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工藤順之

思想的背景ー序に代えて

十四世紀以降のインド思想界は新たな論理体系と論述形式に席巻された。そ

の新しい思潮を主導していたのはいわゆる新論理学派 (Navya-Nyãya) であ

る。新論理学派はその萌芽をウダヤナ (Udayana， α. 930-990 CE) に持ち、

ガンゲーシャ (Gangesa Upãdhyãya, ca. 1300-1360 CE) によって思想体系と

して確立したと言われる。彼らの主たる論題は認識問題であり、特にガンゲー

シャがその著作『タットヴァ・チンターマニJ (Tattvacintãrnm.:zi) において四

つの認識手段 (pramäIJa) をそれぞれ一つの章に配当して論じ、その形式が

その後の新論理学派の標準的な著作或いは註釈論述形式となったことから明白

なように、認識対象より認識手段の考察を中心課題としていた。彼らは古典論

理学派 (Pracina-Nyãya) に対して論理的な概念規定を厳密に確定する点に

おいて殆ど同一の系譜に属するとは恩われない程の紋密な体系を作り上げた。

新しい概念を導入しながら論理概念の定義付けが行われ、定義はさらに定義化

を要求し、その複雑で微細な定義に基づいて様々な概念が明らかにされていく。

そこで導入された概念は主として関係性の概念である。

彼らが構築した複雑な論理体系は認識手段の一つである「言語J (sabda) 

に関する議論も包括する。感覚器官と対象から直接知覚が成立し、遍充概念と

想起から推論が成立するという認識手段のあくまで一般的な枠組みに倣って言

えば、発話された語とその意味から認識が成立するというのか認識手段として
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の言語である。この極めて単純化した構図から、一般に文と称される言語要素

の集合から知何に認識が生ずるのかという問題に彼らは関心を向げていく。彼

らのとった手法は文として話し手によって発されたものを聞き手がどのように

理解し、知識を獲得するかという認知過程の分析である。文として発されたも

のはそれを構成する幾つかの単語に解体され、さらに各単語はそれ自体では実

用されない文法的項目に分割される。個々の要素はそれぞれの意味を表わし、

それら個々の意味が再ぴ中心的意味要素に統合されて、聞かれた文としての意

味の総体が理解される。彼らはそれを「言語に基づく認識J (~ãbdabodha) と

呼ぷ。個々の意味とその語との関係、語と語の関係がそれぞれいかなる関係性

の下にあるのかという議論の中で、彼らは言語分析においてすら論理学体系に

合致する文法を要求したのである。単に正しい文の派生・分析というレベルだ

げではなく、論理体系に組み込まれた文法解釈技法を作り上げたと言ってもよ

かろう。

こうした彼らの思想に敏感に、しかも危機感をもって対応せざるを得なかっ

たのは言うまでもなく文法学派であった。両学派ともパーニニ (Pã凶ni ， ca. 

5出 C.BCE) によって編まれた『アシュターディヤーイーJ (A$tãdhYIかf) の規

定を正規サンスクリット語の典拠としながらも、そこから導き出される解釈は

独自の体系が理論的に要求するところに応じて相容れないものとなる。対論者

である新論理学派の論述形式を逆用する形で文法学派も自説を展開していくが、

これは方法論において文法学派も新論理学派の強い影響に巻き込まれていたこ

と、思想論述形式として新論理学派の構築したスタイルを抜きにしては論争が

不可能になっていたことの証左である。

きて本稿の主題とする「行為主体J 概念を「行為の実行者J として今単純に

措定しておくと、認識の上に立ち現れるこの行為の実行者が言語表現にあって

どの文法的要素によって表示されるのか、そして行為と呼ばれる内容といかな

る関係にあるのか等の問題について各学派は様々な解釈を提示する。それは最

終的には言語認識の構造をいかに立てるかという問題に直結する。新論理学派

によって提唱された言語認識分析では「文J (vãkya) は各単語問、更に単語
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新論理学派の「行為主体性」定義

を構成する要素聞に限定・被限定関係 (vise号yavise~a~abhãva) が成立した

ものと説明され、これは文法学派の立場でもある。各学派の相違はこの限定関

係がどの要素聞に成立しているかの相違に他ならない。今は立ち入った議論を

控えるが、本稿主題の理解の一助とするべく両学派の論争の前提となるそれぞ

れの言語認識について概略を述べておきたい。

【言語認識の構制】

一般に文法学派は動詞語根によって表示される意味が文における主要素であ

ると主張する (dhãtvartha・mukhyavis~yaka・釘bdabodha)。文を限定・被

限定関係から成立するものとした場合、動詞語根の意味が被限定者 (vis~ya)

であり、他の要素はそれに対する限定者として構制化される。(動詞形は動詞

語根部分と人称語尾部分とに分割されるが、文法学派は動詞語根によって表示

される意味を中心に捉え、ミーマーンサー学派は動詞人称語尾によって表示さ

れる意味を中心とする [ãkhyãtãrtha-mukhyavis白yaka-sãbdabodhaJ)。文

法学派は動調語根に二つの意味ー「活動 (vyãpãfa) J と「結果 (phala) J ー

を認め、後期文法学派の中でもパットージ・ディークシタ (Bhattoji Dik~ita， 

ca. 1575-1640) とカーウンダ・バッタ (Kaunda Bhatta, ca. 1610-1660) は動

調語根に個別の意味表示能力を承認している。一方、ナーゲーシャ・バッタ

(N緘e鐶 Bhatta, ca. 1670-1750) は語根の二つの窓味に限定関係を想定して

いる。動詞人称語尾は能動文では行為主体 (kartr)、受動文では行為対象

(karman) を表す。行為主体は活動の基体であり、行為対象は結果の基体で

あるo こうした意味表示関係に立って、例えばカーウンダ・バッタは能動文と

受動文から得られる言語認識を次のように述べている。

『チャイトラは米を料理するJ [という能動文]において「一つの米を基

体とする軟化、そ[の軟化]をもたらす、一人のチャイトラと同一の基体

にあり、現在時に属する活動J が、[受動文J r米がチャイトラによって料

理される』においては「一人のチャイトラを基体とし、一つの米と同一の

基体にある軟化、それをもたらす現在時に属する活動」という認識が生ず

る。(“tandulaql pacati caitra" ity atra “ ekatandulãsrayikã y� viklittih, 
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tad anukülaikacai甘ãbhinnãSrayikã vartam縅� bhãvanã,"“tandulah 

pacyate caitrena" ity atra ca “ekacaitrãSrayikã ekataIJç1ulãbhinnãs・

rayik� y� viklittitt, tad anuk�� s緡pratiki bh縋an�" iti bodha与)

[VBh on VMM, k.2 , p. 19]. 

動詞人称語尾は行為主体或いは行為対象、その数と時間を表示し、行為主体

・行為対象はそれぞれ活動・結果に対する限定者として、また数は行為主体か

行為対象に対する限定者、時間は活動に対する限定者として理解される。した

がって、活動に対する限定関係は、数が行為主体或いは行為対象に連関させて

理解され、その行為主体は活動に対する限定者(つまり活動の基体としてその

活動を限定する)であるから、「ある数に限定された行為主体に存在する活

動J という構造になる。この活動はまた時間的な制限があるから「現在時に属

する活動J とされる。行為対象は結果に対する限定者であるから、「ある数に

限定された行為対象に内在する結果J となる。この結果は活動から生じたもの

であるから両者は「能助関係 (anukülatvasambandha) J を通して「結果を

もたらす活動 (phala-anuküla-vyãpãra) J と理解される。

ナーゲーシャは活動と結果に「生産関係(janyajanakabhãva) J を二方向

から想定しているので、能動文では「結果をもたらす活動J、受動文では「活

動から生じた結果J という理解がされる。彼の言語認識を見ると次のようにな

る。

したがって、 rチャイトラは村に行く』においては「単数性に制限された、

チャイトラと異ならない行為主体を持ち、現在時に属し、村と異ならない

行為対象に内在する結合、それをもたらす活動J、『マイトラによって村が

到達される』においては「マイトラを行為主体とし、現在時に属する活動

から生じた、村と異ならない行為対象に内在する結合J という認識が生ず

る。 (tathã ca gr緡af!1 gacchati caitra ity atraikatv縋acchinｭ

nacai甘ãbhinnaka此tko vartamanak緲iko gr緡綯hinnakarmani!?!ho 

yas saf!1yoga~ tad anuk�o vyãpãra~， gr緡o gamyate maitreIJety atra 

tu mai甘akartrkavartamãnakãlikavyãpãrajanyo gr緡綯hinnakarmaniｭ

sthah samyoga iti ca bodhal)..) [PLM, p.140]. 
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パットージ・ディークシタとカーウンダ・バッタの主張では動調語根の意味

は活動と結果であると考えられていた。言語認識においてその主要素として構

制されるものは、能動文・受動文共に、活動だけである。そうすると、彼らの

主張では言語認識から常に「結果をもたらす活動 (phala-anukü1a

vyãpãra)J が得られ、その基体は行為主体に他ならない。無論、彼らはパー

ニニ文法学の人称語尾指示対象関係に立脚しているから、人称語尾によって表

示されるものが能動文では行為主体、受動文では行為対象であることを十分に

理解している。彼らが言語認識にあっては活動を主要素として定立するのは、

「結果をもたらす活動」という動詞語根の二つの意味の聞に一組の原因・結果

関係 (kãryakãraQabhãva) を想定するだ砂で文の認識構造を説明できるから

であるo 彼らの主張に基づくと、能動文では人称語尾によって表示される行為

主体は因である活動に対して限定関係を持つのに対して、受動文では人称語尾

の意味である行為対象が果である結果に対して限定関係を持つことになる。

この指示関係の捻れを批判したのがナーゲシャ・バッタである。彼は能動文

では結果に制限された活動 (phalãvacchinnavyãpãra) を、受動文では活動

に制限された結果(vyãpãrãvacchinnaphala) を言語認識の主要素として立

てるから、動詞人称語尾がそれぞれの構文において表示するものが言語認識の

主要素の限定者として常に現れることになる。これはあくまで文を構成する要

素の意味限定関係を直線的に反映させる形で言語認識の構造を定立するもので

ある。

ナーゲーシャの理解では言語認識の決定要因は行為主体・行為対象を表す接

尾辞のうちどちらが当該動詞形に用いられているかである (VSLM 1 , 543: 

tasm縟 phal縋acchinne vy縣縒e vy縣縒縋acchinne phale ca dl福t耐lãm

~aktih. kar甘karmãrthakatattatpratyayasamabhivyãhãra~ ca tattadbodlle 

niy緡akam. rそれ故、結果に制限された活動、或いは活動に制限された結果

に対して動調語根は意味表示能力を持つ。行為主体・行為対象を表す接尾辞が

共用されていることがそれぞれの言語認識にお砂る決定要因であるJ) 。

他方、新論理学派による言語認識は第 1 格語尾が添加された語の意味を限定
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関係の主要素と見なす。動調語根は活動と結果を表し、動詞人称語尾は「努

