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Vikalpaの;争イ七とSattarka

- Tantraloka4.1-32和訳 -

高島淳

筆者は、数年前に、アビナヴァグプタ(Abhinavagupta)の『タントラーローカj](Tantraloka) 

の一部分をジャヤラタ(Jayaratha)による註釈と共に訳出したl。本稿では、そこで述べたこ

とと共通する点については極力省略させていただくこととする。

『タントラーローカ』の第4章は、シヴァ教の救済の手段の体系の中で、「シャークタ・

ウパーヤ」と呼ばれるものを論じる章である2。第3章において述べられた「シャーンバヴ

ア・ウパーヤ」が、 avikalpai非概念知」によることを特徴としていたのに対して、 vikalpa

「概念知」を手段として、その浄化によって究極的に非概念知に至ろうとするものである。

本稿で訳出する部分は、 Jayarathaによって、 1-12詩節が、 vikalpaの浄化、 13-32詩節がsattarka

あるいはtarkatattvaを主題としているとまとめられている。

vikalpaの浄化についての部分では、 vikalpaの浄化が最終的にavikalpaに達する理論的可

能性について述べるだけであるが、 Tantravatadhanika2.6-7は、 í~私は身体からなるもので

はない、私はカルマに依存しているものではない、私はmalaを持っていない、私は何か他

のものによって動かされているのではなし寸このように[膜想することによって]これと反

対のvikalpaを浄化し、明確な知の状態に導くことによって、ある幸運な者たちは師の言葉

によって、 samavesa'こ赴く Jと説明している。

このようなvikalpaの浄化の手段として説かれるのが、六支ヨーガの一支分としてのtarka

「分別Jであるが、それは出発点としては、上記のような概念的思考の形態を取るが、そ

の究極的な姿は、 bhavanai実体化する膜想」であって、本当の意味で、のtarka、すなわち

sattarka i善き分別」 はbhavana'こ他ならない、と言われる。そのような段階に達した意識

は、概念的な知を離れて、意識本来の直接的な直覚を得るとされるのである。それに続い

て、他派の誤った説への執着が、根本的にはシヴァの隠蔽する力に由来していることも説

1 r Abhinavagupta作Tantraloka第13章訳と注解 :Jayaratha注釈付(1)JW東洋文化研究所紀要』第149

冊， 2006(ht中://hdl.handle.netl226111966)および rAbhinavagupta作 Tantraloka第13章訳と注解:
Jayaratha註釈付(2)JW東洋文化研究所紀要』第151冊，2007 (http://hdl.handle.net/2261/5718)。いずれも

東京大学レポジトリから上記URLで入手できる。以降、 「拙訳13章(1)Jなどの形で参照する。
2upayaの体系については、拙稿「カシミール・シヴァ派におけるupayaと臼ktipataの体系JW宗教研

究』第60巻第3輯 (270号)pp.55-84参照。宗教学会のリポジトリが準備中であるので、以下

http://www.aa.tufs.ac .jp/~tjun/articles/shukyokenkyu_270-Takashima.pdfから入手可能。
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かれる。

Tantraloka 4. 1-32および~Jayaratha注釈

[以下の翻訳部分において、 アピナヴァグプタの本文は、字下げととともに~j]で囲

まれている部分(太字) であり、その他がジャヤラタの註釈である。 ジャヤラタの

註釈の中でタントラ等の引用も字下げされているが、 fJに囲まれている点がアビナ

ヴァグプタの本文とは異なっている。また注形式ではなく直接に出典を付記してい

る場合もある。 3]

第四アーフニカ4

悪しき思念(durvikalpa f概念知J)という障碍の滅のために良き思念(sadvikalpa)の集

まりの主(良き思念というガナパティ)である性質を有する最高のマントラの力

(mantravi巧ra)を本性とするジャヤンタ5が敵を克服せんことを。

さて、 シャーンパヴァ・ウパーヤの後には、 )1慎序が来たので、 シャークタ・ウパーヤを

述べることが後半部において約束される。

『さて、 シャクティによる手段の集まり (upayama判ala)を最高のアートマンの意識

(sarpvid6)のために、我々は説こう。j](4.1 cd) 

「手段の集まり (upayama吋ala)J というのは、 概念知の浄化(vikalpasarpskriya)などが多数

であるためである。

そこで最初に、すぐ続く箇所で記述される概念知の浄化を説明することから始める。

『直前の章で説かれたこの最高神の本性に(svabhaveparamesvare) 

3使用したテキストはKashmirSeries of Texts and Studies版で、あるが、それを電子テキスト化したもの

は、 http://www.aa.tufs.ac.jp/寸jun/data/gicas/ta_v3 _tr_frame.htmlにおいて参照できる。
4拙訳13章(2)訳注3参照。
550ルドラの一人、拙訳13章(1)訳注10を参照。
6以後「意識」とし、う言葉をsarp.vidなどの訳語とするが、末那識とはまったく違った意味である。
「精神j とし 1った訳語よりも、知と行為め両者を兼ね備えた存在のあり方をよりよく表現できるか

と考えての訳語の選択である。
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入らんと欲する者はただちに概念知の浄法を行うべしj](4.2) 

「この本性に」とは、概念知なき唯一の姿のことである。これによって、 シャーンバヴ

ァ・ウパーヤにおいてこそ、それ(vikalpa)の停止がある、 と示される。「浄法Jとは、繰り

返しによって、聞(sruta)と思念(cuita)7等の力によって、不分明さに始まる次第によって、

最高の分明さ (sphutatamatva)等を生ずることによって終わる他のグナの追加

(gUJ).a -antara-adhana)で、あって、 これによって、非概念知を本性とするものに入ることが生

じる。 「ただちにJとは早くということで、 なぜなら、 さもなければ、 また他の対抗する

概念知が生じることによって、浄化の芽生えは生じなし1からである。 (2)

さて、知の剃那滅性についてはすべての人々の合意がある。 この概念知についても、そ

の知の姿をしていることによって剃那滅性があることから、 一体どのようにして、[以前

の]生起に直ちに引き続いて、隠された本性をしている[その概念知]の浄化が芽生えること

に赴くことができるだろうか、なぜなら、それ(芽生え)は固定したものに住しているの

だから、例えば胡麻等に花による[芽生えが]あるように、 それ故に、 このことはどのよう

に言われるのか?という疑問を想定して言う。

『浄められた概念知は、本性上浄められた概念知を生じさせる。

それはまた、 自らに等しし、[概念知]を、それはまた他の[概念知]を、それはまた似た

本性の他の[概念知]を[生じる]j](4.3) 

