
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』（下)

森 山 清 徹

〔抄 録〕

先の論考（上）でニヤーヤ学派のヴァーツヤーヤナは世親の『唯識二十論』（Vs）

k.12を論難していることを表わした。この（下）ではニヤーヤスートラ（NS）4-2-

28から4-2-37に至る注釈（NBh）のなかで唯識無境説を論難しニヤーヤ学説を論じ

ていることを明らかにしようとする。それに加えウッディヨータカラの広注（NV）

とにおける論難は終始一貫している。それは外界の対象が存在しない場合、起こり得

る問題点の指摘である。世親説Vs k.17cdでは外界の対象は存在しないから夢を見

ているときの知と目覚めているときの知とは区別されない。したがって目覚めたとき

の無知覚（anupalambha, anupalabdhi）は外界の対象の有によって確定し得ない。

これは知覚し得る実在に関してその無知覚も成立し得ることをいっているものと考え

られる。この意味では、ダルマキールティに先立ってヴァーツヤーヤナは無知覚の確

定の理論を提示しているといえよう。また正しい知と誤った知との根拠として普遍

（samanya)の実在と生起因（nimitta）とを提示し、これらを認めない唯識派世親

にはそれら両知の根拠がなくプラマーナと認識対象とが夢を見ているときの対象のよ

うに構想されたものであるということはできないと論難する。さらにウッディヨータ

カラは心心所同体論批判として唯心論と五蘊論との矛盾を、またVs k.7を取り上げ

善不善の業果の不成立及び知識が区別されないことを指摘し広範な論難に及んでいる。

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

ニヤーヤ学派のヴァーツヤーヤナは世親の『倶舎論』における総体としてか部分としてかの

二面からの全体（avayavin）と部分（avayava）との和合（samavaya）批判及び色、形の原

子（極微）論、五識身（感官知）は原子の積集を対象とするという学説を知っていたと見られ、

またウッディヨータカラに先立って『唯識二十論』（Vs）k.12の一多の点からの諸原子の結合

批判を知っていて、NSを注釈する中でそれらを取り上げ論難していることをこれまでに発表
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してきた(１)。以下では、さらに諸部分とは別個な単一な全体（avayavin）説批判を表すVsk.

11や、出世間的知を得て目覚めたとき外界の対象の無を悟ることを夢を見ているときの対象の

非存在を悟ることこととして論じるVsk.17などを取り上げニヤーヤスートラに注釈を施して

いることを把握しようとする。このことからヴァーツヤーヤナらが、世親による唯識無境説を

論破しようとしていることを明らかにし、両者の見解の相違を究明したい。なお、ニヤーヤス

ートラの成立については、第一章と第五章とはナーガールジュナ以前、第二、三、四章はナー

ガールジュナ以後と見られている(２)。

1.NS4-2-28から4-2-37に至るヴァーツヤーヤナのNyayabhas・ya（NBh）とウッディヨータカ

ラのNyayavarttika（NV） との梗概

1-1. 上の［抄録］に示した目的と要点の究明を表すにつき、以下に、まずヴァーツヤーヤナ

とウッディヨータカラとがVsを取り上げ論議していることの梗概を上げておく。

［6］NS 4-2-28 部分と全体との関係>

世親がVsk.11及びその注釈で一多の点から諸部分（avayava）と別な単一な全体（avayavin)

は把握されないと全体批判を表すに対して、和合（samavaya）(３)という点からニヤーヤ学派

は糸（部分）と布（全体）とは因果関係（karyakaran・abhava）すなわち依存するものと依存

されるものの関係（asrayasritabhava）にあるから分離することはできず別々に把握されな

いと論じる。

［7］NS 4-2-29 プラマーナによって全体の認識がある>

プラマーナによって部分と和合した全体が認識される。

［8］NS 4-2-30 プラマーナによって存在の成立不成立の確定がある>

プラマーナに妥当しても妥当しなくてもすべてのものは存在しないということは不合理であ

る>プラマーナが存在するから、すべてのものは存在しないということはあり得ない。

［9］NS 4-2-31 夢を見ているときの対象のようにプラマーナと認識対象とが構想される>

世親はVs k.16ab で直接知覚は夢を見ているときのように起こると述べる。このことが論議

にのぼっていると考えられる。ヴァーチャスパティミシュラは、［8］に対する［9］を唯識派

（Vijnanavadin）の見解として以下のことを表している(４)。プラマーナと認識対象との関係

は無始以来の習気を原因とする概念知（anadivasananibandhanakalpana）に依存する。また

それらの関係を世俗（sam・vr・tti)的なものとし、諸の知は勝義的存在（paramarthasat）であ

る。［7］～［9］（←Vs k.16ab）

［10］NS 4-2-32 幻、空中の想像上の都市、陽炎のようにプラマーナと認識対象とが構想さ

れる>

先の［9］と同様、唯識派の見解と見られる。（←Vs k.3ab）

［11］ NS 4-2-33（1） 夢を見ているとき対象を構想するように、あるいは幻などのように
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プラマーナと認識対象とが構想されるという唯識派の主張には因（hetu）が存在しない>

世親はVs ad k.17で夢を見ているときの対象が非存在であることを目覚めていない人は理解

しないが、概念構想のない出世間的知（lokottaranirvikalpajnana）を得て目覚めた人はその

後、得られる清浄な世間的知（suddhalaukikajnana）により、それを理解することを述べて

いる。他方、ヴァーツヤーヤナは知覚されることから有が存在するなら、知覚されないことか

ら無が成立すると表明している。これは知覚し得るものに関して、その無知覚が成立し得るこ

とをいっている。このことは世親にとっては、夢を見ているときも、出世間知により目覚めた

ときも共に外界の対象は無であるから、実際上、外界の対象は知覚されないから、その否定も

成立しないと論難していることになろう。したがって、ダルマキールティが無知覚（anupala-

bdhi)(５)を知覚可能なものに関して成立すると規定したことに先行して、ヴァーツヤーヤナは

無知覚の成立根拠を提示しているといえよう。また世親は外界の対象の表象の顕現は習気（va-

sana)による種子（bıja)に基づくという考えを同じくVs k.17cdの注釈て、またk.9abで

表している。これは事実上ダルマキールティが実在に基づかない知覚し得ないもの、例えばプ

ラダーナなどを無始以来の習気（anadivasana）による概念として扱い、それを無知覚因によ

り否定し得るとする理論を樹立するのに連なるものと考えられる。なお、表象のみであること

を夢を見ているとき、出世間的な知に目覚めたときとを対比させ論じること、他の幻などの喩

例と共に、また種子説も無着の『摂大乗論』2. 6などに見られるが、全体批判、原子批判と

一連のものとして外界の対象の無、表象のみを論じる点でヴァーツヤーヤナらにより論難され

ているのは、世親のVsであると考えられる。

［12］NS 4-2-34 夢を見ているときの対象と唯識無境説に関する問題点>

世親はVs k.17abで知覚された対象を記憶するということは成立せず、かえって自己の種子

（svabıa)から知覚表象が生起し、それから記憶が起こる（Vs k.9ab）と主張するに対して、

ヴァーツヤーヤナは夢を見ているときに対象を構想することは、生起因（nimitta）すなわち

実在としての原因に基づくとし、記憶（smr・ti）と観念（san
・kalpa）のように以前、目覚めて

いるときに知覚した対象（purvopalabdhavis・aya）に基づくとし、夢を見ているときと目覚め

ているときの区別がないとする者（世親）にとって、夢を見ているとき対象を構想するように

と論じることは無意味であると論難する。またそれでないもの（杭）に関してそれ（人）であ

ると判断することは対応物（pradhana）すなわち、かつて知覚経験した実在としての人に依

存すると論じる。（← Vs k.17）

［13］NS 4-2-35 誤った知は実在としての原因なし（animitta）に起こるのではない>

目覚めたときに知の働きによって夢の中で対象を構想したことは退けられるが、杭を人である

と誤って判断する場合と同様、両者に存在する対象としての普遍な特徴（samanyalaks・an・a）

は退けられない。また遠近の区別により対象の認識の真偽は起こる。誤った知も存在（bhava)

から起こり、幻、空中の想像上の都市、陽炎などに関する誤った知識は外界の質糧因（upa-
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dana)を有する。（←Vs k.17cd）

［14］NS 4-2-36 誤った知にも実在としての原因が存在する>

対象 外界の対象>のみならず誤って知ること（mithyabuddhi） 識>も、ヴァーチャスパテ

ィミシュラによれば、中観派は外界の対象のみならず知も否定するが、実在としての原因（生

起因、nimitta）が存在するから知（buddhi）も対象（artha）も存在する。

［15］NS 4-2-37 プラマーナと認識対象とに関する論議>

ヴァーツヤーヤナによれば、杭を人と見誤ることは、杭と人とに普遍相があるからであり、ま

た誤って知ること（mithyabuddhi）には、実際の対象（tattva）とそれの対応物（pradhana)

とがある。他方、実際の対象と対応物との二種の知及び普遍を認めない者（仏教徒）には見誤

ることがなく真実の対象だけを見ることになるから、プラマーナと認識対象とは夢を見ている

ときの対象の如く誤りであるといえない。

1-2.以下はウッディヨータカラ（NV）のみに直接、指摘されるものである（NV ad NS4-2-

33,34）。それは世親のVsにおける唯識無境説に関するより直接的な論難である。

［11B（1）］NS 4-2-33（1） 夢を見ているとき対象が構想されるという主張にとって因（he-

tu)は何か>

夢を見ているとき対象を構想するように、あるいは幻などのようにプラマーナと認識対象とが

構想される（NS 4-2-31, 32）という主張には因（hetu）が存在しない。それに対して因は顕

現（khyati）であるという対論者の弁明を取り上げ、顕現も夢の場合と同じく外界の対象の無

においていわれているので因とはならないと論難する。世親はVs k.17abで、外界の対象が

非存在であることの根拠として知における顕現（abhasa）を上げる。ウッディヨータカラは、

それを取り上げていると考えられる。

［11B（3）］NS 4-2-33（3） 心心所の同体別体に関する論議>

世親はVs k.1で唯識無境を説明して、その際の心とは結合（受など）を具えた心（cittam
 

atra sasam・prayogam）であるとし、心心所同体であるとの主旨を表明している。それに対し、

ウッディヨータカラは楽と苦（心所）とは認識されるもの（grahya）であり、知（心）は認

識するもの（grahan・a, gr・hıti）であることを根拠に、楽、苦と知（jnana）とは別であるとい

う心心所別体論により論難している。また心（citta）とは識（vijnana）であるから、識のみ

（vijnanamatra）であれば、精神的なものを四種（受、想、行、識）に分類した教理（五蘊

論）と矛盾すると指摘している。他方、ダルマキールティはPV III(251)(252)(255)で楽と苦

とは知（心）と原因（感官、対象、注意力）が同じであるから心心所同体であることを論じ、

楽、苦と知とは認識されるものと認識するものとの関係にないことを感官知は楽などを認識す

ることはないとする。それは世親が唯識無境説に立つのとは異なるが、共に心心所同体論に立

つ。（←Vs kk.2,3ab）
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［12B（1）］NS 4-2-34 夢を見ているときの対象と唯識無境説とに関する対応物（pradha-

