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序論
『阿毘達磨順正理論』
（以下，
『順正理論』
）*1 は，インド仏教部派の一つである説一切有部（Sarvāstivādin，
2
以下，有部）の教義綱要書である．その著者は，衆賢（Sam
. ghabhadra，5 世紀* ）という，有部の中で

も毘婆沙師（Vaibhās.ika）と呼ばれる派に属した論師*3 だと伝えられている．この序論において本論文の
問題の所在，目的，方法，構成を説明するに先立ち，まず『順正理論』の資料状況，書誌，先行研究に関
し概要を述べる必要があろう．
『順正理論』の全容は，玄奘による漢訳（654 年訳出*4 ，80 巻，完本）によってのみ知ることができ
る．同書の漢訳異訳も，サンスクリット写本，チベット語訳も，まとまったものは発見されていない．百
済［1982b］によれば，ウイグル語訳，西夏語訳の断簡が中央アジアから出土しているものの，それらはい
ずれも玄奘訳からの重訳であるという．また衆賢は『順正理論』の抄本である『阿毘達磨蔵顕宗論』を著し
たとされるが，当該文献も玄奘訳でしか現存しない．加えて『順正理論』に対するインド撰述注釈文献も
いまだ現存が確認されておらず，同書サンスクリット原典を知ることを妨げている．現存する注釈は，玄
奘門下で『順正理論』訳出の際に筆受を担当した元瑜による『順正理論述文記』の，ごく一部の断簡にすぎ
ない．もっとも近年，
『倶舎論』
（Abhidharmakośa ）諸注釈，Abhidharmadı̄pa ，Pañcaskandhakavibhās.ā ，

Tattvasam
. grahapañjikā などの中に『順正理論』の並行文があることが，しばしば指摘されている．した
がってそれらをもとに『順正理論』のサンスクリット，チベット語訳断片を得ることは，たしかに可能で
はある．しかし『順正理論』全体の文脈を知るには，依然として玄奘訳に依拠せざるを得ない．
この資料状況から予想されるように，
『順正理論』の書誌には不明な点が多い．そもそも『順正理論』の
サンスクリット原題さえも定かではない．たしかに現代では一般に，*Nyāyānusāra (or Nyāyānusāri )-

śāstra という原題が想定されている*5 ．しかしこれらは時代が下るウイグル語，漢語資料からの推測に過
ぎず，現存するサンスクリット資料において確認されたものではない．なお真諦訳『婆藪槃豆法師伝』
（T

50, 190c）及び玄奘の『西域記』（T 51, 891c）は，『順正理論』に『随実論』，『倶舎雹論』という別名が
*1

*2

*3

*4
*5

『順正理論』の書誌情報をまとめるにあたり，以下で序論本文，脚注で言及する文献に加え赤沼［1933–34: 1–4］
，福原［1965:
470–511］，塚本他［1990: 96–97］，Willemen［1998: 240–249］，Cox［1999］を参照した．
衆賢の厳密な活動年代は，今なお確定されていない．加藤［1989: 58–68］は，衆賢，世親，経量部諸師の年代を推定し，い
くつかの可能性を示している．ただし本論文は衆賢その人の思想構造を論じることに主眼をおくものであり，彼の正確な活
動年代は直接の問題とならない．そこで今回は年代考察を割愛し，服部［1961］
に依拠して想定年代を示した．
なお衆賢のサンスクリット名は一般に Sam
ghabhadra
とされるが，その他に
Sahantabhadra と表記されることもある
.
という．佐々木［1958: 344–345］
参照．
衆賢が毘婆沙師を自認していたことについては，
『順正理論』
（T 29, 402a14–18; 495c21–22）
，
『顕宗論』
（T 29, 807b16–20）
参照．
『開元録』（T 55, 557a）参照．
百済［1982b］，百済［1982a］，加藤［1989: 16–17］
参照．
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あったことを伝えているが，その伝承の真偽も，それらの別名に想定されるサンスクリット原題も目下確
証をもって知ることはできない．
加えて衆賢の伝記と『順正理論』の成立事情についても，我々が知りうることは多くない．衆賢と『順
正理論』成立については，『順正理論』，
『顕宗論』に断片的に示唆されている他，先述の『婆藪槃豆法師
伝』，
『西域記』，加えて義浄の『南海寄帰内法伝』，プトンの『仏教史』などにおいて，ごく簡潔に言及さ
れているに過ぎない．これらの現存資料は，加藤［1989: 7–16］
によって整理，検証されている．加藤氏に
よれば，いずれの伝承にも共通して述べられる『順正理論』成立事情は，「世親がカシミールの毘婆沙を
批判しつつ『倶舎論』を作った．そして同時代の衆賢がこれに対して反論の書を著した」（同書 14）こと
にとどまるという．加えて加藤氏は，『南海寄帰内法伝』（T 54, 229c）に現れる「僧賢」は，「有を論じ
る」という記述があることから衆賢を指すものと比定している．
加藤氏が指摘するこれらの情報は極めて簡潔ではあるものの，『順正理論』にある次の三つの側面を言
い表しているだろう．そして現代の『順正理論』研究は，この三つの側面に注目してなされてきたと言っ
てよい．以下ではその三側面を解説するとともに，先行研究を大別して紹介する．
第一の側面は，
『順正理論』が世親（Vasubandhu）の同時代人によって書かれた『倶舎論』本頌の注釈
書だということである．つまり『順正理論』を有部思想史という通時的視点から見た側面である．『順正
理論』は『倶舎論』本頌を注釈しつつ，他論書に見られない有部教義に関する多くの情報を伝える．また
『順正理論』がそれ以後の『倶舎論』注釈書に与えた影響も無視できない．従来チベット語訳のみが知ら
れていた『倶舎論』安慧（Sthiramati）釈 Tattvārthā は，近年サンスクリット写本が発見され，現在テ
クスト校訂が進められている*6 ．その校訂途中の報告から，安慧が『順正理論』を時に批判しつつも，異
論のない部分については『順正理論』の文章を継承していることが明らかになりつつある*7 ．さらに『倶
舎論』安慧釈と満増（Pūrn.avardhana）釈 Laks.an
. ānusārin.ı̄ とは文章がよく一致することが知られてお
り*8 ，また安慧釈と称友（Yaśomitra）釈 Sphut.ārthā との関連も指摘されている*9 ことを鑑みれば，『順
正理論』はそれ以後の『倶舎論』注釈書の叩き台を作ったと言えるかもしれない．そして有部思想史をあ
つかう多くの研究は，『順正理論』の『倶舎論』注釈書としての側面に注目し，『順正理論』を世親以後に
おける思想的変遷の一段階に位置づけてきた．有部アビダルマ研究の多くはこれに類するため，枚挙に暇
ない．本論文の後の議論に関係するものはその都度言及することとし，ここでは代表的なものとして水
野［1964: 375–747］
の心所法研究，Cox［2004］
による存在論研究，Dhammajoti［2009］
による有部思想概
説を挙げておく．
第二の側面は，『順正理論』が経量部（Sautrāntika）の立場をとる世親に対し，批判を加える書だとい
うことである．これは『順正理論』を，無論ある程度の時間的幅はあるものの，同時代の文献とともに共
時的な平面で捉えた場合に見える側面である．『順正理論』には，世親（「經主」）と「上座」とが主張し
た経量部的教義解釈が各所で引用されるとともに，それに対しカシミール毘婆沙師の立場から批判が加え
られる．『順正理論』に見られるこれらの議論の応酬は，当時の経量部文献が現存しない中で同時代の思
想状況を知るための貴重な資料となっている．代表的な研究には，加藤［1989］がある．同書は，『順正理
*6

松田［2014a］など参照．
松田［2014b: 381–382］
など参照．
*8 宮下［1983: 110］
，江島［1989: 7］など参照
*9 福田［2002: 37–38］
参照．
*7

7
論』で引用される「上座」の説を収集し，経量部思想の再構成を試みたものである．
第三の側面は，『順正理論』において衆賢が独自の存在論を唱えたということである．これは著者であ
る衆賢の思想そのものに焦点をあわせるとき，浮かび上がる側面である．衆賢は，とりわけ有部の存在論
である三世実有説の議論に同論第 50–52 巻（T 29, 621c–636b）という長大な分量を割き，存在の意味に
ついて彼独自の議論を展開している．また『順正理論』各所において世親，「上座」らに批判を加える中
で，衆賢は様々な法（dharma，現象を構成する要素）が実有（dravyasat, 実体的存在*10 ）であることを
強調し，論証を試みた．それらの論証においても，衆賢の存在論が反映されている．
本論文は特に第三の側面から『順正理論』をあつかうものであるので，ここで衆賢の存在論の研究史
を概観しておきたい．近代において衆賢の存在論にはじめて着目した研究は，Poussin［1936–37］である．
すでにこの研究において『順正理論』中の三世実有説該当箇所の全体がフランス語訳されている．日本で
の本格的な研究の嚆矢は，櫻部［1952］と佐々木現順氏の諸研究*11 であろう．櫻部氏は，三世実有説に関
する世親と衆賢の対立を論じ，有部の「有」についての考え方の根本が「爲境生覺是有相（対象となって
「覺」を生じるものが「有」の定義である）」「識起時必有境（識が生起するとき，かならず対象がある）」
という命題にあることを明らかにした．一方で佐々木氏は衆賢の有の哲学を探求し，『順正理論』の存
在論を広く紹介した*12 ．その後海外でも衆賢の三世実有説は諸学者の関心を引き，Frauwallner［1973］，

Williams［1981］によって解説されている．1980 年代後半には青原令知，福田琢両氏によって*13 ，衆賢
の存在論におけるキータームである作用（kāritra），功能（*sāmarthya, *śakti），性類（*bhāva），体相
（*svarūpa）などの意味について重要な研究がなされた．青原氏の研究によって諸法の現在時を確定する
はたらきである作用が，法の多様なはたらきを意味する功能の一種と解釈しうることが示された．また氏
は，衆賢の存在論を認識によって有を規定する「認識論的存在体系」と言い表した．福田氏の研究は，同
類因（sabhāgahetu）の取果（phalapratigraha）が最も典型的な作用であることを論じた*14 ．両氏の研
究の後には，諸法の実有に関する各論をあつかい衆賢の議論を解説する研究が主に著されている．代表的
なものに Cox［1995］，箕浦［2002］
，松島［2009］，那須［2009］，曹［2014］などがある*15 ．

Poussin 氏以来の 80 年に及ぶ蓄積は，衆賢の存在論研究に上記のような多くの成果をもたらした．そ
の研究の現状は，重要箇所の紹介と諸概念の解明が進みつつある状況，と総括できるだろう．その一方で
研究が進展することにより，衆賢の存在論に従来の解釈では齟齬を生じてしまう，解釈上の問題点が指摘
*10

*11
*12

*13
*14

*15

『倶舎論』における dravya の語義については，佐古［2001］
参照．佐古氏は説一切有部説にいう dravya は個別性を強調し
た意味があり，世親と経量部は実体性を強調した意味を持つものと考えるという．氏が示す結論は，『倶舎論』の用例につい
て説得力がある．しかし本論文第 1.3.2 節であつかう衆賢の二諦説などを見ると，『順正理論』における dravya は，認識の
対象としてまさに存在している実体という意味合いが強いと思われる．そこで本論文では，dravya に実体という訳を与えて
いる．
佐々木［1949］
，佐々木［1958］，佐々木［1969］，佐々木［1974］
，佐々木［1990］
．
三友［2007: 16］は，佐々木氏の諸研究を「単なる文献学に留まらずその本質を洞察している」と評する．この寸評が含意
するように，佐々木氏の研究は氏の思弁を表明したものではあっても，その文献学的根拠がしばしば明確でない．なお吉
元［1982］は，直接的には Abhidharmadı̄pa の諸思想を研究したものであるが，『順正理論』の三世実有説を引用する際に
は，多くを佐々木氏の解釈によっている（同書 113–164）．
青原［1986b］，青原［1986a］，青原［1986c］，福田［1988a］
，福田［1988b］
．
なお福田［1988a: 56–57］は，衆賢のいう引果（phalāks.epa）が同類因（sabhāgahetu）の取果（phalapratigraha）のよ
うな異時的因果関係に限定され，同時的因果関係の取果を含まない，という解釈も提示している．この解釈は一時学界で承認
されていたものの，秋本［2002: n. 7］が疑義を呈していた．筆者は拙論（一色［2012］）によって福田解釈の前提が『順正理
論』の理解にそぐわないことを実証し，衆賢のいう引果は取果一般であると解釈しうることを示した．
これらとは別に，衆賢の三世実有説そのものを対象とする同年代の研究に陳［2007］がある．
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されつつある．しかも，管見によれば，それらの問題点に対しては未だ十分な考察が加えられておらず，
未解決のままとなっている．
例えば，衆賢のいう存在（「有」
）あるいは彼の存在の定義（「有相」）に関し，現代の研究者の解釈は二
つに割れている．衆賢が存在（
「有」
）を「爲境生覺（対象となって「覺」を生じるもの）
」と定義していた
ことは，先に上げた Poussin，櫻部，佐々木ら諸氏の指摘以来広く知られていた．しかしその後の研究に
より，この定義が『順正理論』の記述に照らして二通りに解釈されうることが指摘された．第一には，存
在の定義が認識とは別に認識対象が存在することを主張しているとみなす解釈，第二には，その定義が認
識に現れたものを「存在する」と判断すべきことを主張しているとみなす解釈である．つまり前者によれ
ば，衆賢の存在論に言う「有」とは認識に先行する外界の対象を意味することになり，後者によれば認識
内部の判断と言語表現の内容を指すことになる．この二解釈が容易に相容れないことは一見して明らかで
ある．さらに付言すれば，衆賢が有部アビダルマ思想の最後期，仏教論理学の成立の直前の時代に活躍し
たことに鑑みると，この解釈の揺れは単なる一語一句の理解の問題にとどまらず，彼の思想史的位置づけ
を左右する重大な問題につながる．でありながら先行研究は，この二解釈の差異を指摘するものの，いず
れの解釈が妥当か，あるいは二解釈が両立するならばそれはいかにして可能かを解明しえていない（詳し
くは本論文第 1.2 節参照）．
加えて，衆賢の存在論における認識（「覺」）の具体的内容も解明されていない．衆賢は，過去未来法が
存在することをそれらが認識されることを根拠に論証しようとする（第 1.2.3 節参照）．また衆賢が諸法
の実有を論証する際にも，その法が他から区別されて認識されるか否かが重要な論点となる（第 2.2.1 節
参照）．大略的に言えば，法は論書読者に認識されるので存在している（実有である），という主張を衆賢
は繰り返していることになるだろう．これは「爲境生覺」という彼の「有」の定義と軌を一にするもので
あると言ってよい．しかし一方で，涅槃，経験されていない過去未来法などについては，論書読者に認識
されずとも仏などによって認識されるならば存在する，と衆賢が認めていた事例も先行研究によって指摘
されている（第 2.2.1 節参照）
．これらの事例は，それら諸法が完全に認識不能であるというものではない
ので，法は認識されるので存在するという衆賢の主張とたしかに矛盾するものではないだろう．しかし，
法の存在を確定する認識には何らかの限定が付されていることが示唆されていると言ってよい．でありな
がら先行研究はこのような事例を指摘するにとどまり，法の存在を確定する認識にはどのような限定が付
されると衆賢は考えていたのか，またその限定はいかなる前提に依拠しているのかについて，いまだ議論
が及んでいない（本論文第 2.2 節参照）．
これらの問題が出来した理由は，『順正理論』そのものの論述形式と先行研究の研究方針の両者に求め
ることができるだろう．先に『順正理論』の第一，第二の側面として述べたように，同書は『倶舎論』本
頌を注釈する教理綱要書の体裁をとり，その随所で世親，「上座」の教理理解に批判を加えつつ形而上学
的議論を展開している．つまり『順正理論』全体の主題は，有部アビダルマ文献に伝統的な構成によって
輪廻と解脱の解き明かすことにあり，衆賢一流の思想がその背後に意識されているとしても，対論者の教
理理解を論駁する際に必要に応じて散説されるに過ぎない．これに対し先行研究の多くは，『順正理論』
の特定箇所を中心資料とし，それを訳注あるいは解説することを主眼としてきた．その結果として各部分
ごとの議論が解説され，あるいはそこに現れる諸概念の意味が明らかにされてきたことは，先述のとおり
である．しかし『順正理論』の論述形式を勘案すれば，衆賢の思想の統一的理解のためには，散説された
個々の議論を俯瞰的に捉えつつ掘り下げて考察し，それらの基盤となった衆賢の哲学的，宗教的理解を析
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出する必要があることは明らかである．しかし現状において，俯瞰的視点を保ちつつ衆賢思想の基盤を解
明する研究は十分になされていない*16 ．これゆえにこそ，『順正理論』の特定部分に基づいた理解相互の
間に齟齬が生じていると考えられる．
そこで本論文では，
『順正理論』の重要各部を総合的に吟味することを通じ，衆賢の存在論の背景となっ
た世界観，宗教観を取り出すことを目的とした．これは，『順正理論』各部分の解明が進展した現在にお
いて設定可能な目的である．加えてこれが達成されることにより，衆賢思想を整合的に理解する可能性，
さらには先に例示した衆賢思想解釈上の問題について解決する方途が示されることが期待できる．した
がってこの目的は，衆賢思想の主要要素が紹介されつつある現在においてこそ設定可能であるのみなら
ず，衆賢の存在論研究における目下の要請に答えるものであると言えよう．
もちろん『順正理論』を総合的に吟味するといっても，漢訳で八十巻にもおよぶ同書全体を固有の文脈
を無視して一括して論じることは恣意的の謗りを免れないだろう．したがって衆賢の思考の核心に踏み込
むことを可能にする，妥当な切り口が必要となる．そのために本論文が着目するのは，衆賢の存在の定義
「爲境生覺」に含まれる「覺」という概念である．論文題目「『順正理論』における法（dharma）の認識」
にいう「認識」とは，この「覺」を指す．本論文中では，これを〈覚知〉と表記した*17 ．そもそも，存在
の定義が衆賢の存在論の核にあること，その中で〈覚知〉がキータームであることは上述の先行研究から
明らかである．しかしながら先行研究は，〈覚知〉という概念に言及はするものの，その具体的な意味を
未だ特定しえていない（第 1.4.1 節参照）
．そして筆者が先に指摘した『順正理論』解釈上の問題点も，結
局のところ，存在を規定するような〈覚知〉とは何か，また何ゆえに，どのようにして〈覚知〉によって
存在が規定されるのかが明らかになっていないことに由来すると言ってよいだろう．これゆえまず本論文
では存在の定義の解釈問題を再吟味することにより，衆賢の存在論に対する〈覚知〉という新たな切り口
を得る．この〈覚知〉という切り口から改めて捉え直すことで，衆賢の存在論の従来知られなかった側面
が開示されるだろう*18 ．
*16

『順正理論』全体を視野に入れた衆賢の存在論研究は，これまで全くなされなかったわけではない．そのような研究として，
本文中で先に言及した曹［2014］および佐々木現順氏の一連の著作を挙げることができる．しかしこれらはいずれも，さらな
る研究を必要としていると言ってよい．
曹氏は同書序論において，『順正理論』が三世実有論と有部の諸理論を整合的に論じた書であり，「哲学的 “整一性”之美」
（同書 3）を備えていると評価し，その「核心思想」（同書 7）は実有という概念だと断じる．そして法の実有に関する議論を
収集，解説するとともに，同書と婆沙論，『倶舎論』などの関連文献との思想的異同をまとめている．同書は，世界的に見て
も『順正理論』を主題とする近年唯一の著書である点で画期的であり，また『順正理論』の主要箇所を概観する上でも有意義
であるだろう．しかしながら曹氏は，『順正理論』が「哲学的整一性」を備えていると言う一方で，筆者が本文中で指摘した
衆賢思想の解釈上の問題にまったく言及せず，看過してしまっている．また氏の指摘の通り，衆賢は法の実有を一貫して主張
しており，それが彼の思想の要点であったことは確かに疑いないだろう．しかし衆賢が実有を主張した理由，換言すれば衆賢
は実有を主張することによりいかなる哲学的，宗教的立場を表明したのかについて，曹氏の著書は踏み込んで論じていない．
その著書の大部分は，各議論の解説及び『順正理』と他の論書との思想的異同を指摘するに留まっている．この曹氏の研究と
比較するならば，本論文の特色は，衆賢の思想基盤を掘り下げて論じることにより各要素を有機的に結びつけ，さらに一歩進
んだ『順正理論』の理解を目指す点にある．
他方，佐々木現順氏の研究は『順正理論』を広範囲にあつかうものではあるが，その議論は氏の思弁を表明するものでは
あっても文献学的明晰さを欠く傾向がある（先述の注*12 参照）
．
*17 「覺」のサンスクリット原語，語義などについては第 1.2.2, 1.4 節で改めて論じる．
*18 本論文着想に際し，筆者は飛田［2006］
（飛田［2013: 50–86］に再録）から多大な影響を受けた．
飛田氏は三世実有説が有部において導入された理由を探求するために，それを導入した最初期の論書『識身足論』におけ
る，「観察されるから」過去未来が存在する，という論証を詳細に分析した．すでに宮下［1994: 117］によって，『識身足論』
における過去未来存在論証の多くは観察一般ではなく如実智の文脈でなされていることが指摘されていたが，飛田氏はさら
に論を進め，存在の論拠となっている観察が，解脱や涅槃に必要な「
〈正しい観察〉
」であることを明らかにした．そして，そ
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序論

本論文の構成は，以下のとおりである．
第 1 章では，衆賢の存在論の根底にある，存在を認識する過程についての彼の理解を取り出し，その過
程における〈覚知〉の性質を考察した．先述のように，衆賢が「有」を〈覚知〉を生じる認識対象と定義
したことはよく知られているが，先行研究によってその定義の意味は二通りに解釈されてきた．まず実際
に『順正理論』中で衆賢が二通りの意味で定義を使用していることを確認した後，そのような存在の定義
の意味の揺れが衆賢の存在認識に対する理解を反映している可能性を指摘する．次に衆賢の二諦説を検討
し，存在の定義から予想された存在認識の過程が二諦説に含意されていることを検証する．さらにその存
在認識過程において重要な概念である〈覚知〉の意味についても考察を加える．
第 2 章では，前章の結論を踏まえた上で，法が存在する根拠を衆賢は何においていたのかを探求する．
前章の結論をさらに分析することで，論書読者（論証者）が〈覚知〉によって存在判断を下すのに先行し
て認識対象たる法が存在していると衆賢が考えていたことが明らかになるだろう．この法の存在に関する
衆賢の理解には，認識以前に法が存在すると確信しうるような，暗黙の前提があったことを予想させる．
この前提を解明するにあたり，本論文では『順正理論』に見られる認識不可能な諸法についての記述を手
がかりとして用いた．この諸例を考察することを通じ，衆賢が諸法を仏説による所与として理解していた
ことが明らかになるだろう．そこでさらに議論を進め，衆賢が仏説を権威として考えた理由を考察する．
考察にあたって『順正理論』
「弁業品」でなされる仏説が信頼すべき人の伝承（
「至教量」, *āptāgama）で
あることの論証と，『顕宗論』
「序品」でなされる仏が一切智者であることの論証との構造を分析し，衆賢
が何を仏説の根拠としていたかを明らかにする．
結論では以上の考察を総括するとともに，今回の研究で明らかになった衆賢の思想史的位置に関する問
題点を指摘する．
なお本論文には，
『順正理論』の校訂テクスト，訳注，シノプシスなどの附録を添えていない．文献学的
仏教学の分野においては，対象テクストの一章一節あるいは全体を校訂，翻訳してシノプシスを整理し，
その後に当該箇所の内容を概説するという研究手順がしばしば用いられる．しかし『順正理論』全体は大
正蔵に収められるとともに赤沼［1933–34］によって概観可能であり，本論文であつかう各部分の多くは，
すでに先行研究によって訳注，解説されている．加えて本論文は，『順正理論』全体に散見される諸議論
を総合的に吟味することで衆賢の存在論の基盤を求めるものであるため，『順正理論』の特定一部の再校
訂は本論文の目的達成のために必ずしも有効でないと考えられる*19 ．以上の理由から，校訂テクストな

の〈正しい観察〉が有部においては「個別のあり方をするものとして存在するものをありのままに知ること」と理解されたこ
とが，「観察されるから」過去未来が存在するという論証の背景にあると結論した（飛田［2006: 18–19］
）
．
飛田氏の研究は『識身足論』を対象としたものであるため，最後期の有部論書『順正理論』をあつかう本論文と個々の論述
や資料が直接関連するわけではない．しかし氏が，「認識されている」という根拠の意味を掘り下げた結果，それが一般的な
認識ではなく，有部独自の教理的意味が込められた認識であることを解明した点は注目に値しよう．つまり氏の論文は，有部
論書において認識などの語が現れる場合，それが必ずしも現代の我々が想像する一般的な認識を意味しない可能性があるこ
とを強く示唆している．したがって飛田氏の研究を踏まえれば，有部論書をあつかう際には，たとえ形而上学的，哲学的議論
についてであっても，その基盤に彼ら独自の宗教的世界観が横たわっている可能性を配慮する必要があることになろう．
本論文は，飛田論文の示唆が『順正理論』解釈上の問題を解く糸口たりうると着想して行われた研究の結果である．なお結
論を先取りすると，衆賢もやはり自身の存在論を究極的には仏などの修行者の認識によって基礎づけており，『識身足論』に
近い理解をとる．三世実有説を提唱した最初期の論書の一つと最後期の論書の一つとが共通して宗教的意味を持つ認識を存
在の根拠とすることは，有部の存在論を考察する上で興味深い一致と言えよう．本論文の主題と関わらないため，今回この両
者の間の思想史については議論が及ばなかった．むしろ，それは本論文の次に期待される研究であろう．
*19 なお本論文第 2.3 節であつかう『順正理論』の至教量論証，
『顕宗論』の一切智者確認論証については，管見によれば先行研
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どを付さなかった．
ただし論文中で『順正理論』各部を引用する際は，筆者の理解を明示するため，先行研究を参照しつつ
も新たに翻訳した．翻訳にあたっては『大正新脩大蔵経』を底本としたが，正確な読解を期すために，サ
ンスクリットあるいはチベット語訳の関連文献から『順正理論』並行文を可能な限り収集することで読み
の検証を行った．なお本論文において『順正理論』などの漢文文献を引用する際には，筆者の読みを示す
ため句読点を改めた．訂正前の句読点については各引用文の引用元を参照されたい．
最後にテクスト名の表記について，付言したい．本論文中では現存するテクストを示す場合，『（書名）
』
と表記した（例：『新婆沙』）．一方で「迦多衍尼子が発智論を編纂した」などというように，具体的に指
示するテクストが明らかではない場合，あるいは文献ジャンルを指す一般名詞としての書名に言及する場
合は，『

』を付さず書名を表記した（例：婆沙論）．

究によって詳細が解説されていないため，当該議論の全体を引用し翻訳した．
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第1章

存在を認識する過程
1.1 はじめに
本章では，存在がいかなる過程を経て認識されると衆賢が理解していたのかを『順正理論』の諸記述を
もとに析出する．そして，その存在認識過程の中でキータームとなる「覺」〈覚知〉の性質を考察する．
衆賢の認識論については，非存在を対象とする認識をめぐる毘婆沙師と経量部の論争をあつかっ
た坂本［1981: 135–153］と Cox［1988］，主に説一切有部と経量部との知覚に関する論争を主題とする

Dhammajoti［2007a］，仏教における自己認識の思想史を論じた YaoZhihua［2005: 42–96］，有部アビダ
ルマから瑜伽行派および仏教論理学への認識論上の議論の継承を論じた KwanSiutong［2010］などの研究
が蓄積されている．しかしながらこれらの研究はいずれも，有部と経量部などとの間で表立って論点とさ
れた諸問題，たとえば無を対象とする認識の可否を論じる無所縁心論争，認識主体たる存在の構成要素
（法，dharma）を考察する識見根見論などについて，論争史を整理するものであり，本章の主題である存
在とその認識に関して直接言及していない．
これに対し衆賢の存在論そのものに関する諸研究から，本研究の出発点となる知見が得られる．衆賢の
存在論は，青原［1986b: 78］によって「認識論的存在体系」，Cox［2004: 578］によって “epistemological

ontology”と呼ばれていることからも伺えるように，存在の意味と構造を認識との関係から論じている．
そのため，彼の存在論の中には対象の認識と存在の判断の過程に関する重要な記述が織り込まれていると
言ってよい．しかしながら本論文序章で指摘したように，衆賢の存在の定義に関し諸先行研究の意見が分
かれており，彼の存在論を一義的に解釈できない状況となっている．そこで本章では，この解釈問題を再
考することを端緒として，『順正理論』から存在と認識に関する諸記述を精査する．それを通じ衆賢の思
考の断片を読み取り，再構成することで衆賢の念頭にあった存在認識の過程を明らかにしたい．
まず第 1.2 節では，『順正理論』「弁随眠品」で論じられる三世実有説とその解釈を検討し，その存在論
の背景にある存在認識の構造を抽出する．次に第 1.3 節では，同論「弁賢聖品」における二諦説をもとに，
前節で抽出した存在認識の構造へ裏付けを与え，その構造についてさらに詳細な理解を得る．第 1.4 節で
は，衆賢の存在認識過程で重要なタームとなる「覺」（〈覚知〉）の生起過程について，『順正理論』の主要
な用例をもとに整理する．最後に第 1.5 節では，以上の各節から得られた情報をまとめ，存在認識の過程
に関する衆賢説を再構成する．

第 1 章 存在を認識する過程
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1.2 存在の二つの意味
1.2.1 三世実有説における認識論的関心
三世実有説とは，現在（pratyutpanna, vartamaana）のみならず過去（atı̄ta）
・未来（anāgata）の諸
法までもが存在するという主張であり，特に説一切有部の毘婆沙師と呼ばれる一派によって支持された説
である*1 ．三世実有説は，諸法の存在と時間を論じるものであることは一見して明らかであるが，加えて
認識論とも伝統的に密接な関係にあり続けたことが知られている．というのも現在確認されている最初期
の三世実有説から『倶舎論』に見られるものに至るまで，過去未来の諸法が存在することの根拠の一つ
を，それらが認識されることに置く例が見られるからである．現存する有部論書中で過去と未来とが存在
するという主張の最古の例は，
『識身足論』
「目乾連蘊」
（T 26, 531a–537a）と考えられているが*2 ，そこ
に挙げられる 44 の論証のうち 35 が，過去未来が観察されることを根拠としている*3 ．同様に認識される
ことを根拠として過去未来の諸法が存在するという議論は，『鞞婆沙』「鞞婆沙三世処」（T 28, 464b–c），
『成実論』「有相品」（T 32, 254a–c）に見られる．また『倶舎論』は，三世実有説を批判するにあたって
その根拠を二教證二理證に整理するが，そのうち一教證一理證は過去未来の認識可能性に言及するもので
あった（Pr 295, 7–19）*4 ．他方，三世実有説には譬喩者（Dārs.t.āntika）あるいは経量部（Sautrāntika）
などと呼ばれる批判者がいたことが『成実論』（上記箇所），『倶舎論』（Pr 300, 16–301, 19）などの諸論
書に記録されている．それらの記録によれば，認識されるものが必ずしも存在しない場合を反例として挙
げ，過去未来は認識されるので存在するという論証へ反論を試みたという．このように，三世実有説は直
接的には存在と時間を論じるものではあるが，存在・非存在とその認識可能性に関する議論を伝統的に包
摂していた．
衆賢は，三世実有説に関して当時蓄積されていた議論を踏まえ，諸法の存在を認識に直結させて論じ
る独自の存在論を示し，三世実有説を再解釈したことが知られている．衆賢の三世実有説がこれまで
様々な角度から研究された結果（序論参照），存在の定義（「有相」，*sallaks.an.a, *sattvalaks.an.a），実有
（*dravyasat）と仮有（prajñaptisat）との下位分類，無所縁心の否定，諸法の体相（*svarūpa）と性類
（*bhāva）との区別，功能（*sāmarthya, *śakti）と作用（kāritra）との包摂関係などの重要な論点が明
らかになるとともに，彼の存在論が存在と認識とを密接に関連させるものであったことが指摘されてい
る．そのため，彼の存在論が研究者に “epistemological ontology”などと呼ばれていることは，先に述べ
たとおりである．しかしながら従来の研究は，衆賢の三世実有説における存在のあり方を解明することに
重点が置かれており，彼の存在論が背景とする認識のあり方を論じたものをいまだ見ない．そこで本節で

*1

*2
*3
*4

有部論書で「過去未来法が存在する」というとき，その「存在」がいかなる意味においての存在なのか，またその存在理解
はどのような思想史的発展をしたのかについては，多くの先行研究が関心を寄せ，繰り返し再考されているテーマである．し
かしながら本論文の関心は衆賢の存在論の基礎となった世界観，宗教観を解明することにあり，それゆえ有部の三世実有説の
解釈は，関連するテーマではあるが，直接考察の対象とはしていない．むしろその考察は，本研究を踏まえて次の段階でなさ
れるべきであるだろう．それゆえここではあくまでも三世実有説に関する一般的な知識の紹介に議論をとどめた．なお三世
実有説に言及する研究は枚挙に暇ないが，Cox［1995: 134–156］が現代における古典的な概説として第一に挙げられよう．
宮下［1994］
参照．
飛田［2006: 3］
参照．
福原［1958: 235］など参照．
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は，先行研究が明らかにした成果を参考にしつつ衆賢の存在論を分析することによって，従来明らかにさ
れていなかった衆賢の存在論の認識論的側面を析出する．ただし彼の定義は認識論的背景をもつことは明
らかではあるものの，存在の定義という名称が示しているように，直接的には存在とは何かを論じるもの
である．そのためその意味を正確に踏まえなければ，そこに含意された存在認識過程を正確に析出するこ
とはできない．したがってまず先行研究を参考した上で存在の定義の意味を明らかにし，そこに込められ
た存在認識の過程を浮き彫りにする．

1.2.2 存在の定義に対する二解釈
存在の定義（
「有相」
，*sallaks.an.a, *sattvalaks.an.a）とは，
『順正理論』三世実有説の冒頭（T 29, 621c）
において過去未来の存在を論証するために衆賢によって提示される説である．衆賢は，過去未来を存在す
るという論者と存在しないという論者の対立として三世実有説に関する論争を総括した上で，過去未来が
存在しないと説く論者には存在の定義に誤解があると指摘する．そして過去未来が存在することを理解す
るための大前提として，衆賢は「真正な存在の定義（真有相）
」を提示する．まず，該当箇所を引用したい．
我於此中作如是説：爲境生覺是真有相．
（『順正理論』T 29, 621c20–21）
【訳】我らはこれ（存在の定義）について次のように説く．「境」となって「覺」を生じるものとい
うのが真正な「有」の定義である．
この定義文は，「有」，「覺」，「境」という三つの概念からなっている．この中で「有」は，アビダルマ
ディーパの関連箇所（ADV J 261, 11–263, 2）との対比から，およびこの定義の直後（621c21ﬀ.）で「有」
が実有（dravyasat）と仮有（prajñaptisat）に区別されることにもとづいて，そのサンスクリット原語に
は sat が想定される．sat は存在を意味する動詞語根

√
as の現在分詞形であり，直接的には「存在するも

の」を意味する．この存在の定義において衆賢が「有」をどのような意味で「存在するもの」として考え
ていたか，ということは本節の主題と関わる問題であり，本節の考察を通じて理解されるだろう．次に
「覺」は，Poussin［1936–37］の訳注以来，原語には buddhi が想定されている．その根拠には，アビダル
マディーパの存在の定義においても buddhi という概念が用いられること*5 ，『倶舎論』の三世実有説に
おいても buddhi が「覺」と訳される例は見出されること*6 ，また次節で論じる二諦説においても buddhi
*5

Abhidharmadı̄pa の第 304 偈では，三世実有説に関連して存在の定義が論じられる．その存在の定義は，「buddhi によっ
てその特徴が観察されるところのもの（存在, sat）は，四種であると知られるべきである（buddhyā yasyeks.yate cihnam
.
tat sam
. jñeyam
. caturvidham）」（ADV J 262, 1）というものであり，buddhi が『順正理論』でいう〈覚知〉と同様の役
割を果たしていることを確認できる．
*6 存在を認識するものとしての buddhi は，
『倶舎論』三世実有説のサンスクリット文中で三度言及される．原文と玄奘訳文と
の対象は以下の通り．
【1】yathā cānāgatam
. vartamānam
. bhavis.yati tathā buddhyā gr.hyate/（Pr 299, 24）
亦如當現在所領色相，如是逆觀未來爲有．（玄奘訳『倶舎論』T 29, 105c8–9）
【2】anāgatāvastha iti cet/ sati katham
. nāstibuddhih./（Pr 300, 10）
若謂：「聲無住未來位」
，未來實有如何謂：
「無」？（玄奘訳『倶舎論』T 29, 105c25–26）
【3】itarathā hi sarvabuddhı̄nām
. sadālambanatve kuto ’sya vimars.ah. syāt ko vā viśes.ah./ （Pr 300, 15–16）
若異此者則一切覺皆有所縁，何縁於境得有猶豫，或有差別？（玄奘訳『倶舎論』T 29, 106a2–4）
例【1】では「buddhi によって把捉する（buddhyā gr.hyate）
」という表現が単に「觀」と訳され，また【2】では省略され
てしまっている．しかし例【3】では buddhi が「覺」と訳されていることを確認できる．したがって，存在を認識するもの
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が「覺」と訳されることが挙げられる．この「覺（*buddhi）
」は，文脈上認識を意味することは明らかで
はあるものの，それがいかなる認識を意味するかについては『順正理論』で直接論じられることはなく，
不明な点も多い．したがってこの語の意味については，衆賢の認識過程を検討した後に第 1.4 節で改めて
論じることとし，以下では特に区別して「
〈覚知〉
」と表記したい．最後に「境」は〈覚知〉を生じるもの，
つまり認識対象である．なお『倶舎論』安慧釈チベット語訳文*7 に引用される存在の定義の中では，この
「境」は「
〈覚知〉が生じる原因（blo skye ba’i rgyu）
」というように「原因（rgyu）
」と訳出され，玄奘訳
との間に若干の用語上の齟齬がある．しかし三世実有説の別の論点に関連して衆賢が，認識対象は認識の
生因となることを強調している*8 ことを勘案すれば，境も「原因（rgyu）」も表現は違えど内容上は同じ
く認識対象を指すと考えて良いだろう．以上を総合すれば，衆賢は存在するものを，〈覚知〉を生じる認
識対象，と定義したと言ってよい．
この定義は，諸研究によって衆賢の存在論の核心をなすものとして位置づけられ，様々な角度から吟味
されている．存在の定義に対し諸研究が与えた解釈は，次の二つに大別することができる．
第一は，彼の存在の定義を認識対象が存在することを述べるものとする解釈である．衆賢の存在の定義
は，議論の伝統に鑑みてもまた『順正理論』における文脈（後述）を参照しても，無所縁心論争に対する
回答として理解できるだろう．梶山［1983: 20–28］は，有部が三世実有を認識対象が存在することによっ
て論証することと認識が外界に対象を必要とする無形象知識論とは表裏一体の関係にあると論じ，衆賢の
存在の定義は「知識の対象となるものは知識とは別個に存在しているということ」（同論文 27）を意味す
るものとした．Cox［1988: 48］もこの存在の定義を無所縁心論争と関連付けて論じ，存在の定義とは認識
が現れるとき所縁が非存在ではありえないとするものと理解している*9 ．この解釈によれば，衆賢は認識
対象が存在するかしないかという存在論的関心のもとで，存在の定義によって存在するものこそが認識さ
れると述べたことになる．
第二は，彼の存在の定義が存在という言葉の意味を定義している，とする解釈である．〈覚知〉を生じ
るものが存在するものであると定める場合，過去未来であっても認識される限りは「存在」していること
になる．櫻部［1952］は，三世実有をめぐる有部と経部の立場の相違が「存在そのものに對する考へ方の
相違にあるといふよりも，寧ろ有或は無といふ語によつて如何なる内容を意味せしめてゐるかといふ，語
の用法上の相違にあるとさへ云へるのではないか」（同論文 47）と指摘した．そして衆賢の存在の定義を
「有に對する有部の考え方の根本」
（同論文 52）と位置づけた上で，この意味において「法の體は三世に實
有である」
（同）という．Cox［2004: 576–578］は，有部の存在論がカテゴリー論的なものから認識論的な
*10 を示す一例として衆賢の存在の定義を位
ものと変わっていった認識論的転換（epistemological shift）

置づける．そして，衆賢にとって「法という語は，永続する実体（permanent substance）ではなくむし
としての buddhi は必ずしも「覺」と訳されるわけではない可能性を残すものの，三世実有説の文脈で述べられる存在を認識
する「覺」の原語として buddhi を想定することは，この『倶舎論』の用例を見る限りでは排除されないだろう．なお，例
【3】の文は世親の三世実有説批判の一部であるが，『順正理論』（T 29, 622c22–23）にそのまま引用される．そしてその前
後で衆賢は，世親の言う「覺」と自身の〈覚知〉を区別することなく議論を進めている．したがって，『順正理論』と『倶舎
論』で〈覚知〉の概念は一致しており，原語としても異なった語を想定する必要はないであろう．
*7 TA（P tho 285a4–5）
，秋本［2000: 227–228; 232］参照．
*8 認識に対して対象は単なる所縁にとどまるものではなく生因であることを，衆賢は「識二縁生」という仏説をめぐる世親と
の論争の中で強調している．『順正理論』
（T 29, 627c–628a）参照．
*9 衆賢の存在の定義に関し，Williams［1981: 236–237］
も同様に理解する．
*10 有部の存在論が徐々に認識論的傾向を強めたことについては，加藤［1985］
参照．
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ろ認識のカテゴリー，つまり認識を通して確認される対象領域（objective locus）を意味した．世界は認
識されたものとしてのみ存在し，我々の経験における所与の諸対象（dravya）にあらわれたこの認識され
た世界の規則性は，その構成要素たる法を通して表現される」（同論文 578，引用者和訳）という．この
解釈によると衆賢の存在の定義は，「存在する」という語を「認識されている」と意味づけることで過去
未来を含め認識世界に現れるすべてを「存在している」と判断できるようにするものであった．換言すれ
ば，衆賢は存在の意味を認識論的に定義することを意図して，存在の定義によって認識されるものこそが
存在するものであると述べたことになる．
存在の定義は，第一の解釈によれば存在するものこそが認識されるものを意味し，第二の解釈によれば
認識されるものこそが存在することを意味する．つまり二つの解釈は正反対の方向で思考を行うものであ
り，したがって衆賢の存在の定義には相容れない二つの解釈がなされていることになる．しかしながら管
見によれば，先行研究は両者のうち一方の解釈にそって議論を進めるものの，二解釈の差異と両者の是非
とが論じられたことはない*11 ．想像するに，その理由は『順正理論』の記述がいずれの解釈も排除しな
いからであろう．
衆賢が三世実有説中で「有」という語を用いるとき，その意味が上の両者どちらの意味であるかはかな
らずしも明確ではない．加えてその中には，いずれの解釈についても明確な根拠となる記述を見出すこと
ができるのである．
このように衆賢が存在の定義について二通りの理解をしていたことの意味を考察することが，本章が問
題とする衆賢説における認識と存在の関係を明らかにすることに繋がることは言うまでもない．結論を先
取りすれば，存在の定義に関する二通りの理解は，彼の議論の前提となった存在を認識する過程を反映し
たものである，と筆者は考えている．しかしここでは結論を急ぐことなく，これら二通りの理解を明示す
る記述を『順正理論』三世実有説中から取り出し，その前後の文脈とともに吟味したい．論述の都合上，
まず第二解釈を支持すると考えられる，存在の定義が示される前後の文脈を，次に第一解釈を支持すると
考えられる，無所縁心論争に対する衆賢の反論部分を検討する．これらの考察を通じ，両者の議論におけ
る衆賢の関心の相違を明確にする．その後，両議論にいう「存在するもの」を〈覚知〉の生起との先後関
係から整理し，両者を一連の認識過程として会通しうる可能性を示す．

