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三つのアポーハ説
ダルモッタラに至るモデルの変遷1

九 州 大 学　　片 岡　 啓

1 序

ディグナーガ，ダルマキールティ，ダルモッタラという三者のアポーハ論2は同じなのか

別なのか．別だとすれば，どのように違うのか．またその違いを生み出した原因として何

が考えられるのか．

ジャヤンタは，NMにおいて仏教のアポーハ論を批判する際，三つの発展段階を想定し

ている．Kataoka [2009b]で論じたように，各段階は次のように整理できる．

語意・分別対象であるアポーハ

ディグナーガ 外 外にある非存在 (abhāva)

ダルマキールティ 内 認識内の形象 (jñānākāra)

ダルモッタラ 非外非内 虚構されたもの (āropita)

図表 1-1

「内にも外にもない」(nāntar na bahir)3とジャヤンタが表現する「外と内」という捉え

方は，「認識でもなく外でもない」(buddhir no na bahir)というダルモッタラによる AP冒

頭のアポーハ規定4が示すように，ジャヤンタ独自の視点というわけではない．ダルモッタ

ラに遡るものである．

ディグナーガとダルマキールティのアポーハ論の違いに関しては，Tillemans [2006]に見

られるように，top-downと bottom-upという対比方法が提唱されている．アポーハという

共通性を最初に立てて「上から」グループ化を図る方策と，そのような共通性を立てるこ

となく，個物という「下から」グループ化を図る方策である．この点に関して，筆者は異を

唱えるものではない．ただ，筆者としては，ダルモッタラやジャヤンタに見られるように，
1草稿段階で助言を頂いた渡辺俊和博士，稲見正浩先生に感謝する．
2資料状況として，ディグナーガの PS(V)第 V章とダルモッタラの APのサンスクリット原典は

失われ，チベット訳の他，引用断片等が直接の資料となる．PS(V)（および PST.）第 V章のチベット
訳は Hattori [1982]による校訂がある．ディグナーガのアポーハ論については，桂［1984］[1989]に
詳しい．APは Frauwallner [1937]に校訂・独訳がある．ダルマキールティに関しては幸いサンスク
リット原典が残る (PVSV, PV III)．ダルマキールティのアポーハ論については，チベット訳に基づ
く Frauwallner [1932] [1933] の独訳を始めとして，1960年の PVSV刊行後も，相当の研究が蓄積さ
れている．研究書・概説書におけるダルマキールティ説の説明は信頼できるものが多く，ダルマキー
ルティのアポーハ論に関する研究水準の高さを示している．代表的なものとして Vetter [1964], 赤松
［1980］が挙げられる．また桂［1988:78］は，ダルマキールティ説に準拠するジュニャーナシュリー
ミトラのアポーハ論について図式的なモデルを提示している．

3Nyāyamañjar̄ı, Kataoka [2009b:27.3]
4Kataoka [2009b:13, n.17]
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「外」と「内」という伝統的な視点を用いて問題を捉え直してみたい5．これは結果として，

「上から」と「下から」という現代研究の視点と相即するものである．

ディグナーガからダルマキールティに至るアポーハ論の発展において重要な契機となったと

考えられるのが，ウッディヨータカラとクマーリラの批判である．服部［1975:52］［2006:68］，

赤松［1980］［1986:70］は，クマーリラからの批判をダルマキールティが意識していたこ

とを指摘している．しかし，研究の初期からクマーリラからの批判という契機が注目され

てきたわけではない．例えばMookerjee [1935]は，ディグナーガからシャーンタラクシタ

に至る契機としては，ウッディヨータカラとクマーリラの批判を想定しているが，ダルマ

キールティについては何も言及していない6．Mookerjee [1935]を受けたその後の研究では，

むしろ，ディグナーガとダルマキールティとをひとまとめにして第一期の「否定論者」と位

置づけている7．クマーリラとダルマキールティの関係について，一貫した視座が共有され

てきたわけではないのである8．しかし一般的に，ダルマキールティがクマーリラを意識し

ていたことは，拙稿 [2003a] [2003b] [2005] [2007] [2009a]でも繰り返し取り上げてきたこ

とである．本稿でも「クマーリラの介入」という視点をもってダルマキールティのアポー

ハ論を捉え直したい9．

いっぽう，ダルマキールティとダルモッタラの違いに関しては，先行研究では，意外な

ほどに明らかにされていない．Frauwallner [1937:280, n.1]が「両者に理論的な差異はな

い」と結論付けた影響もあるのかもしれない10．また初期の代表的なアポーハ論研究であ

るMookerjee [1935]の「三段階説」11において，ダルモッタラのAP（チベット訳のみ）が

視野に入っていなかった影響も考えられる12．しかし，ジャヤンタもそう見なすように13，

ダルモッタラ自身，ダルマキールティ説との差異を意識して自説を立てている14．それはダ

5ジャヤンタの観点については Kataoka [2009b]を参照．
6特にMookerjee [1935:131–132]を参照．
7 Kajiyama [1966:125, n.338]: “The so-called vidhivādin may be represented by Śāntaraks.ita

(cf. TS, TSP 1019–1021), while the pratis.edhavādin (or nivr. ttivādin) is likely to refer to Dignāga

and Dharmak̄ırti.” また長崎［1984］もKajiyama [1966]の見方を継承する．Katsura [1986]は，こ
のような見方を批判する中で，従来の見方を次のように紹介する．Katsura [1986:171]: “Since Dr.

Satkari Mookerjee wrote The Buddhist Philosophy of Universal Flux (Calcutta, 1935), it seems to

have been generally accepted that there are three distinct stages in the development of the apoha

theory, represented by: (1) the Negativists like Diṅnāga and Dharmak̄ırti, (2) the Positivists like

Śāntaraks.ita and Kamalaś̄ıla, and (3) the Synthetists like Jñānaśr̄ımitra and Ratnak̄ırti.”
8クマーリラとダルマキールティの関係をめぐる研究史については Kataoka [2003b]を参照．
9ウッディヨータカラからの批判についてはMookerjee [1935:118–119],服部［1979b］[1980], Much

[1994]を参照．本稿ではウッディヨータカラまで扱うことはできなかった．
10Frauwallner 1937:280, n.1: “Über die tatsächlichen Verhältnisse bestand also keine Mei-

nungsverschiedenheit. Nur in der Art, wie sie aufgefaßt und ausgedrückt wurden, liegt der

Unterschied.”
11脚注 7参照．
12ただしラトナキールティの言及する否定論者（実はダルモッタラ）は Mookerjee [1935:134] に

“some other Buddhist”として紹介される．
13ジャヤンタの視点については Kataoka [2009b]の Introduction参照．
14脚注 43, 48, 54, 57, 69参照．
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ルマキールティの「内」にたいして，「非外非内」なるアポーハを立てる説である15．

なぜダルモッタラが「非外非内」なるアポーハを立てたのか，ダルマキールティ説との

違いは何なのか．この問題が正面から取り上げられることはなかった．ラトナキールティ

の思想史観に従って16，「肯定論者」(vidhivādin)としてのシャーンタラクシタにたいして，

ダルモッタラは「否定論者」(pratis.edhavādin)として分類される17．ジュナーナシュリー

ミトラとラトナキールティは定説の立場から，ダルモッタラ説を非常識な説として斥ける．

先行研究においても切り口は同様である．定説の「肯定否定折衷論」に至る過程の中で，「肯

定論」にたいする「否定論」としての位置付けを与えられ，後代の視点から考察が行われ

る．「非外非内」のダルモッタラ説自体の背景について，それ以上の追及が行われることは

なかった．

しかし，ジャヤンタやスチャリタのアポーハ批判を読む時，ダルモッタラの印象は大き

く変わる．そこでは，最新の仏教説を提示するものとしてダルモッタラ説が取り上げられ，

批判される．ダルモッタラ説は，後 8–9世紀の仏教を代表する説と捉えられていたのであ

る18．

本稿の狙いは，ジャヤンタがそう捉えるように，「外→内→非外非内」というモデル変遷

の視点を基軸として，ディグナーガ，ダルマキールティ，ダルモッタラの各説の位相を明

らかにすることである19．そして，モデルが変更される中で鍵となる概念として「同一の

15ジャヤンタと同様，ダルモッタラにおいて「内」がダルマキールティ説を指しているのは明らか
である．しかし「外」に関して，ジャヤンタがディグナーガ説を明らかに当てているのにたいして，
ダルモッタラの AP 原文においてそのような意識は明らかではない．むしろ「外ではない」と言う
時，ダルモッタラが意識しているのは，「外界実在としての個物や普遍ではない」という意味であると
考えられる．ディグナーガに沿って冒頭 AP 236.1–5においてダルモッタラは，個物，形相，形相と
結びついた個物，両者の関係という四者を否定している．実際，ダルモッタラとしては，直近のダル
マキールティ説を批判すればよいのであって，ダルマキールティが tadvatpaks.aとして暗に否定する
ディグナーガ説をわざわざ否定する必要はない．しかしジャヤンタの見方は全くの的外れというわけ
ではない．発展の経緯を正しく捉えたものである．というのも，ディグナーガの「他者の否定に限定
された存在」も，tadvatpaks.aとして，「普遍に限定された個物」と同様に考えることができるからで
ある．筆者としては，ディグナーガの「外なる非存在に限定された存在」を，「外なる普遍に限定され
た個物」に準じて，属性と基体とを別体とする tadvatpaks.a として，ひとくくりに捉えるのが穏当
と考える．すなわち，他説，ディグナーガ，ダルマキールティ，ダルモッタラにおける展開を「外→
（外）→内→非外非内」と捉えたい．