ここでは[以下のように言われる]。青としづ概念知からは、まさに青という概念知の生起

があり、黄という概念知の[生起が]ないように、そのように、[し¥まだ]不分明であっても

分明さに向かつて変じつつあることによって、次第に消えつつある不分明さ等の生起によ

って、浄法を行われた概念知は、本性上浄められた他の概念知を生じる。何故なら、一般

に、原因に似た形で結果の生起があるから、という意図である。他の概念知についてもこ

のように知られるべきである。 「それはまた」 とは、浄められた概念知から第二の生起が

あり、「それはまた他の」とは第三の、再び「それはまた他の」とは、第四の[生起を言う]。

ここにおいて、自らと等しいこと (svatulyatva)、という関係を差し控えていることがある

とはいえ、「類似した本性をしたJ(sadr鈎tmakam)という言葉によって、非常に離れてはい

ても、概念知の連鎖の類似性の消滅は決して存在しない、ということが示されている。(3)

7 srutaは師の言葉、 cintaはbhavanaを指すものと思われる。
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さて、もし、ある一つの浄められた概念知から、類似した第二の[概念知の]生起が続い

て起こるなら、第三等の再び同様に生起することは無駄である、あるいは相違において類

似性の消滅があるのか?という疑問を想定して言う。

『四つの概念知におけるこの浄化は、 )1慎々に

不分明、分明さに向かう可能性を持った、分明になりつつある、分明さを本性とす

る[という四つで、あるU(4.4) 

「分明さに向かう可能性を持った」とは、分明さに適したということ、「分明になりつつ

あるJとは、分明さが現われつつあるということ、「分明さを本性とするj とは分明さが

成就したということ。「次第に」とは、修習の卓越の程度によって、ということ、従って

ここでは、卓越さの[程度]という見解によって適切にも、無用さもないし、また類似性の

滅もない、異なる他の意識が生じないことによって。何故なら、'最初の段階では、浄化は

順々に修習の卓越によって芽生えへと赴く、とこのように言われた。 (4)

では、それ(vikalpa)の浄化はこれだけにすぎないのだろうか?それを言う。

『続いて、非常に分明ながあり、最後に、最高に分明な、となる。j(4.5ab) 

「続いてJとは、四つの後に、という意味である。

さて、修習の卓越によるとしても、不分明等の姿をした概念知は、どのようにして速や

かに、分明さへの可能性を持った、等の姿を取るのであろうか?との疑問を想定して言う。

『不分明等の概念知においては、異なってはいるが仲介するものが存在する。』

(4.5cd) 

「異なって」とは、相違していること、「中間のJとは仲介する、ということである。何

故なら、例えば、「不分明Jと「分明さへの可能性を持った」の中間には、滅しつつある

不分明さがあり、同様に[分明さへの可能性を持ったと分明になりつつあるの中間には]

わずかに分明になることがあり、[分明になりつつあると分明さを本性とするの中間には}
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芽生えた分明さがあり、[分明さを本性とすると非常に分明なとの中間には]つなぎ、の環の

ような非常な分明さがあり、[非常に分明なと最高に分明なとの中間には]生じつつある最

高の分明さが、とあるからである。 (5)

さて、このようにすることによって何があるのか?という疑問を想定して言う。

『これによって、最高の分明さという高度なそれからなること [vikalpa性]によって

高められた意識は、

汚れない非概念知的な本性へと達する。j(4.6) 

「これによって」以上のように述べられた浄法という因によって。「最高の分明さ」、それ

故「高度なJ、無概念知と等しく匹敵することによって偉大な、それとの「それからなる

こと(同一性)J [従っていまだ]概念知であることあり、それに「高められた」ものである、

他の浄法には無関心となった概念知という姿の「意識」、「汚れなき」、束縛(sarp.koca)と汚

れを投げ捨てることによって浄い「非概念知的な本性へと達する」、完全な非概念知から

なることによって輝く、という意味である。それ故、「概念知のみには留まるべからずJ8 

とも著者によって言われている。そのことは[他派のものたちも]言う。

「最高度の概念知といえども、賢者は軟着すべからず。何故なら、概念知[であるか

ぎり]浄かろうが、不浄であろうが、何の違いがあろう J9 

と。(6)

このことを主題に適用する。

『それによって、かの、，意識を本性とするバイラヴァ的な光輝(tejas)を

繰り返し繰り返し意識化(vimrのすべし。[すると]かの分明な本性の状態が生じる。』

(4.7) 

8現在電子テキスト化されているものからは出典発見できず。
9この詩節は、 TA1.24~こ対する注釈においてもジャヤラタは「外部のものたちによっても」と引用
している。Bαuddhα-tαntra-kosaにおいてtattvaの項目で、dohakosa vyakhya p.95として引用されている。

これは、 HaraprasadaSastri ed. 1916， Hajara bαcharerαpuraf}a Bangala bhashaya Bauddhagana 0 doha 

のp.94で、SarahaのDohakosaへのAdvayavajraのpanjika(sahajamnayapanjika)が引用している詩句である。
この引用は、 Dohaのような仏教タシトリズムの世界とシヴァ教の世界の近いことを示す一例と言え

よう。
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「それによって」、概念知の意識が、それぞれの浄法の力によって無概念知の姿を取るこ

とによって、その輝きという因によって。その「パイラヴァ的な」、知と行為 (jnanakriya)

からなる「意識(saqlVit)を本性とするJ光輝、その姿について、すなわち 「我(aham)J 10を

「繰り返し繰り返し」、不分明さを始めとする段階によって、生じつつある最高の分明さ

等の生起に至るまで、意識化(paramrs)すべし。激 しい中でも激しい(tIvratIvra)シャクティパ

ータ 11を有する偉大な人々においては、この意識化されるべき、意識を本性とする、パイ

ラヴァ的な光輝の分明なる本性であることが生じる。[すなわち]シャーンバヴァ的な没入

の力によって、その[光輝の]現前的な覚知体験(sãk~ãtkãra)が生じる、どいう意味ム(7)

だが、意識は認識主体(pramatr)で、あることを唯一の姿とすること故に、意識化するもの

であることこそがふさわしく、意識化されることはふさわしくない。何故なら、そのよう

な状態においては、青等のごとく、それ[意識]の非精神性が結果することになるから、と

いう疑問を示す。

『だが、意識は意識化するものであっ〆て、本来、意識化することからなっているの

に(paramar鈎mayi)、

いかにして意識化されるべきものになるのか、そのような姿の生成があるなら、そ

れ[精神]は非精神的なもの(jacla)[となる]oj(4.8) 

「そのような姿Jとは、意識化されるべきものであることの、という意味である。(8)

まさにこれ[疑問]を解決する。

『自性のままの意識(svatmasarp.vitti)は、本性そのままから満ち満ちており、

そこにおいては 投げ捨てられるべきあるいは付加されるべきものも何もないと言

われる、と既に言われた。j(4.9) 

