
陳那の論理学
山崎利治
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動機と内容

柳生さんの竜樹哲学をお聞きして以来，仏教論理学に興味を抱
いていた．直接の勉強は難しかったので，まず，アリストテレ
スのそれを勉強した．��世紀頃までの印度論理学は各学派とも
認識論と一体になっている．仏教論理学もそうである．今日は
新因明の確立者である陳那の論理学について�その著「因輪決択
頌」を中心にお話する．類推的論証法が演繹的論証になったと
いわれる新因明は，論証形式を因三相による三支作法によって
確立したことにあり，陳述の妥当性を九句因によって判別する
ことが特徴である．������	
��などはインドのアリストテレス
と呼んでいる．
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因明
因明＝理由の学

古来から印度の人たちはつぎのように考えていた．正しい知識
は人の活動に有効だから，それを得る手段が必要である．知識
の真偽は人の活動にとって有効かどうかで判断する．そこで，
自者の推論によって得られた知識を他者にも認めさせるため，
また，他者の知識の誤りを指摘するため，つぎのような形の議
論を行なった．

宗 　　声は無常なり
因 　　（声は）所作性の故に
喩 　（同喩） 　諸の所作性なるものは皆無常なり．瓶などの如し
　　（異喩） 　諸の常住なるものは皆非所作なり．虚空などの如し
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話の予定
� 陳那と論理学の著作

�� 古因明一滴

��� 新因明（三支作法・因三相・九句因）

�� 振り返って
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� 陳那と論理学の著作
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陳那

��	������ �		������ 陳那 �じんな�，域竜，授童 �� �������

�

南インド �アーンドラのカーンチ�の婆羅門の出身．
無着 �
�	�� �� ������� �，世親 ��
���	 �� �� �������

�のあとを継ぐ唯識の論理認識派の代表．
あとに，（天主 �!��	��"�
#��$�	 �� %� ��勝論派�，�&�
#�"�
�	�，
法称 ��"$����"'� �� (� �が出て �仏教�論理学が大成する．

文殊によって小乗を棄て大乗に入り，瑜伽を学び因明に精通，理門論を著作．
域竜 ����������：本人が「徳雄，弁捷にして猶竜の如く，五印度敢て対抗
する者なし」とてその名があるという．
授童：本人が「曽て文殊の指勧を授かり，因明の興隆を志した」という．
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陳那 　論理学関係著作
�) 集量論 東北 �	
�

�) 集量論注 東北 �	
�

�) 正理門論 大正 �	���	�

�) 因輪決択頌 東北 �	
�

量：対象を計る．対象を知覚 �現量�・推論 �比量�すること．

�：「正しい認識の集成書」陳那の主著

�：「因明論正理門」�正理門因明論��

�：決択 �決定，「因輪整論」（因輪小太鼓）．
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陳那の貢献

���������������による�

�� 一般則の概念と基本用語の定義

�� 因三相

�� 九句因

�� 三支作法 �演繹推論の確立�
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�� 古因明一滴
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古因明
印度論理学は宗教的思索に伴って，論敵を論破・説得する論証術として発展
したようである�引用される事項・文献につぎがある：

� 声論派 �� 勝論派 �吠陀の永久性�

� チャラカ本集 �内科医の学術書�五分作法�

� 方便心論 �帰謬法�

� 勝論派＋正理派 �� 仏教中観派 � 正理経 �論理学の独立�

この陳那以前の時期 ��� 	� ����  !�を「古因明」という．
その中心は「五分作法」であり，周延概念を明確にしないままの類推による
議論であった．
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声論派

*��$��$) 
�� 　�波羅門正統派 　弥曼差�

開祖 　+��$�	� �� ��������,

吠陀の祭祀・儀礼実行の意義を哲学的に研究し，統一的解釈を
与える．最高神を認めないこの派は吠陀の絶対性を論証するた
め，その文言 ��
�� � 声，音�が宇宙の変化・消滅を超えて永遠
に実在すると主張する．つまり，声には常住のものがあり，所
作により顕現するので，音声は無常だが，言葉は常住であると
した．知識は直接知覚と吠陀の言葉によるとする．
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勝論派

