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DharmottaraはApoha論で何を否定したのか？∗

九 州 大 学　　片 岡　 啓

1 問題の背景

「牛」という語（śabda）や分別（vikalpa）が直接に対象とするのは，心的なイメージすな

わち認識内の客体としての側面（ākāra, pratibhāsa, pratibimba, grāhyākāra）という肯定

的なもの（vidhi）なのか，あるいは，非牛の排除（apoha）という否定（nis.edha, prasajya-

pratis.edha）なのか，あるいは，排除に限定された肯定的なもの（apohavísis.t.avidhi）とい

う両者を合わせたものなのか．Ratnak̄ırtiの整理するところにより，仏教認識論の伝統内に

は異なる三説が知られている1．Akamatsu [1986]が明らかにするように，それぞれの論者

は，肯定論者（vidhivādin）であるŚāntaraks.ita，否定論者（pratis.edavādin, sāks.ādapoha-

vādin）であるDharmottara，折衷論者である Jñānaśr̄ımitraおよびRatnak̄ırtiに同定でき

る．肯定の後に否定，否定の後に肯定というのではなく，肯定・否定が同時に理解されると

いうのが最後の「両者理解」説の眼目である．Akamatsu [1986:79]は思想史の展開を次の

ように整理している．

Dignāga (480-540)

↓
Dharmak̄ırti (600-660)

↙↘
Śāntaraks.ita (725-788) Dharmottara (750-810)

(Vidhivādin) (Pratis.edhavādin)

↘↙
Jñānaśr̄ımitra (980-1030)

↓
Ratnak̄ırti (1000-1050)

「〈両者理解〉の思想は、既にDh[armak̄ırti]に明示されており」という小川［1981a:160］

の考察を踏まえて，「両者理解」説がDignāgaや Dharmak̄ırtiに遡るというのがこの図の含

意するところである．その根拠として「言葉は他の対象の否定に限定された諸存在を述べ

る」2というDignāgaの発言とDharmak̄ırtiの理解とが念頭に置かれてきた3．「〈両者理解〉

∗草稿段階で助言を頂いた稲見正浩，小川英世，志田泰盛，中須賀美幸，護山真也，渡辺俊和に感
謝する．本研究は JSPS科研費 23520067の助成を受けたものである．

1本稿で取り上げる「アポーハ論」の先行研究については Kataoka [2009]の Introductionで概観
を行った．主要文献（年代順に配列）については片岡［2012c:110–111］を参照．

2PSV ad 5:36: śabdo ’rthāntaranivr.ttivísis.t.ān eva bhāvān āha.
3Akamatsu [1986:79].
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の思想は、既にDh[armak̄ırti]にあり、肯定・否定の強調という問題は、歴史的に理解され

るべきでなく、アポーハ論の理論体系自体に根拠をもつということが言える」という小川

［1981a:161］の結論が示す通り，アポーハ論自体がそもそも，肯定・否定の同時理解を立

てるものだというのが，この図の示す所である．そして，その片面だけを極端に強調して

しまったのが肯定論と否定論であり，その両極端説を元に戻したのが Jñānaśr̄ımitraであり

Ratnak̄ırtiであるというのが Akamatsu [1986:79]の結論である．

「そして以上のようにして直接にこの形象が理解させられると，純粋否定も間接的に『Ｘ

は非Ｘではない』と理解される．諸実在との関係がある場合，排除された実在（自相）の

理解も，同じく間接的に，ここ（形象）から生じてくる．だからこれ（自相）も言葉の〈固

有の意味〉と転義的に呼ばれる．しかし，この二種のアポーハ（純粋否定・排除された実

在）は直接的な言葉の意味とは呼ばれない．」4というŚāntaraks.itaの自説記述から明らかな

ように，彼にとり，まず認識内の形象（ākāra, pratibimba, pratibhāsa）という肯定が理解

された後に，純粋否定や自相（外界対象）が理解される．

いっぽう否定論については，「あるいは，他者の排除が理解されると，間接的に他者から

排除されたものが確定される，というのが否定論者の見解である」5というRatnak̄ırtiの説

明が示すように，純粋否定（prasajyapratis.edha）すなわち排除作用（apoha, apohana）の

理解の後に，他者から排除されたもの（apod.ha）が理解される（否定→肯定）というのが

その内実である6．

赤松［1984:77］は，Jñānaśr̄ımitraによるDharmottara批判を次の二点に要約している．

I. Dharmottaraのもつ〈prasajyapratis.edha=anyavyāvr.tti〉重視の傾向に対

する批判

II. 概念作用の対象＝ samāropitaとする Dharmottara説に対する批判

第一の論点は，上で記述した肯定・否定の同時・異時に関わる問題である．第二の論点

は，認識内の形象に関わる問題である．本稿は第二の論点を取り上げる．筆者の主張は

「Dharmottaraはアポーハ論において内的な形象を分別の対象としては全く認めていない」

というものである7．しかし Dharmottaraが分別の対象として内的な形象を認めていない

4TS 1012–1014: sāks.ād ākāra etasminn evam. ca pratipādite/ prasajyapratis.edho

’pi sāmarthyena prat̄ıyate// na tadātmā parātmeti, sam. bandhe sati vastubhih. /

vyāvr.ttavastvadhigamo ’py arthād eva bhavaty atah. // tenāyam api śabdasya svārtha ity

upacaryate/ na tu sāks.ād ayam. śābdo dvividho ’poha ucyate//
5RNĀ 54.4: anyāpohaprat̄ıtau vā sāmarthyād anyāpod.ho ’vadhāryata iti pratis.edhavādinām.

matam.
6ソースとなる Dharmottaraの APにおける記述は赤松［1984:77–78］に訳出されている．
7筆者の主張は Jayantaによるアポーハ論の捉え方に沿ったものである．Jayantaは，Dignāgaの

「外」なるアポーハ，Dharmak̄ırtiの「内」なるアポーハにたいして，Dharmottaraの「非外非内」
なるアポーハという三段階の発展を考えている．そして後二者の対立についてMan.d. anamísraの錯
誤（vibhrama）論の用語を用いながら，ātmakhyāti 説と asatkhyāti 説の対立とパラレルなものと
して捉え直している．分別の対象として，認識自身（ātman）である内的形象が現れているのか，あ
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ということは，先行研究において誤解されてきた8．以下では，そのことを明らかにする．

2 先行研究による解釈

赤松［1984:79］は，Dharmottara について「そこでは，概念作用の対象は外界実在

（bāhya, svalaks.an. a）でもなく，また概念表象（antara, grāhyākāra）それ自体でもな

く，実は，samāropa（付託理解）という心理作用による変容をこうむった後の概念形象

（samāropita）であり，それは非-実在（avastu）で虚偽なるもの（al̄ıka）であることを主

張している」と説明する．そして更に「そこに言われる<adhyavasāya> とは，内的表象を

外界対象として認識すること（grahan. a）でも，前者を後者として創出すること（karan. a）

でも，前者に後者を結びつけること（yojanā）でもない。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（概念知による自己認識）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。このように主張

することによって，Dh[armottara]は，概念作用の対象が概念表象それ自体ではなく，ま

してや外界実在などではなく，概念表象において外界実在対象性が付託理解された結果の

もの（samāropita）であり，それは，非-実在で虚偽なるものであると主張したのである」

（赤松［1984:80–81］）と述べる．

赤松氏の理解によれば，Jñānaśr̄ımitra が厳しく批判することになる Dharmottara の

samāropitaとは，外界対象の上に付託された内的形象ということになる．「概念表象それ自

体でもない」という時の「それ自体」という表現が赤松氏の理解をよく示している．それは

「付託理解という心理作用による変容をこうむった後の概念形象」なのである．つまり，内

的形象それ自体ではないが，外界対象に付託されたものとしての内的形象なのである．「概

念形象において外界実在対象性が付託理解された結果のもの」も同じものを指している．内

的形象の上に外界対象性を付託するか，あるいは，外界対象の上に内的形象を付託するか，

いずれにしても，両者を合わせたものが samāropita（付託された結果のもの）ということ

になる．

しかし，赤松氏のこのような Dharmottara理解は，本当に正しいのだろうか．そもそも

Dharmottaraは，内的形象を認めていたのだろうか．そして，外界対象の上に付託された

るいは，虚偽なる非実在（asat）が現れているのか，というものとして対立を捉えているのである．
Jayantaの視点については Kataoka [2009]の Introduction, 片岡［2012c］，片岡［2013］，および
Hattori [2006]を参照．なお Ratnak̄ırtiは形象虚偽論を記述するに際して asatprakāśaという表現を
用いている．RNĀ 124.27–28（第二版 131.32–33）: asatprakāśa iti kim asad̄ı́svarādeh. khyātih. ,

bhāsamāno vākāro ’san, san vā na kaścit khyāt̄ıti vivaks.itam. 和訳は護山［2011:68］を参照．ま
た同箇所で khyātih.（名詞）および khyāti（動詞）という表現も用いている．asatkhyātiを念頭に置
きながら，それを asatprakāśaという表現に置換したのであろう．

