仏教認識論における解脱論と合理性
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古代インドの哲学者たちは、自我や宇宙をめぐる哲学的思索の彼方に常に
輪廻からの超克、 解脱を志向し続けた。 彼らは、 自らの宗教的実践を動機づ
けるにいたった心理的過程を顧みながら、 「なぜ自分は数多くの聖典の中か
ら、 この聖典を選び取り、 解脱を目指す実践を開始したのかJを考えぬき、
そこに彼らなりの合理的な根拠を見つけ出そうと努力した。この解脱論と密
接に結びついた合理性を明らかにするために、 以 下では、 仏教認識論を大成
したタ令ルマキールティ(7世紀頃) とその後継者たちの議論の幾っかを分析
してゆきたいと思う(1)0
確かに、 インド哲学には 「理性j に明確に対応する概念が必ずしもあるわ
けではない。 にもかかわらず、 彼らの宗教的実践は、 ある種の実践的理性に
裏付けられたもので、あったと考えられる。 仏教認識論の場合、 その実践的理
性の役割とは、 解脱という目的に見合う最善の手段を選び取り、 聖典が説く
宗教的命題を吟味し、 正しい聖典と間違った聖典を選別し、 その宗教的命題
を対象とする膜想を準備することにある。それ 自体が宗教的実践の一部をな
す上記の実践的理性の役割は、彼らの言葉で言うところの「推論J (阻凹加a)
が担うものである。 とりわけ、 解脱論との関わりで言えば、 「原因に基づく
未来の結果の推論J 、 そして、 「残余法に基づく蓋然的推論Jというこつが重
要なトヒ。ックとなる。 これが本稿の前半で考察する内容である。
これらの推論は、解脱へと向かう宗教的実践において不可欠のものである。
しかしながら、 彼らは他方において、 これらの推論に限界を認めていた。 宗
教的な実践は、 人間の本性である欲望などと鋭く対立する。 どれほど精搬に
論証された宗教的命題で、あったとしても、人間の本性はその結論をそう容易
くは受け入れない。「諸行無常」を頭では納得しでも、 私たちは自分が執着
する対象が永続することを願い、 頑迷にそれを信じている。 だ、からこそ、ダ
ノレマキーノレティをはじめとする仏教徒たちは、 推論の先に、 膜 想、とし、う実践
が必要であると説いたのである。 本稿の後半では、 宗教的実践の中で推論が
占める位置を明確にすることで、解脱論ど結びつく実践的理性の限界を見定
めることにしたい。
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未来の結果の推論による合理的な意思決定

行為の合理性は、 人聞が複数の選択可能な行為の中から、 特定の行為を最
善のものとして選択する際に求められる。解脱という目的が最初から最善の
ものとして設定されているインド哲学の場合、 この問題は、 解脱を実現する
といわれる複数の宗教・学派の実践論の中から、 いずれを最善の手段として
選択するのか、 という形で提示される。
インド哲学文献の冒頭は、 多くの場合、 この宗教・学派の教義を学ぶこと
で何が実現されるのか、 また、 その方法はどのようなものかを論じるところ
からはじまる。八世紀に活躍した仏教学者カマラシーラによる『真実綱要細

注�(Tatれlasal'flgrahapañjikã)の冒頭箇所もまた、 そのことを主題としたテキ
ストの一つである。 この議論で前提となるのは、「熟考を前提とする行為者j
(prek�apurvak加)、 つまり、 ある行為を開始するに先立って合理的な意思
決定を行う理想的な行為者である。
カマラシーラによれば、 解脱を目指す行為者の合理的な意思決定に関して、
それが、 正しし、認識手段 (pram拘a)(2) による確信 (凶caya) に基づくもの
であるのか、 あるいは疑念(s創psaya)に基づくものであるのか、 というこ
つの対立する見解があった。著者であるカ マラシーラが依拠する立場は、 後
者であるが、 それと対立する前者の立場は、 彼に先行する仏教学者アルチャ
タが保持していた。
アルチャタは、 人間の目的とその実現手段の関係を因果関係として理解し、
目的が実際に実現できるかどうかは不確実であるにせよ、 し、かなる手段を用
いればその目的が実現できるのか、 という点について、 人聞は正しい認識を
もつことができると考えたω。 合理的な行為者は、 推論によって目的に対
する実現手段を確信することのみに基づいて行為を開始する (創6caymaiva
prek写avatalll pra可制1，1)。 このことを、 アルチャタは次のような実例を通して
論じている。
たとえもし農夫などが未来の結果に対して疑念をもっていたとしても、
彼らは、 その果報の実現手段についての確信を必ずもっている。 だか
ら、 彼らの行為は、 確信を前提とするものに他ならない。(TSP 3.18開20)
(4)

