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ヴァーツヤーヤナ、ウッディヨータカラと
世親の 唯識二十論

倶舎論 （上)
森 山

清

徹

〔抄 録〕
ニヤーヤ学派のヴァーツヤーヤナ、ウッディヨータカラは、ニヤーヤスートラ、
NS 4‑2‑23から4‑2‑34に至る注釈において、世親の 倶舎論 (AKBh.)の全体 (avayavin）批判、原子積集説及び

唯識二十論 （Vs）における全体、原子論批判を取

り上げ論難することを通じ自学派の哲学の正当性、原子無部分論を提示している。論
難の対象とされるものは、特に Vs からはその自注も含め十二 に及ぶ。そこには、
世親の全体批判、原子の有部分を論拠とすること、唯識派の空の解釈と表象のみ
（vijnaptimatra）の理論、夢の中での認識の問題及び行為とその結果（業果）の問
題が取り上げられている。これらは、部分とは別な全体（avayavin）を立て、全体
すなわちドラヴィヤを始めとする六つの言葉の対象（padartha）の実在を主張する
ニヤーヤ学説とは、悉く異なり対照的である。換言すれば、世親の学説を論破し原子
無部分論を確定しないことには、ニヤーヤ学説の正当性は樹立し得ないことになるの
である。また、世親の Vs が、その後、ヴァーツヤーヤナ、ウッディヨータカラによ
りニヤーヤ学説の正当性を主張する上で、どう扱われているかを知ることは唯識思想
史上からも看過し得ない。

キーワード 世親、 唯識二十論 、原子論、ヴァーツヤーヤナ、ウッディヨータカラ

ニヤーヤ学派と 唯識二十論 （Vs）
ニヤーヤ学派のヴァーツヤーヤナ、ウッディヨータカラとが、世親の Vs に表される唯識無
境（表象のみ）の立論、それは全体（avayavin）
、原子（paraman
）批判を通じ樹立される、
･u
に反論するものは、以下の世親説に対してである(１)。それは、
(1）全体批判
(1‑1) 部分（avayava）と別な単一な全体（avayavin）は存在しない（Vs k.11)(２)
(1‑2) ニヤーヤ学派が立てる運動（karman, kriya）のうち行くこと（gamana）に関して、
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行った所と行っていない所という対立したことがあり得る故、単一な全体は存在しない、さも
なければ一歩で全てを行くことになる（Vs k.15）
(2）原子批判
一、多及び部分（avayava）という点からの原子（paraman
）批判（Vs kk.11,12,14）
･u
(3）相対的な空の問題
人無我、法無我は、一切に関しての空ではなく所取、能取に関しての空である故、表象のみ
（vijnaptimatra）が空ではなくとも、矛盾はない（Vs k.10）
(4）夢の中での認識の問題及び行為とその結果の問題
表象のみであっても、夢の中での如く空間的、時間的限定があること及び行為とその結果があ
ること（Vs kk.1,2,3,7,16,17,18）
本稿では(1)―(3)を扱いその該当する NBh. NV の訳出と共に表す。紙数の関係で(4)は別
稿にて発表する。なお、(1)の特に(1‑2)はダルマキールティによる全体批判にも影響を与えた
と考えられる。(1)―(3)は、シャーンタラクシタ、カマラシーラ、ハリバドラらに後期中観派
による離一多性を立証因とする無自性論証の樹立や唯識派の相対的な空性に対し絶対的な空性
を立て論難するものに取り入れられている。
１．
［1A］
［1B］
［1‑1〜3］の解説
NS 4‑2‑23と NS 4‑2‑24 とは共に、ニヤーヤ学派にとっての対論者の見解として原子は有
部分であることが表され、それに対しニヤーヤ学派は原子の無部分を標榜する構図となってい
る。NS 4‑2‑25では、それらが順に扱われ、ニヤーヤ学派は、その注釈において NS 4‑2‑23と
NS 4‑2‑24との対論者の見解を詳細に論難し原子の無部分であることを論じている。これらの
内容を示すと、対論者の原子の有部分論を表す NS 4‑2‑23をヴァーツヤーヤナの注釈には、
･
形 (sam
sthana）は部分（色彩の原子）の集結したもの（avayavasannivesa）であることが

表わされている。これは世親が、(1)AKBh［1‑1〜2］で経量部説として形は実体として存在
するものではなく、長いなどの形は原子の状態で存在するのではなく、多く［の部分である色彩
･
の原子］が集結した（sam
）場合に、同様に長いなどの［形］の仮の設定がある、と表
nivis
･t
･a

明する内容を指示していると思われる。これは、形の原子は認められないが、色彩の原子を認
め、それの集結したものが形であるから、色彩の原子が集結し得る限り、世親にとってそれは
有部分を意味すると理解できよう。したがって、ヴァーツヤーヤナは NS 4‑2‑23を解説する
に際し［1A］
、AKBh における世親の経量部説［1‑1〜2］を取り上げていると考えるのである。
［1A］NBh pp.1064,2‑4 ad NS 4‑2‑23
･

･

//23//
murttimatam ca samsthanopapatter avayavasadbhavah
･
･

･

･

･

･

･

･

paricchinnanam hi sparsavatam samsthanam trikon
･am caturasram samam pariman
･d
･alam
･

･

ity upapadyate, yat tatsamsthanam so ʼ
vayavasannivesah
･,pariman
･d
･alas can
･avas tasmat
savayava iti//23//
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･
［反論者の主張］また［諸原子は］部分を有する。諸の物体（murttimat）には形（sam
sthana)

が具わっているから（NS 4‑2‑23）。
･
なぜなら、諸の限定された触れられるもの（物質）の形（sam
sthana）は三角であり、四角で

あり、等しく［あるのが］球形（pariman
）であるということになる。その形というもの
･d
･ala
は部分（色彩の原子）の集結したもの（avayavasannivesa）である (３)。また、諸原子は球形
（pariman
)(４)である。したがって諸の部分（色彩の原子）を有するもの（savayava）で
･d
･ala
ある。
［1B］NV p.1064,13‑15 ad NS 4‑2‑23
･

//23//
murttimatam
･ ca samsthanopapatter avayavasadbhavah
･
･
1067,16 ad NS 4‑2‑25) iti sam
savayavah
sthana･ paraman
･avo murttimattvad (cf NV p.
･

･

･

･

vattvac ca savayava iti /samsthanavat savayavam dr
･s
･t
･am ghat
･adi, samsthanavantas ca
1064,4) //23//
paraman
･avah
･,tasmat savayava iti (NBh. p.
(５)
･
［反論者の主張］
また［諸原子は］部分を有する。諸の物体（murttimat）には形（sam
-

sthana）が具わっているから（NS 4‑2‑23）。
（宗）諸原子（paraman
）は部分を有する（savayava）。
･u
（因）物体としての性質（murttimattva）があるから(６)。
というのは、また［諸の物体は］形を有する性質があることから、諸の部分を有するというこ
とである。形を有する などが部分を有するものであることが見られる。また、諸原子は形を
有するものである(７)。したがって諸の部分を有するものである。
［1‑1］AKBh. p.194,13‑18
･

･

･

/
nasti samsthanam dravyata iti sautrantikah
･ ekadinmukhe hi bhuyasi varn
･a utpanne
･

･

dı
rgham rupam iti prajnapyate /tam evapeks
yasi hrasvam iti /caturdisam bhuyasi
･yalpı
･

･

/
/
caturasram iti /sarvatra same vr
latam ekasyam
･ttam iti evam sarvam tadyatha ʼ
･ disi
･

desantares
rgham iti pratı
yate sarvato
･v anantares
･u nirantaram asu dr
･syamanam dı
･

･

/
/‑‑‑
dr
･syamanam man
･d
･alam iti na tu khalu jatyantaram asti samsthanam
･

/
tasman nasti dravyatah
･ samsthanam
･
実体という点からは、形（sam
。なぜなら、一
sthana）は存在しないと経量部は［主張する］

つの方面をもったより多くの色彩（varn
）が生起している場合、長い色形（rupa）であると
･a
仮に設定される。その同じ［一つの方面］に依存して、より小さい［色彩が生起している場
合］短い［色形である］と［仮に設定される］
。四方としてより多く［の色彩が生起している
場合］四角であると［仮に設定される］
。全ての［面］に等しく［色彩が生起している場合］
球形（vr
）であると［仮に設定される］
。同様に、全ての［形］が［仮に設定されて］存在す
･tta
る。例えば、松明（alata）が一方向において、間隔のない諸の別の場所で連続的に速やかに見ら
れているものが長いということであると認識される。全ての点から見られているものが球形、円
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（man
）であると［認識される］
。他方、別の種類の（実体としての）形は存在しない。‑‑‑
･d
･ala
したがって、実体という点から形は存在するのではない。
［1‑2］AKBh. p.195,5‑10
･

･

･

/
yac capi kimcit sapratigham rupam asti tad avasyam paraman
･au vidyate
/（k.3b1）
na can
･au tat
･

･

･

na ca samsthanam paraman
rghadi /tasmad bahus
･au vidyate dı
･v eva tatha samnivis
･t
･es
･u
･

･

･

/
dı
rghadiprajnaptih
rghadisa･ atha matam samsthanaparaman
･ava eva tatha samnivis
･t
･a dı
･

･

･

/
mjnam labhanta iti /so ʼ
yam kevalah
･ paks
･apatas tes
･am asiddhatvat siddhasvalaks
･a･

･

/
n
･anam
･ hi tes
･am
･ samcayo yujyate na ca samsthanavayavanam
･ varn
･adivat svabhavah
･
･

/
siddha iti kuta es
･am
･ samcayah
･
また、何らかの抵抗性のある色形（rupa）であるものは、必ず原子（paraman
）の状態で存
･u
在する。
それ（長いなどの形）は、原子の状態で存在するのではない（k.3b1）
。
･
また、長いなどの形（sam
sthana）は原子の状態で存在するのではない。したがって、多く
･
［の色彩の原子］が集結した（sam
）場合に限って、同様に長いなどの［形］の仮の設
nivis
･t
･a
･
定がある。もし、同様に、集結した諸の形の原子（sam
）自体が、長いなど
sthanaparaman
･u

の名称を得ると考えるなら、それは単にこの偏向した考えに立つこと（paks
）に過ぎな
･apata
い。それら（諸の形の原子）は成立しないからである。なぜなら、諸の自己の特徴が成立して
･
･
いるそれらのものには、集合（sam
caya）が合理的である。しかし、諸の形の部分（sam-

）などのように［原子としての］自性（svabhava）が成立
sthanavayava）には色彩（varn
･a
していないから、どうしてこれら（諸の形）の集合が存在しようか［諸の色彩だけに集合が存
在する］
。
［1‑3］AKBh p.195,10‑15
･

･

･

/
yat tarhi varn
･as cabhinno bhavati samsthanam ca bhinnam dr
･syate mr
･dbhajananam nanu
･

･

･

coktam yatha kr
rghadisamjna prajnapyate yatha ca pipı
li･tva varn
･e (samnivis
･t
･avarn
･e) dı
･

