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フルテキスト・データベース類使用による仏教思想研究

神 子 上 生
(龍 谷 大 学)

フルテキスト・データベース類として，本論文で使用したものは次の三点

である。

１ Uddyotakara-nyayavarttika.zip:produced by Yasuhiro Okazaki
 

ftp://ftp.ucl.ac.uk/pub/users/ucgadkw/indology/texts

２ KWIC Index to the Sanskrit Texts Dharmakırti by Motoi Ono,

Jun’ici Oda,Jun Takashima:

Lexicological Sutdies No.8 March 1996, Tokyo University of
 

Foreign Studies,東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所

３ Word Index to the Prasastapadabhasya, a complete word index
 

to the printed editions of the Prasastapadabhasya by Johannes
 

Bronkhorst and Yves Ramseier,Motilal Banarsidass,Delhi,1994

 

Pramanavarttikasvavrttiについては，小野基氏制作のフルテキスト・デ

ータベースと An Index to the Pramanavarttikasvavrtti by Motoi Ono

& Jun’ichi Oda,Lexicological Studies No.6,Tokyo Gaikokugo Daiga-

ku,東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 March 1994をも使

用したが，上記の⑵KWIC Index to the Sanskrit Texts Dharmakırti by
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Motoi Ono etc.の方が研究のために便利であった。フルテキスト・デー

タベースを使用して，研究に必要な用語を grep 機能で検索し，印刷した

場合，⑵KWIC Index to the Sanskrit Texts Dharmakırtiの方が文脈の

中での用語の使用状態が良く理解できた。筆者の えではフルテキスト・

データベースよりフルテキスト・データベースに基づき作成された文脈上

の用語索引の方が研究者の時間を節約する有益なものであると える。⑶

Word Index to the Prasastapadabhasyaは⑵KWIC Index to the Sans-

krit Texts Dharmakırti より研究者に便利に作られた索引であった。フ

ルテキスト・データーベースを巧みに使用する方法もあると えるが，筆

者が本研究で使用した初歩的方法では⑵⑶の索引の方が便利で有益であっ

た。

本論で，データベースを使用して研究しようとした用語は vyangya と

vyanjakaとである。Tattvasamgrahapanjika（略号 TSP）の第十三章普

遍（samanya）の解読中，abhivyangya又は，vyangyaと abhivyanjaka

又は，vyanjaka とをどのように翻訳すべきかが問題となった。ダルマキ

ールティの用法では vyangya と vyanjaka との用語の使用が索引による

と一般的である。もっとも abhivyanjaka の使用は一例あるが，abhi-

vyangya の使用はない。ヴァイシェーシカの Prasastapadabhasya では

vyangyaと vyanjakaであるので論題として，vyangyavyanjakaを採用

した。もっとも，Uddyotakara: Nyayavarttika（略号 NV）では abhi-

vyangya， abhivyanjakaがよく使用されている。

１ Tattvasamgrahapanjikaにおける問題点

少し長くなるが，TSPの問題の箇所を以下和訳す
⑴

る。
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〔ヴァイシェーシカの徒〕ただそれ（＝普遍）だけが存在することがある

