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『プラマーナ・ヴァールティカ』
＊
プラマーナシッディ章の研究（１
１）

稲

見

正

浩

哲学・倫理学＊＊
（２
０
０
４年９月３
０日受理）

II. 1. A. a. (3). ii. 3-3-9. 再生の原因
［問い］「どうして［次世に］再生するのか？」１）
答える。
我執（ātmasneha）をもつ者は，他の有情に導かれるのではなく，
［自ら，］苦を捨て楽を得たいと望
むことによって，劣った場所（母胎）をとる。（８０）
ananyasattvaneyasya hı̄nasthānaparigrahah /
・

ātmasnehavato duhkhasukhatyāgāptivāñchayā // 80 //
・

主宰神（Īsvara）
［の存在］は否定されるのだから２），［我執をもった者は主宰神などの］他の有情に導かれる
´
のではなく，［自ら，
］劣った場所をとる，すなわち，母胎（garbha）を所依としてとる３）。我執をもつ者には，
すなわち，渇愛（trsnā）をもつ者には，苦を楽とみなす転倒（viparyāsa）があり，彼は苦を捨て楽を獲得する
・
・
・

ことを望むことによって［劣った場所をとる］４）。なぜなら，渇愛をもつ者は，苦を楽であると転倒して理解
し，自分自身に執着し５），胎という場所を楽の原因であると考え，生を引き起こす業によって，［母胎を］とる
のである。
また，それ故，
苦に対する転倒知（viparyāsamati）と渇愛（trsnā）とが生まれる者の束縛の原因である。その両者が
・
・
・

ないような者は生を得ることはない。（８１）
duhkhe viparyāsamatih trsnā cābandhakāranam /
・

・・
・
・

・

janmino yasya te na sto na sa janmādhigacchati // 81 //
苦に対する転倒知と渇愛とが生まれる者の６）束縛の原因，すなわち，縛りつけられる原因である。渇愛によっ
て，我執も［その］原因であるので７）含意されていると知るべきである８）。一方，我執が根絶された者にはその
両者が，すなわち，転倒知と渇愛とが，ない（na sto = na vidyete）ので，彼は生を得ることはない９）。
II. 1. A. a. (3). ii. 3-3-10. 中有１０）
［反論］「［来世に］行くことと［前世から］来ることは知覚されない。」［答］感官が鋭敏ではないか
ら知覚されないのである。弱視の人にはかすかな煙が見えないのと同じである。（８２）
gatyāgatı̄ na drste ced indriyānām apātavāt /
・
・
・

・

adrstir mandanetrasya tanudhūmāgatir yathā // 82 //
・
・
・

［反論］「来世に行くことと前世から来ることは知覚されない。」１１）
［答］感官が鋭敏ではないからその非知覚（adrstih = adarsanam）があるのである。微細な中有身（antarābha´
・
・
・・

＊
＊＊

A Study of the Pramānasiddli Chapter of Pramānavārttika (11) / Masahiro INAMI
・

・

東京学芸大学（１
８
４―８
５
０
１ 小金井市貫井北町４―１―１）
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１２）
にその両者（往来）がある。弱視の人にはかすかな煙が見えない（agatih = adarsanam）のと同じで
vasarı̄ra）
´
´
・

ある１３）。知覚できないもの（adrsya）は知覚されないからといって存在しないわけではない。
´
・

［反論］「物質的形態をもつもの（mūrta）は物質的形態をもつ別のものに入り込むことはない。抵触がある
から。中有身も物質的形態をもつものである。［よって，物質的形態をもつ母胎に入り込むことはできな
い。］」１４）
だから，［これに答えて］述べる。
物質的形態をもつものであっても，微細であることによって，或るものは或るものに対して抵触がな
い１５）。水のように。また，金に対する銀のように。また，知覚されないからといって必ずしも存在し
ないわけではない。（８３）
tanutvān mūrtam api tu kiñcit kvacid asaktimat /
jalavat sūtavat dhemni nādrster asad eva vā // 83 //
・
・
・

物質的形態をもつものであっても，微細であることによって，或るものは或る物質的形態をもつものに対し
て抵触がない１６）（asaktimat = apratighātavat）。壷に対する水のように。また，金に対する銀のように。なぜなら，
水と水銀は物質的形態をもつものであっても，
［それぞれ］壷と金に入り込むことが実際に見られるのであ
る。
［反論］「中有身が抵触がない１７）ことは実際には見られない。
」［答］また，知覚されないからといって必ず
しも存在しないわけではない１８）。中有身はそのようなもの（抵触がないもの）として存在しているのである１９）。
II. 1. A. a. (3). ii. 3-3-11. 身体は単一にせよ多にせよ心の原因ではない
II. 1. A. a. (3). ii. 3-3-11-1. 身体は単一な〈全体〉ではない
さらに，身体が心の質料因であるなら，それは１）
〈全体〉（avayavin）を本性とする単一のものか，２）原
子の集合体を本性とする複数のものかであろう。このうち，［身体が］１）〈全体〉を本性とするものなら，そ
れは，１―a）手などの諸部分と同じものか，それとも，１―b）それらとは別のものかである。この両方（１―a）
と１―b））とも否定するために述べる２０）。
［身体は〈全体〉を本性とする単一のものではない。
］手などが揺れればすべてが揺れることになっ
てしまうからである。なぜなら，単一のものに，
［揺れるという運動と］矛盾する運動はありえない
のだから。（８４a―c）
pānyādikampe sarvasya kampaprāpter virodhinah /
・

・

ekasmin karmano ’yogāt (84a-c)
・

［身体は〈全体〉を本性とする単一のものではない。］手などが揺れればすべてが揺れることになってしま
うからである。もし，単一なものである２１）〈全体〉［としての身体］は手などの諸部分に他ならないなら，手
などが揺れれば足などもすべて揺れることになってしまう２２）。なぜなら，単一なその［身体に］
，揺れる［と
いう運動］と矛盾する，揺れないという運動はありえないのだから。しかし，実体（dravya）は単一であり，
揺れ［という運動］はそれに内属しているのだから，全部が揺れることになる２３）。
諸部分が単一の全体を本性とするものであるという証因は［目下の］他者の暫定的承認（abhyupagama）に
・
よって確立している。［そしてそれによって，
］全部が２４）揺れるという必然的帰結（帰謬 prasanga）がある。し

かし，［実際には全部が］揺れることはない２５）。よって，論証されるもの（sādhya）が［実際には］ないとい
うことによって，
［その前提の，諸部分が］単一の全体を本性とするということもない２６）という帰謬還元
２７）
・
（prasangaviparyaya）がある。これと同様に，後に説明される帰謬とその還元も理解されるべきである
。

［反論］「〈全体〉は諸部分とは別のものである。だからこそ，一部分が揺れていても，別の部分は揺れるこ
とはないのである。」２８）
そうでないなら，［全体は部分に内属しているのに，部分とは］別個のものとしてあることになる。
syāt prthak siddhir anyathā // 84 //
・

そうでないなら，別個のものとしてあることになる。部分と全体が別のものであるなら，別個のものとし
て，つまり，揺れている部分とは別のものとして，それに内属している揺れていない全体がまさにその部分に
あることになろう。布と水のように２９）。
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この場合も，部分と全体が別であることは［目下の］他者の暫定的承認によって成立している証因である。
［そしてその結果，部分に内属している全体が部分とは］別個にあることが３０）必然的に帰結する。
（帰謬）［し
かし，他者の説では全体は部分とは別個にあることはない。したがって，
］論証されるものが［実際には］な
いのだから，
［その前提の，部分と全体が別のものであることという］論拠もないという帰謬還元がある３１）。
これと同様に，後に説明される帰謬とその還元も３２），［理解されるべきである］。
［部分と全体が別のものでないなら，］一部が覆われれば，全部が覆われることになる。［部分と全体
が別のものであるので，部分は覆われても全体は］覆われないというなら，
［覆われている部分に対
しても覆われていない全体が］見えることになる。また，［部分と全体が別のものでないなら，］一部
が赤く染められれば［全部が］赤いことになってしまう。
［部分と全体が別のものであるなら，赤く
染められた部分に］赤く染められていない［全体があると］知られることになる。（８５）
ekasya cāvrtau sarvasyāvrtih syād anāvrtau /
・

・・

・

drsyeta
rakte caikasmin rāgo ’raktasya vā gatih // 85 //
´
・
・
また，［部分と全体が］異ならないという説では，一部が覆われれば，全部が覆われることになる，という
必然的帰結がある３３）。［部分と全体が］異なるという説に基づいて，全体は覆われないと認められるなら，覆
われている部分においても，覆われていないこれ（全体）が見られることになる，という必然的帰結がある３４）。
また，［部分と全体が］異ならないという説では，一部分が赤く染められれば，全部に赤い色が見られるこ
とになる，という必然的帰結がある３５）。一方，［部分と全体が］異なるという説では，赤く染められた部分に
赤く染められていない全体が知られることになる３６），という必然的帰結がある３７）。
［そして，これらの］全ての場合に，
［その論拠によって］論証されるものが［実際には］ないことによっ
て［その前提の］論拠はない，という帰謬還元がある３８）。それ（帰謬還元）を［次のように］述べる。
このことから，単一な集合体は存在しない。
［部分と全体が］同一でない場合も，前と同じである。
（８６ab）
nāsty ekasamudāyo ’smād anekatve ’pi pūrvavat / (86ab)
このことから，すなわち，揺れることなどという論証されるべきものが存在しないことから，部分の集合体
である単一の全体は存在しない３９）４０）。部分と全体が同一でない場合も，前と同じである。すなわち，［部分と全
体が］異ならないという説の場合と同様に，
［その論拠から］論証されるものが［実際には］ないことによっ
て［その］論拠はないという，帰謬還元がある４１）。
あるいはむしろ４２），［帰謬と帰謬還元ではなく，
］身体などの，知覚によって知られる基体において，
〈揺れ
ると揺れないなどという相矛盾する属性が結びつくから〉４３）という自立した証因（svatantrahetu）に基づいて，
［身体等が］単一であることの否定が論証されるべきである４４）。

略号表（追加）
【テキスト】
CS

The Charakasamhitā of Agnivesa.
´ Ed. Vaidya Jādavaji Trikamji Ācārya.1st ed : Nirnaya Sagar Press, Bombay 1941 ;
・

4th ed : Munshiram Manoharlal publishers, New Delhi 1981.
NKand

Nyāyakandalı̄ being a commentary on Prasastapādabhāsya,
with three sub-commentaries. Ed. Dr. J. S. Jetly and
´
・
Vasant G. Parikh. Gaekwad’s Orinental Series No. 174. Varodara : Oriental Institute, 1991.

