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ラトナキールティ箸『主宰神証明の論肱l和訳研究（下）

護山真也

本稿は、前年度に発表した「ラトナキーノレティ著『主輯申証明の論駁』和訳研究（中）」に続

くものであり、ニヤーヤ学派の前主張に対する仏新糊ljからの論駁、特lこニヤーヤ学派が提示

する主輯申論証の論証因ならびに論証対象に関する論駁をなすISO50.21-57.17の和訳研究であ

る。テキストの概要、翻訳の方針、参考文献などは前掲論文を参照していただきたしL

2.2論証因の考察

2.2.1 〈結果性〉は〈異類例からの排除が疑わしい不確定因〉である

[50.21; Ms28b3］今や、論証因それ自体（sadhan出 V叫 pa）が確定される。このメールマンダラ

山・大地・壷・布などに共通するく結果一般）（同tyam五回）が（主輯申を証明する）論証因と

して述べられているが、これが知的作者と肯定的・否定的に随伴することが何らかの（実例の）

上で確定されない限り、（論証対象を）瑚卒させるもの（gamaka）として妥当しない。だが、そ

のことは夢の中ですら理解されない。すなわち、陶工の（製作）作用があれば、粘土の塊から

壷の特徴をもっ結果が（生じることが）確かに知覚されるだろう。だが、（知的作者の）作用よ

り以前に、蓋と同じく、係吉果一般〉は無いと（確実に）理解することはできない。陶工がいな

くても、車む！呆やひび割れなどとし1った係吉果〉は粘土の塊に見られるからである。 YがXなし

でも生じると知覚されるのならば、 YはXの結果ではなし、。過ブ司直用（atipras泊ga）だからで

ある。

［問］草などのように、粘土の乾燥・ひび割れなどの結果一般も（推論の）主題とされる。

（そして、草なども知的作者を前提とすると論証されるように、粘土の乾燥・ひU漕リれなども

知的作者を前提とすることが論証されるだろう。）

｛答］それもよいだろう。だが、（そのためにはまず）伎ロ的作者がなければ結果一般もない）

という（否定的遍充関係）一一それにより遍充関係が成立すれば、草などのように1、粘土の乾

燥・ひび割れにも知的作者がいることの推理があることになろうーーがどこかで説明されてい

なければならない。一方、虚空などの異類例はにの場合の異類例として疑わしいと）先に否

定された2。それ（＝虚空など）には、〈知的作者を前提とすること）と同様に、〈原因一般

（同rat).ama回）を前提とすること）も想定できる以上、いずれに由来する結果の非存在なのか

（＝虚空が結果でないのは、知的作者がいないことを含意するのか、原因一般を前提としない

ことを含意するのかが）完全に知られなし、からである。

l 貯~A50.29：抑制iriva を明記eriva と読む。写本 CMs28b5）は不鮮明のため判別できない。

2 RNA49.21ふ21を指す。
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以上から、「逸脱（vyabhicara）が見られる以上、壷などに関して、（それらに）固有の諸々の

特殊性（pratisvikavise$a）を捨てることで、我々は、。同字在からの存在化）（油hlitvabhava）一

一これに依拠して、〈知的作者を前提とすること〉を我々は確立するわけだ、が一一以外の特殊性

を考慮に入れなしリと（ニヤーヤ学派が）述べたことも否定された3。陶工などがいなくても、

粘土の塊などに乾燥やひひ潤れなどの結果が見られる以上、〈非柄生からの存在化）とし、う意味

での〈結果一般〉については否定的随伴が成立しないので、（結果一般と知的作者を前提とする

こととの）遍充関係がなし、からである4c

｛問｝もし「否定的随伴がない以上、（結呆由一般と伎口的作者〉との遍充関係は知覚の上

で把握できないJと言うのなら、君（＝仏新走）もまたどのようにして備作的（蜘katva)

と〈無常ti>(anityatva）との遍充関係を確定するのか。

【答｝無関心（anapek$a）を特徴とする5 （論証対象と）反対のものを否定する認識手段

(vip的1ayabadhak却問nfu)a）の力による、と我々は答えよう。そして、それは、非Xから排除さ

れた〈所作出のみが異類例に不在であることを根拠づける。だが、君（＝ニヤーヤ判~）は、

〈（論証対象と）反対のものを否定する認識手段）を表示できない、と先に説明された九この

備尉生一般〉（とし、う論証因）は、異類例からの排除が疑わししもの（sandigdhavip向avya哨 ika)

であるから、不確定因である。

2.2.2二種類の〈結果性〉をめぐる議論

2ユ2.1ニヤーヤ学派の議論の総説

[51.14; Ms 29a2］以上から、以下のことは、（仏新走から）投げかけられた（反論）に対する

ニヤーヤ学派の論駁もどき（紘$epapariharaviφmbana）である（と理解される）。

3 このニヤーヤ判Rの見解の出典は未確認、少なくとも、この部分を導入するyadu陥 mが指すものは、おD

内の先行する吉国主にはなし、。

4繰り返しになるが、ニヤーヤ学派の主輯申論証は、信吉呆出品、う論証因から伽的作者を前提とする

こと）とし、う論証対象を導く形を基本型とし、その上で、結論となる伽的作者）を主輯申に限定する、

とし、う二段階のフ。ロセスを経るものである。今、第一段階のところで、部吉果ti>という論証因が含意する

輯丙が〈ある時点まで相生しなかったものが、ある時

れは壷などの人工物のみならず、山や草などの自紫吻にも当てはまる。ニヤーヤ学派としては、壷などの

人工物からの類推で、山や草などの自然物にも何らかの知的作者が必要とされるだろう、と説得したいは

ずだが、そもそも、その査という実例からして、陶工の柄主を前提としない、章t'.11呆やひむ号割れという自然

な変容（＝結果）を蒙ることを暗示している。つまり、査とし、う実例は、保吉呆性〉をもつにはもつが、そ

れは必ずしも知的作者を前提とするわけで‘はない。つまり、結呆飴という論証因が、〈知的作者を前提

とする〉実例に肯定的に随伴すると同時に、〈知的作者を前提しない〉異類例にも随伴してしまう。そのよ

うな論証因は、仏教論理学の締苦では、（異類例に存在しないことが疑わしい論翻翠）あるいは、（否定的

遍充関係が疑わしし守命詔週〉と呼ばれる。

5町'1"A51.10: an叩巴:k~fil北伊l).a・が具体的に何を意味するかは不明。文脈からは、知覚を考慮することなく、た
だ概念的なものとしての論証因と論証対象との関係を考えることを含意しているようである。

