示すために曰く，「正しい認識の手段の確立のために」と．「正しい認識の手段の確

立」とは，正しい認識の手段への習熟理解のことである．それを目的とするのがこれ（PS

の著述）である．したがって［PSの著述は］開始されるべきである．

【遍充】目的を持つものは全て，思慮ある者によって開始されるべきである．そ

れは例えば，教示者［の心の中］にある〈実行可能な事柄の認識〉について考

察することである24．

【主題所属性】そして［現に］これ（PSの著述）は，目的を持つ．

【証因分類】［「開始されるべきである」という論証対象にたいして「目的を持

つ」という理由は］自性［因という論証因である］．

2.8 svamatāt ... viprasr.tātの注釈 PST. 4.1

【問】そうだとして，もしそれ（正しい認識の手段の確立）のためにこれ（PSの著述）

が開始されるというならば，開始されるべきではない．正しい認識の手段の確立は，『因明

正理門論』をはじめとする［君（ディグナーガ）］自身の論考だけによって，君は既に達成

しているからである．

【遍充】既に成し遂げたこと，それの成立のために思慮ある者が開始を為すべ

きではない．それは例えば，既に作り終わった粥［を更に作るべきではないの］

と同じである．

【主題所属性】そして［現に］正しい認識の手段の確立は既に成し遂げられて

いる．

【証因分類】［「開始されるべきではない」という論証対象にたいして「既に成

し遂げられている」という論証因は］能遍［である「これから成し遂げられる

べきものであること」］に矛盾した［理由である］25．

無知覚）が不成立であることを明らかにするために，最初に，目的に関する文を置いているのである．」
24ここでは遍充関係は上とは逆になっている．実際のところ，「開始されるべきである」と「目的を

持つ」は等遍充と考えられる．したがって所遍・能遍を入れ替えても問題はない．

目的

開始

25「既に成し遂げられたものであること」(sādhitatva)は「これから成し遂げられるべきものであ

20



2.8.1 第一解釈：「自らの論考である〈詳説を欠いたもの〉に基づいて」

【答】以上を排斥するために曰く，「自らの論考である〈詳説を欠いたもの〉に基づいて」

(svamatād viprasr.tāt)と．この奪格は原因を意味する．［vi-prasr.taの］prasr.taとは，際立っ

た拡がり (prasaran.a)，詳説 (vistara)という意味である26．

2.8.2 第二解釈：「［認識手段への］際立った習熟理解を欠いた自らの論考に基づいて」

さらに，〈多くの働きを同時に持つこと〉(tantra)により，あるいは，〈繰り返し〉(āvr.tti)

により，あるいは，〈複数の［語意表示］能力〉(anekaśakti)により，同じこれ（viprasr.taと

いう語）が次のような別の意味を持つ27．「進行 (gati)を意味する［動詞語根］は全て，認

ること」(sādhyatva)に矛盾する．また「これから成し遂げられるべきものであること」は「開始さ

れるべきものであること」(ārambhyatva)を遍充する．したがって，「これから成し遂げられるべき

ものであること」が否定されれば，「開始されるべきものであること」も否定される．ここでは「開始

されるべきものは全て，これから達成されるべきものである」という遍充関係が前提とされている．

なお Nyāyabindu 2.38 (NB 135.1)の規定「〈能遍に矛盾したものの把捉〉とは例えば『ここに雪触

はない．火があるので』というものである」(vyāpakaviruddhopalabdhir yathā nātra tus.ārasparśo

vahner iti)によれば，厳密には「能遍に矛盾したものの把捉」が理由となる（§3.21.2.2, §5.3の「能

遍に矛盾したもの」も同様である）．

開始

sādhyatva

矛盾⇔

sādhitatva

26svamatād viprasr.tātは素直に解釈すれば，「散らばった自らの見解に基づいて」となるだろう（PS

の帰敬偈の和訳は服部［1991:154］，稲見［1992a:71, n.10］）．『因明正理門論』を始めとする様々な

先行著作に散らばった自らの見解を集めたのが『正しい認識の手段の集成』であるというのがディグ

ナーガの本来の意図だったと思われる．すなわち，集 (samuccaya) と散 (viprasr.ta) の対立である．

しかし，ジネーンドラブッディの第一解釈は異なる．prasr.taは vistaraと置換される．したがって，

vi-prasr.ta全体は vi-vistaraすなわち「詳説を欠いたもの」となる．この解釈によれば，ディグナー

ガの詩節の趣旨は「『因明正理門論』などという自らの論考である〈詳説を欠いたもの〉に基づいて

『正しい認識の手段の集成』が作られる」という意味になる．後に見る少々強引な『因明正理門論』詩

節の解釈（§2.8.2.1）から明らかなように，ジネーンドラブッディは先行著作が「詳説を欠いた簡潔な

ものである」ことを強調する．ここでも viprasr.taを通常の意味ではなく「詳説を欠いた」という意

味に解釈したと考えられる．後でジネーンドラブッディは prasr.taに関する自身の解釈を「明々白々」

(PST. 20.7: sphut.am eva)と念押しする（§6.1）．

svamatād viprasr.tāt

=nyāyamukhādeh. svamatād vivistarād dhetoh.

27viprasr.taは第一解釈によれば「詳説を欠いたもの」であるが，いずれかの解釈操作により，第二解釈

を付加することが可能になるとの趣旨である．tantraとは真ん中に置かれた灯明が複数の人を照らし出
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識 (jñāna)を意味する」ので，［vi-pra-sr.taの］sr.ta（進み）とは理解であり，完全なる認識

(parijñāna)である．際立った完全知が pra-sr.taである．際立った完全知がそこから去った

ところのものが「際立った完全知がないもの」(vi-pra-sr.ta)である．「自らの論考」とは『因

明正理門論』などであり［それは］，際立った〈正しい認識の手段への習熟理解〉を欠いた

もの (vigataprakr.s.t.apramān.avyutpattika)28である．

すなわち，そこ（『因明正理門論』）では，「知覚とは分別を欠いたものである」という知

覚の定義的特質について，例外的な排除［規定］がなされなかった．そしてそうすると，二

すように，ひとつの物が多くの効果を同時に持つ場合である (Cf. Śābarabhās.ya ad 11.1.1, ŚBh 2096.7–

8: yat sakr.t kr.tam. bahūnām upakaroti tat tantram ity ucyate. yathā bahūnām. brāhman. ānām.

madhye kr.tah. prad̄ıpah. )．いっぽうāvr.ttiは「繰り返し」であり，この場合，viprasr.tād viprasr.tāt

というように，語が二回繰り返されるものと解釈し，最初を第一解釈，次を第二解釈に当てるもので

ある．最後は，viprasr.taという語に二つの表示能力を認める立場である．tantraとāvr.ttiとが通常，

対立概念として用いられる (Cf. Śābarabhās.ya ad 11.1.1, ŚBh 2096.8–9: yas tv āvr.ttyopakaroti sa

āvāpah. . yathā tes.ām eva brāhman. ānām anulepanam)．tantraの場合，一つに二つの効果を持たせ

るので責任過重となる．それを嫌ったのがāvr.ttiの解釈である．その場合，各語に一つの表示能力が配

当されることになるので問題はない．しかし現に見られない繰り返しを想定しなければならなくなる．

それを嫌ったのが第三解釈である anekaśaktiの立場である．（第二解釈は基体の想定であるのに対し

て，第三解釈は基体の属性である能力だけの想定に留まるので，「基体想定よりも属性想定のほうが軽

い」という原則から見ても優れている．Cf. Ślokavārttika śūnya, v. 18: anekakalpanāyāś ca jyāyas̄ı

hy ekakalpanā/ śaktimātrasya bhedaś ca vastubhedād vísis.yate//）この場合，異なる語源分析を

行なうことで，二つの表示能力を認めることが可能になる．結果的に tantraと anekaśaktiの立場は

重なる．しかし，異なる語源分析を通した異なる表示能力の承認という点での微妙な差異が存在する

はずである．さもないと tantraと anekaśaktiは完全に一致してしまうだろう．第三の anekaśaktiの

立場が最も優れた解決方法として最後に置かれたと筆者は考える．
28校訂テクストにおいて採用された vigata-prasr.ta-pramān. avyutpattikamという読み（脚注 8の

-prasr.t.a-のt.は tの間違いであろう）を，脚注 8に挙げられた写本の読みをそのまま採用し，-prakr.s.t.a-

と訂正する．

写本：vigataprakr.s.t.apramān. avyutpattikam

校訂：vigataprasr.tapramān. avyutpattikam

チベット訳：tshad ma gtan la ’bebs pa rab tu rtogs pa dang bral ba’o

解釈上必要なのは-prasr.ta-ではなく-prakr.s.t.a-だからである．対応を示すと以下のようになる．

svamatād vi-pra-sr.tāt

=svamatād vigata-prakr.s.t.a-parijñānāt

=nyāyamukhāder vigata-prakr.s.t.a-pramān. avyutpattikād dhetoh.

『因明正理門論』等という，際立った〈正しい認識の手段への習熟理解〉を欠いたもの

に基づいて

PST. 5.9の akr.taprakr.s.t.apramān. avyutpatter (tshad ma gtan la ’bebs byed rab tu gyur pa ma

byas pa’i)，および，PST. 5.11の prakr.s.t.apramān. avyutpattaye (tshad ma gtan la ’bebs pa la rab

tu gyur pa)も支持材料となる（脚注 33参照）．
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つの月などの認識も知覚ということになってしまう29．

そして詳説を欠いたものとして，それ（因明正理門論など）は簡潔にまとめられたもの

である．それゆえ，示唆しただけで悟る［賢］者，［すなわち］方向性だけを示すことでも言

われていないことを推測できる者，そのような者だけに習熟理解が生じるのであって，そ

うでない者には［生じ］ない．

29ディグナーガは単に「知覚とは分別を欠いたものである」(PS 1.3c: pratyaks.am. kalpanāpod.ham)

と定義する．いっぽうダルマキールティは「知覚とは分別を欠いたものであり，かつ，迷乱なきもの

である」(PVin I v. 4ab: pratyaks.am. kalpanāpod.ham abhrāntam)と「不迷乱」(abhrānta)という

条件を付け加える．それは，二月の錯覚などを排除するためである．二月の錯覚は分別を欠いている

にもかかわらず，迷乱しているので，知覚とは認められない．まとめると「無分別」という条件によ

り分別を伴った認識が排除される．いっぽう「不迷乱」という条件により，迷乱した二月の錯覚など

が排除される．知覚定義における abhrāntaに関しては Funayama [1999]に詳しい．

知覚

不迷乱

無分別

二月錯覚
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2.8.2.1 『因明正理門論』詩節の解釈 すなわち，同じそこ（『因明正理門論』）で30，「これ

は正しい内容の教えの門にすぎない」云々という詩節の前半により，「簡潔にまとまったも

のを好む智慧優れた者だけを裨益するために，これが作られた」ということが示唆されて

いる．いっぽう「邪道を」云々という後半によっては，「そうでない者達には，これによっ

て裨益は生じない」ということが［示唆されている］．というのも，「外道の思弁に惑わさ

30『因明正理門論』当該詩節の玄奘訳（Taisho No. 1628, 32.6a，桂［1987:64］）は「爲開智人

慧毒藥啓斯妙義正理門，諸有外量所迷者令越邪途契眞義．」　桂紹隆の復元案が E. Steinkellner の

Introduction (p. xlvii, n. 77)に示されている．

mukhamātram idam. sadarthan̄ıteh. kr.tam udghat.itajñadh̄ıvis.aghnam/

kusr.t̄ır apavidhya t̄ırthyatarkabhramitāh. katham arthatattvabhājah. //

各 pādaの音長 (mātrā)が 16．したがって韻律はmātrāsamaka．全体の意味は「これ（本書）は

正しい内容の教え導きの門に過ぎず，示唆だけで悟る［賢］者の知性の毒消しとして作られた．外道

の思弁に惑わされれば，どうして邪道を捨てて，物事の真実を分かち持とうか．」

ジネーンドラブッディの批判する解釈（詩節後半の主語を愚者ではなく賢者とする）が，ディグナー

ガ本来の意図であると筆者は考える．というのも，詩節のどこにも言及されていない「愚者」という

主人公を想定する必要はないからである．素直に前半の主人公がそのまま継続していると考えればよ

い．すなわち，賢者が他学派の論理に惑わされないよう，論争を仕掛けられて毒蛇という論争相手に

噛まれても大丈夫なように，簡便な毒消し方法として『因明正理門論』を著した，という意味となる．

なお漢訳に基づく桂の和訳がある．桂［1987:65］:「賢き人々から知恵の毒薬を取り除くために、

この意義深い「正しい論理への門」を開き、他学派の論理に迷う人々をして間違った道を乗り越え、

真実に出会わしめる。」　サンスクリットを参照すると，第一パーダは「賢き人 （々開智人）の知恵の

毒の薬のために」と解釈すべきであろう．気になるのは第三および第四パーダである．サンスクリッ

ト原文とは若干の開きがある．ジネーンドラブッディが明らかに想定している kathamという語が，

玄奘訳では明らかではない．むしろ「この論書によって邪道を捨て，物事の真実を分かち持つ者とな

る」という趣旨で，yenaに類した語を予想させる．玄奘が前提とするサンスクリット原文が異なる

のかもしれない．あるいは，ジネーンドラブッディと同様，玄奘も原文の第一義的な意味を不当と感

じ，自身の解釈を加えて訳出したことも考えられる．我々としては，ひとまず，

1.ディグナーガ自身の意図：賢者のために著した．外道の論理に惑わされれば真義が分からなくな

るから．

2.玄奘の解釈：賢者のために著した．外道の論理に惑わされた者に真義を分からせるために．

3.ジネーンドラブッディの解釈：賢者のためだけに著した．簡便な本書によっては外道に惑わされ

た愚者に真義は分かり得ない．

という三段階を分けて考える必要がある．

なお，ディグナーガの本詩節は，ヴァスバンドゥの「破我品」最終偈を念頭に置いていると考え

られる．AKBh 478.21–22: iti diṅmātram evedam upadis.t.am. sumedhasām/ vran. adeśo vis.asyeva

svasāmarthyavisarpin. ah. //「以上，［わずかな］方向のみが本書として智慧優れた者達に教示された．

いわば，自らの力で［全身に］広がっていく毒の，［小さな］傷口みたいなものである．」　僅かな傷

口という「方向のみ」の小品が，毒のように自らの力で智慧優れた者達の全身に広がっていくという

一種独特にして含意の深い比喩である．これに比べると，ディグナーガの毒消しのイメージは凡庸に

映る．
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れた智慧鈍き者達で，詳細に分からせてやる必要のある者達が，邪道を捨てて，どうして，

物事の真実を分かち持つ者となろうか．決してなりはしない」ということが，［直接には言

われてなくても］意味上，理解されるからである．というのも「どうして」という言葉に

より，ここでは［「彼らには無理だ」という］不可能性が暗示されているからである．

2.8.2.2 『因明正理門論』詩節の別解釈への批判 いっぽう，或る者達は［この詩節後半

を］，示唆しただけで悟る［賢き］者達について［そういうことがあるかもしれないとい

う］期待を意味するものとして (udghat.itajñānām āśam. sārtham)31解釈する．示唆しただ

31テクストに問題があると考える．写本，校訂本，そして筆者による訂正案は，以下の通り．

写本：udghat.itadh̄ıvis.ayam ān. am. sārtham.

校訂本：udghat.itadh̄ıvis.ayam āśam. sārtham.

チベット訳：blo kha bye ba’i yul la smon pa’i don du (*udghāt.itadh̄ıvis.ayam

āśam. sārtham. )

片岡 1：udghat.t.itadh̄ıvis. ān. ām āśam. sārtham.

片岡 2：udghat.itajñānām āśam. sārtham.

校訂者達によるāśam. sārtham. は十分予測可能な訂正であり適切と判断できる．āśam. sāは文法用語

（A 3.3.134: āśam. sāvacane liṅ）として bhūyāsuh.という祈願法の祈願・願望を表している．前半の

udghat.itadh̄ıvis.ayamはどうか．まず，このままでは意味が通らない．udghat.itaについては，ディ

グナーガ原文にあった（と想定される）ように，udghat.itajña（示唆だけで悟る賢者）という表現が

固定的に定まっているからである．この表現は先行諸例にも支持される．

チベット訳に従うなら，udghāt.itadh̄ıvis.ayamとなり，「知性の開かれた者を対象とする」となるだ

ろう．校訂者の意図したのもこの意味と思われる．しかし，「～対象とする」(-vis.ayam)は次の単語

(āśam. sārtham. )の前半āśam. sāではなく，āśam. sārtham. 全体にかかるので，このままでは落ち着きが

悪い．また，後続文の主語である udghat.itadh̄ıvis.āh.についてチベット語は vis.a を前提にしている．

チベット訳の前提とするサンスクリット・テクスト（の読み・解釈）に問題があると想定して以下で

は別の可能性を探ってみる．

ディグナーガの詩節に dh̄ıvis.a（知性の毒）のあったことを認めるならば，ここでも dh̄ıvis.ayaで

はなく dh̄ıvis.aと考えるべきである．このことは次の文に udghat.itadh̄ıvis. āh.（ここも筆者は訂正が

必要と考える）という表現のあることからも支持される．その上で複数属格とすれば，その後ろにあ

るān. am.の間違いも説明がつきやすい．すなわち，-dh̄ıvis.ān. ām（知性の毒の～された者達）が本来の

形であったと推測できる．

最後に残る問題が udghat.ita である．「知性の毒の～された者達」(-dh̄ıvis.ān. ām) という文脈に求

められるのは「知性の毒の打ち消された賢者達」に類する意味である．ディグナーガの詩節原文に

dh̄ıvis.aghnam（知性の毒を打ち消すもの）とあったことを認めるならば，「打ち消された」という

過去分詞は
√

hanから派生する可能性もある．hatavis.a（毒の消された者）は一般的な表現である．

udghat.itaに近い形は uddhataという過去分詞であるが，意味的には「上げられた」「過剰の」となっ

てしまうのでそぐわない．動詞語根を
√

ghat.ではなく
√

ghat.t.とすると udghat.t.itaが考えられる．原

義は「知性の毒の擦り上げられた人」等となろうが，udghat.t.anaには「打撃」の意味があるので，「知

性の毒の打たれた人」となり，求める動詞語根
√

hanの意味に近くなる．他に udghat.itaに近い形で

求める意味を持つものとしては uddhārita（引き抜かれた）がある．この場合「知性の毒の引き抜か

れた者」となる．いずれにせよ「知性の毒の消された賢者」に類する意味が求められる．

25



けで悟る［賢き］者達が (udghat.itajñāh. )32，外道の論理に惑わされるならば，いったいど

うして邪道を捨てて，物事の真実を分かち持つ者となろうか，と．彼らのそのような［解

釈］はおかしい．

すなわち，非常に粗大な欠陥が外道の諸論理にはあるが，それらは，そのような［智慧

優れた者達］には全く簡単に気付かれるものである．言われずとも，理解しがたい内容を，

方向のみを示すことで自ら想像できる人達が，非常に粗大な過失が簡単に発見できる〈外

道の諸論理〉によって道ならぬ道に導かれることは考えられない．

2.8.3 まとめ

それゆえ以上のように，自らの論考（『因明正理門論』など）はこのようなものであり，

それによって万人に〈正しい認識の手段〉への習熟理解が為されたわけではないので，自ら

の論考――簡潔にまとめられており，〈正しい認識の手段〉への際立った習熟理解を未だ為

していないもの――に基づきながら，智慧は鈍いが詳説を好む者達を裨益するために，原

則とともに，例外的除外規定とともに，詳説とともに，〈正しい認識の手段〉への際立った

更に面白い（アクロバティックな）可能性としては，udghat.t.itadh̄ıvis.ān. āśam. sārtham. あるいは

udghat.t.itadh̄ıvis.ān. ānām āśam. sārtham. がある．この場合「知性の角の研ぎ澄まされた者」に類する

意味が求められるが，udghat.t.itaの解釈に若干の無理が生じる．（最後の解釈可能性については苫米

地等流博士より助言をいただいた．）

また，チベット訳以前に既にテクスト伝承に問題があったと想定すると，dh̄ıvis.a を無視し

て，udghat.itajñānām āśam. sārtham. とするのも可能である．この場合，後続文も同様に，katham.

nāmodghat.itajñāh.と訂正することになる．これは，ジネーンドラブッディの後続解説からは十分に

支持される読みである．すなわち，ジネーンドラブッディは解説において，ye ’nuktam api nāma

duravabodham artham. diṅmātradarśanena svayam utpreks.itum. ks.amāh.と述べ，ディグナーガの

詩節にあったであろう udghat.itajñaを主語と想定しているからである．それがチベット訳以前のテク

スト伝承過程において，ディグナーガ原文にあったであろう udghat.itajñadh̄ıvis.aとの何らかの混同

を起こしたと考えられる．すなわち，udghat.itajña が，（hatadh̄ıvis.aを意図して）udghat.itadh̄ıvis.a

（あるいはそれに類した形）となり，その後現在の写本の読みになったと筆者は想定する．大胆な訂正

ではあるが，ジネーンドラブッディの本文の流れを考えると，最終案としてはこれが最も文脈に合う．
32上と同じく訂正を加える．

写本・校訂本：udghat.itadh̄ıvis. āh.