na)の問題>

それでないものをそれであると知ることを形象（akara）と対応物である［外界の］実在（pra-

dhanavastu)との類似性（samanya）に基づくとする。心以外の対象を認めない人（世親）

は夢を見ているときと目覚めているときとの区別が成立しない。（←Vs kk.17ab, 9. 上の

［12］参照）

［12B（2）］NS 4-2-34 唯識無境説と善、不善の結果の問題>

夢を見ているときの知覚と目覚めているときの知覚とを区別しないなら、善、不善の確定が成

立しない。他方、世親はVs k.18cdで夢を見ているときは、心が眠気により不活発であるか

らとしている。それに対しウッディヨータカラは対象が存在しない場合、知（jnana）の明瞭

さと不明瞭さとの区別の根拠を詰問している。

［12B（3）］NS 4-2-34（3） 唯識無境説と知識の区別の問題>

NV ad NS4-2-33,34では外界の対象が存在しなくとも知識の区別（vijnanabheda）が見られ

ることを等しい行為の果報（異熟）を生起した餓鬼達は膿みに満ちた河を見ることにより表し

ている。これは世親のVs k.3に一致するものである。その際、ウッディヨータカラは外界の

対象が存在しない場合、知識の区別や業果があり得ないことを論じるべく知が血や膿みの形象

をもつなら、何からその形象（akara）が起こるのかを問うている。すなわち、その対応物

（pradhana）、彼にとっては、外界の対象がなくてはならないというのである。また、Vsk.7

abが引用され、k.7cdにも言及し行為とその結果は認識の相続（vijnanasam・tana）において

あるとする世親に対して、ウッディヨータカラは行為とその結果はアートマンにおいてあると

する。続いて彼は外界の対象が存在することを論ずるべく種々の因による推論を立てる。これ

をシャーンタラクシタ、カマラシーラは 「外界の対象の考察章」TS v.2056及びその注で取

り上げ、それらの因は不定（anaikantika）であると論難し、PV III(1)をも根拠にし唯識無

境であることを立論している。このことは、世親のVs k.7に関するウッディヨータカラの反

駁、それに対してTS、TSPでシャーンタラクシタ、カマラシーラは結果的に世親説を擁護

している。ここに後期中観思想形成の一面が知られる。

以上は、世親とニヤーヤ学派との外界の対象を巡る 無と有との論争>である。

2. NS 4-2-28から4-2-37に至るヴァーツヤーヤナの注釈（NBh）とウッディヨータカラの広注

（NV）との和訳研究

［6］全体（avayavin）と部分に関する論議

［6A］NBh.pp.1074,4-1075,3ad NS 4-2-28

tadasrayatvad apr・thaggrahan・am//28//karyadravyam・ karan・adravyasritam
・ tat karan・e-
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bhyah・ pr・thag nopalabhyate, viparyaye pr・thg grahan・at, yatrasrayasritabhavo nasti tatra
 

pr・thag grahan・am iti/buddhyavivecanat tu bhavanam
・ pr・hag grahan・am atındriyes・v an・us・u,

yad indriyen・a gr・hyate tad etaya buddhya vivicyamanam anyad iti//28//

［全体は］それら（諸部分）に依存しているから、［全体は諸部分とは］別に把握されない

（NS 4-2-28）。

［ヴァーツヤーヤナによる答論］原因としてのドラヴィヤ（諸部分）によって依存されている

ものが結果としてのドラヴィヤ（全体）である。それ（結果としてのドラヴィヤである全体）

は諸原因（諸部分）とは別に認識されない。そうでないなら、別々に把握されるから。依存す

るものと依存されるものとの関係（asrayasritabhava）が存在しない場合、別々に把握され

る。他方、知による区別から、超感覚的である諸原子に関して諸存在は別々に把握される(６)。

感官によって把握されるものは、この知によって区別される［超感覚的である諸原子（部分）

とは］別なものである。

［6B］NV pp.1074,13-1075,10ad NS 4-2-28

yat punar etat yadi tantuvyatiriktam・ pat・adidravyam
・ syat tantus・u buddhyavivicyamanes・u

 
pr・thag upalabhyeteti tadasrayatvad aprthaggrahanam（NS 4-2-28）/karan・adravyasritam・

karyam・ tasmat na pr・thag upalabhyata iti/viparyaye hi pr・thag grahan・at yatra karyaka-

ran・abhava asrayasritabhavas ca nasti tatra pr・thag grahan・am iti//28//

［反論］また、次のことが起ころう。この糸（部分）と別なものが布（全体）などのドラヴィ

ヤであるなら、知によって諸の糸が吟味されるとき別個に［布は］認識されよう［しかし、別

個に認識されることはない］。

［ニヤーヤ学派による答論］［全体は］それら（諸部分）に依存しているから［全体は諸部分

とは］別に把握されない（NS 4-2-28）。原因というドラヴィヤによって依存されるもの

（asrita）が結果である。したがって、別々に獲得されないというのである。なぜなら、そう

でない場合には、別々に獲得されるから、因果関係（karyakaran・abhava）と依存するもの

（原因）と依存されるもの（結果）との関係（asrayasritabhava）とがない場合には［全体

と部分とは］別々に把握される。

［7］プラマーナによって部分と和合している全体の認識がある

［7A］NBh.p.1075,4-8ad NS 4-2-29

pramanatascarthapratipatteh//29//buddhyavivecanad bhavanam・ yathatmyopalabdhih・,

yad asti yathaca yan nasti yathaca tat sarvam・ pramanata upalabdhyasidhyati（→NV p.

1075,11-12ad NS4-2-29),yaca praman・ata upalabdhis tad buddhyavivecanam
・ bhavanam,

tena sarvasastran・i sarvakarman・i sarve ca sarırin・am
・ vyavaharavyaptah・/parıks・aman・o hi
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buddhyadhyavasyati idam astıdam・ nastıti tatra na sarvabhavanupapattih・//29//

また、プラマーナによって［部分と和合している全体としての］対象の認識があるから（NS

4-2-29）。

［ヴァーツヤーヤナによる答論］

知によって吟味することから諸存在の本性を認識することがある。どういう仕方で存在するか、

またどういう仕方で存在しないかということの全てはプラマーナに基づいて認識されることに

より成立する。またプラマーナに基づいた認識、それが諸存在を知によって吟味することであ

る。そのこと（プラマーナに基づいた認識）は、すべての聖典、すべての運動、諸の生物のす

べての行為に及ぶのである。なぜなら、知によって吟味している人は、これは存在する、これ

は存在しないと確定する。その場合、すべての存在があり得ないということはない（プラマー

ナによって確定されるものは存在する)(７)。

［7B］NV p.1075,11-12ad NV 4-2-29

pramanatas carthapratipatteh（NS 4-2-29）/yad asti yatha ca yan nasti yatha ca tat
 

sarvam・ praman・ata upalabdhya sidhyatıti（＝NBh.p.1075,5-6）/ses・am
・ bhas・ye//29//

また、プラマーナによって［部分と和合している全体としての］対象の認識があるから（NS

4-2-29）。どういう仕方で存在するか、またどういう仕方で存在しないかということの全ては

プラマーナに基づいて認識されることにより成立する。残りはNBh.に［明らかである］。

［7B-1］NVT p.1075,20-23ad NS 4-2-29

sam・pratyaindriyake ’py avayave ’vayavino vivicyamanasya yathatmyena pr・thag graha-

n・am aha pramanatas carthapratipatteh（NS 4-2-29）iti//yad asti pat・adikam avayavi
 

dravyam・,yatha ca svavayavasamavetatvena gun・adharataya ca, yan nasti sasavis・an・adi,

yatha ca karyakaran・abhavena, tat sarvam
・ praman・ata upalabdhya sidhyati / sugamam・

bhas・yam//29//

部分（avayava）が正しい感官を具えている場合にも、全体（avayavin）が吟味されている

けれども、本性によって別々に把握される。［以下に］言われている。

また、プラマーナによって［部分と和合している全体としての］対象の認識があるから（NS

4-2-29）。布などの全体（avayavin）なるドラヴィヤなるものが存在する。例えば、また自己

の部分（svavayava）と結合している性質（samavetatva）の故に、またグナの基体性（adhar-

ata）を有する故に［全体なるドラヴィヤが存在する］兎の角などのものは存在しない。例え

ば、また因果関係によって［全体は存在する］。その全てはプラマーナによって認識される故

に成立する。［それは］NBh.が明らかにしている。
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［8］プラマーナによって存在の成立不成立の確定がある

［8A］NBh.p.1076,2-6ad NS 4-2-30

pramananupapattyupapattibhyam//NS 4-2-30//evam・ ca sati sarvam・ nastıti nopapa-

dyate,kasmat pramananupapattyupapattibhyam/yadi sarvam・ nastıti praman・am upapa-

dyate, sarvam・ nastıty etad vyahanyate/atha praman・am
・ nopapadyate, sarvam・ nastıty

 
asya katham・ siddhih・ atha praman・am antaren・a siddhih・, sarvam astıty asya katham

