
ダルマキールティの svabha
_
vaについて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　木　村　誠　司

Ⅰ

　この問題は、かつて大変ホットな議論を呼び、多くの研究者が智慧を絞っ

たテーマである。筆者などは、事の難解さに驚き、しり込みしてしまったもの

だ。それをなぜ、ここで再検討してみようと思ったのか、まず、その理由を明

らかにしておこう。このテーマを論じる論文は、極めて多い。そのすべてを読

破し、内容の異同を明確にしていくのは、至難の業である。筆者の能力では所

詮無理に違いない。しかし、管見の範囲では、それらの論文には、共通した傾

向があり、見逃されていた点があることに気づいた。それは、チベット語訳の

活用である。本来的な研究姿勢としては、ダルマキールティ（Dharmak rti）

に梵語原典があれば、それをベースとして、チベット語訳は、あくまでも、補

佐であろう。その方法が正統的なものであること位は知っている。だが、問題

となっている svabha
_
vaは、他の文献、例えば、世親（Vasubandhu）作『倶舎

論』Abhidhrmakośabha
_
s.ya（以下 AKBh）等を調査してみると、梵語原典で

は svabha
_
va１語で済ませられるのに、チベット語訳では、少なくても３種類

に訳し分けられている。つまり、sva
_
bhavaには、最低でも３種類の意味があり、

使い分けられていることが、判明しているのである。そのような事情があるの

で、ダルマキールティの svabha
_
vaについても、チベット語訳の活用は有効で

あると思われたのである。しかし、『量評釈』Prama
_
n. ava

_
rttika第１章、推理

sva
_
rtha

_
numa

_
na章（以下 PV-1）に関して、このような観点から、チベット語

訳を利用している研究は、筆者の知る限りなかった。

　もう少しだけ、状況を整理しておこう。まず、先に簡単に触れたように、

svabha
_
vaを３種に訳し分け活用しているのは、AKBhである。そのインド撰述

の注釈書でも同じであったし、他の分野の作品でも、同様のことは、検証できた。

ということは、かなり、広い範囲で、svabha
_
vaの３用法は有効であり、仏教

学研究に際し、１種の知的共有財産であったとさえ思われた1）。筆者は、あま
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り、期待もせずに、ダルマキールティの PV-1のチベット語訳を調査してみたが、

やはり、svabha
_
vaは３種に訳されていた。一方は、有部の綱要書、他方は論

理学書であり、著作傾向は異なるが、見過ごすのはもったいない気がした。現

段階では、AKBhの svabha
_
vaの用法は、幾分わかってきているので、それを

ダルマキールティにも当てはめて、実験的な報告をしてみたいというのが、本

稿の目的である。荒唐無稽なレポートにおわるかもしれないと危惧しつつ、あ

えて識者のご叱正を仰ぎたいとねがい、以下に論じることとしよう。

Ⅱ

　まず、確認事項を整理しておこう。AKBhにおいて、svabha
_
vaは rang bzhin

（以下 R）、ngo bo nyid（以下 GN）、rang gi ngo bo（以下 RG）の３種に訳し分

けられ、それぞれ、明確なニュアンスの違いを持つ。Rは、何かの構成要素を

示す、何らかの素材となるもので、有部の法（ダルマ、dharma）のことであ

ると考えてよい。Rは不変である。次の GNは、複数のものの共通な性質を意

味し、それに基づく分類や統合に使用される。したがって、GNは、可変的で

ある。最後の RGは、そのものが、時間的にも、空間的にも、自分以外の一切

から別なものであるという、単独性を示す場合に使われる。以上が svabha
_
va

の３種の用法の簡単な説明である。この、R、 GN、RGという訳語が、PV-1に

も、使われている。その意味することが、そのまま、AKBhと同じであるとは

断定できないが、参考にする価値はあるであろう。本稿では、PV-1における

３種の用法のすべてを確認することは、出来なかった。ほんの１部のみの報告

である。以下では、ダルマキールティの svabha
_
va解釈が有部のそれを強烈に

意識したものである点を、３種の用法を用いながら、指摘し、あわせて、従来

の svabha
_
vaに対する訳語を再検討する必要性について論じたい。

Ⅲ

　始めに、ダルマキールティの svabha
_
vaが如何に、奇妙なものであるか、見

ておこう。彼は、PV-1の冒頭で、まず、このように述べる。

（1） それらが、このイ）結果（ka
_
rya, ’bras bu）、ロ）svabha

_
va(R)、ハ）非認識

（anu
_
palabdhi, mi dmigs pa）という特質を持つ（laks.an. a、mtshan nyid can）３つの

因であり、例えば、〔順に〕、イ）「ここに火がある。煙〔がある〕故に。」、ロ）「こ
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れは木である。シンシャパー樹たるものである故に。」、ハ）「特定の場所にはどこ