1.2.3 存在の定義の文脈
まず『順正理論』「弁随眠品」で衆賢の存在の定義が論じられる部分の文脈を整理する．三世実有説関
係の議論を開始するにあたって衆賢は，
【1】過去未来の存在に関する論争を紹介した後，
【2】過去未来が
存在すると立論する（
『順正理論』T 29, 621c）
．この立論部分で存在の定義は言及される．その後【3】存
在するもの（「有」）の分類（621c–622a）と，【4】非存在を認識対象とする心（無所縁心）を認める譬喩

*11

ただし宮下［1994］
のみは，二解釈の差違に言及している．氏は衆賢の存在の定義を，法が自己同一性（自性）を保って認知
される限りで存在すること，と理解する．つまり認識のあり方によって「存在する」という語の意味が規定されていると考え
る点で，本文に述べた第二解釈に近い立場を取る．一方，梶山［1983］のとる第一解釈に対しては，有部の問題関心はそれと
は異なっていたと評するものの，三世実有説と無形象知識論が矛盾するものではないとして，梶山説を留保している（同論文
110）．
なお青原［1986b: 77–78］も，衆賢の「有」に二義があることを指摘している．存在の定義の解釈に言及するものではない
が，氏のいう二義は第一解釈，第二解釈においていう「有」と内容上合致する．
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者および世親への批判（622a–624c）が続く．そして譬喩者たちへ批判を終えた後，衆賢は【5】過去未来
の存在性についての議論に結論を与え（624c），その後には【6】過去未来の存在のあり方についての詳説
（624c–625b）へと議論をつなげている．以下では衆賢が過去未来の存在について自説を述べる部分であ
る【2】
【5】に限って引用し，検討を加える．段落番号は引用者が挿入した．
【2】故我今者發大正勤，如理思惟立：
「去來世異於現在，非畢竟無．」謂，立：
「去來非如現有，亦
非如彼馬角等無」，而立：「去來體具是有．」唯此符會對法正宗．於此先應辯諸有相．以此有相蘊在
心中方可了知：「去來定有」，由所辯相顯了易知，令固執者亦能契實．此中一類作如是言：「已生未
滅是爲有相．」彼説不然．已生未滅即是現在差別名故．若説：「現世爲有相」者，義准己説：「去來
是無」理．於此中復應徴責：「何縁有相唯現，非餘？」故彼所辯非真有相．我於此中作如是説：
「爲
境生覺是真有相．
」
【3, 4 省略】
【5】若有諸師以此有相摽於心首，應固立宗：
「過去未來決定是有，以能爲境生諸覺故．
」
（
『順正理論』

T 29, 621c10–624c6）
【訳】
【2】
〔過去未来非存在論者は過失に陥っている．〕したがって私は今，大正勤を起こし，あり
のままに思惟することによって「過去世未来世は現在と異なるものの，畢竟無ではない」と立論す
る．つまり，「過去未来は現在のような存在ではないものの，またかの馬の角などのような無でも
ない」と立論して，「過去未来の本体は共に*12 存在するものである」と立論するのである．ただこ
〔の立論〕のみがアビダルマの正しい主張に適合している．ここでまず，諸存在の定義を説明する．
次の存在の定義を念頭に置くと*13 「過去未来は必ず存在するものである」と知ることができ，説
明内容の特徴が明確に理解しやすくなることによって，〔過去未来が存在しないと〕固執する者も
真実に適うようにさせる．ここであるたぐいの者は，次のように言う，「すでに生じ未だ滅してい
ないものが，存在の定義である．」彼の説は正しくない．すでに生じ未だ滅していないもの〔とい
うの〕は，現在の別名であるからである．もし「現在世が存在するものの定義である」と言うなら
ば，
〔その言明の〕意味上「過去と未来は無である」という道理を説いたことになる．この〔主張〕
について「何ゆえに存在の定義は現在に関してのみであり，他についてではないのか」と詰問すべ
きである．したがって，彼の説明内容は真正な存在の定義ではない．我らはここで以下のように説
く．対象となって〈覚知〉を生じるものが真正な存在の定義である．
【3, 4 省略】
【5】もしある諸論師がこの存在の定義をもって念頭にかかげるならば，「過去未来は確かに存在す
るものである，〔過去未来は〕認識対象となって諸々の〈覚知〉を生じるのであるから」という主

*12

大正蔵注記によると，大正蔵の「具」は，宋，元，明，宮内庁本で「倶」であるという．この訳注では，文脈から「倶」と読
んだ．
*13 「蘊在心」あるいは「蘊在心中」の意味は定かではない．しかも当該語は他の玄奘訳論書に用例がみられず，原語を想定で
きない．ただし次の用例によれば，「蘊」は skandha の訳語ではなく本来の字義である「蓄積」を意味し，「蘊在心中」とは
「念頭に置いて」という程度の意味ではないかと思われる．
彼豈不名心蘊餘事，口説餘事．（
『順正理論』T 29, 408a29）
【訳】彼はどうして心にあることを溜めこみながら，口では別のことを説いている〔人〕と呼ばれないことがあろうか．
なお，この「蘊在心中」の読みは，藤本庸裕氏（早稲田大学博士課程）から頂いた指摘に基づく．
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張を確立するはずである．
【2】によると，ある者たちが過去未来が非存在であると誤解してしまった根源は，彼らが誤った存在
の定義を採用してしまったことにある．彼らは存在するものを「すでに生じ未だ滅していないもの」と定
義してしまったがために，その定義に適う現在の諸法のみが存在すると考え，未だ生じていない未来と，
すでに滅した過去との諸法を非存在としてしまった．しかし存在するものを現在に限定する理由を彼らは
何も示しておらず，その点が批判されねばならない．そして，衆賢の「真正な存在の定義」を念頭に置く
ならば，その定義を根拠として過去未来が存在することを理解できるという．
さらに【5】を参照すると，過去未来が存在するものと知る思考過程は演繹的推論であることが分かる．
引用文によれば真正な存在の定義を念頭に置いた者は，「過去未来は確かに存在するものである，〔過去未
来は〕認識対象となって諸々の〈覚知〉を生じるのであるから」と考えるという．つまり存在の定義であ
る「認識対象となって諸々の〈覚知〉を生じるものは，存在するものである」ことを前提とするとき，
「過
去未来は，認識対象となって諸々の〈覚知〉を生じる」ことによって，「過去未来は，存在するものであ
る」という結論が導出されるのである．
以上の文脈によれば，ここにあらわれた存在の定義は，第二の解釈を支持するもの，つまり存在するも
のを認識されることと定義するものと言えよう．上の論証では，過去未来が存在することを論証するため
に存在の定義と並んでもう一つの前提となる，過去未来が対象となって諸々の〈覚知〉を生じることにつ
いて衆賢はいかなる解説をも付すことなく使用している．論証の前提は衆賢自身のみならず過去未来を非
存在とする反論者にも認められていなければ意味がない．したがって過去未来が〈覚知〉を生じる認識対
象であることを，過去未来非存在論者も了解する事実と，衆賢はみなしていた．であるならば，衆賢がこ
こで行う推論は，
「過去未来も〈覚知〉を生じる認識対象である」というすでに知られた事実に存在の定義
を加えることによって，過去未来が存在することを読者に知らしめるものであることになるだろう．つま
り上記の議論では，読者がすでに認識したことがある過去未来について存在の定義を用いることによって
それを「存在する」と判断すること，あるいは「存在する」と表現することを，衆賢は求めているのであ
る．先に引用した櫻部［1952: 47］の表現に沿うならば，衆賢は「存在」という語に「〈覚知〉を生じる認
識対象」という内容を意味させることで，その語の用法を変え過去未来に対しても適用可能にしている．
したがってこの文脈において過去未来が「存在する」ということは，〈覚知〉を生じたことをもとに推論
を行った者によって「存在する」と判断されたということを意味していることになる．
この文脈で語られる「存在」が判断あるいは表現としてのものであることは，上の引用文で省略した
「
【3】存在するものの分類」の中の，実有仮有という場合の「有」の意味についても同様と考えられる．該
当箇所を引用し，検討を加える．
【3】此總有二．一者實有，二者假有．以依世俗及勝義諦而安立故．若無所待於中生覺，是實有相．
如色・受等．若有所待於中生覺，是假有相．如瓶・軍等．【後略】（『順正理論』T 29, 621c21–25)
【訳】これ（存在するもの）には全体として二種ある．第一は実有，第二は仮有である．世俗諦と
勝義諦に依拠して設定するからである．もし〔他のものに〕依存せず（直接的に）〔あるものに〕
ついて〈覚知〉を生じるならば，これは実有の定義である．色，受などのように．もし〔他のもの
に〕依存して（間接的に）〔あるものに〕ついて〈覚知〉を生じるならば，これは仮有の定義であ
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る．瓶，軍隊などのように．
【後略】

衆賢によれば，存在するものには実有（dravyasat）と仮有（prajñaptisat）の二種がある．そしてこの
両者は，〈覚知〉が何らかの他の依存する対象（「所待」）なくして直接的に生じるか（＝実有），あるいは
〈覚知〉が他ものに依存して間接的に生じるか（＝仮有）によって区別されるという．つまり，実有の例
とされる色（rūpa）・受（vedanā）などは有部論書一般の通念において法として個別に存在するものと考
えられる．したがってそれらは他のものに依存することなくそれ自身として対象となり直接的に〈覚知〉
を生じる．これに対し仮有とされる瓶や軍隊は，それぞれそれを構成する極微（paramān.u）という実体
（dravya）と人という仮称（prajñapti）とに依存して*14 存在する．したがってそれらは，それそのもの
（瓶，軍隊）ではない他のもの（極微，人）に依存することで，間接的に〈覚知〉を生じる．
この二種の「有」の中でも，特に仮有について，それが判断あるいは表現としての存在であることが顕
著である．
まず仮有とされる瓶などは，その仮有が依存する極微とは別に認識の外界において存在する，と考える
ことはできない．たとえば衆賢は『順正理論』「弁賢聖品」（T 29, 666b27–c8）において，仮有とほぼ同
義と考えられる世俗有（samvr.tisat，第 1.3 節参照）とその依存対象たる構成要素との関係に言及してい
る*15 ．それによると如来（tathāgata），命者（jı̄va），瓶といった世俗有は，それを構成する色などと同
一とは言えないものの，それらを離れた別異なものでない，という．つまり瓶などはその依存対象と性質
が完全に一致しないとしても，その依存対象とは別の認識対象として瓶などが存在するわけではない，と
*14

上記引用の後で仮有の分類がなされる（下記引用参照）が，瓶は実体に依存するもの，軍は仮称（prajñapti）に依存するも
のと言われる．ただし Cox［1988: 48］
，Cox［2004: 576］
が論じるように衆賢などの毘婆沙師は，
「瓶」などの仮有をとらえ
る認識であっても究極的にはすべて実体から生じていると考えていたようである．であるならば，ここでいう軍隊という仮
称に依存する仮有も，究極的には諸人の構成要素たる五蘊に依拠し，その〈覚知〉を発していることになるだろう．
假有亦二．其二者何？一者依實，二者依假．此二如次：如瓶，如軍．（
『順正理論』 T 29, 622a1–2）
これと近似する文を『倶舎論』「賢聖品」二諦説に対するヤショーミトラ注釈の中に見出しうる．Cf. atha vā dvividhā
sam
. vr.tih.. sam
. vr.tyam
. taravyapāśrayā dravyām
. taravyapāśrayā ca. （AKVy W 524, 12–13）
*15 『順正理論』
「弁賢聖品」の当該箇所は，経量部の「上座」への反論の一部にあたる．それによると，如来（tathāgata）
・命
者（jı̄va）・有情（sattva）などの世俗有は，その基体となった五蘊と同一とも別異とも言えない，という．つまり人を表す
「如来」などは五蘊に依存して設定されたものであり五蘊を離れるものではないが，能力・姿などの点で単に五蘊というだけ
では表しきれないあり方をしていると，衆賢は考えていた．世俗有と仮有は内容上同概念を指すと考えられるので，仮有も同
様にその基体の実有のみに還元されない存在のあり方をしていると衆賢は理解していたと考えられる．「弁賢聖品」の該当箇
所は以下の通り．なおこの箇所をあつかった研究には，BuescherJB［2005: 65］
がある．
又彼所説：「唯滅諦體不可説故，同諸無記，不可説有」，理亦不然．既爾，應成世俗有故．謂佛所説：「如來死後爲有，爲無？
命者與身爲一，異？」等諸無記事，一切皆是世俗有攝．以如來等與色等法非即非離，是世俗有．滅諦既同，彼應世俗有攝．謂
如瓶等與色等物非即非離是世俗有．又説：「依蘊施設有情．」許諸有情世俗有故，知如來等世俗有攝．滅諦亦應然．同不可記
故．然不可謂：「涅槃俗有」．非俗有理如前已説．是故不可定説：「涅槃同無記事，體非實有」，定應許是勝義諦攝．（『順正理
論』T 29, 666b27–c8）
【訳】さらに彼（上座）が〔先に〕述べた（666a2–3）
「〔四諦の中で〕ただ滅諦のみは実体を説明することができないので，
もろもろの無記（avyākr.ta）と同様に不可説な存在である」ということも，道理により正しくない．もしそうであるならば，
〔滅諦が〕世俗有であることになるからである．つまり，仏が述べた「如来は死後存在するか無か，命者は身体と同一か別異
か」などの諸々の無記の事柄は，すべて皆世俗有に包摂される．如来などは，色などの法と同一でもなく別異でもないので，
世俗有である．滅諦も〔それら無記の事柄と〕同様であるからには，それ（滅諦）も世俗有に包摂されるはずである．つま
り，例えば瓶などが色などの物とが同一でも別異でもなく，世俗有であるように．さらにまた，
〔仏は〕
「蘊に依拠して有情を
設定する」と説く．諸々の有情は世俗有であるから，如来なども世俗有に包摂されるとわかる．滅諦も同様であるはずであ
る．無記と同じであるはずであるから．しかしながら，「涅槃は世俗有である」と言うことはできない．世俗有でない道理は
先述のとおりである（『順正理論』（T 29, 433b–c）．また拙論（一色［2009: 51］）参照）．これゆえに，「涅槃は無記の事柄
と同様に実体が実有でない」と決して述べてはならず，これは勝義諦に包摂されると認めなければならない．
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衆賢は考えていた．
そして仮有が依存対象と別に存在すると認められない以上，衆賢が提示した仮有の定義も，仮有が認識
の外界における存在を意味していると解釈しえない．仮有とは「
〔他のものに〕依存して〔あるものに〕つ
いて〈覚知〉を生じる」ものと定義されていた．この定義に存在するもの一般の定義を適用するならば，
他のものに依存して〈覚知〉を生じるとき〈覚知〉を生じた対象が仮有である，ということになるだろう．
しかしながら，仮有はその依存対象である実体（dravya）を離れて外界に存在するものではない以上，極
微などの対象が外界に独立して存在し瓶という仮有の〈覚知〉を生じていることになる．したがって瓶が
仮有であるとは，瓶についての〈覚知〉が生じたことによって，その〈覚知〉の対象である極微などが瓶
という「存在するもの」だとする判断あるいは表現がなされた，という意味で解釈されねばならない．
また仮有が外界に独立して存在すると衆賢が主張していると理解することは，思想史に鑑みても適切で
ない．譬喩者が無所縁心を肯定する論点の一つには，認識対象がそのまま外界に存在する場合，仏教では
実在性を否定され仮有の一種とされる我（ātman）が外界に存在することになる，というものがある．衆
賢の三世実有説はこの批判に対しても反論するものである以上，衆賢の言う仮有が認識の外界における存
在を意味すると考えることは困難である．
そしてここでいう実有も，外界における対象としての存在を指すのではなく，外界対象が認識された後
に下された，「存在している」という判断であると理解されるべきである．たしかに，「〔他のものに〕依
存せず〔あるものに〕ついて〈覚知〉を生じる」ものが実有であるというとき，その言明が存在するとい
う判断を語っているのか，認識対象が外界に存在していることを述べているのかは明確でない．というの
も色という法が存在すると判断されるときその認識対象は色法そのものであるため，認識対象と存在する
と判断されたものは同一となり，区別し難いからである．しかし上の文脈では実有も仮有と並列して論じ
られていることに鑑みれば，この箇所でいう実有とは仮有と同様のもの，つまり認識に先行する外界対象
ではなく，認識において判断された限りでの「存在するもの」だと解釈されるべきである．
以上の考察を総合すれば，衆賢は存在の定義を，一般に〈覚知〉によって存在を判断することを可能に
するものとして用いていたことになる．存在の定義そのものが用いられる全体の文脈は，過去未来につい
て，それらの〈覚知〉が生じていることによってそれらが「存在する」ことを判断するという，はなはだ
特殊な存在認識を問題とするものであった．しかしそれに関連して論じられる実有仮有の定義も，〈覚知〉
を生じた認識対象に対し「存在する」と判断しうることを述べている．したがってこれらの議論において
存在の定義は，〈覚知〉が生起することをもってその認識対象に対して一般的に「存在する」と判断可能
であるということを意味していたと言えよう．

1.2.4 無所縁心論争
無所縁心論争では，対象が存在するものか否かが疑わしいいくつかの認識が議論の争点となった．坂
本［1981: 135–153］と，その議論を発展させた Cox［1988］は，これらの問題的な認識について毘婆沙師
と経量部（譬喩者）との説を対比することで，個々の論点の背景にある両者の認識論の特徴を論じた．こ
こでは Cox 氏の議論にそって論点となった認識を分類すると，（1）知覚の錯乱と誤認，（2）瞑想の対象，
（3）夢の中のイメージ，
（4）影像，こだま，幻影，魔法によるまぼろし，
（5）否定，および実在しない対
象に対する言語表現，（6）過去・未来法の認識の六点にまとめられるという（Cox［1988: 49］）．
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先に解説した三世実有説冒頭部分の文脈の中「
【4】非存在を認識対象とする心（無所縁心）を認める譬
喩者および世親への批判（622a–624c）」において，衆賢は譬喩者と世親とに対し想定問答を行う．『順正
理論』が列挙する譬喩者の主張の論点は，Cox［1988］
らがまとめた 6 つの論点におおむね含まれていると
言ってよい*16 ．
衆賢がこの箇所で無所縁心論争に言及する理由は，彼の存在の定義とそれにもとづく過去未来の論証と
に対し，無所縁心があることが反証となるからと考えて良いだろう．では無所縁心は，なぜ存在の定義と
過去未来の存在論証との反例になるのだろうか．先に紹介した Cox 氏による分類では（1）知覚の錯乱と
誤認にふくめられ，衆賢も譬喩者の反論の中で第一に言及する，旋火輪（*alātacakra）を例に考えてみた
い．旋火輪とは，松明を振り回した時に輪のようにつながって見える火のことを言う．衆賢も譬喩者も旋
火輪が認識にあらわれることを認めている．また旋火輪に対し「存在する」あるいは「存在しない」と判
断する可能性があることも両者は否定しないだろう．しかし旋火輪は認識対象として外界には存在してい
ないため，その輪が認識においては存在しているように見えても「旋火輪が存在する」と判断することは
正しくないことになる．つまり旋火輪とは，何らかの認識に依拠して存在を判断するとき，その判断が正
しくない場合の例である．『順正理論』該当箇所で問題となっている過去未来について言えば，〈覚知〉が
生じることを根拠に過去未来について「存在する」と判断する場合，過去未来の〈覚知〉が無に対して生
じていれば，それらに対する「存在する」という判断は正しくないものとなるだろう．つまり当該箇所の
文脈で無所縁心が問題となるのは，過去未来について「存在する」という判断が下せないからではなく，
その判断が外界の対象と照合するとき正しいものとならない可能性を示すからである．
したがって『順正理論』における無所縁心論争とは，過去未来についての「存在する」という判断が認
識の外界に根拠を持つか否かの論争であると言ってよい．そのためこの論争では，衆賢が〈覚知〉を生じ
た認識対象に「存在するもの」という語を適用しうるかどうかという語の用法上の問題を論じたとして
も，それは無意味である．むしろ存在論的関心のもと，すべての〈覚知〉には認識対象が存在することを
示さなければならないことになる．
事実，衆賢は無所縁心批判において認識対象たりうるものは存在するもののみであることを論じてい
る．衆賢は譬喩者に対する反論を開始する箇所において，完全な非存在が〈覚知〉を生じる可能性を否定
し，存在するものこそが認識対象たりうるという．該当箇所を引用する*17 ．
然譬喩者先作是言：「有非有皆能爲境生覺」者，此不應理．覺對所覺，要有所覺覺方成故．謂，能
得境方立覺名．所得若無，誰之能得．又能了境是識自性．所識若無，識何所了．故彼所許無所縁識
應不名識，無所了故．夫言：
「非有」謂體都無．無必越於自相共相．何名所覺或所識耶．若謂：
「即
無是所覺・識」，不爾．覺・識必有境故．謂，諸所有心心所法唯以自相共相爲境，非都無法爲境而
生．辯涅槃中已略顯示．」
（『順正理論』T 29, 622b18–27）
*16

譬喩論者作如是言：
「此亦未爲真實有相．許非有亦能爲境生覺故．謂，必應許非有亦能爲境生覺，旋火輪・我二覺生時境非有
故．又有遍處等勝解作意故．若一切覺皆有所縁，是則應無勝解作意．又「幻網」中説：「縁非有見」故．又契經説：「知非有」
故．如契經言：於無欲欲則能如實了知爲無．」又諸世間夢中・瞖目・多月識等境非有故．又於非有了知：「爲無」．此覺以何爲
所縁境．又若縁聲先非有者，此能縁覺爲何所縁？是故應知有及非有二種皆能爲境生覺故，此所説非真有相．」
（『順正理論』T
29, 622a16–27）
*17 Dhammajoti［2007b: 72–73］
は当該引用文に言及し，英訳している．氏は，下記引用文を衆賢の認識論的存在論の現れと
理解し，本論文にいう第二解釈を適用して解釈を行っている．しかし本文中にすでに述べたように，この文脈で認識されたも
のに「存在する」という判断が可能であることを主張しても，譬喩論者たちへの反論にはならないだろう．
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【訳】しかしながら譬喩者が先に「存在するものと存在しないものはすべて対象となって〈覚知〉
を生じうる」と述べたことは，道理にかなわない．〈覚知〉は〈覚知〉の対象に対するものであり，
〈覚知〉の対象が存在してはじめて〈覚知〉が成立するからである．つまり，対象を獲得しえてはじ
めて〈覚知〉という名称を設定する．獲得対象がもしなければ，何が獲得しえようか〔，何ものも
無を獲得できない〕．さらにまた，対象を識別することが識（*vijñāna）の固有の本質である．識
の対象がもし存在しなければ，識にとって何が識別対象であろうか〔，識別対象が存在しないこと
になる〕．したがって彼が認めるところの，所縁（認識対象）が存在しない識は識と名付けるべき
でない．識別対象が存在しないからである．そもそも「非存在」という語は，本体が完全に無であ
ることを意味する．無は自相共相を決定的に逸脱している．どうして〔無が〕〈覚知〉の対象ある
いは識（vijñāna）の対象と名付けられようか．もし，「そのまま無が〈覚知〉と識の対象である」
と言うならば，そうではない．〈覚知〉と識にはかならず対象があるからである．つまり，すべて
の心心所法はただ自相共相のみを対象とし，完全な無である法を対象として生じない．〔自相共相
を持たない無が認識対象とならないことは〕涅槃について論じる箇所に，すでに大略を示した．
衆賢によれば，〈覚知〉あるいは識は認識対象を捉えることで成立するものであり，認識対象が存在し
ないということはありえない．さらに無は認識対象たりえない．なぜならば〈覚知〉や識などの精神的な
諸法（「心心所法」）は自相（色法にある「色であること」などの個別性質）と共相（有為法にある「苦」
「集」などの共通性質）*18 を認識対象とするので，それらを欠く完全な非存在は認識対象となりうる性質
を欠いているからである．
引用文中にいう「涅槃について論じる箇所」とは，
『順正理論』
「弁差別品」
（T 29, 431b–433b）を指す
と考えられる．当該箇所において衆賢は涅槃が実有であるという立場をとり，涅槃を非存在（abhāva）と
考える世親に対し*19 批判を加える．衆賢の論点は多岐に渡るが*20 ，無が認識対象となるか否かを論じる
次の部分が，特に無所縁心論争と関係が深い．該当箇所を以下に引用する．なお，各文章の話者を【

】

に附記した．
【反論者】豈不非有即爲此相．
【衆賢】若爾，色・聲非有相何別，而言：
「色等非有各異」耶？如色與聲雖同是有，而有種種相状差
別．非有不然，無異體故．（
『順正理論』T 29, 431c10–16）
【反論者】存在しないことがこの（無の）特徴でないことがあろうか．
【衆賢】もしそうならば，色と声の非存在の特徴は何の違いがあり，「色などの非存在はそれぞれ
別である」と言うのか．たとえば色と声とは同じく存在するものであっても様々な相状の差異があ
*18

Cox［2004: 574–576］，野武他［1996］などが指摘するように，有部論書における自相共相という語は，後代の仏教論理学に
おけるそれらのように必ずしも画然と分かたれておらず，その内容を明確に示すことは難しい．四念住を論じた『順正理論』
（T 29, 675b）の記述によれば，自相はあるカテゴリーにある法を他から区別するような固有の性質，共相はあるものとその
他のものとの共通性質であり，典型的には「苦」
「集」などを指す，というほどの意味が読み取られよう．この理解に基づき，
ここでは自相共相を説明した．

*19

*20

na vai nāsty evāsam
. skr.tam iti brūmah. / etat tu tad ı̄dr.śam
. yathāsmābhir uktam / tadyathā asti śabdasya
prāg abhāvo ’sti paścād abhāva ity ucyate / atha ca punar nābhāvo bhāvah. sidhyati / evam asam
. skr.tam api
dras.t.avyam /（AKBh Pr 93, 5–7）
Dhammajoti［2002］および拙論（一色［2009: 48–51］）に詳しい．その他の関連文献は，拙論の参考文献表を参照．
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る．しかし非存在はそのようではない，異なった本体が存在しないからである．
衆賢によれば，非存在は完全な無である以上，それにいかなる性質があるとも考えることはできず，し
たがって色の非存在と声の非存在を区別することもできないという．つまり，完全な非存在には自相共相
という特徴はありえない．
これらの議論から導かれる，自相共相を欠く完全な非存在は〈覚知〉の認識対象になりえない，という
衆賢の結論は，
〈覚知〉の認識対象は自相共相を持つ存在するものである，ということに等しい．したがっ
て，上に紹介した議論の後で無所縁心の諸事例に実は認識対象があることを衆賢は論じているものの*21 ，
実質的な反論はここまでで完了していると言ってよいだろう．そしてこの結論で論じられた内容は，自相
共相を持つことができる存在するもののみが認識対象になるという，認識対象の存在のあり方についての
議論であった．ゆえに彼の無所縁心批判は認識対象が認識とは別に存在することを論じるものであると
いってよい．つまりこの文脈は，存在するものこそが〈覚知〉を生じる認識対象たりうることを衆賢の存
在の定義が意味する事例とみなしうる．

1.2.5 存在の定義の背景
「対象となって〈覚知〉を生じるもの」が存在するものである，という衆賢の存在の定義の意味は，先
行研究によって二通りに解釈された．第一は，存在するもののみが〈覚知〉を生じる認識対象たりうるこ
とを意味する，という解釈であった．この解釈は，『順正理論』にみえる無所縁心論争において存在する
もののみが自相共相を持ち〈覚知〉の対象となるという議論に裏付けられる．第二は，〈覚知〉を生じた
認識対象を「存在する」と判断することを意味する，と解釈するものであった．この解釈は，衆賢が存在
の定義を前提として過去未来が存在するものであることを論証する議論，および実有仮有の定義によって
裏付けられる．
この二つの解釈はそこに込められた衆賢の関心がまったく異なるものではあるが，それぞれ裏付けを持
つ以上，どちらか一方が排斥されるべきものではないだろう．しかし衆賢がいう「存在するもの（有）」
を，常にこの両解釈が示唆する意味での「存在するもの」だと読み込むことも，衆賢の存在論の理解を困
難にする．特に仮有の存在のあり方を理解しえなくなることは，先に述べたとおりである．したがって衆
賢の存在の定義に対する二解釈はともに『順正理論』に根拠を持ちながら，『順正理論』全体に同時にそ
の両者を適用することはできない．
ここで〈覚知〉の生起と存在するものの先後関係に焦点を当ててこの二解釈をみると，それらが先後す
る異なった事態を表しており，両立しうることを看取しうる．第一解釈では，存在する認識対象から〈覚
知〉が生じることが論じられていた．つまり，存在するものが〈覚知〉に先行する．第二解釈の場合，
〈覚
知〉が生じたことによってそれを生じた認識対象が「存在する」と判断されていた．この場合は，〈覚知〉
が存在するものに先行する．この先後関係が時間的な生起の順序を意味するか，それとも同時的な依存関

*21

詳細は Cox［1988］参照．なお，衆賢を含め毘婆沙師は，ある認識対象に対し，それとは異なった内容を持つ認識が生じる
ことを認めていたことが知られている．この毘婆沙師の認識論の特徴を Cox 氏は次のように言い表している．「所縁は，別
に認識されたまさにその通りの在り方で実在していなければならないわけではない．したがって，認識の内容（the content
of cognition）と所縁それ自体の性質（the character of the object-ﬁeld in itself）とは，必ずしも等価ではない．」（同論
文 61，福田［1996: 120］
による和訳を引用，ただし原語の挿入は引用者による）
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係を意味するかはひとまず置くとしても，〈覚知〉を挟んでそれより前に第一解釈の意味での存在するも
のがあり，それより後に第二解釈の意味での存在するものがあることは確かである．この関係は，次の図
のようにまとめることができる．それぞれの根拠となる解釈の番号を○の中に記した．
①生起させる
→
存在する認識対象

〈覚知〉
←
②「存在する」と判断

この図表は衆賢の存在の定義が持つ二つの意味を示すものではあるが，同時に衆賢が議論の前提として
いた存在認識の過程を示唆してもいるだろう．つまりこの図表からは，存在する外界対象から〈覚知〉を
生じ，〈覚知〉を生じたことで外界対象が存在することを判断するという一連の過程を衆賢が念頭に置い
ていたことを予想できる．
とはいうものの，本節で参照した衆賢の三世実有説に依拠する限りでは，存在と〈覚知〉との間に二種
類の関係があることを読み取りうるものの，それらが一連の過程であることを明示する記述を見出すこと
はできない．しかし，実有仮有の定義（第 1.2.3 節参照）の中でそれらの設定根拠として言及された二諦
説の中に，ここで述べられた二つの事態を一連の過程として理解する手がかりが得られる．

1.3 〈覚知〉と存在判断
1.3.1 『順正理論』二諦説の思想史的文脈
周知のように二諦説とは，勝義諦（paramārthasatya）と世俗諦（sam
. vr.tisatya）という二種の真実を
設定する思想であり，いわゆる北伝仏教で広く重視された概念である．有部アビダルマ論書について言え
ば，いわゆる六足発智と総称される諸論書においては見出されないものの，『婆須蜜論』（T 28, 735c）お
よび婆沙論諸本*22 においては二諦説が明確な形で論じられることが知られている*23 ．そして，婆沙論の
影響を受けた『雑心論』
（T 28, 958b）
，
『倶舎論』
（Pr 333, 21–334, 12）
，
『順正理論』
（T 29, 665c–668a）
，
『顕宗論』
（T 29, 914c–915a）といった諸論書でも二諦説は論じられた．
婆沙論諸本の中でも『新婆沙』を例にすると，その二諦説は多分に仏説の語義釈としての色彩が強いこ
とが見て取れる．そこでは四諦を論じた後，
「餘契經中」*24 で説かれるという二諦とは何かが問われる（T

27, 399c–400a）．その後，二諦という仏説が真実（「實」, *satya）であるためには世俗諦における世俗性
が勝義でなければならない，という議論を受け，同一の勝義に対して勝義諦世俗諦が設定可能である理由
が論じられる．
『新婆沙』はこれらの問題に対する諸説を記録するが，その多くは斎藤明［2010: 347］
の表
現を借りれば「世俗を言語表現，勝義（
「最高の意味，対象」
）をその言語表現が表明しようとする―本来，
*22

『鞞婆沙』（T 28, 472a–b）
，
『旧婆沙』
（T 28, 298b–c）
，
『新婆沙』
（T 27, 399c–400b）．
佐藤哲英［1932: 196–204］，西［1975: 377–382］参照．
*24 上野牧生［2014: n.3］
参照．同論文によれば，二諦を仏説とするのは，「現時点で確認し得る資料に依る限り，有部阿含に
限定される」（126）という．また，『倶舎論』でも二諦が経典の説であるとされるが，その典拠については本庄［2014: 725.
No. 6022］参照．
*23
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「施設（＝言語表現）を絶した」―道理に相当するという」解釈であった．したがって『新婆沙』の二諦説
は，仏説にあらわれた二諦という語を問題とし，二諦の区別を教説の言語表現とその意味との差異として
理解する傾向があった，と言うことができる．
これに対し『雑心論』と『倶舎論』との二諦説では，対象を分析した際の名称あるいは認識（buddhi，
「覺」）のあり方にもとづき二諦の区別が述べられる*25 ．特に『倶舎論』によると，瓶を破壊して陶片に
する，水から色などの要素を思弁によって排除する，というように認識対象（瓶，水）を分析するときそ
の認識対象についての認識が得られなくなるならば，それら（瓶，水）は世俗有（sam
. vr.tisat）である．
これに対し法としての色（rūpa）のように極微まで分解しても，あるいは他の諸法を除外してもその認識
が残るならば，その色などは勝義有（paramārthasat）である．そして，それらに関してそれぞれ世俗諦
と勝義諦が設定される，という．張［1995: 134］は，『倶舎論』の勝義諦の定義が「sat・buddhi・satya，
即ち，存在・知覚の働き・真実という三者の関係があることにもとづいて」論述されており，「真実・諦
（satya）が成立するときに，認識作用を見落とすことができない」と指摘している．張氏の指摘が言い表
しているように，『倶舎論』の二諦説は認識対象に対する認識（buddhi）のあり方によって二諦を区別す
る点で，もっぱら教説と意味という側面から二諦を論じる『新婆沙』の所説と異なっている*26 ．
『順正理論』の二諦説は『倶舎論』を引き継ぎつつ『新婆沙』の理解を会通したものであることが，佐藤
哲英［1933: 151–154］によって指摘されている．事実そこには認識（〈覚知〉，*buddhi），認識対象（「勝
義」）
，存在（
「有」）といった先行文献に見られた諸要素が現れる．そしてそれら諸要素が，衆賢の詳細な
論述によって一連の認識過程として緊密に体系化されていることを同論から読み取ることができる．そこ
で本節では，まず衆賢の二諦説を分析することで〈覚知〉と存在の判断が一連の過程として説かれている
ことを確認する．そののち衆賢が〈覚知〉をもとに存在を判断しうると考えた理由を，三世実有説の文脈
で語られる体相と性類の区別の議論をもとに考察する．

1.3.2 『順正理論』二諦説の分析
衆賢は，『順正理論』「弁賢聖品」（T 29, 665c–668a）において四聖諦に続いて二諦説を論じる．彼の
二諦説が『倶舎論』の議論を継承していること（666a）はすでに述べたが，『順正理論』の二諦説は『倶
舎論』と対応する議論の増補，注釈にとどまらない内容を多く含んでいる．上野牧生［2014: 117–125］は
『順正理論』の二諦説全体を概観し，内容構成をまとめている．氏によると衆賢の二諦説は，二諦とそれ
以外の諦説（一諦，三諦，四諦）との整合性の説明に多くの紙幅を割き，その点で婆沙論諸本の二諦説と
*25

ここでは『雑心論』と『倶舎論』とが二諦の区別を対象の分析によって行う点で共通しているため平行して論じた．しかし，
佐藤哲英［1933: 146–151］がすでに指摘するように，『雑心論』と『倶舎論』との二諦説は多くの点で相似するものの，まっ
たく同一の説と考えることはできない．
なお，この両論書の二諦説の関係については，
『倶舎論』の二諦説の所属部派問題と関係して，近年議論がある（Frauwallner［1956: 119–122］，Katsura［1976］，張［1995］）．論争史については木村誠司［2011a: 347–349; fns. 2–5］参照．
世親が『倶舎論』で二諦を論じるにあたり依用した文献がなんであれ，彼の二諦説を『順正理論』が批判せず注釈を施して
いることに変わりはない（本文で後述）．したがって本論文の趣旨と関係しないため，『倶舎論』『雑心論』の影響関係につい
てここで論じない．
*26 以上で引用したものの他に，
『倶舎論』の二諦説に関して大山公淳［1919］
，高橋壮［1970］
，李［2000］
，木村誠司［2011b］
，
木村誠司［2012］，チベット撰述『倶舎論』注釈書における二諦説に関して現銀谷［2002］，現銀谷［2014］，チベット文献に
見られる有部の二諦説について解説する BuescherJB［2005: 55–83］，世親の二諦説に関して松田［1985］
などの諸研究があ
る．
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共通している，という（同論文 124–125）. 加えて衆賢は，経部の上座の二諦解釈に対しても徹底した批
判を行っている（666a–667a）．
衆賢が示した二諦と諸諦との整合的理解あるいは上座説への反論は，彼の二諦説の成り立ちを知る上で
いずれも重要な資料ではあるものの，本論文が問題とする存在認識過程の解明に関し有益な知見をもた
らさない．したがって議論を明確にするため，『順正理論』の二諦説中でも次の二箇所に絞って検討を加
える．すなわち（A）衆賢が婆沙論に由来する勝義世俗の同一性に立脚して二諦を設定する部分（T 29,

667a）と，（B）『倶舎論』の二諦説に衆賢が注釈を行う部分（666a）である．この二箇所は『順正理論』
に記される順序が前後するものの，第一の二諦の設定部分には衆賢の二諦理解が明確にあらわれているた
め先に検討し，そこで得られた知見を元に第二の『倶舎論』注釈部分を解釈する．
なおこの両部分は，『倶舎論』および『倶舎論』安慧釈*27 に多くの部分が対応しており，ほぼ全体につ
いてサンスクリットあるいはチベット語の並行文が得られる．本論文はあくまでも『順正理論』の研究で
あるため，テクストとしては漢訳『順正理論』を使用した．ただし並行文が得られる該当箇所を引用文中
に（ ）で記し，その並行文は『順正理論』各箇所の引用末尾に注記した．また訳文中に挿入した想定サ
ンスクリット原語は，
『倶舎論』あるいは『倶舎論』安慧釈（松田［2014b］
）に裏付けがある場合はアステ
リスクを付していない．
（A）
：勝義と諦
以下に該当箇所のテクストを引用し，和訳する．【

】は引用者が付した段落番号である．

【A1】然我宗説四皆勝義，諸世俗諦依勝義理．（1 世俗自體爲有，爲無？若言：「是有」，諦應唯一．
若言：「是無」，諦應無二．此應決定判言：「是有．」以彼尊者世友説言：「無倒顯義名是世俗諦．此
名所顯義是勝義諦．」名是實物，如先已辯．豈不已言：「諦應唯一」？理實應爾．所以者何？非勝義
空可名諦故．既爾，何故立二諦耶？即勝義中依少別理立爲世俗，非由體異．所以爾者，名是言依，
隨世俗情流布性故．依如此義應作是言：「諸是世俗必是勝義．有是勝義而非世俗．謂，但除名餘實
有義．
」1）
【A2】（2 即依勝義是有義中約少分理名世俗諦，約少別理名勝義諦．謂，無簡別總相所取，一合相理
名世俗諦．若有簡別別相所取，或類・或物名勝義諦．如於一體有漏事中所取果義名爲苦諦，所取因
義，名爲集諦．2）或如一體心心所法有具六因及四縁性，然依此義名相應因，非即由斯名倶有等．由
*28
如是理於大仙尊所説諦中無有違害．
（『順正理論』T 29, 667a8–26）

*27

『倶舎論』
「賢聖品」安慧釈の二諦説関連箇所サンスクリットテクストは，松田和信氏の発表資料「スティラマティ疏から見
た倶舍論の二諦説」
（日本印度学仏教学会第 65 回学術大会，2014/8/30, 於武蔵野大学）に全文が記載され，公開された．し
かしながら管見によれば，当該テクストは論文として未だ出版されておらず，上述の発表を論文化した松田［2014b］には部
分的にサンスクリット語句を挿入した和訳が記載されているのみである．筆者は本節を執筆するにあたり松田氏の発表資料
に記載されたテクストを参照した．しかしそれが未だ出版されていないことに鑑み，氏が上記論文中に挿入した語句以外，本
論文中にテクストを引用していない．その代わりに参考として『倶舎論』安慧釈チベット語訳北京版における『順正理論』並
行文を脚注中に引用した．
*28 （1）
：slob dpon ’dus bzang na re yang ci kun rdzob kyi bdag nyid kyi don dam pa kun rdzob tu yod dam med /

gal te yod na bden pa gcig nyid du ’gyur ro // ci ste med na yang bden pa gcig nyid du ’gyur ro / yod pa zhes
bya bar nye bar ’gro’o zhes zer ro // de skad smra ba la gnas brtan dbyig bshes na re / phyin ci ma log pa’i don
rtogs par byed pa’i ming ni kun rdzob kyi nus pa’o // don dam pa’i bden pa zhes bya ba ni rab tu bsgrubs pa’i
ming rdzas kyi sgro nas yod pa nyid do // bden pa gcig nyid du bshad pa ma yin rnam zhe na / de lta bu nyid
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【訳】
【A1】しかしながら我らの主張は，四〔諦〕がすべて勝義であり，諸々の世俗諦は勝義に依存
する（*paramārthavaśāt*29 ），と説く．世俗の本体は〔勝義として〕存在するものか，非存在か．
もし「
〔世俗の本体は勝義として〕存在するものである」と言うならば，〔世俗が勝義と同一になる
ので，〕諦は単一になってしまう．もし「〔世俗の本体は勝義として〕非存在である」と言うなら
ば，
〔世俗の本体が存在しないので〕諦に二がないはずである．これについて判断して，「存在する
ものである」と言うべきである．かの尊者世友が「倒錯なく対象を表示する名が世俗諦であり，こ
の名によって表示される対象が勝義諦である」と説いているから．名が実体であること（rdzas kyi

sgro nas yod pa nyid, dravyato ’stitva）は，先にすでに説明した（『順正理論』T 29, 411c–415c）．
（しかし世友は世俗諦が名という実体であると言っても）「諦は単一である」と言っていないではな
いか．道理として実際はそのように〔諦は単一〕である．理由は何か．勝義を欠くもの（don dam

pa stong pa, paramārthaśūnya）は諦と名付けることはできないからである．そうであるからに
は，何故に二諦が設定されるのか．特殊な勝義の何らかのもの*30（don dam pa’i khyad bar gang

yang, kaścit paramārthaviśes.a）を世俗と設定するのであって，〔勝義と世俗が〕実体によって異
なるのではない．したがってそのようであるのは，名が語の依り所（ngag gi dngos po, vāgvastu）
であって言説活動を本質とする*31 （tha snyad kyi bdag nyid, sam
. vyavahārātmaka）からであ
る．このような意味に依拠して，次のように言うべきである，「諸々の世俗であるものは必ず勝義
でもある．勝義であるものには世俗でないものがある．つまり名を除いた他の実体（rdzas gzhan,

anyadravya）である．」
【A2】その勝義として存在する対象*32 （don dam pa de nyid yod pa’i don, paramārthasann

arthah.）の中で一部分の〔ある〕道理に関して世俗諦と名付けられ，一部の別の道理に関して勝義
諦と名付けられる．つまり，分析されることなく総体的な特徴が把捉されるならば，合体したあり
かたの道理によって世俗諦と名付ける．もし分析して個別の特徴が把捉されるならば，あるいは種
類（rnam pa, jāti）にもとづき*33 ，あるいは実体（rdzas, dravya）にもとづいて勝義諦と名付け

do // don dam pa stong pa bden par ’gyur bar ’os pa ma yin no ’o na ci ltar bden pa nyid rnam par gzhag par
’gyur / don dam pa’i khyad bar gang yang rung ba kun rdzob nyid du nye bar bkod pa de’i las la sogs pa ngag
gi dngos po’i tha snyad kyi bdag nyid la kun rzdob dang don dam pa yid kyi / dong dam pa kun rdzob ni ma
yin no // min ma gtogs pa gal te rdzas gzhan kho na yin pa ... （TA P tho 347b6–348a2）
（2）
：gang bshad pa’i don dam pa de nyid yod pa’i don te / bye brag kha cig kun rdzob kyi bden pa dang / kha
cig ni don dam pa’i bden pa zhes bya’o // don bsdus te nges par ma bzung ba ’dzin pa ni kun rdzob kyi bden
pa zhed bya zhing / don nges par bzung pa’i rnam pa’i sgo nas sam rdzas kyi sgo nas ’rdzin pa ni don dam pa’i
bden pa zhes bya ste / dper na zag pa dang bcas pa’i dngos po’i ’bras bu’i sgo nas ’dzin pa ni sdug bsngal gyi
bdan pa dang / rgyu’i sgo nas ’rdzin pa ni kun ’byung gi bden pa zhes bya ba lta bu’o //（TA P tho 348a5–8）
*29 原語想定の根拠は注 51， 53 参照．
*
*
*30

