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Pramān. asamuccayat.ı̄kā ad I 8cd–10和訳∗

九 州 大 学　　片 岡　 啓

和訳にあたって 本和訳はジネーンドラブッディ（Jinendrabuddhi: ca. 725–785 AD）

作 Pramān. asamuccayat.ı̄kā（=PST.）の訳注研究である．本稿では，正しい認識の手段

（pramān. a）とその結果（phala）について論じる PST. ad I 8cd–10を取り上げた．和訳の

スタイルは PST. ad I 1（冒頭偈に対する註釈）の和訳である片岡［2007］を踏襲した．略

号・参照文献も前稿を踏襲している．

PST. は，ディグナーガ（Dignāga: ca. 470–530 AD）作 Pramān. asamuccaya および vr. tti

（=PS(V)）に対する註釈である．PS(V)に対する註釈としてはダルマキールティ（Dharma-

k̄ırti: ca. 600–660 AD）作 Pramān. avārttika が他に存在する．

500 Dignāga Pramān. asamuccaya(vr. tti)

600

Dharmak̄ırti Pramān. avārttika

700

Jinendrabuddhi Pramān. asamuccayat.ı̄kā

800

ダルマキールティが詩節で達意的に註釈していくのに対して，ジネーンドラブッディは

散文で逐語的に PSV本文に註釈する．「逐語的」といっても，ジネーンドラブッディはディ

グナーガの本意を忠実に再現しようとする考証学の徒ではない．ジネーンドラブッディは，

ダルマキールティおよびダルマキールティに対する註釈者であるデーヴェーンドラブッディ

（Devendrabuddhi: ca. 630–690 AD）に即した理解を PS(V)に適用する．したがって，ジ

ネーンドラブッディの解釈は，必ずしもディグナーガの本意に沿ったものではない．ジネー

ンドラブッディの目的は，PS(V)を，ダルマキールティ流の最新の理解――それはしばし

ばディグナーガから乖離する――に沿い，論敵からの最新の批判に耐えうるよう仏教説を

アップデートしながら註釈することにある．ジネーンドラブッディが逐語的な字句註釈か

ら離れ，ダルマキールティの議論を挿入する箇所が，このようなアップデートの痕を明瞭

に示している1．

もちろんジネーンドラブッディ自身は，（現代インドのパンディットもしばしばそうである

ように）「これがディグナーガの本意である」「これが伝統説だ」と強弁する姿勢を崩さな

い．論議（vāda）の作法に則る以上，このような態度は当然である．しかし筆者の受ける

∗草稿段階で助言を頂いた渡辺俊和博士，護山真也准教授，稲見正浩教授，小林久泰博士に感謝す
る．

1例えば §1.5, 2.1, 3.4–6（以下 “§”は科文番号を表す）.
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印象からすると，ジネーンドラブッディの解釈方法は，むしろ良心的な部類に入る．彼は無

理な解釈を強引に押し通すわけではない．ディグナーガとダルマキールティの理解が乖離す

る時，ジネーンドラブッディは両巨匠に挟まれて苦労しながらも，丁寧に，PS(V)本文か

ら如何にしてダルマキールティ流の理解が導かれるかを説明する．すぐれた文法学者（そ

して恐らくは生真面目な教師）でもあったジネーンドラブッディには最適の仕事である2．

彼自身は，ディグナーガの本意がどこにあったかを十分承知している．強引な解釈を行う

時には，素直な解釈を暗に前提としながら，新解釈の利点・動機を丁寧に説明する．「［ディグ

ナーガがわざわざこのように言うのには十分な］動機・目的がある」（PST. 71.2, 73.5: asti

prayojanam）とジネーンドラブッディが述べる時，彼はディグナーガの本意を解説してい

るのではなく，彼自身の無理な解釈を正当化しているのである．ジネーンドラブッディは

ディグナーガの本意（本文から導かれる素直な解釈）を知っていたからこそ，それを否定

し，新たな解釈を懇切丁寧に（弟子に向かって）説明していると推測できる．ディグナー

ガの本意から特に乖離する箇所として顕著なものは例えば以下のものである（太字強調は

解釈にあたり特に重要な語）．

PS(V) 本文 PST.

4.3 svasam. vittih. phalam. vātra 68.4–69.7

4.7 yadā hi savis.ayam. jñānam arthah. 70.3–71.11

4.8 yadā tu bāhya evārthah. prameyah. 71.12–72.2

4.12 tena mı̄yate 72.10–73.10

「あるいは」（vā）や「いっぽう」（tu）という接続詞は，何と何を対立させているのか．

ディグナーガと，ダルマキールティに従うジネーンドラブッディとの間には相違がある．片

岡［2009］［2010］で論じたように，ディグナーガは経量部説（PS(V) I 8cd）に対して「あ

るいは」と唯識説（PS(V) I 9ab）を導入する．そしてその唯識説に対して「いっぽう」と

経量部説における認識手段について論定する（PS(V) I 9cd）3．

PS(V) I Dignāga Jinendrabuddhi

8cd 経量部 経量部 1

vā「あるいは」

9ab 唯識 経量部 2 ＋唯識

tu「いっぽう」

9cd 経量部 経量部 2

これに対してジネーンドラブッディは，外界対象認識を結果とする立場（経量部 1）に対

して「あるいは」と自己認識を結果とする立場（経量部 2 ＋唯識）が導入されていると理

2文法学の Nyāsa 作者であるジネーンドラブッディとの同定問題については校訂本のイントロダ

クションにある Steinkellnerの議論（xl–xlii）を参照．本稿が取り上げる PST. I 8cd–10でもジネー

ンドラブッディの文法知識は遺憾なく発揮されている（例えば脚注 109）．
3筆者と異なる理解として，最新の研究に Kellner [2010]がある．
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解する（PST. 69.4–7）．外界対象を認める経量部においても自己認識が結果でありうると

いう複雑な事情を説明するために，PS I 9aの導入にあたってジネーンドラブッディは長い

説明（PST. 68.4–69.3）を用意する4．すなわち，最初に外界実在が直接に把捉されるとい

う立場を否定し（PST. 68.4–7），次に経量部からの反論を紹介し（PST. 68.8–9），唯識か

らの答弁を提示した後（PST. 68.10–12），最終的に，外界対象を立てる経量部においても

自己認識を結果として認めざるを得ないことを説明する（PST. 68.12–69.3）．外界対象認

識を結果とする経量部 1 ではなく，自己認識を結果とする経量部 2 という新たな理解を vā

に読み込むために，ジネーンドラブッディは入念に下準備をしているのである．このよう

にして，経量部 1 に対して「あるいは」と，経量部 2 と唯識に共通する立場が導入されて

いるとジネーンドラブッディは理解する．

結果的に，「いっぽう」（tu）は，ジネーンドラブッディの解釈によれば，経量部 2＋唯識

と，経量部 2 という本来対立し得ないものを対比していることになる．ディグナーガにお

いては，「唯識に対していっぽう経量部では」という単純な意味であったものが，ジネーン

ドラブッディにおいては，同じ経量部 2 について「経量部 2 と唯識とに共通の立場に対し

ていっぽう経量部 2 では」という意味にならざるを得ないのである．したがってこの箇所

についても生徒からの疑問を予想してであろう，対立を巧みに説明して，言いくるめてい

る（PST. 71.12–72.2）．自己認識を結果とする点で経量部 2と唯識とが共通するからといっ

て，認識手段までもが共通するわけではない．両者が共通して自己認識を結果とするのに

対して「いっぽう」経量部 2 の認識手段については，〈把握主体の形象〉を立てる唯識とは

違って，〈対象の形象を持つこと〉が立てられる，というのが趣意である．一見説得力を持

つ説明であるが，ディグナーガ本文からは乖離する．わざわざ説明することからも，ディ

グナーガの本意からズレたものであり，説明が必要であることをジネーンドラブッディが

十分に意識していたことが窺われる．

PS I 9abにおける経量部 2 の読み込みという新解釈は，savis.ayamについても無理な解

釈を要請することになる．この語を含む一文の素直な解釈は（従来の研究がそう訳してき

たように）「対象を伴った認識が［認識］対象である場合には」（yadā hi savis.ayam. jñānam

arthah.）というものである．savis.ayamというバフヴリーヒは，素直に「対象を伴った」と

解釈できる．すなわち，認識は対象としての現れを持つ．認識内にある〈把握される形象〉

が直接の認識対象であるという意味である．ディグナーガにおいて，これは，認識の相分

を認識対象とする唯識の立場を説明したものであった．

しかしジネーンドラブッディにとり，この導入句は，経量部 2 と唯識に共通するべきも

のである．そして，いずれの立場においても「認識（内の対象像）が対象である」ことは自

明である．つまり唯識単独ではなく双方の立場を紹介する導入句としては，この句は無駄

となりかねないのである．このような問題に気が付いていたからであろう，ジネーンドラ

ブッディは，導入句を述べる必要はなく，その後の続きの文章だけを述べれば十分ではな

4PST. ad I 9aの開始位置に関して校訂本の理解が誤っていることについては脚注 38参照．
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いか，という反論を紹介する（PST. 71.1–2）．この反論に対するジネーンドラブッディの

解釈は相当に強引である．

ジネーンドラブッディによれば，savis.ayamというのは「対象と共に」（saha vis.ayen. a）と

いう不変化辞（avyaȳıbhāva）と解釈される．ジネーンドラブッディはPST. 70.6（savis.ayam

iti. saha vis.ayen. a savis.ayam）で簡潔に字句解釈を行う．そして，唯識・経量部のいずれにお

いても自己認識に従って対象が理解されるという背景知識を踏まえた後（PST. 70.8–10, 16–

18）に，「では savis.ayamを含む一文は無駄となるのではないか」という反論（PST. 71.1–2）

とそれへの答弁（PST. 71.2–8）を挟み，PST. 71.8 (savis.ayam iti ca sākalye ’vyaȳıbhāvah. )

で，savis.ayamの字句註釈を再度確認する．

繰り返される savis.ayamの字句説明からも，ジネーンドラブッディが通常のバフヴリー

ヒ解釈を知っており，そのような素直で安易な解釈を否定するために不変化辞解釈を繰り

返し説明したという意図が窺える．言い換えればジネーンドラブッディは，バフヴリーヒ解

釈がディグナーガの本意であり，原文から素直に読み取れるものであることを知っていた

のである．だからこそ彼は長々しい説明や再説（PST. 70.17–18: prāg evoktam; 71.3: prāk

svasam. vedanam. pramān. am uktam）を挿入し，この導入句を述べる「目的はある」（PST.

71.2: asti prayojanam）と強弁するのである．最終的に，ジネーンドラブッディによれば，

savis.ayamを含む全体の趣意は「［青等という］対象［が認識対象である場合］と共に，［欲

望・楽等という］認識が［認識］対象である場合に」となる．彼は次のように説明する．

PST. 71.9–11: それゆえ，次のことが言われたことになる．単に，〈正しい認識

の手段〉の対象である［欲望・楽等という］認識に依拠する場合に，自己認識

に従った形で対象（＝欲望・楽等という認識）を理解するから，自己認識が結

果であるだけでなく，［青等という］対象に［依拠する］場合も含めて［自己認

識が結果であるということが言われている］．

欲望・楽等は認識（心作用）であるから，自己認識に沿って認識対象としてのそれらが理

解されるのは当然である5．しかし，このような自明の事例だけでなく，青等という外的な

5しかし，このジネーンドラブッディの解釈を推し進めると，「欲望や楽・苦等は，自己認識に沿って

望ましい，あるいは，望ましくないと理解される」とディグナーガが言っていることになる．ジネー

ンドラブッディに沿って savis.ayamを解釈する Kellner [2010]もそのように説明する（太字強調は筆

者）．Kellner [2010:222–223]: “Considering that the desirability or undesirability of an object or

feeling is subjective, Dignāga’s argument can be explicated as claiming that intentional objects

(as well as mental associates) are determined as desirable or undesirable depending on how

they appear in the mind, and it is this how of appearing that is accessed through self-awareness.”

すなわち，同一の対象である女性が情夫にとっては望ましく，苦行者にとっては望ましくないもので

あるように，同一の楽や苦が，ある人にとっては望ましく，別の人にとっては望ましくないというこ

とをディグナーガが意図していたという奇妙なことになってしまうのである．果たして，自己認識に

沿って楽を「望ましくない」と理解し，苦を「望ましい」と理解することがあるとディグナーガが意

図していたのだろうか．この点で既にジネーンドラブッディの解釈は破綻している．ディグナーガが

本来意図していたのは，唯識では自己認識に沿って主観的に対象（女性等の対象像）が理解されると
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対象についても実は自己認識に沿って理解がある，というのがディグナーガの意図であると

ジネーンドラブッディは説明する．ジネーンドラブッディによれば「欲望・楽等という認識

の場合と同様に，青等という対象の場合も」というのが「対象と共に認識が」（savis.ayam

jñānam）の含意するところである．

面白いことに，原文においては「対象と共に認識が」（savis.ayam. jñānam）とあり，対象

が従，認識が主であり，あくまでも「認識が対象である場合」（yadā ... jñānam arthah.）

という部分に焦点があったのに対して，ジネーンドラブッディの求める意味においては主

従が逆転し，「認識と共に対象が」というように，「青等という対象が認識対象である場合」

という部分に焦点が移動してしまっている．言い換えれば，ジネーンドラブッディの求め

る意味であれば，ディグナーガの原文には，yadā hi sajñānam. vis.ayo ’rthah. とでもある

べきであった．この主従の逆転もジネーンドラブッディの解釈が原文から乖離したもので

あることを物語っている．

また，ダルマキールティが savis.ayam. jñānamへの註釈で「認識の一部を対象として立て

るから」と述べていることから，ダルマキールティ自身は，バフブリーヒ解釈を取ってい

たことが判明する6．ディグナーガの原意（バフヴリーヒ解釈）を素直に（特に問題とする

ことなく）ダルマキールティが受け取り，その後，ジネーンドラブッディが，ダルマキール

ティ流の解釈体系全体に沿って，ここに無理な解釈を導入したという経緯が自然な流れで

ある．逆に，ディグナーガの本意（不変化辞解釈）をダルマキールティが取り損ない（ある

いは歪曲して），それをジネーンドラブッディがディグナーガ本来の意図に戻したとする筋

書き（Kellner [2010]の想定する筋書きではそういうことになる）には無理がある7．

いうことである．外界対象が存在しない以上，客観的に（外界対象通りに）対象が認識されるわけで

はないからである．
6PV III 339ab: yadā savis.ayam. jñānam. jñānām. śe ’rthavyavasthiteh. /
7ジネーンドラブッディの解釈に依拠する Kellner [2010:225] は，片岡［2009］の解釈について

「（唯識の視点だけからの記述ならば）どうして yadā hi vis.ayābhāsa evārthah.といった誤解の少な

い表現をディグナーガは選択しなかったのか」と批判する．しかしこの批判は当たらない．相分は認

識内部にある客体の相を取った認識であり，その意味では「認識が対象」（jñānam arthah.）である．

つまり，「外界対象が認識対象」（bāhya evārthah. prameyah.）なのではなく，「認識が対象」（jñānam

arthah.）である．しかも，その認識は相分，すなわち，客体の相を取った認識であり，その意味で「対

象を伴った認識」（savis.ayam. jñānam）である．仮に「対象を伴った認識が対象である」（savis.ayam.
jñānam arthah.）という表現の代わりに，「対象の現れが対象である」（vis.ayābhāso ’rthah.）という表

現を用いた場合，対象の現れが外界由来なのか内界（潜在印象）由来なのか，すなわち，経量部モデ

ルなのか唯識モデルなのかが曖昧になる．「対象の現れ」といっても，外から内に相似した形象（外的

形象 ≈内的形象）が入り込んだものでもありうる．その意味では，「対象の現れ」という表現だけか
らは，唯識モデルとも経量部モデルとも取れる可能性が残る．ディグナーガが PS I 9abと 9cdで対

立させているのは，「認識が対象」「外界対象が対象」という唯識モデルと経量部モデルの対立である．

PSV ad I 9b: yadā hi savis.ayam. jñānam arthah.
PSV ad I 9c: yadā tu bāhya evārthah. prameyah.

その意味で savis.ayam. jñānam arthah.という表現は適合するのである．vis.ayābhāso ’rthah.では

ディグナーガの強調したかった jñānaと bāhya evārthah.という内外の対立が曖昧となってしまう．
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PS I 9dのmı̄yateに関するジネーンドラブッディによる解釈が原文から乖離しているこ

とは更に明白である．問題は，外界対象認識を結果とする経量部 1 ではなく，自己認識を

結果とする経量部 2 の立場から PS I 9dをジネーンドラブッディが解釈しようとする点に

ある．PS(V)原文では明らかに「その［外界］対象がそれ（対象の現れを持つことという

認識手段）によって認識される」（PS(V) 4.11–12: so ’rthas tena mı̄yate）と述べられてい

る8．つまり，外界対象認識が認識手段の結果であることが明言されてしまっている．これ

を自己認識を結果とする経量部 2 の立場に即して読み換えるためにはどうすればよいであ

ろうか．

認識手段 → 結果

経量部 1 対象の現れを持つこと 外界対象認識

経量部 2 対象の現れを持つこと 自己認識

ジネーンドラブッディはまず「認識されるとは確定される［という意味である］」（PST.

72.10: mı̄yata iti nísc̄ıyate）と大胆な解釈を提案する．（推論はさておき知覚に議論を限定

するならば）無分別知覚の段階ではなく，その後にある有分別の認識である確定（níscaya）

に読み換えを図るのである．経量部 2 の立場では，外界対象が直接に知覚されることはな

い．直接経験されるのは認識内部の対象像であり，認識そのものである．したがって「外界

対象が認識（知覚）される」という表現は，そのままでは齟齬を来す．しかし「外界対象が

確定される」であれば問題はない．認識内の対象像を捉える自己認識の後に，それを外界対

象として（思い込み）確定するからである．言い換えれば自己認識の結果として外界対象確

定がある．mı̄yateが本来意味すべき認識（sam. vid），それの結果としての確定（níscaya）

が転義的に表現されている，とジネーンドラブッディは説明する（PST. 73.5–7）．このよう

にして因果関係を通じた転義的用法（upacāra）によってmı̄yateは nísc̄ıyateと解釈される．

原因 結果

“mı̄yate” → （自己）認識 → 確定（níscaya）

mı̄yateが転義的表現であることをジネーンドラブッディ自ら白状しているように，この

解釈は原文に即した字義通りのものではない．つまり原文に即した素直な解釈では，ダル

マキールティ流の解釈が導けないことをジネーンドラブッディ自らが図らずも吐露してい

る．savis.ayamで導入句の目的を説明したのと同じように，ここでもジネーンドラブッディ

は，mı̄yateを含む一文についての反論（PST. 73.3–5）を紹介した後に，「目的はある」（PST.

