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仏教の普遍批判
――Nyāyamañjarī 和訳――*

片　岡　　啓

解題
　本稿は，先に『東洋文化研究所紀要』第160冊誌上に発表した校訂本“A 

Critical Edition of Bhaṭṭa Jayanta’s Nyāyamañjarī: The Buddhist Refutation of 

jāti.”（Kataoka 2011）に対応する和訳である 1．なお，以下では，便宜的に，
Kataoka 2011, 2008b, 2009b, 2010cの校訂を，それぞれ，NM apoha I, II, III, 

IVと略記する．II, III, IVについては，既に，対応する和訳を，片岡 2012b, 

2013a, 2014bとして『哲学年報』に掲載した．本稿は残るNM apoha Iの和
訳である．

1. NMの構成から見た本節の位置付け
　NM apoha I～ IVは，全十二日課からなるNMの第五日課冒頭に位置する．
そこでは「言葉は対象に触れない」（śabdānām arthāsaṃsparśitvam）という
仏教徒の主張をめぐって議論が展開される．NMは，NSの定義スートラの
みを取り上げ，順に議論する．その中でも，第三日課から第六日課の四日課は，
証言定義スートラであるNS 1.1.7だけに費やされる．第五日課冒頭の議論の
位置付けを見るために，まず，第三日課から第六日課の全体の構成を，ジャ
ヤンタ自身の意図に最大限配慮しながら確認する．というのも，ジャヤンタ
自身が，ヴェーダが正しい認識手段であることを否定することになる「諸過
失」のリストを列挙することで，第三～第六日課の主題を実質的に提示して
いるからである．諸過失の具体的内容はNM I 412.14-414.17（表 III -3）で
列挙されている 2．ジャヤンタがリストで明示する主題以外はサンスクリッ
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ト表題を括弧内に記す 3．右端は対応するマイソール版の巻・頁である．

  III 

   1. スートラ解釈 （sūtravyākhyāna I 396-401） 
   2. 証言という認識手段の別立て （pramāṇāntaratva I 401-412） 
   3. 過失の列挙 doṣoddeśa I 412-414 

   4. 言葉は対象に触れない arthāsaṃsparśitva I 415 -419 

   5. 真の自律性・他律性 （prāmāṇyasvatastvaparatastva I 419-451） 
   6. 誤謬論 （khyātivāda I 451-481） 
   7. 証言の真の他律性 （śabdaprāmāṇyaparatastva 481-483） 
   8. 主宰神論証 （īśvarasiddhi 484-512）4 

   9. 音声の常住性 śabdanityatā I 513-572  

  IV 

   1. ヴェーダの人為性 vedapauruṣeyatva I 573-586 

   2. ヴェーダ作者 vedakartṛ I 586-590 

   3. 語意関係 śabdārthasaṃbandha I 591-603 

   4. 信頼できる人によって説かれた āptoktatva I 603-614 

   5. アタルヴァ・ヴェーダの権威 （atharvavedaprāmāṇya 614-629）5 

   6. 聖典の権威 āgamaprāmāṇya I 629-649 6 

   7. ヴェーダの過失 vedadoṣa I 649-667 

   8. 意義説明等 arthavādādi I 667-690 

   9. ヴェーダの内容 vedārtha I 691-702  

  V 

   1. 言葉は対象に触れない arthāsaṃsparśitva II 3 -47 

   2. 語意 padārtha II 47 -69 

   3. 文意 vākyārtha II 69 -142  

  VI  

   1. 文意理解の原因 （vākyārthabodhakāraṇa II 143-219） 
   2. ヴェーダ文意理解の手段 （vedārthāvagamopāya II 219-262）  



仏教の普遍批判

― 51 ―

1.1.  第三～第六日課の内容梗概
　表 III -1の「スートラ解釈」から分かるように，ここで III -VIという四日
課全体の議論は，NS 1.1.7: āptopadeśaḥ śabdaḥ（信頼できる人の教示が証言
である）という証言定義スートラに従属している．正しい言葉とは何か（更
にはヴェーダが正しいのは何故か）という大枠の議論の中に，様々な下位の
議論をジャヤンタは詰め込んでいるのである．ヴェーダが正しいということ
を証明するためには，まず一般的に，言葉が正しいとはどういうことかを明
らかにしなければならない．そのためには，前提となる様々な議論が必要と
なる． 

　そもそも正しい言葉（証言）は別個の認識手段として立てる必要があるの
か．推論に還元できるのではないか．証言の別立てについての議論が必要と
なる（III -2）．過失の列挙（III -3）の次に，言葉が対象に触れるのか否かが
自律・他律の観点から検討される（III -4）．続いて，いわゆる認識一般の真
理論が展開され（III -5），その裏返しとしての誤謬論が続く（III -6）．次に
他律的真が言葉に適用され（III -7），さらに，「信頼できる人の教示」とい
う証言の性格規定がヴェーダに適用される中で，ヴェーダの作者としての主
宰神の論証が展開される（III -8）．第三日課の最後（III -9）では音声の常住
性・非常住性が扱われる．以上，第三日課では，言葉一般の正しさを証明す
るのに必要となる一般的議論が展開されている． 

　第四日課はこれに対して，特にヴェーダに関わる議論が展開される．ま
ずヴェーダの人為性（pauruṣeyatva, すなわち，何らかのアートマンによっ
て作られたこと）が議論され（IV-1），ヴェーダの作者についての議論が続
く（IV-2）．次に主宰神のもう一つの重要な性格規定である語意関係作者と
しての側面を取り上げる中で，言葉（単語）と意味の関係についての議論が
展開される（IV-3）．ヴェーダ作者であるāptaが主宰神（アートマンの一種）
として定まった所で，次に，āptoktatvaという性格規定が検討される（IV-4）．
次に三ヴェーダが主宰神の作であるというのはいいとしても，果たしてアタ
ルヴァ・ヴェーダが主宰神の手になるものか否か，すなわち，アタルヴァ・
ヴェーダの権威が議論される（IV-5）．
　以上がヴェーダが正しい認識の手段であることの議論であったのに対して，
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次に，同じ議論がヴェーダ以外にも当てはまるのかどうか，すなわち，ヴェー
ダ以外の聖典（宗教）についての正しさが取り上げられる（IV-6）．次にヴェー
ダそれ自体に見られる様々な過失（例えばヴェーダが保証した果報が実際に
は得られない等の嘘）が取り上げられる（IV-7）．次に非現実的な内容を有
する意義説明部（釈義）などの権威の正当化がなされる（IV-8）．第四日課
の最後では，「為されるべきこと」（kārya）と「既に成立しているもの」（siddha）
というヴェーダの二つの内容についての議論が展開される．すなわち，ウパ
ニシャッドの権威が扱われる（IV-9）． 

　第五日課では，普遍等の実在を言葉の意味とする実在論を否定する仏教の
アポーハ論が取り上げられ，言葉が対象に触れることが証明される（V-1）．
次に，語意論（V-2），文意論（V-3）が展開される． 

　第六日課では，文意理解の原因が議論され，その中で，スポータ論および
文意理解論（abhihitānvaya説など）が展開される（VI-1）．最後に，人為文
と対比された上でのヴェーダ文の意味理解が問題とされ，いわゆる「文法学
論題」がここに組み込まれる（VI-2）．

1.2.  アポーハ論批判の位置付け
　表からも分かるように，「言葉は対象に触れない」という主題は，二箇所
（III -4, V-1）で分かれて議論されている（表内太字強調）．この議論の役割
については，III -4の議論が開始される直前に位置するジャヤンタの次の文
章（NM I 415.2 -3）が示唆を与える 7． 

　これに答える．以上の諸過失は残らず全て，順に，後から排斥されよ
う．したがって不信は無用．ヴェーダが正しい認識の手段であることは
揺るぎなく定まっていると，君（長寿の方）は理解せよ．

　まず，「ヴェーダが正しい認識の手段であること」が，III -VI全体の大き
な主題であることが確認できる．それを否定する議論として「以上の諸過失」
が列挙されていた．「言葉は対象に触れない」という主題も，その一つである．
　まず，ヴェーダが正しいということを言うためには，単語の意味の議論が
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必要となる．そして，普遍等が単語の意味であることを議論する（V-2）前に，
前提として，単語が実在する対象に触れないという仏教徒の学説（アポーハ
論）を否定しておく必要がある（V-1）．V-1に関してジャヤンタが想定す
る論理構造を整理すると次のようになる． 

単語は実在対象に触れないことはない 

↓ 

単語は普遍等を理解させる 

↓ 

言葉は正しい認識の手段である 

↓ 

ヴェーダは正しい認識の手段である 

　このように，本稿で訳出する議論全体は，大きくは証言定義スートラに従
属するのであり，最終的には，ヴェーダが正しい認識の手段であることの証
明に寄与するものである 8． 

1.3.  二つの議論の役割分担
　次に，III -4とV-1の役割分担を確認することでV-1の議論内容を明確に
する．NM第五日課冒頭においてジャヤンタは，まず，「言葉は対象に触れ
ないと言われていたが」（yad uktam ... arthāsaṃsparśinaḥ śabdā iti）と述べ，
言葉が実在する対象に触れないとする仏教徒の主張に再言及する．既に触れ
た話題が，V-1で再度取り上げられることを明確にしているのである．ここ
でジャヤンタは，V-1の位置付けを示している．彼が意図した構成を確認す
るには，ここで言及されている箇所に戻らねばならない．それが III -4（第
三日課NM I 415.5 -419.18）である．III -4の結部を見よう 9． 

　それゆえ，このように［聞き手の］認識が対象通りでないのは，話し
手が悪い人であることに起因する．したがって，「言葉は［他に依らずに］
自ずから（本性上）対象に触れないものである」ということはない． 
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　いっぽう，普遍等という〈言葉の対象〉を排斥することによって［言
葉が］対象に触れないことを主張していたが，それについては，後ほど
否定されよう．  

　ここで問題となっているのは次の二つの主題である． 

A. 言葉が対象に触れないのは自ずからか（III -4=NM I 415.5 -419.13） 
B. 普遍等は言葉の対象なのか（V-1=NM II 3.9 -47.4）  

　仏教徒は言葉が対象に触れないのを「自ずから」（svataḥ）すなわ
ち，言葉それ自身の本性に起因するものとする．すなわち「対象に触れ
ないのは言葉の本性に他ならない」（NM I 415.9: svabhāva eva śabdānām 

arthāsaṃsparśitvam）と考える．逆にニヤーヤの定説では，言葉が対象に触
れるか否かは，「他から」（parataḥ）すなわち，話者の良性（guṇa）・悪性（doṣa）
に左右される．また，仏教徒はアポーハを言葉（単語）の対象とし，普遍等
という実在が言葉の対象であることを否定し，ニヤーヤ学説を批判する．す
なわち，普遍の実在性を幾つかの観点（認識手段・個物と別か否か・帰属の
仕方）から否定することで，普遍等が言葉の対象としては成り立たず，かわ
りにアポーハを言葉の対象として立てるアポーハ論によって，言葉が対象に
触れないことを仏教徒は主張する．「普遍等ではなくアポーハが言葉の対象
である」というのがアポーハ論の基本的主張である．
　前者Aについては，III -4（NM I 415.5 -419.13）で議論され，後者Bにつ
いては後ほど，すなわち，V-1において議論されることが予告されている．
本論文で和訳する箇所は，そこで予告されている箇所であるV-1の冒頭にあ
たる．

1.4.  本節の役割
　既に述べたように，「言葉は普遍等の実在対象に触れないのか」という主
題は，NMの中では，二箇所（III -4, V-1）に分けて議論されている．本稿
の和訳箇所（NM apoha I）は，その中でも，普遍等を言葉の対象として認
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めない仏教説の排斥を主眼とした節の中に位置する．筆者の四つの校訂テク
スト（Kataoka 2011, 2008b, 2009b, 2010c）との対応も含めて示すと以下のよ
うな構成となる． 

　言葉は対象に触れない（arthāsaṃsparśitva） 
III -4. それは言葉の本性に起因するのか（I 415.5 -419.13） 
V-1. 普遍等は言葉の対象なのか（II 3.9 -47.4）
　NM apoha I. 序（II 3.9 -5.14）Kataoka 2011

　NM apoha I. 仏教徒による普遍批判（II 6.2 -14.13）Kataoka 2011

　NM apoha II. クマーリラによるアポーハ批判（II 14.15-21.15） 
　　　　　　　  Kataoka 2008b

　NM apoha III. 仏教徒による反論（II 21.18-29.4）Kataoka 2009b 

　NM apoha IV. ジャヤンタの定説（II 29.7 -47.4）Kataoka 2010c 

　ジャヤンタは，まず，序において言葉の分類を示す．すなわち，語意論で
問題となる言葉の範囲を明確にする．その後に，仏教徒による普遍批判を紹
介する．以下，順に内容を見ていく．

2.  言葉の分類
　ジャヤンタは，NM apoha I 1.2 -1.4で言葉（śabda）の分類を示している．
整理すると以下のようになる． 

　言葉 śabda  

1. 語 pada  

　1.1.   名詞 nāman (subanta), ただしupasarga, nipāta, karmapravacanīyaを
　含む  

　  1.1.1.  普遍語 jātiśabda (NM II 5.4 -64.6) 

　  1.1.2.  実体語 dravyaśabda (NM II 64.8 -16) 

　  1.1.3.  性質語 guṇaśabda (NM II 65.2 -14) 

　  1.1.4.  行為語 kriyāśabda (NM II 65.16-66.14) 
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　  1.1.5.  前綴辞 upasarga (NM II 67.2 -68.10) 

　  1.1.6.  不変化辞 nipāta, karmapravacanīya (NM II 68.11-13)  

　1.2. 定動詞 ākhyāta (tiṅanta), 文意論で取り上げる  

2. 文 vākya (NM II 69.8 -142.20)   

　MBhに見られるように，語意論は基本的に，「牛」等という普遍語に関し
て議論される．ディグナーガもその伝統に則って，PS 5.2aにも確認できる
ように，普遍語を主として取り上げる．そして，PS 5.35に確認できるように，
有性（sattā），実体性（dravyatva），地所成性（pārthivatva），木性（vṛkṣatva）
といった普遍の階梯を前提としている．
　その一方で，「少なくとも，適用原因を持つ語に関しては，他者の排除によっ
て意味を表示するというのは正しいが，固有名に関してはどうか」10という
言明から示唆されるように，適用原因を持つ語（naimittikāḥ śabdāḥ）全てに
関して，アポーハ論が当てはまるとディグナーガは考えている．ここで彼が
「適用原因を持つ語」として考えているのは，PSV ad 1.3dからも確認できる
ように，普遍名詞，性質名詞，動作名詞，実体名詞である．すなわち，「牛」
等という普遍名詞のみでなく，性質名詞，動作名詞，実体名詞のいずれに関
しても，同じ議論が適用できることを前提としている．そして，「ディッタ」
等という固有名の場合も，同じく，他者の排除によって意味を表示するとディ
グナーガは考えている． 

　ディグナーガのアポーハ論を批判するクマーリラは，言葉の分類を念頭
に置きながら，ディグナーガの議論から漏れた語について，果たして同様
にアポーハ論が当てはまるのか否かを問いただす．すなわち，定動詞（ŚV 

apoha 139-142ab），否定辞nañ（142cd），ca等の不変化辞（143ab），文（143cd)，
anyāpohaという語（144ab），prameya, jñeya等（144cd-146ab），evam等（146cd）
である．また，クマーリラは，形相論題冒頭（TV ad 1.3.30, 289.21-23）に
おいて，名詞・定動詞・前綴辞・不変化辞のうちの名詞，さらに，名詞であ
る普遍語・性質語・行為語・実体語・固有名・代名詞の中でも普遍語，さら
に，普遍語の中でも特に「牛」という語を例にとって考察が為されることを
断っている．
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　クマーリラの議論を受けて，ジャヤンタも，クマーリラによるアポーハ批
判を紹介する中で，sat, jñeya等（Kataoka 2008b:§7），apohaという語（§8），
否定辞nañ，前綴辞（upasarga），不変化辞（nipāta），定動詞を問題としてい
る（§9）．さらに，上表から確認できるように，彼自身，定説の中で，言葉
の分類を念頭に置きながら，漏れなく議論を尽くそうとしている．十全性を
尽くそうとする議論の発展具合が見て取れる．

3.  前主張と後主張との対応関係
　本節は仏教による普遍批判と仏教による立論とからなる．仏教による前主
張について，ジャヤンタは，後にNM apoha IV（和訳は片岡 2014b）で回答
を与える．Iと IVの各節（対応する部分だけ抽出）の対応を示すと以下のよ
うになる． 

仏教による実在論への論難（dūṣaṇa）  
　2. 実在する普遍を捉える認識手段はない（I 2→ IV 1） 
　3. 個物と別に共通性はない（I 3→ IV 3.2.1 -3.2.2） 
　4. 帰属の説明不可能  

　　4.1. ニヤーヤ説の検討（I 4.1→ IV 3.2.3） 
　　4.2. ヴァイシェーシカ説の検討（I 4.2→ IV 3.2.4 -3.2.7） 
　　4.4. 遍在性の検討（I 4.4→ IV 3.3） 
　　4.5. クマーリラ説の検討（I 4.5→ IV 2 -3.1）   
仏教によるアポーハ論の立論（sādhana）  
　5. 随伴相の認識の正当化（I 5→ IV 3.4.1 -3.4.5.5） 
　6. 言葉と推論の働きの正当化（I 6→ IV 3.5）   

　内容は大きく，仏教による普遍批判という前半の論難と，仏教による立論
という後半に分かれる．それぞれの内容を，前主張と後主張の対応に注意し
ながら，主にジャヤンタがNM apoha IVにおいてどのように回答するのか
という後主張に重心を置いて，次に見ていく．
　なお，普遍論では，同じ対象の異なる側面を指すのに様々な同義語・類語
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が用いられる．簡潔に整理すると以下のようになる．まず，ヴァイシェーシ
カの最も基本的な対立軸として，特殊（viśeṣa）と共通性（sāmānya）の対
立がある．特殊は「［他から］排除されたもの」（vyāvṛtta）である．いっぽう，
共通性は，「同じ拠り所を有するもの」（sādhāraṇa）であり，「随伴するもの」
（anugāmin, anugata, anuvṛtta），「［一貫して］織り込まれたもの」（anusyūta）
とも形容される．共通性（sāmānya）に実在性というニュアンスが付与され，
牛性などの〈全体としての本質的属性〉が意図される時には「普遍」（jāti）
という語が用いられる．普遍の拠り所については「普遍を持つもの」（jātimat）
という表現が用いられる．それが指すのは，具体的な一個一個の，他と非共
通の個物（vyakti），個体（piṇḍa）である．ジャヤンタは，対としては，「普
遍と個物」（jāti-vyakti）という表現を用いる．仏教では，自相（svalakṣaṇa）
という語が共通相（sāmānyalakṣaṇa）と対立して用いられる．また，仏教で
は共通相は非実在であり，自相のみが実在とされるので，単に「実在」（vastu）
とも表現される．

viśeṣa⇔ sāmānya

vyāvṛtta, vibhakta⇔anuvṛtta, anugāmin, anugata, anusyūta

asādhāraṇa⇔ sādhāraṇa

vyakti, piṇḍa, svalakṣaṇa, vastu, jātimat⇔ jāti

3.1.  普遍の知覚（I 2→IV 1）
　前主張であるNM apoha I 2.1において仏教徒は「感覚器官から生じる認
識は共通性を把握し得るものではない」（sāmānyagrahaṇanipuṇam akṣajaṃ 

jñānaṃ bhavati）と述べ，共通性が知覚によって把握されえないことを主張
する．そして，順に，無分別知覚（I 2.2）・知覚判断すなわち対論者の言う
ところの有分別知覚（I 2.3）・推論と証言（I 2.4）が，普遍を捉え得ないこ
とを明らかにする．これに答えるNM apoha IV 1全体の議論の趣旨は以下の
ようになる． 