農夫が農耕作業を行うとき、 彼は、 今、 自分が蒔いている種が、 一定期間

今，臼

の後に実を結ぶかどうか、 その未来の結果(=目的)については疑念をもっ
ている。 天候不良をはじめとする不確実な阻害要因(pratibandha)がありう
るからである。 しかしながら、 彼は、 それらの阻害要因がないとすれば、 そ
の種が実を結ぶことに確信をもっているから、種蒔きという行為を始めるこ
とができる。 このような農夫の思考は、ダルマキ�/レティが次のように定式
化した結果生起の必然性に関わる推論と等しい。
十全な原因から結果生起(の必然性) が推理される場合、(原因と結果
は)別々のものに依拠しているわけではないのだから、 それは本質的
属性(svabhãva)という(理由) であると言われる。
原 因総体にある果報を生みだ す諸々の能力 (剖必) は、 阻害要因
(pratibandha) がありうるから、(原因の)変化に引き続く結果(の生
起) に対して(それを知らせる理由としては)不確定である。
(PV 1 vv. 7-8)ω
ダルマキールティの論理学の体系によれば、 ある主張命題(pr姐�ñã)を肯
定的に証明する理由(heω)として妥当するものは、 論証されるべき属性の
結果となるもの(k盈y油eω) か、 その本質的属性(svabhava)かのいずれか
である。 それぞれに応じた推論式を示せば次のようになる。
[結果因による推論式】
〔主張命題〕あの山には火 がある
〔理由〕煙があるから
〔実例〕およそ煙があるとこには必ず火 がある。 寵のように。 およそ
火 のないところには煙はない。 湖のように。
【本質的属性による推論式】
〔主張命題〕これは樹木である
〔理由〕桜であるから
〔実例〕およそ桜であれば、 それは樹木である。 過去に見たあの桜と
いう樹木のように。
このうち、 前者は、 仏教の縁起(pratityasamutpãda) 思想に基づく、 因果
関係で結ぼれた実在の世界を基盤とする推論であるのに対して、 後者は、概
念聞の包含関係を扱うものである。 そして、 前者の場合、 ある結果からそれ

得毛d

に相応する原因を推理することはできるが、原因から結果を推理することは
できない。 というのも、 たとえ原因があっても、 その原因の効力を阻害する
要因が途中で介在したならば、 結果が生じないことがあるからである。 しか
しながら、 それぞれの原因となる事物 (例えば種)がそれぞれの協働悶 (例
えば太陽、大地、水など)に伴われて十全な状態になっている場合、それは、
結果 (例えば芽)が生起する必然性を知らせることはできる。 上記の分類で
は、 このような推論は本質的属性による推論式の一種とされる。
アノレチ ャタによれば、農夫が種の発芽能力を推論により確信して、農耕行
為を開始するように、 修行者は、 解脱の実現手段がもっ目的実現能力を推論
により確信して、 宗教的実践を開始する。 このとき、 宗教的実践を開始しよ
うという修行者の合理的な意思決定は、結果生起の必然性証明という推論を
唯一の根拠としている。
ところで、私たちの誰にとっても、未来がどうなるのかの予測を完全に行
うことは不可能である。 アノレチ ャタの議論によれば、未来の結果が生じるま
での聞に限害要因が働く可能性は決して否定されない。 しかしながら、 「も
し阻害要因が起きないとすればJ という仮定のもとで、任意の事象がそれに
対応する特定の結果を生み出す可能性を推理することはできる。アルチャタ
は、 このような推理に基づく行為を「正しい認、識手段を前提とする行為J と
呼び、 彼が考える非合理的な行為、 すなわち、「正しい認識手段を前提とし
ない行為」から区別して、 次のように述べている。
たとえもし究極的には阻害要因がないことは確定されえないとしても、
「もし阻害要因がなければ、必然的に、これに基づいて必ず (niyamena)
果報の獲得があるj という確信 (雌caya) は、 正しい認識手段を前提
とする行為において必ず存在するが、 正しい認識手段を前提とない (行
為) においてはない。 そうでなければ、 正しい認識手段を前提とする
行為とそれを前提としない行為との聞に違いがないことになってしま
う。 (TSP 4.17同20) (6)
だが、 種の発芽能力のような経験的な事象であれば、 過去の経験からそれ
ぞれの因果効力を帰納的に知ることができるだろうが、解脱としづ未経験の
事象に関して、その実現能力をもっ手段を特定することが本当に可能だろう
か。 この場合には、 知覚や推論という正しい認識手段はそもそも機能しえな
いのではないか。 このような疑問から、 解脱を目指す修行者の意志決定に働
く合理性の根拠を、 推論の妥当性とは別のところに求めたのが、次に見るカ
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マラシーラである。

