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石

2.理由 (2) ヴ:ーダの自的が行為(祭式)を教示することのみにあるとすると，

活動の停止を教示するヴ.工一夕、の文章(禁令)が無意味であることになる

さらにまた， [ヴェーダにはJ，バラモンは殺すべきではないJ(brahmal.lo na hantavyal))等の活

動の停止が教示されている。そしてそれ(活動の停止)は行為(祭式)ではない。また行為(祭式)

を実現する手段でもない。もし，行為(祭式)を，目的としない〔ヴェーダ〕の教えが無意味であれば，

「ノfラモンは殺すべきではないj等の，活動の停止を教示する〔ヴェーダの文章〕は無意味である

ことになる。だがそれは望ましいことではない。

〔反対主張〕 否定調 nanは， [，殺す」という語根から〕自然に知られる「殺すjという意味と

結び付いているので，殺すという行為の停止という， (行為にたいして〕無関心な状態〔を表すの〕

ではなくて， [語根から自然には〕知られない行為(すなわち殺すこと以外の行為) [を命ずる〕た

めのものだと考えることができるのである0約。

〔答論〕 そうではない。この否定詞 nanの本来の性質は 否定詞nanと結び付いたものが存在し

ないことを認識させるところにある。そして 存在しないという認識は無関心な状態の原因なので

ある。さらにそれ(存在しないという認識)は，薪の燃えてしまった火のように，自ら消え去って

ゆくのである仰7)。従って， rバラモンは殺すべきではないJ等の場合には，ブラジャーパティにた

いする誓い等(738)の場合とは異なり，積極的な活動を停止することという， [積極的な行為にたい

して〕無関心な状態こそが，その否定の意味なのである，とわれわれは考えている。それ故， ，[行

為(祭式)を目的としない諸聖典匂は〕無意味であるjという crミーマーンサー・スートラjの〕

言明は，人間の目的に役に立たない物語等からなる釈義 (arthavada)げ制等に関するものだと理解

すべきなのである。

a.儀軌は行為を命ずる

あらゆる語は行わなければならないことを表示すると認めている人たちでさえ「バラモンは殺す

べきではない」とか「酒を飲むべきではない」等〔の文章)が行わなければならないことを表現し
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ていると認めることはできない。何故なら，行わなければならないことは，その領域が意欲 (krti)

によって限定されている〔ので)，意欲の存在する領域のなかに含まれている (vyapta)からであ

るげ酬。〔従って〕その(意欲)がなくなれば， [行わなければならないことも〕なくなるのである。

それはちょうど，木という性質がなくなればシンシャパ_(741)という性質も〔なくなる〕ようなも

のである。ところで，意欲とは人間の努力のことである。そしてそれ(意欲)は，対象に基づいて

決定される。そしてその(意欲の)対象は，これから実現しなければならないものという本性を備

えているので，生ずるもの (bhavartha，活動)一一〔それは〕前後関係のある〔多くの行為からなり〕

他のものを生み出すのに適している一ーでしかありえないはずであり (742L 実体や性質では〔あり

え〕ない。何故なら，意欲の対象は意欲の存在する領域のなかに直接的に含まれているからである。

そして，実体ゃ性質というすでに実現されているものが意欲の存在する領域のなかに含まれること

はない。だからこそ聖典 (rミーマーンサー・スートラ.1)の作者の〔次のような〕言葉があるので

ある。「行為を表す言葉(動詞)は生ずるもの(活動)を表しており， (新得力が〕生ずることはそれ

(生ずるものを表す動詞)から認識されるのであるj(743) と。

〔反対主張〕 実体や性質を表す言葉も，なにか原因がある場合には (naimittikavastha)，行わな

ければならないことと関係するではないか(744)。

〔答論〕 ところが，生ずるもの(活動) [を表す言葉〕は，それ自体で行わなければならないこ

とと関係しているのに，実体や性質を表す言葉は活動と結ぴ付くことによって行わなければならな

いことと関係するのである。従って，生ずるもの(活動)を表す〔言葉〕からのみ新得力が理解さ

れるのであり，実体や性質を表す言葉からではない。また， Iヨーグルトによって護摩を行う〔べ

きである)j(7蛸とか「絶え間なくギーを振り掛ける〔べきである)j(7岨)等の場合にも， (ヨーグル

ト等の〕実体(供物)が行わなければならないことの中味ではない。何故なら，この場合にも，護

摩や振り掛けることという生ずるもの(活動)が行わなければならないことの中味だからである。

〔だが〕だからといって， i(rヨーグルトによって護摩を行う〔べきである).1とか『絶え間なくギー

を振り掛ける〔べきである).1という儀軌が)， rソーマによって供犠を行う〔べきである).Jという

〔儀軌〕の場合と同じように，ヨーグルトによって限定された護摩や絶え間ないことによって限定

された振り掛けることを命じているので， rアグニホートラ〔という護摩〕を行う〔べきである).J

とか『ギーを振り掛けることを行う〔べきである).1という〔文章〕は，それら(護摩やギーを振

り掛けること)に再ぴ言及しているのであるj(747)というわけではない。何故なら， [確かに〕この

場合にも，行わなければならないことの中味は生ずるもの(護摩やギーを振り掛けること)ではあ

るが，実体(供物，すなわちヨーグルト)や性質(すなわち絶え聞ないこと)は， (行わなければ

ならないことの〕中味ではなくても生ずるものと関係しているので，それが命じられているのであ

る。というのは，生ずるもの(活動)は， <行為に関係する要素> (karaka)の単なる働きにすぎな

いという形で特徴付けられることはないが，特定のく行為に関係する要素>(たとえば実体等)によっ

て特徴付けられているので，実体等がそれ(生ずるもの)と関係しているのからであるげ刷。従って，

生ずるもの(活動)が命じられているときには，それ(生ずるもの)自身がそれ(生ずるもの)と関
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係しているもの(たとえば実体や性質等)とともに命じられるので，実体や性質は， [行わなけれ

ばならないことの〕中味ではないが，それ(行わなければならないこと)と関係するものとして命

じられているのである。だがこのように，儀軌が生ずるものを媒介として実体等と結び付くという

のは，まわりくどくなる (gaurava)(7酬という恐れがある。従って， [このような儀執はJ，その対

象(生ずるもの)がそれ以外の〔儀軌〕から知られるので，それ(生ずるもの)に再言及することに

よってそれ(生ずるもの)と関係のある実体等を述べているのである(75へそれ故儀軌は，まさに生

ずるもの(活動)を対象としている(命じている)のである。

以上の理由によって， n八つのかわらけに盛られた〔祭餅〕を〔火の神アグニに〕捧げるアーグ

ネーヤ祭は， [新月の日と満月の日に決まっているの〕である.J(751) という場合には，この儀軌は，

[{共物と祭神との〕関係を対象としている(述べているけという〔主張も〕退けられたことになる。

〔反対主張〕 儀軌の対象は生ずるものではない。何故なら，生ずるもの (bhavitt，生み出される

もの=活動)がすでに存在しているとすると，そのすでに存在の確立しているく生ずるもの〉には

それを生み出すものが存在しないからである。実に，〔すでに存在している〕虚空が生ずることは

ないのである。また， (生ずるものが〕存在しない場合にも， (儀軌の対象は生ずるものではない〕。

何故なら，虚空に浮かんだ花のような非存在にたいして儀軌が適用されることはないからである。

従って，儀軌の対象は， [動作や心の動きを〕引き起こすもの (prayojaka)=生じさせるもの

(bhavayitt)の心の働き (vyapara)であり，その心の働きは，生むもの (bhavana)，すなわち引き

起こされる心の動きや動作から暗に知られるのである。そしてこの心の働きが，志向 (bhavana)， 

意欲 (ktti)，努力 (prayatna)なのである(問)。そして，これ(心の働き)は，その対象が存在しなけ

れば認識できないので，その対象が必要で、ある。そのとき， 1アーグネーヤ祭J(agneya，文字通り

には火の神アグニに関係するもの，すなわち捧げられるものという意味)という言葉から思い起こ

される実体(供物)と祭神との関係こそがこれ(心の働き)の対象となるのである。〔従って，儀軌

の対象は供物と祭神との関係なのである〕。

〔答論〕 人間の努力の対象は働き (vyapara)であるのに，働きではない関係がどうして人間の努

力の対象となろうか。何故なら， 1査を作れ」という場合も，人間の努力は，名詞が表現している

壷を直接に対象としているのではなくて， [査を作るのに用いる〕棒などを手などで動かすのである。

従って，壷を作ろうという意欲は， [手などで棒などを動かすという〕働きこそを対象としている

のだと理解されるのであって，直接に壷を対象としているのではないのである。すなわち壷は， (1壷

を作れj という文章が〕命じているもの(すなわち手などの働き)と関係するもの、(uddesya)と

してそれ(査を作ろうという意欲)のなかに存在しているのであって， [この文章が命じている〕

対象としてではないのである何回)0 (1査を作れJという文章が命じている〕対象としては，、手など

の働きだけが存在しているのである。従って， 1アーグネーヤ祭は」というこの場合にも，儀軌が

命じている内容は，行わなければならないこと，すなわち，実体(供物)と祭神との関係から暗に

知られる供犠という行為なのである。では， 1アーグネーヤ祭が……である(行われるべきである)J

というのはどういう意味なのだろうか。「アーグネーヤという供犠によって〔好ましい事柄すなわ
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ち天界を〕生ずるべきである」という意味なのである。従って， 1このように知る者は，プールナマー

