
後期中観派によるダルマキールティの刹那滅論の活用と批判

後期中観思想の形成(1)

森 山 清 徹

〔抄 録〕

ダルマキールティの刹那滅論に基づく因果論は後期中観派により次の点で活用もさ

れ批判もされている。、それは常住論批判の際、継時的同時的に因果効力をもち得な

いというPVinⅡ56が活用され、また無常批判の際にはPVⅢ246における因果同時論

批判は活用される一方、因果異時論は批判されている。これらはカマラシーラの

Mal,SDNS,BhKⅠにおける四不生因のうち他不生を論じる際に見出される。しかし、

カマラシーラに限らずダルマキールティの刹那滅論に立脚する因果異時論に対してジ

ュニャーナガルバはSDVで、シャーンタラクシタはSDPで、他にカマラシーラは

MAPで結果は滅した因からであれば無因となり、滅していない因からであれば因果

同時となる（刹那滅であることが損なわれる）というディレンマにより批判している。

この方法は元来、クマーリラの ŚVにおけるヤショミトラとディグナーガとの刹那滅

に基づく因果異時論に対する批判に基づいていると考えられる。他方、シャーンタラ

クシタのTS、カマラシーラのTSPでは、クマーリラの批判に対する答論としてダ

ルマキールティの刹那滅論は活用されこそすれ、先の諸のテキストに見いだされる刹

那滅論批判は存在しない。この相違は各テキストの著作目的が中観思想そのものを論

証目的としているか否かにある。この点は後期中観派の思想体系を把握する上で極め

て重要である。

キーワード 後期中観派、ダルマキールティ、刹那滅論に基づく因果論、反所証拒斥

検証、クマーリラ

後期中観派の諸論師はナーガールジュナの『中論』に直接、注釈を著してはいないが、カマ

ラシーラは、『中論』第一章に表される自、他、自他の二、無因からの四不生を根拠とする無

自性論証を表し詳細に論じている(１)。取り分け、他不生の論証においては、広範な論議を展

開し A.常住な因からの生起とB.無常な因からの生起とに二分し、仏教内外の諸思想を批判

的に吟味している。その際、検証方法の基軸となっているものは、次のダルマキールティの刹
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那滅論に立脚した因果論（PVinⅡ56, PVⅢ246）である。このことについては以前にMalに

おける他不生の論考の際、指摘したのであるが(２)、後期中観思想の形成という点から刹那滅

に基づく因果論自体の活用、批判を十分究明したものではなかった。本稿では、この点に焦点

を当てる。上のA.に対しては、PVinⅡ56（Cf.本稿Ⅳ）の刹那滅でないものは継時的同時的

に作用し得ないことを基軸としている。また、その論証に関し、後代、推論の正当性が追究さ

れるが、シャーンタラクシタ、カマラシーラは、その先駆的な方法として反所証拒斥検証、帰

謬、帰謬還元法を用い、また内遍充論の萌芽といい得るものも表している(３)。

他方、B.の無常な因からの生起に関してはPVⅢ246を基軸とし、その前半ab句の因果同

時論批判は、しばしば導入され活用されている。しかし後半cd句の刹那滅論としての因果異

時論は、無自性を立論する見地から批判され、それは本稿で究明する通り後期中観派の師資相

承を顕著に表すものである。すなわち後期中観派とはダルマキールティの刹那滅論に立脚した

因果論、認識論、論理学の活用を通じ他学派の諸哲学を段階的に論難し、また中観思想の確立

に際しては、ダルマキールティの認識論や論理学を活用する一方、刹那滅論やアポーハ論に立

脚した因果論(４)さえも批判し一切法無自性の確立を目指すジュニャーナガルバ、シャーンタ

ラクシタ、カマラシーラ、ハリバドラらの師資相承からなる学系である。

Ⅰ.ダルマキールティによる因果同時批判と刹那滅論に立脚した因果異時説（PVⅢ246）

ダルマキールティは刹那滅論の観点から因果同時論批判に続いて因果異時説を唱えている。

すなわち

PVⅢ246

asatah・ prag asamarthyat pascad vanupayogatah・ /

pragbhavah・ sarvahetunam・ nato’rthah・ svadhiya saha //(５)

(1)［因果同時論批判］(1-1)［結果の生起する］前に非存在であるもの（因）には、［結

果の生起に関して］効力がないから、(1-2)あるいは［因に能力があるなら、結果も成立

していて］後に［結果を生起するために］寄与することはないから。(2)［因果異時論］

すべての因は［結果の生起の］前に存在する。このこと故に、対象（因）はそれ自身に関

する知（結果）と一緒に存在しない。

上のPVⅢ246においては前半ab句では因果同時論を批判し後半cd句では因果異時を立論

している。この因果異時論は同、239-245 (６)において表わされる対象の刹那滅及び意識は感

官知を等無間縁として生起することに基づいているから、刹那滅(ks・an・ikatva)に立脚した因

果論と考え得る。このPVⅢ246が後期中観派の種々のテキストにおいて活用される一方、批

判されている実態を明らかにしたい。

― 2―

後期中観派によるダルマキールティの刹那滅論の活用と批判(森山清徹)



Ⅱ.後期中観派によるPVⅢ246ab句（因果同時批判）の活用とcd句（因果異時論）に対する批判

ダルマ―ルティのPVⅢ246ab句の因果同時批判が活用され、cd句の因果異時論に対する批

判が表わされている後期中観派のテキストとはシャーンタラクシタのSDP, MAV、カマラシ

ーラのMAP,Mal, SDNS,BhKⅠである。cd句の因果異時論に対する批判のみが見いだされ

るのはジュニャーナガルバのSDVである。因果異時論に対する批判は、SDV ad SDK14に

おけるアポーハ論に立脚した四種の因果論批判と同様(７)、ダルマキールティ批判を表してお

り、それはジュニャーナガルバに始まる。他方、シャーンタラクシタのTS、カマラシーラの

TSPにおいては、ab句の因果同時批判とcd句の因果異時論とも活用されており、刹那滅論

自体が批判されることはないと考えられる。したがって、シャーンタラクシタとカマラシーラ

との学説といっても、中観学説自体の立論に先立って仏教内外の諸思想を批判的に吟味するこ

とを目的とするTS、TSPとは異なり中観学説自体の立論を目的とするテキストがある。そ

の相違点は上のPVⅢ246cd句（因果異時論）に対する批判に顕著である(８)。このことに十

分留意する必要がある。

冒頭に示した後期中観派の諸のテキストにおける(1)因果同時批判の活用(1-1)(1-2)は存在

とは能力のあるものであるというダルマキールティの存在論が基般となっている。(2)因果異

時論に対する批判ではクマーリラによる刹那滅論批判すなわち因の作用(vyapara)を認めず因

と果とに間隔がないこと(anantarya)のみを因果関係の根拠とするなら(Cf 本稿Ⅲ-1,

TS487＝ŚV,Ⅵ433)、(2-1)結果は滅した因から生起するのか、それとも(2-2)滅していない因

から生起するのか、という選択肢による批判方法を導入し、さらにダルマキールティ自身によ

る存在とは能力を有するものという存在論を逆用して、前者であれば、(1-1)と同様、因は無

能力であるし、後者ならダルマキールティによる因果同時批判(1-2)を逆用して、因は有能力

であるから、結果も存在し因果同時となるというディレンマによりダルマキールティの刹那滅

論に立脚する因果異時論を論難している。これは、ジュニャーナガルバ、シャーンタラクシタ、

カマラシーラへと継承される一貫した論述であり、この意味において後期中観派の伝統的立論

といい得る。すなわち彼らの学系とは、他学派の学説批判においては、世親による原子や全体

(avayavin)批判(９)及びダルマキールティの刹那滅論を始めとする理論を活用し、他方、中観

思想の確立においてはダルマキールティの刹那滅論に立脚する因果異時論やアポーハ論に立脚

した因果論をも論難するものである。これらの点は、清弁やチャンドラキールティと異なるこ

とは無論、シャーンティデーヴァとも異なるところである。

ジュニャーナガルバ、シャーンタラクシタ、カマラシーラに一致する因果異時論に対する批

判を確認するために、因果同時批判の活用も含め、論議の全貌を把握する必要がある。そこで

最も網羅的であり、かつコンパクトなSDNSのシノプシスと共に他のテキストとの対応を上

げ、その理解に供したい。
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SDNSにおける他不生に関する論議のシノプシス(10)

1.常住な因からの生起の否定―PVinⅡ56（継時的同時的作用がない）による検証(11)

2.無常な因からの生起の否定［Cf.BhKⅠ pp.200-201では無因に関する吟味の後、有因に関

して1.,2.が吟味される。2.1.以下、同様な論議が続く］

2.1.過去の因からの不生起 説一切有部による過去の異熟因に関して効果的作用の能力を問

い退ける Cf.TS513

2.2.未来の因からの不生起 説一切有部による見解を虚空の蓮華の如しと退ける

2.3.現在の因からの不生起

2.3.A.ダルマキールティのアポーハ論に基づく因果論（感官知の生起）に対する批判―四極

端の不生起因による無自性論証(Cf.SDV ad SDK14,Mal)(12)

2.3.B.ダルマキールティの刹那滅論に立脚する因果論、PVⅢ246（ab句因果同時論批判、cd

句因果異時論）の活用と批判(13)

(1)ab句因果同時論批判の活用(TS515)［Cf.本稿Ⅱ.1.～4.］

(1-1)果の生起する前に因は無能力であるから果に働きかけない

(1-2)因は有能力であるとしても同時にある果に働きかけない《ex.有部の俱有因TS514》

(2)cd句因果異時論に対する批判［Cf.SDV,AŚ14-16、本稿Ⅱ.1.～4.］

［(2-0)結果が原因の前に存在するとする場合の否定、Cf Mal作用を獲得していない未来の

因から結果は生起しない］

（ダルマキールティ批判）

(2-1)因が滅している(＝果と間隔がある、断絶している)場合、過去の因は作用しない《ex.