����
�
)��� 　�波羅門正統派 　吠衛師�

開祖 　-�	)�� ��./����� �� �������,

知識の成立根拠は直接知覚と推論のみとする．吠陀からの知識
も推論によるとし，言葉の常住論を排斥する．言葉と意味の結
合は便宜的・習慣的で，いかなる知識も経験に依存するという．
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正理派

01��1� 　�波羅門正統派�

開祖 足目 ��
)�2�� ��3�'�$�� �� �������

正智は，直接知覚，推論，類比，信じられる言葉によるとする．
とくに論証形式，「五分作法」を整備した．

以上，認識・論理を一瞥のため注記し，印度哲学諸派の形而上学・自然哲学
は無視した．
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古因明

五分作法

宗 あの山に火がある．

因 煙があるゆえに．

喩 煙をもつものは火をもつ．

たとえば，竈のように

合 煙のある竈のように，あの山もそうだ．

結 ゆえにあの山に火がある．
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古因明

��"#�"�的解釈

宗 ��������

因 ���������

喩 � 	 � ������	� � �����	�
合 ��������� � ��������

結 ��������
� 	 � ������	� � �����	� ���������

��������
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古因明
じつは先の解釈は正しくない．五分作法において

宗 　� 　 主張 ��������
因 　� 　 主張の理由・根拠 ���������

喩 　� 　 既知の事実の実例 ������	� � �����	�

合 　� 　 喩による宗の正しさの説明

�������	� � �����	�� � ���������� � ���������

結 　� 　 結論 ��������

であるが，当時の推論において喩「煙をもつものは火をもつ」

�������	� � �����	��は全称命題ではない．つまり，中 �媒�概念に相当す
る因「煙」を周延していないので三段論法は成りたたない．

五分作法は演繹でも帰納でもなく，類推推理である．

��



注

�定言�三段論法が成立するためにはいくつかの条件が必要である．たとえば，

� 中概念はどれかの前提において周延しなければならない

� 前提で周延されていない概念は結論で周延できない

周延とは：
ある判断の主張がそれを構成するある概念の外延のすべてに及ぶとき、その
判断においてその概念は「周延している」といい，そうでないとき，その概
念は「不周延である」という．

定言命題 � $全称肯定・�$特称肯定・%$全称否定・&$特称否定�の場合，

 ・%の主辞および否定命題 %・&の賓辞は周延しており，特称命題 �・&の
主辞および肯定命題  ・�の賓辞は不周延である．
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古因明

仏教派の論理学史 �陳那以前�

� 竜樹 �方便心論 ����廻諍論 ����広破論�

� 弥勒 �瑜伽師地論 ����

� 無著 �顕揚聖教論 ����阿毘達磨集論 ����順中論 ����

� 世親 �如実論 ���，�論軌・論式・論心��


�� 大正 ��
� 
�� 大正 ���� 
�� 大正 �'(�� 
�� 大正 �
	� 
�� 大正

�
'��
� 
�� 大正 �''� 
�� 大正 ����
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��� 新因明（三支作法・因三相・九句因）
��



論理学の展開
推論形式を考察するとき，まず，判断形式，その前に，思惟，直観，結局は認
識一般を議論することになる．印度では，論理は知識論の一部として扱う．
論典ではつぎのように説く．

�� 認識 　知識，直接知覚

	� 推理 　間接知覚，判断，推論

�� 論証 　論証の正否，否定判断，誤謬の種類，弁証法
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三支作法
三支作法 ��� 主張 　理由 　同例 　異例

主張 ��� 主題 　性質

理由 ��� 名

同例，異例 ��� 名

主題，性質 ��� 名

例

主張 声 　無常 �主題「声」に性質「無常」がある�

理由 所作性 �すべて「作ったもの」は「無常」であるから�

　同例 瓶 �「瓶」は「作ったもの」の例である�

　異例 虚空 �「虚空」は非「作ったもの」の例である�

漢訳では 　主張 ) 宗； 　理由：因； 　主題：有法； 　性質：法
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三支作法
三支作法 主張・理由・例の三個の文

主張 「主題が性質をもつ」という判断

主題 主張の対象

理由 理由 �主張の論証�
同例，異例 理由とその「否定」性質をもつ「もの」の実例

名 主題やその性質や理由の名前

� 主張はすべて全称肯定としてあつかう．

� 否定は換質する．「*は +でない」は「*は非 +である」

� 特称は限定詞をつける．「ある *は +である」は「*,-は +である」
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三支作法