チベット訳：blo kha bye ba’i dug can (*udghāt.itadh̄ıvis. āh. )

片岡の訂正 1：udghat.t.itadh̄ıvis.āh.

片岡の訂正 2：udghat.itajñāh.

この用例からも，上の dh̄ıvis.ayamが dh̄ıvis.ān. āmであることが支持される．これは訂正 1の場合

である．訂正 2の場合，上と同様に，dh̄ıvis.aを無視して，ジネーンドラブッディの後続解説に沿っ

て，udghat.itajñāh.を主語と想定できる．
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習熟理解のために (prakr.s.t.apramān.avyutpattaye)33，『正しい認識の手段の集成』（集量論）

がこれからなされる．

2.9 ihaikatah.の注釈 PST. 5.12

【問】それでは，いったい，他ならぬそこ――『因明正理門論』に始まる一つ一つの著

作――において，他の記述を挿入することで集成がなされるのか？

【答】という疑問の余地があるのに［答えて］曰く「［そこでそれぞれにおいてではなく］

ここで一箇所で」と．「ここで」すなわち，この一つの著作において，楽に理解できるよう

に集成がなされる．なぜならば，散らばった記述は，著作がばらばらだと楽に見ることが

できないからである．

［ekasminや ekatraではなく処格の意味で］eka-tas（「一［箇所］で」）と tasiがあるの

は，［ekaが］ādi群［であるādi, madhya, anta他に含まれるもの］だからである34．なぜな

ら同様に，模範者の用例が［医学書］チャラカサンヒターにあるからである．

丹毒の鎮めのために，ここで諸々の［治療］行為が述べられた．或る場合には

(ekatas)それら全てが，或る場合には (ekatas)血を放つことが［行われる］．

33写本に支持されるテクストの読みである prakr.s.t.ah. pramān. avyutpattayeを，文脈にしたがって

訂正する．

校訂本：prakr.s.t.ah. pramān. avyutpattaye

チベット訳：tshad ma gtan la ’bebs pa la rab tu gyur pa

片岡訂正：prakr.s.t.apramān. avyutpattaye

すぐ上 (PST. 5.9) で akr.taprakr.s.t.apramān. avyutpatter とあり，また，PST. 4.7–8 には

nyāyamukhādi vigataprakr.s.t.apramān. avyutpattikam（写本の読みに従って訂正したもの）とあるこ

とが傍証となる．
34すなわち，As.t.ādhyāȳı 5.4.44 (Kielhorn II 436.10): pratiyoge pañcamyās tasih.にたいする

Vārttika (II 436.11): tasiprakaran. a ādyādibhya upasam. khyānamの補足による．Nyāsa (ad 1.2.32:

tasyādita udāttam ardhahrasvam)にはādāv āditah. , saptamyarthe tasih.とある．
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3 PSVの字句注釈

3.1 atraの注釈 PST. 6.4

［PSVにある］「ここで」というのは，［上の］シュローカ（PS 1.1）において［という意

味である］．

3.2 bhagavatah.の注釈 PST. 6.4

3.2.1 第一解釈：「恵与を持つ者の」

「bhagaを持つ者の」(bhagavatah.)という［ここで］，bhaga（分け前，恵与の才分）と

いうこの言葉は，自在者性などを意味している．［次に］言われている通りである．

完全なる自在者性・勇者性・栄誉・吉祥・知識・努力，［これら］六つが bhaga

と言われる．

と．そして，以上の全体は如来のみにあるので，彼だけが「bhagaを持つ者」(bhagavān)

である．

3.2.2 第二解釈：「打ち壊した者の」

あるいは四つの悪魔35を打ち壊した者だから bhagavān（打ち壊した者）というのは，語

源分析の手法によるものである．

3.3 stotrābhidhānamの注釈：「称讃の言葉により理解させること」PST. 6.8

彼への「称讃により述べること」．「それにより称讃される」［際の手段］が称讃［の言葉］

であり，実際に存在する美徳を指摘する言明のことである．「述べること」とは，ここで，表

現意図された内容を言葉でもって理解させることを意図している．「称讃により述べる」と

は，称讃の語でもって，美徳を持つ者として明らかにするという意味である．

3.4 pramān. abhūtatvenaの注釈 PST. 6.11

【問】いかなる美徳によって，そのように明らかにするのか．

35蘊魔 skandha-māra, 煩悩魔 kleśa-māra, 天魔 devaputra-māra, 死魔mr.tyu-māra．
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【答】というのに［答えて］曰く，「正しい認識の手段であり生じた者であるという［美

徳］により」と．

3.5 hetuphalasampattyāの注釈 PST. 6.12

【問】さらに，その美徳は，いかなる原因によるのか．

【答】というのに［答えて］曰く，「原因と果報との完成により」と．原因と果報との完成

とは，［両者が］際立つことである．そのような原因ニヨリ［と原因を意味する具格をとる］．

3.6 まとめ PST. 6.13

〈正しい認識の手段であり生じた者であること〉という［他者と］非共通の［世尊独自

の］美徳，それを手段（最有力の原因）として，あるいは，それを［一つの］原因として，

称讃により述べる，すなわち，称讃の語により世尊を美徳を持つ者として聞き手達に理解

させる，というほどの意味である．

3.7 prakaran. ādau gauravotpādanārthamの注釈 PST. 7.1

【問】ではそれ（聞き手達に理解させること）は何のためにあるのか．

3.7.1 第一解釈：「［世尊の権威を既に認めている者達に］著作の開始にたいして尊重を生

じさせるために」

【答】というのに［答えて］曰く，「著作の始めにたいする尊重を生じさせるために」と．

【問】ではどうして世尊を称讃する言葉で述べることで，著作開始にたいする尊重が生

じるのか．

【答】なぜなら，たとえそれ以外の［多くの］美徳が存在するとしても，〈正しい認識の

手段であること〉という美徳を［特に］用いて称讃することで，師（ディグナーガ）は次

のことを示唆しているからである――知覚などの〈正しい認識の手段〉のこの定義は全て，

世尊の教示のみに基づいて成り立っているのであって，いま自ら想像して私（ディグナー

ガ）が［勝手に］立てたわけではない，と36．だからこそ，「アビダルマ［論書］において

36「プラマーナの本性を確立するためのよりどころとしての仏陀の教示」（稲見［1989:69］）に

ついては，ダルマキールティの PV II vv. 283–284a (upadeśatathābhāvastutis tadupadeśatah. //

pramān. atattvasiddhyartham)に基づく．稲見［1989:69］:「さらにまた，ダルマキールティはディ

グナーガが世尊をプラマーナとして讃辞する意味について次の様に述べている。
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も述べられた」と［ディグナーガは］述べているのである．

3.7.1.1 世尊による推論の定義

【問】まず，知覚がそれ（世尊の教示）に基づいて成り立っているのはいい．［現に］そ

れ（知覚）の教示が見られるから．しかし，［世尊が］教示しなかった推論についてはどう

なのか．

【答】それ（推論）についても，［世尊自身が用いた］論証式が見られるので，定義は［世

尊自身によって］やはり規定されたと理解される．たとえば「生起する性質を持つものは

何であれ全て，滅するという性質を持つ」などという推論式が世尊には見られる．

【問】そのように言われている［からといって］，どうして推論の定義が述べられたこと

になるのか．

【答】なぜならば，推論の拠り所というのは，「ＡがなければＢがない」ような証因（Ｂ）

である．そして，上の［推論］式によって，生起という証因が，論証対象である滅とのあ

いだに「ＡがなければＢがない関係」にあることを，世尊は明々白々に述べている37．それ

ゆえ，推論の定義も，世尊の教示そのものから成り立っている．

3.7.1.2 まとめ それゆえ，「この論書（PS）は，世尊の教示により成立した〈正しい認識

の手段の定義〉に則ったものだ」という確信が［聞き手に］生じると，教示者［である世尊

の権威］を既に認めている場合，彼らには，それ（ディグナーガの論書である現在の著作

の開始）にたいする尊重の念が生じる．そしてそれ（尊重の念）により注意を払って，［こ

の論書を］聞こうなどと行動を起こす．

〔世尊の〕教示が如実であるという讃辞は，彼の教示に基づいてプラマーナの本質を確

立するためである。

ディグナーガは帰敬偈において，プラマーナたる世尊に敬礼してプラマーナとは何たるかを確立す

るために PSを作ると宣言するが，この敬礼は仏の教えにもとづいてプラマーナの本性を確立するた

めであるとダルマキールティは理解する。つまり，PSで展開されるプラマーナ論は思慮だけに基づい

ているのではなく，世尊の教示に基づいているのである。したがって，彼らの認める二つのプラマー

ナ，pratyaks.aと anumānaは世尊によって教示されたものであると理解される。この点からみると，

仏陀はプラマーナ論を論じる上でのプラマーナとしてもとらえられているといえよう。」
37「滅がなければ生はない」ので，生は滅の証因となる．つまり「生じれば滅する」という遍充式

が成り立つ．ソースは PV II v. 284cd–285ab: prayogadarśanād vāsya yat kim. cid udayātmakam/

nirodhadharmakam. sarvam. tad ityādāv anekadhā//
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3.7.2 第二解釈：「［世尊の権威を未だ認めていない者達に］著作の開始において［世尊へ

の］尊重の念を生じさせるために」

あるいは，ここで，著作の最初に，世尊を称讃する言葉により述べるのは，称讃対象で

ある世尊への尊重の念を［聞き手に］生じさせるためである．

【問】どうして，これ（称讃の言葉で述べること）によって彼（世尊）への尊重の念が生

じるのか．

【答】この詩節によって，理屈とともに，〈正しい認識の手段であり生じた者であること〉

というのが，世尊の美徳として指摘されているので，以前には教示者［である世尊の権威］

を認めていなかった人達にも，彼（世尊）への尊重の念が生じてくる．まして他の者達（世

尊の権威を既に認めている者達）の場合は言うまでもない．そして，彼（世尊）への尊重

の念ゆえに，妨害者達は38，善資量を積み上げて著作を説こうと行動を開始した方（ディグ

ナーガ）を邪魔しえなくなる．というわけで，彼（世尊）への尊重の念も，やはり意味が

あるのである．

38vināyakāh. (log ’dren)は妨害を為す者，特に魔神と解釈した．指摘を受けた苫米地等流博士に感謝

する．次の用例が参考になろう．『事師法五十頌』(Gurupañcāśikā), GP 36: vighnair vināyakaís cāpi

mārito narakam. vrajet (Taisho No. 1687, 32.776a: 彼頻那夜迦常作諸障礙　從此而命終即墮於惡趣」；

　『大乘集菩薩學論』(Śiks. āsamuccaya), ŚS 140.17: anena pat.hitamātren. a sarvavighnavināyakā

nopasam. krāmanti（Taisho No. 1636, 32.102a: 誦此於刹那頃諸作障者頻那夜迦悉皆馳散）；　『大毘

盧遮那成佛神變加持經』(Taisho No. 848, 18.12c): 「毘那夜迦等惡形諸羅刹」．
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3.7.3 卓越性の否定

【問】或る者達（ミーマーンサー学者）39は，そのような人間40を否定するために，「人

間である［ので］」等という論証因の軍隊を差し向けている41．それゆえ，どうして彼（世

尊）にたいして称讃の言葉によって述べることで尊重の念が生じようか．

【答】なぜならば，それ（「人間だから」等という論証因）は［論証対象を］理解させる

ものではないから（＝正しい論証因ではないから）．というのも，〈否定の論証〉あるいは

〈共通性の論証〉は不可能だから．

3.7.4 否定の論証「世尊に卓越性はない」の否定

なぜならば，感官を越えたもの（特に世尊の超感覚的対象の認識）については，それが

見えないからといって，人は［その存在を］否定することはできないからである42．

1. というのも，たとえ存在するとしても，それを認識することはないので43．

39対応する PVSVにおいてダルマキールティは議論を振り返りながら「このような説を唱えるジャ

イミニの徒輩は」(PVSV 164.25: evam. vādino jaimin̄ıyāh. )とミーマーンサー学者に特定している．ダ

ルマキールティと同世代とされる (Frauwallner [1962])クマーリラの全知者批判については Kataoka

[2003b]およびそこに挙げる先行研究を参照．
40ジネーンドラブッディは「そのような人間」を「全知者」(sarvajña)と明言しているわけではない．

ダルマキールティが関連文脈 (PVSV 164.11)で用いるのも「卓越性を持つ人」(atísayavān)である．

具体的には超感覚的対象の認識 (at̄ındriyadarśana) という卓越性 (atísaya)すなわち美徳 (gun. a)を

持つ世尊などのヨーガ行者である．ダルマキールティは「超感覚的対象の認識という卓越性」(PVSV

165.15: at̄ındriyajñānātísaya), 「超感覚的対象の認識者」(PVSV 166.19: at̄ındriyārthavit)という

表現を用いる．後代に見るように，「全知者」といっても，本当の意味での全知者 (sarvasarvajña) な

のか，人間にとっての重要な事柄についての全知者 (upayuktasarvajña)なのか，全知の範囲が問題

となる．ジネーンドラブッディは（一部ダルマキールティの表現を借りながらではあるが）「そのよう

な人間」(tathāvidhapurus.a), 「このようなものについて」(̄ıdr.śes.u), 「智慧などという特殊な美徳」

(medhāder gun. avíses.asya)と表現するのみで，智慧の具体相について明らかにするのを避けている

風である．これは「〈反論者はプラマーナがプラマーナたる所以を超感覚的な対象の知に求めるが，ダ

ルマキールティはそれに異を唱える〉という文脈であることを忘れてはならない」と稲見［1996:87,

n.5］が指摘するように，PV II v. 29以下の文脈を考慮してのことであろう．
41「人間であれば決して超感覚的対象を認識することはない」という遍充関係により，「世尊は超感

覚的対象を認識することはない．人間なので」と論証される．細かくは以下に見るように，否定論証

と共通性論証に分かれる．マントラに関わる「人の卓越性の論証」(purus.ātísayasādhana)について

は Eltschinger [2001]に詳しい．
42対象を否定論証するための無知覚 (anupalabdhi) とは，「知覚可能な対象の無知覚」(dr.śyān-

upalabdhi)である．したがって，知覚を越えた対象については「知覚されないから」といって「存在

しない」とは必ずしも言えない．PV III v. 94に説かれる「このようなものの無知覚が決定要因とな

らない」ことについては戸崎［1979:168–169］．
43世尊の卓越性である超感覚的な対象の認識は，凡人には認識できない超感覚的対象である．した

がって，世尊の卓越性がそこに存在するとしても，凡人には認識できない．
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2. だからこそ，［超感覚的な対象と論証因との］矛盾関係が成立しないので44．

3. また，矛盾関係にないものとの共存（超感覚的な対象と論証因との同一基体上での共

存）は矛盾しないので45．

3.7.5 共通性の論証「世尊は凡人と同じである」の否定

また他の人との共通性が論証されることもない46．

1. 特殊（例外）のありえないことを認識することはできないので47．

2. このようなもの（知覚不可能なもの，特に世尊の超感覚的対象の認識）について無知

44たとえば「火があるから冷たくないはずだ」という否定論証を行なうには，火（論証因）と冷触

との矛盾関係（同一の基体に共存しないこと）を前提として確定していなければならない．この場合，

関係項のいずれも「もしそこにあるならば知覚可能なもの」という知覚可能対象なので，矛盾が確定

される．いま「人間だから超感覚的対象を認識できないはずだ」ということを言うためには，人性

（論証因）と卓越性との矛盾関係を予め確定していなければならない．しかし，世尊の心にある〈超

感覚的対象の認識〉はそれ自体，超感覚的対象である．したがって矛盾関係は確定されえない．それ

ゆえ「人間だから超感覚的対象を認識できない」ということは必ずしも言えない．ダルマキールティ

における「二種の矛盾」および「無知覚による矛盾の理解」については戸崎［1979:162–170］, 稲見

［1998:15, n.3］を参照．
45人性（論証因）と卓越性（超感覚的対象，特に，超感覚的対象の認識）の矛盾が成り立たないこと

が分かった．したがって，両者が同一基体上に成立することは可能である．論証因である人性が，矛

盾関係にないもの (avirodhin)である卓越性と共存すること (sahabhāva)は矛盾しない (avirodha)．

すなわち，世尊は「人間」でありかつ「超感覚的対象を認識する者」でありうる．

（卓越性） 　人性　

| |
世尊

46「世尊は超感覚的対象を認識しない．人間だから．他の人と同じように」という論証では，「人で

あれば決して超感覚的対象を認識することがない」という遍充関係にある論証因「人性」を通じて，

「超感覚的対象を認識しないこと」という共通性が凡人から世尊に移行され，世尊の上に論証される．

このようにして「凡人と同じ」という共通性すなわち非卓越性が論証される．

非卓越性 ← 　人性　 (非卓越性) ← 　人性　

| | >>> | |
他の人 世尊

47他の人達について「人であれば決して超感覚的対象を認識することがない」からといって，（長期

間に渡って修習した）特殊な例である世尊について「人だから超感覚的対象を認識しない」とは必ず

しも言えない．すなわち，「人であれば決して超感覚的対象を認識しない」という遍充関係は全てにあ

てはまるわけではない．安易な蓋然的類推は機能しないという趣旨である．

非卓越性 — 　人性　 （卓越性） — 　人性　

| | >> << | |
他の人 世尊
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覚は (̄ıdr.śes.v anupalabdher)48［非存在を証明する］論証因とはなりえないので49．

3. 人性などという共通性があっても，或る一部の人に［優れた］智慧などという特殊な

美徳が見られるので50．

48校訂テクストの読みではなく，写本の読みを採用する．

校訂テクスト：ı̄dr.śes.u cānupalabdher

写本・片岡：ı̄dr.śes.v anupalabdher

上における三つの理由の並列と同様に，ここも五つの理由の並列と考えられる．すなわちテクスト

全体 (PST. 8.6–11)を次のように分節する．（これによりそれぞれの最終節の caも素直に理解できる．）

na hy at̄ındriyes.v ataddarśinah. pratiks.epah. sambhavati,

(1) satām apy es.ām ajñānāt,

(2) ata eva virodhāsiddheh. ,

(3) avirodhinā ca sahabhāvāvirodhāt.

nāp̄ıtarapurus.asāmānyasiddhih. ,

(1) víses.āsambhavasya jñātum aśakyatvāt,

(2) ı̄dr.śes.v anupalabdher (em.; ı̄dr.śes.u cānupalabdher ed.) hetutvāyogāt,

(3) pum. stvādisāmānye ’pi kasyacin medhāder gun. avíses.asya darśanāt,

(4) tadvat sati sam. skāre ’nyasyāpi sambhavāt,

(5) sambhavadvíses.e ca sāmānyāsiddheh. .

したがって cānupalabdherの caを削除する．実際，この caは編者による（チベット訳と PVSV

を参考にした）emendationであることが脚注 6に記されている．ジネーンドラブッディの引用元で

ある PVSV 164.21 (̄ıdr.śes.u cānupalabdher)についても，それ自体に再検討の余地があると筆者は

考える．これは，PVSV 164.22–23 (sāmyāsiddhir) を，ジネーンドラブッディの sāmānyāsiddheh.