有部の異熟因TS512》［無因であるから結果は生起しない］

(2-2)因が滅していない (＝果と間隔がない、断絶していない、前後の刹那が接触している)

場合［因は継続するから刹那滅論は崩れる］

(2-2-1)果と一部として間隔がないなら原子が有部分となるのと同様、刹那(14)も有部分となる

（原子批判の活用)(15)［刹那が最小であることを前提にすれば、この詰問は省略される場合が

ある］

(2-2-2)果と全体として間隔がないなら因果同時となり諸原子が一原子の大きさとなるのと同

様、カルパも一刹那となる［因と同時にある有なる結果は生起しない］

(3)因果は間隔がないとしても同時ではない、経量部ヤショミトラの生滅同時論

上のシノプシスの(1-1)(1-2)(2-1)(2-2)と同一内容を表すものが以下のテキストから知られ

る。したがって、それらから見いだされるものは中観思想の確立の際、刹那滅論に立脚した

PVⅢ246ab句（因果同時論批判）の活用及びcd句（因果異時論）に対する批判を表す核心的

理論といえ後期中観派の特徴を顕著に表すものである。

(1)因果同時論批判は、ダルマキールティのPVⅢ246abのままであり、(1-1)因果同時なら、
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結果が生起する以前に因は無であり能力はないから、因から結果が生起することはない。(1-

2)因が存在であって有能力であるとしても、同時に結果も成立しているから、因は結果に対し

て何も寄与することはないと不合理を指摘する。他方、(2)PVⅢ246cd句の因果異時論に対

する批判は、それぞれのテキストを対照すると、(2-1)では前後関係にある因と果とが別の刹

那によって断ち切られている、すなわち過去の因の場合、滅したものは無であり、能力がない

から、因は無因となり不合理である。(2-2)では、因と果とが別の刹那によって断ち切られて

いない、すなわち滅していない因から結果が生起するなら、因は継続しており因果同時となる

という不合理を指摘する。この(2-1)(2-2)は、Mal,SDNS,BhKⅠpp.200-201によれば、現在

の因からの生起の吟味に配されている。このことからも(2-1)滅した因から、あるいは(2-2)滅

していない因からの結果の生起を想定した場合のそれぞれの不合理を指摘するディレンマによ

るPVⅢ246cd（刹那滅論に立脚した因果異時論）に対する批判であると考えられる。この批

判は前述の通りジュニャーナガルバがSDV,AŚ14-16(16)で最初に表したものである(Cf 本稿

Ⅱ-3-2)。さらに(2-1)滅した因からなら、次刹那の結果は無であるからなおさら無なる結果は

滅した無能力な因から生起しない。また、(2-2)滅していない因からなら、次刹那においても

滅していない因と同時に結果も有である故、有なる結果はさらに生起することはない。したが

って、(2-1)(2-2)のディレンマは、原因の側からの矛盾も結果の側からの矛盾も共に指摘して

いるから同一の事柄の表裏であり、それぞれを別々に論じる必然性はないことになる。結果の

側からの論述は因の側からの分析で事足りていると考えられる。したがって、何れか一方の論

述でよいことになる。ジュニャーナガルバは因の側からのディレンマ(2-1)(2-2)を含め、

SDV(8b1-9a2)には他に、自、他、などに関する四不生、一多何れでもあり得ない点での無自

性、縁起である故に無自性、四極端の不生起が表されており、無自性に関する五種の根拠が示

されているといえよう。カマラシーラは(2-1)(2-2)は他不生の吟味の際に表し、別立せず、む

しろ結果の側からの分析を五種の無自性論証(17)の一つとして挙げている。したがって、両者

の五種の無自性論証は異なることはなく、この五種の体系化の先鞭をつけたのはジュニャーナ

ガルバであることになる。なお、また以上のことを考慮しPVⅢ246を分析すれば、因果同時

批判(1-1)(1-2)と因果異時(2-1)(2-2)との四種が想定され、ダルマキールティ自身は(2-2)前

刹那の因から次刹那に果が生起するという因果異時に立つ。そのダルマキールティによる刹那

滅論に立脚した因果異時論（PVⅢ246cd）に対し(2-1)(2-2)としてジュニャーナガルバはク

マーリラによる滅した因、滅していない因という点から刹那滅論に基づく因果論批判を活用し

て論難した。この点を踏まえシャーキャブッディは四種の分析を立てたものと考えられる(18)。

以下で吟味するものは、上のSDNSのシノプシスからいえば、(1-1)(1-2)(2-1)(2-2)に相

当する。

Ⅱ-1MalにおけるPVⅢ246ab（因果同時批判）の活用とcd句（因果異時論）に対する批判

Ⅱ-1-1Mal P214a6-b2 D195a4-6（因果同時批判の活用）
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現在のもの（因）から［結果が生起する］という主張も［合理的では］ない。というのは、

それ（現在存在する他なる因）から結果が正当に生起するなら、(1)同時に、あるいは(2)異

時に生起するかの何れかであろう。まず、(1)［原因と結果とが］同時に［生起するのでは］

ない。［同時であるなら］(1-1)結果が生起する以前に(prak)原因も兎の角のように、無で

あるから能力(nus pa, samarthya)があることは妥当しないからである。(1-2)因の自体が

存在としてあって能力がある時に、結果もそれ（因）と同時に存在してまさしく成立してい

る故に、それ（果）に対してそれ（因）は少しも作用(vyapara)しないからである(19)。［因

果関係にある両者が同時に存在するとしても、何れかの一方が］原因であると判断すること

も不合理である。例えば、結果として認められるもの自体は、原因ではないように。さも

（両者が区別され）なければ、原因と結果とが入り混じるに他ならないであろう。

Ⅱ-1-2Mal P214b2-4,D195a6-b1（因果異時論に対する批判）

(2)［因果］異時という主張も不［合理］である。というのは、もし結果が［原因の］前に存

在するなら、そうであれば、(2-0)未来［の原因］からこそ生起するであろう。それも不合

理であることは以前に述べ終わっている［Cf.Ⅱ-1-4］。［以下(2-1)(2-2)ダルマキールティ

によるPVⅢ246cd句（因果異時論）に対する批判］(2-1)もし、［因が果の前にあるとして

も］別の刹那によって断ち切られた後に(pascat)［結果が生起する］のであれば、そのとき、

それ（結果）は過去［の滅した因］からこそ［生起］するであろう。それも不合理であると

以前に述べ終わっている［結果は無因となるCf.Ⅱ-1-3］。(2-2)もし、［現在の因が果と別の

刹那によって］断ち切られていないなら、［(2-2-1)欠］(2-2-2)その両者（因果）は全体と

して断ち切られていないから［因は継続し果と］同時ということになってしまうであろう(20)。

Ⅱ-1-3Mal P212b2-7,D193b4-194a1［過去の因、例えば説一切有部の提唱する過去の異熟因

からの生起はあり得ない］

その場合、まず過去［の因］から［結果が生起する］ということは不合理である。過去のも

のは無であるからである。それから生起すると認めるなら、これ（結果）は無因ということ

にもなろう。というのは、過去というのは何に対していわれるのであるか。自性からして損

なわれたものであるのか、そうでなければ、現在のもののように損なわれていない自体のも

のであるから、どうして過去のものであろうか。損なわれた自性のものも自性は存在しない

から、どうして結果が生起しようか。効果的作用は自性に依存しているからである。

［反論］作用(byed pa, vyapara)などが滅した(shig pa,vinas・t・a)ことによって、それは過

去のものであるといわれるが、自性(svabhava)が損なわれることによってではない。

［答論］そうであっても、滅した(shig pa,vinasta)その作用から結果が生起することは不

合理である。そうではなく結果が生起するなら、どうして作用は滅していようか。一つの事

物に作用することと作用しないこととの二があることも不合理である。［一つのものが］区

別されることになってしまうから、また部分は存在しないからである。

― 6―

後期中観派によるダルマキールティの刹那滅論の活用と批判(森山清徹)



Ⅱ-1-4Mal P214a1-6,D194b7-195a4［未来の因、例えば説一切有部の提唱する未来の因が生

起されるべき有為法を生起せしめることはあり得ない］

未来のものから［結果が生起すること］もない。それ（未来のもの）も過去のものと同様に

無なるものであるから、すなわち自体でないものであるから、未来という場合、虚空の蓮華

と類似したそういったものから結果が生起するというのは不合理である。もし、作用を獲得

していない故に、それが未来のものであるなら、その場合、それから結果が生起することは、

極めて不合理である。作用(byed pa,vyapara)を獲得していないからである。あらゆる事物

が常に有（常住）であるなら、どうして、あるものが、ある時に作用を獲得しないであろう

か。それ（作用）を獲得するための諸原因は完全であるからである。作用は事物と別なもの

としてもあり得ないということは先に述べ終わっている。［作用と事物とが］別なものでな

いなら、［それらに］区別はないから、作用と同様に自性も獲得されないから、未来のもの

は有として成立することもないであろう。事物の自性と同様にそれと区別されない作用も常

に有（常住）であるから、［作用は］常に獲得されないということも成立しないであろう。

したがって未来のものは無であるから、それから結果が生起することはない(21)。

Ⅱ-2MAV, MAPにおけるPVⅢ246ab（因果同時批判）の活用とcd句（因果異時論）に対

する批判

Ⅱ-2-A-1,2

次のシャーンタラクシタのMAVによれば、自己認識とは因果異時である有形象知と異な

り、すなわち知に形象を置く能力をもった因であることが対象の知られる性質であるという知

と対象との因果関係にあるものではない。この有形象知はPVⅢ247を指すと見られる(22)。こ

のことにより自己認識はPVⅢ246cd句の因果異時でもなく、またab句の因果同時としてあ

るのでもないことを論じている。これは一者である自己認識に所取、能取、認識という三者は

矛盾することを表すために、PVⅢ246ab句の因果同時批判(1-1)(1-2)を活用していると見る

ことができよう。この自己認識論は所取、能取、認識すなわち所量、量、量果という三者の区

分をもたず一者であるというPVⅢ353などを表す。なぜなら、PVⅢ353は、あらゆるダルマ

は作用(byed pa vyapara)を離れており、知は所量、量、量果という三者の区分を有する有形

象知のあり方とは異なることを論じるディグナーガのPSV,96a3-5(23)に対するダルマキール

ティの解説であるからである。したがって、シャーンタラクシタはMAVで自己認識の性質

を解説する際、PVⅢ246ab句（因果同時論批判）を活用し、またそれは有形象知とは異なる

ということにおいて結果的にcd句（因果異時論）に対する批判を表していることになろう。

MAV p.72,1-10ad MAK17［知の自己認識を証明する際のPVⅢ246ab句（因果同時論批

判）の活用］

無部分で単一な自性をもつものに基づくと、三つの自性は妥当しないから、その自己認識は

作用するものと作用されるものとの関係としてあるのではない(MAK17)。
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例えば、自己の形象を置くことができる対象は原因であり知られるものであって、対象の自

