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南アジア古典学（SouthAsian Classical Studies) 16, 2021 

ジュニャーナシュリーミトラ著『ヨーガ行者の確定』和訳研究（上）

信州大学護山真也

材高はインド仏教の最後期にヴイクラマシーラ僧院で活躍した学僧ジュニャーナシュリ

ーミトラの『ヨーガ行者の確定』 （Yoginin:zaya）の翻訳研究（前編）である。このテキスト

の解題については別稿（護山 2021）で示しているため，詳しくはそちらをご覧いただきた

し）0

凡例

翻訳に際しては， A.Thakur編Jniinasnmitranibandhiivali(Patna, 1987, pp. 323-343）を底本と

し，ゲ、ツテインゲン大学所蔵のサンスクリット写本の写真版（Msと表記）と同一写本のト

ウツチ・コレクションの写真版（MSTと表記）を参照し，適宜，修正したテキストに基づ

く。 MSTに基づくタクル校訂本からの修正箇所の一覧は Appendixにまとめである。なお，

写本に根拠をもたない訂正に関しては，注で説明を加える。

科段分け，ならびに段落の分け方は筆者による。各段落のはじまりにタクル校訂本と写

本のロケーションを明示する。

〔〕は筆者による補いを示す。

（）は言い換え，または原語を補うために用いる。

《》はそれが詩節であることを示す。

〈〉は強調すべき術語を示すために用いる。

点線下線部はラトナキールティの『全知者証明』との対応個所を示す。

句読点は原文通りではない。一文が長い場合などは，複数の文に区切って訳したところ

もある。
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科段

＊（）内はタクル校訂本の頁行数

序論：主題となる推論式の提示（323,3-5)

第 1章：ヨーガ行者の直観の対象となる実在と属性との関係（323,5-327,7)

第 1節：ヨーガ行者の直観に関する基本的な反論の提示（323,5-16)

〔1〕ヨーガ行者の直観の〈欺きのなさ〉に関する反論（323,5-7)

〔2〕仏教徒の応答（323,8-9)

〔3〕ヨーガ行者の直観の対象となる実在はすでに消えているか，変化しているた

め，その認識は錯誤知である（323,9-15)

(4〕火の膜想、に基づく農夫の認識も別種の知覚として分類されることになる

(323,16 17) 

第2節：膜想に基づく認識の種々相（323,17-324,3) 

第3節：属性膜想説の検討（324,4ー327,7)

〔1〕属性膜想、説と実在膜想説（324,4-12)

〔2〕反論：〈剃那性〉などは剃那的な事物群と切り離せないので，属性膜想説は成

立しない（324,13-22) 

〔3〕応答：ヨーガ行者の狙いは実在ではなく実在の属性にある（324,22)

〔4〕実在の属性だけが鮮明になることは，ニームの味の経験の例から知られる

(324,26-) 

〔4.1〕反論：実在なしの属性はないのだから，属性だけが鮮明になることはない

(324,26-28) 

〔4.2〕応答：繰り返し経験することでニームの美味しさだけを思い描くことはで

きるが，その場合も対象との近接は前提とされる（325,1-12)

〔4.3〕美味しさは外界のものの属性であり，認識の属性ではない（325,12-20)

〔4.4〕繰り返しの膜想があれば，対象が近接するときに，対象に近接した認識が

〈美味しさ〉の形象を伴って生じる（325,20ー326,5)

〔5〕慈悲などの膜想における心相続と協働因の関係（326,6-20)

〔6〕目的成就者がさらなる膜想、の積み重ねにより属性ではなく実在までも認識す

る必要はない（326,21-327,7)

第2章：ヨーガ行者の認識と感官知との関係（327,8-329ユ7)
第 1節：同体説・別異説に関する反論の提示（327,8-22)

(1〕同体説の場合の過失（327,8-10)

〔2〕別異説の場合の過失（327,10-22)
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〔2.1〕別異説である場合，両者が同時であることは成り立たない（327,10ー20)

〔2.2〕両者が異時であるとすれば，ヨーガ行者の認識に新規性はない

(327,20-22) 

第2節：同体説（327,23-328,5) 

第3節：別異説（328,6ー329,27)

〔1〕感官知と確定作用（adhyavasaya)(328,6-8) 

(2〕ヨーガ行者の直観を生み出す原因総体（328,9-24)

(3〕くすでに把握したものの再把握〉という過失は同時説では回避される

(328,24-27) 

(4〕ヨーガ行者の認識の不可思議さ（329,1-6)

(5〕ヨーガ行者の意による認識は感覚器官に依拠しない（329,7-19)

〔6〕超感覚的な認識能力を確認する手立てはない（329,20ー24)

(7〕ヨーガ行者の認識と感官知とのあいだに時間差があるとしても過失はない

(329,24ー27)

第3章：過去や未来の実在の認識をめぐる議論（全てを知る全知者論） (330,1-332,13) 

第 1節：〈有益なことを知る全知者〉と〈全てを知る全知者＞ (330,1-18) 

第2節：対象との相似性のみによる有所縁性の確定（330,19-331,15)

第 3節：過去や未来の実在の認識方法（331,15-332,13)

〔1〕反論の提示：ヨーガ行者の認識の対象は現在のものではないか（反論α）。ま

た，無所縁ではないか（反論戸）。（331,15ー17)

〔2）プラジュニャーカラグプタの見解に基づく反論戸への応答（331,17-23)

〔3〕シャーンタラクシタの見解に基づく反論戸への応答（331,23-26)

〔4〕反論αへの応答：ヨーガ行者の直観の無時間性（331,26ー332,3)

(5〕ヨーガ行者の直観の〈欺きのなさ＞ (332,3-13) 
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序論：主題となる推論式の提示

［百i323, 3-5; Ms 56a7] 

和訳

〔遍充関係：〕およそ繰り返し膜想される対象となるものは何であれ，その膜想、（bhavana)

lが極限まで高まれば鮮明に顕現し得る。例えば，（恋人を想、い続ける〕恋愛中の男性に恋

人の姿が（鮮明に顕現する〕ように。

〔主題所属性：〕そして，実在の属性（vastudharma) 2である利那性や無我性など3が人間

の最高の目的を求める者によって繰り返し膜想される40

第1章：ヨーガ行者の直観の対象となる実在と属性との関係

lこの作品の主題に深くかかわるのが， bhavanaである。この語は「膜想j「修習Jなどと訳されるが，

語源からは「生ぜしめる作用Jを意味し，対象を目の前に現前化させる作用一般を表す。以下の推論

式の実例にも挙げられる通り，恋煩い中の男性が寝ても覚めても恋人のことばかり考えるあまり，つ

いには恋人の姿がありありと目の前にいるかのように現前させる心の働きも bhavanaである。以下で

は，基本的にはbhavanaを「（繰り返しの）膜想Jと訳すが，文脈に応じて，「（繰り返し）心に思い描

く」などの別の訳語もあてる。 Cf.TBh 19,14: bhavana punab pun話回匂sisamaropal). 

2以下で論じられるように，実在（vastu）と実在の属性（vas旬dharma）というこ層の存在レベルを区

別することが重要である。実在とは，瞬間毎に生成・消滅する事物そのものを指し，実在の属性とは

それらに共通する（剃那性〉や（無我性）などの性質を指す。ただし，そのような属性が単なる概念

的な存在（p吋fiaptisat）とは異なる点に注意しておきたい。それらの属性がブッダ、が説いた法（dharma)

として，確かに存在している。ヨーガ行者の直観とは，膜想、を通して，それらの属性をありありと目

の前に現し出す心のはたらきに他ならない。

3 タクル校訂本は kl?aQikatve であるが，写本（MsT）に従い， ~al).ikatva・と訂正して読む。

4翻訳はSteinkellner(1978:130），谷（2000:477王）を参照。ダルマキールティによって確立された二支

作法による推論式の提示である。遍充関係と主題所属性が提示されることで，結論となる主張「実在

の属性である剃那性や無我性などは，その膜想が極限まで高まれば鮮明に顕現し得るJが導出される。

本来であれば，この後に推論式の理由（hetu）にあたる「繰り返し膜想される対象となるものである

ことJが自性因（svabhavahetu）・結果因（k位yahetu）・非知覚因（加upa lab品ihetu）のうちのいずれの

論証因かが明示されなければならないが，ここには記されていない。内容からは自性因に分類するの

が妥当であろう。周知のようにダルマキールティは，十全な原因総体から結果生起の適合性を論証す

る場合の理由（＝十全な原因総体）を自性因に分類する。 Cf.PVI7.この場合も同様に，繰り返しの

膜想という原因に基づく，鮮明な顕現をもっ認識の生起可能性が論証されていると考えられる。

なお，この推論式の背景には，ダルマキールティの次の詩節がある。 PVIII 285: tasmad bhfitam 

abhfital:ll vii yad yad evabhibhiivyate I bhavanaparini号pattautat sphutiikalpadhiphalam 1128511《それゆえに，真

実在であれ非真実のものであれ，繰り返し膜想された対象であれば，それは膜想が完成するときに鮮

明にして無分別な認識に結実する。》つまり，ジュニャーナシュリーミトラは，非真実のものである

「恋人の姿」を実例として，主題の側に真実在である「剃那性など」を配する形で推論式を組み立て

たのである。
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第 1節：ヨーガ行者の直観に関する基本的な反論の提示

〔1〕ヨーガ行者の直観の〈欺きのなさ〉に関する反論

[Th 323,5; Ms 56a7] 

〔反論：〕これに対して次のことが考えられる一一「繰り返しの膜想（bhavana）を通し

て〔対象が〕鮮明な顕現をもつこと一一それは意に基づくものであるがーーがあるのはそ

れでよい。ただし，繰り返しの膜想から生まれた明瞭さと言っても，それは真実対象

(bhiitartha）と非真実対象（abhiitartha）とに共通しているのだから5，〔その認識が〕どのよ

うなときも決して欺かないこと（saqivadaniyama）を説明づけていない。それゆえ，ヨーガ

行者の認識はどうして正しい認識手段（pramal).a）であり，どうして知覚〔の一種〕であり

得ょうか。〔それは正しい認識手段ではなく，知覚でもない〕」と6。

〔2〕仏教徒の応答

[Th 323,8; Ms 56bl] 

〔仏教徒はこれに対して〕「推理により〔あらかじめ〕確立された実在を膜想する場合に

は，それ（＝実在）からの逸脱は疑われない以上，それ（＝推理により確立された実在の

膜想）から生じる認識（＝ヨーガ行者の直観）についてもどうして疑問の余地があろうかJ

と答えるかもしれない。〔だが，それは違う。〕 7

〔3〕ヨーガ行者の直観の対象となる実在はすでに消えているか，変化しているため，

その認識は錯誤知である

[Th 323,9; Ms 56bl] 

主主、静Z里丘権全L三三タ肴：望バP.~月！！－！~切限切~~LJ:J:主｝＿~号主空、主~－~主主主＿＿?_;o __ J埠理＿：t鞍

ち出すまでもなく，〕知覚を通して稲妻や火などを把握してから，（知覚対象に対する〕繰

り返しの膜想が極限まで高まった段階で生まれ，〔知覚対象よりも〕さらに持続する，その

5前注に挙げたPVIII285を参照せよ。

6谷（2000:478）に和訳があるc これは，ダルマキールティの『認識論評釈』 （PramiiTJaviirttika）の議

論に対して当然，出されるべき反論である。そこでは，繰り返しの慎想により鮮明な顕現をもっ認識

が生じることは論じられても，幻覚の場合と異なり，なぜヨーガ行者の直観だけが正しい認識手段と

なるのか長の楳拠が示されていなし、からである。これに対して，ダノレマキーノLノティは『認識論決択』

(PVin I: 27,9-12）において，ヨーガ行者の直観の発生には膜想、が原因となることは勿論であるが，

さらにその前段階に聴聞（sruti)，論理的思惟（戸ikticinta）があることを説き，その段階で対象の真実

性が正当化される，という趣旨の議論を提示している。以下に続く仏教徒からの回答は，そのことを

踏まえたものである。

7 Cf SS 16,12-13.以下，点線下線部はラトナキーノレティの『全知者証明』 （Sa仰の加'Siddhi,SS）との平

行箇所を示す。
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〔対象の）形象を有する認識8が生じるだろう一一ただし，それ（＝知覚対象）と反対の事