力.J (krti, [pra-]yatna) を表示するものとする。ガンゲーシャは次のように

述べている。

動調人称語尾は努力の表示者であるから、無生物に対して『車が動く』

(ra出o gacchati)という表現がされる場合、動詞人称語尾には[車の]

活動を二次的に表示する能力(laksanã) があるものとする。したがって、

『料理する』という文では人称語尾が努力を表示する。『料理する』とい

う表現は『料理行為を行う J (p緻aql. karoti) というように努力の意味を

もっ動詞J忌.によってパラフレイズされるからである。 (ãkhyãtasya

yatnav緜akatv綸 acetane ratho gacchat�y綸au 緻hy縟e vyãpãralak伊

l)�. tath� hi pacatity綸縋 緻hy縟asya yatno v緜yal} pacati p緻aql. kaｭ

rotity綸iyatn縒thakakarotin� sarv緻hy縟avivaral_l縟.) [ TC， λkhyã

tavãda, vol. 4 pa此 2 ， p.819] 

新論理学派の言語認識は、例えば能動文「チャイトラは米を料理する」

(tal_lc_lulaf!l pacati caitral})では「米に存在する特定の結果を生ずる、[現在

時の]活動に対する努力を有するチャイトラ」であり、受動文「米がチャイト

ラによって料理される.J (caitrel_la pacyate tal_lc_lulal})では「チャイトラに存

在する努力によって生まれた活動によって生じた結果の基体である米」という

認識が得られる。この場合、動詞人称語尾は努力を表示するが同時に数

(saql.khyã) と時間 (kãla) をも表示する。数は第 1 格を添加された名詞項

目の数と一致し、その意味に対する限定者である。時間は努力の限定者とされ

る。動詞語根によって表示された意味のうち活動は努力に対して限定関係を持

ち、結果は行為対象によって限定される。努力は属性 (guna) であるからそ

の属性保持者が必然的に想定される。属性保持者とはその属性の基体に他なら

ないから、活動に限定された努力の基体が行為主体と理解される。一方、結果

と活動の関係を逆に考えた場合、結果という何らかの状態はそれが拠って立つ

ものを予想させ、それは結果の基体である。したがって、彼らの言語認識は能

動文では行為主体に、受動文では行為対象に主眼が置かれるが、それは認識の

因果関係で言えば、第 l 格が添加された項目によって想起される意味に他なら
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ない。そういう点で彼らの言語認識は「第 l 格が添加された項目の意味を主要

素とする認識J (pra tham縅t縒tha -mukhyaviSe~yaka -Sãbdabodha) と呼ばれ

るのである。

【行為主体概念】

行為主体 (kart:r) はパーニニの規定に従えば f[行為が成される時に]自立

的であるものJ (svatantral}>{artã [P.1. 4. 54]) である。この規定に関して述

べられた、次に挙げるバルトリハリ (Bhartrhari， ca. 5-6 c.) の理解が文法学

派の行為主体性定義として承認される。

r 1) [他のkãrakaが働く]以前に[既に]自己の能力を獲得しているこ

と、 2) [他のkãr叫{aを自己に対して]従属的に扱うこと、 3) それの指

示によって[他のkãrakaが]働くこと、 4) [既に]働いているものを停

止させること、 5) [行為主体の]代用になるものが見られないこと、

6) [他のkãrakaが]なくても[それがあることが]見られること、以上

のことから、たとえ離れた所から補助となるとしても、行為主体の自立性

が認められる。J (pr緘anyatal} Saktil綯h縅 nyagbh縋縣綸an綸 api / 

tadadhïnaprav~ttitvãt prav~ttãnãl!l nivartan縟 / / ad~~tatvãt pratiｭ

凶dheI:t praviveke ca darSan縟 / 縒綸 apy upak縒itve svãtan甘yam karｭ

tur ucyate / /) [VP III. 7 • 101-102]. 

カーラカ (kãraka) とは行為が達成される場合にその行為を構成する様々

な能働者を意味する文法概念である。行為の構成者はその機能に応じて 6種に

区別され、更に特定の統語論的文法要素が導入され、文中に表現される。行為

主体はバルトリハリに見られるように、他のカーラカに先行して能力を発揮す

るものでありそれらを動かしうるものである。勿論、個々のカーラカはそれ自

身としては主体として見なされるが、行為全体の達成からは行為主体に対して

従属的なものである。

さて古典論理学派の述べる所では行為主体とは次のようなものであるo rニ

ヤーヤ・スートラ』に対するヴァーツヤーヤナ (Vãtsyãyana， ca. 350-450) 

pa 
q
d
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の註釈魯『ニヤーヤ・パーシヤ』では「木が立っているという文においてそれ

自身の立つ事に関して自立的であるものが行為主体であるJ (vr ksas tis出atïti

svasthitau sv縟antry縟 kartt�) [め'ãyabh匂'a on NS 2.1. 16, p.434] とされ、

これに対するウドゥヨータカラ (Uddyotakara， ca. 500-600) の複註『ニヤー

ヤ・ヴアールティカ』では更にこの自立性を「別のカーラカに依存しないこと

(kãr叫{ãntarãnapek~atvarn)J とし、ヴアーチャスパティ・ミシュラ I

(V緜aspati Mi鑽a 1 , ca. 9-10 c.) の複々註『ニヤーヤ・ヴアールティカ・

タートパルヤ・ティーカー』では「他のカーラカによって使役されないもので

あること、そして他のカーラカの使役者であることが行為主体の自立性である

と言われるJ として、行為主体を諸カーラカの中の同等のーっとしてではなく

最も優位性を持つものとして認めている。これは先のバルトリハリの理解に一

致する。

ところで新論理学派は行為主体というものがいかなる関係性の下に制限され

ているかという観点から言語項目とその表示する意味との関係に立ち戻って検

討する。いかなる概念も何らかの関係性の中に成立するから、行為主体性概念

も単に自立的であるという機能論的な規定では不充分なのである。

本稿が扱うのは新論理学派の中でおそらくは最も早い時期に統語論概念を主

題とする独立の著作を残したパヴァーナンダ・シッダーンタヴァーギーシャ

(Bhav縅anda Siddhãntavãgièa) の『カーラカ・チャクラ (Kãraka

cakra)J の第 2 節である。この節はその主題を「行為主体性」において主とし

て文法学派の見解を排斥しながら自説を展開する。最後になったが、本稿で扱

われる問題について筆者は和田 [1989， 1990, 1993, 1995] と小川 [1990] に

よる考察から様々な示唆を得ている。また和訳は、筆者がインド留学中にv.

N.Jha教授(プーナ大学サンスクリット高等研究所所長)と本テキストを読解し

た際の英訳ノートに基づいているo ここに記して謝意を表したい。言うまでも

なく、和訳・解説について誤理解があるとすれば、それは筆者の責任である。
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資料

【著者】新論理学派はガンゲーシャ (ca.1300-1360) に始まるミテイラ一派

とヴアースデーヴァ・サールヴァパーウマ (Vãsudeva Sãrvabhauma, ca. 14 

30-1540) に始まるペンガル派に大別されるが、パヴァーナンダ・シッダーン

タヴァーギーシャはベンガル派に属する。しかし彼の年代は確定していない。

彼の師弟関係にも伝承に混乱が見られる。

D. C. Bhattacharya [1958, p.154] に依れば、パヴァーナンダはクリシュナ

ダーサ・サールヴァパーウマ (Krsnadãsa Sãrvabhauma, ca.1500-1560) の

弟子とされ、一方Mishra [1966, p.426] は、別説としてラグナータ・シロー

マニ (Raghunãtha S iromaI)Ï, ca. 1500) の弟子であるとする伝承を挙げてい

る。また、 Kaviraj [1982, p.83] は、ラグナータの弟子であるマトゥラーナー

タ・タルカヴァーギーシャ (Mathurãnãtha Tarkavãgïsa, ca. 1540-1600) の

弟子としながらも、それはラグナータの死後にマトゥラーナータについて更に

研究を進めたのであると考えている。いずれの伝承もパヴァーナンダをラグナ

ータ以後とすることを除けば一致せず、したがって我々としては彼をラグナー

タ(16世紀前半)よりそれほど遅くない時期に活躍した学者であると暫定的に

位置づけておく。 D.C.Bhattacharya [1958, p. 7 ]に報告されている、パヴア

ーナンダの孫ルドラ(或いはラーマルドラ)・タルカヴァーギーシャ ([Rãma-]

Rudra Tarkavãgïsa) がラグナータの著作Tattvacintãmani-Dïdhitiに注釈を

書いたのが1660年であるという写本の奥書が信頼出来るものだとすれば、パヴ

アーナンダは少なくとも 16世紀半ばには活隠していたことになる。これを考慮

すると、 G. Bhattacharya [1978, p. 8] が設定するca.1520-1580、 Matilal

[1977, p.109] の立てるca. 1570という年代が今の所は可能性が高いように思

われる。

【著作】彼の主たる著作はTC関連の註釈・複註書と単独の著作の二種に分

けられる。

q
d
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1 • a. Gangesa, Tattvacin信'maniに対する注釈 (Bhavãnandï)

1 • b. J ayadeva Pak!?adhara MiSra, Tattvacintãmarzi-λlokaに対する

注釈 (Mañjari)

1 • c. Raghunãtha, 為的，acintãmani-Dïdhitiに対する注釈 (Bhavã-

nand� or GÜflhãrthaprakã~a) 

2 • a. Raghunãtha，瓦khyãÚlvãda及ぴNdñvãdaに対する注釈

2 • b. K縒anat縋ic縒a 

2 • c. Sabd縒thos縒amd�ari 

2 • c. 1 • K縒akacakra 

2 .c. 2. Sam必avãda

2 . c. 3 . Dusalak縒av綸縒tha or Lak縒縒thanirrzaya 

1 は新論理学文献に対する注釈番であり、 2 は文法学或いは言語哲学に関する

著作である。 2. b. に関しては、現在のところその写本のみが伝わるだけでど

の分類に属させるべきか決定できない。 2.c. はKCの写本の奥書から推測す

れば、彼の文法に関わる著作の全体を総称するようなものであったと思われる。

例えば、 Bhandarkar Oriental R田earch Insti tute所蔵の写本のうち、写本の

末尾を欠くものを除けば、次のような奥書が一貫して見出される。

iti Sabd縒thas縒ama �ary� 11l bhav縅andasiddh縅tav緘�aviraci ta11l 

satk縒akavivecanam sam縣tam. (以上で、『シャプダールタ・サーラ・

マンジャリー』にお付る、パヴァーナンダ・シッダーンタヴァーギーシャ

によって説かれた『シャットカーラカ・ヴィヴェーチャナ』終わる。)