性を置かれた知は生起させられたものであり知るものであるという有形象知のあり方に基づ

いて述べられたように自己認識に関して、そのように（知るものと知られるものとして）確

立することは妥当しない。無部分な知識に基づくと、生起させられるものと生起するものと

生起の作用(bya ba, vyapara)という三つの形態においてあること、あるいは知られるもの

と知るものと知ることという区別による形態においてあることは不合理であるから、という

のは［自己認識が同時に因果関係があるとすれば］(1-1)［果が］生起する前には［因は］

無であるから無能力であって、(1-2)［因に］能力があるときには生起するものと認められ

る自性をもつもの（因）と同様、それと区別のない生起されるものと認められる自性をもつ

もの（果）も成立していて、［因果同時であるから］自らに対する作用は矛盾している(24)。

この(1-1)(1-2)はPVⅢ246ab句、因果同時論批判及び先に表わしたMalのそれらとも一到

している。

以下のⅡ-2-B-1、2はシャーンタラクシタのMAK60に対するカマラシーラの注釈(MAP)

であるが、その内容はダルマキールティのPVⅢ246ab句（因果同時論批判）の活用とcd句

（因果異時論）に対する批判からなり、上のMal(25)と一致している。また、それはシャーン

タラクシタのMAV ad MAK60にも直接表れないものであり、カマラシーラが付随的に論じ

ているものである。そこでのシャーンタラクシタの主張は、形象(akara)は無であるが、迷乱

によって形象は知に顕現するという形象虚偽論(26)に対して形象と知とには因果性、同一性の

必然関係があり得ないという点から論難を表わしている。この点を、さらにカマラシーラは形

象と知との間には勝義として刹那滅に立脚した因果関係は成立しないことを論じるのである。

その論難の矛先である形象虚偽論とはダルマキールティのPVⅢ353(217,218,354)などと考え

得る。

Ⅱ-2-B-1MAP p.171,4-10ad MAK60因果同時批判(PVⅢ246ab)の活用

勝義として因果関係自体が妥当しないからである。というのは、まず(1)因果関係は同時で

はない。［同時なら］(1-1)結果が生起する前に(prak)原因は無である故に、［結果を生起す

るのに］能力はない(nus pa med pa,asamarthya)からである。(1-2)能力があるときは結

果も成立しているから、そのとき、［結果を生起することに］原因は全く寄与すること

(upayoga)はない(27)。［因果同時なら］これが結果である、これは原因であるという区別も

ないから、確立されることの確定もないであろう。

Ⅱ-2-B-2MAP pp.171,10-173,3ad MAK60因果異時論（PVⅢ246cd）に対する批判

(2)因果は異時でもない。(2-1)別の時間（刹那）によって断ち切られている(chod pa)原因

から［結果が］生起するなら、滅した(shig pa,vinasta)［過去の因］からこそ生起するこ

とが認められたことになろう。滅したものが因としての存在であることも不合理である。滅

したものは無であるから、また無もあらゆる能力を離れている特徴のものであるからである
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［無因となる］。さもなければ（能力があるなら）、因がどうして滅していようか（滅してい

ない）。(2-2)［結果は］断ち切られていない(ma chod pa)［滅していない因］からも［生

起し］ない。［因果が断ち切られていないなら因は継続し果と］同時となってしまうからで

ある。部分をもたず断ち切られていない二刹那は同時以外の別なあり方はない。というのは、

二なる因果の間(bar,antara)で別の時間を欠いていること自体が断ち切られていない(ma
 

chod pa)ことである。したがって、断ち切られていない前後の二刹那が、どうして相互に

接触した時間とならないであろうか、例えば、二原子が間隔なく(bar med pa)存在するな

ら、必ず、［二原子の］自性は相互に接触し結合していることになってしまう故、［(2-2-1)

欠］(2-2-2)全体として接触するなら、一塊りのものが原子のみの［大きさと］なろう、同

様にカルパも刹那のみとなろう故(28)、［したがって因果異時ではない。知と形象との間に同

一性と因果性との必然関係が存在しないという］立証因(29)が疑わしくて成立しないことは

ない。［したがって因果同時、異時論は成立せず、勝義として因果関係は成立しない。］

Ⅱ-3SDV,SDPの因果異時論批判及びSDPにおける因果同時論批判の活用

以下に表すジュニャーナガルバによるSDV ad SDK14の末尾中のAŚ14-16(30)からは滅した

因あるいは滅していない因から結果が生起するなら、何れも不合理であるというディレンマに

より因果異時論を断じるものであることが知られ得る。シャーンタラクシタの注釈(SDP)か

らは、さらにPVⅢ246ab句、因果同時批判も活用されていると見られる。また、その内容は

上で見たMal, MAPとも一致している。この点から、ジュニャーナガルバによるAŚ14-16は

PVⅢ246cdの刹那滅論に立つ因果異時論を批判するものであると知られる。

Ⅱ-3-2SDP33b4-5因果異時論(PVⅢ246cd)に対する批判［Ⅱ-3-1因果同時論批判の活用が

後に来る］

［a.無常な因の考察］

(2-2)滅していない(ma shig pa)［因］から結果が生起するなら(AŚ14-16a)、(2-2-1)そのと

き、［因は］滅していない（継続している）状態にあるなら、何故、結果は無であろうか

(AŚ14-16b)。もし［結果が］存在するなら、そのとき、結果と原因の二が同時となってし

まう。そう（同時）であっても、その［因と果との］両者の自性が崩れてしまう（因と果と

が入り混じる）ことになろう。

(2-1)［因が］滅してから結果が生起するなら、そのとき、いかなる原因から結果となろう

か［無因となる］(AŚ14-16cd)。というのは、まずこの結果が滅した［過去の］(31)因からは

生起しない。それ（滅した因）はあらゆる能力(nus pa, samarthya)といわれるものを欠い

ていることを自性とするからである。

Ⅱ-3-1SDP33b5-7因果同時論批判(PVⅢ246ab)の活用

(1-2)別の（結果と同時な）因も存在するものではない。その場合でも［因と果とは］等し

くなってしまうからである。したがって、結果はまさしく原因を具えていないこと（無因）
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となろう。あるいはまた、(1-1)［因と果とが同時であるなら、結果が生起する前に因は］

無に過ぎないものとなろう。

［b.常住な因の場合］

もし、自ら随意に不滅(aniruddha)で有なる因から結果が生起するとそう構想するなら、そ

の場合も、因と果とは必ず同時ということになろう。(32)

Ⅱ-4TS,TSPにおけるPVⅢ246の活用

クマーリラがTS487＝ŚV6-433(33)滅していない因の作用(vyapara)により結果が生起すると

いう因果論を考えるのに対し、シャーンタラクシタはTS514において俱有因と士用果の場合

のように因果同時となると批判する。その際、PVⅢ246abの因果同時論批判をTS515で活用

している。

Ⅱ-4-a TS 515

asatah・ prag asamarthyat samarthye karyasambhavat /

karyakaran・ayoh・ spas・t・am・ yaugapadyam・ virudhyate//

［因と果とが同時に存在している場合、(1-1)結果の生起より］以前に非存在であるもの

（因）には、［結果の生起に関して］効力がないから、［(1-2)因に］効力があるとしても、

結果が存在しているのであるから、因と果とが同時に存在することは明らかに矛盾する。

またTSP ad TS521で因果の肯定的随伴(anvaya)と否定的随伴(vyatireka)を論じている

のであるから(34)、シャーンタラクシタ、カマラシーラによってPVⅢ246cdの結果の前に原因

は存在するという因果異時論もそこでは認められていることになる。他でも以下に示すTSP
 

ad TS1989-1991(35)で世親のVs14abの原子批判―他の原子との関係をもつ限り原子は有部分

となる―により、シュバグプタのBASK46―原子は無部分であっても他の原子により包囲さ

れる関係が成立し得る―を論難する際、PVⅢ246が引かれ刹那滅論に立脚する因果論すなわち

因果異時論も肯定されている。そこでは、物質である原子と刹那との相違を示し、前者に前後

関係があることは有部分ということであるが、後者の刹那に関しては前後関係（因果異時）が

あっても無部分であり得ると因果異時論を肯定している。

Ⅱ-4-b TSP ad TS1989-1991

シュバグプタによる原子論への論難の方法としてPVⅢ246は取り入れられている。外界の

対象の否定として原子は非存在であるということを証明するのに離一多性因には疑わしさがあ

るという対論者の指摘に対してシャーンタラクシタは原子の否定を離一多性因により立証し得

ることを論じている。それをカマラシーラはTSPで自性因による推論式で表している。さら

に現在の心の一刹那が無部分であるのと同様、原子が多くの原子に包囲されていても、諸原子

は無部分であるという、シュバグプタと考えられる論者（非物質的なものと物質である原子と

を同様に扱う）による反論に対して、カマラシーラは、ダルマキールティのPVⅢ246を引用

し、すべてのもの（物質的、非物質的なもの）にとって時間的前後関係（因果異時）は無部分
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であるが、さらに物質的な原子には空間的前後関係があり有部分であると論じている(36)。