・ na
 

siddhih・//30//

プラマーナに妥当しないことと妥当することとの故に（NS 4-2-30）。

また以上の通りである場合、全てのものは存在しないというのは妥当しない。

［反論］何故であるか。

［答論］プラマーナに妥当しないことと妥当することとの故に(８)（NS 4-2-30）。もし、全て

のものが存在しないということがプラマーナに妥当するなら、［プラマーナは存在するから］

全てのものが存在しないというこのことは損なわれる。もし、全てのものが存在しないという

ことがプラマーナに妥当しないなら、そのこと（全てのものが存在しないという否定）が、ど

うして成立しようか。もし、プラマーナなしに成立するなら、［正否を問わず成立することに

なるが］全てのものは存在するというこのことが、どうして成立しないであろうか。

［9］［10］夢を見ているとき、あるいは幻などのようにプラマーナと認識対象とが構想される

［9A］(９)［10A］NBh.p.1076,7-10ad NS 4-2-31,32

svapnavisayabhimanavad ayam・ pramanaprameyabhimanah//31//yathasvapne na vis・a-

yah・ santy atha cabhimano bhavati, evam・ na praman・ani prameyan・i ca santy atha ca
 

pramanaprameyabhimano bhavati //31//mayagandharvanagaramrgatrsnikavad va //

32//

［唯識派の主張］夢を見ているとき対象が構想されるように、このプラマーナと認識対象とが

構想される（NS 4-2-31)(10)。

例えば、夢を見ているとき、諸対象は存在しない(11)。それにもかかわらず、［汝はプラマーナ

と認識対象とを実在であると］構想する(12)。そのように諸のプラマーナと諸の認識対象とは

［実在として］存在しない。それにもかかわらず、［汝によって］プラマーナと認識対象とが

構想される（NS 4-2-31）。あるいは、幻、空中の想像上の都市、陽炎のように(13)［プラマー

ナと認識対象とが構想される］（NS 4-2-32）。

［8B］［9B］［10B］NV p.1076,12-15ad NS 4-2-30,31,32

pramananupapattyupapattibhyam（NS 4-2-30）/svapnavisayabhimanavad ayam・ prama-

naprameyabhimanah（NS 4-2-31）/mayagandharvanagaramrgatrsnikavad va（NS 4-2-
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32）/yatha svapne visaya na santi atha ca visayabhimanah,evam・ na pramanani na pra-

meyani santi atha ca pramanaprameyabhimanah（NBh.p.1076,8-9ad NS 4-2-31）//30-

32//

プラマーナに妥当しないことと妥当することとの故に［全ての存在が妥当しないのではない］

（NS 4-2-30）

［唯識論者による反論］夢を見ているとき対象を［実在であると］構想するように、このプラ

マーナと認識対象とが構想される（NS 4-2-31）あるいは、幻、空中の想像上の都市、陽炎の

ように［プラマーナと認識対象とが構想される］（NS 4-2-32）。例えば、夢を見ている時、諸

対象は存在しない。それにもかかわらず、対象が考えられる。そのように、［真実には］諸の

プラマーナも存在せず、諸の認識対象も存在しない。それにもかかわらず、プラマーナと認識

対象とを構想する(14)。

［8B-1］［9B-1］NVT p.1076,17-23ad NS 4-2-30,31

yad uktam・ pramanopapattyanupapattibhyam・（NS 4-2-30）na sarvabhavanupapattir iti,

tatra pratyavatis・t・hante vijnanavadısvapnavisayabhimanavad ayam
・ pramanaprameya-

bhimanah（NS 4-2-31）//na khalu vastavah・ praman・aprameyabhavah・,kim
・ tv anadivasa-

nanibandhanakalpanadhınah・/yathahi na svapne santi vis・ayaatha ca pratibhanti kalpana-

matren・a,tathaca samvr・ttenaparamarthasatapraman・aprameyabhavena bahyarthasunyata

sidhyati paramarthasatıpratyayanam・, dr・s・t・a mithyapratyayanam api tattvapratipatti-

hetutety aveditam・ purastad ity arthah・/tad vyacas・t・e varttikakarah・yatha na svapne vis・a-

yah・ santıti（NV p.1076,14）//30-31//

プラマーナに妥当しないことと妥当することとの故に（NS 4-2-30）。全ての存在が妥当しな

いということがいわれたのではない。その場合、唯識論者（Vijnanavadin）が反論する。夢

を見ているとき対象を構想するように、このプラマーナと認識対象とが構想される（NS 4-2-

31）。実際、プラマーナと認識対象との関係は真実のものではない。そうではなくて無始以来

の習気を原因とする概念知（anadivasananibandhanakalpana）に依存しているものである。

なぜなら、例えば、夢の中で諸の対象は存在しない、それにもかかわらず［諸の対象は無始以

来の習気を原因とする］概念知だけによって顕われる(15)、それと同様に、勝義的な存在では

ない世俗としてのプラマーナと認識対象との関係によって外界の対象は存在しないことが成立

する。諸の知に勝義的存在がある。誤った諸の知（夢を見ているときの対象知）にも真実の知

の原因性（プラマーナと認識対象との関係）が見られるということが先に知らしめられたこと

の意味である。そのことを注釈者（ウッディヨータカラ）は［唯識派（世親）の考えを］以下

の通り表している。例えば、夢を見ているとき諸の対象は存在しないように(16)。
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［11］夢を見ているときのようにプラマーナと認識対象とが構想されるという唯識派の主張に

は出世間知により目覚めたときに外界の対象が知覚されないことを確定し得る因（hetu）が存

在しない

［11A（1）］夢を見ているときの対象の因に関する問題

NBh.p.1077,2-5ad NS 4-2-33（1）

hetvabhavad asiddhih//33//svapnante vis・ayabhimanavat praman・aprameyabhimano na
 

punar jagaritante vis・ayopalabdhivad ity atra hetur nasti/hetvabhavad asiddhih（NS 4-2

-33）/svapnante casanto vis・aya upalabhyante ity atrapi hetvabhavah・/

［ニヤーヤ学派の主張］因が存在しないから［汝の主張は］成立しない（NS 4-2-33）。

夢を見ているとき対象を構想するようにプラマーナと認識対象とが構想される(17)、［出世間知

により］目覚めているとき対象を認識するようにではない(18)という［唯識派の主張］には

［外界の対象が知覚されないことを確定し得る］因（hetu）が存在しない。因が存在しないか

ら、［汝の主張は］成立しない（NS 4-2-33）。また夢を見ているとき、存在していない諸の対

象が認識されるというこのことにも因が存在しない。

［11A（2）］目覚めているときの無知覚は成立しない

NBh p.1078,2-6ad NS 4-2-33（2）

pratibodhe ’nupalambhad iti cet/pratibodhavis・ayopalambhad apratis・edhah・/yadi pra-

tibodhe’nupalambhat svapne vis・aya na santıti.tarhi ya ime pratibuddhena vis・aya upala-

bhyante upalambhat santıti/viparyaye hi hetusamarthyam/upalambhat sadbhave saty
 

anupalambhad abhavah・ siddhyati, ubhayatha tv abhave nanupalambhasya samarthyam
 

asti, yatha pradıpasyabhavad rupasyadarsanam iti, tatra bhavenabhavah・ samarthyate
 

iti//33//

目覚めている人によって外界の対象が知覚されないという無知覚の問題>

［反論］目覚めたときに［対象は］知覚されないから［夢を見ているときの対象は存在しな

い］(19)

［答論］目覚めたときに対象は知覚されるから［外界の対象の］否定は存在しない。もし、目

覚めたときに［対象は］知覚されない（anupalambha）から夢で見た諸対象は存在しない(20)

［（宗）夢で見た対象は存在しない。（因）目覚めたときに知覚されないから。（喩）知覚され

なければ、存在しない。］ということであるなら、そのとき、目覚めることによって知覚され

るこれらの諸対象は知覚されるから存在する（目覚めているときに知覚されないものは存在し

ない）。なぜなら因（目覚めているときの無知覚）の効力（samarthya）は反対の事柄（知覚

し得る存在）に関して（viparyaye）あるからである。知覚されることから有（sadbhava）が

存在する場合、知覚されないこと（無知覚）（anupalambha）から無（abhava）が成立する(21)。
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他方、（夢を見ているとき、あるいは目覚めているとき）何れの場合も［等しく］（対象が）存

在しないなら、［目覚めた人の］無知覚（anupalambha）には［非存在を証明する因として

の］効力が存在しない(22)。例えば、灯火が存在しないことから色が見られないようにという

ことは、その場合、［灯火の］存在によって［色が存在すれば、見られるが、見られなければ

色の］無が知らしめられる(23)。

［11B（1）］夢を見ているとき対象が構想されるという主張にとって因（hetu）は何か

NV pp.1077,7-1078,8ad NS 4-2-33（1）

hetvabhavad asiddhih（NS 4-2-33）/smrtisan・kalpavac ca svapnavisayabhimanah（NS 4-

2-34）/mayagandharvanagaramrgatrsnikavad veti（NS4-2-32,NBh.p.1087,8）na, pra-

man・abhavat/svapnantavad avidyamanes・u vis・ayes・u abhimana ity atra na hetur ucyate
 

iti/svapnante casanto vis・aya iti ko hetur iti/khyatir iti cet ayam
・ jagradavasthopalab-

dhanam・ vis・ayan・am
・ cittavyatirekin・am asattve hetuh・ khyatih・ svapnavad iti na,dr・s・t・antasya

 
sadhyasamatvat ya evam・ svapnavasthayam・ vis・ayah・ khyanti na te cittaviyatiriktaity atra

 
ko hetuh・

因（hetu）が存在しないから。［汝の主張は］成立しない（NS 4-2-33）。また夢を見ていると

きに対象を構想することは記憶（smrti）や観念の如く（san・kalavat）［以前に知覚した対象

に基づいている］（NS 4-2-34）。

［反論］あるいは幻、空中の想像上の都市、陽炎（mrgatrsnika）のように［プラマーナと認

識対象が構想される］（NS 4-2-32,NBh.p.1087,8）

［答論］［それは正しく］ない。プラマーナが存在しないからである。夢を見ている場合のよ

うに（svapnantavat）存在していない諸の対象に関して［存在であると］構想しているとい

うこのことには因（hetu）が述べられていない。また、夢を見ているときに諸の対象は存在し

ていないということには、いかなる因（hetu）があるのか。

［反論］顕現（khyati）が［因］である。すなわち［宗］目覚めている（jagrat）状態で認識

されている心とは別な諸の対象が存在していない場合、［因］顕現（khyati）がその因（hetu）

（対象は顕現から生起するの）である。［喩］夢の如し(24)。

［答論］［それは］正しくない。喩例（夢を見ているときの対象）には所証（心とは別のもの

でないもの）と［外界の対象の無ということにおいて］等しい性質があるから、そのように夢

を見ているとき、諸の対象が顕現している、それらは心とは別なものではないというこのこと

（主張）に関して、因（hetu）は何であるのか(25)。

［11B（2）］目覚めているときの無知覚は成立しない

NV p.1078,8-14ad NS 4-2-33（2)(26)
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pratibuddhenanupalambhan na santıti atha manyase yasmat pratibuddhena nopalabhyante
 

tasman na santıti na,vises・an・opadanat ye pratibuddhenopalabhyante te santıti praptam/

vyartham・ va vises・an・am
・ pratibuddhenanupalambhad iti/yadi copalabhyamanam・ ja-

gradavasthayam・ svapnavasthayam・ vis・ayam asantam
・ manyase atha cittam astıty atra ko

 
hetur iti/viparyaye ca samarthyabhavad ahetuh・ jagrato ’nupalabdher iti/yady upalab-

dhih・ sattvasadhanam・ tato ’nupalabdhir asattvam・ sadhayati,viparyaye hi hetoh・ samarth-