A. 主張：普遍等が存在する 
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B. 理由：普遍等を捉える正しい認識があるから 

C. 説明：無分別の段階の知覚によって共通性が捉えられる 

D. 事例：その証拠となる五事例  

　実在する普遍を捉える正しい認識手段がないことから普遍は存在しないと
主張する仏教徒に対して，普遍が存在することを，後主張でジャヤンタは主
張する．そして，普遍が存在する根拠として正しい認識のあることを理由と
して出す．具体的には仏教も正しいと認める無分別の段階での知覚である．
すなわち，普遍は，無分別の段階の知覚によって正しく捉えられている．そ
の具体例として彼は五つの事例を挙げる．ラクダの隊列の知覚，四本の指の
知覚，牛の想起を引き起こす知覚，再認識（知覚の一種），穀粒の共通性の
知覚である．

3.1.1.  事例1：ラクダの隊列
3.1.1.1.  有分別の知覚はあるのか？（IV 1.1）
　仏教では「無分別知＝知覚」と考え，有分別の知覚を認めない．いっぽう
ジャヤンタは，無分別知に後続する有分別の認識を正しい知覚と認める．後
続する認識も外界対象を正しく捉え，外界対象に触れているのである（NM 

apoha IV 1.1）． 

3.1.1.2.  無分別知に何が現れているのか？（IV 1.1-1.2）
　有分別知が正しい知覚かどうかに関して，両者の主張は平行線のままであ
る．そこでジャヤンタは，いったん譲歩を示し，無分別知のみを正しい認識
と認め，有分別知の地位については議論を棚上げする．そして，無分別知に
何が現れているのかを問う．仏教では，無分別知には，他（同類・異類）か
ら排除された相である自相のみが現れていると考える．いっぽうジャヤンタ
は，排除された相のほかに，随伴した相である共通性も現れていると考える
（NM apoha IV 1.1）． 

　しかし，最初の一瞬間で終わる無分別知の内容について議論しても容易に
決着はつかない．そこで，まず，後続する有分別知の内容を分析することで
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無分別知の内容を探るという方策がとられる．これは推論に基づく方途であ
る（NM apoha IV 1.2）． 

3.1.1.3.  無分別知に後続する共通性の判断はどこから来たのか？（IV 1.2.1）
　仏教では，感官に基づく最初の認識（無分別知）に，他から排除された相
である自相のみが現れていると考える．そして，後続する認識である有分別
知に，随伴した相である共通相が現れると考え，この共通相を非実在とする．
すなわち，有分別知は，外界対象に触れないとする．そして，共通相の認識
を「言葉に基づく認識」（śābda）と捉え，その直接の原因を，先行認識であ
る無分別知ではなく，言葉にあると考える．

　　　　　　1　無分別知　　　自相（排除相）
　　　　　　2　有分別知　　　共相（随伴相）　⇐　言葉 

　いっぽうジャヤンタは，感官に基づく最初の認識に，他から排除された相
である個物と随伴した相である共通性の両者が現れていると考える．すなわ
ち，随伴相も現れているとする．そして，この共通性をも捉える無分別知が
直接の原因となって，後続認識において共通性の判断（sāmānyādhyavasāya）
があるとする．有分別知における「牛だ」という共通性の判断の原因を，言
葉ではなく直前の無分別知に求めるのである． 

　　　　　　1　無分別知　　　共通性　＋　個物 

　　　　　　　　　⇓　　　　　　‖
　　　　　　2　有分別知　　　共通性

　ジャヤンタは仏教説を次のように批判する．有分別知における共通性の判
断が「言葉に基づく認識」でありえないことは，言葉を知らない人の事例か
ら判明する．ラクダを全く見たこともなく，「ラクダ」という言葉を知らな
い南インドの人は，「ラクダ」とその対象との語意関係を知らない．しかし，
彼も，ラクダの隊列を見れば，そこにラクダ性という共通性を，言語を介在
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させることがなくとも，立派に認識することができる．したがって，共通性
の判断は「言葉に基づく認識」ではありえない．その原因は，直前の無分別
知に求めざるを得ない．すなわち，直前の無分別知というブラックボックス
に，共通性も現れていたと推測できるのである（NM apoha IV 1.2.1）． 

3.1.1.4.  可能な仏教からの反論
　上での方策は，「無分別知⇒有分別知」という連続する二つの認識について，
確認可能な後続認識の内容から，先行するブラックボックスである無分別知
の内容を探るというものであった．結果から原因を探る推論である．しかし，
言葉を知らない幼児にも共通性の認識があることは，ダルモッタラも認める
ところである（NBṬ ad 1.5）．仏教徒は，潜在印象により上の共通性の判断
を説明することができる．したがって，ジャヤンタの上の批判方法は，仏教
徒に対しては無効である．この点についてジャヤンタは何も言及しないまま，
重ねて次の批判に移る． 

3.1.2.  事例2：共通性のいきなりの知覚（IV 1.2.2）
　ラクダを見たことがなく「ラクダ」という言葉も知らない人がありうる事
例1に続いてジャヤンタは，いきなり四本の指を知覚する事例を取り上げる．
この事例2は，ラクダの事例1とは違って，先行認識のない共通性の知覚事
例として意図されている．つまり，この時，一本一本の指という，他から排
除された相と同時に，指性という随伴した相も捉えられている（NM apoha 

IV 1.2.2）．すなわち，無分別の知覚が，排除相と共に随伴相も捉える．ここ
では無分別知の内容が，推論ではなく知覚によって直接に示されている．す
なわち，いきなり無分別知に指性という共通性が現れる事例を取り上げてい
るのである．しかし，上でジャヤンタ自身が，一瞬間に終わる無分別知の内
容について直接的に議論しても決着を見ないと述べていたように，仏教徒は，
ジャヤンタに対して容易に反論できるであろう．すなわち，実際には，指性
の認識は，一瞬後の有分別知によるものであると．
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3.1.3.  事例3：想起（IV 1.2.3）
　次にジャヤンタは，想起の検討を行う．昨日，牛 1を見て，今日，牛 2を
見たとき，牛 1を思い出すのが経験される．ここで，今日の牛 2の知覚内容
が問題となる．すなわち，記憶を呼び覚ますもの，潜在印象を目覚めさせる
もの（udbodhaka）としての今日の知覚の内容である．この知覚に牛性が現
れていないならば，牛 1を思い起こすきっかけは何もないはずである．した
がって，知覚に牛性が現れていることが判明する（NM apoha IV 1.2.3）．ジャ
ヤンタは言及しないが，仏教徒にとってみれば，この共通性の認識は本質的
に誤謬でしかない． 

3.1.4.  事例4：再認識（IV 1.2.4）
　ジャヤンタは，次に，再認識の検討に入る．ニヤーヤでは再認識も知覚の
一種である．牛 1を見てから牛 2を見るとき「これはあれと同じだ」という
再認識が生じる．この正しい知覚の一種である再認識の対象は牛性でしかあ
りえない．すなわち，再認識という知覚の対象として牛性という共通性があ
ることになる（NM apoha IV 1.2.4）．ジャヤンタは言及していないが，仏教
徒であれば，牛 1と牛 2を同一視する再認識も誤謬に過ぎないと答えるだろう．

3.1.5.  事例5：随伴相のみの無分別知覚（IV 1.2.5）
　穀粒の堆積を見る場合，一個一個の穀粒の自相は捉えず，随伴相のみを捉
える．ここでは，無分別の知覚によって随伴相のみが捉えられている（NM 

apoha IV 1.2.5）11． 

3.1.6.  五例の評価
　以上，ジャヤンタは，無分別知が随伴相を捉える証拠として，五つの例を
示したことになる． 

1.  言葉を知らない人：無分別知（随伴相）←有分別知（随伴相） 
2.  四本指：いきなりの知覚（随伴相・排除相） 
3.  記憶を呼び起こす知覚（随伴相）←想起 
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4.  再認識（随伴相） 
5.  穀粒：無分別の知覚（随伴相のみ）  

　最初の事例の際には，微小な時間しか持続しない一瞬の無分別知の内容に
ついて言い争っても仕方ないので（NM apoha IV 1.1），無分別知に後続する
認識の内容を検討することで決着をつけようと言っていた（IV 1.2）にもか
かわらず，ジャヤンタは，四本指（IV 1.2.2）と穀粒（IV1.2.5）の事例では，
最初にある無分別知の内容について取り上げている．これらについて，仏教
徒は，実際には，後続する分別知の内容でしかないと回答できるであろう．
議論は互いの主張を言い合うだけの平行線を辿ることになる．また，そのほ
かについても，既に述べたように，ジャヤンタの議論は，仏教徒にとっては，
容易に回答可能なものである．NM apoha IV 1での回答は，仏教徒の論難を
説得力をもって排したというよりは，普遍の認識手段に関するニヤーヤの基
本的立場を鮮明にしたものと評価できよう． 

3.2.  個物と別に共通性はあるのか？（I 3→IV 3.2.1-3.2.2）
　前主張部（I 3）で仏教徒は，共通性が個物に帰属する可能な選択肢を様々
に検討し，そのいちいちを批判することで，共通性の非実在性を示してい
る．ジャヤンタは，後主張部で，ニヤーヤ・ヴァイシェーシカに向けられた
批判に答える．まず，共通性の実在については知覚が証拠となる．これによ
り共通性の非実在性を主張する仏教徒の批判全てに答えたことになる（NM 

apoha IV 3.2）．しかし，「共通性を捉える知覚がある」だけでは議論になら
ないので，次にジャヤンタは，仏教徒の議論のいちいちに丁寧に回答する． 

　前主張部において仏教徒は，個物とは別に普遍が存在しないことの根拠
に三つを挙げている．すなわち，個物と別に普遍が見られないこと（NM 

apoha I 3.1），場所の区別が把握されないこと（I 3.2），個物が把握されない
と普遍の把握もないことである（I 3.3）． 

3.2.1.  排除相と別に随伴相の認識がある（I 3.1→IV 3.2.1）
　まず，「個物と別個に共通性が見られることはないので共通性は存在しな
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い」という批判にたいしては，NM apoha IV 1で挙げた様々な事例をもって
答える．すなわち随伴相の認識，排除相の認識は別々にある（IV 3.2.1）．

3.2.2.  共通性は個物に依拠している（I 3.2-3.3→IV 3.2.2）
　「共通性は個物と別の場所に把握されない」「個物が把握されないと共通性
も認識されない」という批判にたいしては，共通性が存在しないからではな
く，共通性が個物に依拠しているという客体側の事情をもって回答する（IV 

3.2.2）． 

3.3.  帰属の説明方法（I 4→IV 3.2.3-7）
　前主張部で仏教徒は「帰属の説明がつかない」という批判を共通性に対し
て行っている（NM apoha I 4）．まずニヤーヤの見解が批判され（I 4.1），次
に，ヴァイシェーシカへの批判が行われる（I 4.2）．これに対してNM apoha 

IV 3.2.3, 3.2.4 -3.2.7で順にジャヤンタは回答する 12．

3.3.1.  共通性独自の帰属の仕方（I 4.1→IV 3.2.3）
　牛 1や牛 2といった多数の個物に牛性が帰属する場合，その牛性は，部分
をもって帰属するか，全体をもって帰属するか，いずれかである．まず，部
分をもって帰属する場合，牛性の一部分 1をもって牛 1に帰属し，また別の
一部分 2をもって牛 2に帰属することになる．しかし，ニヤーヤ・ヴァイシェー
シカでは牛性に部分を認めていないので，このような帰属の仕方は牛性の場
合は認められない．逆に，牛性がその全体をもって牛 1に帰属するとする場
合，牛性は牛 1に行き渡りそこで完結しているので，牛 2には帰属しえない
ことになる．「個物毎に全体をもって普遍は帰属する」という帰属のあり方
は認められないのである． 

　これに対してジャヤンタは，現にそのような帰属のあり方が見られるのだ
から，その点を我々に責めても仕方ないと回答する．類例のない帰属の仕方
であるが，そもそも，推論と違って，知覚の場合，同類例を示す必要はない
のである（IV 3.2.3）． 
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3.3.2.  内属をめぐる派生的議論（I 4.2→IV 3.2.4-3.2.7）
　次にジャヤンタは，その帰属に関する派生的議論に入る．前主張における
ヴァイシェーシカ批判（I 4.2）への回答である．すなわち，内属・不可離関係（IV 

3.2.4）13，個物の誕生と共通性の帰属の同時性（IV 3.2.5），遍在者間の関係（IV 

3.2.6）である．そして，花弁の一つ一つに部分をもって帰属する花輪の糸や，
一頭毎に一つ一つの首輪がその全体をもって帰属しているといった事例 14と
は異なる帰属の仕方を普遍に認めるべきことを再度確認する（IV 3.2.7）．I

と IVの対応は複雑であり入り乱れている．前主張の内容から対応を整理す
ると以下の様になる．

内属（I 4.2.1→ IV 3.2.4） 
実体・性質の関係（I 4.2.2→ IV 3.2.4） 
不可離関係（I 4.2.3→ IV 3.2.5 -3.2.6） 
部分と全体（I 4.2.4→ IV 3.2.4）  

3.3.3.  普遍の遍在性（I 4.4→IV 3.3）
　前主張部で仏教徒は，普遍の遍在を取り上げ，それを批判している．そ
の際，ニヤーヤ内部の異説を考慮して，全ての場所に遍在するという説
（sarvasarvagatatva）と，個物の全てに遍在するという説（piṇḍasarvagatatva）
とを分けて批判する（I 4.4）15．ジャヤンタは，後主張部でも二つに分けて，
いずれについても回答する（IV 3.3）．

3.3.3.1.  全ての場所に遍在する（I 4.4.1→IV 3.3.1）
　全ての場所に普遍が遍在するにもかかわらず，全ての場所に見られるわけ
ではないのは何故か，という批判に対してジャヤンタは，開顕者となる個物
が必要であることをもって答える．すなわち，開顕者である個物としての牛
がいるところにのみ牛性は見られる．また，個物としての牛とともに牛性が
移動するわけではなく，牛性は遍在し，目の前の牛により，その時その場で
のみ，牛性は開顕される（IV 3.3.1）16．
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3.3.3.2.  個物に遍在する（I 4.4.2→IV 3.3.2）
　以上はニヤーヤの通常説であり，ジャヤンタも特に帰属に限定は加えてい
ない．これに対して個物の全てに遍在するという説を，ジャヤンタは，「自
派の或る者達」（svayūthyaiḥ kaiścit）が奉持する説として紹介する．ウッ
ディヨータカラに見られるので，恐らく，NVに従う「アーチャーリヤ達」
の説と考えられる．ここでは，ウッディヨータカラにも見られる「生ま
れると同時に普遍と関係する」という説が言及されている（NM apoha IV 

186(95).12 - 185(96).1）17．先行する IV 3.2.5において，この同時説が「アー
チャーリヤ達」の説として紹介されていることも，この帰属を支持するもの
である．どうして仔牛は生まれると同時に牛性と関係して生まれるのか，と
いう疑問に対してジャヤンタは，現にそのようなものとして見られるのだか
らその理由を問うても仕方ないと答える．すなわち実在の本性は問えないも
のだと回答する．そして仏教徒に対して，批判を捨てて，現実の理解を振り
返ることを勧める（IV 3.3.2）． 

3.4.  クマーリラ説：排除相・随伴相の無矛盾（I 4.5→IV 2-3.1）
　NM apoha I 4において仏教徒は，ニヤーヤ（I 4.1），ヴァイシェーシカ（I 

4.2），プラバーカラ派（I 4.3），クマーリラ（I 4.5），ヴェーダーンタ（I 4.6）
の見解を批判する．後主張部では，その中のクマーリラの見解が取り上げら
れる．すなわち，クマーリラ説に対する仏教側からの批判に対してジャヤン
タが仏教説を再批判し，クマーリラ説を甦らせるという形を取る． 

　前主張で紹介されるように，クマーリラは一つの実在が随伴相と排除相の
両側面を持つと考える．その根拠として錯誤ではない認識が両側面を捉える
ことを挙げる（I 4.5.1）．これに対して仏教徒は，単一の実在にある排除相と
随伴相とが矛盾することを指摘する（I 4.5.2）．また，自相のみを捉える知
覚は随伴相を把握できず，随伴相を捉える認識は分別であり錯誤であること
を指摘する（I 4.5.3）．これに対してジャヤンタは，随伴相の正しい認識が
あることを挙げ（IV 2），次に，両側面が矛盾しないこと，随伴相の認識が
錯誤ではないことを論じる（IV 3.1）． 
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両側面の矛盾（I 4.5.2→ IV 3.1） 
随伴相の認識（I 4.5.3→ IV 2）  

3.4.1.  随伴相の把握の方法（I 4.5.3→IV 2-2.3）
　無分別知の段階で，排除相と共に随伴相も現れているというニヤーヤ学派
の説が IV 1で成立した．顕著な事例は，ぱっと見た瞬間に両者が現れてい
る四本指の事例である．したがって共通性と個物の両者ともに実在である
（IV 2.1）． 

　これにたいして仏教徒は，無分別知の段階では随伴相は捉えられないと批
判する．すなわち，ぱっと見た瞬間に「共通している」との把握はないとい
うことを指摘する．これに対してジャヤンタは，自相に対してであっても「排
除されている」との把握はないことを指摘し，両者の立場が対等であるとや
り返す（IV 2.2）． 

　仏教徒は，無分別知の段階で随伴相の認識がありえない理由を次のように
考える．「共通している」と随伴相を捉えるためには，牛 1を見た後に牛 2を
見て「これも牛」というように，牛性が同種のものに共通して帰属している
ことを確認する必要がある．これは，ぱっと見た最初の瞬間には不可能であ
る．このような批判を予想してジャヤンタは，同種のものに共通性が帰属し
ていることの確認は不要であると答える．すなわち，ちょうど個物がそこに
あれば把握されるように，共通性である牛性もそこにあれば，いきなりでも
知覚されると考える．逆に，もし，同種のものに共通性が帰属することの確
認が必要であるというなら，排除相の場合も，異種のものからの個物の排除
の確認が必要であるということになる．すなわち，牛を見るだけでは排除相
は把握されず，非牛をも見てそこからの排除を確認する必要があることにな
る．さらに，個物を見ただけで共通性が把握されることはないと，もし仏教
徒が批判するならば，これに対しては，個物を見ただけでは排除も把握され
ないと反論することが可能である（IV 2.3）．

3.4.2.  無限定の実在とはどのようなものか（IV 2.4）
　これに対して仏教徒は，随伴も排除も前提としない無限定の実在が無分別
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知により把握されると反論する．しかし，それが一体どのようなものである
のか，仏教徒は記述することはできない．無分別知の段階におけるそれは，
記述しえないものである．後続する有分別知は，排除相も随伴相も等しく支
持する．したがって，排除相と随伴相のいずれも実在であり，実在は両者を
本質とするというのが正しい．実在が排除相だけを本質とする仏教説は誤り
である（IV 2.4）．