6 RNA45ふ11.を指すと思われる。
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「ここ（＝主輯申論証）には、実に、二種類の〈結呆性）がある。（結果一勝胸yam五回）

と（特殊な（結尉生）〉（泌il?ta）である。その中で、第一のものは、（知的作者を前提とするこ

ととの）結合関係（pratibandha）が不成立であるため、不確定因である。特殊なものは、（主題

となる）山などのに対してありえないものであるから、不成立因である」と言うそれ（＝仏教

徒から投げかけられた反論）は正しくない。（ニヤーヤ学派の観長からは、）〈結呆性一般）にだ

け（知的作者を前提とすることとの）結合関係が妥当するからである。

また、「特殊な結果性Jと述べられているが、では、それはし、かなるものか、に答えなければ

ならない。①もしプノレ、ンャ（p削伊）の有無に従うとし、う点で（特殊な）結果であれば、それは

（論証されるべき事柄が）先に知られてしまっている。②Xが観察された後、（実際の製作）作

用（kriya）は観察されていなくても、「作られたものJとしづ認識（刷bud也i）が生じるよう

な〈結果〉であり、すべての宮殿など（の人工物）に属しても、山など（の自然物）からは除

外されたものが（特殊なもの〉と言われる。だが、それは正しくなし＼ （以下のシャンカラスヴ

ァーミン等の議論で検討されるように）選言肢が妥当しなし、からである九

2.2.2.2シャンカラスヴァーミンの見解

[51.22; Ms 29a4］同様に、シャンカラ（スヴァーミン）は、次のように説いたー＿8

「作られたものjの認識（lq旬buddhi) とは、（主宰特命証の場合に、）論5政橡（sadhya）を

7ニヤーヤ判Rが主輯申論証で述べる備呆性〉（陥yatva）とし、う縦国は、仏新走の干見知も次のように

分析される。

陥ryatvaが意味するもの 論証対象 論証因の過失

(l）結期生一般（凶yatvam五回） ー一歩 知的作者を前提とすること、あ 司確定因

るいはー脚句な原因を前提とす

ること

(2）特殊な結果（visiwi) ーー今 陶工など、目に見える知的作者 不成立因

を前提とすること

これに対して、ニヤーヤ制限は次のように答えてし、る。

k均1atvaが意味するもの 論言酎象 論言掴の過失

(l）結呆↑生一般（陥ryatvama回） ー－－＋ 知的作者を前提とすること 不確定因ではないので、正し
、ノ い論証因である

。）特殊な結果（visi$）① ー-i砂 知的作者であるフツレシャを前提 論調にすでに論証対象の

＝プ／レシャの有無に随順する結果 とすること 意味が含意されているため、

論証因にならない

(3）特殊な結果（visi銅）② ーー参 壷などに対する陶工のような作 実例にしカ適用できなし吃

＝その製作過程が知られてし、なく 者を前提とすること め、論証因にならない

ても‘「作られたものJとし1う認識

を生み出す原因となるもの

B このシャンカラスヴァーミンの断片は、胎ヨSS巴r2002:67に独訳されている。なお、このシャンカラスヴ‘ア

ーミンの言己主は、別A304.10-l7に引用されるトリローチャナの議命と関連する。 トリローチャナの言論lこ
ついては、ぬ"dSSer2002: 7ふ78を参照。
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知ることなのか、それとも論証因（sadhana）を知ることなのか。もし（結呆性と知的作者性と

の）遍充関係をすでに把握した者は、論証対象も認識しているのであれば、（当然、）それ（＝

「作られたものJの認識）もあるに違いなしL一方、まだ遍充関係を把握していない者が（論

証対象を認識するのであれば、）別のもの（＝山など）にもそれ（＝「作られたものJの認識）

が生じることがどうして見られょうか。（遍充関係がまだ把握されていない以上、結果であるこ

とから、それが知的作者により作られたものであることを推理することはできない。）

では、（それが）論証因の議哉であるとすれば、（仏教徒）自身の承認と矛盾しない9。あらゆ

る荷主者が（業により）（作られたものである〉ことは、（仏教徒により）承認されていること

だからである。

2.2.2.3ヴ、アーチヤスパティ・ミシュラの見解

[51.26; Ms 29a4］この点について、ヴアーチャスパティはさらに次のことを述べた一一10

ここで、君（＝仏教徒）は、次のうちでより賢明なものを決めるがよい。（特殊f生） (vise~） 

とは、知的作者の有無に随順することなのか、それとも、山など（の自然物）の場合には「な

しリと表示されるようなもの（＝目に見える知的作者）を見ることなのか。

もし第一の選言肢だとすれば、それ（＝特殊性）は、身体や大地などに関する優れた認識手

段（ati~thamana）をもっ者たちにより、伽的作者を有すること〉として確かに認められている。

と言うのも、恥知らずな者（油成a）でなし、かぎり、原因とは結果の有無を伴わないものである

と語ることはなし、からである。

一方、「（相対抗は）それ（＝目に見える知的作者）を見ることであるJ~＂、う後者の選言

肢の場合、（実際の製作）行為を見ていない者に「作られたものj とし、う言窃哉（kt匂bud也i) は

ありえない（ことになる）。というのも、ある査（X）が（陶工という）知的作者の有無に随l慎

することをこの者が（実際に）見るならば、それ（X）のみが「結果Jであり、市場にある（別

の劃（vip叩vartin）はそうではないことになる110

にれに対して仏新走が、）「それと同類であれば、それ（＝陶工という知的作者）の有無に

随順することが観察されるので、たとえ不可見の（知的作者）の有無に随順するもの（＝市場

9恥 JA51.24 (Ms 29a4）のsvopagamavirodhal:tをsvopagamavirodhal:tに訂正して読む。このシャンカラスヴ‘ァー

ミンの言己主に対応するトリローチャナの記述の断片には、次のようにある。別A304.10・ll:etenay叫aha

出lo四naJ:i-nanukeyarμ h匂buddl地，kirpsadhan油uddhira伽 sadhy油uddhilJ.翁dhan油uddh's tavad bhavatiiqt 

siddh必va,kan判明1lokav凶ci句’amity abhyupagam羽 iti.上記の訂正は、この記述を参考にしたものである。

10以下の議論は、 NVTf566.21・567.9に対応する。

IIすなわち、仏教徒が指摘するように、ニヤーヤ判Rの主輯申論証で、は二種類の結呆性が混合しており、

壷などの実例では、身体や大地などとは異なる、（特殊な結呆協が述べられているように見える。だが、

ヴアーチャスパティに言わせれば、その指摘は正しくなしLなぜなら、〈特謝生）を〈実際の製作現場を見

たことで確認できる結果）とし寸意味にまで限定してしまえば、査の中にも、実際の製作現場が確認され

た査と、すでに市場に出た、製作現場が確認されていない蓋とが区別されることになり、身体や大地など

と査などとの違いを指摘する、という本来の意図は達成できないからである。
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にある壷なのだとしても、それと同類のものは同様であるj と言うのであれば、なんとも驚

きである。生じた査などは知的作者の有無に閥｜慣するわけであるから、身体や大地などという

別の（生じた）ものも同様になるということは、王の杖でも変えることはできない。

（仏新走がそれでも）「査と同類のものであり、かつ、生じたもの（u中a伽 at）であれば、知

的作者を前提とするJと言うのなら、宮殿などはそれ（＝知的作者）をもたないことになって

しまう。壷と同類ではないのだから。

（仏新走が）「あるものの同類が（知的作者の）有無に陶｜慎することが見られれば、その同類

のものだけが、たとえ不可見の（知的作者）の有無があるとしても、それ（＝知的作者）を前

提とするJ（と言うのであれば、）それなら、保吉果〉とし、う点で同類である、宮殿などが知的作

者を前提とすることが見られないということーーそのようなことがあるとすれば、生じたもの

である身体や大地などは（壷などと）同様でないことになるだろうがーーがあるだろうれ（し、

や、そのようなことはなし＼）実際のところ、〈結果〉としづ点で同類であるということについ

て、（宮殿などと身体や大地などとの聞に）何の違いもないのである。

2.2.2.4ヴィットー力の見解

(52止Ms29bl］一方、ヴィットーカは（次のように）述べた一一12

あるいは、（主輯申論証に登場する備呆協に関しては、）何らかの未確定な特殊性（泌明）

があってもよい。ところで、その特殊性を教えてくれる彼（＝仏新走）が意図したものは何だ

ったのだ、ろう。①信吉果一般〉は（主宰神論証の論証因として）成立しないとし、うことか、②

（特定の結果〉が（成立しないとし、うことか）、③（論証因で言う）儲果一般〉が（論証対象

となる）〈知的作者〉から逸脱するということか、それとも④論証対象と実例との聞に単なる異

質性があるということか。そして、ここから何が（帰結するのか）。 G可も帰結しない）

① まず、保吉果一般〉が（論証因として）成立しないと言うのであれば、それは正しくない。

大地（visv；抑bhara）なども、原因の作用から生じることは（立論者と対論者の）双方ですでに

成立しているからである。

②壷などの特定の結果は（山などの）主題において不成立であると言われるのであれば、

その場合、ここ（＝主輯申論証）では何の損失もない。特殊なもの（＝壷などの実例にのみあ

てはまる結呆性）は（主宰神論証の）理由として採用されることはないからである。

③もしく結果一般〉には（（知的）作者〉からの逸脱（vyabhicara）がある（＝知的作者を前

提としないものでも、結果となることがある）と説明しようと意図されているのであれば、そ

れ（＝逸脱）はありえない。（結果一般は）異類例の上で確認できないからである。また、（知

的作者の有無が疑わしい）草などは（後に、推論の）主題とされるからである。単に疑わしい

だけの対象（訟白陥m加a）は、（それだけで）全面的に否定されるわけではないのだから。〈否定

的遍充関係が疑わしいものであること） (sandigdhavyatirekitva）は、ニヤーヤ判制ことっては「詰

12以下のヴィットーカの断片については、ぬおSぽ 2002:133・136にテキストと独訳がある。
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聞の必要のないことをあえて詰問することJ（：凶cumyojyanuyoga）であるが、仏教徒たちにとっ