yam・ dr・s・t・am iti/

［反論］目覚めた人（pratibuddha）によって認識されないから［諸の対象は］存在しないと

いうことは、目覚めた人によって認識されないから［諸の対象は］存在しないということであ

る(27)。

［答論］それは［正しく］ない。［汝は目覚めているときに知覚されないという］限定詞を採

用する（vises・anopadana）から目覚めた人によって知覚されるものは存在するということが

得られる(28)。あるいは目覚めた人によって［諸の対象は］知覚されないからという限定詞（vi-

ses・an・a）は無意味である
(29)。また、もし、目覚めている状態において知覚されているものを、

夢の状態における非存在なる対象であると汝がみなすなら(30)、その際、心（citta）は存在す

るというそのことに、何の根拠（hetu）があるのか。また反対の事柄（知覚し得る存在）に関

して（viparyaye）、［因（目覚めているときの無知覚）の］効力（samarthya）が存在しない

から、目覚めている人（jagrat）の無知覚（anupalabdhi）は因ではあり得ない（ahetu）。も

し、知覚（upalabdhi）が有を証明するもの（sattvasadhana）であるなら、そのことから無

知覚（anupalabdhi）が非存在であること（asattva）を証明する(31)。なぜなら因（目覚めて

いるときの無知覚）の効力は反対の事柄（知覚し得る存在）に関して（viparyaye）見られる

からである。

［11B（3）］心心所の同体別体に関する論議

NV pp.1078,14-1084,7ad NS 4-2-33（3）

na cittavyatirekin・o vis・aya grahyatvat vedanadivad iti yatha vedanadigrahyam・ na
 

cittavyatiriktam・ tatha vis・aya api/vedana sukhaduh・khe,cittam
・ vijnanam iti, sukhaduh・-

khabhyam・ canyat jnanam ity asiddho dr・s・t・antah・,sukhadukh・khe grahye grahan・am
・ jnanam

 
iti grahyagrahan・abhavad anyatvam/athabhinnam・ vijnanam・ vedanatas tathapi grahyam・

ca gr・hıtis ca ekam iti na dr・s・t・anto ’sti/na hi karma ca kriya ca ekam
・ bhavatıti/athai-

katvam・ praman・avr・ttam anapeks・ya pratipadyethah・ tahapi catvarah・ skandha iti sastra-

vyaghatah・/atha catus・t・vam
・ na pratipadyate dr・s・t・am

・ vijnanamatram evabhyupagamyate so

’pi dr・s・t・am
・ vijnanabhedam anuyoktavyah・ ― bahyasyadhyatmikasya ca vijnanabhedahetor

 
abhavat katham・ vijnanabheda iti/svapnavad vijnanabhedam・ yadi pratipadyate, so ’pi
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dr・s・t・anubhutanam
・ bhavanam・ bhavanavasena vijnanabhedam・ pratipadayitavyah・/atha

 
svapnapaks・e ’pi bhavanabhedad vijnanabhedam

・ pratipadyeta so ’pi bhavyabhavakavar-

gayor bhedena pratyavastheyah・,nabhinnam
・ bhavyam・ bhavakam・ ceti/

［反論］(32)（宗）心（citta）とは別な諸の対象は存在しない。（因）把握対象であるから。

（喩）受（vedana）などのように(33)。例えば、受などの把握されるもの（心所）は心とは別

のものではない（心心所同体である）、同様に諸の対象も［心とは別のものではない］(34)。

［答論、ウッディヨータカラの見解、心心所別体］受とは楽と苦との二である。心（citta）

とは識（vijnana）である。知（jnana）とは楽と苦とは別であるから（心心所同体を表す）喩

例が成立しない。楽と苦とは認識されるもの（grahya）であり、知は認識するもの（grahan・a)

である(35)（楽と苦とは別である知によって認識される）から、認識されるものと認識するも

のとの関係によって（楽、苦と知とは）別である（心心所別体である）。もし、識（vijnana）

が受（vedana）と無区別であるなら、そうであっても、認識されるもの（grahya）と認識す

るもの（gr・hıti）とが同一であるということには、喩例が成立しない。なぜなら、行為の対象

（karman）と行為（kriya）とは同一ではない。もし、プラマーナによっておこされること

に依存せずに汝が［心と心所とを］同一であるとみなそうものなら、それでもなお、［精神的

なものに］四つの蘊があるという教理と矛盾する。もし、四つであることが理解されない（一

蘊だけ）なら、識のみ（vijnanamatra）だけが経験されると認められる。（識のみと主張す

る）その人は識の区別が経験されることを問われなくてはならない。また、外（なる対象）と

内とにとって識の区別の根拠が存在しないから、どうして［時間空間などに関して］識の区別

が存在しようか(36)。もし、夢のように識の区別を理解するなら(37)、（識のみと主張する）その

人は見られ経験された諸存在の心に現われたもの（bhavana）によって識の区別を理解しなく

てはならない。もし、夢の中でも心に現われたものを区別することによって識の区別を理解す

るなら、その人は心に現われたものと心に現すこととの二つのもの（bhavyabhavakavarga）

を区別して立ち向かわなくてはならない。心に現われたものと心に現すこととは無区別ではな

い［心心所別体である］。

［12］夢を見ているときの対象の因と対応物（pradhana）に関する論議

［12A］NBh.pp.1080,2-1085,7(38)ad NS 4-2-34

svapnantavikalpe ca hetuvacanam/svapnavisayabhimanavad（cf NS4-2-34） iti bruvata

svapnantavilalpe hetur vacyah・/kascit svapno bhayopasam
・hitah・, kascit pramodopasam

・-

hitah・,kascid ubhayaviparıtah・,kadacit svapnam eva na pasyatıti/nimittavatas tu svap-

navisayabhimanasya（cf NS 4-2-34） nimittavikalpad vikalpopapattih・//33//

smrtisan・kalpavac ca svapnavisayabhimanah //NS 4-2-34 // purvopalabdhavis・ayah・/

yatha smr・tisca san
・kalpasca purvopalabdhavis・ayau na tasya pratyakhyanaya kalpete(→
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kalpate) tatha svapne vis・ayagrahan・am
・ purvopalabdhavis・ayam

・ na tasya pratyahyanaya
 

kalpate(→kalpata)iti/evam・ dr・s・t・avis・ayas ca svapnanto jagaritantena/yah・ suptah・ svap-

nam・ pasyati sa eva jagratsvapnadarsanani pratisandhatte idam adraks・am iti/tatra ja-

gradbuddhivr・ttivasat svapnavis・ayabhimano mithyeti vyavasayah・/sati ca pratisandhane
 

ya jagrato buddhivr・ttis tadvasad ayam
・ vyavasayah・ svapnavis・ayabhimano mithyeti/ub-

hayavises・e tu sadhananarthakyam/yasya svapnantajagaritantayor avises・as tasya sva-

pnavisayabhimanavad（NS 4-2-31） iti sadhanam anarthakam・ tadasrayapratyakhyanat/

atasmim・s tad iti ca vyavasayah・ pradhanasrayah・/apurus・e sthan・au purus・a iti vyavasayah・,

sa pradhanasrayah・,na khalu purus・e’nupalabdhe purus・a ity apurus・e vyavasayo bhavati,

evam・ svapnavis・ayasya vyavasayo hastinam adraks・am
・ parvatam adraks・am iti pra-

dhanasrayo bhavitum arhati//34//

また、夢を見ているときの構想に関して、原因（hetu）を述べることが［必要である］。夢

を見ているときに対象を構想するようにと主張する者（世親）によって夢を見ているときの構

想に関して原因が述べられなくてはならない。ある夢は恐怖（bhaya）を伴い、ある［夢］は

喜び（pramoda）を伴い、ある［夢］は（恐怖と喜びとの）両者を欠いている。ある時には、

人は全く夢を見ない。他方、［実在としての原因に基づかずに夢を見ているときの対象を構想

している唯識論者と違って］実在としての原因（生起因 nimitta）に基づいて夢を見ていると

きに対象を構想していることには、実在としての原因を構想しているから構想には妥当性があ

る。

［ニヤーヤ学派の主張］また夢を見ているときに対象を構想することは記憶や観念の如く［以

前に知覚した対象を有するものである］（NS 4-2-34）。

［夢を見ているときに対象を構想することは］以前に知覚した対象を有するものである。例え

ば記憶（smr・ti）と観念（san
・kalpa）とは以前に知覚した対象を有するものである(39)。そのこ

とを否定することはできない、それと同様に夢を見ているときに対象を把握することは以前に

知覚した対象を有するものである。そのことを否定することはできない。以上のように、また

夢の中で経験する対象は目覚めている状態［で経験したもの］によって［起こるのである］。

夢を見ている眠っている人自身が、目覚めたときに夢の中で見た諸のものを私はこれを見た

（adraks・am）と思い起こす。その場合、目覚めたときの知の働きから、夢の中で対象である

と考えたものは誤り（mithya）であると決定される。また、回想（pratisandhana）が存在す

る場合、目覚めている人の知の働きが、それ（回想すること）によって夢の中で対象であると

考えたものは誤りであると決定される［目覚めている時の知の働きと夢の中での知の働きとは

区別される］。他方、両者は区別されないとする場合は［夢を見ている場合の認識の如しと］

証明することは無意味なことである。夢を見ているときと目覚めているときの両者に［外界の

対象が存在しないという点で］区別がないとするその者（唯識派、世親)(40)にとって、夢を見
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ているとき対象を構想するように［このプラマーナと認識対象とを構想する（ayam・ prama-

n・aprameyabhimanah・）（NS 4-2-31）］と証明することは［夢を見ているときの知も目覚めて

いるときの知も共に誤っていることになる故］無意味なことである。その依存するもの（原因

となるもの）を否定すること（pratyakhyana）であるから。また、それでないものをそれで

あると判断することは対応物（pradhana）に依存するのである。人でない杭（sthan・u）に関

して人であると判断すること（vyavasaya）、それは対応物（実在する人）に依存するのであ

る。実際、人を知覚したことがない（anupalabdhi）場合、人ではないもの（杭）に関して人

であるという判断は存在しない。同様に夢を見ているときの対象を、私は象を見た、私は山を

見たと判断すること（vyavasaya）は対応物に依存するからである［それは以前に象や山を見

た経験による］。

［12B（1）］夢を見ているときの対象と唯識無境説とに関する対応物（pradhana）の問題

NV p.1084,7-17ad NS 4-2-34（1）

ye caite svapnadipratyayah・ puravimanodyanabhedanuvidhayinah・ te mithyapratyaya iti,

mithyapratyayanam・ ca jagradavasthapratyayasamanyad bhavah・/mamapi sarva eva
 

mithyapratyaya bhavis・yantıti bruvan・ah・ pradhanam anuyoktavyah・/na ca nih・pradhanam
・

