
ウダヤナの唯識説批判
――Ótmatattvaviveka「外境滅」章研究（1）――　

新　井　一　光

Ⅰ.

本論は、ニヤーヤ学派の思想家ウダヤナ Udayana（11世紀頃）
（1）

の著作

Ótmatattvaviveka（ÓTV,『アートマンの真実の識別』）の和訳研究である。ÓTVは、

“Bauddhådhikåra”（仏教徒を主題とするもの）とも、あるいは “Bauddhadhikkåra”

（仏教徒への非難）とも呼ばれるように、
（2）

仏教に対する批判書であるが、そこで、

とりわけジュニャーナシュリーミトラ Jñånaßr¥mitra やラトナキールティ

Ratnak¥rti の唯識説が批判されていることは先行研究によって明らかにされて

いる。
（3）

彼らの認識論的立場は有形象唯識説と呼ばれる。それは、この世界は識

（vijñåna）だけであり、その識は自己認識（svasaµvitti）であり、しかも形象を有

し、構想された所取と能取の関係を離れていると説明し得るであろう。この有

形象唯識説は、外界に実体を認めないのであるから、ニヤーヤ学派で主張され

るアートマン（åtman）は当然否定される。ニヤーヤ学派では、アートマンは実

在であり、しかも知と異なる実体であるが、その知は、アートマンの属性であ

ると説く。
（4）

識以外に、いかなる実体をも認めない唯識説は、したがって、ウダ

ヤナにとっては決して承認し得ないものであるから、彼は、唯識説の理論的メ

カニズムである自己認識説を否定したのである。それ故、ÓTVにおけるウダヤ

ナの目的は、このような理論を否定し、自らの思想を確立することであった。

ウダヤナの著作として七つの作品が知られている。
（5）

（1） Lak∑åˆåval¥

（2） Lak∑aˆamålå

（3） Ótmatattvaviveka

（4） Nyåyakusumåñjali

（5） Nyåyaparißi∑†a

（6） Nyåyavårttikatåtparyaparißuddhi

（7） Kiraˆåval¥
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（1）はヴァイシェーシカ学説の手引書、（2）はニヤーヤ－ヴァイシェーシ

カ学派のカテゴリー論を扱ったもの、（3）が仏教に対する批判書、（4）は神の

存在を論証したもの、（5）は論理学における “jåti”（類）と “nigrahasthåna”（負

処）を扱ったもの、（6）はヴァーチャスパティミシュラ Våcaspatimißra の

Nyåyavårttikatåtparya†¥kåに対する注釈、（7）はプラシャスタパーダ Praßastapåda

の Padårthadharmasaµgraha に対する注釈である。
（6）

ウダヤナの仏教批判について、古くはシチェルバツスキーが報告している。
（7）

シチェルバツスキーは、そこで「認識行為と認識内容の同一性に関する仏教学

説 に つ い て 」 と い う タ イ ト ル の 下 に 、 そ れ に 関 す る

Nyåyavårttikatåtparyaparißuddhi の議論を英訳し、そこに、ミーマーンサー学派、

唯識派、経量部、毘婆沙師の諸説が、ウダヤナによって述べられていることを

紹介している。
（8）

一方、ÓTV 冒頭では、ウダヤナは、仏教徒による批判を〔1〕刹那滅、〔2〕

外境滅、〔3〕属性と基体の区別の否定、〔4〕非認識という四つの主題に分けて

いる。
（9）

本論の目的は、それらのうち、唯識説が批判されている〔2〕「外境滅」

章（ÓTV, pp.429-709）を考察の範囲として、ウダヤナの仏教批判を明らかにす

ることである。

「外境滅」章に関する先行研究を確認しておこう。「外境滅」章を含む、

ÓTV 全体に関しては、英語による ÓTV（D）とヒンディー語による ÓTV（T）

の翻訳があり、また、V.Varadachariによるサマリー（Potter（1977）、pp.526-557）

がある。「外境滅」章について言えば、部分的に、岩田孝氏による独訳（Iwata

（1991a）（1991b））と Chakrabarti（1999）による英訳があり、考察されている。ま

た北原裕全（1997）の論考がある。北原（1997）は、有形象唯識説の理論的特

徴である多様不二論をウダヤナがいかに批判したかという観点から「外境滅」

章の議論の概略を述べたものであり、その議論の理解に有益である。しかしな

がら、「外境滅」章に関する研究は、いくつかの翻訳が得られるとは言え、〔1〕

「刹那滅」章に関する研究に比べれば、充分になされているとは言い難いのが

現状であるように思われる。
（10）

メインのテクストとして ÓTV（BI）を採用する。特に断りがないかぎり

ÓTVの頁数は ÓTV（BI）のものである。他の諸本との異同がある場合は、異

読のみを示してある。
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Ⅱ.

ウダヤナは、「外境滅」章の著述を、仏教徒、すなわち識論者からの次のよ

うな反論で始めている。

（i） vijñånavådini  jågarūke  båhyam  eva  nåsti  kuta  åtmeti  cet/ （ÓTV, p.429, ll.3-