･

/
kadı
nam abhede pankticakradı
nam
･ bhedah
･ prajnayate tatha samsthanasyapi yat tarhi
tam api(tamasi)durad va varn
nam
ni pasyanti varn
･am apasyantah
･ sthan
･vadı
･ dairghyadı
･am
･

･

･

eva te tatravyaktam dr
rghadiparikalpam kurvanti /panktisenaparikalpavat /
･s
･t
･va dı
･

･

･

ittham caitad evam /yat kadacid anirdharyaman
tram avya･aparicchedam samghatama･

/
ktam dr
･syate kim apy etad iti
そうであっても、また諸の土器（mr
）にとって色彩は区別されないが、しかし形
･dbhajana
･
･
（sam
sthana）は区別されることが見られるではないか。例えば、集結した色彩（samnivis
･-

）に関して長いなどの名称が仮に設定されるように。また、例えば、蟻（pipı
t･avarn
lika）
･a
･
などには区別はなくとも、
［集合した場合］行列（pan
kti）や輪などの区別が知られるように、
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それと同様に［色彩の区別はなくとも］形の［区別が知られる］と述べられた。そうであれば、
闇の中で、あるいは遠方から柱（sthan
）などの色彩（varn
）を見ない人々が、長さ（dair･u
･a
ghya）などを見る。その場合、彼等は不明瞭な色彩だけを見て長いなどという構想をする。
［色彩の区別はなくとも］行列や軍隊を構想するように (８)。また、それはその通りである。
ある時は確定した区別のない不明瞭な総体だけが見られる。このことが何か問題となろうか。
２．
［2A, 1］〜［3B, 10］の解説
一方、NS 4‑2‑24の注釈において［2A, 1］ヴァーツヤーヤナは、対論者の主張として原子
の結合ということを、さらに具体的に 前後の二なる原子と結合している中央に存在している
原子は前後の二原子を隔て、それぞれの部分（bhaga）で結合する。全面的に結合する場合は、
全面的に一つとなる> という主旨を表わしている。このことをウッディヨータカラは NS 4‑2
‑25の注釈中［3B,7］、 によって表したものが世親の Vs k.12であると言明している。したが
って、ヴァーツヤーヤナは NS 4‑2‑23を解説するに際し、AKBh.に表される世親の経量部説
を、また NS 4‑2‑24の注釈［2A,1］において同じく世親の Vs k.12をウッディヨータカラに先
立ち取り上げ、それぞれ共通した方法で、すなわち原子よりもさらに小さなものは存在しない
ということにおいて原子の部分は否定されると論難し、また部位の区別であるから原子に単一
･
･
性はないとい う Vs k.14abに も［3A］で 形（sam
sthana）や 結 合（samyoga）が あ る か ら

［NS 4‑2‑23,24］諸原子には部分があるという論理は無限遡及［NS 4‑2‑25］となるから、
原子は無部分で単一であり得ると反駁し、原子の無部分説を主張する。
さらに、ウッディヨータカラは世親の原子有部分説は無限遡及になるという NS 4‑2‑25の
注釈で［3B,1］
、(1)を

原子は物体（murttimat）であるから部分を有する> を対論者によ

る主張命題と見なし、ウッディヨータカラにとって原子は無部分であり物質であるから、因は
不確定（anekanta）であることを指摘する。また

有部分な原子は単一な原子を前提とする

から作られたもの（kr
）である> という主張命題には喩例が存在せず、またニヤーヤ学
･taka
派の無の分類の一つである結果が起こる以前の無（pragabhava）も成立しない。世親にとっ
て、色形（rupa）などと別な原子は認められず、それらは同一であるから、別々でないもの
の間に色形は原子からなるという所有関係は成立しない。(2)に関しては［3B,6］
、ヴァーツ
ヤーヤナが指摘するのと同様、微細なものよりさらに小さな原子は存在しないことを述べ、ま
たウッディヨータカラは世親の Vs k.12を引用し、以下の批判を表明している。すなわち k.
12ab に対しては、原子に関して諸の位置（desa）は全く存在しないから原子は無部分である。
したがって、世親の指摘する k.12cd での同一の位置（samanadesa）にあることになるとい
う矛盾も起こらないと反駁する。さらにウッディヨータカラは

部位の区別を根拠に原子の単

一性はあり得ない> という Vs k.14ab を引用し［3B,10］、それに対 し て は、部 位 の 区 別
（digdesabheda）は存在しないから原子の単一性は揺るがないと弁明する。
［2A, 1］NBh pp.1064,5‑8 ad NS4‑2‑24
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･

samyogopapattes ca //24//
(９)

madhye sann an
･uh
･ purvaparabhyam

･

･

/
an
･ubhyam
･ samyuktas tayor vyavadhanam kurute
･

vyavadhanenanumı
yate purvabhagena purven
･an
･una samyujyate,parabhagena paren
･an
･una
･

･

･

samyujyate, yau tau purvaparau bhagau tav asyavayavau, evam sarvatah
･ samyujyamanasya sarvato bhaga avayava iti /
･
［対論者の主張］また［原子には］結合（sam
。
yoga）が具わっているから（NS 4‑224）

前後の二なる原子（an
）と結合している中央に存在している原子は、その二（前後の二なる
･u
原子）を隔てよう。
［中央に存在している原子は］前（東）の部分（bhaga）で［後方の原子
と］隔てられている前方の原子と結び付けられ、［中央に存在している原子は］後ろの部分で
［前方の原子と隔てられている］後方の原子と結び付けられると推定される。その（中央の原
子の）前後の部分とは、これ（中央の原子）の二なる部位（avayava）である［中央の原子は
単一ではない］
。同様に［中央の原子が前後の原子と］全体（単一）的に（sarvatas）結合し
ているものには、全体（単一）的に諸部位としての諸部位がある（一つの原子と同じ大きさと
なり集合としての多ではない)(10)。
［2A, 2］NBh. pp.1064,9‑1065,6 ad NS4‑2‑24
･
･
yat tavan murtimatam samsthanopapatter avayavasadbhava (NS 4‑2‑23) iti atroktam /
･

kim uktam vibhage ʼ
lpataraprasangasya yato nalpı
yas tatra nivr
･tter an
･vavayavasya
･

(11)

can
･utaratvaprasangad an
･ukaryapratis
･edha iti

･
/yat punar etat sam
yogopapattes ceti

･
/
(NS 4‑2‑24) sparsavattvad vyavadhanam asrayasya cavyaptya bhagabhaktih
･ uktam

/
catra sparsavan an
･uh
･ sparsavator an
･voh
･ pratighatad vyavadhayako na savayavatvat
･

･

sparsavattvac ca vyavadhane satyan
ti bhagabhaktir bhavati
･usamyogo nasrayam vyapnotı
･

･

bhagavan ivayam iti /uktam catra vibhage ʼ
lpataraprasangasya yato nalpı
yas tatravasth･

(12)

anat tadavayavasya can
･utaratvaprasangad an
･ukaryapratis
･edha iti

//24//

［ヴァーツヤーヤナによる答論］まず、［原子は］部分（avayava）を有する。［原子は］諸の
･
物体には形（sam
。このことに関しては答えられ
sthana）が具わっているから（NS 4‑2‑23）

ている。
［反論］何が答えられたのか。
［答論］より小さなもの（alpatara）となったものが分割（vibhaga）される場合、それより
もさらに小さなもの（alpı
）の部分は否定
yas）はないということにおいて、微細なもの（an
･u
されるから、またより微細なものとなってしまうから、微細なもの（an
）の結果であること
･u
は否定されるからである(13)。
･
［反論］また結合（sam
［原子
yoga）が具わっているから（NS 4‑2‑24）というこのことは、

は］触れ得るものである限り、妨げられること（vyavadhana）を引き起こす。また［結合
は］依存するもの（他の原子）の全てに行き渡らない故（avyaptya）
（妨げられて結合しない
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部分も存在するから）
、
［原子は］部分に分割されるもの（bhagabhakti）である。
［答論］この場合、原子は触れ得るものであるが、妨げられるもの（vyavadhayaka）である。
触 れ 得 る 二 原 子 に は 抵 抗（pratighata）が 存 在 す る か ら で あ る が、部 分 性 を 有 す る
（savayavatva）からではないと答えている。
［反論］また触れ得ることを具えている性質があるから、妨げられること（vyavadhana）が
存在する場合、原子の結合は依存するもの（他の原子）に全面に渡っているのではない（結合
しない部分もある）から、
［原子は］部分に分割されるものであり、これ（原子）は部分を有
するもの（bhagavat）であるかのように存在する。
･
［答論］また、上で指摘された（uktam
。より小さなものとなったものが分割される
catra）

場合、それよりもさらに小さなものは存在しないということにおいて、その（微細なもの）の
部分となる（avasthana）から、またより微細（an
）なものとなってしまうから、微細なも
･u
のの結果であることは否定される(14)。
［3A］NBh.pp.1065,7‑1071,3 ad NS 4‑2‑25
･
･
4‑2‑23)sam
murtimatam
yogopapattes ca (NS 4‑2‑24)
･ ca samsthanopapatteh
･ (NS
･

paraman
･unam savayavatvam iti hetvoh
･
4‑2‑25）
anavasthakaritvad anavasthanupapattes capratis
･edhah
･ (NS
･

･

yavan murttimad yavac ca samyujyate tat sarvam savayavam ity anavasthakarin
･av imau
･

hetu sa canavastha nopapadyate /satyam anavasthayam satyau hetu syatam,tasmad
･

apratis
yam niravayavatvasyeti /vibhagasya ca vibhajyamanahanir nopapadyate
･edho ʼ
･

･

tasmat pralayantata nopapadyate iti / anavasthayam ca pratyadhikaran
･am dravyavaya･

･

･

vanam anantyat pariman
･abhedanam gurutvasya cagrahan
･am samanapariman
･atvam ca//25//
vayavavayavinoh
･ paraman
･vavayavavibhagad urdhvam iti
･
［仏教徒の主張］また［原子は部分を有する。
］諸の物体（murtimat）には形（sam
sthana）

が具わっているから（NS 4‑2‑23）。
･
また結合（sam
yoga）が具わっているから（NS 4‑2‑24）。

［ニヤーヤ学派の主張］諸原子には部分があるというという二つの論理（hetu）は、無限遡及
となるから、また無限遡及は妥当しないから［原子は無部分であるということを］否定するこ
とはできない（apratis
4‑2‑25）
。
･edha)(NS
物体（murttimat）である限り、また結びつけられる限り、そのすべてのものは、部分を有す
るもの（savayava）であるという(15)この二つの論理は無限遡及となり、また無限遡及は妥当
しない。無限遡及が正しい場合、（物体であるから、結びつけられるからという）二つの論理
は正しいことになろう。したがって、これ（二つの論理）は無部分性（niravayavatva）
（単
一性）を否定することはではない（apratis
）
。また、分割（vibhaga）にとって、分けら
･edha
れているものの減損（hani）はあり得ない。したがって［原子にとって］解体（pralaya）の
― 7―
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倶舎論 （上）(森山清徹)