としよう。

〔仏教徒〕その場合でも，同じ過失がある。〔汝らヴァイシェーシカの徒に

よって，〕単独の普遍のみを把捉することは認められていないから，即ち，

自己の所依と感官との接触に依存して，普遍は認識されると言われている

から。

普遍のみを認識する場合，普遍の知覚から個物の決定知はおこらない。そ

の時（＝普遍の知覚の時）個物は存在しないのだから。また，この普遍は

個物において有ると関係づけられることもないであろう。関係（＝内属）

の原因（＝個物）が無いから。即ち，関係の原因があるならば，普遍には

それ（＝個物）によって顕示される性質（vyangyatva）があるであろう。

或いは，それ（＝個物）によって生ぜられる性質，或いは，それ（＝個物）

を〔感官が〕把捉することによって認識される性質が有るであろう。その

場合，まず，それ（＝個物）によって，顕示されるから（abhivyangya-

tvat）という理由で，普遍がそれ（＝個物）に関係づけられるのではない。

常住であるという理由で，諸々の他のものによって補助されない普遍には，

異なりは生じないから，〔個物によって〕顕示される性質（vyangyatva）

は認められない。甲を補助しないもの（anupakara）は甲を顕示するもの

（abhivyanjaka）ではない。例えば，ヴィンディア山脈をヒマラヤが顕示

するものでないが如し。同様に，諸個物は普遍を〔顕示するものではな

い〕というのが遍充するものと対立するものの認識による推理である。補

助しないものでも顕示するもの（vyanjaka）である場合，過大適用の過失

となる。なにでも，なにをも顕示するものとなるから。この同じ理由で，

それ（＝普遍）は常住なものとして（汝らによって）認められていたのだ

から，それ（＝普遍）がそれら（＝個物）に〔普遍の知識の〕生起に関し
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て依存することは無い。ただそれ（＝普遍）だけが認識されるからという

理由で，それ（＝普遍）の知識が他に依存することはない。以上三つの選

言肢はあり得ない。従って，自己の所依と感官との接触に基づいて，普遍

が認識され
⑵

ると述べられたことも正しくない。どうして，それ（＝自己の

所依）と感官との接触に基づく性質が〔普遍の知識に〕有るであろうか。

等 という用語によって，アートマンと心との接触等が含意されている。

常住であるという理由で，諸々の他のものによって区別が置かれることは

ないから，このもの（＝普遍）には如何なるものにも依存する性質はない。

従って，それ（＝普遍）が自己の知識を生ずる能力を有する場合，それ

（＝自己の知識）を生ずるであろう。もし，〔そういう〕能力を有しない場

合，如何なる時にも〔普遍の知識を〕生じないであろう。なぜなら，能力

を有するもの，或いは，能力を有しないものというその〔二つの〕性質は

それ（＝普遍）には無い。それ（＝性質）はどんな場合にも，変えられな

い。何故なら，それは〔普遍の〕常住性を否定することになるから。

筆者は普遍を指示する用語 vyangyaを 顕示されるもの ，個物等を指

示する用語 vaynjakaを 顕示するもの と翻訳するのが正しいと える

が，他の翻訳者達は vyangyaを 顕現されるもの ，vyanjaka を 顕現

せしめるもの 又は 顕現さすもの という意味で理解する。たしかに，

これら用語はサーンキャ哲学の諸テキストでは顕現されるもの等に理解さ

れる，また，語 sabdaに関係してこれら用語は多くの場合顕現さすもの，

顕現されるものの意味で用いられている。それは，語など常住なものは生

ぜられることは無く，顕現されるものだからである。修辞学的に使用され

る用語 vyanjakaの場合でも研究者によっては顕現さすものの意味で訳さ

れている場合に出くわす。 含意により指示するもの 又は， 明確にする
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もの と訳して良い場合にもそうである。とにかく， 顕現 に関係する

意味でこれら用語が理解される場合がほとんどである。そこで，本研究は

フルテキスト・データベース類を使用して，普遍にかんして使用されるこ

れら用語の意味を検討することを目的とする。

２ ヴァイシェーシカの徒の vyangyavyanjaka理解

まず，Prasastapadabhasyaでは感官 indriyaが香り，味，色形を生き

物に示すもの（vyanjaka）であるという vyanjaka の用例があり，そして，

この論書の最後の部分である内属の記述のなかに，普遍の知識に関する重

要な言明があり，その中に，vyangyavyanjaka という用語が使用されて

いる。その部分の中村元訳を以下に示す。

yatha kundadadhnoh samyogaikatve bhavaty asrayasrayibhavaniya-

mas tatha dravyatvadınam api samavayaikatve’pi vyangyavyanjaka-

saktibhedad adharadheyaniyama
⑶

iti.

あたかも瓶の中に酪が容れられている場合に，両者の結合ということはい

かなる場合にも同一であるが，基体と基体に依存せるものとの関係はそれ

ぞれ定まっているように，同様に実体性などについても，内属ということ

は同一であるけれども，顕現される実体性などとそれを顕現せしめる（実

体などの）潜在的可能力とが多数存するから，拠所と拠所に保持されるも

のとの関係がそれぞれ定まっている。 （中村元
⑷

訳）

ここで，vyangya は 顕現される実体性など 即ち， 顕現されるもの

の意味で訳されている。Vyanjaka は 顕現せしめる（実体など） 即ち，

顕現せしめるもの の意味で訳されている。この文の意味を注釈書
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⑸