viparyayapratyayam・ pasyama iti/cittavyatirekin・am
・ ca vis・ayam apratipadyamanah・ sa-

dhanadus・an・asvabhavam
・ paryanuyoktavyah・/yadi bahyasvabhavakam

・ vyaghatah・/atha ci-

ttasvabhavakam・ na cittena parah・ pratipadyate ity artho ’sya na siddhyati, na hıtarasv-

apnam anakhyatam itaro vijanatıti/atha sabdakaram・ cittam・ pratipadyate tenapi sabda-

karam・ cittam ity akararthe vaktavyah・/akaro hi nama pradhanavastusamanyad atas-

mim・s tad iti pratyayah・/na ca bhavatpaks・e sabdo vidyata iti sabdakaram
・ cittam iti

 
nirabhidheyam・ vakyam/cittavyatiriktam・ vis・ayam apratipadyamano jagratsvapnavasth-

ayor bhedam・ paryanuyojyah・ jagradavasthayam・ vis・aya na santi svapnavasthayam apıti
 

iyam・ svapnavastha iyam・ jagradavastheti kuta etat

城（pura）、馬車（vimana）、庭園（udyana）という区別に応じた夢を見ている場合などにお

ける知識は、誤って知られたものであるから、また目覚めている状態での知識との類似性（sa-

manya）から［夢を見ているときの］誤って知られた諸のものが存在する。私にとっても、

全ては誤って知られたものであると述べる者は対応物（pradhana）について問われなくては

ならない。我々は対応物なくして誤った知識を経験することはない。また心以外の対象を認め

ない者（世親）は立証（sadhana）と論破（dus・an・a）の本質について問われなくてはならな

い。もし［立証と論破との本質が］外界を本質とするもの（bahyasvabhavaka）であるなら、

矛盾が存在する。もし、心を本質とするものなら、他者は心によって知られないから、その

（立論と論破との）目的は達成しない。語られていない他者の夢を別の人は知ることはないか
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らである。もし、心が声の形象（sabdakara）を有すると理解されるなら、彼によっても、心

は声の形象を有するという形象の意味に関して述べられなくてはならない。なぜなら、形象

（akara）というのは、対応物である［外界の］実在（pradhanavastu）との類似性（samanya)

から、それでないものに関してそれであると知ることである。また、汝の理論においては［心

とは別でない］声が存在するから心が声の形象をもつということは意味のない陳述である。心

以外の対象を認めない人（世親）は目覚めている時と夢を見ている時との区別（bheda）を詰

問されなくてはならない。目覚めている状態で諸の対象は存在しない。夢を見ている状態でも

［対象は存在しない］から、これは夢を見ている状態である、これは目覚めている状態である

というこのことは、何に基づいているのか［それらに区別があり得ない］。

［12B（2）］唯識無境説と善、不善の結果に関する論議(41)

NV pp.1084,17-1085,9ad NS 4-2-34（2）

dharmadharmavyavasthaca na prapnoti yathasvapnavasthayam agamyagamanad adhar-

motpattir na bhavaty evam・ jagradavasthayam api na syat/atha nidropaghatanupaghatau
 

bhedam・ janayata iti pratipadyeta tad api tadr・g eva nidropaghatascetaso vaikr・tyahetur iti
 

katham avagamyate atha vijnanasya spas・t・atam aspas・t・atam
・ ca bhedam・ pratipadyeta

 
vis・ayam antaren・a jnanasya spas・t・ataspas・t・ata ca vaktavya/

また善（dharma）、不善（adharma）なる［結果の］確定が得られない。例えば、夢を見て

いる状態で姦通（gamyagamana）から不善が起こることはない。そのように目覚めている状

態でも［不善が起こることは］ないであろう(42)。

［反論］［夢を見ている時の］眠気（nidra）による障害（upaghata）と［目覚めている時の］

不障害とが区別を起こすということが知られる(43)。

［答論］それも、まさしくそういった心（cetas）の眠気による障害が低下（vaikr・tya）の原

因であるということが、どうして知られるのであるか。もし、識の明瞭さ（spas・t・ata）と不明

瞭さ（aspas・t・ata）との区別を知るのなら、対象なしに知識の明瞭さと不明瞭さと［の区別］

が説明されなくてはならない。

［12B（3）］唯識無境説と知識の区別に関する論議

NV pp.1085,9-1086,9ad NS 4-2-34（3）

asaty arthe vijnanabhedo dr・s・t・a iti cet atha manyase yatha tulyakarmavipakotpannah
 

pretah puyapurnam・ nadım・ pasyanti,na tatra nady asti,na puyam/na hy ekam・ vastv ane-

kakaram・ bhavitum arhati/dr・s・t・as ca vijnanabhedah・,kecit tam eva jalapurn・am
・ pasyanti

 
kecit rudhirapurn・am ity ato’vasıyate yatha dhyatme nimittapeks・am asati bahye nimitte

 
vijnanam eva tathotpadyate(a)iti na,vyaghatat asati bahye vijnanam eva tatheti bruva-
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n・ah・ pras・t・avyo jayate katham
・ tatheti/yadi rudhirakaram・ vijnanam rudhiram・ tarhi va-

ktavyam・ kim・ rudhiram iti/evam・ jalakaram・ nadyakaram・ ca vaktavyam/puyapurn・am
・

pasyantıti ca vakhyasya padani pratyekam・ vicaryaman・ani rupadiskandhabhave nirvi-

s・ayan・i bhavanti/desadiniyamasca na prapnoti,ekasmin dese nadım
・ puyapurn・am

・ pasyanti
 

na desantares・u/asaty arthe niyamahetur vaktavyah・/yasya punar vidyamanam
・ kenacid

 
akaren・a vyavasthitam

・ tasya ses・o mithyapratyaya iti yuktam/mithyapratyayas ca
 

bhavanto na pradhanam・ badhanta iti puyadipratyayanam・ pradhanam・ vaktavya iti/yatha

puyadipratyayanam evam・ mayagandharvanagaramrgatrsnasalilanam（cf NS4-2-32）iti/

karmano vasananyatra phalam anyatra kalpyata（Vsk.7ab）iti/asyarthah・yatraiva kila
 

karma tatraiva kila phalena bhavitavyam,yasya tu cittavyaterekin・o vis・ayas tasyanyatra
 

karmanyatra phalam iti vyadhikaran・e kalmaphale bhavata iti tan na,ana-bhyupagamat―

na maya karmaphale vyadhikaran・e abhyupagamyate,atmani karma tatraiva phalam ity
 

ados・ah・/madıyac cittat  arthantaram
・ vis・ayah・ samanyavises・avattvat  santanantar-

acittavat/praman・agamyatvat karyatvad anityatvat dharmapurvakatvac ce-ti//34//

［反論］対象は存在しなくとも、［時空の限定や一人に限定されないという］知識の区別が見

られる(44)。

［答論］もし、汝（世親）が例えば、等しい行為の果報（異塾）を生起した餓鬼達は膿みに満

ちた河を見る(45)と考えるなら、そこには河は存在せず膿みも存在しない。なぜなら、一つの

事物が多なる形象をもつ（さまざまに見える）ことはあり得ない。

［反論］しかし、知識の区別は見られる。ある人々はその（河）を水に満たされていると見る。

ある人々は［その河を］血に満たされていると［見る］から、したがって例えば外界の生起因

（nimitta）が存在しない場合、内における生起因に依存している知識こそが確定される、そ

れと同様に生起する。

［答論］［それは正しいもの］ではない。矛盾するからである。外界が存在しない場合、知識

こそがそう（区別するの）であるといっていることは、どうしてそう（区別し得るの）である

のかと問われなくてはならない。もし知識が血の形象（akara）をもつなら、そのとき、血を

説明しなくてはならない。血は何であるのかと［心以外に発生源を認めないなら、形象はどう

して起こるのかを説明しなくてはならない］。そのように、水の形象と河の形象を説明しなく

てはならない。また膿みに満たされた［河を全ての餓鬼が］見るという主張(46)の諸の言葉が

一つ一つ吟味されるとき、色などの蘊が存在しない場合、対象をもたないこととなる。また場

所などに関する限定が得られない。ある場所で膿みに満ちた河を見る。他の場所では（見ら

れ）ない。対象が存在しないとき、［特定の場所を］限定する根拠が述べられなくてはならな

い(47)。さらにある形象で存在しているものは確定され、それ（知識）以外のものは誤った知

識であるということが妥当することになる。また誤った知識が存在しているなら、［その知識
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の］対応物（pradhana）を退け去ることはないから、諸の膿みなどの知識にとって、対応物

（pradhana）となるものを説明しなくてはならない。例えば諸の膿みなどの知識にとっての

ように、幻、空中の想像上の都市、陽炎の水（mr・gatr・s・n・asalila）にとってもそうである（対

応物となるものが説明されなくてはならない）から。

［世親による反論］行為の習気のある場所と別な場所に行為の結果があると構想されている(48)。

この意味は、行為が行われたそのところ（心相続）にこそ、［行為の］結果が設けられなくては

ならない(49)。他方、心以外の諸の対象が存在するという人には、行為が行われたところと別の

ところに結果があると異なった基体（vyadhikaran・a）を具えた行為と結果が存在することに

なる(50)。［行為とその結果は同一の基体、認識の相続（vijnanasam・tana）においてある。］

［答論］それは［正しく］ない。［異なった基体を具えた行為とその結果ということは］認め

られないからである。私は行為と結果が異なった基体を具えているとは認めない。行為はアー

トマンにおいてこそ行われ、そこ（アートマン）においてこそ結果があるから過失はない。

（宗）私の心とは別なものとして諸の対象は存在する。（因）一般性と特殊性を具えているか

ら。（喩）他の相続（他人）の心のように。（因）プラマーナにより認識されるものであるから。

（因）結果であるから。（因）無常であるから（anityatvat）。（因）ダルマを先とするもので

あるから(51)。

［13］誤った認識は真実知によって退けられるが、誤った知は存在から起こり実在としての原

因なし（animitta）に起こるのではなく外界の対象及び普遍相をもった対象は退けられない

［13A］NBh pp.1087,2-1088,4ad NV 4-2-35

evam・ ca sati mithyopalabdhivinasas tattvajnanat svapnavis

ツ

ayabhimanapran

ヤ

asavat prati-

bodhe//35//sthan・au purus・o ’yam iti vyavasayo mithyopalabdhih・ atasmim・s tad iti
 

jnanam,sthan・au sthan・ur iti vyavasayas tattvajnanam/tattvajnanena ca mithyopalabdhir
 

nivarttyate, narthah・ sthan・upurus・asamanyalaks・ah・/yathapratibodhe ya jnanavr・ttis taya

svapnavis・ayabhimano nivartyate nartho vis・ayasamanyalaks・an・ah・, tatha mayagandhar-

vanagaramr

ー

gatr

ヤ

s

ナ

n

、

ikan

ウ

am・ (cf NS 4-2-32)api ya buddhayo ’tasmim・s tad iti vyavasayas
 

tatrapy anenaiva kalpena mithyopalabdhivinasas tattvajnanan narthapratis

ッ

edha iti /

upadanavac ca mayadis・u mithyajnanam/prajnapanıyasarupam・ ca dravyam upadaya
 

sadhanavan aparasya mithyadhyavasayam・ karoti samaya,nıharaprabhr・tınam
・ nagarasar-

upasannivese duran nagarabuddhir utpadyate viparyaye tadabhavat, suryamarıcis・u
 

bhaumenos・man・a sam・sr・s・t・es・u spandamanes・udakabuddhir bhavati samanyagrahan・at, anti-

kasthasya viparyaye tadabhavat/kvacit kadacit kasyacic ca bhavan nanimittam・ mithyaj-

nanam/dr・s・t・am
・ ca buddhidvaitam・ mayaprayoktuh・ parasya ca,durantikasthayor gandhar-

vanagaramr・gatr・s・n・ikasu, suptapratibuddhayos ca svapnavis・aye/tad etat sarvasyabhave
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nirupakhyatayam niratmakatve nopapadyate(a)iti//35//