に沿って変更すべき可能性がある（そしてそれはカルナカゴーミンに支持される）のと同根の問題で

ある．PVSVに沿って PST.を直す（PVSV→ PST.）だけでなく，逆に PST.に沿って PVSVを直す

（PST.→ PVSV）という方向も考えられるということである．すなわち PVSV 164.17–23に関する筆

者の提案は以下の通り．（Malvania校訂本の読みは Gnoli校訂本と同じである．）

na hy at̄ındriyes.v ataddarśinah. pratiks.epah. sam. bhavati,

(1) satām apy es.ām ajñānāt,

(2) ata eva virodhāsiddheh. ,

(3) avirodhinā ca saha sam. bhavāvirodhāt—ity apy uktam.

nāp̄ıtarasāmānyasiddhih. ,

(1) víses.āsam. bhavasya jñātum aśakyatvāt,

(2) ı̄dr.śes.v anupalabdher (em.; ı̄dr.śes.u cānupalabdher ed.) hetutvapratiks.epāt,

(3) pum. stvādisāmye ’pi kasyacid víses.asya darśanāt,

(4) sam. bhavadvíses.e ca sāmyāsiddheh.—ity (em.; sāmyāsiddhir ity ed.) uktam.

49「知覚不可能なものの無知覚」(adr.śyānupalabdhi)は存在を否定するための正しい論証因とはな

らない．超感覚的対象の認識があるかどうかはそもそも知覚不可能なので，知覚不可能なものについ

て，それが見えないからといって存在しないとは言い切れない．ダルマキールティの「無知覚」説の

背景については Katsura [1992]を参照．adr.śyānupalabdhiについては Tillemans [1999:151–169]．
50同じ人間であっても，長い間の訓練により一部の人には優れた智慧など，他に優越する卓越性が
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4. 同様に，下準備があれば，［今までとは］異なるものも51可能なので (sambhavāt)52．

5. また，特殊がありうるものについては，共通性は成り立たないので53．

したがって，蓋然的推理 (śes.avad anumānam)である以上，これは，否定的遍充関係（「超

感覚的対象を認識する者であれば人間ではない」）に疑いがあるので54，［論証する］能力を

持たない．［「人間である」という論証因は，これまで異類例に］見られていなくても，異類

例にある［ことが可能な］ので55．

生じる．その相対的な卓越性を延長していけば，超感覚的対象の認識といえども人は持ちうる．

非卓越性 — 　人性　 智慧など — 　人性　

| | >> << | |
他の人 一部の人

51例えば通常渋い実をつけるアンマロク (āmalak̄ı) は，ミルクをかけてやることで甘い実をつけ

るようになる (PVSV 10.8–9: yathāmalakyah. ks.̄ırāvasekena madhuraphalā bhavanti)．これは

sam. skāra（下準備・設え）の違いによる結果である．同じく卓越性は長い間に積まれた鍛錬・修行

という下準備による．「これまでそのように見られてきたものも，ある場合には，場所・時・下準備

の違いにより，今までとは異なるのが見られるので」(PVSV 10.7–8: kvacit tathādr.s.t.ānām api

deśakālasam. skārabhedenānyathādarśanāt)とダルマキールティは一般化する．
52校訂テクストには sambhāvātとある（チベット訳は srid pa’i phyir ro）．sambhavātに訂正す

る．
53一般人の非卓越性という性格を世尊にまで敷衍することはできない．すなわち，他の人において

「人であれば決して超感覚的対象を認識することはない」という遍充がこれまで見られてきたからと

いって，世尊にまで「人だから超感覚的対象を認識しないはずだ」ということはできない．長期間の

修習によりすぐれた卓越性（超感覚的対象の認識）が可能である世尊については，他の人との共通性

（すなわち非卓越性）は必ずしも言えないからである．

非卓越性 ← 　人性　 非卓越性 ← 　人性　

| | >>> | |
他の人 世尊

54肯定的遍充関係 (anvaya)と否定的遍充関係 (vyatireka)は，今の場合，「人であれば超感覚的対象

を認識しない」「超感覚的対象を認識するならば人ではない」となる．否定的遍充関係に疑いがある

とは，「超感覚的対象を認識するのに人である」という可能性が考えられることである．

肯定的遍充関係 人性 → 非卓越性

否定的遍充関係 ～人性 ← ～非卓越性（＝卓越性）

55これまでの経験範囲内では「人であれば決して超感覚的対象を認識しない」という肯定的遍充関

係が成り立ち，非卓越者という同類例にたいして，卓越者という異類例 (vipaks.a)には，人性という

論証因が見られることはなかった (adarśana)．すなわち「超感覚的対象を認識する者であれば人では

ない」という否定的遍充関係が成立していた．

肯定的遍充関係 否定的遍充関係

非卓越性 ← 　人性　 卓越性 → 　 人性 　

| | ＋ | |
同類例 異類例
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3.7.6 卓越性は実現可能である

また，彼（世尊）に，そのような認識を定義的特質とする〈正しい認識の手段であるこ

と〉が考えられないことはない56．それを実現する手段を実行することは可能なので．

【遍充】或る人が，或る［目的］を実現する正しい手段を実行するならば，そ

の人は，その［目的］に到達しうる．それは例えば，無病を実現する正しい手

段を実行する患者である．

【主題所属性】そして［現に］世尊は，〈正しい認識の手段であること〉を実現

する正しい手段を実行した．

【証因分類】［「〈正しい認識の手段であること〉を実現する正しい手段を実行し

た」というのは］自性［因］である57．

しかし「これまで異類例に見られなかっただけ」(vipaks.e ’dr.s.t.imātren. a)では，「決してない」とは

言えない．論証因が「異類例にある」(vipaks.avr.tti)ことは考えられる．すなわち世尊のように「超

感覚的対象を認識するのに人間である」特殊なケースである．

卓越性 　人性　

| |
世尊

56pramān. abhūtatvaに対応する prāmān. yaについて，その定義的特質を jñānaとする解釈につい

ては §4.1, §4.6参照．これは同じ文脈にあるダルマキールティの PV II v. 29:「〈正しい認識の手段で

あること〉とは〈超感覚的対象の認識〉であり，それを実現する手段はないのだから，［手段の］実行は

ない，と或る者達は言っている」(prāmān. yam. ca paroks.ārthajñānam. tatsādhanasya ca/ abhāvān

nāsty anus.t.hānam iti kecit pracaks.ate//)に基づく（稲見［1996:77］の和訳を参考にした）．ここ

で想定されている反論について詳しくは稲見［1996:83, n.5］を参照．
57患者は医者に説かれた処方という手段により無病に至る．同じように，世尊は，修習により超感

覚的対象の認識を獲得する．すなわち我々にとっての「正しい認識の手段［のようなもの］」となる．

手段実行 目的到達

患者 処方実践 → 無病

世尊 修習 → 超感覚的対象の認識

ここでは原因から結果を推論しているので，そのままでは不十分であるが，論証因である手段実行

を 100％結果をもたらす原因総体と考えれば，原因（総体）から結果を推論できる．それゆえ論証因

は「自性」とされている．原因総体による推論については PV I v. 7 (PVSV 6.24–25)に明言される．

この論証式はデーヴェーンドラブッディに既に見られる．Bijlert [1989:163], 稲見［1994:33, n.7］

参照．また稲見は，これが原因総体であることを指摘している．稲見［1994:33, n.7］:「あるものの

達成手段の実践という事実にもとづいてそれの獲得を知ることは、原因から結果を推理することにな

るが、これはシャーキャブッディが指摘するように (PVT. 80a7–b2)ダルマキールティの論理学では

自性因にもとづく推理とみなされる。」
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3.8 tatra hetur āśayaprayogasampatの注釈: 卓越性実現手段 PST. 9.3

そして，或る実現手段を実行することで〈正しい認識の手段であること〉の獲得が可能

であるような，その［実現手段］を示しつつ曰く，「［原因と果報の］両者のうち，原因とは，

［心的］性向・［実践］修行の完成である」と．

3.9 āśayo jagaddhitais.itāの注釈: 心的性向の完成 PST. 9.4

性向を示して「性向とは，世間の人々の利益を望む者であること」と．さらにそれ（世間

の人々の利益を望む者であること）は，一切世間が究極的に苦を離れることの希求を様相

とする，長大な劫の修習によって体得された慈悲である．詩節 (PS 1.1)において，「世間の

人々の利益を望む者に」により示されたところのものである．なぜなら，それ（慈悲）と

結びつくことで，世間の人々の利益を望む者となるからである．そして，修習によりそれ

（慈悲）を体得することは可能である．

【遍充】心の属性は全て，究極的な修習が可能な場合には，体得されるもので

ある．バラモン出身の苦行者にとっての無慈悲のように58．

【主題所属性】そして，慈悲は心の属性である．

58ジネーンドラブッディはśrotriyajot.iṅganairghr.n. yavatと表現する．ダルマキールティはśrotriya-

kāpālikaghr.n. āvatという表現を用いる．すなわち「本性は変えがたい」という文脈で「バラモン出身

である髑髏派の者にとっての暖かい思いやりのように」と表現する．PVSV 111.1–2: na hi svabhāvo

’yatnena vinivartayitum. śakyah. , śrotriyakāpālikaghr.n. āvat. 「なぜならば，本性というのは，努力

しなければなくすことはできないからである．バラモン出身の髑髏派の者にとっての暖かい思いやり

のように．」

髑髏派は，乞食遊行するシヴァのように，火葬場に住み髑髏を身につけ後ろ指を刺されるような不

浄行を行い肉を食らう．そこには「他人への暖かい思いやり」がない．しかし清浄行・不殺生を旨と

してきたバラモン出身者には，身についた暖かい思いやりを捨て，冷酷さを体得するのは困難である．

カルナカゴーミンは次のように説明する．PVSV 400.10–11: yah. śrotriyah. san kāpāliko bhavati

tasya śrotriyāvasthāyām. yā ghr.n. ā sā yathā yatnam antaren. a na śakyate nivarttayitum. tadvat.

「バラモンでありながら髑髏派となった者にとって，バラモンだった時の［他人への］暖かい思いや

りは，努力せずになくすことはできないのと同じである．」

カマラシーラは Tattvasaṅgraha v. 3411への注釈で次のように述べる．Tattvasaṅgrahapañjikā ad

v. 3411 (TSP 1077.20–22): ye ye manogun. ās te ’bhyāsātísaye sati sam. bhavatprakars.aparyanta-

vr.ttayah. , yathā śrotriyajot.iṅganairghr.n. yam. (-jot.iṅga-] corr.; -jodiṅga- ed.)「心の属性は全て，繰

り返しが過ぎれば，究極の働きを持ちうるものである．たとえばバラモン出身の苦行者の冷酷さのよ

うに．」

ここではジネーンドラブッディと同様に，バラモンだったときの「暖かい思いやり」(ghr.n. ā)では

なく，むしろ髑髏外道・苦行者となった後に体得された「冷酷さ」に焦点が当てられている．PST.の

チベット訳で jot.iṅgaが抜け落ちていることが校訂テクスト脚注 6に報告されている．チベット人に

とっては「バラモンの冷酷さ」のほうがしっくり来たのかもしれない．
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【証因分類】［「心の属性である」という論証因は］自性［因］である59．

3.10 prayogo jagacchāsanātの注釈: 実践修行の完成 PST. 9.9

彼は，それ（慈悲）により，他者の利益に向かって促されつつあるが，自ら直証するこ

となく苦を鎮める方法を他者に示してやることはできないので，自らの苦の鎮静化手段を

修するために，まずは修行する，ということを示して曰く，「修行とは，世間の人々に教示

［するための原因となる修習を］したから」と60．

【遍充】或る人Ｘが，或る人Ｙにたいする慈悲を持つ場合，その人Ｘは，それ

（慈悲）により，そのＹに利益が生じるよう奮闘する．ちょうど，母親が息子に

慈悲を持ち，そして彼女がその［息子］に利益が生じるよう奮闘するのと同じ

である．

【主題所属性】そして［現に］，世尊には世間の人々への慈悲があった．

【証因分類】［「慈悲がある」という論証因は］自性［因］である61．
59簡潔には「心的属性は全て体得される」という遍充式である．
60漸次明らかとなるように，ジネーンドラブッディは「慈悲（世間の人々の利益を望むこと）→修

習→直証→教示→他者の利益」という因果関係を念頭に置いている．

karun. ā abhyāsa jñāna upadeśa parārtha

慈悲 → 修習 → 直証 → 教示 → 他者の利益

ディグナーガの図式・術語と重ね合わせると以下のようになる．

hetusampad phalasampad

āśayasampad prayogasampad svārthasampad parārthasampad

“jagaddhitais. in” “śāstr.” “sugata” “tāyin”

karun. ā abhyāsa jñāna upadeśa

慈悲 修習 直証 教示

PSの帰敬偈の和訳は服部［1991:154］，和訳・構成については稲見［1992a:71, n.10］．対応する

PV IIの構成については Nagatomi [1959], Hattori [1968:74, n.1.2], Inami and Tillemans [1986]を

参照．形容句の関係図は Steinkellner [1982:14]．さらに形容句の関係に関する問題は Franco [1997]

に詳論される．
61母親は息子への慈悲があるので息子のために奮闘努力する．同じように世尊は世間の人々への慈

悲があるので世間の人々のために修行する．

慈悲 → 奮闘 慈悲 → 修行

| | >>> | |
母親 世尊

ここでは「原因（慈悲）があるから結果（奮闘努力）がある」という推論式となっている．このま

までは「火があれば煙がある」のように不十分である．ここでの慈悲は原因総体と考えられる．した
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3.10.1 śāsanaの転義的用法の正当化

「世間に教示すること」とは，第一義的には，自ら見た〈苦の鎮静化手段〉を教示する

ことである．しかし今の場合，原因を意味して結果を転義的に用いているので，手段の修

習が「世間への教示」という言葉で指されている62．［第一義的用法ではなく，わざわざ転

義的用法を用いるのは］それ（修習）が，衆生を教示するために相応しい手段として，そ

れ以外の手段の修習よりも優れていることを知らせるためである63．

3.10.2 jagacchāsanātの奪格の正当化

「世間を教示［するための原因である修習を］するから」というのは，定義的特質たる

理由である［から別体ではない］．それゆえ，ちょうど「固さゆえに地である」と言った場

合，「固さを本性とするのが地である」と理解されるのと同様に，「世間の人々を教示［する

ための原因である修習を］するから教示［原因である修習をする］者である」と言った場

合，それ（世間の人々を教示するための原因である修習）を本性とするのが教示［原因修

習］者性であると［理解される］64．

がってジネーンドラブッディは「自性」に分類すると考えられる．原因総体による結果の推論につい

ては脚注 57参照．
62ジネーンドラブッディは，Nyāyasūtra 2.2.62 (NBh 130.9–11)が列挙するように，数ある転義的

用法 (upacāra)の中でも「それを目的とすることに基づく」(tādarthyāt)というダルマキールティの

解釈 (PV II v. 138cd: upāyābhyāsa evāyam. tādarthyāc chāsanam. matam )に沿って，ディグナー

ガの言うśāsana を「教示」そのものではなく「教示の原因である修習」と転義的に解釈する（§2.4,

n. 17参照）．

第一義 (mukhya) 第二義

“śāsana” → 教示 (upadeśa) → 修習 (abhyāsa)

結果 (kārya) 原因 (kāran. a)

63外道の離欲者との対比の可能性については脚注 90参照．
64通常，奪格で結ばれる因果関係の両項は別体である．したがって，PSVにおける「修行とは，世

間の人々を教示［するための原因である修習を］するから，教示［原因修習］者性である」(prayogo

jagacchāsanāc chāstr.tvam)において，奪格の表す因果関係で結ばれた「世間への教示原因である修

習」(śāsana)と「修行」(prayoga)すなわち「修習者性」(śāstr.tva)とが別体ではないのか，という

疑問が起こりうる．そのような疑問を排している．「固いから地である」ように「修習するから教示原

因である修習をする者である」となる．

定義的特質 固さ 修習

| |
被定義項 　　地　　 教示原因修習者
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3.10.3 苦諦

彼（世尊）は──「五取蘊を定義的特質とする苦は，或る時にある（常住でない）とい

う理由で無常である．そしてだからこそ無常なものを原因とする．」

3.10.4 集諦：渇愛

そして「これ（苦）を，［その］原因が滅することで滅ぼすことができる．病因の滅によ

り病気を［滅ぼすことができる］ように．それ以外の方法ではありえない」──と確定し

てから，「何がこれ（苦）の原因か」と考察することで，苦因として，我執を持つ者の渇愛

のみを主たるものとして理解した65．

【遍充】他の有情に導かれることのない者が66喜んで劣った場所にしがみつくの

は常に，我執を持つ［その］者が苦を捨て楽を得ることを望むからである．そ

れは例えば，蠅が喜んで不浄な場所にしがみつくのと同様である67．

【主題所属性】そして［現に］，他の人に導かれることなく，生類は喜んで胎な

どという劣った場所にしがみつく．

【証因分類】以上［「捨苦・得楽への望みを前提とすること」という論証対象に

たいして，「喜んで劣った場所にしがみつくこと」は］結果［という論証因］で

65苦の原因（集）として渇愛が考えられている．

原因 結果

病因 → 病気

渇愛（集） → 苦
66PV II v. 80aに見られる「他の有情に導かれることのない」(ananyasattvaneyasya)という限定

について稲見［2005:128, n.2］は，クマーリラのŚlokavārttika ātman v. 60「何故なら，風に促され

て炎等は別の所へ移動するが，認識が原因である場所（アートマン）から［別の所へ］促されること

は何物によってもない」と類似した問題意識を読み取っている．
67この論証はダルマキールティの PV II v. 80 (ananyasattvaneyasya h̄ınasthānaparigrahah. /

ātmasnehavato duh.khasukhatyāgāptivāñchayā//)に基づく（和訳は稲見［2005:125］を参照）．稲

見［1987:42］:「したがって、以上ダルマキールティに論証された輪廻も、煩悩をもつことが前提と

なっていることに注意せねばならない。ダルマキールティは次のように述べている。

我執 (ātmasneha)をもつ者は、他の有情に導かれるのではなく、苦を捨て楽を得たいと

望むことによって劣った場所（胎など）を得る。

ここで述べられる「他の有情に導かれない」というのは，ニャーヤ学派等の考えるような主宰神

(̄Iśvara)の支配による生というものはありえないということである。神の導きによって再生するので

はなく、我執とそれから生じた渇愛によって再生がある。すなわち、輪廻の原因は我執と渇愛に他な

らないことが説かれている。」
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ある68．

そして，その同じ渇愛が，主たる［原因］として，教示書（仏典）においては「集諦」と

呼ばれている．

さらに［渇愛が他の原因に比べて］主であるのは，それ（渇愛）から生起させられた努

力により［苦が］誕生の場所に赴くからであり，また，［苦の］直前にあるからである．な

ぜならば，無知があっても，欲望がなければ (vāñchām antaren.a)69，発動はありえないの

で70，行為にとっても渇愛のみが主［原因］だからである．すなわち，存在していても行為

というのは，無明という汚れに覆われない限り，かつ，渇愛・愛着から流れ出ない限り，果

報を持たないから71．たとえば阿羅漢たちにとってのように72．

3.10.5 無我見と我見などとの矛盾

それから，その渇愛についても，また，それ以外の過失についても，我見のみがその根

源であると彼は確定した73．なぜならば，「私は無い」「私のものではない」と見つつある者

にとっては，執着がないので，いかなるものにも愛着がないからである．そして愛着を持

68生類が劣った場所にしがみついて執着する (parigraha)のは，我執 (ātmasneha)がために，苦を

捨て楽を得ることを望む (vāñchā)からである．渇愛 (tr.s.n. ā)が原因となり，その結果として劣った場

所へのしがみつきが現象として生じる．

渇愛（原因） → 執着（結果）

| |
生類

デーヴェーンドラブッディに同じ論証式が見られる．稲見［2005:128, n.4］参照．
69vāñchāntaren. aと校訂テクストにあるが訂正する．
70欲望 (vāñchā) と発動 (pravr.tti) の間には，「欲望があれば発動する」「欲望がなければ発動しな