安慧釈並行文にもとづく訳．玄奘訳文に従えば「勝義の中で部分的に区別する道理によって（即勝義中依少別理）」
．
安慧釈並行文を参考にした訳．玄奘訳文に即すと「世人の心情にしたがい流布しているという性質のゆえに（隨世俗情流布
性故）．
」
*32 安慧釈並行文に依拠する訳．玄奘訳文に即すと「勝義に依拠して存在する対象（依勝義是有義）
」
．
*33 ここでいう「種類（jāti）
」と先に述べられた「総体的な特徴」とは，一見するとその区別が明確でないように思われるかも
しれない．しかし衆賢がこの段落 A2 で用いている喩例と本節で後に言及する段落 B1，2 とを参考にすれば，前者はその基
体を分析した結果了解される本性的な性質を指すのに対し，後者がその基体を分析することで了解されなくなるような，あく
まで世間的な名称による特徴を意味すると解釈できよう．つまり，ここでいう「種類」とは，典型的には四聖諦の共相のよう
な複数の法にまたがる共通性質であって，なおかつその個々の法に本性的に備わる性質を指すものと考えられる．これに対
し総体的な特徴は，典型的には色の集合体における「瓶」などのような，共通性のないものに対し世間的な名称のみにもとづ
*31
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られる．たとえば同一の本体である有漏の基体（dngos po）において，把捉されるものが結果の意
味であるならば苦諦と名付けられ，把捉されるものが原因の意味であるならば，集諦と名付けられ
るように．あるいはたとえば同一の本体である心〔法〕あるいは心所法には六因および四縁の性質
を備えるものがあるが，〔それが〕この（甲）意味に依拠して相応因と名付けられるならば，その
ままこれ（甲）によって倶有〔因〕などと名付けられないようなものである．この道理により，大
仙尊（＝仏世尊）が説いた諦において矛盾がない．
引用文冒頭と末尾によれば，ここで衆賢が問題とするのは，仏が説いた四諦，二諦などの所説の整合性
であったと言ってよいだろう．この問題に対し彼は，四諦も二諦もすべてが勝義に関するものであり，そ
のように理解してこそ仏所説の「諦」を矛盾なく解釈できる，という．そして彼の主張の根拠となるの
が，世俗と勝義の一体性（段落 A1）と二諦の設定（段落 A2）であった．
上の引用文からは，
「諦」
「勝義」
「世俗」の意味と，
「勝義諦」
「世俗諦」の区別についての衆賢の理解を
読み取ることができる．しかし衆賢の論述は，婆沙論諸本*34 で論じられる二諦の同一性の議論を受けた
ものであるため，「諦」などの諸概念の解説としてみると論述の順序が錯綜している．そこで上の引用文
によりつつも，諸概念について議論を整理したい．
まず段落 A2 をみると，衆賢のいう「諦」とは抽象的一般的に言われる「真理」などではなく，ある具
体的な対象に適用される概念であったことが分かる．彼の喩例によれば，ある対象を「諦」と言い表すこ
とは，有漏の基体を「苦」などと表現することと同様であるという．『倶舎論』
（E 6, 17–7, 13），
『順正理
論』
（T 29, 333a–b）などの有部論書によると，有漏（sāsrava）である諸法は，結果としての側面に注目
する時「苦（duh.kha）」，原因としての側面に注目する時「集（samudaya）」と呼ばれる．そのためこの
「苦」
「集」などは有漏の「意味に従った別名（anvarthaparyāya, 隨義別名），つまり有漏法に対して適用
される名称あるいは概念であったことになる．これと同様に「勝義諦」
「世俗諦」も，同じ対象に対し，そ
の異なった側面に依拠して適用される概念であった．
そして「勝義諦」などの概念が適用される対象は，
「勝義として存在する対象」であると言われる．勝義
として存在するもの（paramārthasat，勝義有）とは，実体（dravya）である法を有部論書一般の通念で
は意味する．斎藤明［2010: 344–345］によれば，有部アビダルマにおける存在の構成要素たる諸法は「他
の実体から区別され独立して存在する」という「実体」の概念にふさわしい特徴を持つものとし，『倶舎
論』の二諦説にいう「勝義として存在するもの」とは実体としてある諸法である，という．斎藤氏が『倶
舎論』から読み取ったのと同様に，衆賢も実体たる法を勝義として存在するものとしていたと考えられ
る．このことは，後に（B）『順正理論』の『倶舎論』注釈部分を検討する際に再度確認する．
段落 A1 冒頭によれば，「勝義諦」「世俗諦」のみならず「四諦」もすべて勝義として存在する法に適用
されると考えられていた．衆賢がこのように「諦」と呼ばれる概念の適用対象を勝義として存在するもの
に限定する理由は，段落 A1 にある「勝義を欠くものは諦と名付けることはできない」という言明から推
測することができるだろう．つまり，
「諦（satya）
」という語は辞書的には「真実」
「事実」を意味し，
「勝
義（paramārtha）」は「究極的な対象」を意味する．この意味を勘案すれば，「勝義を欠くものは諦と名
付けることはできない」とは，
「真実（satya）
」は，それが対象のいかなる側面に関するものであるとして

*34

いて適用された特徴であり，その基体が物理的あるいは知的に分析されてしまえば，把捉されなくなるのである．
『鞞婆沙』（T 28, 472a–b）
，
『旧婆沙』
（T 28, 298b–c）
，
『新婆沙』
（T 27, 400a–b）
．
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も，究極的対象を的確に言い表すものでなければならない，さらに言えば，事実無根なものは真実とはい
えない，という趣旨を述べたものと解釈できる*35 ．
他方で，
「世俗（sam
. vr.ti）」は名（nāman）という「特殊な勝義」を指す，と段落 A1 において説明され
る．有部毘婆沙師によれば*36 ，名は音声あるいは文字とは別に存在し，それらに込められた意味を指示す
る機能を持つ心不相応行（cittaviprayuktasam
. skāra）であり，実体（dravya）として存在する法とみな
されていた．このことは，毘婆沙師たることを自認する衆賢*37 にとっても，同様であった．『順正理論』
（T 29, 413c–415c）において名を仮有（prajñaptisat）とする世親を激しく批判し，それが実体であるこ
とを強調している*38 ．したがって「世俗」と呼ばれるものは名という法である以上，それは勝義の一種
（「特殊な勝義」）であることになる．付言すれば，段落 A1 の最後で衆賢が行う「諸々の世俗であるもの
は必ず勝義でもある．勝義であるものには世俗でないものがある．つまり名を除いた他の実体である」と
いう勝義世俗の外延についての総括も，「世俗」と呼ばれるものが，実は法の一種であるという前提のも
とでのみ理解しうるだろう．
しかしながら名が勝義の一種でありながら「世俗」と名指されうる理由，換言すれば名にあると考えら
れた世俗としての性質は，上に引用した議論からは明確でない．というのも段落 A1 の記述によれば，名
は「言説活動を本質とする（sam
. vyavahārātmaka）から」「世俗」と呼べる，と説明されるのみだからで
ある．この一節から伺いうる衆賢の理解は，名は言語活動に関わるので「世俗」と呼べる，ということに
過ぎない．
ただしここで玄奘訳に見られる解釈を参考にすれば，名とその表示対象の関係が恣意的かつ慣習的であ
ることを衆賢は名の世俗性と考えた，と言えるかもしれない．玄奘訳文を見ると，名が「世俗」と呼ばれ
る理由の該当箇所は，「隨世俗情流布性故」とより踏み込んだ解釈を込めて翻訳されている．つまり玄弉
によれば，名には「世人の心情にしたがい」，すなわち使用者の恣意に従うのと同時に，「流布している」
，
すなわち言語慣習によって制約されているという性質がある．例えば，人がある四本足の動物を「犬」，
あるいは「dog」
，あるいは「ポチ」などと呼ぶ場合，それらの語（
「犬」
「dog」
「ポチ」など）のいずれを
適用するかは，使用者の恣意に任されている．それと同時に，恣意的に発された語が有意味であるために
は，語とその表示対象との関係が慣習的に広く認められていることが前提となる．仮に名が勝義の法とし
て存在するとしても，玄奘が理解するように，それが意味を伝達する際には使用者の恣意と言語的慣習と
いう周囲の状況から無関係ではいられないだろう．なお Cox［1995: 165–167］は，衆賢を含む有部毘婆沙
師が語とその表示対象との関係が慣習的（conventional）であり，恣意的（arbitrary）であると考えてい
*35

Dhammajoti［2009: 68］は，
『順正理論』の上記箇所における勝義が “absolute/highest sense”あるいは “absolute/highest
object”の両者を意味しているとし，「勝義空」を，諦が非存在ではなく固有の本質として存在するものであることを意味す

ると解釈した．
本論文は，氏の「勝義」の解釈を参考にしたものの，ここでは「諦」を述語的概念とみなしたため「勝義空」の解釈が異なる．
ただし本論文の解釈は，『順正理論』においてある特定の対象が「諦」として名指される，という理解を否定するものでは
ない．例えば我々の日常生活でも，「この四脚の物体は，机である」と知って，「四脚の物体」に「机」という概念を付す場
合，「机」という語でその指示対象である「四脚の物体」を名指すことができる．これと同様に，衆賢は本節本文中で述べた
ように「勝義諦」などをある具体的対象に対して適用される概念と考えたが，このことはある対象を「勝義諦」と名指しう
る，ということを含意しているだろう．
*36 有部における心不相応行の名については，水田［1977］
，横山紘一［1978］
，上杉［1979］
，Cox［1995: 159–171］
，浪花［2008:
213–232］など参照．
*37 『順正理論』
（T 29, 402a14–18; 495c21–22），
『顕宗論』
（T 29, 807b16–20）．
*38 『順正理論』
（T 29, 413c–415c）には，Cox［1995: 377-408］
による英訳がある．
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たことを指摘している*39 ．この Cox 氏の指摘を踏まえれば，玄奘が「言説活動を本質とする」という一
句を「隨世俗情流布性」と解釈したことは，衆賢の言語観と合致していると言ってよい．
衆賢の考えた名の世俗としての性質がいかなるものであれ，「勝義諦」「世俗諦」はすべて勝義たる対象
に適用され，しかも世俗は勝義の一種である，と彼が理解していたことは疑いない．この理解は，見方を
変えればすべての諦は勝義に付されることを意味する．では世俗諦が勝義諦と区別されて成立することは
どのように説明されるのか．衆賢は段落 A2 において，認識者の対象の把捉の仕方の違いによって二諦が
区別されると説明している．それによると，勝義として存在する諸法が個々に区別されることなく総体的
な特徴が把捉され，総体として表現される場合，その集合した諸法は「世俗諦」と言われる．一方で諸法
の個々の特徴が類的にあるいは個々の実体として把捉されるならば，その諸法は「勝義諦」と言われると
いう．衆賢の理解を色法の集合である瓶で例えるならば，色法の集合が総体的に「瓶」として把捉される
場合，その対象には「世俗諦」という概念が適用される．これに対し個々の色法について自相に依拠して
「色かたち（rūpa）
」あるいは共相に依拠して「苦」などと把捉されるならば，その諸法には「勝義諦」と
いう概念が適用されることになる．
勝義諦世俗諦が対象の把捉の仕方によって区別されるということは，二諦の設定は，対象を認識し，そ
の後に認識者が対象に概念を適用するという過程を背景としてなされる，ということである．ここまでに
行った分析をもとにすれば，二諦を設定する過程は次のように記述できる．つまり二諦の設定が行われる
対象はすべて，勝義として存在する法であり，その中には世俗ともいわれる心不相応行法の名を含む．そ
してその勝義を認識者が総体的に把捉する場合，対象に対して「世俗諦」という概念が適用される．これ
に対し類的あるいは個別的に把捉する場合は，「勝義諦」が適用されるのである．以上に記述した過程は，
次のように図示されよう．
類的実体的把捉

→

「勝義諦」を適用

↑

↓
勝義（世俗含む）

↓
総体的把捉

↑
→

「世俗諦」を適用

（B）
：
〈覚知〉と諦・有の設定
次に（B）
『倶舎論』の二諦説に衆賢が注釈を行う部分を引用する．ここでは上に示した二諦の設定の過
程の中に，三世実有説で見られた存在するもの（「有」）と〈覚知〉という概念が組み込まれていることを
確認することができる．【

】は引用者が付した段落番号である．

【B1】論曰：（1 諸和合物，隨其所應，總有二種性類差別：一可以物破爲細分，二可以慧析除餘法．
謂，且於色諸和合聚 (a 破爲細分，彼覺便無，名世俗諦，猶如瓶等．1）非破瓶等爲瓦等時，復可於中
生瓶等覺．a)（2 有和合聚雖破爲多，彼覺非無，猶如水等．(b 若以勝慧析除餘法，彼覺方無，亦世俗
*39

Cox 氏が挙げる典拠の中でも，特に『新婆沙』（T 27, 73a11–22; 73c15–26），『順正理論』（T 29, 413b17–22）参照．こ
れらの部分では，語がその表示対象（
「義」
）そのものでないこと，語と表示対象の関係が劫初の人間によって設定されて以来
慣習的に決定されていることが論じられる．
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諦．非水等被慧析除色等時，復可於中生水等覺故．

【B2】於彼 b) 物未破析時，(c 以世想名施設：
「爲彼」
．施設有故，名爲世俗．2）依世俗理説：
「有瓶」
等是實，非虚．名世俗諦．c) 如世俗理説：
「爲有」故．
【B3】(d 若物異此，名勝義諦．謂，彼物覺彼破不無，及慧析餘彼覺仍有，名勝義諦，猶如色等．如
色等物碎爲細分，漸漸破析乃至極微，或以勝慧析除味等，彼色等覺如本恒存．受等亦然．d) 但非色
法（3 無細分故，不可碎彼，以爲細分乃至極微．然可以慧析至刹那，或可析除餘想等法，彼受等覺如
本恒存．
【B4】(e 此真實有，故名勝義．e) 以一切時體恒有故．3）依勝義理説：
「有色」等，是實，非虚，名勝
義諦．如勝義理説：「爲有」故．
（
『順正理論』T 29, 666a9–28）*40
この引用文は世俗諦を論じる段落 B1, 2 と勝義諦を論じる段落 B3, 4 に分けることができる．両者はさ
らに〈覚知〉の生起を述べる前半部分（B1, 3）と，諦と存在するものを設定する後半部分（B2, 4）から
なる．ここでは論述の都合上，はじめに二諦の〈覚知〉の生起の部分（B1, 3）を，次に諦と存在するもの
の設定の部分（B2, 4）について訳を提示し，検討を加える．
以下に段落 B1, 3 の和訳を提示する（テクストは上述）．
【B1】論にいう．諸々の集合体には，その対応するものに従って，全体として二種の性質の区別
がある．第一には物体の破壊によって部分となりうるもの，第二は慧によって他の性質を析出する
ことができるものである．つまり，まず色の諸集合体が破壊されることによって部分となるとき，
その〈覚知〉がなくなるならば，世俗有*41 と名付ける．たとえば瓶などのように．瓶などを破壊
*40

（1）：’dir bcom pa ni ci rigs par rnam pa gnyis su dbye ste / cha shas dang rnam par dbye pa’o // blo chos
gzhan bsal na / der gang la gzugs bcom pas cha shas bcom pa ste sngar gyi blo mi ’jug pa de ni kun rdzob du
yod pa ste / dper na bum pa bzhin no //（TA P tho 347a6–7）
（2）：kha cig tu tshogs pa la tshogs pa las gzhan du bcom na snga ma’i blo nyid du ’jug pa ni dper na chu lta
bu’o // de la blos chos gzhan dang mthun pa gzugs dang dri dang reg bya dag bsal te ’di chu’o snyam du chu’i
blo mi ’jug pa de’i phyir rnam par ma bye ba na gyo mo’i gzugs la sogs pa rnams nyid la bum pa dang chu’i
’du shes su byed de / kun rdzob du yod pa de ni bum pa dang chu lta bu’o //（TA P tho 347a7–b1）
（3）：tshor ba la sogs pa la yang de bzhin du lta bar bya’o // cha shas med pa’i phyir de dag la cha shas tha
dad pa med pa’o // blos skad cig mar phye ba na ’du shes la sogs pa’i chos gzhan bas la yang tshor ba la sogs
pa’i rang bzhing gyi blo ’jug pas na / ’di don dam pa’i bden pa rtag pa ste / de rang bzhin gyis yod pa’i phyir
ro //（TA P tho 347b3–5）
［a］：yasminn avayavaśo bhinne na tadbuddhir bhavati tat sam
. vr.tisat / tadyathā ghat.ah. / tatra hi kapālaśo
bhinne ghat.abuddhir na bhavati /（AKBh Pr 334, 3–4）
［b］：yatra cānyān apohya dharmān buddhyā tadbuddhir na bhavati tac cāpi sam
. vr.tisad veditavyam / tadyathāmbu / tatra hi buddhyā rūpādı̄n dharmān apohyāmbubuddhir na bhavati / tes.v eva tu（AKBh Pr 334,
4–6）
［c］：sam
. vr.tisajñā(sic.) kr.teti sam
. vr.tivaśāt ghat.aś cāmbu cāstı̄ti bruvantah. satyam evāhur na mr.s.ety etat
sam
vr
tisatyam
/
（
AKBh
Pr
334,
6–7
）
. .
［d］
：ato ’nyathā paramārthasatyam / tatra(sic.) bhinne ’pi tadbuddhir bhavaty eva / anyadharmāpohe ’pi buddhyā tat paramārthasat / tadyathā rūpam / tatra hi paramān.uśo bhinne vastuni rasārhān(sic.) api ca dharmān
apohya buddhyā rūpasya svabhāvabuddhir bhavaty eva / evam
. vedanādayo ’pi dras.t.avyāh. / （AKBh Pr 334,
7–9）
［e］：etat paramārthena bhāvāt paramārthasatyam /（AKBh Pr 334, 9–10）

*41

『順正理論』玄奘訳文によれば「世俗諦」
．玄奘訳『倶舎論』にある並行文も「世俗諦」であるが，サンスクリットテクスト
では “sam
vr
tisat
（世俗有）
”
となっている．
『倶舎論』安慧釈の並行文も世俗有（kun rdzob du yod pa）を支持するので，
. .
ここでは世俗有と理解した．
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して陶片とするとき，それについて瓶などという〈覚知〉を生じることはない．ある集合体は，破
壊して多くの〔部分〕にしてもその〈覚知〉がなくならない，たとえば水などのように．もし勝慧
によって他の法（要素）を析出してはじめてその〈覚知〉がなくなるならば，〔それ〕もまた世俗
有*42 と名付ける．水などは慧によって色かたちなどを析出されるとき，それについて水などの〈覚
知〉がふたたび生じ得ないからである．
【B3】もし〔ある〕物がこれと異なるならば，勝義諦と名付ける．つまり，その物の〈覚知〉が
それの破壊によってなくならず，慧によって他〔の要素〕を析出してもその〈覚知〉が存在してい
るならば，勝義有*43 である．色などのように．たとえば，色などの物は破砕して部分とし，徐々
に極微に至るまで破壊しても，あるいは勝慧によって味などを析出されても，その色などの固有
の本質についての〈覚知〉は存在するに他ならない*44 （svabhāvabuddhir bhavaty eva）．受など
も同様である．ただし色でない法には部分がないので，それを破砕して極微までの部分にするこ
とはできない．しかし慧によって刹那に至るまで〔時間的に〕析出しえても，あるいは他の想な
どの法を析出しえても，その受などの固有の本質についての〈覚知〉は存在するに他ならない*45
（svabhāvabuddhir bhavaty eva）．
衆賢によれば，〈覚知〉の対象は，それを破壊することでその対象の〈覚知〉が失われるもの，その要
素を知的に析出することによってその対象の〈覚知〉が失われるもの，破壊あるいは要素を析出しても
その対象の〈覚知〉が失われないもの，という三種に分類される．そして前二者の場合に〈覚知〉の対
象は世俗有，第三の場合に勝義有とされる．つまりこの引用文の主題は，ある〈覚知〉の対象が世俗有
（sam
. vr.tisat）か勝義有（paramārthasat）かを識別する基準であり，そのために対象からの〈覚知〉の生
起の可否が三種に場合分けされる．その一方で，対象から〈覚知〉が生起する過程に焦点をあわせると，
三つの場合のいずれにも先に検討した勝義とその把捉という構造を見出すことができる．
まず〈覚知〉を生じる対象の具体例とされるのは「色の諸集合体」
，
「集合体」
，そして「色など」と「受
など」であった．これらはいずれも実体たる法であり*46 ，先に検討した段落 A1, 2 における勝義（究極的
対象）に対応すると言ってよいだろう．他方，これらに対して生じる〈覚知〉は「瓶などという〈覚知〉
」
，
「水などの〈覚知〉」
，そして色あるいは受の「固有の本質についての〈覚知〉
（svabhāvabuddhi）」と言わ
れていた．瓶あるいは水などの〈覚知〉は，その対象（勝義）である色を総体的に捉えるもの，色などの

*42
*43
*44
*45
*46

なお玄奘訳『倶舎論』の二諦説において，サンスクリット本の paramārthasat, sam
. vr.tisat の-sat が「有」と訳された例は
なく，省略されるか，
「諦」と訳されている．以下の部分でも『倶舎論』との対応から-sat が予想される箇所は「有」と訳した．
玄奘訳文では「世俗諦」．注*41 参照．
玄奘訳文では「勝義諦」．注*41 参照．
『倶舎論』並行文にもとづく訳．玄奘訳文に従えば「その色などの〈覚知〉は本来のまま恒常的に存在している」．
安慧釈並行文を参考にした訳．玄奘訳文に従えば「その受などの〈覚知〉は本来のまま恒常的に存在している」
．注*44 参照．
衆賢は『順正理論』二諦説中で世親批判を行わず，
『倶舎論』への増補を行うのみである．そのため二諦説に関する世親と衆
賢との理解の相違は明確でない．しかし存在論に関して理解を異にしていた世親と衆賢が，存在論に関わる二諦説に同じ理
解をしていた，と解釈するには詳細に両者の所説を比較検討しなければならない．本章は衆賢の存在認識過程を明らかにす
ることを主題とするため，この問題に立ち入らない．ここでは〈覚知〉
（buddhi）が生じる対象についての理解が世親と衆賢
とで異なっていた可能性を指摘するに留める．『倶舎論』で世親は，buddhi を生じる対象を vastu とのみ表現し，それが法
であるか否かを言及しない．この点は『雑心論』の二諦説とも共通している（張［1995: 132; 134］参照）
．一方衆賢は，本文
中で述べたように〈覚知〉の対象を実体たる法として積極的に言及している．この相違は，認識される以前に対象が法，つま
り svalaks.an.a を保つものでありうるか否かに対する世親と衆賢との態度の違いを表しているのかもしれない．
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覺は，勝義をそれ自体の性質にもとづいて類的あるいは実体的に捉えるものである．したがって段落 B1,

3 では，実体たる法から〈覚知〉が生じるという共通構造が述べられており，それは段落 A1, 2 で解説さ
れた勝義（究極的対象）の二種の把捉に相当すると考えられる．
さらに『倶舎論』安慧釈における並行文をみると，衆賢がここで述べている〈覚知〉の性質をより厳密
に特定できる．安慧釈並行文において，先に言及した「水などの〈覚知〉（水等覺）」は「『これは水であ
る』という水の〈覚知〉
（’di chu’o snyam du chu’i blo）
」と表現される*47 ．つまり安慧釈から得られる並
行文によれば，水の〈覚知〉とは，単に水の表象が意識に浮かぶことを意味するのではなく，経験したも
のに対してそれにある水という性質を認知することを意味する．なお二諦説の議論ではないものの，『順
正理論』において〈覚知〉が同様の性質を持つことが言及されている例がある．つまり前節で論じた無所
縁心論争において，回転する松明に対し輪を認識する際，その〈覚知〉の内容を「輪である」という文の
かたちで表現する例を見出しうる*48 ．したがって衆賢自身にとっても〈覚知〉とは，認識対象について
それが何であるかを認知するものであり，その内容が「これは X である」という文の形で表現されるも
のであったと考えられる．
以上を総合すれば，段落 B1, 3 で述べられる，〈覚知〉による勝義有世俗有の判別は次のように言い換
えることができよう．まず〈覚知〉を生じる対象（勝義）とは実体たる法である．この法に対し，「これ
は X である」というようにその対象の性質を認知する〈覚知〉が生じる．この「X である」の「X」が対
象を総体的にとらえたものならば，その対象は世俗有とされ，
「X」が対象を実体的類的にとらえたものな
らば，その対象は勝義有とされる．
さらに衆賢は段落 B2, 4 において，ある〈覚知〉を生じた対象が世俗有，勝義有とされるということが
具体的にどのような事態を示しているのかを論じている．以下に，該当箇所の和訳を提示する（テクスト
は上述）．
【B2】そのものが未だ破壊あるいは分析されていないとき，〔その対象に〕世俗の名辞が設定さ
50
れる*49 （sam
. vr.tisam
. jñā kr.tā）．設定された存在であるので，世俗有* と名付ける．世俗によっ

て*51（sam
「瓶がある」と説くことは真実（satya）であって虚妄でないので，世俗諦と
. vr.tivaśāt）
名付ける．たとえば，世俗によって（*sam
. vr.tivaśāt）「存在するものである」と説く〔のと同様〕
であるから．
【B4】この真実の存在が勝義諦*52 である．すべての時に本体が常に存在しているのであるから．

*47

*48

*49

*50
*51
*52

水の〈覚知〉の内容を「これは水である」と表現することは，『倶舎論』安慧釈サンスクリット写本でも支持される．松
田［2014b: 385］
参照．
旋火輪覺理亦應然．謂，輪覺生，非全無境．即火 [火*曹] 色速於餘方周旋而生，爲此覺境．然火 [火*曹] 色體實非輪，而覺生
時謂：「爲輪」者，是覺於境行相顛倒．非此輪覺縁無境生．
（
『順正理論』T 29, 623b13–17）
『順正理論』玄奘訳文によれば「世俗の名辞によって「それである」と設定する（以世想名施設：
「爲彼」
）
」と理解すること
ができる．この玄奘訳文も，〈覚知〉を生じた対象に対し世俗の名称が設定される，という内容を述べるものの，諸概念の格
関係が不明瞭である．そこでこの一節は『順正理論』玄奘訳文によってではなく，『倶舎論』および『倶舎論』安慧釈の並行
文（松田［2014b: 385］
参照）から想定される “sam
. vr.tisam
. jñā kr.tā”にもとづいて訳を与えた．
玄奘訳文では「世俗」．注*41 参照．
『倶舎論』から想定されるサンスクリット原語による訳．『順正理論』玄奘訳によれば「依世俗理」
．
玄奘訳文では「勝義」とあるが，『倶舎論』並行文に依拠して「勝義諦」と読んだ
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勝義によって（*paramārthavaśāt*53 ）
「色がある」などと説くことは真実であって，虚妄ではない
ので，勝義諦と名付ける．たとえば勝義によって（*paramārthavaśāt）「存在するものである」と
説く〔のと同様〕であるから．
先に明らかになった衆賢の二諦理解を参照するならば，この段落 B2, 4 で述べられる諦と有の設定は，次
のように解釈することができよう．まず世俗の場合について瓶を例とすると，勝義（究極的対象）たる色
法の集合を認識対象として「これは瓶である」という〈覚知〉が生じる．このとき対象たる色法には「瓶」
という世俗の名称（sam
. vr.tisam
. jñā），つまり心不相応行である名（nāman）が設定されている（kr.tā）．
この設定された名称ゆえに（
「依世俗理」
，sam
. vr.tivaśāt），我々は「瓶がある（「有瓶」，ghat.o ’sti）」と言
うとしても，その言明は真実（satya）となる．ゆえに，その〈覚知〉を生じ，
「瓶」という名称が設定され
た対象について「世俗諦」という概念を適用することができる．そしてこの世俗諦の設定と同様に，存在
するもの（
「有」
，*sat）も設定される．つまり「瓶である」などの〈覚知〉を生じた対象に「存在するもの
（「有」，*sat）である」という判断を下せるので，それに対し「世俗有」という概念を適用できる*54 ．他
方，勝義諦，勝義有の設定は次のように説明できよう．色法を認識する場合を例とすると，勝義たる色法
を認識対象として「これは色である」という，固有の本質についての〈覚知〉
（svabhāvabuddhi）が生じ
る．このとき〈覚知〉の究極的対象（勝義）に依拠して（*paramārthavaśāt）「色が存在する（「有色」,

*rūpam asti）」という言明は真実（*satya）であるので，その対象に「勝義諦」という概念を適用するこ
とができ，また同様に「勝義有」とすることもできる．
この解釈によれば，衆賢は二諦説において性質判断から存在判断が導かれるという過程を述べていると
理解することができよう．ある勝義（究極的対象）を把捉することで生じる〈覚知〉は，その対象が何も
のであるか，つまりその対象の性質を判断する．この性質判断に依拠して，対象に対してそれが何として
存在するかが判断され，その対象を指して「X が存在する（／ X は存在するものである）」という存在の
言明が可能となるのである．衆賢の二諦説が背景とする性質判断と存在判断との過程は，色という対象に
「瓶だ」あるいは「色だ」と理解する場合を例として，次のように図示することができる．
性質判断
〈覚知〉：
「これは色だ」

存在判断
→

類的実体的把捉↑

勝義諦，勝義有と判断
↓言明：「色が存在する」

色（勝義）
総体的把捉↓
〈覚知〉
：「これは瓶だ」
性質判断

*53

↑言明：「瓶が存在する」
→

世俗諦，世俗有と判断
存在判断

注*51 において，「依世俗理」のサンスクリット原語を『倶舎論』に依拠して “sam
. vr.tivaśāt”と想定できることを述べた．
この箇所も，主題が勝義についてであるものの，文脈を同じくしているので，同様に類推した．
*54 「世俗有」と名指されるもの（たとえば「瓶」など）は名称としてのみの存在にすぎず実体を伴わない，という理解は，少な
くとも『順正理論』においてはあてはまらない．上座の二諦説理解を反論する際（
『順正理論』T 29, 666b27–c8）
，世俗有で
ある「如来」
「命者」
「有情」などは基体たる色法と同一でも別異でもないと述べる．ここからは世俗有が単なる名称のみでは
なく，名称の基体をも指す概念であるという衆賢の理解を読み取ることができるだろう．本章注*15 参照．
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1.3.3 〈覚知〉による存在判断：性類と有
先に，衆賢の「対象となって〈覚知〉を生じるもの」という存在の定義に二つの意味があることを考察
した．第一に無を対象とする認識が不可能であることを意図して，存在するものである認識対象から〈覚
知〉が生じるという，存在論的な意味，第二に過去未来に対し存在すると判断しうることを意図して，
〈覚
知〉を生じた認識対象こそが存在するものである，という認識論的な意味である．
存在の定義に込められた衆賢の二種の存在理解は，上に示した二諦説の背景にある存在認識の過程の中
に位置づけうる．つまり勝義たる対象からそれが何であるかを知る〈覚知〉が生じる過程は彼の定義の第
一の意味に，
〈覚知〉にもとづいてその対象に「諦」あるいは「有」という概念を適用する過程はその第二
の意味に対応している．したがって衆賢は，対象の性質判断である〈覚知〉の後にその対象を存在するも
のと判断する，という存在認識の過程を念頭に置き，彼の存在論を展開したと結論しうる．
しかしここまでに検討した存在の定義と二諦説の記述のみからは，衆賢の存在認識過程にあるいまだ不
明な点を指摘できよう．存在の定義で述べられた〈覚知〉と存在するものの二種の関係は，二諦説の議論
によれば一連の過程として連結して理解することが可能なものであった．しかし対象から生じた〈覚知〉
によってその対象が存在するものであると判断することができるためには，対象の性質についての判断が
存在についての判断へと必然的に結びつく理由が示されねばならない．つまり，性質判断によって存在判
断が可能であると衆賢が考えた根拠が明確でない．
その根拠は，三世実有説中で論じられる体同性別と呼ばれる議論に見出される．体同性別とは，『順正
理論』「弁随眠品」の三世実有説中で論じられる法の構造分析であり，存在の定義と並ぶ衆賢の存在論と
して重視されている*55 ．この議論の主題は，過去未来が「存在する」ことと現在が「存在する」ことの区
別を論証することにあるが，その論証のために，法が体相と性類という二つの要素へと分析され，さらに
性類と存在（「有」
）の関係が論じられる．以下に該当箇所を引用する．
又非已滅及未已生可得説言：
「同現實有」．以如是理蘊在心中應固立宗：「去來定有」．諸有爲法歴三
世時，體相無差，有・性寧別．豈不現見有法同時體相無差而有・性別．如地界等内外性殊，受等自
他樂等性別．此性與有理定無差．性既有殊，有必有別．由是地等體相雖同，而可説爲内外性別，受
等領等體相雖同，而可説爲樂等性別．又如眼等在一相續清淨所造色體相同，而於其中有性類別，以
見聞等功能別故．非於此中功能異有，可有性等功能差別．然見等功能即眼等有．由功能別故，有・
性定別．故知諸法有同一時體相無差，有性類別．既現見有法體同時體相無差，有性類別；故知諸法
歴三世時體相無差，有性類別．如是善立對法義宗．（
『順正理論』T 29, 625a17–b2）
【訳】またすでに滅したものといまだ生じおわっていないものとについて「現在と同じように存在
する」と言うことはできない．次のような道理が念頭にあるなら「過去未来が必ず存在する」とい
う主張を確立するはずである．諸有為法が〔過去現在未来という〕三世を移行するとき，体相に差
異はないものの，存在（*sat）と性類にむしろ区別がある．どうしてある法が同一時に体相に差異
がないものの，存在と性類が別であることを観察しないのか〔，必ず観察する〕．たとえば，地界

*55

青原［1986b: 77］等参照．
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などに内外といった性類の差異があり，受などに自〔己のものか〕他〔者のものか〕
，楽〔・苦・不
苦不楽〕などの性類の区別がある．この性類と存在とは，道理として決して違いがない．性類に差
異があるからには，存在にも必ず別異がある．これゆえに，地などという体相は同一であっても，
内外などの性類が別だと言うことができ，受などは経験（*anubhava）などの体相が同一であって
も，楽などの性類が別であると言うことができる．さらに，たとえば眼などが同一相続にあって，
清浄（*prasāda）な所造色であるという体相が同一であるとしても，その中で性類の区別がある．
見る，聞くなどという功能（*sāmarthya, *śakti）が別であるからである．この場合，功能と存在
が別異であることはなく，性類は特定の功能と等しく存在しているはずである．そうであるなら
ば，見るなどの功能はそのまま眼などの存在であり，功能が区別されることによって，存在も性類
も必ず区別される．したがって，諸法において同一時に体相が別異でないことがあっても，性類に
区別があると知る．ある法体が同一時において体相に差異がないとしても性類の区別があることを
観察したからには，諸法が三世を移行するとき，体相に差異がないとしても，性類の区別があると
知るのである．このようにアビダルマの意味と主張をよく確立するのである．
衆賢がこの引用文中で行っている議論を理解するためには，特に性類（*bhāva*56 ）という概念の意味
を知る必要がある．性類という概念は『順正理論』中でしばしば言及されるものの，三時の区別に関する
法救（Dharmatrāta）説とそれに対する衆賢の解釈が特に示唆的である．
三世実有説を説く婆沙論以降の有部論書では，三世がいずれも存在するものでありながら，過去現在
未来が区別される理由について，法救・妙音（Ghos.aka）・世友（Vasumitra）・覚天（Buddhadeva）と
いう四人の論師の説が引用される．その一つである法救説は，bhāva の変化によって法が三世を移行す
ることを説明する．たとえば金の器が金という同一の本質を保ちながら別の形に作り変えられるように，
「同様に法も，未来世から現在世に至りつつあるとき，未来であること（anāgatabhāva）を捨てるが，実
体であること（dravyabhāva）を〔捨て〕ない」*57 ．つまり，法が三世の移行に伴い「未来であること
（anāgatabhāva）」などといった性質，換言すればその法が何であるかを変化させつつも，法そのものの
同一性は保たれる，という*58 ．三世実有説を説く有部論書においては通常，法救説はサーンキヤに等し
い説として排斥され，世友説が正統とされる．
しかし衆賢は，法救説を世友説と同内容の正統説と評価する．彼によれば，法救説は「ただ，諸法が世
（adhvan）において活動するとき，体相が同一であるとしても性類が異なることを述べるのであり，これ
（性類）は尊者世友のいう分位（avasthā）と同じことである*59 」という．つまり衆賢は，自身のいう性類
と法救の bhāva は等しい概念であり，それらはさらに世友の言う分位（avasthā）とも同内容であると理
解していた．
衆賢が法救説に対して下した評価を逆に言えば，衆賢のいう性類は法救の bhāva，つまりある法が何で
*56

本章注*61 で引用した Tattvasam
. grahapañjikā の衆賢説要約文で，性類に該当する語は dharma であるが，『順正理論』
では諸法の性類を問題として論じており，この文脈における性類の原語が dharma であったとは想像しがたい．ここでは本
文中でも触れた，法救説の類（bhāva）を衆賢が性類と解釈する一節に従い，bhāva と還元した．

*57

evam
. dharmo ’py anāgatād adhvanah. pratyutpannam adhvānam āgacchann anāgatabhāvam
. jahāti na
dravyabhāvam /（AKBh Pr 296, 12–13）
Dhammajoti［2009: 136–137］参照．氏は，上記法救説の他『順正理論』三世実有説の記述（T 29, 630b; 633a）をもと
に，bhāva を svabhāva が必ずそれを伴って存在するような，特定の存在様態（“mode of being”）であると解釈している．
但説諸法行於世時體相雖同，而性類異，此與尊者世友分同．（
『順正理論』T 29, 631b8–10）

*58

*59
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あるかの何に相当する，法のあり方*60 のことであったと考えることができる．衆賢のいう性類が法のあ
り方を指すと考えると，上の引用文で衆賢が行う論述は次のように整理することができよう．
法のあり方たる性類は，具体的には苦楽，内外，過去現在未来という内容を持ち，法を構成するもう
一つの要素である体相（*svarūpa*61 ）と区別される．体相とは，たとえば受（vedanā）の本質が経験
（anubhava，「領」）であるように*62 ，その法をその法たらしめる定義的特質である．それは，苦楽など
の様々な性類によって限定されるとしても，それらの性類の基体*63 として変化することがない．そして
このように性類と体相を区別するとき，諸法の存在（「有」，*sat）は性類と不可分の関係に位置づけら
れる（「此性與有理定無差」）．つまり，ある体相に属する「X であること」という性類は，ある法が X
として存在していることと切り離すことができない．たとえば，ある経験（anubhava）が苦であること
と，苦が存在することは表裏一体となっている．さらに性類と存在とは，法の様々なはたらきを意味する
功能（*sāmarthya, *śakti*64 ）とも不可分である．つまりその法のはたらきと連動して，ある法が何で
あるか，何として存在するかが決定されることになる．衆賢が挙げる眼の例を用いるならば，ある浄色
（rūpaprasāda）に「見る」という功能があることと，その浄色は眼であることと，眼があることは分かち
がたく結びついている*65 ．
さて引用文冒頭によれば，体相と性類との区別および性類と存在との不可分性が，過去未来の「存在」
と現在の「存在」との区別を知るための根拠であると衆賢が位置づけていることは明らかである，しかし
彼の議論は唐突に終了しており，この根拠によって三世の存在が区別される論証の過程が明示されること
はない．しかしここで提示される根拠と結論との内容に鑑みれば，その論証はおよそ次のようなもので
あったと考えられる．つまり我々が同一の体相を保持する法に対して「過去未来である」という性類と

*60

福田［1988a: 60–61］は，法救説を参考にしつつ性類という概念を「固有な法の「在り方」」であり，現在において発揮され
るものと理解した．本論文では「性類」を解釈するにあたり福田説を参考にしたものの，そのまま採用せず，法の存在様態一
般と解した．というのも本文中で引用した『順正理論』の記述および法救説によれば，「過去であること」「未来であること」
それ自体をも性類の一種と見なさざるをえない．しかし性類を現在において発現される法のあり方とする福田解釈によって
は，「過去性」
「未来性」を位置づけることは困難であろう．
*61 玄奘訳有部文献中にある「體相」の用例中でサンスクリットが判明するものは少なく，また対応語も定まっていない．
Cox［2004: n. 67. See also 576–578; n. 54］によると，玄奘訳『倶舎論』には「體相」の用例が 6 例あるものの，サンスク
リット対応語があるものはそのうち 2 例に限られる．そしてその 2 例の原語はそれぞれ dravya と svarūpa であるという．
また，加藤［1985: 497］，青原［1986c: 35］
，福田［1988a: 58–61］参照．
ここでは，これらの先行研究も指摘する Tattvasam
. grahapañjikā の “Traikāryaparı̄ks.ā”にあらわれる衆賢説の要約文で
の用語にもとづき想定した．当該要約文は，以下の通り．“svarūpād vyatirikto ’pi viśes.ako dharmo dr.s.t.ah., yathā —

sapratighatvādih. pr.thivyādı̄nām / te hi padārthatvenāviśis.tā api sapratighā apratighāh., sanidarśanā anidarśanā
iti svarūpād vyatiriktair dharmair viśis.tāh. pratı̄yante, tadvat kāritren.āpi dharmah.” iti /（TSP 620, 12–15）
なお安慧の Pañcaskandhakavibhās.ā （Kramer［2013: 95, 2ﬀ.］
）ではアーラヤ識の存在論証の中で三世実有説批判が展開
される．その中で第一に引用される三世実有論者の説は，bhāva の svarūpa は変化しないものの，kāritra の点で三世の区
別がある，というものである．これを衆賢説と断定することはできないが，三世を経ても変わることのない本質を svarūpa
と呼ぶ点で，Tattvasam
. grahapañjikā と一致していよう．松田［2010］参照．
*62 vedanānubhavah/ [AKK I.14c]（AKBh E 15, 22）など参照．
.
*63 衆賢は，諸法は自性（svabhāva）を包摂（samgraha）する基体であるという．
『順正理論』
（T 29, 343a）参照．また ADV
.
（J 8, 11–9, 10）
．
*64 功能のサンスクリット原語想定根拠については，青原［1986c: 30–34］
参照．
*65 同様の指摘は佐々木［1974: 155–163］
によってもなされている．しかしながら佐々木氏の論述はインド哲学の一般論あるい
は sat の語義などを根拠とするものであり，『順正理論』の記述に沿った実証的なものでない．そこで本論文では，『順正理
論』に直接そって再説した．
なお Cox［2004: 577–578］
は，因果論的観点から衆賢の性類と〈有〉について論じている．