8Dharmottaraのアポーハ論に関する Frauwallner [1937]の理解が不適切であることについては
Kataoka (forthcoming1)で論じた．赤松［1984］の理解の問題については，片岡［2010:271, n.55］
で簡潔に触れた．本稿はそれを全面的に展開したものである．
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内的形象を samāropitaと考えて，それを，アポーハと考えていたのだろうか．だとすると，

内的形象は Śāntaraks.itaが明示するように肯定的存在なのだから，たとえ付託を考慮に入

れたとしても，Dharmottaraのアポーハ論は，むしろ，肯定論となってしまうのではない

だろうか．あるいは，このような筆者の反論にたいして，赤松氏は，内的形象それ自体で

は肯定論となるが，〈外界対象性＋内的形象〉という両者を組み合わせたものは虚偽なのだ

から，否定論となるのだと言うのだろうか．

だとすると，この説と Jñānaśr̄ımitra 説との違いはどうなるのか．赤松［1984:81］は

「Dh[armottara]は<asat>を概念・語の対象が非-実在であることを意味すると考える。そ

れに対し，J[ñānaśr̄ımitra]は，「概念・語の対象としての概念表象が外界実在のごとくには

存在しない」という事実を意味する（ibid. 228, 21）と考えるのである」と述べている．し

かし，Jñānaśr̄ımitraと同様に，もし Dharmottaraが内的形象を認めるのならば，「概念表

象のごとくには存在しない」という捉え方は，Dharmottara説にも当てはまることになる

のではないのか9．

問題は，分別の対象としての内的形象（赤松氏の言う「概念表象」）を Dharmottaraが

そもそも彼自身のアポーハ論においては認めていない10，ということを赤松氏が見落とし

ていることにある．赤松［1984］が Dharmottaraの「付託説」として紹介したものは，実

際には，Dharmottaraが批判する反論者の見解なのである．そのことを次に確認する．

3 資料の再解釈

赤松［1984:76］が「J[ñānaśr̄ımitra]により言及・批判されるDh[armottara]説」として紹

介するＡ～Ｈという引用断片のうち，上の「付託説」はＦ（JNĀ 229.25–230.2=AP 238.19–

21）にあたる．DharmottaraのAP 238.7–22には，VācaspatimísraのNVTT. 441.8–22（最

新版の頁数）に対応する記述が存在する11．このことはAP蔵訳を校訂・独訳したFrauwallner

9Dharmottara は Dharmak̄ırti のアポーハ論を本質的には何も変更していない，という評価を
Frauwallner [1937:287]は下す（Kataoka (forthcoming1)参照）．本質において両者に意見の相違は
ないと言うのである（Frauwallner [1937:280, n.1]）．これは，Dharmottaraの āropitaの内容を〈外
界対象性＋内的形象〉という付託対象と見る場合には当然の帰結である．Dharmottaraの āropitaを
付託対象と見るならば，Dharmak̄ırti説との差異は本質的にはなくなるからである．

10Dharmottaraのアポーハ理解については，片岡［2010a:270–271］を参照．
11NVTT. 441.11–22は，AP（蔵訳）の対応個所と完全に一致するわけではない．一方，RNĀ 128.1–11

（第二版では 135.5–15)とは，ほぼ一致する（護山［2011:81, n.74］）．RNĀの当該個所はApohasiddhi

章ではなく Citrādvaitaprakāśavāda章である．その RNĀ における引用冒頭の導入部で Ratnak̄ırti

は「Trilocana も次のように adhyavasāya を批判している」（RNĀ 128.1: trilocano ’p̄ıttham ad-

hyavasāyam. dūs.ayati）と紹介する．すなわち，Trilocanaによる adhyavasāya批判として紹介して
いる（和訳は護山［2011:81］参照）．したがって次のような経緯が考えられる．Dharmottaraによる
adhyavasāya批判の個所を Trilocanaが自説に取り込んだ．その Trilocanaの adhyavasāya批判を一
部に取り込みつつ，VācaspatiはDharmottaraのAPの内容を紹介した．すなわち，NVTT. 441.11–

22に関しては，Dharmottaraの APを直接に引くのではなく，少し説明を補完した Trilocanaの記
述を持ってきたと思われる．なお，Ratnak̄ırtiは，Citrādvaitaprakāśavāda章において，より詳しく
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が記す通りである12．NVTT.の対応する記述13（およびRNĀの対応箇所14），および，JNĀ

から回収される断片（4.2のみ）を参照しながら，AP蔵訳（AP 238.7–22）の内容を整理

すると以下のようになる15．

【問】分別は自らの現れ（svapratibhāsa）という非外界対象を外界対象と思い込む．

それが分別の対象である．（AP 238.7–8）

【答】ではこの「思い込み」とは何か．1. 把握することか，2. 作ることか，3. 結び

つけることか，4. 付託することか16．（AP 238.9–10）

1. 分別が，自らの現れという非外界対象を外界対象として把握することはない17．（AP

238.10–12）

2. ［分別が，自らの現れという非外界対象を外界対象と］することもない．Ｘを非Ｘ

とすることはできないから18．（AP 238.12–13）

（四通りではなく十二通りの選言肢に分けて）adhyavasāyaの中身を検討している．護山［2011:74］
参照．

12Frauwallner [1937:258, n.1]
13NVTT. の記述内容については，Sen [2011:188–190] が紹介している．RNĀ の対応箇所は護山

［2011:81–82］に和訳がある．
14脚注 11参照
15独訳は Frauwallner [1937:258–259]．
16Cf. NVTT. 441.11–12 (=RNĀ 128.1–2): atha ko ’yam adhyavasāyah. . kim. grahan. am, āhosvit

karan. am, uta yojanā, atha samāropah. .
17Ratnak̄ırti が adhyavasāya の中身を問う選言肢の 10 番目（RNĀ 126.22: ekapratipatti）に

相当する．それが不可能であることの詳しい説明は RNĀ 127.21–22（第二版では 134.25–26, 和
訳は護山［2011:78–79］）にある．そこで「思い込みの対象が経験されることはないからである」
（adhyavaseyānubhavābhāvāt）と説明されるように，分別が内的形象を外界対象と同一と理解する
にしても，分別が外界対象を認識することは，分別の本来的な性格上（すなわち知覚対象である外界
対象を認識できないという性格上），不可能である．ＡとＢという二つを「同一」と理解するために
はＡとＢの両者を経験することが前提として必要であるが，ここで内的形象は認識できても，外界対
象を認識することは分別には不可能である．

18同じく RNĀ の選言肢の 9番目（ek̄ıkaran. a）に相当する．詳しい説明は和訳の護山［2011:78］
を参照．ek̄ıkaran. aという表現から伺えるように，本解釈（adhyavasāya = karan. a = ek̄ıkaran. a）は，
Dharmak̄ırtiの PVSV 39.7–8: dr.śyavikalpyāv arthāv ek̄ıkr.tya pravartanteに由来するものである．
即ち，Dharmak̄ırti自身の表現を最も素直に受けた（真に受けた）字義通りの解釈と見なすことがで
きる．把握説（grahan. a = ekapratipatti）や結合説（yojanā），さらには付託説（samāropa）は，こ
の ek̄ıkaran. aを更に解釈していったものと見なすことができる．すなわち「ＡをＢと思い込むこと」
を「ＡとＢとを一つにすること」（ＡをＢとすること）と解釈した上で，さらに，「ＡとＢとを同一と
理解すること」「ＡをＢに結びつけること」と解釈したのである．従って，理論的な展開順序として
は，作ること（一つにすること）→把握すること（一つと見なすこと）→結び付けること→付託する
こと（載せること）という流れが最も自然である．一つにすることとはＡとＢという二つを重ね合わ
せ完全に一体化することである．これには明らかに無理がある．この客体における同一化の不可能を
解決する策として，次に，認識上でＡとＢとを一体化すること，すなわち，一つと見なすこと（同一
視）が提案される．図式的に見れば，前二者は，ＡとＢとを融合させ一体化する．これに対して後二
者は，ＡとＢとを繋ぎ合わせる．結合は水平方向にＡとＢとを結びつけるのに対して，付託は上下方
向にＡとＢとを結び付けるという図式の違いがある．
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3. ［分別が］把握されていない自相に，自分自身（内的形象）を結びつけることもな