PVinT (Jñ)
・

´
SVK

Pramānaviniscayatı̄kā
Tibetan translation. sDe dge ed. No. 4228.
´ ・ of Jñānasrı̄bhadra.
´
・
´
Kāsikā
Slokavārttika with the Commentary Kāsikā
´ of Sucaritamisra
´ of Sucaritamisra.
´ Ed. K. Sam´ in : Mı̄māmsā
・
basiva Sastri. Trivandrum Sanskrit Series Nos. 23, 29 and 31. Originally Published in 1913. Repr. : CBH Publication,
Madras 1990.

TUP

Tattvopaplavasimha of Shri Jayarasi Bhatta. Ed. Pandit Sukhlalji Sanghavi and Rasiklal C. Parikh. Gaekwad’s
・

Orinental Series No. 87. Baroda 1940. Repr. : Bauddha Bharati Series No. 20, Varanasi 1987.
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Dharmendra Nath Shastri [1964] : The Philosophy of Nyāya-Vaisesika
and its Conflict with The Buddhist Dignāga School (Critique
´
・
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Kajiyama, Yūichi [1999] : The Antarvyāptisamarthana of Ratnākarasānti.
Bibliotheca Philologia et Philosophica Buddhica II. The
´
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稲見正浩［２
０
０
３］
：「
『プラマーナ・ヴァールティカ』プラマーナシッディ章の研究（１
０）
」『東京学芸大学紀要
門

第２部

人文科学』第５
４集．

宇野智行［１
９
９
６］
：「アートマンをめぐる仏教とミーマーンサー学派との対論」『日本仏教学会年報』第６
２号．
戸崎宏正［１
９
９
２］
：「法称著『プラマーナ・ヴィニシュチャヤ』第１章現量（知覚）論の和訳（８）
」『哲学年報』第５
１
輯．
林

慶仁［１
９
９
５］
：「PVⅡ８
３，８
４の解釈をめぐって―中有の存在論証の有無と中有の有無―」『論叢

アジアの文化と思

想』第４号．
船山

徹［１
９
９
０］
：「部分と全體―インド佛教知識論における概要と後期の問題點―」『東方学報』第６
２冊．

護山真也［２
０
０
１］
：「
〈中有〉に関する知覚と存在―ダルマキールティとプラジュニャーカラグプタの見解―」『仏教
学』第４
３号．
山上証道［１
９
６
７］
：「avayavin について―Naiyāyika と Bauddha との論爭の一斷面―」
『印度学仏教学研究』１
５―２．
［１
９
６
８］
：「インド正統論理學派における「全體」の概念」『東方学』第３
５号．
―avayavin をめぐる論争とその発展 citrādvaita 批判―」『神戸女子大学
［１
９
７
６］
：「Bhāsarvajña の仏教批判（Ⅰ）
紀要』第５巻．
［１
９
９
９］
：『ニヤーヤ学派の仏教批判

ニヤーヤブーシャナ知覚章解読研究』平楽寺書店．

訳注
１）

プラジュニャーカラグプタはここで論敵からの以下のような反論を想定している。
「
［反論］そうすると，物質要

素だけから生き物は生じるのではなく，別の生（前世）から母胎などの場所にやって来ることになるが，もしそう
なら，［生き物が自ら母胎などの］不浄な場所に行くことは正しくない。なぜなら，知をもったものがこのような［自
ら不浄な場所に行く］ものであることは妥当しないからである。また，主宰神によって導かれることも認められな
い。
」（PVBh 88, 20-22 : yadi tarhi na mahābhūtamātrād utpattih prānino janmāntarād āgamanam garbhādisthāne / tato ’sucidesa´ ´
・

・

・

gamanam ayuktam / na hi preksāvān evam bhavitum yuktah / na cesvarapreranam
isyate / Cf. PVV (R) 333b6-7.）
´
・

２）

・

・

・

・

・

偈中の『他の有情に導かれるのではなく』（ananyasattvaneyasya）という言明によって，主宰神などによる輪廻転生

の支配が否定されていることは他の注釈者達も述べている。デーヴェーンドラブッディ「
『他の有情に導かれるので
はなく』
，すなわち，主宰神などの支配のない衆生は，…」（PVP 36b7-37a1 : sems can gzhan gyis bkri min pa / dbang
phyug la sogs pa la rag las pa med pa’i srog chags gang yin pa ’di ni /. . .）プラジュニャーカラグプタも，想定反論（上記
注１）参照）において主宰神による再生に言及し，また，主宰神に導かれて再生することはありえないことを PVBh
８
９，１―１
４で論じている。

Slokavārttika ātmavāda 60 において「炎は風に導かれて（preryamāna）
ミーマーンサー学派のクマーリラ・バッタは ´
・

別の場所に移行することがあるかもしれないが，知（心）は如何なるものによっても原因の場所から［別の場所に］
導かれること（prerana）はない。
」と述べ，心が死後に何か他のものによって別の身体に移動させられることを否定
・

している。（心が自ら移動することも v．
６
１で否定される。
）宇野［１
９
９
６］参照。他のものによって導かれて再生する
のではない，というダルマキールティと類似した問題意識をここに読み取ることができる。
３）

偈中の『劣った場所』（hı̄nasthāna）が母胎（garbha）等を指すことは他の注にも述べられている。デーヴェーンド

ラブッディ「『劣った場所をとる』
，すなわち，母胎という場所をとる」（PVP 37a1 : dman pa’i gnas ni yongs su len //
mngal gyi gnas yongs su len pa ste /）ラヴィグプタ「劣った場所を，すなわち，母胎を」（PVV (R) 334a1 : . . . dman pa’i
gnas can mngal du. . .）
４）

デーヴェーンドラブッディはこの PVⅡ８
０の内容を推論式で説明している。「
［推論式４
４］【遍充】ある者が他の有

情に導かれずに劣った場所をとるなら，それは我執をもつことによって，［自ら］苦を捨て楽を得たいと望むことを
前提としている。例えば，ハエは不浄な場所をとるが，
［自ら］執着によって女の死体などをとるように。【主題所
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属性】衆生も，他の有情に導かれずに母胎などという劣った場所をとる。これは〈結果という証因〉である。」（PVP
37a1-4 : gang zhig sems can gzhan gyis bkri bar bya ba ma yin pa dman pa’i gnas yongs su len pa de ni bdag chags dang ldan pas
sdug bsngal dang bde ba dor ba thob par ’dod pa sngon du song ba can yin te / dper na sbrang bu dag mi gtssang ba’i gnas yongs
su len pa’am / ’dod chags candag bud med kyi ro’i lus la sogs pa yongs su len pa lta bu’o // sems can gzhan gyis bkri ba ma yin pa
yang dman pa’i gnas yongs su len pa ste / srog chags rnams mngal la sogs pa’i gnas yongs su len to zhes bya ba ni ’bras bu’i gtan
tshigs so // 点線部分は Vibh に類似したサンスクリット文がある。Vibh p. 40, fn. 1 : maksikānām asucisthānagrahakāminām
´
・

・

strı̄kunapasarı̄raparigrahavat
/）
・ ´
これに続けて，デーヴェーンドラブッディは，「自ら望まなくてもはからずも不浄な場所等に行くこともあるのだ
から，この推論式は不定因となるのではないか」という問題を取り上げ以下のように述べている。「人が眠りに落ち
ていたり，［酒などに］酔っていたりするときに，汚い場所や崖などの場所に落ちることがある。［その場合，
］自分
で望んでその場所をとり喜ぶというわけではないので，このことによって［上述の推論式の証因は］不定［因］と
なるのではないかと懸念されるが，このような懸念はあってはならないので，『とる』（parigraha）という語によって
」（PVP 37a4-6 : skyes bu gnyid log pa las ltung’am / bag med pa mi gtsang
は執着（＊abhinivesa）が説かれているのである。
´
ba dang g.yang sa la sogs pa’i gnas su ltung ba de bdag nyid ’dod pa dang gnas de len pa dang mngon par dga’ bas ma yin pa de
latar na ’dis ma nges pa yin par dgos par mi gyur cig snyam pa de nyid kyi phyir / yongs su len pa’i sgras mngon par chags pa
bstan pa yin no //）これによれば，偈中の『劣った場所をとる』（hı̄nasthānaparigrahah）という部分は『劣った場所に執
・

着する』あるいは『執着して劣った場所をとる』と訳すべきかもしれない。シャーキャブッディは推論式の証因部
分を「執着を前提とした，劣った場所をとること」とみなし，このような限定をともなった証因は異類には存在し
ないので不定ではないと説明している。（PVT 106a1 : de ltar na gang mngon par chags pa sngon du song ba can gyi dman
・

pa’i gnas ni yongs su len pa zhes bya ba khyad par dang bcas pa’i gtan tshigs mi mthun pa’i phyogs la ’jug pa med do //）
プラジュニャーカラグプタは以下のような説明をしている。「これは既に説いた。もし智慧をもった者であるな
ら，ものそのもの（svarūpa）が自ずと知られ，到達対象（prāpya）は［知られ］ない。それ故，誰も，村などの如何
なるものに対しても行動を起こすべきではない。だから，最初から静寂にあるので輪廻などないことになろう。あ
る場合には，智慧を持たないので，村などに行くことがある，というなら，母胎などの場所に行くことも［同様で
ある］
。なぜなら，我執に導かれた者にとっては，転倒して理解されるので，劣ったものも取るべきものである。そ
のようなものがかの業の力である。それゆえ，人は他の有情に導かれずに，あたかも他によるかのごとく，そのよ
うに行くのである。劣った場所をとることも，楽を得て苦を捨てたいという願望によってある。バラモンが女召使
いの家に入ることと同じである。
」（PVBh 88, 27-31 : uktam etat / yadi preksāvān bhavati svarūpasya svato gatir na prāpy・

asya / tatah kenacin na kvacid grāmādau pravartitavyam ata ādisāntatvāt
samsāra eva na bhavet / atha grāmādigamanam yathā
´
・
・
・
・
kathañcid bhavaty apreksāvattayā tathā sati garbhādidesagamanam
api / ātmasnehapreryamānasya hi hı̄nam api viparyāsād
´
・
・
＊
upādeya mbhavati / karmasaktir
eva sā tādrsı̄
´
´ yenānanyasattvaneyasya paratantrasyeva tathā gatih / hı̄nasthānaparigraho ’pi suk-

