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ラトナキ｝ルティ著『主宰神証明の論駁』和訳研究（中）

護山真也

本稿は、前年度に発表した「ラトナキールティ著『主輯申証明の論駁』和訳研究（上）Jの続

篇であり、ニヤーヤ学派の前主張に対する仏教徒側からの論駁を述べるIso40.17・；50.20の和訳

研究である。テキストの概要、翻訳の方針、参考文献などについては前掲論文を参照していた

だきたい。

2.後主張：仏教徒からの応答

2.0序

[40.17;Ms22b4］さて、このような（主輯申論の）謬見に由来する世間の閣を聖者たちが鮒見

するわけにもし、かないので、若干のことが（以下で）答えられる。
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2.1遍充関係の確定をめぐる議論

2.1.0遍充関係の確定に関する四穫の選言肢の提示

[40.18; 22b4］実際のところ、ここでは最初に、伽的作者）としづ論証対象と（結果一般と

いう論証因との間に〈全てを包括する遍充関係） (sarvop出向由aravatIvyaptQt) 1が把握されてい

なければならな凡そうでなければ、前者を後者が理解させるとし、う関係 (g；翻i)'agamak油hava)

が妥当しないからである。ところで、（ここで）把握されようとしているその（遍充関係）は、

①原因と結果一般との（関係の）ように、（（論証対象と）逆のものに（論証因が存在するこ

とを）否定する認識手段） ( viparyayabadhakapr釧初a）の力で把握されるのか、

②火と煙との聞の（必然的関係の）ように、特殊な肯定的随伴（anvaya）と否定的随伴（vyatireka) 

を把握する特殊な知覚と非知覚によって知られるべきものなのか、

③（ニヤーヤ学派）独自の体系にしたがって、（論証因の存在を）同類例に繰り返し知覚し、

異類例に繰り返し知覚しないことを通して知られるべきものなのか、

④（論証因の宿主を）同類例に一度だけ知覚し、異類例に一度だけ知覚しないことを通して

知られるべきもなのか、

という四種類の選言肢がある2。

2.1.1選言肢①の検討

I 1泊IVOpお制由aravanvyap地については、 Shiga20llに最新の成果が示されている。

2 Cf. P甜12009:102, fit 4. p叫が注記する通り、上記の4種類の選言肢のうち、②と③の両者は lrli充関係

の確定論』（加rptini，η切u,VyN）の中でも論じられる。同書によれば、②が仏教徒の定説であり（VyNlつ・3）、

③はニヤーヤ判Rのトリローチャナの見解（VyN2*.lト16）である。
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2.1.1.0導入

(40.24;i2b勾まず、第一の主張は違う。（知｜＜確立すべき遍充関係＞

的作者を前提としないもの）という論制象｜ ・備鮒 → 伽的情を前提とすること〉

と逆のものに論証因である儲古来性〉一般（が｜＜遍充関係0灘定か甑》

存在すること）を否定する認識手段はなし、か｜ ・伽的作者を前提としないこと）→ 備期主主の否定

らである3o I ・だが、その否定手段はない

2.1.1.1ニヤーヤ学派の見解

2.1.1.1.1 （結果性〉を遍充する三種の条件の非認識

［判.25;22b句【ニヤーヤ判~） （君が言う）「（論証対象と逆のものに論証因が存在することを）

否定する認識手段はなしリとし 1う（理由は）不成立である。すなわち、この（結呆性〉（という

論証因）は、（知的作者を有すること〉により遍充されることが認められているが、（それはま

た）同様に〈時間・場所・本性により制約されていること〉・〈特定の時点での原因の近接に基

づくこと〉・〈原因総体（血n噂 1）により作られたものであること〉（という諸条件）によっても

遍充されることが知られている。そして、その〈時間などによる制約）、あるいは（特定の時点

での原因の近接〉、あるし、は〈原因総体）としりたものはや、ずれも）、知的作者を前提とする

ものとして成立している。

しかし4、もし〈非精神的なもの）が〈精神的なもの〉に統御されなくても結果を作りだすの

だとすれば、およそし、かなる場合（＝時間、場所、本性）でも、（それは結果を）生み出せるは

ずであり、結果が（時間・場所・本性により制約を受けていること）は知覚されないだろう。

（だが、実際には、結果はそれらの制約を受けていることが知覚される。ゆえに、〈非精神的な

もの〉が（精神的なもの〉に統御されていることを認めなければならない。）

（仮に対論者が、（精神的なもの〉による統御を認めず、結果の有無は諸原因の近接の有無で

判断できると主張して、）「結果は原因の近接（回mavadhana）から生じるものである以上、個々

の原因から（個JJIHこ）生じることはなしリと言うならば、まさにその諸原因の近接は何に由来

するのか。「特定の時期に熟成する特殊な不可見力（副将ta）に基づく」と言うのであれば、こ

の非精神的な（不可見力）が、どうして然るべき仕方で、諸原因を近接させるのか。実際、特定

のところにある（ろくろを回す）棒などが、陶工の意志的努力を抜きにして、特殊な不可見力

のみにもとづいて相互に近接し合うはずはなIt＼あるいは、（陶工の意志的努力なしに）近接し

た（棒などの諸原因）が、（特定の）結果のための力をもつことはない。

以上から、（知的作者）により〈時間・場所・本性による制約〉・〈特定の時間における原因の

近接〉・〈原因総体〉が遍充されることが成立する。そして、（知的作者〉がなければ、これら（保吉

3 Ms22b4の最後 (natavad剖yal).凶匂absadhyavip的 ayebud品加adabha・）は写真撮影不盛期のため、判読で
きなし、

4ここから以下、ヴ‘アーチャスパティ・ミ、ンュラの『ニヤーヤ・カニカー』が引用される。 RNA40.28-41.4 
=NK 153.6-15. 
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呆f飴を）遍充するものもなくなるが、（それに応じて）保吉呆｜生）もなくなる。ゆえに、（その

ような倍音呆協は）〈知的作者を前提とすること）により遍充されている。以上の結合関係

(p雌ibandha）を証明するために、三種類の鍾充するものの非知覚） (vyap姻 n叩alambha）が

説かれたのである九

2.1.1.1.2 〈知的作者を前提とすること〉を否定した場合の4種類の過大適用

[41.5; 23a3］①また同様に、知的作者を否定して、「結果には原因がない（油時的）Jと（言う

虚無論を）想定すべきではなし＼ （結果には）時間・場所・本性上の制約がないことになってし

まうからである。

②また、「（結果は）知的作者とは別のもの（＝例えば、サーンキャ判Rが想定する根本原質

など）から生じるj と疑うべきではない。（複数の結果が）同時に生じることがなくなってしま

うからである。

③また、 r＜結果は）別のもの（＝根本原質など）からも、これ（＝主宰神）からも生じるJ

と想定すべきではなし＼ （し、ずれが）原因かが定まらない限り、（結果は）原因をもたないこと

になってしまうからである。

④同様に、「知的作者を抜きにして、非精神的なものによって（結果を）作りだすJのであれ

ば、あらゆる日寺点で、（結果を生み出す）作用に休みがないことになってしまう。

以上もまた、（論証対象とは）逆のもの（＝〈知的作者を前提としないもの〉）の否定手段で

あり、（以上の） 4種類の過大適用（を指摘すること）が（係古来性〉と伎口的作者を前提とす

ること〉との）遍充関係を立証する手段である。だから、保吉呆性）にとってく原因を前提とす

ること〉と同様に佼日的作者を原因とするこりがあてはまることは否定されがたい。

2.1.1.2仏教徒の応答

2.1.1.2.1 （結果性〉を遍充する三種の条件の非認識についての見解

[41.12; 22a4］この点に答える一一

（君の）お望みの国はきっと成立することだろう。もしも〈時間・場所・本性による制約〉・

（特定の時点、での原因の近掛・（原因総体〉が伽的作者を前提とすること）により遍充され

ることが証明されれば、の話ではあるが。だが、その点こそが困難である。というのも、知的

作者がいなくとも、自らの原因の力で生じた近接に基づき、個々に定められた時間・場所・能

力を具えた、（原因総体）を糊教とする特定の原因－ーたとえ自らは（非精神的なもの〉であろ

うともーーにより作用を受けていることが、〈時間・場所・本性により制約され、特定の時点で

5すなわち、（め伎口的作者を前提とすること〉、 (b)（時間・場所・本性上で制約されていること）等の三条

件、（c）備呆協という三つの要素について、（a）により(b）が遍充され、 (b）によりや）が遍充される、と

いう関係になる。今、（妙により (b）が遍充されていることを所与の事実とした上で、仰がなければ（c）が

ないことが証明されれば、 (b）と（φとの聞の遍充関係が成立する。このことから、間接的に、（a）と（ゆと

の遍充関係一一主宰神論証の大前提となるもσLーーが証明される。以上が、ここで G亘充するものの非認

掛（η匂紬1叩alambha）と呼l立しる否定的認謝蹴（b甜iakapramfu).a）の内容である。
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の原因のi目安に基づく原因総体の結果であること〉だと妥当する。ゆえに、（ニヤーヤ学派が提