4）

（1）（識論者）識論者（vijñånavådin）が目覚めて（jågarūka）、「ほかならぬ外

〔境〕（båhya）は存在しない。アートマン（åtman）が一体どうして存在し

ようか」と言うならば、

このような識論者の反論に対して、ウダヤナは三つの選択肢を立て、識論者

にそれを説明するように求めている。

（ii）sa  tåvad  idaµ  p®∑†o  vyåca∑†åµ  kiµ  te  gråhyagråhakabhågayo˙

paramårthasator  evåbhedo vivak∑ita  utåho  ’bhinnajåt¥yatvam  atha

gråhyåµßasyål¥katvam  iti/  （ÓTV, p.429, ll.4-7）

（2）（ウダヤナ）その者〔＝識論者〕は尋ねられたならば（p®∑†a）、まず、

〔Ｆ1〕あなた〔＝識論者〕によって、まさに勝義有（paramårtha-sat）で

ある、所取と能取の部分（gråhya-grahåka-bhåga）の無区別性（abheda）が、

意図されたのか。

〔Ｆ2〕あるいはまた、〔その所取と能取の部分が〕無区別なものに属す

るものであること（abhinna-jåt¥yatva）が〔意図されたのか〕。

〔Ｆ3〕それとも、所取の部分（gråhya-aµßa）が虚偽なものであること

（al¥katva）が〔意図されたのか〕。

という、これを説明せよ。

〔Ｆ1〕においてウダヤナは、識論者は勝義として所取と能取の部分の無区

別性を認めるのかどうか、と問うている。この問いに対しては、後に述べるよ

うに、三つの証因がウダヤナによって検討され批判されている。〔Ｆ2〕もまた、

所取と能取の無区別性に関する議論と思われる。記述が簡潔なため、この記述

だけからウダヤナの意図を理解することは困難であるが、これに対しては後に

検討するであろう。
（11）

〔Ｆ3〕では、所取の部分の虚偽性が問題とされている。
（12）

さらに、〔Ｆ1〕に対して、ウダヤナは三つの証因を挙げる。

（iii）tatra  prathame  sådhye  ya˙ kaßcid  dhetur  upåd¥yate  sahopalambhaniyamo

vå gråhyatvaµ  vå prakåßamånatvaµ  vå  sa  vyaktam  åbhåsa˙/ （ÓTV, p.431,

ウダヤナの唯識説批判（新井） （39）
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ll.1-3）

（3）その第一の証明されるべき〔属性〕（sådhya[-dharma]）〔＝gråhya-gråhaka-

bhågayo˙  paramårtha-sator  eva  abheda˙〕において、

〔Ｆ1-1〕同時知覚の必然性（saha-upalambha-niyama）であれ、

〔Ｆ1-2〕所取性（gråhyatva）であれ、

〔Ｆ1-3〕顕現しつつあること（prakåßamånatva）であれ、

何であれ、或る証因が取られるとき、それは明らかに誤った〔証因〕

（[hetv-]åbhåsa）である。
（13）

このうち〔Ｆ1-1〕は、所取と能取は必ず共に知覚されることを意味するが、

周知のように、これは、ダルマキールティ Dharmak¥rti が Pramåˆavinißcaya 第1

章で提示した唯識性の証因である。
（14）

〔Ｆ1-2〕は、青等の所取が、知から異な

っていないこと、〔Ｆ1-3〕は、「顕現しつつあること」、すなわち知は、所取か

ら異なっていないこと、という証因である。ウダヤナはこれらの三つの証因す

べてを誤った証因、すなわち、「似因」として否定するのであるが、まず第一

に、〔Ｆ1-1〕を検討している。

（iv） tathå  hi  n¥ladhavalådiparasparaviruddhåkåranikaråvagåhi  vijñånam1

anubhūyate  tad  idaµ  tasya  svavadhåya  k®tyotthåpanam/ （ÓTV, p.433, ll.7-9）

1 ÓTV（Ch）（D）: -avagåhivijñånam.

（4）なぜなら、青や白等の相互に矛盾した形象群を認識する（n¥la-dhavala-ådi-

paraspara-viruddha-åkåra-nikara-avagåhin）識（vijñåna）が、経験されるからで

ある。したがって、それ〔＝相互に矛盾した多数の形象を認識すること〕

は、それ〔＝識／識論者〕にとって、自己の損害（sva-vadha）のために、

果を生み出すこと（k®tyå-utthåpana）なのである。

ここでウダヤナは、識は、相互に矛盾した形象群を認識するものとして、経

験されるが、その形象群を認識することは、自己自身を破砕することであると

述べている。何故なら、〔Ｆ1〕において見たように、識論者においては、所取

と能取は無区別なものであるから、その無区別なもの、すなわち無区別な知が、

多様な形象を認識すれば、その知は破砕されることになるからである。この事

情をウダヤナは次のように説明し、批判している。

（v）yadi  hi  mitha˙  pratyan¥kadharmån  ullikhet  katham  ekaµ  sat  tadåtmakaµ

bhavet/  na  ced  ullikhet  kathaµ  tadåkåraµ  nåma/

svasaµvedanasyånullikhitarūpåbhåvåt/ （ÓTV, p.434, ll.4-6）

ウダヤナの唯識説批判（新井）（40）
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（5）［1］実に、もし〔識が〕相互に（mithas）対立する〔青や白等の形象と

いう〕諸属性（pratyan¥ka-dharma）を現すであろうなら、存在しつつある

一つのもの（eka）が、それ〔＝相互に対立する諸属性〕を本質とするも

の（tad-åtmaka）と、一体どうしてなるであろうか。［2］〔もし識が一緒

に対立する諸属性を〕現さないというならば、〔識が〕それ〔＝青や白

等の矛盾する属性〕を形象としてもつ（tad-åkåra）、ということが、一体

どうしてあろうか。自己認識が、現された形象をもたないことはないか

らである（sva-saµvedanasya  anullikhita-rūpa-abhåvåt）。

これは次のような意味であろう。もし、識が、多様な形象を現すならば、

「存在しつつある一つのもの」、すなわち識が、多様な形象をもつものと一体ど

うしてなるのか。というのも、単一な識が、多様な形象をもつことはできない

から。一方、識が多様な形象を現さないならば、一体どうして、その識は、多

様な形象をもつのか。なぜなら、そもそも、多様な形象は存在しないのだから、

識は多様な形象をもちえないからである。自己認識は、現されたものを形象と

してもつからである。

ここで、より重要な批判は［1］の記述であり、それは端的に言って、多様

不二論
（15）

に対する批判である。［2］は、単に識が多様な形象を現さなかったら

ならば、と前提して行っている批判であるから、その意味で、唯識派に対して

有効な批判とはならないと考えられる。

Ⅲ.

さて、これに対して、識論者は次のような批判を行っている。
（16）

（vi）båhyasyaivaµvidhaviruddhadharmådhyåsåd  bhayam/  tathåtve  ’py  abhede

’rthakriyåcetanaprav®tt¥nåµ  sa∫karaprasa∫gåt,  vivecanånupapattiprasa∫gåc

ca/  na  tu  vijñånasya,  na  hi  tasyårthakriyådh¥naµ  sattvam,  api  tu

pratibhåsamåtrådh¥nam1/  nåpi  tatrårthakriyårthina˙  kåcit  prav®tti˙/

svarasavåhivijñånapravåhåtiriktåyå  arthakriyåyås  tadarthinaß  cåbhåvåt/

vivecanåbhåvaß  ca 2 paramo  nirvåha˙3/  svasaµviditarūpatvåd  iti  cet/  （ÓTV,

p.435, ll.10-17）

1 ÓTV（T）: pratibhåsasamåtrådh¥nam.  2 ÓTV（Ch）（T）adds atra.  3 ÓTV

（Ch）: ’nirvåha˙. 