1.4 〈覚知〉の意味

39

「現在である」という性類とを区別していることが，一般に受け入れられる事実として*66 暗に了解されて
いる．それを前提として，性類と存在とが不可分である以上，その法の過去未来としての「存在」と現在
としての「存在」とが区別される，と導出されるのである．
ここでいう性類と存在との不可分性と，衆賢の存在の定義とを比較すると，両者がある同一の事態を異
なった側面から論じていることが分かる．〈覚知〉を生じる対象は存在するものであるとする存在の定義
は，認識者がある認識対象に対して「これは X である」という〈覚知〉が生じた場合，その認識対象に
「存在する」と判断することを可能にしていた．したがって存在の定義とは，ある法が何ものかであるこ
と（
「X である」という〈覚知〉を生じること）と何ものかとして存在すること（
「X がある」という判断）
とを，認識者の観点から結びつけるものであった．これに対し性類と存在の不可分性は，法を存在論的に
分析してえられるあり方（性類）と存在（有）とが不可分であることを言う．つまり性類と存在の不可分
性とは，ある法が何ものかであることと何ものかとして存在することとを，認識対象たる法に観点をおい
て結びつけるものであった．
したがって，先に確認した衆賢の存在認識過程は認識対象たる法の存在論的構成と軌を一にしていると
言ってよい．しかしながら，法の存在があり方と不可分であるから〈覚知〉による存在判断が可能とされ
るのか，逆に〈覚知〉による存在判断が可能であるからこそ法の存在があり方と不可分であるのか，衆賢
の思考の方向性は判断しがたい．いずれにせよ，一般的に言って，我々の経験世界の中に何ものでもなく
存在するものは見出すことができず，すべてのものは必ず何かとして存在する．認識の観点から言うと，
我々の認識はいかなる性質も持たない存在するものを捉えることができず，認識しうるのは何者かである
ものだけである．このような「である」と「存在する（がある）
」の不可分性を背景として，衆賢が自身の
存在論，存在認識過程を組み立てていると言うことができよう．

1.4 〈覚知〉の意味
1.4.1 『順正理論』の〈覚知〉の意味をめぐる問題
以上の考察を踏まえれば，衆賢の念頭にあった存在認識過程において〈覚知〉
（
「覺」
，*buddhi）が重要
概念であったことは明らかである．〈覚知〉は，究極的対象（勝義）たる法を総体的あるいは類的実体的
に把捉することによって生じる．〈覚知〉の内容は，典型的には「これは瓶である」という文で表わされ，
それによって認識対象の性質に対する判断が行われる．そして〈覚知〉にしたがって「存在する」という
判断が下される．
このように存在判断に直結する〈覚知〉は，衆賢によって特定の心的現象と考えられていたようであ
る．このことは第 1.2.4 節で引用した無所縁心論争の一節から窺うことができる．直接関係する箇所の和
訳のみ，再度引用する．
そもそも「非存在」という語は，本体が完全に無であることを意味する．無は自相共相を決定的に
逸脱している．どうして〔無が〕
〈覚知〉の対象あるいは識（vijñāna）の対象と名付けられようか．

*66

三世実有説を批判する世親も，
「存在した」
「存在している」
「存在するだろう」という三時制が区別されることは承認してい
る．『倶舎論』
（Pr 299, 21–25）参照．
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もし，「そのまま無が〈覚知〉と識の対象である」と言うならば，そうではない．〈覚知〉と識には
かならず対象があるからである．つまり，すべての心心所法はただ自相共相のみを対象とし，完全
な無である法を対象として生じない．（『順正理論』T 29, 622b23–26 和訳）
衆賢はここで〈覚知〉と識（*vijñāna）という二つの概念を並列し，区別して用いている．このことから，
衆賢にとっても〈覚知〉が識一般とは区別されるような，特定の認識を指すものとみなされていたことが
推定される．
〈覚知〉は重要概念であり，しかもそれを衆賢が限定した意味で用いていることが推測されながら本論
文でこれまで論じてこなかったのは，〈覚知〉の意味を特定する上でいくつかの問題があるからである．
このことは第 1.2.2 節で簡単に触れたが，再度詳細に確認しておきたい．第一には，「覺」という玄奘訳
語上の問題を挙げることができる．『倶舎論』のサンスクリット文と玄奘訳との対比から「覺」という語
は，buddhi の他にも buddha, bodhi, prabuddha, mata, sparśa などの訳としても用いられることが知
られている*67 ．そのため玄奘訳でのみ完本が残る『順正理論』において「覺」という語があらわれたと
しても，『倶舎論』との対応関係が見出されない場合，それが buddhi を意味する用例とあつかえるかど
うか不明な場合も多い．第二の問題は，buddhi を意味するであろう「覺」にも用法上の揺れがあること
である．『倶舎論』との対比から buddhi を意味することが明確な「覺」あるいは「覺慧」の用例の中に
も，分析知，思考力などを意味する，存在認識過程にいう〈覚知〉と同一と判断しがたい例*68 がしばしば
見られる．このような用法上の揺れは，buddhi が衆賢ら論師たちにとって定義されて用いられた術語で
はなかったことを予想させ，意味の特定を困難にする．第三の問題は，存在認識に見られるような「覺」
を直接説明する有効な記述が見出されないことである．「瓶等覺」などといった，ある対象に対する認識
を意味する「覺」に限定して用例を収集しても，その「覺」が何であるかを直接説明する箇所は『順正理
論』，
『顕宗論』の中には見出されない．また周知のように*69 有部アビダルマ論書では経験世界の諸事象
を法（dharma）の因果関係へと還元して論じる傾向があるため，
「覺」も特定の法を指している可能性が
高い．しかしそれを何らかの法に同定する記述も，やはり見当たらない．さらに『倶舎論』など周辺文献
においても，三世実有説や二諦説などで buddhi（「覺」）という語の用例はあるものの，やはりその意味
に言及しない*70 ．
おそらくは「覺」という語に関するこのような資料状況のためであろう，管見によれば，「覺」の語義
を論じた先行研究は未だ現れていない．衆賢の存在論に言及する諸研究の多くは「覺」に言及するもの
の，それに idee, cognition, 認識，知識，知などの訳語を与えるにとどまっている*71 ．ただ佐々木現順氏
*67

詳細は平川［1973–78: vol. 2, 73–74］
参照．
たとえば，
「謂此極微更不可以餘色覺慧分析爲多．
」
（
『順正理論』T 29, 383c11）など．このような意味での「覺（慧）
」は，
二諦説で現れる（第 1.3.2 節参照），水から色などを析出するはたらきを持つ分析力としての「慧（buddhi）」に近い意味で
あろう．また衆賢は「上座」を批判する際に，上座の「覺慧」が衰えてしまっていると非難することがある（「然彼上座覺慧
衰微，於無過中妄興過難．」(同論 461a9–10）など）
．この場合の「覺慧」も同様の意味と考えられる．
*69 Rosenberg［1924］
以来，この思想傾向とその背景にある法の体系は，近現代の学者によって「法の理論」と一般に呼ばれて
いる．櫻部他［1996: 56–57］
など参照．
*70 なお『光記』は，
『倶舎論』
（Pr 300, 15–16）にいう buddhi に対し「すべての覚というのは，心心所である（一切覺者謂心
心所）」（T 41, 313b21）という注釈を与えている．しかしこの注釈では buddhi がなんらかの心心所法を指すという以上の
ことを理解し得ない．
*71 衆賢の存在の定義に言及する諸研究が buddhi に与える訳語は以下の通りである．なお，佐々木現順氏の理解については本
文参照．
*68
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の一連の著作*72 のみにおいて「覺」の意味が論じられるものの，「覺」は何らかの対象に対して生じる，
感官知と概念的把握の両者である，というごく大略的な解説がなされるに過ぎず，またその典拠も示され
ない*73 ．
本節では，衆賢の存在認識過程における〈覚知〉の意味を考察する．しかし結論から言えば，筆者も今
回の考察によって〈覚知〉の意味を特定するに至らなかった．むしろ衆賢のいう〈覚知〉には，存在論の
文脈に限定しても意味上の揺れがあるようにさえ思われる．ここでは〈覚知〉の意味を明確に論じること
が期待されているだろうが，今回は〈覚知〉の意味に揺れがあることを以下の手順で説明するに議論を留
め，今後の研究の進展を待つこととする．まず『順正理論』「弁本事品」（T 29, 374b–375a）に見られる
直接知（現量，pratyaks.a）に三種あるとする説（以下「三現量説」）を資料として，そこで言及される現
量覚（*pratyaks.abuddhi*74 ）の性質を明らかにする．現量覚は有部の法体系との関係が最も明確な「覺」
の用例であり，その性質をある程度特定することができる．次に同論「弁随眠品」の三世実有説で言及さ
れる〈覚知〉の用例と現量覚とを照合する．そしてその両者の性質が一致する例と一致しない例とがある
ことを指摘し，衆賢の認識論と〈覚知〉という概念に研究の余地があることを示す．

1.4.2 三現量説における現量覚
衆賢は三現量説を『順正理論』中で二度言及する．三種とは，依根現量（*indriyapratyaks.a*75 ）
・領納
現量（*anubhavapratyaks.a）
・覚了現量（あるいは覚慧現量, *buddhipratyaks.a）である．他の有部論書
において関連する議論が見出されていないため，三現量説が形成された思想史的経緯は明らかではないも
のの，衆賢がそれを承認していることは出現箇所の文脈上疑いない．『順正理論』において三現量説が出
現する箇所は，第一に「弁本事品」
（先述）
，第二に「弁智品」
（T 29, 735c–736a）である．第二の「弁智
品」における記述は，類智が現量か比量（anumāna）かを論じる部分にあたり，それらの差異に焦点を当
てた論述がなされるものの，本節の問題である〈覚知〉（現量覚）の生起過程については言及がない．そ
のためここでは「弁本事品」での記述に絞って検討を行い，「弁智品」のそれは参考に留める．
なお衆賢の三現量説については，いくつかの先行研究がある．宮下［1983: 100; fn.49］は『倶舎論』
「智
品」安慧釈の一部を和訳し，そこに三現量説の並行文があることを指摘した．その他に YaoZhihua［2005:

86–89］，Dhammajoti［2009: 272; 276–277］，吉田哲［2011］などの研究がある．しかしながらこれらは

*72
*73

Idee ：Poussin［1936–37: 28］．Cognition：Cox［1988: 47］，Cox［2004: 576］，Dhammajoti［2009: 69］．認識：宮
下［1994: 105］，秋本［2002: 27–28］
．知識：梶山［1983: 27］
．知：桂［2015: 20］
．
佐々木［1958: 361–362］，佐々木［1969: 25–28］，佐々木［1974: 156; 163–166］．

氏の〈覚知〉に対する理解は二点にまとめることができるだろう．第一は，〈覚知〉は認識対象を捉えるということである．
氏はこのような〈覚知〉を「客体を認識する意識」
「その領域に来るものに対して直接的に働きかけて行く意志的作用」
（共に
佐々木［1974: 164］）と表現している．第二は，〈覚知〉には感覚的知覚のみならず何らかの概念的把握の作用があるという
ことである．氏の表現によれば，
〈覚知〉は「境に触発せられて表象を作ってゆくところの力」
（佐々木［1958: 361］
）あるい
は「感性的知覚を意味するのみではなく知性的構想能力をも併せ意味してゐるところの概念」
（佐々木［1958: 362］
）であり，
「感性的作用と共に知性的な知覚作用を意味している」
（佐々木［1974: 156］
）という．
*74 現量覚の想定原語は，吉田哲［2011: n. 4］
にしたがった．
*75 依根現量の原語を Dhammajoti［2009: 276］
は*indriyāśritapratyaks.a および indriya-と, YaoZhihua［2005: 86］は
*indriyāśraya-と想定する．ここでは，
『順正理論』
「弁智品」
（T 29, 736a9–11）に対応するチベット語訳『倶舎論』安慧釈
並行文（P tho 442b6–7）における “dbang po’i mngon sum（*indriyapratyaks.a）”をもとに想定した．なお，『瑜伽師
地論』
「聞所成地」における因明論では四種の現量を立てるが，その第一は rūpı̄ndriya-, 第二は mano’nubhava-である（矢
板［2005: 107, 13–15］
参照）
．なお，領納現量と覚了現量の想定原語は，先述した Dhammajoti 前掲書に従った．
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いずれも本論文と関心を異にし，
〈覚知〉に注目して三現量説を論じていない．また三現量の相互関係を描
写するにあたり，必ずしも『順正理論』のテクストに即していない点が見られる．そこで本論文では，こ
れらの諸研究を参照しつつも「弁本事品」の三現量説を改めて吟味し，そこから現量覚の生起過程を析出
する．また Dhammajoti［2012: 222–226］は，「弁本事品」の三現量説出現箇所をその前文も含め英訳し
ている．しかしここでは筆者の理解を明示するため，同英訳を参照しつつも該当箇所を独自に和訳した．
『順正理論』
「弁本事品」で三現量説が現れるのは，
『倶舎論』
「界品」第 44 偈 cd に対する注釈部分であ
る．当該偈では，意識は過去として存在する意根に依拠し，眼識などの前五識は過去の意根と現在の眼根
などに依拠することが説かれる．衆賢は『倶舎論』（E 53, 21–54, 16）に対応する注釈を述べた後，前五
識の対象は現在のみであることへと議論を進め，そこに五識の対象は過去と主張する*76 対論者を登場さ
せる．衆賢がこの対論者を批判する際に提示する論拠の一つは，五識の対象が過去であるならば，現量覚
が生じることはない，というものであった．この論拠に対し，感受についての現量覚が過去を対象とす
る，という対論者からの想定反論が述べられる．その想定反論を反駁する中で，衆賢は三現量説を提示す
る．以下に該当箇所を引用する（議論を整理するため段落番号と話者を附記した）．
【衆賢】又若五識唯縁過去，如何於彼有現量覺？
【対論者】如於自身受有現量覺，謂：「我曾領納如是苦樂．」
【衆賢】此救不然．【1】於自身受領納・覺了時分異故．謂，於自身曾所生受餘時領納，餘時覺了．領
納時者謂爲損益時．爾時此受未爲覺了境．謂，了餘境識倶生受正現前時，能爲損益，此損益位名領
納時，即自性受．領所隨觸自體生故，識等領彼損益行相自體起故．此滅過去，方能爲境生現憶念．
此憶念位名覺了時．由斯理趣，唯於現量曾所受事有現量覺．故現量覺於自身受有義得成．
【2】現量有三，依根・領納・覺了，現量性差別故．
【3】過去色等既許未曾現量所受，云何可言：「如自身受有現量覺．」如於他身受非自領納現量所受，
則無現量覺言：「我曾受如是苦樂．
」縁彼受智既非現量覺，如是現色等非自依根現量所受，應無現量
覺謂：
「我曾受如是色等．」縁彼境智應非現量覺．又若現在色等五境非現量得，如縁未來受所起智縁
非曾領納現量所得故，必無自謂：「我曾領受如是苦樂．」，例縁過去色等起智縁非曾依根現量所得故，
應無自謂：「我曾領受如是色等．
」如苦受等必爲領納現量受已，方有縁彼現量覺生．如是色等必爲依
根現量受已，方有縁彼現量覺生．現所逼故，定應信受．
【4】若領納受時非縁受爲境，縁受爲境時非領納受者，世尊何故作如是言：
「受樂受時如實了知：
『受
於樂受．
』*77 」乃至廣説？此無違失．如是所説是觀察時，非領納時．顯觀行者於曾領納現量所得樂等
受中無迷謬故，作如是説．是故不應於諸現量曾未受境有現量覺．（
『順正理論』T 29, 374c2–375a4）
【訳】
【衆賢】またもし五識がただ過去のみを所縁とするならば，どのようにそれ（過去の所縁）に
現量覚があるのか．

*76
*77

経量部的認識論では，感官知が生じる瞬間に対象はすでに過去になっているとされる．加藤［1989: 217–221］
参照．
玄奘訳『倶舎論』「業品」（T 29, 81b22–23）に同様の引用がある（サンスクリット本では言及されない）．西［1935: 646,
fn. 164］は『雜阿含經』第 290 経（T 2, 82a）に同様の表現があることを指摘する．Chung［2008: 102–103］によれば，同
経は Nidānasam
. yukta 第 8 経（Tripāt.hı̄［1962: 120–121］）との並行関係が指摘されているものの，当該の文章に対応す
る表現は Nidānasam
. yukta 中にない．また『法蘊足論』（T 26, 476c23–477a17），『発智論』（T 26, 1023b6–8），『新婆
沙』（T 27, 948b–c）本庄［2014: no. 4064］参照．
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【対論者】自身の受に現量覚があり，「私はこのような苦あるいは楽をかつて経験した」と言うのと
同様である．
【衆賢】この反論は適切でない．【1】自身の受に対して経験と了解をする時間が異なっているから
である．すなわち，自身のかつて生じた受に対して，ある時に経験し，別の時に了解するのである．
経験する時とは，損害・利益の時である．その時には，この受（経験する時の受）は，まだ対象の
了解ではない．つまり，それ以外の対象（経験された受ではない，外界の対象？）を認識している
識と同時に生起している受が現前している時が損害・利益〔の段階〕であり，この損害・利益の段
階が経験する時と名付けられ，〔その受は〕自性受*78 である．所随触を経験してその本体が生じる
のであるから，識などはその損害と利益の行相を経験して，その本体が生じるのであるからであ
る．これ（自性受とそれに伴う心心所）が滅し過ぎ去ってはじめて，対象となって想起を生じる．
この想起の段階が了解の時である．この道理によって直接知によってかつて感受したことがらに，
現量覚がある．したがって現量覚が自身の受に存在するということが成立するのである．
【2】直接知には，直接知の性質の差異に基づいて，依根現量・領納現量・覚了現量という三種があ
る．
【3】過去の色などは直接知によってかつて感受されていないと認めるのであるから，どうして「自
身の受に現量覚があるのと同様である」と言うことができるのか．たとえば，他人の身体における
受は自らの領納現量によって感受されたのではない〔ので，それについて〕現量覚によって「かつ
て私はこのような苦あるいは楽を感受した」ということはない．その受（他人の受）を所縁とする
知はまったく現量覚ではないからには，同様に現在の色などが自身の依根現量によって感受された
のでない〔とき，それについて〕現量覚によって「私はかつてこのような色などを感受した」と言
うことは無いはずである．それ（過去の色）を所縁とする知も現量覚であるはずがない．また現在
の色などという五つの対象が直接知によって把捉されないならば，たとえば未来の受を所縁として
生じる知はかつて領納現量によって把捉されていないものを所縁とするので，〔その人には〕みず
から「私はこのような苦あるいは楽を感受した」ということはないように，同様に過去の色などに
よって生じる知はかつて依根現量によって把捉されていないものを所縁とするので，〔その人には〕
みずから「私はこのような色などを感受した」ということはないはずである．たとえば苦受なども
かならず領納現量によって感受されたのちにはじめて，それを所縁とする現量覚が生じるように，
同様に色などもかならず依根現量によって感受された後にはじめて，それを所縁とする現量覚が生
じる．
〔現量覚は対象に〕現に差し迫っているのであるから，必ず信頼すべきである．
【4】もし受を経験するときに受という対象を〔了解の〕所縁とせず，受という対象を〔了解が〕所
縁とするとき受を経験しないならば，世尊は何ゆえに「楽受を感受するとき『楽受を感受する』と
ありのままに知る」などのように言ったのか．これに矛盾はない．このように〔仏によって〕説か
れているのは〔かつて経験した苦受を後に〕観察するときであって，経験の時ではないのである．
観察行を行う者はかつて領納現量によって把捉した楽などの受について誤ることがないことを顕示
するので，〔仏は〕上のように説いた．これゆえに諸々の直接知によってかつて感受されなかった
*78

又説：諸受略有二種，一執取受，二自性受．執取受者謂能領納自所縁境．自性受者謂能領納自所隨觸．（『順正理論』T 29,

338c25–28）
YaoZhihua［2005: 81–85］, 吉田哲［2011: n. 22］参照．
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対象に対して，現量覚があることはない．

現量覚の性質を論じるためには，まず三現量の構造を整理する必要があろう．この引用文は，先に述べ
たように五識の対象は過去ではないことを論証する文脈に位置するものであり，直接知の分類そのものを
問題としていない．そのため三現量説の記述は断片的ではあるものの，上の引用文から三現量の関係を次
のように再構成できる．
まず【2】によると，直接知には依根現量，領納現量，覚了現量の三種がある．三現量の内容は「弁本事
品」では解説されないものの，「弁智品」の記述*79 によると，依根現量は五根によって外界の対象を把捉
すること，領納現量は心心所の現前*80 ，覚了現量（「弁智品」では覚慧現量）は諸法の自相共相の證得で
あるという．
次に【1】によると，経験の時と了解（想起）の時が区別される．まず経験の時とは実際に損害と利益
を経験した時であって，その時に苦楽の感受（「自性受」）が生じる．しかしその段階は，まだ受について
了解（「覺了」
）されていない．経験の時が終わった後でそれを想起する段階になって，かつて経験した感
受について了解する．これを三現量に対応させると，苦楽の感受という領納現量が生じた後に苦楽である
ことを了解する覚了現量が起こる，という順序がある．
【3】によると領納現量の場合と同様，依根現量と覚了現量とにも色などの経験という依根現量が起っ
た後に了解する覚了現量が起こる，という順序が成り立つ．さらに覚了現量は「かつて私はこのような苦
あるいは楽を感受した」などという経験についての言明を引き起こすことも述べられている．
【3】からはさらに，現量覚が覚了現量の段階においてのみ生じる，限定された知と考えられていたこ
とを読み取りうる．たしかに「現量覺」という語のみを見れば，三現量すべてと共にある「覺」であるか
のようにも思われよう．しかし【3】末尾において衆賢は依根，領納現量による感受（「受」）が終わって
はじめて現量覚が生じる，という順序を明言していることから*81 ，現量覚がそれら二現量に続く覚了現
量の段階に属する知のみを指していることを看取しうる．
そして【4】によれば，仏あるいは三昧修行者が苦の観察などを行う際も，これら三現量の構造に沿い，
かつて経験した苦を苦として経験するという．
以上によれば，三現量の関係は次のように図示することができる*82 ．
*79

然許現量總有三種，依根・領納・覺慧別故．依根現量謂依五根現取色等五外境界．領納現量謂受・想等心心所法正現在前．覺
慧現量謂於諸法隨其所應證自共相．（
『順正理論』T 29, 736a9–13）
*80 アビダルマ文献において「領納（anubhava）
」は，受（vedanā）の定義に用いられる語であるが，ここでは心心所法一般に
拡張されている．「経験」という意味で解するべきであろう．なお，衆賢も心心所法一般が対象を「領受」することがあるこ
とを，受蘊についての一連の議論の中で述べる．
由此善通如是文句：
「受樂受時，如實了知受於樂受」乃至廣説．此中意説：
「能以覺慧無倒審知三受差別，非樂謂：
『苦』
，非苦
謂：『樂』，非於苦樂謂：『倶相違』」，餘亦如是．此中非受領受自性，即受性故．但領所縁受及餘法，一切皆是心及心所所領受
故．（『順正理論』T 29, 339a8–14）
*81 如苦受等必爲領納現量受已，方有縁彼現量覺生．如是色等必爲依根現量受已，方有縁彼現量覺生．
（『順正理論』T 29,
374c24–26．太字は引用者による強調）
*82 YaoZhihua［2005: 88］
も衆賢の三現量の関係を図示している．しかし Yao 氏の図は，以下の二点で問題がある．第一に，
Yao 氏はインド仏教思想における自己認識に関心をおいたため，当該の図において覚了現量が第二刹那における再認識であ
ることを示すことに焦点が置かれ，現量覚の生起，経験についての言明については図から割愛してしまっている．第二に，
Yao 氏は同図において依根現量／領納現量と覚了現量とを連続二刹那に生じるものとして描写するが，これは『順正理論』の
記述に即していない．というのも，本文中に引用した段落【4】において三昧修行者が過去を想起して現量覚を起こす場合，
依根現量／領納現量による経験と覚了現量による想起（了解）は連続二刹那に起こらないと考えられるからである．したがっ
てここでは Yao 氏の図を参照しつつも，以上二点を勘案して新たに図を作成した．
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経験の時
依根現量／領納現量

想起（了解）の時
→

覚了現量

→

経験についての言明

（現量覚を生じる）

この図からも明らかなように，三現量説は「現量」
（*pratyaks.a, 眼前）という語を用いながらも，直接
的に対象を経験する時とその対象を想起するときの二段階からなり，一連の認識過程を構成している．そ
して現量覚は，第二段階である想起のときに生じる認識対象の了解（「覺了」）そのものであり，「私は〜
を経験した」という言明を可能にする．
ここで『順正理論』を含む有部論書における認識論を参照すると，現量覚に以下の二点の性質があるこ
とを推定しうる．
第一は，現量覚が有部の六識説にいう意識（manovijñāna）における認識と考えられることである．こ
のことは，上記引用箇所を紹介した吉田哲［2011: n. 17］によってすでに指摘されている．しかしながら
吉田氏は意識との関係を指摘するのみであるため，以下で有部諸論書にみられる意識によって再認識が行
われるという説*83 を解説し，現量覚との関係を明確にしたい．
意識とは，有部の六識説の中で眼識から身識という前五識（五つの感官知）と並んで数えられる心的認
識であり，意根（manaindriya）をよりどころとして法（dharma）を認識するとされる*84 ．有部論書で
は伝統的に，前五識によって捉えた対象を再認識するはたらきが意識にあると考えられた．たとえば『発
智論』など*85 によると，色声香味触は自相を捉える眼識などと自相共相を捉える意識とによって認識さ
れるという．この前五識と意識との認識内容の相違は，『識身足論』*86 によると，眼識が青を受容するの
みであるのに対し，意識は青を受容するとともに，それを「青である」と了解する，というように意識が
経験の内容に対する判断を含むものとして記述される．ただしこれらの記述では，前五識と意識の前後関
係が言及されない．これに対し『品類足論』など*87 は，前五識によってまず対象が受容され意識によっ
て再認識される，と両者の間に前後関係があるという．さらに『五事婆沙』*88 では，前五識によって自相
を認識された認識対象が分別を伴う意識によって自相共相を再認識される，という諸論書を総合した説
が採用されている．『倶舎論』はこれらの論書の説を継承し，感官知の対象を意識が再認識する，という
理解をとっていた．「界品」第 48 偈 a 注釈（E 57, 13–20）中において「眼耳鼻舌身識によって経験され
たものが，意識によって認識される（caks.uh.śrotraghrān.ajihvākāyavijñānair anubhūtā manovijñānena

*83
*84
*85

*86

Cox［1988: 36; n. 31］，Dhammajoti［2009: 229–232］など参照．
那須良彦［2015: 49–52］など参照．
『発智論』
（T 26, 923a–b; 987a）
，
『八犍度論』
（T 26, 777b–c; 862a–b），
『新婆沙』
（T 27, 154c; 689b）
，
『旧婆沙』
（T
28, 118b–c），『雑心論』（T 28, 880a）．

眼識唯能了別青色，不能了別：
「此是青色」
．意識亦能了別青色，乃至未能了別其名，不能了別：
「此是青色」
．若能了別其名，
爾時亦能了別青色，亦能了別：「此是青色」
．
（
『識身足論』T26, 559b27–c2）
*87 『品類足論』
（T 26, 692c–693a）
，
『衆事分論』
（T 26, 627b），
『五事論』
（T 28, 996a），
『五法行』
（T 28, 999a）
．
*88 如是諸色於六識中二識所識，謂眼及意．先用眼識唯了自相，後用意識了自共相．謂，彼諸色住現在時，眼識唯能了彼自相．眼
識無間起分別意識重了前色自相或共相．然此所起分別意識依前眼識縁前色境．如是意識正現在時，所依所縁並在過去．由斯
五境住現在時，意識不能了彼自相．是故色境二識所識．謂，諸眼識現在前時，唯了現在自相，非共．若諸意識現在前時，通了
三世自相共相．以諸意識境界遍故，有分別故．眼識無間非定起意識，於六識身容隨起一種．若眼識無間定起意識者，則苦根不
應爲苦等無間，苦根唯在五識身故．若爾，便違根蘊所説．如説：「苦根與苦根爲因・等無間・増上．然依眼識了別色已，無間
引起分別意識．故作是言：「眼識先識眼識受已，意識隨識．
」
（
『五事婆沙』T 28, 992a16–b2）
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vijñāyante）」という．加えて同論「世品」には，先述の『識身足論』に対応する一文の引用*89 も意識が
言語を対象とすることの教證として引用されている．
『順正理論』，『顕宗論』においてもこれらの『倶舎論』の記述はそのまま引き継がれているため*90 ，衆
賢も前五識によって経験された対象を意識が再認識すると考えていたと言ってよい．そして再認識をする
意識と，自相共相を知る覚了現量において生じる現量覚とはその位置づけとはたらきが共通している．し
たがって，三現量説の中で六識説が言及されることは確かにないものの，衆賢のいう覚了現量による了解
は意識による再認識と共通の事態を述べたものと解釈できる．
第二は，現量覚の作用が，経験した認識対象の性質に対する判断とみなしうることである．衆賢は，
現量覚において経験した対象が了解（「覺了」）され，それによって「かつて私はこのような苦を感受し
た」といった，自身の経験に関する言明が可能になるという．ここで用いられる「覺了（*pratisam
. vid?,

*avabodha?）」という語については，『順正理論』「弁差別品」（T 29, 396a11–15）において心所法であ
る慧（prajñā）と関連付ける言及が見られる．つまり当該箇所において衆賢は，心心所別体を論じ，心
所法である慧（prajñā）のみが「覺了」というはたらきを持つという*91 ．『順正理論』とその周辺文献の
記述によれば，慧の本質は「法の弁別（dharmapravicaya）」とされ，具体的には「これは X である*92 」
などといった文で表されるような，洞察，判断，知識などを意味する．特に意識と相応した慧は，見解
93
94
（darśana，
「見」
）ともいわれ，判断（sam
. tı̄ran.a, 決度* ）としてはたらくという* ．これらの心所法で

ある慧の特徴を勘案すると，意識における認識である了解（「覺了」）とは，経験した対象の性質について
の判断であるとみなしうる*95 ．

*89

*90

caks.urvijñānena nı̄lam
. vijānāti no tu nı̄lam manovijñānena nı̄lam
. vijānāti nı̄lam iti ca vijānātı̄ti /（AKBh Pr
144, 2–3）
より後代の Pramān
. asamuccaya などにおける引用については，Hattori［1968: 26; n. 36］参照．
『倶舎論』
「界品」第 48 偈 a を注釈する『順正理論』
（T 29, 376c–377a）
，
『顕宗論』
（T 29, 794c）では，漢訳文を見る限

りでは前五識と意識の先後関係あるいは意識による再認識は明確に述べられていない．しかしそれらの訳文は玄奘訳『倶舎
論』と一致する．したがって両論書上記箇所でも，前五識による対象の受容と意識による再認識が述べられていたと考えれら
れる．『識身足論』対応文の引用については『順正理論』
（T 29, 506c）
，
『顕宗論』
（T 29, 845a）
．
*91 有餘復言：
「若心心所其體各異，於一心品應有衆多能覺了用．故心所法應不異心．
」此亦不然．能覺了用體唯一故．覺了謂慧，
非心心所皆慧爲體．如何令餘非覺了性成覺了體．故無斯過．（
『順正理論』T 29, 396a11–15）
*92

dharma-pravicaya iti. pravicinotı̄ti pravicayah.. pravicı̄yante vā anena dharmā iti pravicayah.. yena sam
. kı̄rn.ā
iva dharmāh. pus.pān.ı̄va pravicı̄yante uccı̄yanta ity arthah.. ime s’āsravā ime ’nāsravāh.. ime rūpin.ah. ime ’rūpin.a
iti. dharmān.ām
. pravicayah. dharma-pravicayah.. pratı̄tatvāt prajñeti vaktavya śloka-bandh’ānugun.yena matir iti
kārikāyām uktam
. . （AKVy W 127, 27–32）
*93 言「決度」者，謂於境界審慮為先，決擇究竟．
（
『順正理論』T 29, 364a22–23）
sam
tı̄ran
am
punar
vis
ayopanidhyāna-pūrvakam
.
. .
.
. niścayākars.an.am
. .（AKVy W 80, 6）
【AKVy による訳】一方，判断とは，対象を考察することを前提として決定知を導くものである．
*94 『倶舎論』
（E 46, 8–18），
『順正理論』
（T 29, 364a）など参照．
*95

現量覚が意識による再認識であり対象の性質の判断であるとしても，それが「これは青である」という文でその内容が表され
るような言語の介在する有分別知か，青などの対象の顕現にとどまる無分別知かは判然としない．先行研究もこの点で意見が
分かれている．吉田哲［2011: n. 17］は現量覚と随念分別の関係を指摘した上で，現量覚は仏教論理学にいう「知覚判断」に
相当する有分別の知であるとする．氏の解釈によれば，衆賢は有分別の知も現量に含むことを三現量説で表明したことになる
だろう．これに対し Dhammajoti［2009: 276–277］
によると，青という自相の認識にとどまる場合と四諦十六行相の観察の
ように三昧における直観の場合の直接知が覚了現量であり，
「これは青である」という場合は共相の認識であって現量でない，
と解釈される．氏は解釈の根拠を明示していないものの，『識身足論』などで述べられる意識には青と認識する場合と「これ
は青だ」と言語的思考を含む場合の両方があるという説と，『発智論』などに言う意識が自相共相を認識するという説を結合
したのであろう．氏の解釈を取れば，後代の仏教論理学と同様，衆賢も現量を分別を離れた知と理解していたことになる．
衆賢の記述は曖昧であり，この両解釈の一方を積極的に支持する言明を『順正理論』『顕宗論』に見出すことは難しい．
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1.4.3 三世実有説に見られる〈覚知〉の用例との対比
衆賢のいう現量覚と存在認識過程における〈覚知〉とに共通点があることは明らかである．現量覚は，
直接知の一種でありながら対象を目の当たりに経験する時の後に生じ，経験した対象の性質を判断するも
のと考えられる．他方〈覚知〉も，典型的には「これは瓶である」という文で表わされるような，認識対
象の性質に対する判断であった．両者の「覺」は判断であるという点でよく一致している．
そして対象そのものに直面しその性質を捉える直接知の場面においてさえも，「覺」が経験そのものと
は区別された判断とみなされていることは，〈覚知〉の意味について非常に示唆的である．つまり一般に
経験そのものと〈覚知〉が異なるならば，たとえば眼が青色を捉えた時に生じる青という感覚的表象は
〈覚知〉ではなく，経験された青に対する「青である」という判断のみに〈覚知〉が限定されることが予想
されるだろう．
しかしながら経験に対する判断であると言われた現量覚は，あくまでも「覺」という語を用いて表現さ
れる概念の一つにすぎない．現量覚が示唆する「覺」の意味が，衆賢の存在認識過程にみられる〈覚知〉
の意味とみなしうるか否かは，諸用例に照らして具体的に検証されなければならない．
ただし『順正理論』に見られる「覺」という文字が必ずしも衆賢の存在論にいう〈覚知〉を意味しない
ことは先に述べたとおりであり，無作為に「覺」という語を取り出して検討することは無意味である．そ
こで以下では同論「弁随眠品」で三世実有説が論じられる第 50 巻から主要な用例を取り出し，現量覚と
の意味の異同を考察する．当該箇所は第 1.2 節であつかった部分であり，存在するものが〈覚知〉を生じ
る認識対象と定義され，また非存在が〈覚知〉を生じるか否かが議論されている．したがって衆賢の存
在論に直結して〈覚知〉が論じられていることが明らかである．また当該箇所は，認識を意味する「覺
（*buddhi）」という語が『順正理論』の中で最も多く言及される部分でもある．したがって衆賢の存在論
における〈覚知〉の意味を考察する際，そこでの用例は第一に参照されるべき資料であると言ってよい．
さて同論第 50 巻における〈覚知〉の諸例を現量覚と照合すると，その中に現量覚と同様に経験に対す
る判断を意味する例と，現量覚とは区別される感覚的経験そのものを意味する例を見出すことができる．
以下ではそれぞれの主要例を示す．
まず〈覚知〉が経験に対する判断を意味する例は，衆賢が錯覚などに実体的対象があることを論じる部
Dhammajoti［2009: 284, n. 126］は，『光記』（T 41, 135b23–c4）に記述された有部の現量理解と三現量説との関連を指
摘している．『光記』によると，声聞独覚の非三昧状態の心（「散心」）であっても前五識の直後の意識と三昧によって引き起
こされた意識とは現量であると有部では考えられていた，という．しかしながらこの記事も，現量である意識が無分別である
とは断言しておらず，Dhammajoti 氏の解釈を十分に裏付けていない．
とはいうものの Dhammajoti 解釈は，眼識などによって認識対象が受容された後に無分別の意識が存在すること，および
「これは青だ」という認識が共相の認識であることという二点の仮定をおいてはじめて成り立つものである．そしてこの二点
は，現在に至るも有部論書を直接の典拠として論証されていない．したがって，現時点では吉田解釈が妥当であるように思わ
れる．
そもそも瀧川［1999］が指摘するように有部論書における「分別」の意味には揺れがある．また一部の静慮の中には言語が
介在していること（前田英一［2005］，前田英一［2006b］，前田英一［2006a］参照），あるいは五識や高次の三昧であっても
自性分別あるいは随念分別が残ると考えられていたことが示すように，有部論書では有分別と無分別との区別は画然として
いない可能性があるだろう．さらなる研究が待たれる．
なお以前，筆者は日本印度学仏教学会第 66 回学術大会（於高野山大学）2015 年 9 月 20 日パネルにおいて「説一切有部の
vikalpa」という題目のもと三現量説に関し口頭発表を行った．その際，三現量説と分別に三種ありとする三分別説との関係
を指摘し，三現量説を分別とされる諸心所がはたらく判断形成過程として解釈した．
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分に見出される．『順正理論』（T 29, 622a–624c）において非存在も認識対象たりうるとする譬喩者の前
主張に対し，衆賢が批判を加えていることはすでに述べた．そこで紹介される譬喩者の説では，錯覚など
が非存在を対象とする認識の実例とされる（622a）．それに対し衆賢は，たとえ認識内容とは実態を異に
するとしてもそれらの認識にも何らかの対象が存在すると説明する（623b–624c）．その議論の中には認
識対象とは異なった内容の〈覚知〉が生起する過程が三例現れる．第一は旋火輪（松明を振り回した時に
輪のように見える火の残像，*alātacakra）や我のような対象の錯覚の例，第二は修行者が一切を青と観
察するような勝解作意（adhimuktimanaskāra）の例，第三は感覚器官の異常により複数の月を見る例で
ある．これら中でも第一の例が最も詳細が解説が付され，なおかつ錯覚のみならず対象に即した正しい認
識についても言及が見られる．該当箇所を以下に引用する．
又彼所説：
「旋火輪・我二覺生時，境非有」者，亦不應理．許二覺生如人等覺亦有境故．謂，如世間
於遠闇處見杌色已，便起人覺，作如是説：「我今見人．」非所見人少有實體，非所起覺縁無境生．即
以杌色爲所縁故．若不爾者，何不亦於無杌等處起此人覺？
旋火輪覺理亦應然．謂，輪覺生，非全無境．即火 [火*曹] 色速於餘方周旋而生，爲此覺境．然火 [火*
曹] 色體實非輪，而覺生時謂：「爲輪」者，是覺於境行相顛倒．非此輪覺縁無境生．
我覺亦應准此而釋．謂，此「我」覺即縁色等蘊爲境故．唯有行相非我謂：「我」顛倒而生．非謂所
縁亦有顛倒．故契經説：「苾芻．當知．世間沙門・婆羅門等諸有執我等隨觀見，一切唯於五取蘊
*96 理必縁蘊，而起我見．以於諸蘊如實見時一切我見皆永斷故．
起．
」
（
『順正理論』T 29, 623b8–23）

【訳】また彼（譬喩者）が説く，
「旋火輪と我という両者の〈覚知〉が生じる時，対象は非存在であ
る」，ということも理にかなわない．両者の〈覚知〉が生じるときも，〔枝のない木を対象とする〕
人などの〈覚知〉と同様に対象があると認めるからである．すなわち世間の人が遠く暗いところに
枝のない木の色かたちを見，
「人」という〈覚知〉を起こし，以下のように言う，「私は今，人を見
た」と．見られた人には実体がいささかもあることがないものの，起こされた〈覚知〉が存在しな
い対象によって生じたのではない．枝のない木の色かたちを所縁とするからである．もしそうでな
いならば，どうして枝のない木などないところにもこの「人」という〈覚知〉が生じないのか．
旋火輪の〈覚知〉も道理はそのようであるはずである．つまり「輪」という〈覚知〉が生じる時，
全く対象が存在しないのではない．火と松明の色かたちが速やかに他の場所に旋回して生じ，この
〔旋火輪の〕〈覚知〉の対象となる．しかし火と松明の色かたちの本体は輪ではないが，〈覚知〉が
生じるとき「
〔これは〕輪だ」というのは，これは〈覚知〉の対象における行相が倒錯しているので
ある．この輪の〈覚知〉が存在しない対象によって生じているのではない．
我という〈覚知〉もこれに準じて解釈するべきである．つまり，この「我」という〈覚知〉は色など
の蘊である対象によるからである．ただ，我でないものに対して「我」という行相が倒錯して生じ
ている．所縁にも顛倒があるというのではない．したがって経典に説く，「比丘よ．知るべし．世
間の沙門，婆羅門らはみな我に執着して観察し，見るが，〔彼らの〕すべてはただこの五蘊に対し
て〔我という知を〕起こす」と．道理としてかならず蘊に依拠して我見を起こす．諸蘊をありのま