柄を繰り返し膜想することに専念することが極限に至らなければ，〔という条件付き）であ

るが。しかし，〔膜想の段階では〕その〔知覚〕対象はすでに消えているのだから，〔膜想、

から生じる認識は，）正しい認識手段（＝知覚）により（先に〕知られた実在を対象領域と

しているとしても，どうしてその〈欺きのなさ〉に信頼を置くことができょうか~~
あるいは，〔知覚対象はすぐには〕消えないのだとしても，（知覚対象である〕火が〔膜

想、が完成する）その時まで存続するという決まりはない。海などについても同様のことが

言える。また，植物などは少しず、つ時間をかけて姿が変わることが観察される。また，山

などは火や稲妻などにより〔姿が変わることが観察される〕。一方，膜想は，〔ヨーガ行者

が〕特定の状態（avastha）に入ってから（abhi-ni-Jーvis）生じるわけだが，それと同ーの状

態にある〔対象〕が鮮明になるのだから，その対象（＝消滅し，変化する知覚対象）に比

べれば〔ヨーガ行者の直観は〕錯誤知（bhranti）である。（知覚対象と膜想に基づくヨーガ

行者の直観の対象とでは〕形象が異なるからである。それゆえ，それは正しい認識手段で

もなければ知覚でもない。

〔4〕火の膜想に基づく農夫の認識も別種の知覚として分類されることになる

[Th 323,16; Ms 56b3] 

また，農夫が火を推理した後，〔その火を〕繰り返しJ心に描いて〔その認識を〕鮮明にす

・＿f?＿場合f一三九！~－空．三友匂煮~！智：請さ－~空会－~？＿o_＿雰－高り貝的一~R~！：翌刊号恒）＿J；対象＿t＿~＿ h-＿主ど主ど

からである。それゆえ，〔農夫の知覚はヨーガ行者の直観とは異なる〕別の知覚であること
が帰結する。 10

第2節：膜想に基づく認識の種々相

[Th 323,18; Ms 56b3] 

〔応答：〕この点に答える。

まず，直前に述べられた疑惑はあり得ない。というのも，膜想は，（1）愛欲（raga）や憂

い（soka）などに襲われることで自然に起きてくるか，あるいは，（2）思慮ある者により，

目的に沿った形で（計画的に）意図して始められるか，のいずれかである。

8 写本に従い， bhiivanaprak紅~ap鉱yanteja句msth仕atara旬dakararpca jfianarpと読む。問題は，このcaが

何と何を結ぶかマあるが，とこではjfianaに係るjatamとsthiratara…詑五回mを結ぶものと取る。対応

するラトナキーノレティの SS16,14 では bhavanaprakar~aparyante jatarp sthiratararp tadakaravijfianarpとあ

り， sthirataraは吋直面aに係る形容詞と読める。しかし，続く YNの議論のなかには， sthirakarataya

（羽ぜ324,4）などの表現もあり，形象（akara）を形容する用法が確認できることから，テキストをSS

に合わせて sthiratararpと訂正することはしない。 C王NBT68,3: sphutatarakaragrahi jfianarp… 

9 Cf SS 16,13-16. 

1° Cf. SS 16,1ι18. 
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そのうち，〔火を膜想する農夫の知覚の場合には）最高の目的（paramaprayojana）の噂（varta)

すらもないので，単に燃やすことや単に調理すること（という日常的な目的〕は，〔繰り返

しの膜想をするまでもなく，最初に〕推理されただけの火（の共通相〕を通してその（火

の〕場所に近づくことで成就する。〔農夫の場合，〕接近不可能な場所にあるもの

(anupa町卵白白）までも膜想することは無意味である。

一方，（火のある場所に行くよりも〕先に隈想していた〔火〕が鮮明になるのであれば，

その対象（＝後で手に入れるはずの火）と比較して，〔その膜想、知は）錯誤知である。憂い

などに起因する膜想についても〔このことは〕同様である。だからどうして〔そのような

錯誤知が〕知覚の一種になることが妥当しょうか。（妥当しない。〕

あるいは，何かしらの仕方で，そのような〔今は実在しない〕対象の膜想、があってもよ

い。〔ウサギの〕頭に角を思い浮かべる場合のように。そうだとしても，（それを〕非錯誤

知とする立場の場合，〔それは〕ヨーガ行者の認識にこそ含められる。というのも，「ヨー

ガ」とは，精神統一（samadhi，三昧）であり，意を一点に集中すること（ekagrata，ー境性）

を特徴とする IIわけだから，〔膜想、知を「ヨーガ行者の認識」とすることに）過失はないか

らである。ただし，（ウサギの〕角の形象が鮮明になる場合には，（実在しない〕遍在する

大地の（膜想〕のように12,（それは正しい認識手段たる〕知覚ではない。無所縁（niralambana)

だからである。（ダルマキールティの〕『認識論評釈』が述べた通りである一一

《そのうち，先述した実在（＝四聖諦など）に関する（ヨーガ行者の認識〕のように，

繰り返しの膜想から生じた，欺くことのないそれ（＝認識）が正しい認識手段たる知

覚であると認められる。それ以外は錯誤知である。＞ 13 

II ヨーガ行者（yogin）の語義解釈中に，ヨーガを三味・心ー境性で定義する表現は以下に見られる。

NBT 70,2: yoga}). samadhil).. sa yasyasti, sa yog'i; PST 56,12: yoga}). sam剖hil:i.sa ye~am asti, te yoginal).; DhPr 

70,19: yogifabdasya巧羽tpa仕imaha -yoga iti. samadhis ci伽 ikagrata;TBh 19,10-11: yoga}). samadhil)., 

cittaikagratalak~aJ).a}).. Cf.石田（2016). 

12ダルマキールティは，仏教の膜想のなかにも，四聖諦の直観のように真実（bhiita）を対象とするも

のと，不浄なものや地遍などのように，非実在（abhii旬）を対象とするものがあると論じていた。 Cf.

PVIII 284；戸崎（1979:379-380). 

13戸崎（1979:380）の和訳を参照。戸崎訳：「そのうち，欺くことのない修所成（の知）が現量とい

う量と許される。たとえばさきに説かれた実存在（＝四聖諦）（を対象とした修所成の知）のように。

他は迷乱である」。ジュニャーナシュリーミトラは，膜想、から生じる鮮明な顕現をもっ認識（＝無分

別知覚）のなかにも，有所縁の真正な知覚と無所縁の疑似的知覚があると言う。ダルマキールティの

詩節もまた，鮮明な顕現をもっ無分別知としての知覚のなかに，正しい認識手段たるもの〔錯誤のな

いもの〕と正しい認識手段たりえない錯誤知があることを論じている。この分類に，先に述べられた

(1）非意図的な膜想〔愛欲などに由来するもの〕，（2）意図的な膜想〔ヨ｝ガ行者の直観など〕をあては

めると次のようになる。

膜想、に基づく鮮明な顕現をもっ認識（無分別知）

一一（1）非意図的な膜想（愛欲などに由来するもの）の場合一一錯誤知
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第3節：属性膜想説の検討

〔1〕属性膜想説と実在膜想説

[Th 324,4; Ms 56b6] 

(Pramii1Javiirttika III 286) 

ところで，「（対象となる）実在がすで、に消え去っていたり，あるいはその実在が〔変化

して）別の形象を有しているのに，〔消滅・変化のない）持続的な形象（sthirakara）をもつ

ものとして繰り返し膜想することから生じる（認識〕 14は，すべて無所縁になってしまう」

と言われた〔批判〕も，〈実在膜想、説） ( vastubhavanapak号a）にはうまくあてはまるが，〈属

性膜想、説） ( vastudharmabhavanapak~a）にはあてはまらない。そして，輪廻をこれ以上欲し

ないという思いからから〔ヨーガ行者の認識に〕鮮明に顕現している利那性などの実在属

性が，〔今，〕膜想、されようとしているのである。

〔反論：〕一方で（ekatva) ( ＝実在に関しては），（知覚や推理という〕正しい認識手段

で〔先に〕浄化された（pari釦ddha）としても，〔その後の〕膜想から生じる鮮明さをもっ

〔認識〕が〔消滅・変化する〕実在に関しては欺くことが見られるので，他方（＝実在の

属性）に関しでもどうして（ヨーガ行者の認識に〕信頼がおけるだろうか。正しい認識手

段による浄化（pramal)aparisuddhi）以外には信頼性の根拠となる別のものはないし15，それ

（＝正しい認識手段による浄化）は（膜想に基づくヨーガ行者の認識が実在に関して〕決

して欺かないことを〔保証することは〕できないからである。

〔応答：）それは違う。〔〈属性膜想説〉と〈実在膜想説〉とは〕持続的な（sthira）対象

であるか否かで区別されるからである。というのも，非持続的な実在は，己滅無（pradhvamsa)

と変化（vikara）により呑みこまれているので，それに関しては〔ヨーガ行者の認識が〕欺

かないわけではない。一方，実在の属性である〈利那性〉などは決して断ち切られないの

だから，それを対象とする（認識の）鮮明な現れは，常に所縁を有するのである 160

一一（2）意図的な膜想の場合

一－A.農夫の推理・膜想の認識／仏教徒の不浄観など一一錯誤知

一一B.四聖諦を対象とするヨーガ行者の直観一一非錯誤知（正しい認識手段）

なお，この詩節に対するプラジュニャーカラグプタの理解に関しては，護山（2019）を参照。

14 この箇所のテキストには混乱がある。タクル校訂本は… sthirakaratayabhavana yasya 

niralambanatvamと読み，写本もその読みを指示するが，関係代名詞のy描 yaがこの文脈では理解でき

ない。ここでは，内容の上から，このyasyaをjasyaに訂正し， bhiiv姐可asyaと読む。この訂正に関し

ては，片岡啓氏よりご教示いただいた。

15タクノレ校訂本，写本ともに－hetorapy asyabhavatと読むが，内容から－hetoranyasyabhavatと訂正し

て読む。

16 YN 324,9-12は谷（2000:478王）に和訳がある。
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〔2〕反論：〈剃那性〉などは剃那的な事物群と切り離せないので，属性膜想説は成立

しない

[Th 324,13; Ms 57al] 

〔反論：〕以上のことも理にあわない。というのも，〈利那性〉などと言う実在は何もな

いからである。あるいは，そのような（実在〕があるとすれば，それこそが〔剃那滅の教

義に反して〕常住なものとなるので，すべて〔の仏教説〕は努力せずとも消えるだろう。

また，〔剃那性は〕実在ではないとすれば，それこそ，（その認識は〕無所縁であること

になる。それ故，君（＝仏教徒）の見解でも，〈剃那性〉とは，利那的な存在群たち一一〔利

那的な存在〕以外の側面（bheda）を隠蔽することにより，差異を顧みられることのないも

のたち一一と言われるのである。そして，そうだとすれば，「利那性の膜想」と言っても，

それはまさしく「利那的な事物群（k~al).ik叩adarthasartha）の膜想、」を意味することになり，

その限りで，（利那性という属性ではなく，〕現に膜想されているそれら諸実在だけが鮮明

になるのだから，同じ過失（＝剥那性の認識は無所縁であるという過失）に陥る。

「利那性などは本来，〔実在と〕無区別（abhinna）であるにもかかわらず，あたかも〔実

在から〕区別されているかのように現れる」と言うのなら，そうだとしても，実体視

(adhyavasaya) 17の働きにより，〔剥那性と言っても実際は〕実在に属する存在だけが膜想、

されているのだから，先の（無所縁性の〕過失から抜け出ることはできない。（剃那性を〕

非本来的なもの（tatastha）として〔実在とは別に〕膜想することはできないからである。

また同様に，「この実在群（vastujata）は無常の相（加tyad而pa）を有する」というこれこ

そが〔剃那性の）膜想、の内容（akara）である。それゆえ，実在の本性（vas加ta杖va）を膜想、

するという立場（＝属性膜想説）でも，どうして実在との接触を否定できるだろうか。（否

定できない。〕あるいは18，仮に（実在との接触を〕否定するのなら，なにか別の実在を膜

想しているだけであろう。いずれにせよ，それは属性の膜想、ではない。

17仏教認識論の術語adhyavasayaは，「知覚判断」「断定J「間接的決定j 「判断Jなどと訳されること

が多いが，ジュニャーナシュリーミトラがこれを「非XをXとする」錯誤知（bhranti)の一種として

理解していることに鑑み，文脈に応じて「実体視jの訳を用いる。 adhyavasayaの解釈の歴史は，中須

賀（2014）にまとめられており，的確な分析が加えられている。中須賀は「判断Jの訳語を選ぶが，

判断と言えば普通は「SはPであるJという命題の形をとるはずであり，それが「XをYとみなすJ

という構造をもっ adhyavasayaの訳語として適切かとし、う点は，検討の余地がある。 Eltschingeret al 

(2018: 9）は，ダノレマキールティのアポーハ論の文脈に登場する adhyavasayaに関して，それに対応す

る英語は見つけがたいとしながら，「断定する」（as印rtain）の訳語を避け，「解釈するJ（加terpret）「帰

するJ(ascribe）の訳語を提案している。なお，本稿が扱うヨーガ行者の直観に関する adhyavasayaの

場合には，その錯誤知としての側面にアクセントが置かれない場合もあり，文脈によっては，

vyavasayaと等しく「確定（作用）Jの訳語をあてることにしたい。（注目も参照のこと）。

18タクノレ校訂本はcavastvantara－と読むが，写本（MsT）に従い， vavastvantara－と訂正する。
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〔3〕応答：ヨーガ行者の狙いは実在ではなく実在の属性にある