普遍等 非存在 内的形象 虚構
ダルモッタラ 外 → 内 → 非外非内
ジャヤンタ 外 → 内 → 非外非内
筆者 外 → （外） → 内 → 非外非内

16RNĀ 54.3–4
17先行研究の代表として Akamatsu [1984] [1986]が挙げられる．
18例えば赤松［1982］の次の指摘は筆者の見方を支持するものである．赤松［1982:110］:「以下に

Nyāya学派による PV I. k. 109に対する言及と批判を見るわけであるが，そこで言及される主張の
多くが，この Dharmottaraのものであると考えられることを，前に指摘しておく。」

19内的形象を認めるという点で，シャーキャブッディもシャーンタラクシタもダルマキールティ説
の範囲内に収まる．ダルモッタラ説が，内的形象の果たす役割を認めない点で明らかにダルマキール
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目的を実現すること」という装置に注目する．これは「上から」のモデルを「下から」の

モデルに変更する際にダルマキールティが新たに導入した概念である．言い換えれば，「外」

なる共通性としてのアポーハを除去した代わりに，内なるアポーハ（内的形象）が共通性

として機能するよう導入された装置である20．

ダルマキールティが導入する「同一の目的を実現すること」という概念それ自体に関し

ては，先行研究で説明が尽くされている21．本稿で明らかにしたいのは，この装置が，どの

ような発想を基に考案されたのか，という着想の契機である22．因果モデル，自相モデル，

ティ説から逸脱しているのにたいして，シャーキャブッディやシャーンタラクシタには，ダルマキー
ルティ説からの連続および発展を見るべきである．これらダルマキールティ説からの発展あるいは内
的形象説の亜種の展開については，櫻井［2000］，石田［2005］を参照．シャーキャブッディやシャー
ンタラクシタが明確化する三種の「他者の排除」（排除された独自相，他を排除すること，分別知内
の立ち現れ）は，いずれも，ダルマキールティのモデルにおいて登場しているものである．それら三
種のアポーハの交通整理がダルマキールティ後の課題となったことが容易に推測できる．

20赤松［1982:107］は，PV I 109他において同類諸個物の類似性の根拠としてダルマキールティが
ekapratyavamarśaを導入した契機を，アポーハ論が循環論に陥るという Uddyotakaraや Kumārila

の批判に答えるためと捉える．この観察に筆者は賛成である．以下で見る「共通性性」に関するク
マーリラ自身の弁解方法を逆に用いながら，ダルマキールティは，クマーリラの循環論批判を回避し
たというのが筆者の見方である．

21赤松［1980:100］［1982］を参照．
22従来の見解の一つとして赤松［1980］が挙げられる．赤松［1980:91］は「［ダルマキールティは］

概念知の形成過程を詳論し、概念が外界の実在する個物を依り所として生じてくることを明らかに
するのであるが、ここに彼の概念論の独自性を見ることができる。」と述べ，「外界の実在に基づくこ
と」という視点の導入をダルマキールティのアポーハ論の独自性と位置づける．この点で，筆者に異
論はない．次に赤松［1980］は，ディグナーガの存在論との対比の上に，ダルマキールティの独自性
を，ダルマキールティの存在論からくる必然的なものと結論付ける．すなわち「ディグナーガとダル
マキールティがその知識論において性格を異にしていること……は……両者の存在論に関する立場の
相違に基因すると考えられる。」（赤松［1980:94］）と述べ，次のように説明を続ける．

ディグナーガは、その存在論において外界の実在性を認めない立場に立ち、知識の確実
性は知識の自己認識によって根拠づけられており、知識はそれ自体で完結性を持つもの
と考えている。他方、ダルマキールティは『知識論評釈』第一章の中では、外界の実在
性を認める立場にとどまっており、実践的立場に立っているから、概念の真理性や確実
性をそれが外界の実在に基づいているか否かに、或は、外界の実在との斉合性を持つか
どうかに求めねばならなかったのである。ダルマキールティの独自性というのは、彼の
依って立つ存在論からくる必然性でもあった。（赤松［1980:94–95］）

赤松［1980］の見解を整理すると以下のようになる．

ディグナーガ：外界の実在を認めない→知識を外界の実在に基づかせる必要がない

ダルマキールティ：外界の実在を認める→知識を外界の実在に基づかせる必要がある

この図式は筆者には受け入れられるものではない．ディグナーガは，ダルマキールティと同じく，
経量部と唯識の双方の立場を認めている．そして，他学派との対論において基本的には，やはりダル
マキールティと同じく，外界実在を認める経量部の立場に立つ．言い換えれば，ディグナーガも，ダ
ルマキールティと同じように，外界の実在を認めている．知識を外界の実在に基づかせる必要はディ
グナーガにもあったはずである．例えば PS I 4cdは，五識身が多くの原子から生じるものであるこ
とを論じている．これは外界の実在を認める立場であり，また，知覚という知識と原子という対象と
の対応を問題とするものである．すなわち知識を外界の実在に基づかせる必要から議論をしているも
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クマーリラ説という三つの契機を考えたい．特に最後のクマーリラ説については，ダルマ

キールティが何故「同一の目的を実現すること」という装置を導入したのか，なぜそれが，

バラモン正統派にたいするアポーハ擁護理論となるのかを説明するものである．

このように，幾つかの着想契機モデルと比較対照することで，ダルマキールティの考え

るモデルが精確に再現されることになる．さらに，そのモデルを，ダルマキールティ自身

が PV I 71cdで批判する「認識内形象＝共通性」説と対比することで明確化したい．この

説とダルマキールティ自身の説は酷似するものでありながら微妙な違いを有する．その差

異について先行研究で問題とされることはなかった23．また，その差異は，ダルモッタラ説

との比較においても重要な視点を提供してくれるものである24．

クマーリラが大きな役割を果たしたと考えられる「同一の目的を実現すること」という

ダルマキールティの鍵概念に注目しながら，「外→内→非外非内」という思想史的観点から，

三者のモデルの違いを明らかにしたい．

のである．なお，ディグナーガが外界の実在を認めないとする赤松［1980］の本意は以下から明らか
となる．

既に述べたように、ディグナーガやダルマキールティにとって……その場合の認識構造
は、いわゆる「自己認識」の理論によって説明される。我々に知覚知が生ずる時、それ
は外界の実在そのものを対象としているのではなく、表象として知識の中に顕現してい
るものを対象としている。したがって、この場合の認識結果とは、知覚知自身が、自己
の形象を知識の対象として肯定的、直接的に認識すること――自己認識――に他ならな
いと言われるのである。（赤松［1980:98］）

PS I 9aに言う「あるいはここで自己認識が結果である」とする立場を，ディグナーガの立場とし
て認めるものである．確かにこの場合「知識はそれ自体で完結性を持つ」（赤松［1980:94］）ことにな
る．しかし，赤松［1980］が引用冒頭で認めているように，自己認識を結果とする立場は，ディグナー
ガにもダルマキールティにも等しく当てはまるものである．したがって，これだけをもって，ディグ
ナーガが外界の実在を認めず，ダルマキールティは認めていたと言うのは不公平である．ディグナー
ガが「概念そのものの真理性やその根拠を問うことはなかった」（赤松［1980:92］）こと，そしてダル
マキールティがそれを問うたことについては，赤松［1980］の主張とは別の理由を求める必要がある．
また，赤松［1980］は，自己認識の構造を強調するあまり，外界に措定される自相と，認識内の知

覚表象とを混同してしまっている．

ダルマキールティは、PV, IIIにおいて、絶対的な意味においては知覚表象が唯一の認
識の対象であることを言明している。そしてさらに、「それ（知覚表象）をそれ自身の相
によって認識する〔場合〕と、他の相（概念）によって認識する場合とがあるから、二
種の認識の対象が認められる」と述べている。(赤松［1980:106, n.20］)

続いて赤松［1980］が PV原文を引くように，ここで赤松［1980］が「それ（知覚表象）」と翻訳
した tasyaは，直前の svalaks.an. aを指している．戸崎［1979:124］は素直に「自相」と訳している．
認識内の知覚表象と外界の自相とは異なる．赤松［1980］は，自己認識の構造を一貫させようとする
余り，ダルマキールティの論調を歪曲してしまっている．正しくは「［絶対的な意味においては］自
相が唯一の認識の対象」(PV III 53d: meyam. tv ekam svalaks.an. am)である．

23Vetter [1964:52] は PV I 71cd について二行で簡単に紹介する．英訳に Ota [1980:13], Dunne

[2004:343]がある．いずれにおいても問題が取り上げられることはない．
24脚注 69参照.