*96

ye kecid bhiks.avah. śraman.ā vā brāhman.ā vā ātmeti samanupaśyantah. samanupaśyanti, sarve ta imān eva
pañcopādānaskandhān iti /（AKBh 282, 1–2. 本庄［2014: no. 5006］参照）．
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まに見るとき，すべての我見は皆永遠に断たれるからである．
衆賢によれば，旋火輪あるいは我を捉える〈覚知〉はその内容と一致した対象を持たないが，まったく
対象を持たないわけではない．それらの〈覚知〉の生起は，枝のない木を人と捉える〈覚知〉を喩例とし
て説明される．つまり暗所などで枝のない木を見た後に，経験した木を人と誤認する〈覚知〉を生じ，結
果として「私は人を見た」というように経験内容を語ることがある．この場合〈覚知〉に現れた「人」が
存在するわけではないものの，枝のない木はその〈覚知〉の対象として存在している．同様に回転してい
る松明あるいは五蘊という経験した対象を，その実態とは異なったあり方で捉えた（「行相顛倒」）結果と
して，旋火輪あるいは我という内容の〈覚知〉が生じる．これらの〈覚知〉にも，認識内容と異なったあ
り方をしているものではあるが，対象が存在する．特に我の〈覚知〉が五蘊を対象とする錯覚であること
は，経典における仏説によって裏付けられるとともに，五蘊を五蘊として認識する修行者がそれを我と考
える見解を持たないことによっても論証される，という．
衆賢の解説は，錯覚にも何らかの対象が存在していることに主眼を置くものであり，〈覚知〉の意味に
ついて言及することはない．しかしこの解説で前提とされる〈覚知〉の生起過程を吟味することによっ
て，その意味を窺うことができる．喩例とされる枝のない木を人と捉える〈覚知〉の場合，その生起過程
は三段階で解説される．まず（1）暗所などで枝のない木を見（感覚的経験），その後に（2）それを人と
捉える〈覚知〉を生じ（経験に対する判断）
，その結果（3）
「私は人を見た」という言明をする（経験の言
明）．旋火輪と我との〈覚知〉の生起過程は上の引用文では明確に論じられていないものの，喩例である
人の〈覚知〉の場合と同様であると考えて良いだろう．したがって上の引用文でいう〈覚知〉とは，経験
に対する判断であったとみなすことができる．
確かにここで衆賢が解説するのは対象の誤認としての〈覚知〉であり，その点で対象をありのままに認
識する現量覚とは異なる．しかし衆賢がこの両者に共通する生起過程を考えていたことは，上の引用文に
おける〈覚知〉と現量覚との生起過程を比較することによって，また我の〈覚知〉に関して衆賢が上げた
二つの論拠を検討することによって推測することができる．
まずこの三段階の〈覚知〉生起過程の各段階は，三現量説で見られた現量覚の生起過程（第 1.4.2 節参
照）のそれと一致する．三現量説で述べられる認識過程は，色，受などを依根現量，領納現量によって経
験し（感覚的経験），その後その内容について覚了して現量覚を生じ（経験に対する判断），「かつて私は
色などを経験した」という言明をする（経験の言明）ものであった．したがって経験に対する判断の内容
が対象に即しているか否かという点を除けば，旋火輪などの〈覚知〉と現量覚との生起には同様の過程が
衆賢によって想定されていることになる．
さらに衆賢はここで現量覚については確かに言及しないものの，仏や修行者の対象に即した認識の生起
過程も錯覚の場合と同じ構造をもつことを示唆している．衆賢は，世間の人がもつ「我」という認識の対
象が実は五蘊であるとする仏説と修行者に我見がないこととを論拠として，我の認識の対象は五蘊だとい
う．この衆賢が示した論拠は，経典の話者である仏と修行者とは五蘊を対象として「我である」という
〈覚知〉を起こさず，
「五蘊である」とありのままに認識し語った，ということだと換言できよう．これは
つまり，対象に即したものであるか否かを問わず，
〈覚知〉が対象の性質判断として生じ，言明を生む，と
衆賢が考えていたことを暗示している*97 ．
*97

この対比は，第 1.3 節で論じた衆賢の二諦説における二種の〈覚知〉の生起を想起させる．ただし枝のない木に対し「人が
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したがって衆賢がここでいう〈覚知〉とは，たとえ対象とは異なった内容を捉えていても，現量覚と同
じ過程によって生じる，経験に対する判断であったと言うことができる．これは先に指摘した修行者の勝
解作意の例と感官に異常のある者が複数の月を見る例とにおいても同様である．前者の例によれば，ヨー
ガ行者は一部の相を観察した後，その相を観察したものに敷衍してゆくことで勝解作意の〈覚知〉を生じ
るという*98 ．一方，後者の例によれば眼識が生じるとき対象としては一つの月を見るものの，感官異常
によって識が不鮮明になり，誤った〈覚知〉を生じるという*99 ．いずれの場合についても，〈覚知〉が対
象の経験の後に生じており，なおかつ経験に対する判断である点は共通していると言って良い．
このように経験に対する判断としての〈覚知〉に言及する一方で，衆賢は，それとは明らかに異なった
〈覚知〉に言及する．現量覚の生起において依根現量，領納現量と覚了現量の時間的相違が強調され，錯
覚としての〈覚知〉も経験の後に生じると言われているように，衆賢のいう経験に対する判断としての
〈覚知〉は，感覚的経験と同時刹那にはありえないものであった．これに対し感覚的経験と同時に〈覚知〉
がありうることを示唆する議論が，無所縁心論争の一部に見られる．
非存在を対象とする認識があり得るとする譬喩者の説に続いて，衆賢はアビダルマ論師（「對法諸師」,

*Ābhidhārmika）の説を紹介する．彼らによれば，〈覚知〉は経典の説によって認識手段（「所依」）と認
識対象（「所縁」）が確定しているので，その対象が非存在であることはありえない，という*100 ．さらに
衆賢は，このアビダルマ諸師の立論に対する反論を引用する．その反論は，一部の〈覚知〉が過去未来を
認識するからといって眼による〈覚知〉が過去未来を対象としないように，一部の〈覚知〉に所縁がある
からといってすべての〈覚知〉に所縁があるわけではない*101 ，というものであった．これに対する第一
の再反論として，衆賢は次のようにいう．
此但有言，都無理趣．要由有境爲別所縁，覺方有殊．如眼等覺．謂，如現在差別境中眼等覺生，而
非一切皆以一切現在爲境．如是於有差別境中一切覺生，而非一切皆以一切有法爲境．（『順正理論』

T 29, 622b11–15）
【訳】この〔反論〕はただ言葉だけがあって，論理を伴わない．存在する対象が個々別々の認識対
象となることによってはじめて，〈覚知〉には差異があるからである．たとえば眼などによる〈覚
知〉のように．つまり，現在の特定の対象に対して眼などによる〈覚知〉が生じるのであって，す
べての〔眼などによる〈覚知〉〕がすべての現在を対象とするのでない．同様に特定の対象に対し
てすべての〈覚知〉は生じるのであって，すべての〔
〈覚知〉が〕すべての存在する法を対象とする

*98

*99

*100

*101

存在する」と述べたとしても，それは世俗の語の適用に照らして真実（satya）でないので，この場合に人は世俗諦ではない
だろう．
瑜伽師見少相已，自勝解力於所見中起廣行相生如是覺．此覺即縁諸蘊爲境．（
『順正理論』T 29, 623b23–25）
なお同論「弁賢聖品」
（672a–b）によれば，勝解作意による三昧である不浄観は，修行者が眼前の対象は骨でないことを自覚
した上でなされるので，倒錯ではないという．
縁多月識境亦非無．謂，眼識生但見一月，由根變異發識不明，迷亂覺生謂：「有多月．」非謂此覺縁非有生，即以月輪爲所縁
境．（『順正理論』T 29, 623c22–25）
對法諸師作如是説：
「無無境覺．二縁定故．以契經中説六種覺，皆決定有所依所縁．謂，眼覺生依眼縁色，至意覺生依意縁法．
無第七覺離境而生，可執：「彼爲縁無境覺」．若許有覺離境而生，亦應許有離所依覺則應生．盲等有眼等覺生差別因縁不可得
故．又非無法可説名爲是六境中隨一所攝故，執：「有覺縁無而生」
，違理背教極爲踈野．
（
『順正理論』T 29, 622a27–b6）
有餘於此作是難言：
「若見少分有所縁覺謂：
『一切覺皆有所縁』
，既見少分縁去來覺，應眼等覺亦縁去來．若不許然，亦不應許
以見少分有所縁覺謂：『一切覺皆有所縁』．是故不應立斯比量，或立便有不定過失．故無境覺實有極成．」
（『順正理論』T 29,
622b6–11）
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のではない．
衆賢によれば，すべての〈覚知〉にとって存在するものが対象であるとしても，すべての〈覚知〉がす
べてを対象とするのでない．個々の〈覚知〉は例外なく対象があるとしても，それぞれある特定の対象を
捉えるからである．たとえば眼などによる〈覚知〉はある特定の現在のものを対象とするが，現在の一切
を対象としない．それゆえ対論者の反論は論理的でないという．
この議論において衆賢は，眼などの感官によって現在の対象に対し〈覚知〉が生じる，と発言する．つ
まり眼などによる〈覚知〉とその対象とは，同時刹那に存在することになるだろう．現量覚のような経験
に対する判断としての〈覚知〉は，感官による経験の後に生起するものとされていた．したがって眼など
による〈覚知〉は，経験に対する判断と同義とみなすことは困難である．それらはむしろ感覚的経験その
ものと解釈せざるを得ないだろう．
以上で『順正理論』
「弁随眠品」三世実有説における〈覚知〉の用例の中に，現量覚と同じく経験に対す
る判断と解釈しうる場合と感覚的経験そのものと解釈せざるをえない場合とがあることを示した．〈覚知〉
にこの二つの意味があることについては，様々な解釈があり得るだろう．一つの解釈としては，感覚的経
験を意味する〈覚知〉は，衆賢の存在判断における〈覚知〉とは区別されるとすることも可能かもしれな
い．なぜならば眼などによる〈覚知〉は，アビダルマ諸師の説に端を発する議論の中で衆賢が言及するも
のであったからである*102 ．しかしながら先に述べたように，
『順正理論』において〈覚知〉の意味が論じ
られることはなく，また〈覚知〉の意味を判断する手がかりとなりうる用例は上記以外の箇所からもいま
だ見出されていない．したがって残念ながら目下〈覚知〉の意味に結論を与えることはできない．
とは言え少なくとも，現量覚と同じく経験に対する判断として〈覚知〉を理解した用例を『順正理論』
三世実有説中に見出すことができることは確かである．本論文ではこの点を指摘するに留め，衆賢の認識
論研究の進展を待つこととしたい．

1.5 本章の結論
本章では，『順正理論』の諸記述をもとに存在を認識する過程に関する衆賢の理解を考察し，キーター
ムである〈覚知〉の意味を論じた．
衆賢は『順正理論』
「弁随眠品」で三世実有説を論じるにあたり，
「対象となって〈覚知〉
（
「覺」
，*buddhi）
を生じるもの」が存在するもの（
「有」
，*sat）であるという，存在の定義を提示する．この存在の定義は，
その前後の議論の中で二通りに使用され，それぞれの場合において「存在するもの」の意味が異なること
が確認される．第一に無所縁心論争において衆賢は，認識対象が認識の外界に存在することを述べる．こ
の場合，存在の定義は存在するもののみが〈覚知〉を生じることを意味し，そこで語られる「存在するも
の」とは認識の原因となる，認識の外部に存在するものである．第二に過去未来の存在の論証において，

*102

『順正理論』の別の箇所で，衆賢が感覚的経験を意味する「覺」に言及する例が見られる．『順正理論』（T 29, 353b）は，
「上座」が十八界の中で触界に含まれる滑らかさ（ślaks.n.atva）などの諸法を大種の配置の差異とするのに対し，衆賢が
反論する箇所に当たる．そこで衆賢は，滑らかさなどの「覺」が分別を離れてあり得るとし，滑らかさなど「覺」を身識
（*kāyavijñāna）と言い換えている．この用例は，身識という感覚的経験が〈覚知〉（*buddhi）であるという用例として理
解しうる可能性があるだろう．ただし『倶舎論』において sparśana などの語を「覺」と訳す用例が知られているため（平
川［1973–78: vol. 2, 73］
参照）
，滑らかさなどの「覺」の原語想定には疑問が残る．
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「存在するもの」という判断の適用対象を認識対象一般に適用可能であると衆賢は主張する．この場合，
〈覚知〉が生じているならば，その対象を「存在するもの」と判断できる，ということを存在の定義が意味
することになる．そしてここでの「存在するもの」は，
〈覚知〉の生起にもとづいて「存在する」と判断さ
れた内容を指す．瓶や軍隊などといった仏教的に実在性を否定されるものも，この意味において「存在し
ている」ことになる．
つまり衆賢は正反対の仕方で存在の定義を用い，「存在するもの」という語に二つの意味をもたせてい
ることになる．これを単に衆賢の用語上の混乱とみなすことはできない．というのも第一の意味で存在す
るもの（外界の認識対象としての存在）と第二の意味で存在するもの（判断としての存在）は，
〈覚知〉の
生起をはさんでその前後に位置する．したがってこの二つの意味の存在の背景には，存在するものから
〈覚知〉を生じ，
〈覚知〉によって存在を判断する，という存在と認識に関する異なった二つの事態が述べ
られていると考えられるからである．
この二つの事態は，衆賢の二諦説において一連の存在を認識する過程として述べられる．衆賢によれ
ば，諦という判断を下しうる対象は，すべて勝義（paramārtha, 究極的対象）であって実体（dravya）た
る法である．そして世俗も心不相応行の名（nāman）を指すものとされ，勝義の中に含まれる．これら
勝義を総体的に把捉し「これは瓶だ」などの〈覚知〉が生じる場合は，その勝義に設定された世俗の名称
（sam
. vr.tisam
. jñā）によって「瓶は存在する」という言明が真実（satya）となる．それゆえその対象を「世
俗諦」あるいは「世俗有」と呼ぶことが可能となる．これに対し，勝義を実体的あるいは類的に把捉し固
有の本質についての〈覚知〉
（svabhāvabuddhi）が生じる場合は，勝義そのものに依拠して「色は存在す
る」という言明が真実となる．それゆえその対象を「勝義諦」あるいは「勝義有」と呼ぶことが可能とな
るという．要するに衆賢の二諦説では，勝義たる諸法が〈覚知〉の生起の前提としてあり，それらの把捉
の仕方の相違によって異なった存在が判断されることが述べられている．
この存在認識過程では，認識者にとって性質の把捉（〈覚知〉の生起）と存在の判断とは直結するもの
とされる．衆賢はさらに認識対象たる諸法の存在論的構成においても，性質と存在が不可分の関係にあ
るという．法は，体相（*svarūpa）と性類（*bhāva）という二つの構成要素に大別される．体相はその
法において不変の定義的本質であるのに対し，性類は，その法が「何であるか」の何にあたるような，そ
の法のあり方を指す．そしてこの内の性類は，法の存在（「有」，*sat）および法のはたらきである功能
（*sāmarthya, *śakti）と不可分の関係にある．換言すれば，ある法が X であることと，それが X として
存在することは，法の存在論的構成においても直結していると考えられていた．
なお〈覚知〉と呼ばれる認識は，衆賢の存在認識過程において重要な役割を果す概念ではあるもの
の，『順正理論』および周辺の論書においてその意味が論じられることはない．そして単にその意味
が不明であるというよりも，むしろ衆賢の存在論においても意味の揺れがあった可能性を，現量覚
（*pratyaks.abuddhi）という概念を軸に考察することによって指摘しうる．衆賢が採用する三現量説で
は，対象の経験である依根現量（*indriyapratyaks.a）および領納現量（*anubhavapratyaks.a）の後に，覚
了現量（*buddhipratyaks.a）の段階が位置づけられる．そして現量覚は覚了現量の段階において生じる．
現量覚は，有部の法体系の中では意識（manovijñāna）と慧（prajñā）と関係することが予想され，そこ
では経験した対象の性質について判断がなされていると考えられる．それゆえ現量覚は，衆賢の存在認識
過程における〈覚知〉と内容的によく一致し，加えて三世実有説の中でも現量覚と共通する過程で生じる
〈覚知〉を衆賢が述べていることを確認しうる．しかし同所で衆賢は，眼などによる〈覚知〉（「眼等覺」）
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が現在の対象を捉えると言及している．この〈覚知〉は感覚的経験そのものを指すと考えられ，現量覚と
は区別されていた依根現量の段階の認識と解釈せざるを得ない．このような〈覚知〉にある意味の揺れを
どのように理解するべきか，その結論を目下与えることはできないため，今後の研究を待つこととした．
そうではあっても，本章で行った考察をもとにすると，衆賢が念頭においていた存在を認識する過程の
大略は，次のように記述することができるだろう．まず実体（dravya）であって存在するものである諸法
のみが認識対象たりうるとされ，勝義（究極的対象，paramārtha）と呼ばれる．この対象を単に感受す
るだけではなく，その性質を特に意識（manovijñāna）において了解するときに，典型的には「これは X
である」という内容の〈覚知〉
（*buddhi）が生じる．
〈覚知〉の生起に際し，対象を総体的に把捉したか，
実体的あるいは類的に把捉したかによって認識対象（「これ」）の異なった性質が捉えられることになるの
で，対象を同じくしながらも異なった内容の〈覚知〉が生じる．そして「これは X である」という〈覚
知〉に直結して，認識対象に対して「X が存在する」という判断が下されることになる．
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第2章

法が存在する根拠
2.1 はじめに
本章では，法が存在することの根拠を衆賢が何に求めていたかを考察する．本章の問題の所在を明らか
にするために，まず前章の結論に分析を加えたい．
『順正理論』の二諦説が背景とする存在認識過程の中で，究極的対象である法を「存在する」と判断
する部分のみを取り出すならば，次のようにまとめることができる．まず認識者は究極的対象（勝義，

paramārtha）として存在する諸法を把捉し，典型的には「これは X である」という文の形で表されるよ
うな〈覚知〉をその諸法に対して生じる．この諸法の把握が，類的，実体的である場合，諸法の固有の性
質の〈覚知〉
（svabhāvabuddhi）が生じる．そしてこの〈覚知〉をもとに認識者は，
「法 X が存在する」と
いう判断を対象に対して下す．この存在の言明がは究極的対象たる諸法に依拠するので，その言明は真実
（satya）であり，「法 X」という対象を勝義諦，勝義有と名指すことが可能になるという．これを図に示
すと以下のとおり．
勝義として存在する法 X

→

固有の性質の〈覚知〉

→

法 X が「存在する」と判断

たしかにこの過程は，認識者にとって法が存在する根拠を示すものである．法 X にある固有の性質の
〈覚知〉を生じた認識者は，その法を「存在する」と判断することができる．したがって彼にとって法 X
が「存在する」と言える根拠は，固有の性質の〈覚知〉にほかならない．
しかし〈覚知〉は認識者が行う存在判断の根拠であっても，図の左端に示される究極的対象（勝義）
たる法が存在する根拠たりえないだろう．その理由は，第 1.3.2 節であつかった衆賢の二諦説を再度検
証すれば明らかである．当該の二諦説によれば，瓶（世俗有），色（勝義有）についての〈覚知〉は両
者ともに，色などの法を対象として生じるとされていた*1 ．そして色などの法に対し「勝義によって
（*paramārthavaśāt）
『色がある』と説くことは真実（
「實」
，*satya）であって，虚妄ではない」
（
『順正理
論』T 29, 666a26–27）という．つまり「色がある」という法の存在の言明が真実であるか否かは，その
言明が勝義（究極的対象）にもとづいているか否かで判別される．したがって，このように〈覚知〉によ
る存在判断の真偽が判別されるためには，その論理的前提として究極的対象が何であるかがすでに確定し
*1

なお『倶舎論』の二諦説では，buddhi の対象は vastu とのみ表現され，法とは明言されない．第 1.3.2 節注*46 参照．
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ている必要がある*2 ．換言すれば，
「色がある」という存在判断の根拠である〈覚知〉とは別に，その〈覚
知〉の対象である勝義の法が色と確定される根拠が要請されるだろう．
要するに衆賢は，法 X が「存在する」と判断される根拠を固有の性質の〈覚知〉であると説明したが，
その法 X が〈覚知〉以前に存在することの根拠を示していないことになる．たしかに無所縁心論争の文
脈（第 1.2.4 節参照）では，存在するものでなければ〈覚知〉を生じないと言われ，その理由は自相共相
を持たないものは認識対象たりえないからであると説明された．この解説によれば，自相共相を持つ何ら
かのものが〈覚知〉の原因として存在していることを説明しうるかもしれない．しかし単に自相共相を持
つ何かが〈覚知〉の原因として存在すると分かるだけでは，認識者が〈覚知〉を生じるのに先行して特定
の法が存在することを確定しえないだろう．というのも，五蘊に対し「人」という覚知を生じる場合に表
されているように，〈覚知〉が対象たる法の性質を常に誤解なくとらえるわけではないからである．
以上の考察から，衆賢の存在論の背景には〈覚知〉以前に法が存在することを承認せしめるような，暗
黙の前提があることを予想できる．そしてこの暗黙の前提こそが，
『順正理論』の思想的基盤であると言っ
てよいだろう．なぜなら法が〈覚知〉以前に存在する根拠が不確かであるならば，衆賢の存在認識過程そ
のものが無意味となり，真実の言明が不可能になる．ひいては三世実有説が存立せず，衆賢の思想そのも
のが成り立たなくなるからである．
そこで本章では，
〈覚知〉に先行して勝義たる法が存在することの根拠を衆賢がどのように了解していた
かに問題を絞って考察する．ただし筆者は『順正理論』の三世実有説あるいは二諦説を精査したものの，
〈覚知〉に先行して法が存在する根拠を直接論じた記述を見出しえなかった．そこで視野を広げて『順正
理論』および同著者の『顕宗論』を渉猟し，得られた諸記述をもとに衆賢の思考を推測した．本章で行っ
た議論の手順は，以下のとおりである．
まず第 2.2 節では，衆賢が行う諸法の実有論証に見られる，論証者に認識されないものの実有とされる
法の諸例を検討した．これら諸例は，認識に先行して法が存在しているという点で，上で問題とした〈覚
知〉に先行して存在する法と共通している．これらの諸例を検討することにより，論証者たる論書読者に
とって法が何故に存在していると衆賢が考えていたのかを明らかにする．
以上の考察により，衆賢が法が存在する根拠として仏説に極めて大きい役割を与えている事が明らかに
なるだろう．そこで第 2.3 節では，衆賢が仏説の権威をどのように論証しようとしたかを検討し，衆賢が
自身の思想の基盤を何に求めようとしていたのかを考察する．資料としては『順正理論』にみられる仏説

*2

本論文第 1.2 節であつかった三世実有説では，
〈覚知〉以前に法が存在すると言われていたため，一見すると論点先取が行わ
れているかのようになっていた．
衆賢によれば，存在の定義（*sallaks.an.a, *sattvalaks.an.a）を用いた演繹によって過去未来が「存在する」と判断しうる．
つまり存在の定義である「認識対象となって〈覚知〉を生じるものは，存在するものである」ことを前提とするとき，「過去
未来は，認識対象となって〈覚知〉を生じる」ことによって，
「過去未来は，存在するものである」という結論が導出される．
この議論のみを見ると，過去未来の諸法という存在するか否かが疑われるものについて，それらが存在することを〈覚知〉を
生じることによって論証しているように思える．しかし衆賢は，同論上記箇所中で無所縁心（非存在を認識対象とする心）が
不可能である理由を，存在するもののみが〈覚知〉を生じうるからだと説明していた．この衆賢の発言を過去未来の議論に適
用すれば，過去未来は本来的に存在するからこそ，それらについて〈覚知〉が生じていることになる．したがって過去未来が
存在することが前提となって，それから生じた〈覚知〉によって過去未来の存在が論証されていることになってしまう．
本節の結論を先取りすれば，この問題は二人の認識者を設定するならば解消しうるかもしれない．第一の認識者は仏など
であり，彼らは〈覚知〉が生じる前提となった存在するものを直観する．第二の認識者は一般読者であり，彼らは〈覚知〉を
生じた原因を直観しないものの，生じた〈覚知〉によって過去未来が存在することを推論するのである．
「認識されるものは存在する」という条件関係の最古の例は『識身足論』のものと考えられている．飛田［2006］
参照．
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が至教量であることの論証と，同じく衆賢の著した『顕宗論』*3 における仏が一切智者であることの論証
を用いた．第 2.4 節では以上の考察を総括する．

2.2 認識に先行する諸法
2.2.1 有部論書における実有法の自性と認識可能性
婆沙論以後の有部論書*4 では，実有である法は自性（svabhāva）を保持すると考えられていた．自性と
は，実有たる諸法が保持するとされた固有かつ不変の本質である．Cox［2004: 558–565］によれば，諸法
に不変の自性があると考えられた理由は，自性という概念の起源に求めることができると推測している．
つまり，有部論書における諸法の分類的考察が複雑化する流れの中で，ある法がある分類に属することを
一義的に確定する機能を期待され，法の自性という概念が用いられるようになった．そのため法は自性に
よって他の法と混同することなく同定されねばならず，また法はその自性を決して捨てないものと考えら
れたという．宮下［1997］は，このような性質を備える自性という概念を「法の認識が成立するための法
の自己同一性を保証するもの」
（同論文 94）と言い表す．そして『新婆沙』にみられる「一切法各住自性」
（T 27, 42b1）などの主張が示唆するように，
「諸法にはそれぞれ確定した自性があり，そこには何の混乱
もないということが，説一切有部の教義学のもっとも重要な原理」（同論文 85）となっていた*5 という．
実有の法は自性を保持するという有部の理解は，法が実有であることの認識論的根拠として転用されて
いる．つまり有部論書では，ある法の自性を確定しうることが，その法が実有であることの根拠とみなさ
れた．たとえば『倶舎論』
「根品」において心不相応行の一つである得（prāpti）が実有であることを世親
が否定する際，論点の一つとして「これ（得）の自性が色声など，あるいは貪瞋などのように知られてお
らず，また〔得の〕作用が眼耳などのように〔知られていない〕
」ということ*6 が指摘される．この世親の
主張は，次のように解釈することができるだろう．まず五感で捉えることのできる色（rūpa, 視覚対象）
などや心的現象として現れる貪などはその自性を経験にもとづき確認することが可能である．これに対し
感官などは眼などによって経験することが不可能ではあるため自性そのものを認識して確定することは確
かにできない．しかし感官知が生じることをもとにそれら眼などの作用を知ることができ，それによって
眼などが存在することを推論できる．したがって諸法が実有であることは，自性そのものを確認すること
によって，あるいはその作用をもとに推論することによって*7 知ることができる．一方ここで問題となる
*3

本論文は『順正理論』の研究ではあるものの，『顕宗論』の同論証も内容に密接な関連が見られるため考察対象に含めた．
宮下［1997］
によれば，いわゆる六足発智と総称される比較的初期の有部論書においても「自性」という語は見いだされるも
ののその例は少なく，またその意味も「それ自身」というほどの意味に過ぎないという．Cox［2004: 561］
も同様に，個物あ
るいはカテゴリーとしての諸法の内的本質を意味して「自性」という語が用いられるのは婆沙論以後だと結論している．
*5 自性という概念には，存在を構成する個物としての法を指す場合と，カテゴリーとしての法を指す場合とがあることが知
られている．槻木［1975］は『倶舎論』などにおける自性の用例をもとに，有部論書における自性はこの二義の区別を意識
せずに使用していたと考え，有部論書における法をカテゴリーとしての法と個物としての法に分ける解釈を批判している．
Cox［2004: 558–565］は，自性概念に二義があることを，自性が諸法の分類的考察から発したことによって説明している．

*4

*6

*7

kah. punar evam ayogah. / ayam ayogah. yad asyā naiva svabhāvah. prajñāyate rūpaśabdādivad rāgadves.ādivad
vā na cāpi kr.tyam
. caks.uh.śrotrādivat / tasmāt dravyadharmāsam
. bhavād ayogah. /（Pr 63, 8–10）
五根は「清浄な色（rūpaprasāda）
」と言われるように，それ自身は直接観察されないものの，五根がなければ感官知が存在
しなくなってしまうためその作用を確認することができる．それゆえに感官知の原因たる五根を推論によって知ることが可
能，と『倶舎論』で考えられていたようである．
『倶舎論』
「破我品」
（L 34–37）冒頭にある我（ātman）の否定の議論では，
直接知（pratyaks.a）と推論（anumāna）の二種の中，推論の対象の例として五根（眼耳鼻舌身）があげられる．また同様
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得は，その自性も作用も確認されないため実有とみなしえないことになる．この世親の批判は，ある法を
他から区別する自性が認識されるか，あるいはその存在を推論する根拠となりうる法の作用が認識されて
はじめて，その法を実有と判断しうる，という通念が当時あったことを窺わせる．
そして衆賢も，この有部の通念の影響下にあったと考えられる．そもそもこの通念が，認識対象の固有
の性質（自性）についての〈覚知〉
（svabhāvabuddhi）を得るとき，対象に即した存在判断が可能となる，
という衆賢の理解と通底することは明らかである．また『順正理論』において特定の法の実有が議論され
るとき，その自性が他から識別して確定されるか否か，あるいはその法が認識されるか否かが論点として
しばしば提出される．具体的には第 1.2 節で論じた過去未来法の他に，触（触覚対象）に含まれる諸所造
色，心所法の触，受想思触以外の大地法，得，非得，同分，滅尽定，命根，名句文，虚空，形が，その〈覚
知〉が生じること，あるいは固有の作用を確定しうることによって実有とされる*8 ．これに対し衆賢は，
我と経部説にいう随眠とについて，固有の作用が確定されないことを理由にそれらが実有であることを否
定している*9 ．
要するに有部論書においては，法の自性が確定されてはじめて，その法は実有であると言えると広く考
えられていた．そして『順正理論』も例外ではなかった．このような思想史的文脈を踏まえるならば，認
識に先行するものは自性が確定しておらず，したがってそれが法として存在するとは想像しがたい．
しかし衆賢は，自性の確定を根拠に法の実有を論じる一方で，それとは一見するとまったく異なった主
張をしていたことが知られている．つまり彼は，特定の法が論証を行う論書読者（以下，論証者）一般に
よって認識不可能であっても実有であることを認めていた．具体的には涅槃，過去未来法，極微，心不相
応行である名句文身*10 について，論証者一般に認識されずとも実有であると衆賢がみなしていたことが，
先行研究によって報告されている．さらに筆者が今回『順正理論』を改めて調査した結果，心所に関して
同様の議論を見出した．
これらの事例は，論証者の認識を待たずに法が実有と認められるという点で，〈覚知〉に法の存在が先
行するという衆賢の主張と共通している．それゆえこれらの諸法についての記述をもとに，それらが存在
することの根拠と，論証者が認識しえない法の存在を知る手段について衆賢の理解を明らかにすれば，彼
が〈覚知〉に先行して諸法が存在すると考えた理由を考察する手がかりになるだろう．
そこで本節では以下の手順で議論を行う．まず涅槃（nirvān.a，＝択滅 pratisam
. khyānirodha）の議論
を検討し，衆賢の主張の特徴を明らかにする．涅槃の議論をまず検討するのは，『順正理論』で行われる
議論の前史に関し資料が最も充実しているからである．次に他の諸例についても，涅槃の場合と同様の議
論の構造があることを検証する．最後に以上の諸例をもとに，認識に先行して法が存在することの根拠
と，それを論証者が知る手段について衆賢がどのように理解していたかを推測する．

の議論は，同論「世品」（Pr 152, 3–8）において無明の実体を検討する際にも言及される．
触（触覚対象）に含まれる諸所造色（『順正理論』T 29, 353a–b）．触（384c）．受想思触以外の大地法（388b–391a）．得
（397b）
．非得（399b–c）
．同分（400b–c）
．滅尽定（404a–b）
．命根（404c）
．名句文（413c–414c）
．虚空（347b; 430a）．
形（536a）．
*9 我（
『順正理論』T 29, 480a–b）
．随眠（597a）
．
*10 Dhammajoti［2002: 339–340］
および一色［2009］
は涅槃について，Cox［1988: 61］
は過去未来の諸法について，兵藤［2006:
53–54］および一色［2015b］は極微について，Cox［1995: 405, n. 60］は名句文身について報告している．
*8
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2.2.2 涅槃の存在根拠
初期経典以来，涅槃（nirvān.a）は仏教の目的たる煩悩と生存の抑止を表現する概念とされる．有部ア
ビダルマ文献においても同様に涅槃は仏教の目的であると考えられた．ただし，有部においては輪廻と
解脱が諸法の相互関係として説明されるため，涅槃も法の一種に数え上げられた．*11 ．有部の諸法分類
によれば，涅槃は無為（asam
. skr.ta）法の一種に位置づけられる「択滅（pratisam
. khyānirodha）」と同
義とされる*12 ．『倶舎論』に記された有部毘婆沙師の定説によれば，択滅とは「有漏の諸法からの離繋
（visam
. yoga）」（AKBh E 4, 12）であり，「苦などの聖諦の考察（pratisam
. khyāna）が択〔，つまり〕特
殊な慧（prajñāvis.eśa）であって，それによって得られる抑止（nirodha）」（同 4, 12–14）のことである
という*13 ．
この涅槃（択滅）の存在様態について，諸派の間で意見の対立があったことを，有部諸論書は記録して
いる*14 ．それによれば，有部カシミール毘婆沙師は涅槃を，有為法と違い時間軸上に出現することはな
いものの実体（dravya）として存在する法だと考えた．これに対し経量部（譬喩者）の諸論師は，涅槃を
五蘊の滅のような法の消滅状態であって，実体としては存在しないものと考えた．彼らの間の涅槃の存在
様態に関する論争は，婆沙論，『成実論』
，『倶舎論』
，『順正理論』といった諸論書に記述されている．
この中，特に『成実論』，
『倶舎論』，『順正理論』*15 では，涅槃は論書読者たちに認識不可能であっても
存在していると言えるか否が一貫して論じられ，徐々に議論が蓄積されているさまを看取しうる．それゆ
え『順正理論』における衆賢の主張の特色は，先行する二論書における議論の蓄積を踏まえることでより
明確になる．したがって以下では，『順正理論』の記述の検討に先立ち，これら両論書に見られる論争の
要点を整理したい*16 ．

*11

*12

*13

*14
*15

*16

初期経典における涅槃については，水野［1997b］，藤田［1988］，吉元［1985］参照．この他，特に有部の涅槃に関する先行
研究は，一色［2009］の参考文献表参照．
なお涅槃の存在様態に関する議論は，パーリ上座部の注釈文献にも見いだされるが，本論文は有部の論師衆賢の思想基盤をあ
つかうものであるため，ここでは言及しない．パーリ上座部における議論の概要については，Collins［1998: 161–185］，浪
花［2008: 186–196］
を参照．
涅槃と択滅が同義であることについては，
『旧婆沙』
（T 28, 123a15）
，
『新婆沙』
（T 27, 163a25）
，
『入阿毘達磨論』
（T 28,
988c17–18），
『順正理論』
（T 29, 332b14–16）などを参照．涅槃と択滅が同義であることは，
『倶舎論』
「界品」
「根品」にお
いては明言されないものの，同論「業品」
（Pr 216, 22–23）では三帰依に関連して涅槃が択滅と言い換える表現がみられる．
無為には択滅の他，非択滅（apratisam
. khyānirodha）と虚空（ākāśa）という二法も分類される．この両者の性質につい
ては『倶舎論』（E 4,8–5,20）および拙論（一色［2009: 39］）参照．
これに関説する代表的な研究として，加藤［1988: 21–23, 297–303］を挙げることができよう．
『新婆沙』（T 27,161a9–12）には，「譬喩者」が択滅・非択滅の両者を「非實有體」としたことのみが記録されている，し
かし同論からはその議論の詳細についての情報は得られない．
言うまでもなく，涅槃の実有をめぐる論争においては，涅槃の認識可能性以外にも多様な論点が議論の俎上に昇る．しかし，
文の繁多を避けるため，本論文の趣旨と関係しない論点についてここでは割愛した．有部諸論書を中心とした三種の無為法
の実有／非実有論争を概観については，一色［2009］参照．
なお本論文第 2.2.2 節は，上記拙論の涅槃（択滅無為）に関する部分にもとづく．ただし上記拙論は，先に述べたように，
三種の無為法の存在様態に関する諸論書の態度を概観することを主題とする単行論文であり，衆賢思想を俯瞰的視野からと
らえることを試みる本論文とは関心が異なる．そのため再録にあたり，必要箇所を抽出して論述を再構成するとともに，大幅
に補訂した．
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『成実論』
『成実論』では「五智品」（T 32, 368c–369b）において涅槃（「泥洹」）の実有が論じられる．「五智品」
の主題は，その題目の通り五種の智を解説することであるが，五智の一つである涅槃の智（「泥洹智」）を
解説する際に，その観察対象である涅槃の存在のあり方が問題となる．『成実論』では涅槃は実有である
という立場を前主張に挙げ，それを批判することによって涅槃を諸法の滅とみなす後主張を示す．前主
張，後主張ともに，その議論は論点を列挙するばかりであり文脈に不明な点が残るものの，両主張におけ
る涅槃の存在のあり方とその根拠の大要は次のように整理できよう．
前主張によれば，涅槃が実有であるとは有為の諸法と同様に存在することである．前主張は九の論点を
挙げるが，その中の五点は共通して，涅槃と同義とされる無為や滅諦などといった概念が実有である有為
法と仏説において並列されることを指摘する．一例を上げると，「滅諦を涅槃と名づける．苦諦などは実
有であるのであるから，涅槃も実有であるはずである．
」*17 つまり涅槃（滅諦）は，実有であると認められ
る苦諦などの有為法と仏説において並列される以上，涅槃と有為法は性質の違いはあっても同じ意味で，
すなわち実有として存在する*18 と考えられていた．
そしてこのように涅槃が実有である根拠は，仏あるいは修行者の認識にあったと考えられる．まず先述
した五論点において仏説の記述によって涅槃の実有を論じうるためには，仏説が真実を表現しているとい
うこと，そして仏は自身が語った内容について知っていたことが議論の前提になければならない．つま
り，仏説にもとづき涅槃が実有であるという主張は，仏は実有である涅槃を観察した，ということが含意
されていることになる*19 ．さらに前主張が挙げる残りの四論点は，経典において涅槃が非存在であると
*20 ，修行者の「滅智」
説かれないこと（一点）
「證」
「如實知」
「眞智」の対象が無ではありえないこと（三

点）*21 である．この中で前者は仏説を根拠とする以上，最終的には仏の認識に依拠しているものと考えて
良いだろう．また後者は涅槃を観察するに至った修行者の認識がありうることを根拠としていることにな
る．要するに，前主張が掲げる九論点はいずれも，涅槃が実有であることの根拠を仏あるいは修行者の認
識に置いていた．
一方，後主張によれば，涅槃は実有の法ではなく有為法の消滅状態だという．後主張の議論は，実有な
らざる涅槃のあり方を示す前半部分（『成実論』T 32, 368c27–369a19）と，実有ならざる涅槃が認識と
言語との対象たりうることを説明する後半部分（369a19–27）とに分けることができる．前半部分によれ
ば，涅槃は諸蘊の滅（368c27–29），相の非存在（369a1–3），諸行の滅（369a3–9），苦が滅し他の苦が生
じないこと（369a9–14），すでに生じた愛が滅しいまだ生じていないものが生じないこと（369a14–16），

*17

滅諦名泥洹．苦等諸諦實有故，泥洹亦應實有．（
『成実論』T 32, 368c15–16）
同趣旨の他の四論点は以下の通り．
又經中佛爲諸比丘説：
「有生起，作有爲法．有不生起，作無爲法．
」又經中説：
「唯有二法，有爲法無爲法．有爲法有生滅住異．
無爲法無生滅住異．
」又經中説：
「諸所有法若有爲若無爲，滅盡泥洹唯此爲上．
」又説：
「色是無常，滅色故，泥洹是常，乃至識
亦如是．」（
『成実論』T 32, 368c17–23）
*19 飛田［2011］
は，『識身足論』にみられる，仏によって説かれているから過去未来は存在する，という論点を研究し，仏説の
妥当性の根拠が仏のありのままの知を根拠とすると考えられていたことを，明快に示した．
*20 又諸經中無有定説泥洹無法．故知汝自憶想分別，謂：
「無泥洹」
．
（
『成実論』T 32, 368c26–27）
*21 又泥洹中智名滅智．若無法，云何生智．
（
『成実論』T 32, 368c16–17）
又經中説：
「滅應證．
」若無法何所證．又佛於『多性經』中説：
「智者如實知有爲性及無爲性．
」無爲性即是泥洹，以眞智知云何
言無．（
『成実論』T 32, 368c23–26）

*18
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五蘊という法の無（369a16–19）であるという．これらの表現はいずれも，涅槃が五蘊などの有為法とは
根本的に異なった，それら有為法の終極そのものであることを示す．しかしながら涅槃は，存在するもの
にまったく依拠しない完全な非存在と考えられてはいなかった．このことは後主張の後半部分の議論から
読み取ることができる．それによると「切断」という法が存在せずとも木の切断が認識され，また「木の
切断が存在する」と表現されるように，涅槃は認識され，また「存在」を言明されるという．つまり涅槃
は実有の法でなくとも完全な無ではなく，五蘊などの有為法の消滅状態として認識され，「存在」を言明
されるものであった*22 ．
後主張は，自説を積極的に支持する経典を提示するとともに，前主張の論理的欠陥を指摘し，自説を根
拠付けるが，そこには涅槃の把捉が認識主体によって異なっていることを示す，興味深い記述がある．ま
ず後主張が提示する経典では，涅槃を何らかの実体的存在としてではなく，あるものの滅あるいは無とし
て仏が語ったことが示される*23 ．これはつまり後主張が涅槃を諸法の滅としながらも，前主張と同じく，
仏が涅槃を認識していることを認めているということを意味する．一方で後主張は，前主張の論理的欠陥
を指摘する際に論証者の認識に言及し，涅槃を実有の法とみなすための要件が欠如していることを指摘す
る．前節で述べたように，法はその自己同一性を保証する固有の性質（svabhāva，
「自性」
）を保つものと
考えられた．したがって涅槃も実有の法であるならば，何らかの固有の性質があるはずである．しかし後
主張によれば，涅槃が保つ固有の性質を涅槃実有論者が説明することは不可能であるという*24 ．つまり
後主張が掲げるこの論点では，涅槃の実有論争に関わる論証者の視点に立つことにより，涅槃の実有を論
証する根拠となる自性を確定できないことが示された．
ここで前主張と後主張を比較すると，涅槃の存在のあり方を実有の法とするか，有為法の消滅状態とす
るかで両者は異なるものの，涅槃を対象とする認識に関して次の二点の合意があったことを知ることがで
きる．第一は，仏あるいは修行者は涅槃を認識する，という点である．無論そこで認識される涅槃のあり
方は前主張と後主張で異なっているものの，すくなくとも涅槃が仏などに認識されるという点は共通して
認められる．第二は，論証者は涅槃が何かを語りえない，ということである．たしかに論証者の認識を論
点として提出するのは後主張に限られてはいる．しかし前主張も涅槃を実有としながらその固有の性質に
言及していない点に鑑みると，『成実論』が著された当時の状況として，涅槃実有論者も涅槃の固有の性
質を確定できないと考えられていたことが推測されよう．要するに『成実論』作者の周囲では，仏などは
涅槃を認識するのに対し，論証者はその本質を語りえない，と考えられていた．
『成実論』の議論は前主張の後に後主張を示すことで終了しており，そこで述べられる内容は上で紹介
した以上のものではない．『倶舎論』，
『順正理論』では，法体系との整合性を問う様々な論点が付加され
るとともに，『成実論』でみられた涅槃の認識に関する仏と論証者の相違の問題が掘り下げて論じられる．