[Th 324,22; Ms 57a3] 

〔応答：〕その通り。（しかし，〕実在の本性（vas旬tattva，＝実在属性）の膜想を通して一

般的な形で合意された実在が〔把握される）としても，その実在が顕現することはない。

（実在まで含むことなく，〕単なる本性を狙い（tatparya）とすれば事足りるからである。と

いうのも，鮮明に顕現する〔無常性をはじめとする〕本性の膜想だけが，輪廻から離れる

道だからである。実際，恋人の身体〔という実在〕が直観されたところで，欲望を鎮める

ことはできない。そうではなく，〔実在の属性である〕無常性や苦性こそが（欲望を鎮める〕。

このため，〔ヨーガ行者は〕それ（＝無常性など）だけを狙いとするので，それ（＝無常性

など）だけが隈想により鮮明になるのであり，実在がそうなるのではない190

〔4〕実在の属性だけが鮮明になることは，ニームの昧の経験の例から知られる

〔4.1〕反論：実在なしの属性はないのだから，属性だけが鮮明になることはない

[Th 324,26; Ms 57a4] 

（反論：〕それ（＝属性）を狙いとするとしても，「実在の属性は顕現するが実在は〔顕

現〕しない」ということは妥当するだろうか。（それは妥当しない。〕膜想により〔実在と

属性という〕二つを〔一緒に〕抱え込むからである。あるいは，〔実在という〕基体（dharmin)

に触れることなく単なる属性（dharmamatra）がどのような形で鮮明になるのだろうか。（鮮

明になることはない。〕実際，そのように虚空に絵を描いたところで（＝実在から離れた属

性だけを空想したところで），農夫にすら認識をもたらさない。（＝農夫すら納得させるこ

とはできない） 200 

〔4.2〕応答：繰り返し経験することでニームの美味しさだけを思い描くことはでき

るが，その場合も対象との近接は前提とされる

[Th 325,1; Ms 57] 

〔応答：〕そのような過失はない。たとえ基体の顕現に触れなくても，単なる属性が明

瞭になることは観察されるからである。確かに，実在の近接（pratyasa抗i）に依拠しなけれ

ば〔属性は）鮮明に顕現しない，ということはあるだろう。その対象が近接するときにそ

れ（＝属性）が顕現するにせよ，〔それが意味するのは，〕努力せずとも，その認識に直ち

にその形象（＝属性）が顕現する，と言うことであり 21，実在の近接の必要性はなくならな

19 YN 324,22-25は谷（2000:479）に和訳がある。

20タクノレ校訂本はpratyayama伽 otiと読むが，写本（MsT）はpratyayasa111(57a5）［蜘o]tiと読む（cf.Franco

2008: 159: praty時ama111tanoti)。 ここでは， pratyaya111s仰加iotiと訂正して読む。

21 この叩hutlbhavo’pi tasya句dvi早ay回annidhauya加amanapek~ya jhagiti tajj員anetadakarasphurat)am (em. : 
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い。なぜなら（無常性などは実在の〕属性であるから。美味しさ（priyatva）の場合がそう

であるように220

すなわち，ニーム（nimba）の味などに関しては，〔ニームを〕繰り返し経験するうちに

その美味しさ〔という属性〕が明瞭になることが経験される。だが，「それ（＝美味しさ）

は（結局〕ニームなど〔の実在〕の属性なのだから，それ（＝美味しさという属性）を繰

り返し思い描けば，自らの生地にあるニーム，あるいは舌に残ったニーム（という実在〕

までもが明瞭に現れる」とはならない。勿論，それと逆のもの（＝実在）を繰り返し思い

描くことに専念する場合は別であるが。

また，〔繰り返しの経験により〕鮮明になっている美味しさも，〔実在である〕ニームな

どの直接経験を待つことなく，非本来的なものとして知覚される，というわけではない。

そうではなく，「属性が鮮明になる」とは，次のことを意味する。すなわち，ニームなどを

直接経験する度ごとに，直ちに，〔今，〕直接経験されているのは美味しさであり，以前の

ような嫌悪感（udv司法a）やどちらともつかない感覚（anubhaya）ではない，（という風に

してその属性が認識される〕 23。というのも，ちょうど〔恋患いの男性の心』こ〕恋人などの

実在がどれだけ鮮明になったところで，（フ、、ツダの教説の〕言語協約で成立している通りの

本性（＝無常性などの属性）までもが鮮明になるわけではないのと同様に，〔実在と属性と

の〕両者は相互に逸脱しない（parasparavyabhicara）関係にあるとしても，どれだけ本性（＝

属性）を繰り返し膜想したところで実在が鮮明になるわけではない。この点にいかなる過

失があろうか。（いかなる過失もない。〕 24

〔4.3〕美味しさは外界のものの属性であり，認識の属性ではない

[Th 325,12; Ms 57a7] 

takara-Ms; tad匂d紘ara－百1）と類似の表現は，以下の日ぜ326,1-5にも繰り返し登場する。

22 この一段は， YN325,1-4は谷（2000:479）に和訳がある。なお，ここに出る dhanna約五deva (YN 

325,4）に関して， Franco2008: 159は「写本になしリ（notin manuscript）としたが，写本（MST）上部の

欄外に挿入が確認される。

23 YN 325,4-9は谷（2000:480）に和訳がある。

24基体（dhannin）と属性（dharma）とは不離の関係にあるが，片方が鮮明になれば他方も鮮明にな

るという必然性はない。官頭の推論式で挙げられた実例で言えば，実在である恋人のことをどれだけ

繰り返し思い措いたところで，その実在の属性である無常性までもが鮮明になるわけではない。逆に，

ヨーガ行者が無常性を繰り返し膜想したとしても，個々の実在までもが鮮明になるとは限らない。

〔実例：〕ニームという実在の近接 十 これまでの経験の積み重ね

→ （美味しさ）という属性の顕現（手実在の顕現）

〔実例：〕対象の不在 ＋ 恋煩いで相手のことを繰り返し想うこと

→ 恋人という基体の顕現（手無常性という属性の顕現）
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（反論：〕美味しさは外界のものの属性（bahyadharma）ではない。〔各人に〕固有のも

のだから。また，繰り返しの膜想〔という内的な経験〕に依拠しているから。

〔応答：〕それでは，各人で感受されているが故に〔その存在が〕否定し得ない， この

美味しさなどの属性は，何に帰属するのだろうか。

〔反論：〕認識に帰属する。

（応答：〕外界対象にある美味しさが繰り返し経験されているうちに，認識にある（美

味しさ〕として顕現する， というこのような理屈があるだろうか。〔このような理屈はな

い。〕「このニームなどは素晴らしいJ(utkr~tam idam nimbadi）ということが繰り返し膜想

される内容であるとしても，〔それは〕「その認識が素晴らしい」（tajj簡 namutkr~tam）とい

うことではない。仮にそういうことがあるとしても，（外界のニームではなく〕認識のみが

美味しいものとして鮮明になるのであれば，（認識を有する限り，〕誰一人として不味いも

のを経験しないことになってしまれというのも，外界対象と異なり，認識には〈近接し

たりしなかったりすること＞ (kadacitkasannidhana）がないからである。

〔反論：〕認識と言っても，〔すべての認識が〈美味しさ〉という属性をもつのではなく，〕

あくまでも特定の認識にのみ〈美味しさ〉の顕現がある。

〔応答：〕それでは，（〈美味しさ〉が顕現する認識とそうでない認識との〕この違いは

何に由来するのか。

（反論：〕反倶経験（abhyasa）の有無による。

〔応答：それならば，〕繰り返し経験している特定の外界対象にこそく美味しさ〉がある

とすればよい。〔一方，〕それ（＝外界対象）に依拠しないのであれはいかなる〔認識〕

も〔対象に〕近接したり離れたりすることはないのだから，単なる意（マナス）が拠り所

となる。それゆえ，〔美味しさを属性とする認識とそうでない認識とのあいだ、に〕いかなる

区別もないことになる。一方，外界対象の場合には，特定の種類のニームなどが繰り返し

経験される対象となるので（他と区別される以上〕，過大適用はない。

〔4.4〕繰り返しの膜想があれば，対象が近接するときに，対象に近接した認識が〈美

昧しさ〉の形象を伴って生じる

[Th 325,20; Ms 57b2] 

〔反論：）それならば，認識と言っても，繰り返し膜想されたニームを対象領域とする

（認識〕だけが「（対象に〕近接したもの」（pratyasanna）であるから，〔それ以外の認識と〕

区別される。

〔応答：）そうだとすれば次のことが帰結する一一ある実在があるあり方として繰り返

し膜想されるとき，その実在がなくても，それに近接したもの（＝認識）が顕現するのだ

から，恋人（という実在〕を繰り返し膜想する者に，その恋人ではなく，彼女に近接した

彼女の父親こそが鮮明に顕現することになる。
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（反論：〕対象と対象認識（vi~ayin）とのあいだにある特別な（関係〕こそが，〔ここで

言う）特定の近接関係である。

（応答：〕そうだとしても，ニーム（という実在〕が美味しいものとして繰り返し経験

される時，〔実在する対象ではなく，〕その認識が美味しいものとして顕現するのだから，

〔実在の〕ニームなどは以前と同じく不味いままだろう。したがって，蛇などの不快なも

のに対して「捨て去るべきもの」（pariharatiga）としてそれを確定する認識（niscaya）は，

好ましいもの（priya）に他ならないが，蛇などは（相変わらず〕そうではない。これ（＝

美味しさの認識）もまた同様であるのだから，繰り返しの膜想（bhavana）は不要になる。

〔だが，それは不合理である。それゆえ，「〈美味しさ〉は認識の属性である」という前提

が間違っている。〕

（反論：〕「膜想の力に基づいて，それ（＝ニームなどの実在）を対象とする認識が他な

らぬ美味しさの形象（priyakara）を伴って生じる」という想定もあろう。

〔応答：〕それならば，「ニームの味が美味しいものとして繰り返し膜想される」という

ことは，（ニームという実在ではなく，〕それを対象とする認識こそが〈美味しさ〉という

形象を伴うものとして繰り返し膜想される，と言うことになってしまう。〔だが，それは違

う。〕その対象（＝ニーム）が近接するときにそれ（＝美味しさ）が鮮明に顕現するとして

も，（それが意味するのは，〕その〔対象〕を把握する認識に直ちに，努力を要することな

く，〈美味しさ〉の形象が顕現する，と言うことであり，（単なるく美味しさ〉を膜想する

時に〕近接していない対象までもが眼前に現れる，というわけではない。

同様に，「〔不変に見える〕山などもまた〔真実には〕剃那的なものとして繰り返し膜想

される」ということは，それ（＝山など）を対象とする認識こそが〈剥那的なもの〉とい

う形象（k~aQ.ikakara)25を伴うものとして繰り返し膜想される，ということになってしまう。

〔だが，それは違う。）山などが近接する時にそれ（＝〈利那的なもの〉）もまた鮮明にな

ると言うことは，それを把握する認識に〈利那的なもの〉という形象が生じることであり，

〔剃那性を膜想する時に〕近接していない山などまでもが顕現するわけではない。

そして，以上のような属性の膜想（dharmabhavana）は語の対象 Cs油街地a）に依拠した

ものであるから，主題となる実在が損なわれることはない。

〔5〕慈悲などの膜想における心相続と協働因の関係

[Th 326,6; Ms 57b6] 