ここでは、本性のままの姿をした意識は、[自らを]越えたものも望ましいものも不在であ

る故に、自ずから充溢して(満ち満ちて)他のものによって補われる必要がない、と言わ

れる。常に明瞭であることから、この自性のままの意識おいては、不分明さ等の捨て去ら

10 r我はシヴァなり」というような概念知に始まる膜想や、最高のマントラの一つの形態としての

αhamマントラの修習を含むものであろう。
11シャクティパータの9段階などについては拙稿「カシミール・シヴァ派におけるupayaと臼ktipata

の体系Jを参照。
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れるべき何ものもなく、また最高の分明さ等の付加されるべき何ものもない。「既に」、[第

二章]アヌパーヤ章において

「そこにおいては、クリヤー・ ヨーガは手段としては認められなしリ (TA.2.8ab)

を始めとして言われている。その意図から、それ故、外部の人々[仏教徒]によってもまた、

「それ故、捨て去られるべき何ものも、付け加えられるべき何ものも存在しない。

真実在たることから生じるものが見られるべきであって、真実在を見る人

(bhutadarsi)は解脱するJ12 

のように言われている。

だが、もしそのようであるなら、これほどの、不分明さ等の姿をした、意識のこの多量

[これほどの不分明さ]はどこから来るのか?という疑問を想定して言う。

『しかしながら、かの最高神(Paramesvara)は、困難なことをなすものであることか

ら、

汚れなき、自由であることから、自らの本性を隠すことという戯れに熟達している』

(4.10) 

しかしまた、「かの最高神」、[すなわち]最高の光輝[意識]は、自らの姿を隠すことを本性

とする「困難なことをなすものであること」という特性という浄い「自由であること」と

いう因の故に、他の認識主体であることを唯一の本性とするものであるはずの自らの本性

を「隠すことJ、認識対象と認識主体などの現れによ って、そのようなあり方によって現

れること、これがすなわち「戯れ」、個々の[個我]に規定された果を配置することによって

[自己を]展開すること、このことにおいて賢者、熟達している、とし1う意味である。

なぜなら、これは彼の独立自在(svatantrya)の姿をしたマーヤーと呼ばれるシャクティで

あるから。すなわち、{本来]隠されていない自らの姿を隠されていることという形で顕現

12ナーガルジュナ『因縁心論煩~ Pratityasamu伊ada-hrdayakarika，7。シヴァ教的に理解されるであ

ろうように訳しておいたが、神子上恵生 「因縁心論煩についてJ (W印度学仏教学研究~ 10(2)， 1962， 

pp.173-176)では「そこに於て、取り去るべき何物もなく、そこに於て、加えるべき何物も存しな
い。(縁起の)真実は如実に見られるべきである。(縁起の)真実を見る者は解脱する」と訳されて

いる。
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シュッダ・、ヴィドャー13の部分に触れるこっている、かの最高の頂点に達しているtarka、すること、それ故に、かの、これほどの、認識対象と認識主体等を本性とする二元性(bheda)

自らの本性を[再]認識させる最高の姿

を取った、それ(sattarka)こそが、非常に研ぎ澄まされた刃をした「斧J、それによって[二

元性の]i根を」、非認、識(akhyati) 14を特性とする原因こそを、「絶つ」、この充全たる最高の

とによって浄められたブッディから現れつつある、の現れがあるのである。(10)

そのことを言う 。

この行法がある。何故その故に、意識を母とする非認識(akhyati)が再び生じないために、『隠されていない自性をしているにもかかわらず、遍在者たる主(vibhu)の本性を隠、

しかるべく、修習これは、偉大なるものたちの、身体等についての反省によって、なら、すもの、

の卓越によって、概念知の浄化の喜びの座であって、最高の頂上に達しており、膜想万物に展開するこ元性があこれほどのそれが、かのマーヤーであり、それから、

る 。 ~ (4.11) これによって、意識の姿は、不分明であっても、分明(bhavana)を本性とすることに赴く 。

さに達する。(13)

このように、彼[パラメーシュヴァラ]が万物の姿によって現れることこそが二元性と言わ

百フ 。それ故、れる。その力によって、かの、終わりがたい、輪廻の束縛がある。それを滅するためにこ

まさに意識が繰り返し繰り返し意識化この意識化(paramarsa)がある、すなわち、そ、

『賢者たちは、この、既に言われた膜想(bhavana)をすべての欲望を満たすものであということである。(11)(paramrs)されることにおいて分明さに赴く、

ると言う 。そのことを言う 。

この隈想は、欲望の対象からも自由な実在を明らかにする。 ~ (4.14) 

『このような、かの主(Mahesitr)の現れが二元性と呼ばれる。

この二元性を滅することによって、かの意識化(parãmarsa)はそう呼ばれる。 ~ (4.12) このタルカ、それを[賢者たちは]bhavanaと呼ぶ、というのは、何故なら、規定されている

最高の頂上に達しており、 bhavanaと呼ばれるからである。.ような特性を伴うタノレカは、

そのことは[既に]言われた。「この二元性の滅する二と J結果と原因との不二という治療(upacara)によって。

とし、うこと「現れなかったものは、現れたものにはならない」この点に関して、だが、

(MVU. 「それ[タルカ]は実に、 bhavanaからなる最高の知であると認められる Jそして、身体や青等は二元性によって現れる。，についてすべての人々による合意がある。

17.20cd)15 と言われるのか?「それ[二元性]の滅によって、意識の現れがあるJどうしてそれなら、

「分別(論理)という疑問を除くために、概念知の浄化に続いて、続く箇所で説明される

この言い方がある。とは、以前に述べられたことによって、「この(enam)Jそれ故、と。の本質J(tarkatattva)を開始する。

これがこれ(bhavana)が完成されると、求められた果の獲得がある、と言われた、そして、

13シヴァ教の36原理(tattva)の体系において最上位の浄い五つの原理の末尾、マーヤーの上に来る清

浄な知の原理。同時にマントラの本質を構成する原理でもあるので、それとの接触によって、物質

の次元に属するブッディ原理に由来する概念知に基づく tarkaを意識に影響を与えることのできるレ
ベルに強化することができる、ということであろ う。

14二元論的シヴァ教による束縛の原因 「汚れJ(mala)を一元論的に言い換えると「非認識j となる

が、それは絶対者の意識の自己隠蔽に他ならないので、次に「最高の意識を母とするJと言われて
いる。

15 rマーリニーヴィジャヨーッタラ・ タントラ』では、 17.18で、tarkaは最高のヨーガ支である、とし、
17.21で、一瞬でもそこに到達することで、samadhiが得られる、と述べられている
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の斧によって、

この認識対象と認識主体等を本性とす

これこそが根こそぎにしがたいこと故に「木、」 この経

(後の「根Jにかかる)、賢者たち、自らの本性を[再]認

識した人々は、「正しきJ(sat)、現前する真理(tattva)に関する、それ故に他のtarkaとは異な
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これが定見である。~ (4.13) 