*22

次の一節は，涅槃が有為法の状態とされたことを最もよく示しているだろう．
又由諸行故是中智生．謂，隨諸行無名爲泥洹．如隨無此物知此物空．
（
『成実論』T32, 369a21–23）
*23 又縁泥洹定名曰無相．若法相猶存者，何名無相．如經中説：
「行者見色相斷乃至見法相斷．
」又經中處處説：
「一切行無常．一
切法無我．寂滅泥洹．」是中我名諸法體性，若不見諸法體性，名見無我者．若泥洹是法，則無體性不可得見．以此法不滅故．
如隨有瓶時無瓶壞法．若瓶壞時，得説瓶壞．斷樹等亦如是．如是若諸行猶在，爾時不名泥洹．諸行滅故有泥洹名．又苦滅不名
更有別法．如經中説：
「諸比丘．若此苦滅餘苦不生更無相續，是處第一寂滅安隱．所謂捨離一切身心貪愛永盡離滅泥洹．
」是中
言：「此苦滅餘苦不生」更有何法名泥洹耶．（
『成実論』T 32, 369a1–14）
*24 又若有泥洹，應説其體何者是耶？（
『成実論』T 32, 368c29–369a1）
又亦更無別有盡法．但已生愛滅，未生不生，爾時名盡．更有何法説名盡耶．實不可説（『成実論』T 32, 369a14–16）
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『倶舎論』
『倶舎論』
「界品」
（E 4, 11–5, 3）において世親は，択滅（pratisam
. khyānirodha, ＝涅槃）を有漏の諸法
からの離繋（visam
. yoga）という法とみなす毘婆沙師説を紹介する．しかし「根品」（Pr 91, 24–94, 15）
では択滅（涅槃）を再度議論の俎上に乗せ，それが実有であることを批判した．
『倶舎論』「根品」で涅槃の実有が検討されるとき，まず問題となるのは択滅（涅槃）の自性であった．
『倶舎論』の議論からは，世親と対論者である毘婆沙師との両者の間にあった涅槃の認識に関する前提を
読み取ることができる．以下に関連箇所を引用する．なお理解の便を図るため，想定される話者を【

】

に附記した．
【世親】atha ko ’yam
. visam
. yogo nāma/
【毘婆沙師】nanu coktam
. prāk “pratisam
. khyānirodha” iti/
【世親】tadānı̄m
. “pratisam
. khyānirodhah. katamo yo visam
. yoga” ity uktam idānı̄m
. visam
. yogah.

katamah./ yah. pratisam
. khyānirodha ity ucyate/ tad idam itaretarāśrayam
. vyākhyānam
asamartham
. tatsvabhāvadyotane/ tasmād anyathā tatsvabhāvo vaktavyah./
【毘婆沙師】āryair eva tatsvabhāvah. pratyātmavedyah./ etāvat tu śakyate vaktum
. nityam
.

kuśalam
. cāsti dravyāntaram/ tad visam
. yogaś cocyate pratisam
. khyānirodhaś ceti/（AKBh Pr
91,24–92,3）
【訳】
【世親】ではこの離繋というものは何か．
【毘婆沙師】前に択滅と言ったではないか．
【世親】その時は「択滅とは何か，離繋である」と言われ，今は「離繋とは何か，択滅である」と
言われている．まさにこれは相互依存的な説明であるので，それ（離繋と択滅）の固有の性質を説
明することができない．それゆえに別の仕方でそれの固有の性質が述べられるべきである．
【毘婆沙師】それの固有の性質は，聖者たちのみが各自で知りうるものである．しかしながら「常
住であり，善である別の実体が存在する，それは離繋とも呼ばれ，択滅とも呼ばれる」という，こ
のかぎりのことは言える．
ここではまず，離繋と呼ばれる無為法の実体が問題となる．『倶舎論』では，ある法の性質が他の法の
否定として表現される場合，固有の性質を積極的に示す定義が求められることがしばしばある*25 ．ここ
で世親が離繋の実体を問題とするのは，離繋というだけでは他の法の否定に過ぎず，固有の性質が十分定
義されていないと考えられたからであろう．しかしこの問題に関する毘婆沙師の回答は離繋を択滅と，択
滅を離繋として規定するものであった．世親はそれを「相互依存的な説明」に過ぎないと断じ，対論者に
涅槃の固有の性質の特定を求める．そこで毘婆沙師は，択滅が聖者たちによって個別に證得されるもので
ある，いうなればそれ以外の者には固有の性質を直接言明することはできない，と弁明する．
この議論からは，択滅（＝涅槃）を認識可能な者に関する世親の理解を窺うことができる．聖者とは，
無漏法を獲得した修行者を指し*26 修行段階としては四聖諦を現観（abhisamaya）する見道を経た者を言
*25
*26

たとえば無明（avidyā）については同論「世品」
（Pr 142, 3–8）
，大煩悩地法については同論「根品」
（Pr 53, 10ﬀ.）参照．
『倶舎論』（Pr 157, 16–17）参照．
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う．したがってこの毘婆沙師の解説は，仏を含む一定レベル以上の修行者によって択滅は認識されるもの
の，論証者はそれを語ることができない，という意味だと理解して良い．なお世親はここで毘婆沙師の理
解に反論を加えていない．したがって択滅の認識が可能な主体と論証者の能力に関し，世親も毘婆沙師と
同様の前提を共有していたと考えて良いだろう．したがって『倶舎論』述作当時の世親の周辺でも，択滅
は仏などによって認識されるものの論証者はその固有の本質を語りえない，という『成実論』と同様の理
解がとられていた．
『成実論』と共通の前提のもとで想定問答を行う毘婆沙師と世親は，それぞれ『成実論』の前主張，後主
張と近い立場を取る．論証者に認識されえなくとも涅槃は実有であるという毘婆沙師は，『成実論』の前
主張に近い立場であると言ってよいだろう．これに対し世親は，経量部による無為法の解釈を支持する．
経量部によれば，無為法は色，受などのように別個の存在ではないので実体ではなく，択滅は「生じた随
眠及び生が滅したときに，択の力によって別のものが生じないこと」*27 であった．つまり経量部説は『成
実論』後主張に近い立場であったと言える．
毘婆沙師と世親との論争は，『成実論』前主張と後主張との論争と近似するものではあるが，議論がよ
り深められている点を各所に指摘できる．本節の主題である涅槃の認識に関しては，世親が毘婆沙師説へ
の批判を行うなかで（93, 15–94, 10），論証者に認識できないことを認識手段（pramān.a）との関連から
論じている．該当箇所を以下に引用する．

abhūtam
. tu parikalpitam
. syāt/ kim
. kāran.am/ na hi tasya rūpavedanādivat svabhāva upalabhyate na cāpi caks.urādivat karma/（AKBh Pr 93, 16–18）
【訳】〔毘婆沙師のように無為を実有と考えるならば，〕一方で存在しないものが想定されること
になるであろう．何ゆえか．なぜならばそれ（無為）は色，受などのように固有の性質が認識され
ず，また眼などのようにはたらきが〔認識されない〕からである．
この引用文における世親の意図を知るには，『倶舎論』の他の記述を合わせて考える必要がある．まず
『倶舎論』において世親は，直接知（pratyaks.a）
，推論（anumāna）
，信頼すべき人の伝承（āptāgama）と
いう三種の認識手段を認めていたことが知られている*28 ．そして同論「破我品」冒頭（L 34–37）におい
て世親は，我（ātman）が色などのように直接知によって知られず，また眼などのように結果にもとづく
推論によって知られないことを根拠として，我が実体として存在することを否定している．これらの記述
を勘案すれば，世親がここでいう「それ（無為）は色，受などのように固有の性質が認識されず」とは，
無為が認識手段たる直接知によって認識されないことを，「眼などのようにはたらきが〔認識されない〕」
とはそれが推論によって認識されないことを意味すると解釈できる*29 ．
世親がここで認識手段という概念を導入する理由は，『成実論』との比較から説明できよう．無為を知
る認識手段が存在しないとは，無為は論証者が固有の性質を説明できないからこそ存在しないという『成
実論』にみられたような論点を敷衍したものであることは明らかである．ただし単に自性を確定できない
*27

utpannānuśayajanmanirodhah. pratisam
. khyābalenānyasyānutpādah.（AKBh Pr 92, 5–6）
なお，“utpannānuśayajanmanirodhah.”は，AKVy（W 219, 3）を参考に “utpannānuśayajanmanirodhe”と読み，訳
出した．
*28 『倶舎論』
（Pr 76, 20–23）．桂［2012: 6］など参照．
*29 AKVy（W 221, 5–6）も同様に解釈する．
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のではなく，それを知るための認識手段が存在しないという世親の主張には，涅槃が認識不可能であるこ
とが特定の認識者の問題ではなく，一般的事実として認めなければならないという意図が込められている
だろう．したがって世親は，涅槃の実有／非実有を論じるすべての論証者にとって涅槃が妥当な手段で認
識できないと主張していることになる．
世親のように無為が認識手段によって認識されないので非存在であるというならば，『成実論』の前主
張が言うように仏が無為の一種である涅槃を「存在する」と言ったことの意味が翻って問題となるだろ
う．この問題に関する世親の理解を知るために，以下に引用する議論を参考にすることができる．この議
論は，経量部の解釈を採用する場合における，「有為であれ無為であれ，あらゆる諸法の中で離欲が最上
と言われる*30 」という仏説に対する解釈の一部である．以下に該当箇所を引用する．

na vai nāsty evāsam
. skr.tam iti brūmah./ etat tu tad ı̄dr.śam
. yathāsmābhir uktam/ tadyathā
asti śabdasya prāg abhāvo ’sti paścād abhāva ity ucyate/ atha ca punar nābhāvo bhāvah.
sidhyati/ evam asam
. skr.tam api dras.t.avyam/（AKBh Pr 93, 5–7）
知っての通り，無為はまったく存在しない，と私たちは決して言っているのではないが，他ならぬ
それは私たちが前に言った通り〔に存在しているの〕である．つまり，以前に声の非存在が存在し，
以後に〔声の〕非存在が〔存在する〕
，とは言われるが，しかしこのとき〔過去未来の声の非存在が
存在するというものの〕，さらに非存在という存在が成立するのではない．無為もこのように知ら
れるべきである．
世親によれば，煩悩あるいは生まれの不生起という涅槃は「存在する」
，と仏が言うとき，それは涅槃と
いう名称で名指される何らかのものが存在することを意味しない．そうではなくて，我々が「以前に声の
非存在が存在する」という場合，
「存在する」という語を過去と未来における非存在である声に対して適用
しているように，仏も非存在である涅槃に「存在する」という語を適用しているという．なお衆賢は『順
正理論』において，世親がここでいう非存在の「存在」は実有仮有の二有に該当せず（T 29, 431b17–19）
，
日常言語（「世俗言説」）にいう「存在」である（431b17–19）と解釈している．この衆賢の解釈を参考に
すれば，世親は実有仮有という有部の教義学における存在の分類ではなく，日常言語における「存在」と
いう語の用法に引き寄せて，経典に説かれる涅槃の「存在」を解釈したことになるだろう．
以上を総合すると，涅槃の認識について『倶舎論』が置かれていた思想状況と世親の立場とは次のよう
にまとめることができる．まず『倶舎論』における涅槃の実有論争にあらわれる毘婆沙師と経量部の間に
は，仏などは涅槃を認識可能であるものの，論証者はその本質を語ることができない，という点で合意が
あった．これは『成実論』の前主張と後主張との間で見られたのと同じ通念である．そして経量部の立場
に立った世親は，涅槃が実有でないことを論証するため，論証者がそれを語りえないという論点を補強し
た．つまり涅槃が直接知と推論という認識手段によっても捉えられないということで涅槃の認識が不可能
であることに正当性を付与し，自性を判別できない以上，涅槃が実有の法として存在しないことを強調し
ようとした．その一方で仏が発した涅槃が「存在」するという語は，日常言語において「非存在が存在す
る」というような，存在という語に可能な用法の一つであるとした．換言すれば世親の議論は，論証者と

*30

ye kecid dharmāh. sam
. skr.tā vāsam
. skr.tā vā virāgas tes.ām agra ākhyāte iti（AKBh Pr 93, 4–5）
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は隔絶した仏の認識を用いることなく，論証者の認識において完結するかたちで涅槃の存在のあり方を論
じるものであったと言ってよい．
『順正理論』
『順正理論』において衆賢は，涅槃を実有とする毘婆沙師の立場を採用する．そして多数の論点を提出
して自説を補強するとともに，経量部の立場をとる世親を猛烈に批判した．特に涅槃の認識に関する認識
者間の差異についても，先に引用した『倶舎論』の一節を取り上げて反論している．まず該当箇所を以下
に引用する．
又言：「涅槃非體可得如色受等．非用可得如眼耳等．
」此實應然．涅槃實非如色受等及眼耳等體用可
得．然有異彼．體用可知色等有爲依自相續，體用麁顯，易可了知．然彼涅槃不依相續，體用微隱，
難可了知．要具精勤勝觀行者修所成慧正現前時，方證涅槃真實體用．從觀出已，唱如是言：「奇哉，
涅槃．滅・靜・妙・離．」非諸盲者不了青黄謂：
「明眼人亦不見色．
」
（『順正理論』T 29, 432b6–13）
【和訳】また〔経主世親は〕「涅槃の実体は色，受などのように捉えられない．〔涅槃の〕はたらき
は眼・耳などのように捉えられない」と言う．これは確かに正しいとすべきである．涅槃は確か
に，色，受などおよび眼，耳などのように実体とはたらきが捉えられるものではない．しかしなが
ら〔涅槃には〕それら（色，眼など）との相違がある．実体とはたらきが認識可能な色などの有為
は，自らの相続に依拠しており，実体とはたらきが粗大で明白であり，了解されやすい．しかしな
がら，涅槃は相続に依拠しておらず，実体とはたらきが微細で隠れており，了解され難い．精勤を
備えているすぐれた観法の行者が修所成慧を現前するときになってはじめて，涅槃の真実の実体と
はたらきを證得する．観法から出て，「涅槃は素晴らしい．〔涅槃は〕滅，静，妙，離である」と唱
える．諸々の盲人が青色・黄色を了解できないとき，
「眼が見える人も色を見ない」とは言わない．
まずこの一節において涅槃について二種の認識者が対比的に述べられていることを確認したい．『順正
理論』の用語によれば，精勤を備えているすぐれた観法の行者が修所成慧を現前するときに，涅槃の真の
姿が現前するという．『順正理論』の修行道によると，四念住を修めた修行者は，さらに八随次第観と呼
ばれる観法を修行する中ではじめて四諦十六行相全体についての聞・思所成慧を得（T 29, 677c–678a），
その後に修所成慧であって総縁共相法念住とされる四善根位（煖・頂・忍・世第一法）に至り十六行相を
観察する（T 29, 678aﬀ.）．したがって滅諦である涅槃を三昧（修）においてはじめて直観するのは，四
善根位の行者であるということになろう．ただし，その後に無漏慧を獲得する見道をむかえ（683a），見
道においてはじめて，四聖諦に関する打ち破り難い決定的見解を得る（「於諸諦理初得難毀決定見」）とも
言われている（683b）．したがって衆賢がここでいう涅槃を観察する行者とは，四善根位以上の修行者あ
るいは見道以上の聖者を指すものと考えられよう．そしてこのような一定以上の修行者にのみ涅槃が認識
しうるということは，換言すればそれ以下の修行段階にある者は涅槃を認識しえないことを意味する．そ
して『順正理論』の読者である論証者がその涅槃を完全に認識しえない者に含まれることは，文脈上明ら
かである．したがって，仏などは涅槃を認識しうるが論証者はそれを語れない，あるいは認識しえないと
いう『成実論』，
『倶舎論』であらわれた構図をここにも見出すことができる．
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しかし『順正理論』の議論には，
『成実論』
，
『倶舎論』にない特徴がある．衆賢によれば，涅槃は相続に
依拠しない，つまり時間軸上に現れて連続するものでないという点で色あるいは眼などと異なっており，
それゆえその実体あるいは作用を認識することが困難である．そのため，ある段階を超えた修行者であっ
てはじめてそれを認識可能である．そして涅槃を認識可能な修行者と認識不可能な論証者とが健常者と視
覚障害者に喩えられることが示すように，後者によってある対象が認識されないとしても，それはある対
象の非存在を意味しないという．つまり衆賢は論証者の認識力を涅槃を認識しえない限定的なものと位置
づけ，それとは別に涅槃を認識しうる卓越した認識力を持った修行者が存在することを認める．そして後
者の認識こそが，涅槃が存在することの根拠たりうると主張する．『成実論』の前主張および後主張，
『倶
舎論』の毘婆沙師も二種の認識者を認めるものの，『順正理論』のように修行者の認識力が論証者のそれ
に卓越するとは明言しない．したがって『順正理論』の特徴は，この共通する構図のもとで語られる二種
の認識者の上下関係にあると言ってよい．
ある段階以上の修行者のみが涅槃を正しく認識しうる，という衆賢の理解は，涅槃が存在する根拠をそ
れら修行者の権威に帰すものである．この論理を推すならば，究極的には仏のような涅槃を認識する修行
者が認識し，語るとおりに涅槃は存在することになるだろう．実際に衆賢は，仏の涅槃に関する言説を解
釈し，涅槃が実有であることを導く．たとえば『倶舎論』でも問題となった「有為であれ無為であれ，あ
らゆる諸法の中で離欲が最上と言われる」という経典の一節を，彼は次のように解釈する．
若涅槃都無體者，如何經説：「一切有爲無爲法中此最第一」？如何無體可立法名？如何説無於無中
勝？現見諸法有自相者，展轉相望，説有勝劣．未見有説兎角・空花展轉相望，安立勝劣．是故決定別
有涅槃．能持自相故名爲法．此於餘法其體殊勝．故涅槃體實有義成．（
『順正理論』T 29, 431b3–9）
【訳】もし涅槃にまったく実体がないならば，どうして経典に「すべての有為〔法〕と無為法との
中でこれが最上である」と説くのか．どうして実体のないものに「法」という名称を設定できるの
か．どうして無が無の中で優れていると説くのか．諸法に自相があるならば，相互に比較して優劣
があるという言明が見られる．〔しかし〕兎角と空花を相互に比較して優劣を設定する言明をいま
だ見ない．これゆえに涅槃が別個の存在であると決定する．〔その涅槃について〕自相を保つので
法（*svalaks.an.adhāran.ād dharmah.）と名付ける．これ（涅槃）は他の法よりもその実体が優れて
いる．したがって涅槃の実体が実有であるということが成立する．
衆賢によれば，相互に比較して優劣を語ることが可能であるのは，自相つまり固有の定義を持つ実有の
法だけであって，兎の角のように実体が存在していないものについては優劣を語ることができない．にも
かかわらず仏が「すべての有為法と無為法の中で最上」と涅槃について語っている以上，涅槃は実有であ
ることが成立するという．
したがって衆賢の主張の大要は，次の通りであると言ってよい．衆賢は，論証者たちにとって涅槃は認
識され得ないという『成実論』『倶舎論』に見られた前提を受け継ぐ．しかし論証者たちが涅槃を認識不
可能である理由を，涅槃は時間的に存在せず認識困難であり，論証者はそれを捉えるには認識力が不足し
ているから，と説明する．そして仏などの修行者を論証者よりも卓越した認識力を持つ者と位置づけ，彼
らの認識によって涅槃が存在することが確認されているとした．そして仏が涅槃を語り得ていることか
ら，それの存在様態は実有であるにほかならないと考えた．
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2.2.3 他の認識困難な諸法の例
涅槃は仏などの卓越した認識者の認識を根拠として実有であり，論証者は仏説をもとに涅槃の実有を知
ることができる，と衆賢はいう．涅槃という特殊な概念に関して衆賢がこう述べることは，仏教思想とし
て一般的な理解の現れと思われるかもしれない．なぜならば一般的にいって，涅槃は開祖シャカムニ仏が
示した仏教の目的であり，仏教修行者はたとえ涅槃をいまだ認識していなくともそれを承認することが求
められているからである．
しかしながら衆賢は涅槃にとどまることなく，その他の諸法，つまりは有為法についても同様の議論を
展開しており，そこに衆賢の主張を読み取ることができる．以下ではそれら諸法の例を個々に検討する．
過去未来法
周知のように，説一切有部においては過去現在未来の諸法いずれもが存在するという三世実有説が採用
されたものの，それに肯定的な毘婆沙師と批判的な譬喩者（経量部）との間で論争があった．世親は『倶
舎論』において過去未来法は存在しないという経量部の立場を採用して三世実有説を批判し，衆賢は毘婆
沙師の立場から『順正理論』において世親の批判へ反駁を試みた．その際に衆賢は，〈覚知〉を生じる対
象は存在するものだという存在の定義を提示し，過去未来法も〈覚知〉を生じることを根拠に，それらが
「存在する」と判断しうることを論証した．このことは第 1.2 節ですでに述べたとおりである．
過去未来は〈覚知〉を生じているという事実は，現代の我々にも否定できないだろう．我々は昨日起
こった出来事を認識することも可能であるし，またこれから起こる出来事もある程度知ることができるか
らである．しかしながら我々が知ることができる過去未来は，あくまでも記憶と推測にもとづいており，
現在における経験とはその認識のあり方が異なる．そして過去未来について，記憶違い，見込み違いがあ
ることも，我々がしばしば経験することである．したがって過去未来は〈覚知〉を生じるので「存在する」
と判断できると考えるとしても，「存在する」と判断された過去未来の存在様態は，それらが現在である
時の存在様態とは必ずしも一致するとは言えないようにも思われる．
世親も同様に『倶舎論』における三世実有説批判において，論証者にとって過去未来の認識が現在のそ
れとは異なっていることを指摘する．『倶舎論』の三世実有批判には，過去未来は存在しないものの所縁
（ālambana，認識対象）として存在する，と述べる部分（Pr 299, 20–25）がある．そもそも毘婆沙師が三
世実有説を指示した論拠の一つは，過去未来の認識が成立するためにはその対象たる過去未来法が存在し
ていなければならないと考えたためであった．世親は過去未来を非存在としたため，過去未来の認識を成
り立たせている認識対象とは何かを説明する必要があった．世親によれば，我々は過去を現在であった時
のように想起し，未来をそれが現在となったときのように知（buddhi）によって把捉する．したがって過
去未来は「存在する（asti）」という現在時制によってではなく，「存在した（abhūt）」，「存在するだろう
（bhavis.yati）
」と過去時制，未来時制によって捉えられる．それゆえ過去未来法は，このような過去時制，
未来時制の認識を生む所縁としてのみ「存在する（asti）」．そしてもし過去未来法が現在法と同じように
実体として存在しているならば，それらは現在であることになってしまうので，むしろ認識対象となって
いる過去未来は非存在であるという．つまり世親は我々と同様に，過去未来を想起し，推測する一般的な
論証者の視点に立つ．そして彼は，一般的な論証者にとって過去未来に対する認識が現在に対する認識と
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異なっていることを根拠として，過去未来が現在と同じ意味で，つまり実体として存在することを否定し
ようとした．
この世親の主張に対し衆賢は三点の反論を述べる．特にその中の第一論点では，過去未来法を通常の認
識の対象ではないとする衆賢の理解が示されており，注目に値する．以下に該当箇所を引用する．
譬喩師徒情參世俗，所有慧解倶麁淺故．非如是類爾焔稠林可以世間淺智爲量．唯是成就清淨覺者稱
境，妙覺所觀境故．若諸世間覺不淨者，要曾領受，方能追憶，因此尋思去來世異．理必應爾．彼於
未來由未領納，觀極闇昧．清淨覺者觀於去來，脱未領納，觀極明了．若過未有如成所縁，於杌縁
人，於塊縁鴿，豈可彼有如成所縁．故於去來縁異，有異．不可彼有如成所縁．有據曾當，縁據現故．
（『順正理論』T 29, 628b5–14）
【和訳】譬喩師がいたずらに世間に情を寄せるのは，あらゆる智慧と理解が共に粗雑で浅薄である
からである．このような種類の密林の如き知識対象（「爾焔」
，*jñeya）について，世間の浅はかな
智を認識手段（「量」，tshad ma, *pramān.a）*31 とすることはできない．こ〔の過去未来〕は，清
浄な〈覚知〉（blo rnam par dag pa）を随伴する者によって量られる対象であるにほかならない．
〔過去未来は〕精緻な〈覚知〉によって観察される対象であるからである．諸々の世間の不浄な〈覚
知〉〔を持つ者〕ならば，かつて経験したものであってはじめて想起することができ，これによっ
て過去世，未来世の相違を探求する．道理は必ずそうであるはずである．彼は，未来についてはい
まだ経験していないので観察が極めて蒙昧である．清浄な〈覚知〉〔を持つ〕者は過去未来を観察
し，たまたま経験していないとしても，観察は極めて明瞭である．もし過去と未来が所縁となって
いるように存在しているのであるならば，枝のない木において人を所縁とし，土塊においてハトを
所縁とするとき，それら〔枝のない木，土塊〕は所縁となっているように〔人，ハトとして〕存在
するべきではないか〔，そのようなことはありえない〕．したがって過去と未来という〔所〕縁が
異なる〔ならば〕，存在するものも異なる．それが所縁となるように存在していることはありえな
い．存在するものは過去と未来に依拠し，〔所〕縁は現在に依拠しているからである．
衆賢によれば，過去未来を捉える〈覚知〉には二種ある．第一の世間的な不浄な〈覚知〉は，経験した
過去を想起し，経験されていない未来を不確かに観察する．これに対して第二の清浄な〈覚知〉は，経験
されているか否かを問わず過去未来法について明晰に観察する．そして清浄な〈覚知〉を持つ者のみが，
過去未来法をそのままに認識対象とすることができる．したがって世間的な不浄な〈覚知〉は，過去未来
の存在のあり方を知るための認識手段たりえない．たとえば枝のない木において人という所縁を錯覚した
としても，木が人として存在することにはならない．それと同様に，世間的な〈覚知〉によって過去未来
法が想起し推測されたとしても，その想起あるいは推測において捉えられたあり方で過去未来法が存在し
ているのではないという．
この二種の〈覚知〉は，論証者の一般的な認識と仏などの卓越した認識とを指すものとみなして良いだ
ろう．衆賢のいう世間的な不浄な〈覚知〉が，
『倶舎論』にいう過去未来を「存在した」
「存在するだろう」
と想起し推測する認識に相当することは明らかである．衆賢はこのような認識を，過去未来法の真実のあ
*31

『倶舎論』安慧釈（TA P tho 281b5–7）に，ここで引用した『順正理論』の一節が要約して引用されている．秋本［1997］
参照．本引用文に関して付したチベット語訳対応語は，この要約文にあらわれる語を参考に想定したものである．
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り方を捉えない世間的な〈覚知〉とみなす．これに対し清浄な〈覚知〉
（
「清淨覺」
）は，過去未来の真実の
あり方を想起と推測によることなく認識する．「清淨覺」という語は，有部アビダルマ論書において上の
引用文以外に用例がなく，その意味を確定しがたい．ただし清浄な〈覚知〉に未来を知るという性質があ
ることに注目すれば，仏と不時解脱の阿羅漢が持つ願智（pran.idhijñāna）*32 とそれを解釈しうるのかも
しれない．あるいはそれが汚れのない智，つまり聖者が持つ無漏智を意味する可能性もあるだろう．いず
れの可能性にせよ清浄な〈覚知〉とは，経験していない過去未来さえも直接かつ正確に把捉しうる認識で
あることは確かである．したがってそれを持つ者は，仏などの特別な認識者だけだと考えられていたこと
を推測できよう．
したがってこの議論においても，世親と衆賢の間に涅槃の場合と同じ意見の対立があったことを看取し
うる．世親は，論証者によって過去未来が「存在した」
「存在するだろう」といったあり方で捉えられるこ
とを根拠に，過去未来が実体として存在することを否定する．つまり世親は，論証者の認識のみによって
完結するように議論を行っていた．これに対し衆賢は，「存在した」「存在するだろう」という論証者に認
識される姿は，錯覚と同様，過去未来の真実の姿ではないという．そして過去未来の真実の姿を捉えうる
者として，仏などの卓越した認識者を置く．もちろん過去未来の場合は，衆賢の想定する論証者であって
もそれらのごく限られた範囲を不確かに認識し，存在することを判断しうるだろう．しかし論証者の認識
は過去未来の真実の姿を捉えておらず，また正確に捉えることが可能な範囲も経験したものに限られる．
したがって過去未来についても，それらを真実の姿で捉え経験に限定されることなく認識し，存在を判断
しうるのは，仏などの卓越した認識者のみであった．
極微
先行研究によれば*33 ，極微（paramān.u）論は仏教教理に本来的に存したものではなく，部派仏教のあ
る時期に外教の影響によって導入されたものと考えられている*34 ．この仏教教理への極微論の導入は，
教理上の一つの問題を引き起こすこととなった．それは，仏教教理にすでに存在していた色法論と極微を
どのように関連付けるか，という問題である*35 ．初期経典や先行する部派論書において，色法は四大種
と大種所造あるいは蘊処界などの教説において説かれるが，これらの色法についての教説は，いずれも物
質をそれが主観に立ち現れたすがたにもとづいて論じている．これに対し，極微とは客観的な物質の本体
を探求した結果到達されるものであって，人間の感官知を絶したものとされる．このように色法と極微は
観点を異にしており，安易に両者を関連付けることは木に竹を継いだかのような齟齬をきたしかねない．
そのため，いかにして感官知を絶した極微が色法として感官知に立ち現れるのか，ということが教理上問
題となった．諸論書の記述を総括すれば，論師たちは「単一の極微は知覚されないものの，集合すること
で感官知を生む」という共通した基本方針のもとこの問題を解消しようとした，と言えよう．しかしなが
ら彼らは基本方針を同じくしつつも，毘婆沙師は「極微とは別に実在する集合が感官知の対象である」と
*32

『倶舎論』（Pr 417, 17–418, 6），
『順正理論』
（T 29, 750b–c）など参照．
水野［1954］
・櫻部［1969: 93–103］参照．
*34 本論文第 2.2.3 節の「極微」部分は，拙論一色［2015b］
にもとづく．ただし上記拙論は「和集極微」という語の解釈に焦点
を合わせる単行論文であり，衆賢の思想を俯瞰することを試みる本論文とは関心を異にしている．そこで再録にあたり，本論
文の論述に必要な部分のみを抜粋するとともに，論述を大幅に補訂した．
*35 極微論が仏教教理に導入されたことに対する評価は，諸学者の間で異なっている．水野［1954］
，櫻部［1969］
は，
「混乱」
「不
合理」をもたらしたものとして否定的に，福原［1962］は「物質研究の極地」として肯定的に評価している．
*33
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説き，経量部の「上座」は「極微の和合という仮有が感官知の対象である」と説くというように，諸論師
の間で所説に差異があったことが知られている*36 ．
『順正理論』（T 29, 350c–352a）において衆賢は，実有の極微ではなく極微の集合という仮有が感官知
の対象であると考える経量部の「上座」に対し，反論を試みる．そして衆賢自身は，極微単体は感官知の
対象とならないものの，和集極微つまり集合状態にある実有の極微一つ一つが感官知の対象となる，と考
えていた*37
この両者の間で行われた想定問答の中で，次の議論から極微の存在を裏付ける認識のあり方について示
唆を得ることができる．『順正理論』において極微が存在することについて対論者から疑義が呈されない
ため，この議論は，直接的には極微の存在を認識を用いて論証するものではない．しかし極微の認識可能
性の問題が論じられており，そこから極微の存在のあり方とその認識に関する衆賢の理解をうかがうこと
ができる．以下に該当箇所を引用する．
若執：「極微不可見故，眼識不縁實有爲境」，此執不然．是可見故．而不了者，由彼眼根取境麁故．
又彼眼識無分別故．諸有殊勝智慧力者，乃能了別細極微相．如遠近觀錦繍文像．又如先説．先何所
説？謂無極微不和集故．既常和集非不可見．（『順正理論』T 29, 351a29–b6）
【和訳】もし〔「上座」の同調者が〕
「極微は見ることができないので，眼識は実有である対象を所
縁としない」と主張するならば，この主張はそうではない．〔極微は〕見ることができるからであ
る．しかし〔極微を〕識別しないのは，彼の眼根が対象の粗大なものを把捉しているからである．
また，彼の眼識が無分別であるからである．諸々のすぐれた智慧を持つ者たちであってはじめて，

*36

上杉［1976］
，那須［1997b］
，那須［1997a］，兵藤［2005］
，兵藤［2006］
など参照．
衆賢のいう「和集極微」については，本文中で述べた集合状態にある個々の極微とする説（寺石［1992］
，Dhammajoti［2009:
243］）と，極微とは別の「青」などとして認識にあらわれる実有の色法とする説（加藤［1973］，兵藤［2006］）があった．筆
者は一色［2015b］
において，この二解釈のうち前者を採用すべきであることを『順正理論』の記述を元に実証した．
なお上記の拙論執筆の時点で Dhammajoti［2009: 243］，Dhammajoti［2012］がこの問題に解釈を示していることを見
落としていた．筆者の調査不足をお詫びする．Dhammajoti 氏は筆者と同じ解釈を結論とするものの，氏の議論は『順正理
論』以外の有部文献と中国法相宗文献の記述に多く基づくものである．その点で上記拙論が『順正理論』そのものの記述に
よって論証を行ったのと異なる．
また上記拙論と同時期に出版された曹［2014: 148–155］も，「和集極微」の意味を論じているが，筆者とは異なり加藤，兵
藤両氏に近い理解を取る．しかしその論拠となった氏の『順正理論』解釈には問題があり，氏の理解は成立しないように思わ
れる．本論文は曹氏の極微論理解そのものを批判することが主題ではないため詳細については別稿を期すこととし，以下で
はごくかいつまんで氏の解釈の問題点を示す．
まず曹氏によれば，「和集極微」とは個々の極微が相互に有機的関係を結んだ状態にある「整体」（152）であり，個々の極
微を原因として生じている．そしてそれが一個の実有と考えられていた（「因此極微和集是整体性的別有自体的実有的法」）
（153）という．そしてこの解釈について曹氏が挙げる根拠は，『順正理論』（T 29.533a）で論じられる語表業と「和集極微」
との相似である．曹氏によれば，衆賢は，個々の語が集合しそれが縁となって生じた結果が語表業という実有だと考えた．こ
れと同様に「和集極微」も，個々の極微が集合した結果成立する実有であり，
「和集」の「集」とは「縁（＝極微）によって生
じたもの」の意味であるという．
しかしながらこの根拠は，『順正理論』解釈上妥当とは思われない．というのもこの理解によれば，語と語表業は因果関
係にある以上，別の実有ということになるだろう（ある法がそれ自体の因にならないことについては『順正理論』（T 29,
417a24–b2）参照）．しかし語と語表業を別の実有とする理解は，衆賢の次の主張と明確に矛盾する．
我亦不許：離實語聲別有一物名爲語表．（
『順正理論』T 29, 533a2–3）
したがって語と語表業とに因果関係があるという曹氏の理解は成立せず，それゆえに「和集極微」の解釈の論拠にもならな
い．（なお曹氏は，自著で後に（175–176）上記の一句を引用するが，語と語表が別の実体ではない，という部分について考
察を加えていない．）

*37
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微細な極微の相を識別する．たとえば，遠くあるいは近くから錦の刺繍の文様を見るように．ま
た，以前に説いた如くである．以前に何が説かれたのか．すなわち，極微で和集していないものは
ない．常に和集しているのであるからには，見ることができないことはないのである．
この議論では，極微がそのままの姿で論証者の視覚に現れることがない，という事実を認める点で「上
座」側の対論者と衆賢とは見解を一にする．しかし極微が視覚に現れない，という事実をもとに両者は対
称的な結論を導き出す．「上座」側の対論者は，視覚の対象は仮有たる集合であって実有の極微ではない
という．これに対し衆賢は，たとえ視覚に集合状態が現れているとしても，視覚の対象はあくまで実有の
極微であるという*38 ．
衆賢はおそらく，本論文第 1.3 節であつかった二諦説同様，すべての認識は最終的に究極的対象
（paramārtha，勝義）たる実体（dravya）に依拠するという前提をおいて，この結論を導いたのであろ
う．しかし衆賢のように主張するためには，極微が存在していながら視覚に現れない理由，および視覚に
現れないとしてもそこに極微の存在を判断しうる理由が必要となる．衆賢によれば，前者の理由は論証者
の視覚の識別力の限界で説明される．つまり論証者の眼根はいわば解像度が低く，極微という微細なもの
を認識できない．他方，視覚に現れないとしても極微の存在を判断しうる理由は，「すぐれた智慧を持つ
者」の認識と刺繍の譬喩とによって説明される．つまり遠くで刺繍を見るとその模様は判然とせず混然と
した色彩が見えるだけであるが，近づくことによってその同じ刺繍の微細な文様を見ることができるよう
に，論証者の眼識では「青」などのすがたしか捉えられないとしても，
「すぐれた智慧を持つ者」は同じ対
象について極微を識別する．そして彼に極微が認識されるからこそ，極微は論証者によって認識されずと
も，存在していることが裏付けられる．
「すぐれた智慧を持つ者」が具体的に指す人物像を衆賢は説明しておらず，その詳細は明らかでない．
ただし三昧に入ったものが身体を極微と刹那とに至るまで分析するとき，身念住（kāyasmr.tyupasthāna）
が完成したという，という記述が『倶舎論』
（Pr 341, 13–14）に見られることを参考にすれば，身念住完
成者がここでいう極微の観察者であると解釈しうるかもしれない．あるいは，仏のみを指す，という解釈
も可能である．『順正理論』「弁縁起品」*39 には，極微はそれ以上分析できない最小の物質であり，その大
きさはただ仏のみが知る．律蔵に極微の大きさを説明するのは，あくまでアランニャを設定するための比
喩表現である，という記述がある．この記述によれば，極微を完全に観察しうる者はただ仏のみと衆賢は
考えたことになるだろう．いずれにせよここでいう「すぐれた智慧を持つ者」が，議論に関わっている論
証者たち以上の認識力を持った，ある段階以上の修行者を表すことは疑いない．したがって衆賢はここで
も論証者の認識力を限定するとともに，より卓越した認識力を持つ仏などを極微の認識者として位置づ
ける．

*38

衆賢によれば，原因の定義（「因相」）とは「甲があるとき乙がある」といった縁起の定型句を満たすことである（「謂前略
舉諸因相中引薄伽梵處處經説：「依此有彼有。此生故彼生。與此相反非有非生」，如是名為因果總相。」
（T 29, 418c29–a3））．
極微はそのままで眼識に現れずとも，それが対象としてある時のみ眼識があり，なければ眼識もないのであるから，眼識の原
因（所縁縁）たりうる，とみなされていたのだろう．
なお衆賢は「見る」とは，眼識という原因があることで眼根が起こすはたらきであるという（一色［2012: 78–80］参照）
．
*39 論曰：以勝覺慧分析諸色至一極微．故一極微爲色極少．不可析故．
【中略】論曰：一極微量亦可喩顯，唯佛乃知．故亦不説．
然爲安立阿練若處故，毘奈耶但作是説：
「七極微集名一微」等．極微爲初，
【中略】八倶盧舍爲一踰繕那．
」
（
『順正理論』T 29,
521b20–522a4）
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名身・句身・文身
有部の法体系においては，名身（nāmakāya）・句身（padakāya）・文身（vyañjanakāya）という言語
の意味を伝える心不相応行法が，音声とは別に存在すると考えられた*40 ．この有部説は，婆沙論にみら
れる譬喩者，『成実論』作者，世親，「上座」などによって批判されたことが諸論書に記録されている*41 ．
この中で世親や「上座」は，名句文身は色法の一種である音声（śabda）を本質とし，それとは別の法で
はないと考えた．
『順正理論』（T 29, 415a6–8）の引用によれば，「上座」が名句文身が存在しないという理由の一つは，
世間の人が名句文身が存在することを意識することなく言葉を発していることであったという．衆賢はこ
の上座の批判に対し，世間の人には名句文身を区別することがなくとも，それを対象として認識している
と反論する．そして，世間の人がある事柄を法のレベルで区別せずに認識している諸例を挙げた後，以下
のように言う．
如是非無了名等覺能覺了義，但由名等覺相微細，故不能知．雖不定心不能分別：
「此是聲覺」
，
「此名
等覺」，
「此是義覺」，而實非無．故於審諦觀察諸法差別相時，世間麁心所起言説未足爲證．且諸世
間於自覺慧所行境界亦不能知．故佛世尊如實開演：「諸有執我等隨觀見，一切唯於五取蘊起．」如是
世間於麁淺事若不聞説，尚未能了．況於深細心不相應行蘊所攝名句文身，不因開示而能解了．（
『順
正理論』T 29, 415a15–24）
【和訳】〔世間では正しく区別していなくても認識する例があるように〕このように名などの〈覚
知〉を了解することによって〔語の〕対象を了解することが無いわけではないが，ただ名などの
〈覚知〉のあり方が微細であるので，〔世間の人は名などを区別して〕知ることができない．三昧状
態にない心は「これは音声の〈覚知〉だ」，「これは名などの〈覚知〉だ」，「これは〔語の〕対象の
〈覚知〉だ」と区別することができないが，〔音声，名，対象が〕実際に存在しないのではない．し
たがって詳細に諸法の差別相を観察する場合において，世間のあらい心に起きる言説は論拠とする
に不十分である．そもそも諸々の世間の人は自らの覚慧の活動領域である境界についても知ること
ができない．したがって仏世尊は「みな我に執着して観察し，見るが，〔彼らの〕すべてはただこ
の五蘊に対して〔我という知を〕起こす*42 」とありのままに披瀝した．このように世間の人は粗雑
で浅薄な事柄についてさえも，〔仏〕説を聞かなければ了解することができない．ましてや深く微
細な心不相応行蘊に包摂される名句文身については，〔仏によって〕開示されても理解しない．
衆賢によれば，音声の〈覚知〉，名の〈覚知〉，語の対象の〈覚知〉を区別しうるのは，三昧状態にある
心だけであるという．これに対し世間の人は，たとえば自分自身についてさえも，仏の教説を聞かなけれ
ば，それが我（*ātman）ではないということを理解しない．ましてや心不相応行法である名句文身はた
とえ仏説を聞いたとしても，それらを区別して認識しないという．
この一節からもこれまでと同様の二種の認識者の対比を読み取ることができよう．衆賢によれば三昧に

*40

水田［1977］
，上杉［1979］，Cox［1995: 159–171］など参照．
加藤［1989: 303–309］参照．
*42 第 1.4.3 節注 96 参照．
*
*41
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入った者のみが名身の〈覚知〉を音声と語義との〈覚知〉から区別しうる．名句文身を説いたという仏も，
この三昧に入った者に含まれるのだろう．このような卓越した認識者の認識こそが，名句文身が実有であ
ることの根拠となる．これに対し三昧に入っていない者，特に世間の者は，名句文身が存在すると仏に聞
いた後にもそれを識別することができない．したがって彼らは劣った認識力しか持たず，その認識とそれ
に基づく言説は根拠たりえない．つまりここには，仏説こそが名句文身の存在根拠であり，論証者自身が
たとえ認識していないとしても仏説をもとに名句文身の存在を確信すべきである，という衆賢の主張が示
唆されている．
三昧状態にない心あるいは三昧状態にある心が具体的にどの修行段階の心を指すのか，あるいは論証者
（論書読者）が一般的にそのような心を持っていると衆賢は考えていたのかについて，詳細は目下明らか
でない．したがって衆賢が名句文身をすべての論証者が認識しえないものと考えていたか否かを，この引
用文から判断することはできない．いずれにせよ，読者一般に名句文身が認識可能な法と考えられていな
かったということはできるだろう*43 ．
心所
心所（cetanā, caitasika）とは，心所有法とも呼ばれるように，心（citta）と相応して存在する様々な
精神作用である．有部論書においては，心を対象の識別を行う識（vijñāna）と同義とみなす一方で，心と
は別の法として心所が存在すると考えられた．心所の数は論書によって様々であるが，一例として有部の
法体系として知られる五位七十五法*44 をみると，生起条件によって大地法（mahābhūmika）などに区別
された 46 心所が数えられている．一方で，心所法は心と別に存在しない，と考えた論師たちが存在した
ことが知られている*45 ．具体的には，
『新婆沙』に記録される覚天，譬喩者，
『成実論』作者，そして『順
正理論』に記録される「上座」および譬喩者などである．
『順正理論』「弁差別品」（T 29, 384b–391a）において衆賢は，「上座」が主張したという大地法の中で
三心所のみを実有とする説を批判するとともに，同論（395a–396b）では心と心所は別のものでないとい
う譬喩者の説に反論する．後者の譬喩者は，心心所が別異でないと考える論拠の第一として，心と同義と
される識（識別作用）と心所の一種である想（表象作用）との差異が識別されない点を指摘する．彼によ
れば，いかなるあり方が想にのみあり，識にはないのかを突きつめて考察しても，結局両者の間に見出し
うる差異は名称の違いだけであって，実体の相違はいまだかつて認識されたことがないという*46 ．これ
に対し衆賢は，以下のように反論する．