2

残余法事亨基づく蓋然的推論による聖典の選別

カマラシーラの見解によれば、 疑念に基づく行為で、あっても、「合理的な
行為J となりうるものがある。 彼は、 上に引用したアルチ ャタの主張に対し
て、 次のように応答する。
以 上のことはまったく正しい。 しかしながら、 「合理的な行為者であれ
ば誰も(他者の) 文章(=言明)に基 づいて行為を開始することはな
い」ということが成り立つのであれば、(合理的な行為に関しては) そ
れが全てということになろう。(だが、 実際にはそうはならない。) と
言うのも、「果報を直接自にしていないある者たちのうち、 行為を開始
した者は大いなる称賛を受け、 行為を停止した者は大いなる罰を受け
る」ということを聞いて、 聖典の権威(ãgamapramaJ.1ya)に依拠せずに
はいられないある者たちは、(聖典の)言葉に基づいて行為を開始する
と い うこと が 現 に 見 ら れ る が 、 そ の 限 り で は 、 彼 ら が 合 理 性
(prek平面vattã) を欠いているわけで、はな し、からである。(彼らは) 最善
の手段(abh卯P匂ra)(7) のみによって行為を開始しているのだから。 聖
典以外に、超感覚的な対象(向rcmtap紅ok(l訂出品)に向かう行為に対する、
別の手段はない。 だから、(たとえ疑念があっても、) 正しい聖典に基
づいて行為開始がなされなければならない。 と言うのも、 破綻してい
る聖典(vy忍latagama) を受け入れる者たちは非合理的な行為者となる
であろうが、 破綻していない聖典に依拠して行為を開始するのであれ
ば、 どうして合理的な行為者でないことがあろうか。 それ(=破綻し
ていない聖典)こそが(解脱のための) 正しい手段なのだから。
(TSP 4.21・5.4) ω
先に見たアルチ ャタの見解とは異なり、 ここで、 行為者の意志決定は、 聖
典という外在的な理由に基づくことが主張されている。解脱という目的が超
感覚的な対象である以 上、人々はそれに対して経験的な判断を下すことはで
きない。 したがって、 その目的を実現する手段に関しても同じく経験的な判
断は不可能である。 では、 目的が超感覚的なものだからという理由で、 それ
に対する実践を中止することが合理的な態度なのだろうか。解脱を放棄すれ
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ば、死後に大いなる不幸が待ち受けているかもしれない。 実践への一歩を踏
み出すかどうかで、二つの極端な結果が待ち受けているという状況にあって、
人は、 たとえ超感覚的な対象に対する疑念をもっていたとしても、「聖典を
信頼して実践を行うことJ を合理的な判断とするのではないか。パスカ ルの
賭けの議論を扮梯とさせる、 カ マラシーラの議論の主眼は、人間の推論でき
る範囲を超えた対象に関して、行為開始と行為停止というこつの選択それぞ
れの果報を天秤にかけた上で、ありうるかもしれないリスクを回避する方向
で、 行為者の意思決定が働くという点にある。
だが、宗教・学派が異なれば、それぞれの聖典が説く解脱論もまた異なる。
聖典を信頼して修行を行うしかないという決断を下すにしても、 まずは、複
数の聖典の中から依拠すべき特定の聖典が選別されなければならない。カマ
ラシーラは、 この聖典の選別に関して、 内容の上で破綻のある聖典から破綻
のない聖典を峻別する能力こそ、 合理的な行為者に帰属するものと考える。
では、複数の聖典の中から、 特定の聖典を「破綻のないものJ として選別
するためには、 どのような手続きが必要となるのか。
しばしば引用される仏典が、「賢者たちは燃焼 ・切断 ・研磨によって黄金
を精査してから受け取るように、比丘たちよ、私の言葉を単なる信仰に基づ
いて受け取ってはならなしリ(めと語るように、仏教の修行者たちは、ブッ ダ
とし、う宗教的権威を盲信するのではなく、自らの知性によってその言葉を吟
味した上で、その言葉に従って修行を開始するか否かを決めることが求めら
れた。 この仏典が語る内容を、 認識論・論理学の概念を援用しながら再構築
したものが、 ダルマキールティの聖典選別の議論に他ならない。
ダノレマキールティは『プラマーナ ・ヴアールッ ティカ 』第1章214偏におい
て、 吟味に値する聖典が具えるべき三つの特質を次のように列挙する(10)0