255



2 同一の目的を実現すること

ダルマキールティは，アポーハを擁護する中で「同一の目的を実現すること」(ekārtha-

sādhana)という論拠を提示する (PV I 73)．モデルを単純化すると以下のように描くこと

ができる．個物としての木 1 と木 2 とは相互に異なる25．しかし，「これはあれと同じく木

だ」という再認識 (pratyabhijñāna)すなわち反省・判断 (pratyavamarśa)を生み出す．この

ように同一の結果を生み出すことで二つの木は同一の「木」としてグループ化される (PV I

109)．仏教風に言えば，「同一の結果を生み出さないものから区別」(atatkāryaparāvr.tti)さ

れる．ダルマキールティはまた，再認識のみならず，燃焼・家という結果も挙げる (PVSV

41.5)．様々な木は燃焼作用や家という一つの結果を達成するので同じ「木」としてグルー

プ化されるのである．水はこのような結果を持たないので「木」として同一視されグルー

プ化されることはない．

vr.ks.a1

≈ ⇒ pratyavamarśa

vr.ks.a2

図表 2-1

以下では，まず，ダルマキールティの論拠が生み出された背景について考えてみる．

2.1 因果関係モデル

ダルマキールティ自身が示唆するように (PVSV 42.7–8)，「同一目的を実現するから一つ

である」という論法の対として，「同一原因から生じたから一つである」という論法がある．

kārya1

kāran. a ⇒ ≈

kārya2

図表 2-2

25ダルマキールティは，加工に適した木材でありバラ香のするインディアン・ローズウッド (śim. śapā)

を例に挙げる (PVSV 41.3)．ディグナーガにおいて定番となった木の例である．人間に有用な身近な
ものという意味でも便利な例である．また註釈者カルナカゴーミン (PVSVT. 178.10)は，染めに用
いるアセンヤクノキ (khadira)と，一本でも鬱蒼とした木陰を作るバンヤンジュ(nyagrodha)を付加
する．後二者は木の例としては一般的なものである．現在の文脈で注意すべきは木という種類の下位
分類としてのインディアン・ローズウッド等が意図されているわけではないということである．あく
までも，インディアンローズ・ウッド等の特定の個物としての木が意図されている．なおśim. śapāは，
As.t.ādhyāȳı 7.3.1に挙がるものの，ディグナーガ以前に決して木の一般的な例であったわけではない．
例えば Mahābhās.ya ad 2.1.1(25) では plaks.a-nyagrodha-khadira-palāśā iti とある (MBh 372.3)．
バルトリハリの VP II 224 では khadira が一例として言及され，VPSV では plaks.a-nyagrodha-

dhava-khadira-palāśā itiとある (VPSV 246.12)．ディグナーガに若干先行すると考えられるヴァー
ツヤーヤナの NBh ad 2.1.36では palāśa iti vā khadira iti vāとある (NBh 76.17)．またśim. śapāは
Carakasam. hitā では木の髄から作る酒の一種として名が挙がっている（矢野［1988:172］）．
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同一原因から生じた二つは個物としては別々であるが，「同じもの」として同一視されグ

ループ化される．同一目的を実現する二つのものが，個物としては同一ではないが同一視

されるのと同様である．ダルマキールティは斑牛 (śabalā)という母牛から生まれる一群の

斑牛 (śābaleya)や，努力から生じる〈努力の直後にあるもの〉(prayatnānantar̄ıyaka)を例

として挙げる (PVSV 69.1–2)．同じ原因から生まれることで，異なる個物は一つのものと

してグループ化されるのである26．

śābaleya1

śabalā ⇒ ≈

śābaleya2

図表 2-3

これと似たモデルに「同一原因から生じたから（厳密に）同一である」という論法があ

る．「原因が異ならない場合，結果が異なるとするのはおかしい」というダルマキールティ

が頻繁に用いる論法である (PVSV 133.16–17, 160.8–9)27．

kārya1

kāran. a ⇒ =

kārya2

図表 2-4

ただし，この場合，生じる結果は個物として厳密に同一である．いっぽう上のグループ化

の場合，生じる結果は個物としては同一ではない．個物として同一なのか，あるいは，誤っ

て同一視されているのかというモデルの差異に気付かせるという点で，（それが意識的にで

あれ或いは無意識的にであれ）ダルマキールティの発想の一つの起点となったことは十分

に考えられる．

26しかし註釈者シャーキャブッディおよびシャーキャブッディに従うカルナカゴーミンは，実際に
は原因となる努力が一つではないことにも気が付いている (PVT. D93b4-6, PVSVT. 180.13–16)．「全
く同じ」一つの努力でなく，「同じ様な」諸努力でしかないのである．この問題は，同一結果モデルに
おいて，作り出される同一目的としての結果が実際には一つではないという問題とも関わる．その上
で彼は「壺」としての再認識を通して努力も一つだと強弁する．

prayatna1 ⇒ prayatnānantar̄ıyaka1

∕= ∕= ⇒ pratyavamarśa

prayatna2 ⇒ prayatnānantar̄ıyaka2

しかし，これでは「同一原因によって結果も一つである」の説明とはならない．結局，「同一結果に
より原因も一つである」と言うことと変わらなくなってしまう．

27逆に言えば，原因が異なれば結果は異なるということである．PVSV 20.21–22: ayam eva khalu

bhedo bhedahetur vā bhāvānām. viruddhadharmādhyāsah. kāran. abhedaś ca. 「周知のように，こ
れ――相反する属性が載っていること，および，原因が異なること――こそ諸存在の差異あるいは差
異原因である．」
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2.2 自相モデル

仏教内の伝統的な発想法として，自相のモデルがある (PS I 4cd, PV III 194–196)．諸原

子が集まった或る特定の状態において知覚という認識が生み出される．ここで重要なのは

「集合体」というものは否定されることである．あくまでも，集まった諸原子が，或る結果

を生み出すプラスαとしての卓越性 (atísaya, víses.a)を持つのである．それを指して「自

相」と呼ぶ．通常の意味とは異なる意味で「共相」(sāmānya)とも呼ばれるものである28．

これは単一の集合体（部分とは異なるものとしての全体）ではないが，寄り合い所帯とし

て一つの結果を持つに至った諸原子のことである．見方を変えれば，諸原子は，知覚という

一つの目的（結果）を実現する29．これにより，諸原子は，ばらばらな状態にありながら，

グループ化される．この緩いグループが自相（処の自相āyatanasvalaks.an. a）である30．

図表 2-5

pratyaks.a → svalaks.an. a

∣
ekadh̄ıkaran. a

∣ ∣
paramān.u1 paramān.u2

saha

もちろん，諸原子は「一緒になって」(saha)一つの結果を生み出すのであって，「各自で」

(pratyekam)生み出すわけではない．感覚器官・対象・光・意識集中は「一緒になって」一

つの色認識を生み出す (PVSV 41.1–3)．個々の木も「一緒になって」初めて家という一つの

結果を作る (PVSV 41.4–5)．これにたいして「木」という再認識（「これはあれと同じだ」）

の場合は，各木が「各自で」再認識を生み出しうる31．ダルマキールティは，PV I 73での

「感覚器官等のように」という例に替えて，「或いは～のように」(yathā vā)で結んだ PV I

74では gud. ūc̄ı (Cocculus Cordifolius)という薬草の例を挙げ直し，「一緒になって」かある

いは「各自で」と，わざわざ但し書きしている．薬草の場合，単独でも解熱効果は見られ

る．「一緒になって」か「各自で」かという違いは，一効果に関して本質的な問題ではない

というのがダルマキールティの意図と思われる32．

28戸崎［1979:295, n.9］．また自相の概念については沖［1982］を参照．
29多数の原子が一つの認識によって同時に把握される (PV III 207)．認識について言えば「多様で

ありかつ不二」(citrādvaita)である．
30ダルマキールティの理解については戸崎［1979:294–298］を参照．ジネーンドラブッディは，PSV

ad 1.4cdへの注釈において，このことを詳しく説明している (PST. 44.11–46.3)．
31細かく考えるならば，「あれもこれも木だ」というように「一緒になって」単一の認識を作る場合

と，「これも木だ」「これも木だ」というように「各自で」同様の認識を作る場合とが分けて考えられ
る．この問題は「一つ」(eka)の解釈に関わってくる．脚注 46参照．

32しかし「各自で」解熱作用を作る場合，解熱作用 1 と解熱作用 2 とは実際には別々であると言わ
ざるを得ない（脚注 46参照）．
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図表 2-6

jvaraśamana

∣ ∣
os.adhi1 os.adhi2

saha/pratyekam

全体として自相モデルは上の因果関係モデルより，アポーハ論モデルとの深い平行性を

有している．同一の目的となるものが，再認識のような認識を目的として立てる場合には

同じ位置にくることも，モデルの平行性を強く示唆する．すなわち，同一目的として実現

されるものは，自相モデルにおいては知覚であり，いっぽう，アポーハ論においては再認

識などの分別である．（逆に木と家の場合は異なる．）

違いとしては，知覚が対象とする自相は実在であるという点が挙げられる．この点で，再

認識などの分別が対象とする共通性（木性など）が実在ではなく，単に妄想されたものに過

ぎないのとは異なる．知覚の場合は純粋に対象から生じたのにたいして，虚妄分別の場合

は，潜在印象が大きく働いている．ダルマキールティは，分別が虚妄であること33，そのよ

うな虚妄性が潜在印象に起因すること34を明確に意識している．自相モデルをダルマキー

ルティが念頭に置いていたと考えれば，このような差異を意識したことも説明がつきやす

い．（*は非実在であることを示す．）

図表 2-7

mithyā

vikalpa ⇝ *vr.ks.atva

∣
ekadh̄ıkaran. a

∣ ∣
vr.ks.a1 vr.ks.a2

saha/pratyekam

2.3 普遍性（共通性の共通性・共通性性）モデル

2.3.1 クマーリラの弁解

クマーリラは実在としての共通性を擁護する中で，仏教からの反論と思われる或る説を

紹介し，それに対して答える35．批判は「有性や実体性などの諸共通性に共通する一つの

33PVSV 39.2–3, 49.1, 50.1, 50.17, 51.13–14, 55.5, 56.9, 56.19
34PVSV 34.26, 35.6, 38.17–22, 40.20, 42.13–18, 43.2, 49.22, 50.3, 51.12
35ŚV ākr.ti 24: tasmād ekasya bhinnes.u yā vr.ttis tannibandhanah. / sāmānyaśabdah. sattādāv

ekadh̄ıkaran. ena vā// また TSP ad 778 (312.17–18), PVSVT. 299.18–19, NM II 40.4–5に引用され
る．
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共通性（共通性性！）は存在しない（とミーマーンサーは認めている）のに，いずれに対