73.5: asti prayojanam）と述べて，転義的用法を含んだ一文の目的・動機を説明する．

ディグナーガの原文において PS I 9d: tena mı̄yateは「それ（対象の現れを持つことと

いう認識手段）によって［外界対象が］認識される」という意味であった．これは対象と

の相似性が認識結果に対する手段であることを表明したものである．即ち対象は相似性に

基づいて客観的に正しく理解可能であるとの意である．外界対象はその通りに認識される

8so ’rthah. は，ここでは先行する PSV 4.8: bāhya evārthah.を指す．
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のである．PSV ad I 9dにおいてディグナーガは yathā yathā ... tattadrūpah. という構文

を用いて，外界対象がその通りに認識されることを強調する．逆にジネーンドラブッディ

の求める意味においては，対象は自己認識に従って主観的に理解されるとの意でなければ

ならない．PS I 9dは自己認識を結果とする経量部 2の立場に立つからである．したがって

PS I 9dは最終的には「それ（対象形象を手段とする自己認識）によって［外界対象が］確

定される」という意味に再解釈される．この新解釈（「主観に従う」とする解釈）はディグ

ナーガの原義（「客観に従う」とする解釈）とは全く逆である．

tena mı̄yate

「客観」解釈： 対象との相似性によって外界対象が正しく認識される

「主観」解釈： 対象形象を手段とする自己認識によって外界対象が確定される

ジネーンドラブッディは彼の解釈が原義から乖離していることを重々承知していた．こ

こで彼が挿入する反論はディグナーガの本意を代弁するものとなっている．

【問】ここ（PS I 9d）では対象との相似性が認識結果に対して手段であること

を理解させようとしていたのではないか．だから「なぜならば認識が相似性に

よって現出するから」と述べるべきだったのに，どうして「なぜならば外界対

象がそれによって認識（＝確定）されるから」と［ディグナーガは］述べたの

か（PST. 73.3–5）．

この反論は，原義からの乖離を問うと共に，転義的用法を駆使する「主観」解釈の意義

を問うものである．先ほどの savis.ayamと同じく，ジネーンドラブッディが確信犯である

ことを示唆している．

筆者の想定する思想史は大略，以下のようなものである．ディグナーガは経量部（PS I

8cd, 9cd）において，認識手段と結果との向かう先を共に外界対象と考えた．これに対して

PS I 9ab（および 10）では唯識に立って自己認識を結果とする立場をオプションとして提

示し，認識手段と結果との向かう先を共に内的と考えた．経量部・唯識いずれの立場にお

いても〈認識手段の対象〉と〈結果の対象〉に内外のズレはない．他学派における対象の

ズレを鋭く批判する（PSV 9.4–5）以上，ディグナーガ自身の立場において，対象にズレが

ないのは当然である．ディグナーガは経量部における認識（結果）の対象が外界対象であ

ることについて，yathā yathā ... tattadrūpah. という相似性に根拠を求め，外界がその通

りに認識されることを強調していた．逆に唯識では，自己認識に沿って確定されることを

主張していた．

認識手段の対象 結果の対象

経量部 外 外

唯識 内 内

7



これに対してクマーリラは，有形象認識論に立つ以上，経量部における認識（結果）の

対象が外界対象たりえないことを指摘した（ŚV pratyaks.a 79cd）．経量部において〈認識

手段の対象〉は外であるが，〈結果の対象〉は内でしかありえないとの指摘である9．ダルマ

キールティは，外界対象を直接に認識し得ない経量部説の限界を認め，経量部においても

自己認識が結果であるとの新たな立場（経量部 2）を提示する．これが彼による PS I 9ab

の再解釈である．すなわち，唯識と経量部 2に共通する立場として PS I 9abを読み換えた．

実質的にこれはクマーリラの批判を（半分）受け入れたものである．経量部 2において，〈認

識手段の対象〉は外界対象，〈結果の対象〉は内的形象となる．しかし，この解釈では，「外

界対象が認識される」と明言するディグナーガの PS I 9d原文との齟齬が生じる．そこで

mı̄yateを nísc̄ıyateと転義的に再解釈し，解釈の正当化を図ることになった．それがダルマ

キールティやジネーンドラブッディに見られる転義的用法の議論である．これによりディグ

ナーガ本来の立場である経量部 1 も転義的用法として正当化され，クマーリラからの批判

を回避することが理論的に可能となった10．

認識手段の対象 自己認識の対象 対象確定の対象

勝義 外 内

転義 外 外

ディグナーガの本意，ダルマキールティによる解釈，そして，そのようなダルマキール

9ディグナーガ自身は経量部において「外・外」を主張し，それを弁護する説明を（特にPSV 4.13–14

において）展開したが，クマーリラはそれを「外・内」でしかありえず，したがって，外・内の対象の

ズレが生じると指摘したのである．最初からディグナーガが「外・内」を主張していたわけではない．

従来の解釈の様にディグナーガが最初から（経量部 2 の立場に立って）「外・内」を主張していたと解

釈することには問題がある．「経量部 2 の立場で結果を内的対象認識と解釈する場合，ディグナーガ自

身が認識手段と結果との対象に内外のズレがあることを最初から強調していたことになり，その明ら

かな過失をクマーリラがいとも容易に指摘したということになる」（片岡［2010:415］）からである．

PSV 9.4–5（ad I 19）からも確認できるように「認識手段と結果とが同じ対象を扱わなければならな

いことはディグナーガ自身重々承知していた」ので，「ディグナーガが何のためらいもなく認識手段と

結果との対象が外と内で異なることを公言した」ということは考えられない（片岡［2010:415］）．
10ジネーンドラブッディは経量部 2の立場を説明する際に分かり易く paramārthatah. という表現を

用いる（PST. 73.9）．いっぽう対応する PV III 350cにおいてダルマキールティは svabhāvacintāyām

と表現するのみである．経量部より上には唯識があり，更に究極的には認識が光り輝くだけが真実な

ので，ここで経量部 2に「勝義」という言葉を用いるのは避けたと思われる（片岡［2011:75, n.28］）．

戸崎［1979:51–54, 312–316］および本稿脚注 102も考慮すると，以下のようなレベルが考えられる

ことになる．（便宜上，後代の視点からの用語である有相唯識・無相唯識を用いる．）

1. pāramārthikam. pramān. am（無相唯識）

2. vyāvahārikam. pramān. am

1.1. pramān. am (vyavahārāvisam. vādāpeks.ayā)

1.1.1 grāhakākārah.（有相唯識）

1.1.2 vis.ayābhāsatā（経量部）

1.2. apramān. am (他学派)
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ティの新解釈を生み出した要因と考えられるクマーリラによるディグナーガ批判について

詳しくは拙稿（片岡［2009］［2010］［2011］）を参照されたい．本和訳の目的は，筆者の一

連の主張を裏付ける資料の一つとしてジネーンドラブッディの解釈を証拠資料として提示

することにある．ジネーンドラブッディの註釈それ自体が，彼のダルマキールティ流の解釈

がディグナーガの本意に即していないことを物語っている，というのが筆者の視点である．

和訳への脚注にあたっては，ジネーンドラブッディの註釈意図を明らかにするという最低

限の仕事はもちろん，さらに，ディグナーガの原意との距離を精確に図るよう心がけたつ

もりである．ダルマキールティやデーヴェーンドラブッディとの対応については PST. 校訂

本に既に跡付けられており，情報源となる PVおよび PVinの知覚章については戸崎宏正氏

の訳注研究が既にある11．この点に関して詳述することはしなかった．なお筆者の考える

PS(V), ŚV, PVの対応は以下の通りである（片岡［2010］［2011］参照）．

PS(V) ŚV PV III

経量部 (1) I 8cd 74–78 301–319 経量部 1 認識手段と結果との非別

唯識 I 9a 79a 320–337 唯識 自己認識が結果

338 経量部 2 自己認識が結果

唯識 I 9b 79b 339–340 唯識 対象確定＝自己認識

341–345 経量部 2 自己認識に従って対象確定

経量部 (1) I 9c 79c 346 経量部 2 対象形象を持つことが認識手段

経量部 (1) I 9d 79d 347–352 経量部 2≈1 自己認識 ≈対象認識
唯識 I 10 80–83 353–366 唯識 認識対象・認識手段・結果

略号表および参照文献（追加分）

Pramān. avārttikavr. tti

PVV Pramānavārttika of Acharya Dharmakirtti with the Commentary ‘Vritti’ of

Acharya Manorathanandin. Ed. Swami Dwarikadas Shastri. Varanasi: Bau-

ddha Bharati, 1984. （なお筆者の PV引用において PV IIIの知覚章の詩節番

号は全て戸崎［1979］［1985］のテクストに従っている）

Pramān. aviníscaya

PVin Dharmak̄ırti’s Pramān. aviníscaya Chapters 1 and 2. Ed. Ernst Steinkellner.

China Tibetology Publishing House/Austrian Academy of Sciences Press,

2007.（本稿では PVin I はチベット訳に基づく Vetter [1966] ではなく最新刊

のサンスクリット原典校訂を用いた．）

11後代の発展した議論を追うものとして，プラジュニャーカラグプタ（Prajñākaragupta: ca. 750–

810 AD）を含め批判するバーサルヴァジュニャ（Bhāsarvajña: 後 10世紀）の Nyāyabhūs.an. a 知覚

章の研究である山上［1999］がある．
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1 PS(V) I 8cdへの註釈

1.1 atra caへの註釈 PST. 65.7

「またここで」というのは，「我々の見解においては」［という意味である］12．

1.2 savyāpāraprat̄ıtatvātへの註釈 PST. 65.7

「作用を伴って理解されるので」というのは，「作用と共に理解されるから」という意味

である．これ（作用を伴って理解されること）が，［認識が］認識手段として転義的に表現

される根拠である13．

1.3 pramān. am. phalam eva satへの註釈 PST. 65.8

「結果に他ならないにもかかわらず認識手段である」と．認識手段にとって［対象の］理

解（adhigama）が結果である14．そしてそれ（認識手段）は，［他の助けを借りることなく］

12ディグナーガの原文を見ると，文脈上，atra=asmin pratyaks.eと解釈するのが自然である．ジ

ネーンドラブッディは，認識手段と結果の非別体説が，PSV 3.23に言う「外道達」（bāhyaka）と対

比されることを予め読み込んで，ここで atraを asmanmateと解釈したのであろう．なお PS I 9aの

atraについては，ジネーンドラブッディは atreti pūrvokte pratyaks.eと素直に「知覚」と解釈して

いる（PST. 69.7）．後で見るように（脚注 97），ダルマキールティやジネーンドラブッディにとって

は，ここでの議論は知覚のみならず推論も含むべきものである．その意図を先取りして，ここで知覚

に限定されることを回避したことも考えられる．
13ディグナーガは，結果としての認識が「認識手段」とされる理由を，作用を伴って理解されるこ

とに求めている．通常，手段というのは，結果を生み出すという「作用」を持つことで手段とされる

（手段→結果）．その場合，手段と結果とは別である．しかし，認識の場合，何らかの手段が結果とし

ての認識を生み出すのではない．認識それ自体が「対象の形象を持つ」ものとして生起することで，

あたかも作用を持つかのように理解されるだけである．

手段 結果

対象の形象を持つこと → 認識（対象理解）

（形象を取る作用を伴うかのよう）

見方を変えると，手段と結果の間に通常の因果関係はない．実際にあるのは，認識が対象の形象を

持つ（＝「取る」とも表現される）という静的な関係だけである．「取る」という作用は，客観的にあ

るわけではなく，そのように仮に表現されるというだけのことである．

形象 ≈ 形象

∣ ∣
対象 ←（取る）— 認識

14adhigamaは語源的には「～（その地点）に赴く」「到達」を意味する．したがって「認識する」

という進行中の作用よりも，その結果の側面に焦点を当てる語である．対象に向かって進んでいく途

中に焦点があるのではなく，到達し理解し終わった結果の側面に焦点がある．このようなニュアンス

は例えば PST. 69.17–18: vis.ayasya hy adhigamāya caks.urādayo vyāpāryanteにも濃厚に現れて

いる．もちろん，ニヤーヤ・ヴァイシェーシカ学派等とは異なって，経量部は到達作用説に立つわけ
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ただ自ずから，それ（理解）を本質としているので，それ（結果である理解）と別個のも

のではない．

1.4 na hy atra bāhyakānām iva pramān. ād arthāntaram. phalam

への註釈 PST. 65.11

「なぜなら，ここでは，外道達と違って，結果は認識手段と別のものではないからであ

る」と．彼らと全く同じ様に，ここ（仏教）においても［別体と考えることに由来する様々

な］過失があるとしてはならない．

1.5 tasyaiva tuへの註釈

1.5.1 転義的表現としての「認識手段」 PST. 65.12

「いっぽう同じその［結果である認識］が」以下［の文章］により，次のことが暗に示唆

されている．実現対象や実現手段という，本質の固定した何らかのものがあるわけではな

い．というのも，あらゆるものについて，［それを］「実現対象」や「実現手段」と表現する

のは，理解のあり方に従ったものだからである．

そして今の［認識の］場合も［同じことが］あてはまる15．認識は，［対象の］理解を本

質とするので，「実現対象」として理解され，それゆえに「結果」として転義的に表現され

る16．そして同じその［認識］が，対象形象を〈掴み取る〉ことで，作用を伴って理解さ

ではないので，実際に，眼光線が対象に到達すると（公式的な教義の上で）認めているわけではない．

しかし語感として adhigamaは「到達」を意味し，「心が対象に赴く」という到達作用のメタファーを

背景としていることに変わりはない．
15転義的用法（upacāra：近くに行くこと）とは，字義通りの意味（mukhya）との関係（近接

tatsāmı̄pya等）に基づいて語が（近くにある）二次的な意味を指し示すに行くことである．gaṅgāyām

ghos.ah.（ガンガーにおける牛飼い小屋）の場合，「ガンガー」は流れそのものではなく，近接する岸を

指す．

“gaṅgā” → 流れ pravāha → 岸 t̄ıra

同様に考えると，ここで，「結果」（phala）というのは実現対象（sādhya）を第一義的には指す．し

かし，第二義的に認識（jñāna）を指す．また「認識手段」というのは実現手段を第一義的には指す．

しかし第二義的に認識を指す．同じ認識を指して「結果」と呼んだり「認識手段」と呼んだりするの

は転義的用法に依るのである．

“phala” → sādhya → jñāna

“pramān. a” → sādhana → jñāna

16ここでジネーンドラブッディが念頭に置く図式は，同じ認識が「認識手段」とも「結果」とも呼ば

れるという構図である．一つの母体として認識がある．認識それ自体は実現対象でも実現手段でもな

い．ただ対象の理解（adhigama）というあり方でもって実現対象として理解される際は「結果」と，

逆に対象形象を掴み取る（vis.ayākāraparigraha）という作用をもって実現手段として理解される際
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れる．それゆえに「認識手段」として転義的に表現される，すなわち，［世間的にそう］言

語表現されるという意味である．すなわち，その［同じ］認識が，〈対象形象を有すること〉

［という性格］を備えることで，［実際には］作用を持たないにもかかわらず，自らの対象の

理解という作用を伴って現れて来るのである．それ以外の仕方によるのではない．

したがって，それ――それ（認識）の自体である〈対象の形象を有すること〉 17――だけ

が認識手段である．

は「認識手段」と呼ばれる．

「認識手段」 → 実現手段 実現対象 ← 「結果」

↘　↙
認識

しかしディグナーガの原文を見る限りでは，ディグナーガは「結果」が転義的用法であるとは考えて

いない．結果である認識が転義的に「認識手段」と呼ばれるというケースしか考えていないのである．

「認識手段」 → 実現手段

↓
認識

このことは PSV ad I 10（唯識の立場）の「認識手段・認識対象であることが転義的に表現される」

（PSV 4.14: pramān. aprameyatvam upacaryate）において「結果」が言及されないことからも再確

認される．

「認識手段」 → 把握主体の形象 対象としての現れ ← 「認識対象」

↘　↙
認識

つまり，認識を「結果」と呼ぶことを転義的用法と看做すかどうかにおいて，ジネーンドラブッディ

とディグナーガには理解の相違がある．ディグナーガは本来的に認識は結果であると考えていたと思

われる．ただし PS I 10においてディグナーガは，自己認識が結果であることを規定し，それが認識

と別個のものではないことを明言する．それを敷衍すれば，母体として認識があり，その同じものが

認識対象・認識手段・結果として理解されるという図式で理解することも可能である．

認識対象　結果　認識手段

↘　 ↓　↙
認識

その意味において，結果も含めて三つ（認識手段・認識対象・結果）を円成実ではないとするジネー

ンドラブッディの解釈（PST. 76.12）も納得できるものである．また，手段・結果は相対的な対概念

なので，結果だけを絶対の真実とすることができないのは理の当然である．
17ジネーンドラブッディの文章が，それ自体としてはスムーズではないのは，ダルマキールティの

文章（sā ... tasyātmabhūtā）を抜き書き（校訂本注記）して，補足説明（sā=vis.ayākāratā）した上

で自分の文脈に合致させている（saiva ... pramān. am）からである．

PV III 307ab: sā ca tasyātmabhūtaiva, tena nārthāntaram. phalam/

「そしてそれ（認識対象の形を持つこと）は，それ（認識）の自体に他ならない．それ

ゆえ結果は別個のものではない．」（Cf. 戸崎［1979:399–400］）

PST. 66.3: tasmāt saiva tasyātmabhūtā vis.ayākāratā pramān. am iti.
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1.5.2 認識手段・結果の関係の一般的定義 PST. 66.4

また，以上のことは正しい．すなわち18，「行為の手段」というだけで，全ての行為にと

り全てが手段となるわけではないし，また，全ての行為が，全ての［手段］の実現対象と

なるわけでもない．切りがなくなってしまうからである．そうではなく，或る行為Ｘにとっ

て手段Ｙとなるのは，その行為Ｘが，その手段Ｙに基いて［他のものに］介在されること

なく成立に至る場合に［限られる］．そして，そのような行為だけが，それ（手段）にとっ

ての実現対象である19．

その場合，色等という行為対象の経験という点では［他の認識と］類似した自体を有す

18校訂本注記にあるように，PV III 301–302（テクスト・和訳は戸崎［1979:396–397］）は PVin

31.3–5（和訳は戸崎［1991:2］参照）に対応があり，当該の PST. 66.4–10は PV III 301–302のデー

ヴェーンドラブッディ註からの（一部改変した）引用である．比較対照すると，ジネーンドラブッディ

の記述は PVよりも PVinのほうに近いが（下線部），さらに詳細に見るならば，確かに校訂本注記

のようにデーヴェーンドラブッディ註に最も対応する．それは PVや PVinに見られない新たな付加

部分からも明らかである．

1. PV III 301abc: kriyāsādhanam ity eva sarvam. sarvasya karman. ah. / sādhanam. na hi →
PVin 31.3: na hi kriyāsādhanam ity eva sarvam. sarvasyāh. kriyāyāh. sādhanam → PST.
66.4–5: na kriyāsādhanam ity eva sarvasyāh. kriyāyāh. sarvam. sādhanam.

