
ダルマキールティのアポーハ論に基づく因果論と

随伴関係との後期中観派による活用と批判

後期中観思想の形成(２)

森 山 清 徹

〔抄 録〕

ダルメキールティはHBにおいて眼、対象、光、注意力などから単一な眼識（感

官知）の生起に関して詳細に論じ、また結果としての眼識は原因に対応した種々な特

殊性(vises・a)を有することを表している。これに加えPVSV ad PVⅠ-73～76,82,83,

PVⅢ-534において、単一な因から多なる結果が生起することを論じ、この因果間の

整合性として原因の区別無区別が結果の区別無区別を設ける、すなわち肯定的随伴

(anvaya)、否定的随伴(vyatireka)の成立を主張する。同類の諸原因から単一な結果

が、また単一な因から多なる結果が生起することと因果の随伴関係とが、どう一致す

るかはアポーハ論により論じられる。この立論の背景には、クマーリラによる普遍

(samanya)実在論がある。彼は普遍が実在しなければ、諸対象（原因）から単一な知

（結果）が生起することはあり得ないとディグナーガのアポーハ論を論難する。それ

に対しダルマキールティは答えている。このダルマキールティのアポーハ論に基づく

因果論は、TS,TSPにおいてシャーンタラクシタ、カマラシーラによって継承され、

クマーリラへの批判に活用されている。他方、中観思想の確立を論じるジュニャーナ

ガルバのSDV ad SDK14を始めとする中観思想を確立する諸論書(SDP, Mal,

SDNS, AAA)にあっては、ダルマキールティのアポーハ論に基づく因果論は、悉く

批判され、四極端の不生起因による無自性論証としてハリバドラに至るまで師資相承

されるものである。またダルマキールティのプラマーナ論はSDK8,12の実、邪世俗

の峻別の基準として活用され、後期中観派とはダルマキールティのプラマーナ論を実

世俗として導入する学派である。

キーワード クマーリラ、ダルマキールティ、ジュニャーナガルバ、普遍、アポーハ

論に基づく因果論

ダルマキールティ(c. 600-660)にとって因果関係を確定するものは何であるのか、彼はHB

において感官知（眼識）の生起に関して区別される自性をもった眼（対象、光、注意力）など
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の共働因から単一（無区別）な結果（眼識）が生起する場合について論じている。その際、原

因の区別から結果の区別が起こらないとの論難を受け、原因の区別ある自性から単一な結果に

特殊性の区別が生起するから、原因の区別が結果に区別をもたらし、その非難は当たらないと

いう弁明をしている。また、PVにおいては、先の［多因→一果］から［多因→多果］への展

開に加え、一因から多果の生起する場合についても論じ、この［一因→多果］から［一因→一

果］への展開も顕わしている。これらの展開はアポーハ論により表され原因の区別が結果の区

別を、また原因の無区別が結果の無区別をもたらすという因果間相互の整合性が計られている。

このことに関する具体的な典拠を、まずHBから、続いてPV,PVSVから挙げ分析する。こ

れらは、シャーンタラクシタ(c. 725-786)の TS, カマラシーラ(c. 740-797)の TSPにおいて肯

定的に活用されている。このことを表すと共に、上のダルマキールティによるアポーハ論に基

づく因果論を論難する論者を考察したい。結論からいえば、TSアポーハ章の対論者の見解か

ら、それはディグナーガ(c. 480-540)のアポーハ論を批判するクマーリラ(c. 600)であると考え

られる。他方、ジュニャーナガルバ(c. 700-760)を始めとする後期中観派の諸論師は中観思想

の確立の際には、TS,TSPの場合とは異なり、ダルマキールティの因果論を上の［多因→一

果］、［多因→多果］、［一因→多果］、［一因→一果］に分類し悉く批判している(１)。それは因果

間における区別無区別の肯定的随伴(anvaya)、否定的随伴(vyatireka)を詰問することを基軸

としている。これが四極端の不生起因(Catus・kot・yutpadapratis・edhahetu)による無自性論証で

ある。なお、その後の論議において、ダルマキールティを批判するジュニャーナガルバをシャ

ーキャブッディが再批判し、シャーキャブッディに対してハリバドラ(c. 800)が批判を加える

という論理学派と後期中観派との間での論議の応酬が見られる(２)。

［0］ジュニャーナガルバらにより取り上げられるダルマキールティのアポーハ論に基づく因果論

［0-1］HB pp.57,7b6-58,8a1［多因→一果は不合理］

bhinnasvabhavebhyas caks・uradibhyah・ sahakaribhya ekakaryotpattau na karan・abhedat

karyabhedah・ syad iti cet,［反論］区別される自性をもった眼（対象、光、注意力）などの共

働因(３)から単一（無区別）な結果（眼識）が生起する場合、原因の区別から結果の区別が起こ

らない(４)［肯定的随伴の不成立］。

［0-1-1］HB pp.74,16a4-75,16b3［原因の区別無区別→結果の区別無区別、アポーハによる

同一性］(５)

nanu vijatıyad api kim・cid bhavad dr・s・t・am, tad yatha gomayadeh・ salukadih・.na vijatıyad

utpattih・ tathavidham eva hikaran・am
・ tadr・sam adinimittam itina karan・abhedah・.praban-

dhavr・ttau tusaradbhavah・.asticagomayetarajanmanoh・ svabhavabhedorupabhede’pi,na

hyakaratulyataivabhavanam・ tattvenibhandhanam,abhinnakaran・amapikes・ancidanyato

vises・ajjatibhedadarsanat.anyatha hivilaks・an・aya apisamagrya avilaks・an・asyotpattau na
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karan・abhedabhedabhyam
・ karyabhedabhedav ityahetukau visvasyabhedabhedau syatam.

tathahinabhedadbhedaityabhedadapinabhedah・,tadvyatiriktascanakascidbhavasvab-

hava ityahetukatvad bhavanam・ nityam・ sattvam asattvam・ va syad apeks・yabhavat.ape-

ks・ayahibhavah・kadacitkabhavanti.［反論］異類なものからも何らかのものの生起すること

が見られる。例えば、牛糞などから睡蓮の根などが［見られるように］。［答論］異類なものか

ら生起することはない。なぜなら、全く同種のものこそが諸の相似したものの第一原因である

故に、［そうでなければ］原因の区別が存在しない。他方、束(prabandha)によって生起する

なら、葦から生起する。また牛糞とそうでないもの（睡蓮の根）の両者は形象の区別はなくと

も、自性の区別(svabhavabheda)が存在する。なぜなら、諸存在に全く同じ形象が存在するか

らといって、同じものを因としているのではない。形象の区別は何らなくとも、（形象以外の）

別の特殊性(vises・a)から類の区別(jatibheda)が知られるからである。そうでなければ、異なっ

た特徴を有するものの集合からも同じ特徴をもったもの（結果）が生起する場合、原因の区別

と無区別(karan・abhedabheda)とから結果の区別と無区別(karyabhedabheda)とが起こらない

故、全てのものの区別と無区別とが無因(ahetuka)となろう。というのは、［原因の］区別から

［結果の］区別が起こらない故、［原因の］無区別からも［結果の］無区別が起こらない。ま

た、それら以外の何らかの存在の自性は存在しない故、諸存在は無因となるから、常に存在す

るか存在しないかということになろう。［他に］依存するものが存在しないからである。なぜ

なら、［他のものに］依存することによって諸存在は時として見られるものだからである(６)。

［0-2］HB p.60,9a1-6［多因から多なる特殊性を有した単一な結果が生起する］

tena sahakarin・ah・ pratyaya naikopayogavis・ayah・ karyasyaikasvabhavatve ’pi vastuta iti

yathehakaran・abhedobhinnavases・opayogannaikakaryastathacaks・uradibhyovijnanotpa-

ttav unneyah・ tatha hi (1) samanantarapratyayad vijnanac caks・urvijnanasyopalambhat-

mata tasyaivopalambhatmanah・ satas (2)caks・urindriyad rupagrahan・ayogyatapratiniyamo

(3) vis・ayat tattulyarupatety abhinnatve ’pi vastutah・ karyasya karan・anam
・ bhinnebhyah・

svabhavebhyo bhinna eva vises・a bhavantıti na karan・abhede ’py abhedas tatkaryavise-

s・asyeti. --- tatha hi tat tebhyah・ samastebhya upalambhatmakam・ rupagrahan・apratini-

yatam・ vis・ayarupam
・ ceti prativisis・t・asvabhavam ekam・ jatam iti.

［答論］したがって、諸の共働する縁は実際には結果の自性が単一であるとしても、働くかけ

る対象は単一ではないから、例えば、いま原因の区別（多）が区別された（多なる）特殊性に

働きかけるから、単一な結果が存在するのではない。同様に、眼などから知が生起する場合に

も、考えられなくてはならない。というのは、(1)等無間縁としての知から眼識は知覚を自体

とする。それそのものが知覚を自体としているとき、(2)眼根から色を把握することへの適合

性が確定する。(3)対象からそれと等しい形象が生起するから、実際には、［眼、対象、光、注

意力などの区別される諸原因から生起する眼識なる］結果は無区別（単一）であっても、諸原
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因の区別される諸の自性から区別された（多なる）特殊性こそが生起するから、原因は区別さ

れても、その結果の特殊性に無区別は存在しない（多である、区別される）(７)---

というのは、それ（眼識）はそれら全て（眼、対象、光、注意力など）から知覚を自体とし、

色を把握することに確定し、対象の自性を有するから特殊化された自性をもった単一なものと

して生起している。

［0-3］PVⅢ-534(８)［多因→一果、一因→多果］

na kincid ekam ekasmat samagryah・ sarvasambhavah・/ ekam・ syad api samagryor ity

uktam・ tadanekakr・t//一なる［結果］は一なる［原因］から決して生起しない。すべての存

在は［因の］集合から生起する［多因→一果］。一なる［因］であっても、二なる［因］集合

に属するから、それ（一なる因）は多なる［結果を］設けるものといわれる［一因→多果］(９)。

上のHBにおける［0-1］の反論に対する［0-2］はダルマキールティによる答論である。

なぜなら、原因の区別から結果の区別が起こらないという反論に対して［0-2］において表さ

れる多なる原因(1)(2)(3)からそれぞれ多なる特殊性(vises・a)を結果にもたらす［多因→多果］

から、原因の区別が結果の区別を生起する、すなわち肯定的随伴(anvaya)が成立すると弁明し

ているからである。因果間における肯定的随伴、否定的随伴(vyatireka)すなわちアポーハに

よる同一性については［0-1-1］に表されている。［0-3］のPVⅢ-534は他のテキスト(10)にお

いても取り上げられていて、ダルマキールティによる因果論の基本型が表されている。特に

［一因→多果］は、アポーハにより、その結果をもたない他の因から排除される一を結果に付

託すれば一果と見ることができ、［一因→一果］において因の無区別が結果の無区別を生起し

否定的随伴の成立がもたらされる。したがって、ダルマキールティによって四種の因果論の型

［多因→一果］［多因→多果］［一因→多果］［一因→一果］が主張されている。これらは、以

下の本稿［1］PVSV ad PVⅠ-71～76, 82,83においてアポーハ論による因果の随伴関係に基

づき詳細に論じられている。これは、シャーンタラクシタ、カマラシーラにより、それぞれ本

稿［2］TS,TSPにおいて、そのまま活用されているといってよい。他方、［3］ジュニャーナ

ガルバのSDV ad SDK14においては、上のダルマキールティのアポーハによる同一性に基づ

く四種の因果論は悉く批判されている(11)。それはまた、TS, TSPの場合とは異なり無自性を

論じる中観思想の確立を目指すテキストにおいてシャーンタラクシタ(SDP)、カマラシーラ

(Mal,SDNS)はジュニャーナガルバによるダルマキールティ批判を継承している。このことは

ハリバドラのAAAにおいても同様である。したがって、ジュニャーナガルバに始まるダルマ

キールティによるアポーハ論に基づく四種の因果論への批判は後期中観派の師資相承を形成し

ている。

［1］クマーリラの普遍実在論に対するダルマキールティのアポーハ論に基づく因果論

以下で取り上げるPVⅠ-71cd～76, 82,83の概要をHB, TSとの対応と共に表せば、以下の
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とおりである。

PVⅠ-71cd［反論1］クマーリラと考えられる反論者の主張とは実在する普遍(samanya)が知

とは別に存在しなければ諸の対象(多)に対する単一な知はあり得ないというものである。これ

は、［0-1］におけるHBの原因の区別から結果の区別があり得ないというものと同主旨であ

る⇦ ŚV5-12-15～18。［反論2］普遍による遍充関係⇦ ŚV5-13-73(＝TS933)。

PVⅠ-72 諸の対象(A)に関する単一性、Aと非Aとの相互区別は虚偽な概念知による。Cf.