① 聖典を構成する諸々の文章が整合的であること。 無意味な文章の
羅列などがある場合、 そのような聖典は信頼に値しない。
② 聖典が設定する目的に対する 適切な手段が述べられていること。
どんなに素晴らしい目的が掲げられていても、 その実現手段が不可能
なものであれば、 その聖典を承 認することはできない。
③ 人生の目的が明示されていること。 人聞が果たすべき目的が述べ
られいなければ、 それは聖典ではない。
以 上の三条件を満たしていることが確認できたならば、次に具体的にその
聖典の内容を吟味する段となる。 ダノレマキールティは、 聖典の信頼性を確認
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するためには、それが超感覚的対象に関して信頼性があることを確認するか、
あるいは実践的な見地から、人間の目的とその実現手段に関して教えるもの
であることを確認するか、 そのいずれかの方法をとるしかないと考える。
第一の方法によれば、 次のような確認がなされる(ll)。
(1) 知覚(pratyalq;a) による検証によって、 仏典が説く人聞の五つの構
成要素(肉体・楽などの感受作用・概念知・潜在印象・判断) は認め
られるが、 サーンキヤ学派が説くような、 物質の中に快・不快などが
含まれるという説は認められない。
(2) 推論による検証によって、 仏典が説く「諸行無常J などの命題の正
しさは認められるが、 他学派が説くアートマンの存在などは否定され
る。
。) 通常の推論では扱うことができない超感覚的対象一例えば行為の
余力として人聞に潜在的に備わるとされる善業(ダ、ルマト悪業(ア ダ
ノレマ) などーに関する記述である「休裕などで悪業は滅するjが、 同
じ聖典の別の記述「悪業などは心的なものである」と矛盾することが
見つかれば、 その聖典の信頼性は否定される。
知覚や推理に関わる部分では、その対象となる実在に対応するか否かとい
う観点から真偽の確定ができるのに対して、超感覚的対象に関する聖典の記
述ではそれができない。あくまでも聖典を構成する諸々の文章の聞に矛盾が
ないかどうか、整合的であるかどうか、 という点から矛盾のある聖典を除く
ことができるというだけで、自らが信奉する聖典の信頼性を積極的に証明で
きるわけではない。 しかし、 上記のようなチェックを経た後であれば、「知
覚や推論で検証できる限りでは正しいことを述べていても、超感覚的対象に
関しては間違っているかもしれないj という疑念は残るにせよ、 他に道はな
いから(agatya)、 修行者はその聖典を頼りにして行為を開始することがで
きる(12)。
一方、 第二の確認方法では、 人生において真に受け取るべきものは何か、
捨てるべきものは何か、そのための手段は何かということを明確に説いた聖
典であれば、 それを信頼して行為を起こすことが可能であると説明される。
このような ダルマキールティの聖典選別の方法論は、 しばしば合理的な聖
典受容の在り方として論じられてきた。確かに、聖典を盲信するのではなく、
その受容の前段階に聖典の吟味というプロセスを置く点で、この方法は合理
的だと言えないこともない。しかし、そのプロセスを仔細に検討するならば、
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ここには人間の認識能力の限界が露呈しているとも言える。人間の知覚や推
論をどれだけ駆使したとしても、 超感覚的な対象については知りえないし、
検証もできない。 その領域に関するアプローチは、 聖典の記述の一貫性を前
提とした上で、 検証可能な部分に関して信頼性が確認できたならば、 検証不
可能な部分に関しても信頼性を認めるべきであろうという残余法に基づく
蓋然的な推論に依拠している(13)。 聖典選別の合理性を支えるものは、 この
ような類推に基づく思考の一種であると言えよう。