サ祭を行うべきであるjとか「このように知る者は，ダルシャ祭を行うべきである」というのは，

「アーグネーヤ祭は云々J等の儀軌がすでに命じた六種の供犠に再び言及しているのである。そし

てまさに同じ理由で，すでに儀軌によって命じられた(アーグネーヤ祭)に再び言及しているそれ

(1このように知る者はプールナマーサ祭を行うべきであるJ1このように知る者はダルシャ祭を行

うべきであるJ)が「天界を望む者はダルシャプールナマーサ祭によって供犠を行うべきであるj

という〔儀軌に述べられている〕執行資格と結び、付くのであるげ加。従って，儀軌は，どんな場合

でも必ず，意欲を媒介として，生ずるもの(活動)を対象としている(命じている)のである附}。

b.禁令は行為を命じない

とすれば， r殺すべきではないjとか「飲むべきではない」という〔儀軌の〕場合にも，もし行

わなければならないことが存在すると認められれば，それ(行わなければならないこと)の存在す

る領域を包み込んでいる (vyapika)意欲も存在すると認められることになろう。そしてそれ(意

欲)の存在する領域を包み込んでいる生ずるもの(活動)が， [これらの儀軌の〕対象であることに

なろう。また同じように，ブラジャーパティの誓いという原則に従えば，これらの儀軌は，定立否

定 (paryudasa)げ闘の働きにより，殺さないあるいは飲まないという決意を間接的に表示する

(iak~anã) するので，それ(決意)を対象としていることになろう。とすれば，非定立否定

(prasajyapr抑 制la)(757)が放棄されるという理論的欠陥に陥ることになる。すなわち， [非定立否

定による直接表示の〕可能性がある場合には， [定立否定による〕間接表示は正しくないのである。

ただし， 1昇りつつある太陽を見るべきではないj等の場合には， [その儀軌が) 1彼の誓いはjで

始まっているので，非定立否定は不可能であり，そのため，定立否定の働きにより，見ないと決意

することを間接的に表示する，というのは正しいのである。従って， r殺すべきではない」とか「飲

むべきではないj等の非定立否定の場合には，生ずるもの(活動)が存在しないから，それ(生ず

るもの)の存在する領域のなかに包み込まれている (vyapta)意欲も存在しない。そしてそれ(意

欲)が存在しないときには，それ(意欲)の存在する領域のなかに包み込まれている行わなければ

ならないことも存在しない。それ故，あらゆる文章が行わなければならないことを表現していると

いうような決まりはないのである。だから〔師シャンカラは次のように〕言っている。「バラモン

は殺すべきではない」等の云々と。

〔反対主張〕 活動の停止それ自体あるいはそれ(活動の停止)の手段は，何故，行わなければな

らないことではないのか。

〔答論〕 だから〔師シャンカラが次のように〕答えているのである。そしてそれ(活動の停止)

は行為ではない云々と。〔ここでJr行為j という言葉は「行わなければならないこと」を表してい

るのである。〔そして〕同じこのこと(活動の停止は行為ではないということ)を〔師シャンカラ

が次のように]詳しく説明している。〔もしJ，行為(祭式)を目的としない云々と。
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〔反対主張J命令の意味を表す人称語尾を耳にすると，そこですぐに，行わなければならないこ

とが認識される。そしてそれ(行わなければならないこと)は，生ずるもの(活動)が存在しなけ

れば存在しないのである。また，食欲のせいで殺害や欽酒に手を染めた人の場合には，やめようと

いう努力もしないで偶然に， (殺害や飲酒にたいして〕無関心な状態が生まれてくるなどというこ

とはない。従って，活動しようとしている心や言語器官や身体が〔その活動を〕やめようと努力す

ること，それこそが禁止を命ずる儀軌の対象となっている行為なのである。それ故，行為を表さな

い文章はなんら存在しないのである。

〔答論〕 だから〔師シャンカラはこのような反対主張にたいして次のように〕答えているのであ

る。「否定調 nafiは， r殺すjという行為の停止という， (行為にたいして〕無関心な状態は言うに

及ばず， (食欲から自然には〕生じない行為(すなわちゃめようという努力) (を命ずる〕ためのも

のだとも考えることはできないのである0的と。

〔反対主張〕 どういう理由でできないのか。

〔答論〕 だから〔師シャンカラが〕否定詞 nafiは， (貧欲から〕自然に生ずる殺すことと結び付

いているのでと答えているのである。その趣旨は以下の通りである。命令の意味を表す接尾辞は，

殺害や飲酒を表す語とともに認識されたときには，それら(殺害や飲酒)を命じている。これが一

般規則である。だが，それら(殺害や飲酒)を命ずることは不可能である。何故なら， (それらは〕

貧欲から生じたものだからである。また，否定調 nafiが非定立否定を命じているということもない。

何故なら，無関心な状態を本質とするそれ(非定立否定)も， (存在が生ずる以前の非存在

(pragabhava)という形で〕げ馴すでに存在しているので，すでに成立しているからである。また，

〔否定詞 nafiが命じているのは〕やめようという努力でもない。何故なら，それ(やめようという

努力)は，直接表示されていないので，間接に表示されていることになるが， (直接表示の〕可能

性がある場合には，間接表示は正しくないからである。さらに，命令の意味を表す人材、語尾が食欲

から生じた活動に再言及しているので， (やめようという努力が〕儀軌(命令)の対象となるのは不

適当だからである。従って， (命令の意味を表す人称語尾が)， I飲むべきである」とか「殺すべき

である」という〔儀軌〕に再び言及したのち， (否定調 naiIが)Iそれは〔するべきでは〕ない」

と禁止しているのである。すなわち， (否定詞 nanは)，それ(殺害や飲酒)が存在しないことを

認識させはするが，否定詞 nafiの表す対象を命じているわけではないのである。そして非存在は，

自己と対立する存在によって限定されているので，存在の影を宿している。そのため， (存在が〕

すでに存在する場合には〔非存在も〕すでに存在するかのように見え，また， (存在が〕これから

実現しなければならないものであれば， (非存在も〕これから実現しなければならないものである

かのように見えるのである。従って，否定詞 nafiの表す対象(非存在)は，これから実現しなけれ

ばならない存在との関係で，これから実現しなければならないもののように見えるのである。それ

故，否定詞 nafiの表す対象が行わなければならないことであるというのは，錯誤なのである。ま

さにこのことを〔師シャンカラは次のように〕述べているのである。この否定詞 nafiの本来の性

質は云々と。
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〔反対主張〕 否定詞 nanは，それと関係づけられているもの(たとえば殺害や飲酒)が存在し

ないことを認識させるのだ，としておこう。だが，活動しようとしている心や言語器官ゃ身体が，

どうして，原因もないのにその活動を停止したりしょうか。

〔答論〕 だから〔師シャンカラはこのような反対主張にたいして次のように〕答えているのであ

る。そして存在しないという認識は無関心な状態を保持する原固なのであると。その趣旨は以下の

通りである。「熱のあるときには体に良いものを食べるべきであるjとか「蛇に手を出すべきでは

ないJ等の言葉を聞くとすぐに，そう命じられた年長者が，体に良いものを食べ始め，また蛇に手

を出そうとしていればそれをやめるのを見て，学習意欲のある子供は，命じられた年長者が活動を

始めたり停止したりする原因，すなわち欲求と嫌悪の情を推論するのである。さらに詳しく説明す

れば次の通りである。年長者が活動を始めたり停止したりする原因は，それぞれ欲求と嫌悪の情で

ある。何故なら，われわれが自らに基づいて活動を始めたり停止したりするのと同じように， [年

長者も〕自らに基づいて活動を始めたり停止したりするからである。そして彼(年長者)の欲求と

嫌悪の情は，望ましいことを実現する手段が存在することと望ましくないことをもたらす手段が存

在すること 〔それらは〕行わなければならないことという性質とともに同ーの〔動調語根の〕

意味に内属している{糊ーーについての理解を，それぞれ前提としている。何故なら， [それらはJ，

われわれが活動を始めたり停止したりする原因となる欲求と嫌悪の情と同じもので， [年長者が〕

活動を始めたり停止したりする原因となる欲求と嫌悪の情だからである。すなわち，われわれの場

合には，欲求や嫌悪の情は，言葉や言葉の働きや〔話し手である〕人の意図や〔過去・現在・未来

の〕三時によって限定されていない志向や新得力の認識を前提として生ずるわけでは決してな

い仰)。そうではなくて， [われわれの欲求や嫌悪の情はJ，繰り返し繰り返し自己自身を見つめる

ことにより，先に述べた原因(7倒を前提としてのみ現れてくるのである。従って，年長者が自らに

基づいて活動を始めたり停止したりすること，および年長者の様々な欲求と嫌悪の情も，望ましい

ことを実現する手段が存在することと望ましくないことをもたらす手段が存在すること一一〔それ

らは〕行わなければならないことという性質とともに同ーの〔動調語根〕の意味に内属している

一ーについての理解を前提としているのである。そしてこのような順序で原因と結果の関係が確

立されるのである。従って， [先のように〕命じられた年長者は，望ましいことを実現する手段が

存在するという理解と望ましくないことをもたらす手段が存在するという理解に基づいて，活動を

始めたり停止したりするのだ，と確定したのである。そしてこの理解は， [言葉を聞く〕以前には

存在していないが，言葉を聞くと:すぐに生じるので，言葉を聞くことがその原因なのである。従っ

て， r供犠を行うべきである」等の活動を促す文章の場合には，言葉だけが，行わなければならな

いこととしての働き(言葉によって表される志向)と望ましいことを実現する手段としての働き(結

果をもたらす志向)を理解させ，また，それ(働き=志向)が望ましいことを実現する手段(結果

をもたらす志向)と行わなければならないこと(言葉によって表される志向)とであることを理解

させるのである (763)。何故なら，それら両者(行わなければならないことと望ましいことを実現す

る手段)は，言葉以外からは知られず，言葉以外からは知られないものが言葉の対象(意味)だか
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らである。しかし， 1殺すべきではないjとか「飲むべきではないj等の場合に，殺すことや飲む