『賢者は、研ぎ澄まされた[頂上に達した]Sattarka(正しき分別)

かの、悪しき二元性という木の根を絶つ、

束縛の唯一の原因であることによって「悪しきJ、

このもの、である、「二元性J、

験されつつある[二元性]について

る



「すべての欲望を満たす」ということである。このことは言われている。

「一瞬でもそこに住する人はサマーディを得る。

またそこにおいて良く完成すると望まれた果を得るJ (MVU. 17.21) 

と。何故なら、このbhavanaは、欲望の対象からも「自由な」、独立した概念知にとっても、

概念知の対象とならない性質の故に、それらの対象とならず、「実在Jを、[すなわち]勝義

の他を認識することを唯一の特性とする意識の姿を、「明らかにするJ、非概念知の働きに

よって現前化する、従って、必然的に、一体何がヨーガ行者にとって達成されないだろう

か。(14)

それ故、これこそが最高のヨーガ支で、あると我々の見解において言われている、と言う。

『吉祥なるプールヴァシャーストラ[マーリニーヴィジャヨー ッタラタントラ]にお

いてそのことは言われている

「タルカは最高のヨーガ支である、 除かれるべきもの、等の反省によって、ここに

対する努力が賞讃される。

捨て去られるべきであるはずの道に、対象への欲望によって固着した心を、それ(タ

ルカ)によって[そこから]背けさせ、健全な境地に導くべしJ16とj](4.15-16) 

たとえ、

「プラーナーヤーマ、ディヤーナ、プラティアーハーラ、ダーラナー、タルカ、サ

マーディ、[これらが]ヨーガの六支と言われる。J17 

等のような規定によ って、ヨーガ支であることにおいてタルカがプラーナーヤーマ等と等

しいとしても、そうではあっても、「捨て去られるべきであるJ等の反省によって、それ[タ

ルカ]はヨーガの支分において最高の内支分である。何故なら、タルカによって、「これは

捨て去られるべきであるJrこれは受け取られるべきである」と[細心に]考慮して、ヨーガ

行者は直ちに真理を知る者となるからである。このことは既に言われている。

16恥1VU.17 .l8bcd， 19 

17プラーナーャーマとプラティアーハーラの位置が入れ代わった形で、Raurava-agama，vidyapada 7.5， 

MaωβgaparameSvara-ag，αma， yogapada 1.6、 Amrtanada-up仰 i$ad6に見られる。 類似した表現は
Nisvasαkarika 7、またMaitrayan'f-upm;i$ad6.18にもある。
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「熟慮[uha]はヨーガの内的支分である。それによって道に住していることは共通で

あっても、

それは一般に解脱を助ける故に。J18 

と。同様に

「自らの教説に矛盾しないタルカによって思慮、する者、

彼は、ダルマと知と解脱と利19からなる真理を知る、他の者はしからず。」

と。そしてそれ故、そこにおいて、最高の活動によって努力されるべきであると言われた、

すなわち「それ故、そこに対する努力が賞讃される」と。何故なら、そこにおいて努力を

なしたヨーガ行者は、サーンキャ等の別派の教えに説かれる、捨て去られるべき、解脱の

手段たる特性を持つ、道において、「これこそが我が望ましき真実である」等の高慢の出

現故に「固着している心」を、「それによってjタルカによって、「背けさせJ、そこから、

すなわち捨て去られるべき道から、顔を背けさせ、「導くべしj、受け取られるべき道に留

めさせるべし、「健全な境地にJ、すべてから解放された最高の光輝(prakasa)を本'性とする

ことによって輝くべし、とし 1う意味である。(15，16) 

そして、この点に関して、困難さ故に、みずから[直前の]4つの四分詩節[=4.16]を説明す

る。

『この点に関して、他の教説で説かれる、解脱の手段たる道は、捨て去られるべき

である。

この、縛り、束縛する欲望によって、 niyati(個別決定原理)と結合したragatattva(欲望

18 Svayambhuvasutrasαrrzgrahα20.29 (Mysore edition， p.60， 1.7)0 IFP T.39， p.l35 (yogapatala[36th]， v.27). 

A.Sandersonヲ“Yogain Saivism: The Yoga Section ofthe Mrgendratantra. An Annotated Translation ofthe 
Text with the Commentary ofBhatta NarayaI).akaQ.tha"， (Unpublished draft， 1999， http:// 

www.acadernia.edu/6629447/) p.9 n.29参照。

19シヴァ教における神の観想の際の神の玉座(s irp.hasana )の四本の足は、 dharma、jnana、vairagya、

aisvaryaからなっている。これら四っとその反対を合わせた八つがbuddhiの八つの状態とされ、

puru号a-tattvaに存在する世界として表象されている。おそら くは、この出典不明の引用文における
apavargaとarthaf土、 vairagyaとaisvaryaの古い形で、さらにその起源は人生の四目的の中のkamaだ、けを
jnanatこ置き換えただけのものである可能性も考えられる。Skanda-pura]Ja:Revakh仰向 (RKS)，57.23 

参照http://greti1.sub.uni-goettingen.de/gretilll_sanskr/3_purana/skprevku.htm。
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原理)が言われる200

それ故、 [心は]これ(ragatattva)によって、そこ[対象]に執着する。JJ(4.17-18ab) 