TS1031,1032

PVⅠ-73 諸の対象や対象に関する知は自性により単一な判断知(ekapratyavamarsa)を生起

する。その具体例として眼、対象、光、注意力から単一な眼識（感官知）を生起することを挙

げる［①多因→一果⇨SDK14aで批判］。Cf. HB［0-1］,TS1032-1036

PVⅠ-74 普遍が存在しなくとも、例えば、諸の薬草は一緒に、あるいは個々に熱などを鎮め

るという単一な結果を生起する。Cf.TS722-725

PVⅠ-75 普遍は特殊性がなく変化しないものであるから他からの利益を受けることはない。

そのPVSVによれば、無常な諸の個物から諸の特殊性を具えた結果が生起する。この具体例

を［0-2］HBによって挙げれば 等無間縁→知覚を本体とすること、眼→色を把握すること、

色（対象）→形象>［②多因→多なる特殊性を持った結果の生起⇨SDK14bで批判］

［①多因→一果］から［②多因→多なる特殊性を持った結果の生起］への推移は非A（一）

からの排除である因A（多）を結果に付託し多なる結果と見ることにより諸原因の区別が結

果の区別を生起する故、肯定的随伴(anvaya)が成立する。Cf.HB,TS722-725

PVSV ad PVⅠ-76 自性の区別をもった諸の対象から単一な認識が生起する［多因→一果］。

諸の対象はそれをもうけないもの（別の因）から区別（排除）されるから無区別である［一因

→一果］。Cf.TS1033-1036,PVⅠ-82

一方、［一因→多果］から［一因→一果］への推移は非A（多）からの排除である因A(一)

を結果に付託し一なる結果と見ることにより原因の無区別が結果の無区別を生起する故、否定

的随伴(vyatireka)が成立する(Cf. TS1037-1040)。［③一因→多果⇨SDK14cで批判］［④一因

→一果⇨SDK14dで批判］また遍充関係すなわち自相に基づく習気による共相によって自相

が認識されることが表わされる。Cf.TS1051,1056

PVⅠ-82 多因から一果が生起する［多因→一果］場合、別の結果から区別される結果の単一

を因に付託し単一な因と見得る［一因→一果］。Cf.TS1033～1036

PVⅠ-83 単一な因から多なる結果が生起する［一因→多果］場合、別の結果から区別される

結果の多を因に付託し、因を多と見る［多因→多果］。Cf.TS1037-1040

これらPVⅠ-73～76,82,83において因果の四種の型（上のSDV ad SDK14,①～④）が全

て順に出そろっており、またその推移もアポーハ論により説明されている。以下の［1-0］［反
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論1］に対してダルマキールティは［1-1］～［1-4］で、［反論2］に対して［1-5］で答弁して

いる。前者をジュニャーナガルバはSDK14で論難し、後者をSDK12で実世俗、邪世俗の峻別

の基準として採用していると考えられる。すなわち自相を見ることによって引き起こされた習

気に基づく共相としての顕現（水と蜃気楼）に関して自相を有した水が獲得される、すなわち

正しい推理知として整合性があることを実世俗、他方、自相を有した水が獲得されず整合性を

欠くことを邪世俗とする基準にしている。またSDK8では効力を有する直接知覚（有顕現）を

実世俗とし学説等の遍計されたもの（無顕現）を邪世俗とすることとを合わせ、直接知覚と正

しい推理知（共に有顕現）すなわち自相に対する整合性を有するプラマーナとして実世俗一種、

他方、遍計されたもの（無顕現）と整合性のない誤った推理知である錯乱知（有顕現）との邪

世俗二種という区分、すなわちプラマーナであるか否かを基準とし実世俗と邪世俗とに峻別す

ることに活されている。なお、ダルマキールティは、日常的世界での因果論を説明するのにア

ポーハ論を考案していると考えられ、したがって、因果双方が一でもあり多でもあり得ると説

明している。他方、ジュニャーナガルバらは、勝義の見地からの吟味を施し、一と多とは互い

に矛盾すると論じる。その好例としてSDV(8b6-7),AŚ 14-7を挙げ得る。すなわち、単一な結

果における多なる特殊性を認めるダルマキールティに対し、特殊性と単一な結果とが別でない

なら、特殊性は結果と同じく単一となるか、結果も特殊性と同じく多となるという矛盾を指摘

するものである。これは離一多性因による無自性論証で、多様な形象と単一な知との矛盾を指

摘するのと同質である。この点からジュニャーナガルバが離一多性因(ekanekavirahitahetu)

による無自性論証の 芽を最初に考案した論師と考えられる。

［1-0］PVSV p.40,5-12ad PVⅠ-71cd 普遍と遍充関係とを巡る論議>

jnanad avyatiriktam・ ca katham arthantaram・ vrajet //71cd //

jnanasyarupam・ kathamarthanam・ samanyam/tasyates・vabhavat/tadbhavadhyavasayat

tathabhrantyavyavahara iticet/tatratathajnanotpatteh・ kim
・ nibandhanamanasrayasya

cotpattau sarvatra syat /athava jnanad avyatiriktam ekasmat katham・ anyasya punar

jnanasya rupam・ syad vyaktyantarabhavinah・ /tatas ca jnanantaram・ vyaktyantaram・ va

’vyapnuvat katham・ samanyam・ syat /

［反論1］また［単一な］知と区別されないものが、どうして別の対象となろうか(12)。//

71cd //［対象と区別されない］知の自性が、どうして諸の対象の普遍(samanya)であろうか。

［知と別な対象が存在しないなら］それら（諸の対象）においてそれ（普遍）が存在しないか

らである。

［ダルマキールティの弁明］その存在に対する間接的判断(adhyavasaya)から、同様に迷乱

(bhranti)によって言語習慣(vyavahara)が起こる(13)。

［反論2］それ（諸の対象）に関して、そういった（迷乱した）知（間接的判断）が生起する

ことの根拠は何であるのか。また依存するものをもたない（無因な）ものが生起するなら、あ
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らゆる場合に［知が］生起しよう。あるいは単一(eka)な知と無区別なもの（対象）が、どう

して、さらに別の個物(vyakti)である存在を有した別の知の自性であろうか、したがって、ま

た別の知を、あるいは別の個物を遍充していないものが、どうして（別の知あるいは別の個物

を遍充する）普遍(samanya)であろうか(14)。［諸の個物に対する単一な知が存在すれば、必ず

普遍が存在する→普遍が存在しなければ、諸個物に対する単一な知は存在しない］

［1-1］PVSV ad PVⅠ-72～76

［1-1a］PVSV p.40,13-21［アポーハによる同一性と相互区別］

tasman mithyavikalpo ’yam arthes・v ekatmatagrahah・ (72ab)/na hy artha vyatiriktena-

vyatiriktena va kenacid atmana samanah・ /tathais・am
・ grahan・am

・ mithyavikalpa eva /

したがって、諸の対象（多）に関して単一性（同一性）を把握することがこの虚偽な概念知

(vikalpa)である(15)。(72ab)なぜなら諸の対象は何らかの相違性あるいは同一性という自体と

等しいものではない。同様にこれらを把握することが虚偽な概念知に他ならない。

itaretarabhedo’syabıjam・ sam・jnayadarthika//72cd//yasyapratyayanartham・ sam・ketah・

kriyateabhinnasadhyanbhavanatatsadhyebhyobhedenajnatvatatpariharen・apravarteteti

so ’yam itaretarabhedas tasyaikatmatapratibhasino mithyavikalpasya bıjam / tam eva

gr・hn・an es・a vikakpah・ svavasanaprakr・ter evam
・ pratibhati/

［Aと非Aとの］相互区別がそのこと（虚偽な概念）の種子である。そ（相互区別）の目的

をもったものが言語表現である(72cd)その確定されるべきもの（結果）をもたないもの（別の

因）から区別することによって別でない確定されるべきもの（結果）をもった諸存在（諸原因

A）を知って、それ（別の諸原因、非A）を排除することによって行動するのであるというこ

とを知らせるために言語契約(sam・keta)が設けられる。この［Aと非Aとの］相互区別はその

単一な自体としての顕現をもった虚偽な概念知（諸原因A）の種子となっている。まさしく

それ（相互区別）を把握しているこの概念知が自己の習気の自性から、そのように（単一な自

体として）顕現する。

［1-1b］～［1-4］PVSV pp.40,21-42,8ad PVⅠ-73,74,75

［1-1b］katham・ punarbhinnanamabinnam・ karyam・ yena tadanyebhyobhedadabheda ity

ucyate / prakr・tir es・a bhavanam・ yad ekapratyavamarsarthajnanadyekarthasadhane /

bhede’piniyatah・ kecit svabhavenendriyadivat //73//yathendriyavis・ayalokamanaskara

atmendriyamano’rthatatsam・nikars・a va asatyapi tadbhavaniyatesamanyerupavijnanam

ekam・ janayanti evam・ sim・sapadayo ’pi bhedah・ parasparananvaye ’pi prakr・tyaivaikam

ekakaram・ pratyabhijnanam・ janayanti anyam・ va yathapratyayam・ dahanagr・hadikam
・

kas・t・hasadhyamarthakriyamnatubhedavises・e’pijaladayah・ srotradivadrupadijnane/［1