い」という肯定的随伴と否定的随伴が成立するので，両者は因果関係にある．

無知 → 欲望 → 発動

無知 → 欲望 → 発動

71ここで前提となっている因果関係を整理すると以下のようになる．

無明 → 渇愛 → 努力・発動・行為 → 苦

（無知） （欲望） （果報）

72阿羅漢の場合，無明がないので渇愛がなく，行為をしても，その行為は苦果を生まない．

無明 → 渇愛 → 努力・発動・行為 → 苦

以上から苦果の最大要因は渇愛ということになる．無明のほうがより根源的な原因ではあるが，こ

こではより苦果に接近して，苦果の直前にある渇愛が主原因とされる．
73因果関係は以下のようになる．
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たない者は，いかなるものをも憎まないからである74．というのも，自分と自分の所有物

を妨害しない人（第三者）にたいしては，また，妨害に反対する人（味方）にたいしては，

それ（憎しみ）はないからである．

同種のものの反復から生じるものである我見は，自分のものへの愛着を生み出す．そし

てそれ（自分のものへの愛着）は憎しみなどを［生み出す］75．というわけで有身見から渇

愛などの一切の過失が生じる．そして同じそれ（有身見）が無知と呼ばれる．それは知の

逆だから．同じそれ（無知）が我見である76．

［渇愛などという］過失に原因があるからこそ，その［原因］が滅することで，渇愛と，

その他の過失群とが滅する──と考えて，我見の敵──それを修習することで，それ（我

見）が捨てられる──を彼は考察した．そして，考察することで彼は，我見がそれ（無我

見）とは逆の形を取るので，無我見のみが［我見の］敵だと理解した77．

我見 → 渇愛 → その他の過失

（無明） （愛着） （憎悪など）

74以上の記述に従うと，因果関係は以下のようになる．

我見・我所見 → 愛着 → 憎悪

75以上の記述に従うと，因果関係は以下のようになる．

我見 → 我所愛着 → 憎悪等

76ここでは「我見＝有身見＝無知」というように複数の概念が同一視される．整理すると以下のよ

うな因果関係となる．

我見 → 我所愛着 → 憎悪等

有身見・無知 渇愛 その他の過失

Cf.稲見［1987:42–43］:「これは、無知 (ajñāna, 無明 avidyā,癡moha)に他ならない。無知という

語も正しい知と対立するもの (pratipaks.a, vipaks.a)すなわち誤まった知を意味するものと理解される

からである。さらに、この顛倒知、誤解、無知というものは、我執 (ātmasneha =有身見 satkāyadr.s.t.i

= 衆生見 sattvadr.s.t.i)と本質的に変わらないと考えられている。このように，ダルマキールティにお

いては，顛倒知、誤解、無知、我執という語は同義で用いられ、諸煩悩の根源にあるものを指示して

いる。この顛倒知＝誤解＝無知＝我執から生に対する渇愛が生じ、それによって来世に再生するので

ある。」　ダルマキールティの satkāyadr.s.t.i 概念について詳しくは Vetter [1990:42, n.1][1990:113,

n.3]参照．
77因果関係，矛盾関係は以下のようになる．

我見 → 渇愛 → その他の過失群

矛盾 � 　　
無我見
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【遍充】ＸがＹと逆の本性を持つ場合，ＸはＹの敵である．それは例えば，風

［質］とは逆の本性を持つごま油が，風［質］の［敵である］ように78．

【主題所属性】そして［現に］，無我見は，我見とは逆の本性を持つ．

【証因分類】以上［「相手の敵である」という論証対象にたいして「相手と逆の

本性を持つ」という論証因は］自性［因］である．

そして，我見と矛盾したものである無我見は，それ（我見）を前提とする〈我への愛着〉

などという過失群とも同じく矛盾すると彼は知った79．

【遍充】ＸがＹの原因と矛盾するとき，ＸはＹを押し退ける．たとえば，風性

の病気にとって，それの原因と矛盾するごま油のように80．

【主題所属性】そして［現に］無我見は，我執などの原因である我見と矛盾する．

【証因分類】以上［「相手を押し退ける」という論証対象にたいして「相手の原

因と矛盾する」というのは］自性［因］である．

3.10.6 道諦：無我見の修習

このように知ってから彼が，その無我見を何度も様々な仕方で長い間ずっと修習すると，

彼には，それ（無我見）の美点と，それとは逆のものの欠点の一切が完全に明らかとなる．

【遍充】Ｘについてよく知る或る人が何度も様々な仕方で長い間ずっと反復す

るならば，必ず彼には，それの美点と，それとは逆のものの欠点とが明らかと

なる．それは例えば，或る知者で，とある技芸に専念した者が，［それを］反復

した場合のように．
78実例の構造は以下の通りである．

風質 → 風病

矛盾 � 　　
ごま油

79我見と矛盾する無我見は，結果として，渇愛・愛着その他の過失と矛盾し，それらを押し退ける．

我見 → 渇愛 → その他の過失群

矛盾 � 　　
無我見

80ごま油は，風病（風性の病気）の原因である風と矛盾するので，風病を押し退ける．

原因 → 風病

矛盾 � 　　
ごま油
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【主題所属性】そして［現に］世尊は無我見を何度も様々な仕方で長い間ずっ

と反復（修習）した81．

【証因分類】［「それの美点とそれとは逆のものの欠点とが明らかになる」とい

う論証対象にたいして「何度も様々に長い間繰り返した」という理由は］自性

［因］である82．

そして，同じこの〈手段の反復〉が「道諦」と呼ばれる．

このような〈手段の反復〉という独自の［修行法］により，彼には苦因の痕跡すらも残っ

ていない83．そしてまさにこの点が，世尊が犀（独覚）等より優れている点なのである84．

また，他者の利益を主眼として活動する彼は，必ず，このような反復をするはずである85．

なぜなら，一切の〈敵〉と〈［敵を倒す］対治〉を知らなければ彼は，他者に，〈敵〉と〈［敵

81これにより，世尊の修習（無我見の反復）を根拠に，世尊の認識（無我見の美点と我見の欠点に

ついての理解）が論証される．厳密にはここでは原因から結果を推論している．この図式は「慈悲→

修習→認識→教示」という因果関係を意識したものである．

修習（道諦） → 　　認識　　

| |
世尊

82世尊を主題として，修習が論証因，認識が論証対象となっている．「修習→認識」は「原因→結果」

の関係にある．したがって原因から結果を推論している．ただし，この場合，「修習という原因総体が

あれば，必ず，認識があるはずだ」と原因総体から結果を推論しているので，論証因である修習は原

因総体として「自性因」となる．原因総体による推論については脚注 57, 61参照．
83道諦と滅諦の因果関係を指している．

修習（道諦） → 苦の滅（滅諦）

| |
世尊

ダルマキールティが PV II vv. 132–139abで論じる修道論については稲見［1989］に簡便にまと

められている．稲見［1989:64–65］:「ダルマキールティは仏陀の教師性 (śāstr.tva)を解説する際に

修道の内容を要約して述べている。慈悲の心をもった者は世の人々の苦しみをみて，それをなくそう

と願い，まず自分の苦の滅の方策に専念する。自分が苦の滅とそのための因を経験しないかぎりはそ

れを世の人々に説きえないからである。そして，この様な人は yuktiとāgamaに基づいて苦の原因に

ついて考察する。まず，苦の原因の無常性などの本質を苦の諸々の特徴から考察する。そして，苦の

原因があるかぎり苦の滅はないと知って，苦の因の滅のためにその対治 (vipaks.a)を考察する。苦の

原因の本質を知ればおのずからその対治は決定される。このようにして苦の原因は我見と我所見にも

とづく執着であり，その対治は無我見であると決定されるに至る。このように決定して，多種多様の

方便を長い間修習するとき，苦の原因とその対治の dos.aと gun. aが明瞭に顕われ，そして，この修

習と知が鋭利になることによって因の vāsanāが断じられる。」
84独覚 (pratyekabuddha)については Vetter [1990:45, n.1]参照．他にも §5.3を参照．
85「慈悲→修習」も「原因→結果」の関係にあり，「慈悲があれば修習があるはずだ」というのは原

因から結果を論証する推論式となる．これも原因総体による推論である．脚注 57, 61, 82参照．
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を倒す］対治〉について教示することができないからである86．

3.10.7 まとめ

というわけで，以上の〈手段の反復〉と，および，以前に示した慈悲とが，〈原因の完成〉

である．

3.11 phalam. svaparārthasampatの注釈：滅諦 PST. 12.12

これ（原因の完成）の「果報とは，自己と他者の利益の完成である」87．両者のうち，自

己の利益の完成とは［次の状態のことである］．既述の通りの〈手段の反復〉に基づいて，

苦因という先行するものが自ずから消滅すると，無我見を体得した人には，それ以降の苦

因の不生起を定義的特質とする特別な状態──それを「滅諦」と呼ぶ──がある．その同

じ［状態］が，三つの限定要素に限定された「善逝性」と呼ばれる88．

3.12 svārthasampat sugatatvenaの注釈 PST. 12.15

その〈自己の利益の完成〉を示して曰く──「自己の利益の完成とは，よく行った者（善

逝）として」云々と．

86「慈悲→修習→認識→教示」という因果関係のうちでも，「認識→教示」という因果関係に言及し

ている．すなわち「認識がなければ教示はない」という否定的随伴について述べている．

慈悲（他者の利益を望むこと） → 修習 → 認識 → 教示 → 他者の利益

87ここでジネーンドラブッディは，ダルマキールティの図式とすり合わせるために，まずディグナー

ガ自身の図式に言及している．

hetusampad phalasampad

āśayasampad → prayogasampad → svārthasampad → parārthasampad

jagaddhitais.in śāstr. sugata tāyin

88後（§5.2）で明らかにされるように，sugataの動詞語根
√

gamの解釈には「到達」(prāpti)と

「理解」(bodha)の二通りがある．ここでは「苦滅状態への到達」をもって「よく行った人」と解釈

している．これにより「滅諦」と「よく行った者であること」(sugatatva)とが同一視されることに

なる．ディグナーガにおけるśāstr.tvaと sugatatvaとが，四諦の中の道諦と滅諦に対応付けられるの

である．

śāstr.tva sugatatva

道諦 滅諦

修習 → 苦滅状態への到達
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3.13 trividham artham upādāyaの注釈 PST. 12.16

［「よく行った者」という時の］「よく」という言葉はここでは，〈素晴らしさ〉等という

意味を現し出すものと理解されるべきである．［ディグナーガが］言っている通りである─

─「三通りの意味を前提として」云々と89．

3.14 praśastatvaの注釈 PST. 13.1

3.14.1 第一解釈：素晴らしいものに到達した人

〈素晴らしいもの〉に行った，到達した人が「よく行った人」．さらに〈素晴らしい〉の

は，苦の更なる拠り所（成立基盤）ではないという意味においてである90．というのも，世
89ディグナーガが念頭に置く sugataの suの三意味の対応図式は以下のようになる．

実例 意味 排除対象

1 美貌 素晴らしさ 外道の離欲者

surūpa praśastatva bāhyav̄ıtarāga

2 すっかり滅した熱 再び戻ってこない 有学

sunas.t.ajvara apunarāvr.tti śaiks.a

3 完全に満たされた瓶 残りない 無学

supūrn. aghat.a nih. śes.a aśaiks.a

以上の対応については Hattori [1968:75, n.1.4]に簡潔に紹介されている．ダルマキールティに則る

ジネーンドラブッディは，
√

gamに二解釈を設け，praśastatvaと nih. śes.atvaを更に細分するので次

の様になる．それぞれの仔細説明は §4.3, §5.2参照．sugataについては Eltschinger [2005]を参照．

1 praśastagamana / tattvajñāna

1.1 duh.khānísrayāt

1.2 yuktitah.

2 apunarāvr.ttigamana / sthirajñāna

3 nih. śes.agamana / aśes.ajñāna

3.1 akleśanirjvara

3.1.1 kāyavaigun.yaprahān. a

3.1.2 vāgvaigun.yaprahān. a

3.1.3 cittavaigun.yaprahān. a

3.2 mārgoktyapat.utāprahān. a

90duh.khasyāpunarāśrayatvena (slar sdug bsngal gyi rten ma yin pa nyid kyis te)については二

通りの解釈が可能である．

1. 苦の非〈再度の依所〉として（≈苦が［そこに］再び依ることがないという意味で）．
2. 苦に再度依らない者として（≈［彼が］苦に再び依ることがないという意味で）．
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間では，〈楽〉と〈それ（楽）につながるもの〉とが「素晴らしいもの」と呼ばれるからで

ある．そしてそのこと──［すなわち］苦が［そこに］依拠しないこと──は，無我見を

サンスクリットとして自然なのは前者である．後者は punarāśrayatvenaの解釈としては若干不自

然である．それを脇に置くならば，解釈上問題となるのは「苦が依る」のか「苦に依る」のか，上下

にあるものの違いが問題となる．

苦 世尊

1 | 　　　　 | 2

拠り所 苦

ジネーンドラブッディの意図を探るのにヒントとなるのが，「素晴らしさ」(praśastatva)によって

排除される外道の離欲者 (bāhyav̄ıtarāga)のあり方である．PST. 13.15–16にあるように，外道の離

欲者は「我見に沿った〈苦の拠り所（成立基盤）である道〉(duh.khāśrayen.a mārgen. a)によって行く

ので，まさにその［道］のせいで再び苦に身を委ねることになる (punar duh.kham āśrayante)」．こ

れは，外道の誤まった修道によって解脱を得るどころか，逆に，再生して苦の世界に舞い戻ってきて

しまう状況を指している．

苦

|
外道の修道 → 再生 　　　依所 (āśraya)

「苦の拠り所である道によって」では，「苦が（そこに）依る」という１の解釈が前提とされている．

すなわち，再生という苦をもたらす成立基盤として誤まった修道が考えられている．いっぽう「再び

苦に身を委ねることになる」では，「彼が苦に依る」という２の解釈が前提とされているようにも見え

る．しかし，再生の上に苦が成立する状況を指していると取れば１の解釈を取り続けることは可能で

ある．

いっぽう，外道の離欲者と対比される世尊については，後続文 (PST. 13.2)で「〈楽〉と〈それ（楽）

につながるもの〉とが素晴らしいものと呼ばれるからである」とあることから分かるように，「苦因→

苦果」の対比としての「楽因→楽果」の構図が念頭に置かれている．すなわち，世尊の「修道→涅槃」

は「苦が（そこに）依拠しない」(PST. 13.2: duh.khānāśrayan. a)という点で「素晴らしいもの」と読

み取れる．

苦

|
修習 → 涅槃 　　　非再依所 (apunarāśraya)

修道の場合，苦をもたらさないからであり，涅槃の場合は，再生を離れることで苦がそこに成立し

ないから「素晴らしい」と考えられる．PST. 9.16–17の「それ（修習）が，衆生を教示するために相応

しい手段として，それ以外の手段の修習よりも優れていることを知らせるためである」というśāsana

の転義的用法の正当化も，この文脈に沿うものである．

世尊 楽につながるもの 楽

修習（道） → 苦の滅

外道の離欲者 苦につながるもの 苦

誤まった修道 → 再生

ジネーンドラブッディの表現はダルマキールティの次の文句に基づく．
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よく反復したことに因る．

PV II vv. 139d-140bc: anísrayāt// duh.khasya śastam. nairātmyadr.s.t.es tad

Vetter [1990:47]: Es ist [erstens] gepriesen, weil [aktuelles] Leid [ihn] nicht mehr

aufsucht; dies [kam zustande] durch das Erblicken der Nichtselbsthaftigkeit ...

片岡：［善逝性とは］称讃される［という意味においてである］．苦が［そこに］依拠し

ないから．それ（苦が［そこに］依拠しないこと）は無我見に因る．

マノーラタナンディンは注釈において「誕生という〈苦を本質とするもの〉を受ける」(janma

duh.kharūpam ādatte)，また「 ［我見を捨てた者は］苦［をもたらす］手段を捨てている」

(prah̄ın. aduh.khopāyah. ) と注釈する．すなわちダルマキールティの言う「苦」とは「再生」と「苦

因（苦をもたらす手段）」を指しているとの意である．

Vetter [1990:47]は，ダルマキールティの文句を「苦が［彼に］再び訪れることがないので」(weil

[aktuelles] Leid [ihn] nicht mehr aufsucht)と解釈する．サンスクリット原文と訳文との対応に慎重

な Vetterのスタイルを考慮すると，ドイツ語の表現上の問題ではなく，Vetterは「苦が彼に依拠し

ない」と解釈したと考えるのが自然である．すなわち上の１に近い解釈である．しかし，下にある成

立基盤 (āśraya)とならないものを「彼（世尊）」と考える点で若干異なる．Eltschinger [2005:411]:

“car [le Bien-Allé n’est] pas sujet (anísraya) à la douleur”は，「彼が苦に依る」という２の解釈を

取る．同時に Eltschinger [2005:412]においては “Que le Sugata, ou l’état de Sugata, ne soit pas

sujet à la douleur (ou: que la douleur n’y ait pas prise), tient à deux causes.”として Vetterと同

様の解釈可能性にも注意を払う．（Eltschingerの別解釈への配慮については苫米地等流博士の指摘を

受けた．）しかし筆者としては，ジネーンドラブッディについてと同様に，ダルマキールティについて

も上の１の解釈を取りたい．

なおダルマキールティのśastamを
√

śas派生とする Hattori [1968] の解釈は明らかに間違いであ

る．Hattori [1968:75, n.1.5]: “Dharmak̄ırti explains the meaning of “praśasta” (<pra-
√

śam. s, to

praise) by the word “śasta” (<
√

śas, to destroy) in PV, II, 142ab: duh. khasya śastaṁ nairātmya-

dr. s. t.eś ca yuktito ’pi vā.”
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3.14.2 第二解釈：素晴らしく行った人

あるいはまた91，直前に述べた手段（修習）という，論理をもって見られたものによって

行くから，素晴らしく行った者である．なぜなら世間において，論理的に活動する人は「素

晴らしい」からである．

3.15 apunarāvr.ttiの注釈 PST. 13.5

再び戻って来ることなく行くから「よく行った人」である．「再び戻って来ないこと」と

は，誕生・過失が生じないこと．そして，それ［が可能なの］は，それら（誕生・過失）の

原因となる上述のもの（我見・愛着）が存在しないからである．

【遍充】我見と愛着とを持たない者には，誕生と愛欲などの過失とが生じるこ

とはない．それは例えば，［生起することなく，愛欲などを持つこともない］虚

空と同様である．

【主題所属性】そして，我見と愛着とは，無我見を体得した人にはない．
91第一解釈では，praśastam. gatah.を「素晴らしい状態，すなわち，苦に依拠しない楽な状態に

行った者」と解釈するのにたいして，第二解釈では praśastam.を副詞と捉え，「素晴らしく，すなわ

ち，論理的に行った者」とジネーンドラブッディは解釈する．前者の praśastamが副詞でないことは，

sukham. tadanubandhi ca praśastam (PST. 13.2)という表現から確認できる．そして，それは tac

ca duh.khānāśrayan. am (PST. 13.2)と更に置き換えられている．具体的には sus.t.hu gatah. prāptah.

sarvathā sarvapraheyaprahān. am iti sugatah. (PST. 3.7)で出てきた「苦の捨棄」が念頭に置かれて

いる（詳しくは脚注 90参照）．

また，副詞ではなく実名詞としての praśastamは，逆順解釈での「理解」(bodha)を意味する
√

gam

においても一貫していると考えられる．すなわち praśastam avabuddhavān (PST. 17.14)は，直後

に tasya jñānasya tattvavis.ayatvāt (PST. 17.15)とあることから確認されるように，ダルマキール

ティに由来する tattvajñānaを念頭に置いたものである．すなわち

sugatah. = praśastam avabuddhavān = *tattvam. jñātavān

と等置可能である．以上をまとめると，praśastam. gatah.は，praśastamを実名詞と取るか副詞と取る

か，また，gatah.を prāptah.と取るか avabuddhavānと取るかで，理論上四通りの解釈が可能となる．

到達 理解

実名詞 捨棄に到達した (*prahān. am. prāptah. ) 実相を認識した (*tattvam. jñātavān)

副詞 論理的に到達した (*yuktito prāptah. ) 論理的に認識した (*yuktito jñātavān)

「論理的に到達」は upāyena yuktidr.s.t.ena gamanāt praśastam. gatah. (PST. 13.3)や yuktidr.s.t.ena

mārgen. a gatāh. (PST. 13.16–14.1)から明らかである．またこれはダルマキールティ自身が PV II v.