い19．（AP 238.13–14）

4. （分別が，自らの現れという非外界対象を外界対象に20付託することもない21．）

4.1. 付託が新得経験を先とする場合（＝内的形象を把握した後に外界対象に付

託する場合）：

分別が先に自らの現れを新得経験してから後に付託することもない．実在が二

瞬間存続することはないので，分別が先に新得経験した自身（内的形象）を後に

別の対象（外界対象）の上に付託することはありえない22．（AP 238.14–18）23

4.2. 自身の相の新得経験と外界対象への付託とが同時である場合（＝内的形象

19RNĀ の 8番目の選言肢に相当．護山［2011:78］参照．
20Trilocanaの記述では，内的形象の上に外界対象を載せるという PVinの記述とは逆に，外界対象

の上に内的形象を載せるという上下関係が想定されている．NVTT. 441.15 = RNĀ 128.5: na ca (na

ca] variant C of NVTT. , RNĀ; nāpi NVTT. ) svākāram anartham artha (artha] NVTT. ; artham

RNĀ) āropayati. 後続する Dharmottara自身の表現からも，Dharmottaraが，外界対象の上に内
的形象を載せるという上下関係を考えていることが分かる．

21RNĀ の 12の選言肢の 6番目と 7番目においては，Dharmottaraの同時・異時という下位分類と
は異なる下位分類を付託説に対して行っている．すなわち，内的形象の上に外界対象を付託するのか，
あるいは，外界対象の上に内的形象を付託するのかという上下を入れ替えた視点で下位分類が為され
ている．RNĀ 126.21–22: (6) svākāre bāhyāropah. , (7) bāhye vā svākārāropah. . 両説の否定に関す
る詳しい説明については，護山［2011:75–77］の和訳を参照．更に，前者は，同じ認識による付託と別
の認識による付託の二つに下位分類される．RNĀ 127.2: bāhyāropas tu tadākāre tatkr.to ’nyakr.to

vā syāt. 更に，同じ認識による付託は，同時と異時に下位分類される．RNĀ 127.2–3: tatkr.tatve na

tāvat tatkāla eva ... kālāntare ca ... まとめると RNĀ においては次のような下位分類が考えられて
いることになる（護山［2011:89］の科段を参照）．

6. 内的形象の上に外界対象を付託する

6.1. 同じ認識による

6.1.1. 同時に

6.1.2. 異時に

6.2. 別の認識による

Dharmottaraの言及する同時・異時は，6番目の説の第一の下位分類 6.1（認識内形象への外界対
象の付託はその認識自体によって為される）の中の更なる下位分類（6.1.1–2）として取り上げられて
いることになる．護山［2011:76］和訳の §2.3.4.2.2.2.1.2.1.1に当たる．

22刹那滅である分別知が二瞬間存続することはないとの意である（脚注 23に引用のNVTT. 441.17–

18を参照）．Ratnak̄ırtiも，分別知自身が二瞬間持続しないことを念頭に置いている．RNĀ 127.3–4:

kālāntare ca svayam evāsat, kasya vyāpārah. syāt.「また後から［同じ認識によって認識内形象の上
に外界対象が付託される］ならば，［認識］それ自身が［後からは］存在していない．何が働きを持つ
というのか．」

23独訳は Frauwallner 1937:258．Cf. NVTT. 441.15–18 (≈RNĀ 128.5–8, 第二版では 135.9–

12): na tāvad agr.h̄ıtah. svākārah. śakya āropayitum iti tadgrahan. am es.itavyam. tatra kim.
gr.h̄ıtvāropayati, atha yadaiva svākāram. gr.hn. āti, tadaivāropayati. na tāvat pūrvah. paks.ah. . na

hi vikalpavijñānam. ks.an. ikam. kramavantau grahan. asamāropau kartum arhati. RNĀの和訳は護
山［2011:81–82］を参照．
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の把握と同時に外界対象に付託する場合）：

描出対象の新得経験と同時である付託は，現れを本質としないものに他ならな

い24．（AP 238.18–21）25

［それゆえ］26非実在が分別の対象である27，というこの主張が認められるべきであ

る．（AP 238.22）28

議論の流れから明らかなように，Dharmottaraは「内的形象を外界対象と思い込む」と

いう反論者の説を１～４の可能性に分けた上で全て否定している．4.2を自説として取り

出しているわけではない29．全ての可能性を否定し終わった後に「非実在が分別の対象で

24梵語原文は JNĀ 230.1: ullekhānubhavasamānakālam. samāropan. am apratibhāsarūpam eva

(cf. 赤松［1984:76］，Akamatsu 1986:89). 解釈については論文末の補注を参照．
25AP 238.18–21: ci ste raṅ gi raṅ bźin ñams su myoṅ ba daṅ don du sgro ’dogs pa daṅ dus

mñam pa yin na, de ltar na ni ’o na snaṅ ba ñams su myoṅ ba daṅ dus mñam du sgro btags

pa snaṅ ba’i raṅ bźin ma yin pas .../. Frauwallner 1937:258–259: Sollte aber die Wahrnehmung

des eigenen Wesens und die Übertragung auf den Gegenstand zu gleicher Zeit stattfinden, so

kann das, was gleichzeitig mit der Wahrnehmung des Erscheinungsbildes übertragen wird, nicht

das Wesen des Erscheinungsbildes sein. Cf. NVTT. 441.18–21 = RNĀ 128.8–11（第二版では
135.12–15）．RNĀの和訳は護山［2011:82］を参照．

26Jñānaśr̄ımitra による引用の仕方は次の通りである．JNĀ 229.25–230.2: tatrāropitam. tāvan

na pratibhāsasparśi, yat svayam evāha “ullekhānubhavasamānakālam. samāropan. am aprat-

ibhāsarūpam eva, avastu vikalpavis.ayah. ” iti. ここで，筆者は引用文が二つの文から成ると考え
る．すなわち，次の二文である．

1. ullekhānubhavasamānakālam. samāropan. am apratibhāsarūpam eva

2. avastu vikalpavis.ayah.

そして内容的に前後のつながりを「それゆえ」と補足した．蔵訳も pas を補い，Frauwallner も
Daher を補っている．一方，McCrea and Patil [2010:93] は，引用文全体を一文と見なして次のよ
うに英訳する．“The object of conceptual awareness is the superimposition, which occurs at the

same time as the experience of delineation, which does not at all have the form of appearance

and which is not a real thing.”この解釈が不自然であるのは「apratibhāsarūpamであり avastuで
ある」という理解をしつつも，eva が一方にしかついていないことである．また，「分別の対象が付
託である」というのは，どういう意味であろうか．「付託対象」（samāropita）ではなく「付託作用」
（samāropan. a）というのは明らかにおかしい．また，Dharmottaraの AP原文の文脈を参照すれば，
ここでの主語は明らかに，同時の付託作用であって，分別の対象ではない．結果として，引用文全体
は evaで一旦文章を切って，二つに分けるしかない．

27JNĀ 230.1: avastu vikalpavis.aya iti. (Cf. 赤松［1984:76–77］, Akamatsu 1986:89)
28AP 238.21–22: dṅos po med pa rnam par rtog pa’i yul yin no źes gnas pa de yaṅ ’dod pa

yin no//. Frauwallner 1937:259: Daher steht fest, daß etwas Nichtwirkliches Gegenstand der

Vorstellung ist, und das ist gerade das, was wir behaupten. Cf. NVTT. 441.21–22: tasmād es.a

vikalpavis.ayo na jñānam. na jñānākāro nāpi bāhya ity al̄ıka evāstheyah. .
29筆者の原文理解が特殊と言う訳ではない．Sen [2011]の NVTT. 理解も筆者と同様である．すな

わち１～４の可能性全てを Dharmottara が否定しているという理解である．Sen [2011:189]: The

fourth alternative, too, is not tenable, because a cognition cannot impose its own form upon

what is its object, since it cannot do so unless it apprehends its own form. Now, do these two

acts or function (namely, apprehension and imposition) occur successively or simultaneously?
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ある」という自説を提示しているのである30．赤松［1984］は，4.2の同時付託説と，最後