しても同じく『共通性』という言葉を適用するではないか」というものである．普遍の上

に普遍を認めないヴァイシェーシカおよびミーマーンサーの存在論を逆手にとって，木性

という共通性が実在せずとも，「木」という言葉を適用することは説明がつくと仏教側は主

張しているのである．

このような批判方法はディグナーガの PSに既に見られる．ディグナーガは「ジャーティ

はジャーティを持たないので」と端的に指摘している36．クマーリラが念頭に置く批判は，

ディグナーガからの批判を敷衍したものであろう．これはミーマーンサーにとっては解決

困難な問題である．確かに，有性・実体性・地性などに共通する〈共通性の共通性〉，いわ

ば〈共通性性〉を立てずとも，有性や実体性に共通して我々は「共通性」という言葉を適

用しているからである．言葉に対応する実在があるとする素朴実在論にとっては痛い指摘

である．仏教側は，うまく，ヴァイシェーシカ体系の穴を突いている．

これにたいしてクマーリラは，実在としての共通性性に代わる共通要素を見つけ出す．後

世ジャヤンタは，この共通要素のことを「付帯的・外的条件」(upādhi)と呼ぶ．クマーリ

ラは，言い逃れるのが苦しかったのであろうか，あるいは問題の含意を軽視していたのか，

「あるいは」(vā)で結んだ二つのオプションを提示している．「一者が複数のものに帰属す

ること」という共通要素があるというのが第一．第二が「一者が多数のものについて一つ

の認識を作り出すこと」というものである．有性にせよ実体性にせよ，多くのものの上に

帰属する．〈多数への帰属〉という共通要素を持つのである．あるいは，有性にせよ実体性

にせよ，多くのものをまとめあげ，「これもこれも有である」や「これもこれも実体である」

という一つの認識を生み出す37．〈一認識の実現〉である．我々にとって重要である後者を

図示すると以下のようになる．

図表 2-8

mithyā

“sāmānya” ⇝ *sāmānyatva

∣
ekadh̄ıkaran. a

∣ ∣
sattā dravyatva

pratyekam

有性や実体性は「一つの認識を作り出す」38．それが契機となって我々は「共通性」とい

う言葉をそれぞれに適用する．しかし，「共通性」という言葉に対応する〈共通性性〉なる
36PS V 11（原田［1984:32］）: jāter ajātitah. .
37ここでクマーリラが意図する「一つの認識」とは，「これ（有性）もこれ（実体性）も共通性であ

る」という認識ではない．それならば，認識に対応するものとして本当に共通性性を立てなければな
らなくなってしまうからである．

38「一つの認識」という同一の目的が有性や実体性を一つのグループにまとめる．「同一の目的を
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ものが外界に実在として存在するわけではない．その意味で，厳密には，この言葉の適用

は誤りである．対応する外界対象を持たない．

2.3.2 アポーハ論への転用可能性

これを仏教のアポーハ論に転用すると次のように言うことができる39．木 1 と木 2 とに

共通する木性なるものは実在としては存在しない．しかし，木 1 や木 2 は，「木」という内

容をもった同一の認識（再認識などの分別）を生み出す．この〈一認識実現〉が契機となっ

て，「木」という言葉の（誤った）適用が行われる．

図表 2-9

mithyā

“vr.ks.a” ⇝ *vr.ks.atva

∣
ekadh̄ıkaran. a

∣ ∣
vr.ks.a1 vr.ks.a2

saha/pratyekam

2.3.3 両説の非平行性

しかし重要な非平行性がある．クマーリラの言う「一認識実現」の一認識とは，有性の

認識や実体性の認識のことである．共通性性を対象とする分別のことではない．

図表 2-10

mithyā

vikalpa ⇝ *sāmānyatva

∣
ekadh̄ıkaran. a

∣ ∣
dh̄ı1 ⇐ sattā dravyatva ⇒ dh̄ı2

pratyekam

有すること」(arthaikatva, ekārthatva)によってグループ化を図るという発想法は，ミーマーンサー
においては，一文性 (ekavākyatā)の原則において周知のものである．すなわち，別々の文であるか
に見えるマントラは，一つの行為という目的を目指す場合には，一つの文と解釈される．JS 2.1.46:

arthaikatvād ekam. vākyam. sākāṅks.am. ced vibhāge syāt.
39クマーリラの詩節 (PVSVT. 299.18–19に引用)を受けた仏教側からの説明は PVSVT. 299.20–26

に見られる．
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これにたいしてダルマキールティが意図する「一認識実現」の一認識とは，*共通性性の

認識に対応するような認識，すなわち，*木性の認識である．

図表 2-11

mithyā

vikalpa ⇝ *vr.ks.atva

∣
ekadh̄ıkaran. a

∣ ∣
vr.ks.a1 vr.ks.a2

saha/pratyekam

2.3.4 両説の平行性

これ以外においては，クマーリラが用意した回答は，ダルマキールティにとっては大き

なヒントを与えるものである．木 1も木 2も，木性という実在を立てることなく，単に「同

一目的実現」「同一認識実現」という付帯的条件（一種の共通要素）をもってして，分別を

可能にする．この分別は虚妄である．その対象である木性は存在しない．仮の存在である．

その虚妄性は，ちょうど，有性や実体性を「共通性」と言い習わす習慣の連続によっても

たらされたのと同様，無始爾来の潜在印象によってもたらされたものである．我々の認識

の仕組みが本性上「そういうようになっている」のである．

図表 2-12

mithyā

vikalpa ⇝ *vr.ks.atva

∣
ekadh̄ıkaran. a

⇑ ∣ ∣
darśana1 ⇐ vr.ks.a1 vr.ks.a2 ⇒ darśana2

saha/pratyekam

同時にこれは，日常的な用法と哲学的分析の違いも明らかにする．ダルマキールティが

言及する「日常の営為を行う者達」(vyavahartārah. )と「分析者達」(vyākhyātārah. )の視点

の違いである (PVSV 39.5–6)．PV I 68–70の詩節では世俗 (sam. vr.ti)と勝義 (paramārtha)

の対立として捉えられている．真実には「同一の目的を実現すること」だけが契機として

ある．しかし，日常我々は「共通性性」があるかのように，あるいは「木性」があるかのよ

うに思い込んでいる．分別の対象として或る形象（*木性）が浮かんでいるのである．
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図表 2-13

mithyā

vikalpa ⇝ *vr.ks.atva vyavahartārah.

∣
ekadh̄ıkaran. a vyākhyātārah.

∣ ∣
vr.ks.a1 vr.ks.a2

saha/pratyekam

もちろん，「一つの認識を作ること」を仏教風に否定的に言い換えるならば「同じものを作

らないものとの違い」(PV I 95ab: atatkāribheda)「同じ結果を持たないものからの排除」

(PV I 139c: atatkāryaparāvr.tti)となる．

図表 2-14

mithyā

vikalpa ⇝ *vr.ks.atva vyavahartārah.

∣
atatkāryaparāvr.tti vyākhyātārah.

∣ ∣
vr.ks.a1 vr.ks.a2

saha/pratyekam

ダルマキールティ自身が言うように，違い (bheda)が共通性 (sāmānya)として機能する

のである (PVSV 42.8, 68.24)．

3 ダルマキールティのモデルの不備

クマーリラが「一つの認識を作り出すこと」という共通要素を持ち出して，諸共通性に

たいする「共通性」という言葉の適用を正当化しようとしたのにたいして，ダルマキール

ティはそれを逆手にとって彼のアポーハ論を裏付けたと考えられる40．共通性性がなくとも

「共通性」という言葉が適用されるように，木性がなくとも「木」という言葉の適用は正当

化されるのである．ダルマキールティの逆手攻撃にクマーリラは答えようがないはずであ

る．クマーリラ批判という文脈においてダルマキールティの目論見は成功している．
40相手自身の論法を用いて再攻撃するという作戦である．両者が用いる表現も並行する．より一般

的には「同一の目的・結果を有する」，特殊には「同一の認識を作る」という表現を取る．

一般 特殊
Kumārila arthaikatva/ekārthatva ekadh̄ıkaran. ena

Dharmak̄ırti ekakāryatā ekadh̄ıhetubhāvena
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しかし，厳密に見た場合，ダルマキールティのモデル自体は様々な欠陥を抱えている．そ

のことが後代に問題となる．

3.1 ダルマキールティのモデル

まずダルマキールティ自身のモデルを，内的な形象という考え方に注意して忠実に再現

する．

3.1.1 知覚モデル

知覚の場合，外界対象の形象に対応する内的な形象がある41．このような内的形象を持っ

た認識が輝き出す．ダルマキールティにとり，経量部説においても「自己認識が結果であ

る」というのは，このような意味においてである．

図表 3-1

ākāra ⇒ ākāra

∣ ∣
artha pratyaks.a

3.1.2 分別モデル

これに対して，分別の場合，その対象となる外的な共通性は存在しない．すなわち分別

内の形象に対応する外界形象は存在しない．では，このような現れを持つ分別が生じる原

因は何なのかが問題となる．それは差異だとダルマキールティは言う．すなわち，或る一

群のものは一つの結果を生み出すが，それ以外のグループは，そのような結果を生み出さ

ない．一つの結果を生み出すか生み出さないかという差異がグループ化を可能とし，共通

性を捉える分別の原因となる．一つの結果を生み出すというのは，存在の本性である．そ

れ以上，追及不可能なものである．

図表 3-2

𝜙 (sāmānya) ⇒ ākāra

∣
∣∣∣

ekārthasādhana
∣∣∣

∣ ∣
∣∣∣

artha1 artha2 vikalpa

41厳密には，外的形象の他に基体としての対象があるわけではない．知覚の内的形象に対応するも
のとして外には自相があるだけである．
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3.1.3 「認識内形象＝共通性」モデル