140bで yuktito ’pi vāと明らかにする解釈である．いっぽう「論理的に認識」は文中には明らかで

はない．ジネーンドラブッディは念頭に置いていないように思われる．ダルマキールティの PV II v.

280cdの tattvasthirāśes.avíses.ajñānaにおける tattvajñānaも，ジネーンドラブッディの解釈による

ならば「実相を認識」(tattvam. jānāti)であって「真実に認識」(tattvena jñānāti)ではない．
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【証因分類】［「誕生と愛欲などの過失とが生じない」という論証対象にたいして

「我見と愛着とを持たない」というのは］原因の無［という論証因である］92．

3.16 nih. śes.aの注釈 PST. 13.9

残りがないように行った者が「よく行った者」である．残りがその者から去ったという

のが (nirgatam. śes.am ata iti)93［nih. -śes.aという語の］分析．さらに，残りとは94，

1. 身など（身口意）における欠陥である．さらにそれは［身口意の］順に，

(a)［身の欠陥：］急いでないのに習慣のせいで［スキップして］飛び跳ねて行くこと

など．

(b)［口の欠陥：］自分への慢心がなくても（自慢したいわけではないが），シュードラ

女の［ように］お喋りすることなど．

(c) ［意の欠陥：］常には三昧していないことによる非三昧の心の状態．

2. あるいはまた，そのような〈道の修習〉がないことで，道とそれに敵対するものにつ

いて完全には知ってはいないがために，得たにもかかわらずその道について，分析的

に解説する能力がないことが「残り」である．それも世尊には捨て去られている．

というわけで彼は「よく行った者」である．

3.17 arthatrayam. caitatの注釈 PST. 13.15

「またこれら三つの意味は」云々と．

92原因である我見・愛着がなければ，結果である誕生・過失がない．

　　　 我見・愛着 　　　 → 誕生・（愛欲などの）過失

| |
無我見体得者

93校訂テクストの nirgatam. śes.am asyetiを，脚注 4に示される写本の読み通りに，nirgatam. śes.am

ata itiと読む．脚注に記されるようにチベット訳 (’di’i)は asyaを支持する．ここでは前綴辞 nisの

分析として，まず nirgata（出て行った，離れ去った）を用いている (Mahābhās.ya ad 2.2.18, MBh

416.19 : prādayo gatādyarthe prathamayā samasyante)．写本の読みでは「彼から (atas) 残余が

出て行った」となる．この場合，§2.8.2の vi-prasr.ta の解釈（PST. 4.7: vigatam. prasr.tam. yatah. ,

tad viprasr.tam）とパラレルである．ただし，彼の中から一部分を取り出す (nirdhāran.a) と解釈す

るならば，asyaも可能である (A 2.3.41: yataś ca nirdhāran. am)．この場合，「彼の (asya)残余が出

て行った」となる．文法学の背景については谷澤淳三教授より教示をいただいた．
94以下の分類については §4.3でも再説される．
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3.18 bāhyav̄ıtarāgaの注釈 PST. 13.15

それら［「素晴らしく」「再び戻ってくることなく」「残りなく」という三つの意味］のう

ち，［仏教］外の離欲者達（苦行者）は，

1. 我見に沿った〈苦の拠り所（成立基盤）である道〉によって行くので，まさにその［道］

のせいで再び苦に身を委ねることになる．

2. また，論理をもって見られた道によって行った者でもない．

というわけで，彼らは「素晴らしく行った者」ではない．すなわち，世間において，苦に

身を委ねる者，および，非論理的に活動する者は素晴らしくない．そうではなく必ず非難

される．

3.19 śaiks.aの注釈 PST. 14.2

いっぽう有学は，たとえ苦に拠らず，また，論理をもって決定された道によって「素晴

らしく行った者」ではあるが，彼らには，諸々の過失群と誕生との再度の生起があるので，

彼らもまた，第二の意味で「よく行った者」ではない．

3.20 aśaiks.aの注釈 PST. 14.4

いっぽう無学は，たしかに二つの意味では「よく行った者」であろうが，「残りなく」と

いう意味でではない．上述の「残り」を捨ててないので95．

3.21 parārthasampat tāran. ārthenaの注釈 PST. 14.7

3.21.1 〈救済手段を持つ者〉である〈自ら見た道の教示者〉

「他者の利益の完成とは，渡らせるという意味で」というこれによって，「救済手段」(tāya)

という言葉の意味を［ディグナーガは］述べている．「輪廻という海をこれによって衆生達

95聖者 (āryapudgala)の階梯については Hattori [1968:75, n.1.6]を参照．Abhidharmakośa VI v.

45b (AK 365.13): aśaiks.o ’rhann asau tadāとあるように arhat=aśaiks.aである．それ以外が有学．

次の様になる．

4 arhat-pratipannaka → arhat (=aśaiks.a)

3 anāgāmi-pratipannaka → anāgāmi-phalaka

2 sakr.dāgāmi-pratipannaka → sakr.dāgāmi-phalaka

1 srotaāpatti-pratipannaka → srotaāpatti-phalaka
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に渡らせる」というのが「渡らせる手段［としての渡し舟］」(tāran.a)であり，すなわち，

自ら見た道の教示である．他ならぬそれが「［求められる］利益」(artha)であるのは，解

脱の手段を求める人達に求められる (arthyate)［と語源分析される］からである．

「そのような［手段］を持つ人」という意味で，世尊は「救済手段を持つ人」である．なぜ

ならば，動詞語根「救う」(
√

tāy)のもつ「他者を守る」という意味は (parapālanārthah.)96，

輪廻という海を渡らせること，まさにこれに限られるからである97．

96校訂テクストに訂正を加える．

校訂本：tāyateh. parah. pālanārtho

チベット訳：t’a ya ti’i don gzhan skyong ba ste

片岡訂正：tāyateh. parapālanārtho

校訂本をそのままに解釈すると「動詞語根
√

tāyのもつ守るという最高の意味は」あるいは「動詞

語根
√

tāyのもつ守るという別の意味は」となる．しかしこれでは parah.を挿入して限定を加える意

味が余りない．動詞語根
√

tāyの意味は，最高も最低もなく，また別同なく，「救うこと・守ること」

そのものだからである．「
√

tāyのもう一つの別の意味」ということは意味をなさない．いっぽう「他

者の利益の完成」(parārthasampad)の解釈であることを考慮すれば，「他者を守ること」と限定する

ことには意味がある．
97parārthasampat tāran. ārthena tāyitvamというディグナーガの原文は素直に読めば「他者の利

益の完成とは，渡らせるという意味で，救う者たることである」となる．これにより「他者の利益の

完成 (parārthasampad)＝渡らせること (tāran. a)＝救済者性 (tāyitva)」という等式が成り立つこと

になる．すなわち，PS 1.1に言う「救済者」(tāyin)は，「渡らせる」という行為を通じて，ディグナー

ガの前提とする因果図式（脚注 60, 87）の中でも「他者の利益の完成」に対応付けられる．

自己の利益の完成 他者の利益の完成

善逝性 救済者性

suの三意味に限定 渡らせること

ジネーンドラブッディは，ダルマキールティの解釈に沿って，ディグナーガとは異なる解釈を前提

としている．素直に読む限りディグナーガが tāyaを「救う行為」，tāran. aを「渡らせる行為」と解釈

していると思われるのにたいして，ジネーンドラブッディは明言するように，それぞれ「救う手段」

「渡らせる手段」と解釈する．（逆に言えば，明言しなければならないということが，ディグナーガの

文章それ自体から素直に導かれないことを示唆している．）

ディグナーガ ジネーンドラブッディ

tāya 救う行為 救う手段

tāran. a 渡らせる行為 渡らせる手段

そして，最終的に，「救う手段」を「自ら見た道の教示」とする．結果的に「救済者」は「教示者」

と同一視されることになる．（これにより，śāstr.とオーバーラップする可能性が出てくるが，ジネーン

ドラブッディの解釈によればśāstr.は「教示者」ではなく「教示原因である修習をする者」であるので

問題は生じない．）これにより「自己の利益の完成」である「認識・到達」（＜
√

gam）を原因として，

「自ら見た道を教示する」という結果が可能になる．すなわち，sugatatvaと tāyitvaが因果関係上に

結ばれることになる．
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3.21.2 誤った教示の可能性の無

また，彼（世尊）には，誤った教示をすること (vipar̄ıtopadeśatā)98が考えられない．

1. そのような［誤った教示］の原因がないから．

2. また，慈悲を本質とするから．

3. また，道を良く貫徹しているから．

3.21.2.1 原因 すなわち，欲望などという過失が誤った発話の原因としてある．あるいは

何らかの［動機となる］目的が［誤った発話の原因としてある］99．しかしそのようなもの

は［世尊には］ない．それに慈悲を体得した人が，他者のためだけに苦の滅の手段を実現

した後で，どうして［わざと］嘘を語るだろうか．

【遍充】或る人に或る時に嘘を言う原因がないならば，その人がその時に嘘を

言うということはない．それは例えば他のある人が本当のことを言う場合と同

じである100．

【主題所属性】そして［現に］，善逝の状態にある時，彼（世尊）には嘘の原因

がない．

自己の利益の完成 他者の利益の完成

善逝性 救済手段を有する者たること

suの三意味に限定 渡らせる手段を持つ者たること

認識・到達 → 自ら見た道の教示者
98「誤った教示を持つ者たること」(*vipar̄ıta upadeśo yasya sa vipar̄ıtopadeśah. , tasya bhāvah. )

と合成語を解釈した．「誤ったことの教示を持つ者たること」という合成語解釈も可能かもしれないが，

上の素直な合成語解釈を優先した．
99「だまして儲けよう」などという欲望などに突き動かされて人は嘘をつく．悪しき動機に関する

ダルマキールティの見解の背景に関しては Kataoka [2007]参照．

欲望など→嘘

100心の内面をブラックボックスとして不可知とするダルマキールティは，このような発言をしえな

いであろう．実際，ダルマキールティの中に，このような論証式は見られない．彼にあるのは，「世尊

の心の奥底には慈悲しか考えられない．他の可能性はありえない」というものであって，積極的に内

面を推論するわけではない．今の論証式は「嘘の原因がない」という事実を簡単に前提としているが，

その確定が困難だからこそ，ダルマキールティは苦労したのである．また，ニヤーヤのāptaの心の内

面の確認が不可能であることをダルマキールティが執拗に攻撃した意図も，ジネーンドラブッディの

ような論法では失われてしまうであろう．しかし，この論法は，「非人為であるが故に誤謬原因がない

からヴェーダは誤ることがない」として，同型の論理を用いるミーマーンサー学者に対する反駁とし

ては有効である．
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【証因分類】［以上「嘘を言わない」という論証対象にたいして「嘘を言う原因

がない」という論証因は］原因の無である．

3.21.2.2 慈悲

【遍充】Ｘが，Ｙの目的を実現しようと，Ｙへの慈悲からある事Ｚを実現する

とき，Ｘは，Ｙの目的の実現のためにＹへの慈悲を捨ててないならば，ＹをＺ

に関してだますことはない．それは例えば，息子の［目的である］良い摂食の

ために［手段としての］食事を準備した母親と同じである．

【主題所属性】そして［現に］世尊は，衆生の目的（苦の滅）を実現するため

に衆生への慈悲によって苦の滅の手段を実現しており，彼らへの慈悲を未だ捨

てていない101．

【証因分類】［「手段に関して相手をだますことがない」という論証対象にたい

して「相手の目的の実現のために慈悲からその手段を実現する」というのは］

能遍に矛盾した［論証因］である102．

したがって［世尊は］正しい認識の手段である．

3.21.2.3 道の貫徹

【遍充】ＸがＹを求める人（Ｚ）のために，目的Ｙの手段を間違いなく語ると

き，ＸはＺにとりＹに関して正しい認識の手段である．それは例えば，無病を
101母親は，息子の目的である良い摂食のために，手段として食事を用意する．同じように世尊は，

衆生の目的である苦の滅のために，手段として教示をする．母親は食事に毒を入れたりして息子をだ

ますということがないように，世尊が教示に際して嘘をついたということは考えられない．

手段 目的

母親→息子 食事 → 良い摂食

世尊→衆生 苦滅手段（教示） → 苦の滅
102慈悲から人のために働く人は，人をだますことがない．貪欲など悪い動機から人はだます．すな

わち「悪い動機→だます」という因果関係がある．「火→煙」という因果関係を逆に辿って煙から火が

推論されるように，「悪い動機→だます」という因果関係を逆に辿ることで，だますことから悪い動機

が推論される．いま，慈悲という良い動機は，悪い動機に矛盾する．したがって「慈悲から活動する」

という証因は，「だますこと」の能遍である「悪い動機を持つこと」に矛盾する．

だます

悪い動機

⇔矛盾
慈悲
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望む者にとり，無病の手段を間違いなく語るとき，患者にとって，それ（無病）

に関して医者が［正しい認識の手段であるのと同じである］．

【主題所属性】そして［現に］世尊は，苦の滅を求める人に，苦の滅の手段を

誤りなく語った103．

【証因分類】［「相手の求める目的に関して権威である」という論証対象にたい

して「相手にその手段を正しく説く」というのは］自性［因］である104．

103医者は患者に無病のための処方箋を正しく説く．同じく世尊は衆生に苦の滅（涅槃）のための手

段を正しく説く．医者が無病の権威であるのと同様に，世尊は涅槃の権威である．

手段 目的

医者→患者 処方箋 → 無病

世尊→衆生 苦滅手段（教示） → 苦の滅
104相手の求める目的について，その手段を正しく教示をする者は，その目的に関する権威（正しい

認識の手段のようなもの）である．類似の論証式については脚注 120, 137参照．

　 正教示　 → 正認識手段性

| |
世尊
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4 正順による解釈 (ānulomyena vyākhyā)

4.1 pramān. abhūtatva: prāmān. yaとしての認識 PST. 15.8

それゆえ以上のように，「正しい認識の手段であり生じたものに」というのがそのまま称

讃の語である．なぜなら，これにより，世尊について，認識を定義的特質とする〈正しい認

識の手段であること〉という［世尊］独自の美徳が指摘されているからである．というの

も，それ（認識）との結びつきによって彼は〈正しい認識の手段〉となるからである105．

4.2 śāstr.tva: 認識の原因 PST. 15.9

いっぽう，その美徳は原因なくして出来上がることはない，ということを示そうとして

［ディグナーガは］〈原因の完成〉を述べたのである．

4.3 sugatatva: 残り無い特別な捨棄 PST. 15.11

いっぽう，「よく行った者」という言葉（特に第三の「残りなく」という §3.16の含意）に

より，その認識に106敵対するものの特別な捨棄が，〈果報の完成〉に含まれたものとして述

べられている107．

1. それ（特別な捨棄）がなければ，

(a)〈飛び跳ねなどして行く〉ように108，［本来］言葉で理解させられる内容で不適切な

105ここでは pramān. abhūtaの属性である prāmān. yaが「jñānaを laks.an. aとする」とされている．

すなわち，認識が「正しい認識の手段であること」の定義的特質 (laks.an. a)となる．したがって世尊は

「認識を持つ」という定義を満たすので「正しい認識の手段」となる．それゆえ，sugatatvaは jñāna

に対応付けられるのではなく，後述のように「認識に敵対するものの特別な捨棄」に対応付けられて

いる．

　　原因の完成 　　果報の完成

慈悲 → 修習 → 捨棄・認識 → 教示

jagaddhitais.in śāstr. sugata　 ‖　 tāyin

正認識手段性

pramān. abhūta

106tasya jñānasya (ye shes de’i)は「その認識の」と解釈した．「彼（世尊）の認識の」という解釈

の可能性は低い．正順解釈の文脈では，§4.6にまとめられるように jñānaが主題となっているからで

ある．同じ問題は次の §4.4冒頭の tasyaiva jñānasya (PST. 16.3)にも当てはまる．
107sugataの解釈については §2.5. そこでは「完全に，全ての捨てられるべきものの捨棄に到達した

者」(prāptah. sarvathā sarvapraheyaprahān. am)が「よく行った者（善逝）」とされた．これは
√

gam

の「到達」「認識」の二解釈のうちの「到達」による解釈である（§5.2参照）．
108utplutyādigamanavad (mchong pa la sogs par ’gro ba bshin du)と校訂テクストにある．先行
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ものまでも含意するような身体動作をなしてしまうだろう．

(b) あるいは，シュードラ女のお喋りなどのように，他に嘘までも時には言ってしまう

かもしれない．

(c) あるいは，常に三昧状態にあるわけではないので，無記の状態においては一切衆生

のために行動しえなくなってしまう．

2. あるいは，巧みさの敵を，［心に染み付いた］その残り香とともに捨て切っていないの

で，彼には，既に得た道を解き明かす巧みさがないかもしれない109．

しかし，それ（特別な捨棄）がある場合には，これらの過失が生じないということを示す

ために，特別な捨棄が［「よく行った者」という言葉により］述べられた．

4.4 tāyitva: 見た通りの道の教示 PST. 16.3

いっぽう「救う手段［である教示］を持つ者」というこの［言葉］により，その同じ認

識の110特別な結果である〈見た通りの道の教示〉が示されている111．それ（教示）がもし

なければ，彼が〈正しい認識の手段であること〉自体112がありえなくなってしまうだろう．

なぜなら，そのような結果がもしそれ（認識）にあるならば，それ（結果である教示）との

文 (PST. 13.10)には utplutyagamanādi (mchong zhing ’gro ba la sogs pa)とあった．チベット訳

にも支持されるので，utplutyagamanādivadと訂正することはしない．
109「残りなく行った」という場合の「残り」とは身・口・意についての「残り」である．世尊には，

そのような「残り」がない．すなわち，振る舞い，言動，三昧の点で完璧である．あるいは説教の巧

みさがある．§3.16参照．

身 (kāya) 口 (vāk) 意 (citta)

第一解釈 振る舞い 言動 三昧

第二解釈 巧みさ

110tasyaiva jñānasya (ye shes de nyid kyi)を「その同じ認識の」と解釈し，「同じ彼（世尊）の認

識の」と解釈しないことについては脚注 106参照．
111tāyaはダルマキールティ(PV II vv. 145c, 146d)によれば，svadr.s.t.amārgoktiあるいは catuh. -

satyaprakāśanaを指す．ジネーンドラブッディの解釈によれば，正順の場合は前者，逆順の場合は後

者が対応する（脚注 119参照）．それぞれの sugatatvaの解釈もあわせると次のようになる．正順で

は
√

gamが物理的な「進行」「到達」と解釈され，（修行の）道のイメージが喚起される．いっぽう逆

順では
√

gamは「認識」と解釈され，「認識の光」のイメージが喚起されることで「照らし出すこと」

(prakāśana)と素直に結びつく．

sugatatva tāyitva

正順 捨棄への到達 → 自ら見た道の教示

逆順 四諦の認識 ← 四諦を照らし出すこと
112tatprāmān. yam eva (de tshad ma nyid du)の tatprāmān. yamは，evaの位置から tat prāmān. yam

ではなく合成語とみなした．指摘をいただいた苫米地等流博士に感謝する．
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結びつきによって，世尊は，未理解の対象を照らし出す者となり，あるいは113，それ（未