3.4.3.  随伴相と排除相とは矛盾しない（I 4.5.2→IV 3.1）
　一つの実在が，随伴相（共通性）と排除相（特殊）という矛盾する二つの
相を持つことはありえないという仏教側からの批判（I 4.5.2）に対してジャ
ヤンタは次のように回答する．随伴相と排除相とが矛盾する場合，先行する
錯誤知を後続の打ち消しの知が押し退けるように，一方の知が他方の知を押
し退けるはずであるが，今の場合，そのような押し退けは見られない．現に
二つが見られるのだから，ここに矛盾はないと答える．そもそも矛盾の定義
は「一箇所に見られないこと」である．しかし随伴相と排除相とは同じ一つ
の実在の上に現に見られる．いずれの認識も錯誤ではない（IV 3.1）． 

3.5.  随伴相の認識（I 5→IV 3.4.1-3.4.5.5）
　以上，仏教の普遍批判（NM apoha I 2 -4）に対するジャヤンタの回答を見
てきた．次に，仏教側のアポーハ論（NM apoha I 5 -6）に対するジャヤンタ
の批判（NM apoha IV 3.4.1 -3.5）を見る．ジャヤンタは，共通性の認識に関
して仏教徒が提示した説であるアポーハ説の批判を，NM apoha IV 3.4.1で
開始する．対応する主な論点は以下の二点である．まず，共通性という実在
を想定せずとも個物だけで共通性の認識は説明が付くというのがアポーハ論
の基本的な考え方である．これについてダルマキールティは，「一つの反省」
（ekapratyavamarśa）という概念を提示する（I 5.1 -5.5）．これが第一の主題
となる（IV 3.4.1 -3.4.5.5）．次に，分別知と言葉とが実在を対象としえない根
拠として，「単一の対象それ自体」という考え方が提示される（I 6.4）．これ
について，対抗するニヤーヤの考え方が説明される（IV 3.5 -3.5.3）． 
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3.5.1.  個物が有する共通性の認識を生み出す能力（IV 3.4.1-3.4.3）
　特殊を本質とする実在が共通性の認識を生み出す能力を持つと考えれば，
共通性を想定する必要はない 18，との仏教の批判に対して，ジャヤンタは，
そもそも共通性は想定対象ではないと答える（IV 3.4.1）．そして，そのよう
な能力が実際的なものであればそれは普遍を別の名前で呼んでいるにすぎな
いと回答する（IV 3.4.2）19．認識の側に付加物があるのに対応して対象の側
に付加物，すなわち，共通性を認めるべきであるとジャヤンタは答える（IV 

3.4.3）．

3.5.2.  共通性性の問題（I 5.1→IV 3.4.4）
　次に仏教徒は，共通性性（有性等という個々の共通性全てに共通する共通
性）が存在しないにもかかわらず，有性等のいずれの共通性も「共通性」と
認識されることから，個々の牛に関しても，牛性が存在せずとも，「牛」と
いう共通性の認識の説明はつくという反論を提示する（I 5.1）20． 

　これに対してジャヤンタは，一方が錯誤だからといって他方までが錯誤と
なることはないと回答し，過大適用をいさめる 21．有性等が等しく「共通性」
と認識されるのは，付帯的な外的条件（upādhi）に基づくからだとし，クマー
リラの詩節（ŚV ākṛti 24）を引用する．クマーリラは，一者が複数のものに
帰属すること（ekasya bhinneṣu vṛttiḥ），或いは，一つの認識を生み出すこと
（ekadhīkaraṇa）を，有性等が等しく「共通性」と認識される外的条件とする（IV 

3.4.4）．前者はウッディヨータカラに見られる回答と同じであり，後者は，ミー
マーンサー的な発想に基づくものである．すなわち，「目的が一つだから一
文である」という一文性の原則に見られる発想と同じである． 

3.5.3.  同一目的実現を為すこと（I 5.2→IV 3.4.5）
　共通性性の認識についてのクマーリラの回答（特に後者の解決法）を受け
て，仏教徒は，「同一目的実現を為すこと」（ekārthakriyākāritva）が，有性
等についての「共通性」という共通性性の認識の場合だけでなく，個々の牛
に対する「牛」という牛性の認識についても適用可能だと反論する（I 5.2）．
これに対してジャヤンタは，牛性の分別知の場合，そもそも同一目的実現が
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為されていないので，理由が成り立っていないと回答する（IV 3.4.5）． そ
の具体的内容については，前主張部において，仏教説に対する反論も含めて
説明されている．すなわち，複数の牛の個体毎に荷運び等の結果は別々であ
る（I 5.3）．また，それぞれの知覚という結果も別々であり一者ではない（I 5.4）．

3.5.4.  同一の反省（ekapratyavamarśa）（I 5.5→IV 3.4.5.1-3.4.5.2）
　ダルマキールティの詩節に基づいて仏教徒は，牛 1を知覚 1することで生
じる「牛」という反省（pratyavamarśa）という有分別知（ダルマキールティ
は「再認識」pratyabhijñānaとも呼ぶ）と，牛 2を知覚 2することで生じる「牛」
という反省とは同一だと主張する．そして，一つの反省（ekapratyavamarśa）
という同一結果を生み出すから，両知覚は非別（abhinna）であり，両知覚
が同一だから両個物も非別だと説く（I 5.5）．これに対してジャヤンタは，
反省 1と反省 2が異なることを指摘する（IV 3.4.5.1）．この批判の方法は，内
的形象を語意とするアポーハの内的形象説に向けてダルモッタラが行った批
判と同じものである．ジャヤンタは，ダルモッタラの批判方法を取り入れて
いる 22． 

　さらに，反省が存在論的に一者でありえないだけでなく，それが一者であ
ることの認識論的根拠もないことを，続けてジャヤンタは指摘する．すなわ
ち，知覚も分別知も，反省が一者であることを捉えることはできない（IV 

3.4.5.2）．この批判方法も，一部，ダルモッタラに基づくものである 23．

3.5.5.  形象の非別（IV 3.4.5.3）
　個物の知覚から生じる分別知である複数の反省が一者でありえないことを
受けて仏教徒は，分別知の対象である形象が非別であることをもって答える．
すなわち反省 1の形象 1と，反省 2の形象 2という二つの形象の区別が理解さ
れないこと（ākārabhedānavagama）をもって，形象という対象が非別である
ので（viṣayābhedāt），反省も一つであると答える．これに対してジャヤンタ
は，形象が分別知と別体かどうかを問う．別体である場合，それは共通性に
他ならない．形象が分別知と非別体である場合，分別 1と分別 2が別であれば，
形象 1と形象 2も別であることになるので，形象が一つになることはない（IV 
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3.4.5.3）．

3.5.6.  相互依存の過失（IV 3.4.5.4）
　続いてジャヤンタは，この仏教徒の論法では，「分別が同一だから」と「結
果が同一だから」との間で相互依存になると指摘する．すなわち，同じ形象
を持つ分別知が生じており，分別が同一であるその原因（外的条件）として，
仏教徒は，結果の同一性を挙げた．個々の牛に対して等しく「牛」という分
別知が生じるのは，牛の為す結果が同一だからだと答えたのである．しかし，
結果の同一性の根拠を尋ねられると，今度は，分別の同一性を挙げている．
すなわち，個々の牛は等しく「牛」という分別知を作るから，同じ結果を為
すと答える．このように，仏教徒の回答は，「結果が同一だから分別が同一
だ」「分別が同一だから結果が同一だ」というように，相互依存となるので
ある（IV 3.4.5.4）．「同一目的実現を為す」の内実が，個々の牛が等しく運搬
や乳出しという同じ目的・結果を為してくれることであれば，このような相
互依存になることはなかった．しかし，前主張部（NM apoha I 5.3）におい
て議論されるように，これら個々の結果は，運搬 1と運搬 2のように個々別々
であり，一つではない．したがって，最終的に，区別されない非別の形象と
いう考え方が提示されるのである．しかし，共通する一者をどこかに確実に
立てる場合，それが実在性を持つようになることは避けられない．そうなる
と，ジャヤンタが指摘したように，それは，共通性を別名で呼んだことにな
るのである．以上により，ダルマキールティの「一つの反省という同一目的
の実現を為すこと」という外的条件による説明は失敗したことになる（IV 

3.4.5.5）． 

3.6.  言葉と推論の働き（I 6→IV 3.5-3.5.3）
3.6.1.  言葉と推論の対象（I 6-6.3）
　仏教では，言葉と推論の対象として実在する共通性を認めない．しかし，
言葉と推論とは，語意関係把握・遍充関係把握という先行経験に基づいて初
めて機能するものである．仏教では，関係把握をどのように説明するのだろ
うか（I 6）．仏教が実在として認めるのは個物のみである．しかし個物だけ
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では，一般的な関係の把握は不可能である．個物は無数にあるからである．
また，或る一つの個物との間で学習された関係は，他の同種の個物に対して
は適用できず，逸脱してしまうからである（I 6.1）．しかし，仏教では，言葉・
推論の対象としてアポーハという非実在の分別対象を立てるので，それとの
間に関係が成立するとすれば何も問題はない（I 6.2）．アポーハ（排除）は，〈同
じ相を有さないものからの排除〉（atadrūpaparāvṛtti）を本質とするものであ
り，実際には外界に存在しないにもかかわらず，あたかも外界に存在するか
のようにふるまう．このように，非実在対象であっても，分別知対象・語意
対象は，立派に共通性としての役割を果たすのである（I 6.3）．

3.6.2.  単一の対象それ自体（I 6.4→IV 3.5）
　ダルマキールティによれば知覚は単一な対象の全側面を捉えるものである．
いっぽう，それに後続する分別知は，牛そのものを捉えるのではなく，非牛
から排除された側面を捉えるに過ぎない．ダルマキールティによればその側
面は，対象そのものに属すわけではなく，対象から間接的に生じてくる認識
内の形象である．したがって分別知は，実在そのものを捉えているわけでは
ない．もし知覚に後続する分別知が外界対象に直に触れているならば，一部
の側面を捉えるだけでなく，その全側面を捉えるはずである．また，知覚
で全側面が捉えられている以上，分別知は何も新たな付加情報をもたらさず，
ただの繰り返しとなり無駄となってしまう．したがって，分別知に現れてい
るのは，対象そのものではないと考える必要がある．すなわち，分別知は外
界対象に触れていないのである．前主張部（I 6.4）において仏教徒は，ダル
マキールティの詩節（PV 1.43）を引用しており，その詩節の一部が後主張
部でも再度言及される（IV 3.5）．

3.6.3.  把握済みのものの把握（IV 3.5.1）
　しかし，ニヤーヤ学派において，繰り返しは問題とはならない．仏教やミー
マーンサーであれば，〈新規情報を与えること〉という性格が〈正しい認識〉
（pramāṇa）に認められる．しかし，ニヤーヤ学派における〈正しい認識〉は，
そのような性格を必要としない．たとえ先行する知覚の内容の繰り返しで
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あっても，対象通りであれば，後続知はやはり〈正しい認識〉である．しか
も，たとえ対象が同じであっても，場所と時とを区別することで何らかの新
規情報はそこに存在するので，ただの繰り返しということにはならない．す
なわち，時点 t1の牛 1を知覚した後に生じる分別知は，時点 t2の牛 1の認識と
して，時間の区別をその内容に持っている（IV 3.5.1）． 

3.6.4.  一部の属性の把握（I 6.5→IV 3.5.2）
　ディグナーガやダルマキールティは，知覚対象である自相そのものを，全
一な対象と考え，牛性や実体性と言われるような部分的側面の実在性を認め
ない．「牛」や「実体」として分別される部分的側面はあくまでも分別知によっ
て間接的に取り出されるに過ぎず，それは対象そのものに属すようなもので
はない．このような考え方をジャヤンタは否定する．実在である基体は様々
な側面としての諸属性を備えている．或る認識はその一部の属性を取り出し
て把握する．すなわち分別知は外界対象（その実在する一側面）に触れてい
る．いっぽうダルマキールティは，様々な側面を持つ対象の一部を捉えると
いう考え方をPV 1.52-53abで批判している．もし対象の実在する一側面を
捉えるならば，芋づる式にそれの把握を可能にした能力と非別である全一の
対象それ自体を捉えることになるので，基体が丸ごと全面的に把握されてし
まうことになる．その場合，他の側面も全て把握されたことになってしまう．
これに対してジャヤンタは，基体と非別である能力について，補助因などと
いう外的要因を導入することで，能力の区別が可能になるので問題ないと回
答する．牛性という一側面だけを取り出させるような能力を個物は持ってお
り，その能力を引き出す外的要因がその個物とは別にあるので，能力の分化
は説明が付くという立場である（IV 3.5.2）．ここでジャヤンタは「能力」と
いう語を用いるダルマキールティに沿って回答しているが，ジャヤンタ自身
は，究極的には「能力」という考え方を認めない．すなわち基体に能力が存
在することをニヤーヤの存在論体系上，認めない．ここで補助因などが具体
的に何であるのかを，ジャヤンタは明らかにしていないが，牛の牛性という
側面を捉えたいとする認識主体の欲求などが，外的な要因として考えられる． 



― 74 ―

3.6.5.  無駄（IV 3.5.3）
　ダルマキールティは，無分別の知覚が全面的に実在を把握する以上，後続
する分別知がもし実在に触れるならば無駄になってしまうと主張する．これ
に対してジャヤンタは，無駄になるからというただそれだけの理由で，分別
の対象を知覚対象とは別に想定してよいことにはならないと回答する．喉の
渇きが癒えた人にとって雪片が無駄だからといって，雪片を銀だと想定する
ことができないのと同様である．主体側の無駄という事情は，客体の事実を
歪曲してよい理由とはならない（IV 3.5.3）． 

和訳にあたって
　校訂本に筆者自身が付した科文のタイトル（例：2.1 pratyakṣasya 

svalakṣaṇamātraviṣayatvāt）については，全体の構成に鑑みて，段落の力点
について理解を変更した場合もある．和訳にあたって，科文部分のタイトル
は，必ずしも筆者自身が付したサンスクリット語タイトルにしたがったもの
ではないことを断っておく．また，NM apoha I 4.3については，更に細かく
分節をした．

略号表および参照文献
Apohaprakaraṇa
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科文（synopsis）

 1 序
  1.1 言葉は対象に触れないことはない
  1.2 言葉の二種
  1.3 語の二種
  1.4 名詞の四種 

  1.5 普遍語の意味 

   1.5.1  普遍を持つもの
   1.5.2  個物・形相・普遍
   1.5.3  普遍の実在
 2 実在する普遍を捉える認識手段はない
  2.1 知覚は自相のみを対象とする
  2.2 知覚は共通性を把握しない
  2.3 有分別知は実在に触れない
  2.4 推論・証言は共通性の実在性を立証する能力はない
  2.5 実在獲得の説明づけ 

 3 個物と別に共通性はない 

  3.1 別個に把捉されないので
  3.2 場所の違いが把握されないので
  3.3 個物が把握されないと認識されないから  

 4 帰属の説明不可能 

  4.1 ニヤーヤ説の検討
  4.2 ヴァイシェーシカ説の検討 

   4.2.1  内属の検討 

   4.2.2  実体と性質との関係  

   4.2.3  不可離に成立していること  
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   4.2.4  部分と全体の関係 

  4.3 プラバーカラ派説の検討 

   4.3.1  「相」の指示対象 

   4.3.2  相の中身 

   4.3.3  関係
  4.4 遍在性の検討
   4.4.1  あらゆる所に遍在することはない
   4.4.2  個体に遍在することはない
  4.5 クマーリラ説の検討 

   4.5.1  クマーリラ説の紹介  

   4.5.2  クマーリラ説の排斥  

   4.5.3  仏教説
  4.6 ヴェーダーンタ説の排斥 

  4.7 まとめ
 5 随伴相の認識の正当化 

  5.1 共通性群に対する随伴分別
  5.2 同一目的実現という外的条件 

  5.3 結果の非別性は転義的
  5.4 知覚が非別である
  5.5 反省が非別である 

 6 言葉と推論の働きの正当化 

  6.1 関係把握の不可能
  6.2 言葉・推論は，分別対象に対して働く
  6.3 他者の排除は分別対象である 

  6.4 分別は実在に触れない
  6.5 別の分別の無用

和訳

1  序
1.1  言葉は対象に触れないことはない
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さて「言葉の意味で実在するものは存在しないので，言葉は対象に触れな
い」と言われていたが 24，それに答える．

1.2  言葉の二種
　言葉は二種である――語と文と．両者の内，文意は語意を前提とするので，
最初に語意が論定される． 

1.3  語の二種
　そして語は二種である――名詞と定動詞と．［pra等の］前綴辞（upasarga），
［ca等の］不変化辞（nipāta），カルマプラヴァチャニーヤ 25は名詞だけに含
まれると説かれている 26． そのことが「supで終わるものと tiṅで終わるもの
とが語である」と［パーニニによりP 1.4.14で］述べられている．ここ（ニヤー
ヤ）でも，スートラ作者は「それら〈語尾（格語尾・人称語尾）で終わるもの〉
が語である」（NS 2.2.58）と述べている．両者のうち，tiṅで終わる語（定動詞）
の考察は，文意を検討する際（NM II 69.8 -142.20）にのみ為される．とい
うのもそれ（文意の検討）に資するものだからである．いっぽう，supで終
わる［語］（名詞）の意味が，今は述べられる． 

1.4  名詞の四種
　それ――〈supで終わる語〉である言葉――は四種である．普遍語，実体
語 27，性質語，行為語 28である 29． 

1.5  普遍語の意味
1.5.1  普遍を持つもの
　それらの内，まず，「牛」等という普遍語では，牛性等という普遍に限定
された個物のみが意味（表示対象）である 30．すなわち「それを持つもの」と，
ニヤーヤ学派において呼ばれるところのものである． 

1.5.2  個物・形相・普遍
【問】白等という性質の基体であり，かつ，行為の拠り所である実体が個物，
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喉袋等という諸部分の配置を本質とするのが形相 31，斑牛等の一切の牛個体
群に共通する相が普遍である 32．したがって，個物・形相・普遍が揃ってい
る時に発声されるのだから，この「牛」という言葉が，どうして，他（形相・
普遍）を押し退けて，〈それを持つもの〉（個物）のみの表示者となるだろう
か 33．

1.5.3  普遍の実在
【答】答える．君も御存知の通り，この話は長いので，ひとまず後（NM II 

47.7 -64.6）から議論するとしよう 34．今は次のことを検討すべきである――
普遍そのものが，認識手段を超えているので，兎角のように存在しないのだ
から，どうして，〈それを持つもの〉が語意となるだろうか 35． 

2  実在する普遍を捉える認識手段はない
2.1  知覚は自相のみを対象とする
【仏教徒】すなわち，まず第一に 36，感覚器官から生じる認識（感官知）は
共通性を把握しうるものではない 37．というのも，それ（感官知）は，前の
もの・後のものに［一貫して］織り込まれていない自相のみを切り取る（把
握する）ことでその働きが尽きているからである． 

2.2  知覚は共通性を把握しない

〈同等の複数のものに帰属すること〉が，共通性の生来のあり方である．
どうして，［他に］依存しない感官知が，［他に］依存する［共通性］38

に触れるだろうか．  

　同等の複数のものがまとめられた後に，それら（同等の複数のもの）に帰
属する共通のものを確定してから，共通性が把握されるはずである．したがっ
て，それ（共通性）の自体の把握は［他に］依存する．しかし，最初に目をやっ
た時点で生じてくるこの認識（知覚）は，前のものと後のものとの重ね合わ
せを欠いており，［他に］依存しないので，どうして，それ（共通性）を把
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握することができるだろうか． 

2.3  有分別知は実在に触れない
　いっぽう，それ（知覚）の後に生じる分別は 39（vikalpāḥ）40，ただ本性上
からして，実在に触れる能力を欠いたものである．したがって，それ（知覚
後続の有分別知）の対象であるにしても，共通性は，勝義的存在ではありえ
ない 41．
 