ては、「過失を指摘できないことJ(ado~odbhavana）としづ敗北の立場（凶g油出血加a）であると

すでに説明した通りである13。そうだとしても、（結果一般が異類例にあることを）否定する認

識手段（badhakap附 naQa）は確かに述べられたで、はないか。それゆえ、「（結果一般と知的作者

を前提とすることとの聞の）結合関係（pratibandha）が成立しないのであるから、あらゆる場合

に、（結果一般は知的作者を前提とすることを）逸脱するのではないか、という疑いがある」と

いうことはない。

④論証対象と実例とが異質であることを指摘すると言うのであれば、それは違う。それは

どこでも簡単に理解できることだからである。もし論証対象と実例とが異質であるというだけ

で、論証対象が証明されないのであれば、今や、（あらゆる）推論の陳述もなくなる。貯蔵庫

(nikt凶ija）と台所とはともに煙をもつのだとしても（＝それゆえ、火を知らせるとしても）、ど

うにかすれば（両者の）異質性を説明づけることもできるのだから。

2.2.3仏教徒による論駁

2.2.3.1総説

[52.22; Ms 29b5］以上（＝ニヤーヤ学派の議論）は、何ということもない。ここで、（それに

対する論駁の）要旨をまとめれば、以下のようになろう。

そもそも、係吉果一般〉というそれは、（査などを実例とする）上述の手続きで結合関係が証

明されているので、（主題となる）山などの場合でも、可見のフツレシャ（句凶p町時al)）を（結

論として）推理させるのである、ということが、我々（＝仏教徒）が意図する論証対象である。

（それだけで、主宰神論証）の不成立は妥当しているから、我々がそれ以上の考察を加えたと

ころで何の意味もない、と承認しているにもかかわらず、「特殊な結呆性J(visi~凶也抑制a）と

いうことが述べられた。しかし、「だが、それこそは存在しなしリと詳細に説明されているのだ

から、それもすべて措定する必要はなかったのである。

すなわち、〈結果一持労は、上述の手続きでは（知的作者との）遍充関係が成立しないのだか

ら、不確定因となることは最初から避けられない。

また、（実例である壷などにのみあてはまる）〈特殊な結果即（泌i~隊耐atva）を想定して、

論難がなされたが、それ（＝特殊な結呆性）を我々（＝仏新走）は承認していなし、以上、それ

を論駁するための寸車の議論は、徒労に終わる。とし、うのも、二種類の結果性一一ひとつはす

べての結果に閥｜関するもの、もうひとつは山などではなく、壷や布・宮殿などに従うものーー

は（仏新走からは）認められていなし、からである14。（仏新走にとって）結果とは、むしろ複数

の類に属するもの（加ek事try法的であるσその場合、確かに布は、宮殿などと〈期主的（v：括加同）・

〈特殊な形態を有すること）（組関白面avi均ayogitva）・〈結呆性〉（陥iyatva）などの属性をもっ

13 この二つの敗北の立場については、 JSD4J.22・27で議論されている。護山2015:151，血s.25,26を参照。

14町ぜA52.28・53.9はPatil2009: 15Eト157に英訳がある。
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点で同類であるとしても、日常的な知覚（vyav.油剖k抑 praty.向 am）は、それらの属性を〈知的

作者を前提とするもの）として理解することはない。係吉呆↑飴などは〈知的作者性）の否定的

随伴に随｜慎することはないからである15。だから宮殿や山などに〈結呆性）が見られるからとし、

って、どうして〈知的作者t1:>の推理がありうるだろうか。むしろ、壷と同類の一群の結果に

（知的作者性の）否定的随伴が成立するが、他ならぬそれ（＝査と同類のもの）は〈知的作者

性〉により遍充されることが知覚を通して成立する、と述べられた。それにより、時間や場所

が異なっていても、壷と同類であるからこそ、（その作者たる）知的作者の推理がある。一方、

宮殿の類のものも（大工という）知的作者を原因とすることがどこかで個別に確認されるとき、

それ（＝宮殿）と同類であることから、（他の宮殿などにも）知的荷主が証明される。同様にし

て、それぞれに種類を異にする皿・バケツ・カート・腕輪などの一群の結果から、（それらとそ

れぞれ同類のものが）（知的作者を前提とするもの〉として個別に確定された後、（それらすべ

てが）〈知的作者を有すること）を推理することは非難されない160

このような意味を念事頁に置きながら、先生（＝ダノレマキールティ）は（次の偶を）述べた一一

《（査などの）形態（抑mive勾）などが、ある特定の統御者（adhisth五位、＝作者）の有無に

随順することが証明されるとき、それ（だけ）に基づいて推理される事柄は正しい。》

(Pram均1avarttikaII 11 ) 

以上のように、壷・布・山などは係吉呆性）・〈実在十飴などの属性の点で同類であるとしても、

（それらの）下位分類となる、壷・布・山などの類の区別 Gatibheda）を措定した後に、世間の

人々には、（それぞれの）遍充関係を把握する知覚が働くのである。このことを示すために17、

日常的生活（にのみ）習熟している人々の知性（sarpvyav：油盈ヨpragalbhap店時油uddhi）を鑑みて、

（実際の）作用を見ていない人にも、それ（＝結果）が見れることで「作られたもの」という

認識が生じる、と言われた。聖典の教えに依拠する知性をもっ人間（sas回parava5abud品ipuncyi)

15すでにおDS0.24-26で述べられた通り、陶工という知的作者がいない場合でも、粘土の乾燥・ひひ曹リれ

という結果が起きることが観察されている。それ故、備期生）と侠口的作者協との聞に否定的随伴は確
定されなし、。

16複雑な構成になっているが、その大略は次のようにまとめられよう。

〔前提1：〕結果（陥rya）とは、複数の類に関わるものであり、壷なら壷、宮殿なら宮殿と分けて考えな
ければならない。〔→仏新走による結果の定義〕

〔前提2：〕日常的な知覚からは、結果一般が知的作者を前提とするということは瑚草されない。〔→ニヤ

ーヤ判Rが想定する遍充関係が知覚からは成立しないことの指摘〕
〔前提3；〕日常的な知覚は、陶工がい怠ければ査がないことを知ることで、壷というのものは陶工とい

う知的作者との必喜納関係をもつことを知らせる。同様にして、宮殿や皿についても個別に知的作者との
必撚性が理解される。〔→前提1により修正された、遍充関係の瑚朝
〔結論：〕したがって、今、作者が知られていない壷や宮殿などがあるとしても、それらに知的作者がい

ることを推理することはできるが、山などに主宰神とし、う知的作者がいることを推理することはできない。

17 ISD53.9・19は、 Patil2009:159・160に英訳がある。
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を鑑みて（そう述べられたわけでは）ない。すなわち、聖典の学習をすることなく、日常的な