したがって、『カーラカ・チャクラ』は『シャプダールタ・サーラ・マンジャ

リー』の一部をなすものであったと考えてもよいと思われる。

【『カーラカ・チャクラ』】本稿で取り扱う『カーラカ・チャクラ』のこの題

名は実際には出版本に見られるだけであるo 一方、様々な写本目録では殆どこ

の題名では分類されておらず、奥書にある『カーラカ・ヴァーダ

(Klirakω'tida)J 、 r(シャット)カーラカ・ヴィヴェーチャナ ([Sat・]

K舐akavivecana) J、『カーラカーディ・アルタ・ニルナヤ (Kärakãdyarthanir-
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n勾，a)J と呼ばれていたようである。『カーラカ・チャクラ』というテキスト

は同じく新論理学派のヴィシュヴァナータ・パンチャーナナ (Visvanãtha

Pañcãnana) にもあるとされているが、本稿筆者は未見である。また内容的

に重複するテキストとしてジャヤラーマ・ニヤーヤパンチャーナナ

(J ayar緡a N yãyapañcãnana, ca. 17th c. )の『カーラカ・ヴァーダ

(K縒akav綸a) J がある。

【テキスト出版】 KCの主たる出版は以下の通りである。

1 • Ed. by Mahadeva Gangadhara Bakre, in VãdãrtluJsa1JllIraha, 

part 2 , Bombay: The Gujarati Printing Press, 1914, pp. 1-23; 

2. Ed. by Sudh�l!lsu鐺khara Bhattãcãrya, Calcutta, 1923; 

3 • Ed. by Brahma Sa白kara Sãstrï, Harid縱a Samskrta Granｭ

tham緲� N o. 154, Benares: Chowkhamba Sanskrit Office, 1942. 

更にKumar [1992, pp.236-7] によれば次の二番が出版されているとされる

が本稿筆者は未見である。

4. Ed. by Sr� R緡a S縱tr� Bhattãcãrya, with Commenatries, 

出e Raudri of Rudra and the M綸havi of Mãdhava, Val)� Pusｭ

takãlaya, Calcutta, 1319 (Bengal Date). 

5. Ed. by T縒縅縟ha Nyãyatarkatïrtha, with the M綸havf and 

Bengal Not伐 Chãtra Pustakãlaya, Calcutta, 1937. 

【写本】写本は数多く存在する。(本稿ではB.O.R.I 所蔵の写本 8 本を使用

している。)

【註釈書】 KC に対する註釈替のうち出版されているものは以下の通り。

1 • M綸hava Tarkãlañkãra, Mãdho,vï. [in 2,3, 4, and 5] 
2 • R緡arudra Tarkavãgïsa, Raudri. [in 4] 

上記以外にBhavadevaによる注釈書の写本が存在すると報告されているが本

稿筆者は未見である。(注目を見よ。)
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【研究】 Das [1987] はKC第 l 節 kãrakatva から第 4 節 karanatva まで

の研究であるが、これはサンスクリット語で脅かれた、現時点では未出版の博

士論文であ宮。 (Das [1992] は言語認識に果たす文法的要素を論じる中でKC
の論説を援用している。)またKumar [1992] はヒンディー語によるKCの研

究書である。また部分的には第 1 節のkãrakatvaについてMatilal [1990(a)] 

に翻訳研究があり、第 4 節 karanatva がMati1al [1985] に論じられているo

翻訳に際してはKC(3) を底本とし、テキスト分割もそれに従っている。分

割されたテキストの番号は第 1 節からの通し番号になっており、第 2 節「行為

主体性J はNo.7 より始まる。 KC(1) [==Abbr. B] 、 (2) [==A] とのテキスト

聞に異同がある場合には各分割テキスト下に示した。読みについて随時写本を

参照している。

「カーラカ・チャクラ」

第 2 節〈行為主体性の考察) (K叫tvavivecanam)

[Text 07] ta廿a “kr匂ãsrayatvam 】{artrtvam" iti vaiy緻araI_l�l). t~ãm 

ayam �SaYa1}. --yaddhãtiittarãkhyãtena ・ 1 yaddhãtvarthãnvitatãdrsa ・2_

dharmavattvarp. bodhyate, t綸J;"Sadharmavattvam eva tatkriy緻artJ;"ｭ

tvam. 

1 • A.B.ad. yaG劫lasamabhiのF劫何'ena. Read as A and B. 2.A. ヴ'ädrSa-. B. 

ヴ'ad-.

和訳:文法家によれば、「行為の基体であること J が行為主体性である。彼ら

の意図は次の通り:受動活用標識 yaK 等を伴わない語根に添加された

人称語尾によって、その語根の意味に連関した或る特性を有することが

理解される。その場合のその特性を有するものであることがその動作の

行為主体性である。

解説: r語根の意味に連関した或る特性」とは実際には動詞語根によって表さ
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れる意味である結果 (phala) と活動 (vyãpãra) に関わる性質を意図してい

るo 文法学派ではこの両者を語根の意味として認めている。今ここで言われる

「特性を有するものであること J (tãdrSadharmavattva) とは、[基体とな

る]性質 (-dharma-) を有するもの (-vat・)であること(・tva) を意味して

いる。「或る特性を有するものであること」とは「その特性の基体であるこ

と J に他ならないから、行為主体性定義で意図されているものは実際には動詞

語根によって表示された意味の基体性なのである。或る基体は他のものからそ

れらとは異なるものとして限定されるから、その限定者となるものがここで定

義されているわけである。行為主体性の定義に用いられる各用語をこの基体性

という点に対応させて示すと以下の通りになる。

dharma [vy縣縒a ; phalaJ 

dharma-vat 經raya [vy縣縒a-vat ; phala-vatJ 

dhrama・vat-tva 縱raya-tva [vy縣縒a-vat-tva ; phala-vat-tvaJ 

この対応から明確なように、「或る特性を有すること J は「基体性」と同置さ

れる。言語認識において動詞語根に表示される意味を主要素として構制する文

法学派の立場からは、動詞語根の意味である「活動」或いは「結果」のいずれ

かか守認識の主要素となる。それらの基体となる特性を有するものとは活動の基

体或いは結果の基体であるから、行為主体性は「活動の基体性」或いは「結果

の基体性J を意味するのである。

文法学派では活動の基体が行為主体とされ、結果の基体は行為対象であると

考えられている (VBhS on VMM , k. 2 [p.28J : phal經rayah karma, vy�-
(20) 

p縒經rayah karttã.)。もし何の条件もなく行為主体性を「動詞語根の意味に

連関した或る特性を有するものであること」と定義してしまうと、この定義は

行為主体だ砂でなく行為対象をも被定義項として包括してしまうことになる。

文法学派では受動標識 yaKが挿入された動詞活用形はその人称語尾によって

行為対象を表示するとされており、また受動活用標識を伴わない活用形では人

称語尾は行為主体を表示するとされる。「動詞人称語尾によってJ 理解される

ものがこの定義に意図されている以上、能動文と受動文では人称語尾が表示す

るものが異なるのであるから、「受動活用標識 yaK を伴わない」という条件
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が絶対的に必要なのである。こうした文法要素とその表示対象の関係に立てば、

この条件の存在によってここでの定義は動詞語根によって表される活動の基体

性が行為主体性であると確定されるのである。パットージ・ディークシタの行

為主体性定義は次のようなものである。

「行為に関して自立的であるものとして意図されるものが行為主体であ

る。動調語根に表された活動の基体であることが自立的であることであ

る。J (kriyãyã~ sv縟antryel)a vivakl?ito 'rthal) kart� sy縟. dh縟�縟ｭ

tavyãpãrãèrayatva~ sv縟antryam.) [SK on P. 1.4.54, II , p.139, ll. 

10-11] 

[Text 08] eva� ca ・ 1 “pacati" ityãdau ・ 2 pãkãnukiilavyãpãravattval!l, 

"j縅縟i" ity綸縋 ãsrayatvam,“nasyati" ity綸au pratiyogitval!1 

tatkrかãnirüpitatva~.3 tattatkr匂ãkartrtvam.

1. B. om. 2. A. om. p臾a.. 3. A. -tam, B. om. Read as A. 

和訳:同様にして、「料理する (pacati) J 等において、調理に参与する活動を

有すること (p剖{ãnukiilavyãpãravattva} が、「理解する(jãnãti) J 

等においては基体性 (ãsrayatva) が、「消滅する (nasyati) J 等におい

ては否定項性 (pratiyogi tva) がその行為によって制限される個々の行

為の行為主体性である。

解説: Text07 では行為主体性が動詞語根の意味である活動の基体であること

と定義されているo ところが用例によっては行為主体性を「活動の基体性」と

いう形では理解出来ない場合がある。例えば、ここに挙げられる第 1 例

“ caitrah pacati"から“viklitti-anuküla- [pãkarüpa]-vyâpãra"が認識されると

して、料理活動 (pãka) は実際には米の上に生ずるものである(即ち、米を

基体として行われる)から、行為主体であるチャイトラを基体とするものでは

ないという反論が可能になる。即ち、もし料理活動が米の上に生ずるものであ

ると考えた場合、米は料理活動の基体であるからそれに行為主体性を認めざる

を得ないという定義の過剰適用 (ativyâpti)を招き、適用されるべきチャイ
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トラを含まないという過小適用 (avyãpti)が生じてしまう。こうした反論を

先取りする形で各用例における、文法上での行為主体と見なされるものの内容

が論じられる。

( 1 ) caitrah odanam pacati. rチャイトラは米を料理する」

JPãc・の意味は「軟化をもたらす活動J (viklitty-anukiila-vyãpãra) である。

結果はこの場合「軟イL のことで行為対象の側に見られるから、結果の基体は

米である。活動は「火を起こし・火力の調整」といったもので、この場合チャ

イトラに存在する。この時の行為主体性は「活動を有するもの (vyãpãravat

tva)J として理解される。

( 2 ) caitra}J ghataqt j縅縟i. rチャイトラは壷を知るJ

jJiiã-の意味は「知識をもたらす我と意識の結合J G白ãna-anukiila- [ãtma・

managsal!lyoga -rüpa・]vyãpãra) と理解される。結果である知識は行為主体

の側に内属関係 (samavãya) で存在するが、それは対象性の関係 (visa

yatãsambandha) によって対象である壷と結びついている。その限りにおい

て壷は結果の基体でもあり得ることになる。活動は明らかに我の側にあるから

行為主体に存在する。知識及び我と意識の結合が内属関係によって行為主体に

存在することによってそうした活動の基体性 (ãsrayatva) が行為主体性とし

て知られる。

( 3 ) ghatah nasyati. r壷が壊れる」

Jri員三・の意味は「消滅を生む(破壊などの)活動」である。壷はそれが消滅す

ることを知らしめるものであるから否定項 (pratiyogin) であり、否定項であ

ることの関係 (pratiyogitãsambandha) によって消滅は壷に存在すると言う

ことが出来る。活動は結合関係(例えば棒などによって叩かれること、この時

壷と棒は結合関係で結びついている)を通して同じく壷に存在するから、壷と

いう同一基体に活動と結果が存在することになる。壷が消滅を知らしめるモノ

であることによって行為主体性は否定項性 (pratiyogitã) として理解される。

さて、動詞語根は結果と活動の両者を表示するが、その意味表示能力は動詞

が自動詞であるか他動詞であるかに左右されない。活動の基体は行為主体であ

り、結果のそれは行為対象であるとすれば、行為対象を必ずしも必要としない
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自動詞は動詞語根の意味として結果を表示出来ないという問題が一見したとこ

ろ生ずるかに思える。しかし、動詞語根は自動詞・他動詞の区別に関わりなく

活動と結果を表示するのであると考えられている。自動詞・他動詞の区別はパ

ーニニ学派では次のように定義されているo

「他動詞性とは活動とは異なる基体に存在する結果を表示することである。

自動詞性とはそれ[=活動]と同一基体に存在する結果を表示することで

ある。J (sakarmakatvarp ca vyãpãravyadhikaral)aphalavãcakatvam, 

tatsam縅綸hikaral)aphalav緜akatval11 c緻armakatvam) [VSM , p.40]. 