TSP pp.678,20-679,15ad TS1989-1991

syad etat yatha varttamanacittaks・an・a(Bau.laks・an・a)syatıtanagatabhyam・ cittaks・an・ab-

hyam・ kalakr・tanairantaryam asti, atha ca na varttamanacittaks・an・asya kalamuhurtta-

divat savayavatvam,evam an・unam・ saty api bahubhih・ parivaran・e na desakr・tam・ sava-

yavatvam・ bhavis・yati /tad etad asamyak /na hi varttamanacittaks・an・asya purvotta-

rabhyam・ nairantaryam・ paramarthato ’sti, tadanım・ tayor asattvat / na casata saha
 

paurvaparyam・ bhavikam・ yuktam・ kevalam・ sahabhutayor na karyakaran・abhavo ’stıti
 

taddvaren・a parikalpya samutthapitam・ purvaparayoh・ ks・an・ayoh・ sattvam・ prak pascad
 

abhavavat /na caivam an・unam・ desakr・tam・ paurvaparyam・ parikalpitam・ pracayabha-

vaprasan・gat /kinca na tavad ahetukatvam・ bhavanam・ yuktimat, nityam・ sattvadipra-

san・gad iti yo ’pi sam・vr・tatvam・ bhavanam・ pratipannah・, tenapy avasyam・ sarvabha-

vanam・ sahetukatvam es・t・avyam /sati ca sahetukatve na tavat samakale karyakaran・e
 

yukte / napi prak karyotpatteh・, karan・asyasattvenasamarthyat / pascad api karye
 

samutpanne hetor anupayogat /atah・ pragbhavah・ sarvahetunam avasyam an・gıkartta-

vyah・ /yathoktam
 

asatah・ pragasamarthyat pascac canupayogatah・ /

pragbhavah・ sarvahetunam・ nato’rthah・ svadhiya saha //(PVⅢ246本稿Ⅰ.参照)(37)iti/

［反論］例えば、現在における心の刹那には過去と未来とにおける心の刹那との時間的な間

断はない(nairantarya)。また、現在における心の刹那には秒(kala)や分(muhurtta)などの

ように部分は存在しない(Cf. BASK51)(38)。そのように諸原子が多数の［原子］によって包

囲されていても、空間的な部分をもつものではないであろう(Cf.BASK46)(39)。

［答論］そういうことは正しいものではない。なぜなら、現在における心の刹那には勝義と

しては前と後とにおける［心の刹那との］間断がないこと（結合していること）はない。そ

のとき、両者（前後における心の刹那）は非存在だからである(Cf.TS1835,1836)。実際に

は、存在していないものとの前後関係(paurvaparya)は不合理である。同時に生起している

二には因果関係は全く存在しないから、そのことから前後の刹那の存在(sattva)を構想して

［因果関係は］表わし出されているに過ぎない。前後（の刹那）に存在しないもののように。

しかし、そのように諸原子にとっては空間的な前後は構想されたものではない。［さもなけ

れば］集合が存在しないことになるからである。しかもまた、まず諸存在にとって無因は不

合理である。［無因であれば］常に存在することなどとなってしまうからである。諸存在は

世俗的なものであると認める者によっても、必ず全ての存在は原因を有すると認められなく

てはならない。また、原因を有することがあるなら、まず、同時にある原因と結果は不合理

である(Cf.TS515)。［因果同時であるなら］結果が生起する前に原因は存在しない故、［因
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としての］効力が存在しないからである。後に結果が生起するとしても、［その時、原因も

存在していて］原因は寄与しないからである。したがって、あらゆる原因は必ず［結果の］

前に存在することが認められなくてはならない。例えば、以下の通り（ダルマキールティに

よって）いわれる。

PVⅢ246［訳出は本稿Ⅰ.参照］

TSPp.679,16-24ad TS1989-1991

tadevam・ niram・satve’pi sarvabhavanam・ nyayato’vasthitam・ kalakr・tam・ paurvaparyam,

desakr・tam・ tu katham・ syad yadi savayavatvam・ na syat iti codyate / athasaty api
 

savayavatve desakr・tam・ paurvaparyam・ syat, cittacaittanam api syad avises・ad ity uk-

tam /murttatvakr・to ’sti vises・a iti cen na tad evasiddham asati savayavatve /keva-

lam・ paryayen・a savayavatvam evoktam・ syat,nanyo vises・a iti yat kincid etat /tasmat
 

sarvabhavanam・ nyayye kalakr・te paurvaparye sati yad etad aparam adhikam・ ka-

syacid desakr・tam paurvaparyam・ tat savayavatvam antaren・a na sambhavatıti yuktam
 

uktam digbhagabhedo yasyasti tasyaikatvam・ na yujyate (Vs 14ab) ity alam・ vistare-

n・a //1989-1991//

以上のようにあらゆる存在にとって論理的に確定された時間的な前後関係が部分をもたない

としても、他方、もし、部分を有することがないなら、どうして空間的な［前後関係が］あ

ろうか、と論難される。

もし、［原子は］部分を有することがなくても、空間的な前後関係が存在するなら(Cf.

BASK46, TSP p.678,12-13に引用)、［部分をもたない］心心所にとっても［空間的な前後

関係が］あることになろう(Cf.BASK50)(40)。［無部分なら(Cf.BASK51)、原子と心心所と

には区別される］特殊性がないからであると指摘した。(41)

［反論］［原子には］物質的な特殊性がある。［したがって心心所とは区別される。］

［答論］そうではない。部分を有することが存在しない場合、それ（物質的な特殊性）は不

成に他ならない。［物質的な特殊性があるなら］単に同義語として部分を有するに他ならな

いといわれたことになろう。［原子に］別の特殊性は存在しないから、それ（特殊性）は一

体何であるか。したがって、あらゆる存在にとって時間的な前後関係が［無部分として］理

屈に適っているなら、それに加えて、あるもの（物質的なもの）に空間的な前後関係がある

ということは部分を有すること(savayavatva)以外にはあり得ないから、方分の区別が存在

するもの（原子）は単一ではあり得ない(Vs14ab)ということが理屈に適ったことであると

いうことは詳述する必要はない。

シュバグプタはBASK51,46で知識の前後二刹那には間隔はないけれども、無部分である。

同様に、諸原子が多数の原子によって包囲されていても、空間的な部分をもつことはないと主

張するから、上の［反論］に等しい。これは物質的な原子は集合し得る限り、部分を有する故、
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無部分である原子というものは成立しないと論じる世親への論難を表わしていると考えられる。

それに対して、カマラシーラは知識も原子も共に無部分なら、精神的なものと物質的な原子と

の特殊性としての区別が成立しないことを根拠としてシュバグプタを批判している。逆に物質

的な原子に精神的なものと区別し得る特殊性を認め集合を認めるなら、原子は有部分となるこ

とを世親のVs14abを根拠としてカマラシーラは論難している。すなわち、

無部分なら前後関係が成立しない→構想された前後の刹那に存在するものに基づく因果関係

も成立しないから無因となる→諸存在は有因であるから時間的な前後関係が存在する→同時に

因果関係は成立しない(PVⅢ246ab)→刹那滅論に立脚する因果異時説(PVⅢ246cd)→論理的

に確定された時間的な前後関係には部分はないとしても→無部分なら物質的なもの（原子）と

精神的なものとを区別する特殊性は成立しない→空間的な前後関係のあるもの（原子）は有部

分→Vs14ab（原子説は成立しない→外界の非存在）

ダルマキールティの経量部説、刹那滅論としての因果論PVⅢ246→世親の唯識説に立脚し

た原子批判Vs14abへと展開している。したがって、このTSPにおいても、外界の対象の実

在論から、外界の対象を認識する知、さらに外界の対象の非実在論へという哲学の階梯が導入

されていることになる。他方、上で表した通り、SDV,SDP, MAP,Mal,SDNS,BhKⅠでは

PVⅢ246におけるab句（因果同時論批判）は活用されるが、そこでは、とくにMAP,SDNS,

BhKⅠでは、前刹那と後刹那とに全体として接触するなら、間隔がないなら一塊のもの

(pin・d・a)がただ一つの原子(paraman・u)だけのものとなってしまうように劫(kalpa)も一刹那だ

けのものとなってしまうとcd句（因果異時論）は批判される(Cf.Vs12)(42)。先のTSPにお

けるVs14ab 及びMAP,SDNS,BhKⅠにおけるVs12など世親による原子批判や全体(avaya-

vin)批判は広く活用されている。それは、後期中観思想の形成に世親の学説が大きく寄与して

いることを意味する。

Ⅲ.クマーリラによる刹那滅論批判の方法と後期中観派の刹那滅論の肯定と批判

Ⅲ-1.クマーリラによる刹那滅論に立脚した因果異時論に対する批判

クマーリラによる刹那滅論に立脚した因果異時論批判に対する再批判がシャーンタラクシタ

のTS因果関係の考察第19章に、及びそのカマラシーラのTSPに見い出される。これは清水

公庸氏により和訳と共にクマーリラの ŚVとの一致が表わされている(43)。それに負いTS,

TSPにおけるクマーリラの刹那滅論批判の方法と他方、それが本稿Ⅱで表したジュニャーナ

ガルバを始めとする後期中観派によるダルマキールティの刹那滅論に基づく因果異時論に対す

る批判の方法として導入されたと考えられる点を検証したい。

次のものに ŚVからの引用と、それに対する要約がシャーンタラクシタにより表されている。

TS483(＝ŚV6-431)

na hy alabdhatmakam・ vastu paran・gatvat kalpate/
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na vinas・t・am・ na ca sthanam・ tasya karyakr・tiks・amam //

なぜなら、自体を獲得していないもの（未来の原因）は、他であるもの（結果）のために(44)

効力を発揮しない。滅したもの（過去となった原因）も［結果の生起のために効力を発揮

し］ない［無因となる］。また、その（滅していない現在の原因）も結果を設ける能力をも

って［結果が生起する時まで］継続するものではない。

TS484(＝ŚV6-428)

purvaks・an・avin・ase ca kalpyamane niranvaye/
(45)

pascattyasyanimittatvad utpattir nopapadyate//

また［原因が］以前の刹那に滅し（過去となって）後続しないものとして想定されているな

ら、後のもの（結果）には原因が存在しない［無因である］から、生起はあり得ない。

TS487(＝ŚV6-433)

tasmat prak karyanis・patter vyaparo yasya dr・syate/

tad eva karan・am・ tasya na tv anantaryamatrakam //

したがって、結果が成立する前に、あるものに作用(vyapara)が見られる。それこそがそれ

（結果）の原因である。しかし、間隔がないことだけ(anantaryamatraka)(Cf.TS521)で

［因果を確定する根拠なのでは］ない。

これらのTSとクマーリラの ŚVとの一致からしてこれらのクマーリラによる見解がシャー

ンタラクシタにより要約されたものが以下のものということになる。

TS488←(TS484＝ŚV6-428)

sam・ks・epo’yam・ vinas・t・ac cet karan・at karyasambhavah・ /

pradhvastasyanupakhyatvan nis・karan・am idam・ bhavet //

次のものが要約である。何らかの滅した（過去となった）原因から結果が存在するなら、滅

したものは目に見えない(anupakhyatva)から、これ（結果）は、無因となろう。

TS489←(TS483＝ŚV6-431)

avinas・t・ac ca tajjatav anekaks・an・asambhavat /

ks・an・ikatvam・ na bhavanam・ vyahanyeta tada katham //

また滅していないもの（原因）から、それ（結果）が生起するなら、［結果が生起する時ま

で］多刹那の間［原因は継続して］存在しているから、その時、どうして諸存在にとって刹

那滅(ks・an・ika-tva)であることが損なわれないであろうか。

TSP p.211,16-23ad TS488-489

yathoktam evartham・ sam・ks・ipya darsayann aha sam・ks・epo’yam (TS488a)ityadi /atra
 

dvayıkalpana vinas・t・ad va karan・at karyam・ bhaved, avinas・t・ad va nas・t・anas・t・avinirmu-

ktasya vastuno ’bhavat /tatra na tavad adyah・ paks・ah・ nas・t・asyasattvena tata utpada-

bhyupagame karyasya nirhetukatvaprasan・gat / tatas ca nityam・ sattvadir yujyate /
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napi dvitıyah・ anekaks・an・avasthayitvena bhavanam・ ks・an・ikatvahaniprasan
・gat / na

 
katham・ vyahanyeteti (TS488b) / vyahanyata evety arthah・ / tatha hi bhavah・ prath-

amam・ tavad utpadyate, tato vyapriyate, tatah・ karyam utpadya pascad vinasyati ity
 

evam ekasyaiva vastuno’nekasmin ks・an・e sannidhanam iti ks・an・ikatvavyahatih・ syat //