2.4  推論・証言は共通性の実在性を立証する能力はない
　また推論や証言は，共通性それ自体の実在性を立証する能力を持たない．
言葉・証因は，分別を対象とするので 42，実在を把握するものたりえないか
らである 43．

2.5  実在獲得の説明づけ
　いっぽう，それ（実在）の獲得等の日常活動については 44，別の仕方で，
後から［NM apoha III 4.3 -4で］示される 45．
 

3  個物と別に共通性はない
3.1  別個に把捉されないので
　また次の理由からも，共通性は個物と別個のものではない 46．なぜならば
別個に把捉されないからである（bhedenānupalambhāt）47．というのも，ちょ
うどムラサキスイレン・アンマロク・ベルノキ等が別々に観察されるように
は，普遍・個物は［別々には観察され］ないからである．したがって，両者
は別ではない 48．
 

3.2  場所の違いが把握されないので
　また場所の違いが把握されないからである．周知のように，ＸがＹと別個
のものである場合，ＸはＹのある場所とは別の場所にあるものとして確定さ
れる．例えば，壺と［別のものである］布である．しかし，普遍・個物はそ
うではない．したがって，両者は別ではない 49．
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3.3  個物が把握されないと認識されないから
　また次の理由からも同様のことがいえる．それ（個物）が把握されないと，
それ（普遍）は認識されないからである．なぜならば，ＸがＹと別個のもの
である場合，ＸはＹが把握されていなくとも把握される．壺と［別のもので
ある］布のように．しかし，個物が把捉されていない場合，普遍が把捉され
ることはない．したがって，それ（個物）とこれ（普遍）は別ではない 50．

4  帰属の説明不可能
4.1  ニヤーヤ説の検討
【問】共通性は，それ（個物）に帰属しているので，それ（個物）が把握さ
れないと，それ（共通性）が把捉されないのだ．
【答】そうではない．帰属の説明が付かないからである 51．いったい普遍は，
個体毎に［その］全体をもって帰属しているのか，或いは，一部分をもって
［帰属しているのか］52．そしていずれも説明が付かない 53．
 

　一つの個体に共通性がもし，［その］全体をもって帰属しているならば，
その［個体］のみにこれ（共通性）は尽きてしまっているので，別の個
体において把握されることはないはずである 54．
　いっぽう［その］一部でもって帰属しているならば，牛性という普遍
は，いずれ［の個体］にも全体としては存在しないことになる．したがっ
て，個体毎に「牛」という認識がどうして生じるだろうか．

 

　また部分を持たない以上，普遍には，一部分――それによってこれ（普遍）
が個物毎に帰属することが可能となるもの――は何も存在しない．また，一
つの個体で完結して帰属しているものが，別の個体にも完結して帰属するこ
とはありえない．完結したものは，再度生起しなければ，更に完結すること
はありえないからである．また，そのような帰属の仕方は，どこにも見られ
たことがないからである 55．
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4.2  ヴァイシェーシカ説の検討
4.2.1  内属の検討
　また，内属という，諸個体への共通性の帰属［関係］をヴァイシェーシカ
学派が説いているが，それも我々（仏教徒）には理解できない．「保持され
るもの・保持するものに相当する〈不可離成立の両者〉が持つ，『ここに』
という観念の原因となる関係，それが内属である」と［プラシャスタパーダ
によりPDhS 2.12-13で］述べられているが 56，それは矛盾している．〈不可
離に成立していること〉と〈関係すること〉というのがどうして整合するだ
ろうか．なぜならば，別々に成立している二つの実在が，器とナツメのよう
に，或いは，男女のように，相互に関係するからである．いっぽう，不可離
に成立している場合，両者は一つなので，何が何と関係するというのか．と
いうのも私は私自身と関係することがないからである 57．
 

4.2.2  実体と性質との関係
【問】実体と性質は離れることなく成立しているが現に関係しているではな
いか 58．
【答】以上のことは狂人による［別の］狂人の称賛である 59．性質を有する
もの（実体）にしても，性質と別個に把捉されることはないからである．こ
の〈性質を有するもの〉は，色等と別のものとして自らを見せることがない．
にもかかわらず，それら（色等）と別だと望むのは，まったく驚きである 60．

4.2.3  不可離に成立していること
　また，常住なもの・無常なものを区別することで，自らの教義における「可
離成立」の独自定義を［ヴァイシェーシカ学派は］行っている 61――常住な
原子については，それらが別個の進行を持つことが可離成立であり 62，いっ
ぽう無常なものについては，別々の基体に内属していることが［可離成立で
あり］63，遍在する虚空等相互については関係そのものが存在しない 64――が，
それも単に規定の仕方である．別々に成立していること，すなわち出来上がっ
ていること，或いは，認識されることが，「可離成立」と呼ばれている．そ
れを逆にすると不可離成立であり，それは〈一体として成立していること〉
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ということになる．そしてそうすると［異なる二つのものの間の］関係とは
いえない．
 

4.2.4  部分と全体の関係
　部分と全体とについても，両者の間にある内属という関係は，全く同様に
排斥されるべきである 65．バッタ［クマーリラ］が［ŚV pratyakṣa 146cdで］
言っている通りである 66．
 

　未だ生じてきていないものが関係を持つことはなく，生じてきたなら
ば［不可離ではなく］可離に成立していることになる 67． 

 

　原子・虚空の関係，原子・時間の関係は認めるが，虚空・時間の相互［関
係は認め］ないというのは 68，規定の仕方に過ぎない．以上で，下位の［分
け入った］考察はもう沢山 69．それゆえ，普遍・個物の間にはいかなる帰属［関
係］もありえない．
 

4.3  プラバーカラ派説の検討
　いっぽう，とても学識ある者達（プラバーカラ派）は 70，〈相・相を持つ
もの［の関係］〉という関係 71を普遍・個物の間に主張する．それ（相・相
を持つものの関係）も説明が付かない．

4.3.1  「相」の指示対象
　「相」（rūpa）という言葉は，（1）白等の性質を表示するか，（2）形を表示
するか，（3）自性を表示するか，いずれかである．
（1）白等［の性質］を表示する場合，色を持たない，風・意官などの実体や，
性質・運動には，共通性がないことになってしまう．
（2）形を表示するとしても，部分の配置を欠いた上の同じ性質等は，共通性
を持つということがなくなってしまう．
（3）いっぽう自性を表示する場合には，〈普遍〉と〈普遍を持つもの〉とが
非別に他ならなくなってしまう 72．
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　なぜならば，自性は，自性を持つものと別個に現れて来ることがない
からである．これは言葉が別なだけで，実在が別なわけではない 73． 

 

4.3.2  相の中身
　またこの「相」とは何なのか．（1）実在そのものなのか，（2）或いは，実
在の属性なのか，（3）或いは，別の実在なのか．
（3）まず第一に，別の実在は現れていない．そのことは既に［§3.1で］述
べた 74．
（2）実在の属性も，それ（実在）と別個のものとして留まるものはやはり現
れていない 75．
（1）いっぽう別個でないならば，そのようなものについて「関係」という言
い方はおかしい．このことは既に［§4.2.1で］述べた．
 

4.3.3  関係
　また，〈相・相を持つものの関係〉という関係で，結合・内属とは別個の
何らかのものを，［プラバーカラ派の］バラモン達も，「これはこのようであ
る」と分析的に説き明かすことができない．それゆえ，言い回しの新しさだ
けがこのように作られているのであり，何らかの［具体的な］対象を思い付
いているわけではない．以上で派生的議論はもう沢山 76．
 

4.4  遍在性の検討
　しかもこの普遍は
 

　あらゆる所に遍在するか 77，或いは，個体に遍在するか 78，いずれか
である 79． 
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4.4.1  あらゆる所に遍在することはない
　あらゆる所に遍在するならば，白馬等も牛と認識されるはずである 80．
斑牛等も馬と認識され，象等もラクダと認識されるはずである．そして，
そうすると，事物（padārtha，語意）の混交が，甚だしく帰結すること
になる．
【問】［個物毎に普遍を］開顕する能力が決まっているので，このような
混交はない．というのも，白馬等の個体には，牛性等を開顕する能力は
ないからである 81．
【答】そのようなことはない．〈半角牛〉等 82によって開顕されたもの
であっても，その無部分の牛性は，［その半角牛・無角牛などに限らず，
白馬等も含めて］残らず全ての所で認識されるはずである．或いは［さ
もなくば，牛性は］遍在者ではなくなってしまう．
　なぜならば，それ（牛性）が，その［半角牛の］場所［だけ］で把握
されることの特定化要因は何もないからである．個体は灯火のように開
顕者となるのであって 83，それ（牛性）は，その個体［だけ］に帰属す
るわけではない．
　また全所で把握されないようなものが「遍在する」というのは如何な
る見方か 84．それゆえ牛性があらゆる所に遍在するということはありえ
ない 85．

 

4.4.2  個体に遍在することはない
　いっぽう個体に遍在するとする場合には，確かに，以上の批判は当た
らないとするがよい 86．しかしながら，今日生まれたばかりの牛を「牛」
と認識することが全くありえなくなってしまう 87．
　未だ生まれていない個体には存在しなかったが，生じた後に，そこに
普遍が存在する 88．しかし，運動を持たない以上，［普遍が］他の個体
Ｘから別の［個体］Ｙに移ってくることはない 89．
　たとえ［個体Yに］やってくるにしても，前のその個体Xを捨てるこ
とはない．また，部分でもって［個体に］帰属することもない 90．とい
うように，災難の連続は 91厄介である 92． 
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4.5  クマーリラ説の検討
4.5.1  クマーリラ説の紹介
　いっぽうバッタ［クマーリラ］は［次のように］説いている．［個体と］
別でありかつ非別である単一の実在が随伴し，かつ，排除されている．それ（実
在）が持つ随伴する相が共通性であり，排除された［相］が特殊である．す
なわち［ŚV ākṛti 5に］
 

　また，全ての実在について，排除と随伴とからなる認識が生じる．そ
して，そのような［認識］は，［実在が］二つの本質を持つことなくし
ては成立しない．

 

とある 93．特殊だけを本質とする事物（padārtha）を立てる［仏教徒の］立場では，
共通性の認識は所縁を持たないことになる．また共通性のみを立てる［ヴェー
ダーンタの一元論者の］説では，特殊の認識の説明がつかなくなる 94．
 

　また，［共通性の認識と特殊の認識の］いずれか［の認識］が錯誤である，
或いは，転義的用法による 95と認められることもない．認識は常に確固
としており［揺れていない］からである．錯誤は，それを錯誤とする論
者［自身］にある（ŚV ākṛti 7）96．

 

　なぜならば，太陽光線の集まりを水とする［錯誤］認識とは違って，共通
性の認識を押しつぶして特殊の認識が生じてくるわけでも，特殊の認識を押
しつぶして共通性の認識が生じて来るわけでもないからである．そうではな
く全く矛盾することなく，同時に，両者の現れがある 97．だからこそ，二つ
の本質を持つものであっても，その実在が無分別知により把握される，と認
めるのである．

4.5.2  クマーリラ説の排斥
　以上述べられていることそのものが，すんなりと受け入れられるものとは
思われない．
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　単一物が様々な相を持つと，矛盾したことを自ら語ることで 98，その
者は，論難を説く饒舌［の労］を我々から取り去ってくれた 99． 

 

　同じ物が共通性であり特殊である．同じ物が単一であり別々である．同じ
物が常住であり無常である．同じ物が存在し存在しない 100――以上は，ジャ
イナ教徒の残滓を述べている．たとえ述べられても，魅力的なものではない．
 

【問】現に見られているのだから矛盾はない．
【答】否．そのように両者が認識されているわけではないからである．
なぜならば，感官知 101が随伴した対象を捉えないことは既に［§2.1で］
述べたからである．

 

　周知のように，多様な分別の連続に心が騙されているから，貴殿は，この
ように思うのである．しかし単一の実在は，多くの相を持つものとはなりえ
ない．
 

4.5.3  仏教説
　というのも，実在の相は単一であり，他は分別から成るものだからで
ある．随伴［相］の分別を信用するのは賢者には相応しくない 102．
　他に触れる必要なく 103，ただ直ちに自相は見られる．これゆえ，別異
性が真実であり，随伴は虚妄である．
　認識（saṃvid，意識）が有する未粉砕の〈確固性・非確固性〉をよく
検討しないまま 104，二つ（排除相・随伴相）が共に認識されるという理
由だけで，両者を共に認めるのは間違いである．
　「否」とする認識，ただそれだけによって初めて，認識が誤っている
［と分かる］，ということはない．そうではなく，微細に見る者は，論理
的整合性の検討も行うべきである 105．
　また，単一で多様な実在が無分別知の対象だ，ということはない．他の
個物を重ね合わせることなくして，随伴の認識がどうしてあるだろうか． 
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　なぜなら，Ｘ群にその共通性が随伴している場合，そのＸ群を心で重ね合
わせなければ，それらＸ群に帰属する共通性の把握は不可能だからである．
しかし，重ね合わせる能力は，感官知には存在しない．

4.6  ヴェーダーンタ説の排斥
　同じ理由で彼等（ヴェーダーンタ学派の一元論者）は，感覚器官から
生じる認識を正しく知る者ではない．知覚が非別に対して働くと彼等が
説くのは，不二［一元］を望んでいるからである 106． 

 

4.7  まとめ
　それゆえ，知覚は別異性 107を対象とするので，共通性は，それ（知覚）
の認識対象ではない．
 

5  随伴相の認識の正当化
【問】以上のように共通性を否定する場合，「牛だ」「牛だ」という，斑牛等［の
個体群］に対して［現にある］随伴［相］のこの認識をどのように裏付ける
のか．
 

5.1  共通性群に対する随伴分別
【答】これについては既に［§2.3で］答えた 108．この認識は分別に過ぎない．
そして分別というのは，［客体としての］対象に基づいて生じて来るもので
はない，と．また，同じように，敵側が立てている有性などという共通性群
にも，「共通性だ」「共通性だ」という随伴したものの分別がやはり起こりう
る．しかし，共通性群に更に共通性が存在することはない 109．「共通性は共
通性を持たない」と［敵側も］承認しているからである 110．

5.2  同一目的実現という外的条件
【問】共通性群に随伴［相］の分別があるのは外的条件によるものに他なら
ない 111．
【答】というならば，長寿の者よ，牛等に対しても，何らかの僅かの外的条
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件に依拠することで，「牛だ」「牛だ」という，［一貫して］織り込まれたも
の（随伴相）の分別が生じるとすればよいだろう．
【問】ではその外的条件とは何なのか．
【答】同一目的実現を果たすことである，と答えよう 112．
 

　［或る］一つの牛個体によって，荷運び・乳搾り等という結果が生じる．
それと同じ［結果］が，他［の牛個体群］によっても［生じる］．以上
により，それら（牛の個体群）に対して［「牛だ」「牛だ」という］随伴
［相］の認識がある 113． 

5.3  結果の非別性は転義的
【問】個物毎に結果はやはり別々ではないのか．
【答】確かにそうである．しかし別々との認識がないので，それらは一つと
転義的に表現される 114．
 

　なぜなら，［牛が持つ荷運び・乳搾り等の］この［結果］は，白馬等
が持つ結果とは別であるのが見られるが， それと同じようには，半角牛
の結果が，無角牛の結果と別であるわけではないからである 115． 

 

5.4  知覚が非別である
【問】そのようなことはあってはならない．そうではなく，半角牛と無角牛
の結果は非別ではない 116．
【答】確かに．ならば知覚のみを両者の一つの結果とすればよい．そしてそ
れは非別である 117．

5.5  反省が非別である
【問】知覚も個物毎にやはり別々である 118．
【答】確かに．しかしそれ（知覚）は，それ自身の後に生じる反省と呼ばれ
る結果が一つであることから「一つ」と言われるのである 119．ちょうど斑牛
という個体を知覚すると，直後に「牛だ」という反省知があるが，それと全
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く同様に，黒牛という個体を知覚しても，同じく「牛だ」という反省知があ
る 120．したがって，それ（反省知）が一つなので，それ（知覚）も一つと言
われる 121．そのことが［ダルマキールティにより次のように］言われている．
 

　同一の反省知の原因なので 122，［知覚］認識は非別である．同一の［知
覚］認識の原因なので，個物群も非別である 123（PV 1.109）． 

 

　それゆえ随伴［相］の認識は［実在する共通性ではなく］外的条件（反省
知が一つであること）によるものなので 124，共通性なる如何なる実在者も存
在しないのである．
 

6  言葉と推論の働きの正当化
【ニヤーヤ】これに答える．

 

　共通性を認めないならば，関係把握に依拠して生じる言葉と推論とが，
どうやって働くというのか． 

 

6.1  関係把握の不可能
　なぜならば，個物に対して［言葉との］関係を把握することは，この
世では不可能だからである．というのも，それ（関係）は，（1）全ての
個物において把握されるか，（2）或いは，或る一つ［の個物］において［把
握されるか］，いずれかだからである． 

 

（1）全て［の個物］において［言葉との関係が把握されること］はない．場所・
時等の違いにより，それ（個物）は無数にあるので，［関係把握は］不可能
だからである．
（2）［逆に］一つ［の個物］においてだと，［学習した関係は次に別の個物に
おいて］逸脱するからである 125．［しかし］それ以外［の個物］に対しても，
同じ言葉が現に働くのが見られる．また，関係が未把握の言葉・証因が，認
識を生じさせ得ることはない．
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 6.2  言葉・推論は，分別対象に対して働く
【仏教】答える．それはその通りであろう，ただし，知覚対象である自相に
対して言葉と証因とが働くならばである 126．
【ニヤーヤ】知覚対象［である自相］に両者が働くのを認めないならば，［前
提となる関係の把握に更に推論や言葉が必要となり］無限連鎖等の過失に襲
われるので，［両者は］全く機能しないということになってしまうだろう 127．
【仏教】そのように言ってはならない．どうして何度言っても君は分からな
いのか．
 

　言葉と推論とは，分別対象に対して働くことが認められている．そ
してこれら諸分別は実在を対象とするものではない．このことは既に
［§2.4で］説明した． 

6.3  他者の排除は分別対象である
【問】分別の対象であっても，随伴する何らかのものを認めないならば，言
葉と推論はやはり失われてしまうのではないか 128．
【答】確かに，分別には［一貫して］織り込まれた対象が存在する．しかし
それは実在するものではない．
【問】ではそれは何なのか．
【答】答える．
 

　〈同じ相を持たないものからの排除〉を本性とし，［実際には］外在せ
ず［しかも］外在するかのような共通するものを確定知 129は所縁とす
るのである．
　そして諸分別の対象となるもの，それがそのまま言葉の対象である．
だからこそ，言葉の対象を「他者の排除」だと［ディグナーガは］説い
ているのである．

6.4  分別は実在に触れない
　すなわち，諸分別は実在に触れることがない．何故か．
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　［無部分で］単一の対象それ自体が，それ自ら（それ自体として）知
覚されるならば，認識手段（推論）によって考察される［べき］如何な
る他の未知覚部分があるだろうか（PV1.43）130． 

 

　それゆえ，錯誤因のせいで付託された別の形象を否定するために，それら
（諸分別）が働くのである．ちょうど，色が似ていることから付託された銀の
形象を斥けるために，真珠母貝に対して他の認識手段が「これは銀ではない」
と働くのと同じように，今の場合も，斑牛等の自相を無分別［知覚］が全面
的に切り取った後に，何らかの原因によって付託された〈牛の相をもたない
もの〉（非牛）のみを諸分別は「非牛ではない」と切り捨てるのである 131．そ
うであって，牛の自相を把握する働きは，それら（諸分別）にはない．それ
（牛の自相）は既に前に把握されているからである 132．
 