一方，実在の点からは，「美味しさ」（priyaれra）と言われるものは，楽を生み出すこと

25以下の議論で係I］那的なもの） (k~問ika）と言われるものは，文脈上，〈索開間生） (k~切ikatva）の

意味で理解した方がよいように思われる。と言うのも，属性を膜想、する際に，そこに近接しない実

在までもが顕現することはないことを述べる点に，議論の主眼があるからである。
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(sukhakaratva）である。その場合，ある対象に対しである〔心〕がその美味しさを繰り返

し膜想する場合，膜想、で飾られたその心相続（ci伽 san筒na）という質料因（upadana）を素

材として，その対象という協働因（sahakarin）が楽を生み出す，と定立される。その場合，

すべての〔認識〕に対して〔等しく〕美味しさががあるわけではない。（膜想という条件が

満たされてない認識には，美味しさは現れない。〕一方，くその人にとって喜ばれること〉

(tatp尚北atva）は同じそれ（＝実在）の属性であり，かつ，すべての（認識〕に（成り立

つ〕。それゆえ，過失はないのである。そして，それ（＝属性）は反復経験のみから〔生じ

る〕 260

同様のことは，慈悲（lqpa）などの心的属性にもあてはまる。「苦しむ者を私は救う」と

いう形で苦しむ他者を救うことを繰り返し膜想していれば，その対象（＝苦しむ者）が近

接する時に，直ちに〔慈悲が〕鮮明になる。それは，その認識（＝苦しむ者を把握する認

識）やそれに応じた実践を生む原因となる270

同様に，清浄な髄穣（8ucikapala）を繰り返し隈想していれば，髄穫が近接する時に，〔直

ちに〕残酷さ（nairghQ.ya）が鮮明になる，と理解されるべきである。しかし，（属性を膜想、

する時に，〕それと結合する〔実在〕一一〔膜想の時に〕近接していようがいまいが関係な

く一ーも一緒に顕現するわけではない。

〔これは，〕『全知者証明』（Sarvajiiasiddhi)28ですでに述べた通りである。

〈一方，（繰り返しの摂想により〕覚知 (bodhα）や慈悲（向a）などの点で卓越牲が

得られるが，〔その状態に至った者は，〕その対象が近在するとき，（覚知や慈悲など

26 この段落の内容に関して，現時点、で、は，次のように理解している。

(a）対象（実在）という協働因十（b）繰り返しの膜想により特別になった心相続（質料因）→楽の生起

＝キこのことから遡って，対象（実在）にくその人にとって喜ばれること）という属性が想定される。

27 タクノレ校訂本はtatj員ana111tadanuriipanu事thanaprasavahetub.と読むが，写本はta句j跡的…である。

Woo(2006）はtajjfiana111と訂正する。しかし，ここでの文脈からは，慈悲が具わることにより，対象

が近接すればただちに「苦しむ者を救うJという認識とそれに応じた行動とが起きることが述べられ

るべきであり，その観点から， t司jfianatadanu而panu~thanaprasavahetul). と複合語として読むことを提案

したい。

28ジュニャーナシュリーミトラの散逸した『全知者証明』 （Sarvajiiasiddhi）については， Steinkellner

1977が断片資料を蒐集している。以下，斜体にした部分が『全知者証明』断片としてシュタインケノレ

ナ一博士が想定した箇所である。
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を起こするために余計な〕努力を要しない。おのずから各々に現れる290》30

それゆえ，〔膜懇のなかで〕剥那性という属性を繰り返し経験することも次第に増幅するわ

けだが， この者（＝ヨーガ行者）により直接経験される限りの〔実在〕は，我々などが知

覚するのとはまったく異質の在り方で，無常の椙をもっ。例えば，酷似した二つの球包olα初）

が刻々の場所にあるとき31，私たちには〔弱者の〕微細な区別に対応する知覚 (darfanα）

があり，また（その後〕すぐに〔二つを区別する〕概念知が同じように生じるだろう。あ

るいはそれに椙応した実践が生じるだろう。それと同じように， ヨーガ行者には，別々の

利那にある二つの存在に対して（二つを区別する〕知覚ならびに概念知が（生じる）。そし

て， この人の心は持続性などの錯誤知（＝無常なものを常住とみなす転倒知）から生まれ

た欲望などの汚れ (kalai放α）に汚されていなし出。

以上の枠内で，それ（＝剃那性などの属性）は鮮明になる。

〔6〕目的成就者がさらなる膜想の積み重ねにより属性ではなく実在までも認識する

必要はない

[Th 326,21; Ms 58a2] 

（反論：〕「それ（＝利那性などの属性の反復経験）が増幅するのは，一定の枠内のこと

である」と言うのは勝手な取り決め（paribha~a）にすぎない。「実際にそう観察されるから」

と言うのは答えにならない。仮にそう観察されたことがあるとしても，〔いつも〕その枠内

で〔属性の反復経験の増幅が）定められる，と〔言うことは〕できない。主題とされる〔利

那性の膜想の〕場合にはお，（膜想、の）増幅が卓越してゆけは場合によっては，〔利那性だ

けでなく〕対象（となる実在）も一緒に〔認識を〕顕現させることもあるかもしれないの

だから，〔認識は無所縁になるという〕先述の過失は干からびてはいなし＝。また，（ニーム

の〕〈美味しさ〉の場合にも，場合によっては，まったく別の結論（＝属性だけでなく，実

在もまた顕現すること）もある。

〔応答：）それは構わない。繰り返しの膜想により，本来意図された定め（＝際想、によ

29前段までの内容を踏まえるならば，詩節後半は「〔対象が近接しない場合には，繰り返しの膜想に

基づいて，慈悲などの心的属性の卓越性は〕おのずから各々 に王尉もるJと補ってもよいかもしれない。

しかし，『全知者証明』の文脈が不明であるため，現時点では，補いなしの翻訳を提示しておく。な

お，上記翻訳はSteinkellner(1977: 389）の英訳を参考にしたものである。

30韻律は弱rdiilav匙ngit:aである。

31 タクノレ校訂本は atyantasadp;e’pibhinnadesa”とあるが，写本に従い， atyantasadp;e'pi golakadvaye 

bhinnadeseと読む。 Steinkellner( 1977）の英訳はタクル校訂本に基づく。

32 YN 326,16ー20は谷（2000:480f.）に和訳がある。

33 タクル校訂本のsa勾raIJlprastute Iには従わず， sakyamI prastute…と読む。
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り属性が鮮明になること）を超えて，〔実在までもが〕鮮明になるのではないか，という疑

念はあろう。しかし，自己の目的のため，あるいは，他者の目的のために膜想に専念する

思慮深い者（＝熟慮して行為する者）であれば，（利那性などの属性の直観という〕それだ

けで目的を成就しているわけだから，どうしてわざわざ（すべての実在の認識を目指して〕

さらなる努力を重ねる必要があろうか。なぜならば（すで、に目的を成就している以上，そ

れ以上の努力は）無益であるし，むしろ有害でさえあるからである。ちょうど食物や薬剤

などが（最初に〕意図した通りに加熱済みであれば，〔それ以上の加熱は必要ないように〕。

また，この場合，思わずそれ以上に加熱することがあり得るとしても，それも含めて「極

限まで加熱されたJと言語表現することができるように，主題となる事柄についても同様

であるから，何の過失もない。

それゆえ，以上のように，基体に関する膜想の場合，〔その〕対象が持続的なものとは逆

である以上，〈欺き〉と同居することは明らかである。だが，たとえそうだとしても，先述

の属性を対象領域とする〔膜想）の場合には同様の疑いがないのは確かである340

「だとすれば，〔冒頭の推論式で挙げられた〕恋人〔の膜想〕という実例は，〔属性では

なく実在に関するものであるから〕不適切である」と論難すべきではない。〔その実例で

は，〕膜想により〔認識が〕鮮明になることだけを例示すること（nidarfana）が意図されて

いたからである。同じ理由で，〔ダルマキールティは〕『認識論評釈』において〈〔人が反復

経験により〕憐偶・離欲・欲望など〔を体得する〕ように》 （Pramal)avarttikaII 131 b) 35と

述べたのである。

第2章：ヨーガ行者の認識と感官知との関係

第 1節：同体説・別異説に関する反論の提示

[Th 327,8; Ms 58a5] 

ではヨーガ行者の認識と感官知とは同じか，それとも異なるのか。そして，このことか

34 YN 327,1-3は谷（2000:481)に和訳がある。

35プッダは慈悲などの反復経験を通してそれを体得した存在となった。そのことを論じたのがこの

半偶である。 PVII 13 lab: lqpatmakatvam abhyasad ghroavairagyaragavat I 〔和訳：〕「反復経験を通して

〔ブッダは〕慈悲を体得した。〔人が反復経験により〕憐偶・離欲・欲望など〔を体得する〕ようにJ。

この偶の後半を引用することで，ジュニャーナシュリーミトラは，ダルマキールティが問題にした繰

り返しの隈想／反復経験（bhavana/abhyasa）は，慈悲などの仏教的な実践のみならず，実例で提示さ

れたような欲望などが増大する場合も射程に入れたものであることを明確にしている。なお，ダルマ

キールティにおける abhyasaの語の意義については，生井（1996:490）が（衆生の輪廻）と関わるも

のと（世尊の前世における慈悲の習熟〉の使用があり，前者はさらに，（苦〉の現実を維持するマイ

ナス方向の習慣性の意味と，（苦〉からの離脱に向けてプラスに働く修習の意味とがあると指摘して

いる。
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ら（それぞれ）何が〔帰結するのか）。 36

〔1〕同体説の場合の過失

［百i327,8; Ms 58a5] 

両者が同じであるのなら，「ヨーガ行者の認識Jと呼ばれる知覚の（下位〕分類はいらな

い。それは感官知としてまとめられるからである37_o_また膜想を伴う〔心）相続がそのよう

に（＝ヨーガ行者の認識として）生じるから（という理由で〕区別を設定するわけにもい

企主~？＿o＿＿水銀－匂~~Y－~~~）＿＿主＿l;.:'_t三主ゑーー［月聖堂欝宣竺）＿＿浄化ー・（s_~~号主雪空L~第点力？.~－~J~V－~聖？

知覚が設定されてしまうからである。 38

〔2〕別異説の場合の過失

［百i327,10; Ms 58a6] 

また，別異説の場合，繰り返しの膜想から生じるものが利那性－~抑制~~~－~！－ を直観する

認識であり，他方（＝感覚器官から生じるもの）は別様である（＝利那性を直観しない），

というのは実にお見事な説明＿（~五~hYX~~~~hQ＿である 3~9－感官知もその〔膜想の40〕状態では

無貫主J雰五］一知~h·曾zり一堂真智：土ゑ？主義弘怯．．［．雪長！三点旦無賃！！全主ーピ＿？＿層：l士五醇塑土

るのだから，〕ヨーガ行者の認識は不要である41?_ 

また，それ（＝感官知必）が利那性を知るのに原因がないはずはない。なぜなら膜想から

生じた明瞭さを有する〔認識〕にその〔利那性の〕覚知があるからである。だが，膜想、は

感官知にあるのではなく，意（~~1_1~~）＿にある。そして，それ（＝意による膜想）がなくて

36 Cf. SS 16,19. 

37 Biihnem叩 n1980: 45の「なぜなら〔その対象は〕すでに感官知により把握されているからである」

(denn阿部Objektware dann] schon <lurch die Sinneserkenntnis er:f:剖 st）の解釈には従わない。

38 Cf. SS 16,19-22.水銀を服用することにより，特殊な視力を得ることができるとしても，それらを

知覚の下位分類に入れることはないということ。浄化（saQlskara）のところを， B凶nemann(1980:45) 

は「〔思考の〕作用J(die Bearbeitung [des Denkens］）と訳すが，それには従わない。

.39 この箇所の anyadanyathaの理解に関しては， SSの平行箇所が参考になる。 Cf.SS 16,22-23: 

bhedapak~e ca bhavanasaqibhavaqi j筒naqik~ai:iikasak~atkari, indriy司白naqica sthairyagrahiti (see Bfihnemann 

1980: 131 : syaiηra-Ms，百i)sadhvI siddhil).. 