の非実在説とを組み合わせた上で Dharmottaraの自説と誤解してしまっている．しかし，

Dharmottaraが意図した流れは，反論提示・四つの可能性の提示と否定・自説提示という

ものである．

反論者の意図を確認しておく．Dharmak̄ırtiは PVin II冒頭において「自らの現れという

非外界対象を外界対象と思い込むことで発動するので」31と述べた．この Dharmak̄ırti説

を念頭に置きながら，反論者は同内容を冒頭で繰り返しているのである．すなわち，反論

者は Dharmak̄ırti説に直接に立脚するものである．

これにたいして Dharmottaraは「思い込み」の意味を，把握する・作る・結びつける・

付託するの四つの可能性に分けて考察する．１～２の否定は簡単である．Vācaspatimísra

が NVTT. 441.12–13で敷衍説明するように「いくら技芸に長けた人でも，黄を青と把握す

ることも，［黄を青と］することもできないから」である．３に関しては，Dharmottaraが

説明するように，「内的形象を外界対象に結びつける」にしても，そもそも，外界対象であ

る自相は分別の対象ではないので，結びつけようがない．

最後の４が，二つの可能性に分けて考えられていることからも分かるように，反論者の真

に意図する所である．言い換えれば，Dharmottaraが最も重要と考えていた敵説であること

が分かる．それは，「内的形象を外界対象に付託する」という説である．内的形象を知覚した

後に分別が外界対象の上に内的形象を付託するという異時説（4.1）と，内的形象を知覚する

と同時に分別が外界対象の上に内的形象を付託するという同時説（4.2）とが下位分類とし

て考えられる．これは「内的形象を外界対象と思い込む」というDharmak̄ırti説を「付託」

と解釈したものである．反論者としては Dharmak̄ırtiに近い註釈家達（Devendrabuddhi,

Śākyabuddhi, Jinendrabuddhi, Karn. akagominの系統）がまず第一に考えられる．

4 付託の概念

この解釈がDharmak̄ırtiから素直に導ける穏当な解釈であることは，例えばKarn. akagomin

の記述に伺える．Dharmak̄ırtiは，PV I 68–70を敷衍説明する自註の中で「そしてそれら

（諸存在）は，それ（認識）によって［個々の］差異が覆われてしまっているので，自らは

個々別々であるにもかかわらず，非別のものであるかのように，或る相をもって立ち現れ

てくる」32と述べる．Karn. akagominは，これを受けて「『或る相をもって』すなわち，分

30Sen [2011] の解釈は筆者と同様である．Sen [2011:189]: Thus, what is revealed in a vikalpa

is neither a cognition (jñāna), nor the form of a cognition (jñānākāra), nor an external ob-

ject (bāhyārtha); and hence, it must be totally fictional or unreal (al̄ıka). This is the view of

Dharmottara.
31PVin 46.7: svapratibhāse ’narthe ’rthādhyavasāyena pravartanāt.
32PVSV 38.23–24: te ca tayā sam. vr.tabhedāh. svayam. bhedino ’py abhedina iva kenacid rūpen. a

pratibhānti.
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別知によって付託されたところのものによって」33と注釈する．「分別知が自らの相でもっ

て他（諸存在）の相を覆う」34ことで，「諸存在は或る相をもって非別のものであるかのよ

うに現れて来る」35のであるが，それは「分別知によって付託された或る相でもって」だと

いうのである．分別知が外界対象の真の姿である個別性・相互的差異を自らの相で覆い隠

しながら，それらの上に代わりに或る相を「付託する」という構造が確認できる．

Dharmak̄ırti自身は，ここで「或る相をもって」と述べるだけで，付託という言葉は用い

ていない．しかしPV III 319は「行為と行為参与者の定立は残らず全てこのようなものであ

る．個々別々だと認められているにもかかわらず，それら諸存在の上に，［行為や行為手段と

いった属性の区別を］付託することで機能するからである」36と述べている．Dharmak̄ırti

自身の用語法によれば，外界対象に付託されるのは，例えば「行為」や「行為手段」といっ

た「属性の区別」（dharmabheda）である．

また，PV I 46に対する自註には「いっぽう推論によって付託の切り捨てが行われる時，

一つの付託を切り捨てることで，他の［付託の］切り捨てが行われたことにはならないの

で，それ（他の付託の切り捨て）のために，別の［推論］が働き出す［余地がある］」37と

いう記述がある．煙から火を推論するときに行われるのは非火の付託の切り捨てである．山

という基体を丸ごと（全ての属性を含めて）理解するわけではない．山という基体の上に

ある非火の付託だけを推論によって「火がある」と切り捨てるのである．すなわち，我々

は山の上に非火を誤って載せて考えているが，それを火の推論が切り捨ててくれるのであ

る．推論知という分別は，山自体には直接触れることがない．もし触れるならば，山の全

ての属性が確定されてしまうことになるので，次に切り捨てるものが何もなくなってしま

うからである．

また，この前にあるPV I 44への自註においてDharmak̄ırtiは，貝を銀と間違える錯覚の

喩例に言及しながら，「それゆえ貝の姿を見る時，特定的なもの（自相）だけを［人は］見て

いるのである．（共通性を見ているわけではない．）しかし確定知を欠いているがために［貝

の特定的な姿を］確定できない時には，あれ（銀）との共通性を『私は見ている』と［人

は］思ってしまう．そこから彼に［貝にたいする］銀の付託がある．」38と述べている．こ

の記述から分かるように，「付託」とは，Dharmak̄ırtiの用語法では，例えば，貝の上に銀

の姿・形象（PVSV 26.15–16: rajatākāra）を誤って載せることである．

33PVSVT. 166.28: kenacid rūpen. eti vikalpabuddhyāropitena.
34PV I 68ab: pararūpam. svarūpen. a yayā sam. vriyate dhiyā/
35PV I 69cd: abhedina ivābhānti bhāvā rūpen. a kenacit//
36PV III 319（戸崎［1979:411］）: evam. prakārā sarvaiva kriyākārakasam. sthitih. / bhāves.u

bhinnābhimates.v apy āropen. a vr.ttah. //
37PVSV 27.13–15: yadā punar anumānena samāropavyavacchedah. kriyate, tadā

naikasamāropavyavacchedād anyavyavacchedah. kr.to bhavat̄ıti tadartham anyat pravartate. 引
用句の文脈・解釈については福田［2011:59–60］を参照．

38PVSV 26.19–20: tasmāt paśyan śuktirūpam. vísis.t.am eva paśyati. níscayapratyayavaikalyāt

tv aníscinvan tatsāmānyam. paśyāmı̄ti manyate. tato ’sya rajatasamāropah. .
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またこの箇所への註釈導入部において Karn. akagominは「【問】特定的な姿を把握する

ことで，貝の上に銀の付託があるわけではなく，銀の姿との共通性を見ることで，このよ

うに思い込むのである．【答】というのに対して［Dharmak̄ırtiが］答える．」39と述べてい

る．ここでは「貝の上に銀を載せること・付託」（śuktau rajatasamāropah.）が「思い込み」

（adhyavasāya）と言い換えられている．Karn. akagominにとって両者は同じ事態を指すも

のなのである．

以上の Dharmak̄ırtiの用例および Karn. akagominの註釈から理解できるように，外界実

在に別の姿を誤って載せることが「付託」（samāropa, āropa）である．「自らの現れとい

う非外界対象を外界対象だと思い込んで」（svapratibhāse ’narthe ’rthādhyavasāyena）と

いう Dharmak̄ırti の PVin の記述における「思い込み」を「付託」とする第４の解釈が，

Dharmak̄ırtiの体系に即した Karn. akagominの理解の方向と同じものであることが確認で

きた．Dharmottaraが対峙していた仏教内部の主流説と措定することができる．

実際，Dharmottara以前において Dharmak̄ırtiの最も有力な註釈者であったと考えられ

る Śākyabuddhiの註釈には，Dharmak̄ırtiの adhyavasāyātを，adhyāropātや āropyaと

註釈する個所が確認できる40．すなわち，Dharmak̄ırtiの「思い込み」を，Śākyabuddhiは

「付託」と明確に解釈しているのである．そこでは，外界対象の上に認識自らの現れを付託

するという構造が確認できる．これは Dharmottaraが上で示した第４の解釈と同じもので

ある．また，Śākyabuddhiは，「『無常』等の認識が，［認識］自らの現れの上に，別異性を

付託する（載せる）ことで働く」とも述べる41．「自らの現れの上に付託する」という構造

は，PVinの記述と同じ構造を有する．すなわち，Śākyabuddhiは，「認識自らの現れを外界

対象と思い込む」という場合の「思い込み」を，一貫して「付託」と解釈していたと推測

できるのである．

39PVSVT. 123.12–13: na śuktau vísis.t.arūpagrahe rajatasamāropah. , kim. tu yad ra-