-1c］jvaradisamanekascit saha pratyekam eva va /dr・s・t・a yatha vaus・adhayo nanatve’pi

na caparah・ //74//yatha va gud・ucıvyaktyadayah・ saha pratyekam・ va jvaradisamanala-
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ks・an・am ekam・ karyam・ kurvanti /na ca tatra samanyam apeks・ante/bhede’pi tatprak-

r・titvat / na tadavises・e ’pi dadhitrapusadayah・ / syad etat samanyam eva kim・cit tasu

tathabhutasu vidyate tata eva tad ekam・ karyam iti /［1-2］tad ayuktam / avises・an

samanyasya na samanyam tatkaryakr・t /tasyapi avises・aprasan
・gatah・ /tasam・ ks・etradib-

hede ’pi yadi hi samanyaj jvaradisamanam・ karyam・ syat / tasyavises・ad vyaktınam・

ks・etradibhede’picirasıghraprasamanadayovises・agun・ataratamyam
・ canasyat/vises・eva

samanyasyasvabhavabhedat svarupahanam/dhrauvyaccasamanyasyaanupakaratah・ //

75 // yadi hy upakuryad anadheyavises・asyananyapeks・an・at sakr・t sarvam
・ svakaryam・

janayet /na va tajjananasvabhavam /vyaktayas tu kaladesasam・skaravasena visis・t・otpa-

ttayo vise-s・avat karyam
・ kuryur ityavirodhah・ /［1-3］tadvad artha apikecit svabhavab-

hede’piekapratyabhijnanadikamarthakriyam・ kurvantastadakaribhyobhedadabhinnaity

ucyante［1-4］ekena va’neko janito’tajjanyebhyo bhedat /

［1-1b］［反論］また、どうして諸の区別あるもの（諸原因）が、無区別（単一）な結果

(karya)を設けるのであるか(16)

［答論］［1.多因一果、普遍批判］そういう（懸念を表明する）理由で、それとは別のもの

（他の原因）から区別される(bheda)から、［諸原因は］無区別(abheda)であるといわれる(17)

［因の無区別（一）が果の無区別（一）を設ける］［因の区別が結果の区別を設けるCf.k.82、

因の区別が特殊性の区別を設けるCf.［0-2］HB］。諸存在には、次の自性(prakr・ti)がある。

ある諸のものは、［相互に］区別されるけれども、単一な判断知(ekapratyavamarsa)や対象に

関する知などの一つのもの（結果）を成立させることに関して自性として確定している(18)。感

官などが［区別されるけれども一つの知を生起する］ように(19)［多因一果］(k.73)。

例えば、眼、対象、光、注意力が［単一な眼識を生起する］ように、あるいは［対論者の見地

では］［C］我、感官、意(manas)、対象、またそれらにおける結合(sam・nikars・a)が、それら存

在に確定している普遍(samanya)が存在しなくとも、単一な色知を生起するように(20)、そのよ

うに、区別のあるシンシャパーなど（諸原因）も、相互に共通性が存在しない(ananvaya)け

れども、自性という点で一つの形象をもった再認(pratyabhijnana)を、生起せしめる、あるい

は他に木材(kas・t・ha)［原因］によって成し遂げられる結果を設けること(arthakriya)すなわち

焼くこと(dahana)や家(gr・ha)などを縁のままに［生起せしめる］。他方、区別があっても特殊

性がない(bhedavises・a)場合に、水などは［焼くことや家などの結果を設け］ない。色などの

知（結果）に関する耳などのように。［1-1c］あるいは、例えばある諸の薬草(aus・adhi)は多様

であっても、一緒に、あるいは個々に熱などを鎮めること（結果）に関して［効能が］知られ

るが、他のものには知られない(21)［多因→一果］(k.74)。あるいは、例えばグドゥーチーによ

って顕われたもの（薬効）などが一緒に、あるいは個々に熱などを鎮める特徴をもった一つの

結果(karya)を設けるように(22)。その場合、普遍(samanya)に依存するのではない。［諸の薬草
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は］区別されても、それ（熱を鎮めること）を自性とするからである。そ（自性）の特殊性が

存在しない(tadavises・a)場合、酪(dadhi)や黄瓜(trapusa)などは［薬草と異なることなく熱を鎮

めないことは］ない。

［反論］それらのそういったもの（諸の薬草）に、その何らかの普遍が存在する。その場合に

こそ単一な結果（熱を鎮めること）が存在する。

［1-2］［答論］それは不合理である。普遍は特殊性をもたないもの(avises・a)であるから(k.

75a)普遍はその（熱などを鎮めることに関して特殊性の区別を持った）結果を設けるものでは

ない(k.75a)。それら（諸の薬草）には土地柄などの区別があっても(23)、それ（普遍）には特殊

性がないことになってしまうから(k.75bc)(Cf.TS724)。

なぜなら、もし普遍から熱などを鎮める結果が生起するなら、諸の個物には土地柄などの区別

があることにおいて遅い速い鎮静などの諸の特殊性(vises・a)が存在するけれども、それ（普遍）

には特殊性がないから、［結果に］特徴の度合いもないであろう。あるいは普遍に特殊性があ

るなら自性の区別があるから自己の特徴が崩れることになる。普遍(samanya)は、また変化し

ないもの（常住）であるから［他のものによる］利益（卓越性→TS724）を受けることがな

いからである［多因→多なる特殊性を具えた結果］(k.75d)(24) なぜなら、もし［他のものが普

遍に］利益を与えるなら［それは不合理である］、所属すべき特殊性をもたないもの（普遍）

は他のものに依存しないから、一度にすべての自己の結果が生起しよう。あるいは、［普遍は］

それ（利益）を生起する自性をもつものではない［普遍には特殊性がないから結果に特殊性が

ないことになる］。他方、［特殊性をもたない普遍とは異なり］時間的空間的に存在することに

よって限定された生起するものである（無常な）諸の個物（諸原因）は特殊性を具えた結果を

生起するということ（原因の区別 多>が結果に特殊性の区別 多>を設けること）に矛盾は

ない。

［1-3］PVSV ad PVⅠ-76(25)［多因→一果⇨一因一果、Cf.TS1033-1036］

それと同様に、何らかの諸対象も、自性の区別(svabhavabheda)があるとしても、単一な再認

(ekapratyabhijnana)などの結果を設ける（効果的作用を有する）もの(arthakriya)である［多

因→一果］。それ（単一な再認）を設けないもの(tadakarin)（他の諸原因）から区別されるか

ら［その因としての諸対象は］無区別であるといわれる(26)［一因→一果］

［一因→多果⇨一因→一果、Cf.TS1037-1040］

［1-4］あるいは、一［因］によって生起された多［果］は(27)、［1-4］それ（因）によって生

起されないもの(atajjanya)（他の結果）から区別されるから［単一である］［一因→一果］(28)。

［1-5］PVSV pp.42,24-43,7 ad PVⅠ-76［自相を見ることによって引き起こされた習気に

よる共相の顕現から必ず自相が獲得される。整合性のある推理知の成立→ジュニャーナガルバ

のSDK12における実世俗の定義として活用される］

ta eva ca kutascid vyavr・ttah・ punar anyato ’pi vyavr・ttimanto ’bhinnas ca pratibhantıti /
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svayam asatam api tatha buddhya upadarsananmithyartha eva samanyasamanadhikara-

n・yavyavaharah・ kriyate / sarvas cayam・ svalaks・an・anam eva darsanahitavasanakr・to vi-

plava iti tatpratibaddhajanmanam・ vikalpanam atatpratibhasitve’pi vastunyavisam・vado

man・iprabhayam iva man・ibhranteh・ nanyes・am tadbhedaprabhave saty api yathadr・s・t・avi-

s・esanusaran・am
・ parityajya kim・citsamanyagrahan・ena vises・antarasamaropad dıpaprabha-

yam ivaman・ibuddheh・ /

また、あるものから排除されたそれら（知に顕現したもの）こそが、さらに別のものからも排

除された諸の無区別なものとして、また顕現する。そうであるから、自ら存在していないけれ

ども、同様に知によって顕わし出されるから虚偽な対象に関してこそ普遍と同一基体性

(samanadhikaran・ya)との言語習慣が設けられる。また、このすべてのものは諸の自相

(svalaks・an・a)こそを見ることによって引き起こされた習気(vasana)が設けた迷乱(viplava)であ

るから、それ（自相）と結びついて生起した諸の概念知には、それ（自相）でないものの顕現

であるとしても、事物(vastu)に関する整合性(avisam・vada)がある。宝石の輝きに対して宝石

という迷乱知のように［整合性がある］。諸の別のものには［整合性は］ない。それ（自相）

という区別あるものに基づくとしても、見られたままの特殊性が付き従うことを捨てて、何ら

かの普遍を把握することによって別の特殊性を増益することから、灯火の輝きに宝石の知を

［生起する］ように［整合性はない］(29)。

［1-6］PVⅠ-82［多因→一果］⇨［一因→一果］(30) tatraikakaryo’neko’pitadakaryanya-

tasrayaih・ /ekatvenabhidhajnanair vyavaharam・ prataryate//

その場合、単一な結果をもつものである多なるもの（諸原因）［多因→一果］も、そういった

結果をもたないもの（他の結果）から別である（一）ということに依存している語(abhidha)

と知(jnana)によって［因は］単一なものとして言語表現されるものとなる［一因→一果］。

［1-7］PVⅠ-83［一因→多果］⇨［多因→多果］(31) tathanekakr・d eko ’pi tadbhavaparidı-

pane/atatkaryarthabhedena nanadharma pratıyate//

同様に多（なる結果）を設けるものである単一なもの（因）も、そういった（多なる結果を設

ける）存在として明らかにする場合、そういった結果をもたないもの（他の結果）から区別す

ること（多）によって［因は］多様な性質をもつものであると理解される(32)。 他方、多なる

結果も、そういった因をもたないもの（他の因）から区別することによって［結果は］単一と

して理解される。一因→一果(33)>

［1-8］反論者がクマーリラであると考えられることの根拠

上の［1-0］［反論1］は ŚV5-12-15～18 Cf注(16)>に示したクマーリラの普遍実在論に相

当すると考えられる。それに対してダルマキールティは［1-1］～［1-4］で普遍が実在しなく

とも多数の個物から単一の判断知(ekapratyavamarsa)や単一な結果が生起することを論じ、

アポーハ論により因と果との区別、無区別に関する肯定的随伴、否定的随伴が成立することを
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明らかにしたのである。それは以下のTS［2-3］～［2-4b］に相当し、これらはTS925, 926

(＝ŚV5-13-45, 46)に対するシャーンタラクシタの答弁である。また［1-0］［反論2］では諸の

個物に対する単一な知と普遍との肯定的随伴、否定的随伴により普遍の必然性を述べ、それを

認めない仏教学説を批判していると考えられる(34)。それに対してダルマキールティは［1-5］

で自相に基づく習気による共相が存在すれば、必ず自相が存在すると自相による肯定的随伴を

表わし、共相を対象とする推理(anumana)がプラマーナであると表明している。これはTSで

は［2-4a］TS933, 934(＝ŚV5-13-73, 74)に表わされるクマーリラの詰問に対するシャーンタ

ラクシタの答弁［2-4b］TS1051, 1056に対応する。このことからPV［1-0］［反論1, 2］の論

者はクラーリラであると考えられる。

［2］ダルマキールティ(PV)とシャーンタラクシタ(TS)、カマラシーラ(TSP)との一致

［1］におけるダルマキールティによるアポーハ論に基づく因果論をシャーンタラクシタ

(TS)とカマラシーラ(TSP)とが導入し、クマーリラの普遍実在論に対処していることを見い出

したい(35)。

以下でアポーハ章からTS1033-1036,1037-40,普遍の考察章からTS722-725を吟味する。

［2-1］クマーリラの詰問、アポーハによっては同一性も相互区別も成立しない

TS924(＝ ŚV5-13-42)bhinnasamanyavacana vises・avacanas ca ye /sarve bhaveyuh・ par-

yayayadyapohasyavacyata//もし、アポーハが言い表されるもの（非実在）であるなら、

［牛や馬などの］別々な普遍(samanya)を表す諸の言葉、また［斑牛などの］特殊(vises・a)を

表す諸の言葉は全て同義語(paryaya)となろう。

TSP924 punar api prasan・gapadanena pratıtyadibadhitatvam eva darsayann aha bhin-

netyadi/yehibhinnasamanyavacana gavasvadayah・,yeca vises・avacanah・ sabaleyadayas

tesarvebhavatam・ paryayah・ prapnuvanti arthabhedabhavat,vr・ks・apadapadisabdavat //