6.5  別の分別の無用
【問】［次のように］答えることができよう．様々な限定要素群にその身体が
彩られたその対象の，一部の限定要素で，未だ把握されてないものが，分別
によって［新たに］把握されるのだ，と 133．
【答】それも理に合わない．なぜならば，様々な限定要素に彩られているに
しても，その実在は，その限定要素が持つ裨益の能力とは別個のものとして
は把捉されることがないからである．それ（裨益能力）と非別である以上，
その限定要素によって裨益される実在の自体を把握する段階で既に，その［限
定要素］に彩られたものとして［実在の］把握が成立するので，更に別の分
別は，全く無駄である 134．そのことを［ダルマキールティは次のように］述
べている．
 

　様々な外的条件を持つことで様々である対象を認識が把握するにして
も（PV 1.52ab），様々な外的条件が裨益する作用にとって必須要素であ
る能力と非別の自体を持つその被裨益対象について，全面的に把握して
いる以上，いかなる個別側面が未確定だというのか（PV 1.52cd-53ab）135．
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　それゆえ，分別および言葉は，［他者の］排除を対象とする． 

* 草稿に助言を戴いた石村克，中須賀美幸，護山真也，佐々木亮，野武美弥子，渡辺俊和
の各氏に感謝する．
1 旧校訂本に基づく英訳に，Bhattacharyya 1978，グジャラーティー訳にShah 1989，英語
での詳しい内容紹介にShah 1997，簡潔なものにHattori 2006がある．また，前主張と後主
張の部分独訳としてFrauwallner 1992があり，そこに解題も付されている．また，パール
タサーラティ・ミシュラのŚāstradīpikāを主資料とする竹中 1978（「バーッタ派の普遍論」）
を始めとする一連の竹中論考は，本稿で扱うのと同じ多くの問題を取り上げている．また
そこでは，普遍論に関するヴァイシェーシカ，ニヤーヤ，および，クマーリラ，ダルマキー
ルティなどの議論も詳しく紹介され，普遍論の歴史的背景・発展が論じられている．
2 Kataoka 2008b:211(2) -210(3)参照．
3 第一日課～第十二日課と定義スートラとの対応については，片岡 2010a:18，丸井 

2014:16-18参照．
4 校訂テクストはKataoka 2005, 和訳は2009a, 2010a．
5 内容解説としてKataoka 2007cがある．
6 校訂テクストとしてKataoka 2004, 和訳にKataoka 2007a，英訳にFreschi & Kataoka 2012

がある．
7 NM I 415.2 -3: atrābhidhīyate—sarva evaite doṣā yathākramaṃ parihariṣyanta ity alam 

asamāśvāsena. supratiṣṭham eva vedaprāmāṇyam avagacchatv āyuṣmān.
8 ニヤーヤ学全体の意義についてはKataoka 2006, 2007a, 2008aを参照．
9 NM I 419.15 -18: tenābhidhātṛdaurātmyakṛteyam ayathārthatā/ pratyayasyeti śabdānāṃ 

nārthāsaṃsparśitā svataḥ// yā tu jātyādiśabdārthaparākaraṇavartmanā/ arthāsaṃsparśitā proktā 

sā purastān niṣetsyate//
10 PSV ad 5.50a: yuktaṃ tāvan naimittikeṣu śabdeṣv anyāpohenārthābhidhānam, yādṛcchikeṣu 

tu katham.
11 Cf. ŚV vana 24, 竹中 1974:92．
12 実在論諸学派の解決方法については，竹中 1974:92以下に「普遍の存在場所に関する問
題」「普遍の個物への存在機能（vṛtti）に関する問題」と題して詳しく論じられている．竹
中 1982, 1987も参照のこと．特にジャヤンタ説については竹中 1982:111-112以下で解説
されている．
13 竹中 1980:5 -8に「不可分離成立」の問題が詳しく論じられている．
14 クマーリラがŚV vana 35で引例するbhūtakaṇṭhaguṇaについては，次の三つの解釈が可
能である．
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1. 一部の鳥等の生き物が持つ青色などの首の性質
2. 生き物（動物）が首に持つ真珠等の飾りの首輪
3. 複数の神像が首に共有して持つ一本の長い首紐

 

　第一の解釈はスチャリタに基づく．すなわち，bhūtānāṃ vihaṃgādiviśeṣāṇāṃ 

nīlimādayaḥ kaṇṭhaguṇāḥとある（片岡 2014b:80, n.83参照）．第二の解釈はパールタサーラ
ティに基づく（竹中 1974:82, n.54, 1978:51, n.38参照）．NRĀ ad ŚV vana 35にkaṇṭhaguṇaḥ 

kaṇṭhabhūṣaṇaṃ hārādiとある．第三の解釈は，ダルマキールティの引例に間接的に基づ
く．まず，Frauwallner 1992:168は，NM apoha IV 3.2.7の sraksūtrabhūtakaṇṭhaguṇādiṣuを，
“z.B. bein Faden[, der einen] Kranz [zusammenhält], ... usw.”と訳す．bhūtakaṇṭhaguṇaは“...”
で省略され訳されていない．それに対して編者は，n.139において “Dharmakīrtis bhūtavat 

kaṇṭheguṇena [Gnoli 1960: 25,6])”と注記する．カルナカゴーミンは，一本の長い紐・縄
が，複数の神像の首に，礼拝用に結び付けられるという線で解釈していると思われる．
PVSVṬ 116.28 -117.4: bhūtāni grahanakṣatrāṇi teṣāṃ kaṇṭhe dīrgho (dīrgho] em.; dīrghā ed.) 

guṇo ’rcanārthaṃ nibadhyate. tenaikena kaṇṭhe guṇena yathā bhūtāni tadvanti na tv ekībhavanti 

tadvad vyaktayo ’pi.「ブータとは，惑星・星宿［の神像］のこと．それらの首に長い紐が，
供養のために，結わえられる．首にあるその一本の紐により，ちょうど，ブータ達がそれ
を持つものとなるのであって，一つになることはないのと同様に，個物群も［普遍によっ
て，普遍を持つものとなるのであって，一つになることはない］．」カルナカゴーミンが理
解したダルマキールティのこの例は，個物である牛 1と牛 2が共通性である牛性と関係して
いても，それは，（対論者が意図する個物と共通性のように）「牛性により同じ」（牛とし
て同じ）と認識されることはなく，「牛は牛性を持つ」と認識されるはずだ，と言うため
の例として提示されている．すなわち，神像群が首に一本の紐を共有する場合，「これら
は紐により一つだ」と理解されるのではなく，「これらは紐を持つ」とだけ理解される例
として提示されている．したがって，筆者の校訂版（NM apoha IV 3.2.7）で引用したよう
に，ジャヤンタのNMへの注記としては，まずは，「個体毎に完結している」（pratipiṇḍaṃ 

samāptitaḥ）例として引くクマーリラのŚV vana 35を引用すべきである．カルナカゴーミ
ンは，複数のものを括る一本の長い紐を想定するために凝った例を考えているが，クマー
リラの場合，首輪は，一個一個に完結するavibhu（非遍在者）の例が意図されているので，
共有された一本の長い紐ではなく，一つ一つの首輪でなければならない．そうでないと，
sraksūtraとの役割分担が成立しない．スチャリタの第一解釈は内容的には何らの問題もな
いが，kaṇṭhaguṇaのguṇaは，この場合，「縄・紐」という意味が自然であるので，パール
タサーラティの解釈のほうが優れている．ただし，真珠等の首飾りを想定する必要はなく，
単に，家畜の首輪・首縄とすれば十分である．いずれにせよ，スチャリタの「性質」解釈
よりも，パールタサーラティの「縄・紐」解釈のほうが，sraksūtraとの対比が適切となる．
なお，カルナカゴーミンのダルマキールティ解釈は，bhūtaの解釈に難がある．
15 ヴァイシェーシカ，ニヤーヤ，ミーマーンサーにおける「普遍の存在場所」に関する見
解については，竹中 1978:44-45を参照．
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16 ジャヤンタ説については，竹中 1974:88に解説がある．
17 ジャヤンタ説については，竹中 1974:89-88に解説がある．
18 Cf. ŚV ākṛti 12.
19 Cf. ŚV ākṛti 18.
20 Cf. ŚV ākṛti 19.
21 Cf. ŚV ākṛti 20.
22 ダルモッタラ自身の主張について詳しくは，Kataoka forthcoming1参照．
23 NM apoha IV 3.4.5.2のapparatus所引のAP 248.18-23参照．
24 ここでジャヤンタが参照する箇所について詳しくは本稿冒頭の解題1.3を参照．
25 ジャヤンタは，vṛkṣaṃ prati [vi]dyotate（木に対して［雷が］落ちる）という例を挙げる（NM 

II 68.11）．
26 ディグナーガが取り上げていない前綴辞と不変化辞については，クマーリラが ŚV 

apoha 143abで取り上げ，ジャヤンタもそれを受けて，Kataoka 2008b:183(30).3（和訳は
2012b:69-70）で取り上げる．片岡 2012b:84, n.82参照．
27 実体語の例として，ディグナーガは，PSV ad 5.3dにおいて，daṇḍin, viṣāṇinを挙げ
る．すなわち，daṇḍinの場合，杖という実体を適用原因として有杖者が理解される．しか
しジャヤンタは，普遍が理解されず，個物だけが理解される語を念頭に置いている．例
えば，ākāśaというように普遍を持たない単一者を指す語，および，ḍittha等の固有名詞
である．NM II 68.8 -12: yeṣām artheṣu sāmānyaṃ na saṃbhavati taiḥ punaḥ/ ucyate kevalā 

vyaktir ākāśādipadair iva// evaṃ ḍitthādiśabdānāṃ saṃjñātvaviditātmanām/ abhidheyasya 

sāmānyaśūnyatvād vyaktivācitā// ata eva hi dravyaśabdā ity ucyante. 「その意味に普遍があり
えない［語］は，しかしながら，単なる個物を表示する．「虚空」等という語のように．
同様に，「名称」として自体が知られているディッタ等という言葉は，表示対象が普遍を
欠いているので，個物を表示する．だからこそ，実体語と呼ばれる．」
28 ジャヤンタは，kriyāśabdaを二種に分かつ（NM II 65.16）．行為を適用原因として，行為
と結びついた行為主体・行為対象・行為手段を指すものが第一．例えばpācakaである．行
為のみを指すものが第二である．例えばpākaである．
29 ジャヤンタの想定する言葉の分類については，Kataoka 2011:635(2) -634(3), 2012b:56

を参照．ジャヤンタは，jātiśabdaを主眼とする現在の語意論を終えた後に，順次，
dravyaśabda (NM II 64.8 -16), guṇaśabda (NM II 65.2 -14), kriyāśabda (NM II65.16 -66.14), 

upasarga (NM II 67.2 -68.10), nipāta, karmapravacanīya (NM II 68.11-13)を 取 り 上 げ る．
ディグナーガはPSV ad 1.3dにおいて，yadṛcchāśabda, jātiśabda, guṇaśabda, kriyāśabda, 

dravyaśabdaに言及する．また，PSV ad 5.50aにおいては，yādṛcchikaを取り上げる中で，
jātiśabdaと samudāyaśabdaに言及する．
30 適用原因と表示対象の違いについては，ジャヤンタが次のようにまとめている．NM II 

66.11 -12: anyat pravṛttau śabdasya nimittam avagamyate/ abhidheyaṃ tu tasyānyad ity ayaṃ 

prathamaḥ kramaḥ//「言葉の適用原因と，それ（言葉）の表示対象とは別のものとして理
解される，というこのことが最初のステップである．」ニヤーヤ学派の定説によれば，「牛」
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という語は，牛性を適用原因として，牛性を持つ個物を表示する．
31 形 相（ākṛti） を ジ ャ ヤ ン タ は 形 状（saṃsthāna） と も 表 現 す る．NM II 47.10: 

tatrākṛtipadeneha saṃsthānam abhidhīyate/「それに関して，ここ（NS 2.2.66）では，形
相（ākṛti）という語によって形状（saṃsthāna）が表示されている．」主宰神論（例えば
NM I 495; Kataoka 2005:331(84)）においては，sanniveśa（構成要素が一緒に入り込むこ
と，また，その結果として成立する構造・配置・形状）と互換可能な語として saṃsthāna

が用いられている．Kataoka 2005:331(84).9 -10: na hi ghaṭasaṃsthānaṃ paṭasaṃsthānaṃ 

catuḥśālasaṃsthānaṃ ca susadṛśam iti. 片岡 2010a:29：「なぜなら，瓶の形状と布の形状
と四面小屋を持つ建物の形状とが「よく似ている」とされることはないので．」現在
の用例に近いものとして，次のような表現が見られる．NM II 401.6: saṃsthānam apy 

avayavasanniveśaviśeṣaḥ.「形状というのも，諸部分の特定の配置である．」
32 ここで言う斑牛（śābaleya）というのは，牛の或る特定の個体を念頭に置いており，「牛 1」
と表現してもよいものである．牛の下位の種類としての斑牛の集合を意図しているわけで
はない．なお，śābaleyaは，語源的に厳密に言うならば，śabalā（斑なメス）という牝の
子供（śabalāpatya）全てを指すので，「斑牛」というのは厳密な訳語ではない．厳密には
「斑な牝の子供」となる．しかし，現在の文脈では重大な誤解を招くとも考えられないので，
便宜的に用いることにした．Cf. TV ad 1.3.30 (296.13-15): śābaleyo ’pi yathaikas tathānyo ’pi 

yaḥ śabalāpatyatvena gamyate sa sarvaḥ śābaleyaḥ. etac cobhayavarṇanimittaṃ vā yādṛcchikaṃ 

vā nāmānyatrāpi viniyogavaśād vartata eva.「シャーバレーヤも，［或る］一頭［の個体］が
そうであるのと同様に，他［の個体］も，シャバラーの子供として理解されるものは全て
シャーバレーヤである．そして，この名前（「シャバラー」）は，二色を適用原因とする名
前であるにせよ，或いは，［恣意的に定まる］固有名であるにせよ，他［の個体］にたい
しても，配属次第で，適用されうる．」
33 ここでの問いは，jātimatを語意とするジャヤンタ当時のニヤーヤ学派の定説と，個物・
形相・普遍を語意と明言するNS 2.2.68: vyaktyākṛtijātayas tu padārthaḥ との調整を念頭に置
いている．片岡 2014b:37参照．普遍を持つものを語の直接表示対象と認めながらも（NM 

II 63.18: sthite ’pi tadvato vācyatve），ジャヤンタは，スートラを会通するために，場合によっ
て普遍が主，個物が従などというように，主従関係という観点を導入してスートラとの齟
齬回避を図る．Hattori 2006:55, n.1参照．なお，Hattori所引のNMテクストにおけるdehy 

ityはサンディおよび韻律の上から正しくはdehītyと書くべきである．
34 類似の表現に次のものがある．NM II 235.10-11: ... iti mahatī carcaiṣā tiṣṭhatu.「……とい
うこの議論は大きいので置いておこう．」次も参考になるだろう．ĀḌ 178.3: carcayiṣyāma 

etat. gacchāmas tāvat.「これについては後から私は議論しよう．ひとまず私は行くとしよう．」
35 ここで本節の主題が明示される．すなわち，普遍等が実在として存在しないから，普遍
等は語意としては存在しないという仏教徒の議論である．すなわちNM I 419:17-18（解
題1.3で引用）において「いっぽう，普遍等という〈言葉の対象〉を排斥することによっ
て［言葉が］対象に触れないことを主張していたが，それについては，後ほど否定され
よう」と予告されていた主題である．なお，ŚV ākṛti 2においてクマーリラは，形相論題
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（ākṛtyadhikaraṇa, JS 1.3.30 -35）と区別されたタルカパーダ中の形相論（ākṛtivāda）での主
題を，「それの実在性」（tatsadbhāva）すなわち，「形相の実在性」（ākṛtisadbhāva）と明確
にしている．
36 上で，「普遍は，認識手段を超えているので……存在しないのだから」（jāter 

pramāṇātītatvād ... avidyamānatvāt）と述べていた．それに沿って，以下では，実在する普
遍を捉える認識手段（として論敵が提示する可能性があるもの）がないことを論じている．
すなわち，順に，知覚，有分別知，推論，証言，獲得等の日常活動が検討される．
37 「普遍の知覚」というNM apoha I 2における現在の仏教徒の主張に対してジャヤンタは
IV 1で回答する．NM apoha Iと IVの議論の対応については解題3，および，片岡 2014b:40

の表を参照．
38 「他に依存する」のは，以下の説明からも示されるように，厳密には，共通性の把握と
いう認識（分別知）である．すなわち，牛性という共通性の認識は，牛 1の知覚からだけ
では生じず，牛 2以下を合わせた統合化の作業を必要とする．例えば，牛 1を知覚し，牛 2

を知覚した後に，初めて，共通性の分別 3が可能となる．ここでは，共通性認識の対象で
ある共通性それ自体が「他に依存する」と表現されている．

分別 3 → 牛性

知覚 1 → 牛 1 牛 2 ← 知覚 2

39 ニヤーヤやミーマーンサーで認める有分別知覚のことを念頭に置いている．無分別の知
覚しか正当な「知覚」と認めない仏教においては，いわゆる「知覚判断」に相当する．
40 校訂テクストのvikalpāをvikalpāḥに訂正する．
41 自相を捉える知覚，共通性を認識する分別知という役割分担を前提とする仏教認識論に
おいては，二種の対象・認識がきれいに住み分けており，知覚が共通性を捉えたり，或いは，
分別（ニヤーヤ学派が認めるような有分別知覚）が自相を捉えたりするという交錯はあり
えない．また，自相のみが実在であり，分別知の対象である共通性は非実在である．下図
に見るように，仏教認識論においては，上下二階が明瞭に区別され，一階のみが実在世界
とされる． 

分別 → 共通性（非実在）

知覚 → 自相（実在）

42 言葉・証因の対象であるアポーハという分別対象（vikalpya）も，認識内形象であると
いう点から見れば，認識それ自体と異ならず，したがって，分別（vikalpa）そのものである．
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43 仏教認識論においても，推論（証言を含む）は正しい認識の手段である．しかし，その
対象は非実在（分別されたもの）であり，対象となっている形象は（ダルマキールティ流
の認識内形象説に従えば）認識それ自体の一側面である．つまるところ，対象は，分別知
それ自体に過ぎない．以上，仏教徒はここで，無分別知覚，有分別知覚（知覚判断），推論，
証言について検討したことになる．すなわち無分別知覚は共通性を捉え得ず，共通性を捉
える後三者は，共通性の実在性を保証しない．
44 有分別知・推論・証言は，実在獲得という結果から分かるように，実在を正しく捉えて
いるのではないか，という疑問を予想して，ここで仏教側が答えている．
45 宝石それ自体ではなく宝石の光を宝石だと思い込んで発動しても，結果として宝石が首
尾よく手に入るのと同じように，知覚対象それ自体ではなく，分別対象を外界実在と思い
込んで発動しても結果として外界実在が首尾よく手に入る．片岡 2013a:31の和訳を参照．
46 片岡 2014b:40の表で示したように，「普遍の非別体性」という現在の主題についてジャ
ヤンタは，NM apoha IV 3.2.1 -3.2.2で回答する．
47 校訂本のbhadenā-をbhedenā-に訂正する．
48 回答であるNM apoha IV 3.2.1（和訳は片岡 2014b:52）を参照．
49 回答であるNM apoha IV 3.2.2（和訳は片岡 2014b:52）を参照．
50 回答であるNM apoha IV 3.2.2（和訳は片岡 2014b:52）を参照．
51 片岡 2014b:40の表で示したように，「帰属の仕方」についてジャヤンタは，NM apoha 

