﹁心︵９５︶﹂の語義 解釈
ｌ特にヴＺ︿バンドゥの立場を中心にしてＩ

藤一夫

①ｑ目○﹈ｏ曙︶は有効な方法で

ことばの意味を考える際︑その語源にさかのぼること︑

いるのである︒しかし︑これらは語形的には無理な語義

真・詳日︵種々な︶︾︾に関係した語として語義解釈されて

に北伝系︶では主として︽↑く則︵集める︑積む︶こや

過去受動分詞からできた名詞であるが︑しかも佛教︵特

いわゆる語義解釈︵旨冒具は

は学派的特徴が見い出し得るからである︒

解釈だといって簡単に捨て去る訳にはいかない︒そこに

形的には全く無理な解釈をしているものも多い︒しかし

舎論﹄︑琉伽行派の論書などにおける一︽ｃ芹国冒の語義解

この小論では︑﹃倶舎論﹄以前のアビダルマ諭書︑﹃倶

③

ろが︑それらの中には教義的解釈が優先するあまり︑語
そのことは返って︑教義的内容を研究する場合には興味

釈を順次検討して︑この問題に関するヴァスバンドゥの

﹁心︵︒葺騨︶﹂もその代表的な一例である︒

変遷が顕著であり︑また︑アサンガと共に琉伽行派の理

考え方の特徴を明らかにしてみたい︒そこには︑思想的

解釈をされている場合のあることはよく知られている︒

が見られるのである︒

論体系作りに大きな役割を担ったヴァスバンドゥの足跡

②

佛教諭書において︑：︒弄冨︾︾が語形的には無理な語義

④

ある資料を提供してくれるのである︒ここで取上げる

①

あり︑佛教諭書においてもしばしば見受けられる︒とこ

じめに

丘

ヶ公、

すなわち︑周知の如く︑言昌苗︾︺は︽︽く削︵考える︶この
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は

ところで︑佛教では﹁心︲｜という語は﹁意︵目四目︑︶﹂

毘婆沙論﹄がある︒これらはいずれも︑﹁心・意・識﹂は

﹃大毘婆沙論﹄における﹁心・意・識﹂の差異説につい

⑦

本質的には同じものであると述隷へた後で︑異説として三

はアーラャ識︵第八識︶︑﹁意﹂は主として染汚意︵巨稗秒︲

ては判り易い一覧表を作っておられる︒従ってここでは

⑤

と﹁識︵く言習四︶﹂と密接な関連を有している︒周知の

してはすでに水野弘元博士が取上げられている︒特に

者の差異について述べている︒この中︑前の二論害に関

日四目鮠第七識︶︑﹁識﹂は六転識︵眼識乃至意識︶である︒

それに順じて︑他の二論害についても一覧表を作ってお

⑧

如く︑有部などのアビダルマでは︑﹁心﹂と﹁意﹂と﹁識﹂

そしてこの二つの考え方の相違に関しては︑﹁心﹂ばか

﹃阿毘曇毘婆沙論﹄︵旧訳︶の訳語が異なる場合︑︵︶内

く︒︵﹃大毘婆沙論﹄に関しては水野博士の表に従うが︑

⑥

は本質的に同じものである︒一方︑聡伽行派では︑﹁心﹂

っていると思われるのでこれらは同時に検討すべきであ

○﹁大毘婆沙論﹄︵大正二七・三七一ａｌｂ︶︑﹃阿毘曇

にそれを附加する︒︶

りでなく︑﹁意﹂と﹁識﹂の語義解釈も重要な役割を持
るが︑この﹁意﹂と﹁識﹂に関しては︑思想史的にも重
要な問題を含んでいるので別な機会に論じることにした
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義

﹁滋長﹂は︑玄奨の訳例の中には確認できなかったが︑

⑪

旧訳の﹁増積﹂をも考慮すれば︑︽︻ベョ︾﹀と関係した語

であると見なせるであろう︒﹃雑阿毘曇心論﹄の﹁集起﹂

た語であろう︒

と﹁五事毘婆沙論﹄の一︲採集﹂は共に↑︽く日︾︺と関係し

次に﹃成実論﹄では︑

心意識体一而異レ名︒若法能縁是名為し心︒問日︑若

爾則受想行等諸心数法亦名為し心︒倶能縁故︒答日︑

後有司相同し於レ心故名し心︒︵大正三二・二七五ｃ︶

心心数法名字義韮以二集起一故名し心︒受等亦能集．起

受想行等皆心差別名︒ｌ︵中略︶Ｉ又我等当レ説一

別である︒ただ︑﹃大毘婆沙論﹄は少し問題がある︒義

と述べられている︒ここでは﹁心﹂は﹁集起﹂で語義解

語義解釈であることを考慮に入れれば︑︽︽く日︾︑と関係

⑫

よりも業︵作用︶の差別の中に語義解釈にふさわしいもの

たか不明であるが︑これが︽↑・詳薗︾↑の字義︑すなわち

釈されている︒鳩摩羅什がどんな原語を﹁集起﹂と訳し

られている︒従って︑ここでは業の差別の中から語義解

した語であろう︒しかも﹁能集．起後有一﹂と目的語を持

強い︒そうであれば︑後に述べる﹃倶舎論﹄における語

っていることから考えて︑︽︽・冒○盆︾︾であった可能性が

﹁彩画︵種有雑色︶﹂と﹁滋長︵増積︶﹂が考えられる︒

最後に︑パーリのアビダンマにおける﹁心﹂の語義解

いる︶と同じである︒

⑬

義解釈︵：︒旨○は﹄︾で解釈し︑玄笑もそれを﹁集起﹂と訳して

⑩

た原語想定は困難であるが︑︽︽・詳国︾︾と関係した語であ

﹁彩画﹂とは色どりに富んだ絵のことで︑はっきりとし

﹃大毘婆沙論﹄では︑﹁心︵艮国︶﹂の語義解釈として

釈にふさわしいものを取出すことにする︒

⑨

の範晴に分けられておらず︑共に義として並列的に述べ

がある︒表は玄共訳に基づいているが︑旧訳では義と業

これらの中で語義解釈と思われるものは表中の義の差

過去

業

○﹃五事毘婆沙論﹄︵大正二八・九九三ｂ︶

知

界

ろう︒このことは旧訳の﹁種々雑色﹂からも確認される︒
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ラも﹃倶舎論﹂主ヴァス︑ハンドゥを批判しておらず︑玄