にも壷はない。認識される条件はあるが、非認識の故に。」…中略…そのうち〔前の〕

２つは、事物を論証するもの（vastu
2）

-sa
_
dhana, dngos po sgrub pa）であるが、〔残りの〕

１つは、否定する（pratis.edha, dgag pa）因である。〔それらの因が〕svabha
_
va結合

（svabha
_
va-pratibandha, R dang ’brel pa）である時、もの（＝因）（artha）は、もの（＝

所証）を逸脱しない。それが、それを a
_
tmanとして持つ（tada

_
tmatva）からである。

もし、a
_
tmanとして持つのならば、所証と因の区別がなくなるのではないか？そう

ではない。法（dharma, chos）の区別は、妄想（parikalpa, kun brtags pa）であるか

らと、我々は説いている。同様に述べた。この推理するものとされるものという

表現の一切合財は、知にある法と有法の区別に過ぎぬものとして〔扱われるのであ

る〕法と有法として、知の形象〔a
_
ka

_
ra, rnam pa〕が作り出したもので、〔実際にある〕

ものでもない。分別上の区別というような対象から独立したものは、〔実際にある〕

ものを拠所としないからである。それらによって、分別された対象で〔実際にある〕

ものを理解するなら、そのものは獲得できないに違いない。〔svabha
_
vaという因だ

けでなく〕結果〔という因〕にも、svabha
_
va結合（svabha

_
va-pratibandha, R dang ‘brel 

pa）はある。その svabha
_
va(R)は、それから生じているからである。

 ta ete ka
_
ryasvabha

_
va

_
nu

_
palabdhilakśan. as trayo hetavah. /yatha

_
‘gnir atra dhu

_
ma

_
t/

 vr.kśo’yam sim
.

śapa
_
tva

_
t/pradeśaviśes.e kvacin na ghata upalabdhilaks.an. apra

_
ptasya

_
nu-

 palabdheh. /…中略…/tatra dvau vastusa
_
dhnav ekah.  pratis.edhahetuh. /svabha

_
vapratiban-

 dhe hi saty artho ‘rtham na vyabhicarati/sa ca tada
_
tmatva

_
t/tada

_
tmatve sa

_
dhyasa

_
dhana-

 bhedabhava iti cet/na/dharmabhedaparikalpana
_
d iti vakśya

_
mah. /tatha

_
 ca

_
ha/sarva 

 eva
_
yam anuma

_
na

_
numeya

_
vyavaha

_
ro buddhyarudhena dharmadharmibheden

eti/bhedo dharmadharmitaya buddhya
_
karakr. to na

_
rtho ‘pi/vikalpabheda

_
na

_
m  

svatantrana
_
m anartha

_
śrayatva

_
t/tatkalpitavis.aya

_
d arthaprat ta

_
v anarthapratilambha 

eva sya
_
t/karyasya

_
pi svabha

_
vapratibandhah. /tatsvabha

_
vasya tadutpatter iti/(ed.by R. 

Gnoli. SERIE ORIENTALE ROMA XXIII. 1960,p.2.1.14-p.3.1.4)

 de dag ni ‘bras bu dang/rang bzhin dang/mi dmigs pa’i mtshan nyid can gyi gtan 

tshigs gsum yin te/dper na du ba las ni ’di na me yod do/shing sha pa yin pa’i phyir ’di 

ni shing yin no/phyogs kyi khyad par ‘ga’ zhig na bum pa med de/dmigs pa’i mtshan 

nyid kyir gyur pa mi dmigs pa’i phyir ro zhes bya ba lta bu yin no/…中略…/de las 
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gnyis ni dngos po sgrub pa yin la/gcig ni dgag pa’i gtan tshigs yin te/rang bzhin dang 

‘brel pa yod pa don gyis don ‘khrul pa med de/de ni de’i bdag nyid yin pa’i phyir 

ro//gal te de’i bdag nyid yin na bsgrub par bya ba ba dang/sgrub pa’i bye brag med 

do zhe na/ma yin te/chos kyi bye brag kun brtags pa’i phyir ro//zhes bshad par bya 

‘o//de skad du rjes su dpag pa dang/rjes su dpag par bya ba’i tha snyad ‘di thams cad 

ni blo la yod pa’i chos dang chos can gyi bye brag kho nas yin no zhes bshad do//chos 

dang chos can nyid du tha dad pa blo’i rnam pas byas kyi don kyang ni ma yin te/blo’

i bye brag rang dga’ ba rnams ni don gyi rten ma yin pa’i phyir ro//de dag gis brtags 

pa’i yul gyis don mi ‘thob pa kho nar ‘gyur ro//’bras bu yang rang bzhin dang ‘brel 

pa yin te/de’i rang bzhin de las byung ba’i phyir ro//(D.ed.No.4216, Ce.262a/4-b/2)