IV 3.2.3 -3.2.7で回答する．また，個物への普遍の内属と同じ議論が，部分への全体の内属
についても見られる．NM II 514.4: vṛttyanupapatteś ca以下を参照．
52 帰属している（vartate）のは，全体をもってか（kārtsnyena），或いは，一部分をもっ
てか（ekadeśena）という議論である．前者の事態はparisamāpti（完結してあること）と
も表現される．例えばディグナーガ（PSV ad 5.36d）は，共通性の一つの重要な性格と
して，pratyekaparisamāpti（一つ一つに完結してあること）という表現を用いている．後
者はvyāsajya（分けて）とも表現される．例えば ŚV vana 81cd: vṛttiś cāvayaveṣv asya 

vyāsajyaiva pratīyate//（またこれ（全体）の部分への帰属はただ部分毎に理解される．）
は，NM II 516.19の詩節にそのまま取り込まれている．Cf. NV ad 2.2.64 (304.20-21): yady 

anekārthavṛtti gotvaṃ tat kiṃ pratipiṇḍaṃ parisamāptyā vartate, athaikadeśeneti. 「もし牛性が
複数の対象に帰属するとするならば，それは，一体，個体毎に［全体として］完結して帰
属するのか，或いは，一部分をもって［帰属するの］か．」
53 この部分の回答についてはNM apoha IV 3.2.3（和訳は片岡 2014b:53）を参照．
54 同じ論法が，全体の部分への帰属についても見られる．NM II 514.4 -5: naikatrāvayave 

kārtsnyenāvayavī vartate, tadanyeṣv avṛttiprasaṅgāt. 「一部分に全体をもって全体が帰属する
ことはない．それ以外［の部分］に帰属しないことになってしまうからである．」
55 三つの帰属の仕方が考えられるが，最後のものは類例がないという指摘である．ŚV 

vana 35も含め，詳しくは，片岡 2014b:80, n.83，および，解題3.3.2の脚注14参照．これ
に対する回答はNM apoha IV 3.2.3の結部で与えられている．すなわち，知覚に実例は必要
ないということである．全体の部分への帰属に関しても同様の議論が見られる．ジャヤン
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タは，詩節でもって次のように見事に答えている．NM II 517.4 -5: vṛttir evaṃvidhānyatra 

kva dṛṣṭeti yad ucyate/ pratyakṣadṛṣṭa evārthe dṛṣṭāntānveṣaṇena kim//「このような帰属がど
こか余所で見られたのか，と言われているが，知覚によるまさに眼前の事実に，実例を追
い求める必要がどうしてあろうか．」
56 プラシャスタパーダは，ここで，上下の保持関係に相当する構造を前提として，内属を
定義する．すなわち「個物の上に普遍がある」という構造となる．ただし，両者は，通常
の保持するもの・保持されるもののように，別々に成立しているわけではない．
57 ヴァイシェーシカ説によれば，個物に普遍が内属するという場合，両者の関係は不可離
であり，かつ，関係するということになる．しかし仏教徒からすれば，両関係項はそも
そも別ではない．すなわち，両者の区別を否定することで，内属という関係は否定される．
NM apoha IV 3.2.4における回答を参照．
58 内属関係が成立する両項として，全体と部分（実体と実体），性質・運動と実体，普遍
と個物（実体・性質・運動）がある．ジャヤンタの記述についてはKataoka 2014b:79, n.77

参照．
59 性質と実体との不可離関係をもって，普遍と個物の不可離関係を説明しようとするのは，
狂人Aが狂人Bを称賛するのと同じである．性質と実体の不可離関係自体が正しく成り
立っていないので，裏付けの根拠として用いることはできないとの意である．Cf. NMGBh 

130.3 -4.
60 青と別に青いものが見られるわけではない．その場合，内属という特別な関係を想定す
るのではなく，両者は同一と考えるほうがよい，というのが仏教徒の考えである．すなわ
ち仏教徒のアビダルマの場合，青だけが存在すると考え，それと別個に基体としての実体
を立てることはしない．
　性質と性質を持つものの不可離関係についての回答は，NM apoha IV 3.2.4で与えられる
が，そこでは「後ほど示されよう」と述べられ，NM II 291.2 -9で実質的な回答が与えられる．
61 これへの回答はNM apoha IV 3.2.5で与えられる．NK 367.7 -8: yatra yutasiddhis tatraiva 

saṃyogo dṛṣṭaḥとあるように，可離成立が成り立つ両項にのみ結合が成り立つ．
62 例えば，地原子 1と地原子 2とは，両方が別個の進行を持ち，また，虚空と原子とは
原子が別個の進行を持つ（PDhS 32.15-16; NK 368.7; NK 383.13）．これが可離成立1で
ある．したがって両者の間には結合が成り立つ．Cf. Vyo 505.27-29: dvayoḥ paramāṇvoḥ 

pṛthaggatimattvaṃ yutasiddhiḥ. ākāśaparamāṇvoś cānyatarasya pṛthaggatimattvam iti.「 二 つ
の原子の間では，別々の進行を持つことが「可離成立」である．また虚空と原子の間では，
一方（原子）が別々の進行を持つことが［「可離成立」である］．」
63 壺と布は，両者が別々の基体に内属しているので，可離成立2が成り立つ．したがっ
て，両者の間に結合が成り立つ．鳥と虚空は，鳥が別の基体に依拠しているので，やはり，
可離成立2が成り立つことから，両者の間に結合が成り立つ（NK 384.2 -4; Vyo 506.7 -9）．
Cf. NK 368.7: dvayor anyatarasya vā parasparaparihāreṇa pṛthagāśrayāśrayitvaṃ yutasiddhir 

anityānām. 「無常物の場合，両者，或いは，片方が，相互を排除して別々の基体に依拠し
ていることが，可離成立である．」触覚と身体の場合，別々の進行はないので可離成立1は
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成り立たないが，別々の基体に内属しているので，可離成立2が成り立つので，相互の結
合が成り立つ（PDhS 33.1 -2; NK 384.6 -7; Vyo 506.11-17）．いっぽう，布と糸の場合，別々
の進行はありえず可離成立1が成り立たず，また，別々の基体に内属することもなく可離
成立2が成り立たないので，結合はありえない（PDhS 33.4 -5; NK 385.9 -10; Vyo 506.25-

27）．「糸・布は可離の別々の拠り所に内属する」（tantupaṭādīnāṃ yuteṣu bhinneṣv āśrayeṣu 

samavāyitvaṃ）というように，これに反する記述をしているNMGBh 130.5 -6（校訂本に
も引用）の説明は不適当かと思われる．いっぽう，Vyo 506.1 -6の議論も，NKと同様に，
全体と部分の場合は，可離成立2が成り立たないことを論じている．すなわち，布が，壺や，
壺の拠り所とは別の拠り所に内属し，逆に，壺も，布や，布の拠り所とは別の拠り所に内
属しているのとは違って，全体は，部分とは別の拠り所に内属しているわけではない．
64 虚空・時間・方角・アートマンのような遍在者同士の関係についてはNM apoha IV 3.2.6

で回答される．
65 部分と全体の不可離関係についての回答は，NM apoha IV 3.2.4で与えられるが，そこ
では，後ほど示されることが予告され，NM II 513.8以下で長い議論が展開される（NM II 

515.6から後主張）．片岡 2014b:79, n.77参照．
66 内属を認めず，普遍と個体との間の別・非別を主張するクマーリラの趣旨も，基本的には，
§4.2.1で前主張者が指摘していた不可離成立と関係の間の矛盾に相当する．クマーリラは，
入念に，未成と既成とに分けて論じる．AとBという関係項が未成の場合は，関係は成立
し得ない．いっぽうAとBとが既成の場合，両者は別に成立しているので，可離成立であっ
て，不可離成立ではなくなる．
67 NM apoha IV 3.2.5で再度引用され，そこで「アーチャーリヤ達」による回答も与
えられている．ŚV詩節については，竹中 1972:906(125)の和訳・解説，Taber 2005の
英 訳・ 解 説 を 参 照．Cf. ŚVTṬ 156.22-157.10: nanu ca bhinnā api jātyādayaḥ samavāyād 

dravye svānurūpāṃ buddhiṃ janayiṣyantīty aprayojakatvaṃ hetor ity āśaṅkyāha  — 

“na cāpi” iti. ayam abhiprāyaḥ  — ayutasiddhānāṃ saṃbandhaḥ samavāya iṣyate. tac 

cānupapannam, aniṣpannasyāvidyamānatvena saṃbandhābhāvāt. ata eva na niṣpadyamānayoḥ, 

niṣpattyuttarakālaṃ ca saṃbandhaniṣpattau yutasiddhatāprasaṅgād ity arthaḥ.「【問】［実体と］
別であっても普遍等は，内属に基づいて，実体に関して，自身に即した認識を生じさせる
とすればよいので，［上の］理由は正しい理由ではない．【答】以上［の反論］を予想して［ク
マーリラが］答える――「また」（146）と．次の意図である．不可離成立のものの間の関
係が内属と認められている．しかしそれはありえない．未だ生じてきていないものは存在
しないので，関係を持たないからである．同じ理由で，今まさに生じつつある両者の間に
もない．また，生起の後に関係が成立するならば，可離成立ということになってしまうか
らである，という意味である．」
　ŚVK I 262.13 -24: evaṃ jātyādīnām abhedaṃ pratipādyedānīm aikāntikabhedavādinaḥ 

kāṇādān praty āha — na cāpīti. evaṃ hi manyante — bhinnayor eva jātyāditadvatoḥ 

samavāyalakṣaṇaḥ saṃbandha iti. tathā ca paṭhanti — “ayutasiddhānām ādhārādheyabhūtānām 

ihapratyayahetur yaḥ saṃbandhaḥ sa samavāyaḥ” iti. tad ayutasiddhayoḥ saṃbandhitvāsaṃbhavād 
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anupapannam iti. kathaṃ punar ayutasiddhānāṃ saṃbandhitvam anupapannaṃ bhavatīty 

ata āha — “nāniṣpannasya saṃbandhaḥ” iti. ayam abhiprāyaḥ. keyam ayutasiddhiḥ. kiṃ 

yutasiddhyabhāvamātram, atha vāpṛthaksiddhiḥ. yadi yutasiddhyabhāvaḥ, kasya kena 

saṃbandha iti. siddhayor hi saṃbandhinoḥ saṃbandho bhavati, nāsiddhayoḥ. athāpṛthaksiddhiḥ, 

tatrāpy etad evottaram “nāniṣpannasya saṃbandhaḥ” iti. apṛthaṅniṣpannayos tādātmyād iti 

bhāvaḥ. athaitaddoṣaparihārārthaṃ pṛthaṅniṣpattir iṣyate, tathā sati yutasiddhir evāpadyata ity 

āha — “niṣpattau” iti.「以上のように，普遍等が［それを持つものと］非別であることを説
明した後に，次に，完全に別だと主張するカナーダに従う者達（ヴァイシェーシカ学徒）
に対して［クマーリラは］言う――「また」（ŚV pratyakṣa 146ab）と．すなわち，次のよ
うに彼等は考えている．全く別である普遍等とそれを持つものとの間には，内属という関
係がある，と．すなわち［次のように］説いている――「保持するもの・保持されるもの
に相当する〈不可離成立の両者〉が持つ，「ここに」という観念の原因となる関係，それ
が内属である」と．以上は，不可離成立の両者が関係項であることがありえないので，不
可能であると［クマーリラは言っている］．【問】いったいどうして，不可離成立のものが
関係項たりえないのか．【答】これゆえ［クマーリラは］答える――「未だ生じてきてい
ないものが関係を持つことはなく」（146c）と．次の意図である．この不可離成立とは何か．
可離成立の単なる非存在か，或いは，別々でなく成立していることか．もし，可離成立の
非存在であるならば，何が何と関係するというのか．というのも，既成の関係項二つの間
に関係はあるのであって，未成立の二つの間にはないからである．或いは，別々でなく成
立していること［が不可離成立］であるならば，その場合も，まさに同じもの――「未だ
生じてきていないものが関係を持つことはない」（146c）――というのが回答となる．別々
でなく生じてきている両者は同一だからである，という趣旨である．或いは，以上の過失
を排斥するために，別々に生じているということを認めるならば，その場合，可離成立
に他ならなくなってしまう．このことを「生じてきたならば」（146d） と［クマーリラは］
述べている．」
68 PDhS 32.15ではdvayor anyatarasya vā という規定があり，「或いは片方が」という部分
について，次の説明がある．PDhS 33.3 -7: aṇvākāśayos tv āśrayāntarābhāve ’py anyatarasya 

pṛthaggatimattvāt saṃyogavibhāgau siddhau. ... digādīnāṃ tu pṛthaggatimattvābhāvād iti 

paraspareṇa saṃyogavibhāgābhāva iti.「いっぽう原子と虚空の場合，別の拠り所はないが，
片方が別々の進行を持つので，結合・分離は成り立つ．……いっぽう方角等は，別々の進
行を持たないので，相互の結合・分離はない．」原子と虚空のように一方が非遍在者であ
る場合，原子が「別々の進行を持つ」という定義を満たすので，可離成立1を持ちうるこ
とから，結合・分離が成り立つ．いっぽう， 両者が共に遍在者である場合には，「別々の進
行を持つ」という定義を満たさないので，可離成立1を持たず，したがって，結合・分離
は成り立たない．
69 派生的議論の前主張と後主張の対応については，片岡 2014b:78, n.73，および，解題3.3.2

を参照．整理すると以下のようになる．
70 NMGBh 130.9は，prābhākarāḥ と同定する．suśikṣitaは，NM I 94.7（suśikṣitacārvākāḥ）
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およびNM II 348.2（suśikṣitacārvākaḥ）では，チャールヴァーカに対して用いられている．
NMGBh 19.2は，前者について，udbhaṭādayaḥ と同定する．NM I 451.23では，プラバー
カラ派に対して用いられている．それをNMGBh 78.11はprābhākarān nirdiśatiと同定する．
71ここでは，rūparūpilakṣaṇam ... saṃbandhamと表現されているが，後（§4.3.3）では正
確に rūparūpitvalakṣaṇaḥ saṃbandhaḥと表現されている．
72白と白いものや，丸と丸いものであれば，色や形の変化などによって，まだ基体とその
上にあるものとを別々に認識することは可能である．しかし，今の場合，上に自性，下に
自性を持つものという構造になり，その場合，次の詩節に述べられるように，自性と自性
を持つものは区別が認識されないので同一である．本質が変化した場合，本質を持つもの
も同時に変化したことになるからである．基体である自性を持つものだけが残っていると
いうことは考えられない．したがって，上下の区別がなくなってしまう．
73直訳は，「これ（自性を持つものと自性との別異性）は，〈言葉が別であること〉に過ぎ
ないのであって，〈実在が別であること〉ではない」．
74校訂本では「述べた」の参照箇所を§4.3の詩節としたが，§3.1に改める．
75基体の消滅と同時に，属性も消滅してしまう．
76§4.2.4でavāntaracintanaと呼ばれていたものと同じである．すなわち，普遍と個物にい
かなる帰属関係もありえないということの派生的議論である．NM apoha IVの回答部では，
このプラバーカラ派説には全く触れない．
77Cf. PV 1.155abc: vyaktaivaikatra sā vyaktyābhedāt sarvatragā yadi/ jātir dṛśyeta sarvatra.「も
しも遍在者であるならば，一箇所での開顕によって，その普遍は，非別である以上，必ず
開顕されているので，全所で見られるはずである．」同詩節は竹中 1978:45-46に和訳され
ている．PVSV ad 1.155 (78.17-19): vyāpiny ekatra vyaktyā bhedābhāvād vyaktaiva sarvatreti 

vyaktiśūnyeṣv api pradeśeṣu dṛśyeta.「遍在する［普遍］は，一箇所での開顕によって，区
別が無いので，全所で必ず開顕されているので，個物を欠いた地点でも見られるはずであ
る．」カルナカゴーミンは，「個物を欠いた地点でも」の後に，「別種の特定個物において
も」という補足を行っている．PVSVṬ ad 1.155 (307.20 - 21): sā jātiḥ sarvatra vyaktiśūnye 

’pi deśe vijātīyavyaktibhede ca vyaktaiva prakāśitaivābhedād ekatvāt sarvatra vyaktiśūnye ’pi 

deśe dṛśyeta.「その普遍は，全所で，［すなわち］個物を欠いた地点でも，また，別種の特
定個物においても，必ず開顕＝照らし出されており，非別なので，すなわち，一者なの
で，全所で，すなわち，個物を欠いた地点でも見られるはずである．」NM中の仏教徒が
指摘する過失は，馬の一種においても遍在する牛性が開顕されることになるという過失で
あるから，カルナカゴーミンの補足と同じ理解である．なお，piṇḍasarvagataに対立する
sarvasarvagataという表現は，ジャヤミシュラのŚarkarikā (8.3)にも見られる．ダルマキー
ルティが用いる表現は，svāśrayamātragataに対して単に sarvagataである．
78Cf. ŚV ākṛti 25: piṇḍeṣv eva ca sāmānyaṃ, nāntarā gṛhyate yataḥ/ na hy ākāśavad icchanti 

sāmānyaṃ nāma kiṃcana//「また共通性は［遍在するのではなく］諸個体にのみあ
る．［個体と個体の］間に把握されることがないからである．というのも，虚空と同
じようなものとして共通性なる何かを認めているわけではないからである．」同詩節
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は竹中 1978:45に和訳されている．Śarkarikā ad ākṛti 25 (8.3 -8): kecid idaṃ sāmānyaṃ 

piṇḍasarvagatam icchanti. kecit sarvasarvagatam. tatrāpi piṇḍasarvagataṃ budhyata ity uktam. 

sarvasarvagatapakṣe hi piṇḍāntarāle ’py upalambhaḥ syāt. na cāsāv asti. tasmāt piṇḍasarvagatam 

eva sāmānyaṃ nākāśavat sarvasarvagatam iti. tad uktam — nāntarā gṛhyate yataḥ — iti. tasmān 

nākāśatulyatvam iti.「或る者達はこの共通性を諸個体に遍在するものと主張する．［また］
或る者達は全所に遍在するもの［と主張する］．両［選択肢］の内でも，諸個体に遍在す
ると認められると述べられた．というのも，全所に遍在するとする立場では，諸個体の間
にも把捉されることになってしまうからである．しかし，そのようなことは現実にはない．
それゆえ，共通性は，諸個体に遍在するものに他ならず，虚空のように，全所に遍在する
ものではない．そのことが「間に把握されることがないから」と説かれた．それゆえ，虚
空と同じではない．」ŚVK ad ākṛti 25 (Adyar ms., pp. 2568-2569): atra vaiśeṣikair ākāśādivat 

sarvagataṃ sāmānyam āśritam tatsadbhāvapratipādanaprasaṅgena dūṣayati — piṇḍeṣv iti. 

piṇḍadvayāntarāle hi pratyakṣābhāvān nirākṛtaḥ sāmānyasadbhāvo durabhyupagama iti. 