る︒﹁心・意・識﹂の語義解釈に関しては︑ザンガバド

て︑サンガバドラの﹃順正理論﹄と﹃顕宗論﹄に言及す

この節では主として﹃倶舎論﹄を取扱い︑必要に応じ

二﹁倶舎論﹄におけるもの

釈の一例を上げておく︒﹃アッタサーリニＩ﹄に次の様であろう主要な語義解釈がすべて取入れられている︒
⑭

合︑
︑世
世間
間心
心・
・善
善心
心・
・不
不善
なものであるから︑この場合

英訳で見る限り両者に意見の相違は見られない︒︵しか

心︵・詳圃︶とは所縁︵閏自︺目厨
煙曽
冒︶を考える︵・旨
目蔚
①威
陣︶

な語義解釈が見られる︒

日らの相続︵いぃ口薗ロ餌︶を
結︵志ぐ四口勲︲ぐ津巨︶によって自

各刹
刹那
那の
の︺
︺認
認識
識作
作用
用の完
心・大所作心なるものは︹各

し後で検討する様に︑玄英訳自体に問題が存する︒︶

⑮

積む︵ｏ目︒茸︶から心である︒異熟︵ぐぢ鼻四︶が業と

昌冨３ｍ︶種々なること︵︒詳冨菌︶によって心であ

ある︒思惟する︵冒自員の︶から意︵目騨息轆︶である︒

︹善・不善の業を︺積む︵︒甘○武︶から心︵昌冨︶で

心と意と識は同じ意味である︒︵目︲程：︶

﹃倶舎論﹄には次の様に述べられている︒

り︑種々な因であること︵ｇ雰騨︲圃国冨国︶によって

人々は﹁浄・不浄の界︵因すなわち種子︶が積集され

認識する︵ぐ苗ロ豊︶から識︵且副目︶である︒別な

にまた︑すべて︹の心︺は随順するままに含四昏目ロ︲

煩悩によって積集される︵︒§︶から心である︒さら

知られるゞへきである︒︵捧留や畠︶

る︵︒§︶ので心である︒その同じ︹心︺が︹次刹那

心であると︑その如くにもこの場合の意味︵語義︶が

ここでは︑﹁心﹂に関して四つの語義解釈がなされてい

の心の︺所依︵鼠国苫︶となると意である︒︹前刹那

⑱

の心の︺能依︵鼠凰ｇ︶となると識である﹂と︹言う︺︒

る︒㈲︽︽︒冒辞のは之引引恥﹄︑︒︽︽︒旨○は２日︶：︑白：︒§

ミ弱︾︑伽：ｇ§菌︾ｇ§︲︵ｇ§の再︑胃轡︶§である．

︵シズ切言も勺②胃１つ巴

この個所は既に指摘されている様に︑テキストの上で問

−−﹄の著書

は㈲が正しい語義であることを念頭に置いていたものと

題がある︒原文の︽︽２３己こに当る所が玄英訳では﹁種

文脈や列挙の仕方から見て﹁アッタサーリ

思われる︒いずれにしても︑ここには当時なされていた
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Ｚ︒．引田①巨．ご凹寧︶となっている︒真諦訳は﹁善悪諸界

﹃倶舎論﹄チ︑ヘット訳では︽︽胃侭印冨︵︒§日︶︾︑弓：

る︒そこでこの個所の他訳と註釈を調べてみよう︒先ず

々差別︵ｏ胃騨目︶﹂︵大正二九・一二ｃ︶となっているのであ

スティラマティ釈弓農．ｚ○．麗計．弓．鵠号の︶とプールナ

過去受動分詞によって語義解釈するからである︒また︑

も述べる様に︑琉伽行派の伝統では﹁心﹂を︽︽く則この

士の訂正を支持するように思われる︒というのは︑後に

行派の考え方であると明言していることも︑この荻原博

ヴァルダナ釈︵勺鳥．ｚ○．引置．旨．ござ唖︶でも共に当該引

所二増長一故名し心︒或能増．長彼↓故名レ心﹂︵大正二九・一

八○Ｃ︶となっている︒この﹁所増長﹂は︽︽９３日︾︾で

用文は︽︽冨撹︑冒︵ｇ冨日︶︾﹄となっている︒

ないかと思われる︒次に︑ヤショ！︑︑トラ釈の当該引用

出せないため︑真諦の補足︵前半部分に対する言換え︶では

し︑真諦訳のこの後半部分は原文や他訳に対応個所が見

訳語﹁増長﹂から見て︑それと同じものであろう︒しか

・八○三ａ︶においても玄美は﹁種さと訳しているから︑

﹃順正理論﹄︵大正二九・三九四ｃ︶や﹃顕宗論﹄︵大正二九

誤った可能性も考えられるが︑これと同様な文脈である

く似ているから︑写本の書写人か或いは玄奨自身が読み

であろうか︒︽︽自冨日﹄︾と︷︽・胃騨日︾︾は文字が非常によ

それではどうして玄英は原文を↑︽・胃四日︾﹄と見たの

⑳

あろう︒﹁能増長﹂は少し前の︽︽・旨○はこに対する彼の

文では︽︽ｇ菌日︑ゞであり︑ヤショーミトラはそれを次の

とは︑巽習の安住という点からの語義解釈︵ｇ曽鼬目︲

﹁浄・不浄の界が積集される︵︒§︶ので心である﹂

も﹃大毘婆沙論﹄の一異説ではあるが︑﹁心﹂の語義解

ないようである︒前節で述令へた様に︑﹃倶舎論﹄以前に

くとも彼は真ｇ茸︑日︾︾とすることに何ら矛盾を感じてい

彼自身にははっきりした考えがあったのであろう︒少な

⑳

様に註釈している︒

妨騨ョ員く①の幽由︒悪︶による経量部の考え︑或いは琉伽

荻原博士はチベット訳と本論の真諦訳に基づいて：ｇ︲

脚註によると︑写本は︽︽・幹３日ごであったらしいが︑

言凰言酋︾︼とする説があって︑玄美もそれに従ったか︑或

マにもそれがあることから︑﹁倶舎論﹄の伝統の上にも

釈を↑︽・拝愚ゞ︾でする考え方があり︑パーリのアビダン

⑳

行派の考えとしてである︒伝属く石巴筐富岳︲こ︶

国昌︾ゞに訂正されている︒ヤショーミトラが﹁浄・不浄

いは直前の︽︽Ｃ旨Ｃ丘︾↑という語義解釈と重複しないため

⑲

の界・・⁝・﹂の別人説を経量部或いは瑞伽行派︑特に琉伽
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⑳