神から離れている。

[それによっては]ダルマ・アルタ・カーマ・モークシヤ[のいずれにも]決定は生じな

。
、、、hv

他の教説で説かれる道の捨て去られるべきであることは、既に説かれた。故に、ここでは

再説されない。 「イSlは束縛の意味J21と言われ、それがV1を前に取り、母音の前に来る(訂t

接尾辞aを付加する)と、 vI1;;aya(対象)という語になる。それ故、対象という姿をした束

縛するものである この「欲望J、「これが私のものとなるようにJ等が、欲望の特性であ

る、これ(icchaという語)によって、 rniyatiと結合したragatattvaJのことが言われる、同一

性の故に。何故なら、欲望のみからなるものであるすべての対象は、 ragatattvaの本性をし

ており、それ(ragatattva)が対象を限定されることによって出現するとniyatitattvaの[姿]を取

る。それ故、それ(niyati)と結合したragatattvaが、これの意味である。 yatは、この因によっ

て、そこにおいて、 niyatiの故に、捨て去られるべき道においては、この欲望(raga)によっ

て、心は執着する 固着する、という意味である。

だが、どこにおいてもイ他のところにおいても、

(それは)無知・非法という原因故に、 J 束縛されているから。それに満足するもの

は地獄に赴く。J23 

等のように、主は、タルカの非難をなしつフ、その最も低いことを示している。この意図

から、それを知る師すらも避けるべきことが言われる。そのことは言われている。

「論理学者は師となすべからず.. • 0 J 24 

と。同様に、

r. . .論理学者には、死と束縛がある。 J25 

「グノレ、神、アグニ、教典に信を抱かずして、正しからざる議論や論理的思考を知

り、

空しい思択(tarka)に頼る、最も低い人々を、マーヤーは非解脱へと引き入れる、解脱

を得たいという望み故にJ22 

と。このことは、混乱によって非難されたものたちによってもまた、

「実在と決定を欠き、互いに教え合わ・れた高慢を唯一の本質とする、タルカよりな

る覚を我等は恥じる。J

「論理学(hetusastra)とは、世間において、非常住を常住と見せかけるものである。

何故なら、決定していない者たち[のみ]が、論議(vada)、議論。alpa)、無益な討論

(vitaI).cla)によって論争する。

論証に基づく言葉は、スヴラターよ、実在に空虚で、ジュニャーナ・ヨーガを欠き、

等と言われている。従って、それ(tarka)がここでは最高のものと言われるのはどうして

か?何故ならこのようなシュルティの反対があるから。両者ともにおいて権威という原因

が真実である故に、どちらかの一方において権威の不足を示すことができない、故にこの

点について何が理解されるべきか?この点については対象の相違が理解されるべきであ

る。それによって、すべてが損なわれない。何故なら、タルカは二種である。何故なら、

あるタノレカは、実在と決定を欠き、誤った議論を主とし、敵に勝つことのみを目的とし、

無益なおしゃべりを主としている。他のタルカは、捨て去られるべきものと取るべきもの

との弁別をなすことから、実在と決定を果とし、誤った議論等を欠き、[健全な]議論を主

とする。そこに、最初のものの実在と決定を欠くこと故に非難されるべきことがある。そ

と。同様に、

20シヴァ教の36原理においては、サーンキャの25原理と清浄な神的 5原理との間に6重の覆いとも

呼ばれる中間的な6原理を立てる。物質的流出の原理であるマーヤーの下に、 kala(限定された行為

の能力)、 vidya(限定された認識の能力)、 kala(時間)、 niyati(個別決定原理)、 raga(欲望)の5

原理があるとされる。最初の二つは、アートマンが持つはずの無限の行為と知の力の限定された形

を示し、残りの三つによって、カルマの力の働きが、限定された対象、限定された時、限定された
主体とし 1う循環の中で継続することを支える原理が示されている。
2 1 Dhatupafhα1248， 14770 

22SvT. rO.1140cd-114L 

23SvT. 11.174cd-177。

24類似した章句として、 K~emendraの Kavika1Jfhãbhara1Ja， 1.15，“na tarkikarp. kevalasabdikarp. va kuryad 

gururp. suktivikasavighnam"が挙げられる。
25SvT. 1.26b。

326 327 



れ故にこそ

r. . .実在を欠き.• . J 

と。同様に

r. . .決定は生じない。J

等と言われた。それ故にこそ、その[タルカの]知による人々さえも、実在を知ることの不

在故に、避けられるべきことが言われる。しかし、「捨て去られるべきJ等の反省によっ

て、実在の浄化の喜びの器である、捨て去るべきものを捨て、取るべきものに安住する[タ

ルカ]は、最高至高のヨーガの支分である。ということに、何の欠点もない。それが、我々

の「良きタルカJ( sattarka)であり、他の学派の[タルカは]、しかしながら、悪しきタルカ

である、という相違がある。(17，18ab) 

だが、自らの利を最高のものとする世間は自ずから、 [他の]シャーストラを無視して、

捨て去られるべきものを捨て、取るべきものを取るように向かうのではないか、なぜなら、

飢えた者にとっては食に関する、あるいは汚れた者にとっては、休浴に関する、シャース

トラは適するものではなし 1から。それ故、この点について、タルカに何の用があろうか、

という疑問を想定して言う。

『帝王の享楽を見ても見なくとも、愚かな人が、最低の享楽に執着するように、

そのように、解脱に対しても、欲望の故に、[低いものに執着する]0j (4.18cd-19ab) 

あたかも、ある無知者が、捨て去られるべきものと取るべきものとの弁別を知らない者が、

「帝王の完全な享楽Jを、すなわち、完全な楽しみに適していることによって(r完全な

享楽Jを)、知っても知らなくとも、最低の、惨めな人々の楽しみである享楽に、欲望(raga)

故に執着する、非常に長い間に増大した以前からの潜勢力(sarp.skara)の異熟の力によって、

執着する、そのように、明白な解脱を捨て、正しからざる(非在の)解脱に[執着する]、

というのが言葉の意味である。それによって、捨てるべきを捨て、取るべきを取るために、

確かにタルカの適用がある。それ故、正しくも「タルカは最高のヨーガ支である」と言わ

れた。(18cd，19ab) 

328 

Vikalpaの浄化と Sattarka

だが、この(地上の)すべての人々は、本性の故にこそ、これこれのダノレシャナに執着

する、その意図から、

「なすべきこととなさざるべきことの[違いを]見ることのない、生まれたばかりの、

[教説の教えなどに]乏しい人々に、

一体誰によって.か、これらの悪しき教説への執着[という病魔]は授け られたのか?J 

26 

等と別のところ[仏教説]においても言われている。ーそれ故、それに相応しい解脱もまた彼

に生じる。故に、この欲望(raga)とは一体何なのか、という疑問を想定して言う。

『それ(raga)は、 svabhavaと呼ばれる部分(arp.sa)で、あると言われる。

しかし、それは明らかにシッディの支分である故に、解脱にとっては障碍であると、

賢者たちは言う。j(4.19cd-20ab) 

何故なら、「それJragaはまさに、「特性による部分(svabhavakhyo.arp.saka)J と諸アーガマ

において言われているものであるから27、なぜならそのようにSvacchanda-tantraにおいて、

「女神よ、六種の「部分(arp.saka) Jを順番に語ろう。J(SvT.8.lab) 

と始めて、

rr自性による部分(bha varp.saka) J、「特性による部分(svabhavarp.saka)J、「投華による

部分(pu~papãtãrp.sa)J (SvT. 8.lcd)28 J 29 

26Dharmakirti， Prama1Javarttika， Pararthanumana章， v.54。引用文で「なすべきこととなさざるべきこ
とJkaryakaryamとある部分が原文では gm:Iado明m f[教説の]よい点と欠点Jとなっている。
Manorathanandinの註釈は、gUl).ado号arp.pramal).yapramal).yanibandhanam apasyatabとあるので、karyaをその

ような意味で用いるテキスト伝承も可能であろう。
27 suddha-amsaという呼び方であるが、 Kira1Jakriyapada 18章にbrahmãrp.鈎dilak~al).a としてまとまった