究極（無）はあり得ない。また無限遡及である場合、諸のドラヴィヤの部分は無限となるから、
また諸の分量の区別には重さを把握することがない。また原子を部分に分割（paraman
･vavayavavibhaga）した後では部分（avayava）と全体（avayavin）との両者は同じ分量のも
の（無）となる(16)。
［3B］NV p.1065,13‑18 ad NS 4‑2‑24
･
samyogopapattes ca (NS 4‑2‑24）/anavasthakaritvad anavasthanupapattes capratis
･edhah
･
･
･
･
･
･
/savayavatvam
/
(NS 4‑2‑25）
samyogitvad iti sutrarthah
･ nanv idam sutram samsthanava･

･

･

ttvad ity anenaiva caritartham samyogavises
･asya samsthanasabdenabhidhanat na caritar･

･

･

･

･

･

tham,avayavasamyogavises
･asya samsthanatvenabhidhanat samyogamatram ca samyoga･

/
sabdenabhidhı
yata iti na dos
･ah
･ tatra murtir namavyapino dravyasya s
･ad
･vidham parima･
･
･
･
･
/ sam
n
rgham hrasvam paramahrasvam paraman
sthanam nama
･am an
･u mahad dı
･v iti
･

･

/
pracayakhyah
praptipurvika praptir iti /
･ samyogah
･ samyogo ʼ
･
［仏教徒の主張］また結合（sam
yoga）が具わっているから（NS 4‑2‑24）

［ニヤーヤ学派の主張］無限遡及となるから、また無限遡及は妥当しないから［原子は無部分
であるということを］否定することはできない (apratis
）（NS 4‑2‑25）。
･edha
（宗)
［原子は］部分という性質を有したものである。
（因)結合するという性質があるから(17)。
というのがスートラ（cf NS 4‑2‑24）の意味である。
［先のNS 4‑2‑23では］形を有する性質
･
･
がある（sam
sthanavattva）からというのは、実際には［形に限定された］特殊な結合（sam･
）だけが、この形という言葉（sam
［形
yogavises
sthanasabda）によっていわれているから。
･a

に限定された特殊な結合を］このスートラ（NS 4‑2‑24）は、実際にはいっていない。
［NS 4
･
･
‑2‑23では］部分の特殊な結合（avayavasam
）が、形という性質（sam
yogavises
sthanatva）
･a

によっていわれているから、しかし［NS 4‑2‑24では］結合という言葉によって単なる結合
･
（sam
yogamatra）がいわれているから、誤りはない。

その場合、(1)物質（murti）というものは限定されたドラヴィヤに存在し、六種の側面
（pariman
）がある。［すなわち］小さい（an
）、大きい（mahat) 、長い（dı
、短い
rgha）
･a
･u
（hrasva) 、最も短い（paramahrasva）、最も小さい（paraman
）というものである。(2)
･u
･
･
形（sam
sthana）というのは集合（pracaya）と呼ばれる結合（samyoga）である。(3)結合
･
（sam
yoga）とはまだ出会っていないものが出会うことである。

［3B, 1］NV pp.1065,18‑1066,7 ad NS 4‑2‑25(18)
(19)

yat tavat murtimattvat savayava iti

tan na ,anekantat yah
･ paraman
･or avayavah
･ sa

/
murtimam
･ s ca niravayavas cety anekantah
･ atha murtimattvat tasyapy avayavah
･ santi
･

･

/
evam sati trut･ir ameyah
･ prapnoti, gurutvasamkhyapariman
･air ity uktam atha tavan
murtimad vibhajyate yavad anta iti anto niravayava iti vacyam /athanto vibhagah
･ sa na
yuktah
nupapatter iti /
･,vibhagasya vibhajyamanair vina ʼ
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［ニヤーヤ学派の主張］まず、［諸原子は］部分を有する。
［諸原子は］物体としての性質
（murtimattva）があるから、ということは［正しく］ない。不確定（anekanta）であるか
ら。原子の部分というものは、物体であり、部分をもたないもの（niravayava）である。し
たがって［部分をもたない物体が存在するから、因は］不確定である。もし、それにも物体と
いう性質（murtimattva）があるから、諸部分が存在するなら、そうであれば、微細なもの
（trut･i）は［部分をもたないから］量り得ないものとなる。重さ、数、広がり（pariman
）
･a
としても［量り得ない］と（NS 4‑2‑17で)(20)いわれた。もし、まず物体が分割される限り、
極限に至るまで［分割される］から、極限は無部分（niravayava）であると言われなくては
ならない。あるいは、極限が分割（vibhaga）されるということは不合理である。分割される
ことなしに分割はあり得ないからである。
［3B, 2］NV p.1067,2‑8 ad NS 4‑2‑25
etavac caitat syat paraman
･vanto vibhagah
･ pralayanto va ananto va yadi paraman
･vanto
･

/
/ ･ punar
ʼ
nekantah
･ vyahatam bhavati paraman
･ur murtimam
･ s ca na ca savayava iti kah
･

･

･

atra vyaghatah
･ niravayavam murtimantam ca paraman
･um pratipadyase, savayava iti ca
･

/
/
bravı
s
･i pratipattya vyahanyate anante pralayante ca vyaghatah
･ trut
･er ameyatvaprasan･

/
gah
･,vibhagasya canadharatvaprasangah
･ savayavah
･ paraman
･ur iti ca pratijnapade vya･

hate /katham iti savayavasabdasyarthah
yarabdham samanajatı
yasritam
･ samanajatı
/
avayavah
･ tadadhara iti savayavah
･ paraman
･ur iti bruvata karyavises
･ah
･ paraman
･ur ity
･

/
uktam bhavati /karyavises
･ah
･ paraman
･us ceti vyahatam
またその限り、以下のようになろう。分割（vibhaga）は、(1)原子を極み（anta）とするの
であるのか、あるいは(2)解体を極みとすること（pralayanta）であるのか、あるいは(3)果
てがないこと（ananta）であるのか。もし、(1)［分割は］原子を極みとするなら、
［部分を
もたないから］不確定（anekanta）となる。原子は物体（murtimat）であり、しかし［原子
は極限であるから］部分を具えたもの（savayava）ではないということは矛盾である［結合
をみとめているから、原子は部分を有するというから］
。
［反論］さらにこの場合、何が矛盾であるのか。
［答論］
（原子が極みであると主張する場合）原子を部分をもたないもの（niravayava）であ
り、物体（murtimat）であると汝は認める。それにもかかわらず、
［物体であるから］部分を
有 す る（savayava）と 汝 は 主 張 す る。［そ の 主 張 は 先 に 原 子 を 無 部 分 と］述 べ た こ と
（pratipatti）と矛盾する。(3）果てがないことに関して、及び(2）解体を極みとすることに
関して矛盾がある。微細なもの（trut･i）は量り得ないものである。また（vibhaga）分割には
基体としての性質がないこと（anadharatva）になる。原子は部分を有するものである(21)とは
主張における二つの言葉が矛盾している。どうしてであるのか。部分を有するという言葉の意
味は同類のもの（samanajatı
ya）によって設けられた同類のものによって依存されるものを、
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それを基体とする部分のことである。原子は部分を有するものであると述べることによって原
子は特殊な結果（karyavises
）であると言われたことになる。特殊な結果であることと原子
･a
であることとは矛盾する（原子は究極的な原因であって結果ではない）
。
［3B, 3］NV p.1067,8‑13 ad NS 4‑2‑25
･

athaikaparaman
･ur purvakatvam paraman
･oh
･ pratipadyase, tatha ca na paraman
･uh
･
･

/
savayava iti nasyavayavah
･ santi, kim tu kr
･takah
･ paraman
･upurvakatvat etac ca na,
･

dr
sti,ekena carabhyaman
･s
･t
･antabhavat ekam karan
･am iti na dr
･s
･t
･anto ʼ
･asya paraman
･or na
/
karan
ti na pragabhavo yuktah
･asamagryapeks
･an
･am astı
･ yasya pragabhavo nasti tasya
/
cotpado ʼ
pi na yuktah
nam
･ athaikasabdapurvakatve sati sabdadı
･ pragabhavadi prati･

･

padyate tad apy asiddham naikam karan
･am asti asrayadyapeks
･ah
･ sabdah
･ sabdantaram
karotı
ti /
また原子には前提として単一な（無部分な）原子（原因）が存在すると汝によって承認されて
いる。また同様に原子は部分をもつものではないから、これ（原子）には諸部分が存在しない
ということである。そうではなくて、
（宗）［原子は］作られたものである。
（因）原子を前提としているから。
しかし、これは妥当しない。喩例は存在しない（作られたものは原子以外に存在しない）から、
単一な原因が存在するという喩例は存在しない。また単一なものによって設けられている原子
には原因の総体に依存することは存在しないから、
［原子を前提とするなら結果が起こる］前
の非存在（pragabhava）は不合理である［原因の時点で結果が存在することになる］
。
［結果
が起こる］前の非存在が存在しないもの（原因の時点で結果が存在するもの）には、また生起
することも不合理である（すでに結果が存在するから）
。もし音などにとって単一な音（eka、
sabda）を前提とすること（原因）が存在する場合（結果はすでに存在することになるから）
諸の音にとって［結果が起こる］前の非存在（pragabhava）が認められる、ということも成
立しない。
［音には］単一な原因は存在しない。基体などに依存している音が別の音を設ける。
［3B, 4］NV pp. 1067,14‑1068,5 ad NV 4‑2‑25
･

pratipadyapi caikaparaman
･upurvakatvam paraman
･oh
･ kah
･ savayavarthah
･ katamas tatrnavayavah
ti atha karan
･ katamas tatrnavayavı
･am evavayava iti na karyaparaman
･ukale
(22)

/
karan
ti savayavartho vaktavyah
･aparaman
･ur astı
･ murtimattvat savayavah
･ paraman
･ur
･

iti bruvan
･o vikalpatah
･ punah
･ paryanuyojyah
･ keyam murtih yaya murtya murtiman para･
/
(1) arthantaram (2) anarthantaram
man
va paraman
･ur iti satyam
･ ca murtau kim
･or

/
murtir iti (1)yadi rupadivises
･o murtir na bhavatpaks
･e taya murtya muriman kascana na
･

･

ca rupadiviyatiriktam praman
･ena paraman
･um pratipadyase, sarvapakars
･aprapta rupa(2)na canarthantarabhave
daya eva paraman
rupadayo rupadimantah
･uh
･,na ca rupadibhı
･,
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･