示した三種類の）〈遍充するものの非知覚〉は不成立ではなし、かと疑われる。

[4Ll8; 2為5］【問｝知的作者がし、ないのに、そのような（原因の）近接がどうしてありうるの

カミ。

【答｝それ（＝原因の近接）もまた、知的作者に統御されない、上述の非精神的な特殊な原

因総体だけから（生まれるとすればよしれそれ（＝原因総体）もまた、（さかのぼれlま）同種

のものに基づく、というように無始爾来、非精神的な原因総体の連続に基づいたとしても、〈場

所などによる制約〉は想定できる。その場合、知的作者は必ずしも必要ではない。

［問】査などに関しては、〈時間・場所・本性による制約）・（特定の時点での原因の近接〉・（原

因総体〉・伎日的作者を前提とすること）が（いずれも）見られる。それゆえ、それ以外（＝例

えば、山など）も〈時間・場所・本性による制約〉等をもつことは同様である。

【答】そうだとすれば、査などの結果も知的作者（＝陶工）を前提とすることが繰り返し知

覚されているわけだから、（目に見える査などに限らず）すべての結果が同様となろう，（＝＝山な

どの場合も、主輯申による創造の場面が何度も見られるはずであろう）。だから、この舗充す

るものの非知覚）を陳述するとしづ無駄な努力をすることに何の意味があろうか。

［問］壷などについては、（それが）知的作者（＝陶工）を前提とすることが何度も見られる

わけだが、結果一般について、あらゆる場面で同様になるとは確定されない。

［答｝このこと（＝〈知的作者を前提とすること〉が確認できる場合とできない場合がある

こと）は、（場所などによる制約）などについても同じだから、どうしてこれ（＝〈場所などに

よる制約〉等を〈知的作者を前提とすること）が遍充すること）についても疑惑が除かれたこ

とになろうヵ、

［問］それならば、（し1つそのこと）あらゆる場合に知覚のみが遍充関係を把握する、として

おけばよかろう。

［答］（だが、）それならば、（論証対象と）逆のものに（論証因が存在することを）否定する

手段により遍充関係を把握することは完遂されない。また、それ（＝遍充関係の把握）に対し

て知覚は無力であるという点は、第二の選言肢を論じるときに解説する。

2.1.1.2.2 〈知的作者を前提とすること〉を否定した場合の4種類の過大適用についての見解

[41.29; 23b2］同様に、 ωくと煙との）因果関係がすでに証明されている場合、煙が原因なしに

生じること、別のものだけから生じること、別のものからも生じることを想定し、（それらの場

合に）〈場所などによる制約）がなくなり、同時に生じることがなくなり、原因をもたない（に

等しく）なる6、ということは正しい。だが、当該のもの（＝主輯申論却については、そもそ

も（大前提となる）（知的作者〉と〈結果一般）との聞の因果関係が在明されておらず、これか

6 RNA41: 30-31: de5剖iniy翻 abhava肘rp抽則］tyag[anya]he加tvapras拍galJ;Ms 23b2: de5剖iniyamabhava
<ka均由や剖ah創 tva>pra銅ng3Qとあるところ、基本的にMs.を採用し、 d鍋 di凶y組曲haνas尚d・
utp剖ah創 .tvaprasailg地と読む。
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らも証明できない70

また、「非精神的なものが作者であるとすれば、（その）作用に休みがないことになってしま

うJということは認められない。というのも、〈非精神的なもの〉ということだけで、常に（結

果生起の）能力とむすびっくわけではなしL それ（＝結果生起の能力）もまた、それ自身の原

因と間接的に結びついた能力なのだから、〈非精神的な特定の原因の連勝を想定すれば、必ず

しも知的作者は必要とされない。それゆえ、以上のことは、自らの見点卒の消滅を恐れる者の叫

びにすぎず培、ここには論理の香すらもない。

2.1.1.2.3小結

[42ぷ23b4］こうして、遍充閥系を立証するために述べられた三種の（遍充するものの非知覚）

は、不成立が疑われる。また、四種類の過大適用（組pra泊.tiga）は、（そもそも）佼日的作者〉と

併吉果一般）との聞に遍充闘系が成立していない以上、認められない。したがって、（結呆性〉

という論証因は異類例に柄主しないことが疑わしし切で、不確定（ana畑ntika）である。

2.1.1.3否定的遍充関係の確立に関するヴアーチャスパティ・ミシュラとクマ一リラの見解

2.1.1.3.1ヴアーチャスパティ・ミシュラの見解

[42.8; 23b4］この点に関して、ヴアーチャスパティは次のように述べる9一一

（保吉呆的という論証因には、）（異類例に存在しないことが疑わしいこと〉（田ndigdhavip北~a・

vya・可制katva）という理由の過失はない。では、どのようにして（その過失が）否定されるのか。

（次のように考えればよい。）すなわち、（声が無常であることを論証する場合の）〈認識対象飴

(prameyatva）等のように、ある理由が異類例に街宣することが確認されれば、その理由は意図

されたものを証明できない。一方、多大な努力を払って探し求められても、異類例に確認する

ことのできない（理由）ならば、それがどうして論証対象を証明できないことがあろうか。（必

ずできるはずである。）

一方で、「（語の意味を一つに）確定するものを知らない人々の聞には、必ず疑いが生じるは

ずであるj10と言われる通り、機会があれば世間の境界を越えて自由に動き回る〈疑い）という

鬼霊（回.mSay.叩icaci）がどこにもいないはずはない（＝どこにでも存在する）のだから、この

7 RNA41: 32.: siddhalp副1ayitlllpva sakyめとあるところをsid品札sadhayi加l1v誕拘r~ と読む。

8 sv制御可剖opa叫davavikrosi回n加志の複合語は、訳者には十分に理解できなV'o 

9以下の引用のうち、 RNA42.9・11は未同志それ以後の簡知立『ニヤーヤーヴアーjレッティカ eタートパ

リヤ・ティーカー』に同定できる。 RNA42.l2・・18=NVη135.17・22.また、同じくラトナキールティのVyN

J*.9・17にも対応する露首命がある。翻訳は、 basic2側；55口組120仰； 129を参見また‘クマ一リラからの

引用を含むRNA42.12・23 については、ラトナキールティの『恒常性証明の論駁』 (Sthか国枕ihid~ar:ia） に平

行する議論がある。 Ct:RNA 112.14-23；品位naki1976: 84-87. 

IO この半詩節は、語の多謝主を論じるPVI 324cd (=PVm II 45cd）の引用である。ヴアーチャスパティはこの

議論に先立つNVπ130.15でもこの半詩節に言及する。
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者（＝疑いに窓りつかれた者）は何かに向かう行為を開始することはできない。あらゆる事物

はなんらかの点で疑いの対象になることが知られているからであるII。また、合理的な行為者た

ちにとって、（それが）無益なもの（an紅白a）ではないか、とし、う疑いは（それに向かう）行為

を停止する要因だからである。（そのために飲食すらやめてしまうことにもなりかねなし'o）好

ましい食べ物や飲み物（としづ有益なもの）を享受する際でも、最後には、（それが原因で）死

ぬこと（という無益なもの）が知られているからである。したがって、正しい認識手段で知ら

れる世間的事柄に閥i慎する者は、（これまで）見てきた通りのものに疑いをおこすことはあって

も、未だ見たことのない軒両までをも疑うことはない。とし、うのも、〈疑川（田rp8aya）は特殊

性の想起（vise~mがi) を必要とし12、（特殊性を）想起しない者には生じない。そして、想起は

過去に経験していない事物については生じなし冶

2.1.1.3.2クマ一リラの見解

[42.19; 23b6］そのことは、『ミーマーンサー・ヴアールッティカ』作者（＝クマ一リラ）によ

り『三千五百側 ω拘州側加がka）の中で、

《根拠のなし、〈疑し、〉はなしゅ l3

と説かれた。同様に、彼はまた『浩翰注釈』臼rhaf{fkii）の中では（次のように説いた）一一ー

と。

（（実に、無知（moha）のために、未だ生じたことがないにもかかわらず、なんらかの否定

論拠があるのではないか、と妄想する人がいれば、そのような人は、あらゆる日常活動に

疑惑を抱きながら、破滅へと趣くであろう》 14

II ch組踊spadatv剖封印訟をMs23b6に従い、 ch油陥spadatvadarSanatと訂正して読む。ただし、この個所が

NVTf 135.l9(=VyN 3*.ll・12):sarv組ヨivak町 acitka血ailcid印刷h町 a踊陥spadatvatの引用であることを考え

ると、それに合わせてカ幅な訂正が提案されるだろう。だが、上記の修正のみでも意味は通じるため、こ

こでは写本に合わせた読みを採用する。

12 〈疑い〉（間的ya）を規定するNSl.l.23の句には「特殊性を求める思愚J(vi拘硲e~vim出ab）という

説明が与えられている。 Cf:服部 1979:366. 

13 クマ一リラの『シュローカ・ヴアーノレッティカ』からの引用である。 Cf.SV,oodanえ60c;K託節也2011,P耐

え270f.同様に、 VyN4*.2・3にも引用されるが、そこには、書名Aa旬zyfasa.加 ＇rikliは登場しない。

14 この詩節lこついては、 Mimaki1976: 284, n. 300; K翻 oka20 II, Part 2, 271, fu. 24 lを参照。

- 148 -



2.1.1.4仏教徒からの応答

2.1.1.4.1ヴアーチヤスパティの見解への応答

[42.24; 24al］以上（の反論）は単なる戯言（pralapa）にすぎなし、l九とし1うのも、「多大な努

力をかけて異類例に探し求められた理由が（それでも異類例に）単に見られなし、からJという

だけでは否定的随伴（vyatireka）は証明されなし、からである。すなわち、「異類例に理由が知覚

されなしリというこの（言葉）で、それを知覚する認識手段の否定が述べられた。そして、認

識手段は認識対象の結果である。「対象は（認識の）原因ならざるものではない」（n翻 fa.Qarp

vi伊yal)）としづ理屈に基づく。だが、結果が無いときに（必ず）原因もない、とは知られてい

ない。（熱した鉄球のように、）煙が無くても火があることが知られているからである。たしか

に、もし〈認識手段の桐生〉により（認識対象の存在〉が遍充されているとすれば、以上のこ

とは適切であろう。だが、その遍充関係こそが不可能である。（認識対象があれば、いつでも認

識が生じるのであれば、）あらゆる者が全知者（sarvadarsin）になってしまうのだから。したが

って、〈単なる非知覚） (ad紅白n制加a）からは否定的随伴は成立しなし＼16。次のように述べられ

る通り一一一

《また、全ての人々の（共通の）非知覚は疑わししL 自らの非知覚は逸脱がある。（はる

か彼方にある）ヴ‘ィンディヤ山の洞窟の中のドウーノレパ草（組曲radiirva）などは、見られ

なくても、荷主するのだから。》 17

異類例の総体は（全知者ならぎる）普通の人には知覚されないのだから。

[43ん24al］また、（ヴアーチャスパティは）「自由に動き回る（疑い）としづ鬼霊がどこにも

15以下、 RNA42.24-43.2は1Bh43.5・14に平行個所がある。モークシャーカラグプタがこの個所の議論を参

考にしながらIBhの当該個所の著述をしたことが窺える。

16 xがあればYがある。 YがなければXがない。今、 X＝煙（結果）、 Y＝火（原因）とすれば、この関係

は成立する。そして、「XがなければYがないJが言えないことも分かる。ところが、今、対論者はある対

象に対する単なる非知覚に基づいて、その非存在が認められる、と主張する。この主張を支えるのは、 X=

認識対象の存在、 Y＝認識手段の存在とした場合の遍充関係である。つまり、認識対象が存在するならば、

どのような場合でも、必ず認識が生じなければならない、という考え方である。しかし、対象があっても

認識が生じない場合はいくらでも想定できる。ゆえに、この遍充関係は成立しない以上、「単なる非知覚に

基づいてし管定的随伴関係州銀、できるJとし、う対論者説は否定される。

17 TS 122からの引用である。同日報告は附A29.5-6にも引用される。 Cf.B世memann1980: 83.同詫節に対

するカマラシーラの注釈（TSP83.13・19）を参考にすれば、ここでは非知覚因（田upalめ品i)が「全ての人々

が共通して知覚していないことJを意味するのか、「当人自身が知覚していないことjを意味するのか、と

いうこ択が立てられ、そのいずれもが否定される、とし、う構造になる。後者が成り立たないのは、あまり

に｜麟色した場所にある事物については、知覚能力の限界のために間違うことがあるからである。一方、前

者が「疑わしし、jのは、通常の知覚（arvagd副担a）では、他の人々がそれを知覚していないということ、

つまり、他人の認知状態を知ることが確定できなし、からである。なお、 1Bh42.13・14にも同様の詩節が引用

されるが、後半部はbh可alan回ga包巧匂i崎明ras雄vad必血混という表現に換えられている。
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いないはずはないのだから、（この者は）何かに向かう行為を開始することはできなしリと指摘