jatarūpasāmānyam. taddr.s.t.er evam adhyavasāya ity atrāha.
40PVT. ad PVSV 76.24, Inami et al. [1992:7], Ca 7: tes.u bhinnes.u vastus.u *svapratibhāsasya

bhāvatvenādhyāropāt. dr.śyavikalpyāv arthāv ek̄ıkr.tya pravr.tter ity arthah. . etad uktam.
bhavati—yasmād bhinnavastudarśanabalenotpadyate, *utpannā ca svapratibhāsam. bhinnes.u

vastus.v āropya vartate ... (*svapratibhāsasya] corr.; svapratibhāsyasya ed. *utpannā ca] corr.;

utpannāt ed.) 「それら個々別々の実在の上に，［認識］自らの現れを存在として付託する（載せる）
からである．知覚対象と分別対象とを一つにしてから働くから，という意味である．次のことが言わ
れたことになる．［共通性の認識は］個々別々の実在を知覚することで生じてくる，そして［そのよう
にして］生じてきた［共通性の認識は］自らの現れを，個々別々の実在の上に付託してから働く，そ
れゆえに……．」

41PVT. ad PVSV 76.24–25, Inami et al. [1992:8], Cb 2: yathaiva bhinna-

vastusvabhāva*grāhyanubhavabalenotpa[nnā ani]tyādibuddhayah. svapratibhāse

bhinnabhāvādhyāropen. a pravartante, ... (*grāhyanu-] emend.; grāhyānu- ed.) 「ちょう
ど，個々別々の実在それ自体を把握する新得経験のおかげで生じてきた「無常」等の認識が，［認
識］自らの現れの上に，別異性を付託する（載せる）ことで働くのと同じように……」なお，写
本欠落部分の括弧 [ ... ] の原文は，対応する PVSVT. により補完した．PVSVT. 300.27-28:

yathaiva bhinnavastusvabhāva*grāhyanubhavabalenotpannā anityādibuddhayah. svapratibhāse

bhinnabhāvādhyavasāyena pravartamānā bhedavis.ayāh. , ... (*grāhyanu-] emend.; grāhyānu- ed.)
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以上から，Dharmottaraの当時，「自らの現れという非外界対象に外界対象（性）を付託

する」あるいは上下を逆にして「自らの現れという非外界対象を外界対象に付託する」と

いう説が，Śākyabuddhiの有力な解釈に従って，Dharmak̄ırti説として了解されていたと

推測できる42．

5 Dharmottaraの否定するもの

では，なぜDharmottaraは，Dharmak̄ırti説（として当時了解されていたもの）を否定し

なければならなかったのだろうか．彼自身の説である非実在説（虚構説）と彼が対峙する内的

形象付託説とは，どうして相容れないのか，あるいは，相容れないものとしてDharmottara

は理解していたのか．その鍵は，上の記述の前にある．「分別は内的形象を外界対象と思い

込む」という反論提示に至るまでの流れを，DharmottaraのAP（蔵訳）に沿って，確認し

ておく43．

a. 分別（vikalpa）は自相としては存在しない〈虚構されたもの〉（āropita）を［外界

対象と］思い込む（adhyavasāya）ことで生じる．［分別は］実在確定（vastuníscaya）

として生じていると認識される．しかし実際には，実在確定ではない．（AP 237.21–24）

b. 自相として存在しないものを教示する分別は，非実在（avastu）を確定している

のであって，実在を確定しているわけではない．（AP 237.24–26）

c. 【問】把握される形象（grāhyākāra）が分別の対象である．どうして〈虚構された

もの〉を［分別が］把握すると［あなたは］主張するのか．（AP 237.27–28）

d. 【答】把握される形象は自己認識（svasam. vedana）の対象であって分別の［対象］

ではない．確定されるものは全て分別の対象である．把握される形象は確定されるも

のではない．どうして分別の対象となるだろうか．（AP 237.28–31）

e. それゆえ分別は言葉と結びついた対象を確定するが，自分自身にたいしては分別で

はない．なぜなら，自分自身を確定することはないからであり，確定されないものは

分別対象ではないからである．「［確定作用によって］確定されることがない相が，ど

うして，それら（確定作用）の対象であろうか」と［PV I 57cdで Dharmak̄ırtiが］

述べている通りである．（AP 237.32–238.5

f. 【問】分別は自らの現れ（svapratibhāsa）という非外界対象を外界対象と思い込

む．それが分別の対象である．

42Śākyabuddhiの理解については片岡［2012c:123–128］で詳しく論じた．また上下の入れ替えに
ついては脚注 21を参照．

43対応する独訳は Frauwallner [1937:257–258]．
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外界対象と思いこまれるものが何か，言い換えれば，分別の対象（vikalpavis.aya）が何か

という点において，内的形象付託説と自説とが鋭く対立するとDharmottaraは考えている．

Śākyabuddhi流の解釈に従えばDharmak̄ırtiは，分別知自身の内的な現れ（svapratibhāsa），

すなわち，内的な形象（ākāra）が思い込みの対象，すなわち，外界対象に付託されるもの

だと考える．内的形象が外界対象に付託されたものが分別の対象となるのである．

これにたいしてDharmottaraは，分別の対象となるのは内的形象ではありえないと指摘

する．彼は，Dharmak̄ırtiの予想する分別知の構造を，「把握する形象」（grāhakākāra）と

対で用いられる「把握される形象」（grāhyākāra）という用語を導入しながら明確にする．

Dharmak̄ırtiの予想する分別知の内的構造は，〈把握する形象〉と〈把握される形象〉との

二つに分かれる．いわゆる能取・所取である．いま，分別という能取の対象となるのは所

取としての〈把握される形象〉である．この把握される形象が外界対象の上に誤って載せ

られたものが分別の対象である．このように Dharmak̄ırtiは考えていることになる．

しかし，能取が所取を捉える時，認識自身が自分自身を捉えているのだから，それは分

別ではなく自己認識（svasam. vedana）という知覚の一種となってしまう．すなわち，自分

自身にたいしては，分別知は分別ではない．したがって，言葉と結びついていない内的形

象という純粋な知覚対象を分別対象と考えることは，「分別＝言葉と結びついたものの確定」

という定義からして矛盾することになる．このように Dharmottaraは指摘する．

同じ内容を，分別の対象（vikalpavis.aya）ではなく言葉の意味（śabdārtha）という視点

から，後に Dharmottaraは「認識と異ならないものが言葉の表示対象だと，どうして考え

ることができようか」44とも述べている．認識と異ならないので，像（pratibimba）は，自

相となるので，言葉の表示対象と考えることができないのである45．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．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．

6 Dharmottaraの自説

では，Dharmottara自身が考える分別の対象・言葉の表示対象とは何なのか．それは端

的に非実在（avastu）であり，彼が〈虚構されたもの〉（āropita）と呼ぶ所のものである46．

それは AP冒頭の帰敬偈において「分別知によって，他者から区別された相――認識でも

44AP 241.6–7: śes pa daṅ tha dad pa ma yin pa sgra’i brjod byar yoṅs su brtags par ji ltar

’gyur ro/. 独訳は Frauwallner [1937:262]: Und wieso können sie sich vorstellen, daß etwas von

der Erkenntnis nicht Verschiedenes durch die Worte ausgedrückt wird?
45AP 241.5–6: śes pa daṅ tha mi dad pa’i phyir gzugs brñan raṅ gi mtshan ñid yin yaṅ sgra’i

brjod byar yoṅs su brtags par ji ltar ’gyur te/. 独訳は Frauwallner [1937:262]: Wieso können ...

sich vorstellen, daß das Spiegelbild in der Erkenntnis, welches wegen seiner Nichtverschiedenheit

von der Erkenntnis eigenes Merkmal ist, durch die Worte ausgedrückt wird?
46Dharmottaraの āropitaが「付託されたもの」ではなく「虚構されたもの」と解釈されるべきも

のであることについては，Kataoka （forthcoming2）で詳しく論じた．
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なく外のものでもない――が描出される．そして同じもの――非真実の虚構されたもの―