・

・

・

haduhkhāptityāgavāñchayā, ´
srotriyasya dāsı̄vesmapravesavat
/ ＊yenānyasattvaneyasya とあるのを訂正。
）この最初に述べら
´
´
・
れる，svarūpasya svato gatih という文は PVⅡ４d である。プラジュニャーカラグプタはその PVⅡ４d の注で，勝義には
・

自己認識があるだけであって，聖者には肯定的行動も否定的行動もないということを説いている。稲見［１
９
９
２b］参
照。
５）

PVV (M2) : iti viparyasta ātmani viparyastah ātmani snigdho とあるが，PVV (M1) = PVV (M) ms : iti viparyastah ātmani
・

・

snigdho で読む。
６）

PVV (M) ms : janmanah とあるが，PVV (M1) = PVV (M2) : janminah で読む。

７）

PVV (M1) (M2)ともに hetuvad とあるが，PVV (M) ms により hetutvād に訂正して読む。

８）

デーヴェーンドラブッディにも同様の言明が見られる。「渇愛によって我執も含意されている。
」（PVP 37a7 : sred

・

・

pa’i sgo nas badg tu chags pa yang phangs pa nyidyin no //）シャーキャブッディはこれに次のような説明を加えている。
「楽を獲得し苦を捨てたいという渇愛によって，我執も含意されている。それ（我執）なしには対象に対する渇愛
はないからである。
」（PVT 107a3-4 : bde ba dang sdug bsngal ba thob pa dang dor ba’i sred pa’i sgo nas bdag tu chags pa yang
・

’phangs pa yin te / de med par yul la sred pa med pa’i phyir ro //）
９）

デーヴェーンドラブッディはこの PVⅡ８
１を以下のように説明している。「劣った場所に対する執着は苦を楽であ

ると考えることを特質とするものであるから，苦に対する，すなわち母胎などの場所に対する，「これは楽である」
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という転倒知と，これ（転倒知）を原因とする，苦を捨て楽を得たいという渇愛とが生まれる者の束縛の原因であ
る。渇愛によって我執も含意されている。これはアーガマが説くところである。ある人には渇愛と転倒知がない。
我執がないからである。原因がないのだから，彼には生の獲得はない。その時，輪廻から解脱することになろう。」
（PVP37a6-b1 : gang gi phyir dman＊ pa’i gnas la mngon par chags pa ni sdug bsngal la bde ba blo’i mtshan nyid can yin pa de
ltar na / sdug bsngal te (P ; des D) mngal la sogpa’ignas la / phyin ci log blo dang / de ni bde ba yin no zhes bya ba de’i rgyu (P ;
rgyun D)can te / sdug bsngal dang bde ba dor ba dang thob pa’i mtshan nyid can no // sred pa ni skye ba’i kun nas ’ching ba’i
rgyu srid pa’i sgo nas bdag tu chags pa yang phangs pa nyid yin no // de ni lung gi don ston par byed pa yin te / srog chags gang
gis (P ; srog chags gis lang D) yang sred pa dang phyin ci log pa blo med pa yin te / bdag tu mngon par zhen pa spang ba’i phyir
ro // rgyu med pa’i phyir de’i skye ba mi ’thob bo // de’i tshe ’khor ba las grol bar ’gyur ro // 下線部は偈に対応する部分。ま
た，点線部分は Vibh に類似した文がある。Vibh p. 40, fn. 2 : duhkhe garbhādisthāne ’bhiratih sukham etad iti/）
・

・

また，プラジュニャーカラグプタは以下のように説明している。「したがって，転倒した知こそが，母胎という場
所やそれ以外の場所に対して，それが苦であっても楽であると考えて，起こる。それ故，転倒した知と渇愛とによっ
て生がある。一方，その両者がない者は生を得ることはない。」（PVBh 89, 5-7 : tasmād viparyastamatir eva pravartate
garbhasthāne ’nyatra vā duhkhe ’pi sukhasamjñayā / tato viparyastamatitrsnābhyām janma / yasya tu te na sto na sa janmādhigac・

・

・
・・

・

chati /）
１で再生をもたらすものとして，我執，苦を楽とみなす転倒知，本来は苦であ
ダルマキールティはここ PVⅡ８
０―８
るものに対する渇愛の三つをあげている。このうち，我執は転倒知の原因であり，その転倒知は渇愛の原因である。
そして，後者二つが再生の直接的な原因とみなされている。輪廻という苦をもたらす原因については，ダルマキー
ルティは PVⅡ１
８
３a―１
８
５で集諦に関する説明の際に詳細に論じている。
１
０）

３でダルマキールティは，他世との往来が実際ありうるのかということを問題にするが，一部の
以下の PVⅡ８
２―８
注釈者はこれを中有身の問題と理解している。この部分については，最近では林［１
９
９
５］
，護山［２
０
０
１］等の研究が
ある。筆者も以前に取り上げたことがある。（稲見［１
９
８
７］
）

１
１）

この想定反論部分について，注釈者達は次のように説明している。
デーヴェーンドラブッディ「以下のように考えるかもしれない。「
［来世に］行くことと［前世から］来ることは
知覚されない。すなわち，生を結ぶものとしてみなされているこの衆生が，この［世］から来［世］に行くことは
知覚されないし，前の場所（＝前世）から母胎という場所に来ることも知覚されない。それ故，どうして，この［衆
生］がある［場所］からやって来て母胎という場所をとるのか？これを推論式にすれば以下のようになる。［推論式

４
５］【遍充】あるもの（X）が行くことと来ることが知覚されないなら，それ（X）はあるところから来てあるところ
に存在するのではない。例えば，行くことと来ることが知覚されない，石女の息子のように。【主題所属性】この有
情が母胎などに行くことと来ることは知覚されない。【証因分類】これは能遍の非知覚（＊vyāpakānupalabdhi）である
と考えられる。
」と。
」（PVP 37a1-b4 : de ltar ni ’gyur mod kyi / gal te ’gro ’ong ma mthong na / sems can skye ba yongs su len
par byed pa’i ngang tshul can du mgnon par ’dod pa ’di’i ’di nas ma ’ongs par ’gro ba mi mthong ba dang / snga ma’i gnas las
mngal gyi gnas su ’gro ba mi mthong ba de ltar na / ji ltar na ’di ’ga’ zhig las ’ongs nas mngal gyi gnas yongs su len pa yin te /
sbyor ba ni ’ga’ zhig gi ’gro ba dang’ong ba mi mthong ba de ni ’ga’ zhig las ’ongs nas ’ga’ zhig tu gnas pa ma yin te / dper na
’gro ba dang ’ong ba ma mthong ba can gyi mo gsham gyi bu lta bu’o // srog chags ’di’i mngal la sogs par ’gro ba dang ’ong ba
ma mthong ngo zhes bya ba ni khyab par byed pa mi dmigs pa yin par sems so //）
プラジュニャーカラグプタ「［反論］「そうすると，もし別の生に行くことと別の生から来ることがあるなら，そ
の両者の知覚があることになる。しかし［実際には］そのような知覚はないのだから，両者は存在しないのである。」
［これに対して］答える。
」（PVBh 89, 15-16 : yadi tarhi gamanam āgamanam ca janmāntarāpeksayā tata upalabdhis tayoh
・

・

・

prāptā tathā ca nopalabdhir ity abhāva eva tayor ity āha / Cf. PVV (R) 334a7-b1.）
ミーマーンサー学派のクマーリラ・バッタは´
Slokavārttika ātmavāda 59-64 において，仏教の中有の概念について取
り上げ，これを批判している。このうち，v．
６
２においては，中有身の存在が認識手段がないことに基づいて否定さ
れている。護山［２
０
０
１］は，このクマーリラの主張とダルマキールティのここでの議論を関連づけている。クマー
リラは，ātmavāda 59-64 においては，主に，唯識学説を想定して，知（心）の移行はあり得ないということを論じて
いる。ダルマキールティが想定している反論も，ただ移行が見えないというものであり，厳密には身体の移行に限
定されない。むしろ，これまで見てきたように，ダルマキールティによっては心相続によって輪廻が説明されるの
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稲見：『プラマーナ・ヴァールティカ』プラマーナシッディ章の研究（１１）
で，この点ではクマーリラの主旨と符合する。当該のダルマキールティの議論は´
Slokavārttika ātmavāda 59-64 の議論
全体と関連づけられるかもしれない。
１
２）

マノーラタナンディンはここ PVⅡ８
２―８
３で往来や非抵触が問題とされているものに対して「中有身」（antarābhavasarı̄ra）と言及している。プラジュニャーカラグプタにも「中有身」という語が見える。ただし，後者の場合は，
´
後に見るように，中有身の存在を必ずしも認めていたわけではない。中有については，周知のように，仏教内で古
くからその存在に関して論争があった。部派においては，説一切有部等はその存在を認めたのに対し，大衆部等は
３
３参照。
）仏教以外では，類似した概念としては，サー
それの存在を否定したとされる。（平川［１
９
７
４］上巻 pp.２
３
２―２
ンキャ学派などによって「微細身」が認められている。しかし，同じサーンキャ学派のヴィンディヤヴァーシンは
この存在を否定したとされている。（YD ad SK39. 参照。
）また，ミーマーンサー学派のクマーリラ・バッタは仏教

，宇野［１９９６］参照。）
徒の認める中有の存在を否定している。（´
Slokavārttika ātmavāda 59-64. 生井［１
９
９
６］
１
３）