したが、それは正しくな1t＼~有益なものではないか、とし、う疑い（ru廿1出町1白＼｝＇a）もまた、合理

的な行為者が行為を開始する要因の一つだから、（疑いに還りつかれた者が）行為を起こすこと

に何の矛盾もない。

「あらゆる軒両について無益なものではないか、とし、う疑いを起こすことができる。好まし

い食べ物や飲み物を享受する際でも、最後には（それが原因で）死ぬことが知られているから、

（それらに向かって）行為を開始することはないJと言われたことは理解し難い180 すなわち、

「有益なものではないか、という疑し、J（剖h倍加deha）であろうと「無益なものではないか、と

いう疑いJ（：加制h倍加deha）であろうと、これらの語は属格限定複合語（~（｝$卵samasa）ではない。

そうではなく、（それぞれが意味するのは、）「有益なものに向かう疑いJ（：制horun此haJ:isandehaJ:i）、

「無益なものに向かう疑い」（an制horunul<l抽 sandeh油）とし、うことであり、「時代（に好まれる）

王J（：鍬叩盈也iva)19のように仲間の語を省略した複合語） (m剖hyamapadalo戸田masaJ:i）であ

る。そうだとすれば、好ましい食べ物や飲み物等については、有益なものではないか、という

疑いのみがある。自分自身の中で、あるいは他者において、（それらの食べ物や飲み物等と）同

種のものが（好ましし、）視覚や満足とし、った利益をなすことが何百万回も経験されているから

である。（それが原因で）死ぬとしづ不利益はたまたま特定の時、特定の場所で経験される（に

すぎなし、）からである叱これと逆のことが、無益なものではないか、としづ疑いであると理解

すればよし由。

このようなわけだから、合理的な行為者たちは、正しい認識手段と同様に、有益なものでは

ないか、という疑いに基づいても対象に向かつて行為を開始する。このことは否定し難し由。

[43.13; 24a6］さらに、「（常識に従う人々は、これまで）見てきた通りのものに疑いをおこすこ

とはあっても、未だ見たことのなし、事柄までをも疑うことはない。というのも、保い）とし、う

のものは、特殊性の想起を必要とするj云々と語られたことも正しくない。（疑し、の対象は、そ

の時点、ではまだ）論証も否定もされていなし叫上、定立的否定（p判明dasa）の働きにより、（存

在でも非干明主でもなしすそれ以外の実在の在り方をしているのだからお、（まだ見たことのない

18以下、 RNA43.4-12はP出12009:134・139に英訳と解説がある。

19 sa均面出vaは弱泊priyaQ.pゐ創vめの中間語priyaが省略されたもの。 Patil2009: 136 fu. 77はP材ni2.l.60

に対するKiiii・脇酬と Mahiibhii.抑を根拠に“era-king(iム時dear－泊ig）”すなわち“a凶 g叫10is di田rtothe
S蜘 s,i.e., an era-m出ng組nどとし、う解釈を与えている。

20 RNA43.9・11の内容は、 VvN13*.lふ13でも繰り返し論じられている。

21 RNA43.ll：伐材vivip鑑賞。を地24a5に従い、 c凶vip副加 に訂正する。

nシャーキャブ、ッディは、賢者の行為の動機となるものは決定知だけではなく、 m世1俗間活ayaや

anar色鉛明白1yaもあると述べている。 Cf.稲見 1993:96f.

23 RNA 43.l 4f.: vasvan回官官p訟を地24a6に従い、 V柳田国訓向に百Eする。
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ものを含めて）あらゆるものに対して疑いが生じるからである。

また、この疑いは、特殊性の想起を必要としなし由。すなわち、（その事物の）定義 (I~加a)

と結びついているのか、結びついていないのかだけに応じて、（様々なものが、それと）同種の

ものか、異種のものかが語られなければならない。そうでなければ、（事物を区別する）定義を

述べることは無意味なことになってしまう。そして、そうだとすれば（＝定義によって同類・

異類が区別されるとし、うことを認めるなら問、「〈問ー加と（因呆性〉で定義される必然的関

係と離れていることj という共通の属性によって〈認識対象也、。重也、信吉呆性〉などはい

ずれも、君の見解（＝ニヤーヤ学派の見解）では同種のものということになるのだから、〈認識

対象協の逸脱を知るだけで（他の〈煙協などにも）疑いを引き起こしているのだから、こ

れ（＝我々の反論）は、見てきた通りのものを疑ったにすぎない。

2.1.1.4.2クマ一リラの見解に対する応答

[43.20; 24bl］また、クマ一リラを証人として述べたことは、実際のところ、「ミルクを入れる

容器に対しては猫が証人であるJとしづ流言以上のものではないので、ここで論じる価値はな

し、。

さて、以上のように、理由が異類例に単に見られないというだけでは否定的随伴が成立しな

い以上、（異類例からの排除が疑わしい） (sandigdhavip紘~＼／）制制陥ctva）という点で（主輯申証

明の）理由を論難することは不可避であろう。このことから、彼（＝クマーリラ）の言明（＝

主輯申論証の過失を見逃した言明）は（過失を指摘しないこと）（叫0与odbhav加a）とし、う敗北の

立場（凶g油笛由加a）おになるのだから、彼が述べたこと（＝クマ一リラによる主輯申翻月の批

判）もまた、非難されるべき点を含む。

あるいは、「これが理由（＝〈結呆出）に対する正しい論難であれば、否認せねばならない

が、これは理由の過失（を指摘したもの）ではない。ゆえに、（わざわざ）否認するまでもない。

そして、彼（＝クマ一リラ）の言明は G晶失を指摘しないこと）としづ敗北の立場であるJと

語るこの哀れな者（＝ヴアーチャスパティ・ミシュラ）は、自派（＝ニヤーヤ学派）の見解で

言う（非難されるべきでないことの非掛（出血可ojyおmyoga)26という敗北の立場を犯し、（論

争の）敗北に追い込まれているわけだから、（なんとも）憐れむべきである。

24 RNA43.15：幅符asmrt)'apek写a を viお抑制tyan郁~a に訂壬する。写本（地24泊）は版本と同じ読み。

おダ〉レマキーノレティがVNで整理したところでは、立論者にとっての敗北の立場は、 as雄 1血盈gavacanalこ

よりえ対論者lニと9ての敗北の立場は ado~oobhavanaによって規定される。 C£VN 1.4~5; ｛左右本2014:

321-322. 

お出加uyojyiinuyo伊はニヤーヤ判Rが規定するこ十二種類の財ヒの立場のうちの二十番目に相当し、 NS

5.2.22：阻igt油asthanenigr油ぉ仕1盈1abhiyogo由加uy1母子加uyogal:,tにより規定される。詳しくは佐々 木2014:

357・359を参照のこと。
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2.1.1.5総括

[43.27; 24b3］さて、以上のように、（（論証対象と）逆のものに（理由が存在することを）否

定する認識手段） ( viparyayabadhakapram初五）がない以土、遍充関係は成立しない。それゆえ、

併吉呆性）としづ理由は、異類例からの否定が疑わしいため、不確定因（anaik加1tika）なのであ

る。

2.1.2選言股②の検討

2.1.2.0導入：二つの選言肢の提示

[43.30; 24b3］「火と煙との（通充関係の）ように、特殊な肯定的随伴（anvaya）と否定的随伴

( vyatireka）を把握する特殊な知覚と非知覚によって遍充関係は確定されるjと言う立場が第二

の選言肢で、あったが、これに対して答えよう。

（この主輯申論証では、）

①可視の身体（金三Y話arlra)

という付帯条件（upa制）を

もっ単なる知的作者（＝陶工

など）との遍充関係が把握さ

れるのか、それとも、②可視

＜遍充関係σ瀧定方出ID>

・肯割鏑伴（anvaya）の確定：火の知覚→煙の知覚

・否定政髄伴（vyatir1尚）の確定：火の手伝知覚→煙の非知覚

→にの方法を主輯申論証にあてはまると）

・肯掛端｛抑コ確定：伽的作者前提出の知覚→ 備期".f)の知覚

I －否定政髄｛判コ確定： t知的作酎糠mの非知覚→ 備期".f)の榊日覚
の身体とし、う付帯条件を外｜

JJ・〈知的作者）が人間（可視の身体をもつもの）に限定されれば、樹木の枝な
して、可視のもの・不可視の｜

」＿＿...， I どの場合で、伽的作者前提出の非知覚→備期霊会の知覚という逸脱が
ものに共通する（知的作者一’

般との遍充関係が把握され

るのか）、というこつの選言

肢がある。

2.1.2.1第一の選言服の検討

ある

・伽的作者〉が人間に限定され劇場合には、備期金）という論証因は（異

類例からの封勝が疑わしいもの〉となる

[44.l; 24b4］もし第一の立場であるとすれば、そのような論証対象（＝可視の身体をもっ知的

作者）がなくても現に生じている（樹木の）枝など（＝異類例）には〈結果性〉が見られるの

だから、（この）理由は（認請尉象’胎のように（（同類例・異類例に）共通のものを導く不確

定因）（剥愉印加畑1tika）である270

［問］樹木などは、（推論式の）主題であるお。どうしてそれら（＝樹木など）による逸脱（＝

樹木などの場合には、〈結呆出が伎口的作者（＝人間）を前提とすること〉を導かない、とし、

うこと）があるだろう方、というのも、存在群は三種類である。①樹木などのように、作者が

いるかどうカ河ミ明のもの。②壷などのように、作者がすでに知られているもの。③虚空などの

幻以下、肘-J"A44.l・13については、 P説12009:141・144に英訳と解説がある。

28以下、 RNA44.3・11は刑A284.21・285.3に対応する。

／ 
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ように、作者をもたないもの叱その中で、作者がすでに知られている壷などに関して知覚と非