ことという活動は食欲から生ずるように，行わなければならないことという性質がもし〔言葉〕以

外のものから知られるとすると，否定詞 nanと結び付いた願望法等の人称語尾は，それ(行わな

ければならないことという性質)に再言及することによって，この両者が悪の原因であること

一一〔そのことは否定詞 nanと結び付いた願望法の人材、語尾〕以外からは知られない一ーだけを理

解させるのである。実に，この両者(殺すことと飲むこと)が望ましいことを実現する手段である

ということは直接に理解されるのである。何故なら，さもなければ食欲の対象ではありえないから

である。従って， 1殺すべきではないJとか「飲むべきではないj等の文章は，食欲等から知られ

た行わなければならないことという性質に再言及することによって， [殺すことや飲むことが〕悪

をもたらす手段であることを知らせることを目的としているのである。行わなければならないこと

を目的としている(表示している)のではないのである。その故，禁令は行わなければならないこ

とを表示するのではないと，すでにはっきりと述べておいたのである{764L そしてヲ禁止されてい

ることは悪をもたらす手段であるという認識こそが，禁止されていることが存在しないという認識

なのである。実にその〔認識〕に基づいて，われわれ精神的存在(殺そうあるいは飲もうとしてい

る人) ，丈一見魅力的なものの性質を見ても，将来〔生ずるであろう結果J(765) を考えて活動の非

存在すなわち活動の停止に目覚め，活動を停止するのである。すなわち，自らの無関心な状態を確

立するのである。

〔反対主張〕 もし，存在しないという認識が無関心な状態を確立するの原因であれば， [それはJ，

無関心な状態が存在する限り継続するはずであるが， [実際には〕継続することはない。何故なら，

〔ある対象には〕無関心な人でも，他の対象にはとても執心している〔ので]，それが存在しないと

いう認識をもっていないからである。そして 確立させる原因(存在しないという認識)が存在し

ないときに，結果(無関心な状態)が確立されるなどということは経験されない。すなわち，柱が

倒れても，宮殿が建っているということはないのである。

〔答論〕 だから〔師シャンカラはこのような反対主張にたいして次のように〕答えているのであ

る。さらにそれ(存在しないという認識)は，燃えてしまった薪の火のように，自ら消え去ってゆ

くのであると。実にまずこの人(殺そうあるいは飲もうとしている人)は，これ(殺害や飲酒)が

悪の原因であることを理解しない聞は， [それらの〕活動をしようとする。〔だがJ，これ(殺害や

飲酒)が悪の原因であるという理解は， [その〕活動を根こそぎ根絶やしにし， (そののち〕燃えた

薪の火のように消え去ってゆくのである。すなわち，その趣旨は以下の通りである。存在しないと

いう認識が無関心な状態を確立する原因であるというのは，柱が宮殿を確立する(建てる)原因で

あるというのと同じではない。そうではなくて，非本来的な滅びる原因から護るという形で確立す

る原因となるのである (766)。それはちょうど，亀の甲羅のように国い鎧が武器による攻撃を防ぐこ

とによって戦士の命を護る(確立する)原因となるようなものである。しかし，鎧がなくても，武

器による攻撃がなければ，戦士の命が失われることはないのである。〔そして師シャンカラは次の

ように〕結論づけている。従って， (1バラモンは殺すべきではない」等の場合には，プラジャーパ

1
1
 

qu 



ティにたいする誓い等の場合とは異なり， )積極的な活動を停止することという， [積極的な行為に

たいして〕無関心な状態こそが， [その否定の意味なのである，とわれわれは考えている〕と。す

なわち， [悪の原因であるとは〕知らなくても，無関心な状態は存在するので，それは，積極的な

行為を停止することという偶然的な特性 (upalak:;;al).a)によって特徴づけられているのであるwmo

〔反対主張〕 では， [ウパニシャツドの諸聖典句は〕行為を目的としないから無意味なのではな

いかと疑い， [それらが〕行為を目的とすることを明らかにしていたジャイミニの見解は，全くの

誤りなのであろうか。

〔答論) (このような疑問を師シャンカラは〕結論という形で〔次のように〕退けているのであ

る。それ故， I行為(祭式)を目的としない諸聖典句は無意味である」という『ミーマーンサー・スー

トラ』の言明は〕，人間の目的に云々と。

w.ウパニシャツドがすでに存在する事物(ブラフマン

=アートマン)について教示していることの意義

1圃身体等をアートマンだとすると思い込みが取り除かれる

〔反対主張〕 行わなければならないことと無関係に，単独で事物についてだけ述べるのは無意味

であろう。たとえば「大地は七州からなるj等〔と述べる〕場合のように例制。

〔答論) [先にこのような反対主張が〕述べられていたが，それはすでに論破されている。何故

なら， Iこれは縄である。これは蛇ではないj という場合には，単独で事物についてだけ述べてい

ても， (誤った認識やそれから生ずる恐怖を取り除くという〕目的(意味)が認められるからである。

〔反対主張〕 ブラフマンについて開いても，それ以前と同じように論廻していることが経験され

るので， (単独でブラフマンという事物についてだけ述べている箇所は〕無意味である。このこと

はすでに述べた通りである (76例。

〔答論〕 これ(反対主張)にたいして〔次のように〕答える。ブラフマンがアートマンであると悟っ

た者が，それ以前と同じように輪廻しているなどということを示すことはできない。何故なら，

ヴェーダという正しい認識根拠から生じた事実，すなわち，ブラフマンがアートマンであるという

事実に反するからである。確かに 身体等をアートマンだと思い込んでいる人には苦しみや恐れ等

が存在すると認められる。しかしだからといって，その同じ人に，ヴェーダという正しい認識根拠

からプラフマンがアートマンであるという悟りが生じて，その(身体等をアートマンだとする)思

い込みがなくなって〔もJ，誤った知識に基づく苦しみや恐れ等が存在すると考えることはできない。

確かに，財産のある家長であって，財産を誇っている人には，財産が失われることから生ずる苦し

みが認められる。しかしだからといって，その同じ人が，出家して，財産を誇る気持ちを捨てて〔もJ，

財産を失うことから生ずる苦しみが存在するなどと考えることはできないのである。また，イヤリ

ングをつけている人には，イヤリングをつけているのだという誇らしい気持ちから生ずる楽しみが
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存在すると認められる。しかしだからといって，その同じ人が，イヤリングを捨て，イヤリングを

しているという誇らしい気持ちをもたなくなって〔も)，イヤリングをつけていることを誇る気持

ちから生ずる楽しみが存在するなどということはないのである。このことが〔天啓聖典句に)i実

に身体がなければ好悪に影響されることはないJ(770) と述べられているのである。

〔反対主張〕 身体が滅すれば(すなわち死ねば)身体のない状態となるであろうが，生きている

者が〔そのような状態になることは〕ないであろう。

〔答論〕 そうではない。何故なら，身体があるという状態は誤った知識に基づいているからであ

る。というのは，身体をアートマンだと思い込むことをその特徴とする誤った知識とは別に，それ

以外のものに基づいて，アートマンが身体をもっと考えることはできないからである。すでにわれ

われが述べたように(771)，(アートマンは〕行為に基づかないので，常に身体をもたないのである。

〔反対主張) (アートマンは)，それ(自ら)が行ったダルマと非ダルマに基づいて身体をもつの

である。

〔答論〕 そうではない。何故なら， (1)身体と〔アートマンと〕の関係が確立していないので，

ダルマと非ダルマがアートマンによって行われるということも確立していないからである。 (2)さ

らに， (このような困難を克服しようとして，アートマンと身体との関係はダルマと非ダルマがアー

トマンによって行われることに基づくと考えると)， (アートマンと〕身体との関係とダルマ・非ダ

ルマがそれ(アートマン)によって行われることとが相互に依存し合うという理論的誤りに陥るこ

とになるmzL従って， (両者の関係は無始であるとする〕このような想定は，盲人の行列のような

もので(773)，(あてにならないのである)0 (3)そしてさらに，アートマンは，行為と内属関係にない

ので，行為者たりえないからなのである。

〔反対主張〕 王などは，単に近くにいるだけで， (他の人を動かして〕行為者となることが経験

されるではないか。

〔答論〕 そうではない。何故なら彼ら(王など)は，財産を与えること等によって雇った召使と

関係しているから，行為者たりうるからである。しかしアートマンの場合には，財産を与えること

等のような，召使(身体等)と主人(アートマン)との関係〔を生ずる〕原因をなんら考えること

がマきない。〔身体等とアートマンとを〕関係づける明らかな原因は〔身体等をアートマンだとする〕

誤った思い込みなのである。

以上でアートマンが祭式の執行者とされる事情を説明し終わったのである(774)。

ウパニシャツドに説かれているアートマンを知ることが人間の目的ではないと考える人が〔次の

ように〕述べていた。

〔反対主張〕 行わなければならないことと無関係に云々と。

〔答論〕 それにたいして〔師シャンカラは〕その意図を隠して，先にすでに述べた論駁を〔われ

われに次のように〕思いださせるのである。〔先にこのような反対主張が〕述べられていたが，そ

れはすでに論破されていると。

それにたいして反対主張者は，自らがすでに述べたことを〔われわれに次のように〕思い起こさ
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せるのである。