―を語りつつ，勝者は，真実を世人に説いた．」47と Dharmottaraが述べるように，「非真

実のもの」（nistattva），「虚構されたもの」（āropita）と呼ばれるものである．それは，認

識（buddhi）でもなく外界にある（bahir）わけでもない．「分別によって虚構される対象は

〈全くの非存在〉（atyantāsat）である」48．Vācapatimísraが「それゆえ，この分別対象は，

認識でもなく，認識内形象でもなく，外のものでもないので，虚偽のものに他ならないと

定まることになる」49と敷衍説明するように「虚偽のもの」（al̄ıka）である．

以上から明らかなように，Dharmottaraは，内的形象を外界対象に付託するという説を

批判する．この説は実際には Śākyabuddhi流の解釈に従ったDharmak̄ırtiの理解と同じも

のである．Dharmottara当時，Dharmak̄ırtiの自説はこのように理解されていたと推測で

47テクストは石田（forthcoming）に依拠する．詩節全体は以下の通り（韻律は śārdūlavikr̄ıd. ita）．

buddhyā kalpikayā viviktam aparair yad rūpam ullikhyate

buddhir no na bahir yad eva ca vadan nistattvam āropitam/

yas tattvam. jagato jagāda vijaȳı nih. śes.ados.advis.ām.
vaktāram. tam iha pran. amya śirasāpohah. sa vistāryate//

詳細については Ishida [2008]，片岡［2013:36–37, n.28］，石田（forthcoming）を参照．なお，vadan
を含む構文のニュアンスに関して，「まさにそれは，非真実の虚構されたものに他ならないと述べられ」（石
田訳）ではなく，「非真実の虚構されたものを語りつつ」と訳出したほうが，世俗の言語表現に依って非真実
のものを語りながら真実を説いた（vadan nistattvam ... tattvam. ... jagāda）という対比構造が明瞭に
浮かび上がってくる．ここで āropitamが中性単数であるのは rūpamに係っているからである．Jayanta
の記述においても同様に āropitaは何らかの名詞を受けている．Kataoka [2009:472(27).8]: āropitam.
kiñcid ākāramātram. ; Kataoka [2009:471(28).9]: kaścid āropita ākārah. ; Kataoka [2009:470(29).9]:

āropitākāra; Kataoka [2009:468(31).10]: āropita ākāro; Kataoka [2009:466(33).6–465(34).1]:

āropitam. rūpam; Kataoka [2009:465(34).10]: kaścid āropita ākāro; Kataoka [2010b:179(102).4]:

āropitārtha; Kataoka [2010b:174(107).3]: āropitākāramātram. . 単独で āropita が用いられる例
（Kataoka [2009:465(34).1–2]: bāhyāropitayoh. ; Kataoka [2010b:173(108).3]: āropitena）も ākāra

等が省略されていると見なすのが適当である．また片岡［2013:37］で関説した清弁の『般若灯論』の
帰敬偈については，Avalokitavrata註を取り上げた西山［2010］の詳細な研究がある．先行研究もそ
こに網羅されている．さらに，分別対象の「ぬえ」的で虚偽的な側面を強調するDharmottaraの帰敬
偈に関しては，Dharmak̄ırtiの PV I 77を関連ソースとして挙げることができる．PV I 77: tasyām.
yad rūpam ābhāti bāhyam ekam ivānyatah. / vyāvr.ttam iva nistattvam. par̄ıks.ānaṅgabhāvatah. //

「それ（分別知）には或る相が外にあるかのように，単一であるかのように，他から排除されたかの
ように現れてくるが，［その相は］非真実のものである．というのも［厳密な］考察の対象とはなら
ないからである．」興味深いことに，註釈で Karn. akagomin は「認識の相は虚偽なので」（PVSVT.
189.30: buddhirūpasyāl̄ıkatvāt）と述べ，Dharmottaraの立場に表現までもが近づいてしまってい
る．Sucaritaは，ŚV apoha v. 1への註釈において，PV I 77を引用した直後に「またこれは，認識形
象論者達にも共通のシュローカである」（ŚVK 2622.5–6: es.a ca jñānākāravādinām api sādhāran. ah.
ślokah.）と述べている．Sucaritaは，Jayantaと同様に，認識形象論者と虚構論者とを対比的に眺めて
いる（ŚVK 2615.11–12: svākāra evety eke. kalpitam. nistattvam al̄ıkam ity anye）．この Sucarita

の発言から，PV I 77が，Dharmottaraの立場にも通じるソースとして認められていたことが確認
できる．

48AP 253.15–16. 独訳は Frauwallner [1937:277]．
49NVTT. 441.21–22: tasmād es.a vikalpavis.ayo na jñānam. na jñānākāro nāpi bāhya ity al̄ıka

evāstheyah. .
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きる．それにたいして Dharmottaraは，内的形象ではなく，内でも外でもない虚偽の非実

在が虚構されると主張した．ここには鋭い対立がある．そしてその対立を Dharmottara自

身，十分に意識していた．だからこそ彼は内的形象を立てる反論者を登場させて，様々な

可能性（１～４）を検討し，完全に葬り去るのである．

もちろん，Dharmak̄ırti本人を表だって Dharmottaraが批判するわけにはいかない．し

たがって Dharmottaraは，Dharmak̄ırtiの真意は別の所にあるという形をとって内的形象

説を批判することになる．実際，Dharmottaraは，自身の虚構説と矛盾する Dharmak̄ırti

の発言について会通を図っている．すなわち，内的形象を明らかに認める Dharmak̄ırtiの

発言を取り上げ，それが内的形象ではなく虚構としての対象（āropita）として解釈される

べきことを主張する50．Dharmottaraは確信犯的に Dharmak̄ırtiを読み替えていったので

ある51．

7 結論

赤松［1984］は，内的形象付託説をDharmottara自身の非実在説だと思い込んだ．しか

し両説は鋭く対立する．そしてDharmottara自身，その対立を意識している．Dharmottara

にとっての āropitaとは赤松氏の考えたような「samāropa（付託理解）という心理作用に

よる変容をこうむった後の概念形象（samāropita）」や「概念表象において外界実在対象性

が付託理解された結果のもの（samāropita）」ではない．それは内的形象とは端から無縁の

非実在（avastu）であり虚偽なるもの（al̄ıka）である．認識の中に成立する所取が外界対象

に付託されるという説そのものを，Dharmottaraは繰り返し批判しているのである．赤松

氏の論考「Dharmottaraの Apoha論再考」は，その根底から Dharmottara説を誤解して

しまっている．Dharmottaraの批判からは，Dharmak̄ırtiの理解および Dharmak̄ırtiの本

意に沿った当時の解釈を批判し，アポーハ論の内実を内的形象説から虚構説へ変えること

で，他学派からの批判に備えアポーハ論を擁護しようという意図が読み取れる．今後，ア

ポーハ論史上における Dharmottaraの位置付けについて再度「再考」する必要がある．

筆者は，Jayantaによるアポーハ論批判を考察の出発点としながら，一連の論考を発表し

てきた．アポーハ論展開史における Dharmottara説の位置付けに関して，現在の筆者の見

立てを記しておくならば，大略以下のようなものとなる．

Dignāgaにとってのアポーハは，彼自身が adravyaと言うように（PSV ad V 36c），非

実在であり，端的に非存在なるものであった．それはバラモン側の tadvat説が主張する実

在する普遍のような実在性を持ったものではない．もしアポーハが何らかの意味で実在性を

50Dharmottaraが会通を図った箇所は赤松［1984:79–80］に指摘されている．Dharmottaraの会
通の内容については Kataoka (forthcoming1)参照．

51なぜ Dharmottaraが Dharmak̄ırtiの自説を放棄しなければならなかったのか，いかなる不備を
Dharmak̄ırti説の中に見つけたのか，いいかえれば，Dharmottaraはいかなる（隠れた）Dharmak̄ırti

批判を念頭に置いて再解釈を試みたのか，その動機については Kataoka (forthcoming1)で論じた．
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有するならば，Dignāgaが tadvat説に向けた批判は成立しなくなる．〈普遍を持つもの〉を