また、そうであるなら真実の知から、誤った認識（mithyopalabdhi）が滅される。目覚めた

ときに夢を見ているときの対象を構想することが滅せられるように（NS 4-2-35）。杭（stha-

n・u）に関して、これは人であると判断することは誤った認識であって、それでないものに関

してそれであると知ることである。杭に関して杭であると判断することは真実の知である。ま

た真実の知によって誤った認識が退けられる。杭と人との共通した特徴（普遍相 samanya-

laks・n・ah・）をもった対象は［退けられ］ない
(52)。例えば、目覚めたときに知の働きによって夢

の中で対象を構想したことが退けられる(53)が、対象という共通した特徴（普遍相）をもった

対象は［退けられ］ないように、同様に幻、空中の想像上の都市、陽炎にとっても、それでな

いものをそれであると判断する諸の知がある。その場合も、上の仕方で真実の知（tattva-

jnana）から誤った認識の消滅が［もたらされるが］、対象が否定されるのではない。また幻

などに関する誤った認識（mithyajnana）は［外界の］質料因（upadana）を有するものであ

る。また知らしめるべきものと類似している（sarupa）実体に依存して証明するものを具え

ているものが、他者に誤った間接的判断（adhyavasaya）を設ける。それが幻である。霧

（nıhara）を始めとする諸ものに、町に類似したものが存在している場合、遠方からは町であ

るとの知が起こされる。反対（近く）の場合、それは起こらないからである。諸の太陽光線

（suryamarıci）が大地から発した熱（us・man）と結合し揺らめいているとき、水（udaka）

の知覚が起こる。［揺らめいている点で水との］共通性を把握するからである。反対に近くに

いる人には、それ（水であるとの知覚）は存在しないからである［近いということが正しい知

覚の条件である］。あるところで、あるときに、ある人に、誤った知は存在（bhava）から起

こるのであって、実在する原因なし（animitta）に［起こるのでは］ない。また（1）魔術師

（mayaprayoktr・）とその他の人々（見物人）との二種の知が知られる［前者は幻を非実在と

知るが、後者は実在と思う］。（2）遠くにいる人と近くにいる人とには、空中の想像上の都市、

陽炎に関して［前者はそれらを見、後者はそれらを見ることはない］。（3）眠っている人と目

覚めている人とには、夢の中での対象に関して［前者は実在と思い、後者は非実在と見る］。

こういったことは、すべてが非存在（abhava）であり、名称のないものであり、無我なるも

の（niratmakatva）であるなら(54)、起こらない。

［13B］NV pp.1087,16-1088,11ad NS 4-2-35

evam・ ca sati mithyopalabdhivinasas tattvajnanat svapnavisayabhimanapranasavat pra-

tibodhe(NS 4-2-35)/sthan・au purus・adhyavasayo mithyopalabdhih・,tattvajnanena ca mith-

yadhyavasayah・sa nivartate,narthah・sthan・upurus・alaks・an・ah・/na hy asau sthan・ur na bhava-

tıti yatha svapnopalabdhan・am
・ ye’dhyavasayah・ te jagradavasthopalabdhya nivartyante,

nartho visayasamanyalaksana（NBh.p.1087,8ad NS 4-2-35） iti/ses・am
・ bhas・ye//35//
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また、そうであるなら、真実の知から誤った認識が滅される。目覚めたときに夢を見ていると

きの対象を構想することが滅せられるように（NS 4-2-35）。杭に関して人であるとの間接的

判断が誤った認識である。また真実の知によって誤ったその間接的判断がやむ。杭と人の特徴

をもった対象は存在しない。なぜなら、その杭は存在しないのではない。例えば、夢を見てい

るときの諸の認識にとっての諸の間接的判断は目覚めているときの認識によって退けられる。

対象にある普遍的な特徴（普遍相）（samanyalaksana）をもった対象は［退けられ］ない(55)。

残りは、NBh.に［明らかである］。

［14］誤った知にも実在としての原因（生起因、nimitta）が存在する［中観派批判］

［14A］NBh p.1088,5-8ad NS 4-2-36

buddhes caivam・ nimittasadbhavopalambhat//36//mithyabuddhes carthavad apratis・e-

dhah・/kasmat nimittopalambhat, sadbhavopalambhac ca/upalabhyate hi mithyabudd-

hinimittam・ mithyabuddhisca pratyatmam utpanna gr・hyate sam
・vedyatvat,tasman mith-

yabuddhir apy astıti//36//

また、同様に知（buddhi）には実在としての原因（生起因、nimitta）の存在が認識されるか

らである（NS 4-2-36）。また誤って知られたこと（mithyabuddhi）は対象の如く否定されな

い。

［反論］何故であるか。

［答論］実在としての原因（nimitta）が認識されるからである。また存在が認識されるから

である。なぜなら、誤って知られたことの実在としての原因が認識される。また誤って知られ

たことは、それぞれの人に生起したものであると把握される。認識される性質のものだからで

ある。したがって誤って知られたことも存在する。

［14B］NV pp.1088,12-1089,9ad NS 4-2-36

buddhes caivam・ nimittasadbhavopalambhat（NS 4-2-36）/buddhes caivam・ nimittasad-

bhavopalambhad apratis・edhah・/mithyabuddher nimittam asti/kim
・ punas tat samanya-

darsanam・ vises・adarsanam avidyamanavises・adhyaropa iti/mithyabuddhim
・ pratipadyama-

nena tasya nimittam・ vaktavyam/nimittam・ ca pratipadyamanenartho ’bhyupetya iti//

36//

また、同様に知には実在としての原因（nimitta）の存在が認識されるからである（NS 4-2-

36）。また、同様に知には実在としての原因の存在が認識されるから否定されない。誤って知

られたこと（mithyabuddhi）には実在としての原因（nimitta）が存在する（NS 4-2-36）。

［反論］また、それは何であるのか。

［答論］普遍を見ることであり、特殊性を見ないことである。存在していない特殊性を増益す
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ることである。誤って知られたことを認めることによって、［中観派によって］それには実在

としての原因が述べられなくてはならない。また、実在としての原因を認めることによって対

象（artha）を認めなくてはならない。

［14B-1］NVT p.1088,17-19ad NS 4-2-36

yas tu madhyamiko mithyabuddhidr・s・t・antena bahyapahnavam
・ kr・tva tenaiva dr・s・t・antena

 
vijnanabhavam・ kr・tva vicarasahatvam

・ tattvam・ bhavanam・ vyavasthapayam babhuva tam・

pratyaha buddhes caivam・ nimittasadbhavopalambhat（NS 4-2-36）//

他方、中観派は誤って知られたこと（mithyabuddhi）に関する喩例（映像など）によって外

界の否定をし、その同じ喩例（映像など）によって識（vijnana）の非存在を表し、諸存在の

［世俗としての］真理は吟味に耐え得ない（vicarasahatva）と確定する(56)。それに対して答

えた。また、同様に知には実在としての原因（nimitta）の存在（sadbhava）が認識されるか

らである（NS 4-2-36）。

［14B-2］NVT p.1089,18-19ad NS 4-2-36

so ’yam・ madhyamiko ’nubhuyamanam・ mithyabuddhim・ napahnotum arhati/tatha ca mi-

thyabuddhim・ pratipadyamanena tasyanimittam・ vaktavyam（NV p.1089,8）ity uktam//

36//

この中観派は知覚されているものを誤って知られたことであると否定することはできない。ま

た同様に、誤って知られたことを認めることによって、それには実在としての原因（nimitta)

が述べられなくてはならないといった。

［15］杭を人と誤って知ることには実際の対象（杭）と対応物（人）との区別がある

［15A］NBh pp.1089,2-1090,3ad NS 4-2-37

tattvapradhanabhedac ca mithyabuddher dvaividhyopapattih//37//tattvam・ sthan・ur iti,

pradhanam・ purus・a iti/tattvapradhanayor alopad bhedat sthan・au purus・a iti mithyabuddhir
 

utpadyate samanyagrahan・at/evam
・ patakayam・ balaketi, los・t・e kapota iti na tu samane

 
vis・aye mithyabuddhınam

・ samavesah・ samanyagrahan・avyavasthanat/yasya tu niratma-

kam・ nirupakhyam・ sarvam・ tasya samavesah・ prasajyate/gandhadau ca prameye gan-

dhadibuddhayo mithyabhimatas tattvapradhanayoh・ samanyagrahan・asya cabhavat tattva-

buddhaya eva bhavanti/tasmad ayuktam etat pramanaprameyabuddhayo mithyeti（cf
 

NS 4-2-31）//37//

また、誤って知られたことには実際の対象（tattva）と対応物（pradhana）との区別がある

から、二種が妥当する（NS 4-2-37）。実際の対象が杭である。対応物が人である。実際の対
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象と対応物とが揃って（alopa）いて区別される（相違がある）から杭に関して人であるとい

う誤って知られることが生起する。共通性（普遍 samanya)(57)を把握するからである。同様に

旗（pataka）に関して鶴（balaka）であるという、土塊（los・t・a）に関して鳩（kapota）であ

るという［誤って知られたことが存在する］。他方、類似した（samana）対象［例えば牛の

群］に関して［杭と人との場合のように］諸の誤って知られることが入り込むことはない。普

遍（samanya）を把握することが確定しているからである。他方、すべてのものが無我なる

もの（niratmaka）であり、名称をもたないという者（仏教徒)(58)にとっては［普遍を認めな

いから類似した対象に関して誤って知られることが］入り込むことになってしまう。また香り

などの認識対象に関して誤って構想されたものである香などの諸の知は、実際の対象と対応物

との二と普遍（samanya）の把握とが存在しないから諸の実際の対象を知ること（tattvabu-

ddhi）だけとなる。したがって［誤って知ることはないのであるから］プラマーナと認識対象

とに関する諸の知が［夢を見ているとき対象が構想されるように］誤っている(59)というこの

ことは不合理である。

［15B］NV p.1089,10-11ad NS 4-2-37

tattvapradhanabhedac ca mithyabuddher dvaividhyopapattih（NS 4-2-37）/tattvam・ stha-

nur iti pradhanam・ purusa iti tattvapradhanayor alope mithyabuddhir bhavatıti（NBh.p.