/
matubvyutpadanam pasyamah
･
原 子 に は 単 一 な 原 子（原 因）を 前 提 に す る と 認 め て も、
［原 子 が］部 分 を 具 え て い る
（savayava）という意味は何であるのか。そこにおいて、どれが部分（avayava）であるの
か。そこにおいて、どれが全体（avayavin）であるのか。もし原因こそが部分であるという
ことなら、結果としての原子が存在するとき、原因としての原子（部分）は存在しない［刹那
滅である］から、部分を具えていること（savayava）の意味を説明しなくてはならない。物
体としての性質（murtimattva）があるから、原子は部分を具えていると主張する者(23)は、さ
らに選択肢の点から問われなくてはならない。この［部分を有する］物質（murti）とは何で
あるのか。ある物質という点で原子は物体（murtimat）であるのか。また物質が存在する場
合、(1）物質は原子と別なものであるのか、(2）別なものでないのか、(1）もし、物質が色形
(rupa) などの特殊性をもつなら、汝の学説（bhavatpaks
）
［経量部説］においては、その
･a
［色形と別な］物質（murti）という点で物体（murtimat）は何ら存在しない［色形の塊に他
ならない、唯識 は い か な る 意 味 で も 物 体 を 認 め な い］
。ま た、プ ラ マ ー ナ に よ っ て 色 形
（rupa）などと別な原子を汝（世親）は承認しない(24)。原子はすべてを減損した（apakars
･aprapta）色形（rupa）などに他ならない。また色形などによって色形などが色形などを具え
るものなのではない（同語反復となるから、色などとは別な基体が存在しなくてはならない）
。
(2）また（物質は原子と）別なものでない（
［部分を有する］物質が原子と同じである）なら、
我々は所有の接尾辞（matup)(25)から派生することを見ない［所有の接尾辞は別々のものにお
いてあるから、したがって物質は原子からなるものとはいえない］
。
［3B, 5］NV p.1068,5‑11 ad NV 4‑2‑25
nanu dr
narthantarabhave ʼ
pi matuppratyayo yatha hastimatıseneti na dr
･s
･t
･o ʼ
･s
･t
･a iti
･

/
/
brumah
･ yatha ca sena arthantaram tathoktam iti asati carthantarabhute paraman
･av
asatyam
･ ca murtau savayavah
･ paraman
･avo murtimattvad iti vakyasyartho rupadayo
rupadimanto rupadimattvad iti /etena pat･o murtimattvat savayava iti pratyuktam /na ca
･

･

rupadivyatiriktam pat･am pratipadyase, na murtimattvam, atha ca murtimattvat savaya/
vah
s
･ pat
･a iti ca bravı
･i vyatirekabhyupagame vyaghatah
･,anabhyupagame narthah
･ si･

/
dhyatı
ti dr
･s
･t
･antasyobhayadharmasiddhatvat na pat
･e savayavatvam murtimattvartha iti
［仏教徒の主張］別なものが存在しないとしても(区別されなくとも）、所有の接尾辞（mat(26)

）軍隊のように
uppratyaya）が見られるではないか。例えば、象を具えた（hastimatı

。

［ニヤーヤ学派の主張］以上の（別なものでなくとも所有を意味する接尾辞が用いられる）こ
とは見られるものではないと我々は述べる。また、例えば軍隊は［構成要素である象とは］別
なものであるとそれと同様に答えられている(27)。また、
［物質と］別なものとしての原子が存
在しない（それらが同一である）場合、また［原子としての］物質（murti）が存在しない場
合、
― 11―
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（宗）諸原子は部分を具えている（savayava）
。
（因）［諸原子は］物体としての性質（murtimattva）があるから。
という推論の意味は
（宗）色形（rupa）などは色形などを有している。
（因）［色形などは］色形などを具えている性質があるから。
ということ（同語反復）になる。このことによって、
（宗）布（全体）は部分を有している。
（因）［布は］物体としての性質があるから。
と答えられる。また、色形（rupa）などと別な布（全体）を汝（世親）は認め（pratipadyase）
ない（汝にとって色形こそが布である)(28)。［布とは別に］物体としての性質を［認め］ない
（それらが別々でなければ所属関係は成立しない）。それにもかかわらず、
（宗）布は部分を有する。
（因）［布は］物体としての性質があるから。
と主張する。
［布は部分と］別であると承認するなら、
［汝にとって］矛盾が存在する。
［別であると］承認
しないなら、目指す事柄は証明されない（同じなら、所有関係が成立せず、布は部分をもたな
い）から喩例は両方（部分をもたないことと物質であることと）の性質が成立するから、布
（全体）に関して部分としての性質があること（savayavatva）は物体としての性質がある
（murttimattva）という意味ではない（それらは別々である)(29)。
［3B, 6］NV p.1068,11‑17 ad NS4‑2‑25(30)
･
･
4‑2‑24) iti vyakhyatam /sam
etena savayavah
･ paraman
･avah
･ samyogopapatter (NV
･

/
yogasyabhyugame vyaghatah
･ anabhyupagame paraman
･utvad iti hetvarthah
･ sam･

･

sthanavises
･avattvam tu asiddham ya evarthah
･ savayavatvad iti, sa evarthah
･ samstha･

･

/
navises
･avattvad iti atha samsthanam asarvagatadravyapariman
･am pratipadyethah
･,
･

･

･

evam sati murtisattvena samsthanavattvam caritartham iti pr
･thag na vaktavyam mur･

･

/
ttimattvat samsthanavises
lpataraprasan
･avattac ceti uktam catra vibhage ʼ
･gasya yato
(31)
･
/
nalpı
yas tatravasthanat an
･vavayavasya can
･utaratvaprasangad an
･ukaryapratis
･edha iti

［仏教徒の主張］このこと故に、
（宗）諸原子は部分を有するものである。
(32)
･
（因）［諸原子は］結合（sam
yoga）が具わっているから（NV 4‑2‑24) 。

という。
［ウッディヨータカラによる弁明］
［諸原子に］結合が承認されるなら、
［諸原子と結合とは別
であるから］矛盾が存在する。
［諸原子に結合が］承認されないなら（諸原子と結合とは同じ
ということになるから）
、原子としての性質であるからということが因（hetu）の内容となる。
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･
他方、
［原子が］特殊な形（sam
sthana）を具えていることは成立しない（それらは同じであ

るから）
。部分を具えている性質があるから、という意味が特殊な形を具えている性質がある
･
から、という意味に他ならない。もし、形 (sam
sthana)ということが全てに行き渡ったドラ

ヴィヤとしての領域（pariman
）をもたないものである（形をもたないものもある、虚空、
･a
時間、方角、マナスであろうか）と汝が理解するなら、そうであれば、物質としての存在
（murtisattva）という点で形を有する性質があることが実際の意味となるから（両者は同じ
ことになるから）、別々に物体としての性質がある（murttimattva）から、また特殊な形
(33)
･
（sam
sthana）を具えているから というべきではない［同じ内容をくり返していることに

･
なるから無意味である］
。また、上で指摘された（uktam
。より小さなものとなったも
catra）

のが分割される場合、それよりもさらに小さなものは存在しないということにおいて、微細な
ものの部分は留まる（avasthana）から、またより微細（an
）なものとなってしまうから、
･u
微細なものの結果であることは否定される(34)。
［3B, 7］NV pp.1068,18‑1069,2 ad NS4‑2‑25
･
yat punar etat samyogopapatter (NS 4‑2‑24)madhye sann an
･uh
･
･
/
purvaparabhyam (NBh. p.1064,6 ad NS 4‑2‑24)sambadhyamanah
･ savayavah
･ ayam eva

carthah
yate
･ karikaya gı
･

/
s
･at
･kena yugapad yogat paraman
･oh
･s
･ad
･amsata
･

// (Vs k.12）
s
･an
･n
･am samanadesatvat pin
･d
･ah
･ syad an
･umatrakah
･
･

paraman
･uh
･ s
･ad
･bhih
･ sambadhyamanah
･ s
･ad
･amsah
･ prapnoti, bhinnadesatvat sambandha･

･

･

nam /atha samanadesah
･ sarve samyogah
･ s
･an
･n
･am paraman
･unam pin
･d
･ah
･ paraman
･umara/
kah
･ prapnoti
［反論］また、このことは、結合することが具わっているから（NS 4‑2‑24）
、前後の［原子］
と結合している中央にある原子は(35)部分を有する。まさしくこの意味が

によって唱えられ

ている。
同時に六個と結びつくから原子には六つの部分があることになろう。六個が同一の位置にある
（samanadesatva）から丸い固まりも一原子の分量となろう（Vs k.12)(36)。
六つと結合している原子は六つの部分があることになる。諸の結合には区別された位置
（bhinnadesa）が存在するからである。もし、すべての結合が同一の位置（samanadesa）で
起こるなら六つの原子は一原子のみの固まりとなる。
［3B, 8］NV p.1069,2‑7 ad NS4‑2‑25
/
yadi dve dve dravye adhikr
yate tato ʼ
bhinnadesah
･tyabhidhı
･ atha paraman
･unam
･ samban･

･

dhinam paraman
yate tato ʼ
nekaih
･um adhikr
･tyabhidhı
･ samyogah
･ samanadesa iti na kincid
/
badhyate /yat punar etat samanadesah
･ paraman
･ava iti,tatra,anabhyupagamat desa eva
･

/
tavat paraman
ti kutah
･au na santı
･ samanadesa bhavis
･yanti na ca kincid dravyam
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/
samanadesam astı
ty asiddho dr
･s
･t
･antah
･
［答論］それぞれ二つのドラヴィヤ［原子］に関して、［前後の原子と結合している中央にあ
る原子が］いわれているなら、そのことから諸の区別された位置は存在しない（abhinnadesa）
。
もし、諸原子の結合している原子に関して、
［前後の原子と結合している中央にある原子が］
･
い わ れ て い る 場 合、そ の こ と か ら、多 な る［原 子］と の 結 合（sam
yoga）が 同 一 の 位 置

（samanadesa）で起こると決して論難されるものではない。また、諸原子が同一の位置にあ
ることになるということは、その場合、認められないからである。まず原子に関して諸の位置
（desa）は全く存在しないから、どうして同一の位置にあるということがあろうか。また同
一の位置にあるいかなるドラヴィヤも存在しない。
（一原子のみからなる丸い固まりという）
喩例は成立しない。
［3B, 9］NV pp.1069,7‑1070,3 ad NS4‑2‑25
･

･

nanu karyakaran
･e samyogisamanadese yatha ghat
･ah
･ pat
･ena sambadhyate tantuna tadam･

/
suna ca tantvasrayen
･etyadi etad anabhyupagamena pratyuktam samanadesas tatra sam･

･

/･an
yoga iti na karyakaran
･e,na ca samyoga api dve dve adhikr
･teti s
･n
･am samanadesatvad
･
･
(Vs k.12c) iti vakyam na dravyasamanadesatayam
･ vyavatis
･t
･hate, na samyogasamana-

desatayam iti /
･
［反論］同一の位置で結合（sam
）が存在する。例えば、
yogin）している因果（karyakaran
･a
･
が布と結び付けられるなら、また糸と糸の拠り所であるその一片（am
su）とも［結び付け

られる］
。
［答論］これは認めれれないと答えられた。その場合、
［諸原子が］同一の位置での諸の結合
というのは因果に関してではない。また、諸の結合もそれぞれの二に指定されるのではない。
六個が同一の位置にあるから（Vs k.12c）という言明は、ドラヴィヤにとっての同一の位置に
あることに関して確定しないし、結合にとっての同一の位置にあることに関して［確定し］ない。
［3B, 10］NV p.1070,4‑8 ad NS4‑2‑25
yat punar etat
･

digbhagabhedo yasyasti tasyaikatvam na yujyate (Vs k.14ab) /
･

/
ka evam aha digdesabhedo ʼ
stı
ti, digdesabhedas ca disah
･ samyogah
･ parikalpitam
･ s ca
digdesabhedan kalpayitva paraman
bhyupagamyate, mukhyatas tu na
･or digdesabhedo ʼ
･

digdesabhedo napi paraman
･or bhedah
･, paraman
･ur disa sambadhyata iti etavanmatram
vidyate, etac ca na kincid badhate /
またこのことは、
［世親による反論］部位の区別（digbhagabheda）の存在するものには単一性はあり得ない
（Vs k.14ab）
。
［答論］だれが、部位の区別（digdesabheda）が存在するとそういうのであるか。また部位
― 14―