hetvantaram āha — na hīti. na khalu sāmānyaṃ nāma kiṃcid ākāśāditulyaṃ tattvam, api tarhi 

rūpam eva tadvatām. samānānāṃ bhāvaḥ sāmānyam iti hi nirūpyate. tat katham asatsv āśrayeṣu 

bhaviṣyatīti.「ここで，ヴァイシェーシカ達が，虚空等と同じように遍在すると認めている
共通性を，それ（共通性）の存在性を説明するついでに，［クマーリラは］批判する――「諸
個体に」と．なぜなら，二つの個体の間の場所に共通性が存在することは，知覚されない
ことを根拠に排斥されている以上，承認困難だからである，と［いう意味である］．更に
別の理由を［クマーリラは］述べる――「なぜなら……ないから」と．周知のように，共
通性なるものは，虚空等と同じような何らかの原理というわけではない．そうではなく〈相
を持つ複数のもの〉の相に他ならない．等しいものがもつ属性が「共通性」と記述される
からである．そのようなものが，どうして，拠り所が無いのに存在するだろうか．」
PVSV ad 1.152 (76.25-77.1): api cāyaṃ sāmānyam arthāntaraṃ kalpayan svāśrayamātragataṃ 

vā kalpayet, sarvagataṃ vākāśādivat.「さらにまた，この人は，別個のものとして共通性
を立てているが，［共通性］自らの拠り所のみにあるものとして立てているのか，或いは，
虚空等のように遍在するものとしてか．」PV 1.152については竹中 1974:91の和訳，PV 

1.150-154については竹中 1978:47-50の和訳・解説を参照．
79NM apoha I 4.4への回答は，NM apoha IV 3.3で与えられる．前者の説はニヤーヤの通常
の学説である．いっぽう，後者の説（「自派の或る者達」の奉持する説）が，NVに従うアー
チャーリヤ達の説と考えられることについては，片岡 2014b:81, n.85参照．
80「白馬等も牛と認識される」という帰結は，ジャヤミシュラにも見られる．Śarkarikā ad 

ākṛti 26(8.15 -18): nanu yadi sarvasarvagataṃ piṇḍenābhivyajyate, kim iti karkādipiṇḍenāpi 

tadgataṃ nābhivyajyate. ... tasmād acodyam idam — yadi vyaktyābhivyajyate gotvaṃ kasmāt 

karkādināpi nābhivyajyate — iti.「【問】もし全所に遍在する［共通性］が，個体によって開
顕されるというならば，どうして，白馬等の個体によっても，その上にある［牛性という
共通性］が，開顕されないことがあろうか．……それゆえ，次のものは批判とはならない．「も
しも個物によって牛性が開顕されるならば，どうして，白馬等によっても開顕されないの
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か」というのは．」
81 開顕能力の有無による特定性という解決方法は，クマーリラが「或いは遍在する
としても」として提示する，全所遍在説の擁護方法を受けたものと考えられる．ŚV 

ākṛti 26 -28ab: yad vā sarvagatatve ’pi vyaktiḥ śaktyanurodhataḥ/ śaktiḥ kāryānumeyā hi 

vyaktidarśanahetukā// tena yatraiva dṛśyeta vyaktiḥ śaktaṃ tad eva tu/ tenaiva ca na sarvāsu 

vyaktiṣv etat pratīyate// bhinnatve ’pi hi kāsāṃcic chaktiḥ kāścid aśaktikāḥ/「或いは［共通性が］
遍在するとしても，［共通性の］開顕は，［個物の］能力に従ってある．というのも，能力
は結果から推論されるものなので，開顕［という結果］が見られることを根拠に［推論さ
れる］からである．それゆえ，［個物］Ｘにおいて［共通性の］開顕が見られる場合，そ
のＸだけが［開顕］能力を持つ．そして，同じ理由で，全ての個物にそれ（共通性）が認
識されることにはならない．というのも，［共通性と］別体であっても，一部［の個物だけ］
が［開顕］能力を持ち，一部は能力を持たないからである．」
82 例えばクマーリラは，TV ad 1.3.30 (296.13)において，khaṇḍa-muṇḍādayaḥ という例を挙
げている．
83 例えば真っ暗な部屋の中で，AとBとの両者の頭上に長い梁が架かっていたとして，A

が灯火を照らせば，その梁がAの頭上にあることが明らかになるだけでなく，Bの頭上に
あることも同時に明らかとなる．同じように，個体Aが自身に内属する牛性を開顕したな
らば，その牛性は全てに遍在する以上，個体Bにもあることが明らかとなるはずである．
84 実際には矛盾する二つの見方を，「あるいはＡとも言える，あるいはＢとも言える」と
いうように都合良く切り替え共存させるジャイナのnaya（見方・視点法）を意識した表
現である．NM内の類似表現に例えば，NM I 37.8 -10: atha ca tāny eva pṛthagavasthitāni 

karmādibhāvaṃ bhajante, atha ca tāny eva samuditāni karaṇībhavantīti ko ’yaṃ nayaḥ（一方で同
じものが別々にある状態では行為対象などとなり，他方でその同じものが集合すると行為
手段となる，というこれは如何なる見方か）， II 716.6 -7: evaṃ pṛcchato ’rthāntaragamanaṃ 

svagranthe nigrahasthānam ucyate, atha cādhunā tenaiva vyavahriyata iti ko ’yaṃ nayaḥ（この
ように尋ねる者は，無関係の事に進むことを自著で敗北の立場と言いながら，他方では今
やまさにその通りに行動している――これはいかなる見方か），NM I 166.1 -2: prasiddhiś 

ca parityaktā na cābhāvaḥ parākṛtaḥ/ upekṣitaś ca bhāṣyārtha ity aho nayanaipuṇam//（［君は］
周知を捨てたにもかかわらず，非存在は排斥しておらず，しかも［シャバラ］バーシャの
意味を無視しているとは，まったく見方に巧みなことよ）．
85 回答については，NM apoha IV 3.3.1を参照．
86 ダルマキールティは正しく「全てに在る」（sarvagata）と「自らの基体だけに在る」
（svāśrayamātragata）との対立として捉える．これに対して実在論は，普遍の遍在性とい
う側面を強調したいがために，「全てに遍在する」（sarvasarvagata）と「個体に偏在する」
（piṇḍasarvagata）という表現を用いる．しかし「個体全てに在る」という説の実質は，ダ
ルマキールティが「だけ」（mātra）という語を用いて強調したように「偏在説」（或いは
局在説）であり「遍在説」ではない．したがって事態を正しく言い当てた正確な表現では
ない．
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　まず，「全てに在る」とする遍在説においては，牛 1と牛 2との間の空間にも牛性が在る
ことを認めることになる．ここで仏教徒が指摘するように，馬 3にも牛性が在ることにな
るのである．しかし，馬 3にも在るにもかかわらず馬 3に牛性が見られないのは何故なのか．
その答えとして実在論は，牛だけが牛性を開顕するという特定性 1を挙げる．この特定性 1

は，牛だけに牛性が内属するという特定性 0に基づく．遍在説の問題は，この特定性 0と遍
在性（非特定性）との間の緊張関係にある．すなわち，牛性は馬にも在るのに馬には内属
しないという主張の奇妙さである．
 

遍在説
特定性 0：牛だけに（本性上）牛性が内属する
非特定性：牛にも馬にも牛性が在る（遍在性）
特定性 1：牛だけが牛性を開顕する（馬には見られない）

 

　いっぽう，「自らの基体だけに在る」とする局在説の場合，馬に見られるという不都合
は生じない．「自らの基体だけに在る」ということは，すなわち，牛性は牛だけに在ると
いう主張だからである（特定性 2）．ここでは，特定性 2から素直に，牛だけに牛性が見ら
れるという特定性 1の説明が付く．牛だけに牛性が在るから，牛だけが牛性を開顕するのだ，
という説明となる．では，なぜ，牛性は牛だけに在るのかと問われれば，実在論は，牛性
は牛だけに内属するという特定性 0をもって回答するはずである（NM apoha IV 3.3.2の結
部）．遍在説と比較した場合，局在説の利点は，特定性 2と，特定性 0・特定性 1の親和性・
一貫性にある．馬にも在るにもかかわらず，馬には内属せず馬には見られないという遍在
説の非一貫性を局在説では回避している．しかし，新たな弱点が生じる．それは，今まで
無かったところに今在るという問題である．すなわち，今日生まれたばかりの仔牛の場合，
その地点には，今まで牛性が無かったにもかかわらず，今日から在ることになる．無かっ
たのに在る，という問題である．これは局在する牛性の移動や分割ということを考えなけ
ればならなくなる問題であるが，牛性には，移動も分割もありえない．遍在（極大）説では，
最初から在るので移動・分割の必要がなかったのに対して，局在説では，その局在性を説
明するための新たな問題が浮上してくるのである．

局在説
特定性 0：牛だけに（本性上）牛性が内属する（馬には内属しない）
特定性 2：牛だけに牛性が在る（局在）⇔移動・分割
特定性 1：牛だけが牛性を開顕する（馬には見られない）

 

　なお，この問題は，アートマンのサイズ（極大・身体サイズ・極小）の問題と一部パ
ラレルである．非極大とする場合，アートマンの移動が問題となるのである．しかし，
piṇḍasarvagataという詐欺的な用語をわざわざ用いることからも分かるように，普遍が遍
在し極大であることは，局在説でも動かせない．その場合，極大であるにもかかわらず，
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馬には存在せず，牛の（全ての）個体だけに存在する（偏在する・遍在する）ということ
になる．「偏遍在説」とでも言うべき変な説となるのである．
87 回答部（NM apoha IV 3.3.2）から明らかになるように，今日生まれた牛の場合も，生ま
れると同時に牛性が内属しているとすれば，理論的問題は生じない．
88 Cf. PV 1.152ab: na ca tatrāsīd asti paścān.「また［以前には］そこにはなかったが後から
ある．」
89 Cf. PVSV ad 1.152 (77.2 -6): tatra yadi svāśrayamātragataṃ ghaṭatvādiśūnyeṣu pradeśeṣu 

ghaṭādyutpattau kathaṃ teṣu bhinnadeśadravyavartinaḥ sāmānyasya saṃbhavaḥ. yasmāt tat 

pūrvadravyād utpitsu dravyaṃ na yāti (PV 1.152a) niṣkriyatvopagamāt.「両［選択肢］の内，
もしも［共通性が］自らの拠り所のみにあるならば，壺性等を欠いていた地点に壺等が生
起した場合，どうやって，その［地点］に，別の場所の実体にあった共通性が，ありうる
というのか．というのも，それ（共通性）は，前の実体から，［今から］生じようとして
いる実体にやって来ることはないからである．［共通性は］運動を持たないと［君は］承
認しているからである．」 PV 1.152は竹中 1978:47に和訳されている．
90 Cf. PV 152bc: na cāṃśavat/ jahāti pūrvaṃ nādhāram.「また［共通性は］部分を持つこと
はない．前の拠り所を捨てることはない．」
91 kaṣṭā vyasanasaṃtatiḥというジャヤンタの表現が，PV 1.152d: aho vyasanasaṃtatiḥを受け
ていることについては，竹中 1974:83, n.45に指摘されている．ジャヤンタは同じ表現を回
答部であるNM apoha IV 3.3.2 (Kataoka 2010c:185(96).9)でも用いて意趣返しをしている．
92 回答については，NM apoha IV 3.3.2を参照．
93 ジャヤンタは，回答（NM apoha IV 3.1）において，随伴相・排除相が相矛盾せず同居す
るとするクマーリラ説を認める．ただし，クマーリラが内属の代わりに立てる別・非別に
ついては認めず，普遍は個物と別であり，そこに内属すると考える．
94 ジャヤンタによるこの説明は，上で引用した詩節に続くŚV ākṛti 6に基づく．ŚV ākṛti 6: 

viśeṣamātra iṣṭe ca na sāmānyamatir bhavet/ sāmānyamātrabodhe tu nirnimittā viśeṣadhīḥ//「ま
た，特殊のみを認めるなら，共通性の認識が生じないことになってしまう．逆に共通性の
みが認識されるとするなら，特殊の認識は原因を欠く［ことになってしまう］．」三つの立
場については，片岡 2014b:75, n.57参照．
95 有性という共通性の認識のみを正しいと認めるヴェーダーンタの一元論（バルトリハ
リ，マンダナミシュラ）の場合，「有る」という共通性の認識が第一義的であり，「これは
牛であって馬ではない」というような特殊の認識は第二義的なものである．また逆に，他
から排除された個物の認識（知覚）のみを正しいとする仏教徒の場合，他の全てから排除
された個物の無分別知覚のみが第一義的であり，「これも牛」「これも牛」という随伴相の
認識や言表は第二義的なものである（cf. NRĀ 386.18-19: ekarūpārthakriyānibandhanoktir 

hi vilakṣaṇānām api svalakṣaṇānām ekatvopacāro ’bhimataḥ.）．以上，片岡 2014b:75-76, n.57参照．
Cf. ŚV pratyakṣa 113 -114: na viśeṣo na sāmānyaṃ tadānīm anubhūyate/ tayor ādhārabhūtā 

ca (ca] ms.; tu Taber) vyaktir evāvagamyate (-gamyate] ms.; -sīyate Taber)// mahāsāmānyam 

anyais tu dravyaṃ sad iti cocyate/ sāmānyaviṣayatvaṃ ca pratyakṣasyaivam āśritam//「【仏教】
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その時点では，特殊も共通性も新得経験されてはおらず，両者の基体に相当する個物
のみが認識される．【ヴェーダーンタ】いっぽう他の者達は，「実体」や「有」を大共
通性（最上位の最も広い包摂的な共通性）と呼ぶ．このように，共通性を対象とする
こ と を 知 覚 に 認 め る．」Cf. ŚVTṬ ad pratyakṣa 114: vedāntavādinas tu mahāsāmānyaṃ 

nirvikalpakasya viṣayam āhuḥ. tac ca kecit sattām āhuḥ, apare dravyam ity etad darśayati 

— mahāsāmānyam iti.「いっぽうヴェーダーンタ学者達は，大共通性を無分別知の対象
と説く．またそれを或る者達は有性と呼び，また別の者達は実体と呼ぶ．そのことを
示して「大共通性」と．」マンダナミシュラおよびバルトリハリ説については，Taber 

2005:205-206, n.8に詳しい．なお，テイバーは，バルトリハリが，マンダナミシュラ
とは異なり，有性が無分別知により把握されるとは考えていないことに注意を向けてい
る．バルトリハリによれば，全ての認識は有分別だからである．有性論については，TV 

ad 1.3.1 (297.1 -4)でクマーリラが紹介し，教証としてバルトリハリの詩節を引いてい
る．tatra kecid gotvādiṣu viśeṣatvam aṅgīkṛtya sāmānyavācinā śabdenānabhidheyatvād yad 

eva mahāsāmānyaṃ sattāvastubhāvaśabdābhidheyaṃ tad eva śabdasvarūpavyavacchinnaṃ 

gotvādiviśeṣavyavacchinnaṃ vā gosattākhyam ākṛtyabhidhānapakṣe vācyam iti manyante. 

yathāhuḥ — astyarthaḥ sarvaśabdānām iti pratyāyyalakṣaṇam/ apūrvadevatāsvargaiḥ samam 

āhur gavādiṣu// iti.「それについて或る者達は次のように考えている．牛性等を特殊と認め
た上で，［牛性等は］普遍表示語によって表示されないので，「有性」「実在」「存在」とい
う言葉で表示される大共通性だけが，音声形に限定されることで，或いは，牛性等の特殊
に限定されることで，形相論においては，「牛の有性」と呼ばれる表示対象となる，と．［VP 

II 119に］説かれている通りである．動詞語根asの意味（有性）を全ての言葉は持つ，と
いうのが，［言葉が］理解させるものの特質である．「牛」等におけるそれは，「アプールヴァ」・
「神格」・「天界」［の場合］と等しい．」

96 Cf. ŚVK ad ākṛti 7 (Adyar ms., pp. 2552 -2553): dvyātmakatvāśrayaṇaṃ tu virodhād 

anupapannam eva. ata āha — na cāpīti. yathā tāvan na bhrāntis tathā darśayati — dṛḍhatvād iti. 

sarvadā hi sarveṣāṃ sarvatra dvyākārā buddhir upajāyate, sā kathaṃ bhrāntir bhaviṣyati. na hy 

asati kāraṇadoṣajñāne bādhakapratyaye vā bhrāntitvakalpanā yuktā, sarvamithyātvaprasaṅgāt. 

bhedābhedau tv ekatra saṃvidbalād evātropapādayiṣyāmaḥ. vṛttiparicodanām api 

vanopanyāsāvasare parihariṣyāmaḥ. aupaniṣadās tv ekatvavādāḥ pratyakṣavirodhād aupacārikā 

vyākhyātavyāḥ. yathā ca pratyakṣaṃ bhedāvadhāraṇe samarthaṃ tat pratyakṣasūtre varṇitam. 

na ca dṛṣṭabhedāśrayaṇe gauravaṃ doṣāya. na hi dṛṣṭe ’nupapannaṃ nāma. kalpye hy 

anekakalpanā lāghavena śakyate paribhavitum, na tu dṛṣṭe. ato ’nyatarabuddhibhrāntivādinām 

eva bhrāntir iti.「【問】しかし二面性を認めるのは矛盾するので決して説明が付かない．【答】
これゆえ答える――「また……ない」と．まず，どのようにして錯誤でないのかを示す―
―「確固としているので」と．なぜなら，常に全ての人にとり全所で，二つの形象を持つ
認識が生じてくる．それがどうして錯誤であろうか．というのも，［認識］原因の過失［を
発見する］認識，或いは，打ち消しの認識が存在しないのに，［認識を］錯誤だと想定す
るのは不合理だからである．なぜなら，全てが誤りということになってしまうからであ
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る．いっぽう，別・非別が同一箇所にあることについては，［現にある我々の］認識のみ
に基づいて，本［章］で後から裏付けよう．帰属に関する批判も，森の紹介時に（「森論」
の章で）排斥しよう．いっぽう，ウパニシャッドに基づく一元論は，知覚と矛盾するの
で，転義的な表現と解釈されるべきである．また，どのようにして知覚が別異性を確定す
る能力があるのかについては，知覚スートラで既に説明した．また，既見事実である別異
性を認める際の煩雑さは過失とはならない．なぜなら，既見事実には，ありえないという
ことがないからである．なぜなら，想定対象に関しては，複数の想定は，簡潔さの点から
抑えることができるが，既見対象に関してはないからである．これゆえ，［共通性・特殊の］
いずれかの認識を錯誤とする論者達だけに錯誤がある．」
97 回答部（NM apoha IV 3.1）でも随伴相と排除相の無矛盾がクマーリラ説に沿って説明さ
れる．
98 矛盾が問題とならないという回答は，NM apoha IV 3.1で与えられる．議論の対応につ
いては，片岡 2014b:74, n.46.
99 Cf. ĀḌ 156.4 -8: kṛtaṃ dūṣaṇopanyāsāyāsena. pramāṇaśūnye viphalaṃ hi dūṣaṇam 

pramāṇasiddhe tad apāstam eva yat/ taduktimaukharyam apāsya mṛgyatām atīndriye vastuni 

sādhanaṃ paraiḥ//「論難提示の労はもう無用．というのも，認識根拠がないものを論難す
るのは無駄であり，認識根拠に基づくものへのそれ（論難）は，既に［その認識根拠により］
排斥済みだからである．敵方は，それ（ネガティブな論難）を説く饒舌を捨てて，超感覚
的な実在を立証する［ポジティブな］手段を追求すべきである．」
100 普遍は，全ての個体に共通し，単一であり，常住であり，遍在する．いっぽう個物（或
いは排除相）は，非共通であり，個体毎に別々であり，無常であり，非遍在である．
101 直訳すると「眼識」（netradhī）とあり，先行する§2.1でも「眼により生じる認識」（akṣajaṃ 

jñānam）と表現されていたが，upalakṣaṇaと理解して，（無分別）知覚を指すと解釈し
た．NM apoha IV 1.1でも，vijñānam ... cākṣuṣamという同様の表現があるが，その後では，
nirvikalpakaという表現が見られる．
102 随伴相の認識についての回答は，NM apoha IV 2.1 -2.4で与えられる．
103 共通性の認識の他依存性については，§2.2参照．また，回答はNM apoha IV 2.3に与え
られる．片岡 2014b:74, n.49参照．
104 自相の認識（無分別知覚）は疑惑によって揺らぐことなく確固としたものであり，その
確固性は踏み潰されていない，すなわち，否定されていない．いっぽう共通性の認識（分
別知）は確固としておらず疑惑によって揺らぐものである．その非確固性は踏み潰されて
いない，すなわち，否定されていない．dṛḍha（強固な・確固とした・丈夫な）は，例え
ばクマーリラのŚV codanā 80abでは，疑惑（saṃśaya, saṃdeha）を排除する意味で「揺ら
ぎなく確固としている」様を表す．仏教的には，知覚が明瞭な現れを持つこと（sphuṭābhatā）
と分別知が不明瞭な現れを持つこととの対立で表現しうるものである．
105 ニヤーヤやミーマーンサーは，認識を間違いと判定するには，後続知による否定（押し
退ける認識であるbādhakapratyaya）が必要になると考える．「これは銀ではない」という
錯誤判明の場合がそうである．例えば，NM apoha IV 3.4.4 (Kataoka 2010c:181(100).3)には，
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bādhakasadasadbhāvanibandhanā hi vaitathyāvaitathyasthitiḥ pratyayānām（片岡 2014b:「な
ぜならば，認識が誤っているか誤っていないかの定立は，［その先行する認識を］打ち消
す［知］が有るか無いかにかかっているからである．」）とある．これにたいして仏教側は，
たとえ「牛だ」という共通性の認識（分別知）が，日常レヴェルでは否定されることがな
くとも，論理的整合性の検討によって否定可能と考える．
106 NMGBh 130.22-25またNM I 251.1 (mahāsāmānyam anye tu sattāṃ tadviṣayaṃ viduḥ)の説
明のように，知覚が大共通性である有性を捉えるという学説を念頭に置いている．NM I 