こす︶という意味に解釈されているのである︒プールナ

訳されている︒すなわち︑言Ｃ旨Ｃ丘﹄﹄は業を﹁積む﹂︵起

となっており︑︽︽ｏ冒○丘︶﹄は︽︽の侭ご胃一葛旦冒︾︾と

筆者には︽︽国︒：こと︽︽９国目こが語義解釈の上で重複

︽︽ｏ詳国目︑︾としたのであろうか︒もしそうだとしても︑

するとは思われない︒語根は同じであっても︑前者は直

ヴァルダナもスティラマティと全く同様な解釈をしてい

る﹂とは善或いは不善︹の業︺を積むという意味で

胃讐島︑︵俸民ぐや辰﹈景勗︲岳︶﹁積むから心であ

⑮

説法現在︑後者は過去受動分詞であり︑心に対する視点

る︒ヤショーミトラも

このことにも関連するが︑もう一つの問題がある︒そ

臼ご○武は○詳計ＰＨｐ詳臼戸口か巴四罠口幽丙員いゅ﹈四口︺ぐ回ｇｐＯ武威

が異っているからである︒むしろこの点にこそ有部と聡

れは本論とヤショーミトラ釈のチ↑ヘット訳で︽︽・旨︵︶茸︺﹄

ある︒

伽行派などの違いが見出されるのである︒

が共に︽巨営ａｇ︾︾と訳されていることである︒︽丘耳且

訳しているが︑﹃倶舎論記﹄︵大正四一・八三ｂ︶と﹃倶舎

あると考え得る︒また︑玄美は︽︽・冒○はこを﹁集起﹂と

論疏﹄︵大正四一・五三四ｂ︶によれば︑心所や事業を﹁集

と述べているので︑スティラマティなどと同一の方向で

舎論﹄でもこの用例は多い︒従って︑この語がどうして

起する﹂と解釈されており︑先のスティラマティなどの

冨こは本来は︽︿名のロ・の名胃鼻の︑ｇぐ苞①︾︾などという意

︽︽・冒○は︺﹄の訳語として使われたか︑その真意は判らな

解釈と本質的に異なるものではない︒真諦は﹁増長﹂と

味で︑︽︵く冒昼﹄﹄の訳語にふさわしいものであり︑﹃倶

いが︑多分︑︽︽ｏ冒○はこを︽︽負︲く到一含めｏ関口︾の①﹈⑦９︾︾

の①耳ごめ庁①︑Ｈ口口○口も四Ｈ唇︒ｐごくの二○①︑ご︺Ｎ画ご囚言一︒○ご

︒︑のずゅ・由国民巨臼︒ のご巴冨﹈四のｍ○ｍも煙片ず胃①Ｑｂｐ印

れていることになろう︒しかしこの様な解釈は︑たとえ

善・不善を﹁分ける﹂︑﹁選択する﹂という方向で解釈さ

これに対して︑︽︽・旨○はこを︽︽与司Ｑｇ︾ゞとする場合︑

訳すが︑これも先の解釈から大きく外れることはない︒

３︑︵琴ミ・︾弓．鴎与隼︶善・不善の業を積むから心

チベット訳にしろ︑﹃倶舎論﹄以外では見い出せないも

⑳

の方向で解釈したのであろう︒しかしスティラマティ釈
でＩ
ま
︾

であって︑︹積むとは︺造作する︵号巨３日⑳冨吋○ｓ

のである︒従って︑︽︽・旨○武︾︸は業を﹁積む﹂と解釈す

⑳

という意味である︒
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るのが最も妥当な様に思われる︒

且四︶が積集され︵旨自首冨品

閨買﹃Ｐ︲

ら明らかとなる︒同じ︽︽く則︾︾による語義解釈であって

︒§︶︑蓄積される︵副ｇ爲房煙鴨冨︾目冨凰冨︶から

︵アーラャ識︶は一切の種子︵閏冒冒昏曽三砂︒且

−ラャ識が本質的には心である︒なぜなら︑それ

も︑前者は心を行為の主体者︑能動者と見てのものであ

である︒また︑それ︵アーラャ識︶は統御の因︵﹈のご

以上のことから︽一目︺○はこと↑︽Ｅ３この相違点も自か

り︑後者は心を行為︹に起因する潜勢力︑種子︺の蓄積

ものである︒従って︑﹃倶舎論﹄における別人説である

を本性としている︒識は対象を各別に認識する︵ぃ︒

意は常に我と我所という慢心︵副﹈○日切の目の︽白目冨目︶

層︾胃冒・円閨冒︲

者と見てのものである︒そしてこの後者の考え方は︑瑞

としての器世間︵の目且︾ｇ且四目︶を所縁としている︒

狩冒︾昌凰急冒︲胃目︶を所縁とし︑区別のない一類

二番目の﹁心﹂の語義解釈は︑ヤショーミトラの言うよ

め︒Ｈ目四日函ＨＨ掘冨︾冒轡はぐ筒四目︶特徴あるもので

⑳

伽行派はもちろんであるが︑経量部にとっても妥当する

うに経量部或いは琉伽行派の考え方を示しているとすれ

ある︒有心の階位において︑もし眼識などの転識が

⑳

ば︑︽︽・罫四日︾﹄とする方が良いと思われる︒

生じていないならば︑心と意と意識のこれら三つは

︹眼識などが︺生じるならば︑さらにその︹生じた

いつも倶生倶転すると理解される尋へきである︒もし
この節ではヴァス§ハンドゥのオリジナルな著作以外の

三琉伽行派の諭書におけるもの

聡伽行派の諭書を取扱い︑ヴァスゞハンドゥのものは次節

きである︒このように︑ある時には四つが︑乃至︑

識︺が︹先の三つと︺倶生倶転すると理解されるべ

きである︒弓のＦｚｏ．割窓．凶．扇害

︲︒︶

またある時には八つが倶生倶転すると理解される尋へ

においてまとめて考察する︒ここで取上げる諭書は﹃職
⑳

伽論﹄︑﹃中辺分別論﹄スティラマティ釈︑﹃阿毘達磨集
論﹄︑﹃摂大乗論﹄である︒

次に﹃中辺分別論﹄第五章の中道を説く所の﹁中道︑

と述べられている︒

この中︑これら一切の諸識︵眼識乃至アーラャ識︶は心

すなわち心︵昌国︶もなく︑意志︵︒①冨目︶もなく︑意

先ず﹃琉伽論﹄摂決択分有心地では︑

とも言われ︑意とも言われ︑識とも言われるが︑ア

り7

︵日四口四鯨︶もなく︑識︵ぐ曾習︺四︶もないところ﹂︵冒鈩ぐ国匡

は心と意と識である︒その中︑心︵日ヰ四︶とは何か︒

ある対境に対して心︵巳詐騨︶すなわち有漏の潜勢力

集されること︵ｇ国威︶によるのである︒意︵日四目の︶

たそれ︵心︶である︒それら︹誼など︺の潜勢力が積

ある︒異熟識︵ぐぢ際騨と言習煙︶とアーダーナ識もま

龍・界・処︵すなわち一切法︶の潜勢力︵乱切四目︶によ

︵３閏騨ぐ四︲く圏四目︶が積集されるという本性を有する

とは何か︒それはいつも慢心を本性とし︵冒騨昌騨邑騨︲

℃︐弓．震匡ｌ扇︶という一節に対するスティラマティの註

もの︵・詳弾目砂冨︶が生じず︑意志︵８国目︶すなわ

ｇ騨冨︶︑アーラャ識を対象とし︑四種の煩悩︑すな

って薫習された︑一切の種子を有したアーラャ識で

ち造作を特徴とするもの︵号ぽい騨日の圃国︲旨原幽目︶も

わち我見・我愛︒我慢・無明と相応している︒そし

釈において︑

意︵日騨口画の︶すなわち慢心を相とするもの︵日蝕昌煙︲

てこれ︵前述の意︶は︹聖︺道の現前と滅尽定と無学

⑳

︵ぐ時己冒口四︶も生じない︑それが中道と言われる︒

目５３︶も︑識︵く筒目妙︶すなわち分別すること

る︒また︑それ︵意︶は六識の中で直前に減した識で

うと不善であろうと無記であろうとも︑存在してい

ある︒識︵ぐ笥習︺沙︶とは何か︒六識の集りである︒

地とを除いて︑あらゆる場合に︑すなわち善であろ

とは意の作用︵目凹口息︲冨肖日騨ロ︶であり︑善・不善・

眼識と耳・鼻・舌・身・意識である︒眼識とは何か︒

この中︑﹁心﹂とはアーラャ識である︒一切の有漏

無記︹の諸法︺に対して心を催起する作用を有する

眼を所依とし︑色を所縁とした各別の認識︵胃Ｐ草

法の潜勢力が積集される︵艮騨︶からである︒﹁意志﹂

もの︵・冒騨︲冒自息曾︲百吋目厨︶である︒﹁意﹂とは染

ぐ黄砂目︶である︒︵以下略︶念め層岳．景届ｌ圏︶
⑪

によって﹁心と意と識﹂と説かれた如くである︒そ

それ︵アーラャ識︶は心︵・茸騨︶とも言われる︒世尊

﹃摂大乗論﹄では︑

と述べられている︒

汚意︵匡稗四ｓ目曾目の︶である︒﹁識﹂とは六識の集

程︑︶

まり︵ぜ？ぐ首曽磐︲圃葛︶である︒色巨ご旬覆麗句︐舅
Ｈい

と述零へられている︒

次に︑﹃阿毘達磨集論﹄では︑
識蕊の︹内容的︺確定︵劇曾︑騨切昏曽震︶は何か︒それ
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⑬