記述がある。
28マンダラに花を投げて、相応しいマントラを選ぶ儀礼による場合。
29六種と言いながら3種しか挙げないのは、マントラの獲得方法(apadana)にviraかそうでなし、かで二

通りあるからである。
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と説明し、

「そして、「特性によるものJは、行動に[よるもの]である。順々に語ろう。

ブラフマ・アンシャはヴェーダの誠信者である、ルドラ・アンシャを私から聞け、

ルドラの誠信者であり、良く戒を守り、常にシヴァの教えに専心する。J(SvT. 8.3-4ab) 

等と言われているように、それ[svabhava-arp臼]は特徴づけられる300

だが、もしこのようであるなら、このすべての人々は、特性(svabhava)の力によって、

自らに適した、解脱に達する、それ故、一体この捨て去るべきものと取るべきものの区別

とは何なのか?という疑問を想定して、「しかし、それはJ以下を言う。「それJとは、 ーこ

のように規定されるsvabhava[arpsa]、しかし、明らかに、

I[快と苦を欠いた]プルシャというサーンキャの[解脱の境地]J 31 

等のようなアーガマの根拠によって確立されていることによって、[束縛の]滅していない

ことによって、その存在の境地(tattva)に適した享受を本性とするシッディの部分となるこ

とがあっても、

「しかし、高きところに住するものに招かれでも、執着と慢心をなさないこと、再

び悪しき執着の結果すること故にJ(~ヨーガ・スートラj] 3.51) 

等と言われているように、解脱するには障碍となる、とアーガマを知る人々は[言う]。な

ぜなら、このようなsvabhavaは、そのタットヴァの獲得を特性とする成就(シッディ)こ

そが解脱であると妄想する、ということで、解脱として[誤って]現れる姿をした捨てさら

れるべきもの[であるシッデイ]に留まっているのである。(19)

このように、このような特性をしていること故に、直接的な(sak弱n)解脱の手段を捨て、

他のものに執着する、そのことを言う。

30bhava-amsaが生まれつきある神(マントラ)と結びついていることであるのに対して、

svabhava-arp.saは、行いの様相によって結び、つけられる。挙げられているのはここでは、 brahma，rudra， 

vi刊u，candra， yak~a， vata， naga， gandharva， vidyadhara， daitya， kama， rãk~asa， pi鈎ca，agni， savitrの15であ
る。Kiral).aで、はこれらから、月、太陽、火、風、カーマを除きsakraを加えた11である。
31ad TA 1.33でも引用している。
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『なぜなら、シヴァの教えの偉大さを知りながらも、これ故に、

愚か者は、欲望(raga)に染められて、ヴィシュヌ派等に執着する。j](20cd， 21 ab) 

だが、もし直接的な解脱の手段であることによって、シヴァの教えの有効性の卓越

(prabhava-atisaya)を聞いたことがあるならば、一体なぜ他の[教えに]執着するのか?という

疑問を想定して言う。

『なぜなら、ヴァーマー(Vama)という名の力あるシャクティが、

パンチャラートラ、ヴェーダーン夕、仏教、等の[教えを信じる]人の、そうした多く

の[誤った教え]として展開しているからである。j](4.21cd・22ab)

「そうした多くのJ(tavati)とは、それぞれの制限されたシッディのみを与える[教え]0 Iヴ

ァーマーという名の」とは、

「ヴァーマーとは、輪廻を吐き出す[vamana]故に.• . J 

等と言われていることによって、輪廻を顕現させる隠蔽するシャクティ (tirodhan必akti)の

ことである。 IvairincaJ とはbrahmavadin(ヴェーダーンタ)のことである。 (21cd， 22ab) 

だが、もしシヴァの教えの偉大さを知らずして他の[教え]に執着しているのならそれは

もっともである。しかし、どのような罪によって、 一体どうして、聞いたことがある者ま

でも[執着するのか]?という疑問を想定して言う。

『帝王の完全な享楽を[見た]、ある愚か者たちが、それを非難することが見られる。

[それは]しかし、満足の故ではなく、自らの享楽への望みの発動の故である。』

(4.22cd・23ab)

ここでは、「あるJすなわち、大部分の愚か者たちが、[帝王の享楽の]非常に優れている

ことから、[それゆえ]妬ましいことから、帝王の享楽について知っても、愚かであること

から、非難することが見られる。 しかし、実際に満足したこと故にではない。なぜなら、

彼らの[劣った]享楽への欲望が遠く投げ捨てられているから故に、それ[帝王の享楽]を非
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難することに相応しいことがあるから、という意図である。しかしながら、愚か者たちの

満足は存在しない。なぜなら、自らの最低の享受においてさえも「これが繰り返しあるよ

うにj というような姿の言葉を希望が引き起こすからである。享楽への欲望が投げ捨てら

れていないこと故に、このようにシヴァの教えの偉大さを聞いたことがあってはいても、

愚か者たちは、それを非難することを企て、他の[教え]に執着しているのが見られる。そ

の力によって、彼らがヴアプマーに支配されていること故に、繰り返し繰り返し[彼らを]

輪廻に沈めることが生じる。

そのことを言う。

『このような意識からなるパイラ・ヴァとの合入を非難することに、無上に専心する

人々 は、

非常にとても恐ろしい(atisughora)シャクティによって降下されている、故に、』

(4.23cd-24ab) 

「非常にとても恐ろししリとは、

i[彼女たちは]対象に執着している個我に低く低く降下するJ32 

等と言われる特性をしたGhoratarIと呼ばれる低し¥[シャクティ]のことである。(23cd，24ab) 

それ故にこそ、との愚かな人々の輪廻からの脱出はない、ということを言う 。

『それ故、シヴァの[教えの]偉大さを知りつつ、他の教えに心を寄せるもの、

その者によっては二元性の大海から逃れられるべきはずもない。j](4.24cd-25ab) 

「心を寄せるJことによって、そこに住している、しかしながら、

「内面ではカウラ33であり、外面ではシャイヴァである。しかし世間の行いにおいて

32MVU.3.31ab。ここ以外に、 Jayarathaは、 adTA. 3.103 ad TA. 8.41 ad TA.13.279に引用している他、

ParatrilJ1sika-vivararza， KSTS ed.p.43にも引用されている。
33Kaulaは、性的儀礼などを伴う秘教的宗派と理解することも可能であるが、ここでは外的崇拝に
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はヴアイディカ(ヴェーダ的祭式を行なう普通のバラモン)[として住してよし¥]J 34 

等と規定されているように、世間の経験を守ることの低劣さによって、浅薄であることに

よって、それ故に、彼には輪廻の海から救われることはない、その中で、浮かんだり沈ん

だりの経験の途切れないこと故に。 (24cd，25ab) 