2. PVP: sgrub par byed pa thams cad kyi thams cad bya ba ma yin te, thug pa med par thal

ba’i phyir ro → PST. 66.5: sarvā vā kriyā sarvasya sādhyā, anavasthāprasaṅgāt

3. PV III 301cd: tat tasyāh. sādhanam. yā kriyā yatah. // → PVin 31.3–4: kim. tu yā yatah. →
PVP: ’o na ci yin źe na/ ... de sgrub par byed pa las chod pa med par tha sñad la brten

pa’i sgo nas rab tu ’grub pa thob par ’gyur gyi/ ... PST. 66.5–7: kim. tarhi tasyāh. kriyāyās

tat sādhanam, yā yatah. sādhanād avyavadhānena prasiddhim upayāti. saiva ca tasya kriyā

sādhyā.

4. PV III 302ab: tatrānubhavamātren. a jñānasya sadr.śātmanah. / → PVin 31.4–5: tatrānu-

bhavamātren. a sadr.śātmano jñānasya sarvatra karman. i → PST. 66.7–8: tatra rūpādau

karman.y anubhavātmanā sadr.śātmano jñānasya

5. PV III 302c: bhāvyam. tenātmanā → PVin 31.5: tenātmanā bhavitavyam → PST. 66.8:

tena svabhāvena karan. abhūtena bhāvyam

6. PV III 302cd: yena pratikarma vibhajyate → PVin 31.5: yenāsyedam iti pratikarma vi-

bhajyate → PVP: ’di ni sṅon po’i śes pa yin źiṅ/ ’di ni ser po’i śes pa yin no źes bya ba

la sogs pa’i tha sñad kyis so/ → PST. 66.8–9: yenedam. n̄ılasya jñānam, idam. p̄ıtasyeti

vibhāgena vyavasthā kriyate

7. PVP: de lta ma yin na don thams cad śes pa thams cad kyi śes byar ’gyur ba’am/ ’ga’

źig kyaṅ ma yin te/ → PST. 66.9–10: anyathā sarvam. jñānam. sarvasyārthasya syāt, na vā

kasyacit kiñcit, avíses.āt

なお PVにも PVinにも見られず，デーヴェーンドラブッディ註にある prasiddhim upayātiとい

う表現が PVinからの引用である NBhū 47.1（和訳は山上［1999:93］）にも見られる（イタリック部

分）．
19ここで強調されているのは，何らの介在も挟まない直接的な因果関係である．「無介在」により，

最有力原因たる行為手段（karan. a）が満たすべき「最も実現するもの」（sādhakatama）の最有力性，

すなわち，卓越性（atísaya）を表現している．桂［1969:22］参照．
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る（sadr.śātmanah.）
20［或る特定の］認識には，次のような［その認識固有の］自性──そ

れによってこれが青の認識であり，［それによって］これが黄の［認識である］というよう

に，分けて設定が為されるようなもの──が手段としてあるはずである21．さもなければ，

すべての認識が，全ての対象についてのものということになってしまう．あるいは，いか

なる［対象］についても，いかなる［特定的な認識］もないことになってしまう．［特定の

対象に特定の認識を配当する上での］違いがないからである．

実現手段 実現対象

手段Ｙ —（無介在）→ 行為Ｘ

20校訂テクストの sādr.śyātmanoを，sadr.śātmanoに訂正する．

校訂テクスト： anubhavātmanā sādr.śyātmano jñānasya

訂正： anubhavātmanā sadr.śātmano jñānasya

校訂者自身が注記するように，この一節は PV III 302を受けたものである．

tatrānubhavamātren. a jñānasya sadr.śātmanah. /

bhāvyam. tenātmanā yena pratikarma vibhajyate//

それ（＝色等の対象）に関する（もろもろの）知は領納である点のみでは体を等しくす

るが，（それら知には）それぞれ対象（の相違）に相応して（自己を他の知から）差別す

るものが自身にあるはずである．（テクストと和訳は戸崎［1979:397］より引用）

ダルマキールティの表現から明らかなように，或る認識はその自体（ātman）が，他の認識と，経

験（anubhava）という点で類似したもの（sadr.śa）である．したがって，PST.においても，「認識に」

（jñānasya）にかかるべきは「類似性を本質とする」（sādr.śyātmanah.）ではなく，「その自体が類似

する」（sadr.śātmanah.）である．同じくパラレルの PVin 31.4にも anubhavamātren. a sadr.śātmano

jñānasyaとある（脚注 18参照）．
21青の経験が青の経験であって黄の経験ではないという認識区分設定の基盤，すなわち，認識の特

定化の直接原因として相似性（後述 §1.5.4）が手段として立てられる．因果関係といっても，認識手
段・結果の場合は，ダルモッタラ（戸崎［1979:397, n.7］所引）が明瞭化するように，実際に生み出

すもの・生み出されるものの関係（janyajanakabhāva）ではなく，区別立てるもの・区別立てられる

ものの関係（vyavasthāpyavyavasthāpakabhāva）である（PST. 67.7–8: tac ca tasya sādhanatvam.
vyavasthāsamāśrayatvena, na tu nirvartakatvenaも参照）．同じ内容を述べてはいるが，ジネーン

ドラブッディの表現（それはダルマキールティの PV III 302他の表現に基づく）は，ダルモッタラ

程には成熟していないのが分かる．

手段 行為

相似性 —（無介在）→ 青の経験

（区分設定の手段） （区分設定されるもの）
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1.5.3 他説における認識手段

1.5.3.1 感覚器官等の濁り等 PST. 66.11

【問】感覚器官等の濁り等22の違いが［認識を］特定化する［要因］である23．

22ジネーンドラブッディの āvilatādi という表現は校訂本注記のようにデーヴェーンドラブッデ

ィ由来であるが，更に，別の文脈で PV III 398（jñānam indriyabhedena pat.umandāvilādikām/

pratibhāsabhidām arthe bibhrad ekatra dr.śyate//）に āvilaという表現が見られる．ダルマキール

ティは，そこで感官上の（鋭・鈍・濁等という）差異により，認識上に鋭・鈍・濁等という差異がも

たらされ，同一対象であっても異なって見えることを強調している（和訳は戸崎［1985:79］）．
23感覚器官それ自体は，青の認識にも黄の認識にも共通するものである．したがって，黄の認識から青の

認識を区別立てるものとはなりえない（PVin 32.15: na h̄ındriyān. i bhedakāni, sarvajñānahetutvāt）．

ジネーンドラブッディは，ここで感覚器官そのものではなく，感覚器官の上にある特定の状態である

鋭・鈍・濁・澄等の差異を考慮している．これはダルマキールティ自身が言及し考慮しているもので

ある．

PVin 31.5–6: anātmabhūtaś cāsyendriyārthasannikars.ādis.u hetus.u vidyamāno ’pi

bhedo bhinne karman.y abhinnātmano jñānasya na bhedena niyāmakah. .

また，これ（認識）の諸原因である感覚器官・対象・接触等の上には，［認識］それ自体で

はない［外部的］差異があるとはいえ，それは，［青や黄といった］異なる行為対象（＝認

識対象）に対して，［経験という点で］異ならない自体を持つ認識を，［「これは青だけの認

識である」というように］区別して特定化する要因とはならない．（Cf. 戸崎［1991:3–4］）

PV III 305: arthena ghat.ayaty enām. na hi muktvārtharūpatām/ anyah. svabhedāj

jñānasya bhedako ’pi katham. cana//（和訳は戸崎［1979:398–399］）

PVin 31.10–12: na ceyam arthaghat.anārthasārūpyād anyato jñānasya sam. bhavati.

na hi pat.umandatādibhih. svabhedair bhedakam ap̄ındriyādy arthenaitad ghat.ayati,

tatra pratyāsattinibandhanābhāvāt.

また，対象とのこの関係は，対象との相似性以外に基づいては認識にはありえない．な

ぜならば，鋭さ・鈍さ等という［感覚器官等］自らにある差異によって，感覚器官等は

［認識を］区別付けるものとなるとしても，外界対象にこれ（認識）を関係付けはしない

からである．それら（感覚器官等）には，［認識との］近接基盤が無いからである．（Cf.

戸崎［1991:6–7］）

PV III 312: sarvasāmānyahetutvād aks.ān. ām asti nedr.śam/ tadbhede ’pi hy

atadrūpasyāsyedam iti tat kutah. //

感覚器官は，［認識］全てに共通する原因なので，このようなもの（認識を区別付ける最

有力原因）を持たない．なぜなら，たとえそれ（感覚器官）に違いがあっても，［認識が］

その形（青等の形象）を持たないならば，「この［認識］はこれ（対象）についてのもの

だ」ということがどうして言えようか．（Cf. 戸崎［1979:404］）

反論者によれば，特定の感覚器官の状態が手段となって，或る特定の認識がもたらされる．すなわ

ち濁等が認識手段となる．

濁り

∣
対象 → 感覚器官 → 青の経験

（手段） （結果）

戸崎［1979:404］はPV III 312c: tadbhede ’piを「それら（＝感官）に（相互に清澄，不清澄の）相

違があるとはいえ」と訳出する．マノーラタナンディンの註釈（PVV 193.14: prasādāvilatvādibhede

’pi）を受けたものである（なお Dvārikadāsa校訂本には prasādā-ではなく pramādā-とあるが明ら

かに「不注意」である）．
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【答】というならば，そうではない．それ（濁り等の違い）は認識を本質としないから

である24．また，あらゆる認識の原因だからである25．

1.5.3.2 接触 PST. 67.1

接触も［特定化要因では］ない26．同じ理由による27．

24ダルマキールティが PV III 303で言うように，認識内部に存せず，外的要因に存するような違

いは，特定の認識，例えば青の認識を黄の認識から区別立て特定化する原因とはなりえない．結果で

ある認識にたいして遠すぎる，すなわち，無介在に接していないからである．ダルマキールティの見

方については桂［1969:23］参照．
25校訂本注記にあるように，PST. 66.11–67.3 の記述は一部 PVin 32.15–33.3（及び PV III 310,

312–313a，デーヴェーンドラブッディ註）に基づく．当該 PVinの前に名称を提示され，順番を入れ

替えて後からダルマキールティが説明した sannikars.a（下線部）をジネーンドラブッディが順番通り

に説明しているのが分かる．

PVin 32.11

etenendriyasannikars.ārthālocanavíses.an. a-

jñānāni pratyuktāni

PVin 32.15–33.3 PST. 66.11–67.3

na h̄ındriyān. i bhedakāni

(PVP ad 302: dbaṅ po la sogs pa’i mi gsal

ba la sogs pa’i tha dad pa ni śes pa’i ṅes

par byed pa yin no źes bya ba yaṅ legs pa

ma yin te/ ... )

indriyāder āvilatādibhedo niyāmaka iti cet,

na, tasyājñānasvabhāvatvāt

sarvajñānahetutvāt. sarvajñānahetutvāc ca

nāpi sannikars.ah. , ata eva.

nārthālocanam, atādrūpye tasyaiva tad-

arthālocanatvāsiddheh. .

nāpy arthālocanam, asati vis.ayasārūpye

’rthālocanasyaivāsiddheh. .

tathā víses.an. ajñānam, avis.ayakr.tavíse-

s.asya víses.an. ajñānavíses.yajñānāvíses.ād

vyavasthāsiddheh. .

víses.an. ajñānam api, ata eva.

PVin 33.8

nāpi sannikars.ah. pramān. am

分かるように，「全ての認識の原因だから」（PVin 32.15: sarvajñānahetutvāt）という理由は，上記

の PVin原文においては感覚器官を排する理由であって，感覚器官の濁等を排する理由ではない．しか

しデーヴェーンドラブッディ，ジネーンドラブッディは，PV III 312（同じく sarvasāmānyahetutvāt

を理由とする）及び先行する PVin 31.11–12の記述に基づいて，感覚器官にある濁等という差異に

ついての議論に読み替えている（脚注 23も参照）．感覚器官と同様，認識外部にある以上，濁り等

という要因は青の認識にも黄の認識にも共通する（解説は戸崎［1979:405］参照）．
26認識という結果が生じる原因，青の認識を成り立たせる原因は，対象である青との接触であると

いうのが反論者（ニヤーヤ学派）の意図である．すなわち，青に触れているから，青だけが認識され，

黄が認識されることはないという意味である．ニヤーヤ学派の想定するモデルは，対象・感覚器官・

意官・アートマンの接触を想定するものである．桂［1969:23］参照．

青の認識

∣
青（対象） — 感覚器官 — 意官 — アートマン

27接触・観照・限定要素の認識は，PV III 310abにおいて，aks.asam. bandha, ālocana, víses.an. adh̄ı
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1.5.3.3 観照 PST. 67.1

対象を［純粋に］観照することも28［特定化要因では］ない．対象との相似性がなけれ

ば，［或る特定の］対象の観照ということ自体が成立しないからである29．

1.5.3.4 限定要素の認識 PST. 67.2

限定要素の認識も30［特定化要因では］ない．

として言及される（校訂本注記）．
28ālocanaとは，接触の結果として対象そのものを観照する無分別の知覚（感覚）である．「牛だ」

という有分別の知覚ではなく，「これ」というような（実際には「これ」とも言表されない）言表され

る以前の知覚である．ŚV pratyaks.a 112参照．反論者は無分別知覚である観照（ālocana）を手段と

し，それにより青だけの有分別知覚が成立すると考える．「青についての知覚であって黄についてでは

ない」という結果の特定性をもたらした手段として観照知を立てる．観照知は青だけを直接に捉える

からである．

手段 結果

無分別知覚（観照） → 有分別知覚

しかし，すぐに分かるように，なぜ観照知が青だけを捉えているのか，結局，これは説明となって

いない．ジネーンドラブッディの説明のように，無分別知覚（観照）が青だけを捉えるのは相似性と

いう手段なくしてはありえない．
29接触・観照・限定要素の認識を統合すると以下のようになる．例えば牛との接触（感官との結合）

により牛が単に「これ」として認識される．また牛性との接触（感官と結合したものへの内属）によっ

て牛性が単に観照される．無分別知覚の段階である．ここでは接触が手段，観照知が結果となる．

牛性 ←（接触）— 観照知（限定要素の認識）

∣
牛 ←（接触）— 観照知（被限定要素の認識）

次に，この観照知（特に限定要素の認識）が手段となって「これは牛だ」という実体の認識（有分

別の知覚）が生じる．しかし，二つの対象を重ね合わせる能力は感官知には無い，というのがヴァイ

シェーシカ批判章（PS I 21ab: vis.ayālocanārthatvān na sandhānam. víses.an. aih.）およびミーマー

ンサー批判章（PS 22.3–4: tvanmatyendriyadhiyo gotvamātradarśanasya tadāśrayadarśanasya ca

śaktir asti, na tu tayor anusandhāne）におけるディグナーガからの批判である．
30桂［1969:24］・戸崎［1979:406–407］参照．限定要素の認識が手段，被限定要素の認識が結果と

なる．限定要素である杖の認識が，被限定要素である有杖者の認識の手段となるのと同様に，牛性の

観照知が限定要素の認識となって，牛性に限定された牛の認識（被限定要素の認識）が生じる．

限定要素 ← 認識 （手段）

∣
被限定要素 ← 認識 （結果）

限定要素（共通性等）の観照知を認識手段，被限定要素（実体等）の確定知を結果とする見解につい

て，認識手段の対象と結果の対象との同一性をめぐって議論するディグナーガ，クマーリラ，ダルマキー

ルティの対応（cf. Hattori [1968:168, n.6.31]，戸崎［1979:406, n.38］，戸崎［1992:312–313, n.20］，

山上［1999:119–120, n.39］）は次のようになる（太字は強調）．訳については Hattori [1968:39, 67]，

戸崎［1992:307］，Taber [2005:76–77]，戸崎［1979:406–407］を参照．

PSV ad I 19d (against Naiyāyika): víses.an. ajñānam. pramān. am. yat sāmānyādivíses.an. ajñānam,

tat pramān. am, yac ca dravyādivíses.yajñānam, tat phalam iti cet. . . . na hy anyavis.ayasya

pramān. asyānyatra phalam. yuktam. PSV ad 40cd–41ab (against Mı̄mām. saka): gaur evāyam
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同じ理由による31．

1.5.4 対象との相似性 PST. 67.4

それゆえ，「この理解は青だけについてのものである」「黄だけについてのものである」等

というこの特定性というのは，対象との相似性以外に基づいては成立することがない．そ

れゆえに，それ（対象との相似性）のみが，対象の理解の手段である．というのも，全て

の行為参与者が［対象理解という結果に］貢献するにしても，「この理解は，この対象につ

いてのものである」という関係は，それ（対象との相似性）のみに基いて，［他のものによ

る］介在なく成立するからである．

また，それ（対象との相似性）が，それ（認識）の実現手段（sādhana）であるのは，［個々

の認識の］区分設定の基盤としてであって，［認識を］生み出すもの（nirvartaka）としてで

はない32．［対象との相似性は認識と］別のものではないからである．

1.5.5 同一実在の属性の区別 PST. 67.9

次［のような見解］があるかもしれない．

【問】実在が非別なのだから，認識の二部分が同一である場合，行為［という結果］が

そのまま［それを作り出す］行為参与者ということになる．それゆえ，この［説］は破綻

している33．

aśva evāyam iti yato yanníscayo jāyate, tat pratyaks.am iti yad uktam, tad apy ayuktam. . . .

tasmān mānaso víses.an. avíses.yayor abhidhānābhidheyayoś ca sarvo ’bhedopacāravikalpah. , nen-

driyadh̄ıh. . → ŚV pratyaks.a 70–72: pramān. aphalate buddhyor víses.an. avíses.yayoh. / yadā tadāpi

pūrvoktā bhinnārthatvanirākriyā// víses.an. e tu boddhavye yad ālocanamātrakam/ prasūte

níscayam. paścāt tasya prāmān. yakalpanā// níscayas tu phalam. tatra, nāsāv ālocite yadā/ tadā

naiva pramān. atvam. syād arthānavadhāran. āt// → PV III 313b–315b: víses.an. adhiyām. punah. /

atādrūpye na bhedo ’pi tadvad anyadhiyo ’pi vā// nes.t.o vis.ayabhedo ’pi, kriyāsādhanayor

dvayoh. / ekārthatve dvayam. vyartham. , na ca syāt kramabhāvitā// sādhyasādhanatābhāvah.
sakr.dbhāve. (→ PVin 33.1–5)

31対象との相似性がなければ，限定要素の認識自体が成り立たない（*asati vis.ayasārūpye víses.an. a-

jñānasyaivāsiddheh.）との意である．
32脚注 21参照．
33手段と結果とが同一であるというのは世間の常識に反するというのがクマーリラがディグナーガ

に向けた批判である．ŚV pratyaks.a 74–78 (テクストは Taber [2005:154]):「74. いっぽう，対象が

一つであることを望んで，認識手段を結果だと言う者は，世間で認められている〈実現手段と実現対

象との区別〉を否定してしまっている．75. ちょうど切断［という結果］がカディラ樹の上にある時，

パラーシャ樹の上に切断がない［すなわち斧という手段と切断という結果との対象が同一である（cf.