活動に（のみ）習熟した人間は、寺院と同類のものを人為的なもの（puru~apfirVaka）として確

信したまま、町から森へ入って寺院と山とを眺めたとき、その両者が作られるところを実際に

見ていないながらも、寺院には「作られたものJとしづ認識が生じ、山には生じない。その寺

院と山との両者は（結呆f生）等の点で同類であるにせよ、「作られたものjとしづ認識が生じる

か否かは、両者に（山〉や（寺院〉を糊敷とする下位分類 Cavan回ヨuatibheda）を措定すること

がなければ、定立することができない。

また、類の区別が成立すれば、寺院の同類のものの中で（知的作者性との）遍充関係が把握

されるからである。だが、山と同類のものには（遍充関係は把握され）なしLまた、（その場合、）

宮殿などと同類のものに（知的作者性との）遍充関係は成立していないので、そのことから（＝

寺院の場合から）、（宮殿などの場合の）知的作者は推理されなし、。しかし、宮殿についても個

別に（知的作者性との）遍充関係が把握されれば、それ（＝宮殿）と同類のものという理由か

ら（別の宮殿の）知的作者を推理することもあろう。だが、山など（の自然物）については、

夢の中でさえ（結果性と知的作者性との）遍充関係は把握されない。（子供としづ作者をもっ）

玩具の山などは、（実際の山と）単なる名称、だけならば違いはないにしても、（実際の）山など

とは決定的に異なる本性があるからである180

2.2.3.2シャンカラスヴ、ァーミンの議論への応答

[53.20; Ms 30bl］また、「『作られたもの』という認3哉（lq旬bud品i) とは何か」云々と（シャン

カラスヴァーミンから）質問されたが19、その点について、お望みであれば、「（それは）論証対

象を知ることに他ならなしリと我々は答える。

また、この点について、「もし（結呆性と知的作者性との）遍充関係をすでに把握した者は、

論証対象も認識しているのであれば、（当然、）それ（＝「作られたものJの認識）もあるに違

いない。一方、まだ遍充関係を把握していない者が（論証対象を認識するのであれば、）別のも

の（＝山なめにもそれ（＝「作られたものjの5蕊哉）が生じることがどうして見られょうかj

と言われたカ~20、この点について（次のように）答えよう。すでに遍充関係を把握した者には推

理が生じるが、まだ遍充関係を把握していない者には生じない、というこの点に関しては、我々

に何の異論もない。ただし、この対象（＝山など）について言えば、そもそも遍充関係を把握

した者（自体）がありえない、と我々は述べる。上述のような次第で、否定的随伴（vyatireka) 

が成立しない以上、日常的な知覚を通してく結果協が（（知的作者性により〉）遍充されるこ

!8実在としては異なるものであるのに、名称が同じというだけで何かを推理する二とは正しくない、とし、

う議論は、 PVII12を踏まえたものであろう。また、応JA308.252-6を参照。

19直前のISD51.22を指すはずであるが、そこでの表現は匂匂buddl均kiJTl弱dhy：油ud曲目1…で’あった。ここ

でのkeyarplq匂buddhir…とし、う問いかけは、応JA304.10に引用されるトリローチャナの断片 Cnanukeyarp 

切めud出ilJ…）に対応する。

20直前のおD5l.22・24を指す。
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 とが確定されないからである。

したがって、（個々の）下位分類で（結果性と知的作者性との関係を）証明するために、日常

活動を行う人々（の知性）のみを鑑みて、この認識（＝「作られたもの」とし、う認識）の有無

が述べられた。そして、類の区別 Gatibheda）に関する（論述の）目的はすでに説明しである210

2.2.3.3ヴ、アーチャスパティ・ミシュラの議論への応答

[53.28; Ms 30b2］自らを賢者とうぬぼれているヴアーチヤスパティが語ったこと一一 fそれな

ら、（結果）という点で同類である、宮殿などが知的作者を前提とすることが見られないという

ことーーそのようなことがあるとすれば、生じたものである身体や大地などは（壷などと）同

様でないことになるだろうがーーがあるだろうか。（し、や、そのようなことはない。）実際のと

ころ、も結果）とし、う点で同類であるということについて、（宮殿などと身体や大地などとの聞

に）何の違いもないのであるJ---22は、正しくない。すなわち、宮殿や山などは〈結呆ti>な

どの点で同類であるとしてもよい。しかしながら、日常的な人々の知覚では、それ（＝結呆性

など）が（知的作者〉により遍充されていることが瑚卒されえなし冶遍充関係を把握する時点

では、実例において「知的作者がいなければ、結果一般がなしリと知ることができなし、からで

ある。

2.2.3.4仏教徒の応答の要約

[54.1; Ms 30b4］以下は、（仏新走の議論を）要約した意味である。

係吉果一般〉は、否定的遍充関係がないために、（それに）遍充されていないもの（＝知的作

者性）を理解させる（論証因）ではない。一方、下位分類となる、壷や宮殿などに共通する保吉

果一般〉は、我々も認めていない。一方包、壷性や布性など、それぞれに固有の複数の類を優先

することにより、周知の推理（＝人工物に関しては、結果があれば知的作者がいることの推理）

が確立される。そして、それ（＝周知の推理の確立）は、非難されることなく定められた。

2.3論証対象の考察

2.3.0論題の提示

[54ぷMs30b5］今や、論証対象そのものが考察される。

21 PV II 11に関連して述べられた、直前のISD53ふ11の議論を参見

22 ISD52.ふ7を指す。

23 ISD54.2のyath吾郎の読みには疑問が残る。この個所の写本仏1s30b4）は不鮮明であるため、刊本の読

みに従うが、 ya血五のニュアンスは上記の訳には反映されていない。
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2.3.1論証因を考察する際に論証対象を考察しても敗北の立場にはならない

[54.5; Ms 30b5] ［問］立論者（vadin）が論証因を述べる際、その論難を指摘することを中断し

て、論証対象そのものを考えることは、ニヤーヤ学派の見解では〈非難されるべきでないこと

の非難〉（出制刈向uyoga）、仏新走の見解では（過失を指摘しないこと〉（剖0与odbhavana）と

いう敗北の立場である2七

［答｝それは卑劣な物言い Galm司alpi匂）だ。つまり、論証対象そのものが定まっていなけれ

ば、それに随順する主題・同類例・異類例の確立がどうしてありえようれそして、それら（＝

主題・同類例・異類例）が完全に定まっていなければ、（不成立因〉等の過失ゃく主題所属性〉

などの適合性包問a）も確立されない、と述べられた。（だとすると、）もはや理由の過失や適

合性は語れないので、対論者は口のきけない者でなければならない。したがって、このように

論証対象を説明するということは、理由の過失や適合性を述べることに他ならないのだから、

（論証対象そのものを考察しようとする）この論者は、自分たち（＝仏教徒）の見島平では、（ニ

ヤーヤ学派が言う）〈非難されるべきでないことの非婚という（間違った）論難により敗北の

立場に落されなし由。それ故、（君たちが）この点を非難する必要はない。

2.3.2ニ段階論証の問題点

2.3.2.1総説

[54.13; Ms 30b6］この（結呆胎とし1う論証因であるが、これによって一切は知的作者一般を

前提とすることが論証されるのか、それとも〈単一寸生（ekぽva）・遍在性（vibhutva）・全知者性

（回W司自atva）・常住性（凶tyatva）などの徳性で形容される（特別な）知者（＝主輯申）〉を前提

とすることが論証されるのか。前者だとすれlま26、周知のことの再証明（siddh信組1ana）にすぎ

ないが、後者だとすれば、（結呆性と特別な知的作者性との間の）遍充関係がないのだから、（そ

の論証因は）不確定因である270

2.3.2.2ニヤーヤ学派の見解：主題諸属性の力により特定の対象が論証される

[54.16; Ms3lal］【問］ 28遍充関係は一般的~.： (sfun加yena）醜卒されるとしても、〈主題諸属船

M この二つの過失については、すでに43.23-27で言及されている。護山2015:151, fhs. 25, 26を参照。

25 貯~A54.ll似s30b6）に nigi油部位1anenanigrhyねとあるところを訂正し、凶g油ぉ世1anena凶grhyataと読む。

%削A54.15:pratham叩向eをMs3lalに船、prathamep~e に訂正する。

27主宰神論証は、信吉呆f掛から噺吉する論証対象について、さらにその特殊な論証対象が証明されるとい
う構造をもっ。この二段階論証の問題については、すでにISD50.4-20 （護山2015:166167）で論じられてい