〔反対主張〕 ブラフマンについて聞いても云々と。

〔そこで〕答論者(シャンカラ)は，隠していた意図を〔次のように〕明らかにするのである。

〔答論〕 これ(反対主張)にたいして〔次のように〕答える。ブラフマンがアートマンであると悟っ

た者が， [それ以前と同じように輪廻しているなどということを示すことはでき〕ないと。確かに，

単なるブラフマンの知識は，輪廻者であるという性質を滅する原因ではない。そうではなくて， (ブ

ラフマンの知識が〕直証 (sak$atkara)を以て終わることが〔輪廻者であるという性質を滅する原

因なのである〕。そして，プラフマンの直証とは，内官の変容の一種であり，聴聞・思惟等から生

ずる潜在印象に助けられて心 (manas)に生ずるのである。それはちょうど，音楽理論の書を繰り

返し聴聞する(学習する)ことで生じた潜在印象を備えた心に，シャドジャ等の音階を区別できる

直観 (sak$atkara)生ずるようなものなのである(775L そしてそれ(ブラフマンの直証)は， (われわ

れが〕あらゆる現象という大魔術を直接に知覚しているの (Sak$atkara)を根こそぎ根絶し，そし

て自らも，現象であることには変わりがないので，根絶やしになってゆくのである。このことは先

に説明した通りである (776)。従って，この場合(プラフマンについて述べる場合)にも，縄の本質

について述べるのと同じで〔意味が〕あるのだ と確定した。ただしこの場合(ブラフマンについ

て述べる場合)には，ヴ、ェーダという正しい認識根拠に基づいているので， (師シャンカラが〕ヴェー

ダという正しい認識根拠から生じたと言っているのである。〔さらに師シャンカラは)，このことに

関して，楽しみや苦しみが生じないという区別に応じて， (次のような〕二つの例を挙げている。

確かに，財産のある云々と。〔そしてさらに師シャンカラは〕このことに関して， [次のような〕天

啓聖典匂を引用しているのである。「実に身体がなければ云々」と。

〔反対主張〕 身体が滅すれば云々。

〔答論〕 そうではない。何故なら，身体があるという状態は云々。もし，身体があるという状態

が実在であれば，生きている者がそれ(身体のある状態)を滅することはないであろう。だがそれ

(身体のある状態)は誤った知識に基づいているのである。それ(身体のある状態)は，真理の知

識が生ずれば，生きている者でも滅することができるのである。また，身体のない状態は，この者

(身体のある者)の本質なので，滅することはできない。何故なら，本質を破壊すると存在が滅す

るという理論的誤りに陥るからである。だから， (師シャンカラが，すでにわれわれが述べたように，

アートマンは行為に基づかないので， )常に身体をもたないのであると述べているのである。

〔反対主張〕 身体がある状態は誤った知識に基づくのではない。そうではなくて，ダルマと非ダ

ルマに基づくのである。そしてそれ(身体のある状態)は，その原因であるダルマと非ダルマが滅

しなければ滅することはない。そしてそれ(ダルマと非ダルマ)が滅したときこそが死なのである。

従って，生きている者が身体のない状態になることはない。このような疑問を〔次のように〕提示

しているのである。〔アートマンは， )それ(自ら)が行った云々と。〔ここで〕それというのは，アー

トマンのことを言っているのである。

〔答論) [このような反対主張を師シャンカラが次のように〕退けている。そうではない。何故
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なら，身体と〔アートマンと〕の関係が云々と。すなわち，まず，アートマンは，直接にダルマと

非ダルマを行うことができないのである。何故なら，それら(ダルマと非ダルマ)は，言語器官や

統覚機能や身体の努力から生ずる〔のでJ，身体と〔アートマンと〕の関係が存在しなければ存在

しないからである。一方，それら(ダルマと非ダルマ)に基づいて身体と〔アートマンとの〕関係

を〔確立〕しようとする人は，明らかに相互依存という欠陥に陥るのである。そのことを〔師シャ

ンカラは次のように〕述べている。〔アートマンと〕身体との関係と云々と。

〔反対主張〕 確かに相互依存は存在する。だがそれは欠陥ではない。何故なら〔アートマンと身

体との関係はJ，種子と芽の場合のように，無始だからである。

〔答論〕 だから〔師シャンカラは，このような反対主張にたいして次のように〕答えているので

ある。〔両者の関係は無始であるとする〕このような想定は，盲人の行列のようなもので， (あてに

ならないのである〕と。

ある人が〔次のように〕考えている。

〔反対主張Jこれ(アートマンと身体との関係)が無始であるのは，盲人の行列と同じではない。

実に，ダルマと非ダルマ <A>からアートマンと身体との関係 <A>が生じたとき，同じそれ(アー

トマンと身体との関係 <A>)からダルマと非ダルマ <A>が生ずるのではない。そうではなくて，

これ(現在のアートマンと身体との関係 <A>の原因であるダルマと非ダルマ <A>)は，それ以前

のアートマンと身体との関係 <B>から生じ， (そのアートマンと身体との関係 <B>は〕それ以前

のダルマと非ダルマ <B>から生じているのである。一方，この(現在の)アートマンと身体との

関係 <A>は，ダルマと非ダルマ <A>から生じたのである。

〔答論〕 それ(このような反対主張)にたいして， (師シャンカラは次のように〕答えている。〔そ

してさらに，アートマンはJ，行為と内属関係にないので云々と。

〔反対主張J(王などはJ，単に近くにいるだけで云々。

〔答論〕 そうではない云々。〔この箇所で〕雇ったというのは「自分のものにしたjという意味

である。しかしアートマンの場合にはそうではないというので， (師シャンカラが次のように〕述

べているのである。しかしアートマンの場合には……〔考えることができ〕ないと。

2.身体等をアートマンだとする思い込みは

比轍的なものではなくて誤りである

これにたいして〔反対主張者が次のように〕主張する。

〔反対主張〕 身体とは異なるアートマンが，身体等を自己のものだと思い込んでいるのは，比験

的な意味でであり，誤りではないのである。

〔答論〕 そうではない。何故なら，事物聞の違いを良く知っている人が，一義的な意味と比聡的

な意味を〔用いるの〕だ，というのは周知の事実だからである。すなわち，事物間の違いを良く知っ

ている人，たとえば，一方では，肯定法と否定法によって，たてがみ等のある特定の姿をした〔動
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物〕が「ライオン」という名称と観念の用いられる一義的なものだと良く知っており， [他方ではJ.

それ(ライオン)とは異なる人間が〔ライオンと〕共通の性質 すなわち，残酷さや勇猛さ等

一ーを備えていると良く知っている人の場合には，その人が人間にたいして「ライオン」という

名称と観念〔を用いるの〕は比織的な意味である。だが事物聞の違いを良く知らない人の場合はそ

うではない。すなわちその場合には，事物 (A)にたいして名称・観念 (B) [を用いるの〕はまさ

に錯誤に基づくのであり比織的な意味ではないのである。たとえば，薄暗がりのなかで， rこれは

柱であるJという形ではその特徴が把握されていないときに，柱にたいして「人間」という名称や

観念が〔用いられ)，またたとえば，真珠母貝にたいして， rこれは銀である」という形で何の根拠

もなく名称、と観念が確定されるが，それと同じように，アートマンと非アートマンとを識別するこ

となしに，身体等の集合体にたいして「私j という名称、と観念が二義的な意味で

(nirupacarena) (777)用いられるとき， [それが〕どうして比聡的な意味だと言えようか。アートマン

と非アートマンとを識別している学者たちでさえ，山羊飼や羊飼たちと同じように， [アートマン

と非アートマンに関しては〕名称や観念を識別して〔用いて〕いないのである。従って，身体とは

異なるアートマンが存在すると主張する人たちの場合には，身体等にたいして「私」という観念〔を

用いるの〕は誤りであり，比験的な意味ではないのである。それ故，身体があるという状態は誤っ

た観念に基づいているので，知者は生きていても身体がないのである，と確定した作7助。そして同

じ趣旨で，プラフマンに関して〔次のような〕天啓聖典勾がある。「あたかも，蛇の脱殻が脱ぎ捨

てられて生命を失い蟻塚のうえに横たわっているように，まさしくこの身体は横たわっている。し

かしこの身体のない不死の生気はまさしくブラフマンであり，まさしく光輝なのであるJ(779)o r眼
があるのに眼がないかのようである。耳があるのに耳がないかのようである。言語器官があるのに

言語器官がないかのようである。思考器官があるのに思考器官がないかのようである。生気がある

のに生気がないかのようであるJ(7酬。さらに聖伝書も， r知恵定まった者はどう描写したらよいの

か云々J(781) と，知恵定まった者の特徴を述べて，知者があらゆる活動と無縁であることを示して

いる。従って，プラフマンがアートマンであると悟った人が，それ以前と同じように輪廻している

などということはないのである。だが〔逆にJ.以前と同じように輪廻している人はブラフマンがアー

トマンであると悟っていない，というのは誤りではない。

ところである者たちは〔次のように〕考えている。

〔反対主張〕 身体等をアートマンだと思い込むのは，誤りではなくて比機的なものである。それ

はちょうど，若者などをライオンだと思い込む(考える)ようなものなのである。

〔答論) [師シャンカラは)，このような人の考えを，これにたいして〔反対主張者が次のように〕

主張する云々と紹介して， (そののち〕批判しているのである。ある人に事物間の違いが良く知ら

れているとき，その人がこのように(事物聞の違いを良く知っている人と)言われているのである。

そしてこのこと(事物問の違いを良く知っている人が一義的な意味と比験的な意味を用いるという

こと)は，附託の章(序論)ですでに説明したので{加}，ここでは説明しないこととする。

薄暗がりのなかで，ある事物が「これは柱である」という形で人間と区別して把握されていない
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ときには，疑問の余地は残しながらも柱にたいして「人間Jという名称、や観念が〔用いられる〕。