3

宗教的直観と合理性の限界
以 上のように、 解脱を志向する実践者は、 ある場合には未来の結果を予測

する推論に基づいて解脱への最善の手段を選びとり、 またある場合には、 残
余法に基づく蓋然的推論の力により正しい聖典を選別し、それらに依拠して
実践を開始する。 伝統的な仏教の実践論では、 聴聞(釦lti)・思惟 (cintã)・
膜想、(bhãv組ã)の三段階を経て、 聖典の内容を聴聞し、 それを推論を重ね
て吟味した上で、 膜想を行い、 最終的には真実の直観に至るとされるが、 上
記の議論はこの実践論とも部分的に重なりあう。
このプロセスにおいて、 確かに聴聞・ 思惟という最初の二つの段階では、
実践者の合理的な判断能力に訴える議論が展開されているわけであるが、で
はなぜ最後に膜想という段階が必要とされているのだろうか。 聴聞・思惟と
膜想、との間にあるもの、それは推論で得られた知識に抗する人聞の本性的な
弱さである。ある事柄について、 推論の力により一度は合理的な判断を下し
たとしても、人聞はその判断に必ずしも従うわけではない。 感情平欲求とし、
った本'性のままにそれとは別様の行動をとることがあるからである。このこ
とから、 仏教の修行者たちは、 推論に基づく合理的な判断能力だけでは、 宗
教的実践を高断売させることは困難であることを 自覚し、 聴聞・思惟の先に膜
想というプロセスが必要であることを認めたのである。
例えば、 ダノレマキールティは、 ヨーガ行者の直観(yogünprat<Yak�a) と呼
ばれる宗教的直観を次のように定義する。
また、 ヨーガ行者の知覚とは、 真実対象(bhü宿命a)を〔繰り返し〕膜
想した櫨限で生じるものである。(NB I. 11) (14)
ヨーガ行者たちが、 聴聞に基づく認識によって (真実の) 対象を把握

-
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して、 論理により考察する (認識) によって (その対象を)確定し、
膜想するとき、 彼らにも、 その (膜想の)極限で、 ちょうど恐怖のあ
まりに (非実在のものをありありと認識する場合の)ように、 (真実対
象の認識は)鮮明に顕現する。 それは、 概念的思考を離れ、 正しい対
象をもっ、 知覚という認識手段である。 ちょうど我々が『プラマーナ・
ヴアールッティカ 』で説いた、 四聖諦の認識の如きものである。
(PVin I28への 自注)(15)
この記述によれば、 ヨーガ行者の直観は、 次の三段階のステップを踏んで
生起する。
(1)

r諸行無常J (あらゆる形成物は必ず滅する) など、のブ、ツ ダの言葉
を聴閥、 あるいは聖典の文章を学習することで、その対象を把握する。

( 2) 推論により、「諸行無常J などの命題が正しいことを証明し、 その
対象を確定する。
(3) 隈想により、 繰り返し、 その対象を心に定める。「諸行無常J の場
合には、内的・外的な個別の事物に関して無常であることを心に念じ、
一切のものがそうであることを心に浮かべる。
この結果として、
「諸行無常J (あるいは無常性)などの真実対象 (bhü面也a)
が、 修行者にありありと現前する。 膜想、の最後の段階では、 対象は、 まるで
雲母に覆われたもののように、 不明瞭なものであるが、 その後に、 ありあり
とした形で心に顕現する(16)。 このプロセスから明らかなように、 ヨーガ行
者の直観は、 合理的な聖典の受容 (聴聞)と推論によるその内容の吟味 (思
惟) を前提として成り立つものである。
しかしながら、 この一連のプロセスは必然的なものではない。 ヨーガ行者
の直観の前提となる推論は、 習慣化された欲求のために、 当初の意図とは異
なる行為を引き起こすことがありうるからである。 例えば、「諸行無常J の
推論から、次のような二つの異なる行為が引き起こされる可能性がある(17)0
(1) 聖典による「諸行無常jの把握
(2) 推論による「諸行無常」の理解
(3-A) r諸行無常Jの理解に反する欲望/ (3圃B)

r諸行無常J の膜想

r諸行無常J の理解に反する行為/ (4圃B)

r諸行無常J の直観

(4-A)

�
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輪廻を前提とする仏教思想において、欲望は過去世から積み重ねられた悪
しき習慣の結果として、人間の本性に具えられたものとされる。それに対抗
するためには、 膜想により、 別方向に心を向ける習a慣をつけなければならな
い。 このような二種類の心の習慣化を、 ダノレマキールティは「反復経験J
(abhyasa) という術語で次のように説明する(18)。
輪廻している生物の(五つの)構成要素(五組) は苦である。(輪廻の
過程で) 反復されていく中で欲望などが強くなっていくことが知られ
ているからである。(欲望などは)偶然的に生じるのではない。 原因を
も た な い も の が 生 じ る こ と は 矛 盾 し て い る の だ か ら 。( PV II
146cd同147ab) (l的
すなわち、 慈悲・離欲"菩提などの心の属性が強くなっていく根本的
な原因は、 それぞれに先行する(心の属性の)反復経験である。 憐み
や離欲や欲望と同じく、(心は)反復経験によって慈悲を本性とするよ
うになる。(PV II 130-131ab)(2ω
日常的な世界にあっては、 過去世にわたり習慣化された欲望があるため、
推論による確定に反する行為が行われる。 それに対して、 慈悲や離欲などの
宗教的に価値のある心的要素もまた何度も繰り返されることで、心の本性と
して定まるようになる。
この習慣化の議論を踏まえて、ヨーガ行者の直観を記述すると次のように
なる。 ヨーガ行者は、 推論による対象の確定に加えて、 その対象を繰り返し
心に念想することで、 アクラシア的な非合理的な行為を回避し、 最終的に、
宗教的直観という行為を実現する。古代の仏教徒たちは、自らの宗教的実践
を行う中で、 宗教的命題に対する推論の力を認めつつも、 同時に、 その限界
も見定めていた。 理性的な判断を脅かす人間の心の弱さ・抗いがたい欲望へ
の透徹した眼差しをもった彼らは、 推論の力に過度に依拠することなく、自
らの宗教的使命を達成する道を膜想の中に求めたのである。