佛教大学

仏教学部論集

第99号（2015年３月)

の区別をもつた位置が結合をもつものである。また原子にとって構築された諸の部位の区別を
想定して部位の区別が認められる。他方、実際には、部位の区別もなく、原子に区別もない。
原子は位置と結び付けられるというその限りで存在する。また、このことは決して否定されな
い。
３．
［3B, 11］の解説
以下ではヴァーツヤーヤナが直接言及しない内容に関してもウッディヨータカラは世親への
批判を表わしている。すなわち Vs k.14c 原子は有部分であるから、影と抵抗（chayavr
）
･ti
とが起こる> に関し、それらは原子に部分性があるからではなく、物体であり触れ得る性質
（murtimatsparsavattva）があるからであり、影は光の原子（tejah
）が妨げられ
･paraman
･u
ることによって起こる。したがって、k.14c の主張命題は(1)の主張命題と同様、その因は対
立、不成、不定などの誤謬となる。それ故、原子は無部分であると導く。以上の通り、世親に
よる AKBh Vs における原子は有部分となるという論難を悉く退けようとしている。なお、
Vs において、世親は原子は有部分であることを根拠に、原子の不成立を論じ、外界の対象を
論破する唯識無境の確定を目指している。
［3B, 11］NV p.1071,5‑13 ad NS4‑2‑25
chayavr
tarhi na prapnutah
,kim tarhi
･tı
･ paraman
･or adesatvad iti na desavattvac chayavr
･tı
･

･

/
murtimatsparsavattvat murtimatsparsavisis
･t
･am dravyam dravyantaram avr
･n
･oti kim
･

idam avr
ti /chaya tu tejah
･n
･oti svasambandhitvenantarasya sambandham pratis
･edhatı
･pa･

raman
･or avaran
･at,murtimata paraman
･una tejah
･paraman
･ur avriyate yatra casyavaran
･am
tatra chayeti viralatejah
ni dravyagun
yate sarvato
･sambandhı
･akarman
･i chayety abhidhı
･

･

vyavr
ni tu tani tamah
ti /tad evam chayavr
･ttatejah
･sambandhı
･samjnakanı
･tyor anyathasid/
dhitvad hetoh
･ etena kriyavattvat sparsavattvad dravyantararambhakatvat kriyakaran
･a･

samskarasrayatvat paratvaparatvavattvad ity evamadi pratyuktam /katham iti yatha
(37)

murtima-ttvat savayava ity

etasmin yakye (vakye) pratijnados
･a hetudos
･ah
･, tatha sar･

ves
･v etes
･u paks
･es
･u parapaks
･abhyupagates
･u hetus
･u yathasambhavam viruddhasiddhanai･

/ ･am bhas
/
kantikadidos
･abheda vaktavya iti ses
･ye
原子には部分性はない（adesatva）から影と抵抗（chayavr
）
（Vs k.14c）とは得られない(38)
･ti
というのは、影と抵抗とは［原子に］部分性がある（desavattva）からではなく、かえって
物体にして触れ得る性質（murtimatsparsavattva）があるからである。物体であって触れ得
る特殊なドラヴィヤが他のドラヴィヤを妨げるのである。これは何を妨げるのであるか。自己
の結合したものが他のものとの結合を妨げる。他方、影は光の原子（tejah
）が妨げ
･paraman
･u
られることによって起こる。物体（murtimat）である原子によって光の原子は妨げられる。
またこれ（光りの原子）が妨げられるところに、影が存在するから、わずかな光と結合した諸
のドラヴィヤ、グナ、運動（karman）が影であるといわれる。他方、全面的に光りとの結合
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が退けられたそれらのものが闇と呼ばれるものである。それは以上の通り影と抵抗とは別な仕
方で存在する。
（部分があるからという）立証因は成立しないからである。このこと故に、運
動を有する性質（kriyavattva）の故に、触れ得る性質の故に、別のドラヴィヤによって起こ
された性質の故に、運動（kriya）という原因としての活動に依存する性質の故に、こちらと
あちらという性質を有する故に、というそういったことが答えられた。
［反論者による原子が
無部分なら影と抵抗とは］どうして(39)［起こるのか］というのは、例えば、
［諸原子は］部分を
有する（savayava）
。［諸原子は］物体としての性質（murtimattva）があるから、という (40)
この言明に関しては、［同語反復による］立証因の誤謬を伴った主張命題の誤謬（pratijna) があるのと同様に、これら全ての主張に関して対論者の主張において承認されている
dos
･a
諸の立証因には、それぞれに応じて対 立（viruddha）、不 成（asiddha）、不 定（anaikantika）などの種々の誤謬が指摘されなくてはならない。残りは明かとなろう。
４．
［3B, 12］の解説
そこで争点となる運動を有する性質（kriyavattva）に関し、ヴァーツヤーヤナは、全体が
存在しないなら、すべての存在は把握されない（NS 2‑1‑34）について、すべての存在とは、
運動（karman, kriya）などドラヴィヤ、グナ、普遍、特殊、和合の六句義であると述べ、ま
た諸原子は感覚によって捉えられない（atı
ndriya）から、原子の状態にあるものは認識の対
象ではない。すべての存在（六句義）が認識されるから、部分とは別なドラヴィヤである全体
（avayavin）が存在すると我々は考える、と注釈している。したがって、運動などの六句義
と全体とは必然的な関係にあることになる。この点、ウッディヨータカラも同様な注釈を施し
ている。なお、運動には上昇（utks
）、下降（avaks
）
、収縮（akuncana）
、伸長
･epan
･a
･epan
･a
（prasaran
）
、行くこと（gamana）の五種がある(41)。
･a
以下の論議では、運動を有していることなどを根拠に諸原子の無常を論じる対論者に対し、
運動を根拠とする限り、諸原子の無常は証明されるものではなく、全体を認める必要があり、
全体が運動を有すること（kriyavattva）は運動と和合すること（kriyasamavaya）であると
いうウッディヨータカラの見解が示される。すなわち運動を有することは顕現をあるいは生起
を意味するのかという選択肢を設け、何れの場合も原子にとって因は不成となること、また原
子が運動を有するのであれば、両者は同一である故、別々なものの間に成立する所有関係
（matup）もあり得ず、無常あるいは常住な原子以外の喩例が存在せず、原子（運動を有する
もの）であるからという因は不共不定因となるという主旨の論駁を表わし、これは次の世親説
を批判するものと考えられる。世親は Vs k.15及びその自注で、単一な全体が存在するなら、
順 次 に 行 く こ と は な く 一 歩 で 全 体 を 行 っ て し ま う こ と に な る 故、全 体 に は 行 く こ と
（gamana）という運動は存在し得ない。したがって、全体は成立しないと論じ、次に原子と
いう点から区別を考慮すれば、原子は単一としても成立せず、色などの原子の集合として眼な
どの感官の対象であることも成立しない。それ故、表象のみ（vijnaptimatra）であることを
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論じている。この Vs k.15の次第して全体（avayavin）から原子へと吟味することは Vs k.
11と同様な方法であるが、行くこと（gamana）
、すなわち運動という点から行っている部分
とまだ行っていない部分との対立関係が存在しないことを根拠に単一な全体の不成立を論じる
点で、これは、ダルマキールティの PVin におけるものに先行するものであり、ダルマキール
ティ、シャーンタラクシタらに影響したものといえよう(42)。他方、 倶舎論 の場合と同様に
諸部分と別な全体の不成立を述べる Vs k.11とは、論難の視点が異なる。
［3B, 12］NV pp.1071,14‑1072,10 ad NV 4‑2‑25
･

･

ye tu kriyavattvadibhih
･ paraman
･unam anityatvam sadhayanti taih
･ kriyavattvam vyanja･

･

kam va karakam va ʼ
vasyam abhyupagantavyam /yadi kriyavattvam anityatvasya kara･

･

･

kam yad akriyam tan nityam papnoti /atha janma kriyety abhidhı
yate tada ʼ
nityah
･
･

/
paraman
･avo janmavattvad iti hetvarthah
･ janmavattvam asiddham paraman
･unam iti atha
･

･

kriyavattvam vyanjakam ucyate vyanjakatve ʼ
py anyato ʼ
nityatvam paraman
･unam
･ vak･

･

･

tavyam /na hy ayam vyanjakasya dharmo yad vyangyam vastu kuryad api tu anyato
･

･

bhutam hetur vyanakti /na hi pradı
po ʼ
santam artham prakasayati /prasiddhotks
･epa･

/
/
n
･adikriyabhyupagame viruddhah
･ etena ghat
･adidr
･s
･t
･anto vyakhyatah
･ kriyavattvam ca
kriyasamavayah
nityah
･, tadabhyupagame viruddhah
･ anabhyupagame ʼ
･ paraman
･uh
･ para/
man
･utvad iti hetvarthah
･ matupas carthantare dr
･s
･t
･atvad viruddhah
･, anarthantare dr
･s
･･

･

/
/
t･antabhavah
･ evam ses
･an
･i vakyani vikalpya yathasambhavam dos
･a vaktavya iti atha pa･

/
rapaks
bhyupagati katham parapaks
･asiddhan etan abhyupagati yadi praman
･ato ʼ
･asiddhah
･
･

atha na praman
yata
･atah
･ katham svayam anupalabdho dharmah
･ parapratipadanayopadı
iti //24‑25//
他方、
［全体（avayavin）は行くこと（gamana）などの運動を有し得ないといって］ある
人々は運動を有していること（kriyavattva）などという点で諸原子は無常であることを証明
しようとする。その人々によって運動を有していることが必然的に(1)顕現するもの（viyanjaka）であるのか、あるいは(2)生起したもの（karaka）であるのかということが認められな
くてはならない。もし、(1)運動を有しているものが無常なもの（anityatva）を設けるもので
あるなら、運動をもたないもの（akriya）が常住な（nitya）ものということになる。もし、
(2)生起（janman）が運動であるということが意味される。そのとき、
（宗）諸原子は無常なるものである。
（因）生起(運動）を有するもの（janmavattva）である
から。
という論議の内容となる。諸原子が生起を有したもの（janmavattva）であるということは成
立しない(原子は因をもたず常住であるから）
［したがって因は不成である］
。もし、運動を有
すること（kriyavattva）が(1)顕現すること（vyanjaka）であるといわれるなら、［運動に
は］顕現する性質があるとしても、
［諸原子が顕現を有することはないから］別のことから、
― 17―
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諸原子は無常であるといわれなくてはならない。なぜなら、実在（vastu）は顕現するもので
あるとしても、これ（超感覚的な諸原子）は顕現するもの（運動）をダルマとするものではな
い［したがって因は不成である］
。
［諸原子とは］別のもの（全体）から、因は存在（bhuta）
を顕わす。なぜなら、灯火は存在していない対象（artha）（諸原子）を照らすのではない。上
(44)
昇（utks
）などの運動（kriya)(43)が認められるなら、［全体を認めない汝にとって］
矛
･epan
･a