さらにまた、帰謬(prasan・ga)を表すことによって周知されたこと(pratıti)などの排除こそを見

ている人（クマーリラ）が、別々な云々(ŚV5-13-42)と言うのである。（宗）なぜなら、牛や

馬などの別々な普遍を表す言葉、また（牛における）斑牛などの特殊性を表す言葉の全ては、

汝ら（仏教徒）にとって同義語となってしまう。（因）［普遍や特殊性を表す言葉には］対象の

区別が存在しないからである。（喩）木と樹木(padapa)などという言葉のように。

TS925(＝ ŚV5-13-45)→ TS1031

sam・sr・s・t・aikatvananatvavikalparahitatmanam / avastutvad apohanam・ naiva bhedo ’pi

vidyate// ŚV tava syad bhinnata katham

結合しているか、同一性(ekatva)か、相違性(nanatva)かという選択肢を離れていることを本

質とするものは非実在性(avastutva)であるから、諸のアポーハにとって［Aと非Aとの］区

別(bheda)も全く存在しない。//925//
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TSP925kasmat punar arthabhedo na sambhavati ityaha sam・sr・s・t・etyadi/vastunyeva hi

sam・sr・s・t・atvaikatvananatvavikalpah・ sambhavanti, navastuni apohanam・ cavastutvan na

parasparam・ sam・sr・s・t・atvadivikalpo yuktah・, tat katham es・am
・ parasparam・ bhedah・ sid-

dhyati//

また、何故に、対象の区別があり得ないのか、という［問いに］結合している云々と答える。

なぜなら、実在(vastu)に関してだけ、結合しているか、同一性か、相違性かという選択肢が

存在する。非実在に関して諸のアポーハには実在性はないから、相互に結合しているかなどと

いう選択肢は不合理である。その場合どうして、それら（非実在なもの）が相互に区別される

こと(Cf. PVⅠ-72cd)が成り立とうか。

TS926(＝ŚV5-13-46) yadi va bhidyamanatvad vastv asadharan・am
・savat / avastutve tv

ananatvat paryayatvan namucyate//あるいは（宗）［諸のアポーハは］実在である。（因）

［諸のアポーハは相互に］区別される（同一性はない）から。（喩）共通でない部分（自相）

のように。一方、［アポーハが］非実在であれば［あらゆる言葉は］相違（相互区別）がない

から同義語であることから免れない。→TS1032

TSP926athabhedas tes・am abhyupagamyate,tatha satiniyamenavastutvam apadyateiti

darsayatiyadivetyadi/vastv iti sadhyanirdesah・ /prayogah・ yeparasparam・ vibhidyante

tevastu,yatha svalaks・an・ani/parasparam
・ vibhidyantecapoha iti svabhavahetuh・ /tatas

cavastutvesatividhirevasabdarthaitisiddham/etenacanumanabadhitatvam・ pratijnaya

uktam・ bhavati/athavastutvamabhyupagamyate’pohanam,tadananatvabhavatpurvavat

paryayatvaprasan・ga ityekanta es・ah・ //もし、それらの区別が認められるなら、そうである

としても必ず実在性となると見られる。あるいは云々。実在というのは所証を表している。推

論式で表せば、相互に区別されるものは実在である。例えば自相のように（必然性）。また、

諸のアポーハは相互に区別される（論理的根拠）。［諸のアポーハは実在である。（結論）］以上

の（推論は）同一性の因［によるものである］。したがって、また実在性が存在する場合、肯

定こそが言葉の意味であるということが成立する。また、このことによって［アポーハは相互

に区別されるという］主張命題に推理による拒斥が指摘される。もし、諸のアポーハが非実在

であると認められるなら、そのとき相違性(nanatva)が存在しないから、前の(TS924＝ŚV5-

13-42)ように同義語となってしまうから、これは一方への傾倒である。

［2-2］クマーリラの詰問に対するシャーンタラクシタとカマラシーラとの答論(36)

［2-2a］TS1031-1032普遍という実在はなくとも、アポーハにより同一性も相違性も設けら

れるCf.PVⅠ-72

TS1031rupabhave’pi caikatvam・ kalpananirmitam・ yatha /vibhedo ’pi tathaiveti kutah・

paryayata tatah・ //←TS925(＝ŚV5-13-45)

しかし、自性が存在しないもの（非実在）に関しても、例えば概念知(kalpana)により構築さ
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れた同一性(ekatva)が存在する、それと全く同様に［Aと非Aとの］相違(vibheda)も［概念

知により構築される］から、したがって、どうして同義語となろうか(37)。

TSP1031 syad etat yadi nama nırupes・v ekarupatvam・ (TS1030) bhavato nasti, tathapi

kalpanikamasti,tenaparyayataprasanjanam・ yuktamevaityataaharupabhave’pıtyadi/

rupabhave’pıti/svabhavabhave’pıtyarthah・ // B.B.S.svabhave

［反論］諸の形のないもの（非存在）において実際に同一の自性(TS1030)は存在しない。そ

うだとしても、概念としては存在する。したがって、同義語となってしまうことがまさしく理

屈に適っている。

［答論］それに対して、自性が存在しないもの（非実在）に関しても云々(TS1031)と（シャ

ーンタラクシタが）答論する。自性が存在しないもの（非実在）に関しても(TS1031a)という

のは無自性に関してもという意味である。

TS1032bhavatas tu na paryaya naparyayas ca vacakah・ /na hy ekam・ bahyam etes・am

anekam・ ceti varn・itam //←TS926(＝ŚV5-13-46)

一方、実際には、諸の言葉は同義語でもなく、同義語でないのでもない。なぜなら、それら

（諸の言葉）には外界の一と多が［対象として］存在すると述べられない。

TSP1032 yad evam paryayaparyayavyavastha katham・ sabdanam・ prasiddha ity aha

bhavatas tv ityadi /yadi hi paramarthato bhinnam abhinnam・ va kincid vacyam・ vastu

sabdanam・ syat,tadaparyayata,aparyayata vabhavet yavata svalaks・an・am
・ jatih・ tadyogo

jatimam・s tatha (TS870)ityadina varn・itam
・ tathais・am

・ na kincid vacyam astıti//

そういうことであれば、どうして、諸の言葉には同義語と同義語でないことの確定がよく知ら

れるのかということに対して一方、実際には云々と答えるのである。なぜなら、もし、諸の言

葉にとって勝義として何らかの区別されること（相違性）、あるいは区別されないこと（同一

性）という言語対象としての実在が存在するなら、その場合、同義語性あるいは非同義語性が

存在しよう。その限り自相、種、それとの結合、種の基体（個物）(TS870)云々によって述べ

られたことがそういったものにとって何らの言葉の対象も存在しない。

［2-2b］TS1033～1036［多因→一果］⇨［一因→一果］アポーハ論による区別無区別(１)普

遍は存在しなくとも単一な結果（感官知、薬効）や判断知が存在する

TS1033kin tvaneko’piyadyekakaryakarıyaıks・yate/tatraikadharmaropen・asrutireka

nivesyate //しかし、多なるもの（因）も、もし単一な結果をもたらすことが見られる場合

［多因→一果］、［因に］一なる属性を付託することによって［因に］一なる名称が設けられ

る(38)［一因→一果］。

TSP1033 katham・ sa tarhi paryayadivyavastha ity aha kin tv ityadi / tatrantaren・api

samanyam・ samanyasabdatvavyavasthaya idam・ nibandhanam,yadbahunamekarthakriya-

karitvam /prakr・tyaiva hikecid bhava bahavo’pyekarthakriyakarin・o bhavanti/tes・am
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ekarthakriyasamarthyapratipadanaya vyavahartr・bhir laghavartham ekarupadhyarope-

n・aika srutir nivesyate / yatha bahus・u rupadis・u madhudakadyaharan・alaks・an・aikartha-

kriyasamarthes・ughat・ah・ ityes・asrutirnivesyate//どうして、その同義語（と同義語でない）

などの確定があるのか、ということに、しかし云々と答えたのである。その場合、普遍

(samanya)がなくても、普遍なる言葉の確定には、次の根拠がある。諸の多くのもの（共働

因）には一つの結果をもたらす働き(ekarthakriyakaritva)がある。なぜなら、まさしく本性

として多くの何らかの諸存在は一つの結果をもたらす働きを有する(ekarthakriyakaritva)。

それらには、一つの因果効力(ekarthakriyasamarthya)を達成するために、日常生活者たちに

よって簡潔を旨として、一つの自性を設けることによって一つの名称が与えられる。例えば、

多くの性質などをもつもの（諸原因）が、蜂蜜、水などを運ぶことを特徴とする一つの因果効

力(ekarthakriyasamarthya)を有するとき、［単一な］ というこの名称が与えられる。

TS1034locanadau yatha rupavijnanaikaphale kvacit /kascid yadi srutim・ kuryad vinai-

kenanugamina //例えば、眼などがある色知という単一な結果をもつ場合、もし、ある人が

一つの随順するもの（普遍）がなくとも［色知という単一な］言葉を用いるなら［多因→一

果］(39)

TSP1034katham・ punarekenanugaminavinabahus・vekasrutiryujyateityahalocanadav

ityadi / icchamatrapratibaddho hi sabdanam arthes・u niyogah・, tatha hi caks・urupalo-

kamanaskares・u rupavijnanaikaphales・u yadi kascid icchavasad vinapy ekenanugamina

samanyenachat・haityadikam
・ srutim・ nivesayet,tatkim・ tasyakascitpratiroddhabhavetna

hi tes・u locanadis・v ekam
・ caks・urvijnanajanakatvam

・ nama samanyam asti /yatah・ sama-

nyavises・asamavaya api bhavadbhis caks・urvijnanajanaka is・yante / tes・u na samanya-

samavayo’sti nih・samanyatvat samanyasya,samavayasya ca dvitıyasamavayabhavat //

また、どうして一つの随順するもの（普遍）がなくても、多くのもの（眼など）に関して一つ

の名称が結び付けられるのか(TSP p.296,19-20ad TS722-725,ŚV akr・tivada18)、というこ

と（疑念）に対して眼などが云々と答えるのである。なぜなら、諸の言葉には諸の対象に関し

て欲求だけに結びついた使用がなされる。というのは、眼、色、光、注意力からなる色知とい

う一つの結果があるとき、もしある人が欲求によって一つの随順するものである普遍

(samanya)がなくとも、［色知としてある］織物(D342a1,tshan・,kulaya)などという名称を与え

るなら、それにはいかなる妨げがあろうか。なぜなら、それら眼などに関して、一つの眼識を

生起する性質をもちはしても普遍(samanya)は存在しない(Cf.PVⅠ-73)。汝らによって普遍、

特殊、和合も眼識を生起するものであると認められている(Cf.ŚV4-58)。それら（眼、色、光、

注意力）に関して普遍や和合は存在しない。普遍に［牛の普遍と馬の普遍は区別されるから］

普遍性はないからである。また、和合に第二の和合はないからである。

TS1035ghat・adınam
・ ca yat karyam・ jalader dharan・adikam /yac ca tadvis・ayam

・ jnanam
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bhinnam・ yadyapi tad dvayam //また、 など（多なる因）にとって水などを保持すること