知覚によって（結呆性と知的作者性との）遍充関係を承認してから、（知的作者の存在が）疑わ

しい山などに関して〈結呆f飴をまとめてから（＝適用してから）、知的作者が推理される。と

ころがこれ（＝山など）は、（主題であり、）逸脱の対象（vyabhicaravi:?aya,＝論証因の逸脱を示

す例）に適さなし、。

［答】「（論証因は）論証対象（＝主題）とだけは逸脱しなしリと言われたことは正しくない0 ・

と言うのも、逸脱の対象こそ、主題に適さないからである300

《（論証対象となる属性があてはまるかどうかが）疑われている（主題）に対して（それ

を決定する）理由を述べるのだから、（正しい認識手段により論証対象となる属性が）否

定されているものは、理由の基体（＝主題）にはならなし、。》 31

とし1う規則があるからである。そして、目に見える身体としづ付帯条件をもっ知的作者一般（＝

陶工など）は、逸脱の対象である。草などが生える際、（自に見える身体をもっ知的作者は）伎口

覚可能なものの非知覚＞ (drsy加upal油dhi）によって否定されるからである。それゆえにまた、

他ならぬ山などは伎口的作者がし、るかどうか疑わしいもの）として主題に適している一方で、

その山などは伎口的作者をもたないもの）でもある、という第四の存在群が認められるべきで

はなし泊九

2.1.2.2第二の選言肢の検討

2.1.2.2.1自に見えるもの・見えないものに共通する知的作者一般が論証対象である場合、理由

は〈異類例からの排除が疑わしいもの〉となる

[44.14; 24b司逸脱に対する驚きから33、また、三種類（だけ）の存在群を確定するために、（樹

木の）枝などに関しては、知覚により否定されない、可視・不可視共通の（知的作者一般〉

(bud品加anm加 a）との遍充関係が理解される、と言うのが第二の選言肢である。

その場合、枝などに伎日的作者一般）が想定できるのだから、我々は（論証因を）（（同類例・

29三種類の存在群については、 NVIT563.IトI3に議論がある。

30ここでの問題は、備呆性〉から伎日的作者にこでは可視の存在）を前提とすること〉を導く場合、樹

木などは否定的随伴（＝知的作者を前提としなければ、結果はない）から逸脱する例であるが、それが（主

魁として立てられるべきものか、それとも、逸脱する例であることがはっきりしている以上、（主魁に

はなりえないのか、ということである。ニヤーヤ判Rは前者の立場であるが、ラトナキー／レティは後者の

立場をとる。

31 PVIV9Icd.この詩節は同じ主宰神論証に対する論駁の対照で、 TBh40.12にも引用される。翻訳は梶山

I 978: 500, Tillemans 2000: 126を参照。

32 RNA 44.13: I母nan血剖istv ace凶 d剖胡＠をP甜12009:143, fit 92の読みの通り、均man虫記is卸 ce凶仰向b

と訂立する。この個所の写本（24b6）は不鮮明のため、確認できない。

33 RNA 44. I 4=Ms24凶：vyabhicaracam柑d耐をvyめhiciira凶叫＠雌に訂壬する。
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異類例に）共通のものを導く耳確定因〉（剥歯切加地面伽）とは呼ぱなしLそうではなく、遍

充関係を把握する時点で、目に見えるもの・見えないものに共通の（知的作者一高知という論

証対象が知覚できなし、から〈知覚可能なものの非知覚） (cir布ranupalambha）により否定的随伴

(vy副reka）が確立されない。そのため、（そもそも）遍充関係がないのだから、我々は（論証

因を）〈（異類例からの）排除が疑わしい理由） (sandigdhavyavr制ka）と呼ぶ'340

すなわち、陶工の作用（＝査の制作）の前に、査の不在（＝未生無）が認められるはずの場

面で、「査がないのは論証対象（＝知的作者一紛がないからで、あるJとは理解されなし由。と

いうのも、（樹木の）枝などが生起するとき、「不可視のものJ(adr布a）という理由で知的作者

一般を否定することができない以上、（目に見えなし、知的作者の）柄主は想定してよい。同様に、

（陶工の作用以前の）査などの不在を確定する時点、でも、知的作者一般は知覚されないだけで、

（その）栴主は想定可能である。その場合、論証因の不在は論証対象の不在に由来するものと

して成立しないので、遍充関係がなくなるため、（この論証因が）（否定的随伴が疑わしい理由〉

(sandigdhavy説reka）にならないはずがあろうれ（いや、そうなるにちがいなし＼） 36 

2.1.2.2.2結果性と〈質料因を前提とすること〉、〈知的作者を前提とすること〉との遍充関係の

把握方法

[44.25; 25a3] 「『結果であるが、質料因（upiid加a）をもたないかもしれなし叫と疑つてはなら

ないように、『結果であるが、作者をもたなし、かもしれなし、』と疑ってはならないJということ

はないJと（すでに）述べられた通りである。それに関しても、「『結果であるが、質料因をも

たなし、かもしれなし叫と述べてはならないJと言うようにして、君は誰に踊されてしまったの

カ~乙

と言うのも、この場合、もし遍充関係が知覚と非知覚により把握されないのであれば、どう

して結果一般は質料因を前提とする、と証明されるだろうれそして、君もまた遍充関係を把

握する別の方法を述べなかった。目に見えるもの・見えないものに共通する質料因一般と結果

一般との間にある遍充関係を、目に見えるものだけを対象とする知覚と非知覚により承認する

34以下、 RNA44.l6-30については、 P甜120仰： 144・148に英訳と解説がある。

35 RNA44.l9・20はJNA282.4-5に対応する。

36今、論証対象は可視であろうが、不可視であろうが共通する伎口的作者一粉である。論証因である備

果↑生〉は、確かに、この論註対象と肯定的随伴をもっ。すなわち、およそ結果であるとすれば、それは可

視・不可視の知的作者一般から生じてきた、という関係である。だが、否定的随伴の方はそうはならない。

知的作者一般がし、なければ、結果が生じないことが言えればよいのだが、それは（可視の知的作者〉には

あてはまっても、不可視のものにはあてはまらない。陶工がいなければ、壷はない、が言えたとしても、

主宰神（＝目に見えなし、知的荊白がいなければ、壷はない、は確認のしょうがなし、からである。このこ

とから、保吉呆飴という論証因ほ、（否定的随｛半が疑わしい理由〉として位置付けられる。

37 ISDの前主張部分に、「結果であるが、質料因をもたないかもしれない、と疑うことはできないように、

結果であるが、作者をもたないかもしれない、と疑うことはできないJという主張が登場する。 CfRNA 

37.24・26.
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ことはできなし、からである。一方、自説の消滅が付随することについては、正しし潔識手段を

考察する場面で、（そのことを論じる）機会が得られた380

あるいは、この場合、（論献す象とは）逆のものを否定する識哉手段（vip句rayab剖hakapram匂a)

の力により遍充関係が成立する。すなわち、芽などの結果は〈特定の時間・場所・本性を有す

ること）により遍充されているが、（それはまた）同様に併叶司会（剣itva）など様々な種類。剖bheda)

によっても遍充されていることが知られる。そして、そのことから、（質料因を前提としないも

の〉としづ異類例に（米協などの様々な種類という遍充するもの（vyapaka）がないとすれば、

併吉呆性〉（も）なくなる。そのような（備呆出）は、質料因を前提とする場合には存続する

以上、それ（＝質料因を前提とすること）により遍充されていることが証明される。また、質

料因なしにく米性）などの様々な種類が作られることは妥当しない。質料因を抜きにすれば、

すでに作られた、質料因なるざる39単一の原因だけから、それ引エの種類の結果が生まれること

になり、結果の多様性（同ry油heda）には原因がない（という過失）が付随するからである。そ

のことが（ダルマキールティにより、次のように）述べられている一一

《それぞれの本性をもっ諸柄主者は、それぞれに対応する原因から生じる。》 ω

そうでないとしたらまったくの不合理になるからである。「大地などから芽などが生じるであろ

うJと考えて芽を求める（農夫）が（そのための）種子を追い求めないことになってしまう。

こうして、ほかならぬく（論証対象と）逆のものを否定する5窃哉手段）によって、保吉呆｜飴が

〈原因一般を前提とすること〉により遍充されるのと同様問、（質料因を前提とすること）に

よっても遍充されることが成立する、ということは道理である。

だが、それとは別に、（結果一般）と〈作者一般〉との聞の遍充関係を立証する、〈（論証対象

と）逆のものに（理由があることを）否定する認識手段〉はあるはずがない。三種の GI充す

るものの非知覚） (vyapal晶mpalambha）ならびにく四種類の過対車用〉（甜prasanga）が先に論じ

られているからである。それゆえ、「結果でありながら、知的作者を前提としないかもしれなし、J

という疑いを述べる対論者（＝仏教徒）に対しては、（感情的に）足で、踏みつける（c:araQam紅白na)

しか論駁のしょうがない420

Js RNA44.30-3l=Ms25a4:prar吻 acin億四眠’P均窃1va岡地を間前Qacintavas卸 praptav踊幼と訂正して読

む。なお、ここで言う「正しい認識手段を考察する機会jが何を指すのか、いまひとつ明確ではないが、

おそらくは因果関係の確定方法を論じるVyNのことを指すものと思われる。

39 RNA45.4：均歯lU耐an討をMs25a6：匂笛dan甲剖an剖により訂正して読む0

40 PV匝25lab.Cf.戸崎1979:350. 

4t Msおbl:h如両国katvenevo・で、あるが、 RNA45.8:he蜘百回p面vakatve即時の読みに従う。

42 明司m剖ana に関連する表現は、貯~A88.26向27:nacavぉtupras億~VOi可ad町4田a由lli

畑町amardan剖inlini51imli岡 avli prati剣dh町釘勾ra鈴；RNA140.25・26：明司抑制卸剖同戸時rav：ぉ由加e’piに用

例がある。 Cf.護山2012：量l.53を参照。
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2.1.2.2.3自に見えない他者の心の推理