PSV 9.5）］のと全く同様に，世間において，斧は切断と一つではない［すなわち手段は結果と同一で

はない］．76. あなたは［認識手段と結果の］区別を捨てて〈対象の同一性〉を好むが，敵側は，そ

れ（対象の同一性）を捨てて区別を好む．77. しかし，もし君が，結果を手段として転義的に表現す

る［に過ぎない］と想定するならば，なんとかすれば〈対象の同一性〉を，敵側がどうして想定でき

ないことがあろうか．78. 確定を結果とするので，直前に働いたものが我々にとり認識手段となろう．
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【答】それは正しくない．実在が非別でも，この〈属性の区別〉――〈認識対象の形を有

すること〉と〈対象の理解〉というもの――を，［他者の］排除の違いから想定されたもの

として34，やはり認めているからである35．また，実在が非別であっても，認識における現

れの違いにより，実現対象と実現手段の区分設定が現に見られるからである．例えば，「飲

いっぽう認識が認識手段である場合には，その後のものが結果［となろう］．」

斧（手段） ⇒ 切断（結果）

↘ ↙
カディラ樹

この箇所については，戸崎［1992:307–308］に和訳，Taber [2005:78–80]に英訳・解説がある．こ

のクマーリラの批判に対してダルマキールティは，PV III 318において属性の区別を導入すること

で論難を回避する（脚注 35参照）．ディグナーガ，クマーリラ，ダルマキールティの特に顕著な対応

は以下の通りである（太字・下線は筆者による強調）．内容的にも表現上もディグナーガを素直にク

マーリラが受ける（太字）のに対して，（素直でない）ダルマキールティは内容は対応するが表現は微

妙に変えているのが分かる（下線部）．

1. PS I 8cd: savyāpāraprat̄ıtatvāt pramān. am. phalam eva sat// → ŚV pratyaks.a 74:

vis.ayaikatvam iccham. s tu yah. pramān. am. phalam. vadet/ sādhyasādhanayor bhedo

laukikas tena bādhitah. // → PV III 318: kriyākaran. ayor aikyavirodha iti ced asat/

*dharmabhedābhyupagamād vastv abhinnam it̄ıs.yate// (→ PVin 33.6–7: vastvabhedād

kriyākaran. ayor aikyavirodha iti cet. na, *dharmabhedābhyupagamāt.)

2. PSV ad I 8cd: tasyaiva tu phalabhūtasya jñānasya vis.ayākāratayotpattyā savyāpāra-

prat̄ıtih. , tām upādāya pramān. atvam upacaryate. → karan. atvopacāras tu phale cet

kalpyate tvayā/ katham. cid vis.ayaikatvam. parair vā kim. na kalpyate// → PV III 319:

evam. prakārā sarvaiva kriyākārakasam. sthitih. / bhāves.u bhinnābhimates.v apy āropen. a

vr.ttitah. // (→ PVin 33.7–8: abhinne ’pi vastuni *śaktibhedena vyavasthābhedadarśanāc

ca nāyam. vastusanniveś̄ı vyavahārah. .)

*Cf. ŚV śunya 67cd–68: nanv ātmā grāhako grāhyo bhavatābhyupagamyate// katham. cid

dharmarūpen. a bhinnatvāt pratyayasya tat/ grāhakatvam. bhavet tatra, grāhyam. dravyādi

cātmanah. //

34或る物を行為・行為手段と看做すのは付託（āropa）による（PV III 319）．斧を行為手段と看做す

際には，手等という他者を排除することで，斧が独自因として行為手段と看做される（戸崎［1979:412］

を参照）．
35同一実在である認識について，その属性の区別によって手段としての側面，結果としての側面を

区別することが可能である．

有形象性 → 理解

∣ ∣
認識

このような発想法自体は，ダルマキールティがクマーリラのお株を奪う形で，クマーリラに対して

示したものと考えられる．すなわちアートマンがアートマン自身を知覚把握する場合，アートマンに

二つの側面が区別できる．客体として捉えられるのは実体としてのアートマンの側面であり，いっぽ

う，主体となるのは認識と非別なものとしてのアートマンである（脚注 33所引のŚV śūnya 68，特

にイタリックの対応部分に注意）．
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まれることで蜂蜜が悦ばせる36」，「自らで自らを支える」，「認識で捉える」というこの実現

対象と実現手段に関する言語表現は，実在に［本当に］入り込んでいるわけではない．し

たがって，これは批判になっていない．

1.6 tad yathāへの註釈 PST. 68.3

【問】［実際に］作用がなくても，それ（作用）を持つ［かの］ように見えるとは，例え

ばどういうことか37．

【答】というのに対して［ディグナーガは］「それは例えば」云々と述べる．

2 PS(V) I 9aへの註釈

2.1 svasam. vittih. phalam. vātraへの註釈

2.1.1 外界実在把捉の否定 PST. 68.4

ここで青等の形象は唯一つだけ経験される38．それ（青等の形象）は認識の自体である

と必ず認めなければならない39．さもなければそれ（認識）が対象と関係することはあり

認識（主体性） → 実体（客体性）

∣ ∣
アートマン

クマーリラの存在論において基体と非別の śaktiと呼ばれるもの（例えば認識というアートマンの

能力）が，ダルマキールティにおいては śakti（脚注 33所引の PVin 33.7）あるいは yogyatā（適合

性）と呼ばれる（PV III 365）．自身を認識しうる適合性という認識の一側面が認識手段となるので

ある．
36校訂本には madhumadayatiとあるが，madhu madayatiと間にスペースをあける必要がある．

意味は次のようになるはずである．飲むことが手段となって悦びを実現したかに見える．すなわち，

飲むことと悦びとは別物であるかに見える．しかし実際には飲むことと喜ばせることとは同じ事態を

指している．飲まれるものがそのまま悦ばせるものである．

飲まれる → 悦ばせる

∣ ∣
蜂蜜

37校訂本には katham. yathāvyāpāram ... とあるが，katham. yathā vyāpāram ... とスペースをあ

けて読む．これは tad yathāに対応する導入句である．似た表現が Hetubindut.ı̄kā 160.18 (katham.
yathā ity āha—“tad yathā gomayādeh. ”) に見られる. ただしチベット訳は ji lta ba’i bya ba med

kyaṅ deとあるので，yathāvyāpāramをコンパウンドと解釈している（チベット訳についてはHelmut

Krasser博士より指摘を受けた）．
38PST. 校訂本は PST. 68.8からを PS(V) I 9aへの註釈と看做しているが，PS(V) I 9aへの註釈

は PST. 68.4から始まると看做すべきである．
39青等の形象が二つではなく一つだけ現れているというのは，無形象認識論と有形象認識論とが共通

して認める事実である．その形象が外界対象に属すのか，認識に属すのかが両者の争点となる（この点

について詳しくは片岡［2006］およびWatson & Kataoka [2010]を参照）．形象が認識に属す，すな
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えなくなってしまう40．

また，それ（認識）から外にあり，それと別個の実在――その形象を持つにせよ，その

形象を持たないにせよ41――が把捉されることはない 42．

また，所縁（ālambana）［自体が］ありえない．

【問】ではどうしてありえないのか．

【答】どうしてありえないのかは，「論軌の考察」［の章］で［ディグナーガが］後述す

る43．

わち，認識そのものである，というここまでの議論（特に脚注 17所引の PV・PST. 参照）で，ジネー

ンドラブッディは外界対象論者（bāhyārthavādin）を排斥し，内的認識対象論者（antarjñeyavādin）

の立場を確立する（cf. PST. 90.6–9）．すなわち有形象認識論（特に唯識）の立場を確立する．最終

的には（§2.1.2.3）外界対象を認める経量部も経量部 2 として内的認識対象論へと組み入れられる．
40脚注 24参照．またこの議論は一部PVinを踏まえている．PVin 32.11–12: etenendriyasannikars.ā-

rthālocanavíses.an. ajñānāni pratyuktāni. tatah. karmasambandhāsiddheh. .「以上により，感覚器官・

［感覚器官の］接触・対象の観照・限定要素の認識が［認識手段であることが］否定されたことにな

る．それらに基づいては，［認識］対象との関係は成立しないからである．」
41PSV 6.7–8, PST. 91.7–12から明らかとなるように，「所縁」（ālambana）は，現れ（ābhāsa）と

いう意味と，原因（kāran. a）という意味と二通りに解釈可能である．認識通りの現れを外に立てるか

どうかという違いとなる．認識通りの対象が所縁として外界に存在する場合，外界対象は認識される

通りの形象を持つ．部分と別なる全体としての壺を実有（dravyasat）と考えるバラモン教の全体論

者であれば，認識は壺を対象としていると考える．また諸原子が実有（dravyasat）としての形象を

持つと考える複数形象論者（anekākāravādin）も同様に，認識通りの実有形象を外界対象が持つと考

えていることになる（PST. 92.3–4）．

実有としての形象 ←（把捉）― 認識

∣
外界対象

いっぽう認識される現れとしての所縁を実有ではなく世俗有とする見解もある．集積した諸原子が

持つ仮説有（prajñaptisat）・世俗有（prajñaptisat）としての集合（sam. caya, samūha）が所縁とす

る見解である（PST. 91.13–17）．

世俗有としての形象 ←（把捉）― 認識

∣
外界対象

以上が「実在がその形象を持つ」場合である．逆に，所縁を原因の意味で解釈する場合，すなわち，

原子が原因となって認識があるとする場合，「実在はその形象を持たない」ことになる．一個一個の原

子が所縁（原因）となって認識されるという見解（PST. 93.4–5, 7）である．

形象 ←（把捉）― 認識

∣
外界対象（諸原子）

42ここでジネーンドラブッディは，外界対象が把捉されるという外界対象論者（bāhyārthavādin）

の見解をまとめて斥けている（cf. PST. 91.2–4）．Hattori [1968:89, 118–119]参照．
43ジネーンドラブッディが注記（PST. 90.12–91.4）するように，当該個所は「論軌の批判を主眼とす

るもの」（PST. 90.12: vādavidhidūs.an. apara）ではなく「ただ一般的に，外界対象に依拠した認識手段

等の設定がありえない，ということを理解させるのを主眼とするもの」（PST. 91.2–3: sāmānyenaiva
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2.1.2 経量部と唯識

2.1.2.1 経量部 PST. 68.8

また次のことが考えられる．

【問】他の諸原因が揃っていても認識という結果の生じてこないことが，他に原因があ

ることを示唆する．それこそ外界対象に違いない44．それゆえ，［ＸがなければＹがないと

いう］否定的随伴関係に基いて外界対象が論証される45．

bāhyārthāśrayin. ı̄ pramān. ādivyavasthā na ghatat.a iti pratipādanaparah.）である．PST. 90.6–91.6

等を参照すると，ジネーンドラブッディは次のような論者を想定しているようである．

1. 内的認識対象論者 antarjñeyavādin PST. 90.6–9

2. 外界対象論者 bāhyārthavādin PST. 90.9–91.6

2.1. 強力な仏教徒 balinah. svayūthyah.

2.1.1. 集積所縁論者 *sam. citālambanavādin PST. 91.13–92.2

2.1.2. 複数形象論者 anekākāravādin PST. 92.3–14

2.1.3. 原子論者 *paramān.uvādin PST. 92.15–93.15

2.2. その他（全体論者のバラモン教など）

集積（sam. cita）が所縁である場合，それは世俗有なので，世俗有が対象ということになる（PSV

6.10–11）．しかし世俗有を対象とするものは正しい知覚ではない（PST. 92.1）．諸原子が実有として

の形象を持つとする複数形象論の立場を押し通すならば，同様のことは全体等にも当てはまってしま

うことになる．すなわち「集合が原子の形象であり実有だ」と言い張るならば，壺等の実体（全体）

も原子の形象であり実有であると言えることになってしまう（PST. 92.11–14）．原子一個一個が所縁

となるという見解の場合，原因（認識の原因としての所縁）となる実有は個々の原子なので，「壺の認

識」ではなく「地原子群の認識」というように，個々の原子でもって知覚を名指すべきである（PSV

6.16–17, PST. 93.6–10）．また，認識の原因となるのは何も対象だけではなく，視覚器官等も含まれ

るので，視覚器官等までも「所縁」ということになってしまう（PSV 6.23–24）．詳しくは Hattori

[1968:118–119] 参照．なお後代の論書より見た仏教四学派の基本的学説の相違について簡便には桂

［1969:8–9］を参照．
44桂［1969:28］参照．戸崎［1985:74］は PV III 391へのコメントにおいて「感官等の他の条件

がすべて揃っているのに感官知が生じないとき，何かが欠けていると比量される．そしてその欠けて

いるものが外境対象なのである」と説明する．他の原因が揃っているのに結果が生じないことから隠

れた原因（例えば五感覚器官の存在）を推論する方法としては，例えば AKBh 461.7–11（Pradhan

ed., 1967）を参照.

他の諸原因 ＋ （Ｘ＝外界対象） → 認識

45校訂本注記にあるようにダルマキールティの PVin 43.9–11に基づく表現である．PVinの和訳

（ただしチベット訳に依拠）は戸崎［1993b:4］参照．

PVin 43.9–11 PST. 68.8–9

bāhyasiddhih. syād vyatirekatah. //

satsu samarthes.v anyes.u hetus.u jñāna-

kāryānis.pattih. kāran. āntaravaikalyam.
sūcayati.

satsv apy anyes.u hetus.u jñāna-

kāryānis.pattih. kāran. āntaram. sūcayati.

sa bāhyo ’rthah. syāt. sa bāhyo ’rthah. syāt.

tasmād vyatirekato bāhyārthasiddhir iti
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2.1.2.2 唯識 PST. 68.10

【答】というのも正しくない．なぜならば認識という結果が生じてこないのは，［以前の］

認識の［残した］潜在印象の熟成の欠落からも可能だからである46．したがって認識とは別

個の何らかのものが認識されるということはありえない．そうではなく，認識そのものが自

己認識されたものとして生じてくるのである．したがって，自己認識だけが結果である47．

2.1.2.3 経量部・唯識に共通する立場 PST. 68.12

外界対象があるとしたければするがよい．そうだとしても，対象は自己認識に従っての

み確定されるので，それ（自己認識）のみが結果だとするのが正しい48．なぜならば，対象

はその自体通りに経験されるわけではないからである──もし［自体通りに経験されるな

ら］，これ（対象）は，固定したあり方を持つものとして［常に］同じ様に確定されうるは

ずだからである──というのも，すべての認識が［固定した］同一の形象を持つことになっ

てしまうからである．しかし，表象としての認識（vijñapti）は［現実には］多くの形象を

取る．すなわち同じ一つの実在に対して，理解者の違いによって，鋭い・鈍い等の形象を

伴った［異なる］認識が現に見られる49．しかし同一実在が複数の形象を持つことはない．

［実在が］複数あることになってしまうからである．

2.1.3 詩句（スートラ）の導入 PST. 69.4

それゆえ対象は，その自体通りに確定することができないものである，ということを意

図しながら（iti sandadhāno）50，外界実在論（経量部）と外界否定論（唯識）の［いずれ

にも共通するものとして］，同じ一つの詩句でもって，［PS I 8cdの経量部 1とは異なる］特

46認識の原因として推論されたＸを外界対象に比定する必要はない．唯識におけるように，潜在印

象の熟成が原因として考えられるからである．したがって「外界対象が無ければ認識が無い」という

経量部の否定的随伴関係には逸脱（vyatirekavyabhicāra）があることになる．外界対象が無くとも潜

在印象の熟成から認識は生じ得る．桂［1969:25］参照．

他の諸原因 ＋ （Ｘ＝潜在印象の熟成） → 認識

経量部と唯識の見解の相違について簡便には桂［1969:12–13］を参照．
47経量部の否定と唯識の定立の基本的考え方については桂［1969:24］参照．桂［1969:25］は「経

量部から瑜伽行派へという思想の推移・進展が考えられているかのようである」と表現している．今

で言う Ascending scale of analysis (Dreyfus)，Sliding scale of analysis (McClintock)，The scale

of analysis (Dunne)のことである．Dunne [2004:53]参照．
48筆者の見解によれば，ダルマキールティが自己認識を結果とする経量部 2を設定したのは，クマー

リラの批判を受けたものである．いっぽう桂［1969:26］は「経量部への譲歩」「ここに至って経量部

は，ラディカルな表象主義へ移行するのである」と表現する．なお，「経量部・唯識に共通する立場」

と題したのは，外界対象を認めるか否かは別としても，自己認識を結果とする点で両学派は共通する

とジネーンドラブッディが主張しているからである．彼の意図は後続個所（§2.1.3）で明白となる．
49PV III 398（戸崎［1985:79–80］）参照．
50sandhānoを sandadhānoに訂正する．もし現在分詞ではなく名詞であれば sandhānamと中性