40 Biihnemann(1980: 45）は「〔事物の〕その状態においてJ(bei diesem Zustand [ der Dinge］）と訳すが，

それには従わない。

41応答部分（第三節〔1〕）を参照すれば，この反論の意図は，感官知で無常なものを捉えるとい

うことは，同じ感官知による無常性の確定作用（adhyavasaya）までも含意する，ということであろ

う。これに対してジュニャーナシュリーミトラの立場は，確定作用は意による認識であり，感官知

とは異なるというものである。

42 Cf. Buhnemann 1980: 45. 
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も〔感官知により無常性の）直観が得られるのであれば，膜想、は無意味である。 43

〔2.1〕別異説である場合，両者が同時であることは成り立たない

[Th 327,15; Ms 58a7] 

さらにまた，その両者は，同時に起こるのか，それとも異時に起こるのか。

そのうち，両者が同時に起こることは不合理である。というのも，感官知を通して〔先

に〕知られた基体（dharmin）の〈剃那性〉が，（後に，〕膜想、由来の直接経験により直観さ

れなければならないからである。そうでなければ，基体と属性とを〔各々〕独立したもの

として〔同時に〕直観するのであれば，〔そのような認識に対しては〕基体の観点、からの論

難は避けがたいへ

また，ニームの（美味しさを膜想する場合の〕ように，属性の膜想、には〔その属性の基

体となる〕実在の直観という作用は〔含まれ）ない，という点は先述の通りである45。それ

ゆえ，本性（＝属性）の直観は感官知の対象領域（＝実在）より後に来るものに他ならな

いので，最初に感官知が基体を把握し，後に，意に基づく認識（manasa）が剃那性を把握

する，という時間の区別が定められる。

〔2.2〕両者が異時であるとすれば，ヨーガ行者の認識に新規性はない

[Th 327,20; Ms 58bl] 

また，時間差がある場合，両者が同ーの対象をもっとすれば，前者（＝感官知）に比べ

ると，後者（＝意による認識）は，すでに把握されたものを（再度〕把握するのだから，

〔新規情報をもたらすものとしての〕正しい認識手段ではなくなる460

一方，両者の対象が異なるとすれは感官知の対象とは別のものに働いている〔ヨーガ

行者の認識〕は，（感官知から）独立して基体を〔勝手に〕設定しているのだから，以前の

過失（＝基体なしに属性だけが認識されることになる，という過失）を抜け出ることはで

きない。

第2節：同体説

[Th 327, 23; Ms 58b2] 

43 Cf SSJ6,22-26. 

44基体なしに属性だけが認識されることが可能なのか，とし、う論難のことだと思われる。

45第1章第3節〔4〕の議論を参照せよ。

46ダルマキールティは，正しい認識手段をく欺きのなさ） (avisarμvaditva）と（未知対象を明らかにす

ること〉（がatarthaprakasakatva）の二，長から定義する。 C王PVII 1 ab & Sc.この第二規定により，既知

対象の再把握は正しい認識手段から外される。
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この点に答える。

まず最初の主張（＝同体説）の場合，〔ヨーガ行者の〕実在に関する論難＿（y_~~卸~~切り.~！.

民主主主主ど主~－＝？..論理芳象主；！！：.＇？：！.ラ－－~主主－？－会費別会A閉－－~照明！~情説.J＊－証明－ぎ，！！－.~－ど
るからである4¥

，ー〔区別企t~雪：~jry月主~~5h手＞－－－~~閉；τ．秀－静男空予－正－~－－~－主~－~＇＝
静別7主j本崎竪Z手煮が替I空閉~－主昇今－空方”＿＿（~＜？左手持~~明男R~）＿乏L主－~：.ゑ~主tー乏？持JQ全雰－理杢
段を説明するために，凡夫と共通する感官知とは区別して説示されるからである。 48

また，「内臓の浄化」（ko~tha8uddhi）と言うだけで，水銀〔の服用〕など〔の浄化手段〕

から生じる区別が〔一括りにされる〕ように，〔膜想、から生じるヨーガ行者の認識を〕「感

官知」という語で一括りにしただけでは，〔知覚の分類に関する〕教説は無益である。同じ

理由で，目薬（af司ana）など〔の補助手段〕に由来する（知覚の〕区別に鑑みて〔知覚の細

かな〕区別が説示される〔必要は〕ない。（そこには，〕〈超世間的） (lokatikran匂）かどうか

という点での区別がないからである。というのも，〔本来は〕一種類（prakara）にまとめる

べきものを目的（prayojana）の観点から（敢えて〕別種のものとして説示することは多く

の場面で認められる。例えば，〔心〕相応行（sarp.prayuktasarp.skara）の殖にまとめられるも

のであっても，〈感受作用） (vedana）と〈想念） (sarp.j筒）の両者は区別されるし49，〔等し

く〕分別知（vikalpa）に含められるものであっても，〈汚染された意識） (kli$tamanoj筋 na)

は別立てされる50。

以上より，感官知とヨーガ行者の認識に区別がないという立場には，〔先に指摘された〕

そのような過失はない。同じ〔認識〕が基体に関連する場合には感官知，属性に関連する

場合にはヨーガ行者の認識となる。ちょうど〔地面などの〕基体の知覚が，否定に関して

は，〔壷の）非知覚（anupalabdhi）となるようなものである510

47 Cf. SS 22,27-28. 

48 Cf.SS 22,28-30. 

49有部の範曙論では，五組では受・想・行は別にされるが，心所としては受・想・心相応行は一つに

まとめられるJしたがって，理論的には，受・想、を心相応行にまとめてもよいが，五殖の体系として

は，その両者を別に説くことに意義がある。

50 〈汚染された意識〉とは，唯識思想、で第七識とされる末那識の別名で、ある染汚意（kli与tamanas）の

ことであろう。この汚染せれた意識は，働きとしては分別知の働きをしているのだから，第六識（意

識）とあわせて分別知として一括りに寸ることもできるだろうが，唯識の体系では，第八識（アーラ

ヤ識）を自我と思い込む認識として特別な役割を担うものとされ，別に立てられる0

51 ダノレマキールティは妥当な論証因の一種として（非知覚因） (anupalabdhihetu）を立てる。それによ

れば，否定対象の非知覚は否定対象（例えば査）に対応した別のもの（例えば地面）を知覚している

ことに等しい。ジュニャーナシュリーミトラは非知覚に関して Anupalab品irahasya(AR）とし1う小品

を残しているが，その冒頭ではダルマキールティのHetubinduの一節を引用して，次のように述べて

いる。 ARI＊，ι7:tasmad abhak~yadivat pぽ戸idas aη句ra’nyopalabdhirev敬mpalabdhil)..

-265 -



第3節：別異説

〔1〕感官知と確定作用（adhyavasaya)

[Th 328んMs58b4] 

別異説の場合でも，まず，持続的な〔属性〕とそれ以外（＝非持続的な実在）の顕現に

由来する非難52は生じない。〔ヨーガ行者は〕実在を全面的に把握する感官知によっても，

無電り担全五三ー【空手~］＿＿。用収号待惇胆Lt｛~t_支1~.理t.~－~~－~：雪長ゑ？？と主－ど_7-＿~司も：.J努賞’！主

主＿！；~~｝＿醇定作用問－~~~hY~X~主役位性一［唇宣坦主江主1会長良f害警どな与三及も司令，竺場企＇－－－

それ（＝無常性などの確定作用）は，繰り返しの膜想の力に依拠して，鋭敏さを具えた意

\1!1~1?.＇！~ ）＿ と結び、つく，という違いがある540

〔2〕ヨーガ行者の直観を生み出す原因総体

［百1328,9; Ms 58b5] 

〔反論：〕感覚器官もその（膜想の〕状態では無上の卓越性を得ているのだから，外教

徒のヨーガ行者（bahyayogin）と同じく，遠くのものや微細なものを直接経験することを誰

が否定するだろうか一一動物たちですら〔過去の）特定の業の牽引（karmak~epa）に基づい

て，多少とも同じようなこと（＝鷲が遠くのものを見るようなこと）が知られるのだから。

52感官知により無常なものだけでなく，無常性も知られるのだから，意に基づくヨーガ行者の認識は

不要になる，という非難のこと。 CfYN 327,10-12. 

53平行箇所（SS22,32-23,1) に対する Biihnemann(1980: 66）の翻訳は， vastusarvatm組 agrh早舗を

indriy可筒nenapiの修飾語ではなく，人。emand）にかかるものと理解する。ここでは，その解釈には

従わない。

54 この段落の記述の背景にあるのは，ダノレマキーノレティの次の詩節である。 CfPV III 107cd (c王羽ぜ

336, 14): vyavasyantik~抑制evasarvakaran mah剖hiy地｜｜ 〔和訳：〕「偉大な知恵をもっ者たちは，知覚の

みに基づいて〔実在の〕すべての相を確定するんすなわち，ヨーガ行者の直観は，確定（ηravasaya)

を伴う知覚であり，単なる感官知とは異なる。この点をジュニャーナシュリーミトラは， adhyavasaya

という概念を用いて説明する。 adhyavasayaは，通常の知覚の場合には，認識内に映じる形象をあた

かも外界対象であるかのように実体化して捉える錯誤知として考えられるが，ヨーガ行者の直観の場

面では，実在を特定の相（剥那性など）として確定する認識の働きとして理解される。（前注 17も参

照のこと）。この認識は繰り返しの膜想により鋭敏さを具えた意と結びっく点で，感官知とは区別さ

れる。

なお，この段落は，ラトナキールティの『全知者証明』に平行箇所（SS22,31-23,2）があるが，最

後の一文は異なる。 Cf SS 23,1 2: adhyavasayo hi p枇vaipdurlabhal)., idaniip tu bhavanabalanirdalitavidye 

cittasantane so’pmdriy；剤耐enajanyata iti vi均地． 〔和訳：〕「と言うのも，〔無常性などの〕確定作用は

〔感官知より〕先には得難し1からである。だが，今は，膜想、の力で無明がすでに壊されているところ

の心相続において，それ（＝確定作用）もまた感官知により生み出される，という違いがあるJoラ

トナキールティの言い方では，意が鋭敏になるということが，無明が消えた後の心相続として書き直

されている。
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また，個々に分けられた55諸剃那には非常に微細ながらも〔各剃那の〕異質性（vaisadrsya) 