換言すれば、活動の基体と結果の基体が別異であるときにはその動詞は他動詞

であり、活動と結果が同一基体に認められる場合は自動詞とされる o Text 08 

で挙げられる動調を自動詞・他動詞という区分に立って活動と結果、そしてそ

れらの基体を分析すると以下のようになる。第 1 例では結果と活動の基体は異

なるからJ示c-は他動詞であるo 第 2 例では結果である知識は認識対象である

壷の側に存在すると見なされるから、結果の基体と活動の基体は異なると言い

うる。その限りにおいて、/fiiã・は他動詞として扱われることになゑ第 3例
は結果である消滅と消滅をもたらす活動が共に壷の側に結びついているのでそ

の限りにおいて品切自動詞であ20

[Text 09] yaG綸yasamabhivy緝rteneti visesanãt ・ 1 “pacyate tal)dula" 

ity綸au p緻ajanyaphal縱rayatvena tal)gul綸er bodhãn ・ 2 na tasya 

kartrtvam. 

1. B. ・karanät. 2 • B. bodhanlin. 

和訳: r受動活用標識 yaK 等に伴われないJ という限定があるから、「米が

料理される (pacyate tandulah) J 等の[受動文]では、「米J 等は調

理から生じた結果の基体であると理解されるが故にそれ[=米]には行

為主体性は存在しない。

解説: Text07 に提示された文法学派の行為主体性定義では「受動活用標識

yaK に伴われないJ という条件が加えられているo パーニニ文法学では人称
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語尾はP. 3.4.69により行為主体、行為対象或いは動詞語根の意味 (bhãva)

のいずれかを表示するものとされている。もし、いかなる文でも、人称語尾に

よって動調語根の意味の基体であるモノが知られるとすれば、結果は動詞語根

の意味の一部であることによって、結果の基体が人称語尾から知られでもよい

ことになる。これは文が受動文の場合は正しいのだが、能動文では誤りになる。

したがって動詞語根が表示する意味のうち、今問題とされている行為主体性に

係わるものとして活動だ貯が取り出されるためには「受動活用標識 yaK に伴

われない」という条件が必要とされるのである。

条件中に -ãdi・とあるのは受動活用だげでなく以下の形式を合意している。

パットージ・ディークシタは結果の基体を表示する活用を次のように挙げてい

る。[VMM , k縒ik� 3] 。

「活動と結果のうち、アートマネパダ語尾 -taN、受動活用標識 -yaK そ

してアオリスト標識・CiN 等は結果の基体に対する関係を指示する。他方、

現在形挿入接辞 SaP， SnaM 等は活動の基体に対する関係を指示する。」

(phalavy縒縒ayos tatra phale ta�akcil)綸ayal) / vy縣縒e ~ap~namã

dayas tu dyotayanty asrayanvayagf) 

人称語尾・taN は第 1 次活用語尾のアートマネパダ語尾全体を表す (P. 1.4. 

100: taN盈lãv ã卸lanepad釘n)。受動標識・yaK~ま P. 3.1.67 (:関門adl福知keyaK) 

に規定される。アオリスト標識 CiN は非人称・受動活用の時に導入される

(P. 3.1.66: CiN bhãvakarmanoh)。以上は構文の態という区分では非人称

(bhãve) と受動 (karmani) を組成するときに導入される。(非人称構文は

自動詞にアートマネパダ語尾が添加され語根の意味だ砂を表現する構文である

から行為主体・行為対象という問題からは除外するものとする。)挿入接辞

SaP は能動文において第 1 種動詞語根末に挿入される/-a/である (P. 3.1.68: 

kartari SaP)。同様に SnaM は第 7 類動調語根末に掃入される/・na・/である

(P. 3. 1. 78: rudh綸ibhyal) SnaM) 。

さて受動形 pacyate [3 rd, sg. Pass.] の派生分析は以下のようになる。

DUpacλS : Dhp. 1.1045, p緻� 

E
d
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JPac・ +1- P. 3. 4.69 [動詞活用導入く受動選択>]

pac- +IAT P. 3. 2.123 [現在形選択]

pac- +tiN P. 3. 4.78 [1・に対する人称語尾代用]

pac- +taN P. 1. 3 .13: 1. 4.1∞[アートマネパダ語尾選択]

pac- +旬 P. 1. 4.22, 108 [数(sg'>;人称( 3rd)選択]

pac- +te P. 3. 4.79 [-taの/a/に/e/代置]

pac- +yaK +te P. 3. 1.67 [受動標識 yaK 掃入]

pac-ya・te

人称語尾は受動文では行為対象を表示するから、その文中では行為対象は表

示済みである。パーニニ文法では何らかの要素によって既に表示された意味は

別の要素によって再び表示されないから、具体的な行為対象を表す語は文中で

単に語の意味を提示するのに用いられる第 1 格を導入され (Vt 1 on P. 

2.3.46: pr縟ipadik縒thali�aparim� l)avacanam縟re pratham緲ak!?aI)e padaｭ

s緡縅綸hikaral)ya upasaqtkhy縅am adhikatvãt)、その第 1 格を導入された

名詞項目は人称語尾に表されるものと意味上同格になる。一方、行為主体は動

詞人称語尾を含む文中のどの要素によっても表示されていないので (P. 2.3. 

1: anabhihite) 行為主体を具体的に表す語に行為主体を表す第 3 格が導入さ

れる (P. 2.3.18: karqkaral)ayos trtiyã)。したがって、「米がチャイトラに

よって料理される」という文は“odanah pacyate caitrena" となる。

[Text 10] “kãsthaih sth緲y緡 odanam pacati" ity綸au karan綸hiｭ

karanakarman緡 kr匂ãnvital王aranatvãdi ・ I dharmavattve 'pi sa 

dharmo nãkhyãta 叫 pratipãdyah. yad� tu ・3tatãtparyel)ãkhyãtaqt

prayujyate, tadã ・4 “kãs出aqt pacati" 吋 ityãdau t回ãm ・ 6 kartrtvam 

・ 7istam eva. 

1 • B. -tad-. 2 • B. -tena. 3 • A. tat加ttlit-_ B. 抱ttãt-. 4 • B.om. 5 . B.ad. 

sth緲f pacati. 6 . B. tad�. 7 • B.ad. tad�. 

和訳: r彼は薪によって鍋の中で米を料理する (kãsthaiI:t sth緲y緡 odanaqt 
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pacati) J という文において、行為手段[である薪]、行為基盤[である

壷]、行為対象[である米]は行為に連関した手段性[基盤性・対象

性]という[それぞれの]特性をそれぞれ有しているのだが、そうした

特性は人称語尾からは知られない。しかし、人称語尾が話者の表現意図

に従って用いられる場合、「薪が料理する (kãs出aql pacati) J という

文においてそれら[薪等の行為手段]に行為主体性[が想定されるの

は]正しい。

解説:表現意図とは料理行為における様々な局面のうちどの局面を中心に言語

表現するかに関する発話者(表現者)の意志・意図のことである。例えば「チ

ャイトラは薪によって鍋の中で米を料理するJ という認識から、米を加熱する

局面に注目してその担い手の役割を強調しようと意図したとすれば、発話者は

「薪が[米を]料理する(=加熱する )J という文を発することになるo この

時、発話者には料理に関わる加熱活動の主体としての薪がこの文における行為

主体として理解されているのであるo また料理が行われる場を強調することに

よって、米が料理されることを支えるものとして鍋がその活動の主体として措

定され、「鍋が料理する(=煮えている)J (sth緲i pacati)という文を派生さ

せることになる。一見したところ行為の補助手段として見なされるものにも行

為全体を構成する個別の活動の主体性を強調しようとする場合にはそれに文法

上の行為主体性を認めることが可能なのである。いずれの場合でも活動の内容

を行為全体の中から特定すれば r(例えば、加熱する活動・支える活動とい

う)動詞語根の意味に連関した特性を有するものであること」が薪・鍋には想

定できることになるから、 Text07 に提示された行為主体性定義に逸脱しな

いのである。

こうした考え方はすでにカーティヤーヤナとパタンジャリによって論じられ

ており [MBh ad P. 1.4.23, 1 ,324, 17-325, 3]、またP. 1.4.23に対する註釈

でパットージ・ディークシタも次のようにまとめている。 [SK on P. 1.4.23, 
II , 114,2-7] 

「軟化をもたらす活動が語根'v'pac・の意味である。活動はまた種々の相

を持っている。そのうち、[鍋を火元に]置き・米を[それに]入れ・
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燃料[となる薪]を加えたり・ [火力をおとす為に薪を]引き出したり

[火を]燃え上がらせたりという[活動]が意図されている場合はそ

の[活動の]基体であるデーヴァダッタが行為主体である。[そのとき

文は“devadatta1:t pacati" となる。]加熱することが意図されている場

合は燃料 (edha) が行為主体となる。[そのとき文は“edhã1:t pacanti" 

となる。]米を[その中に]保っておくという活動が意図される場合は

鍋 (sthãli)が行為主体である。[そのとき文は“sthãlï pacati" とな

る。]砕けて小さくなることが言われる場合、米が行為主体である。し

たがって、行為対象より転じた主体・行為手段より転じた主体という用

法があり得るのである。J (vi>dittyanukiilavyãpãro hi pacyartha1:t. 

vy縣縒as c縅ekadh�. tatra pacer adhisrayalJatalJçlulãvapanaidho・

pakar~alJãpakar~alJaphütkãrãditãtparyakatve tad縱rayo devadatta1:t 

ka此ã. jvalanat縟paryakatve tv edh�1:t kart縒a1:t. talJçluladhãralJãdi・

paratve sth緲� ka此ñ. avayavavibh緘綸iparatve talJ輙ul�1:t kart縒a1:t. 

ata eva karmakart� karana>(artetyãdi vyavah縒a1:t.) 