［クマーリラによって］述べられたままの意味を要約して表す人（シャーンタラクシタ）が

次のものが要約である云々といったのである。その場合、二つの考えが存在する。結果は滅

した因から生起するのか、あるいは滅していない［因から生起するのか］というものである。

滅したもの、あるいは滅していないもの以外の事物は存在しないからである。そのうち、ま

ず第一の主張は［妥当し］ない。滅してしまったものは［仏教徒にとり］非存在であるから、

それから［結果が］生起することを承認するなら、結果は無因となってしまうからである。

したがって、また［無因から生起するなら］常に存在することなどとなる。第二のものも

［妥当し］ない。多くの刹那の間、継続するものとなる故、諸存在は刹那滅であることが損

なわれることになってしまうからである。どうして損なわれないであろうかということは必

ず損なわれるという意味である。というのは、存在はまず最初に生起し、それから活動し、

それから結果を生起して、その後、滅するという全く同一なものが多くの刹那に［継続し

て］存在することになるから刹那滅であることが損なわれることになろう。

これらのクマーリラの見解とシャーンタラクシタによる要約から知られることは、結果の前

にある原因には作用がなくてはならず、間隔がないことだけ(anantaryamatraka)で因果関係

は成立するのではないということである。このことを論じるのに次のディレンマによって表し

ていることが、まず知られる。間隔がないことだけ(anantaryamatraka)で因果関係が成立す

るなら、結果は(1)滅した因から生起するのであるか、あるいは(2)滅していない因から生起す

るのであるかの何れかである。カマラシーラの注釈からは(1)あるいは(2)以外のあり方はない。

(1)の場合、滅したものは目に見えず、無であるから、無因となる。(2)の場合であれば、滅し

ていない因は多刹那にわたって継続することになり刹那滅(ks・an・ikatva)であることが損なわ

れることになる。(1)の場合も(2)の場合も共に結果が生起することとは矛盾し、刹那滅論に立

脚した因果関係は成立し得ないというものである。クマーリラのいう間隔がないことだけ

(anantaryamatraka)というのは、刹那滅(ksanikatva)ということであり、クマーリラ自身は

滅していない因の作用により結果が生起すると考えていることになる(TS487＝ŚV6-433)(46)。

したがって、クマーリラとダルマキールティ、シャーンタラクシタ、カマラシーラとの因果論

に関する相違は前者が原因作用説を取るに対し、後者はⅢ-3で表す通り刹那滅故に原因無作用

説を取ることである。

上のクマーリラによる(1)滅した因からなら無因となり、(2)滅していない因からなら因は継

続し刹那滅であることが損なわれるというディレンマが、Ⅱで吟味した通り後期中観派のそれ

と一致しており、それはジュニャーナガルバ(SDV,AŚ14-16)(47)によりダルマキールティの
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PVⅢ246cd句（刹那滅に基づく因果異時論）に対する批判として最初に導入されたと考えら

れる。

Ⅲ-2.クマーリラによる刹那滅論に立脚した因果論の批判に対するシャーンタラクシタ、カ

マラシーラの再批判

1.TS,TSPにおける因果異時論の肯定

クマーリラのディレンマによる論難に対する答弁と、その(1)(2)の論難の方法がジュニャー

ナガルバらにより活用されていると考えられる点に関して、さらに検討すると、(1)滅した因

の場合であれば、TS513(48)においては説一切有部の提唱する異熟因、異熟果の場合にも相当

することがあげられ、それは過去の因として否定される。(2)の滅していない因であれば、

TS514(49)において俱有因、士用果の場合にも相当し、因果同時となり、同時に因果関係が成

立しないことをTS515(50)で、本稿Ⅰに示したダルマキールティのPVⅢ246ab句（因果同時批

判）を活用して論じている。しかし、TSにおいては、その他の中観思想の確立を目指すテキ

ストとは異なり、PVⅢ246cd句（因果異時論）に対する批判は表されず、むしろ、滅してい

ない因から次刹那に結果が生起するという刹那滅に立脚した因果異時論は肯定されている。な

ぜなら、原因があれば必ず結果があるという肯定的随伴(anvaya)が作用を意味するというこ

とが以下に示すTS521において表され、事実上、因果異時論は肯定されていることになるか

らである。刹那滅であるから滅していない因の刹那には結果は無である。したがって因果同時

の場合、滅していない（有能力な）因から有なる結果はさらに生起することはないとしても、

因果異時の場合、前刹那において無なる結果が次刹那に生起することはいい得る。そうすれば、

刹那滅論に立脚した因果異時論とは、前刹那において滅していない因が存在している際の無な

る結果が次刹那に生起するということである。この有なる結果と無なる結果との生起に関して

は先に論じた。

2.肯定的随伴(anvaya)と否定的随伴(vyatireka)

シャーンタラクシタとカマラシーラとはそれぞれTS521,TSP ad TS522で因果関係を確定

するものは因が存在すれば結果が存在するという肯定的随伴(anvaya)と因が存在しなければ

結果は存在しないという否定的随伴(vyatireka)(51)とであることを言明している。

TS 521

ya anantaryaniyamah・ saivapeks・abhidhıyate/

karyodaye sada bhavo vyaparah・ karan・asya ca //

［結果が原因と］間隔がないと確定していることこそが［結果が原因に］依存することであ

ると、また結果が生起する場合、原因が常に存在していること（肯定的随伴）が作用である

といわれる。

TSP p.220,17-18ad TS522
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na hy anvayavyatirekabhyam anyah・ karyakaran・abhavadhigame’bhyupayo’sti,

なぜなら、肯定的随伴と否定的随伴とは別な因果関係を獲得する方法はない。

上のTS487(＝ŚV6-433)［Cf.Ⅲ-1］におけるクマーリラによる原因であることの根拠は作

用を有することであり、因果関係の根拠は間隔がないことのみ(anantaryamatra)ではないと

いう論難に対して以下に示すTS528及びカマラシーラによるそのTSPで刹那滅であるから存

在は無作用であると明瞭に答えられ、因果関係の根拠として間隔がないことのみであることは

肯定されクマーリラを批判している。これは、前刹那において滅していない因から次刹那に結

果が生起するというPVⅢ246cd（因果異時論）が肯定されることでもある。

3.クマーリラの原因作用説に対する原因無作用説

TS527,528にはシャータラクシタによる結果が生起するためには原因には作用がなくてはな

らないとするクマーリラの見解(TS487＝ŚV6-433)に対する批判が表わされている。

TS 527

buddher yatha ca janmaiva praman・atvam・ nirudhyate/

tathaiva sarvabhaves・u tad dhetutvam・ na kim・ matam //

例えば、知にとっては生起がまさしくプラマーナとしての性質であると規定される。それと

全く同様にすべての存在に関して、［作用は存在せず］それ（生起）が原因であると考えな

いのであるか。

TS 528

ks・an・ika hi yatha buddhis tathaivanye’pi janminah・ /

sadhitas tadvad evato nirvyaparam idam・ jagat //

例えば、知が刹那滅であるそれと全く同様に他の諸の存在（種子など）も［刹那滅である

と］証明された通りである。それ故に、この世界の存在は作用を離れたもの(nirvyapara)

である(52)。

この点は、さらにカマラシーラのTSP pp.223,24-224,10ad TS528における推論式に明ら

かである。

prayogah・ ye ks・an・ikas te janmatiriktavyaparasunyah・, yatha buddhih・ / ks・an・ikas ca
 

bıjadayah・ purvam・ prasadhita iti svabhavahetuh・ /pascad avasthityabhavena niradhar-

avyaparayogo badhakam・ praman・am / tasmad anantaryamatram eva karyakaranab-

havavyavasthanibandhanam,na vyapara iti sthitam etat //

諸の刹那的存在であるものは生起とは別な作用をもたない。例えば、知識のように。（遍充

関係）

種子などが刹那的存在であることは以前に証明されている。（論理的根拠）

［種子などは生起とは別な作用をもたない。（結論）］

以上の［推論］は同一性の因(svabhavahetu)に基づくものである。後に留まることがない
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故に基体の存在しないものに作用は不合理であるということが拒斥の検証(badhakam
 

praman・am)である。したがって、間隔がないことのみ(anantaryamatra)が因果関係を確

定する根拠であるが、作用(vyapara)が［因果関係を確定する根拠なのでは］ないというこ

とが証明された。

以上からクマーリラのTS487(＝ŚV6-433)における因には作用が存在するという言明は、

因は無作用であるという刹那滅論に対する批判であることになる。なお、刹那滅論に立脚し因

は無作用であることとは、世親、ディグナーガ(53)、またダルマキールティ(54)も主張するとこ

ろである。

Ⅲ-3.クマーリラのディグナーガ批判

ではクマーリラはいかなる論師の刹那滅論に基づく因果異時論を批判しているのであろうか。

ダルマキールティはクマーリラの ŚVを知っていたとされるから(55)、それはダルマキールテ

ィではないことになる。それは、ディグナーガであると考えられる。アポーハ論や直接知覚論

に関して(56)、クマーリラがディグナーガを批判していることは知られている。この刹那滅論

に基づく因果異時論に関しても同様なことがいい得ることを検証したい。それは、同じくTS

において見出し得る。それは先のTS487(＝ŚV6-433)で、結果の前にある原因には作用がな

くてはならず、間隔がないことだけ(anantaryamatraka)で因果関係は成立するのではないと

原因作用論を以って刹那滅論に基づく因果異時論を批判していたクマーリラに対する先のシャ

ーンタラクシタ、カマラシーラによる答弁（TS528）すなわち「刹那滅故に存在は無作用であ

る」という主張を遡源することにより知られ得ると思われる。

クマーリラによる原因作用論は、さらに次のカマラシーラのTSPには、BBSのTS、TSP

テキストの編者であるS.D.SHASTRIによって同定されている通りミーマンサスートラ1-1-

4の解釈を巡って ŚV直接知覚章からの引用が上げられ、カマラシーラはクマーリラの直接知

覚論と因果論、原因有作用論とを関連させ取り上げている。この点に関して検討したい。それ

は、次のものである。

TSP p.223,13ad TS 527

satsamprayoge purus・asyendriyan・am・ buddhijanma tat pratyaks・am (MI SŪ 1.1.4)