1089,3-4）/ses・am
・ bhas・ye//37//

また、誤って知られたことには実際の対象と対応物との区別があるから、二種が妥当する

（NS 4-2-37）。実際の対象が杭であり、対応物（pradhana）が人である。実際の対象と対応

物とが揃っている（alopa）場合、誤って知られることが存在する。残りはNBh.に［明らか

である］。

結 論

ヴァーツヤーヤナは世親が唯識無境を夢を見ているときの対象の例示によって論じるVs

kk.1-3を、また自己の種子に基づく対象としての顕現を有した表象から記憶が起こるという

Vs k.17ab及び夢を見ているときの対象と目覚めたときの対象を共に無とするk.17cdを知っ

ていて、その際、対象の因の存在しないことを論難し、自説を表わしている。それは以下のも

のである。

1.夢を見ているときの対象は無ではなく実在である原因（nimitta）が存在し、夢を見ている

ときの対象は以前、目覚めているときに知覚経験した外界の対象に基づく。2.世親によれば

夢中も、目覚めているときも共に外界の対象は存在しないから、目覚めているときの外界の対

象の無知覚（anupalambha）は確定されない。3.記憶は以前に知覚した対象による。4.誤
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った知は真実の知によって退けられるが、誤った知にも根拠となる対応物（pradhana）が存

在する。杭を人と判断する誤った知にとって杭と人との共通した特徴（普遍相 samanyala-

ks・an・a）をもった対象は退けられない。他方、一切法無我を主張する者は普遍を認めないから

実際の対象だけを把握することになり、かえってプラマーナと認識対象とが夢を見ているとき

の対象のように構想されたものであるとはいえなくなる。5.幻、空中の想像上の都市、陽炎

に関する誤った認識（mithyajnana）は質料因（upadana）を有する。6.外界の対象も識も

否定する者（ヴァーチャスパティミシュラによれば中観派）は実在としての原因（生起因 ni-

mitta）を認める必要がある。

7.特にウッディヨータカラのみが指摘する世親による外界の対象の否定が成立しない根拠と

は、世親は心とは別な諸の対象を認めず心心所同体論に立つが、それでは精神的なものが受、

想、行、識の四種に区分されている教理と矛盾する。また夢を見ているときと目覚めていると

きと共に外界の対象が存在しないなら、善、不善という業果が成立しない。先に世親は眠気に

よる業果の区別を主張していた（Vs k.18cd）。またVs k.3とVs k.7との知の区別の問題に

言及し、唯識無境であっても、場所の限定は夢の場合と同様に証明され、特定の人に限定され

ないことは餓鬼達が共通して膿みの河を見るという知識の区別の成立を論じる世親に対して、

それらの知における形象の原因として外界の対象を認める必要があること、またVs k.7abを

引用し習気と業果との一貫性を識の相続により説明する世親に対してアートマンによるとする。
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〔注〕

⑴ 森山（2014）（2015a）（2015b）（2015c） ⑵ 梶山（1984）pp.48-49 ⑶ 森山（2014）p.3,

NV ad NS 4-2-12 ⑷ ［8b-1］［9b-1］NVT p.1076,17-23ad NV 4-2-30,31 ⑸ cf PV III

(94)aniscayakaram・ proktam ıdr・ks・anupalambhanam/tan natyantaparoks・es・u sadasattavinis-

cayau //こういった（知覚し得ないものの）無知覚は確定をもたないものであると述べられた。

したがって、諸の超感覚的なものに関しては存在と非存在との何れの確定もない。 ⑹ cf Vs p.

6,29-30 na tavad ekam・ vis・ayo bhavaty avayavebhyo ’nyasyavayavirupasya kvacid apy
 

agrahan・at/まず、単一なもの（全体）は対象ではない。諸部分とは別な全体というものは決し

て把握されないからである。 ⑺ cf Vs p.8, 22-25 ad k.16ab praman・avasad astitvam
・ nas-

titvam・ vanirdharyate sarves・am
・ ca praman・anam

・ pratyaks・am
・ praman・am

・ garis・-t・ham ity asaty 
arthe katham iyam・ buddhir bhavati pratyaks・am iti pratyaks・abuddhih・ svapnadau yatha（Vs

k.16ab）［反論］存在性あるいは非存在性はプラマーナによって確定される。またあらゆるプラ

マーナのうちで直接知覚のプラマーナが最も重要である。したがって、対象が存在しない（唯識

無境である）とき、どうしてこの知が直接知覚であることになろうか。［答論］直接知覚による知

は夢などの場合のように起こる （Vs k.16ab）。 ⑻ ナーガルジュナのVaidalyaprakaran・a14,15

にもプラマーナと認識対象とが存在しないから、この否定はなんであるのかというという対論者

による詰問が見られる。それに対してナーガルジュナは否定されるものが存在しない場合にも、

否定対象を表現してから否定すると答えている。梶山（1965）pp.138-139,（1974）p.196 ⑼

［9A］NBh.ad NS4-2-31から［12A］34夢を見ているときの対象は非実在（誤り）→誤った知

の根拠（hetu）が存在しない、根本としての原因（pradhana）がない、これは唯心批判Vskk.1

-3. ［12A］NBh.ad NS 4-2-34では夢を見ているときと目覚めているときの両者に区別が

ないとするその者（世親）にとって、この ［9A］（NS 4-2-31）の前半が主張されたとしてい

る。またヴァチャスパティミシュラはNS 4-2-31をVijnanavadin（唯識派）による［8A］NS 4

-2-30に対する反論とする。NVT p.1076,17-18［8B-1］［9B-1］ cf Vsk.17cd svapnadr・gvi-

s・ayabhavam
・ naprabuddho ’vagacchati //17cd //目覚めていない人は夢を見ているときの対象

の非存在を理解しない。 cf pratyaksabuddhih svapnadau yatha k.16ab［世親による答論］

直接知覚という知覚は、ちょうど夢などにおいて［非実在な外界の対象を認識する］ようであ

る。 Vs kk.1-3において、表象のみであり対象は存在しなくとも、夢の如く時間空間の確定が

あると論じられているから、プラマーナと認識対象とを夢の中での構想に等しいと世親によって

も主張されていると見られる。 同様な喩例により外界の対象の非存在を論じるものは『摂大
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乗論』2.6などに見られる。cf Vs p.3,14 ad k.2 gandharvanagara 空中の想像上の都市

NBh.p.1076,8-9ad NS 4-2-31［9A］ cf Vsp. 9,13-14ad k.17cd evam・ vitathavikalpa-

bhyasavasananidraya prasupto lokah・ svapna ivabhutam artham・ pasyan na prabuddhas tad
 

abhavam・ yathavan navagacchati /そのように、真実ではない概念構想を反復し習気という眠り

によって眠り込み、夢を見ているときのように真実でない対象を見ていて、目覚めていない世間

の人々はそれが非存在であることを、あるがままに理解しない。 cf Vs ad 17cd.,［9A］［10

A］NBh.p.1076,8-9.［8B］［9B］［10B］NV p.1076,14ad NS4-2-31 cf NS4-2-31

cf Vs k.17cd cf Vs k.17cd［cf摂大乗論2.6］ cf Vs k.17cd cf［11B（2）］NV
 

p.1078,13ad NS 4-2-33(2)yady upalabdhih・ sattvasadhanam・ tato ’nupalabdhir asattvam・

sadhayati 換質換位の関係を最初に自覚したのはディゲナーガとされ、ヴァーツヤーヤナには明

白なその自覚はなかったようである。cf 北川秀則『インド古典論理学の研究』pp.40-41 NBh.

pp.26,4-27,3ad NS1-1-1evam・ praman・ena sati gr・hyaman・e tad iva yan na gr・hyate,tan nasti 
yady abhavis・yad idam iva vyajnasyata,vijnanabhavan nastıti/tad evam

・ satah・ prakasakam
・

praman・am asad api prakasayatıti/そのように、プラマーナによって存在が認識されていると

き、それと同様に認識されないものは存在しない。もし、これが存在する場合、知られるように、

知られることがないから存在しない。したがって以上のようにプラマーナは存在を明らかにする

ものであり、無をも明らかならしめる。 cf PV III(94),NB 2-49 cf NBh.p.26,2-4ad
 

NS 1-1-1katham uttarasya praman・enopalabdhir iti sati upalabhyamane tadanupalabdheh・
pradıpavat/yatha darsakena dıpena dr・sye gr・hyaman・e tad iva yan na gr・hyate, tan nasti/

yady abhavis・yad idam iva vyajnasyata,vijnanabhavan nastıti/どうして、後者（無）がプラマ

ーナによって認識されるのであるか、というのは存在しているもの（有）が知覚されている場合、

それ（有）が知覚されないこと（anupalabdhi）から［無が認識される］。灯火のように。例えば、

照明するものである灯火によって知覚され得るものが把握されている場合、それと同様に把握さ

れないものは存在しない。もし、これが存在するなら知られるように、知られることがないから

存在しない。 Vs p.9,4-5 uktam・ yatha tadabhasa vijnaptih (k.17ab1) vinapy arthena
 

yatharthabhasa caks・urvijnanadika vijnaptir utpadyate tathoktam/smaran・am
・ tatah・/(k.17

b2)ちょうど、その（対象）の顕現をもった表象が現れるようにと述べた（k.17ab1）。対象がな

くとも、ちょうど対象の顕現をもった眼識などの表象が生起するのと同様であると述べた、それ

から記憶が起こる（k.17b2）cf Vsk.9ab yatah・svabıjad vijnaptir yadabhasapravartateその自

己の種子から［対象の］顕現をもった表象が生起する。種子→顕現＝表象、種子生現行。 cf
 

Vs k.9ab cf NBh.p.1078,2-6ad NS 4-2-33（2） cf Vs k.17cd 注 cf［11A

（2）］NBh.p.1078,2ad NS4-2-33（2） pratibodhavis・ayopalambhad apratis・edhah・/ cf
 

Vsp.9,8-11ad k.17cd yadi yatha svapne vijnapitir abhutarthavis・aya tathajagrato’pi syat
 

tathaiva tadabhavam・ lokah・ svayam avagacchet/na caivam・ bhavati/tasman na svapna
 

ivarthopalabdhih・sarvanirarthika/［世親に対する反論］もし例えば、夢を見ているときに表象

が真実な対象をもたない、それと同様に目覚めている人にも［表象が真実な対象をもたない］な

ら、全く同様に世間の人々は自らそれ（外界の対象）が存在しないことを理解しよう。しかし、

そういうことはない。したがって、夢を見ているときのように、すべての対象を認識することが

対象をもたないのではない。 cf Vsp.9,13-16ad k.17cd evam・ vitathavikalpabhyasavasa-

nanidraya praspto lokah・ svapna ivabhutam artham・ pasyan na prabuddhas tadabhavam・

yathavan navagacchati/yada tu tatpratipaks・alokottaranirvikalpajnanalabhat prabuddho 
bhavati tada tatpr・s・t・halabdhasuddhalaukikajnanasam