デーヴェーンドラブッディは PVⅡ８
２の回答部分に対して以下のような説明を付している。「感官が鋭敏でないと
いう理由から君には［来世に行くことと前世から来ることが］知覚されない。［問］「例えば何と同じか？」［答］弱
視の人にはかすかな煙が見えないのと同じである。すなわち，眼に障害をもつ者には微細なほんの少しの煙は必ず
しもとらえられないのと同様に，知覚される条件を備えてはいないものが知覚されなくても存在しないと成立する
ことはないのだから，［先の推論式４
５は］不定であると［この PVⅡ８
２の回答で］説かれているのである。また，も
し，他の人々によっても知覚されない［ということが先の推論式の証因の意味内容である］というなら，そうする
と，証因のその意味内容は不成となる。［なぜなら，
］その場合，［ヨーギンなどの］ある者によっては必ず知覚され
るはずである。ある者には知覚されない微細なものや匂いなどは，嗅覚の鋭いアリなどには知覚される。それ故，
自分の知覚がないことだけでは［存在しないと］否定することはできないのだから，放棄すべきものではない。ま
た，存在するものとして取り扱うことに関する推理は既に［PVⅡ４
１ab で］説かれた。
」（PVP 37b47 : khyod kyis dbang
po mi gsal ba’i rgyu’i phyir ma mthong ba yin no // ci dang ’dra bar zhe na / dper na mig mi gsal ba can gyi skyes bus du ba
chung du mi dmigs bzhin / dper na mig nyams pa can gyis du ba cha phra ba nges par mi ’dzin pa de dang ’dra ba de ltar na ’dis
ni spang bar bya ba dmigs pa’i mtshan nyid kyir gyur ba ma yin pa ma mthong du zin kyang / med par ma grub pa’i phyir ma
nges par bstan pa yin no // ci ste gzhan dag gis kyang ma mthong ba de ltar na gtan tshigs kyi don de ni ma grub pa yin te /de ltar
na ’ga’ zhig gis mthong ba nyid du ’gyur ro // ’ga’ zhig gis phra ba dang dri la sogs pa nye bar mtshon pa med pa ’am rnams grog
sbur la sogs pa sna’i dbang po gsal ba can rnams kyis dmigs pa de ltar na rang gi mthong ba ldog pa tsam gnod pa can ma yin pa’i
phyir spang bar bya ba ma yin no // yod pa’i tha snyad la rjes su dpag pa yang bshad zin to // 下線部は偈に対応する部分。ま
た，点線部分は Vibh に類似した文がある。Vibh p. 40, fn. 4 : kim ivety āha; upahatacaksusah）
・・・

また，プラジュニャーカラグプタは以下のように説明する。「たとえ行くことと来ることが知覚されなくても，そ
の両者がないわけではない。感官が鋭敏でないから知覚されないのであって，存在しないから［知覚されないの］
ではない。なぜなら，必ずしも存在していないものだけが知覚されないのではない。弱視の者にはかすかな煙は認
識対象にはならないが，［そのかすかな煙は］存在しているのである。
なぜなら，離れていくにせよ，入ってくるにせよ，中有身は清浄（svaccha）であるので知覚されない。知覚さ
れないからといって存在しないわけではない。（５
１
２）
なぜなら，中有身は清浄なものとして業によって生じ，それはヨーギンだけに知られるものである。夢の中の身体
のように知覚されないが，それだけでその［中有身は］存在しないとは言えないのである。」（PVBh 89, 19-23 : yady
api gatyāgatı̄ na drste tathāpi tayor nābhāvah / indriyānām ap ātavād adrstir na tv abhāvād eva / na hy avidyamānasyaivādarsanam
´
・
・
・

・

・

・

・
・
・

・

/mandanetrasya na tanudhū mo gativisayas tathāpy asty eva /
・

antarābhavadeho hi svacchatvān nopalabhyate /
niskrāman pravisan
´ vāpi nābhāvo ’nı̄ksanād api // 512 //
・

・・

antarābhavadeho hi svacchatayā karmasāmarthyād utpanno yogimātragamyah / svapnasarı̄ravan
nopalabhyate / na tāvatā tasyāb´
・
hāvah /）
・

シャーンタラクシタにもこのダルマキールティの言明と類似した記述が見られる。「これはたとえ見えなくても，
疑惑によって否定することはできない。これ（見えないこと）は，弱視の人にはかすかな煙が見えないのと同じで
あろう。
」（TS 1937 : na ca´
sakyanisedho ’sāv adrstāv api samsayāt
/ syād esā mandanetrasya svacchadhūmādyadrstivat //）これ
´
・

・
・
・

・

・

・
・
・

をカマラシーラは以下のように説明している。「そしてそれ（別の身体）はただ知覚されないことだけでは否定でき
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ない。すなわち，ある特定の生における修習などがないことにより眼の弱い君にはその身体が存在していても見え
ないのである。かすかな煙が見えないのと同じである。したがって，単なる非知覚だけによって否定は成り立たな
いのである。すなわち，中有身は同類の者の清浄な神の目によっては見えるものであると述べられている。だから
こそ，サーンキャが考える〈微細身〉（ativāhikasarı̄ra）も否定できない。以前の時にあった［身体］も空間的に離れ
´
ているので知覚されないだろう。遠く離れた場所に生じているからである。また，ピシャーチャ等の身体のように，
本質的に隔絶したものであるからである。また，［空間的・本質的に］隔絶していなくても，一般人には「これはあ
の人であって，鳥などになっている」と決定することはできないからである。不思議な力をもった薬を用いること
によって変身した身体のように。
」（TSP 662, 14-21 : na ca tasyādrstimātrena nisedhah´
sakyate kartum / tathā hy esā ’drstir jā・
・
・

・

・

・

・

・
・
・

tivisese
saty api tasmin dehe syād api / tanudhūmo＊ ’darsanavad
iti nānupalabdhi´
´・ bhāvanādivaikalyān mandanetrasya bhavatah
・
＊＊
・
mātrena pratisedhah siddhyati / tathāhi sajātisuddhadivyāksadrsyo
/ ata eva sānkhyaparikalpitātivāhika´
´ ’ntarābhavo varnyate
・
・
・
・ ・
・

sarı̄rasyāpy apratiksepah / pūrvakālabhavasyāpi desaviprakarsān
nopalambhah syāt dūrataradesotpatteh
svabhāvaviprakasād vā
´
´
´
・ ・
・
・
・
・
・
pisācādidehavat
/ aviprakarse ’py arvāgdarsinā
prānı̄ patangādyātmatām
gata iti niscetum
asakyatvāt
/ acintyasaktibhaisa´ so ’yam
´
´
´
´
・
・ ・
・
・

jyopayogena parāvrttadehavat /）
・

中有身が見えないことについてはアビダルマにおいても説明がある。AKBh 124, 27-125, 1 : samānajātı̄yair avāntarābhavikair drsyate
/ yesām ca divyam caksuh suvisuddham
abhijñamayam te enam pasyati
/ atyartha´
´
´ / upapatticaksusā tu na drsyate
´
・

・・

・

・・

・・

・

１：不可見亦不可觸。以中有身極微細故。『チャラカ・サンヒター』にも同様の
macchatvāt / ;『大毘婆沙論』３
６
２a１
０―１
記述がある。CS IV-2-31cd : . . . na tu tasya drsyam
divyam vinā darsanam
asti rūpam /
´
´
・

・

１
４） デーヴェーンドラブッディはここで以下のような反論を想定している。「こう考えるかもしれない。すなわち，「形
態をもつものとして生じている衆生に対して，身体という形をもったものがどうして抵触しないことがあろう。［こ
れを推論式にすれば以下のようになる。推論式４
６］【遍充】あるもの（X）とあるもの（Y）とが形態をもつものと承
認されるなら，その［一方］（X）は形態をもつ他方（Y）に対して抵触があるものと認められるべきである。例えば，
布と瓶のように。【主題所属性】君たち（仏教徒）には，前［世］の身体も形態をもつと認められている。【証因分
類】これは〈本質という証因〉であると考えられる。
」と。
」（PVP 37b7-38a2 : de ltar ni ’gyur na / srog chags lus dang ldan
par ’jug pa la (P omits la) lus kyi rnam pa dang ldan pa i ltar na sgrib par byed pa ma yin no // sbyor ba ni gang dang gang lus
dang ldan pa nyid du khas len pa de ni lus gzhan lasgrib par byed pa nyid du ’dod par bya ste / dper na snam bu dang bum pa lta
bu’o // khyod kyis sngar gyi lus kyang lus can nyid du ’dod pa yin no zhes bya ba ni rang bzhin gyi gtan tshigs yin par sems so
//）また，ラヴィグプタの想定する反論は以下のとおり。「
［反論］「中有身は形態をもつものであるから，壁などの
様々なものに分断されてどうして進行することができるのか？壁などに分断されて現在の身体［が進行できない］
ように。
」これに答える。
」(PVV (R) 335a6 : bar mdo’i srid pa’i lus gzugs can yin pa’i phyir / ji ltar rsig pa la sogs pa sna
tshogs kyis chod pa la ’gro bar ’gyur te / rtsig pa la sogs pas chod pas da lta ba’i lus bzhin no zhe na / ’dir smras pa /. . .）
１
５）

PVⅡ８
３b は PVKⅡ，Ⅲ，M， K には kiñcit kvacid asaktimat
とあるが，kiñcit kvacid asaktimat と読む。諸資料には以
´
下のようにある。
１．偈の校訂出版テキスト
asaktimat
PVK (II, III, PS, VB, M, K)
´
asaktimat PVK (I)
２．偈のチベット語訳
thogs med PVKt, PVKt (P)
thogs can min PVKt (D)
thogs bcas min PVKt (R)
３．注釈
マノーラタナンディン
. . . ’saktimad
apratighātavat. . . PVV (M1, M2)
´

.