　かなり、晦渋な文章だが、理解出来た範囲で、内容を整理してみよう。まず、

ダルマキールティは、３種類の論証因を示す。イ）結果、ロ）svabha
_
va（＝ R）、

ハ）非認識の３つである。その３つの具体例を所証と共に、示している。イ）

結果、所証－火、因－煙、ロ）svabha
_
va（＝ R）、所証－木、因－シンシャパー

樹、ハ）非認識、所証－壷がないこと、因－特定の場所に認識される条件はあ

るのに、そこで壷が認識されないこと。次に、ロ）の svabha
_
va（R）と呼ばれ

る論証因では、所証と因は、svabha
_
va（R）結合という関係にあり、その場合

のみ論証が成立すると述べる。最後に、その svabha
_
va結合という関係は、イ）

の結果という論証因にも認められることを強調する。何とも、わかりにくい記

述であるので、具体例を使って、見直してみたい。ここでは、シンシャパー樹

という具体的な樹木が、ロ）svabha
_
va（R）と呼ばれる因とされる、その所証は

木という概念的なもので、この時、因と所証の関係が svabha
_
va（R）結合と言

われているのである。イ）結果は、常識的に理解できるので、説明は不要であ

ろう。ここで重要なことは、シンシャパー樹が、svabha
_
vaという因と呼ばれ、

木は svabha
_
vaとは呼ばれていない点である。日常的な場面では、むしろ、木

が svabha
_
va、シンシャパー樹は、その構成要素であろう。もう１つ重要なの

は、この記述１）における svabha
_
vaは、すべて rang bzhin（R）と訳されていて、

一貫した理解がなされていることである。この点を頭に置いて、次の記述を見

てみよう。そこでは、シンシャパー樹と木の関係が逆転し、また、訳語も異な

るのである。最早、常識的な理解が及ばない、不可解なダルマキールティの

svabha
_
va解釈が、明らかになるだろう。ダルマキールティは、記述１）の後で、
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以下のように述べる。

（２） それ故、それのみに結合した svabha
_
va（GN）は、他ならぬ法（bha

_
va, ngo bo）を退

けるだろうか。例えば、木がシンシャパー樹を〔退けないように〕。枝等を保有す

る何か特定のものが、そのように〔シンシャパー樹〕と知られている。それ〔＝木〕

は、それ〔＝シンシャパー樹〕の svabha
_
va（RG）である。自らの sabha

_
va（RG）を

捨てて、どうして法が存在できようか、svabha
_
va（RG）だけが法であるからである。

それと svabha
_
va（R）結合しているので、逸脱しないのである。

 tasma
_
t tanma

_
trasam

.
bandhah.  svabha

_
vo bha

_
vam eva va

_
/nivartayet

 yatha
_
 vr.kśah.  sim

.
śapa

_
m
.

/śa
_
kha

_
dimadviśes.asyaiva kasyacit tatha

_
 prasiddheh. /sa 

tasya svabha
_
vah. /svam

.
 ca svabhava

_
m
.

 parityajya katham.  bha
_
vo bhavet/svabha

_
vasyaiva 

bha
_
vatva

_
d iti tasya svabha

_
vapratibandha

_
d avyabhicarah. / (p.16.1.28-p.17.1.3)

 de phyir de tsam dang ‘brel pa’i//ngos bo nyid kyis ngo bo nyid//bzlog par ‘gyur ba’

am/dper na shing gis shing sha pa 1ta bu ste/yal ga la sogs pa dang 1dan pa’i khyad 

par ‘ga’ kho na zhig la de skad du grags pa’i phyir de ni de’i rang gi ngo bo yin 

no//rang gi ngo bo yongs su bor nas kyang ji ltar yod par ‘gyur te/rang gi ngo bo kho 

na ngo bo yin pa’i phyir ro//de’i phyir de ni rang bzhin ‘brel pa’i phyir ‘khul pa 

med do// (Ce,270a/2-4)

　ここでは、木とシンシャパー樹の関係が逆転していることがわかるであろ

う。記述１）では、シンシャパー樹が svabha
_
vaと呼ばれ、論証因とされてい

たのに、記述２）では、木が svabha
_
vaとされ、シンシャパー樹は法である。

svabha
_
vaは、木にもシンシャパー樹にも適用されている。梵語原典だけを見

た時、両者は全く区別できない。しかし、チベット語訳を参照すると、微妙

な相違がうかがえるのである。まず、最初の svabha
_
vaは GNと訳されている、

この場合、svabha
_
vaは複数のものに共通する性質を意味する。すなわち、木

はシンシャパー樹あるいは他の種類の樹木の共通な性質なのである。これは、

AKBhの用法と一致する。次に、svabha
_
vaはRGと訳されている、これはシンシャ

パー樹̶にとって木だけが svabha
_
vaであること、その独自性を強調するもの

であろう。これも、AKBhの用法と一致する。最後に、記述１）でも示された
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svabha
_
vapratibandhaの svabha