この場合には実に，人間という性質は，不確定なものではあるが，附託されたものなのである。こ

のように疑問の場合には，不確実なものが附託されるという例を挙げたのち， [師シャンカラは次

のように〕誤認の場合には確実なものが〔附託される〕という例を挙げている。またたとえば，真

珠母貝にたいして云々と。〔ここでもし，真珠母貝を銀だと誤認する原因が両者に共通な属性の基

体だとするとJ，白く輝く実体は真珠母貝と銀〔の両者とも〕に共通の基体であるのだから，それ(日

の前にある白く輝く実体)が銀だと確定されるのなら，どうして真珠母貝だと確定されることはな

いのだろうか。疑問であるというのが二通りの意味で正しいのである。何故なら， (1) [両者に〕共

通な属性をもった基体が知覚されているので 〔どちらかの属性が〕知覚されることもないし， [ど

ちらかの属性が〕知覚されないということもないからでありヲまた (2)両者の特性が想起されてい

るので，潜在印象を生み出す原因である類似性は両者に存在するわけであるから，それ(類似性)

は両者に共通だからである。

だから〔師シャンカラが〕何の根拠もなくと言っているのである。すなわちこう述べることによっ

て， I自に見える〔誤認の〕原因は〔真珠母貝と銀の両者に〕共通であっても，目に見えない〔誤

認の〕原因〔が存在するJJと述べているのである。そしてそれ(自に見えない原因)は，結果を

見ることによって推論されるので， [両者に〕共通ではない。これが〔何の根拠もなくという箇所の〕

意味なのである。また，アートマンと非アートマンとを識別している〔学者たちでさえ〕とは，単

に聴聞と思惟に長けているだけの学者たち，すなわち，真理をいまだ直証していない人たち等々の

意味である。このことはすでに〔以前に〕動物等と区別がないからであると述べた通りである(7ML

なお [r註解』の〕その他の箇所に関してはその意味は明らかである。

そして，知者は生きながら身体をもたないということに関して， [師シャンカラは次のように〕

天啓聖典と聖伝書を引用している。そして同じ趣旨で云々と。理解は容易である。〔そして最後に

師シャンカラは次のように〕主題を結論づけている。従って，ブラフマンがアートマンであると悟っ

た人が云々と。

v.m. rブラフマ・スートラ』が開始された意義

〔反対主張) [聖典句によれば，ブラフマンについて〕聞いた(聴関した)のち〔それを〕思惟，

冥想すべきことが示されているので，ブラフマンは儀軌に従属するのであって，それ自体で完結し

ているのではない。

〔答論〕 さきにこのように述べられていたが仔細，そうではない。何故なら，思惟と冥想は〔ブ

ラフマンを〕悟るためのものだからである。すなわち，もし，悟られたブラフマンがそれ以外のも

ののために用いられるのであれば， [ブラフマンは〕儀軌に従属することになろう。だがそのよう

なことはない。何故なら 思惟も冥想も 聴聞とおなじように悟りのために存在しているからであ

る。従って， Iブラフマンは，知ることを命ずる儀軌の対象なので，聖典がその典拠なのである」

-37ー



などということはありえないのである。それ故， I諸ウパニシャツドは， (ブラフマンを教示すると

いう点でその趣意が〕一致しているので ブラフマンはまさに独自に聖典を典拠としているのであ

るJと確定した。

そしてもしそうだとすれば， Iそこで，この故に，ブラフマンの考究が〔開始されるべきであ

る)J<7師)という形で，それ(ブラフマンの考究)を対象とする別個の聖典が開始されるのは妥当な

のである。実にもし， (ブラフマンが〕知ることを命ずる儀軌に従属するとすれば， Iそこで，この

故に，ダルマの考究が〔開始されるべきである)J<787l という形で〔すでに『ミーマーンサー・スー

トラ』が〕開始されているのであるから， (ブラフマンを対象とする〕別個の聖典 (rブラフマ・スー

トラ.Dが開始されることはないであろう。さらにもし， (儀軌に従属する形でブラフマンの考究が〕

開始されるとすれば， (それは)Iそこで，この故に， (考察し〕残されたダルマの考究が〔開始さ

れるべきである)Jという形で開始されるはずである。それはちょうど， (rミーマーンサー・スート

ラ』に)Iそこで，この故に，供犠に役立つものと人間に役立つものとの考究が〔開始されるべき

である)Jげ酬とあるようなものである。しかしながら，ブラフマンとアートマンとの同一'性は (rミー

マーンサー・スートラ』では〕論議の対象とされていない。だからそれ(ブラフマンとアートマン

との同一性)を主題として， Iそこで，この故に，ブラフマンの考究が〔開始されるべきであるけ

という形で，聖典 (rブラフマ・スートラ.1)を開始するのは妥当なのである。

従って，儀軌すべてとその他すべての認識根拠は， I私はブラフマンであるjげ酬というこれ(悟

り)をもって終わるのである。何故なら，取捨とは無縁な不二のアートマンが悟られれば，対象も

なくなり，認識主体もなくなり，認識根拠は存在しえないからである。〔そしてこのことが〕さら

に〔次のように〕説かれている。「比験的な意味でのアートマンと誤ったアートマンが存在しなけ

れば，息子や身体等〔と自己との同一視が〕否定される。従って， r私は実在ブラフマンであり，アー

トマンであるjという覚り，すなわち，実現しなければならないことがどうして存在しえょうか。

探究の対象であるアートマンが認識される以前には，アートマンは認識主体なのである。〔だが〕

探究し終われば〔それは〕まさに罪や欠点等と無縁な認識主体(最高のアートマン)となろう。〔日

常的には〕身体をアートマンだとする観念が認識根拠だと見なされているように，実にこの日常的

な認識根拠はアートマンが確知されるまでは妥当するのであるJ(7削と。

〔反対主張〕 もし，個人存在がブラフマンをアートマンだと悟ることこそが，輪廻者であるとい

う性質を滅する原因であれば，思惟等を命ずる儀軌はなんと無意味であることになってしまうでは

ないか。従って，諸ウパニシャツドは知ることを命ずる儀軌に従属するのである。

〔答論〕 このように先に述べられていたが(791)，(師シャンカラは次のように〕そのことに再び言

及し，批判してゆくのである。I(聖典句によれば，ブラフマンについて〕開いた(聴聞した)のち云々」

と，さきに述べられていたが云々と。思惟も冥想も儀軌ではない。何故なら，それらの果報は一致

と矛盾 (anvayavyatireka)によって確立された直証なので，それら(思惟と冥想)は儀軌に似た聖

典の言葉によって再言及されているからである。そのことを〔師シャンカラが次のように〕述べて

いる。〔何故なら，思惟と冥想、はブラフマンを〕悟るためのものだからであると。悟りとはブラフ
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マンの直証のことであり 思惟と冥想がそれ(悟り)のためのものであることは肯定法と否定法

(anvayavyatireka)によって確立されるからである (792)。これが u註解』のこの笛所の〕趣旨である。

〔反対主張〕 何故，思惟等を命ずる儀軌ではないのか。

〔答論〕 だから〔師シャンカラは次のように〕答えているのである。すなわち，もし，悟られた

云々と。まず，思惟と冥想、は新得力を対象としかっ不死性を果報とするような主要祭ではない，と

いうことについては先に述べた通りである問抑。従ってそれらは， [穀粒を〕ついたり〔穀粒に〕水

をかけたりするのと同じで従属祭である (794) という可能性が残ることになる。だがそれも正しく

ない。何故なら，アートマンの場合には，それ以外のものに〔これまで〕用いられたこともないし，

また〔これから〕用いられることもないからである{795L というのは，ウパニシャツドに説かれて

いる〔アートマン〕は，特に，祭式の執行とは対立するからである。これが cr註解』のこの箇所の〕

趣旨である。〔そして最後に師シャンカラは次のように〕主題を結論づけている。従って云々と。

このように，諸ウパニシャツドは，すでに存在するブラフマンを専ら教示しているのである。そ

して， Uブラフマ・スートラJという〕聖典の教えるブラフマンはダルマとは異なり，また，主題

が異なれば〔それについて教える〕聖典も異なるので， rそこで，この故に，ブラフマジの考究が〔開

始されるべきであるJJというこれ aブラフマJスートラj1， 1， 1)が [rブラフマ・スートラjと

いう〕聖典の始まりとなるのは理にかなっているのである。だから〔師シャンカラが〕そしてもし

そうだとすれば云々と述べているのである。

〔反対主張〕 だがもしそうでなければ， [このスートラもJ，ダルマの考究にすぎないことになり，

その結果別個の聖典ではないことになり，従って聖典の始まりではないことになろう。

〔答論〕 だから〔師シャンカラはこのような反対主張にたいして次のように〕答えているのであ

る。〔実にもし，ブラフマンが〕知ることを命ずる儀軌に従属するとすれば云々と。ただ単にすで

に存在するものであるからという理由で，プラフマンとアートマンとの同一性がダルマとは異なる

のではない。そうではなくて〔ダルマと〕矛盾するからなのである。このことを〔師シャンカラが

次のように〕結論という形で述べている。従って，〔儀軌すべてとその他のすべての認識根拠は，J 

「私はブラフマンであるJという云々と。〔ここでJrというJ(iti)という語は知識に言及している

のである。実に諸儀軌はダルマを認識する根拠である。そしてそれら(諸儀軌)は，目的 (sadhya)