[Text 11] 句出盃“pacyata odana1:t svayam eva" ityãdau ・ 1 karmakart訂y

odan綸eh karmano 'pi ka此rtvam， tatra hi svavrttivy縣縒ajanyaｭ

p緻ajanyaphalas緲y odana iti sãbda ・2bodhah，・3odanapadottara

pratham繦� vy縣縒o laksanã'rthah 判.

1 • A. -lJdi-. 2 • A. om. S�bda.. 3 • A. ad. 抱tra. B. ad. evam ca. 4 • 

A.om. la伽nã' rthah. B. laksanayärt，加九

和訳:したがって、「米がそれ自身柔らかくなる (pacyata odana1:t svayam 

eva)J 等の反射構文 (karma】(artari) において、米は[実際は料理行

為の]対象であるとは言え、行為主体性を有する[ものとして見なされ

る]。この場合の言語認識は「それ自身に存在している活動によって生

じた料理活動によって生まれた結果の拠り所である米J である。この場

合、活動が odana という語に用いられた第 l 格によって示唆される。
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解説: Text10 では行為主体性を行為手段や行為基盤に付与する可能性とその

妥当性が論述されたのであるが、行為対象には行為主体性が付与されうるのか

どうかがここでの問題となる。行為全体の一局面を取り上げてその担い手に行

為主体性を認め得るのだとすれば、行為の行われる一連の流れの中で行為対象

の担う役割を特定するだ砂で行為対象には行為主体性を付与でき、或る文では

行為対象として表現されていたものも別の文では行為主体として表現されるは

ずである。サンスクリット語では特に行為対象が行為主体として表現される形

式を持っており、それは「反射構文 (karmakartari) j と呼ばれる。

反射構文はP. 3.1. 87に規定される (karmavat karman� tulyakr匂ah r行

為対象と等しい行為を有する[行為主体は (~artã 者 68)ナ行為対象として
[文法上は見なされる])。この規則は動詞の活用形態に関する限り受動活用と

同じ形態を派生させる拡大適用を規定したものであるが、受動活用形から理解

される意味とは異なる意味がここでは意図されている。形態上では受動形を導

入する規則であり、また行為対象と-13.は措定されるものを更に行為主体とし

て見なすのだから、この規則は能動文を基礎構文として前提していることにな

る。通常の能動文において行為対象に見られる行為の所作(即ち、結果)があ

たかも行為対象が自ら行ったかの知く見なされる場合、行為対象はその所作の

主体として一旦は措定される。この新しい行為主体は次いで文法上の操作を加

えられるが、その操作はあくまで行為対象を表示する受動活用に準ずるものと

なるo

odanam pacati caitrah rチャイトラは米を料理する」

この能動文では行為主体は人称語尾 ti によって表示され、それは第 1 格が導

入された名詞項目の表す意味と不異 (abheda) である。行為対象を表す名詞

項目には第 2 格が導入されている。ここから得られる言語認識は既に挙げたよ

うに「単一のチャイトラと同一であるものを基体とし、米を基体とする軟化を

もたらす活動」である。行為主体・チャイトラは活動・火の操作等の基体であ

り、その活動によって結果・軟化が行為対象・米を基体として生ずる。さて、

行為対象・米に見られる行為の結果は「米が柔らかくなる」という意味で理解

することが出来る。その軟化は何か別のものによってもたらされるとは言え、

- 49 ー



仏教学会紀要第 5 号

米自身の変化として米に直接関わりあうものである。この時、その所作を中心

的に捉えることによって軟化という結果は米自らの活動によってもたらされた

ものとされる。その活動とは米自身に存在する「火との結合 (tandulãva

yav緘nisaqtyoga) J である。したがって、米は結果・軟化の基体であると同

時に活動・火との結合の基体でもあることになる。こうして行為主体性が能動

文における行為対象に付与される。ここでは行為全体を構成する諸活動のうち

行為対象が担うとされる或る特定の部分的活動だ砂が取り出されて、その活動

を有する能動文の行為対象が反射構文においては行為主体性を確保するのであ

る。

ところでこの意味論的な措定は構文化において次のように処理される。能動

文における行為対象は反射構文では意味論上は行為主体として見なされるのだ

が、文法的にはあくまで受動形を組成する操作が行われる。そうして出来上が

る動詞形は全く受動形のそれと同じとなる。しかしP. 3.1. 87が示すように、

この規則の主辞は行為主体であるから、導入された人称語尾が表すものは行為

主体である。

単純な受動文と比較すると、動調形は全く同一である。そうした点で構文の

基本構造である“odanal) pacyate" は反射構文と受動構文とにおいて同一で

あり、一見したところ構文の差異を明確にする為に反射構文ではちvayam

eva" が更に加えられているように思われる。しかしP. 3. 1.87そのものには

そうした副調句の付加的使用は規定されていないので、これは構文上絶対的に
(28) 

必要なものとは考えられない。

さて、以上のような反射構文が成立する為には少なくとも次の 2 点について

考慮しておかねばならない。第 1 点は行為対象への行為主体性付与である。文

法的には行為対象として措定されたものは構文の形式に関わらず行為対象とし

て文法操作を受けるのが原則であるo つまり、能動文における行為対象く米〉

は受動文においても行為対象であり、それが第 2 格によって表示されるか人称

語尾によって表示されるかの統語論上の機能に応じた形態上の違いがあるだけ

であるo しかし反射構文では統語論的要素導入の根拠である意味論的措定の段

階において名詞項目・米へのラベル化が異なっているのである。そこでは米の
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行為全体に占める位置づ貯が単純な能動文の場合とは異なって理解されて、行

為主体且つ行為対象という二重のラベルが能動文の行為対象である米に付され

ているわけである。行為主体・米と行為対象・米とは基体として有する限定関

係は異なっていることに注意しなげればならない。それは次の第 2 点に係わる。

第 2 点は能動文の行為対象・米が行為主体性を付与される契機となる米への

意味論的ラベル化を促す内容が動詞語根に表示される意味の中で保証されてい

なければならないということである。能動文として言語化される表現において

行為対象と名付げられる項目が担うはずの動詞の意味は行為主体という新たな

ラベルに対しては全く同前というわけにはいかない。ラベル化はその項目が担

う意味によって限定されるから同一の意味によって異なるラベルを導入するこ

とは出来ないのである。動詞語根が結果と活動の両者を表示することはこれま

で見てきたとおりである。結果の基体として行為対象が理解される以上、行為

対象が他方で行為主体と見なされるには行為主体が担うべき活動という意味が

行為対象に存在していなければならないのである。それは例えば「火との結

合」として示されるように、料理という行為全体を構成する副次的活動のー断

面であり、それは確実に動詞語根の意味に合意されていなげればならない。

こうして考えてくると、副次的活動のそれぞれの担い手が「最上位のく行為
(29) 

主体性〉というく能力〉に至るく能力〉のヒエラルキー」の中に位置づげられ

て行為手段・行為基盤等として名付けられる文法的仕組みが同時に行為対象を

行為主体として見なす反射構文を派生させるのであり、それは動詞語根の表示

するどの意味を担うのかという問題と直結しているo したがって、我々として

は反射構文にお付る動詞の表示する意味を通常の能動文と同一なものとしては

理解してはならない。副次的活動の担い手としての行為主体性が米に仮託され

ている以上、副次的活動を排他的に取り出さな砂ればならないのである。反射

構文は「米が自ら料理するJ のではなく「米は自ら柔らかくなるJ を意味する、

即ち他動調「料理する」は自動詞「柔らかくなる」なのである。

この反射構文の言語認識をカーウンダ・バッタは次のように述べている。

rr米が自ら柔らかくなる』という文では『単一の米に異ならない基体を

持ち、料理活動をもたらす活動』が理解されるJ (“pacyate odana~ 

- 51 ー



仏教学会紀要第 5 号

svayam eva" ity atra ca “ekaudanãbhinnãèrayikã p緻縅uk�綯h罸

van�" iti bodhah.) [四1h on k. 4, p.22]. 

この言語認識を Textll のそれと比較すれば、言語認識の主要素として構制

されているものが異なっていることが判る。カーウンダ・バッタは動詞語根の

活動を主要素としており、一方 Textll は行為対象・米を主要素としている。

この言語認識は明らかに新論理学派のものである。

では、米が活動の基体である行為主体でありながら、結果の基体である行為

対象であると見なされる構文において動詞の意味はどの要素によって限定され

るのか。文法学派では動詞人称語尾が行為主体を表示し、それは活動を限定す

ると考えられている。人称語尾が行為対象を表示する時は結果に対する限定者

となる。カーウンダ・バッタの言語分析では米が基体として挙げられているが、

活動の基体が行為主体である限り、活動を主要素と構制するならばここに言わ

れる基体とは行為主体に他ならない。つまり、文法学派の主張する言語認識で

は動詞を自動詞として見なすことによって結果と活動の基体が同一であっても

構わない。ところが新論理学派の言語認識では米は結果の基体であるという構

制の下に理解されているから、行為主体を表示する要素そして活動の限定者は

どこにもないことになる。したがって、行為主体は第 1 格によってのみ知られ

ることになるのである。

[Text 12] yadvã ・ I vyãpãrasãrnãnye ・ 2 èaktasyãkhyãtasyãrthal}.お.

vyutpattivaicitry緜 c縟ra yaG綸isamabhivy緝rt緻hy縟縒thavy縣縒e 

pratham縅t縒thasya viseきaI:latay� * 4 nvay吟・ tatrãkhyãtasya *5 vy罸

pãravâcitvãd ・ 6 odan穗vitat稘r鐶vy縣縒asya yaG綸yasamabhivy罸

hrtãkhyãtã ・1pratipãdyatvâd 叫odanasya yaG綸yasamabhivy緝 rt罸

khy縟apratip綸yadh縟varth穗vitavy穡縒avattvarupakartrtvam nir罸

bãdhamevao

ぺ“odanal} svarp pacati" ity綸i.9 prayogasy縱綸hutaｭ

y綯h縋e 'pi t綸r鐶vy穡穩e tajjanyapratipattivi~ayatva・ lOyogyatã ・ 1l_

nap繦綸 iti. 

R
d
 



新論理学派の「行為主体性J 定義

1 • A.ad. /aksanのlã. 2. A. -s緡舅ya-. 3. A. -syaiv縒lhal}. 4. B. 