_
vaを Rと訳し、その理解が一定したものである

ことが、わかるのである。このように、チベット語訳を活用することにより、

不可解なダルマキールティの svabha
_
va解釈が、幾分明瞭になると思われるの

だが、どうであろうか。この記述２）に、着目し、松本史郎氏は、次のように

言われた。

　私は、インド哲学史における彼〔ダルマキールティ〕の思想的貢献は、彼が『量

評釈自註』で“svam.  ca svabhava
_
m.  parityajya katham.  bha

_
vo bhavet, svabha

_
vasyaiva 

bhavatva
_
d”「…自性だけが法であるから」（p.17,11.1-2）と述べたことに尽きている、

と考えている。つまり、インド思想史において、ただ彼一人が、“関係の絶対不可逆性”

というものを論証したのである。…中略…ダルマキールティは、“関係”というも

のは、関係項を離れては存在しないこと、従って、関係項Ａから関係項Ｂを見たと

きの関係は、Bから Aを見たときの関係と全く逆であることを論証したのである3）。

　松本氏の、説明により、記述１）と２）の謎のような意味は、明解になっ

た。関係の絶対不可逆性の論証というダルマキールティの目指していること

が、我々には把握出来ていなかったのだ。松本氏は、この見解を明らかにする

以前に、すでに先行論文において自説を示しておられるので4）、ここで、その

内容も、確認しておきたい。松本氏は、関係の絶対不可逆性という観点から、

svabha
_
va-pratibandha中の pratibandhaは、一定方向性を持ち、単なる結合関

係ではないと、主張された。この主張は、後に、金沢篤氏により、全面的に支

持された。金沢氏は、単に仏教論理学に留まらず、他のインド思想にも考察

の範囲を広げた上で、pratibandhaは「単純に sam. bandhaと置き換えて「関係」

などと解釈することをはっきり拒むものである」と明言された5）。この時点で、

事の真相は明らかになったように、筆者などは思うのであるが、ダルマキール

ティの専門家たるシュタインケルナー E.Steinkellner氏は、反対の立場を取り、

pratibandhaは、sam. bandhaと異ならないと主張された。同氏は、自説を論証

するために、PV-1に現れる svabha
_
va-pratibandhaの用例をすべて調査された6）。

シュタインケルナー氏の自説をにわかに否定もできないが、同氏の立場では、

関係の不可逆性が顧慮されていないことになるのではないか。従って、筆者自

身は、松本氏や金沢氏の見解が正しいと判断する。しかし、シュタインケルナー

氏の影響力は大きく、svabha
_
vaに対する訳語にも現れていて、その経緯を事
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情通の桂紹隆氏は、以下のように簡潔に示している。