251に付されたK.S. Varadācāryaの注記，および，片岡 2014b:75, n.57を参照．
107 ニヤーヤ・ヴァイシェーシカにおいては，特殊viśeṣa・別異性bheda, bhinnatva・随伴
相anuvṛttarūpaというのは，基体である個物vyakti・個体piṇḍaの上に内属するものであ
り，基体から区別される．ミーマーンサーにおいても，基体と属性の別・非別bhedābheda

を最終的には説くとはいえ，ひとまず，特殊は基体とは別のものとして立てられる．しか
し，別・非別の観点からは，個物を特殊と呼ぶこと（例えば4.5.2での tad eva sāmānyaṃ sa 

eva viśeṣaḥ におけるviśeṣa は他から区別されたものとしての個物を念頭に置いている）に
問題はない．いっぽう仏教においては，特殊・別異性・随伴する相と呼ばれるものは，自
相とは別ではなく，自相そのものである．特殊がそのまま個物であるという学説について
は，クマーリラが，シャバラ注への注釈（TV ad 1.3.30, 296.7 -18）の中で否定し，詳しく
反論を述べている．（ただし，そこでは仏教説を念頭に置いているわけではなく，シャバ
ラ注への一つの可能な解釈を念頭に置いているに過ぎない．）そこでクマーリラが念頭に
置いているviśeṣaというのは，中位の普遍や最終の特殊のことである．
108 共通性の認識が分別知であり，かつ，分別知は対象に基づく客観的なものではなく主観
的なものであるという二点について，校訂本では，文字通りに一致するわけではないが，
内容的に近いことを述べている§2.3を参照先とした．
109  Cf. ŚV ākṛti 19: nanu bhinne ’pi sattādau sāmānyam iti jāyate/ buddhir, vināpi sāmānyād 

anyasmāt sā kathaṃ bhavet//「【問】別々であるにもかかわらず，有性などに「共通性」と
いう認識が生じてくる．更に別の共通性（共通性性）がないにもかかわらず，それはどう
して生じるのか．」
110 共通性性の問題については，NM apoha IV 3.4.4で回答が与えられる．片岡 2010b:259-

263, Kataoka 2010c:217(64) -216(65), 片岡 2014b:82-83, n.100参照．
111 upādhiの具体的内容については，NM apoha IV 3.4.4で，ジャヤンタは，ŚV ākṛti 24を引
いて与えている．ekārthakriyākāritvamというupādhiをもって答える仏教徒に対するジャヤ
ンタからの回答は，NM apoha IV 3.4.5で与えられる．
112 ここで明らかにジャヤンタは，クマーリラの ŚV ākṛti 24を，ダルマキールティの
ekakāryatā と結びつけて理解している．クマーリラとダルマキールティの対応については，
Kataoka 2010c:215(66)参照．
113 ダルマキールティの考えるモデルについては，片岡 2010bで詳しく検討した．
114 牛 1の果たす荷運び 1という結果と，牛 2の果たす荷運び 2という結果とは，客観的な事態
としては別々のものである．しかし，人は，二つの結果を区別しない．いずれも同じ「荷運び」
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と思い込んでいる．ここでの仏教徒の回答には，「（実際には異なる二つを）一つにするこ
と」（ekīkaraṇa）という錯誤した認識に対するabhedādhyavasāyaとbhedānadhyavasāyaとい
う二つの解釈が反映されており，後者の観点から答えている．この二つの区別については，
NM apoha III 4.4，および，Kataoka 2009b:482(17) -481(18)，片岡 2013a:15-16を参照．なお，
ここでの仏教徒の回答はスマートではない．そもそも，牛 1と牛 2とが同じく「牛」と（誤っ
て）判断されるのは何故かという問いに対して，回答として，一つの結果という鎹（かす
がい）を仏教徒は用意するはずであった．つまり，本当は異なる二頭の個体について，人
間に関わるその働き方（結果）が同じであるが故に，同じく「牛」と人々は判断する，と
いう回答である．ここで仏教徒は，実際には，その鎹は一つではない，と答える．実際に
は別々の結果があるだけであり，その二つを誤って一つと思い込んでいるだけである，と
いう回答である．すると，この二つの結果を区別しないのは何故か，なぜ，一つだと思い
込むのかという問いが生じることになる．
 

1. 二頭の異なる個体が区別されず同じく「牛」だと判断される
2. 二頭の異なる働きが区別されず同じく「荷運び」と判断される 

 

　二つの結果を別々だと人々が認識しないから，という現実をもって答えるならば，最初
から，牛についても，二頭の牛を別々だと人々は認識しないから，という答えを出した方
がましである．つまり，我々の認識はそういうように二頭の牛を区別しないようになって
いる，だから同じく「牛」と見なすのだ，と答えた方が早い．つまるところこれは，人間
の認識というのは，そういうようにできているという回答法である．一つの結果というこ
こでの理由は，理由になっていないのである．ジャヤンタは最終的に仏教の回答が相互依
存に陥ることを指摘している（NM apoha IV 3.4.5.4，および，片岡 2014b:88-89, n.129参
照）．仏教においては個物間の差異を徹底して考え，その間にいかなる共通性・類似性も
実在としては認めないので，「一つ」「同じ」という判断に相当する一者（共通性・類似性）
を客体として認めることに困難が生じる（ダルモッタラによる解決方法については，片岡 

2014b:87, n.121参照）．そこで，客体として別々であっても，認識の側で区別しない，或いは，
一つである，と思い込む錯誤した判断が要請されることになる．しかし，何故牛 1と牛 2と
を同じく「牛」と判断し，牛 1と馬 3とを「牛」と判断しないのか，或いは，なぜ，荷運び 1

と荷運び 2を「荷運び」と判断し，荷運び 1と早駆け 3とを「荷運び」と判断しないのかに
ついては，結局，人間の認識が無明により本質的に誤っており，そのようにできているから，
という本性説をもって答えるしかない．
115 牛 1と牛 2の働きの結果（例えば荷運び）は区別されず同じものと判断されるのに対して，
牛 1と馬 3の働きの結果（荷運びと早駆け）は区別され，同じとは理解されない．この文脈
で用いられている用語・句をグループ分けすると以下のようになる．
 

　1. 同一eka-, ekam, yad eva ... tad eva

　1’. 非別abhinnam, na ... vibhinnatā
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　2. 別bhinnam, anyatvam

　3. 別と認識されないから同一と転義的に表現bhedabuddhyabhāvāt ... ekam ity upacaryate

　4. 結果が同一だから同一と表現kāryaikyād ekam ity ucyate, tadekatvāt tadekatvam ucyate

　4’. 同一結果の原因だから非別ekadhīhetubhāvena ... abhinnatā

 

　これらをもとにニヤーヤと仏教の考える同一・非別の概念を整理すると，次のような区
分を立てることができる．
 

A. 客体として（第一義的に）同一・非別
B. 客体として別だが，主体の側で識別されないから転義的に「同一」
C. 結果が同一だから（転義的に）「同一」「非別」 

 

　ニヤーヤ側はAの第一義的な意味で「同一」を理解しようとし，これに対して仏教
側はBやCで答える．ここでも，二頭の牛の結果が「別であるわけではない」（na ... 

vibhinnatā）と言っているが，その意味は，AではなくBである．最終的な問題は，Cで言
う結果の「同一」が，Aの意味での第一義的な「同一」なのか，Bの意味での第二義的な
「同一」なのか，ということになる．すなわち，「同一の結果」が，第一義的な意味で一つ
の結果なのか，あるいは，単に識別されないという意味で「同一」と表現される結果なのか，
ということである．NM apoha IVの回答部から明らかになるように，ekapratyavamarśaに
関してこのことが問題となる．
116 ここで反論者は，非別を上表のAの意味で捉え，二つの結果が客体として同一ではない
ことを指摘している．
117 ここも上表のBあるいはCで考えれば，牛 1の無分別知覚 1と，牛 2の無分別知覚 2とが，
客体として別だが識別されないこと，あるいは，結果が同一であることから非別であるこ
とが言われていることになる（仏教の定説ではCの意味）．
118 ここでも反論者はAの意味で第一義的に「非別＝同一」を捉え，牛 1の無分別知覚 1と，
牛 2の無分別知覚 2とが，客体として別であることを指摘している．
119 ここで仏教徒は，個物⇒知覚⇒反省知という因果の連鎖を想定している．牛 1から知覚 1，
さらに知覚 1から「牛だ」という反省知が生じる．同様に，牛 2から知覚 2，さらに知覚 2から「牛
だ」という反省知が生じる（片岡 2014b:86, n.113参照）．ここで，反省知 1と反省知 2の区
別は考えられていない．反省知も別々であることは，NM apoha IV 3.4.5.1でジャヤンタが
指摘することになる．なお，知覚から生じる分別知が別々であることは，ダルモッタラ
が既にAP 248.9 -11で指摘している（Kataoka 2010c:180(101).21 -24, 和訳は片岡 2014b:87, 

n.116）．ここで言う反省知とは，ジャヤンタの目から見れば，個体を牛として同定する「牛
だ」という有分別知覚のことであり，随伴相の分別に他ならない．
120 ジャヤンタのこのpratyavamarśaの記述によれば，pratyavamarśaは，「牛だ」「牛だ」と
いう随伴相の分別知（§5）と実質的に変わりないことになる．これを詰めるとNM apoha 

IV 3.4.5.4の相互依存・同義反復の指摘へとつながる． 
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1. 随伴相の認識：牛の個体群に対する「牛だ」「牛だ」という分別知
2. 一つの反省知：牛 1の知覚の直後にある「牛だ」という反省知と同じものが，牛 2の
知覚の直後にもある 

 
121 結果が同一であることから，転義的に，原因を「同一」と表現する，ということであ
る．なお，Hattori 2006:58, n.8は，旧版に従ってテキストを引用しており，iti tad ekatvam 

ucyateと記す．少なくとも，tadekatvamは一語であり，Hattoriの挿入する tadとekatvam

の間のスペースは意味を為さない．筆者は校訂本において，写本に基づいて，tadekatvāt 

tadekatvam ucyateという修正を提案している．
122 ekapratyavamarśaの解釈については，片岡 2014b:85, n.111参照．ジャヤンタはekaḥ 

pratyavamarśaḥ という（ダルマキールティが意図したものと同じ）解釈を前提としている．
123 この詩節が現れる議論の背景（クマーリラからダルマキールティへ），および，ジャヤ
ンタによる批判方法（ダルマキールティからジャヤンタへ）については，片岡 2014b:86, 

n.114参照．
124 ジャヤンタから見れば「牛だ」という随伴相の認識（牛の無分別知覚の直後に生じる有
分別知覚）と反省知とは同一なので，この回答は相互依存，或いは，同義反復となる．そ
のことをジャヤンタはNM apoha IV 3.4.5.4で指摘している．なお，ダルマキールティが本
来意図していたpratyavamarśaは，「これはあれと同じだ」という再認識だと思われる（片
岡 2010b:267-268, n.46参照）．例えばPVSV 41.4にekam ekākāraṃ pratyabhijñānamという
表現がある．この解釈に従った場合，過去に牛 1を知覚 1し，その後，牛 2の知覚 2から「こ
れ 2はあれ 1と同じだ」という一つの再認識が生じる．したがって，別々の再認識が知覚 1

と知覚 2から生じるわけではない．しかし，では何故，牛 2に対しては「これはあれと同
じだ」という再認識が生じ，馬 3に対しては生じないのか，と問われれば，我々の認識は
そういう風にできている，或いは，無始爾来の無明によると答えるしかないであろう．ま
た，ダルマキールティのekamという表現は再認識が一つであることを示しているとして
も，ekākāramは，明らかに，複数の再認識の間で内容が同じであることを示している．す
なわち，牛 2に対する再認識も，牛 4に対する再認識も，「同じ形象を持つ」ということを
示している．それ以外の意味でekākāramという限定を付けることは無意味である．した
がって，その点では，再認識が複数であることは回避できておらず，結局のところ，ダルモッ
タラやジャヤンタの批判は的を得ているということになる．また，「一つの形象」と言わ
れるものも，形象が認識と同一である以上，実際には一つではありえない．それも，ダル
モッタラが指摘する通りである．結局のところ，ダルモッタラのように，共通する〈虚構
されたもの〉を立てて，それを鎹とするほうが解決策としては早い．
125 校訂本のapparatusで指摘したように，ānantyaとvyabhicāraはセットでPS 5.2abに個物
説の過失として指摘される．ただし，vyabhicāraの内容は異なる。
126 仏教の場合，知覚と自相，推論（言葉を含む）と共通相というように，二つは別の領域
で完全に住み分ける．推論が自相に対して働くことはない．いっぽうニヤーヤの場合，同
じ自相に対して，知覚も推論・言葉のいずれも等しく働く．関係把握の過程において，幼
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児は，「牛」という言葉が牛の個物に対して働くのを何度も目撃する．何度も見ることに
より，「牛」という言葉と牛性との間の関係を学習する．このように，関係把握では，言
葉が自相に直接働くことが前提となっている．
 

学習途中：「牛」→牛 1，「牛」→牛 2，……
関係把握：「牛」→牛性

 
127 別の箇所では，共通相に知覚が働くのを認めなければ，関係把握は成り立たな
い（NM I 90.2 -3: sāmānyaviṣaye pratyakṣābhyupagamam antareṇa saṃbandhagrahaṇam 

aghaṭamānam）という指摘を，無限連鎖などを理由に，ジャヤンタは行ってい
る．NM I 87.9 -16: na hy avijñātasaṃbandhaṃ liṅgaṃ gamakam iṣyate/ saṃbandhadhīś ca 

saṃbandhidvayāvagatipūrvikā// sāmānyātmakasaṃbandhigrahaṇaṃ cānumānataḥ/ tasmād 

eva yadīṣyeta vyaktam anyonyasaṃśrayam// anumānāntarādhīnā saṃbandhigrahapūrvikā/ 

saṃbandhādhigatir na syān manvantaraśatair api // tena dūre ’pi saṃbandhagrāhakaṃ 

liṅgaliṅginoḥ/ pratyakṣam upagantavyaṃ tathā ca sati saṃplavaḥ//「なぜならば，その関係が
未把握の証因は理解させるもの（正しい証因）とは認められないからである．また，関係
認識は，両関係項の把握を前提とするからである．もしも，共通性を本質とする関係項の
把握が，その同じ推論に基づくと主張するならば，相互依存は明白である．別の推論に基
づくならば［無限連鎖となるので］，関係項把握を前提とする関係理解は，何百億年経っ
ても無理である．それゆえ，たとえ後々であっても［最終的には］証因と論証対象との間
の関係を把握する知覚を［どこかで］認めなければならない．そうすると，［複数のプラマー
ナが同一の対象に働くという］入り合い（交錯）があることになる．」
128 言葉や推論は，対象として共通性を必要とする．個物説では，上記のように，無数性と
逸脱の過失が帰結するからである．ニヤーヤにとって共通性は実在するものであるが，いっ
ぽう仏教徒にとって，それは，実在するものではなく，他者の排除に過ぎない．他者の排
除が，（実在性を欠いた）共通性として，普遍の代わりを果たすことになる．
129 確定知は，推論（証言を含む）と知覚判断（ニヤーヤ・ミーマーンサーで言うところの
有分別知覚）の二つを含む．分別知から錯誤知（真珠母貝を銀と思い込むような錯誤）を
除いたものである．中須賀 2014a参照．
130 片岡 2014b:89, n.132参照．また，NM I 239.12-13でこの詩節を引用するNM中の仏教
徒は，その直前において次のように述べる．NM I 239.9 -11: ucyate. sarva evāmī vikalpāḥ 

paramārthato ’rthaṃ na spṛśanty eva. sa hi nirvikalpakenaiva sarvātmanā paricchinnaḥ. tad 

uktam.「【仏教徒】答える．この分別は残らず全て，勝義的には，［実在する］対象に触れ
うるということがない．というのも，それ（実在対象）は，無分別知のみにより，全面的
に既に確定済みだからである．そのことが［次の詩節により］言われている．」
131 確定知（niścaya）の本質的な働きは，「いや，非牛ではない」というように，誤って付
託されたものを切り捨てること（samāropitavyavaccheda）にある．この働きは，推論（証
言を含む）と知覚判断に共通する．ここでジャヤンタは，知覚判断の場合を説明している．
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しかし，実際には，知覚判断の場合は，推論とは違って，付託されたものが既にあるかど
うかは微妙な問題である．知覚の直後の段階では，非牛相の付託は意識されておらず，そ
のようなものはないと考えられるからである．ダルマキールティ自身，推論と知覚判断の
場合の「付託されたもの」の違いに注目して，その問題を論じている（PV 1.48）．ダルマキー
ルティは，推論の場合には samāropavyavacchedaがあるが，いっぽう付託という前段階が
そもそもない知覚判断の場合には，samāropavivekaがあると説く．詳しくは中須賀 2014b

参照．
132 「把握済みのものの把握はありうる」という趣旨のジャヤンタの回答はNM apoha IV 3.5.1

で与えられる．
133 ニヤーヤからのこの回答方法は，NM apoha IV 3.5.2にも見られる．片岡 2014b:90, n.135

参照．
134 無駄に対しては，NM apoha IV 3.5.3で回答が与えられる．
135 内容については，片岡 2014b:90-91, n.136参照．これに対する反論はNM apoha IV 3.5.2

で与えられる．