と述べられている︒

以上が聯伽行派の諭書に見られる﹁心・意・識﹂の語

の中︑意︵目自画鞭︶は二種である︒等無間縁の作用
によって所依︵瞥儲︾鼠国冨︶となるから︑直前に減

義解釈のあらましである︒この中︑﹁心﹂に関したもの

⑭

した識たる意という︑識が生じる所依と︑二番目は

だけを取出して︑職伽行派の考え方の特徴をまとめてみ
￥生気ノ○

染汚意日○口目○口意８旨唖首琶号匡黛沙︲目色目印︶で︑

四種の煩悩︑すなわち有身見と我慢と我愛と無明︑

所依である︒

或いは種子︵且四︶が積集される︵︒§①汀・︶から心であ

した語によって語義解釈され︑﹁一切法の潜勢力へぐ爵四目︶

﹁心言扉沙︶﹂はす寺へて︽︽く副・﹄の過去受動分詞に関係

識︵且副冒沙︶は一番目の所依によって生じ︑二番目

る﹂と考えられている︒ただ﹃摂大乗論﹄だけは少し趣

と常に相応しているもので︑それは識が雑染となる

によって染汚なものとなって︑対象を識別する盲四目

ことさら﹁種々の法︵︒胃騨︲目胃目四︶﹂としているのであ

窟ＨＨ侭℃胃ぐ笥名茸︶から識である︒
昼騨︶とからして意

を異にしている︒﹁一切法︵︑胃ぐぃ︲号胃日曾︶﹂とせずに︑

冒︾目四口

る︒﹃摂大乗論﹄の諸註釈においてもヴァスバンドゥ釈

等無間と思量︵旨閂鋤の目

は二種である︒かの染汚意が存在することはどうし

の一切の種子を有したもの︵心すなわちアーラャ識︶か

それ故︑アーラャ識が心であることが成立する︒そ

の伝統的な︽︽く印︑︑の過去受動分詞による方法に従いな

彼は﹁心﹂の語義解釈をする際︑本質的には︑聡伽行派

語義解釈をも意図していたように思われる︒すなわち︑

⑮

て知られるのか︒Ｉ︵中略︶口

から判断して︑アサンガは︽︽・洋愚こによる︽︽・洋冨・︾の

の真諦訳を除いて明言はされていないが︑それらの文意

ら意と識が生じる︒それ︵アーラャ識︶はまたどうし

がら︑もう一方の︽︽・詳国︾﹀によるものを附加したので

⑫

アーラャ識を離れて第三の心の体は認識されない︒

て心とも言われるのか︒種之の法の重習種子︵８︒︑

動分詞と︽↓ｇ茸蝕この両方によって語義解釈していると

あろう︒しかし︑アサンガが﹁心﹂を︽︽く副﹄﹄の過去受

３ｍ四目︲且騨︶が積集される︵自画目冨四鴨冨︽脚臼冨︶

いっても︑後に述べるようなヴァスバンドゥの行なう語

臼 ヅ

丙昌酔ごＰｍＯ写四ｍｍ丙望芦︑ゆず○国︑ロ凹庁め毎○ｍの準︒岸Ｈ四︲・ぱい国目色︲

からである︒弓禺．ｚｏ︑引乞．Ｅ︑菌瞬ｌ圏四︶

oQ

番目はそれ︵眼識など︶の所縁︵日己鴨忌︾巴騨冒冨目︶

種子が積集された︵冒涜の恩︾ｇｇ︶ものである︒二

と形相︵旨四目恩︽鼻胃餌︶と差別︵ｇｏ胃樹

義解釈とは異っている︒ただ︑アサンガは同じ一つの語
の対象︵：冨目の笛︶すなわちアーラャ識を二つの語によ

ぐ誌の笹︶

って語義解釈したにすぎないのである︒

特に﹃摂大乗論﹄では同義説を明確に否定している︒た

である﹁心・意・識﹂の同義説を認めないことである︒

が欠けているから﹁無脚﹂という如くである︒令畏．

である︒たとえば︑脚が一つの椅子に対して︑他の脚

の心が欠けているから無心︵の︒日鋲冒且冨︾︒︒昇旦

種々な︵９秒菌目明君︽ｃ胃騨︶ものである︒二番目

⑯

が異っている︵昏四・呂冨︽目旨口騨︶ことによって

だ︑﹃琉伽論﹄だけは同義説を考慮に入れた上で︑琉伽

琉伽行派のもう一つの特徴は︑アビダルマ以来の伝統

行派独自の考え方を述べていることは注意しておくべき

ｚｏ︑訊困．聾．胃置踏︲酌︶

＊

また︹滅尽定などにおいて異熟︺識なる心が存在す

この個所に対するスマティシーラの註釈は︑

てあろう︒

四ヴァスバンドゥの説

るようだとしても︑どうしてその︹滅尽定などの︺

る︒﹁一つは﹂とは︑これは先ず一つはである︒﹁そ

前述したように︑ヴァスゞハンドゥは﹁倶舎論﹄におい

れの種子﹂とは眼識などの種子である︒﹁積集され

えて︑︹師は︺﹁心は二種である﹂などと説くのであ

る﹂とは蓄積される︵百口曾冨畠の鷺一＄目︒§︶で

階位が無心と言われるのか︑と敵者が論難すると考

る﹃成業論﹄では明らかに新しい考え方が示されている︒

彼の著作であり︑﹃倶舎論﹄とも密接な関連を有してい

あって︑語義解釈︵爵の忌巨蕨亘四昌昌目︶の方法

ては伝統的な考え方︑すなわち﹁心﹂を︽︽・旨○はゞによ

ヴァスバンドゥは﹁成業論﹄の中で︑滅尽定などの無心

によって︑積集される︵巳冨︶から心︵・鴬菌︶である︒

って語義解釈すること︑を踏襲している︒しかし︑同じ

定において異熟識が存在して︑しかもそれらの定が﹁無

﹁二番目は﹂とは︑これは︹前とは︺別なものであ

る︒﹁種々な﹂とは種々な形相︵曽曾二﹄冨曾騨陸５鴨

心﹂と呼ばれることを説明して︑次の様な﹁心﹂の語義
心は二種である︒その中︑一つはそれ︵眼識など︶の

解釈をする︒

〕0

る︒﹁差別が異っている﹂とはその同じ青などの差

とは︑その同じ色などの青︵ｇｏ巨冒

昌冨︶などであ

色︵鴨晶︑︾日冒︶などである︒﹁形相が異っている﹂