（6）（識論者）［1］外〔境〕に対して、次のような種類の、矛盾する属性の

ウダヤナの唯識説批判（新井） （41）
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付託（evaµ-vidha-viruddha-dharma-adhyåsa）に関する恐れ（bhaya）がある。

［1―1］そうであるとしても〔＝外境に対して矛盾する属性の付託があ

るとしても〕、〔外境が〕別異性をもたないとき、「果を生じること」と

「心作用」（arthakriyå-cetana-prav®tti）には、混在という過失があるから

（sa∫kara-prasa∫gåt）。［1―2］また、〔外境に対して矛盾する属性の付託が

あるならば、外境にとって〕区別の不成立という過失があるから

（vivecana-anupapatti-prasa∫gåt）。

［2］しかし、識（vijñåna）に対して〔そのような恐れは〕存在しない。

なぜなら、それ〔＝識〕の存在性 （sattva）が、「果を生じること」に依

存する（arthakriyå-adh¥na）、ということはないからである。そうではなく

て、〔識の存在性は〕顕現のみに依存する（pratibhåsa-måtra-adh¥na）のであ

る。その場合、「果を生じること」を望む人（arthakriyå-arthin）にとって、

何らかの活動（prav®tti）があるということもないのである。自己の味を

運ぶ（sva-rasa-våhin）、
（17）

識の連続とは異なる（vijñåna-pravåha-atirikta）「果を

生じること」と、それ〔＝果を生じること〕を望む人は、存在しないか

らである。

また、〔識に〕区別が無いこと（vivecana-abhåva）が、最高の完成

（paramo  nirvåha˙）である。〔識は〕自己認識された形象をもつが故に

（sva-saµvidita-rūpatvåt）。

［1］の「矛盾する属性の付託」という概念は、ダルマキールティによって

別異性（bheda）であると定義されている
（18）

。この定義にもとづいてまず、［1］で、

記述（5）―［1］に示されたような問題、すなわち存在しつつある一つのものが

相互に対立する諸属性をもつことはできないという問題は、外境に対してある

ものであると識論者は述べ、二つの「恐れ」を示している。一つ［1―1］は、

識が別異性をもたないのと同様に、外境が別異性をもたないなら、そのような

別異性をもたない一つの外境に、「果を生じること」と「心作用」（arthakriyå-

cetana-prav®tti）
（19）

という、矛盾する属性の付託があるなら、混在（sa∫kara）
（20）

とい

う過失があるというものである。次の［1―2］は、外境に矛盾する属性の付託

があるならば、ウダヤナにとって望ましくない「別異性の不成立」が帰結する

であろう、という意味である。
（21）

しかし、外境に関して考えられたこのような恐れは、識には存在しない。識

の存在性は、外境が「果を生じること」（arthakriyå）に依存して存在性をもつの

ウダヤナの唯識説批判（新井）（42）
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とは異なり、顕現のみ（pratibhåsa-måtra）に依存するからである。その場合には、

したがって、「果を生じることを望む人」には、当然いかなる活動も生じない

であろう。また、唯識説においては、識に区別（vivecana）が無いことが最高の

状態である。何故なら、識は、自己認識された形象をもつからである。記述

（vi）は以上のような趣旨と思われる。
（22）

また、この記述が「外境滅」章におい

てウダヤナによって提示された最初のまとまった識論者の見解であるというこ

とをここで確認しておこう。

さて、記述（6）の識論者の批判に対し、ウダヤナは次のように反論する。

（vii） tat  kim  a∫ga/  pariˆataßånter  åßramapadam  iva  vijñånam  åsådya

vyålanakulåder  iva  n¥ladhavalåde˙  ßåßvatikavirodhatyågo  nibh®tavairåˆåµ

tatphalatyågo  vå / （ÓTV, p.438, ll.3-5）

（7）（ウダヤナ）それが一体何の役に立つのか（tat  kim  a∫ga）。［1］成熟し

た寂静をもつ人（pariˆata-ßånti）の住居（åßrama-pada）のように識を獲得し

てから（åsådya）、蛇（vyåla）とマングース（nakula）等にとってのように、

青や白等の、〔互いの〕永遠の矛盾の棄却（ßåßvatika-virodha-tyåga）がある。

あるいは［2］敵意が宥められた人々（nibh®ta-vaira）にとって、それ〔＝

敵意〕の結果の棄却（tat-phala-tyåga）がある。

この記述は簡潔であり理解しにくいが、ここで「識」が場所と見なされてい

ることを確認して、続くウダヤナの論述を見てみよう。

（viii） na  tåvat  prathama˙, 1parasparani∑edhavidhinåntar¥yakavidhini∑edhayor

avirodhe  jagati  virodhocchedaprasa∫gåt/  na  caivam  astv  ity  uttare  ’pi

nirv®ti˙2,  katham  apy  uktarūpatåyå  aniv®tte˙,  tåvanmåtraßar¥ratvåc  ca

virodhasya/  tatsiddhir  eva  ca  bhedasiddhir  ato  na  dvit¥yo  ’pi/ （ÓTV, p.438,

ll.14-19）

1 ÓTV（Ch）: parasparabidhini∑edha-. 2 ÓTV（Ch）: niv®tti˙.