などという結果（一なる結果）がある［多因→一果］。その対象（ など）を有する知（結果）

も［自相の区別により］二なる区別(Cf.PVⅢ-162蜂蜜や水を保持する)があるとしても、

TS1036ekapratyavamarsasya hetutvad ekam ucyate / jnanam・ tathapi taddhetubhavad

artha abhedinah・ //(←TS926＝ŚV5-13-46)単一な判断知(ekapratyavamarsa)［結果］には

原因が存在するから、知は単一であるといわれる。そうだとしても、その（単一な知）の原因

としての存在であるから諸の対象は無区別（単一）である(40)。［多因→一果］⇨［一因→一果、

因と果との同一性］

TSP1035-1036nanucaghat・adirekakaryakarıkathamucyate,yavatatatkaryamudakad-

haran・adi tadgrahakam
・ ca vijnanam・ svalaks・an・abhedad bhidyata eva ity ata aha ghat・a-

dınam・ cetyadi /yady api svalaks・an・abhedat tatkaryam
・ bhidyate / tathapi jnanakhyam・

tavat karyam ekarthadhyavasayiparamarsajnanahetutayaikam ity ucyate tasya ca

jnanasya hetubhavad artha api madhudakadyaharan・adilaks・an・a ghat・adivyaktilaks・an・as

cabhedinaityucyante,taddarsayatitathapitaddhetubhavadarthaabhedinaiti/ucyataiti

prakr・tam
・ vacanaparin・amadbahuvacanantam

・ sambadhyate/apisabdobhinnakramo’rtha

ityanantaram・ sambadhyate/tenaikarthakriyakaritvam upapadyata eva /nanu caivam

anavastha prapnoti / tatha hi yo ’sau pratyavamarsapratyayah・, tasyapi svalaks・an・ab-

hedena bhidyamanatvad ekatvam asiddham / tatas ca tasyapy ekatvasiddhaye param

ekakarapratyavamarsakaryam anusarato ’navastha syat / tatas canavasthitaikakar-

yataya na kvacid ekasrutinivesah・ siddhyet / naitad asti / na hi pratyavamarsa-

pratyayasyaikakaryatayaikatvam ucyate / kim・ tarhi ekarthadhyavasayitaya, tena

nanavastha bhavis・yati / svata eva sarves・am
・ pratyavamarsapratyayanam ekarthad-

hyavasayitvasya siddhatvad /tenayam artho bhavati /ekakarapratyavamarsahetutvat

jnanakhyam・ karyam ekam ity ucyate. taddhetubhavac cartha api ghat・adaya ekatva-

vyapadesabhaja iti//

［反論］また、どうして など（諸の因）が単一な結果を設けるのであるか。その結果が水を

保持することなどである限り、それ（壺など）を把握するものである知識（結果）が、［因の］

自相(svalaks・an・a)の区別から区別される
(41)。

［答論］また、壷など云々と答えられた。たとえ、自相の区別(svalaks・an・abheda)からその結

果（知識）が区別されるとしても、そうではあっても、まず知という結果は単一な対象である

と断定する(adyavasayin)判断知(paramarsajnana)の原因であるが故に単一(eka)であるといわ

れる。また、その知には原因が存在するから、蜂蜜や水などを運ぶこと(aharan・a)などを特徴

としてもつ などの個物(vyakti)を特徴とする諸対象［諸原因］も、また無区別なもの(ab-

hedin)であるといわれる。そのことが見られる。そうだとしても、その（一なる判断知）の原
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因としての存在であるから、諸の対象は無区別（単一）であるといわれるとされているものは

表現を変えて複数の語尾(bahuvacananta)が結び付けられる。api (TS1035d)の語は違った順

序であって、諸の対象(arthah・)と直ちに結び付けられる。したがって、［諸対象には］単一な

効果的作用性(ekarthakriyakaritva)が起こされるに違いない。

［反論］そうであれば、無限遡及(anavastha)となる。というのは、その判断知(pratyavamar-

sapratyaya)であるもの（結果）も自相の区別(svalaks・an・abheda)によって区別されるから、単

一性は成立しない。したがって、またそれにも単一性を成立させるために、別の単一な形象を

もった判断知という結果を付き従わせるから、［判断知が次々と必要となり］無限遡及となろ

う。したがって、また止まることのない単一な結果性の故に、どこにも、［多なる対象に ］

単一な言葉を用いることは成立し得ない。

［答論］それは、そうではない。なぜなら、判断知(pratyavamarsapratyaya)にとって単一な

結果性があることによって単一性が言われるのではない。かえって、単一な対象であると確定

することによって(adhyavasayitaya)［単一性が言われる］。したがって、無限遡及とはならな

いであろう。まさしく自ら、あらゆる判断知には単一な対象であると確定することが成立する

からである。したがって、この意味は［次の通り］である。［対象は］単一な形象をもった判

断知(ekakarapratyavamarsa)の因であるからである。知というものは単一な結果であると言

われる(Cf. PVⅠ-73)。それ（単一な知）の因としての存在であるから、 などの諸対象も単

一な名称(vyapadesa)を有するのである。

［2-3］TS722～725［多因→一果］から［多因→多なる特殊性を有した単一な結果、因果の同

一性］への推移 Cf.PVⅠ-74～75,［0-2］HB

［1-0］PVSV ad PVⅠ-71cd において普遍が存在しなければ、多数の対象は単一な知とし

て把握されないという詰問に対し、ダルマキールティは、PVⅠ-74,75（Cf.［0-2］HB）で

多様な薬草の具体例により普遍が存在しなくとも単一な結果や知が得られること、そして諸の

個物が特殊性を具えた結果を生起することを論じていた。それと同じものが、以下の

TS722～725及びその注釈TSPである。

TSPp.296,19-20ad TS722～725nacaitacchakyam・ vaktumekamanugaminamantaren・a

katham・ parasparavyavr・ttatmano bhavah・ paramparyen・apy abhinnakarapratyayaniban-

dhanam・ yujyanteityasan・kyahaまた次のことがいわれよう。一つの随順するもの（普遍）な

しに、どうして相互に排除された（区別のある）諸存在が間接的ではあっても無区別（単一）

な形象をもった知識の根拠となるのであるか(42)（普遍が存在しなければ単一な結果や知の因と

して諸個物は存在し得ない）という疑念に対して［以下の通り］答えられた(43)。

TS722yatha dhatryabhayadınam・ nanaroganivartane/pratyekam・ sahava saktirnanatve

’pyupalabhyate//例えば、ダートリー草やアバヤー草などは種々であっても、個々にあるい

は一緒になって種々の病を鎮めるのに効能が知られる。Cf.PVⅠ-74［多因→一果］
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TS723na tes・u vidyate kincit samanyam
・ tatra saktimat /ciraks・ipradibhedena rogasan-

tyupalambhatah・ //そのそれら（ダートリー草やアバヤー草など）には効能をもったいかな

る普遍も存在しない。長短の時間の区別によって病を鎮めることが知られるから。

TS724samanye’tisayah・ kascin na hiks・etradibhedatah・ /ekarupatayanityam
・ dhatryades

tusavidyate//同一の本性をもつ故に、［常住な］普遍に土地などの区別に基づく、いかなる

卓越性も存在しない。他方、［無常な］ダートリー草などにそれ（卓越性）は存在する(44)。

TS725evam atyantabhede ’pi kecin niyatasaktitah・ / tulyapratyavamarsader hetutvam・

yanti napare //同様に、完全に区別されるものであっても、ある諸のものは確定された効力

に基づいて同一の判断知などにとっての原因であるが、他のものはそうではない(45)。

TSP722-725yathetyadi/yathahyamalakyadayah・ parasparamatyantavibhinnamurttayo

’pi pratyekam・ samudita va nanavidhavyadhivyavarttanasamarthyadhyasita bhavanty

antaren・apy anugaminam / na hi tatra samanyam eva tathavidham arthakriyam・ sam-

padayatıtiyuktam・ vaktumyatastes・u/vividharthakriyasampadanayogyam
・ nasamanyam

asti /yadi syat, tada yeyam・ kvacit kadacit kasancid dhatryadınam・ ciraks・iprarogadyu-

pasamanasamarthyopalabdhih・,sanasyatsamanyasyaikarupatvat/nacaks・etraks・ıravase-

kadisam・skaravises・avasad asaditatisayam・ samanyam evaitam arthakriyam・ vicitram・

sampadayatıti yuktam /tasya nityataya parair anadheyavikarasya ks・etradibhedato ’pi

natisayah・ kascid ekarupatvat /dhatryadınam・ tv anityanam・ so ’tisayah・ ks・etradibhedato

bhidyata ityatas ta eva rogadyupasamanasamarthyopetah・ /tatas ca tadvad evanye’pi

ghat・adayo bhavah・ svahetupratyayebhyas tathotpatteh・ prakr・tyaivaikakarapratyavamar-

sadihetavobhavis・yantıtyados・ah・/tulyapratyavamarsader(725c)iti/adisabdenasalilasan-

dharan・adyarthakriyasamarthyaparigrahah・ //例えば云々(TS722a)例えば、アーマラキー草

などは相互に全く異なった形体のものであっても、随順するものがなくとも、個々にあるいは

集合したものが、種々の(nanavidha)病気(vyadhi)を除く効力を具えている。なぜなら、そこ

に普遍こそが同種の効力(arthakriya)を生起すると主張することは不合理である。普遍が種々

な効力(arthakriya)を獲得する可能性はない。もし、そうなら、そのとき、どこにも、あると

きに、なんらかのダートリー草などには時間的長短(ciraks・ipra)によって病(roga)などを鎮め

る効力を獲得することがないであろう。普遍は単一な性質のものであるから。また大地、ミル

ク(ks・ıra)、給水(avaseka)などの作用(sam・skara)の特殊性(vises・a)によって獲得された卓越性

(atisaya)を有した普遍こそが、この様々な効力を得るということはあり得ない。他によって変

化(vikara)を受けないそれ（普遍）は常住である故に大地などの区別からもいかなる卓越性も

得ない。単一な自性であるから。他方、無常なダートリー草などには大地などの区別から(46)そ

の卓越性が開花されるから、それ故にそれら（無常なダートリー草など）だけが病などを鎮め

る効力を具える。したがって、またそれと同様に他の壺などの諸存在は自己の諸の因と縁とに
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よって同様に生起することから、本性によってこそ単一な形象をもった判断知などにとっての