が必ずある。そうではなく，（諸利那が〕全面的に類似しているのであれば，〔それらは〕

同ーのもの（匂仕va）になってしまうからである。それゆえ，そのような微細な違いを確定

することを主とする感官知だけでも〔十分に〕論証対象（＝利那性）は証明されるのだか

ら，ヨーガ行者の認識は不要である。

以上から，〔感官知による〕苦や無我などの直観（＝それらも実際には実在を捉える感官

知に他ならないということ）が説明された。また，感覚器官がなければ素晴らしい人間で

あることはできないのだから，（優れた感覚器官がありさえすれば，〕ヨーガ行者の認識が

〔わざわざ〕生み出されなくてもよいだろう。

〔応答：〕それも理にあわない。というのも，想像（sarpbhavana）だけで作られた眼の

力に依拠して世間的な考察を行う〔外教のヨーガ行者〕により，（仏教徒が説く〕正しい認

識手段へ至る道は否定され得ないからである。

あるいは，その〔意による膜想の〕反復経験を伴ってはじめてそのような〔卓越した〕

感覚器官の能力が実現するのだから，感官知が〔反復経験の面で〕否定され得ないヨーガ

行者の認識（＝意による認識）と共存することに何の過失もない。

〔反論：〕両者のうちの片方は無意味である。

〔応答：〕それでは，自らの原因に近接しているこの二つの属性（＝感覚器官と意）の

うち，どちらか一つは，自らの作用が無意味であることを恐れるあまり，（原因の位置から〕

退かなければならないのか。（そのようなはずはない。〕〔発芽直前の）最終剥那に到達して

いる種子などの場合がそうであるように，（両者はともに原因となる〕 560

〔反論：〕片方は正しい認識手段ではないとすればよい。

〔応答：）〔同様にして，発芽のための原因総体を構成する〕種子などの場合も，そのう

ちのひとつは原因ではなくてもよい（ということになる）。

〔反論：〕（原因総体のなかの〕すべてが同じ（結果生起の〕能力を有しているのであれ

ば，そのなかのどれかひとつが原因にならないままでいられるだろうか。〔不可能である。〕

〔応答：〕（同様に，〕判断能力（paricchedabala）をもっ二つの認識（＝感官知と意によ

る認識）のうちの片方は正しい認識手段ではないということがあるだろうか。〔それはな

（反論：〕〔感官知と意による認識とは）相互依存（parasaparapek弱）の関係にあるから，

両者いずれもが正Lい認識手段になってはならない。

55刊本はvidyamananarpの読みだが， MSTに従いbhidyamananarpと訂正して読む。

56発芽直前の種子などの原因総体は，次の剥那に結果となる芽を必ず生み出すことが定まっている。

その原因総体のなかでは，種子と大地や水などの諸原因は相互に補助しあい，切り離れることがない。

同様に，ヨーガ行者の直観が生まれる直前の原因総体では，意による認識（膜想知）と感官知とが相

互に補助しあい，切り離されない。
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〔応答：〕〔同様に考えれば，原因総体のうちの各要素は相互に依存しているのだから，〕

種子などのうちどれか一つであっても（単独で〕原因になるはずがない，という点は同じ

である。

〔3〕〈すでに把握したものの再把握〉という過失は同時説では回避される

［百i328,24; Ms 59a2 ] 

（正しい認識手段であれば，〕くすでに把握したものを再把握すること＞ (grhftagrahitva) 

は決してない。

（反論：〕そうだとすれば〔ヨーガ行者の認識の場合にはその）過失になる。

〔応答：〕そうではない。〔二つの認識の）時間差のせいで，それ（＝すで、に把握したも

のの再把握の過失）が（あるかのように〕認められるからである。（しかし，ヨーガ行者の

認識と感官知とに時間差はない。〕というのも，すでに把握したものを把握することがその

ように言われるのであり，〔片方により〕現に把握されつつあるものを（同時に他方が把握

すること）は〔そのように言われ）ない。ちょうど，すでに作用し終えたものに（後から〕

作用することを主張したところで「〔協働〕作用者」（karaka）にはならないが，〔原因総体

のなかの〕種子のように，現に作用されつつあるものに〔協働〕作用する場合にはそうで

はない（＝協働作用者となる）ように。

それゆえ，同時説には上記の過失（＝すでに把握したものの再把握の過失）はない570

〔4〕ヨーガ行者の認識の不可思議さ

[Th 329,1; Ms 59a2] 

〔反論：〕そうだとしても（＝感官知と意に基づく膜想知とが同時にあるとしても）〔ヨ

ーガ行者の認識には〕二つの形象＿（~~~~~·－ ＝実在の形象と属性の形象）が顕現するという

過失が付随する。

（応答：〕その通りである。なんということか，そもそも〔意に基づく〕真実の認識の

形象（＝属性の形象）は〔感官知が捉える実在の形象と〕同ーの場所にあるのである。そ

うでなければ，それは錯誤知になってしまうからである。このことから，「〔相互に〕妨げ

ないこの二つの形象（＝実在の形象と属性の形象）がいかなる道理で〔同時に〕顕現する

のか」ということを誰が確定できるだろうか。〔誰にもできない。〕〔ダルマキールティは）

以下のように述べた一一

57 Franco (2008: 160）は，写本（Msy）の読みをtasmadbhinnakalapak切と取るが， dbhiの箇所に対して

写本上部の欄外に記された挿入に従い， tasmadabhinnakalap北約と読むのがよい。タクノレ校訂本は，

この欄外の挿入に従っている。
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《ヨーガ行者の認識は不可思議である。》（PVIII 530d) 58 

それゆえ，〔ヨーガ行者の認識という固有のものに）実例がないのだから，何と同じように

認められないのか，あるいは，何と同じように過失がないのか，といういずれの点につい

ても（考察の〕機会はない。

〔5〕ヨーガ行者の意による認識は感覚器官に依拠しない

[Th 329,7; Ms 59a3] 

〔反論：〕それなら「〔感官知と意に基づく認識とは〕同時であるために，〔意に基づく

認識が〕感官知に依拠していない以上，〔それは実在の把握とは無関係に〕独立したものに

なるJという過失が先に述べられたが，（それが〕どうして回避されるだろうか。（その過

失は回避されない。〕

「〔ヨーガ行者の認識が〕感覚器官に依存するという，まさにそのことにより，（その過

失は〕回避されるだろうJというのは答えにならない。というのも，その場合，それ（＝

ヨーガ行者の認識）もまた，それ（＝感覚器官）の働きに随順している以上，感官知に他

ならないことになるからである。（感官知の他に〕「ヨーガ行者の認識Jと言われるものな

ど何もない。それならば〔感官知〕ひとつだけを認める方がましである。それゆえ，別異

論は維持できない。

〔応答：〕そうではない。つまり，〔ヨーガ行者の認識が〕感覚器官に依存することはあ

るはずがない。しかしながら，ちょうど眼が，それ自身の能力に応じてそれ相応の場所に

ある〔対象）に依存して，自らの認識（＝視覚知）を生み出すために機能するのと同じよ

うに，意という器官もまた（それ相応の場所にある対象に依拠して〕機能することだろう。

非到達作用性（aprapyakarita）という点で両者（＝限と意）は共通するからである。また，

意もその時（＝ヨーガ行者の認識の場合）には（感官知の対象とは別の）対象を有するこ

とが認められるからである。だが，凡夫の（心〕相続にはそのような能力一一それに基づ

いて，眼や耳と同じように，意もまた，そのような〔固有の領域の）境界線のために， し

かるべき場所にある対象という協働因と出会うことで，〔感覚器官に依拠せずとも，〕認識

を生み出すであろうが一ーはないので，〔以上の議論が凡夫の認、識にも〕過大適用されるこ

とはない。

一方，「その状態（＝膜想の状態）にあるときに，〔対象に非到達作用する〕眼や耳と同

様に，意もまた，どれほど遠くの場所から対象と近接すると定められているのか」という

ことは誰にも分からない。ただし，次のことだけは言える。自らの形象を投げ与える協働

因としての実在が彼（＝ヨーガ行者）により理解され得る限りにおいて，それは，他の人々

58 この箇所はSS23,3-6に平行する記述があるが，表現は異なる。
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〔の理解〕とは共通しない〈無常の相〉をもつものとして認識される，と。そして，その

場合には，実在の形象は実在に起因するのであり，目冥想、に起因するのではないのだから59,

〈ヨーガ行者の認識は実在に関して〕欺きがあるのではないかと疑われることはない。

〔6〕超感覚的な認識能力を確認する手立てはない

[Th 329,20; Ms 59a7] 

〔反論：〕そもそも，眼などにはより遠くにあるものを認識する能力が確認されるが，

意（マナス）の方には，〔五つの〕感覚器官を超えて，あらゆる対象を（把握する能力は〕

ない。〔意は感覚器官の働きに随順する。〕

〔応答：〕そうではない。〔意に基づく〕他心知（paraci阿筒na）などがありうるからで

ある。

（反論：〕それもまた，一部の人々には認められない600 

〔応答：〕（そうではない。〕単なる非知覚（adr災i)61によって〔他心知などを〕否定する

ことはできないからである。

〔反論：）〔他心知を確定する〕手段（upaya）が存在しないから〔その存在は否定され

る〕。

〔応答：）「〔他心知の存在を確定する〕手段が存在しないことjも〔それを証明するた

めには〕単なる非知覚以外に別の手段はない。

それゆえ，もしそうだとすれば（＝他心知の否定論証は成立しないとすれば），ヨーガ行

者たちにとっては感官知と意に基づく認識とが異なるとする立場に関しでも〔議論の〕終

結はない，と言うことが（ここから〕示唆される事柄である。だが，（別異説に関する〕終

結は別の形でもすでに示されている620

〔7〕ヨーガ行者の認識と感官知とのあいだに時間差があるとしても過失はない

[Th 329,24; Ms 59bl] 

また，そうだとすれは〔感官知と意に基づく認識に〕時間差があるという立場に関しで

も過失はない。もし（感官知に先駆けて）最初に意識が機能したり，あるいは感覚器官の

道を超えて（意識が独立に〕機能したりするのならば，〔時間差があってもよい〕。

一方，感官知は，自らがそれ（＝ヨーガ行者の認識）に比べて正しい認識手段ではない

59タクル校訂本の通り nabhavan可anitaと読む。 Franco(2008: 160）はnaの否定辞が抜けていると見る

が，写本（MsT）下部にnaの挿入が指示されている。 C£Franco (2008: 160, fu. 5). 

60 「一部の人j とは唯物論者とミーマーンサー学派の者たちである。 C王YN333,16-17. 

61タクノレ校訂本はru:lr$taであるが，写本（MsT）に従し、adr斜i－に訂正して読む。

62本節〔2〕の議論かと思われるが，確証はない。

-270 -



としても，（意による認識が正しい認識手段であることを）脅かさない。それゆえ，これ以

上の詳論はせずとも十分である。

第3章：過去や未来の実在の認識をめぐる議論（全てを知る全知者論）

第 1節：〈有益なことを知る全知者〉と〈全てを知る全知者〉

[Th 330,1; Ms 59bl] 

さて以上のようにして，ヨーガ行者の認識においては，〔利那性などの〕本性の膜想、

(ta抗vabhavana）の統御に基づいて，対象の形象（arthakara）はまさに〔その協働因となる〕

対象からもたらされる。一方，その膜想、の力により，同類の〔心〕相続の上に卓越した能

力一一それがあることで，その人は他の人々とは異なる認識をもつことになる一ーが与え

られる。それはちょうど特別な目薬の力により眼に特別な能力が与えられるようなもので’

ある。先に述べた通りである。

〔反論：〕それならばもしヨーガ行者の認識が対象に起因するのだとすれば，〔ヨーガ行

者による〕過去や未来の完全知についてはどのように語られるのか。

（応答：〕この〔反論〕は，先に述べた主題に没入できなかったがゆえの〔誤解の〕結

駁~－~－~・－ζ~－~＿？__ 
fr.層住り－~：害想空務：：？”色ti:！.；；企主、亙R＿~__ ＼会主玄界Hゑ会担者；___ （~~r:Y~~伊豆号泣Y：閉－~－主；ま｝述

べられたわけではない63？それゆえ，過去や未来の事柄が〔前者により〕理解されていない

としても，〔有益なことを知る全知者の〕否定根拠~~~－qh~~~）にはならない。それだけで
も（＝有益なことを知る全知者だけでも），苦の滅は成立するし，他者のための揺るぎない