　かつてシュタインケルナー教授は、svabha
_
vaの解釈として、存在論的な文脈で

は「因果効力」、論理学的な文脈では「概念」と厳密に区別して訳し分けることを

提案したことがある。その後、論理学的な文脈、特に svabha
_
vahetuの svabha

_
vaの

訳語としては「本質的属性」（an essential property）を提示したことがあるが、現

在進行中の『プラマーナ・ヴァールティカ』第１章の独訳ではWesen/n（N=Natur）

とWesen/b（B=Begriff）として区別することを考えているようである。筆者もまた、

svabha
_
vaの訳語として一貫して「本質」を採用しようと考えている7）。

　このように、桂氏も、シュタインケルナー氏の svabha
_
vaに対する訳語を承

認し、さらに、ご自身の幅広い知識を生かし、ダルマキールティと有部との繋

がりについて、明解にこう述べられる。

　ものの「本質」とは、一般に当該の事物を他の事物と区別して成り立たしめる「固

有の存在」、事物の「本性」という意味である。このような意味で svabha
_
vaを用い

るのは、説一切有部のアビダルマ思想家たちである。彼らは壷や布など世間一般に

存在すると認められている事物を「世俗的存在」（samvr.tisat）と呼び、真の実在と

は認めない。彼らにとって真の実在、すなわち「勝義的存在」（parama
_
rthasat）とは、

物理的に分解したり、観念的に分析した後にも、その同じ観念〔buddhi〕が残存す

るもの、彼らの「五位七十五法」の体系で「ダルマ」（法）と呼ばれるものである。

ダルマはそれぞれ固有の「本質」（svabha
_
va）を持つと考えられる。…中略…以上

のことはダルマキールティもよく承知していたはずである。そして、彼はナーガル

ジュナのように「本質」の概念を全面的に否定する態度をとらず、有部や唯識学派

のようにそれを積極的に利用して理論を構築している。もちろん、別稿で明らか

にしたように、彼には独自の存在論があり、両学派の存在論をそのまま受け入れて

いるわけではない8）。

　桂氏は、このように、有部とダルマキールティとの思想的結びつきを示唆し

た。筆者の知る限り、このような示唆をなしたのは、桂氏だけである。むろん、

常識的にこのことは、知られているのだが、ダルマキールティの svabha
_
va解

釈にとって、有部の思想が決定的役割を果たしたと、筆者は考えるので、両者
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の思想的繋がりは、是非述べておく必要があると思われる。ただ、ダルマキー

ルティは有部思想を否定対象としてのみ、自論を展開している、思想的継承

に目を奪われると議論の道筋は辿れない。その点を明確にしておかないと、彼

の真意も決してわからないだろう。では、次に、桂氏の見解を実際の文献で確

認してみよう。AKBhには、以下のような記述がある9）。

（３） あるものが、破壊された時、その認識（buddhi, blo）がなくなるもの、また、知

（dhi, blo）によって、他が除かれた時、〔それの認識がなくなるもの〕〔例えば〕壷

や水のようなもの、それが世俗有であり、そうでなければ、勝義有である。あるも

のが、バラバラに（avayava
_
śas, cha shes su）破壊された時、それの認識がなくな

るもの、それが世俗有である。例えば、壷のように。それが、破壊されて、破片

になる（kapalaśas, gyo mor）時、壷であるという認識はなくなるからである。ま

た、あるものに関して、知によって、〔自分以外の〕他の法を除外すると、それの

認識がなくなる時、それも、世俗有であると知らなければならない。例えば、水

のように。その場合、知によって、〔水を構成する〕色等の法を除外すると、水と

いう認識はなくなるからである。しかし、他ならぬそれらに対して、世俗上の名称

〔samvr.ti-sam. jña
_
, kun rdzob tu de’i ming）が付されるので、世俗という観点（vasa, 

dbang）から壷や水であると言う場合、まさしく真実を述べているのであり、偽り

ではない。だから、それは世俗諦なのである。勝義諦はそうではない。それが、

破壊されても、それの認識は必ずある。知によって、他の法を除外しても、〔それ

の認識は必ずある〕、それが勝義有である。例えば、色〔ru
_
pa, gzugs〕のように。

なぜなら、ものが極微〔parama
_
nu, rdul phra rab〕にまで破壊されても、知によって、

味等の法を除外しても、色の svabha
_
va（R）に対して、認識は必ずあるからである。

受等も、同じように看做すべきである。それは、勝義として存在するので、勝義

諦なのである。出世間の智慧、あるいは、その世間的な後得〔pr.s.t.halabdha, rjes la 

thob pa〕〔知〕によって、把握するようなものが、勝義諦であり、他によって〔把

握する〕ようなものは、世俗諦であると昔のアーチャールヤ達10）が述べた。

yatra
_
 bhinne na tad buddhir anya

_
pohye dhiya

_
 ca tad/

ghat.a
_
mbuvat samvrtisat, parama

_
rthasad anyatha

_
//4//

yasminn avayavaśo bhinne na tadbuddhir bhavati tat sam. vr.tisat/tad yatha
_
-ghat.ah. /tatra 

hi kapalaso bhinne ghat.abuddhir na bhavati/yatra ca
_
nyan apohya dharma

_
n  

buddhiya
_
 rupa

_
din dha

_
rma

_
n apohya

_
mbubuddhir na bhavati/tes.v eva tu sam

.
vr.tisam

.
jna

_
 

─ 397 ─



ダルマキールティの svabha
_

vaについて（木村） （169）

kr.teti sam
.

vr.tisat ghat.as ca
_
mbu ca

_
stiti bruvantah.  satyam eva

_
hur na mr. śa

_
-ity et(read 

etat)samvr. tsatyam/ato’nyatha
_
 parama

_
rthasatyam/tatra bhinne’pi tadbuddhir 

bhavaty eva/anyadharma
_
pohe’pi buddhya

_
 tat parama

_
rthasat/tad yatha

_
 ru

_
pam/tatra 

hi parama
_
nubhinne vastuni rasa

_
rhan  api(read rasad n api)ca dharma

_
n apohya 

buddhaya svabha
_
ve buddhir parama

_
rthasatyam iti/yatha

_
 lokottaren. a jña

_
nena 

gr.hyate tat pr.s.t.alabdhena va
_
  laukikena tatha

_
 parama

_
rthasatyam/yatha’nyena tatha

_
 

samvr.tisatyam iti pu
_
rvacarya

_
h. //(ed.by Pradhan. Tibetan Sanskrit works series 8, 1975,

p.333.1.24-p.334.1.13)