では，分別内の形象が，そのまま実在する共通性としての役割を果たせばいいではない

か，というのが PV I 71cdでの反論者の考えである．これの排斥は簡単である．図から明

らかなように，認識内の形象は，外的な存在に帰属するものではありえない．「それはそれ

らには無いから」(PVSV 40.6: tasya tes.v abhāvāt)というのがダルマキールティの回答で

ある．

図表 3-3

sāmānya = ākāra

∣
∣∣∣

ekārthasādhana
∣∣∣

∣ ∣
∣∣∣

artha1 artha2 vikalpa

また「木だ」という木性の分別 1は，実在する内的な形象 1を共通性として捉えていると

するならば，別の分別 2も，同じく形象 1を捉えていることになる．すなわち，形象 1=形

象 2ということになってしまう．「あるいは，或る一つの認識と別ならざるもの（形象 1）が，

どうして，更に他の認識――別の個物である――の形体（形象 2）となるだろうか」(PVSV

40.9–10)とダルマキールティが指摘する通りである．認識内の実在する形象が共通性の役

割を果たすとする場合には，分別 1の形象 1と，分別 2の形象 2とが同一という奇妙なこと

になってしまうのである．

図表 3-4

ākāra1 = sāmānya = ākāra2∣∣∣ ∣
∣∣∣∣∣∣ ekārthasādhana
∣∣∣∣∣∣ ∣ ∣
∣∣∣

vikalpa1 artha1 artha2 vikalpa2

3.1.4 ダルマキールティ説のモデル

では，ダルマキールティ自身のモデルは，どうなるのか．それは，実在する共通性を，絶

対に認めないものである．共通性は外界に存在するわけでもない．また，内的な形象が実

在する共通性としての役割を果たすこともない．共通性は存在しない．したがって，分別

の形象に対応する対象が存在しないので，分別は誤りである．ただし，分別 1 と分別 2 と

は同じ形象を有する．すなわち，内的な形象 1と形象 2との違いが意識されることはない．
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同じ形象 0 を有する．これは外界対象が持つ本性と，潜在印象の本性とに起因する42．

図表 3-5

ākāra0 ⇝ 𝜙 (sāmānya) ⇝ ākāra0

∣ ∣ ∣
vikalpa1 ekārthasādhana vikalpa2

⇑ ∣ ∣ ⇑
darśana1 ⇐ artha1 artha2 ⇒ darśana2

pratyekam

ダルマキールティは，木性の分別が虚妄であることを十分に意識し，また，木性が虚像で

あることを自覚していた (PV I 68–70, 71cd–72ab)．外にあるかのように現れて来る共通性

は「勝義には非存在」(PV I 70c: asat paramārthena)であり，「考察対象とならないので非

真実」(PV I 77cd: nistattvam. par̄ıks.ānaṅgabhāvatah. )である．「自らは存在しないにもか

かわらず，そのように認識によって見せられる」(PVSV 42.26: svayam asatām api tathā

buddhyopadarśanāt)ものである．

いっぽう，内的な形象は認識である以上，実在性を持つものである (NM II 41.15–17)．

分別（推理）の対象が認識内の現れであることをダルマキールティは PVin II冒頭におい

て「［認識］自らの現れである非［外界］対象を［外界］対象だと思い込んで働くので」

(PVin 46.7: svapratibhāse ’narthe ’rthādhyavasāyena pravartanāt)と明言する．また PV

III 164abは「［言葉は］それ（他者の排除）を対象とする〈分別内の影像〉に結びつけら

れている」([tacchurutih. ] vikalpapratibimbes.u tannis.t.hes.u nibadhyate)と宣言する43．ま

た PV I 68abcにおいて「同一対象の現れを持つ認識は，他（個物）の形を［認識］自らの

形で覆う」(pararūpam. svarūpen. a yayā sam. vriyate dhiyā/ ekārthapratibhāsinyā)として，

認識内に現れる形 (rūpa)が「［認識］自らに属すもの」(sva)であると明言している44．

3.1.5 ダルマキールティ説に潜在する問題点

注意すべきは，このモデルでは，分別 1 に属す形象と，分別 2 に属す形象とが同じだと

考えられている点である．すなわち形象の違いは無視され，共通する形象 0 が立てられて

いる．「［有分別の認識は，認識］自身に属す，［共通する］非別の現れを付託して」(PVSV

42このモデルはダルモッタラやジャヤンタが解釈するダルマキールティのモデルである．他のモデ
ルの可能性について詳しくは脚注 46参照．

43認識内の形象に言及する PV III 164abおよび 165はダルモッタラにとっては都合の悪い言明で
ある．したがって AP 239.1–6 で引用された後，会通が図られることになる．ダルモッタラにとり，
ダルマキールティが言うところの分別に現れてくる形象である「分別の影像」(vikalpapratibimba)

は，分別の中にある形象ではなく，あくまでも虚構対象 (āropita)でなければならない．
44詩節を解説する箇所でも「自らに属す非別の現れ」(PVSV 38.19: pratibhāsam abhinnam

ātmı̄yam)と言い換えている．
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38.19: pratibhāsam abhinnam ātmı̄yam adhyasya)とあるように，外界に投影される内的

な形象は，個々別々のものではなく「非別のもの」(abhinna)である．しかし，明らかなよ

うに，前者と後者は，それぞれの認識を本質とする以上，別である．すなわち，本来なら

ば，形象 1 と形象 2 という別物であるはずである (NM II 41.15–16)．したがって，同一の

形象ではありえない．このことが問題となる．

3.2 一つの認識

最初の問題は，作り出されるのは本当に「一つの認識か」という問題である．木が協働

して家を作り出す場合，あるいは協働して解熱作用を持つ薬草の場合は問題ない．その場

合は，家や解熱という一つの結果を作り出すからである45．

しかし，「木」の再認識の場合はどうだろうか．そこで木 1や木 2は「各自で」も (pratyekam)

結果を作り出しうる．すなわち，どの木も，「これはあれと同じ木だ」という再認識を生み

出すのである．ここで生み出される結果は実際には「一つ」ではない．多数である46．すな
45しかし，「各自で」水を運ぶ壺のグループ化の場合，作り出される具体的な結果（例えば水を運ぶこ

と）は多数である．このことはダルマキールティ自身気が付いており，反論者の口を借りて指摘してい
る (PVSV 56.12–14: yad apy udakāharan. ādikam ekam. ghat.ādikāryam, tad api pratidravyam.
bhedād bhidyata eveti naikam. bhedānām. kāryam asti.)．

46PV I 109でダルマキールティが提示する「同一の判断」(ekapratyavamarśa)は単数なのか複数
なのか．PV I 108cdの反論者は「それら（諸存在・諸個物）の結果は認識であり，それ（認識）は，
ばらばらである」(nanu dh̄ıh. kāryam. tāsām. sā ca vibhidyate)と指摘する．つまりダルマキールティ
が主張するような「一つの結果を持つもの」(ekakāryāh. ) では諸個物はありえないと言うのである．
諸個物が生み出す認識は複数であり，ばらばらではないか，と問うているのである．これにたいして
ダルマキールティは「同一の判断」があると答えている．とすると，ダルマキールティの言う結果，
すなわち，「同一の判断」は真の意味で単一でなければならない．PV I 73における「同一の判断」と
いう「一つの目的」も同様である．それは「同一の形象を有する一つの再認識」(PVSV 41.4: ekam

ekākāram. pratyabhijñānam)である．このことは PVSV 41.1–3で言及される喩例にも支持される．
感覚器官・対象・光・意識集中が「一つ」の色認識を生み出すのと同じようにシンシャパー等という
諸個物は「一つ」の同一判断を生み出すとダルマキールティは主張する (PVSV 41.1–4)．すると喩例
における「一つ」は「単一」の結果が意図されているはずである．したがって図表 3-5は次のように
書き換える必要がある．

図表 3-5’

ākāra ⇝ 𝜙 (sāmānya)

∣ ∣
vikalpa ekārthasādhana

⇑ ∣ ∣
darśana1 ⇐ artha1 artha2 ⇒ darśana2

saha

複数の木々は，確かに複数の知覚を生み出すが，単一の「木」という判断知を生み出す．これは，
多くの木々にたいして「木」という一つの分別が生じてくるという事態を指している．これは複数の
木々が（さらには複数の知覚が）「一緒になって」一つの結果を生む場合である．「あれもこれも同じ
木だ」という単一の再認識である．善意をもってダルマキールティを解釈すれば，このような図式が
考えられる．これがダルマキールティ自身の意図であろう．（なお図表 3-5’の darśana1 と darśana2
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わち木 1から知覚 1が生じ，その知覚 1から（潜在印象に後押しされて）「木だ」という分

別 1が作り出される．いっぽう木 2から生み出される「木だ」という分別は，分別 1ではな

く分別 2 である．両分別は別のものである (NM II 40.13–15)47．

図表 3-6

mithyā

ākāra1 ⇝ *sāmānya ⇝ ākāra2

∣ ∣ ∣
vikalpa1 ekadh̄ıkaran. a vikalpa2

⇑ ∣ ∣ ⇑
darśana1 ⇐ vr.ks.a1 ⇔ vr.ks.a2 ⇒ darśana2

bheda

3.3 形象の実在性

クマーリラは，「共通性」という言葉に対応する共通性性がないことを意識していた．し

かし，これは言葉の問題であり，直接には分別知を問題とするものではなかった．したがっ

て，そこでは，「共通性性の分別の対象は何か」という問題が表面化することはなかった．

について，ダルマキールティ自身は PV I 109cにおいては dh̄ı, PVSV 56.21においては jñānādiと
いうように広義の「認識」として表現している．したがって，無分別知だけでなく有分別知も含んで
いると考えることも可能である．その場合には，知覚 1 と知覚 2 から分別 1 と分別 2 があり，それ
らから単一の同一判断がもたらされるという図式が考えられていることになる．カルナカゴーミンに
よる PVSVT. 227.14: dh̄ır nirvikalpikā savikalpikā vāという解釈は，この方向で解釈したものであ
る．これを図式 3-5”と呼んでおく．）
しかし，本来，ここで問題とすべき「同一の判断」(ekapratyavamarśa) というのは，ニヤーヤ・