るが、以下では主宰神の全知者f信正明との関連から、さらに詳細な議論が展開される。二段階論証につい

ては、狩野1987:3・7;2015を参照。

28以下、 fSD54.lふ26については、 Patil2009:165に英訳がある。そのうち、 ISD54.21・23については、 Kras相

2002: 195, fh. 282に独訳がある。
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(p紘与adharmata）の力に基づいて、特定の対象（吋記号a）が論証される。ちょうど、（主題とな

る）山との（非結合の排除） (ayogavyavaccheda）に基づいて（特定の）火が証明されるように叱

そうでなければ、あらゆる推理が断絶する。実に、推理を敵視する者は、以下のように語って

いる一一

《論者という象たちは、推理の崩壊（釦umanabh泊ga）というこの泥沼に落ちてしまった。

（すなわち、論証対象が）特定のものだとすれば、（理由との）随伴関係がなくなり、（論

証対象が）普遍だとすれば、（理由は）周知のことの再証明するものとなる。》 30

2.3.2.2仏教徒の応答

[54.21; 3la2）この点に答える。確かに、〈主題諾属↑空会の力に基づいて（あの山にある火など

の）特定の対象（吋缶詰）が論証されるのであり、（論証対象となる）あらゆるものが論証され

るわけではなし冶あるXがなければ主題に関する論証因が説明づけられないような、その特定

のもの（X）カ~~－日月されなければならなしL 例えば、（推理されている）他ならぬ火には〈山に

属しているもの）などの特F対生があるが、（Ji彩の光をもっネックレスのように魅力的なもの〉

（という隔絶した特殊性） 31はない。また、山々にある木々が結果であることは、作者が単一・

遍在・全知者などであることを抜きにすると妥当しないというわけでもない。それ以外の諸々

のもの（＝主宰神ならざる業なのにも、（結果性は）観察されるからである。それ故、（ジュ

ニャーナシュリーミトラは述べた一一）

《主題との〈非結合の排除〉にすぎない特定のもの（bheda,＝あの山の火など）に関して

は32、論難されることはない。しかし、望まれるものの成立との随伴関係はないのだから、

29 RNA 54.16-17: yathagneb parvatayogavyavacchedadisiddhibとあるが、 Ms3lalの読みはyatl匂arvatayoga-

vyav配 ched剖isid品出である。ここで記iの語は文町民と、不要なものである。そのことを考慮し、ここでは、

以下のようにyatl匂arvatayogavyavaαh吋剖a伊isid也ibとテキストを訂正して読む。関連する議論としては、

ぬおおr2002: 274, fu. 450が注記するように、PVSV侭rasserの貰数には誤記がある）の次の言己主がある。PVSV

95.4-5: arth剖 ev.亀hes匂tprade5ayog：明1ηavacch阿佐Itisa匂.tha弱dhyaucyate.すなわち、煙と火との間の遍充関係

が成立しているとき、向こうの山から立ち昇る煙を見て推理される対象は、その含意として（創世1滋）、その
山と結びついた特定の火である。これが、推理対象は主題との〈指拾の排除） (ayogavyavaccheda）に基

づいて証明されるということである。なお、 Patil2009:165はテキストは現行のまま、＇ justas fire is proven [to 

be present on a mountain J through the excl出ionof a nonconn倒 ionwi白血emoun凶n”と訳している。

30この引用は釣寸田26ふ10からのもの。詩節後半は応JA268.4にも引用される。引用の同定、また、詩節

の角献について、片岡啓氏に槻付る。

31 この例に関連して、ジュニャーナシュリーミトラは、「五彩の光をもっ火Jとしヴ言い方をしている。刑A

238.15-16: yatha ka.5cit paftcivan;ia.5i他arμsil<l也mmanutη加 mabhipretya vahnir a回 dh白n制 itisadhane… 

32詩節前半部には問題がある。問A54.25:p向：ayogavyavacchedめh回m耐enad偽抑制とあるが、 fu.3が注記

する通り、 Ms3la3 にはp北~yogavyavacched油hedam加℃bhedenad雨明朗1 と記載されている。 ma回の母音
字aの上に削除記号があるようにも見えるが、不魚判月のため確実で、はなIt＼これに対して、対応するかJA

238.28 は p政~yogavyav配chedama回bhedenad匂抑制と読んでいる。これらの情報を勘案し、この個所は
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（それと）隔絶したもの（＝五彩の光をもっ特別な火など）については、論難がある。》 33

2.3.3意図された論証対象である全知の主宰神をめぐる議論

2.3.3.1ニヤーヤ学派の見解

2.3.3.1.1総説

[54.27; Ms 3 la3] ［問｝もしそうであれば、（上記の論難を回避するため、我々ニヤーヤ学派

により、）（結果）自身の本性34・質料因（upadana）・手段（upakaral)a）・享受者（却印刷加a）・

目的（pray吋ana）を知る者こそが、（大地などの）作者であると証明される。また、ここでの「本

性j とは、二原子体としづ結果である35。ここで、「質料因Jとは、（地・水・火・風）四種類の

原子である。「手段Jとは、あらゆるアートマン（Ic?e吋伽）に内属する善・悪の業である。［享

受者j とは、（すべての）アートマン一一この世尊（主宰神）が（アートマン）自身の業に応じ

て心をかける対象とされるものーーである。「目的Jとは、アートマンが苦楽を経験することで

ある。このような知者が論証されるべき対象であるとすれば、どうしてにの論証が）（周知の

ことの再証明） (siddh出制hana）であろうか。また、遍充関係がないわけではない。陶工という

実例により、（知的作者が）質料因などの知者であることは36、ありうるからである370

p北$Ayogavyavacch吋ama仕出hedenadfi抑制と訂正して読む。ジュニャーナシュリーミトラは、この詩節に

先立つ散文部分（別A238.8）でbhedaと同義語である viSe$aを「p均五yogavy卸 acchedam加を特徴とするも

のjと「それと隔絶したものJ（凶抑氷匂）に分けて記述しているが、そこでの表現からも、この訂正は支

持されるであろう。

33 この詩節は、介~A268.2ル21 の引用である。

34 RNA 54, fu. 4に注記がある通り、 Ms3la3はS¥叩op剖沿10・であるが、上部l欄外にsv叫の挿入の指示があ

ることから、刊本の通り、 svasvar官popadano-と読む。だが、次の注で記す通り、この挿入がラトナキールテ

ィの本来のテキストを反映したものかどうか、という点には疑問がある。

35附 A54,fu. 5に注記がある通り、 Ms3la3上部欄外にsvarfipamiha叩 dvy明ukarn陥1y仰の挿入の指示があ

る。上記翻訳は、この挿入を認めた刊本の読みに従ったもので、ある。だが、主輯申の館日朝生を論じるに

あたり、陶工などが査の質料因・手段・享受者・目的を知っていることから、主当E神も創造される世界の

質料因・手段・享受者・目的を知る全知者でなければならない、とし、う議論がフ。ラシヤスタマティの断片

など（次の注36を参照）に見られるものの、結果の「本↑釦（svar百pa）を知らなければならないという記

述、また、その本性とは二原子体であるという言己主は、管見の及ぶ限りでは、ラトナキールティ以前のテ

キストに確認できな川また、続く文章で、 upadanamiha…と再びihaが繰り返されるのも不自然に思われ

る。ただし、現時点では、この挿入を後代の付加として断定する根拠も乏しいため、刊本に従う訳を提示

しておく。

36町ぜA55土up丑danady－をMs3la4により up剖加剖y・に訂正して読む。

37 儲果）を理由とする推論式により、大地などにも作者がいることを論証した後、その知的作者は、結

果となるものの質料因ー手段ー目的ー享受者を完全に知る者であるという推論式は、プラシヤスタマティ

(Praぉstamati）によって示されている。 CfTSP(ad TS 54) 55.19-26; Moriyama2014: 33-34.また、トリローチ

ャナ（Trilocana）の断片にも同様の↑静日がある。 Cf.別A239.21・25.そこで、は、大地などの質料因として四

種の原子（p翻 mfu)u印刷期ya）が、手段としてアートマンに内属する業 (kalman）と、方位臼is）と時間（陥la)