古因明の五分作法 　宗，因，喩，合，結 　に対して

� 因 �理由�に関する条件 �因３相�

� 理由，主題，性質について，それぞれの外延の包含関係の
検討

� 理由の場合分けを行って主張の正否を定める �九句因�

ことによって，三支で済ませ，演繹推論ができるようになった．
��



理由の三条件 �因三相�

此中宗等多言名為能立．由宗因喩多言．開示諸有問者未了義故．
此中宗者．謂極成有法極成能別差別為性．隨自樂為所成立性．是名為宗．如
有成立聲是無常．
因有三相．何等為三．謂遍是宗法性．同品定有性．異品遍無性．云何名為同
品異品．謂所立法均等義品．説名同品．如立無常瓶等無常．是名同品．異品
者．謂於是處無其所立．若有是常見非所作．如虚空等．此中所作性或勤勇無
間所發性遍是宗法性．同品定有性．異品遍無性．是無常等因．
喩有二種．一者同法．二者異法．同法者若於是處顯因同品決定有性．謂若所
作見彼無常．譬如瓶等．異法者若於是處説所立無．因遍非有．謂若是常見．非
所作如虚空等．此中常言表非無常．非所作言表無所作．如有非有説名非有．
已説宗等如是多言．開悟他時．説名能立．如説聲無常者是立宗言．所作性故
者是宗法言．若是所作見彼無常．如瓶等者是隨同品言．若是其常見非所作．
如虚空者是遠離言．唯此三分説名能立．

天主造・玄奘譯 　因明入正理論 　大正 ��
�抜粋�
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理由の三条件
主張は二つの名をもっているので，その二つを媒介するものが必要である．

つまり，三段論法にいう中 �媒�概念である．妥当な主張となるためには，三

段論法と同様に周延などの条件が必要である．

理由の三条件 �因三相�とは，主題と性質に対して理由が満たすべき条件を

いう．

� 遍是宗法性 2��
)� ��"$�'#�

� 同品定有性 
�2��
)� 
�''#�

� 異品遍無性 #�2��
)� �
�''#�

以下，説明のためにつぎを考える：

主張「主題4に性質 !がある」を理由「5」によって論証する
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理由の三条件

理由，性質，主題，の外延に関連する用語を二つ

同類 ��-����� 「性質」をもつものの全体 �+の外延�．

「声は無常である．所作性ゆえ．・・・」というとき，

声が主題であり，無常が性質であるから，

無常である点で，声と似たもの，瓶などが同類をつくる．

同類 �	 � 
�	��

「性質」は「大概念」に相当する．
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理由の三条件
異類 ��-����� 性質をもたないものの全体 �非 +の外延�．

声の例では，無常でないもの，

すなわち，虚空などは異類をつくる．

異類 �	 � �
�	��

漢訳では 　同類：同品； 　異類：異品
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理由の三条件・遍是宗法性

第 �相 　理由5は主題4の性質をもたねばならない

所作性によって声の無常を推理するときには，声が主題であり，所作性が理
由である．このとき，推理を成立させるためには所作性が声の性質でなけれ
ばならない．

「遍く是れ宗の法たる性」を具うべき
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理由の三条件・同品定有性

第 �相 　理由5は同類に存在しなければならない

つまり，5が !の同類に存在するべきであるという．ただし，5

が同類の全体に亙らなくてもよい．

所作性を理由として声が無常であると推理するとき，所作なるものはすべて
無常であり，逆も成立つから，無常性を具する声と似たもの，つまり，同類
にはすべて所作性がある．
山の火では，火すべてに煙が付随しているわけではないから，火をもつ山の
同類すべてに煙が存在するわけではない．

「同品には定めて有なる性」を具うべき
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理由の三条件・異品遍無性

第 �相 　理由5は異類に存在してはならない

理由の所作性は瓶などには存在しても，虚空などには存在すべきではない．

「異品には遍無なるべき性」を具うべき
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理由の三条件

例について

� �随伴�同類の外延は性質の外延に含まれる

� �遮遣�異例については上の対偶が成りたつ
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理由の三条件