説法は〔開始される〕からである640

ところで，『ニヤーヤ・カニカーJの中では，（1）剥那性などの本性の膜想、を通して，その

基体となる実在すべてを膜想すること，（2）〔次に，〕その膜想によりそれら（＝実在）の形

象（＝利那性など）をもっ認識を生み出すこと，（3）それに基づく〔利那性の〕直観を掲げ

て，ヨーガ行者の認識の論駁が述べられているが，それは無視して構わない。〔全てを知る

全知者は，ダノレマキールティの〕『認識論評釈』や〔プラジ、ュニャーカラグプタの〕『註』

（＝『認識論評釈荘厳』）などの議論の外にあるからである。無常や苦などの膜想、は〔全て

63 この二種の全知者概念は，おそらくはジュニャーナシュリーミトラから使用されはじめたものと

思われる。二種の全知者概念については，若原（1985),McClintock (2010: 132-144）を参照。特に

sarvasarv句筒とその思想史的背景については， Moriyama(2011）を参照。

“SS21,23-26に平行箇所がある。また，関連する議論として，先に述べられたYN326,25-327,1を参

昭。
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を知る全知者を前提とすることなく，〕別様の仕方で開始されるものに他ならない650 また，

仮にそれ（＝無常などの膜想）が〈全てを知る全知者〉のみを指向するものとして意図さ

れていたのだとすれば，どうしてわざわざ努力して『認識論評釈』のなかでその否定がな

されたのだろうか。また，『註』のなかで「私たちには〔全知者は〕知ることができない，

という満足が認められる」 66などと述べられたのだろうか。〔これらの著作では，全てを知

る全知者ではなく，有益なことを知る全知者だけが主題とされてきたのである67。〕

しかしながら，その状態（＝無常性などの膜想の完成）に到達し，内的器官の覆いがな

くなった御方，〔つまり，〕卓越した慈悲をそなえ，すべての点で他者の利益を願うことを

専らとすることで，あらゆる対象領域に働く心になるように長期にわたり努力を重ねられ

たその御方にはそのような（全知のための〕特別な手段一一それを実践する者には，個々

の原子にいたるまで，すべての実在を対象として，それぞれの時間と場所に応じ，それぞ

れの状況を模した，より鮮明な認識が生じることになる一ーの理解が生まれるだろう。そ

の場合，（その認識は，〕その限りの実在を逸脱するために欺くものである，ということに

はならない。また，無所縁にもならない。（この全知者の認識には〕諸実在が顕現するから
である680

第2節：対象との相似性のみによる有所縁性の確定

[Th 330,19; Ms 59b6] 

〔反論：〕因果性（u中釧i）と相似性（sarilpya）の二点から所縁は確定される。

《論理を知る者たちは，認識に〔自らの）形象を投げ与える能力のある原因性（he加tva)

こそが〈把握対象性＞ (grahyata）であると認める。｝ (PV III 247) 69 

65 タクノレ校訂本に－arabdhaivanitya，とあるところを，写本（Ms）に従い，金abdhaiv如itya・と訂正して

読む。

66 PVA 52,30, v. 375cd. C王Moriyama2014:259. 

67確かに，ジュニャーナシュリーミトラの記述の通り，ダルマキーノレティの場合には，基本的に四聖

諦を知る者としてのブッダの知が中心問題であった。だが， McClintockο010:135-138）が論じた通

り，阿羅漢の最後心をめぐる PVinII, 79ラ8-11の議論は，後代に言う sarvasan吋fiaと密接な関係があ

る。近年，酒井（2017）はより精綴な資料分析を通して，ダルマキーノレティにおける四聖諦の知者と

してのブッダと全知者としてのプッダとの関係を整合的に理解するための道筋を示した。一方，プラ

ジュニャーカラグブタの場合には， S訂vasarv司加に相当する sarv栴aを勝義のプラマーナとして認め

るという方向で議論を展開しており，ジュニャーナシュリーミトラの診断とは離酷をきたす。 C王

Moriyama (2011). 

68 SS 21, 26ー31に平行箇所がある。

69この備については，戸崎（1979:41-43; 346ー347）に詳しい解説がある。戸崎によれば，この備は後

代の文献により経量部説とじて引用されると言う。
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と（ダルマキールティが〕述べているからである。それゆえ，〈相似性〉ひとつでは何の役

にも立たないのだから，「（弓ーガ行者の認識は〕無所縁であるj〔という論難が〕どうして

回避できるだろうか。〔回避できない。〕

〔応答：〕それは正しくない700 

実際，その定義は，凡夫の観点から，外界対象と同時に生じていながら，（その対象によ

り〕補助されていない認識（＝外界対象と同時にある感官知）による〔対象〕把握の否定

を専らとするものである。〔当該の文脈では，）そのように主題化されているからである。

だが，真実の観点、からは（tattva匂s），あるもの（X）があるもの（Y）に顕現するのであ

れば，それ（X）こそがそれ（Y）の所縁であると言われる。ちょうど感官知には外界が

（顕現し〕，他（＝自己認識）には〔認識〕自身の形象が〔顕現する）ように。というのも，

「知覚が〔対象を〕把握するかしないかは，（対象の〕顕現の力に基づく」ということは，

第一章（prathamapariccheda）の註（＝『認識論評釈自註』）で述べられているからである710

その場合，「外界の顕現」と言うのは，その形象の生起（tadakarotpatti）にすぎない。す

なわち，外界から切り離された〔対象〕形象の生起を単に感受するだけで，「これ（＝対象）

は知覚された」ということになる。実際，それ（＝対象）が考えられている時には，〈生起〉

という別の〔条件〕は必要とされない。それ（＝生起）は〔知覚の〕後に結果が獲得され

ることを通して確定されるからである。あるいは反復経験を通して〔そう知られている〕

からである720

7° Franco (2008: 161）はtad戸厄amを写本（M釘）の読みとするが，写本下部に訂正の挿入があるため，

正しくはta{d卯｝<da戸＞ktamとなるべきである。タクノレ校訂本の通りで問題ない。

11 C£PVSV31,22-23.ダルマキーノレティはアポーハ論を論じるなかで，知覚と確定知（niscaya）との

相違を説く。知覚が対象を把握するか否かは，確定知の有無ではなく，顕現の有無に基づく。引用箇

所の前から見ると次のようになる。PVSV31,21-23: na pratyak~arp. k国yacin凶scay:北am.tad yam api grhr)ati 

tan na niscayena. kirp. tar凶．匂tpratibhasena.tan na niscayaniscayavasat pratyak~asya gr.油al).agrahru;ie. 〔和訳：〕

「知覚は何も確定しない。何であれ，それ（＝知覚）が把握するものは，確定知により〔知られるこ

とは〕ない。そうではなく，それ（＝知覚の把握対象）の顕現により〔知られる〕。それゆえ，知覚

が〔対象を〕把握するかどうかは，確定知の有無に基づくのではないJo・C王Eltschingeretal.(2018: 52). 

ジュニャーナシュリーミトラは，このダノレマキーノレティの言明を，（因果性〉を抜きにして（相似性〉

のみで所縁性を定めたものと解している。

72 この箇所の写本は不鮮明であるが，タクル校訂本にphalapraptyava abhyasena vaとあるところを，

写本（Msy）に従い， phalapraptyabhyasenavaと訂正して読む。ただし， phaの文字の上部にhaの文字

の書き込みがあり， hala－の訂正指示の可能性がある。しかし，意味の上からはphala－の方が適切で、あ

る。 Franco(2008: 161）は－abhyasenaのbhyaの読みが疑わしいと指摘するが，写本を見る限り bhyaで

問題はない。内容の上から考えると，ここでは認識対象性が因果性（その認識が特定の対象からの因

果作用により生み出されたものであること）により規定されることの裏付けが論じられる段である。

それは，認識のあとの行為により目指す目的が獲得されることから事後的に知られるか，あるいは，

これまでの繰り返しの経験からそのようなものとして理解されているか，そのいずれかによる裏付け

である。
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そして，感官知の場合，その形象の生起は対象に由来し，錯誤知の場合には，〔形象の生

起は）錯乱に由来し，概念知の場合には，潜在印象（vasana）に由来する。そのうち，対象

から生み出される場合は，〈欺きのなさ〉があるが，そうでない場合には，外界〔対象〕に

関して逆になる（＝欺きがある）。〔認識〕それ自体（sva而pa）については，どのような場

合であれ，〈欺きのなさ〉は確実だからである。

それゆえ，ある認識が意図された（対象〕に関して欺きがないという場面では，〈因果性〉

を抜きにして〈欺きのなさ〉はなく 73, ＜相似性〉もないのだから，その際には因果性が求

められる。同じ理由から，くその〔対象の〕形象を有すること） (tadakarata）こそ，（その認

識を）正しい認識手段たらしめる（とも言われる〕。また，相似性と因果性とが（いずれも〕

認識対象（saqwedya）の特徴であるから，両者は矛盾しない。

一方，神の加護から生まれる真実夢（satyasvapna）のように，特別な膜想、のカのみに基

づいて〔生じる〕，その対象の形象をもっ認識は，対象通りであること（arthayath五回ya）と

結びついているが，そこでは（対象との）因果性は何の役割もしていない。『認識論評釈』

で次のように述べられる通りである一一

《以上のような把握対象の特質に関する考察は，不浄な認識をもっ者（＝凡夫）に関

して〔行われた〕。だが，ヨーガ行者の認識は不可思議である。｝ (PV III 530) 74 

それゆえ，凡夫の場合には，外界に関して，相似性と因果性の点から認識対象が定立され

るが，ヨーガ行者の場合には，相似性だけでも〔認識対象が定立される〕。〔認識〕それ自

体（sva而pa）については，適合性（yogyata）のみで（認献す象が定立される〕。以上が（認

識対象に関する〕理屈である。

第3節：過去や未来の実在の認識方法

〔1〕反論の提示：ヨーガ行者の認識の対象は現在のものではないか（反論α）。また，

無所縁ではないか（反論/3）。

[Th 331,15; Ms 60a3] 

〔反論：〕もし〔ヨーガ行者の認識には〕過去や未来のものそれ自体が顕現するのだと

すれば，（それらは〕他ならぬ現在のものということになる75.:_－~反論α）

73 タクノレ校訂本は［na］と表記するが，写本にnaは確認できる。

74翻訳は戸崎（1985:210）を参照。なお，校訂本ではg油yagrah北aーとあるところを，写本に従い，

grahyalakr;;al).aーと訂正して読む。

75 同様の反論はプラジュニャーカラグプタの議論にも見ることができる。 CfPVA 112,7-8: tatha ca 

yoginam atitanagatapadarthasak:i;;atkaraQ.aqi bhavadbhir ir;;yate. vartamanatamatradarsane旬 nasavatitadidarsI. 

〔和訳：〕「また同様に，ヨーガ行者たちが過去や未来の事物を直観することが，あなた（＝仏教徒）
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〔過去や未来のもの）それ自体は〔認識に〕近接していないとすれは〔現在の〕認識だ

けがその〔実在しない過去や未来のものの〕形象を有することになるので，〔その認識は〕

必然的に無所縁になる。（反論戸~ 76 

〔2〕プラジュニヤー力ラグプタの見解に基づく反論8への応答

[Th 331,17; Ms 60a3J 

〔応答：〕それも違う。なぜならば，対象が近接していなくても，膜想、の力に基づいて

全＿＜！？＿＿ー［対象り）＿＿時開司と男青空捧（勝：士号＿＿＿（豆三t?:Yf.1雪＿＜！？＿）＿＿認識－~！？：4~~坐同）~1:1.月切りj_J?至坦叫－－だ

どうして無所縁であろうか。一方，〔ヨーガ行者の言葉を聞く人には，）特別な顕現のあり

友主－~三’一ー惇開－区分ゑ概念~~j同！空~－~併号Y業常生）自”“が生ιゑ＿o;}立ならJーー：君主ーヒー空ー三！？'JfJ雪
の認識）に相応した実践を行えば，それ（＝未来の対象）が得られることは確実だからで