が、享受者として全てのアートマン（均出百yfia）が、目的としてアートマンの享受（up油hoga）が、それぞ

れJ列挙されている。しかし、上記のラトナキールティの言己主に最も対応するものは、ヴアーチャスパティ・

、ミシュラの言己主である。 Cf.NK 149.22・25.
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2.3.3.1.2ヴ、アーチヤスパティの見解
~ 

＼ 

[55.3; Ms 3 la4］また、同様に、ヴ、アーチャスパティは（以上のことを）次のように証明する380

〔主張：〕議論の的になっている身体・山・海などは、（それらの）質料因を知る作者を

もっ。

〔理由：〕結果であるから。

〔実例：〕およそ結果であれば、質料因などを知る作者をもっ。宮殿などのように。

〔適用：〕そして、議論の的になっている身体など同様である（＝結果である）。

〔結論：〕したがって、（それらも）同様である（＝質料因などを知る作者をもっ）汽

以上、この論証に基づいて〈質料因などを知る作者一般〉を証明した後、その者が全知者で

あることを証明するために、同じヴ、アーチャスパティがふたたび次のことを説いている---AO

そもそも、質料因などを知る作者一般が証明されればよし、。一方、残余法（parise~ya）に基づ

いて、「否定的遍充関係をもっ第二のものJ( vyatirekidvitTya）と呼ばれる推理から41、特殊性が

証明される。すなわち、一一

〔肯定的遍充関係：〕身体や大地などの質料因などを知る作者は、無常で、あったり、全知

で、なかったりということはない。

〔否定的遍充関係：］（もし無常であったり、全知でなかったりすれば、、）その作者はその

質料因などを知らないということが帰結してしまうからである。実に、その（身体などの）

質料因を知る者は、我々とは異なり、そうであることはない（＝無常などであることはな

〔主題所属性：〕この者（＝主割申）は、その質料因などを知る位。

〔結論：〕故に、その通りである（＝この者は、無常で、あったり、全知で、なかったりとい

38以下、 ISD55.4-15は、 Patil2009: 167に英訳がある。

39 この推論式に完全に対応するものを、まだヴアーチャスパティの著作に見出していなし、。類似のものと

して次がある。 Cf.NVTf 563.16-19: viv制制抑制出国1U加ugitisagar剖ayaupl:'idanabhijfi北artrka,u抑制ma伽 at

a印刷op剖加抑制vえyadyaduや制madace＇凶op剖an北町lva旬.tsarvamup剖an剖y油hij拙 artjp伽北肌抑制

pぬ翁d記i.ta出acaviv剖剖hyasi伝starm回ugitisagar剖ay:功.tasmatte’pi匂出eti.ただし、理由に同ryatvaが提示され

ていなしL陥ryatvaを理由として、 upalめ品卸1atk担割caを論証する形式は、 NK150.2（ド22に確認できる。

紛以下、 ISD55ふIiは、 NVlf568.11・16からの引用であるが、若干の語句の異聞がある。

41対応するNVTf568.12はη叫民同siddhぽと読むが、その注記fu.3によれば、 J写本（＝Jai鈎加er）には、

vyatir巴kidvitTyatifunnovise~・の読みがま緑されており、貯~A55.10 の読みに近いことが分かる侭NA は

加問盈latの語を含む）。

42 Ms31めでは、この文の直前に、削除記号とともに（凶upadan碕latl油hijfiat、叩郎副gat）の一文がある。
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うことはない）。

〔説明：〕実際、そのような（＝常住にして全知者である）主輯申を跡、て、それ以外の

者は、様々な原子や、アートマンに内在する、無数の様々な業や意図（話aya）を知ること

はできない，430 

2.3.3.2作者の単一性と全知者性に関する仏教徒の論駁

2.3.3.2.0世界の作者の数に関する三種類の選言肢の提示

[55.18; Ms 3lbl] ［答｝“この点に答える。①時間・場所・本性がばらばらの、二原子体とい

う結果が前主しているが、それらすべてに対して単一の知者が作用をなすのか、依夏数の（知

者）が（協働して作用をなす）のか、それとも、③それぞれ自身に固有の対象だけの質料因な

どを知っているが、互いには知りあっていない者たちが、場所・時間・本性を異にしたまま存

在しており、（それら）別々の知的作者たちが、二原子体ごとに（別々の）作用をなすのか、と

いう三つの選言肢が考えられるべ

2.3.3.2.1第1の選言股の考察：作者が単一であることはない

2.3.3.2.1.0総説

[55.22; Ms 3 lb2］まず、最初の立場は違う。すべてのこ原子体は場所・時間・本性を異にする

ものであるが、（それらの）作者（＝作用を及ぼす存在）がただ一人であるということは成立し

なし1からである。

2.3.3.2.1.1作者の単一性を証明する論証因はない

[55.23; Ms 3 lb2］また、（作者が）一人であることを証明するために、「〈結果）という徴表Oinga)

に違いはないのだからJ云々としづ理由が述べられたが“、それも正しくない。というのも、煙

としづ徴表に区別がなくても、（論証されるべき個物としての）火は多数存在するように、それ

（＝論証される作者〉についてその疑し、（＝多数性の疑し、）がありうるからである。

一方、「〈存在）という ~：g~哉に違いはないのだからJ 47としづ実例は、これ（＝作者の単一性論

43 この推論式が意図するところは、訳者にはまだ十分に明らかではない。刊本では、これがあたかも五支

作法であるかのような行替えがなされているが、訳者の理解はそれとは異なる。また、 Patil2002: 168では、

世界の創造主である主宰神は、その創造の質料因となる原子が常住なものだからこそ、常住なものでなけ

ればならないし、その原子すべてを知り尽くしていなければならないからこそ、全知者でなければならな

い、という解説が施されている。その内容は正しいにせよ、この推論式そのものからそのような内容が導

かれるのか、なお疑問は残る。

制以下、写本MS3lbは全体的に不鮮明のため、判読が困難で、あり、写本に基づく刊本の言口Eは行えなし、0

45この三つの選言肢は、応！A269.13・15の議論を受けたものであろう。

“先行するiSD36.3を指す。 Cf護山 2014:242. 