例について 　「声は無常，所作性のゆえ」

同例 　すべて所作なるものは無常である，瓶のように
　　　理由が存するものにはすべて性質が存する

異例 　すべて常住なるものは非所作である，虚空のように
　　　性質の存しないものにはすべて理由は存在しない
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理由の三条件

擬似理由 �似因�不成因�の例

理由 主張 主題 同類 異類

第１相のみ 所作性 声，常住 .�� ���� 虚空

第２相のみ 質げ性 声，常住 �� 極微

第３相のみ 非所量性 声，常住 �� ���� �//

第１�２相のみ 無質げ性 声，無常 .�� 業 虚空

第１�３相のみ 所聞性 声，無常 .��
第２�３相のみ 眼所把性 声，無常 ��

所作性：作ったもの； 　質げ性：形質をもつ； 　所量性：認識対象；
所聞性：聞こえる； 　眼所把性：見える；
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理由の三条件

理由はつぎのように分類できる．

理由
����

���
第１相を満たす

��
�

正理由

擬似理由

不成理由 �第１相を満たさない�

さらに正理由を決定するためにつぎの各場合を検討する．正理由がその同類，
異類に

� 有 　　全体に亙って存在する

� 非有 　全く存在しない

� 倶�有非有 　一部に存在する

結果が九句因 �因輪�である．
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因輪決択頌 　　　　武邑尚邦訳

　　文殊師利法王子に帰命し奉る

　錯乱の網を開裂し給へる一切智に帰命し奉り
　因の三相の決択を，いま，当に説くべし．

　所比に於いて有なると，無なると倶なるとなり，
　有なるは正なり，無と倶とは不成なり．

　二に猶予なるは不成なり，不成と合すること，かくの如し．
　同品に於て有なると無なると，更に倶なるとなり．

　異品に於いても亦た然りなり，三に於て三相あり．
　上と下の二は正なり，両辺は二の相違なり．
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　四隅は共不定なり，中央は不共なり．
　所量と作と無常と，作と所聞と勤発と，

　無常と勤発と無触とは，常
　常と無常と勤発と，堅牢と恒と久住と非勤発と無常と常となり．

　常等は所立を分かつなり．上下と両辺と合す，
　正因の二種なり．両辺と上下と合す．

　相違因の二種なり．四隅がある方向に相互に合す，
　共不定の四種なり．両辺が直ちに合するは，

　不共不定なり．因の円輪は九種なり．
　その相は，次の如し，空と瓶，瓶と空，

　瓶と電空の如し，空と瓶，瓶と電，
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　電空と瓶との如し，瓶電と空の如し，

　空極微と業瓶の如し．彼は決定の作によるなり，
　猶予の方便に於ても，有と無と有無となり．

　一分等と相合するによってなり．
　九の宗法の輪が規範師陳那によって説かれたり．

武邑 尚邦，「西蔵訳 　因輪決択頌の訳解」から頌の全訳
仏教学研究 ������ -- �

���
���'��龍谷大学・仏教学会
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理由の九分類 �九句因・因輪�

又此一一各有三種。謂於一切同品有中。於其異品。或有。非有。及有非有。
於其同品非有及倶。各有如是三種差別。若無常宗。全無異品。對不立有虚空
等論。云何得説彼處此無。若彼無有。於彼不轉。全無有疑故。無此過。

如是合成九種宗法。隨其次第略辨其相。謂立聲常所量性故。或立無常所作性
故。或立勤勇無間所發。無常性故。或立爲常。所作性故。或立爲常。所聞性
故。或立爲常。勤勇無間所發性故。或非勤勇無間所發。無常性故。或立無常。
勤勇無間所發性故。或立爲常。無觸對故。如是九種二頌所攝。

常無常勤勇恒住堅牢性
非勤遷不變由所量等九
所量作無常作性聞勇發
無常勇無觸依常性等九

域竜造 　玄奘訳 　因明正理門論本 　大正 �	��抜粋�
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理由の三条件
同類を 
，異類を �，理由の外延を �，また，��

���
� � � 
 ��

���
� � � �

とする．下の因輪で場合番号 ���  �� �を示す．
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理由の九分類