になるはずである．

27



定の結果の設定を為そうとしながら［ディグナーガは］言う──「あるいはここで自己認

識が結果である」と．前（PS I 8cd）では［外界］対象認識が結果だと述べられた．それゆ

え「あるいは」という言葉は任意選択を意味する51．「ここで」というのは前述の知覚にお

いて［という意味である］52．

2.2 svābhāsam. vis.ayābhāsam. caへの註釈 PST. 69.8

「自らを現われとして持ち，また，対象の現われを持つ（or対象を現れとして持つ）」と．

自らを現れとして持つものが「自らを現われとするもの」すなわちそれ自体を現われとし

て持つもの，把握主体としての形象を持つものという意味である53．それ自体がこの認識に

51外界対象認識を結果とする経量部 1 に対して，「あるいは」以下では自己認識を結果とする立場

（経量部 2 ＋唯識）が導入されている，というのがジネーンドラブッディの解釈である．
52脚注 12参照．
53バフヴリーヒである grāhakākāramについては，前後の svam ābhāso ’syaや svarūpam evāsya

jñānasyābhāsah. という分析から類推すると，grāhaka ākāro ’sya（把握主体を形象として持つ）とい

う分析がここでは自然である．いっぽう，バフヴリーヒではない grāhakākārah. であれば，grāhaka

evākārah. というカルマダーラヤよりも，grāhakasyākārah. とタトプルシャとして分析するのが自然

である（例えば PVV 198.26には grāhyasya grāhakasya cākārah. という表現がある）ので，そこか

ら考えると，grāhakasyākāro ’sya（把握主体の形象を持つ）と解釈することも可能である．ただし，

svarūpam=grāhakākārah. という考え方がジネーンドラブッディに見られる（PST. 72.3–9）．そうす

ると，svarūpam=grāhakah.=ākārah. という可能性も考えられるので，grāhakākārah. をカルマダー

ラヤ（「把握主体である形象」）と解釈していたとも考えられる．ここでは前後の強い文脈に従って「把

握主体を形象として持つ」「把握主体としての形象を持つ」と解釈した．また（こことの一貫性を欠く

ことにはなるが）通常の grāhakākārah. については「把握主体の形象」とタトプルシャとして解釈し

た．なお grāhakākāraの訳語については単純に grāhakaの訳語である「把握主体」と ākāraの訳語

である「形象」とを組み合わせた．例えば戸崎［1979］［1985］も「能取（の）形相」と訳す．結果と

して出て来る「把握主体の形象」（能取形相）は，「把握対象の形象」（grāhyākāra）よりも内容の分か

りにくいものとなっている．というのも，本来，形象（ākāra）というのは（類語の ākr.tiと同様）客

体的なものだからである．例えば形象論を扱うŚābarabhās.ya（中の Vr.ttikāraによる議論）において

も「形象を持つのは外界対象である．なぜならばそれが，外の場所に結びついたものとして現に見ら

れるからである．」（Frauwallner [1968:28.18]: ākāravān bāhyo ’rthah. . sa hi bahirdeśasam. baddhah.
pratyaks.am upalabhyate）とある．本来，語感からして客体的であり，したがって「形象＝把握対象

の形象」として（いわずもがな）自然に理解される「形象」が，所取・能取の対において，（ディグナー

ガの PS I 10に見られるように）他方の能取にも拡大適用・転用されるようになった．（敢えて言語化

するならば）「私」という把握主体の形象が，客体的なものとして意識されるというのが，「把握主体の

形象」の出発点であろう．ディグナーガの PS I 11–12における二面性と自己認識の議論も，そのよ

うな意識に貫かれている．すなわち，対象と同様に認識それ自身も（PSV 5.2: vis.aya iva jñāne ’pi）

同時に意識・経験されているという主張である．しかし，認識主体が本当に客体的に意識されるのか

どうかは問題である．つまり「把握主体の形象」という訳語に我々が違和感を抱くように，主体が形

をもって客体的に現れるというのは，よく考えれば誰にとっても問題である（cf. Ślokavārttika śūnya

109）．ダルマキールティにおいて（恐らくはŚlokavārttika śūnya 122–129に見られるようなクマー

リラの批判を受けてであろう）最終的に「把握主体の形象」は「認識が持つ切り取り（決知）の作

用」（PV III 363ab: buddheh. paricchedo grāhakākārasam. matah. ; 366ab: grāhakākārasam. khyātā

paricchedātmatā），「認識それ自身に対する適合性」（366bc: ātmani sā yogyatā）とされるに至る．

「私」や「認識それ自体」という主体の形をもって現れるものというより，対象を切り取るという認識
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ある現れである――認識が認識であること，まさにその自らのあり方によって現れる，と

いうようにしてである．

「対象の現われを持つ」と．ここで，外界対象を認める［経量部の］場合には，「対象に属

すかのような現われを持つもの」と［語が］分析される．いっぽう［外界対象を］認めない

［唯識の］場合には，「対象を現われとして持つもの」と分析される54．またここでいう対象

とは把握対象の部分（相分）のことである．［唯識では］それを「対象」と言うからである．

2.3 tasyaへの註釈 PST. 69.13

「それ（認識）の」云々と．外界対象が存在しようが存在しまいが55，二つの現われを持

つ認識が［自己］認識される56．それ（認識）の自己認識，すなわち，自身を経験するこ

と，それを結果とすればよい．

の持つ主体性・能動性の側面に焦点が移動している．「把握主体の形象」というのは，同一の認識の一

側面に過ぎないという点をダルマキールティは強調していることになる．この意図を汲むならば「把

握主体としての側面」の方が訳語としては分かりやすい．
54vis.ayābhāsamというバフブリーヒの分析に，外界対象を認めるか認めないかという経量部・唯

識の立場の違いにより，二通りの解釈が可能となる．

vis.ayābhāsam:

経量部：vis.ayasyevābhāso ’sya（外界対象に属すかのような現われを持つ）

唯識： vis.aya ābhāso ’sya（対象［である相分］を現われとする）

55経量部の立場に立とうが，唯識の立場に立とうが，という意味である．すなわち，経量部 2 と唯

識に共通する立場として「自己認識が結果である」という立場をジネーンドラブッディは主張してい

る．
56ディグナーガは「二つの現れを持つそれ（認識）の自己認識」（PS 4.4–5: tasyobhayābhāsasya

yat svasam. vedanam）と述べている．ここでは，認識が二つの側面を持つこと（dvairūpya）と，認

識の自己認識（svasam. vedana）とが一体となって表現されている．あくまでも（ディグナーガの体系

においては，比喩的であることは認めているとはいえ）認識内の相分を見分が捉えるのであって，見

分が見分自身をも捉えるということをディグナーガが考えているわけではない（脚注 68および 71も

参照）．「二つの現れを持つものとして認識を自己認識する」（Kellner [2010:221]）わけではない．そ

うではなく，二つの現れを持つがゆえに認識の自己認識が可能となるのである．例えば桂［1969:2］

も「知の二相性」と「知の自己認識」とを峻別した上で両者を「従って」と関係づけ理由・帰結の関

係にあると看做している．自己回帰型の自己認識モデルによれば，認識が認識それ自体を認識する．

自分を自分自身が認識するのである．この自己認識の中身を拡大して覘いてみると，認識の内部が二

つに分かれることが分かる．経量部においても唯識においても，認識は，自らの現れと対象の現れと

いう二つの形を持つ．認識内に二面性が存在するのである．自らの現れが対象の現れを捉えるという

のが，自己認識を拡大して見た時の真の姿である．遠くから粗大に見た自己認識が「自己回帰型」で

あるとすれば，この近づいて微細に見た自己認識は「指向型」である．認識は，認識内の〈対象の現

れ〉を指向するのである（片岡［2011:71, n.16］参照）．
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3 PS(V) I 9bへの註釈

3.1 kim. kāran. amへの註釈 PST. 69.16

「どうしてか」というのは，いかなる理屈によってか［という意味である］．というのも，

自己認識が可能であるというだけで，結果として想定されるのが適切であるということに

はならないからである．いっぽう外界対象［実在］論においては，このようなことは決して

考えられない．というのも対象の理解のために視覚器官等が働かせられるのであって，認

識の［理解］のためではないからである．また，認識を把捉することがそのまま対象を把

捉することだ，ということはないからである．というのも認識とは対象は別だからである．

それゆえ自己認識が結果であることはありえない．このように考えている者の問いである．

3.2 tadrūpo hy arthaníscayah. への註釈 PST. 70.3

「なぜならば対象の確定は，それ（自己認識）に従った形を持つからである」というの

が理由である．

3.3 yadā hiへの註釈 PST. 70.3

「なぜならば……場合には」以下［の文章］は，同じこの［理由の］説明である． hiと

いう言葉は「なぜならば」を意味する．なぜならば，［青等という］対象［が認識の対象で

ある場合］と共に，［欲望・楽等という］認識が対象である場合には，自己認識に従った形

で57，対象を理解者は，望ましいもの，あるいは，望ましくないものと理解するからであ

る．それゆえ自己認識が結果である［とする］のが正しい．

57PS 1.9b: tadrūpo hy arthaníscayah. の -rūpaの意味は，ディグナーガにおいては，自註（PSV

4.7）にある svasam. vedanānurūpam artham. pratipadyateから明らかなように，「自己認識に従った

形で対象を理解する」あるいは「自己認識に従った形の対象を理解する」という意味のはずである．

ジネーンドラブッディは副詞的に「自己認識に従った形で」と理解している．このことは PST. 70.17:

yathāsam. vedanam evārtho ’vas̄ıyateから確認できる．しかしダルマキールティにおいては，二通り

に解釈されているようである．

PS I 9b: tadrūpo hy arthaníscayah. 経量部 2 ＋唯識

PV III 339 唯識 ya ātmānubhavah. sa evārthaviníscayah.
自己認識がそのまま対象確定である

PV III 341 経量部 2 yathānubhavam eva sa níscitātmā

自己認識に従って対象確定がある

唯識の立場において，ダルマキールティは，PS 1.9bを「対象確定はそれ（自己認識）を本質とす

る」と解釈する．すなわちディグナーガの tadrūpaを「それ（自己認識）を本質とする」と解釈して

いることになる．いっぽう経量部 2 の立場において，ダルマキールティは，PS 1.9bを「対象確定は

それ（自己認識）に従った形をとる」と解釈する（片岡［2011:49–51］）．
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3.4 savis.ayamへの註釈 PST. 70.6

「対象と共に」（savis.ayam）とある．対象と（vis.ayen. a）ともに（saha），というのが「対

象と共に」（sa-vis.ayam）である
58．

58savis.ayam. jñānam arthah. というのは，ディグナーガにおいては，唯識の立場を鮮明にするもの

であり，「対象を伴った認識が対象である」という意味であったはずである．

PS(V) I 9ab 唯識 対象を伴った認識が対象である場合

PS(V) I 9cd 経量部 外界のものに他ならない対象が認識対象である場合

いっぽうジネーンドラブッディによれば，前半（I 9ab）は経量部 2 と唯識に共通する立場であり，

後半（I 9cd）は，その両者の中でも経量部 2 に関する但し書きと解釈される．すなわち唯識と同じく

経量部においても見分である把握主体の形象（grāhakākāra）が認識手段とされるのではないかとい

う反論を予想した上で，それを否定する形で「いっぽう外界対象が認識対象である［経量部の］場合

には，自己認識を結果として立てるが，認識が〈対象の現れを持つこと〉が認識手段として認められ

るのであって，唯識のように把握主体の形象が［認識手段として立てられるわけ］ではない」(PST.
71.15–72.2)とディグナーガは述べたというのである．

PS(V) 1.9ab 唯識＋経量部 2 対象を伴った認識が対象である場合

PS(V) 1.9cd 経量部 2 外界のものに他ならない対象が認識対象である場合

このジネーンドラブッディの解釈は明らかに不自然である．というのも，この解釈に従えば，ディ

グナーガは同じ経量部 2 の見解を tuで対立させた上に，対立する二つの説明を与えたことになるか

らである．すなわち，経量部においては，内的なものが対象であり，かつ，外的なものが対象である，

ということになってしまう．この不具合に気づいていたからこそ，ジネーンドラブッディは現在の箇

所について無理な解釈を行ったと考えられる．

すなわち彼によれば，savis.ayam というのは jñānam にかかるバフヴリーヒではなく，「対象と共

に」（saha vis.ayen. a）という不変化辞（avyaȳıbhāva）と解釈される．すなわち「対象［が認識対象

である場合］と共に，認識が認識対象である場合」と理解される．「認識手段の対象として，［欲望・楽

等といった］認識に依拠する場合だけでなく……［青等という］対象に依拠する場合も［自己認識が

結果である］」（PST. 71.9–11）と解釈されるのである．ジネーンドラブッディの求める意味において

は，「対象と共に認識が」という原文での順序がいつのまにか「認識と共に対象が」とすり替えられ，

主従が入れ替わっていることにも注意されたい．つまり原文では本来，認識に焦点があったものが，

ジネーンドラブッディの求める意味においては対象に焦点があることになっている．原文に即さない

無理な解釈を施していることがここからも分かる．

PS(V) 1.9ab 唯識＋経量部 2 認識（楽等）と共に対象（青等）が対象である場合

PS(V) 1.9cd 経量部 2 外界のものに他ならない対象が認識対象である場合

ジネーンドラブッディの意図は次のようなものである．経量部においても，もちろん楽等の認識そ

れ自体の自己認識を認めている．しかし「あるいは自己認識が結果である」という場合の自己認識と

は，そのような内的な認識に限られるわけではない．青等の外界対象の認識についても「自己認識が

結果である」といえるのだ，と（PST. 71.1ff）．このような解釈を図ることで，ジネーンドラブッディ

においては，前半と後半の対立は解消する．すなわち，いずれにおいても，青等の対象が認識対象で

ある場合が問題とされていると解釈することが可能となるのである．
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3.4.1 唯識の場合 PST. 70.6

そこ（当該箇所）で，内なる認識対象を立てる立場では，［認識内の］把握対象部分であ

る「対象」と共に［という意味で］「対象と共に」［と述べられている］．というのも，それ

（把握対象部分である対象）のみを「対象」（vis.aya）として立てるからである
59．

59既に確認しているように（脚注 58），PSV ad 1.9b: yadā hi savis.ayam. jñānam arthah. は，ディ

グナーガにおいては唯識のみからの言明であったが，ジネーンドラブッディの解釈によれば，経量部 2

と唯識に共通する立場からの言明である．したがって，いずれにも適するように vis.ayaを解釈しな

ければならない．このような要請は，ダルマキールティの解釈に由来するものである．

yadā hi savis.ayam. jñānam arthah.
ディグナーガ 唯識

ダルマキールティ以後 経量部 2 ＋唯識

しかし，ダルマキールティは，savis.ayam. jñānamの字義解釈を，唯識の立場からしか行っていな

い．経量部 2（PV III 341–345）において彼は savis.ayam. jñānamがどのように解釈されるかを全く

示すことがない．PV III 339において唯識の立場から註釈するのみである．

yadā savis.ayam. jñānam. jñānām. śe ’rthavyavasthiteh. /

tadā ya ātmānubhavah. sa evārthaviníscayah. // PV III 339

認識の一部が対象として設定されることから，対象を内蔵した認識が［対象である］場

合には，［認識］自身を経験することが，そのまま，対象を確定することである．

ここでダルマキールティは，savis.ayam. jñānamのディグナーガの原文の意味を，そのまま用いて

しまっている．すなわちディグナーガの本意通りにバフヴリーヒと解釈していると思われる．このこ

とは「認識の一部が対象として設定されるから」という理由句から示唆される．つまりダルマキール

ティは問題の一文を「対象を伴った認識が」と解釈しているのである．ここでダルマキールティは，

この一文が唯識・経量部に通じるとする彼の立場を一貫させることができていない．savis.ayaについ

てのジネーンドラブッディの無理な解釈は，ダルマキールティの立場を一貫させるために，唯識・経

量部に通じる形で解釈を図ったものである．

yadā hi savis.ayam. jñānam arthah.
ディグナーガ 対象を内蔵した認識が対象

ダルマキールティ 対象を内蔵した認識が対象

ジネーンドラブッディ 対象と共に認識が対象

ジネーンドラブッディが vis.aya について丁寧に唯識・経量部の両立場からの意味解釈を解説し，

yadā ... について両立場に通じる字句解釈を懇切丁寧に示したのには，このような背景があると考え

られる．逆に，Kellner [2010:225]が言うように，ディグナーガの本意が「対象と共に」という不変

化辞解釈にあったならば，ディグナーガの本意をダルマキールティが誤解してバフヴリーヒと解釈し，

それをジネーンドラブッディが正し，ディグナーガの原意を回復したということになってしまう．こ

れは思想史的に考えて奇妙である．ディグナーガがバフヴリーヒを意図し，ダルマキールティはそれ

を素直に受け取ったが，ジネーンドラブッディは，ダルマキールティの求める解釈の一貫性に鑑みて，

この部分に無理に不変化辞解釈を求めた，というのが思想史上の流れとして自然である．
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3.4.2 経量部の場合 PST. 70.7