と手段 (sadhana)と方法 (itikartavyata)の区別に基づいてダルマを生ずる (7倒。だが，ブラフマン

とアートマシとの同一性が存在するときには，それら〔の区別〕に基づくことはできない。何故な

ら， [ブラフマンとアートマンとの同一性はそれらの区別と〕矛盾しているからである O これが [r註
解jのこの箇所の〕趣旨である。〔ところで〕このことは，ダルマの認識根拠となる聖典だけの運

命ではない。そうではなくて，すべての認識根拠の〔運命なの〕である。だから〔師シャンカラが〕

その他のすべての認識根拠は云々と述べているのである。何故か。何故なら， [取捨とは無縁な不

二のアートマンが悟られれば……〕ないからである。すなわち，不二なるものには主観と客観とい

う関係が存在しないのである。また行為者であるという性質も存在しない。何故なら行わなければ

ならないことが存在しないからである。また，手段という性質も同じ理由で存在しないのである。
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このことが，認識主体もなくなりとあるなかの「も」という言葉で述べられているのである。

まさにこの同じことに関して， [師シャンカラは次のように〕ブラフマンを知る者仰司の詩句

(偏)を引用している。〔そしてこのことが〕さらに〔次のように〕説かれている云々と。息子や妻

をアートマン(自己)だと思い込むのは比験的なものである。たとえば，自己の苦しみによって苦

しみ，自己の楽しみによって楽しむように，息子等の〔苦しみや楽しみによって〕も〔自らが苦し

んだり楽しんだりするの〕である。従ってこれは比験的なものなのである。だが〔この場合には，

息子と自己とが〕同一だと思い込んでいるわけではない。何故なら L息子等と自己との〕違いが経

験によって確立しているからである。従って〔これはJIヴァーヒカーという国の人は雄牛であ

るJ(798) という場合と同じで比聡的な意味なのである。しかし身体等をアートマンだと思い込むの

は， [両者の〕違いが経験されていないので，比日食的なものではない。そうではなくて，真珠母貝

を銀だと認識するのと同じで誤りなのである。このように アートマンに関するこの二種の思い込

みが日常的な世界を支えているのである。だが，それ(この二種の思い込み)存在しなければ，日

常的な世界も存在しないし， しいてはブラフマンとアートマンとが同一であるという開眼も存在し

ないのである。何故なら，それー(開眼)の手段である聴聞・思惟等が存在しないからである。まさ

にこのことが〔次のように〕述べられているのである。息子や身体等〔と自己との同一視〕が否定

されると。比聡的な意味でのアートマンが存在しなければ，息子や妻など〔との同一視〕が否定さ

れる。すなわち， I私のもの」という意識が存在しなければ等々という意味である。誤った思い込

みが存在しなければ，身体・器官等〔との同一視〕が否定され，聴聞等も否定される。従って，た

だ単に日常的な世界が破壊されるだけではなく， r私は実在ブラフマンであり，アートマンである』

という覚りという性質をもっ実現しなければならないこと，すなわち不二なるものを直証すること

等々も，どうして存在しえょうか。

〔反対主張〕 それは何故存在しえないのか。

〔答論〕 だから探究の対象であるアートマンが認識される以前には，アートマンは認識主体なの

であると述べられているのである。〔ここで〕これ(認識主体であるというの)は偶然的な特性

(upalak~叫a) であり，認識・認識対象・認識根拠という区別も〔そのなかに含まれていると〕理

解すべきである。その趣旨は以下の通りである。すなわち，これらの区別が不二なるものを直証す

る原因なのである。何故なら， [それは〕常にそれ(不二なるものの直証)以前に存在しているか

らである。従って，それ(認識・認識対象等の区別)が存在しなければ，結果は生じないのである。

さらに，認識主体であるアートマン以外にアートマンを探究すべきではないというので， [だが〕

探究し終われば〔それは〕まさに罪や欠点とは無縁な認識主体(最高のアートマン)となろうと述

べられているのである。〔なお〕首に掛かっているネックレスの例についてはすでに述べたところ

である{明。

〔反対主張〕 正しい認識根拠でないものからどうして究極的な不二なるものへの開眼が生ずるの

か。

〔答論〕 だから〔日常的には〕身体をアートマンだとする観念が認識根拠だと見なされているよ
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うに，実にこの日常的な認識根拠は妥当するのであると言われているのである。そしてこの限界を

アートマンが確知されるまではと述べているのである。すなわち，ブラフマンの本質を直証するま

では等々という意味である。その趣旨は以下の通りである。現象世界が究極的な実在であると主張

する人たちでも，身体等をアートマンだとする思い込みは誤りであると言うべきである。何故なら

〔それは〕正しい認識根拠によって否定されるからである。〔だが〕それ(身体等をアートマンだと

思い込むこと)があらゆる認識根拠の原因であり，現実の日常的な世界を支えているのだと認める

べきである。そしてまさにそれ(身体等をアートマンだとする思い込み)が，われわれの場合にも，

不二なるものを直証する際に，手だてとなるであろう。さらにこの不二なるものの直証も，内官の

変容の一種であって，完全には究極的なものではないのである(醐}。そうではなくて，真実の直証は，

実現されるようなものではないのである。何故ならそれはブラフマンを本質としているからである。

一方無明は， (他の〕無明を滅ぼそうと生み出そうと，その場合にはなんら理解しがたいことはない。

同じ趣旨で〔次のような〕天啓聖典句がある。「無明と明知の両者をともに知る者は，無明によっ

て死を超え，明知によって不死を享受するJ(削)と。以上ですべてが明らかとなった。

註

(736) i殺すべきであるJ(hantavyah)という語は， han (i殺すJ)という語根にーtavya(iべきであるJ)

という接尾辞がついてできた語であるが，その否定である「殺すべきではないJ(na hantavya与)の意味

の解釈に関して，この箇所では次のような問題が前提となっている。すなわち，否定詞 m白(つまり

na)の機能が定立否定 (paryudasa)にあるのか，それとも非定立否定 (prasajyaprati号edha)にあるのか

という問題である。そのうち，否定詞 nanの機能は定立否定にあるというのが，ここの反対主張の趣

旨であるが，その場合には， i殺すべきではないJ(na hantavyal_i)という文章は次のように解釈される

ことになる。すなわち，否定詞 na白は「殺すべきであるJ(hantavyah) という諾の語根の意味(殺すこ

と)と結び付いてその意味を否定し，そうすることによって逆に語根の意味以外の意味(殺すこと以外

のこと)を定立するのだとされるのである。説明の都合上回 hantavyal_iを語根の意味を表す hanana

(殺すこと)と接尾辞の意味を表す kartavyam(iすべきであるJ) に分けて考えてみると， na hantavyal_i 

はnahananaIJ1 kartavyamと書き替えられ，そのうち naは語根の意味である hananaと結び付くわけで

あるから，さらに ahananaIJ1kartavyamと書き替えられることになるが，この際 ahananamはhanana

(殺すこと)以外のこと(たとえば叩くことゃあるいは『パーマティー』の例に従えば殺さないという

決意等)を意味すると解釈されるのである。従って， ahananaIJ1 kartavyamは，叩くことや殺さないと

いう決意等を行うことを命じていることになり，その結呆「バラモンを殺すべきではないjという文章

は，前後の文脈に応じて「バラモンを叩くこと」とか「バラモンを殺さないという決意Jなどを行うこ

と(すなわち行為)を命じているとされるのである。それにたいして，否定詞 n舗の機能は非定立否

定にあるというのが，答論の立場であるが，それによれば， i殺すべきでないjという文章は次のよう

に解釈されることになる。すなわち，否定詞 na白は「殺すべきであるJ(hantavyah) という語の接尾

辞の意味(すべきである)と結び付いてその意味を否定するのだとされるのである。先と同じように，

na hantavyal_iを nahananaIJ1 kartavyamと書き替えると， naは接尾辞の意味を表す kartavyamと結ぴ付

いて行わないこと(行為の停止)を命じていると解釈されるのである。従って「バラモンを殺すべきで

はない」という文章は，定立否定による解釈とは異なり，なんら行為を命ずるものではなく， iバラモ

ンを殺すことを行わないことjすなわち「バラモンを殺すという行為の停止Jを命じているとされるの
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である。 Cf.Sh， pp. 153-155およびF.Edgerton (ed. & tr.)， The Mimattt滅的layaPrakasa， New Haven， 

1929， Text No. 321 ff 

(737) T. pp. 39-40， note 3によれば，この箇所は， Inanと結び付いたものすなわち活動が存在しないと

いう認識が消滅したあとに再び無関心な状態に行為が生じて来る余地があるのではないか」という反論

に対する答えであるとされる。すなわち，行為が存在しないという認識は，活動を完全に根絶やしにし

たのち，自らも消え去ってゆくから，再び活動の生ずる余地はないということを言っているのだとされ

ているのである。

(738) プラジャーパティにたいする誓いとは，学生期を終えた若者が家住期に入る際に創造神プラ

ジャーパティにたいして行う誓いで， I昇りつつある太陽あるいは沈みつつある太陽をみるべきではな

い」等の内容のものである。この場合には，誓いという積極的決意を示すものであるという性質上，こ

の「べきではない」という否定を積極的な活動を停止するという非定立否定の怠味に解釈することは適

当ではない。従って，この文章中の否定は，定立否定の機能を持ち， I昇りつつある太陽あるいは沈み

つつある太陽を見ないという決意Jを間接的に表示しているのだと解釈すべきであるとされるのである。

Cf. G. p. 39， note 78.なおブラジャーパティにたいする誓いに関しては，Mïmãtttsãsütrasãbarabhã~y，αIV， 

1， 3-6も参照。

(739) 釈義 (arthavada)に関しては，拙訳 nパーマティー.11，1，1-4和訳(IX)J sα隅 bha弱 8，1986，

pp.88-89，註 (496) (499)参照。

(740) 要するに行わなければならないのだという意欲が存在していてはじめて行わなければならないこ

とが遂行されるのだということ。なお vyaptaに関しては，拙訳 rrパーマティー.i1， 1， 1-4和訳(1)J 
f名古屋大学文学部論集.1LXXXVII (哲学 29)，1983， pp. 73-74，註 (17)参照。

(741) アショーカ樹のこと。

(742) たとえば，御飯を炊くという料理を例にとれば，それは，まず鍋を火にかけて温めるという行為

から始まって最後に御飯が炊きあげるという行為までの前後関係のある多くの行為からなっており，ま

たそれは，料理という行為以外のものすなわち炊きあがった御飯を生み出すのに適しているのである。

この点で壷等の実体とは異なっているのである。 Cf.Vedantakalpαtaruおよび Kalpataru仰向隅αla，

pp. 138-139. 