（8）まず、第一のもの〔＝記述（7）―［1］〕ではない。相互の否定と肯定な

しにはない肯定と否定をもつ二つのもの（paraspara-n i∑edha-v idhi -

nåntar¥yaka-vidhi-ni∑edha）が、矛盾をもたないならば（avirodhe）、世間

（jagat）において、矛盾の破壊という過失が付随して生じるからである

（virodha-uccheda-prasa∫gåt）。しかるに、「このようであるべし〔→

矛盾の破壊があるべきである〕」と答えたとしても、安心（nirv®ti）があ

る、ということはない。いかようにしても、言われた性質をもつこと

ウダヤナの唯識説批判（新井） （43）
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（ukta-rūpatå）に、否定はないから（aniv®tte˙）。また、矛盾（virodha）は、

その限りのものを体とするが故に（tåvan-måtra-ßar¥ratvåt）。

しかるに、それ〔＝矛盾〕の成立（tat-siddhi）だけが別異性の成立

（bheda-siddhi）である。この故に、第二のもの〔＝記述（7）―［2］〕でも

ない。

まず、“paraspara-ni∑edha-vidhi-nåntar¥yaka-vidhi-ni∑edhayor  avirodhe  jagati

virodha-uccheda-prasa∫gåt” の一文をいかに理解するかが重要であろう
（23）

。ウダヤ

ナは、記述（7）の「青や白等の、〔互いの〕永遠の矛盾の棄却（ßåßvatika-

virodha-tyåga）」を否定するために、次のような二通りの事態を想定している。

すなわち、仮に A と B という二つの矛盾する属性があるとき、①A が否定さ

れれば B が肯定され、②一方、 A が肯定されれば、B が否定される。①と②

は相互に対立するが、そのような①と②に矛盾がなくなるなら、世間において

矛盾が破壊することになるであろう。このような事態は、しかし、外境に別異

性を認めるウダヤナにとって肯定されるものではない。たとえ識論者が「矛盾

があってはならない」と答えるとしても、その答論は困難を解決するものでは

ないのである。なぜなら、すでに述べられた、①と②という相互に対立する性

質をもつもの〔→外境〕は、いかようにしても否定されないからである。

ウダヤナは、このように外境に矛盾（virodha）を認め、そのような矛盾の成

立だけが、別異性（bheda）の成立であると述べている。この言明は、記述（6）

―［2］において「矛盾する属性の付託によって区別の不成立が帰結する」とい

う識論者の反論を回避するためになされたものであろう。しかし、少なくとも、

この言明にもとづいて、ウダヤナによって記述（7）において設定された第二

の選択肢「敵意が宥められた人々にとって、それ〔＝敵意〕の結果の棄却があ

る」という一文は、例えば青と白のような、互いに矛盾する属性をもつものに

矛盾がなくなるならば、「敵意の結果」すなわち「別異性」が棄てられること

になる、ということを意図したものと考え得るのである。ウダヤナの記述（8）

は、「識に区別が無いことが、最高の完成である」という識論者の主張――そ

れは自ら設定したものであるけれども――に対する厳しい批判となっているこ

とが知られるであろう。

さらにウダヤナは次のように反論を続けている。

（ix）yas  tu  båhye  virodhaparipålanåya1 viße∑o  darßita˙  sa  te∑åm  evåstu2/  yadi

hi  viruddhadharmådhyåsasya  bhedasådhakatvaµ  prati  samåßvåsa˙3,  kim
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arthakriyåpratiniyamopanyåsena4/  na  cet,  tathåpi  kiµ  tena,  so  'pi  hy

arthakriyayor  viruddhadharmådhyåsena5 bhede  sati  syåt/  （ÓTV, p.441, ll.6-

10）

1 ÓTV（Ch）:virodhapålanåya. 2 ÓTV（Ch）:astv iti. 3 ÓTV（Ch）:-sådhakatve

pratisamåßvåsa˙.  4 ÓTV（Ch）:arthakriyåµ  prati  niyamopanyåsena. 5 ÓTV

（D）:viruddha˙  dharmådhyåsena.

（9）しかし、何であれ、外〔境〕における矛盾（virodha）を保護するために

示された区別（viße∑a）なるもの、それは、それら〔＝諸外境 : ÓTVK〕

にとってのみあるべきである。なぜなら、もし、矛盾する属性の付託

（viruddha-dharma-adhyåsa）が別異性を成立させるものであること（bheda-

sådhakatva）に対して信頼（samåßvåsa）があるなら、「果を生じること」

が個々に確定していることを述べること（arthakriyå-pratiniyama-upanyåsa）

は必要ではないからである。〔もしまた、矛盾する属性の付託が別異性

を成立させるものであることに対して信頼が〕ないというならば、その

ようであっても、それ〔＝「果を生じること」が個々に確定しているこ

と〕は必要ではない。なぜなら、矛盾する属性の付託によって、「果を

生じること」をもつ二つのものに別異性（bheda）があるから、それ〔＝

arthakriyå-pratiniyama〕も在るだろうから。

ウダヤナは、外境における矛盾、すなわち外境における別異性を護るために

区別（viße∑a）は必要であり、それは、外境にとってのみなければならないと述

べている。「矛盾する属性の付託が別異性を成立させるものであること」とい

うのは、記述（8）の「矛盾の成立だけが別異性の成立である」という一文を、

より精確に言ったものであるが、それは外境だけに適用される。「矛盾する属

性の付託が別異性を成立させるものであること」が承認されるなら、外境にお

ける別異性がすでに確定しているのだから、外境の存在性が依存する「「果を

生じること」が個々に確定していることを述べる」必要はもはやないのである。

一方、「矛盾する属性の付託が別異性を成立させるものであること」が承認

されないとしても、「果を生じること」が個々に確定していることを述べる必

要はない。なぜなら、矛盾する属性の付託によって、「果を生じること」をも

つ二つのものに別異性があるからである。

つまり、ウダヤナは、「矛盾する属性の付託」が、別異性を成立させるもの

であることであるか否かを問う必要はなく、「矛盾する属性の付託」だけによ
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って別異性は成立すると主張している。すでに確認したように、ウダヤナは