いっぽう外界対象［を認める］立場では，外なる［対象］と共に［という意味で「対象と

共に」と述べられている］．

3.5 tadā svasam. vedanānurūpam artham. partipadyateへの註釈

3.5.1 唯識の場合 PST. 70.8

その［二説の］うち，唯識の場合には，認識とは別個に実在が存在するわけではないの

で，認識だけが，望ましいものとして自分自身である形象を経験するとき，望ましいもの

として対象を確定することになる．逆に［望ましくないものとしての自分自身である形象

を経験するとき］，逆に［望ましくないものとして対象を確定する］60．

【問】いったいどうして，［「目によって瓶を認識する」ではなく「認識によって認識を認

識する」というように］それ自身のみにより自分自身を認識が経験することがあろうか．と

いうのも，［認識］それ自身が，行為対象であり・行為主体であり・行為手段であるという

のはおかしいからである．

【答】というならば，これは次のように［して妥当するの］である．それ（認識）に本当

の意味で行為対象性等があるわけでは決してない．そうではあるが，同一性（行為対象等

が認識を本質とすること）に基づき，光と同様，それ（認識）をそのように［行為対象等

として］扱うことは矛盾しない．すなわち光は，自らを照らし出すものであって，別の灯

火を必要とすることはない．しかし自分自身を本当に照らし出すわけでもない．単に光と

して生じることで，「自分自身を照らし出す主体」と言われるのである．それと同様に，経

験として生じることで認識は，「自らを照らし出す主体」と呼ばれるのである61

60ディグナーガの PS I 9b: tadrūpo hy arthaníscayah. および自註（ダルマキールティによれば経

量部 2 と唯識に共通する立場からの表明）への註釈にあたるのは，PV III 339–340, 341–345である

（詳しくは片岡［2011:49–51］参照）．唯識が 339–340，経量部 2 が 341–345である．（346–352は PS

I 9cdへの註釈である．）ジネーンドラブッディの見解も，ダルマキールティに準じていると考えられ

る．（またジネーンドラブッディの見解はシャーキャブッディにも即している．戸崎［1985:2, n.7］．）

PS PV 立場 認識手段 結果

I 9b 339–340 唯識 把握主体の形象 自己認識

I 9b 341–345 経量部 2 対象の形象を持つこと 自己認識

なお，唯識に二説を認め，唯識においても自己認識ではなく対象認識が結果だと考えうるとする立

場については戸崎［1985:23, n.80］，小林［2009:124–126］参照．しかし，これは明らかにプラジュ

ニャーカラグプタ以降の新規解釈と推測される．ダルマキールティにおいて唯識に二説を立てている

痕跡はない．詳しくは片岡［2011:69–70, n.8］参照．
61ダルマキールティは次のように述べる．

PV III 329cd: yathā prakāśo ’bhimatas tathā dh̄ır ātmavedin̄ı//

ちょうど光のように認識は自身を認識するものと認められている．

ここで注意すべきは，光がそれ自身に向かって，照らし出すという対他的な働きを持つわけではな
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3.5.2 経量部の場合 PST. 70.16

外界［実在］論においても，［自己］認識の通りにのみ対象は決定される．「対象の通りに

経験されることは決してない」ということは，既に前に［§2.1.2.3で］述べたところである．

3.6 yadā hi savis.ayam. jñānam arthah. , tadāの存在意義 PST. 71.1

【問】「［自己］認識に従った形で対象を，望ましいもの，あるいは，望ましくないもの

と理解する」とだけ，どうして述べなかったのか．「なぜならば，対象と共に認識が対象で

ある場合には」というのが何になるのか62．

いということである．すなわち，ダルマキールティ（および彼に従うジネーンドラブッディ）がここ

で前提としている自己認識は（対象を掴むのと同様に）「自分自身を掴む」という意味での自己回帰

型の自己認識ではない．

↷
対象 ← 認識

そうではなく，認識が光り輝くということ自体が，そのまま自己認識という事態なのである．そこに

自己回帰的な働きかけはない．あるのは「輝き出す」という事態だけである（cf. 戸崎［1985:12–13］

［1993b:9, n.43］）．

PV III 459d: ātmā vittih. svayam. sphut.ah. //

自ら明らかなそれ自身が［自己］認識［という結果である］

PV III 329ab: prakāśamānas tādātmyāt svarūpasya prakāśakah. /

輝きだしつつあるとき，同一なので，自らを輝かせる.

ダルマキールティが説明する「自己認識」は，ディグナーガのように，認識が認識それ自身を捉え

るモデルではなく，認識が自ら輝く，すなわち，輝きだしている認識それ自体が自己認識となるもの

である．

∗
∗
* * * * *

認識
* * * * *

∗
∗

62ディグナーガの原文 (PSV 4.7–8)は以下である（便宜的に前半と後半を分けて示す）．

yadā hi savis.ayam. jñānam arthah. , tadā

sam. vedanānurūpam artham. pratipadyata is.t.am anis.t.am. vā

本来，ディグナーガの意図は，次の PS 4.8: yadā tu bāhya . . . から明らかなように，唯識と経量

部を対比的に述べることにあった．すなわち，ここでの yadāは，唯識の立場であることを鮮明にす

るための限定句であった．しかし，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，自

己認識を認識結果とする PS I 9abを，経量部 2・唯識に共通する言明と解釈した．したがって，今

の PS I 9b: tadrūpo hy arthaníscayah. への PSVについても，経量部 2・唯識に共通する見解として

解釈し続けなければならない．結果として，明らかにディグナーガが唯識の立場だと断る部分をも，

経量部にも通じる形で解釈せざるを得なくなったのである．すなわち，本来，「対象を伴った認識が対

象である場合」という限定句は，相分を認識対象とする唯識の立場を鮮明にしたものであったが，ジ

ネーンドラブッディは，savis.ayamについて不自然な解釈（vis.ayaが経量部 2・唯識の二つの立場い

ずれでも解釈可能，および，savis.ayamをバフヴリーヒではなく不変化辞とする解釈）を打ち出すこ

とで，強弁を続けているわけである．
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【答】目的はある．というのも，先に［PS I 6abで］，［欲望・楽等の］自己認識が［知

覚の一種として］〈正しい認識の手段〉だと述べられた．そしてそれ（自己認識という認識

手段）により，認識それ自体だけが［自己］認識されるので，自己認識が同じそれ（認識

手段）の結果であるということが明白に分かる．そしてそれゆえ，「自己認識に従った形で，

対象を望ましいもの，あるいは，望ましくないものと理解する」とだけ述べると，［欲望・

楽等の］自己認識という知覚だけに関して，このように結果が設定されていると或る者は

思うかもしれない．しかし［欲望・楽等の自己認識だけでなく青等の対象の知覚も含めた］

正しい認識の手段すべてについて，これが結果であると［いうのが正しい］．だから，［その

ような］考えを排除するために，「なぜならば，対象と共に認識が対象である場合には」と

述べたのである63．

また［yadā hi savis.ayam. jñānam arthah. という文章で］「対象」（artha）という言葉は，

認識対象（prameya）を指す．また「対象と共に」（savis.ayam）というのは，［「対象と共に，

認識も」というように，対象と認識との］全体を意味する不変化辞（avyaȳıbhāva）である．

それゆえ，次のことが言われたことになる．単に，〈正しい認識の手段〉の対象である［欲

望・楽等の］認識に依拠する場合に，自己認識に従った形で対象（＝欲望・楽等という認

識）を理解するから，自己認識が結果であるだけでなく，［青等という］対象に［依拠する］

場合も含めて［自己認識が結果であるということが言われている］64．

外界対象を認める経量部と，外界対象を認めない唯識の立場双方に通じるものとして sam. vedanānu-

rūpam . . .以下を読むならば，前半部の限定は不要となってしまう．したがって，ここで yadā hi . . .以

下の限定句を「不要ではないか」と問うのは，当然の疑問である．ジネーンドラブッディ自身，ディ

グナーガ本来の意図を知っていたからこそ，このような疑問を提示し，それについて無理な弁解を提

示していると推測できる．言い換えれば，自己認識を結果として立てる立場を，ディグナーガの経量

部的立場として読むジネーンドラブッディは，それがディグナーガ本来の意図でないことを知ってい

て，確信犯的に行なっているのである．
63欲望・楽等に典型的に見られるように，あらゆる認識は，それ自身に対しては知覚として自己認

識の側面を持っている．

↷
認識

欲望・楽等は，自分自身に向かう働きであり，明らかに自己認識である．このような場合のみでな

く，認識が外界対象である青等に向かっている場合でも，自己認識が結果であるというのがここでの

主張である．

外界対象 ← 認識

これは，ジネーンドラブッディによれば唯識と経量部 2 に共通する立場である．あえて唯識流に説

明すれば見分が相分を捉える次のような自己認識のことを指している．（経量部の場合も，認識内の形

象を捉えるので，青等の知覚も自己認識である．）

自己認識

相分 ← 見分

64「対象と共に，認識が対象である場合」ということで，認識（欲望・楽等）が対象である場合だ

けでなく，対象（青等）が対象である場合も自己認識が結果となる，という意味になる．
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4 PS(V) I 9cへの註釈

4.1 yadā tu以下への註釈 PST. 71.12

ここで，外界対象が存在しない［唯識説の］場合に，自己認識を結果として立てる時には

〈把握主体の形象〉が正しい認識の手段となる．このことは［PS I 10で］後述する．そし

てそれゆえ，外界対象が〈正しい認識の対象〉として存在しない［唯識説の］場合に，ちょ

うど，自己認識を結果として立てる時に〈把握主体の形象〉を正しい認識の手段と認める

のと同じように，外界対象が〈正しい認識の対象〉として存在する［経量部説の］場合に

は，同じく〈把握主体の形象〉が正しい認識の手段となるのではないか，という疑問があり

うる65．それゆえ，そのような［疑問］を排するために［ディグナーガは］言う──「いっ

ぽう……場合には」云々と．外界のものが〈正しい認識の対象〉である場合 66，自己認識を

結果として立てていても，認識が〈対象の現われを持つこと〉だけが，正しい認識の手段

と認められるのであって，唯識のように，〈把握主体の形象〉が［正しい認識の手段と認め

られるわけ］ではない67．

65唯識と経量部 2 との手段・結果設定を全く同様と考えてしまう可能性がある，との趣旨である．

認識手段 結果

唯識 把握主体の形象 自己認識

経量部 2 把握主体の形象？ 自己認識

66ディグナーガの原文にある yadā tu bāhya evārthah. prameyah.という表現を受けて，ジネーン

ドラブッディは上（PST. 71.14: sati bāhye ’rthe prameye）と此処（PST. 71.15: bāhye prameye）

で「外界対象が〈正しい認識の対象〉である場合」と述べている．厳密に考えればこれは問題である．

「外界対象が〈正しい認識の対象〉である」ということは，外界対象認識が結果である，ということ

であり，経量部 1 の立場を表明したものである．ディグナーガの本意はそこにある．それを自己認識

を結果として立てる経量部 2 の立場から解釈しようとするために，ジネーンドラブッディにおいては

無理が生じている．「外界のものが〈正しい認識の対象〉である場合に，自己認識を結果として立て

る」というジネーンドラブッディの記述は破綻している．「外界対象認識が結果である場合に，自己

認識を結果として立てる」と言っているのと同じだからである．ディグナーガの原文 yadā tu bāhya

evārthah. prameyah. が，外界対象が認識対象であることを明瞭に規定している以上，この部分に関

して再解釈は困難となる．しかし後に PS I 9dの mı̄yateの解釈でジネーンドラブッディが記述する

ように，外界対象認識は外界対象確定と再解釈される．このようにして彼は破綻を回避する．すなわ

ち経量部においては勝義では自己認識が結果であるが，転義的には〈対象の現れを持つこと〉が手段

であり，〈外界対象確定〉が結果となり，手段・結果は共に外界対象に向かうことになるのである．こ

のようにしてジネーンドラブッディは，彼自身の解釈とディグナーガ原文との齟齬と埋めていく．
67ジネーンドラブッディの意図する手段・結果の設定は以下の様になる．なお，自己認識が結果で

はあるが，外界対象確定が結果として転義的に表現されているとジネーンドラブッディがディグナー

ガを解釈することについては PST. 72.10以下で論じられる．

認識手段 結果

唯識 把握主体の形象 自己認識

経量部 2 対象の現れを持つこと 自己認識（→外界対象確定）
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4.2 tadā hi jñānasvasam. vedyam api以下への註釈 PST. 72.3

【問】外界対象が〈正しい認識の対象〉であるとする［経量部の］立場でも，〈把握主体

の形象〉を認めていないことはない．それ（把握主体の形象）が自己認識されるからであ

る68．それなのに，どうして，その［経量部の］場合に［把握主体の形象を］正しい認識の

手段として設定しないのか69．

【答】というのに［ディグナーガが］答える．「なぜならば，その場合（＝外界のものに他

ならない対象が認識対象である経量部の場合）には，認識に自己認識されるにもかかわらず」

云々と70．［jñāna-svasam. vedyamというのは］認識にとって自己認識されるもの（jñānasya

svasam. vedyam）と［第六格のタトプルシャ合成語として］分析される
71．常に自己認識さ

れるものとして［認識］それ自体（見分）があるにしても，それ（認識それ自体＝見分）を

考慮せずに，認識が，外界にある認識対象に対して，〈対象の現われを持つこと〉のみが，認

68「把握主体の形象が自己認識される」というのは問題である．見分が相分を捉えるのが自己認識

であって，見分が見分自体を捉えることはないからである．これは次の jñānasvasam. vedyamと同じ

問題である（脚注 71参照）．すなわちディグナーガの本意と異なる解釈をしたことから派生する問

題である．
69経量部のモデルにおいても〈把握主体の形象〉を認めているので，唯識と同様に，それを認識手

段として立てればよいではないか（脚注 65参照），というのが問いの意図である．

外界対象 ← 把握対象の形象 ← 把握主体の形象

70ディグナーガは，ジネーンドラブッディとは異なり，経量部においては，外界対象そのものが認

識対象であると考えている．ここで認識は，外界対象に向かう（←）と同時に，それ自身にも向かう

（↷）ので，二つの働きを同時に有する．すなわち，認識は，外界対象認識と自己認識の両側面を持つ．

↷
対象 ← 認識

あらゆる認識は，分別も含めて，（欲等の自己認識に典型的に見られるように）自己認識という点

では知覚とも見なせる．このことはディグナーガ自身が PS I 7abで明らかにしたところである．い

ま，経量部において認識手段として立てられる「対象の形象を持つこと」（arthābhāsatā）というの

は，この二つの働きのうち外向きの働き（←）についてであって，内向きの働き（↷）についてでは
ないということを，ディグナーガはここで断っている．すなわち「［認識］それ自体を考慮せずに」

（svarūpam anapeks.ya）というのは，ここでは，外界対象について「対象の現われを持つこと」が認

識手段として述べられているという意味である（下図⃝1）．認識それ自体に向かう働き（↷）につい
てではないという意味である（片岡［2011:57］）．

外界対象
⃝1
← 対象の形象を持つこと ← 把握主体の形象

ダルマキールティおよびジネーンドラブッディの解釈に沿ってディグナーガを理解する Hattori

[1968]の解釈については片岡［2011:72–73, n.20］を参照．
71ジネーンドラブッディに沿って読み換えた場合，上（脚注 68）でも述べたように，見分（把握主

体の形象）という自体（svarūpam）が「認識にとり自己認識される」（jñānasvasam. vedyam）とい

うことになる．このような表現自体が奇妙である．認識が認識それ自身によって自己認識される，あ

るいは，相分が見分によって捉えられる，ということが自己認識であって，見分それ自身が自己認識

される，というように表現することはないからである．
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識手段となるのであって，〈自らを現われとすること〉ではない．というのも，外界対象に

たいして，それ（自らを現われとすること）は，［認識を］実現する手段ではありえないか

らである72．ありえないのは，他のものを対象としているからである．すなわち，把握主体

の形象（見分）は，それ自体を対象とする以上，どうして，外界対象を認識する手段であ

ろうか73．というのも，他を対象とするものが，それとは別のものを認識する手段となる

のはおかしいからである74．

jñānasvasam. vedyam api svarūpam anapeks.ya

Dignāga: 認識によって自己認識されるにもかかわらず

そのような［認識］それ自体を考慮することなく

Jinendrabuddhi: 認識にとって自己認識されるにもかかわらず

それ自体（＝把握主体の形象）を考慮することなく

jñānasvasam. vedyam を jñānena svasam. vedyam というように「［見分が］認識により自己認識

される」というように明瞭に主体を打ち出すことをためらい，「［見分が］認識にとって自己認識さ

れる」（jñānasya svasam. vedyam）と，認識と見分との関係を曖昧なままに留める二次的な解釈を

ジネーンドラブッディが施したのも，そこに理由がありそうである．なお Kellner [2010:222, n.60]

は，“Jinendrabuddhi separates the compound jñānasvasam. vedyam as jñānasya svasam. vedyam

(PST. : 1 72,5), but it is not clear how he understands the genitive.”と注記し，ジネーンドラブッ

ディの意図が彼女にとり必ずしも明らかでないことを表明している．
72脚注 70で既に述べたように，外界対象に向かっているのは〈対象の現れを持つこと〉（＝把握対

象の形象）であって，〈自らを現れとすること〉（＝把握主体の形象，見分）ではない．したがって，経

量部 2 においては〈対象の現れを持つこと〉が認識手段として立てられるとの意である．

外界対象 ← 対象の現れを持つこと ← 自らを現れとすること

73唯識と同様に，経量部でも〈把握主体の形象〉（＝自らを現れとすること）を認識手段とした場

合，認識手段の向かう先が〈把握対象の形象〉ということになり，内に向かうことになる．したがっ

て，外に向かう外界対象確定（転義的に再解釈されたもの）という結果との間で「対象のズレ」が生

じることになる．すなわち「他を対象とする」ことになるのである．したがって結果と手段とが同じ

く外に向かうためには，経量部においては，〈対象の現れを持つこと〉（＝把握対象の形象）を認識手

段として立てる必要がある．

認識対象 認識手段 結果

誤 外界対象 把握主体の形象 自己認識（→外界対象確定）

正 外界対象 対象の現れを持つこと 自己認識（→外界対象確定）

このように，〈対象の形象を持つこと〉が認識手段であり，外界対象確定が結果である場合には，手段

と結果とは同じく外界対象に向かうことになり，向かう先であるターゲットに関してズレがなくなる．

外界対象 ← 対象の形象を持つこと

⇒

自己認識

← ⇒

外界対象確定

74校訂本に注記されていないが，ここでのジネーンドラブッディの表現はディグナーガの別箇所で

の表現に基づいている（Hattori [1968:106]に指摘あり）．手段と結果のターゲットは同一でなけれ

ばならないという原則である．
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5 PS(V) I 9dへの註釈

5.1 yasmād以下への註釈 PST. 72.10

「なぜならば」以下で，それ（認識対象の形象）が正しい認識の手段である根拠を［ディ

グナーガは］述べる75．「認識される」というのは確定される［という意味である］76．

5.2 yathā yathā以下への註釈 PST. 72.10

「ＸやＹとして」云々と．認識に属する〈認識対象の形象〉によって，外界対象が確定さ

れる，という意味である77．

PSV 9.4–5: na hy anyavis.ayasya pramān. asyānyatra phalam. yuktam

PST. 72.9: na hy anyavis.ayasyānyatra prāmān. yam. yuktam

75ジネーンドラブッディの用語法からすると，⃝1外界対象と似ていること（PST. 73.3: vis.aya-

sārūpya）, ⃝2認識内にある認識対象の形象（PST. 72.11: jñānasya jñeyākāra）, ⃝3対象の形象を持
つこと（PST. 72.1: vis.ayābhāsatā）のいずれも pramān. aと呼ばれている．

形象 ≈⃝1≈ 形象⃝2
∣ ∣⃝3
対象 → 自己認識 → 確定

76以下の記述から明らかとなるように，ジネーンドラブッディにとっても，artho mı̄yateというの

は，第一義的には外界対象認識（arthasam. vid）を指している．外界対象確定（arthaníscaya）は第

二義的なものである．すなわち，転義的用法（upacāra）によって理解されるものである．転義的用

法の根拠となるのは，arthasam. vidと arthaníscayaの間にある因果関係である．

第一義 第二義

“mı̄yate” → arthasam. vid ⇒ arthaníscaya

内的形象や自己認識という特殊な事情を考慮することなく，外界対象を認識するという常識的な見

解（有部や経量部 1 の見解）に立つならば，まず，外界対象が知覚される．これが外界対象認識であ

り，無分別知覚である．次に，「これは牛だ」というように有分別の確定知が生じる．すなわち，外界

対象知覚と外界対象確定とは因果関係にある．
77ディグナーガは本文において明らかに，外界対象がその通りに理解されるという趣旨を述べてい

る．これは yathā yathā ... tattadrūpah. という構文から明らかである．

yathā yathā hy arthākāro jñāne 𝛼sannivísate 𝛽 śubhrāśubhrāditvena, tattadrūpah.
sa vis.ayah. pramı̄yate.