理解対象）について欺かない者となるが，他の場合にはならないからである．したがって

［「救う手段［である教示］を持つ者」により］特別な結果が示されている．

4.5 jagaddhitais.itā: 慈悲 PST. 16.7

いっぽう慈悲は，菩薩の状態のみにおいて自ら持続するものであったが，それは，善逝

の状態においては言うまでもなくやはり成立しているので，［ディグナーガは］わざわざ述

べることはしなかったのである．なぜなら，それ（慈悲）なくしては，［衆生の］利益とな

るものを教示しえないからである．というわけで，それ（慈悲）も，彼（世尊）にとり，他

者の利益のための助力者に相当するものと見なすべきである．

4.6 正順解釈のまとめ PST. 16.9

以上，世尊について，認識を定義的特質とする〈正しい認識の手段であること〉が，［修

習という］原因を持つものであり，［「残りなく」という意味で］敵対するものの特別な捨棄

を伴ったものであり，［教示という］特別な結果を伴ったものであり，［慈悲という］助力者

に相当するものを伴ったものとして，説き明かされた (udbhāvitam)114．

113校訂テクストの vāはそのまま残す．チベット訳も vāを支持する．PST. 16の脚注 aに挙げられる

ようにPV II v. 5c (ajñātārthaprakāśo vā)の vāをそのまま取ってきたと思われる．しかしジネーンド

ラブッディ自身の vāの解釈は「かつ」である．それは既にPST. 2.2 (prakāśakam avisam. vādakam. ca)

から明らかである．デーヴェーンドラブッディの解釈も同様であることについては Dunne [2004:254,

n.49]．
114校訂テクストの udbhāsitam（校訂者によるチベット訳に基づく emendation）を udbhāvitamに

訂正する．

校訂本：codbhāsitam

写本：codbhās.itam

チベット：gsal bar byas so

片岡訂正：codbhāvitam

「説き明かされた」「指摘された」という意味での udbhāvitaはジネーンドラブッディ内に既に用

例が見られる．先行例についてもチベット訳に gsal bar byasとの訳があるので問題はない．

PST. 7.17: bhagavato gun. a udbhāvitah. (bcom ldan ’das kyi yon tan du gsal bar byas

la)

PST. 15.9: asādhāran. o gun. a udbhāvitah. (thun mong ma yin pa’i yon tan

gsal bar byas shing)
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以上は，まず，正順による解釈法であり115，そこでは，〈慈悲〉以下のものにより［順次］，

115「慈悲→修習→捨棄（への到達）→教示」という因果関係がある．それぞれは原因総体として後

者を引き起こす（可能性がある）ので，原因総体から結果（の生起可能性）が推論される．認識は，修

習から引き起こされる．したがって，「慈悲→修習→捨棄・認識」という関係が確立されれば，その認

識という定義的特質により世尊は「正しい認識の手段」となる (PST. 15.9: tadyogāt sa pramān. am.

bhavati)．そうすると「教示」が不要となって浮いてしまう．これは jñānaを中心に据える正順解釈の

帰結である．そこで，ジネーンドラブッディは，「認識→教示」という因果関係を示しつつ (PST. 16.3:

jñānasya kāryavíses.o yathādr.s.t.amārgopadeśah. )，「教示→正しい認識の手段であること」という関係

も示す．教示がなければ正しい認識の手段であることはありえない (PST. 16.4: sa yadi na syāt tat

prāmān. yam eva na syāt), 教示があってこそ正しい認識の手段となる (PST. 16.4–5: tathāvidham. hi

yadi tasya kāryam. bhavati, evam. tadyogād bhagavān anadhigatasyārthasya prakāśako bhavati

tatra vāvisam. vādakah. , nānyathā)と彼は述べる（§4.4）．この関係は tadyogāt (PST. 16.5)という

表現から見ても，（PST. 15.9の tadyogātと同じく）定義的特質と被定義項の関係にも見える．これ

により，prāmān. yaの定義的特質を jñānaに比定しつつも，「教示したから正しい認識の手段である」

とするダルマキールティの PV II v. 146c: tatah. (=tāyāt) pramān. amとの整合性が保たれることに

なる．

jagaddhitais.in śāstr. sugata　　　 tāyin

karun. ā → abhyāsa → prāpti・jñāna → upadeśa

sahāya hetu prahān. a　 ‖ 　 ‖ kārya

　　　 prāmān. ya

　　 pramān. abhūta

結果的にジネーンドラブッディの解釈は，「認識したから正しい認識の手段である」のか「教示した

から正しい認識の手段である」のか両義的となる．この問題は「認識を定義的特質とする prāmān. ya」

という着想に起因する．実際ダルマキールティは，卓越性実現の文脈で prāmān. ya=jñānaと明言し

ていた（脚注 56参照）．すなわち，この「認識したから正しい認識の手段である」のか「教示した

から正しい認識の手段である」のかという二者択一問題の根っこは，ダルマキールティ自身の言明に

発すると言える．

まず，ダルマキールティにおいて，vā の選言により結ばれる第一の pramān. a の定義は PV II

v. 1ab: pramān. am avisam. vādi jñānam であった．それに対するダルマキールティ自身の説明であ

る PV II v. 1bc: arthakriyāsthitih. / avisam. vādanam を参考にすれば，「目的を実現しうる認識」

(*arthakriyāsamartham. jñānam) が「正しい認識の手段」であることになる．ここでは効果的作用

という結果を一旦経由することで，翻って認識についてそれが「目的を実現してくれることが定まる」

(arthakriyāsthiti)．この図式をもって上の問題を考えるならば，「慈悲→修習→捨棄→教示→目的実現

（度衆生）」という因果関係の最終地点（衆生を渡らせること）を確認することで，振り返って，「目的

を実現しうる認識」のゆえに「正しい認識の手段である」と言えることになる．

慈悲 → 修習 → 捨棄 → 教示 → 目的実現

認識 ← ← ←

‖
正認識手段性

このように考えることで，「認識したから正しい認識の手段である」と「教示（することで目的を

実現）したから正しい認識の手段である」という二者は，択一されることなく両立し，互いに助け
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〈教示［原因である修習］をする者であること〉以下のものの可能性が推論される116．

ることになる．このダルマキールティ解釈は，教示 (tāya=svadr.s.t.amārgokti)の内容が tāyaの第一

解釈においては効果的作用 (arthakriyā)を持つ道 (mārga)に限られることから，および，第二解釈

(catuh. satyaprakāśana)において「照らし出す」(pra-
√

kāś)という表現が共通することからも，ダル

マキールティ自身が念頭に置いていたものと十分に考えられる．（二つの pramān. a定義に関する先行

研究については Krasser [2001]を参照．）

tāyah. pramān. am

第一解釈 svadr.s.t.amārgoktih. → avisam. vādi jñānam

第二解釈 vā catuh. satyaprakāśanam → ajñātārthaprakāśo vā

ジネーンドラブッディ自身の pramān. a解釈は，ajñātārthaprakāśo vāの vāを選言とは取らずに連

言 (ca)とするものである（脚注 113参照）．したがって，筆者が取る上のダルマキールティ解釈がその

ままジネーンドラブッディに当てはまるわけではない．しかし，二者択一の問題に関しては，ジネーン

ドラブッディの意図するところはダルマキールティと同じであろう．すなわち「認識」といっても，そ

れは「特別な結果である〈見た通りの道の教示〉」(PST. 16.3: kāryavíses.o yathādr.s.t.amārgopadeśah. )

を伴っていなければならない．「それ（教示）がもしなければ，彼が〈正しい認識の手段であること〉

自体がありえなくなってしまう」(PST. 16.4: sa yadi na syāt, tatprāmān. yam eva na syāt)という言

明，および，「そのような結果がもしそれ（認識）にあるならば，それ（結果である教示）との結びつき

によって，世尊は，未理解の対象を照らし出す者となり，あるいは（＝かつ），それ（未理解対象）に

ついて欺かない者となるが，他の場合にはならないからである」(PST. 16.4–6: tathāvidham. hi yadi

tasya kāryam. bhavati, evam. tadyogād bhagavān anadhigatasyārthasya prakāśako bhavati tatra

vāvisam. vādakah.h, nānyathā)というジネーンドラブッディの言明も，目的実現を経由することで認

識に限定を加えているのである．正順による解釈をまとめる最後の「世尊について，認識を定義的特

質とする〈正しい認識の手段であること〉が……特別な結果を伴ったもの……として，説き明かされ

た」(PST. 16.9–11: bhagavato jñānalaks.an. am. prāmān. yam. ... sakāryavíses.am. ... codbhāvitam)

という言明からも，「目的を実現しうる認識」が中心にあることが再確認される．

なお逆順解釈においてジネーンドラブッディは prāmān. yaの実質内容を jñāna に比定しないこと

から帰結する問題を抱えている（§5.6）．
116ここでジネーンドラブッディが「可能性が推論される」(PST. 16.11: sambhavo ’numı̄yate) と

表現しているのは，ダルマキールティの原因総体の考え（および正順に関するデーヴェーンドラブッ

ディとシャーキャブッディの見解）を受けたものである．すなわち「なぜなら，その場合，ただ全

体としての原因から，結果の生起の可能性が推論されるからである．というのも，全体が持つ〈結

果を生み出す適合性〉を推論しているので」(PVSV 6.27–28: tatra hi kevalam. samagrāt kāran. āt

kāryotpattisam. bhavo ’numı̄yate, samagrān. ām. kāryotpādanayogyatānumānāt)とダルマキールティ

は述べている．正順における因果関係がそのまま論証関係になる鍵が原因総体における「可能性」と

いう考えにあることについては，Inami and Tillemans [1986:127, n.10]に指摘されている．また稲見

［1997］は，PV II v. 34a: sādhanam. karun. āを「成立根拠は慈悲 (karun. ā) である」と訳すにあた

り次のように注記する．稲見［1997:17, n.2］：「これらの注釈を見る限り，ここでは世尊が pramān. a

であることの論拠ではなく，その原因が直接的には問題になっていることになる。しかし，原因では

あっても，この場合は同時に論拠でもあるので特に問題ではない。」

また，シャーキャブッディの解釈については Inami and Tillemans [1986:126]: “So, then, proceeding

according to direct order (lugs las ’byuṅ ba = anuloma) [is as follows:] By means of the respective

preceeding causes, ‘desiring to benefit the world’, etc., [Dharmak̄ırti] infers that the respective
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5 逆順による解釈 (prātilomyena vyākhyā)

次に，逆順による解釈がなされる117．

5.1 tāyitva: 四諦の教示 PST. 16.12

あるいはまた，〈救済［手段］〉118とは，誤りなく真理（四聖諦）を教示することである119．

その〈苦の止滅の原因〉を衆生に世尊は実際に教示したので，彼は，それ（苦の止滅の原

因）を求める彼ら（衆生）にとり，それに関して〈正しい認識の手段〉である．

【遍充】Ｘが苦Ｙの止滅を求める人Ｚに，その苦Ｙの本性（苦）と，その苦Ｙの

原因（集）と，その苦Ｙの止滅（滅）と，その苦Ｙの止滅の手段（道）とを正

しく語るならば，彼Ｘは，Ｚにとり，Ｙに関する正しい認識の手段である．そ

れは例えば，病気という苦の止滅を求める患者に，病気という苦の本性などを

subsequent [effects] are all possible; and thus is established that [the Bhagavat’s] being a pramān. a

is not a priori impossible (śin tu mi srid pa = atyantābhāva).” 　またこの考えは，ジネーンドラ

ブッディが原因を自性 (svabhāva)に分類することからも十分に支持される．
117因果図式を逆に辿ることで論証がなされる．脚注 60, 87参照．

jagaddhitais.itā ← śāstr.tva ← sugatatva ← tāyitva

118tāyaを「救済手段」(PST. 3.8: tāyate ’neneti tāyah. )とジネーンドラブッディが解釈することに

ついては §2.6.
119「正順による解釈」では，tāyitva は「見た通りの道の教示」とされた（§4.4）．これはダルマ

キールティの PV II v. 145c: tāyah. svadr.s.t.amārgoktiに対応する．逆順は PV II v. 146cd: tāyo vā

catuh. satyaprakāśanamに対応する．

PV II vv. 145c, 146d PST. 16.3, 16.12

1 svadr.s.t.amārgokti yathādr.s.t.amārgopadeśa

2 catuh. satyaprakāśana avipar̄ıtasatyopadeśa

正順においては「修習→捨棄への到達→道の教示」となり，特別な状態というゴールに「到達」す

るための「道」という側面が取り上げられる．逆順においては「修習←四諦の認識←四諦を照らし出

すこと」という真理に光を当てる「認識」の側面が取り上げられる．これは sugataの
√

gamの二解

釈と対応する（脚注 111参照）．ジネーンドラブッディが念頭に置く対応図式は以下のように再構成

できる．

sugatatva (<
√

gam) tāya

1 *hetuprahān.aprāpti svadr.s.t.amārgokti

2 tattvasthirāśes.avíses.ajñāna catuh. satyaprakāśana

なお，*hetuprahān. aprāpti は PV II v. 139cd: hetoh. prahān. am. trigun. am. sugatatvam および

PST. 3.7: prāptah. sarvathā sarvapraheyaprahān. amからの再構成である．他はダルマキールティ自

身の表現を取ってきたものである．
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正しく語るならば，その［患者］にとり，それに関して，医者が［正しい認識

の手段であるのと同じである］．

【主題所属性】そして［現に］世尊は，輪廻という苦の止滅を求める人に，輪

廻という苦の本性などを正しく語った．

【証因分類】［「苦の止滅を求める人にとって，その苦に関する正しい認識の手

段である」という論証対象にたいして「苦の止滅を求める人に，その苦の本性

などを正しく語る」という論証因は］自性［因］である120．

そして，それら真理［がどのようなものか］は，既に［§3.10.3–3.11で］少しばかり示

した．

1. すなわち，苦とは五取蘊を定義的特質とするものである（§3.10.3）．

2. そして，それ（苦）の原因が渇愛である．またそれ（渇愛）から苦の生起がどのよう

に引き起こされるのか［を示した］（§3.10.4）．

3. 滅とは，道を体得した人にある，以前の苦因が滅した後，以後の苦因が生じないこと

を定義的特質とする特別な状態である（§3.11）．

4. 道とは無我見の修習である．また，どのようにそれ（道）から滅への到達が生じるの

か［を示した］（§3.10.5–6）．

以上全ては既に前に簡潔に示した．

したがって，四諦を見ることから解脱が生じるのである．またそれゆえに，それ（四諦）

の教示は，輪廻という大海を渡らせる手段なので「救済手段」である．また以上のこと全

てを，他者の利益を求める者は為すべきである．すなわち，捨てられるべきもの（苦）の

実相と受け取られるべきもの（滅）の実相121およびそれぞれの手段（集・道）との教示で

ある．そして，それ（教示）を世尊は現に為した．
120苦の止滅を求める相手に，苦そのものの本性，苦の原因，苦の止滅，苦の止滅の手段，すなわち，

苦集滅道という四諦を正しく教示をする者は，その目的に関する権威（正しい認識の手段のようなも

の）である．類似の論証式は §3.21.2.3, 脚注 104参照． これが自性因に分類されるのは，「シンシャ

パーは木である」と同じように「教示者は権威である」からである．すなわち，四諦教示は，世尊と

いう同一のものについて，その正認識手段性を論証する理由である．これが原因総体である可能性に

ついては §5.5.4, 脚注 137参照．

　 四諦教示　 → 正認識手段性

| |
世尊

121heyopādeya-tattvasyaの合成語解釈については，PVSVT. 394.24–25: heyam. sarvam. duh.kham,

upādeyam. sarvakleśaprahān. am. nirvān. am, tayos tattvam avipar̄ıtam. rūpam に従って kar-

madhārayaではなく tatpurus.aと解釈した．
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5.2 sugatatva: 認識 PST. 17.11

さて，このような［四諦の教示という］結果から，〈素晴らしさ〉に始まる三つの限定要

素122に限定された認識が推論される123．ここ（逆順による解釈）では「認識」を意味する

ものとして動詞語根
√

gamに依拠するからである．前［の正順による解釈 §4.3］では「到

達」を意味するものとして動詞語根
√

gamに依拠して，捨棄の完成が果報として述べられ

た124．今は認識の完成が──素晴らしいものを（或いは素晴らしく）［世尊が］認識した，

乃至（＝再び戻ることなく世尊が認識した），残りが無いように［世尊が］認識したという

意味で──「善逝性」として理解されるべきである125．

5.2.1 praśastatva: 実相 (tattva)

それら（三つ）のうち，「素晴らしい」のは，彼の認識が実相を対象としているからであ

る．さらにそのこと（認識が実相を対象としていること）は，彼の教示した道が［他の］正

しい認識の手段と合致することから推論される．

122「（苦の拠り所とならない或いは論理的という意味で）素晴らしく」「再び戻ってくることがなく」

「（身口意の欠陥あるいは教えの拙さという）残りがない」認識である．§3.14 (praśastatva), §3.15

(apunarāvr.tti), §3.16 (nih. śes.a)を参照．
123「素晴らしさ」「再び戻ってくることがないこと」「残りのないこと」と順にレベルが上がってい

き，後者は前者を兼ね備える．それぞれの条件により順に外道の苦行者・有学・無学が排除される．

三つの条件を兼ね備えたのが世尊である．

世尊

無学

有学

外道

無残余

不逆行

素晴らしさ

124sugatatvaの正順と逆順の解釈については脚注 111, 119参照．
125§4.2 にあるように，正順解釈では，sugata の su が表す三つの意味のうち，ジネーンドラブ

ッディは nih. śes.a だけを取り出している．（ただしダルマキールティは PV II vv. 140–142 におい

て三属性について説明する．）逆順では三つをともに，ダルマキールティの PV II v. 280: tāyāt

tattvasthirāśes.avíses.ajñānasādhanam に関連付けて説明している．

√
gam praśastatva apunarāvr.ttitva nih. śes.atva

正順 到達 素晴らしさ 再び戻ることない 残りない

（欠陥／拙さの無）

逆順 認識 素晴らしさ 再び戻ることない 残りない

実相を対象とする 否定／齟齬の無 拙さの無
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5.2.2 apunarāvr.tti: 堅固性 (sthiratva)

「再び戻ることがない」のは堅固だからである．さらにそのこと（堅固性）は，

1. 彼の確定した道について，他の正しい認識の手段によって否定されないことから判断

される．

2. あるいは，ブレの無い［認識］について［判断される］．前後の言明に齟齬がないので，

全ての説教において，四聖諦の教示が一文をなしているからである．

5.2.3 nih. śes.atva: 残りのないこと (aśes.atva)

さらに「残り」とは，今の［逆順による解釈の］場合，四聖諦を理解したにもかかわら

ず，それについて認識が［人に］理解させるのに巧みでないことである．そのようなこと

（拙さ）がないので［世尊には］「残りのない認識」が推論される．というのも様々な手段で

もって，［四］諦を照らし出すからである．いっぽう声聞達には，僅かばかりの巧みさがあ

る［にすぎない］．それ（僅かばかりの巧みさ）も，彼（世尊）に従って学んだからである．

5.2.4 まとめ

したがって，実相・堅固性・残りの無いことという［三つの］限定要素に限定された認識

により，外道［の離欲者］・有学・無学より世尊は優れている126．

5.2.4.1 外道の離欲者 (bāhyav̄ıtarāga) 実相という限定要素に限定された認識により，

［世尊は］外道の離欲者よりも優れている127．すなわち，彼ら（外道の離欲者）には，正し

い認識の手段と合致する (pramān.asam. vādi-)〈捨てられるべきもの・受け取られるべきも

の〉（苦・滅）を対象とする認識はない128．
126逆順解釈における sugataの解釈においてジネーンドラブッディは，ディグナーガの三つの suの

解釈，すなわち，praśastatva, apunarāvr.tti, nih. śes.atvaを，ダルマキールティの解釈に沿って，認

識の三つの限定要素である tattva, sthiratva, aśes.atvaに対応付けて説明している．

Dignāga praśastatva apunarāvr.ttitva nih. śes.atva

Dharmak̄ırti tattva sthiratva aśes.atva

外道 × × ×

有学 ○ × ×

無学 ○ ○ ×

世尊 ○ ○ ○
127praśastatvaの解釈については §3.14，bāhyav̄ıtarāgaについては §3.18を参照．
128na tes.ām. pramān. asam. vādiheyopādeyavis.ayam. jñānam の pramān. asam. vādi は，pramān. a-

sam. vādi heyopādeyavis.ayam. jñānam と後ろにスペースを置けば，heyopādeya ではなく jñānam
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5.2.4.2 有学 (śaiks.a) 堅固性という限定要素に限定された［認識］により［世尊は］有