ある770 『註』で説かれた通りである一一

《彼（＝未来に生まれるはずの息子）は秋などの時と結びつくものとして〔ヨーガ行

者により〕知覚されるが，その通りに〔凡夫の観点からも〕彼は否定されない。〔秋

にその息子が生まれたときに，その正しさが分かる。〕》 78 (PVA 113,29, v. 615ab) 79 

により認められている。だが，〔ヨーガ行者たる世尊が〕現在性だけを見るのであれば，この方は過

去などを見る者ではない」。

76 SS 22,4-6に平行箇所がある。

77 護山（2018:184）では，「一方，顕現の仕方の相違により，〔各人に〕時間の区別の概念知

(kalabhedavikalpa）が生じるのだから，〔ヨーガ行者が語る通りに〕それ（対象）に相応した実践を

行うならば，それが得られることは確実だからで、ある」と訳したが，今回の訳に改めたい。この箇所

に対応すると思われるラトナキーノレディの SS22,7-8は次のように記す一一「また，〔人は未来の対象

を〕そのようなあり方として（＝ヨーガ行者が見た通りの在り方として）実体視するのだから，ちょ

うど真実夢の場合がそうであるように，〔「秋」などとして〕実体視された時間により限定されたそれ

（＝秋に生まれる息子などの対象）を獲得するから，〔ヨーガ行者の過去や未来の事物の認識は無所

縁ではない。〕J( tathatvenadhyavasayac cadhyavasitakalavisi仰syaivasatyasvapnavat tasya praptel).) Cf 

Bi.ihnemann 1980: 63.この対応から，ラトナキールティはジュニャーナシュリーミトラがここで言う

vikalpaを adhyavasayaの意味で理解していることが分かる。そして，それを説明するために，

sphura明白ivise~el).a と述べられていると解すれば，この文章の意味が通るように思われる。

78 SS 22,6-13に平行箇所がある。

79プラジュニャーカラグプタは， PVII137の注釈箇所（PVA110,21-115,13）において，長大な全知者

論を展開するが，全知者たる世尊による過去や未来の事物の直観をめぐる議論のなかで，この詩節が

提示される。ヨーガ行者はある男に息子が秋に生まれることを予見するが，凡夫である父親にはその

ことは分からない。だが，その時点で，その未来の息子のことを否定する根拠を父親は持ち合わせて

いない。実際に秋が来れば，ヨーガ行者の直観が正しかったことが分かる。それゆえ，他人に分から

ないものを見るからといって，それでヨーガ行者の直観が間違っているということにはならない。今，

プラジュニャーカラグプタの議論を導入部分から示すと以下のようになる。 PVA113.26ー30:athapi 

syat-yadi tat praty向 aqikatham anyenagatil). I y：部yahi bhavI印刷 tadanubhiiyam如 ataya dr~t地

tenapratiyam如atayarp.katham abhrantata. id街1Irp.yoginal). pratip甜il).,na sutavatal).. tad apy asat-yatha sa dr卵b
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〔3〕シャーンタラクシタの見解に基づく反論Sへの応答

［百i331,23; Ms 60a4] 

あるいは，まさに〔他者と〕一緒になり，時間の区別をもっ実在を理解するために，〔ヨ

ーガ行者は〕精神集中から出るときに，〔本来は無区別なものの上に）時間の区別を実体視

する（kalabhedadhyavasaya)80。（シャーンタラクシタが〕語った通りである一一

《実に，彼〔＝ヨーガ行者）が知ろうと欲するものは何であれ，〔彼は必ず知る〕》（TS

3627ab) 

しかし，たとえ心を傾けなくとも，順次に，組簡のない認識が〔生じる〕。

〔4〕反論αへの応答：ヨーガ行者の直観の無時間性

[Th 331,26: Ms 60a5] 

また，「真実には，単なる認識〔それ自体〕が顕現しているから，〔すべてが〕現在のも

のになるj という過失は付随しない。無形象論（n凶karavada）の場合に，実在の本性だけ

が顕現するから〔認識している現在の時間になるの〕とは異なる。またもしも現在のもの

に対しでも認識の形象 Qnanakara）のみが顕現するのであれば，その場合，〔ヨーガ行者は〕

それ（＝認識の形象〕を「現在のもの」として実体視しているのである。

遠近などの（空間的な〕区別についても，同様に知られるべきである。

〔5〕ヨーガ行者の直観の〈欺きのなさ〉

[Th 332,3: Ms 60a5] 

その場合，その〔対象〕が実体視された通りに獲得されるのであれば，〔その認識は〕決

鈎radadikalayuktぉ (Ms:sariradi-S）初出atぉyanabadhit抑制／旬t矧 ayog出旬natena dr事例旬thapratitavapi 

(pratIくta>vapi S, cf. SS 22,13 : prativapi Ms) nasti do事al).//615// 〔和訳：〕「〔反論：〕次のような〔反論〕

があるかもしれない。もしそれ（＝過去や未来の事物）が〔ヨーガ行者による〕知覚〔対象〕である

のなら，どうして他の人には理解されないのだろうか。というのも，ある人（＝父親）にとって未来

の息子は，その〔ヨーガ行者〕により現に直接経験されているものとして見られているわけだが，そ

の〔父親〕によって現に知られていないのであれば，どうして非錯誤知になるだろうか。〔それは錯

誤知である〕。今，ヨーガ行者には〔息子の〕理解があるが，父親にはそれがない。〔それゆえ，ヨー

ガ行者は他の人が見ていないものを見ているとしても，それは舎前呉知にすぎない。〕〔応答：〕それも

正しくない。《彼（＝未来に生まれるはずの息子）は秋などの時と結びつくものとして〔ヨーガ行者

により〕知覚されるが，その通りに〔九夫である父親の観点からも〕彼のことは否定されない。その

〔秋という〕時と結びついた者（＝息子）は，彼（＝父親）によっては〔今の時点では〕見られてい

ない。〔ヨーガ行者によって見られる〕通りに〔父親には〕知られていないとしても，なんら過失は

ない。〔秋にその息子が生まれたときに，その正しさが分かる〕》」。

80 adhyavasayaの訳語については，前注17を参照。
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して欺かないものだから，正しい認識手段である。そうでなければ，逆である。例えば夢

の中に現れる恋人の〔認識の〕ように。

閃き（pratibha）の中にある天界の実現手段であるアグニシュトーマ祭などの概念知に関

しては，未来のものの鮮明な在り方が顕現することは決してないので，（それを正しい認識

手段として〕考えることはない。また，それ（＝ヴ、エーダ聖典に説かれる未来のもの）に

関しては，熟慮して日常的活動を行う者が（その未来のものを）必ず獲得できると確定す

ること（niscaya）はない。

〔反論：）主題（＝ヨーガ行者による未来の認識）に関しでもどうして〔その対象が獲

得できるという〕確定があるだろうか。

〔応答：〕それならば，この場合，〔過去や未来の対象に関する〕確定知が何に属するか，

を考えてみよう。つまり，（ヨーガ行者の認識〕それ自体に属するのか，それとも別の〔認

識〕に属するのか， と。

もしそれ戸体に属するのであれば，ちょうど凡夫が〔ある実現手段を〕何度も繰り返し

経験した後に，錯誤や疑惑の〔可能性が）否定された実現手段の認識を〔確定できる〕よ

うに，〔膜想、を〕極限まで繰り返した後に，ヨーガ行者には過去や未来のものなどが顕現す

ることはどうして否定されょうか。

別の（認識〕に属するのであれば，次のことが帰結する。すなわち，その別の（認識〕

が正しい認識手段であると覚知されないかぎり，〔ヨーガ行者の認識は〕正しい認識手段で

はない。また，〔ヨーガ行者の認識が）正しい認識手段でないかぎり，別の〔認識〕が正し

い認識手段であると誤りなく覚知されることはない。こうして，〔相互依存のために，〕い

ずれも正しい認識手段ではないことになってしまう。故に，執着（abhinive8a）に81依存し

たところで何にもならない。

それゆえ，特別な手段を伴う特定の膜想、なしには〔過去や未来のものは〕顕現しないの

だから，そのような〔膜想〕の成立こそ疑われでも仕方ないが，〔そのような膜想が〕成立

しているにもかかわらず，無所縁性などの過失を理由に82 〔過去や未来のものに関する認

識が〕攻撃されることはあり得ない。

（以下，続篇に続く）

81 タクノレ校訂本はnabhive8a・であるが，写本（M釘）に従い nabhinivefa・と訂正して読む。

s2 Franco(2008: 161）はn回mbana”と読むが，写本上部欄外にlaの挿入があるため，タクル校訂本の通

り凶ralamb祖 a・で、問題ない。
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Appendix: A List of Corrections of A. Thalくur’SEdition of YN 323,3-332, 13 

*[ ]=uncertain readings; { }=deletion, W=Woo 2003 

Thakur’s edition Correction 

3 23, 4: k~a:Qikaれre MsT:k手at)ikatva-

323,10: -paryan吋atarμ MsT: -paryante jatarμ 

323,15: sphutabhava MsT: sphut'ibhava 

323,18: nahi MsT: na 

323,19: prek号avara Msy: prek$livara 

323,22: katharμ Corr. kutab.; [ku］阻hMST 

323,23: athapy MsT: tathapy 

323,25: sphutobhave MsT: sphu酌have

323ラ25:prthivflqisneゆ divad MsT: prthivilqtsnadivad 

324,4--5: b回vanaラyasya Corr. bhavanajasya; bhavana I yasya MsT 

324,8: -hetor apy asya- Corr. -hetor anyasya-; hetor apy asya-MsT 

324,10: iti na Corr. iti tatra na; iti I tatra na MsT 

324,16: rava:偽 MsT: ravara ca 

324,21: cavasれranぬra・ MsT: va vastvantara-

324,23: ta抗vamatra- MsT: ta抗vamatre

324,28: pratyayam atanoti Corr. pratyayarμ sarμtanoti; MsT: 

pratyayasarμ(57a5）［旬no]ti(c王Franco2008: 

159: pratya号amarμtanoti) 

325,3: ta託adakara- Corr. tadakara－；肱karaMST

325,14--15: nimbad iti MsT: nimbadfti 

326,5: iya:m eva MsT: iyam eva ca 

326,8: sarvarμ priya:れram MsT: sarvarμ prati priyatvam 

326,8: tatra pr同akatvarμ MsT: tatprI!)akaれrarμ

326,10: tatjfianarμ Corr. tajjfiana-; tajjfianarμ W; tat司anarμMsT

326,17：’pi bhinnadese MST：下igolakadvaye bhinnade民

326,27：’bhimate MST：’nabhimate 

327,8: yogijfianam MsT: yogino jfianam 

327,13: bhavanodbhata- Corr. bhavanodhii胞・；bhavano[dbha]taMsT 

327ラ22:naca MsT:na 

327,24: radrsada:Sa:vise$asya MsT: radrsadasavise号asya 
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328,6: bhedakapak~e MsT: bhedapak$e 

328,7: adhyavasayo 'pi MsT (Franco 2008: 160: 3286 should be 
corrected to 3281): adhvavasayo hi 

328, 10: vidyamananarp MsT: bhidyamananarp 

328,12：・dhmyeゅー Corr. -dhuryeQ.a-; -dh[u]ryeQ.a-MsT 

328,24: kara1;mtvam MsT: karaQ.am 

329,22: adr$ta刷 MsT:adr斜i-

329,25: yadi [sa] MsT: yadi { sa} 

330,9: -arabdhaiva nitya- MsT: -arabdhaivanitya-

330,17: udiyat MsT: udiyat 

331,6: [na] MsT:na 

331,12: grahyagrahaka- MsT: grahyalak手al)a-

332,11: nabhivesa- MsT: nabhiniveSa-

〈略号および使用テキスト〉

AR 

TBh 

TS 

DhPr 

NBT 

PVI 

PVIIラIII

PVA 

Am伊alabdhirahasya (Jfianas曲nitra): ‘B. Kellner, Jnanαかかiitra台

Anupalabdhirahasyaαnd Sarvafabdabhavacarca. Wien: Arbeitskreis白r

Tibetische und Buddhistische S加dienUniversiti:it Wien. 

Tarkabha$a: H. R. R. Iyengar (ed.), Tarkabha$a and Vadasthana of 

Mok$akaragupta and Jita.ゆada.Mysore: The Hindusthan Press, 1952. 
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Misra s Dharmottrapradfpa. Pa加a:K. P. Jayaswal Research Institute. 

Revised second edition, 1971 [First editon, 1955). 

AうYめ1abinduti初（Dharmottara):See DhPr. 

Prama'!Javarttika (Dharmakirti), chapter I (Svarthanumana): See PVSV. 
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