𝛼 sannivísate] emend.（小林［2009:129, n.4］）; pratibhāti ed.

𝛽 śubhrāśubhrāditvena] emend.（片岡［2011:73–74, n.21］）; śubhāśubhāditvena ed.

なぜならＸやＹとして――［例えば］白・黒等として――対象の形象が認識に入り込む

と，同じＸやＹの形を持つものとしてその対象が正しく認識されるからである．

これは，唯識での認識のあり方とは異なる．すなわち，唯識においては対象（対象を伴った認識＝

相分）は，あくまでも，自己認識に従って認識されていた．すなわち同じものでも，「望ましい」（is.t.a）

「望ましくない」（anis.t.a）と，主観に沿って認識される．これにたいして，経量部の立場においては，

外界対象は，外界対象の通りに認識される．白色は，そのまま白色として認識され．黒色は，そのま

ま黒色として認識される．唯識の場合の is.t.am anis.t.am. vā と，ここでいう śubhrāśubhrāditvenaの
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5.3 tena=tatsādhanayā svasam. vidā の読み換え PST. 72.11

またここで，ちょうど「煙によって火が推論される」と言われるが，それ（火）が直接そ

れ（煙）によって推論されるわけではなく，それ（煙）を原因とする煙認識によってである

ように78，たとえ「その［外界］対象がそれ（対象の形象）によって認識される」と言われ

ていても，それ（対象の形象）を実現手段とする自己認識によってと理解すべきである79．

すなわち，ＸやＹとして――［例えば］白・黒等の形で（ śubhrāśubhrādirūpen. a）
80――

対象の形象が認識に入り込んでくると，それに応じてＸやＹとして自己認識が展開する．ま

たＸやＹとしてそれ（自己認識）が現出すると，それに応じてＸやＹとして対象が――［例

えば］白・黒等の色等が（śubhrāśubhrādirūpādih.）――確定される
81．なぜならば，もし

そのような形象をもって［認識が］生じたならば，それに応じたものとして［認識］自体

違いに注意する必要がある．もちろん，ここでジネーンドラブッディは，ディグナーガの本文を読み

換えて，自己認識に従った形で認識されるというように本意を捻じ曲げて理解する．すなわち，ここ

でも，唯識と同じように理解される．したがって（悪意をもってジネーンドラブッディ流の解釈を深

読みするならば），黒いカラスの形象が，認識の中に白として入ってくるならば，カラスが白く見え

ることも，「自己認識に従って理解する」以上，ありうるはずである．
78「火を煙によって推論する」と言う時，それは「煙の認識によって」という意味である．同じよ

うに，「外界対象を対象の形象（＝対象の現れを持つこと）によって確定する」と言うとき，「対象の形

象を実現手段とする自己認識によって」という意味で解釈すべきである．

火（の推論） ← 煙（の認識）

外界対象（の確定） ← 対象の形象（を実現手段とする自己認識）

79ディグナーガにとって，外界対象は認識手段である〈対象の現れを持つこと〉によって正しく認

識されるものである．彼は，経量部においては，外界対象認識が結果であると考えていた．

外界対象 ← 対象の現れを持つこと ← 自らを現れとすること

しかし，ジネーンドラブッディにとり，PS I 9dは自己認識を結果とする経量部 2 の立場から解釈

すべきものである．したがって，「外界対象が，〈対象の形象を持つこと〉によって認識される」という

原文は再解釈を必要とする．最終的に彼はこの文章を「外界対象が，対象形象を手段とする自己認識

によって確定される」というように解釈し直す．

so ’rthas tena mı̄yate

Dignāga: *bāhya evārtho vis.ayābhāsatālaks.an. apramān. ena pramı̄yate

Jinendrabuddhi: *bāhya evārtho jñeyākārasādhanayā svasam. vidā nísc̄ıyate

ディグナーガの本文において，外界対象認識の手段として〈対象の現れを持つこと〉が述べられ

ていたものを，ジネーンドラブッディは，外界対象確定の手段として自己認識――それは対象の現れ

（を持つこと）を手段とする――が述べられていると解釈し直したのである．つまり， tenaは原文に

おいては「vis.ayābhāsatāという pramān. aによって」という意味であったのに対して，ジネーンド

ラブッディは，jñeyākārasādhanayā svasam. vidāというように読み換えたのである．
80片岡［2011:73–74, n.21］に従って訂正する．次の表現も同様．
81ジネーンドラブッディが想定する認識の構造は以下のようなものである．白色や黒色といった対象の

形象（2）が認識内部に入り込む．これが「認識対象の形象」（jñeyākāra）という認識手段（pramān. a）

である（3）．認識されるのは内部の形象なので，自己認識が展開する（4）．この自己認識に応じて

（yathā yathā ... tathā tathā）外界対象が確定される（5）．自己認識によって外界対象確定がある

のである．
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を［自己］認識するはずであり，その後，それ（認識自体の自己認識）のおかげで，対象の

確定があるはずだからである．それ以外の仕方によってではない82．それゆえ〈対象の現わ

れを持つこと〉が認識手段である．

5.4 yasmāt so ’rthas tena mı̄yateの存在意義 PST. 73.3

【問】ここ（PS I 9d）では〈対象と似た形を持つこと〉が認識（sam. vid）にたいして手

段であることを理解させようとしているのだから83，「なぜならば，それ（認識）が現出する

のは，それ（対象と似た形を持つこと）に基づく」と言うべきなのに84，どうして，「なぜ

ならばその対象は，それ（対象の形象［を手段とする自己認識］）によって認識（＝確定）

形象 2 ≈ 形象 3

∣ ∣
対象 1 自己認識 4 → 確定 5

ディグナーガは，yathā yathā ... tattadrūpah. という構文を用いて「白・黒等がその通りに認識さ

れる」という客観性を意図していた．ジネーンドラブッディの解釈においては逆に，「自己認識に沿っ

て対象が確定される」という主観性を意図した解釈が導かれることになる．これは「煙（の認識）に

よって」と同様に，「対象形象（を実現手段とする自己認識）によって」というように，自己認識を無

理やりに読み込むことによって可能となった解釈である．
82既に注意したように，ジネーンドラブッディは，ディグナーガの本意を曲げることで，経量部の

立場においても「自己認識に従った形で」対象が理解されることを明らかにしようとする．ディグ

ナーガにおいては，単純に，外界対象は，その通りに認識される．artho mı̄yate という原文は，外

界対象認識（arthasam. vid）を指している．ジネーンドラブッディは，この部分を無理に「対象確定」

（arthaníscaya）へと転義的に理解した．ジネーンドラブッディにおいては，対象確定という最終結果は

あくまでも，自己認識に沿った形で生じてくるとされる．tadvaśād vis.ayaníscayo bhavet, nānyathā

という最後の限定は，この点を強調したものである．
83この問いは，ディグナーガの PS(V) I 9d原文の素直な解釈を前提にしたものである．すなわち，

これこそディグナーガの本意である．ディグナーガが「［その外界対象が］それ（対象の現れを持つ

こと）によって認識される」（PS I 9d: tena mı̄yate）と述べた時，表現意図されていたのは，対象

との相似性が認識手段となって，結果として外界対象認識がある，ということであった．このことは

yathā yathā ... tattadrūpah. という相似性を強調する構文からも確認できる．ジネーンドラブッディ

は原文の素直な解釈を知っていたからこそ，このような疑問をわざわざ提示し，彼自身の解釈の方が

勝れていることを強調するのである．

so ’rthas tena mı̄yate

Dignāga: vis.ayasārūpya → arthasam. vid

Jinendrabuddhi: svasam. vid → arthaníscaya

84ディグナーガの本意においては，対象との相似性によって認識（4）が結果としてもたらされる．

しかしジネーンドラブッディにおいては，最終的に，yasmāt so ’rthas tena mı̄yateは，「対象の形象

を持つこと→自己認識」という手段結果関係（3→ 4）ではなく，「自己認識→外界対象確定」という

手段結果関係（4→ 5）を述べていることになる．

形象 2 ≈ 形象 3

∣ ∣
対象 1 （自己）認識 4 → 確定 5
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されるから」と述べたのか85．

【答】目的はある．なぜならば，その自己認識は，［外界］対象認識の結果である対象確

定を作るからである86．それゆえ転義的に，［外界］対象認識が結果として（すなわち対象

確定として）見なされるべきだ87，ということを示唆するために，このように述べたので

ある88．なぜなら，こうすることで，認識手段と結果の向かう先の乖離がなくなる──手

段が外界に向かっているように認識（sam. vid）も［外界対象に］向かっているというよう

85ジネーンドラブッディは，二つの転義的用法を認めている．字義通りではないこの転義的用法の

目的を問うのがこの問いの意図である．つまりジネーンドラブッディは，彼の解釈がディグナーガか

ら乖離していることを十分に分かって再解釈しているのである．

原義 転義

手段 tena → tatsādhanayā svasam. vidā

結果 mı̄yate → nísc̄ıyate

yasmāt so ’rthas tena mı̄yateというディグナーガの文章 (PSV + PS 1.9d)は，本来，「外界対

象がそれ（対象の現れを持つことという認識手段）によって認識されるから」ということを意図して

いた．〈対象の形象を持つこと〉が認識手段，外界対象認識が結果であることを明言するものである．

ディグナーガはここで，外界対象認識が結果であることを前提にしており，自己認識を結果とするこ

とは全く予想していない．にもかわらず，ダルマキールティの理解に沿ってジネーンドラブッディは，

PS I 9cdを，自己認識を結果とする経量部 2 の説明と解釈する．結果として，自己認識を結果とす

るのではなく，外界対象認識を結果と明言する現在の文章は，ジネーンドラブッディにとり，手の込

んだ再解釈を必要とするものとなっている．
86外界対象の認識（無分別知覚）の結果として有分別の外界対象確定があることについては，脚注

76参照．
87校訂本注記にはないが前後は PVinを受けた記述である．kāryato dras.t.avyāという表現は PVに

はなく PVinで登場する表現である（Moriyama [2008:210]）．時代順の流れは次のようになる．PS I

9cd: vis.ayābhāsataivāsya pramān. am. tena mı̄yate// → ŚV pratyaks.a 79cd: pramān. e vis.ayākāre

bhinnārthatvān na mucyate (mucyate] Madras ed.; yujyate Taber [2005:154])//→ PV III 349cd–

350ab: arthasthites tadātmatvāt svavid apy arthavin matā// tasmād vis.ayabhedo ’pi na. → PVin

37.5–6: arthasthiteh. svasam. vedanarūpatvāt svavid ap̄ıyam arthavid eva kāryato dras.t.avyā.

ata eva na pramān. aphalayor vis.ayabhedah. . → PST. 73.6–8: ata upacāren. ārthasam. vid eva

kāryato dras.t.avyety amum artham. sūcayitum evam uktam. evam. hi pramān. aphalayor vis.aya-

bhedo na bhavati, yatraiva sādhanam. bāhye, tatraiva sam. vid iti kr.tvā.
88「認識は，対象との相似性によって，現れる」と⃝1と⃝2の手段目的関係を述べるべきなのに，わ

ざわざ「対象は，それ（対象の形象）によって，認識される（＝確定される）」と⃝1と⃝3の手段目的
関係を述べたのは，手段と目的が同じ外界対象に向かっていることを言うためである．

形象 2 ≈⃝1≈ 形象 3

∣ ∣
対象 1 → 自己認識 4⃝2 → 確定 5⃝3

＝

外界対象認識 6 →

外界対象の形象（2）と，内的な形象（3）との相似性が認識手段であり，自己認識（4）が結果で

ある．その自己認識（4）が，外界対象の確定（5）を生み出す．ここでは転義的表現として，ディグ

ナーガの言う「外界対象認識」（6）は，結果である 5，すなわち，外界対象の確定と見なされるべき

である．しかも，ディグナーガの言う「外界対象認識」（arthasam. vid）は，経量部 2 の設定において

繰り返しジネーンドラブッディが説明するように，実際には，自己認識を本質とするものである．
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にして──からである89．

【問】ではどうして［対象確定を結果とする対象認識ではなく］自己認識が結果だと［PS

I 9aで］述べたのか90．

【答】［対象認識は］勝義にはそれ（自己認識）を本質とするので，自己認識が結果だと

［PS I 9aで］述べたのである．しかし転義的には，それ（自己認識）は，結果［である対象

確定］の点から対象認識に他ならないと見なされるべきなので，［PS I 9aと I 9dとは］矛

盾しない91．

89ディグナーガは，対象との相似性を強調することで，認識手段（対象の現れを持つこと）と結果

（外界対象認識）との対象は経量部においては共に外界対象であり，一致すると考えていた．クマー

リラの ŚV pratyaks.a 79cdにおける批判は，認識手段（対象の形象）と結果（認識）とが向かう先

の対象のズレを指摘するものであった．有形象認識論では，結果である認識は内的な形象しか対象と

しえないからである．すなわち認識手段が外界対象に向かうのに対して，結果は内的形象にしか向か

わない．クマーリラは，ディグナーガが経量部で考える結果としての外界対象認識が，実際には，自

己認識でしかありえないことを鋭く指摘したのである．クマーリラから見れば，経量部説では「対象

との相似性によって自己認識が現れる」ということになり，ズレが生じることになるのである．

ジネーンドラブッディは，このようなクマーリラの批判を回避できるものとしてディグナーガを再

解釈する．⃝1と⃝2を手段と結果とするとズレが生じることになる．自己認識は外ではなく内に向かう
からである．ディグナーガは故意に「その対象が認識（＝確定）されるから」と述べたのだとジネー

ンドラブッディは，うまくディグナーガの言明を利用する．ここでは，相似性という認識手段と，対

象確定という結果の向かう先がいずれも外界対象となるのでズレは生じない．すなわち⃝1と⃝3とはと
もに，外界対象に向かっている．

90上でのジネーンドラブッディの説明によれば，PS I 9dにおいてディグナーガは，対象の形象（を

持つこと）を手段，対象認識の結果である対象確定を結果と述べたことになる．しかし PS I 9aでは，

経量部 2 の立場として，自己認識が結果であることが宣言されていたはずである．結果設定の齟齬を

問う質問である．

PS I 　　　認識手段 　結果

9d 対象の形象（を持つこと） 対象認識（→対象確定）

9a 対象の形象（を持つこと） 自己認識

91経量部においては，対象認識といっているものも，本当は自己認識である．ジネーンドラブッディ

は，本当は自己認識が結果であるが，転義的には対象認識（それは対象確定を結果とする）が結果で

あると二つの立場を立てることで，ディグナーガの（不都合な）言明を説明する．

　　手段 　結果

勝義（経量部 2）： 対象の形象を持つこと 自己認識

転義（経量部 1）： 対象の形象を持つこと 対象認識（→対象確定）

経量部 2 においては，自己認識が結果である．したがってディグナーガは PS I 9dにおいて「自己

認識が結果である」と述べるべきであった．しかし実際には，「外界対象がそれ（対象の現れを持つこ

とという手段）によって認識される」と述べ，外界対象認識が結果であると述べた．これはジネーン

ドラブッディにとっては不都合である．そこで，まず，この対象認識は対象確定と読み換えられた．

次に「それによって」を，「認識内形象を手段とする自己認識によって」と読み換えた．これにより，

PS I 9dは「認識内形象を手段とする自己認識によって，外界対象が確定される」という趣旨へと再

解釈されることになる．これにより，ディグナーガが述べた内容は，全て齟齬なく解釈できることに

なる．外界対象認識を結果とする経量部 1 の立場が，転義的な立場において擁護可能となるのである．

ディグナーガが「対象認識」と述べたものは，勝義においては自己認識である．その自己認識の結果

として外界対象確定が生み出されるので，その点では，外界対象確定という結果（転義的用法により
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6 PS(V) I 10への註釈

6.1 evam以下への註釈

6.1.1 ディグナーガの予想する前主張 PST. 73.10

ここ（仏教説）で92，唯識では，〈把握主体の形象〉が認識手段であり，〈把握対象の形象〉

が認識対象であるということは［PS I 10で］後述する．それゆえその点に関して批判を

［ディグナーガは］予想している．それに関する批判とは次のようなものである．

【問】ではどうして無区分の［単一体である］認識が，〈把握主体の形象〉等に分かれる

のか．もし分かれるのであれば，外界対象が存在しなくても，認識手段等がありうるだろ

うが93．

【答】それゆえ，そのような［批判］を排除するために［ディグナーガが］述べる．「こ

「対象認識」と表現されたもの）は，認識手段である〈対象の形象を持つこと〉と同じ対象を持つこ

とになるのである．

形象 2 ≈⃝1≈ 形象 3

∣ ∣
対象 1 → 自己認識 4⃝2 → 確定 5⃝3

（＝対象認識）

92ジネーンドラブッディの段落構成から判明するように，PST. 73.10以降は，唯識に帰属する．すな

わち，ここは PS(V) I 9dへの註釈ではなく，PS(V) I 10への註釈である．PST. 校訂本の理解（evam

を PSV on 1.9’d への註釈とする PST. 73.14 の欄外註）はジネーンドラブッディの意図を反映して

いない．ジネーンドラブッディは，PS(V) 4.14 の evam.（下記引用下線部）以下を PS I 10 に付属

する文章と看做していることになる．すなわち，ここから PS(V) I 10が開始されているとジネーン

ドラブッディは考えている．実際，ディグナーガの原文を見ても，PS I 9dへの註釈は PSV 4.14の

pramı̄yateで終わっており，evam. 以下で，大きく全体を受けて，PS I 9aまで回帰していると考え

られる．この点に関して，evam. の内容を PSV ad I 9aと説明するジネーンドラブッディのコメント

（PST. 74.7）は原意を反映している．筆者（それは戸崎［1985:39］の理解と同じである）の考える

PS(V)分節は以下の様になる．Hattori [1968:29][1968:106, n.1.65]の分節理解も同様と考えられる．

PS(V) I 9d: yasmāt so ’rthah. tena mı̄yate//(PS I 9d) yathā yathā hy arthākāro jñāne

sannivísate śubhrāśubhrāditvena, tattadrūpah. sa vis.ayah. pramı̄yate.