学より［優れている］129．彼ら（有学）は，不作為の有身見を捨て去っていないので，そ

れが活動する時には再び戻ることがありうるからである．

5.2.4.3 無学 (aśaiks.a) 〈残りのないこと〉という限定要素に限定された［認識］により

［世尊は］無学より［優れている］130．彼ら（無学）には，上（§5.2.3）で述べたような「残

り」がありうるから．

5.3 śāstr.tva: 修習 PST. 18.11

以上のような［三要素に限定された特別な］〈認識〉に基づいて (evam. vidhāj jñānāt)131，

他者のための〈道の修習〉が［推論］確定される132．というのも，それ（認識）を得た後

でも，犀（独覚）とちがって133［世尊は］働きをやめることなく，［自身が］達したとおり

の道を［人々に］解き明かすことにひたすら専念していたからである．

【遍充】Ｘが，Ｙを得たにもかかわらずその働きを止めない時，Ｘは，単にＹ

にかかることになる．両方の可能性が考えられる．

• na tes.ām. pramān. asam. vādiheyopādeyavis.ayam. jñānam（彼らには正しい認識の手段と合致

する〈捨てられるべきもの・受け取られるべきもの〉を対象とする認識はない

• na tes.ām. pramān. asam. vādi heyopādeyavis.ayam. jñānam（彼らの〈捨てられるべきもの・受

け取られるべきもの〉を対象とする認識は，正しい認識の手段と合致するものではない）

ジネーンドラブッディが念頭においているのは「世尊には tattvavis.ayam. jñānamがある」という

ことである．したがって，「外道の離欲者には tattvavis.ayam. jñānamがない」ということを言えばよ

いはずである．その場合，tattvaの説明が pramān. asam. vādiheyopādeyaに相当する．すなわち前半

が「正しい」という条件を述べ，後半が「人間に資する」という条件を満たす．
129apunarāvr.ttiの解釈については §3.15, śaiks.aについては §3.19参照．
130nih. śes.aの解釈については §3.16，aśaiks.aについては §3.20参照．
131写本には evam. vidhājñānātとある．校訂者は emendationを加えて evam. vidhajñānātと合成語

にする．写本の読みも考慮し訂正を加え語を分解し，evam. vidhāj jñānātとする．

校訂本：evam. vidhajñānāt

写本：evam. vidhājñānāt

片岡：evam. vidhāj jñānāt

132「よく認識した者」である善逝の心にある優れた認識を理由に，道の修習のあったことが推論さ

れる．

修習 ← 認識

| |
世尊

133独覚については脚注 84参照．
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を果報として求めているわけではない．それは例えば，食料を得たにもかかわ

らずその働きを止めることなく，摂食に向かって行動を起こす者と同様である．

【主題所属性】そして，上記の通りの特別な認識を既に得たにもかかわらず，そ

れだけでは世尊は現に働きを止めなかった．

【証因分類】［「単にそれを果報として求めているわけではない」という論証対

象にたいして，「そのものを得たのに働きを止めない」という論証因は］能遍に

矛盾した［論証因である］134．

そして，同じその〈道の修習〉が，転義的用法に基づいて「教示［の原因である修習を

する］者であること」(śāstr.tva)である．このことは［§2.4, §3.10.1で］既に述べた．

5.4 jagaddhitais.itā: 慈悲 PST. 19.3

さらにそれ（修習）から慈悲が推論される．なぜなら，慈悲を持つから［こそ］彼は他者

の利益のために努力するのであって，［慈悲を持たない］他の者はそうではないからである．

5.5 pramān. abhūtatva: 正しい認識の手段であること PST. 19.4

それゆえ，以上のような〈原因と果報との完成〉により，世尊は正しい認識の手段であ

る135．

134「それを求めている」ならば人は「それを手に入れれば行動を停止する」．すなわち，後者は前

者の能遍である．いま，「それを手に入れても行動を停止しないこと」は「それを手に入れてから行動

を停止すること」に矛盾する．すなわち，「手に入れても止めない」という論証因は，「手に入れたら止

める」という能遍に矛盾する．したがって，「それを手に入れたのに止めない」という論証因から，「そ

れを果報として求めている」ということが否定される．

それを求める

得て止める

⇔

得ても止めず

135〈原因の完成〉〈果報の完成〉と〈正しい認識の手段であること〉の因果関係が確定されている．

細かくは以下のようになる．

hetusampad phalasampad prāmān. ya

慈悲→修習 → 認識→教示 → 正しさ
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5.5.1 慈悲→正しさ

すなわち，慈悲ゆえに対象そのものを［そのままに］教示しようと彼は欲する．逆に慈

悲がないなら知っていても嘘を語るであろう136．それゆえ慈悲は〈正しい認識の手段であ

ること〉の必須要素である．

5.5.2 認識→正しさ

慈悲深くても，知らなければ実相そのものを人は教示できない．知っているからこそ，人

は事実そのものを教示する．というわけで，認識も〈正しい認識の手段であること〉にた

いして実現手段である．

5.5.3 原因の完成→果報の完成→正しさ

そして，その〈正しい認識の手段であること〉は原因を有する．それ（原因）に基づい

て，これ（正しい認識の手段であること）の存在が可能となる．というようにして〈原因

の完成〉が述べられた．

逆に，そのような〈果報の完成〉が既に存在するならば，それ（原因の完成）は何の役に

も立たない．なぜならば，もし〈原因の完成〉がなくても，その〈果報の完成〉があるなら

ば，［彼が］〈正しい認識の手段であること〉も必ずあることになるからである．しかし［実

際には］それ（果報の完成）は，それ（原因の完成）なしではありえないので，それ（原

因の完成）を用いるのである．

5.5.4 教示→正しさ

〈救済手段［である教示］を持つ者〉として，必ずや，他人に理解させようと専心したは

ずであるということは既に［§5.1で］示した．そしてこのように，優れた真実を説き，か

つ，それを説き明かすのに努力したから，［世尊は］正しい認識の手段である．

【遍充】ＸがＹに優れた真実を説き，それを説き明かすのに努力したならば，

Ｘは認識者Ｙにより正しい認識の手段と見なされるべきである．それは例えば，

136ここでは世尊の慈悲と正しさの因果関係が，肯定的随伴と否定的随伴により確定されている．した

がって，ここでいう aṅgabhāvaや sādhanabhāvaも論理的関係ではなく存在論的な因果関係を指す．

肯定的随伴 慈悲 → 正しさ

否定的随伴 ～慈悲 → ～正しさ
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上記の通りの美徳をもって，弟子に教示する師匠が，認識者である弟子により

［正しい認識の手段と見なされるべきである］のと同じである．

【主題所属性】現に世尊は，衆生に，優れた真実を説き，かつ，それを説き明

かすのに努力した．

【証因分類】［「正しい認識の手段と見なされるべきである」という論証対象に

たいして「優れた真実を説き，それを説き明かすのに努力した」という理由は］

自性［因］である137．

5.6 認識とは別個の能力としての〈正しい認識の手段であること〉PST. 20.1

この注釈方法に関して反論がある．

【問】もし認識も〈正しい認識の手段であること〉の実現手段として設定されるならば，

［実現手段である認識とは別に設定される］その〈正しい認識の手段であること〉──慈悲

などがそれの実現手段と言われるところのもの──とは一体何なのか138．

【答】答える．［慈悲などとは別に設定される〈正しい認識の手段であること〉とは］能

力の一種である．それがあるときに世尊は未理解の対象を理解させ，かつ，それ（未理解

137教示努力が原因となって，権威者性（正しい認識の手段と見なされるべきものであること）が生

じる．これは §5.5.3の「そして，その〈正しい認識の手段であること〉は原因を有する」(PST. 19.7:

tac ca prāmān. yam. sahetukam)から確認できる．同時に，教示努力を理由に，権威者性が推論され

る．ここでも論証因である「優れた真実を説き，かつ，それを説き明かすのに努力した」というのは

自性因に分類される．§5.1（120）の論証式とほぼ同型である．したがって原因総体と考えるしかない．

教示努力 → 権威者性

| |
世尊

138逆順による解釈においては，因果関係を前提として，教示から遡って慈悲までが論証された．す

なわち教示から認識が推論され (PST. 17.11–12: etasmāt kāryāt ... jñānam anumı̄yate), 認識から

修習が推論され (PST. 18.11–12: evam. vidhajñānāt parārtho mārgābhyāso ’vas̄ıyate), 修習から慈

悲が推論される (PST. 19.3: tato ’pi dayānumı̄yate)．また「教示したから正しい認識の手段である」

ことが繰り返し述べられた（§5.1, §5.5）．しかも〈正しい認識の手段であること〉は「原因を持つも

の」(PST. 19.7: sahetuka)とされた．いまここで，〈正しい認識の手段であること〉の原因が「慈悲

など」と明言されている．したがって因果関係に沿って結べば以下のように並べることができる．

原因の完成 　 果報の完成

慈悲→修習 → 認識→教示 → 正しさ

結果として，正順による解釈（脚注 115参照）とは違って，認識とは別体として〈正しい認識の手段

であること〉を立てなければならなくなる．反論者は詰まるところ「認識と別に立てられる prāmān. ya

とは何か」を問うている．
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対象）に関して欺かない者となる，そういう［能力］である．しかしながら，その能力の

一種は，慈悲などを備えた者に［のみ］生じるのであって，そうでない者には［生じ］な

い．というわけで，［慈悲・修習・認識・教示は］それ（正しい認識の手段であること）の

実現手段として［別個に］設定されるのである139．

6 PSVの字句注釈

6.1 svaprakaran. ebhyah.の注釈 PST. 20.6

［PSV中にある］「自らの諸著述（複数）から」というのは，［PS詩節の］「自らの論考

（単数）から」の注釈である．

また［Nyāyamukha（因明正理門論）の］mukha（口＝門）という言葉だけで，先に［§2.8.1–

2で］述べた pra-sr.taという言葉の意味（「際立った理解」）は明々白々に理解されるので，

［ディグナーガはここでわざわざ］分析することはしていない．なぜなら，「口」(mukha)と

いうのは「門」，［すなわち］方向性のみを示すことであり，［言い換えれば］要約であるが，

そのようなものによっては，詳細に説明する必要のある人びとに習熟理解が生じてくるこ

とはない，ということは分かりきっているからである．

［『因明正理門論』を始めとして論考が］複数あるにもかかわらず，［それら］諸論考の普

遍［という単独のもの］に基づいて，詩節（PS 1.1）では，「自らの論考（単数）から」と

単数が［用いられている］．いっぽう注 (PSV)においては，［個々の論考の］別異性を意図

して「自らの諸著述（複数）から」と複数形が［用いられている］．

139慈悲・修習・認識・教示から，そしてそれらがあるときにのみ，「正しい認識の手段であること」

という能力の一種が生じる．しかも「教示するから正しい認識の手段である」という論証を考慮する

と，この実現手段の全体は，原因総体と見なせる．これにより「以上のような〈原因と果報との完成〉

により，世尊は正しい認識の手段である」(PST. 19.4: evam. vidhayā hetuphalasampadā bhagavān

pramān. am)という論理関係，および，「そして，その〈正しい認識の手段であること〉は原因を持つ」

(PST. 19.7: tac ca prāmān. yam. sahetukam)という因果関係の説明がつく．ここでいう「正しい認識

の手段であること」は，分かりやすく言えば，信頼できる情報源としての資格であり，権威としての

力である．

原因の完成 　 果報の完成 正しさ

慈悲→修習 → 認識→教示 → 能力

しかし，prāmān. yaの実質内容を能力の一種 (sāmarthyavíses.a)とするジネーンドラブッディの着

想をダルマキールティに跡付けるのは困難である．筆者のダルマキールティ解釈は脚注 115 で述べ

た．すなわち「四諦を照らし出すこと」(catuh. satyaprakāśana) そのものが「未知対象の輝き出し」

(ajñātārthaprakāśa)となる．これにより pramān. aの定義を満たすから世尊はプラマーナである．こ

の場合，教示は prāmān. yaの原因総体であるよりも，定義的特質となる．
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6.2 samāhr.tya pramān. asamuccayah. karis.yateの注釈 PST. 20.11

「適切に持ってきて」140云々と．以前に作った幾つかのものと，他に新しく心に浮かんだ

ものとを適切に持ってきて，［諸々の］「正しい認識の手段」の「集成」すなわち集積が「こ

れからなされる」．またここでは，正しい認識の手段・正しい認識の対象・それに似て非な

るもの（擬似認識手段）などに由来する残らず全ての記述が，〈正しい認識の手段〉に関連

してやってくるので，「正しい認識の手段」という語で述べられている．

6.3 parapramān. apratis.edhāyaの注釈 PST. 20.14

「他［派］の〈正しい認識の手段〉を否定するために」云々により，「〈正しい認識の手

段〉の確立」という言葉の意味を説明している．またここでは，自［派］の〈正しい認識

の手段〉が主（第一義的意味）である．いっぽう，他［派］の〈正しい認識の手段〉は，他

［派］がそれを「正しい認識の手段」と思い込んでいるという意味で「正しい認識の手段」

と呼んだのである．

その二つ［の正しい認識の手段］各々について，そのあり方を知悉することが「正しい

認識の手段の確立」である．その二つ［の正しい認識の手段］のうち，他［派］の〈正し

い認識の手段〉は，［実際には］正しい認識の手段ではないのだが，〈正しい認識の手段〉と

しての本性を仮託した上で，それについて「これは正しい認識の手段を本質とするもので

はない」と習熟理解させること，それが［ディグナーガの言う］「否定」である．そしてそ

れ（否定）がそのまま，それ（正しい認識の手段）の「確立」［と PS詩節で言われている

ところのもの］である．

6.4 svapramān. agun. odbhāvanāyaの注釈 PST. 21.3

自［派］の〈正しい認識の手段〉が即ち美徳である141．［自派の正しい認識の手段が美徳

(gun.a)そのものであるのは］「利益を望む者達に讃美される (gun.yate)142」［と語源分析さ

140sam-ā-hr.tyaは「集め持ってきて」というのが原義でありディグナーガもそれを意図していたと

思われるが，ジネーンドラブッディは samyag ān̄ıyaと言い換えているので，「適切に持ってきて」と

なる．
141すなわち svapramān. a-gun. aという合成語は「自［派］の正しい認識の手段トイウ美徳」というよう

に karmadhārayaで解釈すべきであり，「自［派］の正しい認識の手段ノ美徳」というように tatpurus.a

で解釈すべきではない，という意図である．
142校訂テクストには gun.yata itiとある．しかしチベット訳の bgrang bar bya ba’o zhes byas nas

は gan. yata itiを予想させる．チベット訳は，前提とするサンスクリット写本伝承での誤りであるか，

あるいは，訳者の取り違えと思われる．というのも現在の文脈では gun. aの語義説明として gun.yata

itiが求められるからである．ただし gun.yateの意味は自明ではない．「利益を望む者達により倍化さ
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れる］からであり，また［美徳として］利益をもたらすからである143．

それ（自派の正しい認識の手段という美徳）を「説き明かすこと」とは，正しい定義的

特質を述べることで習熟理解させることである．そしてそれ（習熟理解させること）がそ

のまま，それ（正しい認識の手段）の「確立」［と PS詩節で言われているところのもの］

である．

6.5 yasmād pramān. āyattā prameyapratipattih.の注釈 PST. 21.6

「なぜならば」云々により，〈正しい認識の手段〉にある「人間の目的に資すること」［と

いう側面］を示している．さもないと，それ（人間の目的）に役立たないものを習熟理解

させるのは無駄なので，［そのようなことは］全く〈為すべからざること〉となってしまう

であろう．

さらに「正しい認識の対象」というのは，ここでは，捨てられるべきもの（苦）と受け

取られるべきもの（滅）とである．「なぜならば」それらの理解というのは正しい認識の手

段に依存している，そういうわけで，正しい認識の手段が確立するよう努力するのは有益

である，という意図である．

6.6 bahavaś cātra vipratipannāh.の注釈 PST. 21.10

6.6.1 予想される前主張：正しい認識の手段は自明である

これにたいして或る者達は言っている．「正しい認識の手段は［定義するまでもなく］た

だ自ら既に成立している」と144．また，彼らの見解に従う他の者達は［次の］詩節を誦し

れる (gun.yate)」という意味で「増やされる」との解釈も可能である．gun. anaに「美徳を指摘する・

数え上げる」（梵和大辞典では「讃辞・賞揚」）という意味のあることから，「美徳」の語源分析のニュ

アンスを出すために「讃美される」と訳出した．
143gun. a=gun. -ac (A 3.1.134, 3.4.67)から，acは kartr.を意味する．arthāvahakatvātの aka (n. vul,

A 3.1.133, 7.1.1)は，その意味を明らかにしている．文法学の背景について谷澤淳三教授より教示を

得た．
144校訂者は svata eva siddhāni pramān. āniにたいする脚注 bにおいて “Cee ŚV codanā 47ab”と

注記する．校訂者自身の定義 (Introduction liii)によれば，Ceeとは，citatum ex alio modo edendi

すなわち citation from another (text) marked as such by the author with redactional changes，す

なわち「若干の改変等を施した引用」である．この定義に照らせば，svata eva siddhāni pramān. āni

というのは，クマーリラからの若干の変更を伴った引用であると校訂者は理解していることになる．

クマーリラの原文とは以下の詩節である．

svatah. sarvapramān. ānām. prāmān. yam iti gamyatām/

自ら全てのプラマーナは正しい，と理解すべきである．
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ここでクマーリラが述べているのは，「認識は自ら正しい」という〈認識の自律的真〉の立場であ

る．すなわち，或る認識が生じたとき，それは，付加的な原因を待つまでもなく真という性格を有し

ており，対象を自ずから確定する働きをもち，また，その真を証明するのに，わざわざ他の認識を持

ち出す必要はないということである．サンスクリットで表現すれば，svatah. prāmān. yam. siddhamと

いうことになる．つまり「自ら，プラマーナ性（正しさ）は，成立している」，いいかえれば，正し

い認識（プラマーナ）のその正しさというプラマーナ性が「自ら成立している」という意味である．

いっぽう，問題であるジネーンドラブッディの本文は，どのようになっているだろうか．

svata eva siddhāni pramān. āni

プラマーナはただ自ら成立している．

ここで「自ら成立している」とされているのは，「プラマーナ」それ自体であって，「プラマーナ性」

すなわち「プラマーナの持つ正しさ」ではない．

クマーリラ：正しさは自ら成立

ジネーンドラブッディ：プラマーナは自ら成立

では，ジネーンドラブッディの言う「プラマーナが自ら成立」とは具体的にはどのような意味なの

か．それを説明するのが後続文である．まず「また，彼らの見解に従う他の者達は」と導入句がある

ので，詩節は直前の svata eva siddhāni pramān. āniと同内容を述べているはずである．すなわち「同

じ内容を弟子筋のものは次のように詩節にしている」という趣旨となるはずである．そして詩節にお

いて上の「プラマーナは自ら成立」の意味が明確となる．それは，prasiddhāni pramān. āni，すなわ

ち，「プラマーナは周知である」という意味である．だからこそ，その定義を述べることが無意味とさ

れる．皆が分かりきって意見が一致しているものを，わざわざ議論する必要はないからである．「正し

い認識の手段の定義を［わざわざ］述べる目的は知られない」という詩節後半は，その意図を明確に

している．そして，これこそディグナーガの本文である「これ（プラマーナ）について，多くの者が

意見を異にしている」にたいして，ジネーンドラブッディが前主張を考えた，その意図である．すな

わちプラマーナについて「意見の不一致はない」「周知である」というのが前主張となる．

前主張：プラマーナは周知

定説：プラマーナについて意見の不一致

もし，校訂者の解釈したように，svata eva siddhāni pramān. āniを，クマーリラ流の「プラマーナ

のプラマーナ性は自ら成立している」という意味で解釈したならば，どうなるであろうか．ここでの

文脈とは無関係となってしまうであろう．以上をまとめてみる．

校訂者の解釈：

1. svata eva siddhāni pramān. āniはクマーリラからの引用（一部改変）である．

2.上の引用句は「認識の自律的真」を述べている．

この解釈の帰結するところは，次のようなものである．

1.校訂者の言うように，svata eva siddhāni pramān. āniが認識の自律的真を述べてい

るならば，「プラマーナは周知であるから意見の一致を見ている」というジネーンド

ラブッディ本文の文脈に沿わない．

2.続く詩節は明らかに「プラマーナは周知であり，わざわざ定義する必要はない」と

述べている．したがって，svata eva siddhāni pramān. āniも同じ内容を述べている

はずである．校訂者の解釈によれば，自律的真のあとに，プラマーナの周知が述べ

られていることになり，前後の一貫性がなくなる．
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3.「Ａ＝クマーリラ」とするならば，「Ｂ＝クマーリラ以後のミーマーンサー学者」と