(743) M加 伽sasutraII， 1， 1 

(744) I諸によって思い起ごさせられたものと結び付かないものが原因であるときに，生ずるもの(活

動)と結び付いている状態がなにか原因がある場合であり，その場合には，すでに実現されているもの

である実体や性質も，行為と結び付くことによってこれから実現しなければならないものとなる。従っ

て，実体・性質・生ずるもの(活動)を表す言葉はともに，これから実現しなければならないものを表し，

かっこれから実現しなければならないものを対象としているので， (それらの語の〕用法はともに〔請を〕

用いた対象を実現するところにあるのであるJ(VedaηtakalPa初開， p.139) 

(745) 出典不明。

(746) 出典不明。

(747) rヨーグルトによって護摩を行うべきである」とか「絶え間なくギーを振り掛けるべきである」

という儀軌の場合には，この儀軌以外にそれぞれ祭式そのものを命じている儀軌(根本儀軌)Iアグニホー

トラ〔という護摩〕を行う〔べきである)JI(火に〕ギーを振り掛けることを行う〔べきであるけがあ

るので， rヨーグルト云々Jr絶え間なく云々」という儀軌は，これらの祭式に付属する供物(ヨーグル

ト)や性質(絶え間ないこと)を命じている従属儀軌であるとされる。だが， Iソーマによって供犠を

行うべきである」という儀軌の場合には，この儀軌以外に祭式(供犠)そのものを命じている儀軌が存

在しないので，ソーマによって限定された供犠を行うべきことを命じている限定儀軌であるとされる。

すなわち，この儀軌は， (1)供犠そのものを行うべきことと向時に， (2)その際ソーマを供物として捧げ

るべきことをも命じているのだとされるのである。さてここで， Iヨーグルトによって護摩を行うべき
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であるjとか「絶え間なくギーを振り掛けるべきである」等の儀軌の場合に，護摩やギーを振り掛ける

ことという生ずるもの(活動)が行わなければならないことの中味であるとすると，これらの儀執はそ

れぞれ， rソーマによって供犠を行う〔べきであるJJという儀軌同様， (1)祭式(護摩，ギーを振り掛

けること)そのものを命ずると同時に， (2)その際ヨーグルトを供物として捧げるべきこと，絶え間な

く捧げるべきことをも命じている限定儀軌であることになる。すなわち，言い換えれば，ヨーグルトに

よって限定された護摩や絶え間ないことによって限定された振り掛けることを命じていることになる。

そしてもしそうだとすれば，これらの儀軌によってすでに，護摩を行うべきこと，振り掛けることを行

うべきことは命じられてしまっているわけであるから，今度は逆に， rアグニホートラ〔という護摩〕

を行うべきであるJrギーを振り掛けること行うべきであるjという文章は，すでに命じられた護摩やギー

を振り掛けることに再度言及していることになり，未知のことを命ずるものである儀軌ではないことに

なってしまうのである。 Cf.Vedanta初 IPa旬開， pp. 140-141 および Mrmä隅S品sütrasäbαrabhä~y，α Il， 2， 

13; 17-20 

(748) 行為に関係する要素 (karaka)については，拙訳 nパーマティー11，1，1-4和訳 (IV)J Sambha弱

6， 1985， p. 69，註 (154)参照。

(749)論理学上の誤りの一つで，より簡潔な方法があるのに，まわりくどい方法を用いることを言う。

Cf. Nyay，αkosa， Bombay Sanskrit and Prakrit Series No. XLIX， Poona， 1978， p. 271 

(750) rヨーグルトによって護摩を行う〔べきであるJJという儀軌を例にとればこの儀軌は，その対象

(生ずるもの，活動)すなわち護摩がそれ以外の儀軌(すなわち「アグニホートラ〔という護摩)を行

う〔べきであるJJ)から知られるので，それ(護摩)に再言及することによって，それ(護摩)と関係の

ある実体(供物)であるヨーグルトを述べているのである。

(751) Taittinya S田1;Ihita Il， 6， 3， 3.この儀軌は祭神と供物との関係を述べているのだとする反対主張者

の見解によれば， rアグニ神に捧げられたJ(agneya) という語によって祭神アグニが示され， r八つの

かわらけに盛られた〔祭餅JJ (a~çakapalo) という語が供物を示しているのだとされる。それにたいし

て答論者によれば，この儀軌が命じている内容は，祭神と供物との関係から暗に知られる供犠という行

為が命じられているのだとされるのである。詳しくは本文の以下の論議を参照のこと。

(752) r生み出すものJ(bhavayitJ;)と「生むものJ(bhavana，志向)と「生み出されるものJ(bhavitJ) 

の関係に関しては， rwノfーマティーj1， 1， 1-4和訳 (IX)J pp. 90-91，註 (510)参照。

(753) r関係するものJ(uddesya) とは， r命じられるべきものJ(videya)がそれを命ずる儀軌以外の認

識根拠によって知られていないものであるのにたいして，すでに他の認識根拠によって知られているも

のであり，それが「命じられるべきもの」と関係するものとして述べられているような場合にこう呼ば

れるのである (Cf.M:仰an:tsaparibha弱 ofKl"~I_la Yajvan， translated and annotated by SwamI Madhava. 

nanda， The Ramakrishna Mission Sarada Pitha， Belur Math， Dt. Howrath， 1948， pp. 4-5)。すなわちここ

では， r査を作れjという文章によって「命じられるべきものJ(文章の命じている対象)は手の動きで

あり，査についてはすでに直接知覚等の他の認識根拠によってすでに知られているので，この査は「命

じられるべきものJ(手などの動き)と関係するものとして述べられているのである。

(754) ダルシャプールナマーサ祭は，新月の日に行われるダルシャ祭(新月祭)と満月の日に行われる

プールナマーサ祭(満月祭)からなる。そしてさらにダルシャ祭はアーグネーヤ祭，アグニショーミー

ヤ祭，ウパームシュ祭の三種から，プールナマーサ祭はアーグネーヤ祭，アインドラン ダディ祭，ア

インドラン パヤス祭の三種からなる。そしてこれらの六種の祭式の総体がダルシャプールナマーサ祭

だとされるのである。これらの六種の祭のうち，ダルシャ祭とプールナマーサ祭のアーグネーヤ祭に関

しては， r八つのかわらけに盛った〔祭餅〕を〔火の神アグニに〕捧げるアーグネーヤ祭は新月と満月

の日に決まっているのである」という儀軌によって執行すべきことが命じられており，その他の四種の

祭式に関しでもそれぞれ執行すべきことを命ずる儀軌(根本儀軌)が存在している。従って， rこのよう

に知る者は，プールナマーサ祭を行うべきである」という文章は，満月の日に行われるアーグネーヤ等
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の三種の祭式に再度言及しており， Iこのように知る者は，ダルシャ祭を行うべきである」という文章

は新月の日に行われるアーグネーヤ祭等の三種の祭式に再度言及しているのである。このようにこれら

のこつの文章は，結局はダルシャプールナマーサ祭に再言及していることになるので， I天界を望む者

はダルシャプールナマーサ祭によって供犠を行うべきである」というダルシャプールナマーサ祭の執行

資格(天界を望む者であること)とも結び付いてゆくのである。 Cf.Vedanωkalpataru， pp. 142叩 143お

よび MI刑伽~sãsütrasãbαrabhã~ya I!， 2， 3 

(755) このように儀軌は常に生ずるもの(活動，行為，祭式)を命ずるところに集約されてゆくので，

「どんな場合でも必ず，意欲を媒介として，生ずるもわ(活動)を対象としているのであるj。

(756) (736)参照。

(757) (736)参照。

(758) この箇所は， r註解』本文の訳文とは異なるが，以下の『パーマティー』の説明へと繋げてゆく

都合上『パーマティー』にあわせて訳しておいた O

(759) S， p. 226に従って補った。

(760) Vedantakalpataru， p. 146 が kartavyataya sahaikasmin dhatvarthe samavetãvi号~ãni科asãd.

hanabhavauと解しているのに従った。

(761) r子供の欲求や嫌悪の情は，新得力を以て終わる言葉についての認識を前提としているわけでは

ない。直接知覚という日常経験の場合には，それらすべてが存在しないからである。『料理するj等の

場合に，志向が認識されても，それが人に活動を開始させるわけではないJ(Vedantakaltata問， p.147)