・mukhıbhavad vis・ayabhavam
・ yathavad

 
avagacchatıti samanam etat //そのように真実でない概念構想の反復による習気の眠りによっ

て眠っていて夢を見ているときと同じように非真実な対象を見ていて、まだ目覚めていない世間

の人々は真実のままにそれ（外界の対象）が存在しないことを理解しない。他方、それとは反対

に出世間の概念構想を離れた知を得ることから目覚めた者となるそのとき、その後に得られる清

浄な世間的な知が眼前に存在するから、対象が存在しないことをあるがままに理解するというこ
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のことは［夢から目覚めた場合と］同じである。 cf PV3-94,NB 2-49［11（A）（2）］NBh.

p.1078, 4-5 upalambhat sadbhave saty anupalambhad abhavah・ siddhyati 唯識派（cf
 

NVT p.1076,18.,p.1078,17vijnanavadin.,p.1081,10）の見解、心心所同体 NVT .1078,17

-18 atra vijnanavadısvapaks・e praman・am aha na cittavyatirekin・o vis・ayah・ grahyatvad
 

vedanavad iti/その場合、唯識学派が自らの主張においてプラマーナを述べる。（宗）心とは別

な諸対象は存在しない。（因）把握対象であるから。（喩）受などの如し。 Vs p.3,1-3ad k.

1cittamatram・ bho jinaputrajinaputrayad uta traidhatukam・ iti sutrat/cittam・ mano vijnanam・

vijnaptis ceti paryayah・/cittam atra sasam
・prayogam abhipretam・ /matram ity arthaprati-

s・edhartham
・ /おお、勝者の息子達よ、実際、三界は唯心であると経典に説かれている。心、意、

識、表象というのは同義語である。この場合、結合した心（心、心所）が意図されている。のみ

（唯）というのは［外界の］対象を否定するためである。 cf PV III(255) yatasyarthasya
 

nipatena te jata dhısukhadayah・ /muktva tam
・ pratipadyeta sukhadın eva sa katham //対象

が近在することによってそれらの知や楽などが生起する。それ（知）はそれ（対象）を離れて、

まさしく楽などを知りえようか。 Vs k.2 yadi vijnaptir anartha niyamo desakalayoh・/

sam・tanasyaniyamasca yuktakr・tyakriyana ca//もし表象が［外界の対象に基づかないなら］、

時間と空間との限定、及び相続に限定がないないこと、また作用のあることは不合理である。

Vsk.3ab desadiniyamah・ siddhih・ svapnavat場所などの確定は夢を見ているときのように成立す

る。 NBh. p.1080,2-5（この部分はテキストではNS 4-2-33 の注釈とみなされているが、

NS 4-2-34の導入と見た方が適切と考えられる） cf Vs p.9, 3ad k.17ab asiddham idam
 

anubhutasyarthasya smaran・am
・ bhavatıti/知覚した対象を記憶するというこのことは成立しな

い。 Vsp.9,13-14ad k.17cd evam・ vitathavikalpabhyasavasananidrayaprasupto lokah・
svapna ivabhutam・ pasyan na prabuddhas tadabhavam・ yathavan navagacchati ウッディ

ヨータカラによる世親の唯識無境説への論難 原子批判に対するもの、唯心に関するもの、夢と

目覚めているときとの無区別に関するもの cf Vs p.9,23-25 ad 18cd yadi tatha svapne
 

nirarthika vijnaptir evam・ jagrato ’pi syat kasmat kusalakusalasamudacare suptasuptayos
 

tulyam・ phalam is・t・anis・t・am ayatyan na bhavatiもし、目覚めている人にも、夢を見ている時と同

様に、表象が対象をもたないそういうことであるなら、何故に善、不善を行った時、眠っていて

も目覚めていても、未来に願われたあるいは願われないという等しい結果が起こることはないの

か。 cf Vs k.18cd middhenopahatam・ cittam・ svapne tenasamam・ phalam・ 夢を見ている時

は、心は不活発さにより妨げられている。したがって、［目覚めている時とは］異なった結果が起

こるのである。 cf Vsk.3ab desadiniyamah・ siddhih・ svapnavat,場所などの限定は夢を見て

いるときのように証明される。 Vsp.3,21ad k.3ab siddho vinapy arthena desakalaniyamah・対

象はなくとも場所と時間の確定は成立する。 cf Vs p.4,3-4ad k.3bcd  tulyakarmavipa-

kavasthahi pretah・ sarve’pi puyapurn・am
・ nadım・ pasyanti naika eva/なぜなら等しい行為の異

熟を受けている状態にあるすべての餓鬼達は膿みに満ちた河を見る。一人だけが［見るのでは］

ない。 cf Vs k.3bcd pretavat punah・/sam
・tananiyamah・ sarvaih・ puyana-dyadidarsane//

また餓鬼のように、特定の個体に限定されない。すべての［餓鬼］によって膿みの河が見られる

場合 cf Vs p.3, 8-10 ad k.2 yadi vina rupadyarthena rupadivijnaptir utpadyate, na
 

rupadyarthat/kasmat kvacid desa utpadyate,na sarvatra/もし、色などの対象がなくて色な

どの表象が生起するなら、色などの［外界の］対象から［生起するのでは］ない。何故にある場

所で生起して、すべての場所で［生起するのでは］ないのか。 ＝Vs k.7ab karman・o 
vasananyatra phalam anyatra kalpyate/ cf Vsk.7cd tatraiva nes・yate yatra vasanakim

・

nu karan・am
・ //その際、何故に習気があるその同じところに［行為の結果があると］認めないの

か。 cf Vsp.5,13-15ad k.7yatra vasananasti tatra tasyah・ phalam
・ kalpyata iti kim atra

 
karan・am

・ 習気がない［別な］ところにその結果が構想されるということにいかなる根拠があるの

であるか。 cf TS prameyatvadihetubhyah・ santanantaracittavat/antaranubhavad bhin-

nam・ desavicchedabhasi cet //2056// TSP p.702,21-23ad TS 2056 prameyatvadihetubhya
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ityadinoddyotakarasya praman・anyasan
・kate/sa hy aha yad etad desavicchedapratibhasi

 
nıladikam・ tad antaranubhavad bhinnam prameyatvat, anityatvat, karyatvat, pratyayatvat,

hetumattvat,yathasantanantaracittam iti//2056//［ウッディヨータラカラによる反論］諸の

認識対象性などの因から他の相続（他人）の心のように場所の区別の顕現は内なる知覚とは別な

ものである（TS 2056）。 諸の認識対象性などの因から云々によってウッディヨータラカラの別

のプラマーナに［シャーンタラクシタは］疑念を抱く。なぜなら、彼（ウッディヨータラカラ）

は次の通り述べる。 この場所の区別の顕現を有した青などのものは内なる知覚とは別なものであ

る。認識対象という性質をもつから、無常なる性質をもつから、結果という性質をもつから、知

識という性質を有するから、原因を有するから、例えば、他の相続（他人）の心のように。

atrapi vyabhicaritvam・ svarupen・asya cetasah・/tathapi taddvicandrad yair asvasthanayane-

ks・itaih・//2057// この（因の）場合も、この心にとって本性という点で逸脱性（TSP p.702,24

anaikantikatvam）がある。同様に不健康な眼をもった人によって見られたその二重の月などか

らも［逸脱性がある］。D No.4266.75a4’dir yan・ ’khrul pa nid yin te//sems de ran・ gi n・o bo
 

dan・ //de bshin mig nad las byun・ ba’i//zla ba gnis la sogs kyis’khrul// TSでは、このウ

ッディヨータカラの論難に対してのみならず、外界の対象の考察章全体を通じ世親の Vsと同様、

原子（paraman・u）、全体（avayavin)を含め外界の対象の非存在を論じ、唯識無境を立論してい

る。TSP 2057では不定因であり外界の実在を証明し得ないことをPV III(1) kesadir nartho

’narthadhimoks・atah・（髪等は対象ではない。対象であると確信できないから。）を根拠に論じて

いる。 cf NBh.pp.234,4-240,3ad NS1-1-23samanadharmopapatter vises・apeks・o vimar-

sah・ sam
・saya iti/sthan・upurus・ayoh・ samanam

・ dharmam arohaparin・ahau pasyan purvadr・s・t・am
・

ca tayor vises・am
・ bubhutsamanah・ kim

・ svid ity anyataram・ navadharayati,tadanavadharan・am
・

jnanam・ sam・sayah・/samanam anayor dharmam upalabhe vises・am an-yatarasya nopalabha ity 
es・a buddhih・ apeks・a ― sam・sayasya pravarttika varttate, tena vises・apeks・o vimarsah・ sam・-

sayah・ /共通した性質が起こっているものにとって疑惑とは特殊性に依存している思考である。

杭と人とには、共通した性質すなわち高さと幅とを見ていて、また以前に見たその両者の特殊性

を知ろうとしている人が、何れであろうかと決定できないその確定のない知が疑惑である。この

両者（杭と人）に共通した性質を私は認識する、何れか一方の特殊性を私は認識しないというこ

の依存しあっている知が疑惑を起こすものである。それ故、疑惑とは特殊性に依存した思考であ

る。 cf Vs k.17cd cf［15A］NBh.ad NS 4-2-37 cf NBh.p.1087,8ad NS 4-

2-35 cf MAK1,64 太い直立したもの、山上p.360 cf［13A］最後部『廻諍論』

9梶山（1974）p.144 cf NS 4-2-31

（もりやま せいてつ 仏教学科）

2015年11月16日受理
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