Nyayakandalıの本多恵訳で検討してみる。

例えば> 結合は唯一であっても，壺とチーズとの依り所と依っているも

のとの関係はきまっている>と知られている。何故なら，能力がきまって

いるからである。壺が依り所であり，チーズが依っているものである。同

様に， 内属は唯一であっても，実体性等の保持するものと保持されるも

のと（の関係）はきまっている>。何故なら， 現わされるものと現わすも

のの能力とが別異であるから>。何が言われているのか。実体性を現わす

能力は諸実体にのみある。故に，実体性は諸実体にのみ内属し，他のもの

には（内属し）ない。属性・運動についても同様に解釈すべし。

（本多恵
⑹

訳）

実体等と普遍を結びつける内属は唯一であるが，実体には実体性が内属す

ると決まっているから，実体が実体性を顕示する可能力を有していると決

まっている，また，属性は属性性を顕示する可能力を有すると決まってい

る，等のことが述べられていると筆者は えるが，如上の文章のみでは明

確にはそうであるとは言えない。仏教徒の議論を検討した後に，ヴァイ

シェーシカのこの文章の意味の検討に帰る。

３ ニヤーヤヴァールティカにおける abhivyangyaと

abhivyanjaka

次に，ニヤーヤ学派の NVの検討に移る。語 sabdaと関係する場合は，

顕現さすもの，照らし出もの，又は，prakasaの意味で使用され，サーン

キャの場合にも顕現さすものの意味で使用されている。ニヤーヤの場合に

は諸感官が香り，味等独自の領域のものを 示すもの
⑺

abhivyanjaka と
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決まっている。また，類を顕示するもの（abhivyanjaka）等の用例があ

るが，仏教徒との対論の部分が見いだせない。abhivyangya は， 顕現さ

れるも
⑻

の の意味で使用されている。

abhivyaktaの場合は，副詞的には， 明確に であり，言葉の複数，両

数，単教が 明示された 語というように 明示され
⑼

た の意味で用いら

れている。

一番多い用例は abhivyakti で，多くの場合， 顕現 の意味で用いら

れているが，希には，作用が時間を 明示すること の原
⑽

因，この用例の

ように明示，ないし，指示することの意味で用いられている。しかし，

NVの用例には目下の問題に光を当てるものはない。それは，ここで問題

としている用語が哲学的に重要な用語でなく，一般的な用語であるからだ

と推測される。筆者の検索の仕方が未熟なため十分にこの資料を利用出来

なかった。

４ Pramanavarttikasvavrttiにおける vyangyavyanjaka

最後に仏教の資料の検討に移る。この問題に大変有益な資料を提供する

ものは Pramanavarttikasvavrtti である。ここでは，紙面の関係で，こ

の資料のみに限って検討する。

Pramanavarttikam of Dharmakırti,the first chapter with the autocom-

mentary ed.by Ranieo Gnoli,Roma 1960 pp.72-73.

English translation from Leonard Zwilling :Dharmakırti on apoha:

The Ontology,Epistemology and Semantics of Negation in the svartha-

numanapariccheda of the pramanavarttikam pp.222-224 and p.238
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⑴ vijnanotpattiyogyatvayatmany anyanurodhi yat /

tad vyangyam yogyatayas ca karanam karakam matam //146//

prag evasya ca yogyatve tadapeksa na yujyate/

samanyasyavikaryasya tat samanyavatah kutah//147//

自己の知識を生ずる能力のために他のものに従うもの，それが顕示さ

れるものである。そして，〔その〕能力の原因が〔知識の生起の〕作

因であると えられる。//146//

〔他のものに従うより〕前にこれ（＝普遍）に能力があれば，それ（＝

他のもの，顕示するもの）に依存することは理にかなわない。また，

変化しない普遍において，普遍を有するもの（＝個物）から，どうし

て，それ（＝能力）が生じようか？ //147//

Leonard Zwilling氏は vyangyaを the manifestedに訳し，vyanjakaを

the manifestorと訳しているが，後に検討する⑷で明確になるように顕示

されるものと顕示するものであって，顕現されるものと顕現させるもので

はない。この二 は普遍が自己の知識を生ずる能力を得るために個物に依

存することを批判している。PVSV 156 の注釈（p.78）に普遍が自己の

知識のために自己の所依と感官との接触に依存するとヴァイシェーシカの

徒が主張していることが述べられている。この記述は TSPの和訳した問

題の部分にも引用されていた。即ち，普遍は自己の知識のために普遍の所

依である個物に依存することをヴァイシェーシカの徒は認めている。その

点を突いて，仏教徒は普遍が自己自身では自己の知識を生ずる能力がなく，

その能力を所依である個物が与えるのではないかと批判している。普遍の

知識を生ずる能力を与えるものが顕示するものである個物なのである。知
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識を生ずる能力が意図される時，この能力を与えるものを 顕示するもの