. . . ’saktimad apratighātavat. . . PVV (M) ms
プラジュニャーカラグプタ
svapnasarı̄ravad
evāsaktimad.
. . kvacid asaktimad.
. . PVBh, PVBhms
´
´
´
rmi lam gyi lus bzhin du thogs pa med pa. . . la lar thogs pa med PVBht
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以上のように，チベット語訳では総じて「抵触がない」と訳されており，これは asaktimat
の訳ではなく，asaktimat
´
の訳とみなすべきである。また，マノーラタナンディンの apratighātavat という言い換えもこれを指示する。また，
サンスクリット資料は asaktimat
の形を支持するものが多いが，asaktimat という形を伝えるものもある。さらに，文
´
脈上，asaktimat
より asaktimat の方が意味をなす。s と´
s は写本表記上交代可能であるということも考慮に入れるべき
´
・
かもしれない。（PVV (M1) の Sānkrtyāyana
の序文参照。
）
・

１
６）

PVV (M1) (M2)ともに’saktimad
とあるが，PVV (M) ms により’saktimad に訂正して読む。
´

１
７）

PVV (M1) (M2)ともに asaktimad
とあるが，PVV (M) ms により asaktimad に訂正して読む。
´

１
８）

PVV (M1) (M2)ともに nādrstenāsad eva とあるが，PVV (M) ms により nādrster asad eva に訂正して読む。

１
９）

このマノーラタナンディンの理解は以下のデーヴェーンドラブッディのものと同じである。「ここにおける，この

・
・
・

・
・
・

証因は不定［因］である。すなわち，ある実体は形態をもつものであっても，微細であるという理由から，形態を
もった別のあるものに対して抵触がないと知られる。［問］「例えば何と同じか？」［答］水のように。［すなわち，
］
形態をもつものである瓶などに対して，水は形態をもつものであっても入り込む（しみ込む）のである。［また，
］
金と水銀のように。［すなわち，
］水銀は形態をもつものであっても金に入り込むように。［また，
］太陽光線も水晶
を通って薪に入り込む。したがって，［先の推論式の証因は］不定［因］である。知覚されないからといって存在し
ないわけではない。その場合，知覚されない，すなわち，見られないことだけから絶対存在しないとはいえないの
だから，放棄すべきではない。
」（PVP 38a2-4 : ’dir gtan tshigs ’dis ni ma nges pa yin no // de ltar na rdzas ’ga’ lus can dag
yin yang / srab pa nyid de dang ba nyid kyi rgyu’iphyir / gzugs can gzhan la lar thogs can min par mthong ngo // ci dang ’dra bar
zhe na / chu bzhin te bum pa la sogs pa lus can la chu lus can yin du zin kyang ’dzag pa nyid yin no // gser dang dngul chu bzhin /
dngul chu lus can yin du zin kyang gser gyi rjes su ’jug pa lta bu’o // nyi ma’i zer gyis kyang shel phigs nas shing la ’jug par byed
pa de ltar na ma nges pa yin no / ma mthong phyir yang med nyid min // de ltar ma mthong ba zhes bya ba mi snang ba tsam las
kyang med pa nyid du ’gyur ba ma yin pa de ltar na spang bar bya ba ma yin no // 下線部は偈に対応する部分。点線部分は
Vibh に類似した文がある。Vibh p. 41, fn.2 : sūryarasmayas
anekāntah /）
´
´ca sphatikambhitvendhanam visantı̄ty
´
・ ・

・

・

一方，プラジュニャーカラグプタはこの PVⅡ８
３に対し，これとは別の読み方を提示する。「夢の中の身体と全く
同様に，［中有身は］形態をもたないので抵触がない。一方，形態をもつものであってもあるものはあるものに対し
て抵触がない。瓶などに対する水，水晶などに対する光線，金に対する水銀，のように。あるいはむしろ，金にお
ける水銀のように，［壷における］水のように，存在しているものが知覚されないのではなく，知覚されないのだか
ら，中有身はむしろ全く存在しないのである。
」（PVBh 89, 27-29 : svapnasarı̄ravad
evāsaktimad＊ amūrtatvāt / mūrtam api
´
tu kimcit kvacid asaktimaj＊＊ jalavad ghatādau prabhāvat sphutikādau hemni sūtavat / atha vā jalavad sūtavad hemni na
・

・

・

＊＊
vidyamānam eva nopalabhyate / api tv adrster asad eva vāntarābhavasarı̄ram
/ ＊evāsaktimad
asaktimaj
とあるのを Tib に
´
´
´
・
・
・

よって訂正。下線部は PVⅡ８
３の語に対応する部分。
）同様の読みはラヴィグプタにも見られる。「中有身は微細，す
なわち，清浄であるから，家などというあるものに対して抵触がない。壷などに対する水や，水晶などに対する光
線や，金に対して水銀が入り込むことのように。あるいはむしろ，水のように，金における水銀のように，存在し
ないのではないか。中有身は知覚されないので，むしろ，存在しないのである。」（PVV (R) 335a7-b1 : bar mdo’i srid
pa’i lus phra ba ste / dang ba’i phyir khyim la sogs pa la lar thogs pa med de / dper na bum pa la sogs pa la chu bzhin dang / shel
la sogs pa’i mdangs bzhin dang / gser la dngul chu ’jug pa bzhin no // yang na chu bzhin dang / gser la dngul chu bzhin yod pa ma
yin pa nyid ma yin nam / yang srid pa bar mdo’i lus ma mthong bas med pa nyid de /. . .）
９の理解によれば，プラジュニャーカラグプタはここで PVⅡ８
３全体に対し二通りの解釈を提
護山［２
０
０
１］pp.２
６―２
示しているとされるが，この理解には若干の疑問が残る。プラジュニャーカラグプタは８３を引用した直後に述べる
散文においては，その第一解釈の提示とされる部分では８
３d に，また第二解釈の提示とされる部分では８
３ab に言及し
ていないからである。二通りの読みが提示されるのは８
３c 句に対してのみである。確かに８
２の下の解説において「知
覚されないからといって存在しないとはいえない」という説明が見られ，これは８３d の第一解釈とも考えられるが，
これはむしろ８
２の内容から導き出された結論とみなしうる。プラジュニャーカラグプタは８３d 末尾の vā を atha vā の
意味ととり，８
３d 句から，或いは８
３c 句からダルマキールティが別の見解を提示していると解釈しているのであって，
この部分には別の解釈は提示していないのではないだろうか。すなわち，「中有身は知覚されないからといって存在
しないとはいえない」ということは既に直前の８
２で説かれ，８
３a―b（或いは８
３a―c）では「抵触がないこと」が述べら
れ，最後に８
３c―d（或いは８
３d）で「知覚されないので中有身は存在しない」という別の理解が述べられている，とプ
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ラジュニャーカラグプタは理解しているように筆者にはみえる。問題となるのはは８３c の水と水銀の例を前の８
３ab の
「抵触がない」につなげて読むか，後の８
３d の「知覚されないから存在しない」につなげて読むかである。これに関
して二つの解釈を提示しているともとれるし，両方につなげて二度読むというのが彼の解釈かもしれない。さらに，
後の８
３d につなげる場合，この例は「存在するが知覚されないもの」という逆の例と理解するよりも，むしろ「知覚
されないので存在しないもの」という同類例と理解すべきかもしれない。今，このようなプラジュニャーカラグプ
タの理解にもとづいた PVⅡ８
３の暫定的な翻訳を示せば以下のようになろう。「
［中有身は］微細であるので（＝形態
をもたないので）抵触がない。しかし一方，形態をもつものであってもあるものはあるものに対して抵触がない。［壷
に対する］水のように。金に対する水銀のように。あるいはむしろ，［壷における］水のように，金における水銀の
ように，［存在しているが知覚されないのでは］なく，知覚されないから全く存在しないのである。
」
このようなプラジュニャーカラグプタの PVⅡ８
２―８
３に対する理解は以下の彼のまとめからも明らかであろう。「し
たがって，夢における行き来は他人には見られないが，それらは存在する。だから，それらが見えないことは［そ
れらが存在しないことに対して］不定である。したがって，［他世との］往来は存在しないわけではない。あるいは
むしろ，［他世との往来は］全く存在しない。このことが［以上の PVⅡ８
２―８
３で］説かれたのである。
」（PVBh 91, 14
-15 : tasmāt svapnavisaye gatyāgatı̄ na drste anyena tathāpi te eva ity anaikāntikatā tadadarsanasya
/ tasmān na gatyāgatyor ab´
・
・
・
・
hāvo ’tha vābhava eveti pratipāditam/）
PVⅡ８
３に対するプラジュニャーカラのような読み方は不可能ではないと思われるが，d 句の na は後ろにかけて
「知覚されないからといって存在しないわけではない」と読むデーヴェーンドラブッディやマノーラタナンディン
の読み方の方が自然のように見える。「知覚されないからといって存在しないわけではない」ということはダルマ
キールティの作品中において何度も説かれる，彼の基本的立場でもある。
なお，微細で抵触がないことは中有身の性質としてアビダルマでも説かれるものである。AKBh 125, 10-11 : apratighavān / pratighātah pratighah / so ’syāstı̄ti pratighavān / na pratighavān apratighavān / vajrādibhir apy anivāryatvāt / ;『大毘婆
・

・

５：答中有色身微細無礙。
沙論』３
６
２a１
４―１
２
０）

デーヴェーンドラブッディはこの PVⅡ８
４の導入部で以下のように述べる。「さらに，身体が心の質料因であると
認められるなら，その［身体］は単一のものであるか，多数のものであるかであろうが，まず，単一なものではな
い。［問］「それはどうしてか。
」［答］‥‥」（PVP 38a4-5 : gzhan yang lus sems kyi nye bar len par ’dod pa gang yin pa de
ni gcig gam du mar ’gyur grang na / re zhig gcig ma yin no // de ci’i phyir zhe na /. . .）