諸の因が存在するであろうから誤謬はない。同一の判断知などの云々という言葉によって、

［壺などが］水を保つなどの結果を生起する効力が含まれている。

［2-4］上のTS722-725に言及するのがTSP ad TS1050であり、それに対する前主張がクマ

ーリラによるTS933(＝ŚV5-13-73)であることがTSP ad TS1051により知られる。そこでは

クマーリラによる普遍実在論に対してアポーハ論が展開される。

まず、その前主張とは

［2-4a］クマーリラによる普遍と遍充関係

TS932(＝ŚV5-13-72)apohyan apicasvadınekadharmanvayad r・te/nanirupayitum
・ saktis

tadapoho na siddhyati //また、［諸の馬に］単一な性質（普遍）が肯定的に随伴(anvaya)し

ないなら諸の馬などを排除されるものとして確定することはできない(sakta)。そのアポーハ

は成立しない。

TS933(＝ŚV5-13-73) na canvayavinirmukta pravr・ttih・ sabdalin・gayoh・ / tabhyam・ ca na

vinapoho na casadharan・e’nvayah・ // ŚV pravr・ttir lin
・gasabdayoh・

また、肯定的随伴(anvaya)［諸個物に対する普遍］を欠いた言葉と能証の二の働き［推理］は

ない。また、その二を欠いたアポーハは存在しない。また共通性をもたないもの（自相）に肯

定的随伴は存在しない(47)。

TSP933apica apohah・ sabdalin・gabhyam eva pratipadyate itibhavadbhir is・yate,tayos ca

sabdalin・gayor vastubhutasamanyam antaren・a pravr・ttir na yukta, tatas ca kenapohah・

pratipadyatam ity etad darsayati na canvayetyadi / anvayavinirmukteti, anvayam

antaren・etyarthah・/tabhyamiti/sabdalin・gabhyam・ vinanapohah・/avagamyataitises・ah・/

svalaks・an・enaivanvayam
・ kr・tva sabdalin・gayoh・ pravr・ttih・ karis・yate iti cet aha na

casadharan・e’nvaya iti /svalaks・an・am asadharan・am ananyabhak, tat katham・ tenanvayo

bhavet /tad evam apohakalpanayam・ sabdalin・gayoh・ pravr・ttir eva na prapnoti//

さらに、アポーハは言葉と能証とからこそ理解されると汝らによって認められている。またそ

の言葉と能証とには実在する普遍(vastubhutasamanya)なしに機能することは不合理である

［諸存在に実在する普遍が存在しなければ、単一な結果の成立はない。肯定的随伴が成立しな

い］。したがって、何によってアポーハは理解されようか、というこのことがまた、肯定的随

伴(anvaya)［を欠いた言葉と能証の二の働きは］ないということを知らしめる。肯定的随伴

(anvaya)を欠いたというのは肯定的随伴がなければという意味である。その二というのは、言

葉と能証との二がなければ、アポーハは存在しない、と理解される。

［反論］自相(svalaks・an・a)によってこそ肯定的随伴を設けて言葉と能証との二は機能しよう

［共相（整合性のある能証）が存在すれば、必ず超感覚的な自相が認識されるCf.PVⅢ-

51～63］。
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［クマーリラによる答論］また共通性のないもの（自相）に肯定的随伴は存在しない。自相は

共通性をもたないものであり他のものに属さないものである。それ（共通性のないもの）が、

どうしてそれ（自相）によって肯定的に随伴されようか。以上のように概念知(kalpana)であ

るアポーハに関して言葉と能証との二の機能することは全くない［諸存在に実在する普遍が存

在しなければ単一な結果は得られない。肯定的随伴の不成立］。

TS934(＝ŚV5-13-74) apohas capy anis・pannah・ sahacaryam・ kva kathyatam / tasminn

adr・syamaneca na tayoh・ syat praman・ata //またアポーハは［言葉と能証とを設けるものと

して］成立しているものではない。相互関係が何に関していわれようか。またそれ（相互関

係）が見られない場合、［言葉と能証との］二にはプラマーナとしての性質はないであろう。

TSP934は相互関係(sahacarya)とは逸脱しないこと(avyabhicaritva)と注釈している。「逸

脱しないこと」の根拠はTS965(＝ŚV5-13-110)肯定(vidhi)を認めないなら否定的随伴(vyatir-

eka)も成立しないとアポーハ論を難じる、そのTSP965では仏教側の主張として、肯定的随伴

(anvaya)を二次的なものとし、否定的随伴(vyatireka)を一次的なものとする言葉と能証とが

自己の対象を表わすことが述べられている。この根拠としてディグナーガのPS5-34を挙げ

る(48)。すなわち

adr・s・teranyasabdarthesvarthasyam
・se’pidarsanat /sruteh・ sambandhasaukaryam

・ nacasti

vyabhicarita //（［ことばの働きは］他の言葉の対象に関して見られないから、自己の対象の

部分に見られるから、言葉は［対象と］結合しやすく、また［自己の対象に関して］逸脱する

ことはない。）

このこともクマーリラはディグナーガのアポーハ論に立った推理論を論難していることを表

わそう。

このクマーリラによる多数の対象が単一な知によって把握されるから普遍(samanya)が存在

する、すなわち普遍によって多数の対象に対する単一な知は遍充される。普遍が存在しなけれ

ば、多数の対象を把握する単一な知はあり得ないとの詰問に対しシャーンタラクシタ、カマラ

シーラは多数の対象に対する単一な知を遍充するのは自相(svalaks・an・a)であると答論するので

ある。

［2-4b］シャーンタラクシタによる自相と遍充関係

TS1050ekapratyavamarse hi kecid evopayoginah・ /prakr・tya bhedavattve ’pi nanya ity

upapaditam //

なぜなら、単一な判断知に結びつく諸のあるもの（諸の対象）は自性として区別されるもので

あっても［知と］別のものでないと証明される。→TS725

TSP1050syad etat tasyaivaikapratyavamarsasya hetavo’ntaren・a samanyam ekam・ kath-

am artha bhinnah・ siddhyanti ityata aha ekapratyavamarse hıtyadi /pratipaditam etat

samanyaparıks・ayamyathadhatryadayo(TS722)’ntaren・apisamanyamekarthakriyakarin・o
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bhavanti,tathaiva pratyavamarsahetavo bhinna apibhavah・ kecid eva bhavis・yantıti//

［反論］その単一な判断知の諸因が単一な普遍なくして、どうして区別された諸の対象として

成立しようか。

［答論］単一な判断知に云々と［シャーンタラクシタは］答えた。「普遍の考察章」において、

例えば諸のダートリー草などは(TS722)普遍がなくとも単一な結果を設けること(ekartha-

kriyakarin)を有するものである。全く同様に判断知(pratyavamarsa)に対して区別される諸原

因も、何らかの諸存在に他ならないであろう。Cf.PVⅢ-161,162

TS1051 atadrupaparavr・ttam
・ vastumatram・ svalaks・an・am / yatnena kriyaman・o ’yam

anvayo na virudhyate//自相はそれでない自性のもの（共相）から退けられた事物自体であ

る。この肯定的随伴が滞ることなく働くことは矛盾しない。//

TSP1051nacanvayavinirmukta(TS933＝ŚV5-13-73)ityadavahaatadrupetyadi/yadyapi

samanyam・ vastubhutam・ nasti, tathapi vijatıyavyavr・ttasvalaks・an・amatren・aivanvayah・

kriyaman・o na virudhyate //また、肯定的随伴［普遍］を欠いた［言葉と能証との働きは］

ない云々(TS933＝ŚV5-13-73)に対してそれでない自性のもの云々と［シャーンタラクシタは］

答えた。実在する普遍が存在しなくとも、そうであっても、異類のものから排除された自相

(svalaks・an・a)
(49)だけによって設けられている肯定的随伴は矛盾しない。

自相によってだけ肯定的随伴がある。どうして共相を対象とする推理が成立するのかという

すなわちアポーハによる肯定的随伴が見られない場合、推理はプラマーナとして成立しない

（← ŚV5-13-74＝TS934）という詰問に対し

TS1056avivaks・itabhedam
・ ca tad eva parikırtitam /samanyalaks・an・atvena nanis・t・er apa-

ram・ punah・ //また、その言われようとしている区別をもたないもの（超感覚的な自相）こそ

が共相によって表わされるものである。願い求めても仕方のないものをさらに求めはしない。

共相によって自相が獲得されるという肯定的随伴の成立により推理がプラマーナであること

が明らかにされる（Cf. PVⅢ51-63, PV自比量211cd-212ab, MAK8, TSP422-424）。さらに

TS1093～1097では、アポーハに関して世俗として肯定が認められ、青い蓮華は非青、非蓮華

から排除された同一の映像(pratibimba)を有し、この点から同一基体性(samanadhikaran・ya)
(50)

の成立が論じられる。これらはPVⅠ131,132abと同質である。

［2-5］アポーハ論による区別無区別(２)Cf.［2-2b］

TSP ad TS1037～1040［一因→多果］から［多因→多果］、［一因→一果］への推移Cf.PVⅠ

-76,83

TS 1037tatra samanyavacana uktah・ sabda ghat・adayah・ /vijatıyavyavacchinnapratibim-

baikahetavah・ //その場合、一般（普遍）としての表現がされている（一なる） などの言葉

は異類のもの（ でないもの）から区別された(51)映像としての一なる因のものである。

TSP1037tena vinapi samanyam・ vastubhutam, samanyavacana ghat・adayah・ siddhyantıti
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nigamayannahatatretyadi//したがって実在である普遍がなくても、一般（普遍）という表