そしてこのことは、我々の発明で言われたのではないことを言う。

『また、吉祥なるカーミカーにおいても、束縛についての章35で明らかに言われてい

る。j].(4.25cd) 

それを引用する。

『ヴェーダ、サーンキャ、プラーナを知る者たち、

パンチャラー トラに帰依した者たち、他の教えに帰依している堅固な何人かの聖仙

たち、

仏教徒、ジャイナ教徒、等、これらすべての人々は、知と欲望と(vidyaraga)によって

染められており、

マーャーの束縛によって縛られていることによって、シヴァのディークシャーを知

ることがない。j](4.26-27) 

「堅固なJとは、ヴェーダ等の対象に固定した知をした、「他の教えJ、ヴェーダーンタ等。

「知と欲望Jは等位の dvandva複合語。ここでは、 vidyaはragaとの近接によって

とらわれないシヴァと個我の同一性への確信を中心とするあり方、と理解しておいて良いであろう。
34Kularnaναtantra 11.83めには、前半が一致して antabkaulo bahib臼ivojanamadhye tu vai刊 avabr内

心はカヴラ、外はシヤイヴァ、人々の中で、はヴアイ シュナヴア[を装っていてもかまわない]Jと言
われている。JayarathaはadTA. 4.250で後半も引用しているが、saramadaya ti号thetanarikelaphalarp yatha 

「郁子の実のように精髄を取って[保ったままで]あれJとあるので、中心が郁子の実の最も貴重な
ジュース 次に白い果肉、次にたわしなどに使うことのできる繊維質の外殻(あるいは器として使

える内殻)という誓えで、世間の中での行者の生き方の高貴さの度合いを示したものと思われる。

Kularnavatantra 11.83cdは、 kaularpsugopayed devi narikelaphalambuvat r榔子の実のジュースのよう
にヵウラを良く守る[秘匿す]べし」と秘匿性を強調するが、初期においてはそうした要素は少なか

ったと思われる。
35 Kamika vidyapadaとされる写本 (T.830A， B)がポンデイ、ンエ リーにあり、第14章がpasaについて

述べるとあるが、該当するテキストは発見できなかった。
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asuddhavidya[ tattva]のことが言われている。それ故、ヴェーダ等の教えに住する人々は、

マーヤーの中に落ちていることによって、この最上のシヴァの知を得ることがない、と言

われた、「マーヤーの束縛によって縛られていることによって、シヴァのディークシャー

を知ることがないJと。 (26，27)

そして以前に、我々によって『マーリニーヴィジャヨーッタラタントラj](釘.purva弱stra)

の類似の詩句において、「対象への欲求J(vi切ya-iccha)という語によって、ヴェーダ等の他

の教説において説かれる解脱の手段に対して強い執着を与える、 niyati-tattvaと結合した

raga-tattvaが説明された。このことは根拠のないことではない。そのことを明らかにする

ために、ここでのragaという語を説明する。

~rãgaという語によって、制限する rãgatattvaが言われた。

それは、彼をこのマーャーからなる教えに束縛する故に。j](4.28) 

ここで、 iragaという語によってJというのは、述べられているような理由によって[説明‘

される]0i niぅ命nakarpragatattvam uktamJ とし1うのが普通の順序である。「制限するJとし1

うのは、何らかの限定された対象に激しい執着を与える、という意味である。このragatattva

は、このマーヤーからなる限定された教えに対して愚かな人を縛りつける、「これは私に

望ましいものだ」等の限定によって固定する故に。たとえ、一般的には、すべての対象へ

の欲望からなることこそがragatattvaの本性で、あるとしても、限定された対象に近づくこと

なしには、それは顕現しない。それ故、確かにこのniyatitattvaに言及せねばならない。そ

れ故に、適切にも、 「限定するragatattvaJ と言われた。(28.)

だが、たとえヴィシュヌ派等の他の教えで説かれる解脱に達しても、イ可故にこれらの

人々は輪廻から脱出しないのか?という疑問を想定して言う。

『ヴィシュヌ派等の解脱は、自らの仮構によって想像されたものであって、

最高のアラクリティとの合一、

あるいは、至福(ananda)の状態、

あるいは、浄い心のみからなること、

ランプのように[心の]継続が滅すること、

これは、知の対象(vedya)を伴ったあるいは伴わない本性をした
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pralaya-akala( i還滅による身体離脱者J36)からなっている。j](4.29-30) 

さて、ヴィシュヌ派等の考えにおける解脱は、我々の教えにおいては、 pralaya-akalaで、

あることからなっている。それ故、束縛である。なぜなら、この点についてのヴィシュヌ

派の「最高のプラクリティとの合ーが解脱である」とい う見解においては、世尊ヴアース

デーヴァという名の偉大な力を有する者が精神と非精神との命令者であることによって、

最高のプラクリティの姿をした最高のブラフマンという自らの本性故に、多様な方法によ

って、あるがままに創造すること故に、万物の姿をしていることによって、多数のアート

マン[という姿をして]し1ても、

「ブラフマンは唯一にして並ぶものなきJ37 

等のシュルティの、真実の知を修習することによって、浄化された姿の唯一の真実の誤り

なきことによって、多数性の勝義でないことによって、変化と疑いを静めることによる、

唯一の本性の理解が解脱である、なぜな ら、シュルティに

と、

「彼の四分のーは一切万物にして、四分の三は天における不死なり J(~リグ・ヴェ

ーダj]10.90) 

i. . .それ故、創造は泡の如く現れる」

とまた。

ヴェーダーンタ(brahmavadin)学派の人々の、 「解脱は、至福の姿からなる(anandarupata)J 

という見解においては、たとえ、アートマンが、輪廻の状態においては、無明の覆いの力

36pralaya I宇宙の還滅」によって、 kalaを失った者。輪廻をする主体は、 sakala、すなわちkala-ta抗va

を伴う者、と言われる。kala-tattvaこそがmayaから発する最初の限定された個我の主体性の原理であ
るからである 。 pralaya~こおいては、誰もがこのmãyã性の汚れを失うが、 karmaによるものと本源的
な汚れ(不二論的には単なる自己意識の未開示)は残っている。
37 Sukarahasya-upani~at 1 (散文部分)0 brahmaを欠いた表現は、 Chãndogyかupani~at 6.2.1にもある。
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によって苦しんでいるとしても、