説くのである︒その中︑﹁所縁が異っている﹂とは

であるのかと言えば︑それ故﹁それの所縁﹂などと

鷺﹂・洋風圃国︶という意味である︒何によって種々

行派のアーラャ識説とは異ったものである︒そして︑﹁心

の立場に立っており︑そこで展開される異熟識説は琉伽

にとっての新しい概念を導入するが︑基本的には経量部

ヴァス︒ハンヴゥは﹃成業論﹄において異熟識という彼

ここでのヴァス︑ハンドゥは明らかにそれとは異っている︒

ャ識に関して二つの語義解釈を施したものであったが︑

の考え方は︑﹁心﹂という語の唯一の対象であるアーラ

﹁心・意・識﹂は本質的には同じものであるとする立場︑

⑰

じ︹語義解釈の︺方法によって︑種々︵︒詳国︶であ

別であって︑孔雀の首︹の青︺などである︒かの同

・意・識﹂に対しても従来の伝統的な立場︑すなわち

るから心︵︒詳国︶である︒弓のＦｚｏ・閉園炭冒．巳﹄

を脱し切っていないように思われる︒彼は﹃成業論﹄で

は︑語義解釈は異なるにしろ︑異熟識も六転識もどちら

︶

となっている︒これによれば︑ヴァスバンドゥは︑﹁識

も﹁心﹂と見なし︑﹁心﹂としての両者に本質的な差異

四﹄１

︵ご筒曽騨︶﹂は﹁心︵巳詐紗︶﹂であるが︑﹁異熟識︵ぐぢ鼻騨︲

を認めていない︒これに対し︑前述した如く︑琉伽行派

⑲

質的に心であると述べられる︒特に﹃摂大乗論﹄では︑

⑱

且副嘗襲︶﹂は眼識などの種子が﹁積集される︵・洋騨︶﹂か

の諭書では表現の違いはあれ︑必ずアーラャ識こそが本

︶﹂であるから︽︽・諄冨﹄↑であ

ら︽︽・詳国ゞゞであり︑﹁眼識乃至意識﹂の六識はそれら
の所縁などが﹁種々︵︒旨

る︑と考えている︒これは︷︽日詐沙こを︽人副﹄ゞの過去

この﹃成業論﹄における﹁心﹂の語義解釈の上に立っ

﹁心・意・識﹂の同義性は明確に否定されている︒

て琉伽行派の考え方を述べたのが同じヴァス︑ハンドゥの

受動分詞と§ｏ詳国︾︾の二つで語義解釈しているという
点ではこれまでと変わらないが︑同じ一つの｜︽・詳冨﹀↑と

﹁五穂論﹂である︒そこには次の様に述令へられている︒

識︵且副二四︶とは何か︒所縁を認識すること︵目目巨

いう語に二つ語の対象︵巴︶三︵言８国︶を配当し︑それぞれ

に別な語義解釈を与えるという点でこれまでと異ったも

言砦匡︶である︒それは心と意でもある︒

富篇﹈一雪︶堂︾一

U 』

のとなっている︒前述の﹃摂大乗論﹄におけるアサンガ

ql

後︑それの同義語︵﹃二唇ョ唱四目印︽言﹃急冨︶を説明す

して一切法を各別に認識する︒識の本性を説明した

︾凶腎鯵冨︶となるからである︒本質的には︵含○ゅ

るために﹁それは心と意でもある﹂と語る︒この識

・胃圏︶であり︑意なる所依

自国の︶心はアーラャ識である︒なぜなら︑

種々︵呂秒苗冒鴨冨

豐屋沙︾剣沙

ために﹁種々であり︑意なる所依となるから﹂と語

は心とも意とも言われる︒同義語の意味を説明する

る︒種々︵

︵唱四

それ︵アーラャ識︶は一切行の種子が積集される
的には意はアーラャ識を所縁として常に我痴と我見

ｏ詳菌︶と言われる︒直後の心の所依となるから意と

するものであり︑所縁を各別に認識することは多く

と︵ぬｏｍｏ篇目沙日冨島埼侭冨も国威ぐ言息武︶を本性と

冒四菌冒鴨冨︾・洋国︶であるから心︵の○国叩︽

と我慢と我愛などと相応した識であり︑一類で相続

言われる︒その中︑転識は所縁を各別に認識するこ

⑳

︵冨鯉覗冨￥・旨︶からである︒︲︵中略︶ｌ本質

して転じる︒阿羅漢と聖道と滅尽定の時は該当しな
この中︑﹁心﹂の部分に対するスティラマティの註釈は

の形相︹を有するもの︺であるから眼識などは種之

い︒︵句の戸ｚｏ．割９．段屋電ｌごい︑︶

次の如くである︒

︵感官︶に依拠して生じる時︑対境を認識すると言わ

であると言われる︒それ故︑それ︵眼識など︶が根

れるが︑諸根が︹認識するの︺ではない︒すなわち︑

行溌の後に識濡が説かれる零へきであり︑それ故﹁識

﹁所縁食目鴨冨︾巴§菌目︶﹂とは心・心所の対境

眼識などの六つの中の何であろうと減すると︑それ

とは何か︒所縁を認識することである﹂などと語る︒

︵冒房鳥囚冨︶である︒すなわち︑色乃至法の六種

は直後の識を生じる所依となるので意と言われる︒

翌日四︶︑了得すること︵昏目目呂且冒︾冒胃君昌︶

て︑︹各︺刹那に対してではない︒︹各︺刹那は所

とは︑︹六識という︺類︵烏⑳︽試巳に関してであっ

﹁種々であるから心と言われる﹂と説かれたそのこ

である︒それを﹁認識すること﹂とは把握すること

という意味である︒それは六転識︑すなわち眼識乃

われない︒すなわち︑それ︵転識︶は本質的には心で

縁を各別に決定するあり方であるので︑種々とは言

且巨︲

至意識である︒その中︑眼識は眼根に依拠して対境

︵目印目冨︾唱昌息騨︶︑理解すること︵昇○鴨冒

を各別に認識する︒同様に乃至︑意識は意根に依拠
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において一切行の種子が積集される︵冨品切冨︾︒§︶