現をもった などが成立するから、その場合、結論を導こうとする人が云々と答える。

TS1038 tatha ’nekarthakaritvad eko naika ivocyate / atatkaryaparavr・ttibahulyapari-

kalpitah・ //Cf.PVⅠ-76atakaryarthabheda,同様に［一因であっても］多くのもの（結果）

を設ける［一因→多果］から、一（因）は多であるかのように言われる。その結果をもたない

もの（他の結果）からの排除(paravr・tti)である［結果の］多が［因に］構想される［多因→多

果］(52)。

TSP1038ekasminnapivastunyantaren・apisamanyavises・amasan・kırn・anekasabdapravr・ttir

bhavatyeveti darsayann aha tathetyadi /kascid eko ’pi san prakr・tyaiva samagryantar-

antah・patavasad anekarthakriyakarıbhavati /tatrantaren・api vastubhutasamanyadidhar-

mabhedam atatkaryapadarthabhedabahulyad anekadharmasamaropad aneka srutir nive-

syate//1038//(Cf.PVⅠ-76atakaryarthabheda)一なる事物に関しても、普遍や特殊(53)が

なくても、［相互に区別され］入り混じることなく(Cf. ŚV5-13-44, asam・kırn・a)多なる言葉が

使用されるに他ならないと見る人（シャーンタラクシタ）が同様に云々と答える。存在してい

る何らかの一なるもの(eka)も本性として別の集合体(samagrı)に属するから、多なる結果をも

たらすこと(anekarthakriya)を設ける［一因→多果］(Cf.［0-3］PVⅢ-534cd)。その場合、

［因には］実在としての普遍や特殊などの属性の区別はなくとも、その結果をもたないもの

（別の結果）から区別された(bheda)多である多くの属性を［因に］付託する(Cf.TS1033)こと

から言葉(sruti)が設けられる［多因→多果］。

TS1039［一因→多果］yathasapratigham・ rupam・ sanidarsanamityapi/prayatnanantaraj-

natoyathava sravan・odhvanih・ //例えば、色は(1)抵抗性があり(AKⅠ-29ab)(2)見得るもの

であるといわれ、あるいは音声(dhvani)は(1)努力の直後に知られるものであり(2)聞かれるも

のであるといわれるように。

TSP1039 atrodaharan・am aha yathotyadi / svadese parasyotpattipratibandhakaritvad

rupam・ sapratigham ity ucyate / nidarsanam caks・urvijnanam tajjanakatvat, saha tena

varttata iti sanidarsanam / dvitıyam apy udaharan・am aha prayatnetyadi / yatha hi

dhvanir eko’pisan prayatnantarajnanaphalakataya prayatnanantaram・ jnata ityucyate/

srotrajnanaphalatvaccasravan・ah・/sravan・am
・ hisrutih・,srotrajnanamitiyavat/tatpratib-

hasitaya tatra bhavah・ sravan・ah・ /yad va sravan・ena gr・hyata iti sravan・ah・ //

この場合、喩例として、例えば云々といった。色は自らの位置する場所において、他のものに

とっては生起を妨げる働きをするから、抵抗性があるといわれる(Cf.AKBh.ad AK1.29bc)。

［色を］見ることとは眼識である。［色は等無間縁と因集合を設け］それ（眼識）を生起する

からである。それ（眼識）と一緒に存在するから［色は］見得ること（眼識）を具えるもので

ある［眼→眼識と同類の眼］。第二の喩例として、努力云々といったのである。なぜなら、例
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えば音声は単一な存在であっても、努力の直後の知識を結果とするものであるから、努力の直

後に知られたといわれる（同類の音声の生起）。また、耳識を結果とするから聞かれるもので

ある。なぜなら聴聞とは聞くことである。耳識という意味である。それによって顕わされる故、

そこに起こっているものが聞くことである。あるいは、聴聞によって把握されるから聞くこと

なのである。

TS1040 atatkaran・abhedena kvacic chabdo nivesyate /prayatnottho yatha sabdo bhra-

maram・ vayathamadhu//その原因をもたないもの（別の原因）からの区別によって［単一

性が結果に］ある場合に言葉(sabda)が与えられる。意志的努力により起こった言葉、あるい

は大きな蜜蜂の蜜のように［一因→多果＝一因→一果］(54)。

TSP1040evamatatkaryabhedenaikasminnapyanekasrutirnivesyataitidarsitam,idanım

atatkaran・abhedenapi kvacit srutir nivesyata iti darsayati atatkaran・abhedenetyadi /

bhramaram iti/bhramarakr・tam,ks・udradikr・tanmadhuno vyavr・ttam //

以上のように、(TS1038で)その結果をもたないものからの区別(atatkaryabheda)(Cf. PVⅠ-

76)によって一つのもの（原因）に関しても、多なる言葉が与えられることが示される［一因

→多果⇨多因→多果］(55)。今度は(TS1040で)、［結果は］その原因をもたないもの（別の原

因）からの区別(atatkaran・abheda)（一）(Cf.PVSV ad PVⅠ-76)によっても［結果に］ある

場合に言葉が与えられることがその原因をもたないもの（別の原因）からの区別によって云々、

大きな蜂というのは、大きな蜂によってもたらされた［結果である蜜］は小さな［蜂］などに

よってもたらされた［別の結果である］蜜から排除される［原因の無区別から結果の無区別が

設けられる］［一因→多果⇨一因→一果 Cf.PVSV p.42,7-8ad PVⅠ-76］。

［かつて森山（1989）で発表したものに今回の検討結果を踏まえた新たな知見を加え［3］ダ

ルマキールティによるアポーハに基づく因果論批判であるジュニャーナガルバのSDV ad

SDK14の全訳と研究とを整えたが、紙数の制約上、別に形成(３)で表す］

結論

(1)PVⅠ-71cdにおいて知と独立した諸の個物に普遍(samanya)が実在しなければ単一な知は

あり得ない、諸の個物に対する単一な知が存在すれば、必ず普遍が存在するという遍充関係を

主張する論者に対してPVⅠ-72～76でダルマキールティは普遍が存在しなくとも、諸の個物

に対する単一な判断知(ekapratyavamarsa)や単一な果が存在する。その具体例として眼、対

象、光、注意力などから眼識が、種々な薬草から薬効という単一な果のあることを挙げ、因と

果との区別無区別に関する肯定的否定的随伴の成立をアポーハ論により論じる。このダルマキ

ールティの理論をシャーンタラクシタはTSにおいてそのまま採用している。そこでの対論者

はTS925, 926(＝ŚV5-13-45, 46)を表わすクマーリラである。またダルマキールティは自相を
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把握した習気による共相から自相が把握され得ることを主張し、推理(anumana）がプラマー

ナであることを論じる。この見解はTSでも採用され、その対論者はTS933, 934(＝ŚV5-13-

73,74)を表わすクマーリラである。この点からも反論者はディグナーガのアポーハ論を批判し

たクマーリラであると考えられる。また習気に基づく共相としての顕現から自相を把握し得る

か否かということがジュニャーナガルバによりSDK12における実世俗、邪世俗の峻別の基準

とされている。SDK8における直接知覚（有顕現）を実世俗と遍計されたもの（無顕現）を邪

世俗とすることと共にプラマーナであるか否かが実、邪世俗を峻別する基準として採用されて

いる。

(2)PVSV ad PVⅠ-72～76においては、アポーハ論に基づいて四種の因果関係が扱われてい

る。それは1.多因→一果、2.多因→多果、3.一因→多果、4.一因→一果である。1.と3.とは基

本型としてPVⅢ-534にも取り上げられる。1.から2.への推移は多因による特殊性の多として

2.が表される。3.から4.への推移は多果を生起しない別の因からの区別（排除）が一因という

ことであり、それを結果に付託することにより4.が導出される。これらは普遍批判を背景とし

たアポーハ論に基づく四種の因果論である。

(3)PVSV ad PVⅠ-72～76における上の四種の因果論を取り上げ、さらに2.多因→多果に関

しては、HBにおける眼識に属する具体的な特殊性の論述を取り上げ、順に批判しているのが、

ジュニャーナガルバによるSDV ad SDK14である。そこでの論難のポイントは、1.多因→一

果と3.一因→多果については原因の区別無区別が結果の区別無区別を設けるという遍充関係の

不成立を論じる。2.多因→多果に関しては、共働因の中のある因からは生起するが、共働因の

中の他の因からは生起しないという一つのものに生起と不生起とがあり矛盾する。また特殊性

は多であるが、それの属する結果は単一な自性を有するということであるから、一と多の不整

合が起こる、と論難する。4.一因→一果の場合は、眼から同類の眼が生起するということであ

れば、次刹那に眼識が起こらないことになり、盲者や聾者となるという不合理を指摘する。こ

れはジュニャーナガルバによるダルマキールティのアポーハ論に基づく因果論批判である。そ

れはシャーンタラクシタ、カマラシーラ、ハリバドラへと継承される後期中観派の師資相承で

ある。

〔略号〕

AAA,Haribhadra,Abhisamayalam・karaloka Prajnaparamitavyakhya,ed.byU.Wogihara,1973

AK,AKBh,Vasubandhu,Abhidharmakosabhas・ya,ed byPradhan 1967

HB,Dharmakırti,Hetubinduh・, ed. byErnst Steinkellner, China TibetologyPublishing House

Austrian AcademyofSciencesPress,2016

PV, Dharmakırti,Praman・avarttika, ed Raniero Gnoli, S.O.R. XXIII, Roma 1960, ch.III 戸崎

(1979)(1985)

PVP,Devendrabuddhi,Praman・avarttika-panjika,D.No.4217

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

SDK,SDV,Jnanagarbha,Satyadvayavibhan・ga-karika,D.No.3881,SD-vr・tti,D.No.3882
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SDNS,Kamalasıla,Sarvadharmanih・svabhavasiddhi,P.No.5289,D,No.3889

SDP,Śantaraks・ita,SD-panjika,D.No.3883

ŚV,Kumarila, Ślokavarttika ed.bySvamıDvarikadas Śastrı,Varanasi1978,服部(1973)(1975)

TS,Śantaraks・ita,Tattvasan
・graha,ed.bySwamiDwarikadasShastri,B.B.S.-1,Varanasi1968,

ed.byEmbarKrishnamacharya,G.O.S.,Baroda 1984

TSP,Kamalasıla,TS-panjika

VN,Dharmakırti,,Vadanyaya,ed.bySwamiDwarikadas Shastri,B.B.S.-8,Varanasi1972

VNV,Śantaraks・ita,Vadanyayaprakaran・avipancitartha
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〔注〕

⑴ 森山(1989),カマラシーラのMalにおける該当箇所の訳出は森山(2005b) ⑵ 森山(2005b)pp.

17-23 ⑶ ダルマキールティは、共働因を二種［HB p.60,9a6-9b5,桂(1983)p.107］とし、刹那

(ks・an・a)のうちに生起する感官知の場合と相続(santana)に基づく種から芽が生起する場合とに区分

している。前者の場合、共働因は相互に利益し合うことはなく一つの結果を設けることとする。こ

れはTSP ad TS435-436において活用されている。 ⑷ これと同じ論議をジュニャーナガルバ

(SDK14a)らの後期中観派の諸論師は、ダルマキールティの因果論に対して論難する。(Cf. ŚV5-12-

18, PVSV p.40,21［1-1b］冒頭→SDV14a［多因→一果は不合理］ ⑸ SDP, AAA p. 970,3

anvayavyatirekaと呼ぶ ⑹ Cf.PVSV p.22,17-18,p.23,18-25 ⑺ ジュニャーナガルバによ

りSDK14bにおいて取り上げられ論難される。 ⑻ PVⅢ-534と同主旨のことはVN pp.8,17-9,

6にも見られ、シャーンタラクシタのVNV pp.38,12-39,10ではPVⅢ-534が肯定的に引用され、

またMal 前主張(P148b7-149a7, D138a4-b2)において言及され後主張において批判される。なおab

句はTSP ad TS435-436に肯定的に引用される。なお、TSP ad TS435-436においては、HBに基

づき二種の共働因の相違が表される. ⑼ 一因→多果は、ジュニャーナガルバによりSDV ad

SDK14cで批判的に吟味され、一因→一果となると導かれ、そのSDV ad SDK14dで論難されるも

のである。 VN pp.8,17-9,5,VNV pp.38,12-39,10,Mal ,TSP ad TS435-436(PVⅢ-534
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ab句を引用) 森山(1989)(2005b) Cf. ŚV5-12-18,注(16) Cf.［1-1］～［1-4］,［1