47悶ぜA55.25:sad iti I治gavise.号制とあるが、対応する RNA36.3に合わせ、 鈎ditijnana吋鈎記に訂正して読
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証）に対してはまったくの不成立である。

このようなわけで、私は（作者の）多数性を証明するための論証因を述べなければならない

が、君も同様に、（作者の）単数性を証明するための論証因を示さなければならない。（これに

関して、）「（作者の）多数性の論証因がなし、から、（必報活句に、作者の）単数性が証明される」

と君が考えるのであれば、同様に、「（作者の）単数性の論証因がなし、から、（必然的に、作者は）

多数であるJと君はどうして認めないのか。

2.3.3.2.1.2単一の作者がいなければ多数の者たちが結果を生み出すこともない、という反論に

対する応答

[55.29; Ms 31 b3］また、「一方、（作者の）単一性については、別の論拠を探し求める必要はな

い。単一の作者がし 1なければ、多くの混乱した知性をもっ者たちは（それぞれ自分勝手であり、

相互に対立しあい、お互いに自らに適した相手の意図を理解しないものだから、彼らが一致協

力して、同時に結果を生み出すことはなしすJ云々と述べられたことも錦、考察しなければなら

ない。

（主宰神を前提とすることなく、）多数の者たちにより〈結果が）作られるのであれば、（結

果が）同時にできることはない、と言うのは、①異なる場所や時間にある諸々の結果が（同時

に）生じることはない、ということが意図されていたのか、それとも、②大地や査などという

単一にして、一定の大きさをもっ全体（avayavin）が（同時に生じることはない、とし、うこが意

図されていたのカ守。

そのうち、（主宰神を前提とすることなく、）多数の者たちにより単一の結果を作り出すとき

（＝②の場合）、我々は（結果の）生起との矛盾を見ることはなし制。多数の者たちには、相互

に意見の相違が必ずあるわけではないのだから。（相互に傷つけないこと）と〈人間であること）

の聞には、二種類の矛盾いずれもありえなし、からである50。というのも、人間であることは〈人

間ではないこと）と矛盾するのであり、〈相互に傷つけないこと〉と矛盾するわけではなし、から

である。

一方、無数の場所・時間・本性の違いにより区別される（種々の結果）があるが、それらに

対する多数の作用を否定することはできない、としておいた方がよいだろう。こうして、第二

の立場（＝①の場合）は否定された。

む。なお、写本Ms3lb3は不鮮明のため判別できなし、

48先行するおD36.7・9を指す。 Cf.護山 2014:243.その段階で、は気づかなかったが、当該個所は肘A

269.25~27 を援用したものである。

49 陀~A55.3ル56.3 は肘A270.l・3 を援用したものである。そのうち、町-.TA56.2：岬制vori品i[narp］とあるとこ

ろを、別Aに従い、utp誠ivir1吋harpと訂正して読む。この個所の写本Ms3lb4は不鮮明のため判別できない。

so二種類の矛盾とは、後代、「共存不可能の矛盾j 匂hanav笛出anavirodha）と「相互否定による存立を鞘敷

とする矛盾J(parasparaparihar百thitil~avirodha）と呼ばれるもので、あり、その淵源はNBIII72・76 にある。
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2.3.3ユ1.3作者の単一性と結果性との遍充関係は成立しない

[56店 Ms3lb5］また、作者の単一牲による（結果性の）遍充関係が成立することは確認され

ない。それぞれが勝手に自己の目的を求めている、多数の者たちですら、村に入ってきた鹿を

殺すという同ーの結果をなすことが見られるからである。そのことを主題とするにせよ、単一

の作者を前提とするものとばかり思いこまれたきたもの（＝山など）を主題とするにせよ、（単

一の主輯申ではなく、個々の）アートマンを作者とすればよいだ、ろう。

2.3.3.2.1.4小幸吉

[56.10; Ms 3lb6］以上のようなわけで、すべてのこ原子体などの作者が単数であることは成立

しない。また、同様に（シャーンタラクシタにより）次のように述べられている一一

《一方、単一の作者が成立しないのであれば、（その者の）全知者性がどうして認められ

ょうか。）） 51 

2.3.3.2.2第2の選言肢の考察：ニ原子体に対して多数の作者が協働して作用することはない

[56.12; Ms 31 b6］この同じ点に基づいて、第二の選言肢も消される。あらゆる二原子体に対し

て単一の作者も発動しないのであれば、まして多数の者たちは発動しない方がましであろう。

2.3.3.2.3第3の選言肢の考察：各人が個別にニ原子体に対して作用するのであれば、主宰神の

全知者性との矛盾が生じる

[56.14; Ms 31b6］一方、もし第三の選言肢がありうるとすれば、（各人は）それぞれに固有の

活動の対象のみの質料因などを知っているとしても、（その中で）誰かひとりが全知者であると

成立することはない。（それ故、全知者ならざる個々人が、それぞれの結果を作り出しているだ

けなのである。）

また、（彼らの）認識は、（その）存在性（sa:煽）だけで、幾ばくかの超感覚的なもの（を知

るのと同様に、あらゆる対象の把握する一一そうだとすれば、それ（＝存在性）に違いはない

以上、当該の原子と同様に、一切を区別なく把握しているのだから、（彼らそれぞれが）全知者

であることになってしまうだろうが一ーということはない。というのも 仮に（彼らは）推理

に基づいて幾ばくかの超感覚的なもの（＝原子など）を知るということが成立するにせよ、（そ

の場合には、）主宰神もその（＝推理知の）原因と結びつくことが確定され、単なる認識の荊主

性という別の手段により（一切を認識するわけ）ではない、と確定されるのだから、どうして

（そのような主宰神が）全知者であることになろうか戸。

51 TS93cdからの引用である。

52議論の背景となっているのは、 iSD35.3-8で展開された主宰神の錯暗性をめぐる前主張部分である。
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【問］超感覚的な原子などを知る者が、どうして蝕口者でないことがあろうれ（各人を全知

者と認めればよい。）

｛答｝では今、（彼らは）全てを知る者ではないにせよ、（幾ばくかの）超感覚的なものを知

るというだけで、全知者であると信じるのヵ、

【問］まさにその通り。

｛答！なんと、仮に論理を手放した君が、そのような自家製の全知者（h括協amaraci助 sa仰がめ）

を考えたとしても、（幾ばくかの超感覚的なものだけを知る者は）無限に遠くの場所や時間にあ

る、別の二原子体などや（それらの）質料因などに関しては、先天的に目の見えない者と同じ

ような存在であり、あるいは、（超感覚的なものは知っていても）最高の人間の目的（parama-

puru与加ha）は知らない者かもしれない。世間の人々も正しし、認識手段に通じた者たちもそのよ

うな者を全知者とは認めない。ただし、我々（＝仏新走）は単に超感覚的なものを知る者のこ

とを忌み嫌っているわけではない。（人間の目的を知る者が、超感覚的なものを知っていたとし

ても問題はない。 53)

2.3.3.3否定的遍充関係に基づく推論式に対する仏教徒の論駁

[56.25; Ms 32a］そして、以上のようなわけで、作者の単数性が証明されなし、かぎり、（ヴアー

チャスパティが提示した）否定的遍充関係を伴う論証因も無力である。万物に対する唯一の作

者が証明されなし、かぎり、その質料因などを知る者（＝主宰神）の柄生は証明されないからで

ある。

また、ある者がある特定のものだけを作るのであれば、その者はその限りの質料因などを知

る者であろうが、全知者ではない。多数の者たちが帰依したところで、（質料因などを知る者〉

一般は、（量当日者としては）意味をなさなし、からである代

このようなわけで、（ヴアーチャスパティの推論式から）質料因などを知るプルシャにすぎ、な

い存在は証明されるにせよ、単一性・全知者性などに限定された特別なフ。ルシャ（puru早avise~a)

は証明されない。一方、単なるプワレシャーが（証明されるのであれば、論証因は）〈周知のこと

C£ 護山2014:240.主輯申は、他の原因に依拠することなく、その認識の存在性だけで超感覚的なものを含

主「切を知ることができるとされる。今、この第3選言肢では、一般の人であれ、各人が個々に二原子体

などを知り、それに対して作用を行うということが主張されるが、もしその主張を認めれば、各人が主宰

神と同様に、その認識の柄回生だけで一切を知ることになるか、あるし、は、主輯申の方がむしろ、寸支の

人々 と同じように、特定の原因に基づし1て、包感覚的なものを推理するとし、う仕方で認識を行うことにな

るかーーその場合は、主輯申はもはや全知者ではなし、一一却し、ずれかになる、とし、うデ、イレンマに陥る。

53 『全知者証明』 (Sanザ伽iddhi）で論じられる通り、ラトナキーノレティはブッダのことを、人間の目的な

ど（有益なことを知る全知者） (upa卯ktぉarvaj制としてだけではな〈、包感覚的なものを含む〈全てを知

る全知者）（鈎Wお前がa）として認めている。それに対して、ここでの対論者は、二原子体などの幾ばくか

の超感覚的なものだ、けを知っていれば、それだけでほ当日者Jの名に値すると主張している。ラトナキー

ルティの応答は、そのような存在がいずれの（全知者〉にも適合しないことを指摘したものである。

”この一文の意味はまだ十分に理解できていないが、 RNA56:28小Ifs32a4): -sfunany均ia開討白色ぽvatを

品many均＇a開討白色ぽvatと訂正して読む。
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の再証明） (siddh部.adhana）であると、すでに説かれている。