語意とする場合には，語から語意への指し示しが普遍に介在されてしまう．すなわち「語→

普遍→普遍を持つもの」となるので，語の意味が間接的で二次的になってしまう．この間接

性の過失を Dignāgaは「それ（普遍）を持つもの」（tadvat）説に指摘した（PS V 4ab）．

これに対して Dignāga自身の説である「他の対象の排除に限定されたもの」（PSV ad V

36d: arthāntaranivr.ttivísis.t.a）すなわち「アポーハに限定されたもの」説では，アポーハ

は，介在作用を持たないが故に，tadvat説と同じ基本構造（語→アポーハ→アポーハを持

つもの）を有しながらも，tadvat説に見られる間接性は語意に関して生じないとされてい

る（PS V 36c）．ここから分かるように，Dignāgaにおいてアポーハは，実在する普遍と

は違って，透過性を有した単なる非存在と考えられていた．

聖典解釈学の Kumārilaは，この Dignāgaのアポーハを，まず非存在（abhāva）と捉え

直す．ここまでは Dignāga自身の理解に沿ったものである．しかし Kumārilaは，アポー

ハという非存在（apoha=abhāva）を，彼自身の存在論（および非存在論）に従って，実在

性を持ったものと解釈し直す．すなわち本来，世界のどこかに明確に位置付ける必要すら

なかった Dignāgaのアポーハについて，その存在論的な位置付けを厳しく問うた．ヨーグ

ルトの非存在がミルクの存在に他ならないように，非存在はそれ自体単独で成り立ってい

るわけではなく，何らかの実在基盤を必要とするというのがKumārilaの非存在についての

基本的理解である．言い換えれば，非存在は存在の有するもう一方の側面であり，外界に

確実に在るものである．このようにしてKumārilaは，Dignāgaのアポーハを存在論の足枷

に繋いだ上で，様々な批判を展開する．しかし Dignāga自身にとってアポーハは，「外に在

るのか内に在るのか」といったような存在論に関わるものではそもそもなかった．

Dharmak̄ırtiは，Kumārilaの批判を受けて，存在論から離れるのではなく，むしろ，ア

ポーハが成立する実在基盤を明らかにする方向に進む．すなわち，自相からいかにして内的

形象が立ち現れ，それが排除と関わるのかを明らかにしようとした．これは Dignāgaが本

来意図したアポーハ論とは，むしろ逆の方向に進むものだと筆者は考える．アポーハの実在

基盤を明らかにする方向に進んでしまったのである．そして，Śākyabuddhiや Śāntaraks.ita

に至っては，内的形象を第一義的な意味でのアポーハと見なすようになる．ここにアポー

ハの実在基盤が内的形象（すなわち認識）として確立されることになった．アポーハは「内

に在る」ことになった．

アポーハの実在基盤を明らかにしようとする方向に明確に反対したのが Dharmottara

である．すなわち彼はアポーハを「外でも内でもないもの」と考える．そこにあるのは，

Kumārilaが捉えたような外在化の方向でもなく，Dharmak̄ırtiやその註釈者達が推し進め

たような内在化の方向でもない第三の方向である．それは，存在論から離れることである．

これは，Dignāgaの本来的意図に沿うものである．このような意味で，すなわち，アポー

ハを単なる非存在・端的に無いものと考え，その実在性を拒否する点で，Dharmottaraの
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「非外非内説」を Dignāga説への回帰と筆者は考える52．

略号表および参照文献

Apohaprakaran. a (by Dharmottara)

AP See Frauwallner [1937].

Jñānaśr̄ımitranibandhāvali

JNĀ Jñānaśr̄ımitranibandhāvali. Ed. Anantalal Thakur. Patna: Kashi Prasad

Jayaswal Research Institute, 1987.

Tattvasaṅgraha(pañjikā)

TS(P) Tattvasangraha of Ācārya Shāntaraks.ta with the Commentary Pañjikā of Shri

Kamalash̄ıla. Ed. Dvārikadāsa Śāstr̄ı. 2 vols. Varanasi: Baudha Bharati,

21981, 21982.

Nyāyakan. ikā

NKan. Vidhiviveka of Śr̄ı Man. d. ana Mísra with the Commentary Nyāyakan. ikā of

Vācaspati Mísra. Ed. Mahāprabhulāl Gosvāmı̄. Varanasi: Tara Printing

Works, 1986.

Nyāyavārttikatātparyat.ı̄kā

NVTT. Nyāyavārttikatātparyat.ı̄kā of Vācaspatimísra. Ed. Ananthalal Thakur. New

Delhi: Indian Council of Philosophical Research, 1996.

Pramān. avārttika

PV I See PVSV.

PV III See Tosaki [1979] [1985].

Pramān. avārttikat.ı̄kā (by Śākyabuddhi)

PVT. See Inami et al. [1992].

Pramān. avārttika-svavr. tti

52また，Dharmottaraのアポーハ論を捉えるにあたっては，背景にあると考えられる形象虚偽論・形
象真実論の対立を考慮に入れる必要がある．これに関しては片岡［2012c］，Kataoka (forthcoming2)

で論じた．Citrādvaitaprakāśavādaにおける Ratnak̄ırtiの記述を見ても，apoha論との関連は濃厚
である．護山［2011］［2012］といった最新の Ratnak̄ırti研究の成果を取り入れながら，この論点に
ついても考察を進める必要がある．

66



PVSV The Pramān. avārttikam of Dharmak̄ırti : the First Chapter with the Autocom-

mentary . Ed. Raniero Gnoli. Roma: Istituto Italiano per il Medio ed Estremo

Oriente, 1960.

Pramān. avārttikasvavr. tti-t.ı̄kā

PVSVT. Ācārya-Dharmak̄ırteh. Pramān. avārttikam (Svārthānumānaparicchedah. )

Svopajñavr. ttyā Karn. akagomi-viracitayā Tat.t.ı̄kayā ca sahitam. Ed. Rāhula

Sāṅkr.tyāyana. Allahabad, 1943.
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Ślokavārttikakāśikā
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(Bulletin of the Institute of Eastern Culture), 90, 55–70.

Inami, Masahiro, Kazunobu Matsuda, Tadashi Tani
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脚注 24への補注

ullekhānubhavasamānakālam. samāropan. am apratibhāsarūpam evaという表現について，

通常の行為（kriyā）の意味で ullekha（描出行為）を解釈するならば，内的形象が立ち現れて

くる描出という行為自体を新得経験すること（anubhava）と解釈可能である．すなわち描出

作用が直に経験されている事態を指す．この場合，ullekhānubhavasamānakālam. というの

は，「描出作用を新得経験するのと同時の」ということを意味することになる．Dharmottara

自身が帰敬偈（脚注 47）において rūpam ullikhyateという表現を用いていることが参考と

なる．この場合，ullekhānubhavaとは rūpollekhānubhavaを意味することになる．

一方，ullekhānubhavaを AP蔵訳は「現れの新得経験」（AP 238.20: snaṅ ba ñams su

myoṅ ba）と訳出する．文脈から，この 4.2では形象把握・付託の同時を述べているので，付

託と同時であるべき内的形象の把握（svākāragrahan. a）が ullekhānubhavaと述べられてい

ることになる．すなわち svākāra=ullekha, grahan. a=anubhavaである．対応するNVTT.の

記述（Trilocanaによる説明）が参考になる．NVTT. 441.15–17 = RNĀ 128.5–7: na tāvad

agr.h̄ıtah. svākārah. śakya āropayitum iti tadgrahan. am es.itavyam. ... atha yadaiva

svākāram. gr.hn. āti tadaivāropayati. すなわち蔵訳は ullekhaを「内的形象」（svākāra）

と考えている．この場合，ullekhaは「描出対象」という行為対象（karman）を意味するこ

とになる．すなわち ullekhaは ullikhyamānaに等しい．直前の 4.2冒頭文の AP訳が raṅ

gi raṅ bźin ñams su myoṅ ba (*svarūpānubhava)となっているのも，この解釈を支持す

る．描出対象である認識それ自体（認識内形象）の新得経験・把握が ullekhānubhava (=

*ullikhyamānasya svarūpasyānubhavah. )である．

問題解決に資する記述は，RNĀ 128.12–22にも引用されるVācaspatiのNyāyakan. ikā に

見つかる（NKan. 184.8–19）．Vācaspatiは adhyavasāya批判の一環として，「［内的形象に］
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外界対象を付託する」（artham āropayati）と言われる時の「付託」を検討する中で，次の