4

どの程度の合理性が仏教に求められるのか

これまでの考察から明らかなように、 仏教認識論の伝統の中で 「合理性j
は、 まず第一に宗教的行為の動機づけの場面で問題とされてきた。 仏教やジ
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ャイナ教、ヴェーダ聖典の権威を信じるバラモン教の諸学派など、 宗教思想、
が百花練乱と咲き誇った古代インドにおいて、いずれの宗教を信じて宗教的
実践を開始するのか、 という問題は極めて重要なものであった。仏教の哲学
者たちにとって、 自らの宗教の正しさを人々(入門者)に伝えるためには、
彼らが共通に抱く合理的な判断能力に訴える形で議論をつくりあげる必要
があったことは、 想像に難くない。 この場合の合理的な判断能力とは、未来
の果報を予測する推論の能力、 そして、複数の聖典から不適切な聖典をすべ
て排除し、適切な聖典を選び取るための蓋然的推論の能力のことに他ならな
し、。
だが、 これらの推論は、 実例に依拠して論証の確実性を探求したインド論
理学の枠組みから考えると(21)、 いささか特殊な位置を占めるものである。
すなわち、 煙があることから火があることを推論する場合とは異なり、 これ
らは、「ある行為が未来の解脱を約束するかどうかJ 、 あるいは「ある聖典は
超感覚的対象に対して正しいことを教えているのかどうかJ といった事柄に
ついて確実なものを保証してはいない。にもかかわらず、これらが「合理的J
であると考えられたのは、厳密な論理性とは異なる、人々を説得するには十
分な、 類推的な思考の論理性があったからで、あろう。
一方、本稿の後半箇所で、扱ったように、 仏教徒たちは合理的な判断能力を
無条件で礼賛したわけではなく、 そこに一定の限界を設定していた。私たち
は、自らの習慣化された欲望のままに、 実践的な推論から導かれた結論に反
する行為を行う。合理的な思考は行為と直結するわけではない。行為の源泉
になるものは、 多くの場合、むしろ、 合理性とは対極にある感情や欲求であ
る。仏教徒が眠想という反復経験を重視するのは、 それこそが、新たな習慣
化を生み出すための手段であるからである。それはまた、 本性的な欲求に基
づく行為に対抗しうるのは、 一回性の「合理的な思考J なのではなく、 膜想
により繰り返し鍛え上げられた、 「合理的な智慧j であることを教えてくれ
ているように，思う。

注
(1) インド哲学における合理性の 概念については、Chakrabarti ( 1991) を参照 のこと。本
稿が主題とする仏教認識論の議論は、そこでは扱われていない。
(2) 仏教認識論において、正しい認識手段(pram盈a) は次の二種類が認められている。
一つは知覚(praty紘切) であり、 それは概念的思考を離れた直観として定義される。知覚
は、個物(svalak関心を対象とし、通常の感覚(五感) による感性的対象の把握から、

ヨーガ行者による四聖諦の宗教的直観までを含む。 もう一つは推論 (佃醐初a) であり、
それは概念知の一種である。 推論は普遍(s加lanyalak斜早a) を対象とする。 基本 的には、
目前に見えない対象に関して、 目前に与えられた証印 (J泊ga) から推理を行 うのである
が、 その妥当性の判定は、 IDE印が 三条件(主題に属する こと、 同類例の一部に存在する
こと、 異類例の すべベにわたって存在しないこと) を満たすことが確認できるかど うか
による。 なお、 インド認識論の文脈では、 「知」に関わる様々な表現。缶詰1avija如a， cit!a
など) があるが、 本論文では、 これらを基本 的に 「認識J(∞伊 ition) と訳し、 「知識J
(k now1edge) あるいは「信念J (belief) とは訳さない。 Mati1al (1986: 10 1-106) が論じて
いるように、 インド哲学では心的状態(m印刷託蹴) としての信念ある いは知識というも
のを考えるのではなく、 時間とともに継起する心的エピソード (m印刷 episode) として
の認識を考える。 「インド哲学者たちは、 世界を、 真なる命題の集合としてよりも、 認識
という出来事の一連の流れから構成されたものとして眺めるJ(Mati1al 1 986: 10) のであ
る。