｛問］（単に知性があるだけの者を前提とすること〉を（論証しようと）意図している者たち

が、（質料因などを知る者を前提とすること）を証明する場合、（それが）どうしてく周知のこ

との再証明〉になるのだろうか？

｛答］彼らのことを考慮すれば、〈周知のことの再証明）にはならない。（（質料因などを知る

者を前提とすること〉としづ未知のことが）生じているからである。（その論証で、）ただ単に、

未成立のもの（ぉiddha）を提示することが意図されているのであれIJ戸、特定のもの（＝〈質料

因などを知る者を前提とすること））が証明されたところで、ニヤーヤ学派が真に意図したもの

（＝主朝刊は証明されない、と我々は答えよう。

｛問｝そもそも、（主輯申論証というものは）仏新走が望まないもの（ani~t:a）の証明である。

（その意味では、これは G司知のこと＝望まれたことの再証明）ではない。）

［答］そうではない。なぜならば、自らが意図した論証対象を論証することによってのみ、

仮に対論者には望ましくないものも証明されなければならない。そうでなければ、母の悲しみ

の想起などだけでも、彼が望まないものが証明されることになるだろう。この点に関する（ジ

ュニャーナシュリーミトラ先生の）要約は、以下の通りである一一

《（作者の）知識と努力だけを（一般的に）証明するのであれば、対論者（＝ニヤーヤ学

派）が望んだものが論証され、対論者を論駁することはなし尚。だが、（彼らが）真に望む

特定のもの（＝主宰神）を証明しようとすれば、（論証因との）随伴関係がなくなり、論

証因は異類例（からの排除が）疑わしいものとなる。》 57

（これが、）第三部である「論証対象の考察」（sadhyacint:a）の章である58。

2.4結語

[57.11; Ms 32a6］以上のようにして、（主宰神を証明する）その他の論証因もそれぞれに相応

しい形で、考究し、論駁されなければならない。だが、上記では、その手始めとして、主宰神

を「存在するJと表現すること（のみ）が否定されたわけである。一方で、（主宰神を）「存在

しない」と言い切るためには、その（＝主宰神の）特徴（＝常住性）と異なるく利那滅；） （~at)油h泊ga)

を立証する（栴主協（sa協）という論証因こそが示されなければならない。（そのことは、『利

55 RNA 57, fit lによれば、 Ms32a5はkevalamasmiddhaddhar油himateと記述されているようであるが、不鮮

明のため判読できない。ここでは刊本の通り、 kevalamasiddhoddhareも凶nateと読む。

56 RNA 57.6: pare嗣b剖h法的をMs32a6に従い、 para勾rab剖h法制1に訂正して読む。なお、対応する肘A

296:14には、開rasyabadhaneとある。

57丹.JA296.14・15からの引用である。

58この翻訳の科段では、 2.3を指す。

戸
／ 
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男蹴論副で論じられるだろう。）

〈犯L上、無知な人々の創造主に対する考えを遍満する蒙昧という眼病を癒す、ラトナキー

ルティにより作成された無垢にして美麗なる光が、長く、途絶えることがありませぬよう

に。》

『主輯申証明の論駁』が完成した”。

補遺I: ISO 50.21・57.17における他著作からの引用・援用

上記の和訳研究が扱った範囲で、は、ジュニャーナ、ンュリーミトラ著『主輯申論』 CTV）、ヴア

ーチャスパティ・ミシュラ著『ニヤーヤ・カニカー』（NK）、『ニヤーヤヴ、アーノレッティカ・タ

ートパリヤティーカー』（NVTf）等からの改変、引用が次のように確認される。

ISO 対応 ISO 対応

51.2・52.7 = NVTf 566.21・567.9 55.4・7 Cf. NVTf 563.16-19 

53.6-7 =PVII 11 55.9・17 =NVTf568.l 1・16

54.19-20 =SVf26.9・10 56.11 =TS93cd 

54.25-26 =N268.20・21 57.6・9 =Iv296.14・15

54.28-55.1 = NK 149.22-25 

補遺II: ISO 50.21・57.17科段 ＊［］内はRNAの頁・行数を示す。

2.2論証因の考察［50.21・54.4]

2.2.1 備期生〉は（異類例からの排除が疑わしい不確定因〉である［50.21・51.13]

2.2.2二種類の備尉生）をめぐる議論［51.14・52.21]

2ユ2.1ニヤーヤ学派の議論の総説［51.14・21]

2ユ2.2シャンカラスヴァーミンの見解［51.22-25]

2.2.2.3ヴアーチャスパティ・ミシュラの見高卒［51.26・52.7]

2ユ2.4ヴィットーカの見解［52.8-21]

2ユ3仏新走による論駁［52.22・54.4]

2.2.3.1総説［52.22・53.20]

2ユ3.2シャンカラスヴアーミンの議論八の応答［53.20・・27]

2ユ3.3ヴアーチャスパティ・ミシュラの議論への応答［53.28-33]

2.2.3.4仏新走の応答の要約［54.1-4]

59刊本にはないが、写本に基づく。 Ms32bl:i：ふrasasiidhanad雨明抑samiip同 11
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2.3論証対象の考察（54ふ57.10]

2.3.0論題の提示（54.5]

2.3.l論調を考察する際に論証対象を考察しても敗北の立場にはならない（54.5・12]

2.3.2二段階論証の問題点（54.13・26]

2.3.2. l総説（54.13・15]

2.3ユ2ニヤーヤ学派の見解：主題諸属性の力により特定の対象が論証される［54.16・20]

2.3.2.2仏新走の応答（54.21-26]

2.3.3意図された論証対象である全知の主輯申をめぐる議論（54.27・57.10]

2.3.3. lニヤーヤ学派の見解（54.27・55.17]

2.3.3. l.l総説［54.27-55.2

2.3.3.1.2ヴ、ア一チヤスパテイの見解［55.3-17］ 

2.3.3.2作者の単→生と蝕口者性に関する仏教徒の論駁［55.18・56.25]

2.3.3.2.0世界の作者の数に関する三種類の選言肢の提示（55.18引］

2.3.3.2. l第1の選言肢の考察：作者が単一であることはない（55.22・56.11]

2.3.3ユ1.0総説 (55.22-23] 

2.3.3ユI.I作者の単一性を証明する論詔Bはない（55.23・28]

2.3.3.2.1.2単一の作者がし、なければ多数の者たちが結果を生み出すこともない、という反

論に対する応答（55.29・56.7]

2.3 .3 .2.1.3作者の単一性と結果性との遍充関係は成立しない（56.7・10]

2.3.3.2.1.4小結［56.10・11]

2.3.3ユ2第2の選言肢の考察：二原子体に対して多数の作者が協働して作用することはな

い［56.12・13]

2.3.3.2.3第3の選言肢の考察：各人が個別に二原子体に対して作用するのであれば、主宰

神の全知者性との矛盾が生じる［56.14-25]

2.3.3.3／否定的遍充関係に基づく推論式に対する仏縦走の論駁［56.25-57.10]

2.4結語［57.11・！？］

使用テキストと略号（追加）

λ台骨JαbinduρhannakI比i):D. Malvru由（ed.),PatJ<fita DutvekαMisra s Dharmo仰 ra-

pradfpa. Pa加a:Kashiprasad Jayaswal Research Insti蹴， 1971(Revised 2nd edition). 
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