 gang la bcom dang blo yis gzhan/bsal na de blo mi ‘jug pa/bum chu bzhin du kun 

rdzob tu//yod de don dam yod gzhan no//

 gang la cha shes su bcom na de’i blo mi ‘jug pa de ni kun rdzob tu yod pa ste/dper na 

bum pa lta bu’o//de la ni gyo mor bcom na bum pa’i blo mi ‘jug go//gang la blos chos 

gzhan bsal na de’i  blo mi ‘jug pa de yang kun rdzob tu yod pa yin par khong du chud 

par bya ste/dper na chu lta bu’o//de la ni blos gzungs la sogs pa’i chos bsal na/chu’i 

blo mi ‘jug go de dag kho na la kun rdzob tu de’i ming du brtags pa yin pas kun rdzob 

kyi dbang gyis bum pa dang chu yod do//zhes brjyod pa na bden pa kho nar smras ba 

yin gyi/brdzun pa ni ma yin pad de ni kun rdzob kyi bden pa yin no/de las gzhan pa ni 

don dam pa’i bden pa ste/gang la bcom yang de’i blo ‘jug ka kho na yin la/blos chos 

gzhan bsal yang de’i blo ‘jug pa de don dam par yod pa yin te/dper na gzugs lta bu’

o//de la rdul phya rab tu bcom yang rung/blos rol sogs pa’i chos bsal kyang rung gzugs 

kyi rang bzhin gyi blo ‘jug pa nyid te/tshor ba la sogs pa yang de bzhin du blta bar bya 

‘o//de ni don dam par yod yod pa’i phyir don dam pa’i bden pa zhes bya ‘o//sngon 

gyi slob dpon na re/ji ltar ‘jig rten las ‘das pa’i ye shes pa’am/de’i rjes la thob pa ‘jig 

rten pas ‘dzin pa de ltar ni don dam pa’i bden pa yin no//ji ltar gzhan gis ‘dzin pa de 

ltar na kun rdzob kyi bden pa yin no zhes zer ro//(P.ed.No.5591,Ngu.8b/7-9a/6)

　長い引用になったが、これが桂氏のいう有部の svabha
_
vaである。有部にとっ

て、真に実在する svabha
_
vaとは、一切の破壊や分析の果てに残った法（dharma）

のことで、それがチベット語訳では、Rで示される。これが、極めて重要である。

ダルマキールティは、このような有部の思想を強く意識し、それを批判した

というのが筆者の意見である。表面上は、そのように断定することは、困難か
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もしれないが、先に示した PV-1の記述１）を詳しく読むと、そう思われてな

らないのである。記述１）では、確かに、有部批判が行われているようには

見えない、svabha
_
va解釈が、淡々と述べられているだけのように見える。しかも、

彼の提示する svabha
_
vaは、チベット語訳では Rであり、むしろ有部が真の実

在とする svabha
_
va（＝ R）を受け継いで、使用しているかのようである。しか

し、記述１）には「法の区別は、妄想（parikalpita, kun tu brtags pa）である」

という１文が、ひっそりと挿入されている。これは、有部のいう法を意識し

た１文であろう。すなわち、有部にとって法は、分析の果てに得られる真の実

在であるが、ダルマキールティにとって法は、妄想の世界の存在でしかないの

であり、分析途上のものなのである。事をややこしくしているのは、両者が、

共に法を svabha
_
vaとしているからである。しかも、今、筆者が考察の基にし

ているチベット語訳でも、svabha
_
vaは Rとされているので、両者の相違は見

えてこない。だが、PV-1の記述１）と AKBhの記述３）を並べて、両者の説

を検討すると、その違いは明らかであろう。筆者は、「ダルマキールティは有

部の svabha
_
vaを意識した上で、有部と同じ svabha

_
va解釈をしているように見

せかけ、実はそれを批判している」と考えている。チベットの訳僧達も、その

ダルマキールティの意図を見抜いたからこそ、svabha
_
vaを GNとも RGとも訳

さず、Rと訳したと思われるのである。

　最後に、上記の考察の結果得られた最も大事な点を指摘しておこう。先に、

桂氏は、シュタインケルナー氏の見解に従い、svabha
_
vaを「本質」と訳した。

この訳語は、分析の果ての真の実在を svabha
_
vaとする有部には、適切である。

しかし、それを批判したダルマキールティの svabha
_
vaをも「本質」とするのは、

間違いである。いらぬ誤解を生み、ダルマキールティの真意を見失うからであ

る。では、ダルマキールティの svabha
_
va（R）には、どのような訳語がふさわし

いであろうか。筆者は、現時点では「概念的自己存在」などの訳語を想定して

いる、ダルマキールティにとっての svabha
_
vaは、有部的な「本質」ではなく、

あくまでも、分析途上の概念的なものであるからである。また、シュタインケ

ルナー氏の言われるように、svabha
_
vaの訳語を、区別するのは、ダルマキー

ルティの解釈を明確にするために、必要であるが、その場合、チベット語訳の、

rang bzhin(R),ngo bo nyid(NG),rang gi ngo bo(RG)という３種の訳語に従った

方が、適切であろう。

　終わってみると、シュタインケルナー氏の批判に終始したようである。所詮、
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氏の強い影響力は払拭されていないような気もする。扱いきれなかった論文も