PS(V) I 10: evam. jñānasam. vedanam anekākāram upādāya tathā tathā pramān. aprameyatvam

upacaryate. nirvyāpārās tu sarvadharmāh. . āha ca—yadābhāsam. prameyam. tat pramān. a-

phalate punah. / grāhakākārasam. vittyos trayam. nātah. pr.thak kr.tam//(PS I 10)

ダルマキールティもジネーンドラブッディと同じ理解である．戸崎［1985:39］は正しく evam. 以

下を PS I 10に付属させており，そこに PV III 353–366を帰属させる．
93クマーリラからの反論を受けたものである．ŚV pratyaks.a 80: svākāraś ca svasam. vittim. muktvā

nānyah. prat̄ıyate/ prāmān. yam. yasya kalpyeta svasam. vittim. (svasam. vittim. ] emend ; svasam. vitti-

Taber [2005:154]) phalam. prati//「また「自らの形象」なるもの――自己認識という結果に対して

認識手段であると想定されるところのもの――は，自己認識とは別に理解されることがない．」なお，

Taber [2005:196, n.94]は，PS I 10を PS I 9cdと切り離さずに一体化して理解しようとするが，無

理である．この誤解は PS(V) 4.14–15: evam. jñānasam. vedanam ... nirvyāpārās tu sarvadharmāh.
を PS I 9cdに付属させることに由来する．この箇所は PS I 10に付属させるべきである（脚注 92参

照）．
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のようにして」云々と．

6.1.2 全体の意味 PST. 73.15

これの全体としての意味は次のようなものである．真実には，それ（認識）の分割は決

してない．単に無明にやられた人には，それ（認識）が，把握主体の形象等に分かれたか

のように見えるだけである．それゆえ，見えている通りに認識手段・認識対象の区分設定

がなされている［だけ］であって，真実に沿って［区分設定をしているわけ］ではない．

【問】ではどうして［実際には］分かれていないのに［認識が］そのように現れてくる

のか．

【答】ちょうど，［幻術師の］呪文等で眼が惑乱した人には，粘土片等が［実際には］象

等の形を持たないにもかかわらず，象等の形をもって立ち現れてくる．また，遠く離れて

［存在する対象が］，砂漠においては，［実際には］小さくても大きく見える94．同様に，こ

の認識も，〈無明により盲目の人〉には，［実際には］そのようではないにもかかわらず，そ

のように現れてくる．

また「呪文等の力によってそれら（対象）は実際にその通りになったのだ（単にそう見

えているだけではない）」と想定することはできない．なぜならば視覚が正常な人には，［ま

た］その場所に近づいた人には，そのようには見えないからである．

6.1.3 evamの字句註釈 PST. 74.7

「このように」というのは，上記（PSV ad I 9a）のように，認識が二つの現われを持つ，

ということである95．

6.1.4 jñānasam. vedanamの字句註釈 PST. 74.7

「認識の［自己］認識」というのは，認識を行為対象とする［自己］認識，経験のこと

である．

6.1.5 anekākāramの字句註釈 PST. 74.8

【問】［それは］どのようなものか．

【答】多くの形象を持つものである．［合成語のバフヴリーヒ解釈により］「多くの，形象を，

持つもの」（anekā ākārā yasya）が，そのように［「多くの形象を持つもの」（anekākāram）

94PVinに対するダルモッタラの註釈については戸崎［1993a:11, n.54］：「砂漠，すなわち木や水の

ない場所，（では）それは糞の塊（のように小さいものであって）も遠くからは山ほどの大きいものに

見られるであろう．」
95段落構成の問題については脚注 92参照．
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と］述べられている．さらにそれら形象として，この錯誤した［凡夫］が見るところの〈把

握主体の現われ〉等が意図されている．

6.1.6 upādāyaの字句註釈 PST. 74.10

「前提として」というのは，それ（多くの形象を持つ〈認識の自己認識〉）を，［そのよう

に］認識する根拠として用いて［という意味である］96．

6.1.7 tathā tathā への註釈 PST. 74.10

「それぞれのあり方に応じて」云々と．

6.1.7.1 知覚の場合 PST. 74.11

まず，無分別な［認識］においては，〈把握主体の形象〉が，分別を欠いた知覚として認

識手段であり，明瞭に現れる〈把握対象の形象〉が自相として認識対象である．

6.1.7.2 推論の場合 PST. 74.12

証因から生じる［認識］の場合も97，〈把握主体の形象〉が推論として認識手段であり，個々

の個物に随伴しているかのような，不明瞭に現れる〈把握対象の形象〉が共通相として認

識対象である98 ．

96「認識手段」「認識対象」の転義的用法については脚注 16参照．認識を「認識手段」とする転義

的用法（付託）は，認識を「把握主体の形象を持つもの」として捉える自己認識を根拠とする．いっ

ぽう認識を「認識対象」とする転義的用法（付託）は，認識を「対象としての現れを持つもの」とし

て捉える自己認識を根拠とする．このように自己認識のあり方に従って同じ認識が様々に捉えられる．

「認識手段」 → 把握主体の形象 対象としての現れ ← 「認識対象」

↘　↙
認識

97atraが知覚を指すこと（脚注 52）や，白黒等の例（PSV 4.13）からも分かるように，ここでの議

論は主に知覚を念頭に置いたものであった．しかし「それぞれのあり方に応じて認識手段・認識対象

であると転義的に表現される」（tathā tathā pramān. aprameyatvam upacaryate）という現在の文脈

では，当然，自相を対象とする知覚のみならず，共通相を対象とする推論についても註釈者としては

言及しておくべきだとジネーンドラブッディは考えたのであろう．また，認識の二面性を説く PS(V)

I 11abへの註釈である PV III 394–396に，唯識説においても推論の成り立つことが議論される．ジ

ネーンドラブッディは（PS(V) I 10への註釈である）PST. 75.12以下で推論について説明している．

それをここでも先取りしていると考えられる．
98唯識における認識手段等の世俗的な区分設定は以下のようになる．

　　　認識手段 　　　　認識対象

知覚 把握主体の形象（無分別知覚） 明瞭に現れる把握対象の形象（自相）

推論 把握主体の形象（推論） 不明瞭に現れる把握対象の形象（共通相）
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6.1.8 upacaryateへの註釈 PST. 74.14

「転義的に表現される」とは，［世間的にそう］表現される［という意味である］．こ

れにより次のことを［ディグナーガは］暗に示唆している．世間的な認識手段と認識対象

について，このような固有のあり方を述べたのは，これについても意見を異にする人達の

迷乱を排除するためである．いっぽう世間を越えたものに他ならず，錯誤から離れること

（vibhramaviveka）99により無垢で，不滅のものが，勝義的な認識手段である．そしてそれ

（勝義的な認識手段）の対象が，真実の認識対象である100．

6.2 nirvyāpārās tu sarvadharmāh. への註釈 PST. 75.4

「しかし全てのダルマは作用を欠いている」と．これにより，上の〈認識の［自己］認

識〉が錯誤していることを明らかにしている．なぜならば，真実には，いかなるダルマにつ

いても，世間的表現――［認識手段や認識対象といった］複数の形象を［そこに］経験す

ること――はありえないからである．諸形象は〈［客観的に］完成したもの〉（円成実）で

はないからである．そうではなくそれは錯誤に他ならない．すなわち，〈無明により盲目の

人たち〉が，その認識を，認識対象や認識手段の形象を――［実際には］持たないにもか

かわらず――持つかのように見ているのである．

6.2.1 実世俗と邪世俗の二分 PST. 75.7

【問】だとすると，真実を知らない人達にとっては，残らず全ての認識が惑乱している

のだから，どうして，正しい認識の手段とそうでないものとの区分が成り立つのか101．

【答】惑乱の残す余力に違いがあるからである．水等の現われを持つ認識Ｘから，［冷］

触・爽快感・［喉を潤すことからくる］満足感等の認識が生じる場合，そのＸは，日常活動

において欺かないという観点から〈正しい認識の手段〉なのであって，そうでないものは，

99マンダナミシュラ（Man.d. anamísra: ca. 660-720 AD）の著作のタイトルにも用いられる vibhra-

mavivekaという表現は興味深い．PVin 44.4–5: vibhramavivekanirmalamが初出のようである．マ

ンダナにおいては「錯誤の識別・弁別」（vibhramān. ām. vivekah.）という意味での「識別」である．ダル

マキールティにおいては「錯誤から離れることで無垢」（rnam par ’khrul pas dben źiṅ dri ma med）

という意味と考えられる．すなわち vibhramād vivekena nirmalam と解釈した．戸崎［1979:52］

［1993b:4］，山上［1999:123, n.78］参照．
100ダルマキールティの思想的立場については戸崎［1979:52］および本稿脚注 10，102参照．
101表現は異なるが内容的にはPVin 43.11–14を受けたものである．PVin 43.11–14: yady atra kaścid

upādānavíses.ābhāvakr.tam. kāryavyatirekam. na brūyāt, so ’pi katham. sarvajñānānām. vis.ayam.
vyatirecayann upaplavetarayoh. pramān. etaratām. brūyāt, víses.ābhāvāt.「ただしこの点について，

或る人（唯識論者）が，特定の材料因（潜在余力）の非存在によって結果の随伴無がもたらされると

いうことを主張しないならばである．【問】彼（唯識論者）にしても，全ての認識について，その対象

を無いとすることになるので，惑乱が正しい認識の手段ではなく，非惑乱が正しい認識の手段である

ということを，どのように主張するのか．［いずれの認識も錯誤であるという点で正誤の］違いがない

からである．」なおチベット訳に基づく和訳に戸崎［1993b:4］がある．
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そのような種類の余力を欠いているので，〈正しい認識の手段〉ではないのである102．とい

うわけで問題はない103．

6.2.2 推論の正しさ PST. 75.12

【問】現に，結果に基く原因の推論があるが，それがどうしてあるのか104．

【答】どうしてないことがあろうか．

【問】すなわち，煙の現われを持つ認識が先にのみ現れており，その後で火の現われを

持つ［認識が現われる］．なぜならば，それ（火の現われを持つ認識）は，煙の現われを持

つ認識より以前には意識されることがないからである．それゆえ，煙は火以外から生じた

ものとなってしまうので，どうして，それ（煙）により火の推論があるのか105．

【答】このような過失はない．なぜならば，心の連続は，火の形象の認識を生み出す特定

の潜在余力を伴ったものだけが，煙の現われを持つ認識を生じさせるのであって，どれでも

いい不特定のそれ（心の連続）が［煙の現れを持つ認識を生じさせる］わけではないから

である．それゆえ，それ（煙）を認識させつつ，煙の認識は，覚醒するのに［十分なほど］

102勝義的認識手段と世俗的認識手段，および，世俗的認識手段の下位分類である実世俗・邪世俗を

合わせた三つのレベルを整理すると以下の様になる．

1. pāramārthikam. pramān. am (lokottaram. vibhramavivekanirmalam anapāyi)

2. vyāvahārikam. pramān. am (upaplutam)

1.1. pramān. am (vyavahārāvisam. vādāpeks.ayā)

1.2. apramān. am (*vyavahāravisam. vādāpeks.ayā)

103ここも内容的に PVinを受けたものである（校訂本に注記あり）．PVin 43.14–44.2: upaplava-

vāsanāvisandhidos.ād aprabuddhasyāpy anāśvāsikam. vyavahāram utpaśyann ekam apramān. am

ācaks.̄ıta, aparam āsam. sāram avíslis.t.ānubandham. dr.d. hvāsanatvād iha vyavahārāvisam. vādā-

peks.ayā pramān. am.「惑乱の残す潜在余力が続かないという過失が故に，未だ目覚めていない人

にとっても信用のできない日常活動を見て，人は或る［認識］を「正しい認識の手段ではないもの」

と呼ぶだろう．［いっぽう］別の［認識］については，輪廻にいる限り不断に連続して堅固な潜在余力

を有するが故に，ここで，日常活動において欺かないという観点から，「正しい認識の手段」と［人は

呼ぶだろう］．」PVinの当該箇所については既に戸崎［1993b:4］の和訳，および，Nyāyabhūs.an. a 引

用句（NBhū 57.14–16）の和訳である山上［1999:113–114］がある（引用・先行研究について詳しく

は山上［1999:123, n.78］の注記も参照）．
104推論に関する議論が導入される背景については脚注 97参照．
105外界対象を認める場合，〈火⇒煙〉という客観的な因果関係に基いて，煙から火を推論すればよい．

しかし，外界対象を認めない場合，そういうわけにはいかない．なぜならば，煙の認識が意識されて，

その後に，火の認識が意識されるだけだからである．これまでの経験上，煙の認識以前に火の認識が

意識されることがなかったというだけである．

煙の認識 → 火の認識

ここに客観的な因果関係は成り立っていない．煙（の現れ）は火（の現れ）から生じてきたわけで

はなく，火（の現れ）以外のものから生じてきたことになる．したがって因果関係による推論も成り

立たない．戸崎［1985:76–78］参照．
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鋭い潜在余力を持つ〈火の形象を持つ認識〉を，後にあるものとして，認識者に認識させ

るのである．なぜなら，ここでは，味等によって色等が［推論される］ように106，原因の

属性を推論することによって推論が成り立つからである107．それゆえ批判になっていない．

6.3 āha ca以下への註釈 PST. 76.6

「また言われている」以下［の文章］により，件の〈認識対象等の設定〉を示している．

6.3.1 yadābhāsamの字句註釈 PST. 76.6

［yadābhāsamという合成語は］「Ｘという現れを持つもの」と［バフヴリーヒとして］

分析される．また［認識］それ自身の部分が認識手段として規定されているので，ここで

は〈対象としての現れ〉のことが言われている108．

6.3.2 prameyam. tatの字句註釈 PST. 76.7

「それが認識対象である」とは，その〈対象としての現れ〉が認識対象である［という

意味である］．

6.3.3 pramān. aphalate punar grāhakākārasam. vittyoh. の字句註釈 PST. 76.8

「いっぽう把握主体の形象・自己認識が，認識手段・結果である」とは，把握主体の形

象が認識手段であり，自己認識が結果である［という意味である］．またここ（grāhakāra-

sam. vittyoh.という並列合成語）で，sam. vitti という音声形のほうが母音が少ない［ので

sam. vitti-grāhakākārayoh. というように先頭に来るべきではある］が，把握主体の形象

（grāhakākāra）のほうが認識手段なので，また，それが今説明されるべきものとして話題

106味から色が推論されるのは，甘い味から，熟した色を生み出すような特定の原因総体としてマン

ゴーが推論されるからである．

味 色

↓ ↑

マンゴー

107煙の認識から火の認識が推論されるのは，煙の認識から，火の認識を生み出すような特定の原因

総体として心の連続が推論されるからである．

煙の認識 火の認識

↓ ↑

心の連続

108唯識における vis.aya=ābhāsaの理解については脚注 54参照．
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となっているので，［sam. vittiよりも］望ましいものである．それゆえ，grāhakākāraとい

う音声形のみが先に来ている109．

6.3.4 trayam. nātah. pr.thak kr.tamの字句註釈 PST. 76.12

「三つ（認識対象・認識手段・結果）はこれ（認識）と110別とされるわけではない」と．

三つはいずれも，真実には〈完成されたもの〉（円成実）ではないので，認識と別とされる

ことはない111．

＜キーワード＞ Jinendrabuddhi, Dignāga, pramān. a, phala

（九州大学大学院准教授，博士（文学））

109grāhakākārasam. vittyoh. という合成語について，後分の sam. vittiの方が母音数が少ないのだか

ら sam. vittigrāhakayoh. というように前分に来るべきではないか，という反論を予想した上での回答

である．校訂本注記にあるようにパーニニ文法学の伝統を背景にした議論であり，ジネーンドラブッ

ディの文法学者としての面目躍如といった感がある．
110PS I 10dの atah. について，Hattori [1968:29]は “Therefore, these three [factors of cognition]

are not separate from one another.”と訳し，atah. を「それゆえ」と解釈する．戸崎［1985:40］も

「それゆえに，（これらの）三つは別体ではない」と訳す．戸崎［1985:40, n.2］が引くように，チベッ

ト訳には de yi phyir de gsum tha dad du ma byasとある．しかし，ジネーンドラブッディは明

らかに jñānātと解釈している．PS原文を見ても pr.thakと繋がっていることからも，ジネーンドラ

ブッディの解釈がディグナーガの意図と思われる．Hattori [1968]の解釈では “from one another”を

補わねばならない．PSV 3.23–24: tasyaiva tu phalabhūtasya jñānasyaに特徴的に見られたように，

認識を母体として，認識が認識手段等として転義的に理解されるというのがディグナーガの発想法で

ある（脚注 16参照）．
111三つが円成実でないならば，では三つ（特に相分・見分の二つ）は依他起なのか遍計所執なのか

という疑問が起こるが，それについてジネーンドラブッディは踏み込むのを避けている様子である．

この問題の背景については桂［1969:15–16］参照．

*本稿は平成 23年度文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（Ｃ））「インド哲学文献に見る言葉の

意味をめぐる論争史」［課題番号 23520067］による成果の一部である．
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