「矛盾の成立だけが別異性の成立である」と述べているからである。

さて、ここまで、「外境滅」章の識論者の反論とそれに対するウダヤナの答

論を考察したが、これらの記述（vi）～（ix）は、ジュニャーナシュリーミトラの

Såkårasiddhißåstra （SSŚ）における次のような議論を踏まえたものと思われる。

（x）nanu  viruddhadharmådhyåso  bheda  ucyate,  sa  ca  båhyasya  buddher  veti

nåtra  niyama  iti  cet/  niyama  eva/  båhyåbhede  hi  nårthakriyåpratiniyama

eva,  tadanådare  ca  pratibhåsamåtråt  na  viße∑a  iti  tad  abhåva  eva  syåt/

buddhes  tu  bheda  eva  svarūpahåni˙,  arthakriyånapek∑åyås  tasyå˙  prakåßåd

eva  sattvåt/  bhede  ca  prakåßåbhåvaprasaktis  tadavasthåyå˙/ （SSŚ, p.449,

ll.12-15）

（10）（反論）矛盾する属性の付託（viruddha-dharma-adhyåsa）が、別異性（bheda）

と言われるのではないか。しかるに、それ〔＝別異性〕が、外〔境〕の

〔別異性〕、あるいは知（buddhi） の〔別異性〕である、という、これに

対する限定（niyama）は存在しない、というならば、

（答論）ほかならぬ限定はある。なぜなら、外〔境〕に別異性がないな

らば、ほかならぬ「果を生じること」が個々に確定していること

（arthakriyå-pratiniyama）はないから。しかるに、それ〔＝果を生じること〕

が考慮されないとき、顕現のみ（pratibhåsa-måtra）から異なるものは存在

しない。というわけで、それ〔＝果を生じること〕は無にほかならない

であろう。一方、知に、まさに別異性があるならば、〔知の〕本性に対

する損害（svarūpa-håni）がある。果を生じることに依存しない（arthakriyå-

anapek∑å）、それ〔＝知〕は、顕現（prakåßa）のみにもとづいて、存在す

るからである。そして、それ〔＝果を生じることに依存しないもの〕を

状態とする（ t ad-avas thå）〔知〕に別異性があるならば、顕現の無

（prakåßa-abhåva）という過失があるのである。

反論者は、ここで、矛盾する属性の付託が別異性と言われるけれども、しか

し、その別異性は、外境に対して、あるいは知に対して、というような限定

（niyama）を欠いていると述べている。ジュニャーナシュリーミトラは、それに

対し、別異性に限定はあると述べ、その限定の、外境と知に対する二つのケー

スを示している。

外境において別異性がない場合、「果を生じること」が個々に確定している
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ことはない。外境の「果を生じること」が否定されるならば、「顕現のみ」

（pratibhåsa-måtra）とは別のものは存在しないのである。別異性（bheda）は外境

にのみあり、しかもその外境とは「果を生じること」が個々に確定したもので

ある。これを言い換えれば、知に別異性がなく顕現のみが存在するということ

である。有外境論者と想定されるこの反論者はこの見解を決して肯定しないで

あろう。

一方、知に別異性がある場合、知の本性（svarūpa）が害される。
（24）

果を生じる

ことに依存しない知は、顕現（prakåßa）のみにもとづいて、存在するからであ

る。また、「果を生じること」に依存しないものを状態とするもの、すなわち

知に、別異性が在るなら、顕現の無（prakåßa-abhåva）という過失が生じる
（25）

。

顕現の無は、ジュニャーナシュリーミトラによって決して肯定されないから、

知に対して別異性を認めることはできない。記述（x）はこのような趣旨であ

る。

さて、先に私は、記述（6）―［2］の「矛盾する属性の付託によって別異性の

不成立が帰結する」という識論者の反論を回避するために、ウダヤナは記述

（8）の「矛盾の成立だけが別異性の成立である」と主張したのではないかと述

べた。つまり、「矛盾」を「別異性」と見なすウダヤナの主張は、SSŚの記述

（10）における「矛盾する属性の付託が別異性と言われるのではないか」とい

う言明と意味を等しくする。また、記述（9）でウダヤナが、「矛盾する属性の

付託が別異性を成立させるものであること」に対する信頼の有無にかかわらず

「「果を生じること」が個々に確定していること」を述べる必要はないと言った

ことも、SSŚ の記述（10）の「しかるに、それ〔＝別異性〕が、外〔境〕の

〔別異性〕、あるいは知の〔別異性〕である、という、これに対する限定は存在

しない」という反論を踏まえたものであろう。

さらに、この SSŚ の「しかるに、それ〔＝果を生じること〕が考慮されな

いとき、顕現のみ（pratibhåsa-måtra）から異なるものは存在しない。（……）果を

生じることに依存しない（arthakriyå-anapek∑å）、それ〔＝知〕は、顕現（prakåßa）

のみにもとづいて、存在するからである」という記述は、ÓTV の記述（6）で、

識の存在性は、果を生じることに依存するものではなく、顕現のみに依存する
（26）

と言われていたことと同様の趣旨である。それ故、記述（6）～（9）は、SSŚの

記述（10）を踏まえていると結論できるであろう。
（27）

（未完、2003年7月11日）
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ÓTVK : Ótmatattvavivekakalpalatå (=  Śa∫kara Mißra’s  †¥kå  ad  ÓTV),  in: ÓTV

(BI)

ÓTVP :  Ótmatattvavivekaprakåßikå (= Bhag¥ratha .Thakkura’s  †¥kå  ad  ÓTV),  in:

ÓTV (BI)

ÓTVD :  Ótmatattvavivekad¥dhiti   (= Tårkikaßiromaˆi  Raghunåtha’s  †¥kå  ad  ÓTV),

in: ÓTV (BI)

ÓTVN :  Ótmatattvavivekad¥pikå   (= Nåråyaˆa’s  †¥kå  ad  ÓTV),  in: ÓTV (Ch)

JNA  : Jñånaßr¥mitranibandhåvali,  ed.  by  A.Thakur,  TSWS,  Vol.V,  Patna,  1959,

1987.

ND  :  Nyåyadarßanam,  2 vols,  Calcutta  Sanskrit  Series,  1936［repr.  Rinsen  Book

Co.,  1982］.