二八正因四六相違余五不定

� 同品有異品有 	 同品有異品非有 � 同品有異品倶

主題 声，常 声，無常 声，勤勇

理由 所量性 所作性 無常性

同例 虚空 瓶 瓶

異例 瓶 虚空 電や空

同類 有 有 有

異類 有 非有 倶

当否 　 共不定 正 共不定

勤勇：意志的努力の直接の所産； 　電：稲妻； 　空：虚空；
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理由の九分類
� 同品非有異品有 ' 同品非有異品非有  同品非有異品倶

主題 声，常 声，常 声，常

理由 所作性 所聞性 勤勇

同例 虚空 虚空 虚空

異例 瓶 瓶 瓶や電

同類 非有 非有 非有

異類 有 非有 倶

当否 　 相違 共不定 相違
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理由の九分類
( 同品倶異品有 � 同品倶異品非有 � 同品倶異品倶

主題 声，非勤勇 声，無常 声，常

理由 無常性 勤勇 無触対

同例 電や空 電や瓶 極微や空

異例 瓶 虚空 瓶や楽

同類 有 有 倶

異類 有 非有 倶

当否 　 共不定 正 共不定

無触対：無形質性； 　極微：原子； 　楽：心所，心に伴って生ずる作用；
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理由の九分類

� 正因 　因が正しい �主張が正しい� 	��

� 相違 　否定主張が正しい． ��

� 不定 　正否不明 ����'�(��

��



理由の九分類

� 　声論派の主張 　

主張 声は常である

理由 所量性のゆえに

　同例 虚空などのように

　異例 瓶などのように

所量は理解可能であることで，虚空は同類の例，また，異類という瓶も理解
可能であり，つまり，
同品有異品有の似因 　共不定 　広すぎ
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理由の九分類

	 　仏教派の主張 　

主張 声は無常である

理由 所作性のゆえに

　同例 瓶などのように

　異例 虚空などのように

所作性の理由は同類の瓶には有，異類の虚空には通じない．理由の三条件を
すべて満たす．
同品有異品非有の正因． 　

��



理由の九分類

� 　勝論派の主張 　

主張 声は無常である

理由 勤勇無間所発のゆえ

　同例 電や瓶のように

　異例 虚空のように

この電瓶はは勤勇無間所発の同類に通じ，また，虚空は異類に通じる．
同品倶異品有の正因． 　
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理由の九分類

４ 　声論派の主張 　

主張 声は常である

理由 所作性のゆえに

　同例 虚空などのように

　異例 瓶等などのように

虚空は所作性の同類の例にはならず，異類に通ずる故，
同品非有異品有の似因であり，相違（矛盾）．
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理由の九分類

' 　声論派の主張 　

主張 声は常である

理由 所聞性のゆえに

　同例 虚空などのように

　異例 瓶などのように

所聞性は狭いので同類にも異類にも通じない
同品非有異品非有の不共不定似因．

��



�� 振り返って
��



振り返って

� 同意語，多義語が多く技術用語の氾濫に幻惑された．

� 梵，蔵，漢，和 �原典と翻訳�すべて私が読めないこと．

� 和は基本的に漢であり，仏教の枠内での伝統に忠実である．

� 時空 �歴史と地理�の広がりにも影響されている．

� 義浄以来梵文化が漢に伝来しなかった．

� 蔵には伝来している． 　　

� 「論理」に対する態度に文化圏による差がある．

� 漢，和では因明は重視されなかったようである．

� 蔵ではいまも学僧には因明が重要科目であるらしい． 　　
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用語の氾濫

主題 �声� 2��
)�宗有法� �	�$�1�所比 �推理対象��

 ��"$�	有法

性質 �無常� 
�� �1�所証� �	�$�1�所比 �推理対象��


�� �1� ��"$�所証法

理由 �所作性� ��'�因� /� �	��証相 �印�� 
�� ��	� ��"$��能証��

2���
� ��"$��宗法�
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陳那以後

天主 　　因明入正理論
法称 　　正理一滴
以降，勝論派，正理派，ジャイナ教などで論理学が整理・発展
する

3��	���
������が新正理派 �0�#1�	1��1��を確立する

陳那以降，東北アジアには伝わなかったが，文献は西蔵に残さ
れ ��世紀末から世界で研究されるようになった．
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