ような選択肢を立てる．

1. 分別知の自体の新得経験（svarūpānubhava）そのままが付託（āropa）

2. 自体の新得経験とは別の作用（vyāpārāntara）が付託

2.1. 継時（krama）：自体の新得経験の後に付託

2.2. 同時（samānakālatā）：自体の新得経験と同時に付託

Dharmottara では継時・同時が問われるだけであった自体の新得経験と付託について，

Vācaspatiは更にその前提として，両者が同一か別かという選択肢を立てているのである．

「新得経験＝付託」とする選択肢１の同一説は次のように否定される（本文は校訂の優れ

る RNĀ の読みに従う）．NKan. 184.10–11 = RNĀ 128.14–15 (第二版では 135.18–19):

na tāvat pūrvah. kalpah. , anubhavasamāropayor vikalpāvikalparūpatayā dravakat.hinavat

tādātmyānupapatteh. . 「まず第一の選択肢はない．なぜならば，新得経験と付託とは，［そ

れぞれ］無分別・分別を本質とするので，液体と固体のように，同一ではありえないから

である．」（Cf. 護山［2011:83］の和訳．）まず確認すべきは，Vācaspatiが svarūpānubhava

と表現していることである．これは Dharmottaraの ullekhānubhavaに対応するものであ

り，また，APの 4.2冒頭の raṅ gi raṅ bźin ñams su myoṅ baに正確に対応するものであ

る．すなわち ullekhānubhavaを「描出対象の新得経験」と解釈していることが分かる．次

に注目すべきは，自体の新得経験が無分別，付託が分別と同定され，両者の本質の違いが

指摘されていることである．そして，無分別・分別の本質の違いの故に，両者が同一では

ありえないことが結論づけられている．

svarūpānubhava(=avikalparūpa) ∕= samāropa(=vikalparūpa)

両者の本質が違うという指摘は，Dharmottara の「付託は現れを本質としない」

（samāropan. am apratibhāsarūpam eva）に対応するはずである．すなわち，「付託は現れを

本質としない」という指摘は，「描出対象の新得経験は現れを本質とするのに対して，付託は

現れを本質としないので，両者は同一ではありえない」ということを含意するはずである．

1. ullekhānubhava=svarūpānubhava=pratibhāsarūpa

2. samāropan. a=apratibhāsarūpa

ここでの「現れ」（pratibhāsa）というのは，現れることという作用を指していることにな

る．それは知覚作用（pratyaks.a）であり無分別であり，さらに言えば，認識が認識内形象を捉

える作用なので自己認識作用（svasam. vedana）である．上の 2.2の選択肢（新得経験と付託と

いう別個の作用が同時に起こることの否定）に関するVācaspatiの記述が参考となる．NKan.

184.14–19 = RNĀ 128.17–22 (第二版では 135.22–26): anubhavasamāropau samānakālāv
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iti cet. bhavatu samānakālatvam. kevalam. ātmā svabhāvasthita eva vedyah. , parabhāvena

vedane svarūpavedanānupapatteh. . tathā cātmā jñānasya grāhyagrāhakākāro ’nubhūtah. ,

arthaś ca samāropitah. . na tv ātmā vedyamānah. samāropitah. , nārthah. samāropyamān. ah.

pratyaks.avedyah. . sa ca samāropah. sato ’sato vā grahan. am eva. na ca jñānātiriktasya

grahan. am. sam. bhavat̄ıty upapāditam.「【問】［別々の作用である］新得経験と付託とは同

時である．【答】というならば，単に同時にあるだけとするがよい．（両者の対象は同一では

ありえない．）［認識］それ自体は，それ自身の在り方であるものとしてのみ認識される．他

の在り方で認識される場合には，［それはもはや］自体認識ではありえないからである．す

なわち，それ自体とは，認識が持つ所取形象・能取形象であり，それは新得経験されるもの

である．また［外界］対象が付託されるものである．しかし，認識されるそれ自体は付託さ

れるものではないし，付託される［外界］対象は知覚により認識されるものではない．そし

て，その付託というのは，有の，あるいは，非有の把握に他ならない．しかし認識とは別

のものが把握されることはありえない．このことは既に論拠付けた．」（Cf. 護山［2011:83］

の和訳．）ここでは，新得経験と付託の違いが，それぞれの対象の違いをもって明らかにさ

れている．

1. ātman=svarūpa=anubhūta=pratyaks.avedya=grāhyagrāhakākāra

2. artha=samāropita

その中で，新得経験と付託の違いも明らかにされている．所取形象・能取形象をそれ自体

として直接に知覚するのが自体の新得経験である．これに対して付託（内的形象の上に載

せる作用）は，認識とは別のものである外界対象（それは有・非有のいずれかである）を掴

まえてくることである．対比的に「知覚」という言葉が用いられているように，また，上

で「無分別・分別」の対立が強調されていたように，付託は知覚ではない．両者は本質を

異にし，対象を異にする．したがって，たとえ同時にあったとしても，単に同時にあるだ

けであって，同じ対象を操作することはありえない．

以上から，「現れを本質としないものに他ならない」（apratibhāsarūpam eva）というDhar-

mottaraの発言は次のように解釈できる．描出対象の新得経験（内的形象の把握）は「［内

的形象が］現れる」という作用を本質とするものであり，これは，無分別の知覚である．こ

れに対して，「載せる」という付託作用は「現れる」という作用を本質とするものではない．

それは有分別の働きであり知覚ではない．付託作用は，描出対象の新得経験とは本質を異

にするものである．別の作用である以上，付託作用は，描出対象の新得経験と同時には（同

一の認識が持つ作用としては）ありえない．

また，adhyavasāyaの解釈をめぐる十二分類の内の第 6番目の Ratnak̄ırtiの記述も参考

となる．RNĀ 127.2–3: tatkr.tatve na tāvat tatkāla eva vyāpārāntaram anubhūyata iti

kutas tadāropah. . 「同じ［認識］によって［認識内形象に外界対象の付託が］為されたと

する場合，第一に，［認識が生じたのと］全く同時に，［それとは］別の働き（付託）が新得経
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験されることはない．したがって，どうして，それ（外界対象）の付託があろうか．」（Cf.

護山［2011:76］の和訳．）ここでは，分別知が生じた時，すなわち，描出対象が新得経験さ

れている時に，それとは別の作用である付託の方は新得経験されていないことが指摘され

ている．

付託同時説を批判するTrilocanaの記述（RNĀ 128.8–10 = NVTT. 441.18–20）も参考に

なる．彼は，両者の操作対象の対比を次のように描く．

1. avikalpasvasam. vedanapratyaks.a = vikalpākāra = aham. kārāspada

2. anaham. kārāspada = samāropyamān. o vikalpena

まず，分別知内の形象（vikalpākāra）は，無分別の自己認識の知覚対象（avikalpasvasam. -

vedanapratyaks.a）であり，自我意識の対象（aham. kārāspada）である．これに対して分別

によって付託される対象（samāropyamān. a）は，自我意識の対象ではない（anaham. kārās-

pada）．すなわち内的なものではない．したがって，両者の操作対象は「非別と理解されえ

ない」（RNĀ 128.9–10: na śakyo ’bhinnah. pratipattum）のである．

付託同時説に関する説明方法の発展史は，それぞれの文脈上に明らかな含意も含めると，

次のように整理できる．

Dharmottara: （自体の新得経験は現れることを本質とするが）付託は現れる

ことを本質としない．（両者は同一ではない．したがって同時にはありえ

ない．）

Trilocana: 両者の対象は同一ではありえない．（したがって同時にはありえない．）

Vācaspati: 両者は同一ではありえない．別の作用である．（別々の作用がたとえ

同時にあったとしても）両者の対象は同一ではありえない．

Ratnak̄ırti: 自体の新得経験と同時にそれとは別の作用（付託）が新得経験され

ることはない．

Dharmottaraは描出対象の新得経験と付託とが同時にはありえないことの根拠を，両者

の本質の違いに求めた．本質を異にするものは同時にはありえないという前提がここには

ある．Trilocanaは，両者の本質の違いを，両者の対象が違うことから説明した．Vācaspati

は，Dharmottaraの真意を，両者は「同一ではありえない」（tādātmyānupapatti）と明確

に表現した．また，「別の作用」（vyāpārāntara）という表現を用いて両者の別異性を的確に

表現した．そして，Dharmottaraの論点とTrilocanaの論点とを論理的にうまく接合し，選

択肢を整理し直した．Vācaspatiの再整理を受けて，Ratnak̄ırtiは，別の作用が同時には新

得経験されないことを簡潔に指摘した．

＜キーワード＞ Dharmottara, apoha, samāropa, āropita

（九州大学大学院准教授，博士（文学））
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