vyanjaka と呼ぶ。つぎの⑵の和訳を参照せよ。したがって，顕示する

ものは普遍に自己の知識を生ずるための能力を与えるものであるから，そ

れを 顕現さすもの と訳すのは正しくない。何故なら，能力は可能力で

あって顕現していない状態のものであるから。ここでは普遍は顕示される

もの，個物は顕示するものである。個物なしには普遍の知識は生じない。

⑵ na khalu vai karakad vyanjakasya kascid bhedah / svavisaya-

vijnanotpadanasamartham aparam sajatıyopadanapeksam anapeksam
 

va janayan bhavam eva vyanjaka ucyate/

paratra tu jnanajananasaktir anaksipta janyasyeti jananamatrena
 

karakatvam /

作因と顕示するものとの間にいかなる区別もない。自己を対象とする知識

を生ずる能力を有する他の状態を，同類の資料因に基づいて，或いは，基

づかないで，生ずるものが顕示するものと呼ばれる。他の場合，生ぜられ

るものについて，知識の生起の能力が間接的に示されないので，生起のみ

で，〔生起させるものが〕作因である。

この記述の中で，普遍が自己（＝普遍）の知識の原因であるとヴァイシェ

ーシカの徒は主張するが，普遍単独では自己の知識を生ずる能力がない。

そこで，普遍に何らかの他の状態を与えるものが顕示するものと呼ばれる。

この普遍は顕示されたものである。一度顕示された普遍は自己の知識を生

ずる能力を有する。そのような普遍を顕示されるものと言う。
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⑶ yo hi yato vijnanotpadanayogyatam pratilabhate sa cen na tasya
 

janyah syat /sasya svabhavabhuta yogyata prag evastıti na vijnana-

janane tam apekseta / parabhutayam casyam saiva tato bhavatıti
 

sthitivat prasangah /tasmad vyanjako na tam karoti napy anyam ity
 

akimcitkaras capeksyata iti vyahatam etat /

甲から〔自己の〕知識の生起の能力を得るもの乙は甲にとって，生ぜられ

るものではないとすれば，これ（＝乙，普遍）の本性であるかの能力は前

に存在するから，〔自己の〕知識の生起のためにそれ（＝甲，個物である顕

示するもの）に依存しない。また，この能力が〔普遍と〕別のものであれ

ば，その能力はそれ（＝甲，顕示するもの）から生ずる故に，住の如く，

過失となる。

故に，顕示するものはそれ（＝能力を与えること）を為さない，また，そ

れ以外のことをも〔普遍にたいして〕為さない。故に，〔普遍は自己の知

識を生ずるために〕無用のものに依存することになろう。以上のこと（＝

対論者の主張）は否定された。

この記述は，普遍の自己の知識を生ずる能力は個物に普遍が内属する前に

あるべきであることを述べている。何故なら，普遍の本性は常住であるか

らである。その場合，普遍は何者によっても能力を付加される必要はない。

⑷ nanu ajanaka api karyatvad dhumadayo vyanjakah / satyam
 

vyanjaka na tu dhumam apeksyagnir atmani jnanam janayati/tatha-

bhutasyagneh saksad ajanakatvat /kevalam upadanabalenaiva tatra
 

jnanam utpadyate na visayabalena
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asaty api tasmin bhavat paramparaya linganusarena/