-tven�-. 5 • A_ tatra ktzrltri1khy縟asya. 6 • B. -v緜aktztv綸_ 7 • B. -ta-_ 

8. A. om. 9. B. -iti. 10. B.・tã-. 11. A. -t繦�. 

和訳:或いは、行為一般を表示するのは動調人称語尾である。認識の多様性に

よって、第 1 格の意味は受動活用標識 yaKを伴う人称語尾の意味であ

る活動に対して限定者として関係する。その場合、能動文での人称語尾

は活動を表すから、また[行為対象・]米に連関している活動は受動標

識 yaK を伴わない人称語尾によって表示されないから、受動標識 yaK

を伴わない人称語尾によって表示される語根の意味に連関する活動を有

するものであることという行為主体性[の承認]は米には阻害されるこ

とになる。文法上の不適格性によって「米は自らを料理するいodanah

svaql pacati) J という文章が成立しないとしても、その用法によって

生まれた知識の内容としてのそうした活動に対する意味的適格性は消失

しない。

解説:反射構文において動調は受動活用標識 yaK を伴っておりながら意味的

には行為主体を表すものとして扱われる。その場合、通常の能動文において米

を行為主体とした文が可能になるように思われる。それは例えば「米はそれ自

身を料理するいodana~ svaql pacati) J という文である。

今、活動が人称語尾によって表示されるとして考えると、ここで知られるの

は活動とその基体との関係だ砂であるo したがって、行為対象に行為主体性を

付与した反射構文とは全く内容が異なるのである。更に、受動活用標識を伴わ

ない限り、人称語尾は行為対象の側に連関している意味を表示しない。

反射構文は能動文では行為対象として表現されるものがその担う意味(結

果)を自己の主体的な営みにおいて産出しているかの知く見なされる場合に成

立する構文であるから、あくまで発話者の意識上の主体性付与が基になってい

る。そうした意識内の想定は文法的には通常の能動文では表現されないから、

反射構文という特殊な構文形式を必要とするのである。行為対象が行為主体と

して見なされるとは言っても、それはあくまで行為対象の側にあるとされる動

詞の意味が行為対象の主体性に連結しているというだけであって、行為対象が
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行為主体になるのではない。 pacati という動詞形では人称語尾は行為主体を

表示するから、行為対象である米と同格関係には立たない。行為対象は人称語

尾によって表示されていないから第 2 格が添加されるのであり、既表示項目に

導入されるべき第 1 格ではないのである。仮に svam という形で第 2 格に終

わる語を補足して行為対象を表そうとしても、それは意味上米と同格であるか

ら、前述した自動詞・他動調の区分を破壊してしまうことになる。そういう点

からこの・odanal). svam paca ti は文法的に不適格であり通常の文脈では用い

られないものなのである。

しかしながら、ここに見られる人称語尾・ti が活動に対しての適合性を有し

ていること、つまり行為主体は活動の基体であるという意味上の適合性は消失

しないから、人称語尾に表される活動の基体であるものを表示する語にそれと

意味上同格であることを指示する第 1 格を用いることは正しい。文としては文

法上破格であっても、人称語尾と第 1 格が導入される語との意味上の適格性は

依然として崩されていないのである。

[Text 13] “pãcayatr' ity綸au tu p緻縅uk�avy縣縒o ~iJantãrthal).， 

tadanukülavyãpãras ・ 1 ・cãkhyãtas tad縱raya eva..1 karteti. 

“svatantrah kart� [P.1. 4. 54]" iti p縅inis�ram apy etatparataｭ

yaiva vy緻hyeyam iti. 

tan na, acetane 'bhiyukt縅緡 svarasatal). kartrpad縣rayog�t. 

l. A. ・のゆ'ãräkhyãtasya， tad經rayah. B. cãkhyã.師rlhas tad經raya eva. 

和訳:しかし、「料理させる (pãcayati) J という使役構文において、使役標識

NiC の意味は料理活動をもたらす活動であり、人称語尾はその[活

動]をもたらす[別の]活動を意味する。そして、その[後者の活動

の]基体が行為主体である。

同様にして、パーニニ規則P.l.4.54 r自立的なものが行為主体であ

る」はそうしたやり方でのみ説明されなければならない。

もし、そう主張するならばそれは正しくない。何故ならば、対論者に
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とって、 kartrという語はそのままでは[=二次的意味表示(laksa

nã) なしに]無生物に対して用いることが出来ないことになってしま

うからである。

解説: p緜ayati > I函c-+:NiC+SaP+tiP. P.3.1.26 [標識NiC導入]

文法学派による使役活動形に関する意味の表示関係は例えばパットージ・ディ

ークシタによれば次のようなものである。

「因とは行為主体の教唆者である。その唆すという形の活動が hetu

matと呼ばれる。それが表示されるべき場合に動詞語根の後に挿入辞

NiC が導入される。例えば『デーヴァダッタはヤジュニャダッタを料

理させるJo [ここの文の]意味はヤジュニャダッタに存在する[米の]

軟化をもたらす活動をその内容とする、デーヴァダッタを基体とする唆

しである J (he知h ka此吋) prayojaka}J., tadvy縣縒a}J. pravartan縒�o 

hetumãn, tasmin v緜ye dh縟or :NiC sy�t. p緜ayati devadatto yaj白a

dattena. yaj白adatta-ni!?thã-viklitty-anukülavyãpãra-vi!?ayiQÏ praｭ

vartan� devadatt縱rayety artha}J.) [SK on P.3.1. 26, 11. 342, 7-10]. 

デーヴァダッタは他に何かをさせるという点で「教唆者J (prayojaka) であ

り、文法的にはhetu と呼ばれる (P. 1 • 4.55: tatprayojako hetus ca)。一方

彼によって教唆されるものは「被教唆者J (prayojya) である。使役標識瑚iC

は前者の活動を表示する時に導入される。

このText13 に示された言語認識は先に挙げたパットージ・ディークシタ

のそれと比べれば、明らかに新論理学派のものであると判る。例えば「マイト

ラはチャイトラに料理させる (pãcayati maitrena caitrah) J という文におい

て、新論理学派が理解する言語認識は「料理活動(=軟化)をもたらす、マイ

トラに内在する活動に対する意欲、それをもたらす活動 [rお前が料理せよ』
(33) 

という言い回しで表現される]を有するチャイトラJ である。つまりチャイト

ラには或ることをもたらす活動があり、もたらされる或るものとはマイトラの

活動である。このマイトラの活動は料理活動、即ち米の軟化という結果をもた

らし、それはマイトラに内在している努力による。

さて新論理学派によれば動詞人称語尾によって努力が表示され、努力はその
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基体を予想させるものであるから、行為主体とは「努力を有するもの (krti・

mat)J と同置できる。この場合、努力とはアートマンの属性であるからアー

トマンのない無生物は行為主体にはなりえないことになる。例えば「車が動く

(ra白o gacchati) J では、語根v証言m・は「前方との結合をもたらす活動J を

表しているのだが、その活動は努力によってもたらされる。努力を持たない車

はその活動を行えないのだから先の用例は正しくないことになる。しかし、そ

の用例が適正であることは認められているから、ここに間接的意味表示機能を

導入しなければならない。動調人称語尾は努力に対して直接表示関係を有する

から、努力以外のものを表示することはない。しかし、努力ではなく活動の基

本性を有するものとしての車が意図される場合、人称語尾がこの基本性を表す

ものとして機能しな砂ればならない。その機能が間接的表示である。こうした

新論理学派の立場からは、能動文における人称語尾の表示対象を行為主体とし

その概念を自立的なものとする文法学派の立場は車が自己の意志によって動く

ものではないこと、即ち自立的ではないその点において間接的表示を受け入れ

なければならないことになる。文法学派は間接表示の機能を承認しないから人

称語尾が行為主体を表すという文法学派の主張はその点において成立しないこ

とになるわけである。

[Text 14] yat tu判“kãrakãntarãprayojyatve sati kãrakãntaraprayo・

jakatvam kartrtvam" iti *2. satyantãcαchedyasaI!lyogãdirüpavyã

p縒ajanake kuth縒綸au n縟ivy縣tir ity apare. 旬dapy * 3 asat,l'svarã *4_ 

prayojy縅緡 sams縒in�I!l tattatkriyãsvakart~ãpatte~. 

1.A.om. yat 伽. 2 . A.om. iti. 3 . A.om. ゆ~. 4 . A. �vara-. 

和訳:或る者達によれば、行為主体性とは、「それ自身が他によって動かされ

ない場合、他のものの促進者であること」である。そうした場合、例え

ば斧等が切られるものとの結合という活動を生ずる場合、先の定義は

[r斧によって切るJ (kuth縒ena chinnati)という文における]斧には

過剰適用きれない。
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この見解も事実に反する。[もしそうしたことが正しければ、]いかなる

人間も自分の活動の行為主体とは成り得なくなるだろう。何故なら彼も主

宰神によって動かされているからである。

解説:この定義は既に挙げた古典論理学派の理解を定式化したもののように思

われる(本稿pp.34-35及び註11)。ナーゲーシャ・バッタの PLM にはこのー
(34) 

節とパラレルになる文があり、同容の編者K ・ P ・シュクラは自注 Jyoωd に
(35) 

おいてこの定義を論理学派のものとしている。ほぽ同じ内容を述べた一節がマ

ーダヴァの『サルヴァ・ダルシャナ・サングラハJ rニヤーヤ学説J にも見出

される。

「それ[=カーラカ]は全てある特殊な行為主体に集約された状態にある。

行為主体性とは他のカーラカによって使役されないで、他の全てのカーラ

カを使役するものであることと定義される。認識・欲求・努力の基体であ

ることである。J(tac ca sarvaql kartrviSesopahitamaryãdaql, karq-tvaql 

cetarak縒ak縣rayojyatve sati sakalakãrakaprayokt I."tvalak~a l)a I'!1 

j白ãnacikïr~ãprayatnãdhãratvam.) [SDS. pp.253-4, 11.181-183]. 

この定義は行為主体の自立性という問題に係わる。他の一切のものによって何

ら働きか貯を受けない場合に他のものを動かすものであることが行為主体性だ

とすれば、例えば「チャイトラは斧で切る」という文では、斧はチャイトラに

よって操作されている限り、定義の条件「それ自身が他のものによって動かさ

れない場合J を満たさないから、行為主体性を認められることはない。つまり、

定義の過剰適用は生じないのである。

しかし、もしそうした定義を承認すると、先の用例で行為主体とされたチャ

イトラは、仮に主宰神の働きかけによって切断行為を行った場合には、彼には

他のものによって動かされることがあることになり、チャイトラに対する行為

主体性は認められなくなる。したがって、先の定義は正しくないとされるので

ある。

[Text 15] ・ laprayojyatvañ ca yadi phal縅uk�1atajjanyavy縣縒縅罸
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~rayatval!1， tad� daI_lQãdijanyasal!1yogãdirüpavyãpãrãnã~raya tvãt ・2

kul緲綸縋 ativyãptil)ペ anyac ca durvacam iti 判.

1 • A.ad. tad-. 2. A.B. -l-!)ゅ'ãrãSrのほ'1vãt. 3. A.B. aりφt幼. 4. A.om. iti. 