多い11）。ダルマキールティの svabha
_
vaは、その実態は闇の中である。

注

１） ３種の訳語については、拙稿「倶舎論における svabha
_
vaについて」駒沢短期大

学仏教論集８、2002、pp.1-88，「中論における svabha
_
vaについて」同９、2003、

pp.39-75，「ツォンカパの自相説について」同 10、2004、pp.1-14，「唯識文献にお
ける三性と三相について」同 11、2005、pp.1-126,「ツォンカパと祈り」日本仏教
学会編、仏教における祈りの問題、2005、pp.169-189,参照。

２） vastuは、PV－１において「その勝義的存在のみが、arthakriya
_
の能力を持つ。vastu

 と avastu両者の定義は、これだけである、つまり、arthakriya
_
の能力を持つか、持

 たないかであると我々は述べる。」（sa parama
_
rthiko bha

_
va yo eva

_
rthakriya

_
ks.amah. /

 166/idam eva hi vastvavastunor laks.an. am yad arthakriya
_
yogya

_
tayogyata

_
 ceti 

 vakśya
_
mah. / (p.84.114-6) (don byed nus pa gang yin pa//de nyid don dam par yod pa’

o//dngos pa dang dngos po med pa’i mtshan nyid ni gang don byed par rung pa nyid 

dang mi rung pa nyid bya ba ‘di nyid ‘chad par ‘gyur ro/ (Ce.308a/6-7)と規定され
る。これは、vastu=svalakśan. a,avastu=sa

_
ma

_
nyalakśan. aと言う意味なのであろうか。

戸崎宏正「仏教認識論の研究」1979、p.61、参照。なお、arthakriya
_
に関しては、

金子宗元「arthakriya
_
sa

_
marthaの解釈を巡って」曹洞宗研究員研究紀要 28、1997、

p45-73，参照。なお、PV-1記述１）、記述２）の arthaの意味は筆者には、不明瞭
なので、暫定的な訳語しか与えられなかった。他にも、svabha

_
vaや a

_
tmanの訳語は、

与えていない。
３） 松本史郎「空について」『縁起と空　如来蔵思想批判』所収、p.336の注（30）
４） 注３）に先行する松本氏の論文とは、“svabha

_
vapratibandha”『印仏研』30-1，

1981、pp.498-494.

５） 金沢篤「Prakaran. apan~cika
_
に於ける pratibandha」『印仏研』33-2、S.60年、p.790-796，

本論言及箇所は p.791.11.31-32.。
６） Steinkellner,E” svabha

_
vapratibanda again”『神秘思想論集』Acta Indologica Ⅵ，

1984，pp.457-476この論文は注４）の松本論文に対する全面的な反論である。シュ
タインケルナー氏の pratibandha理解は、p.464.11.6-7に端的に示されている。氏
は、p.464,の注 23）で pratibandhaのチベット語訳が、単に ’brel paであり、prati

に相当する訳語を与えていないことを指摘し、自説を補強している。svabhava
_
pra- 

tibandhaの用例調査は、pp.465-471で行っている。氏の調査は厳密で、註釈書をも
視野に入れている。しかし、不思議なことに、これについては、チベット語訳は参
考にされていないようである。氏は６例を挙げているが、筆者の調べでは PV-1の
svabha

_
vapratibandhaは、８例あった。（あ、p.20,11.12-20，い、p.10.24，う、p.17.11.2-3，
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え、p.17.1.7，お、P.17.1.12か、p.19.1.21，き、p.53.1.27，く、p.147.1.11）これに
対応するチベット語訳は（あ、262a/6,い、266b/6，う、270a/3，え、270a/4，お、
270a/6，か、271b/1-2，き、291b/2，く、347a/1）である。svabha

_
vaの訳語は、す

べて Rであり、PV-1全体に渡り、統一的に理解されていたことがわかる。
７） 桂紹隆「ダルマキールティ論理学における術語 svabha

_
vaについて」『仏教とジャイ

ナ教』2005、p.526桂氏は、E.Steinkellner,“Wirklichkeit und Begriff bei Dharmak rti”