NBh  :  Nyåyabhå∑ya (in :  ND)
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（4）このことは、NSū 及び NBh  では例えば次のように述べられている。これは、宮

坂（1956）における考察（pp.437-439）にもとづくが、以下の記述に対しては拙

訳を付しておきたい。

ウダヤナの唯識説批判（新井） （49）

― 342 ―



nitya˙  khalv  ayam  åtmå  [NBh  ad  NSū,  III-2-39]（ND, p.875, l.9）《実に、この
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ているが、これは、“abheda” を “abhinnatva” と理解したためである。従って、

“bheda” は “bhinnatva” であるから、「区別性」と訳したいところであるが、「区別

性」という日本語は、日本語としてみたとき不自然なように思われるので原則と

して「別異性」と翻訳した。また、単に「区別」と訳してもよいが、そうしなか

ったのは “bhinnatva” の “-tva” が、“abhinnatva” の “-tva” が「無区別性
、
」と訳され

るのと同様に、訳語に反映されるべきであると考えたからである。また、本稿で

は、「区別」という日本語が、後に言及されるように、“vivecana” “viße∑a” という

サンスクリット語の訳語として用いられている。“bheda” “vivecana” “viße∑a” はそ

れぞれ異なる語であり、それらには何らかの意味の違いがあるはずであるが、し
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かしそれらの微細な意味の違いを理解し訳語に反映させるのは難しいと思われた

ので、“vivecana” と “viße∑a” には「区別」という訳語で統一してある。ただし、

これは翻訳においてのことであり、論述においては「別異性」という語によって

“vivecana” や “viße∑a” を説明しているところもある。

（12） Iwata（1991a）、 p.32、北原裕全（1997）、 p.955 参照。北原氏は、〔Ｆ1〕〔Ｆ2〕

を形象真実論を想定したもの、〔Ｆ3〕を形象虚偽論を予想したものと述べている。

北原（1997）、p.955 参照。北原氏の想定が正しければ、形象真実論と形象虚偽論

をウダヤナが意識していたと考えられる点で興味深い。というのも、ウダヤナは、

無形象虚偽唯識説と思われる反論に対して、区別の否定は無区別性の肯定である

と述べているからである。ÓTV,  p.475, ll.1-3 参照。なお、この記述（ÓTV,  p.475）

には岩田氏も注目しておられる。Iwata（1991a）、 p.32, do.（1991b）、 p.40（n.43）

参照。

（13）Iwata（1991a）、 p.31, do.（1991b）、 p.39, n.35-37 において読解されている。

（14）“sahopalambhaniyama” という証因は、唯識性と共に、所取と能取の間の無区別性

の証因でもある。Matsumoto, Shiro（1980）: “Sahôpalambha-niyama”『曹洞宗研究

員研究生研究紀要』12, pp.298-265, esp. p.297, pp.273-272, n.3，Iwata (1991a), pp.18-

20, p.112, do. (1991b), p.92, n.11 参照。

（15）多様不二論は、形象真実論の理論的特徴である。この理論自体は、ダルマキー

ルティの Pramåˆavårttika, pratyak∑a（PV  III）、kk.220-221 で確立された。多様不二

論については多く説明がなされているようであるが、ここには松本史朗氏の論文

からその説明を引用しておきたい。すなわち、Madhyamakålaµkåra の次の記述で

ある。《ある人々は「瑪瑙の宝石の様に、唯一の識が多様な形象（∫o bo, rūpa）

を持つ」と言う》。ここでいう、「ある人々」の主張が多様不二論である。（松本

史朗 （1986）:「後期中観思想の解明にむけて ―― 一郷正道氏『中観荘厳論の研

究』を中心に――」『東洋学術研究』25-2、p.185）

なお、多様不二論を論じた論文は多数あるので、ここには次の一論文のみを挙

げておきたい。沖和史（1973）:「Dharmak¥rti の《citrådvaita》理論」『印度学仏教

学研究』21-2、pp.975-969。

（16）この批判は、ÓTV に対する注釈者の一人であるシャンカラミシュラ Śa∫karamißra

によって、ラトナキールティの説であると述べられている点で注目される。

ÓTVK、p.435, l.17 参照。これがラトナキールティの説を予想したものであること

は、北原氏も指摘している。北原（1997）、 p.954 参照。

（17）「自己の味を運ぶ」と訳した “sva-rasa-våhin” という語について若干述べておこう。

“sva-rasa” とは、字義通りには「自己の味」あるいは「自己の本質」という意味で

あるが、『梵和大辞典』（講談社、1986）によれば、「無功用」「自然」、“sva-

rasena” には、「任運」「由自性」「淳至」「任運自然」という漢訳語が確認される。

つまり、それらの漢訳語によって、“sva-rasa-våhin” が、「任運に運ぶ」、換言すれ
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ば「自己の力で動いていく」という意味であることが理解されると思われる。し

かし、“sva-rasa-våhin” という語を「自己の力で動いていく」と翻訳するのは意訳

にすぎると思い、逐語的に「自己の味を運ぶ」と訳したが、このような意味で解

釈したことをお断りしておきたい。さらに誤解を避けるために付け加えておくと、

「自己の味を運ぶ」のは「識」であって、識の「流れ」ではない。また、「自己の

味を運ぶ識の連続とは異なる「果を生じること」」という文章が、「識」と「果を

生じること」の明確な区別を示している、というよりはむしろこの文章は、唯識

派がそのような「識の連続」における「果を生じること」については否定的でな

かったことを含意しているのではないかとも考えられる。

（18）ダルマキールティは Pramåˆavårttikasvav®tti（PVSV, The Pramåˆavårttikam of

Dharmak¥rti, The First Chapter with Autocommentary, ed. by R. Gnoli, Rome 1960）に

おいて次のように述べている。

ayam eva khalu bhedo bhedahetur vå bhåvånåµ viruddhadharmådhyåsa˙ kåraˆabhedaß

ca/（PVSV, p.20, ll.21-22）

《実に、ほかならぬこの、諸事物の別異性、或いは別異性の原因は、矛盾する属

性の付託と、原因の別異性である》。

久間泰賢氏は、この記述がダルマキールティ以降の8―10世紀のニヤーヤ学派

の思想家達によく知られていたことを指摘している。Kyuma, T. (1999) : “Bheda

and virodha”, Dharmak¥rti’s Thought and Its Impact on Indian and Tibetan Philosophy, ed.

by Sh. Katsura, Wien, Verlag der Österreichschen Akademie der Wissenschaften, pp.228-

229 参照。

なお、ウダヤナが「矛盾する属性の付託」という概念によって仏教を批判する

ことが考察される際、彼の「矛盾」に関する見解が問題となるであろうが、それ

に関しては稿を改めたい。また、仏教徒の「矛盾」解釈についていくつかの先行

研究が発表されているけれども、ウダヤナとの関連で Bandyopadhyay, N. (1988):