人の感官が正しく結合するとき、人に知が生起する。それが直接知覚である。

TSP p.223,15-17ad TS 527

buddhijanmeti ca praha jayamanapraman・atam /

vyaparah・ karan・anam・
(57) hi dr・s・t・o janmatirekatah・ /

praman・e’pi tathama bhud iti janma vivaks・yate//(＝ŚV4-53cd,54,capy aha)

また知の生起とは生起することがプラマーナであることをいっている。なぜなら、諸原因に

は生起とは別に作用(vyapara)が見られる。同様に、プラマーナもそうであってはならない

から生起が述べられようとしている。
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このクマーリラの見解は原因の生起の場合とプラマーナの生起の場合とを峻別し、前者の場

合には生起とは別に作用があるが、後者の場合には生起のみであって作用はないということで

ある。プラマーナに関しては無作用であるということは、クマーリラがプラマーナに関しては

刹那滅論に立っていることからも知られる。すなわち、

TSP p.223,20-21ad TS528

buddher vyaparo bhavo yuktah・,na hi sottarakalam avatis・t・hate ks・an・ikatvat

知にとっては存在が作用であることが妥当する［存在自体が作用であるから存在とは別に作

用はない］。なぜなら［知の存在］は後の時にわたって留まらない。刹那性の故に。

これはすでに清水氏により指摘される通り次のクマーリラの見解を表わすと考えられる(58)。

na hi tat ks・an・ikam apy aste(ŚV4-55a)

それ（プラマーナ）は一刹那も留まらない。

他方、因に関しては作用がなくてはならないということはⅢ-1で表わしたTS487(＝ŚV6-

433)におけるクマーリラの論難と一致している。それは原因には作用がなくてはならず、間隔

がないこと（刹那滅)だけが因果関係を確定する根拠ではないというものである。この論難に

はシャーンタラクシタはTS528で、プラマーナに関してと因に関してとクマーリラのように

峻別することはなく、すべての存在は刹那滅であるから、すべての存在には作用はないと答え

ていた。したがって、クマーリラの原因有作用論とシャーンタラクシタ、カマラシーラの原因

無作用論との応酬が知られる。それと共にクマーリラは原因有作用論によって 刹那滅である

から原因もプラマーナも共に作用はないと主張する論者の見解>を批判していると知られる。

それをディグナーガの見解であると考える根拠は次のものである。

PSV,95b5-7(59)

この場合も、作用を具えていると想定さられるから、プラマーナは（量）果そのものである

(k.8cd)。外道達のようにプラマーナとは別のものとして（量）果はないが、（量）果であ

るその知が対象の形象をもって生起し、また作用をもっているという想定に依存してプラマ

ーナに他ならないと仮に述べられる。作用は存在しない。例えば、結果が原因にしたがって

生起する場合、原因の色形を捉えるといわれる。作用は存在しない。この場合も同様である。

PSV,96a3-5(60)

そのように、多なる形象を知覚する知が比喩表現として、例えばプラマーナとプラメーヤと

いい表される。あらゆる存在は作用(byed pa,vyapara)を離れているからである。次のこと

がまさしくいわれる。顕現したものがプラメーヤであり、把握された形象と認識とがプラマ

ーナとその結果とである。それ故に、その三つのものは区別されない(k.10)。

このディグナーガのプラマーナも因も作用を有するものではないという見解は、ダルマキー

ルティによってもその注釈(PVⅢ307-309)において表されている。

dadhanam・ tac ca tam atmany arthadhigamanatmana //(307cd)
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savyaparam iv’abhati vyaparen・a svakarman・i/

tadvasat tadvyavasthanad akarakam api svayam //(308)(61)

それ（対象の形象）を自らにおいて受取っているそれ（知）は、対象の認識を自体とする作

用によって自己の対象について作用をもっているかのように現われる。自ら行為をするもの

ではなくとも、それ（対象の形象）からそれ（認識）が確定するからである。

以上からクマーリラはTS487(＝ŚV6-433)の因の作用説によってディグナーガのプラマー

ナも因も無作用であるという刹那滅論に基づく因果異時論を論難していることになろう。それ

は、さらに滅した因からか、滅していない因からかに始まるディレンマにより論難している。

それに対し、ダルマキールティは滅した因は無能力であるから結果は生起することはなく、滅

していない因からであれば、因果同時ということになると論難する。すなわちそれに対して

PVⅢ246ab句で因果同時批判が表され、cd句の因果異時論によりクマーリラの批判に答えら

れたことになろう。このダルマキールティによる因果同時批判によってシャーンタラクシタは

TS515(62)でクマーリラを批判している。ジュニャーナガルバはSDVで滅した因からか、滅し

ていない因からかによるクマーリラのディグナーガ批判の方法をダルマキールティのPVⅢ

246cd句の因果異時論批判に適用しダルマキールティ批判を表したといえよう。これがシャー

ンタラクシタ、カマラシーラによって継承され、一切法無自性論証の体系が、さらに詳述され

ることになった。上に示したクマーリラの主張(ŚV4-53cd,54)はディグナーガの直接知覚論

(PS,k.6,10)に対する批判であるとされている。したがって、クマーリラによる刹那滅論に立

脚した因果異時論としての特に因の無作用論に関する批判はディグナーガに向けられたもので

あると考えられる。そのクマーリラによる詰問にシャーンタラクシタとカマラシーラとは、そ

れぞれ上のTS528とそのTSPでディグナーガ、ダルマキールティに順じて刹那滅であるが故

に原因は無作用であると答えていることになる。他方、クマーリラによる因果異時論批判はヤ

ショミトラに向けられた面もある。なぜならクマーリラはTS485＝ŚV6-430でヤショミトラ

の竿秤の上下を喩例とする生滅同時論に関し、その場合因と果とが相互に依存し合うことがな

いことを根拠に因果関係の不成立を指摘しているからである(63)。

Ⅳ.後期中観派による刹那滅論証

―反所証拒斥検証、帰謬、帰謬還元法―

後期中観派により無常な因からの不生を論じるのにPVⅢ246が活用されるに対し、常住な

因からの不生を論じる際にはダルマキールティのPVinⅡ56における刹那滅論が活用されてい

る。

arthakriyasamartham・ yat tad atra paramarthasat /

asanto’ks・an・ikas tasmat kramakramavirodhatah・ //

結果を設ける能力のあるものが勝義としての存在である。したがって、刹那滅でないものは
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存在ではない。継時的同時的［に結果を設けることと］矛盾するからである。

これと同様にダルマキールティはHB1911-13でも主張し、

saktir hi bhavalaks・an・am, sarvasaktiviraho ’bhavalaks・an・am. na caks・an・ikasya kvacit
 

kacic chaktih・, kramayaugapadyabhyam arthakriyavirahat. tasmad yat sat tat ks・a-

n・ikam eveti vyaptisiddhih・.

なぜなら、存在の特徴は能力である［肯定的遍充］。あらゆる能力を離れているものは無存

在を特徴とするものである［否定的遍充］。また、（宗）刹那的でないものには何らの能力も

決してありはしない［無存在である］。（因）［刹那的でないものは］継時的同時的に効果的

作用を欠いているからである。したがって、存在するもの（立証因）はまさしく刹那的なも

の（所証）であるから遍充関係が成立する。

それは以下のものにも導入されている。すなわち、シャーンタラクシタのVNV, TS1837,

MAV ad MAK8、カマラシーラのTSP ad TS16,41,347,395-416,1837,Mal P211b6-7,

D193a3,SDNS p.79,BhKⅠp.201などである。取り分け反所証拒斥検証を用いた刹那滅論

証は次のものである。

VNV p.12,25-28(64)

yasya kramayaugapadyabhyam arthakriyayogah・ tasya samarthyalaks・an・am・ sattvam・

nasti /yatha bandhyatanayadınam,tatha vaks・an・ikanam api kramayaugapadyabhyam
 

arthakriya’yoga iti kramakramabhyam arthakriya ’yogad ity ayam・ vyapakanupalam-

bhah・ / sattvad ity asya hetor viruddham asattvam・ sadhyaviparyaye pratyupasth-

apayad badhakam・ praman・am ucyate/

継時的同時的に効果的作用をなし得ないものは、効力の特徴を有する存在ではない。例えば、

石女の息子などのように。（論理的必然性）

刹那的でないものも、継時的同時的に効果的作用をなし得ない。（論理的根拠）

［刹那的でないものは、効力の特徴を有する存在ではない。（結論）］

以上の［推論］は能遍の無知覚に基づくものである。存在であるからという立証因と対立す

るものである存在でないことが反所証（刹那滅でないもの）において明らかになることが拒

斥検証であるといわれる。

TSP p.627,14-19ad TS1833

kin ca na kevalam・ siddhantavirodhah・,anumanavirodho ’pi pratijnayah・ /tatha hi yat
 

sat tat sarvam・ ks・an・ikam,yatha vartamanam /santas catıtanagata iti niyamat ks・an・a-

bhan・ginah・ praptah・ /prak tu ks・an・abhan
・gadhikare/pratibandho ’sya hetoh・ prasadhita

 
iti nanaikantikatvam /tatha hi arthakriyakaritvam・ sattvalaks・an・am, aks・an・ikasya ca

 
kramayaugapadyabhyam arthakriyavirodhad arthakriyanivr・ttau tallaks・an・asya sattva-

sya nivr・ttir iti sadhyavipaks・an nivr・ttam・ sattvam //
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また、単に学説との矛盾だけではない。主張命題には推理との矛盾も存在する。というのは、