*43

ADV（J 86, 1–7）によると，心不相応行法が世間あるいはヴェーダにおいて説かれないことは，それらが存在しないという
論拠にならない．というのも，心不相応行法は一切智者たる仏の認識対象であり，無礙解（pratisam
. vid）を得た者にとって
認識可能であるからである．弥勒などの菩薩も，アビダルマに通じていないためそれらを認識できないという．三友［2007:
378–379］参照．
*44 ただし『倶舎論』以外の有部論書において，大地法などの心所分類は一切法の体系における心所を分類する概念として用い
られていない．このことは筆者が，一色［2015a］において論証した．また五位七十五法という法の体系は，『倶舎論』を解釈
する上では確かに有効な理解ではあるものの，
『倶舎論』そのものにおいて言及されることはない．五位七十五法を『倶舎論』
に遡ることの是非については先行研究によって議論が重ねられてきたが，本論文に関係しないためここではあつかわない．上
記拙論脚注 1 参照．
*45 水野［1964: 233–248］
，水野［1997a］，加藤［1989: 198–228］，福田［1997］など参照．
*46 有譬喩者説：
「唯有心無別心所．心・想倶時行相差別不可得故．何者行相唯在想有，在識中無？深遠推求，唯聞此二名言差別，
曾無體義差別可知．」
（
『順正理論』T 29, 395a1–4）
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心心所法共一境轉，生住滅等分位是同，善不善等性類無異．體相差別實難了知，非諸劣智能生勝解．
故契經言：
「心心所法展轉相應．若受若想若思若識如是等法和雜不離，不可施設差別之相．」故應於
此發起正勤，求生勝解了差別相，諸契經中處處説：「有受想思等，識倶生」．故不可由不得一類別相
便，總撥一切聖教真理．
（『順正理論』T 29, 395a19–26）
【訳】心心所法は同一の対象に対して活動し，生住滅などの〔時間的〕段階も同一であり，善不善
などの性類にも差異がない．
〔それゆえ〕体相の差異は確かに識別しがたく，〔心と心所が別個に存
在することは〕劣った智慧〔を持つ者〕たちが勝解を生じることができるものではない．したがっ
て経典に言う，「心心所法は相互に相応する．あるいは受，あるいは想，あるいは思，あるいは識
というこのような法は入り混じっており離れず，差別相を設定することができない」と．したがっ
て〔仏は〕これに対して正勤を起し，
〔心心所の〕差別相についての勝解を〔所化の有情が〕生じる
ことを求めるので，諸々の経典のいたるところで「受，想，思などがあり，識とともに生じる」と
説くのである．したがって，一種類の〔心所の〕個別の特徴を認識できないことを理由に，聖教の
真理をすべて否定すべきではない．
衆賢によれば，心と心所とは，その対象と活動する時間と性質とを同じくしているため，論書読者に
とって容易には分析しがたいものである．そして仏さえも，心心所が分析困難であることを経典において
語っている．しかし心心所が分析しがたいものであるからこそ，仏はそれが心とは別であることを有情に
知らしめるために，諸心所が識と同時生起することを繰り返し説いた．それゆえに特定の心所が心と区別
されないという一事をもって，仏説で繰り返される心所が存在するという教えを全て否定してはならない
という．
この引用文においても，これまでの諸例と同様，認識力の劣った者と卓越した者の対比が見られる．心
心所の区別を完全に認識し教示することが可能な仏と，心心所を自力では認識することが不可能な「劣っ
た智慧〔を持つ者〕」が対比されていることは確かである．そして「劣った智慧〔を持つ者〕」のために仏
が心心所を別体と説いた，という衆賢の理解には，認識力の劣った者は仏説を学ぶことを通して心心所の
差異を知ることを期待されている，という意図が込められているだろう．
衆賢がどのような者によって心心所は識別可能と考えていたのかは確定しがたい．彼は心心所の差異が
識別困難であるとは言うものの，涅槃のように識別不可能であるとは述べていないからである．加えて彼
は，上に引用した部分の直後（359a26ﬀ.）では理證教證にもとづき想と識とは分析可能であるという．し
たがって論書読者の一部は心心所の差異を認識可能と考えられていたのかもしれない．そうであっても読
者一般が心心所を識別しうることはないという点は，名句文身の場合と同じである．

2.2.4 法の存在の所与性
以上で検討した涅槃，過去未来法，極微，名句文身，心心所はいずれも，それにふさわしい認識力を持
つ者のみによって別個の法として他から識別され，その本質が観察されると考えられていた．衆賢の解説
を見る限りでは，確かにこれらの諸法はそれぞれの認識の難易度と必要とされる認識力の程度とが異な
る．そのため過去未来と極微のように究極的には仏かそれに類する者にのみ認識可能なものもあれば，名
句文身，心心所のように教説を聞くことで一部の論証者も認識可能とみなされていると思われるものも
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あった．しかしそれぞれ法の認識難易度を度外視して諸例の共通性に注目するならば，衆賢が次の二点を
一貫して主張していることを看取しうる．
第一は，これら認識困難な諸法が存在する根拠である．上で考察した衆賢の議論はいずれも，世親ある
いは「上座」などが，涅槃などの諸法は一般人に認識されない，と主張したことに対する反論であった．
衆賢は世親らの反論に対し，一般人の認識力を劣ったものと位置づけ，それに対し仏などの卓越した認識
者の認識こそが論拠とされるべきと主張する．つまり一般的な人は，生起したものしか経験せず，過去未
来は記憶と推測の範囲内でしか知らず，一定の大きさを持った物体のみを見て，言葉を聞くとそこに意味
を理解し，自身の心的経験は渾然一体としている．たとえそうであっても，彼の経験世界の背後には卓越
した認識力を持つ仏などによって確認される涅槃などが存在している．換言すれば，認識困難な諸法は仏
などの一部の者にしか認識されずとも，彼らの認識を根拠とする普遍的事実として存在しているものと考
えられた．
第二は，認識力に劣る者が認識しえない法の存在を知る手段である．涅槃の議論については，仏などの
修行者がそれを何者かとして語っていることが実有の根拠とされ，名句文身，心心所は卓越した認識者の
発言を受け入れることによってそれら諸法が識別可能となることが示唆されていた．ただし極微と経験し
得ない過去未来法*47 とについては，仏などの発言によって存在することを知る，という議論の構造は今
回引用した議論の中に見出されない．しかしそうであっても，認識しえないそれらが認識対象として存在
することを論証者一般が知るためには，認識しえた者からの伝聞以外に術がないであろう．したがって認
識力に劣る者は仏などの教説を聞くことによって，認識しえない諸法が存在することを承認する，あるい
は自身も識別可能になると考えられていた．
以上を総合すれば，衆賢にとって涅槃などの認識し得ない諸法が存在することは，仏などの認識によっ
て予め確証づけられ，教説によって与えられた事柄，いわば所与の事実であったことになるだろう．
本節で考察した諸法はいずれも，論証者に認識されないながらも存在すると言われることが世親らと衆
賢との間で論争になる，特殊な法であった．しかしながらその他の法についても，衆賢は同様の理解を
取っていたものと思われる．このことを，先に名句文身の議論で引用した『順正理論』の一節がよく表し
ている．再度関連部分の和訳のみを引用する．
そもそも諸々の世間の人は自らの覚慧の活動領域である境界についても知ることができない．し
たがって仏世尊は「みな我に執着して観察し，見るが，〔彼らの〕すべてはただこの五蘊に対して
〔我という知を〕起こす」とありのままに披瀝した．このように世間の人は粗雑で浅薄な事柄につ
いてさえも，〔仏〕説を聞かなければ了解することができない．ましてや深く微細な心不相応行蘊
に包摂される名句文身については，〔仏によって〕開示されても理解しない．（『順正理論』T 29,

415a19–24，和訳）
衆賢によれば世間の人の認識にはただ我のみが現れる．しかし世間の人が我と思っている認識対象も実
は五蘊であり，そのことはすでに仏説によって確立している．そうであっても世間の人は独力ではそれを
*47

『倶舎論』，
『順正理論』などに見られる三世実有説の教證の一つに，仏が過去未来の存在を説いている，というものがある
ことは周知のとおりである（櫻部［1952: 46–50］等参照）．したがって過去未来法が存在することを知る際に，仏説が関与し
ないと衆賢が考えていたことはないだろう．ただし本論文で取り上げた引用文に関係する議論の中で，想起と推測を用いず
に仏などが捉える過去未来の存在をその他の者が仏説によって知る，という議論は行われていない．
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五蘊と知ることがなく，我と認識してしまうものであって，仏説を聞いてはじめて我だと思っていたもの
を五蘊と知るという．この衆賢の解説にも，世間の人が正しく認識する以前に認識対象が五蘊と確定して
いること，世間の人はそれを仏説によって知ることが述べられている．五蘊が有為法の同義語とされるこ
と*48 に鑑みれば，衆賢は法一般を仏説による所与と考えていた可能性が高い．
ここで第 2.2.1 節において提起した問題に立ち返って考察したい．衆賢の考える存在認識過程において
は〈覚知〉に先行して勝義たる法が存在することが前提とされる．そのため〈覚知〉に先行して法が存在
することがどのように根拠付けられるのかが，『順正理論』解釈上の問題であった．衆賢が諸法の存在を
論証者の認識以前に仏説によって確定した所与の事実とみなしていることを勘案すれば，その理由を推測
しうるだろう．つまり〈覚知〉の対象が本来的に法であることは仏の認識によって確定しており，そのこ
とを仏説によって知ることができる，と衆賢は考えていたと思われる．したがって〈覚知〉による法の存
在判断とは，論証者独自の認識力による新発見というよりも，むしろ仏説によって伝えられた真実の再確
認であったことになろう．
本節の結論を，本章冒頭で整理した法の存在を認識する過程に組み込むと，以下のように図示できる．
勝義として存在する法 X

→

固有の性質の〈覚知〉

→

法 X が「存在する」と判断

↑
仏智・仏説による裏付け

2.3 仏説の権威の論証
2.3.1 衆賢論書における権威論証の思想史的背景
衆賢は，論書読者（論証者）を認識力の劣った，法の自性を独力では観察し得ない者とし，一方で仏な
どをより卓越した認識者と位置づける．そして論証者によって認識されえない諸法の存在は，仏などの認
識によって確定されており，仏などの教説にしたがうことで論証者もそれら諸法の存在を知ることが可能
であると考えられた．これを換言すれば，法が実有である根拠は究極的には仏説の権威に帰されることを
意味する．本章の主題である法が存在する根拠をさらに探求するためには，なぜ仏説に権威があると衆賢
が考えたかを考察する必要があろう*49 ．
仏説に権威があることは，信仰を確立した仏弟子たちには自明かもしれない．しかしいまだ信仰を確立
しえていない未熟な仏弟子や仏の権威を認めない非仏教徒にしてみれば，仏説の権威は自明なものではな
く，疑いと批判の対象ともなる．未熟な弟子に確信を与え，外部からの批判を論駁するために，仏教では
しばしば仏説とそれを説いた仏との権威を論証することが試みられた．特にバラモン教正統思想との交流
が繁くなったインド後期仏教においては，ダルマキールティが Pramān
. avārttika の Pramān.asiddhi 章に
おいて仏が pramān.a たることの論証を試み，その後の仏教論理学派の諸論師に議論の伝統が引き継がれ
*48
*49

『順正理論』（T 29, 332c3–13）など参照．
筆者は，一色［2016］において『顕宗論』「序品」における一切智者論証の構造を論じた．本章第 2.3.1, 2.3.2 節は，上記拙
論にもとづく．ただし上記拙論は一切智者論証の構造解明に焦点をあわせた単行論文であり，衆賢思想を俯瞰することを目
的とする本論文とは関心を異にする．そのため再録にあたり，論述を補訂した．
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たこと，またクマーリラなどの仏教外部の学匠との間で激しい論争が繰り広げられたことが知られてい
る*50 ．
これに対し，有部論書において仏説の権威に関する論証は，ほぼ見出されない．確かに有部論書におい
ても，仏の認識力の卓越性と教説の無謬性は言及される．たとえば帰敬偈を持つ有部論書の多くでは*51 ，
仏を一切智者（sarvajña，すべてを知る者）と位置づける．また仏には固有の十八の性質（十八不共法，
十力，四無畏，三念住，大悲を指す）が備わると考えられていたが，その諸性質は仏の超人的な認識力
と，彼が有情の救済者たることを裏付けるものである*52 ．このように様々な仏の特性が語られるのに対
し，仏にそのような特性が備わっていることそのものを論証する記述は，ほぼすべての有部論書に見出さ
れない．
ほぼすべての有部論書が仏に特性が備わることを論証しようとしない理由は明らかでない．想像する
に，その理由は有部論書が想定する読者層に求めることができるかもしれない．『新婆沙』
（T 27, 2a1–11）
によれば，アビダルマ論書の想定読者は善根が成熟し解脱を獲得しうる段階に至った者であるという．解
脱を獲得しうる段階まで修行が進んだ者は，当然ながら仏に対する信仰を持っているだろう．彼らにとっ
ては，仏が超人的な救済者であることを改めて立証する必要が認められなかった可能性があろう．
ともかくも有部論書が仏説の権威についての論証を欠く中で，衆賢論書では例外的に明確な形で仏説の
権威に対する論証が行われている．具体的には『顕宗論』「序品」において仏が一切智者であることの論
証が，
『順正理論』
「業品」冒頭において仏説が至教量（*āptāgama）であることの論証が見られる．先行
する有部文献にない*53 これらの論証を衆賢が行った理由は，定かではない．ただし前節までの考察を顧
みると，彼の思想体系の正当性は仏説の権威に大きく依存するものであったため，その権威を補強するた
めにあえてそれを挿入したのかもしれない．
衆賢の意図は置き，これら二つの論証が仏説の権威に関する彼の理解を知るための貴重な資料であるこ
とは確かである．そこで以下では，これら二論証を分析することで彼が仏の権威を何に求めようとしてい
たかを考察する．おそらく仏説の権威論証を対象とする研究が衆賢に注目してこなかったためであろう，
彼の二論証に言及する先行研究は，管見によれば存在しない．そのため議論に際して，まず論証に該当す
る箇所全体を引用し，彼の議論の論理的構造についての解説を加えた．

*50

ダルマキールティによる仏が pramān.a であることの論証に関しては，Steinkellner［1982］，稲見［1986］，稲見［1988］，
服部［1991］，岩田［2000］，岩田［2001］，特に仏の一切智者性については，若原［1985］，川崎［1992］，Anālayo［2006］，
護山［2012］，Moriyama［2014: 11–26］を参照．また非仏教徒であるミーマーンサー学派との仏の一切智者性をめぐる議論
に関しては，Solomon［1962］，片岡［2003］，Kataoka［2003］
を参照．
*51 『婆須蜜論』
（T 28, 721b），
『心論経』（T 28, 833c–834a），
『雑心論』（T 28, 870c），
『入阿毘達磨論』（T 28, 980b; P
Thu 393a3–6），
『顕宗論』
（T 29, 777a）
，ADV（Li 376）
．なお，
『倶舎論』
（Pr 1, 4–20; E 1, 4–2, 6）では一切智という
語を用いないものの，世尊がすべての無知（ajñāna）を滅していることが説かれる（
『順正理論』を含む倶舎論諸注釈につい
ては省略）
．また『鞞婆沙』
（T 28, 416a）
，
『旧婆沙』
（T 28, 1b），
『新婆沙』
（T 27, 1a）は，帰敬偈ではないものの，冒頭
箇所で教説の権威を仏の一切智に帰している．
有部論書における一切智思想に関しては，川崎［1981］，川崎［1992: 81–99］，室寺［2009］，佐々木宣祐［2011］，佐々木宣
祐［2013］を参照．
*52 『旧婆沙』
（T 28, 120a–121b）
，
『新婆沙』
（T 27, 156c–160c）,『雑心論』
（T 28, 921a–922c）
，
『倶舎論』
（Pr 411, 8–415,
10），『順正理論』（T 29, 746a–749c），『顕宗論』（T 29, 955a–957c）．また，『心論』（T 28, 822c–823a），『心論経』（T
28, 855b–c），『甘露味論』（T 28, 974c）には十力と四無畏が解説される．
*53 有部以外の文献に視野を広げても，先行研究（注 50）によれば，衆賢と同趣旨の論証を行った仏教徒は，ディグナーガによ
*
る仏教論理学成立以前にいまだ知られていない．
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2.3.2 『顕宗論』「序品」中の一切智者論証
『顕宗論』第一章「序品」
（T 29, 777a–778c）は，
『倶舎論』
「界品」に相当する「弁本事品」の前に置か
れ，題目が示すように『顕宗論』全体の序章と位置づけられている．同論「序品」は三部分から構成され
る．まず（1）衆賢自身による『顕宗論』帰敬偈が述べられる（777a）．次に（2）仏が一切智者であるこ
とを知るための論証（以下，この論証を特に「一切智者確認論証」と呼ぶ）*54 がなされる（777a–b）．そ
して最後に（3）仏の一切智者性を批判する九の論点*55 に対する反駁が述べられる（777b–778c）．
以下では衆賢が積極的に仏の一切智者性を論証する（2）一切智者確認論証に着目し，衆賢の論証の構
造を論じる．はじめに一切智者確認論証の位置づけを検討することで，その論証を方向づける問題設定に
ついて明らかにする．その後，当該論証の論理を分析し，その論理に暗黙の前提があることを指摘する．
最後に衆賢の一切智者確認論証の前提となった衆賢の一切智者理解について，特に一切智者性と有情救済
の関係を中心に論述する．
一切智者確認論証の位置づけ
衆賢の一切智者確認論証の位置づけは，ここで論証される仏が一切智を持つことの意味と，論証を行う
主体として設定されている人物を確認することで明らかになる．
『顕宗論』
「序品」の帰敬偈冒頭（T 29, 777a8-10）において衆賢は，仏を一切智者と宣言する．衆賢は
『顕宗論』
「序品」において仏が持つ「一切智」の意味を議論しないものの，
『顕宗論』および同著者による
『順正理論』全体を見渡すと，彼の「一切智」に関する次の理解を得ることができる．まず『順正理論』
「弁
智品」*56 における仏十力（仏に固有の十の智）の解説では，仏は一切智を備えており工作技術（「工論」）
などについても自在を得ているが，それらの知は仏としての事業（「佛事」）に有用でないので十力に含ま
れない，という趣旨の説明がある．また『順正理論』
「弁本事品」
（T 29, 329a）および『顕宗論』同品（T

29, 778c–779a）において，仏は不染無知（*aklis.t.am ajñānam，汚れていない無知）を断つことによっ
て一切智あるいは一切種智を獲得したとされる．不染無知は，『順正理論』「弁縁起品」*57 によれば諸法の
「味・勢・熟・徳・數・量・處・時・同・異など*58 」についてありのままに知らないことであって，自相共
相（存在するものの個別相と共通相）についての愚かさである染汚無知（煩悩としての汚れた無知）と区
別される．そして，染汚無知が三乗の解脱者いずれによっても断たれるのに対し，不染無知は仏によって
のみ断たれるという．つまり不染無知とは本人の解脱に直接関係しない無知であり，したがってそれを断
*54

*55

*56

*57

*58

仏が一切智者であることを知るための論証は，クマーリラの批判を論駁するためにダルマキールティ以後の仏教論理学者に
よって行われたことが知られている（護山［2012］
等参照）
．他方，それ以前の同趣旨の論証の例としては，
『智度論』
（405 年
訳出，T 25, 73b–74b）の議論を目下筆者は指摘しうるのみである（川崎［1992: 104–105］
参照）
．
この九論点の多くは，諸論書で伝統的に見られる仏の一切智に対する論難と対応する．川崎［1992: 59–79; 101–136］およ
び『成実論』（T 32, 241c–242a）参照．
又薄伽梵具一切智於工論等亦得自在，而於佛事齊此已成餘智於中無別勝用．是故雖有亦不別説，唯依遍覺十種所知佛所應為
皆圓滿故．（T 29, 747c11–14）
然此無知略有二種，謂：染不染．此二何別？有作是説：
「若能障智，是染無知．不染無知唯智非有．
」今詳二種無知相別．謂，
由此故立愚智殊，如是名是染無知相．若由此故或有境中智不及愚，是第二相．又若斷已佛與二乘皆無差別，是第一相．若有斷
已佛與二乘有行不行，是第二相．又若於事自共相愚，是名第一染無知相．若於諸法味・勢・熟・徳・數・量・處・時・同・異
等相不能如實覺，是不染無知．此不染無知即説名習氣．（
『順正理論』T 29, 501c23–502a3）
諸法の「味」などの意味については『光記』（T 41, 6a）参照．
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つことで得られる仏の一切（種）智とは本人の解脱を直接もたらさない智さえも包摂するものであった．
以上の記述によれば，衆賢のいう仏の一切智者性とは，仏としての事業に有用であるか否か，また修行者
本人の解脱に直接必要か否かを問わず，文字通りすべてを知る智を仏が持つことであったと考えられる．
付言すれば，衆賢は一切智と一切種智がともに仏智を意味するものとしている．『順正理論』と『顕宗
論』の「弁本事品」上記箇所において，『顕宗論』では「一切智」と表現される仏智が，『順正理論』対応
箇所では説明をほぼ同じくして「一切種智」と表現されている．先行研究によれば，有部論書内外に一切
智を声聞独覚の智，一切種智を仏の智とする理解が見られることが知られているものの*59 ，この「弁本
事品」の用例によれば，同様の分類を衆賢論書に適用する必要はないだろう．そのため本論文では，一切
智と一切種智という衆賢の用語上の差異を考慮しない．
他方，一切智者確認論証を行う主体は，
「非遍智」と設定されている（
『顕宗論』T 29, 777a18–19）
．
「非
遍智」および対義語の「遍智」は有部論書中での用例が少なく，意味を確定することは難しい．可能性と
しては，一切を知っていない者，あるいは離繋と同義とされる「遍知（parijñā）」を得ていない者と解釈
しうるかもしれない*60 ．いずれにせよ，「非遍智」は仏に智力が劣る者を指すことは相違ない．そしてこ
こで問題となる仏の智が一切智である以上，「非遍智」とは非一切智者，具体的には次節でみるように仏
教の修行者と考えて問題無いだろう．
以上をまとめると，衆賢の一切智者確認論証は，仏がすべてを知る者であることを，すべてを知りえな
い仏教修行者が論証するために行うものであった．したがってこの論証は，仏の一切智を論証者が追体験
することで検証するという直接知に基づいたものではありない．むしろ，論証者に認識可能なものの中か
ら仏の一切智者性を導出可能な根拠を探し，それに基づき推論するものでなければならないことになる．
当該論証の論理とその前提
では，衆賢は仏の一切智者性をどのように論証するのか．以下に該当箇所を引用する．
論曰：既非遍智，云何能知此佛世尊是一切智，能於諸法最極難知自共相中覺，無邪亂？
雖非遍知，而亦能知．如佛教行定得果故．如有智者善鑒良醫．如世有醫先審病者風・熱・淡等所起
疾源，復如實觀性・習二體年時處等種種不同，爲欲蠲除説授方藥．諸有患者能順服行，痼疾漸除，
身安日益．智者尋驗，知：「實良醫於諸方藥具淨遍智．」如是世尊知所化者貪瞋癡等煩惱病源，復如
實觀本性・修集二善種子・勝解・隨眠・及彼堪能自圓滿等，爲欲令彼暫永滅故，説授伏除二道方藥．
諸所化者能順服行若別若通對治道藥；無始數習増盛堅牢，諸煩惱病漸漸除遣，貪等滅得於自身中隨
道淺深，倍倍増勝．由斯仰測知：
「我大師滅一切冥，具一切智．」（『顕宗論』T 29, 777a18–b3）
【訳】論にいう．非遍智者であっても，〔仏が一切智者であると〕知ることができる．仏の教えの

*59

『新婆沙』（T 27, 383a），
『智度論』（T 25, 258c–259b．川崎［1992: 113–117］参照）など．ただし，『順正理論』「弁智
品」
（T 29, 749c）の記述によれば，衆賢も仏の性質としての一切智（*sarvatrajñāna）と一切種智（*sarvathājñāna）の
差異を認めていたようである．
*60 「遍智」を文字通り解すれば一切智を意味すると予想されるが，他の用例を玄奘訳アビダルマ論書中で見出すことができ
ない．ただし，「遍知」が一切智の意味で用いられる用例としては「此等因果諸差別相非一切智無能遍知」（『顕宗論』T 29,
821c23–24）を挙げることができる．
他方，玄奘訳『倶舎論』
（T 29 34b6-8. AKBh 92, 20–22 に対応）には「遍智」を通常「遍知」と訳される parijñāta の
訳語として使用する例がある．parijñā が離繋と同義であることについては『倶舎論』（AKBh 322, 6）参照．
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ように修行するならば必ず果報を得るのであるから．例えば，知恵のある者が名医をよく見分ける
ようなものである．たとえば，世間にある医者がおり，まず病人の風・熱・痰*61 などという現れて
いる病の源を詳しく調べ，また，
〔病人の〕本性と習慣の両者と，年齢・時・場所などの種々の相違
をありのままに観察し，〔病を〕取り除こうとするために，治療と薬を教え授ける．すべての患者
は〔薬を〕飲み〔治療を〕行うことを受け入れられるならば，持病が徐々に除かれ，身体の安楽さ
は日毎に益す．智者は効果を調べ，「実にこの名医は諸々の治療と薬について明晰にすべてを知っ
ている」と知る．同様に世尊は教化対象者の貪瞋痴などの煩悩という病の源を知り，また〔教化対
象者の〕本性と修行という二つの善の種子と，勝解，随眠，および彼が自〔利を〕完成させること
が可能であるかなどをありのままに観察し，彼に〔煩悩を〕段階的に永滅させようとするために，
〔煩悩を〕取り除く二つの道という治療法と薬を説き授ける．教化対象者たちは個別のあるいは共
通の対治道という薬を飲み〔治療を〕行うことを受け入れられるならば，始まりのない反復経験に
よって増大し堅牢になった諸煩悩という病が次第に除去され，貪などの滅の獲得が自身の中で，道
の深浅に応じて，ますます増大する．これによって〔仏世尊を〕仰ぎ見て推し測り，「私の大師は
すべての闇を滅し，一切智を備えている」と知るのである（『顕宗論』T 29, 777a20–b3，和訳）
衆賢の論証は具体例こそ詳細に述べられているものの，推論の過程については表現が簡潔であるあま
り，そのままでは理解し難い点も多い．そこで喩例に注目して推論の過程を明確にしたい．喩例による
と，まず医者の適切な医療行為が原因となって患者の病気の治癒という結果が生じる．患者は，自身に経
験された病気の治癒という結果から推論し，医者に完全な医療知識があることを知るという．衆賢は，医
者の医療行為と完全な医療知識との関係を明確に述べていないものの，医療行為の原因に完全な医療知識
を置いていたことは文脈から明らかである．つまりこの喩例では，病気の治癒という患者に経験された事
実を根拠として因果関係を遡及し，その最終的な原因である医者の完全な医療知識が推論されている．
この喩例を踏まえると，一切智者確認論証は次のように整理することができよう．仏は有情を観察した
のち適切な修行法を教示するという救済活動を行い，有情は教示された通りに修行した結果として煩悩の
段階的な滅尽を経験する．有情は煩悩の段階的滅尽を根拠として因果関係を遡及し，その最終的な原因と
想定される仏の一切智者性を推論するのである．したがってこの論証は，仏の一切智者性，仏の教示によ
る救済活動，有情の煩悩の段階的滅尽という三項目からなり，それら三者には因果関係と推論の順序とい
う二通りの関係があると述べられているものと判断できる．この論証を図示すると次のようになろう．
因果関係
原因

→

仏の一切智者性
帰結

結果：原因

→

仏の教示による救済活動
←

根拠：帰結

結果
有情の煩悩の段階的滅尽

←

根拠

推論の順序
この論証において論証者は，自身の経験から仏が教示によって救済する者であることを確証し，それを
もとに仏が一切智者であることを推論する．したがって仏の救済と一切智者性とに関して，ある者が教示
*61

大正蔵では「淡」．ここでは大正蔵に注記される諸本の読みを採用．
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によって救済を行うならばその者は一切智者である，という条件関係がこの推論の中で用いられているこ
とになるだろう．上記の引用文中では，確かにこの条件関係は明言されていない．しかし『顕宗論』「序
品」に続く「弁本事品」第一偈注釈部分において，「〔仏は〕一切智者であり，有情を〔輪廻から〕抜き出
し救うことができる（此即一切智，能拔濟有情）」
（T 29, 778c29）のに対し，
「声聞と独覚は，
【中略】一
切智を備えておらず，有情を〔輪廻から〕抜き出すことができない（聲聞獨覺【中略】非具一切智，不能
拔有情）」
（779a3-5）と述べている*62 ．つまり，一切智者でないなら救済者でないのであるから，救済者
であるならば一切智者である，という条件関係が述べられたに等しい．したがって一切智者確認論証にお
いても，この条件関係が衆賢の念頭にあったものと判断できる．
ここで論証の位置づけを勘案するならば，この条件関係は，当該論証だけからは理解することができな
い暗黙の前提に基づいていることを看取しうる．当該論証を行う論証者は，一切智者ではなく単に煩悩の
段階的滅尽を経験したに過ぎない一修行者と想定されていた．したがって彼は自身の経験した煩悩の段階
的滅尽を根拠として，仏がその方法を教示した救済者であると推論することはできるだろう．しかし論証
者は一切智者でない以上，彼が仏の救済活動から知りうるのは，仏が論証者の煩悩を滅するために必要な
限りの智を持つことのみであって，すべてについての智を持つことではないはずである．衆賢に習って医
者の喩えを用いるならば，病気が治った患者は治療にあたった医者がその病気を治すのに必要な知識を
持っていることを推論できるとしても，医者が完全な医療知識を持つことまでは分からないはずである．
にもかかわらず衆賢は，病気の治療からは医者の完全な医療知識を，有情の煩悩の滅尽からは仏の一切智
を推論できると考える．彼の論証が妥当であるためには，一切智者でなければ論証者ただ一人さえも救え
ないことを示す論理が，この論証の前提として準備されていなければならない．
この前提を一切智者確認論証のみから読み取ることは難しい．そこで次節では，衆賢論書における仏の
一切智者性と有情救済とに関する諸記述を渉猟しこの両者の因果関係を考察することで，一切智者確認論
証の前提となった衆賢の一切智者理解を明らかにする．
一切智者性と救済の因果関係
『顕宗論』
「弁本事品」において一切智者性と救済の論理的関係が論じられていることについては先述し
たとおりである．これに対し『順正理論』「弁本事品」第一偈注釈では，聖者であっても仏でない声聞独
覚が救済者たりえない理由の説明として，一切智者性と救済の因果関係が次のように述べられる．
聲聞獨覺雖破諸冥，而猶未能滅一切種，故不成就一切種智．未得所有無知差別不行智故，意樂・隨
眠・智等闕故，不能如理濟拔有情．（
『順正理論』T 29, 329a19–22）
【訳】声聞と独覚はもろもろの闇を破壊しているものの，いまだすべての種類〔の闇〕を滅するこ
とはできていない．したがって一切種智を備えていない．あらゆる特定の無知が活動しない智を獲
得していないので，〔有情の〕意欲と随眠とについての智などが欠如〔し，それ〕ゆえに*63 ，あり
*62

「弁本事品」第一偈は，玄奘訳文の比較から『倶舎論』「界品」第一偈と同文と考えられる．当該偈において仏は「一切
における一切のありかたの闇を滅し，泥のごとき輪廻から生類を抜き出すところの（yah. sarvathāsarvahatāndhakārah.
sam
. sārapaṅkāj jagad ujjahāra）」，「ありのままに教示する方（yathārthaśāstr.）」と位置づけられるため，『倶舎論』でも
仏は一切（種）智者であり教示によって救済する者とみなされていたと考えられる．しかし，『倶舎論』では一切（種）智と
いう語が現れず，また一切（種）智と教示による救済の因果関係についても言及されない点で，衆賢論書と異なる．
*63 仏が有情の意欲と随眠などを知った後に教示する，という記述は根本有部律などに定型句として頻出する．平岡［2002:
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のままに〔教示して〕有情を救済することができない．

先に「一切智者確認論証の位置づけ」で確認したように，染汚無知のみならず不染無知をも断つことは
一切種智獲得の要件であった．したがって引用文中にある「あらゆる特定の無知が活動しない智」は，一
切種智と同義であると解釈できる．この解釈によれば，声聞独覚は一切種智を獲得していないことが原因
となって有情の意欲と随眠を知ることなどができず，それゆえに救済を行うことができない，という因果
関係がこの一節で述べられていると判断できる．逆の言い方をすれば，仏は一切種智を持つことによって
有情の意欲と煩悩を知ることができ，その結果として有情救済が可能になる，と述べられていることに
なる．
これを踏まえて衆賢の一切智者確認論証を再検討すると，特に有情の煩悩の観察について対応する記述
を見出すことができる．同論証において一切智者が論証者の煩悩を滅する過程は，「世尊は教化対象者の
貪瞋痴などの煩悩という病の源を知り」（T 29, 777a25–26）から開始していた．つまり同論証が述べる
一切智者性から有情救済に至る因果連鎖の中には，仏が一切智者であることが原因となって有情の煩悩
の根源を観察する，という過程が含まれていることになる．なお衆賢は『順正理論』「弁随眠品」（T 29,

638a–c）において三例の煩悩の生起順序を挙げるが，その発端は我見，愚癡，無明であると言われる．ま
た，次節で考察する『順正理論』
「弁業品」
（T 29, 531a–b）における仏語が至教量（* āptāgama）である
ことの論証では，煩悩の滅をさまたげる原因に我見を置いている．いずれにせよ，ある特定の種類の煩悩
が有情の煩悩の根源とされていると言って良い．したがって一切智者確認論証において一切智者が行う，
有情の煩悩の根源についての観察とは，広義に取れば有情の煩悩の観察であることになるだろう．
そして有情の煩悩の観察は仏の一切智によってのみ可能であり，声聞独覚には不可能である，と衆賢は
考えていたようである．このことは，無礙解（pratisam
. vid）に関する彼の解説によって示唆される．無
礙解は，教説の理解と説示とに関する知を法・義・詞・弁無礙解という四種にまとめたものである*64 ．無
礙解は声聞独覚の阿羅漢にも存在するとされるものの，特に仏の無礙解が卓越したものであることを衆賢
は次のように説明する．
聲聞獨覺自分境中智無退故，名無礙解．諸佛世尊於一切法圓滿知故，名無礙解．（
『順正理論』T 29,

752a17–19）
【訳】声聞独覚の，自身に関わる対象（「自分境」）についての知は，退転しないので無礙解と名付
ける．諸仏世尊は一切法について完全に知るので（「諸佛世尊於一切法圓滿知故」），〔その知は〕無
礙解と名付けられる．
この記述を有情の煩悩の観察と関連させると，仏は自身に関わる対象を越えた，教化対象たる他者に関
しても無礙解を得ており，正しく洞察し，教示することができるのに対し，声聞独覚は自身に関わる対象
に限定された無礙解しか持たないため，有情の煩悩の観察も教示による救済も行いえない，ということに

183-184］参照．それを参考に「意樂隨眠智等闕故」を理解した．
*64

なお八尾史氏のご教示により，筆者はこの根本有部律の情報を知り得た．ここに甚深なる謝意を表したい．
四無礙解については上杉［1978］
，古坂［1985］等を参照．
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なるだろう*65 ．
さらに衆賢は『順正理論』
「弁賢聖品」
（T 29, 668a–c）において，有情の煩悩の観察が仏の救済活動の
要因となることを，一切智者確認論証と近似する表現を用いて詳説している．当該箇所は，四聖諦の現観
を志向する者が修行を開始する方法を論じる部分にあたる．ここで衆賢は『倶舎論』の注釈を離れ，修行
者はまず指導者たる「善友」を求めねばならないことを力説する．その理由は，比喩として医療に言及し
た後，次のように説明される．
具悲智尊亦復如是．先觀煩惱重病所逼初欲習業諸弟子衆，「何等本性爲貪行耶？」廣説乃至「爲雜
行耶？」
【中略】次應觀察諸對治門，隨其所應授與令學，各令獲益．功不唐捐．（『順正理論』T 29,

668b10–c3）
【訳】大悲と智慧を備えた尊者（＝仏）も同様である．先に重病の如き煩悩が逼迫している修行を
しようとし始めた弟子たちを〔次のように〕観察する，「〔この弟子の〕本性は何か，貪欲によって
活動する者（*rāgacarita）か，乃至，混合した〔煩悩によって〕活動する者か【中略】
．」次に諸々
の対治門を観察し，彼〔ら〕にふさわしいように対治門を授け，学ばせ，利益を獲得させる．〔そ
の対治門の〕効力は無駄にならない*66 ．
衆賢によると，仏の対治門の説示は，有情の煩悩による活動などを観察した上でなされるので，適切な
効果を発揮する．因果関係の点から言えば，仏が有情の煩悩を観察することは教示による有情の救済を開
始するための要因となっている．
これらの記述を総合すると，衆賢論書で示唆される一切智者性と有情救済との因果関係は，次のように
描写できる．まず仏はすべてを知る者であるからこそ，自身に関する対象を越えた，他者たる有情が持つ
煩悩を観察しうる．そして，その観察に依拠してはじめて，仏は有情ごとに適切な教示を与える救済活動
が可能となり*67 ，有情は仏の教示に従うことで煩悩を段階的に滅尽しうる．声聞独覚は解脱者ではあっ
ても，仏と違いその智は自身に関する対象に限定されているため，教化対象の有情の煩悩を十分に観察す
ることはできず，それゆえに有情を救済することができない．この因果関係は次のように図示できる．
仏の一切智者性

→

有情の煩悩の観察

→

教示による救済活動

→

有情の煩悩の段階的滅尽

以上の考察によれば，『顕宗論』
「序品」における仏の一切智者性の論証の大要は次のようなものであっ
た．衆賢論書には，すべてを知る者のみが教化対象たる有情の煩悩を知り，適切な救済を開始することが
できる，という一切智者理解がみられる．この一切智者理解は，衆賢が論証に用いた「一切智者のみが救
済者である」あるいは「救済者ならば，一切智者である」という条件関係に反映されている．一方で仏の
*65

『新婆沙』
（T 27, 158a）では，仏十力の一つ漏尽智力が声聞独覚の漏尽智よりも卓越したものである理由を三点挙げるが，
その中の第二は漏尽智力が自他の漏尽が起こる時を知ること，第三は漏尽智力が他者の特殊な漏尽とその手段を知ることで
ある．ここに示された『新婆沙』の漏尽智力の理解は，仏智のみが教化対象である他者に及ぶことを述べる点で『順正理論』
の無礙解の解説と共通している．
*66 『新婆沙』
『倶舎論』などでも，有情の煩悩による行動に応じて教示がなされたことが，法蘊（dharmaskandha）の数量を
論じる際に言及される．Ejima［1989: 27, fn.4］参照．
*67 『十住毘婆沙論』
（T 26, 76b）によると，一切智者たる仏は解脱に至る正道と邪道を知った上で，正道である八聖道のみを
説き邪道であるヴェーダを説かなかった，と言われる．この解説によれば，仏は解脱にかかわらない事柄も含めすべてを知る
からこそ正しい修行道を選択して教示できることになろう．
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教説に従った場合に煩悩の段階的滅尽が起きることが，論証者に経験可能な根拠として提示される．論証
者は，煩悩の段階的滅尽を経験することで，仏の救済活動が実現されていること，つまり仏が救済者であ
ることを知る．そして上記の条件関係によって，救済者たる仏が一切智者であることを論証者は導出可能
であるという．つまり衆賢は，有情の煩悩の段階的滅尽を論証者に経験されうるものと位置づけ，それを
根拠とすることで仏の一切智者性を論証しようとした．

2.3.3 『順正理論』「弁業品」中の至教量論証
『順正理論』
「弁業品」冒頭（T 29, 529a–531a）では，
『倶舎論』
「業品」第一偈にある一節「世間の多様
68
性は業から生じる（karmajam
. lokavaicitryam）」（Pr 192, 4）に対し長文の注釈が加えられる* ．その

注釈中では，仏教的な業報観を批判する者たちへの反駁が試みられている．
その批判者の一人として「悪因論者」
（T 29, 529c23）が議論の俎上にのぼる．「悪因論者」は生物を傷
害することが好ましくない果報をもたらすことに懐疑的な論者であった．その中には祭祀による生贄の殺
害は好ましい果報をもたらすと主張する婆羅門教徒たちも含まれていた*69 ．彼らによれば，明呪を用い
た供犠によって犠牲となった羊などは利益を受けるので，供犠によって好ましくない結果がもたらされる
のではなく，むしろ供犠によって解脱するという*70 ．
衆賢は，婆羅門教徒の主張が，犠牲の羊，供犠の実行者，供犠の参加者という三者によって経験され
ていないと批判するが*71 ，その批判に対し婆羅門教徒はヴェーダ（「明論」「吠陀論」）こそが認識手段
（「量」，*pramān.a）であると反論する．婆羅門教徒によれば，ヴェーダが認識手段たることの根拠は二
点に分けられる．第一は，ヴェーダに作者がなく明呪が常住であることであり*72 ，第二はヴェーダが
聖仙の所説であることである．そしてこの第二の論拠に反論するために，衆賢は仏の言説こそが至教量
（*āptāgama）であることを論じる．
以下ではまず，議論の全文を引用する．理解の便を図るため，【

】に話者と段落番号を附記した．

【1：婆羅門教徒】若爾，應説：
「諸明論聲至教所收故，爲定量．」謂，明論説：
「可愛果」等，是諸
大仙至聖所見．彼傳説故，至教所攝．若順，便獲諸可愛果；違，便現遭不可愛報．
【2：衆賢】不爾．汝等所敬諸仙所證至聖非現量得，亦不可以比量准知．故彼傳説非至教攝．謂，汝
所敬大仙所見明論所説：
「可愛果」等，汝等曾無能少現見可以准驗所説非虚，由此比知彼證至聖，驗
所傳教是至教攝．故汝所説是愚敬言．詎能了知真至教相．
【3：婆羅門教徒】且如仁等所敬大師所證至聖，亦非仁等現量所得，而許至聖，彼所説教是至教攝；
餘亦應然．何獨不許？
【4：衆賢】此例非理．我等大師有至聖相，現可證得准相比度，知證至聖．驗所説教是至教攝．
【5：婆羅門教徒】何等名爲至聖之相，與此相合至聖性成，證彼所言是至教攝．
*68