ヴァイシェーシカ等で言う随伴知 (anvayajñāna) すなわち「普遍の認識」「共通性の認識」である．
例えば〈牛性〉なる普遍という一者を対象とする認識のことである．対象が同じであれば，〈牛性の
認識〉は複数であっても「同一の認識」と呼ばれる．木であれば，複数の木々が「各自で」一つの結
果を生む場合である．ダルマキールティが念頭に置かねばならない図式を，悪意をもって明瞭にする
と，このように考えられる．「これも木だ」「これも木だ」という随伴知である．これは「各自で」解
熱効果を生み出す薬草の喩例とも合致する．薬草 1 は解熱作用 1 という効果を，いっぽう，薬草 2 は
解熱作用 2 という効果を生み出すが，いずれの薬草も解熱作用 0 という「同一の効果」を生み出すの
である．しかし，ここまで明瞭化すると，ダルマキールティの弱みも明るみに出ることになる．すな
わち，判断という認識が実際には複数であることが第一．そして，全く同一とされる形象も，実際に
は複数のものであることが第二である．ダルモッタラそしてジャヤンタが問題を指摘することになる
のは悪意をもって解釈されたこのモデルである．カマラシーラも，TSP 400.18以下で判断知が複数
になってしまうことを問題としている．実際，ダルマキールティ自身，図表 3-4においては複数の分
別知を念頭に置いたうえで他説を批判している．また図表 2-6で見たように，「一緒になって」か「各
自で」かを，いずれでもよいと考えていた．したがって，ダルモッタラのダルマキールティ解釈は不
当なものではない．ダルマキールティは「一緒になって」の場合は正当化できたが，「各自で」の場合
は正当化しえなかったと評価できるのではないだろうか．（「これも木だ」「これも木だ」という複数の
分別知が，さらに「あれもこれも同じ木だ」という単一の再認識を生み出すという図式 3-5”は，「一
緒になって」の場合に還元されるので問題解決とはならない．）

47ダルモッタラが予想するこの反論については赤松［1982:109］に紹介されている．
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しかし，ダルマキールティの場合，言葉と同様に分別を，そして特に後者を問題とする．

したがって，そこでは，「木」という分別の対象が何か，という問題が自然と浮き上がって来

ることになる．「木」という虚妄分別の対象をダルマキールティは「立ち現れ」(pratibhāsa)

「形象」(ākāra)と呼ぶ．しかし，形象というのは，認識内の形象であり，畢竟，認識それ

自体に他ならない．すなわち認識を本質とする内的な形象が分別の直接の対象である．そ

れを外界に投影した結果，共通性なるものが立ち現れて来る．これがダルマキールティの

モデルである．

図表 3-7

mithyā

ākāra1 ⇝ *sāmānya ⇝ ākāra2

∣ ∣ ∣
vikalpa1 atatkāryaparāvr.tti vikalpa2

⇑ ∣∣ ∣∣ ⇑
darśana1 ⇐ vr.ks.a1 ⇔ vr.ks.a2 ⇒ darśana2

bheda

一つの結果であるべき分別が多数となるという上の問題と併せて考えると次のようにな

る．木 1が生み出す分別 1 は形象 1という現れを対象とする．この形象は認識である以上，

実在である．また，分別 2の対象である形象 2も実在である．形象 1と形象 2とは，それぞ

れ異なる認識に属し，異なる認識を本質とする以上，別体であるはずである48．すなわち，

ダルマキールティの意図に反して，形象 1と形象 2とは「非別」ではありえない．したがっ

て「非別なる現れ」は実際には存在しない．結果として，個々の木々が「同一の形象を有す

る一つの再認識」(PVSV 41.4: ekam ekākāram. pratyabhijñānam)を生み出すことはあり

えない．

なおダルマキールティの用語法に沿って述べるならば，厳密には個物としての木々

をグループ化する共通性の役割を果たすのは〈同じ結果を持たないものからの排除〉

(atatkāryaparāvr.tti)である．これは個物としての木々と別体ではなく同体である49．

4 ダルモッタラのモデル改革

ダルマキールティ自身の説においては，分別 1と分別 2とは「同一の形象を持つ」(ekākāra)．

すなわち，潜在印象が多分に働いた結果として心に浮かんでくるのは形象 1 と形象 2 の差

異を無視した一つの形象である．このように，潜在印象を通した錯誤という契機を考える

ことで，二つの分別は「一つの形象を持つ」ものとして「一つ」となる．ダルマキールティ
48認識と異ならない以上，影像は自相であるので，言葉の対象たりえないとダルモッタラ自身が明

記している (AP 241.5–6)．
49詳しくは脚注 65参照．
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は「個物群は互いに入り混じることはないが，ただ本性によって，同一の形象を持つ一再

認識を生み出す」と説明していた (PVSV 41.3–4)．

しかし，分別の直接の対象である内的形象は認識を本質とする以上，自相として実在性

をもってしまう50．したがって，「同一の形象」というものはありえない．形象は，分別と

同じく，ばらばらなままである51．

4.1 ダルモッタラ説

ダルモッタラは，このような批判を前提として52，「外でも内でもない」アポーハを共通

の対象とする．すなわち，共通性として機能するアポーハは「外でも内でもない」ものと

してある．それは虚構物 (āropita)である．個物である特定の牛から直接に生じる知覚，そ

の知覚から更に「牛だ」という判断が生じる．この判断は分別であるから，不鮮明な現れ

を持つ．その判断内容に対応する共通性としてのアポーハは，もちろん外界実在としての

普遍でもなく53，また，外界に投影され付託された内的な形象でもない54．

ākāra1 ⇝ āropita ⇝ ākāra2

∣ ∣ ∣
vikalpa1 atatkāryaparāvr.tti vikalpa2

⇑ ∣∣ ∣∣ ⇑
darśana1 ⇐ artha1 artha2 ⇒ darśana2

図表 4-1

ダルマキールティは内的な形象を共通するもの（形象 0）と考えたがために，形象 1と形

象 2 との違いを無視した．これに対して，ダルモッタラ説では虚構としての非外非内なる

アポーハが共通性としての任を担う．したがって，形象 1と形象 2との違いは問題とならな

い．それは分別 1と分別 2と同様，別々のままであってよい．つまり，内的な形象はモデル

において重要な位置を占めない．帰属先の分別の中から取り出す必要はない．実際，ダル

50ダルモッタラが指摘（AP 241.5–6; 独訳は Frauwallner [1937:262]）するように「認識と異なら
ないので，像 (pratibimba)は，自相であるので，言葉の表示対象と考える」ことはできない．内的
形象は分別対象ではなく自相であり，自己認識という知覚の対象なのである（脚注 57参照）．した
がって，分別対象・言葉の表示対象となることはありえない．

51同様の指摘はサキャ・パンディタにも反論者の意見として取り上げられている．福田［1994:35］:

「分別知に現れる観念像であるところの実在物の普遍〔相〕が〔語の〕直接のシニフィエであるとす
るならば、その〔観念像〕は知と一体のものであるので、〔結局〕知の個別相がシニフィエであると
いう主張に対して述べられた過失が〔この場合にも〕当てはまることになる。」

52ダルモッタラが意識する「内的形象の実在性」という問題がアルチャタに既に萌芽として見られ
ることについては Kataoka [2009b:14]を参照．

53脚注 15参照．
54したがって「内的な形象が分別の対象ではないのか」という反論をダルモッタラは取り上げることに

なる (AP 237.27–28; 238.6–7)．ダルモッタラにとり分別の対象は認識内の影像 (buddhipratibimba)

ではありえない (AP 241.2–3)．
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モッタラ自身，分別における内的形象の役割を否定する55 ．ダルモッタラにとっては，分

別 1 と分別 2 とが共通の対象を持てば十分である．形象 1 と形象 2 にまで踏み込んで説明

する必要はない．したがって，内的形象を考慮することなく56，以下のように，シンプルな

モデルを描くことができる57．

vikalpa1 ⇝ āropita ⇝ vikalpa2

∣
atatkāryaparāvr.tti

⇑ ∣∣ ∣∣ ⇑
darśana1 ⇐ artha1 artha2 ⇒ darśana2

図表 4-2

4.2 ダルマキールティ説とダルモッタラ説の差異

ジャヤンタは，ダルマキールティ説とダルモッタラ説との違いを「［認識］それ自身の現

れ」(ātmakhyāti)と「無いものの現れ」(asatkhyāti)というマンダナ以来の錯誤論の用語

55「分別が自らに属する内的形象を外界対象と思い込む」という主張を，「思い込み」(adhyavasāya)

とは一体何なのかを問題としながら，ダルモッタラは詳細に否定している (AP 238.9–22)．結果と
して，自身の理解と齟齬をきたすことになるダルマキールティの発言 (PVin II 46.7: svapratibhāse

’narthe ’rthādhyavasāyena pravartanāt) をダルモッタラは取り上げ (AP 238.22–23)，会通を図ら
ねばならなくなる（NBT.における PVin解釈については沖［1998］を参照）．ダルモッタラの PVin

解釈は，ジュニャーナシュリーミトラにより否定されることになる．ジュニャーナシュリーミトラに
よるダルモッタラ批判については赤松［1984］を参照．ただし，赤松［1984］による次のダルモッタ
ラの adhyavasāyaについての解説は，ダルモッタラが否定したはずの内的形象の役割を認めてしまっ
ている点でダルモッタラの本意から外れるものである．