[45.13; 25b勾 【間］目に見える火一般と煙一般と同様に、自に見える原因一般と結果一般と

の間にある遍充関係が、知覚と非知覚に基づし、て（把握される）のだとすれば、（仏新走が言う）

他者の心（阿raci伽）の推理も否定される。自相続・他相続（＝自己と他者）に共通する、目に

見えない心一般と必（その人の振る舞いとの）遍充闘系は、目に見えるものを対象とする知覚に

よれば、誰も把握することができないからであるぺ

【答｝以上のように述べることはできない。というのも、外界対象が成立している場合（＝

外界実在論の立場に立てば）、自他に共通する心一般はその本性上、目に見えないものであるが、

目に見える身体と同一の原因総体協m昭 1）に結びつけられているので、（両者は）不可分のも

の（av凶rbhagav：紅白）に違し、ない。それゆえ、ちょうど壷を対象とする知覚が（その）一部の

色にだけ働いたとしても、逸脱することなく、（査の）全体（回mudaya）を（その人に）提示す

るように、（目に見える）身体を把握する知覚こそが、身体と不可分である、自他に共通する心

一一例えば、（体の）震えなどを遍充するもの（＝体の震えと不可分の週柿の心など）一ーを知

らせるのである450

このようなわけで、自に見える事物、あるいは目に見えないものと不可分の事物は、日常的

活動をなす人々の鋭利な知覚で確認され、（それらの間の）遍充関係も把握される。だが、そう

したこと無関係な目にみえないものと共通した心一般についてはそうではない（＝知覚では把

握されない）。それゆえ、他相続の推理は妥当する。したがって、知覚と非知覚により遍充関係

の把握がなされるとすれば、それは自に見えるこつのものの間においてである、というのが道

理である。

そこで、以下のように（ジュニャーナシュリーミトラにより上記の）要約がなされる一一

《保吉呆船が異類例にある（としづ過失）を除くために、（草などの結果に）目に見えな

い作者が想定されるのであれば、否定的随伴（vyatireka）が成立しない遍充関係がどうし

て成立するだろうか。一方、否定的随伴を証明しようと考えて、自に見える作者が認めら

43 RNA45.l4-l5：ィd曲司四a偽匂倒的f田 aをMsおb2：・剥h盈明朗ー叫今回aに従い、訂正して読む。なお、問A

45, fu.lで百1出Eは、命令Eが後の付加 (Ia包raddition）であるという注記を与えているが、当該の写本でそ

のことは確認できな川また、直後のRNA45.lふ17にS¥惚匂明袖匂ratve’piとし、う表現があることも訂正の

根拠となる。勿論、内容の上から自相続の心は自己認識で把握されるのだから、不可視ではないと言うこ

ともできょうが、そのことを裏付ける議論を悶ぜAの中に訳者はまだ見出していなし、

制 RNA45.l5：省令avi1?ay剖 vyiipti・を Ms25b2：命令rav~ayiitkasyacid vyiipti・に従い、訂正して読む。 RNA45,fu.2 

で百出xは陥勾側Iを削除すべきであろう、とし、う注記をしているが、それには従わなv'o 

45他者の心を推理することについて、ラトナキール手ィは『他相続宝命駁』 (San励。1臼版物w;a）で詳論す

る。なお、モークシャーカラグプタの主輯申論証に対する批判を述べる文脈で、因果関係の確定方法の問

題から、他者の心の描呈lこついての議論を要約している。 Cf.TBh 44.l 0・18.なお、 TBhの当該個所はチベッ

ト語訳とは対応しなし、 TBhのこの個所のチベット語訳は、このRNA45.l3・23に依拠しながら、 Kajiy：組閣

1998: 107, fu. 289に還党されている。
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れるのでれば、それ（＝目に見える作者）がいなくても草などは生じるのであるから、（論

証因が）異類例に存在する（としづ過失）が明らかになる。》“

このようなわけで、知覚と非知覚に基づいても（主輯特命証の）遍充関係は成立しなしL

2.1.3選言肢③の検討

2.1.3.1 前主張

2.1.3.1.1ニヤーヤ学派の定説のまとめ

[45.30; 25b5］繰り返しの知覚と非知覚によって結

合関係（pratibandha）は理解される、とし、う第三番目

の選言肢こそ、我々（＝ニヤーヤ学派）の立場であ

る。しかし、その結合関係は（因呆性）（凶1印刷）

を特徴とするものとして把握されるべきではない。

（あくまで、事物の）本性上の関係（svabhavika）と

して（把握されなければならなし、）。それのみが知覚

と非知覚によって理解されるべ

2.1.3.1.2ヴアーチャスパティ・ミシュラの見解

＜遍充関係、の確定方泣認）＞

・備期盟会と伽的作者を前提とすること〉

との聞の体性上の関僻を繰り返しの知覚と

非知覚により理解する →前者が後者を理

解させる要因であることの確定

－体性上の閥系）とは方向性のある関係であ

り、付帯条件を必要とする関係とは異なる

[45.32; 25凶］同様に、以上のことをヴ‘アーチャスパティは次のように述べた一--48

（結呆協は、同類例に見られ、異類例に見られないという理由で（論証対象を）理解させ

る要因 (g釧 aka）なのではなし叱そうではなく、〈本性上の関係〉に基づく、と私たち（＝ニ

ヤーヤ学派）は述べる。だが、まさにその（本性上の関係）は、（〈結呆↑飴が）同類例に見ら

れ、異類例に見られないことを通して、述べられる通りの手順で理解される。したがって、そ

のこと（＝知覚と非知覚による確定）に言及することも理にかなう。

それゆえ、あるもの（X）にこのような〈本性上の関係）としサ制約が成立するのであれば、

そのXこそが（対応するもの（Y）を）理解させる要因（＝論証因）となり、他方の関係項（Y)

が論証対象である、ということは正しし曲。すなわち、煙などには火などとの（本性上の関係〉

“詩節前半はJNA285.7・8の引用である。後半は応lAの中に同定できない。 Kajiyama( 1998: l 00, fu. 269）は

後半部分をラトナキールティ作と考える。なお、この詩節はTBh41.3-6に引用される。

47 RNA45: 30・32はP副12009: 105に英訳がある。

48以下、 RNA45.32-46.13はP組 2009:105に英訳がある。 Patil2009: 106，量1.11が主醤己する通り、時'1'A46.3-9

はNVπ135ふ14の引用である。また、 RNA45.4-llはラトナキールティのVyN2*.17ゲ .8と対応する。

49即ぜA46.l:darSanabhyfupをMs2品6:dar担 1剤師anabhy：旬に従い、訂宣して読む。 Cf.RNA 48.8. 

鉛 （本性上の関係） (svabhiivikapratib卸 dha）は二項をつなぐものであるが、その二項は交換可能ではない。

XにはYとの本↑生上の関係があるとしても、 YにはXとの本十生土の関係が必ずしもあるわけではない。 X

に相当するものが論証因であり、 Yに相当するものが論証対象である。以下に続く煙（X）と火（Y）の例
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があるが、火などには煙などとの（本性上の関係は）ない。というのも、それら（＝火など）

は煙などがなくても知覚されるからである。だが、 ωくなどが）湿った薪と結合されれば、（必

然的に）煙など、と結びつけられる。したがって、火などには湿った薪などの付帯条件（upadhi)

に由来する（煙との）結合関係があるが、（それは）本性上のものではない。したがって、 ωく

などにある煙との関係は）制約されたものではない。

一方、煙などには火などとの本性上の関係がある。その付帯条件は知られていなし、からであ

る。逸脱が決して見られなし、からである。仮に（付帯条件は宿主するが、）現に知覚されていな

いのだとしても、（そのようなものを）想定することは不可能だから。また、「知覚に適さない

ために現に知覚されないが、論証も否定もできないために（その存在が）疑われている付帯条

件が、（煙などの火などに対する）関係の（本来↑盟主（svab陥叫catva）を否定するjとし、うのは正

しくなし1。すでに述べた通り、それこそが〈疑い〉としづ鬼霊（回rp5ayapisac1）なのである。し

たがってSI、「努力して追い求めても知ることのできなし、ものが付帯条件であれば、それは栴主

しなしリと瑚卒した後に、我々は（その開系の）本来性を確定する。

以下のような（仏新走からの）反論があるかもしれな同一一あるものは）と（その）原因

ではない別のもの（Y）とに（本来的な関係〉があるとすれば、全てが全てと結びつくことに

なろう。また同様に、全てが全てから理解されることになろう。

にの想定反論に対しては、逆にこう尋ねよう一一）では、あるもの（X）が（それとは）

別のもの（Y）の結果だとすれば、（その場合でも、両者の）異なりに違いはないのだから、ど

うして全てが全てから生じないのヵ、また、そのことからまったく同じ過大適用（＝全てが全

てから理解されること）となるであろう。

もし「（事物の）本性（svabhava）は（それ以上）詰問されるべきではない。それゆえ、（両

者は）異なることに違いはないにせよ、（一方の）あるものだけが原因であり、（他方の）ある

ものだけが結果であるj と（仏新走が）言うならば、（事物の）本性に対して詰問してはいけな

いという点は、非因果的な諸事物の（本性上の関係〉の場合にもまったく等しいはずではない

か。それゆえ、（以上の仏教徒からの反論は）何ら意味をもたない。

2.1.3.1.3 〈本性上の関係〉の確定方法

2.1.3.1.3.0ニヤーヤ学派の定説

(46.20; 26a4］「この（本性上の）関係に関して、遍充関係を把握する認識手段は何かJと問う

ならば、答える一一実に、普遍的属性（samanyadharma）の間にある遍充関係は繰り返しの知覚

(bhliyod紅白na）により理解されなければならない、とし、うことは周知の事実である（と）。

が分かりゃすい。 YにXとの関係があるかのように見えるのは、 YにZとし、う付帯条件（叩副hi）がつい

た場合に限る。火と煙の例で言えば、 Zは湿った薪巳あたる。湿った薪に火をつけると必ず煙が生じるから

である。

SI以下、 RNA46.12-21はNVTf136.1-9の号開であり、 VyN4＊ふ14に対応する。

匁以下、 RNA14-16はP組12009:120に英訳がある。
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2.1.3.1.3.1スチャリタ・ミシュラの見解

[46.22; 26a5］これ（＝本性上の関係の確定方法）に関して、『カーシカ－~作者（＝スチャリ

タ・ミシュラ）は上述の意味を次のように注釈する__._.53

過去の複数回の観察から生じた潜在印象を伴う最後の心にへ煙の ωくによる被制約十曲が現

れる。まるで鑑定者にとっての宝石の本性、文法の記憶に精通した者にとっての言葉の本性、

（様々な人々の）父母の結びつき（＝系譜）の記憶をもっ者にとってのバラモン性のように。

というのも、これらすべては、最初に見たときには顕現していないので、後でも別様に顕現す

ることになるからである、と550 

2.1.3.1.3.2 トリローチャナの見解

[46.27; 26a6］一方、 トリローチャナは次のことを語った---56

繰り返しの観察（bhiiyodarsana）により、（すなわち、）繰り返しの観察を伴う心により、同類

のものの結合関係（＝例えば、火一般と煙一般との結合関係）が把握されることになる。この

ことから、煙は火を逸脱しない。仮にそれ（＝火）を逸脱することがあるとしても、（その場合

には、）付帯条件を欠いた結合関係（＝本性上の関係）を超えてしまう。（だが、そのようなこ

とはない。）理由が異類例に（あるかもしれない、という）疑い（＝逸脱に対する疑い）を除く

認識手段は、（非知覚） (anupalambha）と呼ばれる、知覚条件を具えた付帯条件（＝可視の付帯

条件）を欠いたものを確定する根拠であり、（実際には）知覚に他ならない。それに基づいて（本

性上の閥系）が成立する。これ（＝主宰神論証の遍充関係）についても同様である。それゆえ、

（ニヤーヤ学派の）自説は確立された、と。

2.1.3.1.3.3再びヴアーチヤスパティ・ミシュラの見解

[47.l; 26bl］ヴアーチャスパティは次のことも語ったー--57

（熟練した鑑定家が）美しい特別な宝石の本性（を見分ける）ように、繰り返しの観察から

53この引用はsvrm16.14・17からである。同個所の官頭はVyNl*.16-18にも引用される。 Cf.Lasic2側：51,

fu. 7. 