(3) Cf. Elぉ chinger ( 2007)p. 141f.
(4) TSP 3.18‘20: syãd e国一戸dy api k碍iïvalãder bhãvini phale銅mぬ戸s tathãpi鈎tphala問
弱必鳩n紅ポ cayas t e草盈"!l vidyata eva. t ena nis cayapurv ikaiva t e申訟"!l pra'ηtti r i討

(5) PV 1 7-8: het una yai). samagrel).a同ryotpãdo 'numlY脚/紅白.an旬蜘ap ek醐V�証sa sva同
bhãvo ' nuvar司i鈎1) //婦magnphalaS 泳歯場m p gmhn如ubandhini / anaik訟ltik.誠kぉy e p雌ibandha
sy耳sambhav量産I1
(6) TSP 4.17-20: s持d eω- yady api par溺n討伽句1). pratibandhãbhavo 凶何旬m aSakyai)，

tathãpi yadi pratib飢dho na syãt ， 匂davaSY儲n俗mE祉phalaprãptir ni戸menety eVaI!1vidho nis cayai)
p mma早ap耐羽kãy訟n pravrtt a u vidy滋a eva， na tv apram初apürvikãy訟n. any，ほhã pram訟)ãpram訟la
pürvikayoi). p ravr均ior vl崎o na syãt
(7) この文脈における abh刊paya の訳に関しては、対応するチベット語訳(thabs khyad par
ωn) から“el!c∞llent me釦s "という訳を提示したElts chinger 2007: 149 を参考にした。
(8) TSP 4.2 1δ 4:s 崎F留n wai胸t， k intu yadi vãky加na kasyacit prek�av.証ai)p raη防 総百ty etat

siddhaI!1 bhavet， 制高S抑制evaitat sy滋. yãvatã drsyan旬hi k ecid apraty，総与aph.蜘渇m k e曲nclt
pravrttlm河町or mahãSaI!1sãpãpaSraval)ãd allãSrityagamapr訟nâ.1)y制n 如何m aS法 nuvanω vacallãt
pravartt節 n如äi).. na caitãvatã t自由"!lPぉ:k� ãvぽ信hanil}， abhyupãyenaiva pravrttei).. na hy a呂amãd
m wm飽parok緑地av i�aye pravjÜãv allyo 'bhyupayo 'sti. aVaSYaI!1 ca pravar倣taVYaI!1

svag翻弘* ηiãh絹gamap叩grahaI!1 hi kurvã早å aprek�ãpürvak副nah句哨. avy劫atãg削仕
smESmye抑制pravrtt a u kathaI!1 na prek宇ãvant o bhave卵九回yEdva s削戸gupãyatvãt.
* svag鉱nãt Cf. E1tschinger 2007:148 fu. 40・tv agぉn富ted.

(9) Cf. TS 33 43.
puru�散命ã bhidhãyakam / panK�ik陶mvãkyam
(10) Cf. PV 1 2 14: saI!1 bandhâ.lu忽削雨戸m
l

守h
'・A

aω'nadhik陶rp. pru溺nll

なお、以下の要約はダルマキールティの自注を参考にしたもので

ある。
(11) Cf. PV 1 215: p崎lak嗣um ãnena dvi叫len亘py ab剖haIJ訓 Id同金柑地ayorぉy抑制
v弱お 国白地ayol) 11 I司じくダルマキールティの自注を参考にして要約したものである。