-5］ Cf. ŚV5-13-73＝TS933及び注(16) Cf. PVⅢ-30,［2-2a］TS1031←TS925＝ŚV5-

13-45 クマーリラは ŚV5-12-12～18において、服部正明氏(1973,p.26)によって概要が明らか

にされているように、特殊性の区別される諸個物に対する単一な知の根拠として普遍が実在するこ

とを論じている。 ŚV5-12-15 parasparavibhinnatvad vises・a naikabuddhibhih・ / gr・hyante vis・-

ayasattvacchaktiscais・am
・ navidyate//［個物の］諸の特殊性は相互に区別される（多である）か

ら諸の単一な知によって認識されない。［諸の特殊性は単一な知の］対象として存在しないから、こ

れら（諸の特殊性）に能力は存在しない。 ŚV5-12-16 bhinnatve vapi saktınam ekabuddhir na

labhyate/vises・asaktyabhedecatavanmatramatirbhavet//あるいは諸の能力が区別される（多

である）場合も、［普遍が存在しなければ］単一な知は獲得されない。特殊性の能力が区別されない

場合も、それ（一個物）のみに対する知が存在しよう。 ŚV5-12-17 bhnnavises・asaktibhyah・ sar-

vatranugatapica /pratyekam・ samaveta ca tasmajjatir apıs・yatam //諸の特殊性の能力とは区

別された（単一な）すべてのものにつき従い、また個々のものに結合した種も、それ故、認められ

よう。 ŚV5-12-18 tenatmadharmo bhedanam ekadhıvis・ayo’stinah・ /samanyamakr・tir jatih・
saktirvaso’bhidhıyatam//したがって、我々にとっては諸の区別［ある諸存在］に単一な知の対

象としてのそれ自体の特徴が存在する。それは、普遍、形象、種、能力と呼ばれよう。［肯定的随伴、

諸存在が単一な結果を設けるなら普遍(samanya)が存在する］→TS1051［肯定的随伴、諸存在が単

一な結果を設けるなら自相(svalaks・an・a)が存在する］ Cf.［0-1］HB→ SDK14a,［2-3］TSP

Cf. PVⅠ-82, 109, Ⅲ-161, 162, TS1033, 1036 Cf. PVⅠ-109, 110a ekapratyavamarsasya

hetutvad dhır abhedinı/ ekadhıhetubhavena vyaktınam apy abhinnata // 109 // sa

catatkaryavisles・as 110a 知は単一な判断知の因であるから無区別（一）である。諸の個物も単一

な知の因である故に無区別（一）である。また、それ（単一な知）は、その結果をもたないもの

（他の結果）からの排除である。PVSV pp.56,18-57,7ad PVⅠ-109 niveditam etad yatha na

bhavanam・ svabhavasam・sargo’stıti/tatrasam・sr・s・t・akarabuddhirbhrantireva/tam
・ tubhedinah・

padarthah・ kramen・a vikalpahetavo bhavanto janayanti svabhavata iti ca /sa tv es・amabhinno

bheda ity ucyate jnanadeh・ kasyacid ekasya karan・at atatkarisvabhavavivekah・ / tad api

pratidravyam・ bhidyamanam api prakr・tyaikapratyavamarsasyabhedavaskandino hetur bhavad

abhinnam・ khyati / tathabhutapratyavamarsahetor abhedavabhasino jnanader arthasya hetu-

tvad vyaktayo ’pi sam・sr・s・t・akaram
・ svabhavabhedaparamartham・ svabhavata ekam・ pratyayam・

janayantıtyasakr・duktametat/tasmadekakaryataivabhavanamabhedah・ /例えば、諸存在に

は自性として一つになることは存在しないということはすでに述べた。その場合、一体となった

（統合された）形象(sam・sr・s・t・akara)をもった知は迷乱に他ならない。他方、次第して概念知の因と

して存在している区別ある諸存在は自性としてそれ（迷乱知）を生起すると、また、一方、これら

（概念知の因として存在している区別ある諸存在）は、ある一つの知などを設けるから、それを設

けない自性を有するもの（他の諸原因）から区別されるもの(atatkarisvabhavaviveka)（共働因で

ある諸存在）のその区別(bheda)は無区別(abhinna)であると言われる。それは個々に区別されると

しても自性(prakr・ti)として無区別(abheda)であると把握された単一な判断知(ekapratyavamarsa)の

因は無区別(abhinna)であることを表す。そのような判断知の因である無区別な顕現をもった(ab-

hedavabhasin)知などの対象には原因性があるから諸の個物(vyakti)も自性の区別(svabhavabheda)

を勝義とする一体となった形象(sam・sr・s・t・akara)をもつ単一な知を自性として生起するというこのこ

とは再三述べたことである。したがって、諸存在（共働因）にとって同一の結果性（同一の結果を

もつこと）こそが無区別ということである。 PVⅢ-161 vastudharmatayaivarthas tadr・gvijnana-

karan・am/bhede’piyatratajjnanam・ tantathapratipadyate//諸の対象（諸因）は区別されるけ

れども、存在の性質自体によってそのような（単一な）知の因である。それら（諸の対象）に関す

るその知はそれらの（諸対象）をそう（同一のものとして）知る。 PVⅢ-162 jnanany api tatha

bhede’bhedapratyavamarsane/ityatatkaryavisles・asyanvayonaikavastunah・//同様に諸の知も
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区別されるけれども、無区別な判断知(pratyavamarsa)に関する［因である。］それ故にそれを結果

としないものから別であること(一)が［果に］随伴する(anvaya)のであるが、単一な実在（普遍）

が［付き従うのでは］ない。実在する普遍が認められないなら、区別ある因（多）からは区別ある

結果（多）が生起することになり、多なる因から一なる結果は生起するとはいえないという対論者

に対して、無区別な判断知が起こることをダルマキールティは主張する。このことをアポーハ論に

より根拠を与えている。PVⅢ-161,162と同様なものがシャーンタラクシタによって論じられてい

る。 Cf.［0-1］［0-2］HB,PVⅠ-98,p.49,16-23TS1034 Cf. ŚV4-60 yad vendriyam

praman・am
・ syat tasya varthena san・gatih・ /manaso vendriyairyoga atmana sarva evava//プ

ラマーナは感官、それと対象との結合、意と諸感官との結合、［意と］アートマンとの結合、あるい

はそれら全てである。 Cf.HB,TS722-725,1004-1005、伊原(1951)p.23 Cf.戸崎(1979)

p.335,fn.(21),同(1985)pp.212-213fn.(361) Cf.TSP ad TS722-725 Cf.竹中(1979)p.

49, 27)にはPVⅠ-73～75とTS 722～725との一致が指摘される。 Cf. R.Vora and Shinkai

Ota (1981)p.1 Cf.［2-2b］TS1033～1036 Cf. PVⅠ-76 atatkaryarthabheda, Cf. TS1038

atatkaryaparavr・tti,TSP ad TS1038atakaryapadarthabheda,PVⅠ-82tadakaryanyatasrayaih・,

109,3-161,162)。 Cf.PVⅢ-534cd,TS1038→ SDK14c,TS1037-1039,PVⅠ-83 (D284b2

gcig gisdumabskyedpanadesbskyedparbyabamayinpadag lasthadadpa’iphyir/)［結

果は無区別単一であるD284b2thamidadpashesbya’o//］（原因の無区別が結果の無区別を設け

る）［BB.一因→一果］（→SDK14d）。→TSPad TS1040atatkaran・abheda,PVⅠ-119← SDK14d

［PVⅠ-83では一因→多果をそのような結果（多）をもたない諸個物（他の因）からの区別によっ

て(atatkaryarthabhedena)その因を多として表している、多因→多果］ Cf. PVⅢ-55～58,

PVSV p.50,2-6,戸崎(1979)p.260fn(139),TS1051,1056,1093-1097 Cf.TS1033～1036

これは、上のPVⅠ-72～76にはない Cf.PVⅠ-82,83赤松(1980)p.972 上の［1-1］B.,

TS1040［2-4］ PVP D181a1-5ad PVⅢ-161,162［反論］もし、普遍が存在しないなら、ど

うして肯定的随伴(anvaya)を具えた縁をもったものがあろうか ［答論］その主張も［妥当するもの

で］ない。というのは、それ（対象）は区別されるけれども、存在の性質という点で、ある対象は、

そのような知の因である。肯定的随伴(anvaya)を具えた知の根拠である対象は、別の根拠であるも

のではない。なんらかの諸存在に対するその知は区別されるとしても、そのように単一性としてそ

れ（存在の性質）によって知られると詳細に以前に述べ終わっている。［反論］そうではあるけれど

も、例えば区別されたそれらの事物のように、その対象をもった知であっても、区別された感官知

である。そうであれば、どうして、結果である無区別な知をそれら（諸対象）が設けるのである

か。 ［答論］それはそうではない。というのは、知覚を自性とする諸の知は対象のように区別され

る。そうであっても、区別なく知られるから単一な知の根拠、すなわち単一な判断知の根拠である。

それらの対象によって自己の対象に対する知を生起すると補う。→Cf. PVⅢ-47 Cf. 服部

(1973)p.30には ŚVとTSとの対応が表される。 Cf. 藤井(2015)からはクマーリラの詰問に対

するシャーンタラクシタ、カマラシーラによる答弁との対応が知られる。なお、本田(1996)p.i は

しがき、によればTSには ŚVから453 が、TSPには49 が引用され、クマーリラの名前は48回

挙げられるということで、シャーンタラクシタらのクマーリラに対する注目が著しい。 Cf.

PVⅠ-72, PVⅢ-30←TS925＝ŚV5-13-45, TS926＝ŚV5-13-46 Cf. PVⅠ-73,74, 76, 82

Cf.PVSV PVⅠ-73,74 Cf.PVⅠ-82,PVⅢ-161,162 Cf.TS926＝ŚV5-13-46 Cf.

［1-1b］PVSV p.40,21-22, TS1034, ŚV5-12-18→注(16), TSP1050［反論］ ［多因→一果］

⇨［多因→多果］ TS723,724Cf.PVⅠ-75［多因→多なる特殊性をもった果］ Cf.PVⅠ

-73［多因→一果］ TS 1004 ekapratyavamarsasya ya ukta hetavah・ pura /abhayadisama

arthah・ prakr・tyaivanyabhedinah・ //本質的に他のものとの区別を有するアバヤ草などと等しい諸の

対象は、一つの判断知(pratyavamarsa)の因であるということが先に(TS 722-725で)述べられた。

Cf. PVⅠ-75bc Cf. PVP D181a1-5, (ŚV5-13-73)→ TS1051←PVⅢ-161,162 服部

(1975)p.12,8) Cf.［1-5］［2-4b］TS 1052～1056, PVⅢ-54～63 本稿［1-5］、これは
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ŚV5-13-115(＝TS966), ŚV5-13-116(＝TS967)を受けての答弁であろう。PVⅠ-131, 132ab赤松

(1980)p.112 Cf.TS 1051及びそのTSP Cf.PVⅠ-83 Cf.ŚV5-13-42＝TS924,Cf.

竹中(1974)p.95 牛性>は随伴観念の根拠となるときには普遍であり、差別観念の根拠となるとき

には特殊である。 Cf.PVSV p.42,7-8ad PVⅠ-76,SDK14cd PVⅠ-83

（もりやま せいてつ 仏教学科）

2017年11月15日受理
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