54 RNA46.お：car沼田由.rSanece凶 iをMs26a5に従い侃amecetasiに訂正して読む。しかじ、 RNA46,fu. l 

で百叫curが注記する通り、 svrはcarame白話加巴∞回iの読みである。

55熟練した宝石の鑑定家、文法家、系譜を知る者の例のうち、後の二つはクマ一リラの Tan伽必傾向に関

連する議論がある。 Cf.TV588.2ル22：抑制vatulya.5同pfu)y剖y翻~api阻がdn}alokac4寄りg油y~

brahmal}.剖i~m訟奇pitrsamban1晶ぉmar明記 evaVarQavive同vadl歯切aqibhavati，匂血亙sadhusめdiivadhお司翻ap耐

loka'由吋habhiival).この点は、稲見正浩氏からのご助言に感謝する。

%削A46.27-31はP組12仰： 106に英訳がある。このトリローチャナの学説は、 VyN2*.11・16にも引用され

るb Cf.Kras錨・2002:71£

s1 ruぜA47.l-2はP出12009:106に英訳がある。P組12009:106, fu.12が注記する通り、 NVTf136.22・23が引用

されている。同様に、 VyN4*.14・5勺にも同様の引用がある。
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生まれた潜在印象を伴う感覚器官こそが、煙などと火などとの〈本性上の関係）を把握する、

ということは正しい、と。

2.1.3.2仏教徒の応答

2.1.3.2.1 〈本性上の関係〉の定義に関する論駁

2.1.3.2.1.1 〈本性上の関係〉とは因果関係の別名ではないか

[47ぷ26bl］この点に答える一一

（二つの関係項が）別のものであるときに、因果関係（凶uゆ柑i)以外の〈本性上の関係）が

あるというのは、言を弄しているにすぎない。実際のところ、（ここで）確定されようとしてい

るもの（＝本性上の関係）は、手に入れられない。

2.1.3.2.1.2 .ヴアーチャスパティ・ミシュラの議論に対する論駁①一一目に見えない付帯条件も

想定可能である

[47ム26b2］すなわち58、君（＝ヴアーチャスパティ）自身が「一方、煙などには火などとの

（本性上の関係）がある。その付帯条件は知られていなし、からである。逸脱が決して見られな

いからであるJとこれ（＝本十生上の関係）の特徴を説いたわけだが、そのことは不成立である。

なぜならば、「付帯条件J（叩剖悩）という語によって、「それ自身とは別のもの（s＼（細浦1加刷溜n)

こそが必要とされることJが表示されなければならない。そして、その「別のものj というの

は、目に見えるもの（的a）とは限らない。（それは、）場所・時間・本性の上で麟色している

目に見えないもの（ad拘引の可能性もある。また、そのことから、煙にも火との結合関係に対

する付帯条件があるかもしれなしLまた、「（それは）知覚されなしリと言ったところで、「見ら

れないから、存在しないj （剖紅白n加 nastyeva）一一『それに基づいて（本性上の関係〉が成立す

るわけだが一一ーとなるだろうヵ、

もし「（煙にも）別のもの（＝火との結合関係のための、不可視の付帯条件）が必要とされる

のであれば）9、どうして E鹿』というだ、けで、火の存在に対する制約をもつのか」と問うならば、

まさに次のことを考察しておかねばならない位一一「因果関係（凶岬甜i)が承認されない場合、

にれまでに）千回繰り返して観察をしても、（これからも）あらゆるときに、煙があれば火が

必然的にあるのか、否かJ、「時として、火ではなく、煙もまた付帯条件となる何か別のものに

依拠することがあるのではなし、かJ、「この点を確定する根拠61は何であろうかj と。

58 RNA47.4-10はP組12009:123・124に英訳がある。なお、批判対象とされるヴアーチャスパティの文言は、

RNA46ふ10で引用されたものである。

59悶 A47.Il(=Ms 26b3): athayad ya抑制'aillapek!i耐yaqisyatをVyN10*.14: nanu yadi db加町恥ki柑yam

紅白祖国首nupfulhil:i syatを参考民、 athayady副hお1凶11111停e均明司r町lsyat,と訂正Lて読む。

ω以下、 RNA47.ll・14はVyN10*.14-18に対応する。

61 RNA47.14の時凶也・については、 lasic2000: 67, fu. 56の注記に従い、確定制4回ya）と同義として理解

する。
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一方、（これらの疑問に対して、）「その付帯条件は知られていないからである。逸脱が決して

見られないからであるJ62と述べられたことは、否定される。不可視であろうと、付帯条件は想

定できるからである。また、（それを知覚するための）他の条件の不備（pratyay加国avaikalya)

により阻害され、知覚されないことがあるにしても、逸脱を（完全に）否定することは不可能

である。

このことから両者（＝煙における火との結合関係のための付帯条件、ならびに煙があるのに

火がないとしづ逸脱）を否定することはできないにしても、（その二つを）立証する根拠も否定

する根拠もないのだから、（それらに対する）疑いはあるはずである。しかし、（そのことは、）

君が取り乱して泣き叫んだくらいでは否定されなし曲。また、それだけでは正しい認識手段に基

づく慣習（p耐n初ikaloka＇片岡〉を超えることはできない。正しい認識を求める者たちは ω、（あ
るものを）立証する根拠も否定する根拠もない場合には、論理的に帰結した疑いを（ff為発動

の根拠として）定めるからである。また、全面的に行為発動がなくなるという過失が付随する

こともない。正しい認識手段あるいは疑いに基づく行為発動は適切なのだから。また、無益な

ものではないか、とし1う疑い（加紅白出andeha）がどのようなものに対しても起きるわけではな

い。特定の場合には、信是いは）有益なもののみに向かうことが知られているからである。

2.1.3.2.1.3ヴアーチャスパティ・ミシュラの議命lこ対する論駁ふ一本性についてiはそれ以上

の詮議がなされないという点に対する疑問

[47.22; 26b6] 「（原因と結果とが）異なることに違いはないにせよ、特定の一方のものだけが

原因であり、他方は結果である、と言う（事物の）本性（sv；めhava）は（それ以上）詰問され

るべきではない。同様に、非因果的な諸事物の〈本性上の関係〉の場合にも（その）本性は（そ

れ以上）詰問されるべきではない、ということはまったく等ししリ一一このように、村人たち

に必須の安直な信仰をヴアーチャスパティは開示している650

すなわち、実在性（vぉtutva）に違いはなくとも、「火は燃焼し、虚空はそうではないJとし、

うこの点については、正しい認識手段で成立している以上、（そこに）過ブd直用は認められない。

同様に、（二項が）異なるものであるという点に違いはないにせよ、「特定のものには特定の結

果があり、特定の原因があるJという点には過対車用の余地はない。（二項が）異なる場合には、

その（両者の）肯定的・否定的随伴（anvayavyatireka,・）に従う因果関係が、正しい認識手段に

より証明されるからである。だが、それとは異なり、「本性上の関係」（svabha吋同組rpbandha)

62 RNA46.8・9を指す。

ω吋klavavikrositaとし、う表現については、回15りに類似のものがある。稲見正浩氏のご助言問調付る。

64 RNA47.l9・21はPatil2009: 138に英訳がある。

65 RNA47.24：伊胡vandi回明細をMs27al（およびRNA初版）により van枇 Z明細に言口Eする。また、

v五回spate与をvacasp組bに訂正する。
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という語には、正しい認識手段により確定される、いかなる表示対象もなし帰。その定義が成立

していないからである67。「ある実在が（単なる）主張命題（pratijna）ですでに成立していれば、

過大適用は指摘されてはならなしリという（決まり）はない。いかなるものであれ、人々がそ

の本性を承認するだけで、（論争の）勝利者となってしまうからである。『荘削の作者（＝プ

ラジュニャーカラグプタ）が次のように述べた通りである一一

《およそ何であれ、自分自身が認めているものを規定し、それに対して他者から否定され

なければ、「実在の本性によりJ (v.ぉtusv油havai~）という形で答えを述べておけばよい。

こうして、あらゆる人々が（論争で）勝利をおさめることになるだろう。》 ω

2.1.3.2.1.4 〈本性上の関係〉とは何か？

[48ペ27al］さらにまた、〈本f主主の関係） (svabha・吋岡崎rp.bandha）とは何か？ ①それ自体か

ら生じた（関係）か、②自らの原因から成立した（関係）か、あるいは、③原因なしにそうな

っている（閥系）なのか、とし、う三つの見解がある690

このうち、第一の見解は正しくない。自己自身に作用することは矛盾しているから。一方、

第二の見解の場合には、〈因果関係）（凶吻鮒ii}回mbandhal＞）と同じものが別の言い方で認めら

れているだけであるから、（我々の聞に）何ら意見の相違はない。もし原因なしにそうなってい

るのだとすれば、時間・場所・本性上の制約がないことになってしまうから、（そのような）〈本

性上の関係〉は不合理である700

2.1.3.2.2 〈本性上の関係〉の確定方法に関する論駁

2.1.3.2.2.1ヴアーチャスパティ・ミシュラとスチヤリタ・ミシュラの見解に対する論駁

[48ぷ 27a4］以上により、「備呆胞が（論証対象を）瑚卒させることは、（それが）同類例

に見られ、異類例に見られなし、からではなく、（本性上の関係）に基づく、と私たち（＝ニヤー

ヤ判~）は述べる。だが、まさにその（本性上の関係）は、これから述べられる手順で、〈論証

因が）同類例に見られ、異類例に見られないことから理解されるJ71と（ヴアーチャスパティが）

述べたことは、（そうあってほしいという）単なる欲求 Ci$回mata）を示しただけだと考える

“RNA47.28-31はP叫 2009:121に英訳がある。

67 RNA47.29 (=Ms 27a2）：凶la旬開明也iddhatv剖uktatvatを凶l尚卸明治id品atvatと訂正して読む。 Cf.Patil 

2009: 121, fu. 45. 