〔対論者の反論〕煙等は生起さすものではないが，結果であるという理由

で，〔火を〕顕示するものである。〔煙等が〕顕示するものであることは正

しい。しかし，火は自己の知識を煙に依存して生じない。そのような火を

〔煙は〕生ずるものでないのだから。ただ，その場合，〔煙は，火の〕知識

は資料因によって生ずる。対象（＝火）によって，〔火の知識を生ずるの

ではない〕。それ（＝火）が無くても，間接的に，論証因に基づいて，〔火

の知識を〕生ずるから。

ここで述べられていることは，次のことである。推理において，煙が火性

という普遍を顕示する場合，資料因である火の結果であるという観点から，

間接的に火の知識を生ずるのである。

⑸ na vai yogyatapratilambham samanyasya vyaktim brumah /kim
 

tarhi / svasrayasamavayam / svasrayasamavetam hi tad atmany
 

anyatra va vijnanahetur iti/

uktam atrajanyajanakayoh ko ’yam asrayasrayibhavalaksanah
 

samavaya iti / svasraysamavayapekso vijnanahetus tena janya eva
 

syat / taddhetoh svabhavasya pragabhavat pascac ca tato bhavat /

nityam tatsvabhavasadbhave prag api samavayad vijnanodayapra-

sangat /

〔対論者ヴァイシェーシカの徒〕

能力を得ることが普遍を顕示することであると我々は言わない。どうして
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か，自己の所依への〔普遍の〕内属を〔普遍を顕示することと我々は言

う〕。なぜなら，自己の所依に内属したもの（＝普遍）それが自己に関し

て，或いは，他のものに関しての知識の原因である。生ぜられるものと生

ずるものとの二つのものの間にあるこれはなにか？〔それは〕所依という

関係を特質とする内属であると答えた。自己の所依への内属にもとづくも

の（＝普遍）が知識の原因である。それ（＝自己の所依への内属）によって

生ぜられるものであるべきである。

そういう理由で，〔普遍の自己の知識を生ずる能力という〕本体は前には

ないから，そして，後に，それ（＝内属への依存）から，〔能力は〕生ずる

から。常に，それ（＝普遍）の本体がある場合〔普遍の自己の所依への〕

内属より前に自己の知識が生ずるという過失となるから。

このヴァイシェーシカの徒の主張は，Prasastapadabhasya の vyangya-

vyanjaka に関する記述を理解するために重要である。個物，或いは，実

体は普遍によって内属された時，初めて 顕示するもの と呼ばれうる。

また，普遍は個物等に内属して初めて 顕示されるもの と呼ばれる。内

属するまでは普遍に自己の知識を生ずる能力はない。内属こそが普遍に自

己の知識を生ずる能力の原因である。

⑹ PVSV p.78.

vyanjakapratipattau hi na vyangyam sampratıyate/

viparyayah punah kasmad istah samanyatadvatoh //156//

顕示するもの（＝個物）が認識されない時，顕示されるもの（＝普遍）

は認識されない。どうして，普遍と普遍を有するものの間に逆のこと
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が認められないのか？ //156//

以上のようなヴァイシーシカの徒の主張に対する仏教徒の批判がこの第

156 である。

５ おわりに

yathakundadadhnoh samyogaikatve bhavaty asrayasayibhavaniyamas
 

tatha dravyatvadınam api samavayaikatve’pi vyangyavyanjakasakti-

bhedad adharadheyaniyama iti.

あたかも瓶の中に酪が容れられている場合に，両者の結合ということはい

かなる場合にも同一であるが，基体と基体に依存せるものとの関係はそれ

ぞれ定まっているように，同様に実体性などについても，内属ということ

は同一であるけれども，顕現される実体性などとそれを顕現せしめる（実

体などの）潜在的可能力とが多数存するから，拠所と拠所に保持されるも

のとの関係がそれぞれ定まっている。 （中村元訳）

以上の検討の結果，中村元訳の 顕現される は 顕示される に，また，

顕現せしめる は 顕示するもの に訂正するのが妥当であると える。

ヴァイシェーシカの徒は普遍に自己の知識を生ずる能力を与えるのは内属

であるというが，内属は唯一のものであり，多数の普遍を顕示する原因に

はなり得ない。ヴァイシェーシカの徒は，普遍によって内属された実体等

が 顕示するもの としての可能力を有するものであり，実体等に内属し

た普遍が 顕示されるもの としての可能力を有するものであると主張し

ているのである。そして，どの所依にどの普遍が内属するかは決まってい

るとする。そのような決定は顕示されるものと顕示するものの可能力の区
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別によって（vyangyavyanjakasaktibhedat）決まっている。故に，ヴァイ

シェーシカの徒によれば，牛を視感官によって見れば，これは牛であると

いう知覚判断が生ずるのである。牛には牛性が内属すると決まっているか

ら。

（本稿は日本私立学校振興・共済事業団の学術振興資金平成十二年度による研究

成果の一部である。）
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