それは内的な概念表象それ自体に外界実在対象性を付託すること (samāropa)に外なら
ない。すなわち，概念的認識の場合には，概念表象の直接知覚（概念知 ママ よる自己認
識）と同時に起こる概念知自身の表象に対する外界対象性の付託理解 (samāropa)とい
う作用があるのである。（赤松［1984:80］）

ダルモッタラによれば，分別の対象である虚構されたものは，現れを本質とすることのない非実在
である (JNĀ 230.1: apratibhāsarūpam evāvastu vikalpavis.ayah. )．したがって「内的な概念表象そ
れ自体」が何らかの役割を果たすわけではない．

56ただし，ダルモッタラも，広くは，バラモン正統派の無形象認識論 (nirākāravāda)に対峙する有
形象認識論 (sākāravāda)の枠内に留まるべきである．つまり本来は，認識内の形象を認めるべきであ
る．ダルマキールティのモデルは有形象認識論のモデルから素直に帰結するものである（図表 3-2）．
これにたいしてダルモッタラのモデルは，有形象認識論の枠内に留まり得るぎりぎりの範囲にある．
認識内の形象の役割を切り捨てることで無形象認識論に近づくが，しかしながら，外的な実在として
の共通性を認めるわけでもない．外界の実在を鏡のように映すというモデルを取るわけではない．外
でも内でもない虚偽の形象を分別の対象として立てることで，両説の境界線に立っている．

57ダルモッタラ自身の説明 (AP 237.28–31)によれば，認識内の形象は分別の対象ではなく，自己
認識の対象である．言い換えれば，認識内の形象が問題となるのは，「自己認識＝知覚」としての分別
の側面を取り上げる時である．分別も自身の形象を捉える自己認識という側面からは知覚だからであ
る．したがって分別としての分別知を問題とするときには，内的形象を顧慮する必要はない．

271



で対照させる58．ダルマキールティにとり，共通性の代わりを果たすのは，外界に投影され

た内的な形象であった．すなわち，認識それ自身の現れである．しかし，この場合，認識

それ自身の現れが「共通する・非別である」ことの説明がつかなくなる．したがって，ダ

ルモッタラは，内的な形象が共通して対象とする「外でも内でもない」アポーハを立てた．

これにより，アポーハは共通性の役割を果たすことになる．

4.2.1 ダルモッタラの意図

ダルモッタラにとり「木」という分別の対象となる木性は，最初から実在性を付与される

ことがない．これは認識という実在（自相）として存在的に明確な限定を受けるダルマキー

ルティの内的形象との大きな違いである59．ダルモッタラにおける〈虚構されたもの〉は，

ダルマキールティが結果的に導いたように，認識を本質とする内的な形象ではない．外的で

もなく内的でもない虚偽 (al̄ıka)の形象である60．何物でもない「ぬえ」であるがゆえに逆に

何にでもなりうる．すなわち，必要な性格を自由に受け入れることができる．牛性の形象は，

馬等という〈同じ結果をもたらさないもの〉から排除 (atatkāryaparāvr.tta)されている61．

この形象は，肯定的側面と否定的側面とを同時に持ちうるのである62．このような虚偽形象

こそが，肯定的でも否定的でもない（それゆえ肯定にも否定にも共通しうる63）ぬえ的ア

ポーハである64．虚偽形象は〈同じ結果を持たないものからの排除〉(atatkāryaparāvr.tti)

を，その一側面として持ちうるのである65．

58VV v. 1: ātmakhyātir asatkhyātir akhyātih. khyātir anyathā/ par̄ıks.akān. ām. vibhrāntau

vivādāt sā vivicyate//
59唯識の三性説の観点から捉え直すならば，形象が依他起性 (paratantrasvabhāva)なのか，ある

いは，遍計所執性 (parikalpitasvabhāva)なのか，という問題に還元可能である．スティラマティと
同じく無相唯識説に立つダルモッタラによれば，分別の対象である形象は実在性を全く持たない遍計
所執性であり，虚構されたものに過ぎない．したがってダルモッタラから見れば，ダルマキールティ
が内的形象を立てることは，分別の対象である形象を実在化し，依他起性と認めることと解釈される
のである．実際，ダルマキールティの意図は，護法流の有相唯識の考え方と相即する．ダルマキール
ティは有相唯識的な考え方を経量部の世俗レベルに適用したのである．（ただし勝義レベルにおいては，
ダルマキールティも，無相唯識の考え方を取る．戸崎［1979:314］参照．）依他起 (paratantra)であ
る内的形象の上に，遍計所執である共相等が結び付けられ，それが誤って知覚対象 (dr.śya)と同一視
されるのである．したがって，内的形象の実在性は否定されない．それは因果関係上に生じる依他起
性として実在性を持つ．このように，世俗レベルでのダルマキールティとダルモッタラの対立は，有
相唯識的な見方と無相唯識的な見方の対立として捉え直すことができる．

60Nyāyamañjar̄ı, Kataoka [2009b:26.9–27.8]
61Nyāyamañjar̄ı, Kataoka [2009b:30.2]
62Cf. Nyāyamañjar̄ı, Kataoka [2009b:32.8–9]
63アポーハが持つ bhāvābhāvasādhāran. aという側面については赤松［1979］を参照．
64厳密には「ある」「ない」という肯定・否定と結びつくのは，虚偽形象の外性 (āropitasya bāhyatvam)

であって，虚偽形象そのものではない．脚注 71参照．
65共通形象として捉えた場合の虚構されたもの (āropita)言い換えれば共相 (sāmānyalaks.an. a)は，

否定的に表現すれば「異種のものからの排除」(vijāt̄ıyavyāvr.tti)と等価である．否定を組み込んだ形で
肯定的に表現すれば「異種のものから排除されたもの」(vijāt̄ıyavyāvr.tta)となる．また肯定的な存在
としての自相 (svalaks.an. a)は，否定的には「同種のものからの排除」(sajāt̄ıyavyāvr.tti)と等価である．

272



またダルマキールティが PV I 59で強調してきたように，同種のものから排除された個々

の木という anyavyāvr.ttaと，異種のものからの排除という anyavyāvr.ttiとは別物ではない．

mithyā

vikalpa ⇝ āropitākāra

∣∣
atatkāryaparāvr.tti

⇑ ∣∣ ∣∣
darśana → vr.ks.a1 vr.ks.a2

saha/pratyekam

図表 4-3

否定を組み込んだ形で肯定的に表現すれば「同種のものから排除されたもの」(sajāt̄ıyavyāvr.tta)とな
る．これらを総合的に結びつけるものが「同じ結果を持たないものからの排除」(atatkāryaparāvr.tti)

である．肯定的に表現すれば「同じ働きを為すもの」(tatkārin)である．否定を組み込んだ形で総合
的に肯定表現すれば「同じ結果を持たないものから排除されたもの」(atatkāryaparāvr.tta)となる．
〈同じ働きを為すもの〉が自相群と別物でないことはダルマキールティが PV I 59で教示する通りで
ある．これは，「同じ働きを為すもの」(tatkārin)や「同じ結果を持たないものから排除されたもの」
(atatkāryaparāvr.tta)が，一群の個物をその働きの側面から捉えた表現であることからすぐに了解さ
れる．

vijāt̄ıyavyāvr.tta (āropita/sāmānya=vijāt̄ıyavyāvr.tti)

∣∣
atatkāryaparāvr.tta (tatkārin=atatkāryaparāvr.tti)

∣∣
sajāt̄ıyavyāvr.tta (svalaks.an. a=sajāt̄ıyavyāvr.tti)

ディグナーガにおいては「働き」「効果」という観点はなかった．共通性 (sāmānya)として機能す
る〈異種のものからの排除〉(vijāt̄ıyavyāvr.tti)は，ヴァイシェーシカと同じ存在の体系（普遍のヒエ
ラルキー）を前提としたものであった．したがって，当然，「牛」の概念は「馬等」の概念と相互依存
的とならざるを得ない．これにたいして「働き」「効果」という観点を取り入れるダルマキールティ
においては，一群の個物から説明づけることが可能となる．共通性である〈異種のものからの排除〉
は，一群の個物の共通要素である〈同じ働きを持たないものからの排除〉に裏付けられることになる．
したがってディグナーガのように相互依存となることはない．
しかし，ダルマキールティにおいては，内的形象という一種の共通性と，〈同じ結果を持たないも

のからの排除〉(atatkāryaparāvr.tti)という外界個物群の共通要素の要とを結びつけることが困難で
あった．認識の内と外に分離しているからである．内的形象を外界対象と思い込む (adhyavasāya)，
付託する (samāropa)という作業は内と外という相当の距離を伴っていた．また内的形象が果たして
共通でありうるのか，という問題が潜在していた．しかしダルモッタラでは，非内非外の虚偽形象で
あるāropitaを共相として立てることで，この問題が一気に解消されている．
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5 結論：アポーハ論の展開