（大前提）存在するものは全て刹那的なものである。例えば、現在のもののように。（小前

提）また、過去と未来とのものは存在するものであるから。（結論）必ず過去と未来とのも

のは刹那滅である。一方、刹那滅章においてその因（存在するもの）の［所証（刹那的なも

の）との］必然的関係は証明されているから不定因ではない。というのは、存在の特徴は効

果的作用をなすことである。また（因）刹那的でないものには継時的同時的という点から効

果的作用と対立することがあるからである。（宗）［刹那的でないものに］効果的作用が否定

される場合、その特徴（効果的作用）をもつものである存在は否定される、［（喩）継時的同

時的効果的作用のないものは効果的作用を有する存在ではない。］というのは、存在である

こと（立証因）が所証と反対のもの（刹那的でないもの）から排除されることである［反所

証拒斥検証、刹那的でないものは存在ではない、すなわち存在であるものは刹那滅である］。

シャーンタラクシタは上のVNVで、カマラシーラは直前のTSPで遍充関係を確定するため

に反所証拒斥検証によって実在と認められない過去と未来とのものや刹那滅でないものを主題

とした推論を設けている。これらはラトナキールティのものと全く同様である。一方、帰謬は

論理的根拠（小前提）に対論者の主張を仮言的に採用し、結論は立論者、対論者にとって共に

誤りである故、インド論理学の伝統からは正当な推論とは認められない二次的なものである。

そこで正当な論証を立てるべく帰謬から帰謬還元法が考案されたのである。シャーンタラクシ

タ、カマラシーラによる帰謬、帰謬還元法を用いた刹那滅論証は以下のものである(65)。

(1)TS1834

arthakriyasamarthah・ syur atıtanagata ime/

na va samarthyasadbhave varttamanas tadanyavat //

これらの過去と未来とのものは効果的作用の効力があるか、ないかであろう。効力が存在し

ているなら（論理的根拠）、［過去と未来とのものは］現在のものとなろう（結論）。それと

は別のもののように（喩）。［帰謬法］

(2)TS1835

avartamanatayam・ tu sarvasaktiviyoginah・ /

nas・t・ajatah・ prasajyante vyomatamarasadivat //

他方、滅した（過去の）ものと生起していない（未来の）ものとが現在のものでないなら（論

理的根拠）、［過去と未来とのものは］あらゆる能力を欠いているものとなってしまう（結

論）。虚空で日中に咲く蓮華(tamarasa)などのように（喩）。［帰謬還元法］

シャーンタラクシタによる上の(1)(2)の推論は、それぞれカマラシーラによって以下の(1

a)(2a)の推論式で表わされている。

TSP pp.627,22-628,14ad TS1834-1835

(1a)prayogah・ ye ’rthakriyasamarthas te varttamanah・, yatha ’vivadaspadıbhuta var-
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ttamanah・ / arthakriyasamarthas catıtadaya iti svabhavahetuprasan・gah・ / na cayam
 

anaikantikah・;yato vartamanatvanivr・ttau nas・t・ajatanam・ sarvasamarthyaviyogitvam・ pra-

sajyeta, akasambhoruhavat /(2a) prayogah・ ye varttamana na bhavanti te kvacit
 

samartha api na bhavanti, yatha vyomambhoruham / na bhavanti catıtadayo var-

ttamana iti vyapakanupalabdhih・ /

(1a)推論式で表せば、

効果的作用の効力を有するものは現在のものである。例えば、議論の主題となっていない現

在のもののように。（遍充関係）

また過去のものなどは効果的作用の効力を有するものである。（論理的根拠）

［過去のものなどは現在のものである。（結論）］

以上の［推論は］同一性を根拠とする帰謬である。

この［因］は不定ではない。なぜかといえば、現在性を否定するなら、滅したものや生起し

ていないものはあらゆる効力を欠いているものとなろう。虚空の蓮華のように。

(2a)推論式で表せば、

現在のものでないものは決して効力をもたない。例えば、

虚空の蓮華のように。（遍充関係）

また過去のものなどは現在のものではない。（論理的根拠）

［過去のものなどは決して効力をもたない。（結論）］

以上の［推論］は能遍の無知覚［因に基づく帰謬還元法］である。

(2a)が(1a)の帰謬に対する帰謬還元法であることは、(1a)の結論の換質命題を論理的根拠

とし、(1a)の論理的根拠の換質命題を結論としているからである。これら注釈の元であるシ

ャーンタラクシタによる(2)が(1)の帰謬に対する帰謬還元法であるといい得る。したがって、

シャーンタラクシタもカマラシーラも帰謬の欠陥を十分に意識し、それを帰謬還元法によって、

その欠陥を克服しようとしている故、刹那滅論に関する帰謬を帰謬還元法によって根拠づけて

いるといい得よう。シャーンタラクシタはダルマキールティのVNに対する注釈VNVで刹

那滅に関する遍充関係を反所証拒斥検証により証明し、カマラシーラは、上のTS1833の注釈

箇所の後半で反所証拒斥検証により刹那滅論の遍充関係を証明していた。その際、主題は実在

するものではなく喩例も用いられておらず、遍充関係の成立が主題自体において捉えられよう

としている(66)。したがって、カマラシーラによるその推論は実質的には内遍充論と見ること

ができる。これらの点は後代の内遍充論者であるラトナーカラシャーンティや外遍充論者であ

るラトナキールティの刹那滅論と異なるところはなく、彼らに先立って刹那滅論証を考案して

いる。すなわち、シャーンタラクシタもカマラシーラも共に刹那滅の論証において実在ではな

い主題に関し反所証拒斥検証により遍充関係の成立を表わし、帰謬を帰謬還元法によって根拠

づけていることが知られる。
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結論

1.ダルマキールティのPVⅢ246は後期中観派により広く取り上げられジュニャーナガルバに

より同246cd句、刹那滅論に立脚した因果異時論は滅した因からなら無因となり、滅していな

い因からなら因は継続し因果同時となり刹那滅であることが損なわれるというディレンマによ

り批判されている(SDV,AŚ14-16)。これはクマーリラによるヤショミトラとディグナーガと

の刹那滅論に立脚した因果異時論に対する批判に基づいて考案されたものと考えられる。シャ

ーンタラクシタのSDPでは、同246ab句における因果同時批判も活用されている。このこと

はカマラシーラのMAP,Mal,SDNS,BhKⅠでも同様である。Mal,SDNS,BhKⅠでは四（自、

他、自他の二、無因）不生の立証因のうち他である無常な因からの不生を論じる際、取り上げ

られるものである。常住な因からの不生はPVinⅡ56に基づいて論じられる。他方、シャーン

タラクシタのTS、カマラシーラのTSPでは、上記の諸のテキストの場合とは異なり、有部

の倶有因の場合のように因果同時論の論難に際してはPVⅢ246ab句の同時論批判が活用され

るのは他のテキストと同様であるが、クマーリラの批判に対しての答論ではcd句の因果異時

論は活用されこそすれ批判されることはない。

2.ジュニャーナガルバによる上の滅した因あるいは滅していない因に関する吟味は、有なる果

と無なる果との不生起の吟味と同一の事柄の表裏であり別々ではない。したがって、ジュニャ

ーナガルバにより五種の無自性論証全ての萌芽が表され、シャーンタラクシタのSDPを経て

カマラシーラがMalで継承したものである。

3.カマラシーラのTSPも、外界の対象を否定するのに、説一切有部とされるシュバグプタの

原子論(BASK46)をダルマキールティの刹那滅論に基づく因果論(PVⅢ246)を活用し無部分で

あっても前後の刹那の関係（因果関係）はあり得ることを論じる典拠としている。他方、物質

である諸原子の集合は部分なくしてあり得ないことを世親のVs14abによりそれを裏付けてい

る。しかしTS,TSP以外のテキストにおいては刹那の結合と原子の結合とを同一の方法によ

り、すなわち一部分としてなら有部分となり、全体としてなら一塊のものとなると論難する。

4.後期中観派により刹那滅論の論証にTS,TSPでは帰謬、帰謬還元法、反所証拒斥検証を用

いていることが知られる。

〔略号〕

AAA:Haribhadra,Abhisamayalam・karaloka Prajxaparamitavyakhya ed.U.Wogihara,1973

AKBh:Vasubandhu,Abhidharmakosabhas・ya,ed.by Prodhan,1967

AKV:Yasomitra,Abhidharmakosavyakhya,ed.by U.Wogihara,1971.Rep.

BhkⅠ: Kamalasıla,Bhavanakrama, Minor Buddhist Texts partⅠ,Ⅱ ed. by G.Tucci 1978

Rinsen Book Company Kyoto
 

HB: Dharmakırti, Hetubindu, ed,by E. Steinkellner, Teil Ⅰ,Tibetischer Text und recon-

struierter Sanskrit-Text,Wien 1967

― 24―

後期中観派によるダルマキールティの刹那滅論の活用と批判(森山清徹)



MAK,MAV,MAP:Śantaraks・ita,Madhyamakalam・karakarika,-vr・tti,Kamalasıla,MA-panjika

ed.by M.Ichigo
 

Mal:Kamalasıla,Madhyamakaloka,P.No.5287,D.No. 3887.