盾が存在する。このこと故に［全体としての］ などの喩例が表された。また(3)
［全体が］運
動を有すること（kriyavattva）は運動と和合していること（kriyasamavaya）である。そのこ
とを［汝が］認めるなら矛盾が存在する(汝は全体と運動との和合を認めないからである)(45)。
［それらの和合を］認めないなら（運動を有するのは原子であるから）
、
（宗）原子は無常である。
（因）原子である（運動を有している）から。
という論議の内容となる。
また、（運動を有することという、kr
）接尾辞（matupa）は［原子とは］別のも
･yavattva
のに関して、見られる性質があるから、［区別のないもの(諸原子と運動）に関して使用される
と］矛盾がある。別のものでないなら（諸原子が運動を有するなら）、喩例（無常あるいは常
住な原子以外のもの）が存在しない［したがって不共不定因である］。以上のように、諸の他
の主張も考察して、可能な限り諸の過ちが指摘されなくてはならない。また、これら他学派の
主張において成立しているもの（全体）を認めるなら、もし、プラマーナという点から［全体
を］認めるなら、どうして他学派の主張として成立しているものであろうか（自らにとって成
立していることになる）
。もし、プラマーナという点から［全体が運動を有することを認め］
ないなら、どうして、自ら受け入れられないダルマ（運動）が他者を説得するために適用され
ようか。
５．
［4A］
［4B］の解説
以下においては、諸の糸（諸部分）とは別な布（全体）が認識されないこと、このことは諸
原子に関してもいい得ること、すなわち部分という点から吟味されるなら、原子は実在するも
のではないことが表されている。ここには全体（avayavin）から原子（paraman
）に至る批
･u
判的吟味の次第があらわされている。これは、上のものと同じ根拠により全体、多数の原子、
原子の結合したものの三者を次第して論難し、認識対象ではあり得ないことを論じる Vs k.11
を取り上げているものである。なお、
［4A］
［4B］はヴァーチャスパティミシュラによれば、
唯識派（Vijnanavadin）の主張である。また、世親により表された Vs kk.11‑12,15の論述は
シャーンタラクシタの TS 1988‑90, 1996, MAK 10‑13,カマラシーラの TSP, Mal で、そのま
(46)
ま活用される。

［4A］NBh. pp.1072,2‑1073,4 ad NS 4‑2‑26
･

yad idam bhavan buddhı
r asritya buddhivis
ti manyate mithyabuddhaya etah
･ayah santı
･,
･

yadi hi tattvabuddhayah
･ syur buddhya vivecane kriyaman
･e yathatmyam buddhivis
･ayan
･am
― 18―
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upalabhyeta
buddhya vivecanat tu bhavanam
･ yathatmyanupalabdhis tantvapakars
･an
･e pat
･asadbhava//26//
nupalabdhivat tadanupalabdhih
･
･

･

･

･

yatha ʼ
yam tantur ayam tantur iti pratyekam tantus
･u vivicyamanes
･u narthantaram kincid
upalambhyate yat pat･abuddher vis
･ayah
･ syat,yathatmyanupalabdher asati vis
･aye pat
･abud･

dhir bhavantımithyabuddhir bhavati evam sarvatreti //26//
［唯識派の主張］(47)汝（ニヤーヤ学派）は、諸の知の対象は諸の知に基づいて存在するという
これらは誤った知であると考える。なぜなら、もし、諸の真実の知が存在するなら、知によっ
て吟味が施されているとき、諸の知には対象の本質が認識されよう。
他方、（宗）諸存在の本質（yathatmya）は認識されない。（因）知によって吟味されるから。
（喩）それ（諸存在の本質）が認識されないことは、糸が除き去られるなら、布の存在は認識
されないように（NS 4‑2‑26）
。
これは糸である。これも糸である。 というふうに個々に諸の糸（部分）が吟味（vivicyamana）される場合、布（全体）という知の対象であろう何らかの［糸（部分）とは］別のも
のが認識されることはない(48)。［布（全体）の］本質が認識されないから、対象が存在しない
場合、存在している布（全体）の知は虚偽なる（誤った）知である。同様に（吟味すれば）
(49)
［原子を含む］すべての場合において［その存在性は知られない］
。

［4B］NV pp.1072,12‑1073,11ad NS 4‑2‑26（NV p.1072,12‑13NBh.p1072,2‑3）（NV p.
1072,14‑15 NS 4‑2‑26）
ya ete buddhivis
･aya gavadayo ghat
･adayas ca, naite tattvatah
･ santi, kasmat buddya
･

･

･

/
vivicyamananam
grahan
yam tantur ayam tantur ayam tantur iti
･ bhedaso ʼ
･at yatha ʼ
buddaya tantus
･u vivicyamanes
･u na pat
･ah
･ kascid asti yah
･ pat
･abuddheh
･ vis
･ayah
･ syat,evam
･

･

amsus
･u buddaya vivicyamanes
･u,evam tadavayaves
･u tavad yavat paraman
･uh
･,paraman
･avo
･

ʼ
pi bhagaso vibhajyamanas tavad yavat pralaya iti /tad evam sarvasyasattve gavadibuddhayo ghat･adibuddhayas ca mithyabuddhaya iti //26//
［唯識派の主張］(50)これら牛などや

などの知の対象、それらは真実として存在しない。何故

であるか。知によって吟味されているものには分析するなら把握されないからである。例えば、
これは糸である。これも糸である。それも糸である。 と知によって諸の糸（諸部分）が吟
味される（vivicyamana）場合、布（全体）の知の対象となろういかなる布（全体）も存在し
ない(51)。
･
同様に、知によって諸の糸（am
。同様に、
su）が吟味される場合、［いかなる糸も存在しない］

それら諸部分が［吟味される場合］から原子にいたるまでが［吟味される］。諸の原子も部分
（bhaga）という点から分析される（vibhajyamana）その限り存在性を失うこと（pralaya）
になる(52)。以上のように、すべてのものが非存在であるとき、諸の牛などの知と諸の
― 19 ―
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の知は誤った知である。
６．
［5A］
［5B］
［5B‑1］の解説
以下では、知によって吟味すると諸存在の本質（yathatmya）は認識されないという（NS
4‑2‑26）という対論者の主張に対してニヤーヤ学派の答弁が NS 4‑2‑27である。その答弁に
関するヴァーツヤーヤナの解説［5A］は、諸存在を知によって吟味することという論理的根
拠（因）と本質が認識されないという主張命題（宗）とが矛盾するというものである。これは、
諸存在の本質が認識されないなら、そのことを吟味する知も成立しなくなるというものである。
ウッディヨータカラは、この答弁（NS 4‑2‑27）の注釈［5B］で、対論者の論理は NS 4‑1‑
37［5B］
［5B‑1］に示される一方の無に対して他方の有が成立するという相互の無存在（itaretarabhava）に当たる過失があることを指摘している。これは、世親が Vs k.10で人無我
（pudgalanairatmya）を悟った後、表象のみ（vijnaptimatra）と悟ることにより、法無我
（dharmanairatmya）を悟ると主張するのに対し、あらゆる点で法が存在しないなら、表象
のみ（vijnptimatra）ということも成立し得なくなるとの論難が Vs k.10の注釈中に見られる
ものと同じ内容であるが、それに対して世親は Vs k.10d で、全てに関して存在しない（無我）
というのではなく、遍計された自体として、すなわち所取能取に関して無我（nairatmya）で
あると弁明している。これは世親の唯識思想の核心といえよう。この世親の論理がヴァーツヤ
ーヤナによって知による吟味と全ての存在が認識されないこととは相容れないと論難されるこ
とを、さらにウッディヨータカラは NS 4‑2‑27の注釈中で全てに関してではなく部分的な無
であるならば、一方の無に対し他方の有が成立することになるという相互の無存在（itaretar(53)
。これはウッディヨータカラの
abhava) の過失になると論難していると考えられる［5B］

全て（sarva） に関するアポーハ論批判と考えられる 注(57)参照>。なお先の世親の理論
は 菩薩地 や 中辺分別論1.1 の世親の注釈中に見られる相対的な空を意味する、すなわ
ち余ったもの（avasis
）と同じ理論である(54)。この唯識派による三性説を巡る相対的な空
･t
･am
の理論は、中観派の絶対的な空の見地から清弁の 中観心論 や月称の 入中論 で批判され
る。それらに先立って、ヴァーツヤーヤナ、ウッディヨータカラは唯識派の空の論理を批判し
ていることになる。彼等は実在論の立場から、それを行っているので、清弁や月称とは異なる
見地からではあるが、中観派の清弁、月称より先立って相互の無存在の過失を指摘している。
カマラシーラも無知覚（anupalabdhi）に関する無の論理を同様に批判している(55)。
［5A］NBh. pp.1073,5‑1074,3 ad NS 4‑2‑27
// NS 4‑2‑27//
vyahatatvad ahetuh
･
･

･

･

/
yadi buddhya vivecanam bhavanam na sarvabhavanam yathatmyanupalabdhih
･ atha
･

･

sarvabhavanam yathatmyanupalabdhir na buddhaya vivecanam /bhavanam buddhaya
･

･

vivecanam yathatmyanupalabdhis ceti vyahanyate /tad uktam avayavavayaviprasangas
caiva ma pralayad (NV 4‑2‑15)iti //27//
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因（知によって吟味されること）は矛盾している（諸存在の本質が認識されないなら、知によ
る吟味も成立し得ない）から（NS 4‑2‑27）
。
もし、知（buddhi）によって諸存在を吟味するなら、全ての存在の本質（yathatmya）が認
識されないことはない。もし、全ての存在の本質が認識されないなら、知によって吟味するこ
とは存在しない(56)。諸存在を知によって吟味することと本質が認識されないということとは
矛盾する。そのこと（知も存在し得ないという矛盾した見地）が［対論者によって先に］述べ
られた。
部分と全体との問題点は、無に帰する（pralaya）まで存続することになる（NV 4‑2‑15）
。
［5B］NV pp.1073,12‑1074,12 ad NS 4‑2‑27
･

4‑2‑27） /buddhya vivecanat tu bhavanam sarvabhavanupapattir
vyahatatvad ahetuh
･ (NS
/
ity ayuktam /kasmat vyaghatat /ko vyaghatah
･ sahasambhavah
･ yadi buddhaya viveca･

･

/
nam na sarvabhavanupapattih
･ atha sarvabhavanupapattir na buddhaya vivecanam sar･

/
vabhavanam iti /sarvabhavanupapattir iti bruvan
･ah
･ praman
･am paryanuyojyah
･ yadi
･

･

praman
ti vyahatam bhavati /atha na bravı
ti artho ʼ
sya na siddhayati prama･am bravı
/
n
･abhavat athapraman
･ikısiddhih
･ sarvabhavopapattih
･ kasman na siddhayati yas ca sar（
）
4‑1‑37) ity
vabhavanam abhavo bhaves
･v itaretarapeks
･a itaretarabhava siddher (NS
//27//
etasmin vade dos
･a uktah
･,sa ihapi dr
･s
･t
･avya iti
因（知によって吟味されること）は妥当しない（NS 4‑2‑27）
。
矛盾している（諸存在の本質が認識されないなら、知による吟味も成立し得ない）から。一方、
知によって吟味することから諸存在にとって、すべての存在があり得ないということは不合理
である。
［反論］なぜであるか。
［答論］矛盾するもの（vyaghata）だからである。
［反論］何が矛盾するものであるか。
［答論］不合理（asambhavah
）を具えたものである。もし、知によって吟味を施すなら、す
･
べての存在は妥当しないもの（anupapatti）ではない。もし、すべての存在が妥当しないもの
(57)
なら、知によってすべての存在を吟味することも存在しないからである。
すべての存在が妥