（WZKS、XV，1971）及び、同、“On the interpretation of the svabha
_
vahetu”（WZKS, 

vol.18,1974）pp.117-130を根拠にこの発言をされた。シュタインケルナー氏は、確

かに、この第２論文において、essence,real thingsなどの訳語を svabha
_
vaに与え

ている。（pp.123-124，注 24等参照）氏はここで、主に Scherbatskyシチェルバツ

キーの理解を批判し、svabha
_
vaを identity「同一性」と訳すことを強く拒否する。

（p.123.1.16）これに対し、船山徹氏は「svabha
_
vahetuの Scherbatsky訳 identityも、

Steinkellnerの斥けるように認められないのかについても再考を要する」（「ダルマ

キールティの「本質」論」、南都仏教、63,1989、p.5）と疑義を提示している。しかし、

船山氏も基本的に、シュタインケルナー氏の考えに沿って、svabha
_
vaを「本質」と

しているのだから、この疑義は自己矛盾であろう。なお、前掲注５）の金沢論文では、

具体的に svabha
_
vaを本質と訳した場合の問題点が指摘されている。（p.793,11.17-21,

および p.790の注 14〕参照）

８） 注７）の桂論文 p.527.

９） AKBhの記述３）の訳に関しては、櫻部健、小谷信千代『倶舎論の原典解明　賢聖

品』1999、pp.61-62を参考にした。同本には、代表的注釈であるヤショーミトラの

『明瞭義』の訳も提示されている（pp.62-64）。なお二諦については、S,Katsura”On 

AbhidharmakośaⅥ４”インド学報２，1976、p.28、御牧克己「初期唯識論書に於け

る Sautra
_
ntika説」東方学 43、S.47年 pp.99-84、現銀谷史明「二諦と自性一チベッ

トにおける倶舎論解釈の一断面」東洋学術研究 39、2002、pp.143－ 156参照。

10） pu
_
rvacaryaに関しては、袴谷憲昭「Pu

_
rvacarya考」『唯識思想論考』所収参照、従来『倶

舎論』は経量部的立場から著された有部論書と看做されてきたが、その著者世親は

『倶舎論』著述の段階で、すでに、唯識的見解に加担していたことを示した、重要

な論文である。これにより、いわゆる世親二人説は、根底的に覆された。

11） 本文では言及出来なかったが、岩田孝「法称の自性証因〔svabha
_
vahetu〕説覚書」

『東洋の思想と宗教』5，1988、pp.1-32、中井本秀「推理の成立根拠について」『印

仏研』34-2，1986、pp.846-842、福田洋一「ダルマキールティの論理学における

svabha
_
vapratibandhaの意味」『印仏研』35-2、S.62年、pp.887-885を参照した。こ
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のうち、福田氏は、先の金沢氏と同方向であると、ご自分で表明されているが、筆
者にはどの点で、同方向なのか理解出来ない面が多かった（p.885の注 17）の２参

 照。

補記　資料集成にあたっては、奥野光賢氏、四津谷孝道氏、池田道浩氏の助力を得た。一々
名前を挙げない方を含め、ここで感謝の意を表明いたします。
2009年、５月脱稿。

補足　以下に、『量評釈』（ed.by Y.Miyasaka,インド古典研究、Acta Indologika II, 

1971-72, 成田山）の他章における svabha
_
vaの訳語を調査した結果を示しておきたい。

「量成就章」
1-k.23,R,2-k.25,R,3-k.27,R,4-k.120.R,5-k.121,R,6-k.123,R,7-k.124,GN,8-k.145,R,9-k.192,R,10

-k.204,R,11-k.210,R.

「現量章」

1-k.27,R,2-k.32,ngo bo,3-k.71, ngo bo,4-k.72,RG,5-k.84,ngo bo,6-k.100,R,7-k.106,R,8-k.109,

GN,9-k.193,R,10-k.215,R,11-k.275,R,12-k.328,R,13-k.351,RG,14-k.432,R,15-k.516,R。

「為他比量章」

1-k.11,R,2-k.58,R&GN,3-k.111,R,4-k.142,ngo bo,5-k.168,R,6-k.195,R,7-k.196,R,8-k.199,R,9-

k.200,R,10-k.252,R,11-k.258,R,12-k.260,R,13-k.269,R。

　最後に、松本史郎氏の次のような見解を示しておこう。「“svabha
_
va”，“a

_
tman”

と“ru
_
pa”，“a

_
ka

_
ra”とは、「本質」とその「現れ」というような意味における

一種の対概念なのである。それは、ちょうどダルマキールティ Dharmak rti

の論理学における“svabha
_
va”と“bha

_
va”の関係と同様である。」（『チベット

仏教哲学』、1997、pp.103-104）
2009年、５月。
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