行の種子が積集されるからである﹂と語る︒各刹那

とに関して理由を示すために﹁なぜならそれは一切

ない︒﹁本質的には心はアーラヤ識である﹂︒このこ

七種︹の識︺とである︒︵尉雪ぐｌｅ

アーラャと呼ばれる識と生起︵冒沙周日︶と呼ばれる

ｇ胃曾︶によって二種であると認められる︒すなわち︑

から心官＃秒︶と言われる︒二番目︹の心︺は種々

最初の心は雑染︹法︺の窯習種子が積集される︵︒§︶

る︺︒︵琴ミ．ぐｌご

な相︵︒日禺胃四︶として生起するから︹心と言われ

ので心言ヰ四︶と言われる︒本質的にはそれだけが
心である︒﹁積集される﹂とは繰り返し種子を増長
冒目も︒秘冒︶或いは行の種子

﹃三性論﹄では︑虚妄分別︵四ｍ胃︲冨君四︶が心である︵尋ミ．

するＧ８ぃ口明︒切目
が相続すること︵骨切のロｇ旦冨︾２昌冨且冨口沙︶

ぐ１ｓとされ︑﹁心﹂は全体の名称と考えられている︒そ

ては前節で述今へた瑞伽行派の考え方と一致している︒し

本質的にはアーラャ識のみが﹁心﹂であるとし︑結論とし

よる語義解釈では各刹那に関しては不合理となるから︑

識も共に﹁心﹂であると考えられているが︑︽︽ｏ詳国﹄﹄に

れる︵︒§︶から心︵ｇ茸四︶であるとして︑六識もアーラャ

あるから心︵・号秒︶であり︑アーラャ識は種子が積集さ

ここでは﹃成業論﹄と同じように︑六識は種々︵ｇ茸騨︶で

と果で二分するという論の展開に影響された結果であろ

いる点で違いが認められる︒これは﹁心︵識全体︶﹂を因

汚意︶をも︽︽・詳国︾︑による語義解釈で﹁心﹂と見なして

られている︒先の﹁五瀧論﹄と比較すると︑第七識︵染

﹁種々︵︒胃塑︶﹂であるから﹁心︵︒拝国︶﹂であると考え

転識となり︑前者は﹁積集される︵巳冨︶﹂から︑後者は

してそれが因と果の面から二分されて︑アーラャ識と七

⑫

である︒弓鳥．ｚ○．閉雪目．陰竪ｌ畠竪︶

かし﹃摂大乗論﹄におけるアサンガとは違って︑伝統的

として広義に解されているので︑﹁意﹂と﹁識﹂との差

うと思われる︒また︑﹃三性論﹄では︑﹁心﹂は識全体

ラャ識は﹁積集される︵︒§︶﹂から﹁心﹂であるという

このように︑六識は﹁種々︵︒胃餌︶﹂であるから︑アー

別の議論はなされていない︒

な﹁心・意・識﹂の同義説をも踏まえたものとなっている︒

最後に︑同じ﹁心﹂の語義解釈の例をもう一つ上げる︒
⑪

︲

oD

それは﹃三性論﹄である︒
その心は因であることと果であること︵胃目︲嘗巴

O o

語義解釈は他の聡伽行派の論師には見られない︑ヴァス
やハンドゥ独自のものである︒そして︑この考え方は︑彼

が経量部から琉伽行派へ転向する過程︑特に職伽行派の
⑬

アーラャ識説を取入れる過程で見せたものの一つである
う︒すなわち︑文献の上で見る限り︑ヴァス︑ハンドゥは
無心定においても異熟識︵アーラャ識︶は滅せずに存在し

ていることの理屈づけの一つとしてこの語義解釈を見出
したのである︒そして後には︑アサンガなどによって確
立された︑琉伽行派の﹁心・意・識﹂の別義説︑アーラ

ャ識が﹁心﹂であり︑染汚意が﹁意﹂であり︑六識が
﹁識﹂であるという説に立って︑アビダルマの伝統たる
﹁心・意・識﹂の同義説を会通する際にこの語義解釈を
利用するのである︒

略号
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註
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シゥ旨︵岸国昌昌閉閏︺旨Ｒ画くＰ①９ぐ．く．
○○戸け巴①

月旦のぐゅ匡国ぐ閏冒胃︒硯四﹄①具の．昌眉巨四哩芦○宮

︵﹁山口益佛教学文集﹄上所収︶

九四頁︶︑︽︽忌愚︲

一六七頁︶︑水野弘元

一○一頁︶など︒

①：目冨﹄︾︵櫻部建﹃倶舎論の研究﹄九三

日詳叫︺︵梶山雄一﹃般若経﹄一○○

﹃・︿−リ佛教を中心とした佛教の心識論﹄︵四二頁︶など︒

②宇井伯寿﹃聡伽論研究﹂︵一六六

③後述する如く︑︒ハーリアビダンマでは↑︽く副副︑ゞによる

による語義解釈をしているものは筆者の知る限りでは︑﹃摂

語義解釈が見られる︒註⑯参照︒一方︑北伝系で︒︽く副可

疏﹄︵両烏．ｚｏ︐留圏︶だけである︒註②参照︒

大乗論﹄の註釈でチベット訳のみ残っている﹁秘義分別摂

④ヴァス螺ハンドゥニ人説はまだ決着を見ていないようであ

﹃成業論﹄︑﹃唯識二十論﹄︑﹃唯識三十頌﹂の著者である︒

るが︑ここで言うヴァス︑ハンドゥとは少なくとも﹃倶舎論﹄︑

そして︑この小論が﹃五瀧論﹄と﹃三性論﹄をもそれらと
である︒

同一の著者の作品であると見なす証拠の一助となれば幸い

五四頁︶など︒
⑥琉伽行派では︑一方でアビダル↓︑の伝統的な無間減の識

⑤水野弘元前掲害︵五一
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櫻部建教授に教えられた︒

⑮弓．目．印版では︒詳冨窃屏．ｇ茸騨︶となっているが︑駒．

たる﹁意﹂も認める︒

⑦﹁心・意・識﹂の同義説だけを述尋へている論書は他にも

同族のものである︒パｉリ語でも︷︽︒①蔚武︵く○割︶ことい

⑯︽︽く則：と︽︽く副副﹄︾は後者が前者の強語幹の形であり︑

マＣＯ

○・い版及び文脈から考えて︽︽巳冨﹄︾の方が良いと思われ

正二八・八一○ｂ︶など︒

ある︒﹃品類足論﹄︵大正二六・六九二ｂ︶﹃阿毘曇心論﹄︵大

③水野弘元前掲書︵五三頁︶︒

⑨義の差別として上げられた﹁種族﹂﹁生門﹂﹁積聚﹂は︑

える﹂という動詞としては︽︽・の篇陣ゞ﹄よりも︽↓・冒討陣こ

う動詞は見られるのだが︑それを使わなかったのは︑﹁考

⑬櫻部建﹃倶舎論の研究﹄︵三○一頁︶︒

に対する見方が異なるので別立する︒本稿二七頁参照︒

⑰㈲と目は共に︽︽く副忌による語義解釈であるが︑﹁心﹂

がより一般的であったためであろう︒

筆者には﹁心﹂﹁意﹂﹁識﹂の語義として充分に理解でき
い︒

−−﹄︵缶断ご霞︶にも︽︽・詳曾伝冥．

ない︒また︑他の諭書にはこれと類似した解釈は見られな
⑩﹃アッタサーリ
・芹国︶こを絵画と結びつけた解釈が見られる︒

る所を知らないので︑はっきりしたことは言えないが︑彼

⑲経量部の考え方についてはこの場所以外に述べられてい

⑪或いは︽Ｊ印刷︑︑が想定される︒玄奨の訳例からはこの
ることを念頭に置く︒また︑﹁五瀧論﹄のスティラマティ

方が普通であろうが︑ここでは︽︽ｇ詐酉↓﹄の語義解釈であ

鴨巴ｇ莞胃○口君︾国○鴨昌目顕巳時噂凹邑では経量部説

思われる︒チ︑︑ヘット撰述の弓①目の色息の①日の耳目唱蕨琶巳

⑫この個所は福原亮厳博士も指摘される︵﹃成実論の研究﹄一

ので心である﹂と述べられている︒

として﹁善・不善の潜勢力が積集される︵冨品の層⑬・拝Ｐ︶

らの﹁種子説﹂から判断して︽︽ｐ曾冒こが妥当するように

一八九頁︶ように︑心・心数︵心所︶同体説を述べてお

釈では︽︵・詳騨§の註釈として︽↑冨吋５︒留冒﹄︾が見られる︒

八八

本稿三三頁参照︒

り︑﹃成実論﹄の経量部的特徴が見られる所である︒
しているが︑﹁成実論﹄では﹁後有︵宮口胃

そこでは︽↑・旨四・﹄とあったであろうところを玄美は﹁採

＠後に引用する﹃五纈論﹄にはここと逆の現象が見られる︒

⑳スティラ一︑ティとプールナヴァルダナは共にこの個所を
引用しているが何ら註釈をしていない︒

集︵巳３︶﹂と訳している︒これは文脈からしても明らかに

９画ぐゅ︶を集

起する﹂と考えている︒同じ︽一・日○首﹄︾による語義解釈で

⑬ただ︑﹁倶舎論﹂では︽︽・旨○蔵︸﹄を﹁業を積む﹂と解釈

あっても︑後者の場合には︑心は業の影響力を蓄積するこ
ている︒

りという可能性は捨て切れない︒註⑳参照︒

とが前提となっているので︑両者の心に対する見方は異っ
−−﹄に﹁心﹂の語義解釈があることは

玄英の読み誤りであろう︒従って︑ここでも玄英の読み誤

⑭﹃アッタサーリ
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⑳当該部の玄英訳は﹁云何建︒立識悪弔謂心意識差別︒何