5.1 ディグナーガとクマーリラ

ディグナーガは，実在する共通性（牛性）に代えて，非存在としてのアポーハ（非牛の

排除）を立てた66．クマーリラは，非存在を外的実在と捉え直したうえで67，外的実在とし

ての非存在なるアポーハ（「牛でないものでない」）の不備を様々に指摘した68．

apoha=vyāvr.tti ⇔ anya

∣ ∣
vyāvr.tta1 ⇔ vyāvr.tta2

図表 5-1

この不備は，〈基体としての個物〉と〈属性としての普遍〉と同様，属性である非存在を

基体と別体と考えることに起因するものである．言い換えれば，「〈それを持つもの〉説」

(tadvatpaks.a)に立つことから生じる過失である．

5.2 クマーリラとダルマキールティ

排除 (vyāvr.tti)と排除されたもの (vyāvr.tta)を分離して，排除 (vyāvr.tti)を別なる実在

とすることは，アポーハを新たな共通性として実体化することにつながる危険があった．ダ

ルマキールティは，排除 (vyāvr.tti)を排除されたもの (vyāvr.tta)の中に解消することを模

索した．すなわち彼にとって，排除 (vyāvr.tti)=排除されたもの (vyāvr.tta)である (PVSV

32.17)．真実には排除された個物のみが存在する．これにより，基体と属性とを別体とする

「〈それを持つもの〉説」(tadvatpaks.a)の過失が回避されることになる．

vyāvr.tti

∣∣ ∣∣
vyāvr.tta1 ⇔ vyāvr.tta2

図表 5-2

では，共通性として機能していた排除 (vyāvr.tti)なしに，異なる個物群のグループ化は

どのように可能となるのか．

ダルマキールティは，「一つの認識を作る」という共通要素に注目した．本来「一つの認

識を作る」というダルマキールティの方策は，クマーリラを黙らせるものとして，その妙

味を発揮するものであった．それは仏教風のアレンジを加えて，ダルマキールティの自説

66Nyāyamañjar̄ı, Kataoka [2008:19.4]
67ŚV apoha 2. また anyāpoha を abhāva として捉え直した上で批判するという手法は MHK V

66に既に見られる．
68Nyāyamañjar̄ı, Kataoka [2008:19.2]; NM II 43.9–11, 45.8
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の中では，「同じ結果（再認識）を作らないものからの排除」として，実質的に，共通要素

として機能するものであった．分析者の視点からは，このような排除だけが存在する．し

かし，日常活動者の視点からは，結果として作り出される虚妄分別（再認識）の対象とし

て共通性が存在する．そして知覚対象 (dr.śya)と分別対象 (vikalpya)とを同一視し「一つに

すること」(ek̄ıkaran. a)で対象を目指した人間の発動 (pravr.tti)が起こると説明される．

図表 5-3

mithyā

ākāra ⇝ *sāmānya ⌉
∣ ∣

∣∣∣
vikalpa tatkārin=atatkāryaparāvr.tti ⊢ ek̄ıkaran. a

⇑ ∣∣ ∣∣
∣∣∣

darśana ⇐ vyāvr.tta1 vyāvr.tta2

⌋
saha/pratyekam

ここでは，外界に投影された内的な形象が共通性の役割を担っていた．しかし，この形

象は認識内の形象として実在性を持ってしまう．したがって，作り出される一つの結果と

しての分別も，ダルマキールティの意図に反して，実際には多数である．

5.3 ダルマキールティとダルモッタラ

ダルモッタラは，アポーハとしてダルマキールティがディグナーガから継承したものが，

認識を本質とする内なるものであることを明確に否定した69．そして，アポーハを「外で

も内でもない」ぬえ的な存在に代えることで，形象の実在性・個別性の問題を回避した．ぬ

え的な存在が共通性たるアポーハの役割を担うのである．これにより，形象・分別の多数

性の問題も解消される．ダルマキールティ説に潜在していた問題は，分別 1 と分別 2 が別

であり，また，分別 1の対象である形象 1と分別 2の対象である形象 2とが，認識を本質と

する以上，実在性を持つので，別々のものでしかありえないという問題であった．

ダルモッタラにおいては，分別 1 と分別 2 は，ともに，「外でも内でもない」アポーハを

共通の対象とする．ぬえ的なアポーハが共通性として機能する．いわゆるディグナーガの

top-down的な方策が復権するのである．言い換えれば，分別の対象として措定されるもの

が，ダルマキールティにおいては内的な形象であったのにたいして，ダルモッタラでは「内

ではない」ものに交代するのである．

69AP 241.8–9においてダルモッタラは PV I 71cdを引用し，本来，ダルマキールティが「認識内
形象＝（実在）共通性」説の批判を意図した本詩節を読み替えて，認識内の形象を分別対象とする
（本当はダルマキールティ自身の）説への批判と解釈する．ダルモッタラは PV I 71cdを教証として
「認識と別異でないもの（内的形象）が言葉の対象となることはない」と主張するのである．
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5.4 「排除」理論の継承

ダルモッタラの理論においても，ダルマキールティと同じく，*牛性は，馬等から排除さ

れたものとして，すなわち，「同じ結果を作らないものから排除されたもの」としてある．そ

の意味で，全体としてはディグナーガ的な top-downモデルへと回帰しながらも，ダルマ

キールティの bottom-upモデルの用語をも取り込むことに成功している．排除という否定

的な側面も兼ね備えるのである．しかし「同一の目的を持つこと」「同じ結果を作らないも

のからの排除」は，ここでは，ぬえ的なアポーハを対象とする分別を生み出す隠れた原因と

しての位置に降格する．ダルマキールティのように，排除されたもの (vyāvr.tta)の中に解

消された排除 (vyāvr.tti)に代わる実質的な共通要素として前面に登場する必要はない．ダ

ルモッタラ自身，そのことを「対象知覚の力を原因とする諸分別知は，結果が異ならない

から非別だと主張しているのではなく，対象が非別だから［非別だと主張しているの］だ」

と明言している70．

5.5 ディグナーガとダルモッタラ

全体としてダルモッタラのアポーハ構造は，ぬえ的なアポーハに諸解決策を入れ込むこ

とで，結果的にディグナーガのシンプルで明快なアポーハ構造（いわゆる top-down的なモ

デル）を回復している．「外にある非存在」として（クマーリラから見れば）一種の実在と

化してしまう危険があったディグナーガのアポーハにたいして，ダルモッタラのアポーハ

は「外でも内でもない」ものとして，全ての批判をのらりくらりとかわすことができる．逆

に，後代の仏教内部からの批判（例えばジュニャーナシュリー71やラトナキールティ72）に

典型的に見られるように，ダルモッタラの「外でも内でもない」というぬえ的アポーハは

非常識な全くのナンセンスとして切り捨てられることになる73．

図表 5-4

mithyā

vikalpa ⇝ āropitākāra=vijāt̄ıyavyāvr.tti

∣∣
atatkāryaparāvr.tti

∣∣ ∣∣
vyāvr.tta1 vyāvr.tta2 ⇔ anya

saha/pratyekam

70AP 249.7–9
71JNĀ 229.16-17: etena yat t.̄ıkākāra āropitasya bāhyatvavis.ayau vidhinis.edhāv ity alaukikam

anāgamam atārkik̄ıyam. kathayati, tad apahastitam.
72RNĀ 60.12–13: etena yad dharmottara āropitasya bāhyatvasya vidhinis.edhāv ity alaukikam

anāgamam atārkik̄ıyam. kathayati, tad apy apahastitam.
73NM II 44.3, 44.8, 45.10

276



5.6 推論構造との一致

このようなダルモッタラのアポーハ構造は，自相と共相との関係を，宝石それ自体とそ

れと見まがう光輝に喩えるダルマキールティの推理構造に一致する74．語意理解を推理に

還元することを考慮すれば，推理と語意理解の構造一致は当然の帰結である．ダルマキー

ルティ自身，このような平行性を明記している (PVSV 43.4)．ダルモッタラは，一貫した

構造を追及したともいえる．ジャヤンタが描写するように，ぬえ的なアポーハは「知覚対

象［としての自相］の影」75である．いわば宝石の光輝のように，外とも内ともつかないも

のであり，誤謬論にいう asatである．

図表 5-5

mithyā

anumāna ⇝ *sāmānyalaks.an. a prabhā

∣ ∣
pratyaks.a → svalaks.an. a1 svalaks.an. a2 man. i

6 要点：議論の展開

∙ ディグナーガのアポーハ論：「牛でないものでない」という「他者の排除」（非存在）
が共通性である．

∙ ディグナーガのジャーティ批判の含意：*共通性性が存在せずとも諸共通性に「共通

性」という言葉を適用するではないか．

∙ クマーリラのディグナーガへの回答：「一つの認識を作り出すこと」が諸共通性の共
通要素として機能する．

74宝石の輝きの比喩について赤松［1980:105, n.16］は次のように説明する．

「宝石の輝き」とは知識の内に顕われた形象――知覚表象――である。それを我々は、
あたかも「宝石」という実在そのものの如くに理解する（概念知の形象）から、それは
迷乱知に他ならない。しかし、結果的に走り寄って手にした時、それは「宝石」に違い
ないから、実在個物との斉合性をもつ迷乱知＝確実性をもった概念知なのである。

しかし，「宝石の輝き」にあたるものは，知覚表象ではない．ダルマキールティが意図する構造は，
宝石が自相，宝石の輝きが共相にあたるものである．

迷乱知 → 輝き 共相 ← 迷乱知（推論）
∣ = ∣
宝石 自相

宝石の輝きを誤って宝石それ自体だと捉えても，最終的に宝石を手にすることができるように，共
相を自相だと誤って推論で捉えても，最終的に自相を手にすることができるというのが比喩の意図す
るところである．

75Nyāyamañjar̄ı, Kataoka [2009b:27.11]: dr.śyacchāyā
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∙ ダルマキールティの逆手攻撃：同様に「一つの認識を作り出すこと」が個物の共通要
素として機能するとすればよい．

∙ ダルマキールティ説への批判：個物群が作る認識は一つではなく多数である．また分
別の形象は認識を本質とするので実在性を持ってしまう．

∙ ダルモッタラの提案：「外でも内でもない」ぬえ的なアポーハを立てれば全てが解決
する．

∙ ダルモッタラへの批判：外でも内でもないような，ぬえ的なアポーハは非常識である．
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Vākyapad̄ıya(svavr. tti)
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Ślokavārttika
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Wiener Zeitschrift für die Kunde des Südasiens, 40, 51–94.
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（九州大学大学院准教授，博士（文学））

284