２
１）

PVV (M2) : -rūpāh とあるが，PVV (M1) = PVV(M) ms : -rūpah で読む。

２
２）

デーヴェーンドラブッディは以下のように説明している。「手などが揺れれば全部の身体も揺れることになってし

・

・

まうからである。［部分と全体は］違いがないのだから。その単一なものに揺れる・揺れない［という相矛盾する運
動］は妥当しない。単一であることがなくなるからである。」（PVP38a5 : lag sogs g.yo na thams cad dag / lus kyang g.yo
ba thob phyir te / tha dad pa med pa’i phyir ro // de’i gcig g.yo ba dang mi g.yo ba mi rigs te / gcig pa nyid nyams pa’i phyir ro
//）
ここ PVⅡ８
４から８
５ab まで（マノーラタナンディンの理解による。デーヴェーンドラブッディなどによれば８
５a ま
で）
，ダルマキールティはニャーヤ・ヴァイシェーシカ学派において説かれる〈全体〉（avayavin）について批判す
る。ニャーヤ・ヴァイシェーシカ学派は多数の部分とは別に単一な〈全体〉が存在すると認めている。これに対し，
仏教はこれを認めない。（ニャーヤ・ヴァイシェーシカ学派の〈全体〉説，および，仏教徒との議論の変遷等につい
ては，Shastri［1964］
，山上［１
９
６
８］［１
９
７
６］（山上［１
９
９
９］に再録）
，船山［１
９
９
０］等を参照されたい。
）周知のよう
に，ダルマキールティは『プラマーナ・ヴィニシュチャヤ』第１章においても，〈全体〉批判を行っている。そこで
の議論はここ PVⅡの議論と類似した内容を含むので，以下に試訳を提示する。「粗大な単一な対象がそのように顕
現することもない。手などが揺れれば［身体］全部が揺れることになってしまうからである。また，［身体全部は］
揺れないというのなら，揺れている［手］と揺れていない［身体］は別個なものとして成立することになろう。布
と水のように。また，一部が覆われれば全部が覆われることになる。［全体は単一であるので］違いはないのだから。
また，［全体は］どこかが覆われることはないのだから，欠けることなく［全部が］見えることになる。［反論］「部
分は覆われるが全体は覆われない。
」［答］半分覆われても，［全体は］覆われていないのだから，［覆われる］前と
同様にこれ（全体）が見えることになる。［反論］「部分を介してそれ（全体）は見られるのであるから，見えてい
ない部分は知られないのである。
」［答］ちがう。［全体には］違いがないので，［覆われた部分と結びついたものと
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しても，覆われない部分と結びついたものとしても］いかようにも［全体は］知られないことになるから。また，
すべての部分が同時に見られることはありえないので，いつになってもこれ（全体）は見えないことになる。また，
ある程度の部分が知られれば［全体が］見えるというなら，ほんの僅かな部分が見られても［覆われていない時と］
同様に粗大な［全体］が見えることになろう。さらに，一部が赤く染められれば，全部が赤く染められることにな
ろうし，［一部は赤く染められないなら，全部が］赤くないものと知られることになろう。部分は赤くても全体とし
ては赤くないのだから，赤くて赤くないものが見られることになる。」（PVin I 84, 18-86, 9 : yul rags pa gcig de ltar
snang ba yang ma yin te / lag pa la sogs pa gcig g.yo na thams cad gyo bar ’gyur ro // mi g.yo na yang g.yo ba dang mi g.yo ba
dag so sor grub par thal bar ’gyur te / ras dang chu bzhin no // gcig bsgribs na yang thams cad bsgribs par thal te / tha dad med
pa’i phyir ro // yang na ni ’ga’ yang ma bsgribs pa’i phyir ma tshang ba med par mthong bar ’gyur ro // yan lag bsgribs kyi yan
lag can ni ma yin no zhe na / phyed bsgribs kyang ma bsgribs pa’i phyir ’di snga ma kho na bzhin du mthong bar thal lo // yan lag
gi sgo nas de mthong ba’i phyir yan lag ma mthong ba la de rtogs par mi ’gyur ro zhe na / ma yin te / tha dad pa med pas rnam pa
thams cad du mi rtogs par thal ba’i phyir ro // yan lag thams cad kyang cig car mthong bar mi nus pa’i phyir thams cad kyi tshe ’di
mi mthong bar thal lo // yan lag cung zad <mthong ba na yang> mthong ba yin na ni yan lag cung zad gcig mthong ba nas yang
de bzhin du rags pa mthong bar ’gyur ro // gcig kha bsgyur na yang thams cad kha bsgyur ba ’am ma bsgyur bar rtogs par ’gyur ro
// yan lag kha bsgyur na yang yan lag can kha ma bsgyur ba’i phyir / bsgyur ba dang ma bsgyur bar snang bar ’gyur ro // この部
分は Steinkellner［1972］により，NBhū 104, 8-16 にパラレルなサンスクリット・テキストが発見されている。この
PVin Ⅰは船山［１
９
９
０］p．
６
１
７，戸崎［１
９
９
２］pp．
４―７に，対応する NBhū は山上［１
９
９
９］pp.１
５
９―１
６
０に訳出されている。
）
以下にも見るように，ダルマキールティは当該 PVⅡとこの PVinⅠで，振動，覆い，赤色，という三つの例を用い
て〈全体〉が存在しないことを指摘するが，このような方法はダルマキールティ以前には見られないものである。
このダルマキールティの批判方法は後代の仏教徒にも受け継がれる。例えば，シャーンタラクシタは TS dravyaparı̄ksā
・

において以下のように述べている。「粗大なものが単一であることを本性とするなら，ただハチの足だけで［一部
が］覆われれば，全部が覆われることになる。［全体は単一であるので］違いはないのだから。また，一部が赤く染
められれば全体が赤く染められることになる。また，相矛盾した属性が存在するなら，［単一ではなく］多であるこ
とになる。
」（TS 592-593 : sthūlasyaikasvabhāvatve maksikāpadamātratah / pidhāne pihitam sarvam āsajyetāvibhāgatah // 592 //
・

・

・

・

rakte ca bhāga ekasmin sarvamrajyeta raktavat / viruddhadharmabhāve vā nānātvam anusajyate // 593 //）これに対して，カマ
・

・

ラシーラは以下の説明を付している。「もし，粗大なものが単一なものであろうなら，一部が覆われれば全部が覆わ
れ，一部が赤ければ全部が赤くなることになってしまう。覆われている部分と覆われていない部分は，また，赤い
部分と赤くない部分は君の説によれば［全体は単一なので］異ならないからである。また，単一なものには相矛盾
する属性が結びつくことはありえない。過大適用となるから。また，同様に，全世界は単一の実体となろう。そし
て，それゆえ，同時に生じることになる，などという困った帰結になろう。しかし，［実際には］一部が覆われても
全部が覆われることは見られないので，これは知覚との矛盾がある。同様に，推理との矛盾もある。すなわち，【遍
充】相矛盾した属性が存在しているもの，それは単一なものではない。牛とバッファローのように。【主題所属性】
粗大なものも，覆われるなどのあり方で知覚され・知覚されないという相矛盾する属性が存在しているものである。
これは〈能遍と矛盾したものの知覚〉である。すべてが単一のものとなってしまうというのが［このの逆を］〈否定
する認識手段〉である。
」（TSP 246, 13-21 : yadi hi sthūlam ekam syāt tadaikadesapidhāne
sarvasya pidhānam, ekadesarāge
ca
´
´
・

sarvasya rāgah prasajyeta, pihitāpihitayor aktāraktayos
´ ca bhavanmatenābhedāt / na caikasya parasparaviruddhadharmādhyāso
・
・
・
yuktah, atiprasangāt
/ evam hi visvam
ekam dravyam syāt, tatas
/ na caikadesapidhāne
sarvam pihitam
´
´ca sahotpādādiprasangah
´
・
・
・
・
・
・

ı̄ksyata iti pratyaksavirodhah / tathānumānavirodho ’pi / tathāhi-yat parasparaviruddhadharmādhyāsitam na tad ekam bhavati,
・

・

・

・

・

yathāg omahisam, upalabhyamānānupalabhyamānarūpam pihitādirūpena ca viruddhadharmādhyāsitam sthūlam iti vyā・

・

・

・

・ bādhakam pram ānam /）また，ニャーヤ・ヴァイシェーシカ学派を中心
pakaviruddhopalabdhih / sarvasyaikatvaprasango
・

・

・

に他学派でも取り上げられることになる（NBhū 104, 8ff ; NVTT 473, 23ff ;´
SVK ad ´
SV´
sūnyavāda 20 ; NKand 119, 10ff ;
・

TUP 95, 24ff 等々）
。
２
３）

デーヴェーンドラブッディ「矛盾する運動は単一のものにはありえないのだから。
［この句は，
］単一なものには
矛盾する運動はありえない，という意味である。［君の説によれば，身体は単一であるので，
］例えば，左右の両手
が別々の方向に動くことは正しくない。右手が南の方に動けば，左［手］も同様に［南の方に動くことに］なろう，
という意味である。しかし，そのようなことは［実際には］ない。別個に動くのだから，［身体が］単一であること

― 135 ―

東 京 学 芸 大 学 紀 要

第２部門

第５６集（２００５）

は妥当しないのである。
」（PVP 38a7-b2 : ’gal ba can gyi las ni gcig la mi rung phyir gcig la ’gal ba las ni mi rigs so zhes bya
ba’i don to // dper na g.yas dang g.yon gyi lag pa gnyis po dag ni yul tha dad par ’gro bar rung ba ma yin pa lta bu ste // lag pa
g.yas pa lho phyogs su ’gro ba na / g.yon pa yang de bzhin du ’gyur ro zhes bya ba’i don to // de ltar yang ma yin te gang gi phyir
tha dad par ’gro ba de’i phyir gcig nyid yin par mi rigs so //）
２
４）

PVV (M2) : (tathā ca) sarvasya とあるが，PVV (M1) = PVV (M) ms : sarvasya で読む。

２
５）

PVV (M1) (M2)ともに kampo ’stı̄ti とあるが，PVV (M) ms により kampa iti に訂正して読む。

２
６）

PVV (M1) (M2)ともに ābhāva-とあるが，PVV (M) ms により ābhāvah に訂正して読む。

２
７）

デーヴェーンドラブッディはこの帰謬と帰謬還元について具体的に推論式を提示する。「推論式は以下のようにな

・

る。［推論式４
７］【遍充】あるもの（X）があるもの（Y）と異ならないなら，それ（X）はそれ（Y）が揺れれば揺れ
る。例えば，［揺れている部分］そのもののように。【主題所属性】足なども手とは本質的に異ならない。これは〈本
質という証因〉（svabhāvahetu）である。しかし，［実際には］このようなことはない。［したがって，
］この［推論］
の逆（viparyaya）は以下のようになる。［推論式４
８］【遍充】あるもの（X）があるもの（Y）が揺れても揺れないな
ら，それ（X）はそれ（Y）と異ならないことはない。例えば，デーヴァダッタが進行するとき，ヤジュニャダッタ
は止まっているように。【主題所属性】足なども，手が揺れても揺れるわけではない。これは〈能遍の非知覚〉（vyāpakānupalabdhi）である。
」(PVP 38a5-7 : sbyor ba ni gang zhig gang las tha dad pa med pa de ni de (P ; de ni D) g. yo ba na g.
yo ba yin te dper na rang gi ngo bo nyid lta bu’o // rkang la sogs pa yang lag pa dang tha dad pa med pa’i bdag nyid can yin no
zhes bya bani rang bzhin gyi gtan tshigs so // de ltar yang ma yin te / de las bzlog pa ni gang zhig gang g.yo ba na mi g.yo ba de ni
de las tha mi dad pa ma yin te / dper na lha sbyin ’gro ba na mchod sbyin ’dug pa lta bu’o // rkang pa la sogs pa yang lag pa g.yo
ba na mi g.yo ba zhes bya ba ni khyab (P ; khyad D) par byed pa mi dmigs so //）帰謬と帰謬還元については，Kajiyama
［1999］の Introduction 等参照。
２
８）