等為し心︒謂瀧界処習気所し重一切種子阿頼耶識︒亦名一異

⑳﹃倶舎論記﹄︵大正四一・八三ｂ︶と﹃倶舎論疏﹄︵大正四一

・五三四ｂ︶も当然ながら﹁種交﹂としており︑何ら矛盾ら

熟識﹃亦名二阿陀那識争以三能積．集諸習気一故︒﹂︵大正三一・

る第三の心と理解する方が良いのではないかと思われる︒

②袴谷氏は前掲論文において︑﹁第三の心の体﹂の﹁第三﹂
という序数はアーラャ識と同義なものの説明としてアーダ
ーナ識に次いで心が第三番目に出てくるためであると考え
られているが︑やはりラモート教授の如く︑意と識に対す

されている︒

第七六冊︶において諸訳と諸註釈を駆使した詳細な研究がな

圖乱口四＄日唱凹冒における心意識説﹂︵東洋文化研究所紀要

③﹃摂大乗論﹄のこの個所に関しては既に袴谷憲昭﹁恭冒四︲

一・七○一ｂ︶も同様である︒註⑳参照︒

集諸習気一﹂と能動的に訳されている︒﹃雑集論﹄︵大正三

六六六ａ︶である︒ここでも︽︽菌号開四目ｇ菌薗こが﹁能積︒

しきものを感じていない︒

⑳いずれにしても玄英は︑ヴァス寺ハンドゥが六識を﹁心﹂
と見なす際の語義解釈として︽︽︒旨い︑﹄を使用しているこ

とを知っていたと思われる︒彼は﹁成業論﹄も翻訳してい
るからである︒

⑭北京版では↑︽ｍ○鳴園Ｈｇ且忌めことなっているがデル
ゲ版に従がう︒
目目○口も閏置ロワ制Ｑ８いず掴ゆず四宮合口ロ○こ弓鳥．ｚ○．

⑳北京・デルゲ版とも︽︵侭の目色：﹈昌揖①冨曽四目の
引程．盲．ご号②︶となっているが︑スティラマティ釈との
類似性から見て恐らく脱文があると思われる︒
しているが︑語義解釈としては異なると思われる︒

⑳﹁心﹂が行為の主体者であるという意味では両者は共通

拠を明示しておられる︒︵長尾雅人﹃摂大乗論﹄上・一○八頁︶

長尾雅人博士もラモート教授と同じ考え方をされ︑その論

そこで以下に筆者なりの論拠を述べてみたい︒袴谷氏自身︑

⑳﹁中辺分別論﹂本論ではないが︑スティラマティが一応

↓ＣＯ

職伽行派の伝統的な解釈を伝えていると見てここで取上げ

る中で︑経説としての﹁心・意・識﹂は必ずこの順序で出

当該論文︵二○三頁︶においてラモート教授らの説を吟味す

ていることに注意されている︒拙論でも明らかなように︑

⑳当該部の玄英訳は﹁復次此中諸識皆名一一心意識圭若就二最
故﹂︵大正三○・六五一ｂ︶である︒︽︽習得訂○吋の四日ａ３︑︾が

勝︽阿頼耶識名し心︒何以故︒由三此識能集．聚一切法種子一

この﹁心・意・識﹂の順序は︑一般に︑説明においても守

けて﹁識﹂を説明し︑最後に︑﹁心﹂は前二者と関係した

た後︑いきなり﹁意﹂から説明を始め︑次にそれと関連づ

かし︑﹃摂大乗論﹄は教証として﹁心・意・識﹂を引用し

られている︒︵従って︑わざわざ序数をつけたりしていない︒︶し

﹁能集聚﹂と能動的に訳されているが︑同様な例は﹃阿毘
達磨集論﹄や﹃雑集論﹂にも見られる︒註⑳参照︒
⑳この個所の玄奨訳は﹁末那名し意︑於二切時一執一一我我所
及我慢等﹃思量為し性﹂︵大正三○・六五一ｂ︶となっており︑
チ︽ヘット訳と少し異なるようである︒
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は存在しないと述べるのである︒すなわち︑一切の識︵八