68 PVABh35.14-16からの引用である。この偏については、 Moriyama2014: 203を参照のこと0

69 RNA48.4・7はP甜12009:122，血.48に英訳がある。

初この個所は、 TBh42.7・12に援用される。上記翻訳は、梶山 1978:503を参考にしている。

71 RNA46.l-3. 
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べきであるう。というのも、「〈本性上の関係〉とは、付帯条件に依拠しないことにより制限さ

れたものであるj という定義が述べられているが、これまで述べた道理からしてそれは成り立

たない。それゆえ、（その確定方法について、）「繰り返しの知覚から生まれた潜在印象を伴う、

最後の心あるいは意（m印刷に、（ある事物が）そのような形で制限されていること（＝本性

上の関係）が顕現するJ72と懇切に語ることはできないからである。

また、「（烹練の文法学者が見分ける）語の本性（＝正しし、語形）のように、（人々の父母の系

譜を記憶することに長じた者が見分ける）バラモン性のようにJというこつの実例は、我々（＝

バラモン耕句価値観から自由な仏新走）には成立しないのだから、実例に値しない。一方、「美

しい特別な宝石の本性が顕現するJと言うことは正しい73。というのも、代々の教え

(upade.ぬp紅加lp踊）に基づいて、（鑑定眼をもたない）悪徳の宝石商さえもが（特別な宝石が）

虹の形の輝きをもっ等の物ノ教を有しているどうかを確認しているのだから。だが、上記の〈本

性上の関係〉の特徴は君（＝ニヤーヤ判Rの者）が（仏教徒の真似をして）自らの頬に描いた

もの（s叫 capo加削除）であり判、正しい認識手段により確定されるものではなしトーイ反に確定

されるのであれば、これ（＝本性上の関係）も然るべきものとなるであろうが、（そうはならな

い）。それゆえ、（ヴ、アーチャスパティ・ミシュラやスチャリタ・ミシュラが述べたことは）何

ら意味のないことである。

2.1.3.2.2.2繰り返しの知覚と非知覚により非逸脱の関係が把握されることについての疑問

[48.20; 27bリまた、第一に、その性質すら確定されていない〈本性上の関係）があるとしよ

う。仮にそうだとしたところで、これを知覚と非知覚によって把握することは難しい。すなわ

ち、もしも過去における多数の知覚経験から生じた潜在印象を伴う最後の心により〈煙の火に

よる制約f岱（＝本性上の関係）が把握できるとすれば、同類例・異類例のそれぞれで何百万四

も知覚と非知覚を繰り返して生じた潜在印象を伴う最後の心によって、「（地’出（p量出vatva)

が（鉄により線描できること） (lohalekhyatva）により制約されていることJが把握され、〈地十空会

v カミらも（鉄により線描できること）が証明されよう75。（確かに、陶器の場合にはそうである。）

だが〈地十島が常に（鉄により線描できること）により制約されているわけではない。（地性で

ある）ダイヤモンドの場合には、逸脱（＝ダイヤモンドは線描されない）が見られるからであ

る。それゆえ、どうしてにれまでの）知覚により（被制約船（＝本性上の関係）が把握され

ηRNA46.22・23.

ηRNA48.l5・19はPatil2009: 122に英訳がある。

74 VyN9*.IO・11:sv紘中olakalpi回 vabhrr叫部副iban品均1ayaci句kamaJJ<;lan節制を参照。l.asic2000: 65, fu. 52は、

この表現により、三ヤーヤ学探が言う（利生上の関係）は仏教徒が言う（因果関係）（包dt即日制）と閉じも

のであり、その確定はニヤーヤ学派が言うような方法ではできないことが暗示されている、と注記する。

75 p訓話vatvaからIohalekhyatvaを導く間違った推論にっし吋は、 VyN5*.12・13に言及がある。 Cf.Lasic2側：

59, fu. 34. 
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るだろうか.760

［間］それならば、煙が火によって（必然的に）制約されることもあるまい。逸脱（＝煙が

あるのに火がないような例外状況）が決してないことを示すことはできなし、からである。

［答］それならば、（ニヤーヤ学派の方法でも、）どうして（繰り返しの経験を伴う）最後の

心により（本性上の）制約が把握されるのか、と（論難されるのは）等しい。

【問］逸脱が見られなし、から、逸脱はな凡

【答】「逸脱が見られないから、逸脱はない」とし、うのはどうし、う意味カ~110 CI漣脱の非知覚

(adar由na）に基づいて、（暫定的に）逸脱がないということか、＠漣脱が（実際に）ないから

（逸脱がないということか）。

最初の立場（①）では、逸脱があろうとなかろうと、「逸脱が見られないからこそ逸脱がないJ

と（言い張る）のは天才的（的弱凶pp匂9ityarn）である。（我々にはとても受け入れがたし＼）

第二の立場（②）では、逸脱がなし、ことはどのように確認されるのれ非知覚（蜘蜘）に

基づくのだとすれば、それは〈単なる非知覚） (adarぬnam枯渇）なのか、それとも伎口覚可能な

ものの非知覚〉（合令ra由rsana）なのか。

第一の（非知覚）は不可能である。というのも、（単に）知覚されていないというだけで、「逸

脱がないJと述べることは不可能だから。遠い昔に死んだ、バラモン女性の不貞（ηゆhicara）の

ように。それはあまりに長い時間の壁に邪魔されて現に知覚できないにしても、（その当時に）

その不貞は知覚されていたからである780 （単に今、ここで知覚されないという理由から、それ

が存在しないと決めることはできない。）

また、第二の（非知覚）は不可能である。特定の時間・場所・人物により逸脱（＝遍充関係

に対する例外状況）が知覚されるための原因総体（品magrT）があれば、逸脱は見られるはずだ

が、原因の一部が欠けていたり、（対象が）別の時間・場所にあることから知覚の原因総体がそ

ろわなければ、逸脱は全面的に知覚条件（upalめd凶北伊明）を満たさなし、からである7九このよ

うなわけで、仮に逸脱があるとしても、それを知覚するための原因総体が欠けているために、

逸脱は知覚されないのである。

あるいは、因呆性（凶吻甜i)を開数とする別の方法によれば、（原因となる）逸脱がなけれ

ば創見は知覚されない。（結局、）このし、ずれの方法でも、逸脱の知覚が起き加、ことになる。

ところが君によれば、（創見のなし1関係） (avy油悩命ヨ）を理解するための根拠は〈知覚と非知

覚）であると述べられたが、その（方法）は伏を導く）煙に関して錨脱のない関係〉（を理

76この議論は、いわゆる帰納付住論が抱える問題と共通するものである。すなわち、個別の事例の観察を
どれだけ重ねたところで、 fすべての～が～であるJとし、う全材申j断を導くことはできなし、。これまで（地
性〉をもっF縮まなどには刻印を屯することができたからといって、同じ〈地f飴をもっダイヤモンドにそれ
出亘じない。知覚と非知覚に基づく過去の経験からだけでは、遍充関係という全称判断は保証されなし、

Tl以下RNA48.2849.8はP組120的： 124f.に英訳がある。

花この例はVyN10*.ll・13にも登場する。

方版本はsa{tv仰］であるが、恥色27b5：鈎W制1に従う。
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解するための）根拠とはならなし＼ （その方法では、〈鉄により線描できること）を導く）（地’性〉

などに関して逸脱が生じるからである。君の考えでは、 ω立を導くはずの）煙さえも信頼が置け

ないことになる。

一方、我々（＝仏新走）の見解では、知覚と非知覚により、ある一つのものの上で、因果関係

が成立すれば、（もはや）逸脱があるのではないか、とし、う疑いは生じない。

《だが、それ（＝火）がないときに G鹿があることは、煙が）原因をもつことを跳ひ遜え

ることになってしまう》 80 . 