『順正理論』「弁業品」冒頭の文脈については，那須［1999］
の概説を参照．
有執：「祠祀明呪爲先害諸有情能招愛果，非泛爾害．故無前失．
」
（
『順正理論』T 29, 530b14–15）
*70 祠祀明呪意欲利樂所害羊等．故能害者雖害有情，猶如良醫，不招苦果，脱生死者．
（
『順正理論』T 29, 530b18–20）
*71 然彼自許：
「羊等愚癡不能了知福與非福」．既被殺害現苦難任，雖説：「未來當招愛果」，而能殺者及彼傍人倶不現知．亦無理
證．（
『順正理論』T 29, 530c1–4）
*72 寧知明論是定量耶？以明呪聲體是常故．謂，諸明論無製作者．於中呪詞自然有故，能爲定量．唯此非餘．
（
『順正理論』T 29,
530c6–8）
*69
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【6-1：衆賢】夫虚誑語因貪瞋癡．我等大師圓滿證得貪瞋等過皆畢竟盡．由得此盡故，成至聖．所
以發言皆至教攝．
【6-2：衆賢】師過永盡何理證知？能圓滿説永盡道故．謂，我大師能圓滿説永盡過道．由是比知貪
等諸過皆畢竟盡．
【6-3：衆賢】如何知此道能畢竟盡過能障解脱得因？由此暫永離故．若法能障衆苦盡得，由所説道
能暫永離．離此法故，便能證得貪瞋癡等諸過永盡．
【6-4：衆賢】此能障法其體是何？謂，能執我，即是我見．
【6-5：衆賢】諸外道輩皆許有我．故彼不能解脱我執，以諸我執離無我見，畢竟無能令止息者，然正
法外所有諸仙皆無有能正説無我．無此教故，不離我執．以於我執不能離故，便不能證貪等永盡．不
證永盡，容有虚言，成就彼因貪瞋癡故．
【6-6：衆賢】由是汝等所敬諸仙實非大仙，亦非至聖．非至聖故，彼所傳説明論等聲非至教量．以彼
非量故我先辯：「於祠祀中明呪殺害非得愛果」，其理極成．由是彼言：「祠祀明呪爲利羊等．雖害有
情，猶如良醫，不招苦果」，如是所説理定不成．（『順正理論』T 29, 531a10–b15）
【訳】
【1：婆羅門教徒】もしそうならば（衆賢が言うようにヴェーダに作者がなく明呪が常住であ
ることが成立しないならば）
，諸ヴェーダの音声は至教（*āptāgama，信頼すべき人の伝承）に収め
られるのであるから，認識手段であると言うべきである．つまり，ヴェーダは「好ましい果報〔が
ある〕
」などと説くが，これは大仙という至聖（*āpta）が見たものであり，彼からの伝承であるか
ら，至教に含まれる．もし〔ヴェーダの教説に〕したがうならば，ただちに諸々の好ましい果報を
獲得し，〔ヴェーダの教説に〕背くならば，ただちに好ましくない果報に遭遇する．
【2：衆賢】そうではない．あなた方によって尊敬されている仙人たちが證得した至聖〔であるこ
と〕は，直接知によって把捉されるものではなく，また推論によって推量されることもできない．
したがって彼からの伝承は至教に含まれない．つまりあなた〔方〕によって尊敬されている大仙が
見たものである，ヴェーダにおける「好ましい果報がある」などの教説について，あなた方は，教
説が虚構でないことを検証できるようないささかの経験でさえできたことがない〔．もし経験でき
たのであるならば，〕これによって彼〔大仙〕が至聖〔であること〕を證得したと推論し，伝承さ
れた教説は至教に含まれることを検証〔できるだろうに〕．したがって，あなた〔方〕の所説は愚
〔者だけが〕敬う言葉である．どうして真の至教の定義を了解していることがあろうか．
【3：婆羅門教徒】まず，君たちが尊敬する大師によって至聖〔性〕が證得されて〔おり，その證得
していることを〕君たちは直接知によって把捉したのではないものの，〔大師を〕至聖と認め，彼
（大師）が説いた教説は至教に含まれるとするように，他のもの（大仙とヴェーダの教説）について
も同様〔に至聖であり，至教に含まれるとするのである〕．どうして〔大仙とヴェーダの教説〕だ
けを認めないのか．
【4：衆賢】この喩例は理にかなっていない．我々の大師に至聖の特徴があることについては，目
の当たりに證得可能なことがらに準拠して推論し，〔大師が〕至聖〔性〕を證得していると知るの
であり，〔また大師の〕説いた教説が至教に含まれることを検証するのである．
【5：婆羅門教徒】何が至聖の特徴と名指されており，この特徴と合致することで至聖性が成立し，
それ〔至聖性〕を證得した〔者の〕教説は至教に含まれるのか．
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【6-1：衆賢】そもそも虚偽の発言（*mr.s.āvāda）は，貪瞋痴を原因とする．我々の大師は貪瞋な
どの過失すべての究極的な滅尽を完全に證得している．この滅尽を獲得することによって，至聖と
なっている．したがって，発言はすべて至教に含まれる．
【6-2：衆賢】〔大〕師の過失が最終的に滅尽していることをいかなる論理によって證知するのか．
〔過失を〕最終的に滅尽する道を完全に説くことができるからである．つまり，我〔々〕の大師は
過失を最終的に滅尽する道を完全に説くことができる．これによって，貪などの過失がすべて最終
的に滅尽していることを推論するのである．
【6-3：衆賢】どのようにしてこの道が，解脱の獲得をさまたげうる原因である過失を最終的に滅尽
することができる，と知るのか．これ（道）によって段階的に〔煩悩を〕最終的に離れるからであ
る．
〔ある〕法が衆苦の滅尽の獲得をさまたげうるならば，〔仏によって〕説かれた道によって〔そ
の法を〕段階的に，最終的に離れることができる．この法を離れるので，貪瞋痴などといった諸々
の過失の最終的な滅尽を證得することができる．
【6-4：衆賢】この〔解脱を〕さまたげる法の実体は何か．すなわち，我に執着すること，つまり我
見である．
【6-5：衆賢】諸々の〔仏教〕外のともがらは皆，我が存在すると認める．したがって彼〔ら〕は我
執を解脱することができず，諸々の我執によって無我という見解から離れ，〔我見を〕究極的に終
息させることができないが，しかしながら，正法以外のすべての仙人たちの中には無我を正しく説
く事ができる者はいない．この〔無我の〕教えが存在しないので，我執を離れることができない．
我執から離れることができないことによって，貪などの最終的な滅尽を證得することができない．
最終的な滅尽を證得することができないので，虚言があり得る．それ（虚言）の成立は貪瞋痴を原
因とするのであるから．
【6-6：衆賢】これによってあなた方が尊敬する諸々の仙人は実は大仙ではなく，また至聖でもな
い．至聖でないのであるから，彼から伝承されたヴェーダなどの音声は至教という認識手段ではな
い．それ〔ヴェーダの音声〕が認識手段でないのであるから，私が先に「祭祀における呪文や〔生
贄の〕殺害は好ましい果報を得るものではない」と述べたことは，道理が成立している．これゆえ
に，彼が言った「祭祀において呪文は羊などを利益する．有情を害するものの，名医のように苦な
る果報をもたらさない」というような所説は，道理によって決して成立しない．
衆賢の議論の骨子は，仏説が至教量であることは仏が至聖（*āpta）であることに由来し，そして仏の
至聖性は「直接知覚できる事柄に準拠して推論」することで知られる，という構造にあることは一見すれ
ば明らかである．しかしながら衆賢の論述は雑然としているので，まず彼の推論で述べられる事柄をそれ
が起こる時系列の順に整理し，その次に推論の順序を解説する．
ここで述べられる事柄は，仏の解脱から始まり修行者の煩悩の段階的滅尽へと至る，一連の因果関係に
整理できる．仏は虚偽の発言の原因となる貪・瞋・痴を滅し（【6-1】），その後に仏は貪などの煩悩を滅す
る修行道を説示した（【6-2】）．その修行道は，煩悩を滅することの妨げとなる我見をも断つ，根本的なも
のであった（【6-4】）．そして，仏の所説のとおりに修行した者は，煩悩の段階的な滅尽を得ることができ
た（【6-3】）．つまり，仏の煩悩の滅尽によって仏の修行道の説示があり，仏の説示によって修行者の煩悩
の段階的な滅尽がある．
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他方，推論の順序はこの因果関係を結果から原因に向けて溯行する第一段階と，仏の発言に虚偽がない
ことを知る第二段階に分かれる．
第一段階の推論の概要は【4】で述べられている．【4】で衆賢は，仏が至聖であることは目の当たりに
證得可能なことがら（「現可證得」）に基づく推論（「准相比度」）で知ることができるという．「目の当た
りに證得可能なことがら」の内容は，ここで明言されていないものの，仏が説いた修行道による煩悩の段
階的な滅尽（
【6-3】
）であることは明らかである．なぜならば，上記の因果関係の中で『順正理論』読者で
ある論証者に経験可能な事柄は，これ以外にありえないからである．そして衆賢の推論によれば，この煩
悩の段階的滅尽を根拠として仏が説いた修行道が煩悩を滅する正しい道であると知り（【6-3】），さらに教
えを説いた仏は諸煩悩を滅しており（【6-2】），それゆえに至聖であることを推論する（【6-1】）．一方で我
見を断つ方法を説かない仏教外部の者は，煩悩を滅していないことを知る（【6-4】，【6-5】）．
第二段階の推論は，【6-1】において示される．衆賢はまず，貪瞋痴が虚偽の発言の原因であるとする．
つまり，「虚偽の発言があるならば，その原因である貪瞋痴が存在する」という条件関係が示されている
と言って良いだろう．これはつまり「貪瞋痴が存在しないならば，虚偽の発言はない」ということに等
しい．衆賢はこの条件関係を前提として，仏の貪・瞋・痴が完全に滅されているので仏に虚偽の発言はな
い，つまり仏説は至教であることを導出する．
衆賢の至教量論証における因果関係と推論の順序とは，次のようにまとめることができる．表記の関係
上，第二段階の推論は「（⇒

）」と表現した．なお図を簡略にするため我見と仏教外部の者に関する部分

は除外してある．
因果関係
原因

→

仏の貪瞋痴の滅＝至聖性（⇒仏説の至教量性）
帰結

結果：原因

→

仏の修行道の説示
←

根拠：帰結

結果
有情の煩悩の段階的滅尽

←

根拠

推論の順序
この論証において論証者は，自身の経験した煩悩の段階的滅尽をもとに仏が修行道を完全に説いたこと
を確認し，それによって仏自身が貪瞋痴を滅したことを推論する．したがってこの論証では，煩悩を滅す
る方法を完全に説く者ならば自身の煩悩（貪瞋痴）を滅している，という条件関係が用いられていること
になる．衆賢はこの条件関係の根拠をここで明確に述べていない．しかしその根拠は，「至教」，「至聖」
という語に含まれる「至」という語の語義から説明されうるだろう．
「至教」
，
「至聖」という語に含まれる「至」の原語は*āpta と推定されるが，そもそも āpta は「到達し
た人」を原義とする．片岡［2003: 191–196］によると，ニヤーヤスートラにおいて āpta は「対象に到達
した上で，その対象について語る人」（同論文 p.196）を指すという．たとえばアーユルヴェーダの作者
は，ある処方箋を目の当たりにして実際に対象に到達した人であり，それゆえに彼は病気を治す処方を正
しく説くことができる．つまりアーユルヴェーダ読者の視点に立つならば．病気の処方が正しく説かれて
いることから，その作者が到達した人であることを知りうることになる．そしてニヤーヤスートラでは，
到達した人の教示は証言（śabda）として認識手段の一つに数えられた．上記の片岡論文及び若原［1985:

52–56］によれば，この到達者とその発言の正しさに関する理解は，仏教論理学派のディグナーガにも影響
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しているという．
衆賢の論述にも，「至（*āpta）」についてニヤーヤスートラあるいはディグナーガなどと共通した理解
が見られる*73 ．上記【6-1】によれば，仏は貪瞋痴の滅尽を獲得したので至聖であるという．仏が貪瞋痴
を滅したということを法の概念を用いて説明するならば，仏自身が修行道を歩んだ結果それら諸煩悩の択
滅（pratisam
. khyānirodha）あるいは涅槃（nirvān.a）という無為法を獲得した（prāpti）ということだと
言えるだろう*74 ．したがって貪瞋痴を滅した仏は煩悩の滅に到達した人（
「至聖」
）であることになるだろ
う．そして煩悩を滅する方法を完全に説く者ならば自身の煩悩（貪瞋痴）を滅している，ということは，
煩悩の滅に到達した者だけが，煩悩の択滅をもたらす道を説くことができるということに等しい．
したがって衆賢の至教量論証の大要は，次のようにまとめることができる．衆賢は，ニヤーヤスートラ
などと同様に，到達した人（āpta）は彼が至った対象を正しく説くことができるという理解をとる．その
理解を背景として，「煩悩を滅する方法を完全に説く者ならば自身の煩悩（貪瞋痴）を滅している」とい
う条件関係を衆賢は提示する．一方で彼は，煩悩の段階的滅尽を論証者に経験可能な根拠とする．論証者
はそれにもとづき仏が修行道の教示者であること，ひいては仏自身が煩悩，つまり貪瞋痴の滅に到達した
者であることを導出可能であるという．そして貪瞋痴は虚偽の発言の原因とされるので，仏がそれらを滅
しているということから仏説に虚偽がないこと，つまり仏説が至教量であることを推論できるという．つ
まりこの論証においても，先の一切智者論証と同じく，衆賢は有情の煩悩の段階的滅尽が現に起きている
ことを論証者が共有できる根拠として位置づけている．

2.3.4 二論証の根拠にある問題
衆賢は，一切智者論証と至教量論証とに異なった条件関係を適用しながらも，両者に共通した根拠を用
いた．一切智者論証では，救済者ならば一切智者である，という条件関係を前提におきつつ，有情の煩悩
の段階的滅尽が行われていることから仏が救済者であり，したがって一切智者であることを導く．至教量
論証では，修行道の説示者ならば至聖（到達者）である，という条件関係を前提に，同じ根拠から仏が修
行道を説いたことを，そして至聖であることを導く．つまり衆賢は，有情の煩悩の段階的滅尽を仏智の卓
越性と仏説の無謬性を裏付ける根拠と位置づけていた．
有情の煩悩の段階的滅尽は，確かに仏の超常的な特性と論書読者である論証者を関係づけるものではあ
る．本論文第 2.2 節で論じたように衆賢は，論書読者を認識力が仏などに劣った者とし，彼らには限られ
た経験世界のみが認識可能であると考えた．したがって衆賢が想定する読者には，何百年も前にシャカム
ニ仏がすべてを知っていたことも，すべての煩悩を滅していたことも直接確認のしようがない．限られた
認識しか持たない論証者にとって，仏説を学びその結果として煩悩を段階的に滅尽するということは，論
*73

『順正理論』のこの議論が，ニヤーヤスートラおよびディグナーガと共通する問題をあつかっているという点は興味深い．
本文中で言及した若原［1985］，片岡［2003］といったディグナーガの聖典権威論を対象とした諸研究は，ディグナーガがニ
ヤーヤスートラとその註釈における議論に影響されたという見解を取る点で共通している．しかしながら一般にディグナー
ガに先行すると考えられる衆賢が，近似する聖典権威論をすでに行っていることを踏まえるならば，衆賢がディグナーガに与
えた影響も今後考察されるべきだろう．ただし本論文の主題はあくまでも衆賢の存在論の解明にあるため，ディグナーガの
思想形成における衆賢の役割について検討することは割愛し，今後の研究の進展を待つこととする．また衆賢がディグナー
ガに先行するという年代論も新たな論点を含め再検討される必要がある，と考えられるかもしれない．しかしこの問題も本
論文の主題と関係しないため，ここでは論じない．
*74 一色［2009: 48］
など参照．
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証者が経験可能性なものの中でも特に仏の性質を推論するための有力な論拠と言ってよいだろう．
しかしながら衆賢が煩悩の段階的滅尽を論拠としたことには，疑問が残る．なぜなら煩悩の段階的滅尽
は，一定以上の修行を行った仏教徒にのみ経験しうるものであるからである．そして本論文第 2.2.2 節で
みたように衆賢は，涅槃を論証者によって認識されないものであり，卓越した認識者である仏の教説にし
たがってのみ涅槃が存在することを知りうると主張していた．つまりここで論拠とされている煩悩の段階
的滅尽（＝択滅，涅槃）も，想定される論書読者自身がいまだ経験しえないものである可能性がある．で
あるならば，
『順正理論』の記述を総合すれば，衆賢は，涅槃を論書読者に経験不可能とする一方で，彼ら
に涅槃を経験可能な根拠として仏の特性を論証することを求めていたことになるだろう．衆賢自身がこれ
らの記述の齟齬に言及した例はいまだ見出されていないため，彼がこの齟齬をどう説明するのか，またそ
もそも彼がこの齟齬を意識していたのかどうかさえも定かでない．したがってこの問題に，目下確定した
結論を与えることはできない．
ただし以下に引用する『順正理論』の記述は，修行者の涅槃獲得に関する現状認識を衆賢が述べてお
り，この問題を考察する手がかりとなる．以下ではその記述を元に，上記の齟齬を解釈する可能性を模索
する．
『順正理論』
「弁定品」末尾において衆賢は，正法（saddharma）の存続期間を論じている．まず以下に
該当箇所を引用する．
論曰：世尊正法體有二種：一教，二證．教謂契經・調伏・對法．證謂三乘諸無漏道．若證正法住在
世間，此所弘持教法亦住．理必應爾．現見東方證法衰微，教多隱沒；北方證法猶増盛故，世尊正教
流布尚多．由此如來無上智境衆聖栖宅阿毘達磨無倒實義，此國盛行，非東方等所能傳習．二中教法
多分依止持者・説者，得住世間；證正法住唯依行者．然非行者唯證法依，教法亦應依行者．故謂：
「有無倒修行法者能令證法久住世間．證法住時教法亦住．故教法住由持・説・行．但由行者令證法
住．故佛正法隨此三人，住爾所時．
」便住於世．（『順正理論』T 29, 775b1–13）
【訳】論にいう．世尊の正法（saddharma）の本体には二種がある．伝承（āgama）と證得（adhigama）
である．伝承とは，経，律，論をいう．證得とは三乗の諸々の無漏道である．もし證得という正法
が世間にとどまるのならば，これによって広められる伝承〔という正〕法もとどまる．道理として
必ずそうである．東方（「上座」の活動地域*75 ）では證得〔という正〕法がおとろえ，伝承も多く
が隠没してしまっているが，北方では證得〔という正〕法が今なお盛んであるので，世尊の正しい
伝承がいまなお多く広まっている．これゆえに如来の最高の智の対象であり，諸々の聖者のすま
いであるアビダルマの倒錯のない真実の意味が，この〔カシミール〕国では盛んに行われている
が，東方などでは伝え学ぶことができていない．二つ〔の正法〕の中，伝承〔という正〕法は伝持
者（dhārayitr.）と説法者（vaktr.）に多分に依拠し，世間にとどまるが，證得という正法はただ行
者（pratipattr.）にのみ依拠する．しかしながら行者は證得〔という正〕法のよりどころであるだ
けではなく，伝承〔という正〕法も行者に依っているはずである．したがって次のように言う*76 ，
*75

「上座」の活動地域が衆賢の活動地域よりも東にあったことは，『順正理論』中の複数の記述によって示唆されている．加
藤［1989: 57］
参照．
*76 おそらく『順正理論』は，
『倶舎論』対応箇所の次の一節を引用し，かつ注釈を加えているのだろう．āgamasya hi dhārayitāro
vaktārah./ adhigamasya pratipattārah./ ato yāvad ete sthāsyanti tāvat saddharma iti veditavyam/（AKBh Pr
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「倒錯なく修行する者が證得〔という正〕法を久しく世間にとどまらせる．證得〔という正〕法が
とどまるとき教法もまたとどまる．したがって教法は伝承者，説法者，行者による．ただし行者に
よって證得〔という正〕法はとどまる．したがって仏の正法はこの三人に従いそれだけの時間とど
まる，〔つまり〕そのとき世間にとどまる」と．
衆賢によれば，東方では正法が衰退しつつあるのに対し，北方では今なお正法が盛んに行われていると
いう．北方が指す場所は，これに続く議論（注*78 参照）でカシミール毘婆沙師に言及することに鑑みる
と，カシミールを指すことは文脈から明らかである．この部分は『倶舎論』（Pr 459, 7–14）に対応する
箇所であるが，『倶舎論』では正法の保持者とその持続する期間を解説するにとどまり，仏教の保存状況
については言及しない．また正法の持続期間を論じる他の有部論書*77 も『倶舎論』と同様である．した
がってこの文章には，カシミール仏教に対する衆賢独自の見解が込められていると考えてよい*78 ．

459, 12–13）
*77

『八犍度論』（T 26, 899a）
，
『発智論』
（T 26, 1018c），
『雑心論』
（T 29, 957b–c）
，
『新婆沙』
（T 27, 917b–919a）．
小谷［2000: 238–240］は，当該引用文には衆賢の「同時代の教団の状況に対する悲憤が込められたような現実感」があると
言う．そして，自分の時代になって阿含経典に予言されていた「正法の消滅」が「契経の隠没」として現実のものとなってき
たという感慨が衆賢にあったと推定している．
衆賢がインド仏教界全体を見渡してそのような感慨を持っていた可能性は，確かに否定出来ない．しかしこの引用文の後
にある『順正理論』最終偈において，アビダルマは正法の教導（saddharmanı̄ti）について唯一の基準（pramān.a）である
仏の教説であり，カシミール毘婆沙師はその意味を正しく解釈していることが，主張されている．したがって文脈上，当該引
用文の力点は，仏教が衰退しつつあることにではなく，その状況にあっても北方で正法が保存されていることに置かれている
と理解されるべきである．『順正理論』最終偈とその注釈は以下のとおり．
阿毘達磨此論所依，此攝彼中真實要義．彼論中義釋有多途．今此論中依何理釋？頌曰：
迦濕彌羅議理成， 我多依彼，釋對法．
少有貶量爲我失． 判法正理在牟尼．
論曰：迦濕彌羅國毘婆沙師議阿毘達磨，理善成立．我多依彼，釋對法宗．經主此中述己本意，言：「依此國諸善逝子議對法理
『大毘婆沙』
．發起正勤，如理觀察，爲令正法久住世間饒益有情，故造斯論．
」
「多」言顯示少有異途，謂，形・像色・去來世等．
然諸法性廣大甚深，如實説者甚爲難遇．自惟：
「覺慧極爲微劣，不能勤求如實説者．故於廣論所立理中少有貶量爲我過失．
」諸
法正理廣大甚深，要昔曾於無量佛所親近修習真智資糧，方於智境一切無惑．麟喩獨覺尚於法相不能決判，況諸聲聞．彼所證法
隨他教故．由此決判諸法正理唯在真實大牟尼尊．是故定知阿毘達磨真是佛説．應隨信受，無倒修行，勤求解脱．（『順正理論』
T 29, 775b13–c2）
【訳】アビダルマはこの論のよりどころであり，これ（『倶舎論』）はその〔アビダルマ〕における真実要義を包摂している．
その〔アビダルマ〕論書において意味と解釈には多くの道筋がある．いまこの論（
『倶舎論』
）ではどの道理によって解釈され
ているのか．頌にいう．
カシミールの議論は意味が道理によって成立している．私は，多くはそれによってアビダルマを解釈した．
価値を貶めてしまう記述が少しくあ〔っても，それは〕私の過失である．法の正理における判定〔基準〕
（saddharmanı̄tau
pramān.am）は牟尼にある．
論にいう．〔世親は『倶舎論』自注で〕
「カシミール国の毘婆沙師はアビダルマを議論し〔ており，その〕道理はよく成立して
いる．わたしは多くはそれに依拠し，アビダルマの主張を解釈した」〔という〕．経主（世親）はここでおのれの本意を述べ，
「この国の善逝の子らがアビダルマの道理を議論した大毘婆沙論に依拠し，正勤を起こして，道理のままに観察し，正法を久
しく世間にとどまらせ，
〔また正法に〕有情を利益させるために，この論（
『倶舎論』
）を作った」と言っている．
「多くは」と
いう語は，少しく異なった道筋〔で解釈した部分〕
，つまり形，影像，過去〔世〕
・未来世などがあることを示している．しか
しながら，諸々の法の本質は広大にして甚深であり，ありのままに説く方には甚だ遭遇しがたい．〔世親は〕自ら〔次のよう
に〕考えた，
「
〔私の〕覚慧はきわめて微劣であり，ありのままに説く方を求めることができない．したがって長大な論書にお
いて立論した様々な理論の中に少しく価値を貶めてしまうものがあ〔っても，それは〕私の過失である」と．諸法の正理は広
大にして甚深であり，過去に数えきれない仏のもとに直接近づいて真実智の資糧を修行してはじめて，智の対象全てにおいて
迷うことが無くなる．麟角喩の独覚であってさえも法相を〔自力で〕判定することはできない．諸々の声聞はなおさらであ
る．彼〔声聞〕が證得した法は他者の教示にしたがうものであるから．これゆえに，諸〔正〕法の正理の判定〔基準〕は，た
だ真実大牟尼尊にのみある．これゆえにアビダルマは真に仏説であると確定的に知れる．追従し信受して，倒錯なく修行し，
解脱を求めるべきである．

*78
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そして，衆賢のいう證得の意味を精査すれば，カシミールにおいて仏教が保存されているということに
込められた意図を看取しうる．衆賢は，證得とは三乗の無漏法であるという．一般に有部論書において無
漏法とは，修行道の中では見道以上の段階で獲得されるものである*79 ．そして見道においては，四聖諦
を観察することで断たれる煩悩（見所断，darśanaheya）が断たれ，それらの煩悩の択滅を獲得するとさ
れる*80 ．したがって證得を唯一保持する者と言われる「行者」とは，見道以上に修行を進めて無漏法を
獲得し，なおかつ煩悩の段階的滅尽を経験した者を意味する．さて上の引用文では，行者のいるところに
は證得があり，證得が北方でいまなお盛んであるという．これはつまり，煩悩の段階的滅尽を経験した者
が同時代の北方に多数存在する，と述べられているに等しい*81 ．
この主張をそのまま受け取るならば，人が仏教修行によって煩悩の段階的滅尽を経験することは，同時
代にも起こっている事実として衆賢に受け入れられていることになるだろう．また先述の至教量論証にお
いても衆賢は，仏教の修行によって人が煩悩を滅することを対論者である婆羅門教徒に対し論拠として提
出していた．したがって少なくとも衆賢自身は，仏教によって煩悩の滅尽が起こっていることを同時代の
対論者にも通用する一般的事実と位置づけていることは確かである．
以上を勘案すると，衆賢は論書読者と煩悩の段階的滅尽の経験について次のように考えていたのかもし
れない．彼は，いまだ見道を迎えておらず煩悩の段階的滅尽を経験していない者を想定読者として『順正
理論』を著した．しかしそのような読者であっても，滅尽経験者たちが周囲にいることは当時のカシミー
ルで広く承認されている状況であったため，彼らを見ることで仏説による修行が煩悩の滅尽をもたらすこ
とを推測しうると考えていた．そのような推測を持っている読者に，仏が一切智者であり，仏説が至教量
であることに関してさらなる確信が見道以後に得られることを示すために，煩悩の段階的滅尽を根拠とす
る論証を記述した．
以上の仮説は，衆賢の存在論が成立した土台について一つの可能性を示すものではある．この仮説に従
えば，仏道修行によって煩悩の段階的滅尽が起こるという共通認識が衆賢と彼の周辺で受け入れられてい
たことが土台となって，衆賢の存在論が構築されたことになるだろう．
しかしながら『順正理論』の記述のみからこの仮説の是非を検討することははなはだ困難である．そも
そも，行者が北方に存在する，という了解が，衆賢の周囲でも承認されていたかどうかは定かでない．北
方に煩悩の段階的滅尽を経験した者が多数いるという主張は，実情に反した衆賢の虚勢の現れであるかも
しれない，あるいは彼がそう信じているだけでまったく一般的でなかったかもしれない．とは言え，彼の
主張の真意と当時の仏教教団の現状についての共通認識とを検証するには，『順正理論』述作当時におけ
る衆賢周辺の仏教界の潮流を明らかにしなければならない．しかしこれは『順正理論』の読解のみからは
成し得ず，本論文の対象範囲を大きく越える．したがって今回はここで考察を留め，以後は別の研究に委
ねることとする．

*79

『順正理論』（T 29, 683a）など参照．
『順正理論』（T 29, 332b）など参照．
*81 衆賢は『順正理論』
「弁賢聖品」（T 29, 684aﬀ.）において「上座」の現観次第を批判する際，彼自身の主張する見道の現観
順序は「百千諸瑜伽師依真現量證智所説展轉傳來如大王路諦現觀理」（684a25–26）であると表現する．つまり有部の修行法
で見道を経た瑜伽師は，「百千」ほどもいるということになろう．
*80
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第 2 章 法が存在する根拠

2.4 本章の結論
本章では，衆賢は法が存在する根拠を何に求めていたかを考察した．
衆賢の二諦説から得られる存在を認識する過程によれば，勝義（究極的対象）として存在する法 X に
よって固有の性質の〈覚知〉が生じ，その〈覚知〉によって「法 X が存在する」と判断することが可能に
なる．この過程における〈覚知〉は，確かに存在判断の根拠とはなっているが，勝義である法 X が〈覚
知〉に先行して存在していることを確証するものではない．しかしながら，この法 X の存在なしに衆賢
の存在論は存立しえない．したがって，勝義である法 X が存在する根拠こそが衆賢の思想基盤たるもの
であり，探求されねばならないことになる．
そこでこの根拠を考察するため，本論文ではまず『順正理論』に見られる，特定の諸法が論証者に認識
されないものの実有とされる諸例を検討した．具体的には涅槃・過去未来法・極微・名句文身・心心所で
ある．認識者に認識されるのに先行して存在することが確定しているという点で，これら諸法と〈覚知〉
に先行して存在する法とは共通しているからである．
その中で涅槃について，『成実論』の実有／非実有論争以来，論書読者はその自性を語りえないが，仏
などは認識することができるという共通認識が論師たちの間にあった．『倶舎論』において世親は，直接
知と推論という認識手段によって涅槃は捉えられないと主張し，それを非存在とみなした．またその一方
で仏が涅槃が存在するかのように語った事例は，非存在に対して「存在する」という言明が日常言語にお
いて可能であるのと同様だと彼は解釈する．これに対し衆賢は，涅槃を認識しうる仏などを卓越した認識
者として論書読者の上位に位置づけ，前者の認識のみが涅槃の存在の根拠となると考えた．そして仏が涅
槃についてその性質を語り得ている以上，仏説にいう涅槃は実体を伴った実有であると主張する．
さらに衆賢は，過去未来法・極微・名句文身・心心所についても，涅槃の場合と同様の議論を行う．こ
れらの諸法は認識可能とされる認識者の範囲がそれぞれ異なるものの，それを度外視すれば，衆賢は共通
して次の二点を述べる．第一は，これら諸法が存在することが卓越した認識者が認識していることによっ
て普遍的事実として確定されていることである．それゆえ，世間一般の人などの劣った認識者が捉えられ
ていないとしても，それらの存在は否定されえない．第二は，認識力の劣った者は仏説に従うことでこれ
ら諸法の存在を知るということである．この第二の特徴は，経験の及ばない過去未来法と極微とに関して
たしかに明言されない．しかし認識力に劣っているためそれらを観察しえない，と言われた論書読者が，
それらの存在を知る方法は仏説以外にないだろう．
要約すれば，衆賢にとって涅槃などの諸法の存在は，仏などの認識によって予め確証づけられた所与の
事実であったことになる．加えて彼は，法一般が同様に所与の事実と考えていた可能性が高い．
ここまでの議論をもとにすれば，勝義たる法が〈覚知〉に先行して存在していることは仏説による所与
の事実であったことになるだろう．では，仏説は何ゆえにそれら諸法が存在することを根拠付けるほどの
権威を持ちうると衆賢は考えたのだろうか．
『顕宗論』「序品」冒頭では，仏が文字通りすべてを知っていることをすべてを知る者でない仏教修行者
が知るための論証（一切智者確認論証）が行われる．衆賢は，すべてを知る者のみが有情の煩悩を知り，
適切な救済を開始することができる，という一切智者理解に立ち，それを反映した「ある者が救済者であ
るならば，その者は一切智者である」という条件関係を用いる．そして有情の煩悩の段階的滅尽が論証者
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に経験されていることから仏が救済者であることを導き，それを根拠とすることで仏の一切智者性を論証
しようとした．
『順正理論』
「弁業品」では，ヴェーダを認識手段とする婆羅門教徒を対論者として，衆賢は仏説こそが
至教量（*āptāgama, 信頼すべき人の伝承）であることを論証する．衆賢は，当時のインドにみられた到
達した人（āpta）は彼が至った対象を正しく説くことができるという通念に従う．それを背景として「あ
る者が煩悩を滅する方法を完全に説く者ならば自身の煩悩（貪瞋痴）を滅している」という条件関係を衆
賢は提示する．そして二段階からなる論証を行った．第一段階において論証者は，煩悩の段階的滅尽を経
験することにより仏が修行道の教示者であることを知る．そして上述の条件関係を適用し，仏自身が煩悩
つまり貪瞋痴の滅に到達した者であることを導出する．第二段階では貪瞋痴は虚偽の発言の原因とされる
ことを前提として，仏がそれらを滅していることから仏説に虚偽がないこと，つまり仏説が至教量である
ことを推論する．つまり仏説が至教量であることに関しても，先の一切智者論証と同じく，衆賢は有情の
煩悩の段階的滅尽が現に起きていることを論証者が共有できる根拠として位置づけ，論証を行っている．
したがって衆賢は，仏が一切智者であることと仏説が至教量であることとを，論証者に経験可能な煩悩
の段階的滅尽を根拠として論証しようとしたと言える．
しかしながら本論文第 2.2.2 節を勘案すれば，この衆賢がこの論拠を用いることには疑問が残る．衆賢
は，涅槃を論書読者である論証者自身には認識されない，仏説によって存在が理解されるものとしてい
た．この記述によれば，衆賢が上記二論証の根拠とする煩悩の段階的滅尽（＝涅槃）は論証を行う読者に
経験されないものとなってしまう．衆賢自身がこの記述の齟齬に言及することはないため，本論文では決
定的な解釈を見出すことはできなかった．ただし『順正理論』
「弁定品」末尾の記述を検討することで，こ
の問題について一つの仮説が得られた．
衆賢によれば，正法（saddharma）には経律論という伝承（教，āgama）と三乗の無漏道という證得
（adhigama）の二種があり，北方（カシミール）では證得が行者（pratipattr.）によってよく保存されて
いるという．有部論書一般の用語法によれば，この記述は，見道を経て煩悩の段階的滅尽を経験した者が
北方に出現していることを意味するものと解釈できる．つまり衆賢は，煩悩の段階的滅尽を経験する者が
いることを同時代の事実として語っていることになる．
この記述からは，衆賢が『順正理論』読者としていまだ煩悩の段階的滅尽を経験していない者を想定し
つつも，周囲で滅尽経験者が出現していることにより，修行によって滅尽がありうることを不完全ながら
も推測可能としていた，という仮説を導くことができる．しかしこの仮説の検証は，『順正理論』のみの
読解によっては成し得ず，本論文の対象範囲を大きく越えてしまう．そのため今回は考察をここで留め，
以後は別の研究に委ねることとした．
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本論文の総括
本論文では，
『順正理論』における法の〈覚知〉に注目し，衆賢の存在論の背景となった世界観，宗教観
を考察した．
第 1 章では，衆賢の三世実有説，二諦説，三現量説を中心的な資料として用い，それらの背景にある存
在を認識する過程を取り出した．それらの議論を総合すると，衆賢の存在論は以下の様な存在認識の過程
を背景とするものであったということができる．まず実体（dravya）であって存在するものである諸法の
みが認識対象たりうるとされ，勝義（究極的対象，paramārtha）と呼ばれる．この対象を単に受容する
だけではなく，その性質を特に意識（manovijñāna）において了解するときに，典型的には「これは X で
ある」という内容の〈覚知〉（*buddhi）が生じる．〈覚知〉の生起に際し，対象を総体的に把捉したか，
実体的あるいは類的に把捉したかによって認識対象（「これ」
）の異なった性質が捉えられることになるの
で，対象を同じくしながらも異なった内容の〈覚知〉が生じる．とくに対象を実体的類的に把捉する〈覚
知〉は，諸法の固有の性質の〈覚知〉
（svabhāvabuddhi）と呼ばれる．そして「これは X である」という
〈覚知〉に直結して，認識対象に対して「X が存在する」という判断が下されることになる．
衆賢の存在認識過程を取り出した結果，そこには認識対象となった法が〈覚知〉に先行して確定されて
いると考えられていることが明らかになった．そこで第 2 章第 2 節では，まず衆賢が〈覚知〉に先行して
法が確定されていると考える理由を明らかにするために，『順正理論』に見られる，特定の諸法が論証者
に認識されないものの実有とされる諸例を検討した．具体的には涅槃・過去未来法・極微・名句文身・心
心所である．その結果，これらの諸法は認識可能とされる認識者の範囲がそれぞれ異なるものの，それを
度外視すれば，衆賢は共通して次の二点を述べていることがわかった．第一は，これら諸法が存在するこ
とが卓越した認識者が認識していることによって普遍的事実として確定されていることである．それゆ
え，世間一般の人などの劣った認識者が捉えられていないとしても，それらの存在は否定されえない．第
二は，認識力の劣った者は仏説に従うことでこれら諸法の存在を知るということである．つまり衆賢に
とって涅槃などの諸法の存在は，仏などの認識によって予め確証づけられた所与の事実であったことにな
る．加えて彼は，法一般が同様に所与の事実と考えていた可能性が高い．
さらに第 2 章第 3 節では，仏説は何ゆえにそれら諸法が存在することを根拠付けるほどの権威を持ちう
ると衆賢が考えたのかを明らかにするため，『顕宗論』
「序品」で行われる仏が一切智者であることを確認
する論証と，『順正理論』「弁業品」で行われる仏説が至教量であることの論証を考察した．一切智者確認
論証において衆賢は，「ある者が救済者であるならば，その者は一切智者である」という条件関係を用い
る．そして有情の煩悩の段階的滅尽が論証者に経験されていることから仏が救済者であることを導き，そ
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れを根拠とすることで仏の一切智者性を論証しようとした．他方，至教量論証においても衆賢は，「煩悩
を滅する方法を完全に説く者ならば自身の煩悩（貪瞋痴）を滅している」という条件関係を用い，衆賢は
有情の煩悩の段階的滅尽が現に起きていることを論証者が共有できる根拠として位置づけ，論証を行って
いた．したがって衆賢は，仏が一切智者であることと仏説が至教量であることとを，論証者に経験可能な
煩悩の段階的滅尽を根拠として論証しようとした．
しかしながらこの衆賢が一定以上の修行者にのみ認識可能な煩悩の段階的滅尽を用いることには疑問が
残る．ただし『順正理論』「弁定品」末尾において衆賢は，煩悩の段階的滅尽を経験することを同時代の
事実として語っている．この記述をもとにすれば，衆賢が『順正理論』読者としていまだ煩悩の段階的滅
尽を経験していない者を想定しつつも，周囲で滅尽経験者が出現していることにより，修行によって滅尽
がありうることをある程度推論可能としていた，という仮説を導くことができるかもしれない．しかしこ
の仮説の検証は，『順正理論』のみの読解によっては成し得ず，本論文の対象範囲を大きく越えてしまう．
そのため今回は考察をここで留め，以後は別の研究に委ねることとした．
今回の研究で明らかになった問題
以上の結論から，従来の研究では見えてこなかった衆賢という人物の一側面が明らかになった．
従来の研究では，いわば経典重視から論理重視へという流れが仏教論書に見られることが指摘されてい
る．藤田祥道［1998］によれば，初期経典と律文献において，仏説の定義が，当初は仏の直説たる経・律に
限定されていたものの，後代の文献では法性あるいは論理（yukti）に適うものをも含むように変化して
いった．そして有部論書に見られるアビダルマ仏説論も，この思想史の流れの一部であるという．アビダ
ルマ仏説論とは，本庄［1989］によれば「仏の直説でなくとも法性に叶へば仏説である」などの主張*82 に
よってアビダルマ文献をも仏説に含めようとする議論であり，婆沙論諸本や衆賢の『順正理論』などで採
用されているという．藤田祥道［1998: 24］
は，本庄氏の上記論文を引用しアビダルマ仏説論を「仏説たる
経・律という聖典の権威を相対化することと，仏滅後制作された論を仏説として位置づけることを試み」
るものと理解している．さらに Cox［1992: 172–173; n. 87］は，有部アビダルマ論書における経典解釈の
歴史を検討し，衆賢が論理的に可能であれば教證を不要とさえ主張することを指摘し，後代の仏教論理学
における論理重視の先駆けと位置づけている．これらの諸研究によれば，インド仏教思想史にみられる経
典重視から論理重視へという流れの中で，衆賢は論理重視側に立った当時の最先鋒の一人と位置づけられ
るであろう．
しかしながら衆賢の立場を安易に論理重視と評価できないのは，本研究から明らかである．むしろ衆賢
の存在論には必ずしも一般読者の認識に回収されず，仏説の権威に基づく部分が，彼が批判した世親ら以
上に多分に残されていると言ってよいだろう．したがって衆賢の思想史的位置づけについては再度詳細な
議論を重ね，従来説は慎重に再検討される必要がある．しかしながら本研究ではそれ考察するまでに議論
が及ばなかった．今後の課題としたい．

*82

本庄［1989］
は，この他にアビダルマ仏説論の根拠として経の隠没の理論，密意説（了義・未了義）の理論を挙げている．ま
た本庄［2010］，本庄［2011］参照．
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略号と使用テクスト
ADV Abhidharmadı̄pavr.tti vibhās.āprabhā. See J and Li.
AKBh Abhidharmakośabhās.ya, by Vasubandhu. See E, L, Pr.
AKK Abhidharmakośakārikā, by Vasubandhu. See Gokhale［1946］.
AKVy Sphut.ārthā Abhidharmakośavyākhyā, by Yaśomitra. See W.
E
See Ejima［1989］.
J

See Jaini［1959］.

L

See 李［2005］．

Li

See 李学竹［2013］．

P

北京版チベット大蔵経.

Pr

See Pradhan［1967］.

T
TA

『大正新脩大蔵経』.

Tibetan transration of the *Abhidharmakośat.ı̄kā Tattvārthā by Sthiramati. P bsTan ’gyur,
Ngo tshar bstan bcos, no. 5875; D bsTan ’gyur, sNa tshogs, no. 4421.

TSP See Shastri［1968］．
W

See Wogihara［1932–36］．

『開元録』 智昇撰『開元釋教録』
（T no. 2154）.
『甘露味論』 瞿沙造失訳『阿毘曇甘露味論』（T no. 1553）.
『倶舎論』 See AKBh.
『旧婆沙』 迦旃延子造五百羅漢釈浮陀跋摩・道泰等訳『阿毘曇毘婆沙論』（T no. 1546）.
『顕宗論』 衆賢造玄奘訳『阿毘達磨藏顯宗論』（T no. 1563）.
玄奘訳『倶舎論』
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Pramān.avārttikālaṅkārabhās.ya ad Pramān.avārttika II 8–10 and 29–33, LIT Verlag, Berlin.
Pradhan, P.
［1967］
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