デーヴェーンドラブッディは以下のような反論を想定する。「こう考えるかもしれない。すなわち，「部分は揺れ
るが，全体は［揺れ］ない。したがって，［先に仏教徒が提示した］帰謬（推論式４
７）の証因は不成［因］（asiddha）
であり，［帰謬］還元（推論式４
８）はわかりきったことの論証（siddhasādhana）である」と。
」（PVP 38b2-3 : de ltar ni
’gyur na / yan lag g.yo ba yin gyi yan lag can ma yin pa de ltar na / thal ba’i gtan tshigs ma grub cing bzlog pa ni grub pala sgrub
pa yin no zhe na /）

２
９）

布と水の例は PVinⅠにも見える。注２
２）参照。Vibh にはこの例の説明とおぼしき文章がある。「例えば，一部に
ついた水は布の一部だけに見られる。それと同様である。」（Vibh p. 41, fn. 5 : yathā ekadesalagnam
udakam vastraikadesa
´
´
・

eva drsyate
tadvat /）PVin の注釈家は以下のように説明している。ダルモーッタラ「〈ろ過布〉という，［組んだ］三
´
・
本の木にかけられた布は動かないが，水は動く。それ故，［布と水は］別のものである。同様に，今の場合も別のも
のとみなすべきである。
」（PVinT (Dh) 144a2 : dper na chu tshags zhes bya ba’i ngas dbyi gu gsum la dpyangs pa mi g.yo la
・

chu ni g.yo ba des na tha dad pa de bzhin du ’dir yang tha dad par blta bar bya’o //)ジュニャーナシュリーバドラ「洗濯屋の
棒に広げられた布を水で洗う時，布はとどまっているが，水はとどまらずに落ちるのと同様である。（？）
」(PVinT

・

(Jñ) 197b3 : gos khrus mkhan gyi dbyug pa las brgyang ba las chus khru ba na gos ni gnas la chu ni mi gnas par ’dzag pa bzhin no
//）
３
０）

PVV (M2) : (tathā ca) prthaksiddhih とあるが，PVV (M1) = PVV (M) ms : prthaksiddhih で読む。

３
１）

デーヴェーンドラブッディ「そうでないなら，別個のものとなろう。そうすると，部分と全体は別個のものとな

・

・

・

・

ろう。これを推論式で示せば以下のようになる。［推論式４
９］【遍充】あるもの（X）があるもの（Y）が揺れても揺
れないなら，それ（X）はそれ（Y）とは別のものとなろう。例えば，水は揺れても腕は揺れないように。【主題所属
性】手をもつもの（身体）も手が揺れても揺れない。これは〈本質という証因〉である。［また，
］まさにこの［推
論］の逆（還元）は以下のようになる。［推論式５
０］【遍充】あるもの（X）があるもの（Y）と内属する場所が異な
るものでないなら，それ（X）はそれ（Y）が揺れれば揺れないことはない。例えば，［揺れている］手そのもののよ
うに。【主題所属性】身体も手とは内属する場所が異なるものでない。これは〈能遍の非知覚〉である。
」（PVP 38b25 : gzhan du tha dad grub par ’gyur / de ltar nayan lag dang yan lag can tha dad pa nyid du ’gyur ro // sbyor ba ni gang zhig gang
g.yo ba na (P ; ni D) bdag nyid mi g.yo ba de ni de las tha dad par ’gyur te / dper na chu g.yo ba na snod mi g.yo ba lta bu’o // yan
lag can yang yan lag rnams g.yo ba na mi g.yo ba yin no zhes bya ba ni rang bzhin gyi gtan tshigs so // ’di nyid bzlog pa ni gang
zhig gang las ldan pa can gyi yul tha dad pa can ma yin pa de ni de g.yo ba na yang mi g.yo ba yod pa ma yin te / dper na lag pa
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稲見：『プラマーナ・ヴァールティカ』プラマーナシッディ章の研究（１１）
de nyid kyi rang gi ngo bo lta bu’o // lus kyang lag pa las ldan pa can gyi yul tha dad pa can ma yin no zhes bya ba ni khyab par
byed pa mi dmigs pa’o //) Cf. Vibh p.41, fn.6 : prtagbhāvah syād avayavāvayavinoh / avayavı̄ bhedena drsyeta
/ この８
４d では，
´
・

・

・

・

ダルマキールティは部分は揺れても全体は揺れないなら，部分と全体は完全に独立したものとなり，部分に全体は
内属するというニャーヤ・ヴァイシェーシカ説が崩れることを説いているものと思われる。ニャーヤ・ヴァイシェー
シカにおいては，全体は部分に内属し，内属したものは分離できないものとして成立したもの（ayutasiddha）であっ
て，prthaksiddhi ということはない。
・

３
２）

・
・
PVV (M2) : prasangaviparyayau
(bauddhavyau)とあるが，PVV(M1) = PVV (M) Mms : prasangaviparyayau
で読む。

３
３）

デーヴェーンドラブッディ「一部が覆われればのこり全部が覆われることになる。［部分と全体とは］違いがない
からである。これを推論式にすれば以下のようになる。［推論式５
１］【遍充】あるもの（X）があるもの（Y）に他な
らないなら，それ（X）はそれ（Y）が覆われれば覆われる。例えば，その［覆われている部分］そのもののように。
【主題所属性】覆われていない［箇所］も覆われている［箇所］に他ならない。これは〈本質という証因〉である。
しかし，［実際には］覆われないので，［部分と全体は同じものではなく，
］別のものである。［したがって，この推
論の］逆［の推論式］は以下のようになる。［推論式５
２］【遍充】あるもの（X）があるもの（Y）が覆われるとき覆
われないなら，それ（X）はそれ（Y）そのものではない。例えば，牛が覆われるとき馬は覆われないように。【主題
所属性】足も手が覆われているとき覆われない。これは〈能遍の非知覚〉である。
」（PVP 38b5-7 : gcig bsgribs pa na ste
phyogs gcig bsgribs pa na / lhag ma thams cad dag bsgribs par ’gyur te tha dad pa med pa’i phyir ro // sbyor ba ni gang zig gang
kho na yin pa de ni de bsgribs pa (P ; pas D) na bsgribs pa ste / dper na de nyid kyi rang gi ngo bo lta bu’o // ma bsgribs pa yang
bsgribs pa nyid yin no zhes bya ba ni rang bzhin gyi gtan tshigs so // bsgribs pa yang ma yin pa de bas na tha dad pa yin no //
bzlog pa ni gang zhig gang bsgribs pa na ma bsgribs pa de ni de nyid ma yin te / dper na ba lang bsgribs pa na rta ma bsgribs pa
lta bu’o // rkang pa yang lag pa bsgribs pa na ma bsgribs pa yin no zhes bya ba ni khyab par byed pa mi dmigs pa’o //）

３
４）

デーヴェーンドラブッディ「こう考えるかもしれない。すなわち，「部分が覆われても全体は違う」と。もしそう
なら，覆われないなら，［覆われる］以前にそれが見られたのと同じように，一部が覆われたとしても［全く覆われ
ていないものとして］見られることになろう。これを推論式にすれば以下のようになる。［推論式５
３］【遍充】ある
もの（X）がその原因総体を妨害するものがないなら，それ（X）の生起がある。例えば，原因総体を妨害するもの
がないような芽のように。【主題所属性】［全体を部分とは全く別のものであるので，
］全体を対象とする知にもその
原因総体を妨害するものがない。（つまり，全部がみえるはずである。
）これは〈本質という証因〉である。［反論］
「部分を把握する手段が知られているようなものは，覆われれば見えることはないのだから，［この推論式５
３の証因
は］不成［因］である」［答］ちがう。すべての部分を見ることはありえないので，内属因が見られなくても，それ
（全体）は見えると［君達に］認められているのだから。
」（PVP 38b7-39a3 : de ltar ni ’gyur mod kyi yan lag bsgribs pa na
yan lag can ma yin no zhe na / de’i tshe ma bzgribs na ji ltar sngar de mthong ba de ltar phyogs gcig bsgribs su zin kyang mthong
bar ’gyur ro // sbyor ba ni gang dang gang rgyu tshogs pa gags byed pa med pa can yin pa de’i skye ba yod pa yin te / dper na
rgyu tshogs pa gags byed pamed pa can gyi myu gu la sogs pa lta bu’o // yan lag can gyi yul can gyi mthong ba la yang rgyu
tshogs pa gags byed pa med pa can yod do zhes bya ba ni rang bzhin gyi gtan tshigs so // gal te gang gi (corr. ; rang gi D, gang gis
P) yan lag ’dzin pa’i thabs mthong ba can de la bsgribs pa na mthong ba med pa’i phyir ma grub pa yin no zhe na / ma yin te yan
lag thams cad (P ; can D) mthong ba mi srid pas na / ’phrod pa ’du ba mthong ba med pa can de nyid mthong bar khas len pa’i
phyir ro //）ここで，ダルマキールティが意図していることは，「部分は覆われても全体は覆われないとすれば，たと
え一部が覆われても全部余すところなく見えることになる」ということと思われる。

３
５） デーヴェーンドラブッディ「さらに，一部が赤く染められれば，全部が赤くなることになってしまおう。それ（全
体）には，ある部分は赤く，ある部分は赤くないというような違いはないのだから。これを推論式で示せば以下の
ようになろう。［推論式５
４］【遍充】あるもの（X）があるもの（Y）に他ならないなら，それ（X）はそれ（Y）が赤
く染められれば赤くなる。例えば，赤く染められた［部分］そのもののように。【主題所属性】赤く染められていな
い［箇所］も赤い［箇所］に他ならない。これは〈本質という証因〉である。しかし，［実際には］赤くはない。［し
たがって，この推論の］逆［の推論式］は以下のようになる。［推論式５
５］【遍充】あるもの（X）があるもの（Y）
が赤く染められるとき赤くならないなら，それ（X）はそれ（Y）とは別のものである。例えば，毛布が赤く染めら
れるとき布は赤くならないないように。【主題所属性】一部分が赤く染められるとき［それとは別の］第二の部分も
赤くならない。これは〈能遍の非知覚〉である。
」（PVP 39a3-5 : gzhan yang phyogs gcig tshon gyis bsgyur ba na phyogs