PPT:Kamalasıla,Prajnaparamitavajracchedikat・ıka,P.No.5216,D.No.3817

PS, PSV:Dignaga:Praman・asamuccaya,-vr・tti, chap.Ⅰ,Hattori M.(1968) Dignaga, On Percep-

tion
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〔注〕

⑴ 森山(1981)(1982)(1995) ⑵ 森山(1995)pp.43-44、Ⅲ ⑶ 森山(2000)p.482,121) ⑷

森山(2005) ⑸ 御牧(1972)p.83,55),戸崎(1979)p.344 ⑹ 戸崎(1979)pp.340-344 ⑺ 森

山(2005) ⑻ 他にも対比的な論述を上げれば、因果関係は直接知覚と無知覚によって成立する

というダルマキールティの理論はSDV ad SDK13では、直接知覚としての有形象知、無形象知

によって対象は把握されないということ、また無知覚は本質的には直接知覚であるということを

根拠に否定される［森山(1989)pp.10-14］。また因果関係が直接知覚と無知覚とによって成立し

ないということを刹那滅を根拠に論難するものは、TS491の前主張においても見られるが、以下

のTS後主張では、肯定的に受容され、刹那滅に立脚する因果異時論も肯定されている。これら

の点に関しても中観思想の確立を目指す論書とは立論内容が異なる。 TS532 bhavabhavav
 

imau siddhau pratyaks・anupalambhatah・ / yadi sakaravijnanavijneyam・ vastu vo matam //

この存在と非存在との二は直接知覚と無知覚によって成立する。もし、汝らには事物は有形象知

によって知られなくてはならないと考えるなら、 TS533 atha’nakaradhıvedyam・ vastu
 

yus・mabhir is・yate/ tat ks・an・atvadipaks・e’pi samanam upalabhyate // もし、汝らによって

事物は無形象知により知られなくてはならないと望むなら、それ（事物）は刹那滅などの場合で

あっても等しく認識される。 TS534 purvakebhyah・ svahetubhyo vijnanam・ sarvam eva hi /

samanakalarupadi bodharupam・ prajayate // 同時に存在する色などを知の本質としてもつあ

らゆる知は前の諸の自己の因からこそ生起する。 ⑼ Cf.森山(2015) この SDNSのシノ

プシスの内容は全てに亘ってMalと一致する。その一致部分は森山(1981)(1982)の脚注に表して

いる。 Cf.森山(1995)pp.44-46 森山(1989)(2005) 本稿で扱うテキスト以外に

もカマラシーラのPPT『金剛般若経の注釈』の中にも同様な吟味が見出される。シノプシスは

PPTと対照して作成した。森山(1994)pp.152-153 ヤショミトラも刹那が時間の極限であ

ることを表している。森山(1996)p.(181) このシノプシスの全容から、他不生を論じるのに

説一切有部の異熟因、俱有因さらに経量部ヤショミトラの生滅同時論、ダルマキールティの因果

異時論を批判的に吟味し、世親の『唯識二十論』における原子批判を前刹那と後刹那との結合

（接触）に適用し退け刹那滅論に立脚する因果論の不合理を論じていることが知られる。そして

他生起も言語習慣(vyavahara)であり勝義としては他不生であると導く［Cf.森山(1995)p.53)］。

そこには諸哲学の段階的な超越の構造が見て取れる。 Malに引用されている。Cf.森山

(1995)p.52 カマラシーラによる五種の無自性論証Cf.江島(1980)pp.242-243 シャー

キャブッディによる四種の分析は松本(1981a)p.40下段(a)-(d)、また同、pp.39-40にはシャーキ

ャブッディが批判したのはジュニャーナガルバであると考えられることが示されている。ではジ

ュニャーナガルバは、いかなる論者の学説を滅した因、滅していない因という点から論難してい

るかについては言及されない。 Cf.TS515（本稿Ⅱ-4-a） P214b4,D195b1以下、シ

ャーキャブッディによる反論とカマラシーラの答論、松本(1981)p.45上段に訳出、解説される。

これは、前刹那の因と次刹那の果との関係すなわち刹那滅論においては原因は作用を有しな
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いとするディグナーガの見解を批判するクマーリラによる原因であるためには作用がなくてはな

らないとする見地をTS528,そのTSPでは(Cf.本稿Ⅲ-2)、刹那滅論に立ち原因は無作用である

と主張していたのであるが、上のMalでは刹那滅論に立つ因果論を論破するのに、未来の因は作

用を有しないと否定している。この場合は未来の因に作用のないことを根拠としている。これは、

未来、過去、現在の因を想定し、それぞれが無作用であることを根拠に成り立たないことを論じ

るクマーリラの方法(Cf.TS483＝ŚV6-431)を取り入れていると考えられる。 MAVp.72fn.

(1)に指摘される。 Hattori(1968)pp.183-185,戸崎(1985)p.40fn.(2)本稿Ⅲ-3 Cf.本文、

注(60)の部分 Cf.PVⅢ246,308ab Cf.本稿Ⅱ-1 Cf.PVⅢ217,218,354 Cf.

TS515 SDP, Malでは同時となるとする Cf.SDNS,BhK この立証因とは次の推論

における 知との同一性と因果性との特徴からなる二種の必然関係は存在しない>を指すと考え

られる。 MAP p.153,7-11ad MAK57＝AAA p.630,24-27 AにBとの必然関係がない場合、

Aが認識されているとき、そのBは必ず認識されるわけではない。例えば、知の本体が認識され

ているとき、石女の息子が認識されないように。（遍充関係） 求められている諸の形象には、知

との同一性と因果性との特徴からなる二種の必然関係は存在しない。（論理的根拠） ［求められ

ている諸の形象は認識されない。（結論）］ 以上［の推論］は能遍の無知覚(vyapakanupalabd-

hi)［因］に基づくものである。 松本(1981)p.40上段はシャーキャブッディがジュニャーナ

ガルバのAŚ14-16を批判している可能性を表わしている。Cf.本稿注(18) Mal (2-1)では

過去のものからである。 以下シャーキャブッディ批判、松本(1981)p.43下に訳出される。

このTSと ŚVとの一致は清水(1983)p.7による。 Cf.本稿Ⅲ-2 森山(2003)pp.

10-11で概要を示した。 森山(2003)pp.13-14に概要を表わしている。 本稿注(2)森山

(1995)pp.43-44 ses pa ’i skad cig gnis dag gis //’dab chags yin yan・ de la ni //cha
 

sas bcas gzugs mi ’dod ltar //rdul phlan rnams la ’an・ de bshin no //(BASK51) 知識の

［前後］二刹那には間隔はないけれども、その場合、［知識は］部分を具えているとは認められな

いように、諸原子に関しても同様である。BASKのテキストは神子上(1986) BASK46＝

MAV, MAP pp.52-53→ TSP p.678,12-13(AAA p.625,24-25) tatas ca digbhagab-

hedavattvad iti kevalam・ bahubhih・ parivaran・am evoktam syat na savayavatvam したがっ

て、方位分の区別をもつ故にというのは、多くの［原子］が包囲していることをいっているに過

ぎないのであって、［諸原子が］部分を有するというのではない。Cf.森山(2003)p.9 gal te
 

man・ por ’dab chags phyir //cha sas bcas par ’dod na ni //skad cig sn・a phyir ’dab chags
 

la //ci phyir de dan・ ’dra mi’gyur//(BASK50) もし、［諸原子は］多であって間隔がないか

ら部分を有すると［世親がVs で］主張するなら、前後の間隔のない刹那［の知識］に関して、何

故、それ（原子）と同様に［部分を有すると主張］しないのであるか。 BASK46に関しては

注(39) Vs12s・at・kena yugapad yogat paraman・oh・ s・ad・am・sata /s・an・n・am・ samanadesatvat
 

pin・d・ah・ syad an・umatrakah・ //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から丸い塊りも一原子の分量となろう。なおVs k.12がウッディヨ

ータカラによりNyayavarttikaに引用されることについては、森山(2015)p.13,p.5 清水

(1983) GOSのTS483bによりparan・gatvayaと読む ŚVでは uttarasyaである。

Cf.本稿Ⅲ-1 本稿Ⅱ-3-2、なおAŚ14-16とTS448,489とが内容的に類似することは松

本（181b）p.50上段に指摘される。しかし、それが上のTSと ŚVとの一致からクマーリラの見

解を活用するものであるという言及はない。松本同、p.61注(12) TS513vinas・t・at tu 
bhavet karyam・ tr・tıyadiks・ane yadi /vipakahetoh・ pradhvastad yatha karyam・ pracaks・ate //

一方、もし第三などの刹那に滅したものから結果が生起するなら、例えば、彼ら（説一切有部）

が滅してしまった異熟因から結果が［生起する］と述べているのと同様である。 TS514

yaugapadyaprasan・go ’pi prathame yadi tad bhavet / sahabhuhetuvat tac ca na yuktya

yujyate punah・ //もし第一［刹那］にそれ（結果）が生起するなら、同時ということになってし

まおう。また、それも俱有因のように道理と合致しない。 Cf.本稿Ⅱ-4-a Cf.戸崎
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(1979)p.352fn.(45)PVⅢ5 Cf.PSV,96a3-5Hattori(1968)pp.183-185,戸崎(1985)p.40fn.

(2),本稿Ⅲ-3に表している。 AKBh p.31,12-13nirvyaparam・ hidam・ dharmamatram・
hetuphalamatram・ ca／実際、これ（眼と色とによって眼識が生起すること）は無作用であり、

法のみからなる因と果とだけである。Cf.桂(1983)p.103上段、次項Ⅲ-3,PSV,95b5-7,96a3-5を

参照 Cf.PVⅢ307-309 戸崎(1979)pp.19-20 Cf.服部(1973)、山崎(1964)pp.16-

17、ŚV知覚章の和訳、戸崎(1991)p.342 戸崎(1991)p.342では karakan・am 清水

(1983)p.32(53) 戸崎(1991)p.342 Hattori(1968)p.183,戸崎(1979)p.394fn.(1),Cf.PVⅢ

307-309、戸崎(1979)pp.399-401 Hattori(1968)pp.183-185,戸崎(1985)p.40fn.(2)

Cf.戸崎(1979)pp.400-401 Cf.本稿Ⅱ-4-a TS485＝ŚV6-430で批判される、それに対

し て TS528で 因 は 無 作 用 と 答 え ら れ る。TS485＝ŚV6-430 nasotpadasamatve ’pi
 

nairapeks・ayat parasparam /na karyakaran・atve stas tadvyaparananugrahat //生と滅とが

同時であるとしても、相互に全く依存し合うことがない。因果関係は存在しない。その作用から

恩恵を受けないからである。［このヤショミトラの生滅同時論に対する批判はカマラシーラよりも

クマーリラが先行していることになる。ウッディヨータカラもその批判を表わしている、森山

(2016)pp.(121)(122)。それが経量部ヤショミトラ説であることに関しては、森山(1994)p.(153)

AKV p.281,2-3］ 森山(2011)p.34 そのTS、TSPについては森山(1998)p.7に表わ

したものである。帰謬、帰謬還元法については御牧(1984)pp.242-243,谷(2000)pp.141-143,178-

185. カマラシーラはダルモッタラの影響を受けたと考えられる。ラトナキールティの推論は御牧、

同p.246、森山(2011)pp.34-35. 森山(2000)p.470

（もりやま せいてつ 仏教学科）

2016年11月15日受理
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