(12) Cf. TIJlemans 1999: 44f.
(13) r 残余法による蓋然的推論Jとは、 インド論理学で用 いられるanya血ãnupapa他に基
づく推論的思考に対する筆者の醤定的な訳語である。組yathãnua papaωとは、 文字通りに
は 「別様ではありえないことJ を意味し、 ある事象を説明するために、 ある事象を想定
しなければそのことが説明不可能であることを導くような思考を指す。 例えば、 ある不
可視の事象Xに関して、 そのことが生じた原因については複数の可能性 (A， B， C) が想
定されるが、 それらの可能性をそれぞれ吟味した結果、 他の可能性 (A， B)がすべて排除
されるとすれば、 残された可能性 (C)を否定する論拠がない限り、 たとえそれが積極的
に証明されるものでないにせよ、 蓋然的に、 その可能性を認めることが合理的な思考で
あるとされる。 その思考法は、 ダルマキールティが言う 「他に道はなし、からj (ag aty昆)
にも共通して見て取ることができる。Cf.片岡 (2009)pp. 300凶30 2 なお、「残余法」とい
う表現は、 一般的に pgiS白羽の訳語として用いられるものであるが、 基ー本的には pm6653
の思考法と anyath盈lUpa patti 的な思考法、 すなわち「論理的要請j (ar血ãp拙)との聞に大
きな差異はないものと筆者は理解している。 だが、 インド論理学における蓋然的推論に
関わる諸概念については、 まだ不明な点が多く残されており、 今後の課題としなければ
ならない。
(14) Cf.NBI. 11:bh輸出abhavru福岡陥r岬町制同町yo凶蜘抑 制

(15) Cf. PVin 1 27.9困12: yogin注n a pasmぬmayena J晶訟le樋地1加 g Jhïtva戸水ticintãmayena
vyava sthãpya b協vayat初回目I�p泌ωyat spa 揖vぬhasi bha持.dãv iva tad avi同l pa krun
avitathavi$aYaJTI

prrun�砲抑

p国yak$run， 均百satyad泊anavad

ya:出a

mII官加n

asmãbhih

prruna navãrttike
(16) Cf. NBT 68.4-69.1:凶iha sphutãbhatl必ambhãvお師bhãvanãprak叫al). abhrakavyava
hitam eva yadã b国可制nãn値引V笛旬pasyE証j sã prakar$ap紅yantãv総出亘 kara凶盈nala kavad

bh亘vy卸n盈Jyas 訟曲ぉya yad druねnaJTI飽d yoginal) p雌y政早卸n. tad dhi sphu領bhrun.
(17) 推論により真実を把握する段階が『見道j (danían翻盈ち，a)、 膜想によりその真実を
確定する段階が「修道j (bhãvanãmarga)と呼ばれるが、 前者に加えて後者が必要となる
ことを、 ジュニャーナシュリ}ミトラは次のように述べている。YN 341.12-14: ruscayasya
s如nïbhavめh亘vãd

組員dyavidyãvãsanãvaSïk陶na

cetasa

出品開yãnuci協同va

vyavahãrasya

pravar匂nãt. ata eva daníanam 盈ge 'pi labdhe bhava n訟n 盈ga pek$anrun uktrup v面倒ke'nve開nIymn
r( 推論により挙IJ那性 (k平副katva)など が確定されととしても、 それに対する行為を行う
とは限らない。推論による)確定が自分のものとなっていないから、 (その行為者は)無

今3
咽・t

始爾来の無 知の潜在印象に支配された心によって、(推論による) 確定と相応しない行動
だけを開始するからである。 だからこそ、見道で理解されたことについても、(さらに)
修道が必要となることが、(ダ『ルマキールティの)w(プラマーナ)グアールッティカ』で
述べられたが、そのことが探究されなければならないのである。 J
(18) ダルモーッタラによれば、
「膜想J(bhãvanã) とは、
「真実を繰り返し心の中に定め
ることJ(Cf. NBT 67.5: bhûta sya bhãvanã punai). punaS ceぬ割引nive鈎nam ) である。 同じ表現
を用いて、 ジュニャーナシュリーミトラは「反復経験J(abh持羽)に言及する箇所がある。
C王YN 339.2 3: bhãvyasya v 節制nai). punai). punaS副総i ruvesanam abhyasai).目このことから、
bhãvanã とめh持sa は同義語となる場合があることが分かる。 なお、 以下に述べるダノレマ
キールティにおけるabhyãsa の二種類の用法については、生井1996: 489-505 に詳しい考
察がある。
(19) PV II 146cd-1 47ab: dul，JkhaIl1 s間耐nai). skandhai).甫gãdel;! pã:倶:vek剛ãtl abh持品1 na
ya drcchã匝.0 'hetor janmavirodha紛1 //
(20) PV II 1 30・13 lab: ta糊悩m剖嗣abh持組.l}. pûrvai). pûrvai). p鉱asya tu / lqpãvai均ya四
bodhãdes citta dhann asya pãtave // Iq向m北抑制abh持弱d酔mavt踊g荷量gava1/
(21 )インド論理学は帰納的か、演線的かという点については種々の議論が存在するが、
最もまとまった形でこの論理学の性格を明らかにしたものとして、 谷沢(2007) を参照
のこと。
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