「アートマンこそが、聞かれるべき、考えられるべき、思念されるべきであるJ38 

等のシュルティによって、真実の知を修習することによって、無明の覆いを捨て去ること

において、無限の、越えるものなき、自らの照明の本性上の至福と美による知覚が解脱で

ある。なぜなら、シュルティに、

「ブラフマンは知であり、至福であるJ39 

と。

唯識論者たち(vijnana vadin)の 「浄め られた心のみからなることが解脱であるJという

見解においては、本性上透明な姿をした心の連続体が、無始の無明の力によって、欲望

(raga)等の[偶然的に]付加された汚れによって覆われていることがあるのに対して、無我等

の膜想(bhavana)の修習によ って、それぞれの付加された汚れを捨て去ることによって、六

根の逆転の力によって、不壊の光の姿をした自らの本性を現前させることが解脱である。

そのことは言われている。

「本性上、この心は透明であり、汚れは偶然的なものである。40

汚れの滅において、この光は不壊となる。」

と。

毘婆沙論者(vaibh雨ika)たちの「灯火の如く[心の]連続体が滅することが解脱であるJと

いう見解においては、煩悩の行い等の原因によって生じた、その果の姿をした色等の五殖

が[言われる]それ故この輪廻は双方の本性をしている。そのことは言われている。

「輪廻は、因と果において[基づく].• • J 

38Brhadarα1Jyaka-upani$at，4.5.6，“五tmava are dra~tavyal) srotavyo mantavyo nididhyasitavyal)…"。
39 Brhadara1Jyaka-upani$at， 3.9.28。
40前半部“prabhasvaramidaq1cittaq1 pralqtyagantavo malal)"は、 Dharmakirti Prama1Javarttik，α， 

pramaI).asiddhi章 v.210cd。
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と。

それに反して解脱は、油等の原因の滅によって、再び生じることの不可能性故に灯火が

滅するように、そのように、無我等の膜想の修習によって、煩悩の行い等を捨て去ること

によって、色等の五殖もまた[滅する]と言う。このことは言われている。

「あたかも、火の消えた灯火が、

大地にも、空界にも、四方位にも、四唯にも

どこにも赴くことがなく、

油の滅によって、ただ寂静に赴くように、

解脱に達したヨーガ行者は、

大地にも、空界にも、四方位にも、四唯にも

どこにも赴くことがなく、

煩悩の滅によって、寂静に赴く 。J41 

と

pralaya-akalaiJ~ i知の対象(savedya)を伴 うJあるいは「伴わなし、(apavedya)J本性をした

という相違についての言及の意味は以下のようである。まず最初の二つの立場においては、

ブラフマンが至福からなることによって¥ 自性の意識化させるものであること

( svatamparamarsakata)によって、知の対象を伴うpralaya-akalaをも っぱらとすることがある。

一方、 他のものにおいては、唯一常住の何らかの認識者(vedaka)が得られないことによっ

て、知の対象を伴わなし'1pralaya-akalaを主とすることがある。これら四つの立場が、他の

立場をも代表していることによって、アク シャパーダ説[ニヤーヤ学派]等における、アー

トマンがすべての属性(gul).a)から切り離された本性において解脱がある、という [見解]に

おいても、知の対象を伴わないpralaya-akalaを主とすると理解される べ きである 。

pralaya-akala~ことっては、 二種の汚れが残っていることによって、輪廻の原因が滅してい

ないことによって、輪廻することがある。それ故y 大部分の解脱が捨て去られるべきこと

が言われた。このように、実に無意味に、これらの人々によって、しかじかのタットヴア

の還滅の結果として自然に生じるものであるpralaya-akalaという状態に対して努力がなさ

れる、という意味である。それ故、「自らの仮構によ って想像されたJと言われた。この

言葉によって、これら四つの立場の、妄想的であること故に、非真実であることが明らか

41Asvagho号a，8αundar，αnanda16.28-29。
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にされた。 (29，30) 

だが、この点に関して「束縛の滅こそが解脱である」そして

r. . .盲人よりも部分的な盲人の方が優れている」

としづ格言によって、三つの汚れに縛られた、 kalaを伴う状態 (sakala)に比べると、二つ

の汚れに縛られたpralayaによるakalaの者の方が優れている。それ故、一体何故に、それが

もっぱらそれからなるとはいえ、この解脱が絶対に捨て去られるべきものであることがあ

るのか?という疑問を想定して言う。

『それ(=pralaya-akalatayamok~a)を長い間得ていても

その享受と非享受とを享受したことによって、

そのタットヴァの還滅の終わりには

上への創造に至り、

アナンテーシャによってなされる覚醒によって

マントラたることに赴く 420 ~ (4.31-32ab) 

ヴイ・シュヌ派等のこれらの人々は、「それJpralaya-akalaをもっぱらとする解脱、を、「長

い間J達していた後に、 pralaya-akalaと結びついた意識喪失(moha)などの姿をした享受と

非享受を享受しながら、直ちに続いて、 pralaya-akalaの享受の世界から、マーヤ一等[以下]

のタットヴァの還滅の終わりに、再び創造の開始の際に、

r. . .マントラたること[あるいは輪廻の]存在へと目覚めるJ43 

等と言われているように、シャクティパータがあれば、アナンテーシャによってなされる、

知と行為というー刺激を特性とする覚醒によって、「上への」、マーヤーより上方にある浄い

創造を得、マントラたる存在へと赴く。しかしさもなければ、輪廻の状態へ[赴く]、この

ことは明らかである。それ故、ヴィシュヌ派等の他の教えで説かれる解脱を得ても、輪廻

42マントラは単なる音声ではなく、完全なる自由とシヴァとの合ーを獲得する以前の個我が取る神
的な形態の一つで、あり、通常7千万人存在するとされる。

43テキストは、“prabudhyantemantratvaya bhavaya"とあるが、 TA.10.135ab“dvividhasca prabodho .asya 
mantratvaya bhavaya ca"への参照で、あると思われる。
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の滅は生じない。それ故、その捨て去られるべきものであることが言われた。 (31，32ab) 

だが、 pralaya司 akalaで、あることは共通であるのに、ある者はマントラ存在を、他の者は

輪廻を得る、このことにはどのような原因があるのか?という疑問を想定して言う。

『このことは、後に詳しく述べるであろう。それ故、ここではそのことはこれだけ

で留められる o~ (4.32cd) 

「後にJとは、第9アーフニカ等において、そのことは言われるであろう。

「このようにカルマ性の汚れが語られた。それを伴う laya-akala達は

蛇が洞窟の中で、眠っているように存在しており、

それ故、潜勢力(sarp.skara)が目覚めると、適当な分け前を受けるべく

ブラフマーから非動物までの[存在として]この地上に、繰り返し繰り返し輪廻する。

しかし、カルマの潜勢力を滅するために膜想(bhavana)を始めてはいたが

膜想、の完成を得ていなかったまま、還滅に赴いた者たちは、

その聞のbhavanaの塾果の卓越によって

偉大なマントラ性に赴く、カルマにょうて様々ではあるが。J(TA.9.138-141) 

と。「留められる」とは、ここでの主題がタルカの本質であるから、それは[ここでは]無用

であるからである。
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