和訳:もし、他に動かされないことというのが結果をもたらすそれによって生

まれた活動の基体ではないことであるならば、陶工は棒等によって生ま

れた[土との]結合という活動の基体ではないから先の定義は[開工に

は]適用されないこととなる。

解説:これは過小適用が論じられている。もし誰かによって動かされるという

ことを除外するならば、主宰神によって動かされていても、或る人物の行為主

体性は確保出来ることになる。しかし、それは同時に陶工が棒を使って壷を作

る場合にも、棒に対する陶工の働きかけを除外することになり、陶工ではなく

棒に行為主体性が認められることになる。したがって、主宰神→陶工→棒とい

う働きかげの連鎖の中で主宰神に行為主体性を拒絶することは陶工に対しでも

同じ結果を生み、陶工に行為主体性を認めようとすれば主宰神にも行為主体性

を認めざるを得ないことになる。

さて以下がパヴァーナンダの行為主体性定義である。

[Text 16] ・ la甘討1叫1 一“anukülakrtimattvam kartrtvam,"pãkãnukü

lavy縣縒avattvapratisandh縅e 'pi kã~thãdau t縅trik�I_l�rp. svarasatal) 

kart~padãprayogãt， krt緻rtavibh緘綸in� k~dhãtor yatn縒thakatve 

凶 'scite � 'srayãrthakatrJantakrdhãtuvyutpannakar廿padasya 叫 yatnã

~rayãrthabodhakatvãc ca, acetane kart:rpadaprayogo gauI_lal). 

1 • A. tatr緝uh. 2 • A. -Sabぬsya.

和訳:さて[ニヤーヤ派の見解が]述べられる。行為主体性とは[行為を]も

たらす努力を有するものであることである。[したがって]料理行為に

参与する活動を有することが[人称語尾から]想起されたとしても、分

析主義者逮には kartr という語を「薪」等に用いることは実質的には

不可能である。更に、一旦動詞語根/kr・が既に為された或いは未だ為
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されていないという区別によって「努力J を意味するものとして確定し

たならば、その語根に基体を表す -trC 接尾辞を添加して派生した

kar廿という語はその努力の基体を表すものとなる。従って、無生物に

対するこの語の使用は二次的な用法である。

解説:行為主体がいかに努力の基体であるのか、そして何故それが人称語尾に

よって表示されるのかについては既に略述した。新論理学派の見解では、動詞

形はJkr-を使ってパラプレイズされるから、動調Jkr-の意味、即ち「努

力」が動詞人称語尾によって表示されるのである。これはまた行為主体という

語の語源解釈にもあてはまる。 kartr と言う語は動詞Æ・に基体を表す -trC
(36) 

接尾辞を添加してつくられているから、その意味は動詞の意味の基体、つまり

「努力の基体」にほかならない。

テキスト中に言われる「為された・未だ為されていない云々J というのはウ

ダヤナに基づいている。

「為された・未だ為されていないという区別によって行為主体というも

のが確定されるから、意欲こそが努力であり、それが先行した後で能成

力 (bhãvanã) となる J (krt緻:rtavibh臠ena kar廿riipavyavasthayã / 

yatna eva k吋il) purv� parasmin saiva bh縋an� / /) [めの'flkusumañ

jari 5. 9]. 

[Text 17] yadi c舅yavi!?ayakak:rtijanye näntarïyake “matto bhiitam 

na tu may� krtam" iti vyapadeS縅 na mukhyä ・ 1 kartrtvam, tad� 

*2tattadvi!?ayakatven縣i krtir viSe!?an��. 

na caivam ・3tadvisayakakrtimattvam eva tattatkr匂ãkartrtvam 叫

astu, gurutarabh縒ottolan綸au tadvi!?ayakak:rtimattve 'py uttolanaｭ
kriy綸yanispa ttau >{artrpadãprayogät.

1 • B. mukhyam. 2 • A.B. tad・. 3 • B. tattad-. 4 • A. tatkarlrlvam. 

和訳:もし、 r[それが]私に生じた、しかし私がなしたのではない (matto

bhiitaJ!1 na tu may� k此am)J という文において別の内容を有する努力
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から生じたものが言われる場合、そこ[=私]には実際には行為主体性

はない。その場合、努力はそうした内容を有する特性によって限定され

たものでなければならない。しかし、そうした行為主体性がその内容を

もっ努力を有するものであることと言う必要はない。何故なら、重いも

のを持ち上げるという行為においてその[行為の]内容がそうした[持

ち上げること]であるような努力を有することであるとしても、 kartr

という語は持ち上げる行為を達成することの出来ない[人物には]用い

られないからである。

解説:もし、人称語尾によって努力が表示されるとすれば、これは次のような

反論を招く。新論理学派によれば、努力は「認識 (jñãna) →欲求 (icchã) →

努力 (krti) J の順序によってのみ生起するものとされている。努力は何かを

認識し、それに対する欲求が生じてからのみ生まれる。それは常に「何かを得

ょうとする努力J であるから rx を得ょうという努力」が動詞人称語尾によっ

て示される。この時、 X を指向していながら Yを得てしまったとしよう。動詞

人称語尾は rx を得ょうとする努力J だけを表示し、その努力の基体が行為主

体として措定されるのだから、 ryを得た努力」の基体は rxを得ょうとする

努力」とその基体を表現した文では行為主体性を認められるわけにはいかない。

例えば、「チャイトラは米を料理するJ という文からは米を料理しようとする

努力の基体としてチャイトラに行為主体性が認められる。ところが彼が米を料

理しようとして豆を料理してしまった場合、既に認められていた行為主体性は

米を指向する努力に基づいている以上、豆を料理した努力の基体には認められ

ないことになる。つまり「チャイトラは米を料理するJ という文は誤文となる

のである。努力が常に何かを指向するものである以上、その指向されるものが

個別例においてそれぞれ特定されていなければ努力の基体に行為主体性が認め

られないことになり、しかし努力の指向される内容を個別に特定することは無

限大の規定を必要とする。ここではそうした新論理学派の言語認識への批判論

点が前提されているのである。

パヴァーナンダはそうした個別の指向対象を定義する必要を感じていない。

行為主体性とはそれが行為主体となりうるものだけに認められるものである。
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努力は行為主体の属性であるから、努力の指向対象が何であれ努力を有するそ

の点に行為主体性が認められるのである。重いものを持ち上げる能力のないも

のにはその努力が欠知しているものとしてその者に行為主体性を認める文は作

られないのであるo

[Text 18] visayatva� ca ・ 1 s綸hyatvena bodhyam. tena bhojanakrter 

udd諍atvena sukhãdivi~ayakatve ・ 2 'pi tatkartur na sukhakart:rｭ

tvam. asmadãdikarqkapãkãdãv ・ 3apisvarasya kar廿tvam istam eva, 

na caivam “ isvaraQ paαti" iti prayogaQ 判 syãt， tathãvivak~ãyãm 

istatvat{38} 

1.A.om. ca. 2. B. ヅ'atve. 3 • B.om. ゆi. 4. B.om. 

和訳: [行為の]内容であること (vi~ayatva) とは[何かが]達成されるべ

きこと (sãdhyatva) として理解すべきである白したがって、たとえ食

べようという努力が目的として快楽をその内容としていたとしても、

[食べる行為の]行為者は快楽の主体であるとは言えないのであるo

[もしそれらが同じであるならば] r私J が行為主体である食べる行為

において、主宰神に行為主体性が認められるはずである。しかし [rチ

ャイトラが料理するJ という文の代わりに]門主宰神が料理する」と

は表現しない。何故なら、もしそう表現したいならば、そのように表現

するからであって[別の文の代わりに用いるのではないからである]。

解説:この部分は行為主体性を認定するレベルをどこに設定するかの問題を扱

っている。先に見たように、行為主体の自立性を他によって動かされないこと

とした場合に主宰神の関与を排除しなければ定義の不当な適用を生んでしまう。

それと同時に、ある特定のものを指向する努力も他からの働きかけを排除しな

ければならなくなるo 例えば、「チャイトラが食べるJ (caitro bhu白kti)こと

は「チャイトラが食事を行う J (caitro bhojanam karoti) とパラフレイズさ

れ、チャイトラが食事という活動をもたらす努力を有するものとして行為主体

であると措定される。この時、チャイトラを行為主体とする「食事」がチャイ
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トラに内在する努力によって達成されるべきもの(編曲yatva) として理解さ

れている。したがって、結果的にその食事によって「快楽」が得られたとして

も努力の内容、即ち達成されるべきものは「食事」だけであるのだから、「食

事」の行為主体であるものは「快楽」の行為主体とは見なされない。動詞人称

語尾によって表示される努力とその基体は、この限りにおいて「食事」行為に

のみ連関性を有し、同じ基体が快楽の基体として理解されるのはあくまで間接

的なのである。

ところが、努力の内容であることを達成されるべきこととして理解すると、

次のような事例では定義の過剰適用を生んでしまう。例えば、主宰神が自らに

内在する努力によって達成されるべきものとしてチャイトラの料理行為を指向

していると考える場合である。主宰神は常に何かを生み出す努力の基体である

から我々の行う行為をその内容として指向する。この場合、「チャイトラが料

理を行う J (caitrah p剖{am karoti)は「主宰神が料理を行う J (・Ïsvarah

p臾a111 karoti)という理解がされることになる。したがって、もし我々の側

が料理行為をもたらす努力の基体であることを意図するならば、この後者の理

解は明らかな誤読なのである。仮に主宰神の関与があるとしても、料理活動を

もたらす努力は我々を基体とするのだから、あくまで我々が行為主体でなげれ

ばならない。つまり動詞人称語尾によって直接に表示される努力の基体は我々

なのである。もし、主宰神の活動が意図される場合は、主宰神に行為主体性を

認めた文が作られるのである。

[Text 19] k縒yatv縅avacchinnajanyat縅iriipitam asãdhãr加am anukiiｭ

latvam eva v�* I laksanaghatakam ity 緝uh. 

I.B.om. 