“The Concept of Contradiction in Indian Logic and Epistemology”, Journal of Indian

Philosophy 16 を挙げておきたい。

（19）シャンカラミシュラは次のように注釈している。

tathåtva iti/  viruddhadharmådhyåse  ’py  abhede  n¥ladhavalåd¥nåµ pratiniyata-

arthakriyåkåritvaµ d®∑†am  eva  vigha†eta,  na  ca  pratiniyatå  prav®tti˙  syåt/ （ÓTVK,

p.435, ll.19-22）

《tathåtve というのは、矛盾する属性の付託があるとしても、〔外境が〕別異性

をもたないとき、青や白等が、個々に確定している「果を生じること」をなすも

のであること（pratiniyata-arthakriyå-kåritva）は、まさに明らかに破滅するであろ

う。しかるに、〔心〕作用（prav®tti）が、個々に確定している〔「果を生じること」

をなすものであること〕（pratiniyatå）である、ということはないであろう》。〔下

線部は ÓTV の文章を示す。〕
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“arthakriyå” という語は、周知のように、ダルマキールティのPV  III-3 において

勝義有（paramårthasat）を定義する際に用いられている。すなわち、そこでは、

“arthakriyå” の能力をもつもの（arthakriyå-samartha）が勝義有であると定義されて

いるが、“arthakriyå” に「目的の成就」と「果を生じること」という二義性がある

ことは、M.Nagatomi（1967-68）: “Arthakriyå”,  Adyar  Library  Bulletin 31-32,

1967-68、神子上恵生（1978）:「物にそなわる普遍的機能（Såmånyå  ßakti）と特

殊的機能（Pratiniyatå  ßakti）」『仏教文化研究所紀要』17、桂紹隆（1983）:「ダル

マキールティの因果論」『南都仏教』50 において指摘されている。神子上（1978）

は、ジャイナ教徒 Haribhadra  Sūri の著作において、仏教徒が物に普遍的機能

（såmånyå  ßakti）と特殊的機能（pratiniyatå  ßakti）という二つの機能（ßakti）を認

めていること、そしてそれがダルマキールティの著作においても確認されること

を明らかにし、特殊的機能については次のように指摘している。《特殊的機能は

色等にある知覚を生じさす原因の働きである。色、味、香等を表示する言葉の指

示対象である。arthakriyå の因果効力に相当する。独自相と関係するものである》

（神子上（1978）、p.15）。この ÓTVK の記述において「個々に確定している「果

を生じること」」（pratiniyata-arthakriyå）とは、その二つの機能のうち、このよう

な特殊的機能を意味したものであろう。したがって、ウダヤナによって仮に立て

られた識論者の批判は、「仮に、外境に別異性がない時、実在である青や白等に、

「個々に確定している「果を生じること」をなすものであること」と「心作用」

を認めるなら、まさに混在である」という意味となる。

なお、本論では、“arthakriyå” に「果を生じること」という訳語を用いている。

それは、松本史朗（1980） :「仏教論理学派の二諦説（上）」『南都仏教』45, p.116、

注（1）及び松本史朗（1997） :『チベット仏教哲学』大蔵出版、p.146、注（16）

において指摘された Devendrabuddhi の解釈にもとづく。さらに、この語について

は松本（1997）、 p.149〔付記 A〕をも参照。また、“arthakriyå” の “artha” という

語の理解には金子宗元（1997） :「‘Arthakriyåsamartha’ の解釈を巡って――『量評

釈』「現量章」第三偈を中心として――」『曹洞宗研究員研究紀要』28参照。金子

（1997）は、“arthakriyå” という語の “artha” が「目的」と「結果」という意味以外

に「個物」という意味をも有することを指摘し、さらに、PV  III  第1偈の

“arthakriyå” 及び第3偈の “arthakriyåsamartha” という複合語の前分に用いられる

“artha” が、結果だけではなく、個物としての「対象」をも意味することを Yamåri

の論述にもとづいて提示し、それをダルマキールティ自身と Śåkyabuddhi の著作

に跡づけて論証している。“artha” が、個物としての「対象」を意味するならば、

記述（vi）において “arthakriyå” と “cetana-prav®tti” がいわば対比的な意味で用いら

れていると理解されるのであるが、それは “arthakriyå-cetana-prav®tti” という複合

語の理解として正しいであろう。例えば、記述（vi）において、外境と識が対比

的に論じられていることを確認すべきである。
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（20）「混在」（sa∫kara）とは、Monier-Williams  M.,  A  Sanskrit-English  Dictionary

（Oxford, 1899）によれば、“mixing together” “commingling” “intermixture”

“confusion” と出ており、『梵和大辞典』（講談社、1986）によれば、漢訳語は「雑」

「雑乱」「相雑」「襍雑」である。Nyåyakoßa（Bombay  Sanskrit  and  Prakrit  Series,

No.XLIX）によれば、「混在」とは「互いに絶対的に存在しないものにして等しい

基 体 を も つ 二 つ の 属 性 が 、 一 つ の も の に 共 存 し て い る こ と 」

“parasparåtyantåbhåvasamånådhikaraˆayor  dharmayor  ekatra  samåveßa˙.”（p.900, ll.7-

8）である。宮元啓一氏は、「交錯〔sa∫kara ＝新井〕とは、互いに共存できない二

つの限定的な属性が、一つのものに共存していることを指す」と説明しておられ

る。宮元啓一・石飛道子『インド新論理学派の知識論　『マニカナ』の和訳と註

解』山喜房佛書林、1998年、p.62。

（21）“arthakriyå” を含む記述の英訳を確認しておこう。

（6D）……because  if  despite  this  appearance  in  the  external  entities  they  are

treated  as  identical  the  significant  activities  caused  by  them  and  the  dispositions

towards  them  would  get  confused  with  each  other.  Besides  on  this  view  the

external  objects could  not  be  distinguished  from  each  other. ÓTV (D), pp.197-198）