当しないという主張は証明すること（praman
）を必要とする。もし、証明が提示されれば、
･a
矛盾が存在する。もし、
［証明が］提示されなければ、その意味するところ（artha）は達成さ
れない。証明が存在しないからである。もし、証明することなしに成立するなら、すべての存
在の妥当することが、何故、成立しないのであるか。また、すべての存在は非存在がある。諸
存在に関しては相互の非存在（itaretarabhava)(58)が成立するから（NS 4‑1‑37）というこの
［反論者の］主張(59)に関して過失が述べられた。それがこの（NS 4‑2‑27）場合にも知られな
くてはならない。
― 21―
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［5B-1］NBh. pp.977,2‑979,10 ad NS 4‑1‑37
ayam apara ekantah
･
// NS 4‑1‑37//
sarvam abhavo bhaves
･v itaretarabhavasiddheh
･
･

/
/
yavad bhavajatam tatsarvam abhavah
･ kasmat bhaves
･v itaretarabhavasiddheh
･ asan
gaur asvatmana anasvo gauh
･ asann asvo gavatmana agaur asvah
･ ity asatpratyayasya
1
pratis
･edhasya ca bhavasabdena samanadhikaran
･yat sarvam abhava iti pratijnavakye ( )
2
/1
padayoh
･ ( )pratijnahetvos ca vyaghatad ayuktam ( )anekasyases
･ata sarvasabdasyartho,
･

･

･

/
bhavapratis
･edhas cabhavasabdasyarthah
･ purvam sopakhyam uttaram nirupakhyam
･

･

tatra samupakhyayamanam katham nirupakhyam abhavah
･ syad iti na jatv abhavo nirupa･

/
khyo ʼ
nekataya ʼ
ses
･ataya sakyah
･ pratijnatum iti sarvam etad abhava iti cet yad idam
･

･

sarvam iti manyase tad abhava iti evam cet anivr
･tto vyaghatah,anekam ases
･am ceti yad
･

･

･

idam sarvam iti manyase tad abhaa iti evam cet anivr
･tto vyaghatah
･,anekam ases
･am ceti
･

･

nabhave pratyayena sakyam bhavitum /asti cayam pratyayah
･ sarvam iti,tasman nabhava
iti /
(2)pratijnahetvos ca vyaghatah
（
4‑1‑37)iti bhavapratis
･ sarvam abhava NS
･edhah pratijna,
4‑1‑37) iti hetuh
/
bhaves
･v itaretarabhavasiddher (NS
･ bhaves
･v itaretarabhavam anujnayasritya ca itaretarabhavasiddhya sarvam abhava ity ucyate /yadi sarvam abhavo
/
bhaves
･v itaretarabhavasiddher iti nopapadyate atha bhaves
･v itaretarabhavasiddhih
･,sarvam abhava iti nopapadyate /
以下のものが、他の極論である。
［反論者による主張］
すべてのものは非存在である。諸存在に関して相互の非存在（itaretarabhava）が成立するか
(60)
らである（NS 4‑1‑37）。

生起した存在である限り、そのすべてのものは非存在である。
［ニヤーヤ学派による主張］何故であるか。
［反論者による主張］諸存在に関して相互の非存在が成立するからである（NS 4‑1‑37）
。牛
は馬の本質としては非存在である。馬は牛の本質としては非存在である。馬は非牛であるから、
非存在という知識と［存在の］否定とには、存在という言葉によって同一基体性（samana）にあるから、すべてのものは非存在である。
dhikaran
･ya
［ニヤーヤ学派による主張］以上の［反諸者の］主張（pratijna）の表現に関して、(1)二つ
の言葉（すべてのものと非存在）及び(2)主張（すべてのものは非存在である）と因（相互の
非存在が成立するから）とに［相互の非存在はすべてのものの非存在ではない故］矛盾がある
から不合理である。(1)多というすべてのものという言葉の意味は、余すところがないこと
（ases
）ということである。また非存在（abhava）という言葉の意味は存在の否定である。
･ata
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前者（すべてのもの）は識別し得ること（rupakhya）を具えており、後者（非存在）は［無
であるから］識別し得ることを離れている。そのうち、識別し得るものが、どうして識別でき
ないで、非存在であろうかということは、識別し得ない非存在は、決して多なる余すものなき
ものということによって主張することはできないということである。このすべてのものは非存
在であるというこの全てのものという汝が考えるものは非存在であるということであれば、
［表象のみを非存在でないと認めているから］矛盾は免れえない。多であることと余すことな
きことということは非存在に関して知（pratyaya）によっては起こり得ない。しかしながら、
この知がすべてのものとして存在する（表象のみとして存在する）から、したがって［すべて
のものは］非存在ではないということである。
(2)また、主張と因の両者には矛盾がある。すべてのものは非存在である（NS 4‑1‑37）とい
う［反論者の］主張は、存在を否定することである。諸存在に関して相互に非存在であること
が成立するから（NS 4‑1‑37）というのが［反論者の主張の］因である。諸存在に関して、相
互に非存在であることを認め、また依存して、相互に非存在であると証明することによって、
すべてのものは非存在であるといわれる。もし、すべてのものが非存在であるなら、諸存在に
関して相互に非存在であるからという［反論者の主張の因は］不合理である。もし、諸存在に
関して、相互に非存在であることが［成立するなら］すべてのものは非存在であるということ
は不合理である(一方の非存在に対して、他方が存在することになるから）
。

結

論

以下において世親の原子無部分説とニヤーヤ学派のヴァーツヤーヤナ、ウッディヨータカラの
原子無部分説との論議が確認される。それは、
1. NS 4‑2‑23の注釈においてヴァーツヤーヤナは、世親の AKBh に表される原子の有部分説
･
を取り上げている。それは、形（sam
sthana）は部分（色彩の原子）の集結したものであるか