和訳:或る者達はまた次のように主張する。結果性に制限されていない被生産

性によって限定される他と共通しない参与性が先の定義に合意されてい

る。

解説:前節で努力の基体性をどのレベルで認定するかの問題が扱われたが、こ
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こでは Text16 に提示された新論理学派の行為主体性定義に現れる「もたら

すJ (anukUla) の概念規定が補足的になされる。「能助性J (anukUlatva) と

は実際には「行為を生むこと」を指しているから、「能産者性J (janakatva) と

同置される。ここで規定される概念の骨格を取り出せば、「所産者性に限定さ

れた能助性(能産者性)J (janyat縅irupita-anukUlatva [ = janakatvaJ) であ

り、今問題とされる関係が「生産関係J (janyajanaka-bhãva)であることが意

図されているわけである。例えば壷と陶工の聞には壷の側に janyatã が、陶

工の側に janakatva が存在して、両者を関係の構成項として能産関係が成立

している。この両者の関係は、陶工が布を織らないように、原因と結果が特定

されている。その限定が定義中に示される「他と共通しないJ (as綸h縒aｭ

nam) である。

さて、前節で見たように、この定義においても主宰神の関与を排除しなけれ

ばならない。主宰神に内在する努力がもたらす結果性が今問題とする壷の側に

あり、それが壷の所産性を制限しているとすれば、陶工は行為主体とはみなさ

れない。壷を基体とする所産性に限定される能産者性が主宰神を基体としてい

ないことを示そうとした部分が「結果性に制限されていない」

(kãryatvãnavacchinna・)である。ニヤーヤ学派ではこの「結果性J (k縒yaｭ

tva) は一般に主宰神の存在証明の根拠として理解されている。(例えば NS 4. 

1.19-21 とそれらに対する注釈脅を見よ。)また新理論学派も同様の見解をとっ

てお守、当該定義に用いられた「結果性に制限されていない」という限定によ
って主宰神に行為主体性を付与する可能性が排除されるのである。
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karana [P.1.4.45 -48]，行為対象として karrnan [P.1.4.49 -53]，そして行

為主体としての kartr [P.l. 4. 54 -55] である。

(9) パーニニ派のカーラカ観については小JII [1990, pp.40 -46] を参照されたい。

(10) 均の'O，vãrttika on NS 2. 1. 16 [p.434] : kim punar vrksasya svasthitau 

svã旬n甘yam? kãra>tãntarãnapeksatvam. 更に同様の言明が NS 4.1.21 に

対する箇所にも見出される。“yady 緻hy縟aSabdav緜yam adhikrtyocyate, 

tad�'siddho hetuh svãtan廿yãbhyupagamãt -svãt泊a剖n甘yam hi bhagavat“ i 

n凶1吋ityam as坑副ti. kim puna旧a】h svã討ta如nt廿ryam? anya】kãraヨak焔王tãprayo，吋Ijya拭tvam i旬.

raヨa】kã白E

(臼11υ) め均lã'砂'ãyavl凶'ãrt吋刷ぜガ叫ti初t師a伊脚aη抑y収'atikä on do., [ibid.] : kim punah sv縟antryam iti. itaｭ

rak縒ak縣rayojyatvam prayojakatvam ca k縒ak縅tar縅緡 kartuh sv縟anｭ

tryam uktam. 面白いことにこの論理学派と同様の見解を主宰神を論ずる箇所

でシャイヴァ派も呈示している。“svatantrasyãprayojyatvam karan莚

diprayoktrt�. kart叫1 sv縟antryam etad dhi na karrn綸yanapeksat�" [Sarｭ
Vada1おnasm昭rah仏 Saivada凶ana， p.277, ll. 39-40]. Cf. Kumar [1992] p.46. 

(12) 均⑫'avãげtikaは行為主体の優位性を rkriyã という語によって動詞の意味が表

示される、そのことについての主要な能作者が行為主体である。この行為主体

が動作と結びっく場合はそれは能力を発輝する J (kriyety anena sabdena dh罸

tvar血o 'bhidhiyate tasya yat pradh縅as綸hanam sa kar偏. so 'yam kart� 

yad� kr匂ayã sambadhyate tad� Saktim vyanakti)として明確に述べている。

[on do., p.440] 
(13) 以下に提示する年代は G.Bhattacharya [1978, pp.3-11J に拠っている。

(14) 未出版の博士論文であるが、このテキストを取り扱ったものがある。

A. R. Mishra, Na砂'a-めlãya Conc，ゆt ofCaω'e and E.約ct-ReletionshiP with 

sρeaalRψrence to Bhavãnand凶 Kãrana師vicãra， 1988. (univ. of Poona) 

(15) この奥曹は MS.No. 790 of 1887 -91 より表記を正規のサンスクリットに直し

たものである。 8本の写本のうち末尾のない 1 本を除くと全てが“sab・

dãrthasãrama百íjaryãm" とある。
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(16) New Catalogus Catalogomm, vol. 3 (pp.372-373) を見よ。

(17) このテキストはKC( 1)所収の Vãdãrthasan司graha， vol. 3 にある。

(18) Das [1987] は第 4 節の「行為手段性 (karanatva) J までの校訂テキストを

提示しているが、出版本間或いは写本聞のヴアリアンツの取り方に混乱が見ら

れ、従って本稿ではそれを参照していない。

(19) 基本性議論においていかに性質保持者性 (dharmavattva) がその性質を持つ

基体性 (ãsrayatva) に同置されるかについては小111 [1990, pp.35-46] を参照

されたい。

(20) 小川 [1990] ， pp.32-34. 

(21) 厳密には挿入辞 yaK は受動活用だけではなく、いわゆる非人称構文

(bhãve) の場合にも挿入される。

(22) ここに挙げた「知るJ という動詞の意味はナーゲーシャのものである。カー

ウンダ・バッタは結果を「無知の除去」とし、対象性の関係で対象の側にも存

在するとする。この点においてこの動詞の他動詞性は確保されるが、動詞語根

の別種の分類では異なった類に分類されることになる。詳しくは Kudo [1994] 

を見られたい。

(23) 動調「消滅する」の意味と基体の同定については小111 [1990, pp.107-108] を

見よ。

(24) Cf. ぬbぬ初術的bha on P.3.1. 67, 11 ,384, 7-8 (b) : tatr縣i SaB綸ayo dh縟vｭ

arthe vy縣縒e 縱rayasya vis白anatãm dyotayanti, yaKCiNau tu phale. rその
うち SaP 等は動詞語根の窓味である活動に関してその基体の限定者であること

を表示する。しかし yaK， CiN は結果に関して[その基体の限定者であること

を表示する]oJ

(25) 以上の派生過程に用いられる規則は以下の通り。 P.3.1.67: s縒vadh縟uke 

yaK; P. 3. 4.69: lah karmani ca bh縋e c緻armakebhyah; P.3.2.123: varｭ

tam縅e lA T; P.3. 4. 78: tiP-tas・jhi-siP-白as-白a-mi B-vas-mas-ta-ã信m・jha・白ãs・

ãthãm-dhvam-iD-vahi・mahiN; P.l.3.13: bh縋akarmanoh (縟manepadam 

非 12) ; P.l. 4. 100: taN面掲v 縟manepadam; P.3. 4. 79 : TITa 縟manepad縅� 

m TEr e. 
(26) kartã という語はP.3.1.67: kartari SaP より得られるが、その際第 7格は第 1

格に転換される。

(27) M綸h縋i on KC, p.ll: svam ・ odanah， tadvrttivy縣縒ah -tandul縋ayav罸

gnisamyog討し etasyaudanavrttitva� ca svãsrayãrabhyatvasambandhena, 
p緻緝 -viklittm[misprint I Read -tty-]anukiilavyãpãI油錨伺旬ndu

l縋ayavakriy� viklittis ca sithil緻hyatandul縋ayavasamyogal:t. 
(28) Joshi [1982] ではカーティヤーヤナの Vã州知成・X on P.3.1. 87 [11 , 68, 

14-25] に基づいて反射構文における再帰代名詞の付加的使用とその脱落を反射
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構文成立の必然的要件として論じている。しかしこの見解は Deshpande [1985, 
pp.9-16] に批判されている。また岩崎 [1993] ではカイヤタによる“svayam

eva"使用に対する見解が示されている (pp.56 -57) 。

(29) 小川 [1990] ， p必。

(30) 実質的にはこの料理活動とは動詞語根の意味の結果に相当する。

(31) 岩崎 [1993] ， p.43参照のこと。

(32) ここで見られる「人称語尾は活動を表示する」という理解はミーマーンサー

学派、特にパーツタ派のものである。彼らの言語認識では活動が主要素として

構制されるが、文法学派とは異なり彼らはその意味が動調人称語尾によって表

示されるものとする。彼らの言語認識については概略としてRao [1969, pp.24-
34] を参照されたい。動詞語尾の表示関係に関する新論理学派とミーマーンサ

ー学派との議論は和田 [1993， pp.20 -22] にあり、またミーマーンサー学派の主

張する能成作用 (bhãvanã) は例えば黒田 [1979， 1980]、丸井 [1991] に論じ

られている。本稿では新論理学派と文法学派の対論ということを主に概観する

ことを意図しているので、ミーマーンサー学派との論争については別稿を期し

たいと考えている。

(33) Mãdhavえ p.12 : pãkãnukülamaitrani~thavyãpãras tadïyac白戸 tatkrtir v� 

tadanukUlo yo vyãpãrah “ tvam paca" ity綸isabdaprayogarupo tadv縅 

αitra (h). 

(34) PLM, p.170: yat tu k縒ak縅tar縣rayojyatve sati k縒akacakraprayojaｭ

katvam kartrtvam iti. tan na. sth緲� pacati, asis chinnatt�y綸au sth緲y綸eh 
k縒akacakr縣rayojakatv縟 k縒ak縅taraprayojyatv緜 ca tattvam na sy綸 ity 

alam. 

(35) Jyotsnã, ibid. : t縒kik綯himatam kartrtvam düsayati.ところがPLM (2)の

注釈によれば、 VBhS の註釈 Sa元kari がこの定義をミーマーンサー学派のもの

としていると言う。本稿筆者は残念ながらお最初げを参照出来ないでいる。

(36) P.3. 1. 133 : NvuL-trCau; P3. 4. 67: kartari krt. 

(37) 和田 [1993] ， p.24及び注79参照のこと。

(38) KC のどのエディションにも見いだされないが、写本には次のような一節が

確定見解として残されている。内容的には前段までの要約にあたり、写本筆写

者のメモ書きのようなものであったと思われる。 vastuto 'vacchedakat縱amｭ

sargenaiv緻hy縟縒thakrtes ca caitr綸縋 anvayasya vyutpannatv�t. tena ca 

samsargena krter ﾏSvare b綸h縅 na tath綯hil縣all. prak輻e 'pi ta包amsarge.

naiva krtimattvasya pravese tu na tathãtiprasa白go 'pi iti dheyam. r実際に

は、人称語尾の意味である努力はチャイトラに対して限定者性の関係を通して

関係すると理解される。従って、努力はこの連関を通して主宰神に対する障害

とならないから、そのような文は生まれないのである。それ故、努力を有する
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ことがその連関によって知られる場合には、基本的に誤りを引き起こさないの

である。以上の様広理解すべきである。j [MS. No.751, 2R6-8] 
(39) 主宰神の存在論証に関する論理学派の論議についてはVattanky [1984] を参

照せよ。特に新論理学派について彼は次のように述べている。“Bo出 Gañg~a

and SaS駘dhara take，出ough not always in words, but actually in fact, k縒ｭ
yatva, being-an-effect, as 白e reason in the syllogism proving the existence of 

God." (p.126) 