なるはずである．

問題は，svata eva siddhāni pramān. āniの解釈である．これを，校訂者のように「プラマーナは自

ら成立している」＝「プラマーナ性は自ら成立している」と解釈すべきなのか，あるいは，筆者のよ

うに，「プラマーナは自ら成立している」（すなわち周知である）と文字通りに読むべきなのか，いず

れであろうか．その答えはジネーンドラブッディ自身により与えられている．数行後で，ディグナー

ガの定説の立場から，ジネーンドラブッディは次のように述べている．

というのも，もし，「正しい認識の手段とはこういうものだ」という確定知を特徴とする

確立 (níscayalaks.an. ā siddhih. )が自ら，正しい認識の手段に関してあるならば，互いに

矛盾する定義を，定義作者達が著すことはないはずだからである．

注目すべきは，svata eva siddhāni pramān. āniの字句を，ジネーンドラブッディ自身が丁寧に解説

している文章となっていることである．まず，「プラマーナが自ら成立している (siddhāni)」の「成立」

(siddha)とは，ジネーンドラブッディによれば，「確定知」(níscaya)と置き換えられる．「確定知を特

徴とする確立」(níscayalaks.an. ā siddhih. )とあるのがそれである．すなわち，siddhi=níscayaとなる．

さらに「プラマーナが自ら確定される」とは具体的にはどういうことであろうか．ジネーンドラ

ブッディは，「確定知」の内容を説明して pramān. am idam itiと述べる．それは「これがプラマーナ

だ」「プラマーナとはこういうものだ」という決定的な理解のことである．つまるところ，svata eva

siddhāni pramān. āni は，ジネーンドラブッディ自身により，次のように言い換えられていることに

なる．「これがプラマーナだ」というプラマーナの確定は自ら生じる，と．つまり，プラマーナがそ

こにあれば誰にでも「ああ，プラマーナとはこういうものだ」という確定理解が，他（誰かの定義づ

け）を待つことなしに自然と成立するということである．もしプラマーナが自明のものであったなら

ば，誰も見解を異にしないはずである．だから「互いに矛盾する定義を，定義作者達が著すことはな

いはずだ」とジネーンドラブッディは後半部を続けているのである．また，上の内容を更に説明して

ジネーンドラブッディは次のように言う．

正しい認識の手段が生じただけで，正しい認識の手段そのものが成立しているので

(pramān. asvarūpasiddheh. )，全く一様の定義付けがあるはずである．

もし前主張者の言うように，プラマーナが「自ら成立」し，世間周知であったならば，目の前にあ

るだけで誰の目にもその自体は明らかなので，定義は必ず一致するはずである．しかし現実には様々

な定義が入り乱れ，論者は意見を異にしている．さらに，vipratipanna の第二解釈を示しながらジ

ネーンドラブッディは数行後で次のように述べる．

いっぽうもし，全ての人にとり正しい認識の手段が既に確立しているならば，誰も［そ

れに］裏切られることはないはずである．

ここでもジネーンドラブッディは，siddhaの意味を明らかにしながら「全ての人にとりプラマーナ

が確立している」と述べる．意味するところが，「本当のプラマーナがいかなるものか，全ての人にと

り周知であるならば」であるのは明らかである．以上をまとめると次のようになる．

1.ジネーンドラブッディは，svata eva siddhāni pramān. āni（ただ自らプラマーナは

成立している）について，「プラマーナは周知である」(prasiddhāni pramān. āni)と

同内容と捉える．
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ている145．

正しい認識の手段は周知であり，日常活動はそれに基づいている．正しい認識

の手段の定義を［わざわざ］述べる目的は知られない．（無意味である．）

と146．

2.「プラマーナが自ら成立している」における「成立」(siddhi)とは「確定」(níscaya)

のことであり，つまり，「プラマーナについては自ずから確定が生じる」という意味

である．

3.同じ意味で，「プラマーナが生じただけで，［それがどのようなものであるか］プラ

マーナの自体が確立するので」(pramān. otpattāv eva pramān. asvarūpasiddheh. )も

解釈できる．

4.「プラマーナが周知である」ならば，前主張者の言うようにプラマーナに関して意

見の相違はないはずであるが，現実には意見の相違がある．したがって，前提であ

る「プラマーナは周知である」＝「プラマーナは自ら成立している」は誤りである．

以上，svata eva siddhāni pramān. iの解釈について述べてきた．それは，自律的真を述べるクマー

リラからの Cee「引用（一部改変）」ではありえない．むしろ内容からして，シャバラスヴァーミン

の引用する「註作者」(vr.ttikāra)の次の言明に比定するのが最適である．

Śābarabhās.ya ad 1.1.3, Vr.ttikāra (Frauwallner ed., 24.18–19): na par̄ıks.itavyam.

nimittam. pratyaks.ād̄ıni hi prasiddhāni pramān. āni, tadantargatam. ca śāstram.

atas tad api na par̄ıks.itavyam.

［ダルマの認識］原因は考察すべきではない．なぜなら知覚に始まる諸認識手段は周知

のものだから．そして［ヴェーダ］教示もその中に含まれる．それゆえそれも考察すべ

きではない．

ここで註作者は，知覚などの認識手段が周知であることを理由に，ヴェーダ教示についても考察の

余地はないと結論付ける．これはジネーンドラブッディの求める文脈に当てはまる．
145最初の「或る者達Ａ」（校訂者はクマーリラに同定していた）にたいして，「他の者達Ｂ」は「或る

者達Ａの見解に従う」と限定されていた．すなわち，Ａ→Ｂという年代順を，ジネーンドラブッディ

は措定していることになる．「Ａ＝クマーリラ」という校訂者達の同定にしたがうならば，「Ｂ＝クマー

リラに従う者達」ということになる．その場合，シッダセーナ・ディヴァーカラの Nyāyāvatāra や

シャーキャブッディ(ad 660–720頃)の Pramān. avārttikat. ı̄kā に引用されること（校訂本脚注 c）を

考慮すると，年代設定の幅が著しく狭苦しくなる．しかし筆者のように「Ａ＝註作者」とするならば，

「Ｂ＝註作者に従う者達」ということになるので年代設定に問題はない．その場合，引用詩節のソー

スとして考えられる一つの可能性はクマーリラの失われた著作 Br.hat.t.ı̄kā である．しかも内容からし

て，註作者の当該文句にたいする注釈と推定できる．ただし現在のところ，積極的な確証根拠はない．
146PV II v.5b: śāstram. mohanivartanam にたいする注釈の中で，デーヴェーンドラブッディと

シャーキャブッディが同様の反論者の想定していること，そして後者が詩節を引用していることにつ

いては稲見［1992b:37, n.31］を参照．
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6.6.2 後主張

だから，彼らを排斥するために［ディグナーガは］述べている．「また (ca), これについ

て，多くの者が意見を異にしている［から］」と．

6.6.2.1 ca の意味 「また」(ca) という言葉により，［直前の文にあった］「なぜならば」

(yasmāt)というのが引っ張られてくる（すなわちここにも係る）．

6.6.2.2 vipratipannāh. : 意見の相対立する定義作者達 相対立して理解している者達が

「意見を異にする者達」である．なぜなら互いに矛盾する定義を著しているからである．と

いうのも，もし，「正しい認識の手段とはこういうものだ」という確定知を特徴とする確立

が自ら，正しい認識の手段に関してあるならば，互いに矛盾する定義を，定義作者達が著

すことはないはずだからである (na ... pran. ı̄yeta)147．正しい認識の手段が生じただけで，

正しい認識の手段そのものが成立しているので，全く一様の定義付けがあるはずである．

6.6.2.3 vipratipannāh. : 理解の誤った活動者達 行動する者達も「理解を逆にした者達」，

すなわち誤って理解した者達である．正しい認識の手段でないものを正しい認識の手段だ

と思い込んだ者達，という意味である．すなわち，擬似認識手段によって発動した或る者達

が［望みのものを手に入れられず］裏切られているのが現に見られる．いっぽうもし，全

ての人にとり正しい認識の手段が既に確立しているならば，誰も［それに］裏切られるこ

とはないはずである (na ... vipralabhyeta)148．

6.6.2.4 認識手段の正しさ したがって，正しい認識の手段については，［他に拠ることな

く］それ自らによれば，［認識それ］自体に意識されることで，それ自体の成立のみが生じ

る［のであって，それが正しいかどうかまでは分からない］149．

〈望まれた目的を達成しうる実在を獲得させ得ること〉と定義される〈正しさ〉について

は，〈他から〉のみ (parata eva)150，すなわち，［当の］認識手段により見つけた実在が達成

147校訂テクストの pran. ı̄yetを pran. ı̄yetaに訂正する．
148校訂テクストの vipralabhyetを vipralabhyetaに訂正する．
149類似の表現がデーヴェーンドラブッディのPramān. avārttikapañjikāにも見られる．稲見［1993:95］：

「我々にとっては，『それ自身で本性は知られる。』(PV.II.4d)　自己認識によってプラマーナというそ

の知の存在だけが知られるのであって，真は知られない。」PV II v. 4dの和訳（マノーラタナンディ

ン注を含む）は稲見［1992b:23］を参照．
150校訂テクストを次のように訂正する．

校訂本：sata eva

写本：｛sa｝<ya>ta eva

チベット訳：yod pa kho na las
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すべき目的の実現を確認する別の認識手段の働きによって，確定知がまず始めに生じる151．

いっぽう，その後では，何度も後続認識手段が働くことで，ある種の認識事例について人

は正しさを確定し，それを繰り返すことで，他の［認識事例］についても後続認識手段の

片岡訂正：parata eva

ジネーンドラブッディの前後の記述からすると，彼の立場は以下のようになる．プラマーナがそこ

にあることはそれ自体で他を必要とせずに分かる．その意味では「自ら成立する」ということが言え

る．しかし，そのプラマーナが正しいかどうかまでは，それ自体「自ら」によっては分からない．し

たがって「他から」論証・確定される必要がある．ジネーンドラブッディは，

正しい認識の手段については，［他に拠ることなく］それ自らによれば (svatah. )，［認識そ

れ］自体に意識されることで，それ自体の成立のみが生じる［のであって，それが正し

いかどうかまでは分からない］．

と述べている．これはプラマーナ「自ら」(svatah. )によって分かる範囲の特定である．そこでは「自

体成立のみ」(svarūpasiddhimātra)があるのであって，その正しさまでは分からない．では，或る認

識が生じたとき，その認識が正しいかどうかはどのようにして分かるのか．その答が問題の箇所であ

る．ここで，

tasya (=prāmān.yasya) sata eva ... níscayo bhavati

それ（正しさ）は，存在する場合にのみ（？）……確定される．

と読んだ場合，sata evaは意味を成さない．いっぽう訂正のように

tasya (=prāmān.yasya) parata eva ... níscayo bhavati

それ（正しさ）は，他に基づいてのみ……確定される．

と読むならば意味を成す．そして「他から」(parata eva)の内容説明が長い合成語で説明されている．

すなわち

parata eva

= pramān. aparidr.s.t.avastusādhyārthakriyāvis.ayapramān. āntaravr.ttyā

となる．要するに「他のプラマーナの働きによって」(pramān. āntaravr.ttyā)というのが「他に基づ

いて」という意味となる．「或るプラマーナの正しさは，他のプラマーナの働きによって」すなわち

「他からのみ」確定される．校訂テクストの脚注 2 に記されているように，sata は校訂者達による

emendation である．写本の読みは，はっきりはしないが校訂者達は sayataと記す．これも parata

がオリジナルであることをむしろ示唆する．
151単純化して説明するなら次のようになる．水を見て或る認識が生じても，その段階ではその認識

が正しいのかどうかは分からない．

正しさ？

|
実在 - - - プラマーナ 1

実際に「認識手段により見つけた」(pramān. aparidr.s.t.a)その水を飲んでみて，水という「実在が達

成すべき目的の実現」(vastusādhyārthakriyā)すなわち本当に喉の渇きのいやされることが確かめら

れれば，効果的作用 (arthakriyā)を確認する「別の認識手段の働きにより」(pramān. āntaravr.ttyā)，

或る認識の正しさが確定される．
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働きを待つことなく，頭の良い者は，同種の［事例］については［認識手段の］自体を意識

するだけで正しいと決定する152．ちょうど，繰り返すことで，宝石などについて，本物な

どの区別を［つけることができる］のと同じである153．

能力 正しさ

| ↗ |
目的 ← 実在 - - - プラマーナ 2 プラマーナ 1

分かるように，効果的作用を確認する後続の認識手段（プラマーナ 2）は「自ら正しい」ものと前

提されている．
152最初は，ある認識（他から正しい）について，それが正しいことを確定するには，いちいち効果

的作用を確認する認識手段（自ら正しい）が必要となる．

正しさ 正しさ

| ↖ |
　　　知覚 1 　　　 効果的作用の確認 2

しかし，何度も繰り返すことで，同種の認識については，いちいち効果的作用を確認するまでもな

く，一目で分かるようになる．すなわち，この段階の知覚は「自ら正しい」．

正しさ？ 類似性 正しさ！ 類似性

| | >>> | |
最初の知覚 繰り返された知覚

真の（絶対的な）自律あるいは他律を取る説にたいして，「最初の知覚は他から正しい」「繰り返

された知覚は自ら正しい」とするジネーンドラブッディの「不定説」(TSP 981.19: aniyamapaks.a)

と呼ぶべき立場は，先行するデーヴェーンドラブッディとシャーキャブッディに既に見られるもので

ある．両者の真理論については稲見［1992a:73–74, n.19］［1993］に詳しい．稲見［1993:96–99］:

「知覚に基づく行動 (pravr.tti)には 2種ある。(1)初めてのもの (ādyā)と，(2)幾度も経験したもの

(abhyāsavat̄ı)とである。そのうち，(2)幾度も経験したものの場合，限りなく何度も経験した (shin

tu goms pa)明瞭な知覚が生じるとき，過去に何度も迷乱の原因がないことによって決定してから生

じたものと同じものを必ず後で生じさせるから，人はそれに対して行動を起こす。……限りなく何度

も経験して (shin tu goms pa)明瞭さを得た知覚は迷乱の原因なく生じていよう。その場合，宝石や

銀などの同じ色と形を〈D.74a〉過去に何度も知ることにより，一目見ただけで〔それらを〕区別す

る。」　また稲見［1993:87–88］はシャーンタラクシタとカマラシーラの真理論を簡便に表にしている

（以下の表では一部表現・表記方法を改めた）．なおデーヴェーンドラブッディとシャーキャブッディ

は「カマラシーラのようなヨーギンの知や自己認識を含めた分類はしていない」（稲見［1993:110］）．

自ら真 他から真

1. *自己認識である知覚 1. 教令から生じた認識

2. *ヨーギンの認識 2. 錯誤原因の排除されていない知覚

3. 目的実現の認識

4. 推理

5. 繰り返された知覚
153宝石の真贋鑑定における「この手の宝石は本物だ」というのは繰り返しの訓練により分かるよう

になる．
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6.6.3 まとめ それゆえ以上のように，多くの人びとが正しい認識の手段について見解を

異にしているので，彼らの異見を排斥するために［この］論書がある．

本物性？ 類似性 本物性！ 類似性

| | >>> | |
初見時の宝石 反復後の宝石

Cf. 稲見［1993:100］:「また，特殊性も度重なる経験によって決定される。こう〔バルトリハリに

よって〕言われている。他人に口では説明できないような，熟知した者たちの宝石や銀貨などの知は，

度重なる経験 (abhyāsa)によって生じるのであって，推理にもとづくものではない。」　

なお後代ではあるが，ヴァーチャスパティミシュラは，何度もその正しさが確証され，これまで裏

切られることのなかった「反復状態に達した認識」と「同種の認識」については，その真を推理する

ことで事前検証が可能であると考える．すなわち，反復された認識であっても自動的に知覚で分かる

わけではなく推理が必要と考えている．志田［2004:18］:「さらに，認識上の属性として，認識間の類

似性を意味する〈その種類であること (tajjāt̄ıyatā)〉という概念を導入し，〈反復状態に達した〉認識

群と同じ種類の認識に関しては，発動前に推論によって〈真〉を決定することができると説明する．」

　この点で，ヴァーチャスパティミシュラの見解は，バルトリハリや仏教論理学派の見解とは異なる．

ただし発想の母胎となる認識の構造（特に「同種のもの」という概念）は同じである．

PS 1.2 への注釈でジネーンドラブッディは，チャールヴァーカに推理を認めさせる文脈の中で，

先行認識と「同種のものであること」に基づいて，他の認識の正しさを推理する過程に言及する．

PST. 25.1–4: tathā hi kāsāñcij jñānavyakt̄ınām. pravr.ttau sam. vādam. visam. vādam. copalab-

hya tajjāt̄ıyatayānyasyāpi jñānasya sam. vādetarau níscinvan pramān. etaravyavasthām. kuryāt,

nānyathā. tac ca yathādr.s.t.asādharmyāt tathā paricchidyamānam. nānumeyatām atipatati. 「す

なわち，特定の認識事例が［それに基づいて］発動した時に合致するか（確証されるか），食い違う

か（否認されるか）を見て取ってから，それと同じ種類ということで，他の認識についても，合致・

食い違いを確定することで，人は，〈正しい認識の手段〉とそうでないものとの区分けを為すのであっ

て，他の仕方によるのではない．そして，それ（区分けする認識の対象）は，［以前に］見た通りのも

のとの類似性に基づいて，それと同様のものとして切り取られるので，推論対象に過ぎない．」

当該箇所の校訂テクスト (PST. 25)の注記 aにあるように，ジネーンドラブッディの記述はダルマ

キールティの “PVin 1.36,1-6 (cf. TSP 945,17-19)”に基づく．同じく注記される TSPにおいてカマ

ラシーラは，「反復のおかげで錯誤原因が除かれた認識については自ら正しい」とする彼の定説と矛盾

するかに見えるダルマキールティの推理説について，「未だ対象を直接経験したことのない認識につい

てのもの」(TSP 945.20: ananubhūtavis.ayā buddh̄ır adhikr.tya)として，範囲を限定することで会

通を図る．ダルマキールティが PVinで予想する真理説と後代の注釈家達の定説のずれについて今後

詰める必要があろう．カマラシーラのように言い訳を付け加えることもせず，矛盾する両説（反復後

の同種の認識の正しさに関する自明説・推理説）を結果として併記したジネーンドラブッディの記述

は，対比が未だ鋭く意識されていなかった段階にあったのではないかと推測させるものである．
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Corrections to the published edition of the Pramān. asamuccayat.ı̄kā

page-line edition > correction

1.11 -karambakah. > -karan.d. akah.

2.2 pratyaks.ādipramān.am. > pratyaks.ādi pramān.am.

4.8 -prasr.ta- > -prakr.s.t.a-

5.3 tūdghat.itadh̄ıvis.ayam āśam. sārtham. > tūdghat.itajñānām āśam. sārtham. (?)

5.4 nāmodghat.itadh̄ıvis.āh. > nāmodghat.itajñāh. (?)

5.11 prakr.s.t.ah. pramān.a- > prakr.s.t.apramān.a-

8.9 ı̄dr.śes.u cānupa- > ı̄dr.śes.v anupa-

8.10 sambhāvāt > sambhavāt

10.12 vāñchāntaren.a > vāñchām antaren.a

13.9 śes.am asyeti > śes.am ata iti

14.10 parah. pālanārtho > parapālanārtho

16.10 codbhāsita- > codbhāvita-

18.11 evam. vidhajñānāt > evam. vidhāj jñānāt

22.1 parasparavirodhilaks.an.am. > parasparavirodhi laks.an.am.

22.1 pran. ı̄yet > pran. ı̄yeta

22.5 -pralabhyet > -pralabhyeta

22.7 sata > parata
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