という理屈から、〈疑し、）とし、う鬼霊が登場することはない。

以上、繰り返しの知覚と非知覚によっても遍充関係は成立しない。

2.1.4選言肢＠ゆ検討

2.1.4.1前主強

[49.13; 28al］それならば、

「一度（田畑）、（理由を）同

類例に知覚し、異類例に知覚

しないことにより遍充関係

が確定されるJとしづ第四の

選択肢のみがあるだろう。す

＜遍充関係の確定方法＠〉

－備期1:)→〈知的作者を前提とすること〉を同類例（劃で確認

. （知的作者を前提としない）→備尉盟主の否定を異類例嘘空）で確認

・繰り返しを必要とせず、一度の確認で適充関係を確定する

なわち、仮吉果4性〉が（知的作者一般を前提とすること）に随伴されることが（同類例である）

査などに見られ、（異類例である）虚空など、知的作者をもたないものに〈結果↑生）が否定され

ることは正しい。またそれゆえに、一度でも肯定的・否定的随伴が成立するならば、（その時に）

遍充関係も成立するので、どうして（理由が）不確定になるだろうか。

2.1.4.2仏教徒の応答

2.1.4.2.1 〈結果性〉は不確定因である

ド9.17;28a2］この点に応答する一一

もし（知的作者をもつこと〉と備期生〉との聞の結合関係（pratibandha）が、ある一つのも

のの上で正しい認識手段により理解されれば、「虚空など、知的作者をもたないものにおいてく結

呆性〉が無いことは正ししリ（と言える）。だが、同ー性（制加nya）であれ、因尉生（凶抑制）

であれ、本性上の関係（svabhavika）であれ、それ以外であれ、（それを）立証する認識手段が

ない以上当そのような結合関係は成立しない、と直前に述べられたばかりである。それゆえ、

虚空などにく知的作者）は否定されるかもしれなわが、〈結呆f生〉は（必ずしも）否定されない

80 PVI3化d.内容の上から主語となる sabhav明白を補う。

-165 -



ので、異類例からの排除が疑わしいという理由で併吉呆f飴は不確定因（anaik如tika）である。

2.1.4.2.2異類例が非存在である場合の問題

[49.22; 28a3] 1ニヤーヤ学派］我々の見解では虚空は常住なものであるが、君たち（＝仏教

徒）の見解では非相主（出揃va）である。だから、どうして（異類例からの）〈結呆性）の高阪

が疑われょうか。

｛仏教徒｝答えよう。実に、否定的随伴（vyatireka）とは（具類例である）虚空に儲呆↑空会

が単に無いこと（η／納柑matra）ではなく、（論証対象の無により必然化される論証手段の無）

である。それは虚空において把握することはできない。そこ（＝虚空）には侠口的作者〉とし、

う（特殊な）原因がないのと同様に、（そもそも）原因一般がないのである。ならば、いずれの

無により必然化された〈結果）の無一一それにより否定的随伴が成立するはずであるーーが理

解されるべきなのだろうか。

［ニヤーヤ学派］まったくその通りである。虚空にはく知的作者〉のみならず〈原因一般）

もないのだから、〈結呆俗が伏日的作者〉（のみ）と否定的随伴することを確認できない。に

もかかわらず、壷などにおしてく結呆性〉が（知的作者〉と肯定的に随伴することを確認した

後（ではじめて）、虚空においても、〈知的作者）の無により必然化された（結呆r~ の無が理

解される。それゆえ、どうして否定的随伴が成立しないことがあろう tJ•o

［仏教徒］なんと！ （否定的随伴だけのことではなし＼）肯定的随伴（叩vaya）とは、査な

どに儲尉主）が単にあるということではなく、（論証対象の存在により必事長化された論証手段

の前生）のことである。そして、それは壷の上では把握できな凡と言うのも、そこ（＝壷）

には（知的作者〉（＝陶工）と同様に（査を作る場所となる）藁の小屋など、も存在する。だから、

「伽的作者）が相主する場合に（のみ）（結呆協が柄主するのか、それとも、藁の小屋など

が柄主する場合に（結呆性が）存在するのかJということを誰が（確定的に）知るだろうれ

それゆえ、これに関しては、特殊な肯定的・否定的随伴（vi.Si損nvay向 ratireka）を把握する特

殊な知覚と非知覚とが随順していなければならない。なぜならば、目に見える原因と結果との

間に因果関係が成立する場合、肯定的・否定的随伴は成立するのだから。だが、（目に見えない

ものに関する）結合関係を立証する認識手段は夢の中でもあるはずはないので、第四の選択肢

も否定される。

2.1.5遍充関係の不成立から帰結する問題

[50.4; 28a司さて、以上のようなわけで、（知的作者〉と（結呆胎との聞に遍充関係が成立

しない以上、（包括的論拠の定寄り（剖凶甜加出iddl曲1匂） 81などの理屈からく筒斗因などを知る、

81 （包括的論拠の定説〉は、 NSl.l.30で「それが成立すれば他の主題も成立する事項であるJ（抑制副hav

anyapraka悶組制地回’品倫明asiddh加地）と規定される。訳は服部 1979:370による。
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全知者たる特別なプノレシャ）が証明される、という望みは叶わない位。

また、作用一般（財iyasfunanya）に関して、主題所属性に基づいて（p尚 adhannatav：話滋）視覚

器官を特徴とする特定の行為手段（陥raQavis句a）が証明されるとし、う実例が示されているが、

それも論証されるべき事布円であることに違いはなし制。というのも、その場合、色の認識が（視

覚器官を想定しない限り、）別様には説明づけられないことから証明される、（なんらかの）別

の原因こそが「視覚器官Jという名前で呼ばれるのだから。〈色の言雷哉を生み出すこと〉以外に

視覚器官の別の特徴は成立しなし、からである。「色の認識を生み出すものであることこそが視覚

器官性であるj と言うのであれば、それでかまわない。いかなる過失があろう。我々（＝仏教

徒）は他ならぬそれを「別の原因」と呼ぶのだから。

同様に、もし君が知的作者一般の基体にすぎないもののことを「特別なプノレシヤJと名づけ

るのならば、我々には何の異存もない。「究極的には、（知的作者一般〉とし、う基体の上に〈全

知者’f飴などの特殊が証明される。視覚器官などの特殊性のように」とし、うその点について、

我々は異議を唱えているのである。実例（＝視覚器官の例）と実例で示されるもの（＝主輯申

論証）の双方で、特殊を証明することはできなし、からである。

以上を要約した内容が、（ジュニャーナシュリーミトラにより）次のように言われる一一

《一方、可視のもの（＝知的作者一般）が縦酎象であるならば、（（結呆協という論証

因はそれを）逸脱するにちがいなし1。「（論証対象は）可視のものではなし、（＝主輯申であ

る）Jとすれば、（実例がない以上、）逸脱（すら）定まらない。あるいは、（知的作者一般

は可視・不可視のものに）共通しているから、異類例（からの排除）に疑いがあるために、

これ（＝（結呆性））から論証対象は証明されない。》 M

こうして、主割申は死に水を与えられた（由利alaiijali)。

（未完）

補遺I: ISD40.17・50.20における他著作からの引用町援用

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『主宰神論』 (IV）、クマ

一リラ著『シュローカ・ヴアールッティカ』（SV）、『ブリハット・ティーカー』侶T）、ヴアー

チャスパティ・ミ、ンュラ著『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』（NVll"）等からの改変、引用が次のように確認される。

82 以下、貯~A50.4・20 で論じられるのは、いわゆる主宰神論証におけるこ段階論証の問題であり、後の（論

証対象の考察）と関連する。二段階論証については、狩野1987:3-7;2015を参照。特に狩野2015:199-201 

では、二段階論証の成立の背景にディクeナーガの推理論からの影響があったことが、詳論されている。

幻 RNA50:8:s甜iya[bhi]nnaQ.はMs28blにより s組 1yabhinnaQ.と読む。

斜この詩節前半（時~A50.16-17）はジュニャーナ、ンュリーミトラの『主宰神論』からの引用（別A2%.16)

であるが、後半部分は同定できていなし、
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ISO 対応 ISO 

40.28-41.4 =NK 153.6-15 45.25・26

42.12-18 =NVTf 135.17-22 46.3-9 

42.20 = SV codana 60c 46.12-21 

42.22-23 =BT 46.22-26 

43.1-2 =TS 122 47.l・2

44.3-11 = rv 284.21-285.3 47.32-48.2 

44.10 =PVIV9lcd 49.11 

44.19-20 =IV 282.4-5 50.16-17 

45.6 = PV III 251ab 

補遺II: ISD 32.4-40.16科段 ＊［］内はRNAの頁・行数を示す。

2.後主張：仏新走からの応答［40.17-]

2.0序［40.17・18]

2.1遍充関係の確定をめぐる議論（40.18・50.20]

2.1.0遍充関係の確定に関する四種の選言肢の提示（40.18・23]

2.1.1選言肢①の検討［40.24-43.29]

2.1.1.0導入［40.24・25]
2.1.1.lニヤーヤ学派の見解（40.25-41.11]

2.1.1.1.1備呆性〉を遍充する三種の条件の非認識［判.25-41.4]

対応

=Iv285.7-8 

=NVTf 135.8-14 

=NVTf 136.1”9 

= svr m I6.I4-I7 
= NVTf 136.22-23 

= PV ABh 35.14-16 

=PVI3牝d

=IV 296.16 

2.1.1.1.2 侠日的作者を前提とすること）を否定した場合の4種類の過対車用（41.5・11]

2.1.1.2仏教徒の応答（41.12-42.η

2.1.1.2.l併吉呆性〉を遍充する三種の条件の9ド認

2.1.1.2.2 伎口的作者を前提とすること）を否定した場合の4種類の過対直用についての見

解（41.29-42.4]

2.1.1.2.3小結（42.5・η

2.1.1.3否定的遍充関係の確立に関するウ、アーチャスパティ・ミシュラとクマ一リラの見解

[42.8-23] 

2.1.1.3.l ヴアーチャスパティ・ミシュラの見~平（42ふ18]

2.1.1.3.2クマーリラの見島平（42.19-23]

2.1.1.4仏新走からの応答［但.24・

2.1.1.4.lヴアーチャスパティの見解への応答ド2.24-43.19]

2.1.1.4.2クマ一リラの見解に対する応答（43.20・2η

2.1.1.5総括（43.27・2勾

2.1.2選言肢②の検討［43.30・29]
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2.1.2.0導入：二つの選言肢の提示伊3.30-44.1]

2.1.2.l第一の選言肢の検討［44.l・13]

2.1.2.2第二の選言肢の検討［44.14-45.29]

2.1.2.2.l目に見えるもの・見えないものに共通する知的作者寸支が稀耐象である場合、

理由は〈異類例からの排除が疑わしいもの〉となる［44.14-24]

2.1.2ユ2結呆性と（質料因を前提とすること〉、伎口的作者を前提とすること）との遍充関

係の把握方法［44.25-45 .12] 

2.lユ2.3目に見えなし、他者の心の推理［45.13-29]

2.l.3選言肢③の検討［45.30-49.12]

2.1.3. l 前主張［45.30-47勾

2.l.3.l.1ニヤーヤ学派の定説のまとめ［45.30・3勾

2.l.3.l.2ヴアーチャスパティ・ミ、ンュラの見泊卒［45.32-46.19]

2.l.3.l.3 （本性上の関係〉の確定方法［46.20-47勾

2.l.3.l.3.0ニヤーヤ学派の定説（46.20・22]

2.l.3.l.3.1スチャリタ・ミシュラの見島平（46.22-26]

2. l.3. l.3 .2トリローチャナの見解［46.27-31]

2.1.3. l.3 .3再び、ヴアーチャスパティ・ミシュラの見A卒［47.1-2]

2.l.3.2仏教徒の応答［47.3-49.l勾

2.l.3.2.l （本性上の関係〉の定義に関する論駁［47.3-48.η

2.l.3ユl.l （本性上の関係）とは因果関係の別名ではないか［47.3-4]

2.l.3ユl.2ヴ、アーチャスパティ・ミシュラの議論に対する論駁①一一目に見えない付帯条

件も想定可能である［47.4-21]

2.l.3.2.l.3ヴアーチャスパティ・ミシュラの議論に対する論駁②一一本性についてはそれ

以上の詮議がなされないとし、う点に対する疑問［47.22-48.3]

2.l.3.2.l.4 （本性上の闘系〉とは何か［48.4司

2.l.3.2.2 （本性上の関係）の確定方法に関する論駁伊8.8-49.l勾

2.l.3ユ2.lヴアーチャスパティ・ミシュラとスチャリタ・ミシュラの見解に対する論駁

[48ふ19]

2.l.3ユ2.2繰り返しの知覚と非知覚により非逸脱の関係が把握されることについての疑

問［48.20-49.1勾

2.1.4選言肢④の検討［49.13・50.4]

2.1.4.l前主張［49.13・1句

2.1.4.2仏教徒の応答［49.17・50.4]

2.1.4.2.l 保吉呆齢は不確定因である［49.17-21]

2.1.4.2.2.異類例が非柄主である場合の問題［49.22-50.4]

2.l.5遍充関係の不成立から帰結する問題［50.4-20]

コ
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