（6C）If  they  were  non  different  in  spite  of  being  so  [i.e.,  having  opposed

natures],  there  would  be  the  consequence  that  causal  functions  and  conscious

activities  will  overlap  and  also  that  cognition  of  difference would  be  unaccounted

for.  (Chakrabarti  (1999),  p.256)〔下線＝新井〕

これらのもっとも大きな相違は、“vivecana-anupapatti” の主語であろう。英訳

（6D）は、それを “the  external  objects” と考えているが、（6C）は “cognition  of

difference” と考えている。私の理解は、外境にとって別異性が成り立たないと考

える点で、（6D）のそれと同じである。（6C）はその意味に不明瞭さがあると思わ

れる。

（22）久間泰賢（2002）:「効果的作用をなすものは勝義的存在か」（『木村清孝博士還

暦記念論集　東アジア仏教――その成立と展開』春秋社）では、ジュニャーナシ

ュリーミトラの唯識説において、知識において表象が顕現することが「存在性」

であることが、Såkårasiddhißåstra のいくつかの記述にもとづいて確認されている。

これは、ジュニャーナシュリーミトラの唯識説を解明する上で誠に重要な指摘で

ある。それ故、後述する記述（x）の、より正確な理解のためにも、久間氏の和

訳とそこに付された原文を引用しておきたい。〔和訳は久間 （2002）、p.522 から

の、原文は久間（2002）、 p.530 からの引用である。〕

……外界の対象についても、真実においては、顕現によって存在性が承認さ

れる。［効果的作用の］能力による存在性の定立は、認識主体の意図に基づ

いている［主観的なものに過ぎない］。［効果的作用の］能力も、顕現なしに

は存在性は成立されないからである。別の［効果的作用の］能力に基づいて

ウダヤナの唯識説批判（新井）（54）

― 337 ―



［存在性が成立する］と語るならば、無限遡及となる。

båhye  ’py  arthe  prakåßena  sattvaµ  tattvata  i∑yate/  pratipattur  abhipråyåt  ßaktyå

sattvavyavasthiti˙//  ßakter  api  prakåßena  vinå  sattåprasiddhita˙/

ßaktyantarabaleneti  kathåyåm  anavasthiti˙// （JNA, p.399, ll.7-8）

……それ故に外界についても、存在性は真実において顕現のみに基づいてい

る。

sattvaµ  tato  bahir  api  prakåßåd  eva  tattvata˙// （JNA, p.399, l.24）

……したがって、外界実在論においても、たとえ言語慣習上は［効果的作用

の］能力が存在性であるとしても、顕現が真実［の存在性］である、という

ように、規定は二通りである。

tasmåd  båhyårthavåde  ’pi  yady  api  vyavahårata˙/  ßakti˙  sattå   prakåßas （corr.

JNA:  sattåprakåßas） tu  tåttvik¥ti  dvidhå  sthiti˙// （JNA, p.400, ll.15-16）

さらに久間（2002）、 pp.529-530、注（18）をも参照。

（23）英訳者は次のように翻訳している。

（8D）If  things  whose  presence  and  absence  are  pervaded  by  their  absence  and

presence  respectively are  not  supposed  to  be  opposed  to  each  other  then  all

opposition  would  disappear  from  the  world. ÓTV (D),  p.199)

（8C）If  there  were  lack  of  opposition  between  an  affirmation  and  a  negation

which  necessarily  negate  each  other,  there  would  be  no  opposition  left  in  the

universe.  (Chakrabarti  (1999),  p.257)〔下線＝新井〕

これらの二つの英訳は次の二つの点で明らかに翻訳の厳密さを欠いている。一

つは、“paraspara-ni∑edha-vidhi-nåntar¥yaka-vidhi-ni∑edhayor” という複合語を

bahuvr¥hi 複合語として理解していないこと、もう一つは、その複合語を両数で翻

訳していないことである。したがって、これらの翻訳にもとづいて一体何に矛盾

がないのか理解するのは困難のように思われる。

（24）知の本質は無区別である。ダルマキールティは次のように述べている。

avibhågo  ’pi  buddhyåtmå   viparyåsitadarßanai˙ (corr. PV:  buddhyåtmåviparyåsita-) /

gråhyagråhakasaµvittibhedavån iva  lak∑yate//  (PV  III-354 [Y.Miyasaka ed.])

《知の本質（buddhy-åtman）は区別（vibhåga）をもたないけれども、 倒した見

解をもつ人達（viparyåsita-darßana）によって、所取と能取と〔自己〕認識という

区別（gråhya-gråhaka-saµvitti-bheda）をもつもののように見られる》。

PV  III-354 の有する意味については、拙稿（2002）:「『量評釈』「現量章」第

354偈の解釈 ――識の〈三分〉説をめぐって――」『曹洞宗研究員研究紀要』32参

照。なお、拙稿（2002）、p.153、注（28）に示した ÓTV の翻訳は本論の記述（1）

及び（2）のように改めておきたい。

（25）“prakåßa”の概念については、北原裕金（1996）：「ラトナキールティの多様不

二論――後期唯識思想における形象論研究序説――」『高野山大学大学院紀要』創
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刊号、p.10、p.19、注40及び久間（2002）、pp.529―530、注18参照。ジュニャーナ

シュリーミトラにおいても知の本質は “prakåßa” であると認められているが、

“prakåßa”は「照明」と「顕現」という二つの意味を持っており、久間氏が指摘す

るように、ジュニャーナシュリーミトラが知の存在性に関して “prakåßa”に言及す

る場合、その意味は「顕現」と理解されるべきであろう。しかしこれは有形象唯

識説において知の本質が「照明」と考えられていることを否定するわけではない

が、例えば、形象の無を説く無形象唯識説において知の本質が「照明のみ」

（prakåßamåtra）という概念によって表されることとの関係を考慮しても、

“prakåßåd eva”は、“pratibhåsamåtråt”と同義とみなし「顕現のみにもとづいて」と

理解するのが妥当であると思われる。

（26）本論注（22）参照。

（27）“arthakriyå-pratiniyama” という語がSSŚと ÓTV 「外境滅」章の中で使われるのは、

それぞれ、記述（x）と記述（ix）においてのみであることを付言しておきたい。

これは、記述（vi）～（ix）が記述（x）を踏まえた論述であることを示す重要な

要因であると思われる。

〔本論作成に際し、様々のご助言をいただいた金沢篤先生と松本史朗先生に、記

して謝意を表します。〕
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