ら、集結し得るからには部分（色彩の原子）自体も部分を有することを意味する。この見解が
取り上げられる。
2. NS 4‑2‑24に関しヴァーツヤーヤナは、ウッディヨータカラに先立ち原子の有部分である
ことを根拠に原子には他の原子との結合があることになり原子の単一性は不成立となるという
世親の Vs k.12また Vs k.14ab を取り上げている。それに対し、ヴァーツヤーヤナは、微細
な原子よりさらに微細なものは存在せず、NV 4‑2‑25の通り、分割は無限遡及とならざるを得
ず不合理である。したがって、原子の無部分性は否定し得ないとする。ウッディヨータカラは、
NV 4‑2‑25の注釈で、1. に関し、無部分な物体（murttimat）も存在するから、有部分とい
う因は不確定であるとし、原子有部分説は単一な原子から有部分な原子が生起することになり、
それには喩例もあり得ず、結果が起こる以前の無（pragbhava）も成立しない難じる。また物
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体と原子とが無区別である限り、所有の接尾辞(‑mat）はあり得ない。2. に関しては、Vs k.
12を引用し、原子には区別される位置（desa）は存在しないから世親による Vs k.12の論難は
当たらない。続づいて方位を根拠とし原子の単一性を否定する Vs k.14ab を引用する。これ
は、ヴァーツヤーヤナに従ったものであり、以下の論駁を施す。原子には方位という位置の区
別（digdesabheda）は存在しないから、その論難は充当されない。k.14c の影と抵抗とは原
子の有部分によりおこるのではなく、物体、触れ得る性質による。影は光の原子が妨げられる
から起こり、有部分という因は成立しない。
続いて、 原子は運動を有するから無常である> と主張する論者の見解を取り上げ、全体と運動と
の和合（kriyasamavaya）を認めない者にとって原子と運動とを有することに区別はなく主張
命題は同語反復となり、喩例も成立しない。これは Vs k.15の単一な全体（avayavin）には、
一歩で全てを行くことになり運動としての行くこと（gamana）と行かないこととの対立があ
り得ないという世親の全体批判に対して弁明するものである。
3. NS 4‑2‑26の注釈でヴァーツヤーヤナは、ヴァーチャスパティが唯識派の主張とする如く
布（全体）から原子に至り、知（buddhi）の対象であるものは認識されない> を取り上げ
る。これは、Vs k.11を指示している。
4. NS 4‑2‑27を注釈する際、 全ての存在の本質（yathatmya）が認識されないなら、知によ
る吟味も存在しない> と難じる。これは、人無我、法無我ではあるが、それは所取能取に関し
てであるから、表象のみ（vijnaptimara）は成立し得るという Vs k.10を論難するものである。
ウッディヨータカラは、その注釈で相互の無存在（itaretarabhava）の過失であると難じる。
以上の通り、ヴァーツヤーヤナとウッディヨータカラとは、世親の AKBh Vs における原子有
部分説を論難し、NS の注釈を通じ原子無部分説を確定しようとする。
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(2015b）世親の 倶舎論
唯識二十論 とヴァーツヤーヤナ、
ウッディヨータカラ、
印佛研 No.63‑2
〔注〕
⑴ cf森山(2015a)(2015b) ⑵ cf AKBh 森山(2014b) ⑶ cf AKBh p.195,7［1A-2］
,AKBh p.
195,11‑12［1A-3］下線部、櫻部(1975)pp.101‑102 murti ⑷ cf 観所縁論、山口(1977) p.453 p.
456 pariman
dalya, 勝論経7‑1‑20 pariman
dala 中村(1996) p.734 ⑸ cf NVT p.1064, 17 sun･･
･･
yatavadin ⑹ cf NS p.1067,16 ad NS 4‑2‑25［3b,4］下線部 ⑺ cf 球形NBh.p.1064,4 pariman
dala［1A］下線部 ⑻ cf NV p.1068, 5‑11 ad NS 4‑2‑25［3B,5］ ⑼ NV p.1068,18［3
･･
･
7
］
B, Vs k.12ab
Vs k.12cd, cf AKBh. p.32, 11‑13 kim punah
paraman
ava
h spr
santy
･
･
･
･
･
/ kim karan
anyonyam ahosvin na /na spr
santı
ti kasmı
rakah
am /yadi tavat sarvamana spr
･
･
･
･
/
/
seyur misrı
bhaveyur dravyan
i
athaikades
e
na
sa
vay
ava
h
prasaj
y
e
ran
niravay
ava
s
c
a
par･
･
/また、諸原子は相互に接触するか、あるいは、
［接触し］ないのであるか。カシュミー
aman
avah
･
･
ラの人たちは、接触しないと主張する。［反論］何故であるか。
［答論］もし、まず全体的に（sarvatmana)［諸原子が］接触するなら、諸のドラヴィヤは一緒になってしまおう。もし一つの位置
で（ekadesena)［接触するなら、諸原子は］部分を有するものになってしまおう。しかし、諸原子
は部分をもたないものである。cf桜部(1975)p.225 この全体としてか、⎜つの位置としてか、と
い う 選 択 肢 に よ り そ の 結 合 関 係 の 仕 方 を 問 う こ と は、世 親 は ニ ヤ ー ヤ 学 派 の 主 張 す る 全 体
（avayavin）と部分（avayava）との和合関係（samavaya）を論難する場合にも行う方法である。
cf森山(2014b)、この全体としてか、一部分としてか、という選択肢による吟味法はダルマキール
ティも活用する。PV 3‑434 戸崎(1985)p.115、またシャータラクシタは VNV p.30,3‑13で、この
吟味法により全体（avayavin）批判を行なっている。cf森山(2014a)pp.16‑17 M AV ad M AK11‑
13 TSP ad TS 1988‑1990ではこの方法による全体（avayavin）批判が離⎜多性因による論証に組
み込まれている。これらの吟味法の着想の原点は、上のAKBh のみならず Vs 12にある。
cf
NBh p.1065,5-6, NV p.1068,16-17 ad NS4-2-25［3B,6］下線部
cf ll. 9-11, NV p.1068,16-17
ad NS4-2-25［3B,6］下線部
cf NBh p.1065, 5-6［2A,2］下線部, NV p.1068,16-17 ad NS
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4-2-25［3B,6］下線部
cf ll. 9-11, NV p.1068,16-17 ad NS4-2-25［3B,6］下線部
NV
［3B,10］Vs k.14ab
この
NV［3B,10］Vs k.14ab
cf NV p.1068,11-12［3B,6］
［3B,1］
―
［3B,5］は NS 4-2-23に関してである。
cf NS 4-2-23,NV p.1071,11-12 ad NS 4-2-25
･
［3B,11］下線部
//［原子は］微細なものよりさらに微細である
NS 4-2-17 param va trut･eh
･
（部分をもたない）
。
cf NS 4-2-23
cf NV p.1064, ad NS 4-2-23［1B］
cf NS
4-2-23仏教徒［1B］
cf AKBh p.195,5［1A,2］
A DICTIONARY OF SANSKRIT
GRAM MAR by Kashinath Vasudev Abhyankar Oriental Institute Baroda 1961, p.277
cf
全体 (avayavin）批判、森山
AKBh p.195,13-14［1A-3］下線部
cf NV ad NS 2-1-36
(2014)
以上は NS 4-2-23の註釈として、世親の AKBh の内容を批判的に取り扱うものであ
る。
この［3B,6］
―
［3B,11］は NS 4-2-24の註釈として、世親の Vs KK.12,14,11 を批判的に取
り扱うものである。
cf NBh p.1065,5-6 ad NS 4-2-24［2A,2］,p.1064,9-11 ad NS 4-2-23［2A,
［1B］
2］
cf NBh p.1064,5［2A,1］
, NV p.1065,13-14［2B,1,2］
cf NS 4-2-23［1A］
NBh p.1065,5-6 ad NS 4-2-24,p.1064,9-11 ad NS 4-2-23［2A,2］
NBh p.1064,6 ad NS 4-2-24
［2A,1］
Vs k.12 が NS に引用されることは、S. Levi (1932) p.52 fn.2 に指摘される。
･
cf NV p.1065,18 ad NS 4-2-25［3B,1］
cf Vs k.14c chayavr
tıkatham va どうして影と抵抗
･
･
とは起こるのであるか。
cf Vs k.14c chayavr
tıkatham va
cf NV p.1065,18 ad NS
･
［
］
ヴァイシェーシカは五種の運動を認める。
中村(
1
9
9
6)p.553
4-2-25 3B,1
cf
cf PVin I
pp.84,18-86,9 、山上（1999）p.266,3）訳注参照、TS 592-593 sthulasyaikasvabhavatve maks
i･
･
/
/
/
/
/
kapadamatratah
pidha
ne
pihitam
sarvam
a
saj
y
e
ta
vibha
gatah
5
92
rakte
c
a
bha
ga
e
kas･
･
･
min sarvam rajyeta raktavat /viruddhadharmabhave va nanatvam anus
ajyate //593 //粗大な
･
ものが単一な自性のものであるなら、蜂の足だけで覆われるなら、全てが覆われることになる。部
分がないがないからである（592）
。また、一部分が赤く染められれば、全てが赤くなろう。あるい
は、対立した性質が存在している場合、多様ということになる（593）
。cf M AV ad M AK 10cd, p.
運動（
）とは、上がること（
)
46
cf VS1-1-7,
karman
utks
epan
a ,下降すること（avaks
epan
a),
･
･
･
･
縮むこと（akuncana), 伸びること（prasaran
a), 行くこと（gamana）中村(1996） p.634, TS 691
･
cf NBh p.497,1-8, NV p.497,10-17 ad NS 2-1-34 全体が存在しないからには、すべてのもの
（六句義）は把握されない> 森山(2015）
［2-1］［4-1］
Vs p.8,11-14 ad k.15 ekatve na kra/
men
e
tir
y
ugapan
na
agraha
nagrahau
vicc
hinna
ne
kavr
ttis
ca suks
manı
ks
a ca no bhavet //
･
･
･
･
･
･
･
･
15 //yadi yavat avicchinnam nanekam caks
us
o
vis
ay
as
tad
e
kam
dravy
am
kalpy
ate pr
thivyam
･ ･
･
･
/sakr
kramen
etir na syad gamanam ity arthah
tpadaks
epena sarvasya gatatvat / 単一性に関し
･
･
･
･
ては、次第に進むことはなく、同時に把握と把握しないことの二は存在しない。別々な多なるもの
の存在することと、微細なものが見られないこととはあり得ない（k.15)。もし、眼の対象が断じ
られていず、多でない限り、それは単一なドラヴィヤであると考えられるなら、大地において次第
して進むこと（iti）すなわち行くこと（gamana）はないであろうという意味である。一度、足を
下ろせば、全てを行くことになるからである。> Vs k.15での単一性が、全体（avayavin）を指すこ
とはヴィニッタデーヴァ注からも知られる。したがって、対立関係が成立しないことを根拠とする
全体批判は世親によって表されていることになる。これが、ダルマキールティの PVin［cf船山
(1990)p.617］に、さらにはダルマキールティからシャーンタラクシタの MAV ad MAK10に継承
されたといえよう。
［1・1・
Mal (p239a ‑b , D216a ‑b )、小林（1986）p.85［1・1・1・5］
･
1・6］に訳出
NVT p.1072,21 Vijnanavady aha
cf Vs p.6,29-30 ad k.ll na tavat ekam
vis
ayo bhavaty avayavebhyo ʼ
nyasyavayavirupasya kvacid apy agrahan
at まず、単一なものは
･
･
対象ではない。諸部分とは別な全体を本質とするものは、どこにも認識されないからである。
･
･
･
cf Vs pp.6,30-7,2 napy anekam paraman
unam pratyekam agrahan
at /napi te samhata
･
･
･
･
vis
ayı
bhavanti /yasmat paraman
ur ekam dravyam na sidhyate //諸原子が多であっても［認識
･
･
され］ない。個々に認識されないからである。それらが結合されても、対象ではない。なぜなら、
原子は単一なドラヴィヤとして証明されないからである。
NVT p.1072,21 Vijnanavady aha
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cf Vs p.6,29-30 ad k.11 註 参照
cf Vs pp.6,30-7,2 ad k.11 註 参照
る無の一つ、中村(1996)p.512
長尾(1978)pp.542-560
森山(1990)

cf四種種あ
cf Vs pp.6,13･
･
14 ad k.10d yadi tarhi sarvatha dharmo nasti tad api vijnaptimatram nastı
ti katham tarhi
vyavasthapyate /そこで、もし全ての点で存在がないのなら、その表象のみということも存在しな
いから、一体どうして［表象のみということが］確立されようか。
ウッディヨータカラによる
全て（sarva） に関するアポーハ論批判（NV ad NS2‑2‑66,p.687,6‑12）は TS では次の通り表
わされる。sarvasabdasya kascartho vyavacchedyah
prakalpyate /nasarvanama kincid dhi
･
bhaved yasya nirakriya //981 // また、全てということばに排除される何らかの対象が考えられ
ようか。なぜなら、全てでない（asarva）という何らのものも存在しえない。いかなるものが排除
･
･
されようか。> ekadyasarvam iti cet svarthapohah
prasajyate /anganam pratis
iddhatvad anis
tes
･
･
･･
･
/
/
/
/
［反論］―など（全てに非ざる部分）は全てのものではない。
［答論］
canginah
pr
thak
982
･
･
自らの意味するところを否定すること（svarthapoha）となってしまう。諸部分が否定されるから、
また［汝、仏教徒にとり諸部分と別に］全ては認められないから。
> それに対しシャーンタラクシタ
は TS 1185‑1187で弁明する。sarve dharma niratmanah
/samastyam
sarve
va purus
a gatah
･
･
･
･
･
gamyate tatra kascid amsas tv apohyate //1185 // すべての存在は無我である、あるいはすべて
の人々が行く、そこにおいて、総体が理解され、一方、何らかの部分が排除される。
> さらに kecid
･
･
/
eva niratmano bahya is
ta ghat･adayah
gaman
am kasyacid caivam bhrantis tad vinivarttate //
･･
･
･
1186 // 外界として認められた壺などのあるものだけが無我である。また何人かの人が行くという
そういった迷乱がある。それを排除する。> すなわち部分的な無我という迷乱が否定されると述べ、
TS 1187では、全ての部分の否定が意図されているのではなく、自らの意味するところを否定する
ことになるというのは無知（ajnata）によって述べられたとウッディヨータカラによる 全て に
関するアポーハ論批判すなわち一切（全て）とは非一切（部分）の排除である。したがって仏教徒
にとり全ては部分からなるから部分を排除すれば全体も成立しないということを退けている。
cf四種種ある無の一つ、註 参照
cf Vs p. 6,14-18 ad k.10d na khalu sarvatha dharmo
･
nastı
ty evam dharmanairatmyapyaveso bhavati /api tu /
kalpitatmana //10d //
･

･

yo balair dharman
am svabhavo grahyagrahakadih
parikapitas tena kalpitenatmana tes
am
･
･
･
･
･
/あらゆる点で存在は存在しない
nairatmyam na tv anabhilapyenamana yo buddhanam vis
ay
a
iti
･
というそういう仕方で、法無我の理解があるのではない。かえって、
遍計された本質として［無我であると理解するのである］(10d）
。所取能取などを有する凡夫達に
よって遍計された諸存在の自性がある。その構築された本質としては、それらは無我なのであるが、
言葉の構築を離れた本質として諸仏の対象は［無我なのでは］ない。
この NS 4‑1‑37に関して
は、ヴァーチャスパティミシュラ（NVT p.977,17）によれば ́
Sunyatavadin による主張とされる。
この空性論者とは、６．の解説で述べた通り、所取能取に関する無我を主張し、表象のみは無我で
はないとする世親を初めとする唯識論者を指し中村（1996）p.347(12)、本田（1999）p.268(36)に
示される中観派ではないと考えられる。

（もりやま せいてつ 仏教学科）
2014年11月17日受理
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