― 137 ―

東 京 学 芸 大 学 紀 要

第２部門

第５６集（２００５）

thams cad bsgyur ba thob par ’gyur ro // de la tha dad pa yod pa ni ma yin na / gang gis na cung zhig bsgyur ba dang cung zhig
ma yin / sbyor ba ni gang zhig gang kho na yin pa (P ; pas D) de ni de sbgyur ba na bsgyur ba nyid yin te / dper na mtshon gyis
bsgyur ba’i rang gi ngo bo lta bu’o // ma bsgyur ba yang bsgyur ba nyid yin no zhes bya ba ni rang bzhin gyi (D ; gyis P) gtan
tshigs so // bsgyur ba yang ma yin pa de bas na bzlog pa ni gang zhig gang bsgyur ba na ma bsgyur ba de ni de las tha dad pa yin
te (D ; na P) dper na la ba bsgyur ba na snam bu ma bsgyur ba lta bu’o // phyogs gnyis pa yang phyogs gcig bsgyur ba na bsgyur
ba ma yin no zhes bya ba ni khyab par byed pa mi dmigs pa’o //）
３
６）

PVV (M1) (M2)ともに vā ’gatih syāt とあるが，PVV (M) ms により vā gatih syāt に訂正して読む。

３
７）

デーヴェーンドラブッディ「さらに，赤く染められたものが知られないことになる（？赤く染められないものが

・

・

知られることになる）
。赤い部分が赤くない部分と同様に［赤くないものとして］見られることになる。これを推論
式で示せば以下のようになろう。［推論式５
６］【遍充】あるもの（X）があるもの（Y）に他ならないなら，それ（X）
はそれ（Y）が赤く染められないなら赤くない。例えば，赤く染めらない［部分］そのもののように。【主題所属性】
赤く染められたとみなされる［箇所］も赤くない［箇所］に他ならない。これは〈本質という証因〉である。」（PVP
39a5-7 : gzhan yang bsgyur ba mi rtogs ’gyur / bsgyur ba’i phyogs dang ma bsgyur ba’i phyogs dang ’dra bar mthong bar ’gyur te
tha dad pa med pa’i phyir ro // sbyor ba ni gang zhig gang kho na yin pa de ni de ma bsgyur ba na ma bsgyur ba yin te / dper na
ma bsgyur ba’i rang gi ngo bo lta bu’o // bsgyur bar mngon par ’dod pa yang ma bsgyur ba kho na yin no zhes bya ba ni rang
bzhin gyi gtan tshigs so //）
プラジュニャーカラグプタは以上の PVⅡ８
４―８
５に対して以下のような説明を付している。「全体という実体は運動
をもち，属性をもち，結合などの原因であり，内属因である。それにもし，運動があるなら，それは内属因である
ので，全部が揺れるということになる。［反論］「全体は揺れかつ揺れないものという多様なものである。
」［答］揺
れ［そして揺れない］などという本性をもったデーヴァダッタとヤジュニャダッタという［二人の］ものも単一の
全体であるということになろう。［反論］「単一であることと揺れかつ揺れないものであることとが実際に経験され
る。したがって，いかなる矛盾があろう。」［答］この，単一であることとは何か？もし，顕現に差異がないこと（pratibhāsābheda）であるなら，それは存在しない。単一の結果をもつこと（ekakāryatā）であるというなら，結果が単一
であれば原因も単一であるというのはどうしてか？［また，
］全体［の一部でも］覆われれば全部覆われる［ことに
なる］
。［全体は単一であるので，
］結合に違いはないからである。［あるいは，部分は覆われても全体は覆われな
い，というなら，
］部分が覆われても［全体が覆われることには］ならないので，全部が見えることになる。部分を
介して［全体が］覆われるのなら，何も見えないか，全部が見えることになる。［反論］「単一であっても，全部は
見ることはできないからである。
」［答］見えているものと見えていないものがどうして単一なのか。赤さとの結合
についても，これを同じ困った帰結がある。
」（PVBh 93, 7-14 : dravyam hi nāmāvayavirūpam kriyāvad gunavat samyogādi・

・

・

・

kāranam samavāyikāranam / tasya yadi kriyā ’sti＊ tadā tatsamavāyikāranatvāt＊＊ sarvam eva calatı̄ti prāptam / calitācalitas
´citro
・・
・
・
’vayavı̄ cet / devadattayajñadattādirūpā eka eva calitādirūpo ’vayavı̄ti prāptam / atha drsyata
ekatvam calitācalitatvam ceti ko vi´
・
・
・
rodhah / kim idam ekatvam nāma / yadi pratibhāsābhedah sa nāsti / athaikakāryatāsā yadi nāmaikam kāryam kāranam apy ekam
・

・

・

・

・

・

iti kuta āvarane ’vayavinah sarvasyāvaranam samyogāvisesāt
’vayavino na prāpnotı̄ti sarvam drsyeta
/
´・ / avayavasyāvarane
´
・
・
・・ ・
・
・ ・
avayavadvārenāvarane na kiñcid drsyeta
sakalam vā / ekatve pi sarvasyāpi drastum asakyatvād
iti cet / drstā drstayoh katham
´
´
・

・

・

・
・

・
・
・ ・
・
・

・

・
ekatvam / rāgayoge ’py ayam eva prasangah
/ ＊nāsti とあるのを Tib により訂正。＊＊tatsamama-とあるのを訂正。
）
・

３
８）

デーヴェーンドラブッディはそれぞれの帰謬還元についても推論式を提示している。上記注３３）
，３
５）参照。

３
９）

PVV (M1) (M2)ともに nāsty ekasmin nāsty とあるが，PVV (M) ms により nāsty に訂正して読む。

４
０）

デーヴェーンドラブッディ「身体や壷などは，それ故，単一な集合体としては存在しない。直前に述べられた理
由から。［これは以上の議論の］結論である。
」（PVP 39a7 : lus dang bum pa la sogs pa’i // de phyir tshogs pa gcig yodmin /
/ bshad ma thag pa’i rgyu’i phyir ro zhes bya ba ni mjug bsdu ba’o //）

４
１）

ヴィブーティチャンドラの記述に以下の説明がある。「覆われた部分とは全体は異なるという説においても，全体
が見えることになるという論証されることがないことによって，覆われた［部分］とは異なるという論拠がないこ
とになる，という［帰謬］還元がある。また，それゆえ，［部分と全体は］ことならないという説の場合と同様に，
すべてが覆われるなどということになる。
」（Vibh p. 42, fn. 1 : āvrtāvayavād avayavibhedapakse ’pi avayavidarsanaprasa~
´
・
・
gasya sādhyasyābhāvenāvrtād bhedasya sādhanasyābhāvo viparyayah / tatas
´cābhedapaksa iva sarvāvaranādi syāt /）
・

・

・

・

なお，８
６b の anekatve ’pi pūrvavat についてマノーラタナンディンはこのように，「
［部分と全体が］同一でない場合
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稲見：『プラマーナ・ヴァールティカ』プラマーナシッディ章の研究（１１）
でも（anekatve ’pi）前［の同一であるという場合］と同様［に，帰謬還元がある］。
」と〈単一な全体〉説に対する批
判の一部として読んでいるが，他の注釈者の理解はこれと異なる。
デーヴェーンドラブッディは「多数であっても［原子が集合する］前と同様に，…」と読み，想定反論の一部と
して８
６c―d につなげる。この理解によれば，〈単一な全体〉説に対する批判は８
６a で終わり，８
６b から〈多数の原子の
集合体〉説が検討されることになる。「
［反論］もし，二つの原子から成るものなどと順に集合したものが単一の全
体として存在しないのなら，その場合，多数であると認められても，諸々の原子の状態ではそれは前には超感官的
なものであるので，後にも同じ［超感官的な］ものであろう。それゆえ，前と同様に，違いはないのだから，超感
官的なものとなろう。微細なものであるから，原子は前と同様に，たとえ集合しても，超感官的なものに他ならな
い。したがって，知られないことになる。すなわち，誰にも見えないことになる。」（PVP 39a7-b2 : gal te rdul gnyis pa
la sogs pa’i rim gyis (D ; rims kyis P) brtsams pa’i yan lag can gcig yod pa ma (D ; om. P) yin pa de’i tshe / du ma nyid yin na
yang (P ; na D) khas len na yang ji ltar rdul phra rab rnams kyi gnas skabs de sngar dbang po la sogs pa yin na / phyis kyang denyid yin pa de ltar na / sngar bzhin khyad par med pa’i phyir // dbang po las ’das pa nyid du ’gyur ro // phra phyir de rdul phra mo
gang yin pa de dang de dag ji ltar sngar yin (D ; bzhin P) pa de ltar tshogs su zin kyang / dbang po las ’das pa nyid yin no //de ltar
na mi rtogs pa ste ’ga’ zhig gis (P ; shes D) kyang mthong ba thob par mi ’gyur ro // Cf. PVV (R) 337a5-6.）
プラジュニャーカラグプタも同様に想定反論の一部として８６c–d につなげて読んでいる。「
［反論］「もし身体は
［単一なものではなく］多数であるというなら，多数であっても前と同様に過失がある。原子の数だけ自己認識が
あることになる。［原子と］異ならないのだから，［身体は］知られない。
」［答］こういうことはない。違いがない
ことは成り立たない。
」（PVBh 93, 18-19 : yady anekah kāyah / anekatve ’pi pū rvavad dosah / pratiparamānu svasamve・

・

・・

・

・
danaprasangah
/ avisesā
s cet / naitad asti / avisesa
´ nna gati´
´ eva na sidhyati /. . .）
・

・

・

これらによればマノーラタナンディンの区切り方だけ特異である。８６b からは８
７につなげて読むほうが自然のよう
にみえる。
４
２）

PVV (M1) (M2)ともに atha とあるが，PVV(M) ms により atha vā に訂正して読む。

４
３） 「相矛盾する属性が結びつくこと」（viruddhadharmādhyāsa）は，PVSV 20, 21-22 において，ものの差異の定義とし
て述べられるものである。
４
４）

このような自立論証はダルマキールティの後継者達の作品中にみられる。例えば，ダルモーッタラは以下のよう
な推論式を述べている。「
【遍充】矛盾した属性をもつものは単一ではない。異なった壺などのように。【主題所属
性】単一のものと考えられているもの（全体）も矛盾した属性をもつものであると知られている。…これは〈能遍
と矛盾するものの知覚〉である。
」（PVinT (Dh) 145b3-5 : ’gal ba’i chos dang ldan pa de ni gcig ma yin te / dper na tha dad
・

pa’i bum pa la sogs pa bzhin no // gcig tu mngon par ’dod pa’i don yang ’gal ba’i chos dang ldan par mthong ba yin no //. . .
khyab par byed pa ’gal ba dmigs pa’o //）シャーンタラクシタ，カマラシーラにも見られる。（注２
２）参照。
）他のものに
ついては船山［１
９
９
０］参照。
（未完）
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