(762) I望ましいことを実現する手段が存在することと望ましくないことをもたらす手段が存在するこ

と一一〔それらは〕行わなければならないことという性質とともに同ーの〔動詞語根の〕意味に内属し

ている についての理解Jのこと。

(763) 言葉によって表される志向(依言志向)と結果をもたらす志向(依果志向)については，拙訳

rrパーマティーj1， 1， 1-4和訳 (IX)J pp. 90-91，註 (510)参照。

(764) 本訳出頁参照。

(765) Ved伽 tαkalPaω叩， p. 148に従って補った。

(766) r実に，存在しないという認識が無始の無関心な状態〔すなわち本来のアートマンの状態〕を確

立する原因なのではない(もし，そうなら，存在しないという認識が存在しないときには原因が存在し

ないわけだから無関心な状態も存在しないであろうが)。そうではなくて， [無関心な状態を〕否定する

ものを取り除くものなのであるJ(Vedant，α初 lPatα叩， p. 149)。従って，存在しないという認識はアート

マンの本来的な状態である無関心な状態を覆い隠すようなアートマンの無関心な状態にとっては非本来

的なものから無関心な状態という本来的な状態を護るという形で無関心な状態を確立する原因となって

いるのである。

(767) ものの特性には本来的な特性 (vise字句a)，添性 (upadhi)，偶然、的な特性 (upalak~aI，l a) の三穫があ

るとされる。そのうちものの本来的な特性とは，ものに内属する本来的な特性で，たとえば，青い蓮の

青さという特性などがそうである。他の二つはものの非本来的な特性であるが，そのうち添性は，その

ものに内属してはいないがそのものが存在する限り認められるような特性で，たとえば，赤い水品の赤

さ(水晶は本来透明であるからこの赤さは水品に内属してはいないが水晶から分離することはできない)

のようなものである。一方ものの偶然的な特性とは，そのものから分離可能な特性のことで，たとえば

家に止まっている烏(この烏はその家を他の家から区別しているという意味で家の特性だと考えられる

が，家に内属しているわけでも家が存在する限り存在しているわけでもない)のようなものである。

Cf. Vedanta初 lp，αtaru，p. 149およびS，p. 294-295， note 137. 

(768) 拙訳 rrパーマティー.11，1，1-4和訳(IX)J pp. 64-65参照。

(769) Ibid・， p.65参照。

(770) ChandogyαUtanu!ad VIIl， 12， 1. 
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(771) 拙訳 rwパーマティーj!， 1， 1-4和訳(Ix)J pp.66-67参照。

(772) 理論学上の誤りの一つで，論証すべき事柄とその論拠が，前者が成り立つてはじめて後者で成り

立ち後者が成り立つてはじめて前者が成り立つというような形で，相互に依存しあっていることを言う。

(773) このような盲人のイメージはすでに，Katha坤印刷d I!， 5 ; Muw!aka Utani与ad !， 2， 8 ; Mait門

utαnisad VI!， 9などに出てくる (R，p. 37， note 2)。

(774) アートマンは，自己が身体と結び付いていると誤って思い込んでいる限りにおいて，祭式の執行

者であるのであり，このような思い込みはブラフマンの知識によって取り除かれるのである (T，p. 42， 

note 1) 

(775) 拙訳 rwパーマティーj!， 1， 1-4和訳 (V)J昭和 59年度文部省奨励研究 (A)成果報告書， p.13 

および、 p.30，註 (261)参照。

(776) Ibid.， pp. 12-13参照。

(777) 修辞学およびニヤーヤ・ヴァイシェーシカ学派の用語で， r完全に異なるもの二つの類似性が極め

て大きいために〔互いに〕異なるのだという認識をただ覆い隠してしまうことJ(The Sahityadαゆ開α

with Exhaustive Notes by P. V. Kane， Motilal Banarsidass， 1965， p. 11)， r本来的な意味を捨て去ること

によって，間接的表示機能に基づいて，それ以外の意味を認識することJ(め匂akosa，p. 158)だとされ，

その例として， r座席が泣く J(座席に座っている人が泣くという意味)や「男の人は火であるJ(男の

人が非常に怒っているという意味)が挙げられている。

(778) これはいわゆる「生前解脱JGlvanmukti) という考え方を示すもので，その聖典上の根拠は，

Bfhadäara~yαka uþ即日~ad III， 2， 11， !V， 4， 6 ; K，αcha Uþani~αd V，l等に求められる (R，p. 38， note 1)。

(779) Brhadara呼'yakaUtani干αd!V， 4， 7. 

(780) 出典不明。

(781) Bhαgαvad Cita I!， 54. 

(782) 拙訳 rwパーマティーj!， 1， 1-4和訳 (I)J p.68参照。

(783) Vedanta初 ltataru，pp. 151-152によれば，この箇所では次のような問題が論じられているとされ

ている。すなわち，真珠母貝と銀との両者に共通な基体(白く輝く実体)が知覚されているときに，

(1)その共通の基体のみが錯誤の原因なのか，それとも， (2)両者の類似性等の欠陥と混ざりあった共通

の基体が錯誤の原因なのか，ということがまず問題とされる。このうち，前者を否定しているのが， r白
く輝く実体が……確定されることはないのだろうかJという箇所である。一方，後者を否定しているの

が， rそうでなければ，疑問であるというのが二通りの意味で正しいのである」以下の箇所である。こ

こで，真珠母貝を銀だと誤認するのは，錯誤(viparyaya)ではなくて，疑問 (salJlsaya)であるとされた

のであるが，それが， r二通りの意味で正しいjとされるのは次の理由によるのである。すなわち，ま

ず第一の理由は， r錯誤の場合には， rこれは銀である』という形で，銀に確定する根拠(たとえ誤った

ものにせよ)があるはずである。そしてその根拠は， w銀の属性は認められるが，真珠母貝の属性は認

められない』とする知覚 (upalabdhi)と無知覚 (anupalabdhi)なのである。だが，銀と真珠母貝の両者

は共通の属性をもった基体として知覚されているのであるから，錯誤であるとは言えない。従って疑問

なのである」というところにあるのである。さらに，もう一つの理由は， r二つの特性が想起される場

合が疑問であるが，この(真珠母貝と銀の)場合には，銀であるということだけが想起きれているのだ

から，錯誤ではないか」という反対主張にたいする答えだとされるのであるが，以下の通りである。す

なわち， r生じてきた潜在印象が想起の原因である。それ(想起)を生み出す原因が類似性である。それ

(類似性)は真珠母貝と銀との両者に存在しているのだから，その類似性は〔両者に〕共通である」と

いう理由によるのである。

(784) 拙訳 rrノfーマティー.11，1，1-4和訳 (rv)J pp.60-61参照。

(785) 拙訳 rwバーマティーj!， 1， 1-4和訳(Ix)J p. 65 

(786) Brah隅 asutrar， 1， 1. 
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(787) MimarIJsasutra!， 1， 1 

(788) Mi加 arIJsasutra!V， 1， 1. 

(789) Br:hadãra11Yα陶 Uþani~ad !， 4， 10， 

(790) この箇所は『パーマティー』に従って訳した。

(791) rwパーマティー~ !， 1， 1-4和訳(医)J 60頁以下参照。

(792) anvayavyatirekaをここで「一致と矛盾Jと「肯定法と否定法」と訳し分けたが，前者の意味およ

ぴ直言正が一致と矛盾の方法によって確立されるということに関しては，拙訳 rwパーマティーj!， 1， 

1-4和訳 (V)J p.35，註 (328)および rwパーマティー.i!， 1， 1-4和訳(lX)Jp.85参照。また後者

の意味および思惟と冥想が悟りに必要不可欠である点に関しては，日パーマティー~ 1， 1， 1-4和訳

(VlIl) J r東海仏教j第 31輯， 1986， p. 104，註 (476) および拙論「不二一元論学派における解

脱への道Jr宗教研究~ 269号， 1986， p. 105 ff参照のこと。

(793) 拙訳 rrノfーマティー.i!， 1， 1-4和訳 (!X)J 66頁以下参照。

(794) これが従属祭であることに関しては，北JII秀則 rArthasarp.graha和訳解説nJr名古屋大学文学部

二十周年記念論集上 1970，pp.78-79参照。

(795) 従属祭が，祭式ですでに用いたものを浄化する祭式とこれから祭式で用いるものを浄化する祭式

の二種に分かれることに関しては，拙訳 rrパーマティー~I， 1 ， 1-4 和訳 (IX)J p.94，註 (544)参

照のこと。

(796) Vedantakaltataru， p. 154によれば，ここでいうダルマとは， r三つの要件をもっ志向Jだとされ

ているので，それに従えば次のように考えられる。志向 (bhavana)には， r言葉によって表される志向J

(sabdrbhavana) と「結果をもたらす志向J(arthlbhavana) の二種があることについてはすでに述べた

通りであるが(註 763の箇所参照)，それぞれ三つの要件を必要とするとされる。それらは目的と手段

と方法であるが，その三つの要件はそれぞれ「何を生じさせるべきかJr何によって生じさせるべきかj

「どのようにして生じさせるべきかjという問に答えるものでなければならない。まず， r言葉によって

表される志向Jの場合には，それらはそれぞれ，目的が三つの要件を備えた「結果をもたらす志向J，

手段が願望法等に関する知識，方法が釈義等に述べられている祭式の効果にたいする讃美であるとされ

る。一方「結果をもたらす志向jの場合には，目的は天界等の呆報，手段が供犠等，方法がその供犠に

従属する従属祭であるとされる。 Cf.北JII秀則 rArthasamgraha和訳解説rJr名古屋大学文学部論集j

XLVIlI (哲学 16)，1969， pp.47-52. 

(797) S， pp. 295-296， note 138によれば，このプラフマンを知るものとは，スンダラ パーンドヤであ

るとされる。

(798) 雄牛のように力強いという意味。

(799) 拙訳 rwノ fーマティー~!， 1 ， 1-4 和訳(IX)J p.57参照。

(800) この点に関しては拙論「不二一元論学派における解脱への道Jpp.l08-109およびp.l11参照。

(801) lSa Utani干ad Xl. 
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