七識を除いたもので︑それはアーラャ識︵第八識︶を離れて

るｌ令陽．ｚ○．訊紹．巨．隠留齢︲膣豐﹈︶も明らかに意と

所詮である︒それ故︑アーラャ識が心という語の所詮であ

るからである︒この場合︑語の体として認められるものが

ある︒これは﹃摂大乗論﹄で﹁意︵特に染汚意︶﹂が重視さ

ったものを﹁心﹂とするという論述形態を取っているので

彼二種無体可得﹂︵大正三一・三八五ａ︶の﹁彼二種﹂をど

該部の玄英訳は︑袴谷氏が指摘される如く︑﹁如是心声離

識に対する第三の心と理解していると思われる︒ただ︑当

︑︑

識︶の中で﹁意﹂と﹁識﹂に相当するものを消去して︑残

れたためでもあろう︒このように経説の順序と説明の順序

ーラャ識とアーダーナ識を指すとすれば唐突すぎるように

う理解するかの問題が残されている︒この﹁彼二種﹂がア

思われる︒やはりラモート教授の如く︑意と識を指すとす

が異なるため︑わざわざ﹁第三﹂という序数をつけて経説
この考え方は﹁秘義分別摂疏﹄︵も①戸ｚ○．引認目．甜寄︒︶

るのが穏当であろう︒この個所に相当するチ︑ヘット訳は

の﹁心﹂であることを明示しようとしたものと思われる︒

によって支持される︒その個所の袴谷氏の和訳を借用する
ｌ︹次に︺本来の問題︵すなわち心︶を主題として﹁第

ことなからん﹂という方向に読む寺へきではなかろうか︒も

ならば心声は彼の︹意と識の︺二種を離れては体得る零へき

︽︽鴨盲目︵四昌四︶こであろうが︑漢文としては﹁かくの如く

三の心の体﹂︽と言うのであって︑教説の観点からいえば﹁第

るが︑直接この﹁第三﹂の問題の解決に役立たない︒

う一つの﹃摂論世親釈﹄は§袴谷氏も詳細に検討されてい

︑︑

三﹂ではないが︑論述の観点からいえば︹第三︺なのであ
る︒ｌ︵前掲論文二八七頁傍点筆者︶この中︑﹁教説の観点﹂

是故成．就阿頼耶識↓以為一心体↓由言一此為一一種子一意及識転︒

⑬当該部の玄英訳は﹁心体第三若離二阿頼耶識一無一一別可︾得︒

とは︑袴谷氏自身も述べられているように︑伝統的な教学体
系において確定したものであろう︒この場合︑それは経説と

何因縁故亦説名し心︒由一一種友法窯習種子所一一積集一故﹂︵大

しての﹁心・意・識﹂である︒﹁アーラャ識・アーダーナ識

正三一・一三四ａ︶である︒

分別摂疏﹄︵尋昌．目雪国吟ｌ笥忠の︶には他の論書に見られ

⑭﹁摂大乗論﹄の註釈でチ｜︑ヘット訳のみ残っている﹁秘義

・心﹂という同義語は琉伽行派の他の論害にも見られるが︑
それに含められる︒︶また︑﹃摂論無性釈﹄のチ︑ヘット訳ｌ

順序も含めて確定したものではない︒︵時には異熟識なども
﹁アーラャ識を離れて第三の心の体は認識されない﹂とは︑

てこの註釈書は︑著者も訳者も不明で︑チ零ヘット訳として

も第一章の後半までしかなく︑しかもここに述べられてい

ない︑すべてを総合した形の語義解釈が見られる︒しかし

如くには認識されない︒︹しかし︺この︹心という︺能詮

るなどの理由により︑この書の持つ思想史的な位置を明確

る語義解釈は直接他の論害と関連づけることが不可能であ

意という語の体は直前に減した識であり︑識という語の

の体は存在しないのではない︒これ︵心︶は︹意と識の︺同

n 句

︹体︺は六識である如くに︑別な︑心という語の体はその

義語に属するのでもない︒意と識の二つの所詮は異ってい

O／

８苫す餌︶﹂︑﹁種たな

こと︵ｍｐＰ諒冒鴨恩

・胃鼻ご印︶﹂︑対象を﹁考えるこ

その内容は充分に興味を引くものなのでゞ以下にそれをま

と︵の①目の冒︽ｏ冒冨口曾︶﹂からアーラヤ識だけが心で

本当には︑﹁積むこと︵の品噌

とめておく︒なお︑この個所に関しては︑すでに高田仁覚

因︹す︒へて︺はあり得ないからである︒いつも明瞭な

あり︑他︹識︺はそうではない︒︹他識にはこの︺三

にし得ないため︑当論文では正式には取上げない︒ただ︑

一・一八五頁︶に詳しい

二九頁︶と袴谷前掲論文︵二八三

﹃摂大乗論に於ける阿頼耶識設定の密意﹄︵密教文化第一二
号二七

けが意であるが︑不明瞭であるから︵チベット訳は↑︑鴨昌

形で﹁慢宜︒昌冨︽旨習四︶﹂であるから︑染汚意だ

ぐご倒口凹威︶

自大乗におけるもの

ものかど﹄フかはっきりしない︒

と関係づけた解釈が見られるが︑直接語義解釈を意図した

⑯当該部の玄英訳は﹁心有一一二種争一集起心︑無量種子集

及滋長義﹂︵大正三一・一五九ｂ︶と述︑へられている︒

⑮﹃摂論世親釈﹄真諦訳には﹁質多名有二何義記謂種を義

染汚意︵第七識︶は対象を﹁考える︵の①日切冨諦・の国威︶﹂

ｃ︶である︒

起処故︒二種灸心︑所縁行相差別転故︒﹂︵大正三一・七八四

づ︵︾０

徴︵経量部から瑚伽行派へ転じる直前の頃︶が見られると思われ

⑬ここにも﹃成業論﹂におけるヴァマ︿バンドゥの立場の特

号︶参照︒

︑拙論弓成業論﹄における異熟識説﹂︵印佛研第三○巻第二

から︑六識は﹁種をなもの︵の﹈昌蔚目明叩・詳国︶﹂を認

冒鼻弓笥名は︶﹂という意味で識である︒
⑪八識を心と意と識に分ける説︵著者の立場︶

Ｈ嗣冒

識すぺては対象を﹁各別に認識する︵︑︒の○門目四目窟Ｈ

る︵陣○甥冒轆曽四国餌ロ四︶﹂という意味で意である︒八

冒号目包昏撹冒恥困目色ロ四国冨国︶﹂と﹁思惟す

識するから心である︒八識すべては﹁等無間︵日誌目の︲

アーラャ識︵第八識︶は﹁積む︵の晶冨︾・旨○ｓ﹂から︑

る説

①八識す尋へてを心でもあり︑意でもあり︑識でもあるとす

この他︑﹁大乗荘厳経論﹄含︲鶴偶︶に﹁心﹂を︽︽・胃幽こ

ではなく︑種盈でないから染汚意もそうではない︒

だけが識である︒不明瞭であるからアーラャ識はそう

種交なものとして明瞭な形相を有するから︹六︺転識

はなく︑相続が断じるから他識︵六識︶もそうではない︒

て：目明巴ｇ官呂豈壗ことする︶アーラャ識はそうで

冒官ｂご胃こであるが︑他の場合の理由句の使い方から考え

紹介や和訳があるので︑詳細はそれらを参照されたい︒

塞遅一打

原回去
迄︽一 前 行 一
一過
︑一Ｊ二Ｆ

未来

世

︵これは﹃雑阿毘曇心論﹄のものとほぼ同じである︒︶

施設

目声聞乗におけるもの

ａ︼︺○は︶

︑

ロ﹈画自己計①︶

｜思惟する︵昇︒函の温
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亦名二心音甥由二採集一故︑意所摂故︒最勝心者︑謂阿頼耶

⑳﹃摂大乗論﹂︵一・一三節琴員．旨．竪罫︲︒︶参照︒

しかし内容的に見てもヴァスバンドゥのものであろう︒

ナーガールジュナの作とされている︒

識︒何以故︒由二此識中諸行種子皆採集一故﹂︵大正三一・八

⑳当該部の玄英訳は﹁云何識穂︒謂於二所縁境一了別為し性︒

四九ｃ︶である︒玄英は二個所とも﹁採集﹂と訳している

心者即阿頼耶識︑亦名一切種子識﹂︵大正三一・五六五ａ︶と

論日︒略説心性有二二種↓一名一異熱心圭二名一転心↓異熱

︑単に﹁心﹂を二分するだけならば︑﹃顕揚聖教論﹄に
﹁心性有二二種一異熟及與転初阿頼耶識種子二応知

が︑チベット訳やスティラマティなどの註釈から考えて︑

の語義解釈と関連させたものではない︒

ある︒これは﹁三性論﹄と同様な考え方であるが︑﹁心﹂

ぐｏ３ｐｍｍの何口侭§旨く冒融威囿巨且園目曾国ご急固炭の○

ュミットハウゼン教授が解明したように︵︽︽殴具働具時四︲

﹁識転変︵ぐ笥習四︲ｇ国風目④︶﹂の理論であろう︒すでにシ

⑬この顕著な例の一つは︑彼が﹃三十頌﹄に於いて示した

前の﹁採集﹂は明らかに︽︽・洋国︵種左な︶︺・でなければな

﹁心﹂に関する論述の仕方は﹃聡伽論﹄︵摂決択分︶と類似

らない︒玄英の読み誤りであろう︒註⑳参照︒また︑この
している︒

められているが︑プーサン博士が指摘された︵︽︽Ｆ⑦弓菌

⑪﹃三性論﹄がヴァスバソド・ワの著作であることはほぼ認

冨剖目四目四︲く扉①笛︶﹂の考え方を琉伽行派のアーラャ識説に

国秒且桝巳︑この理論は経量部の﹁相続転変差別︵の四口冨武︲

ロ︲ｚ四ぬいＨ菅同四目Ｈ﹈①⑳吋○﹈ぬロ呉︲ｐＨの⑳︾︾

適用発展させたものである︒

曾凰芯︒①ｑ閉巨ごｐ胃Ｑぽ

ット訳は二通りあり︑一つはヴァスバンドゥ︑もう一つは

冒凹騨侭①印・巨冒○厨９９口目営骨①の蝉后路︶如く︑チベ

鯉刈咽Ｊ一心一

稲川裁幽

る際の参考資料となろう︒

＊﹁摂大乗諭﹄については註⑳参照︒この﹁聴伽論﹄の考え方はアサンガのそれとは少し隔があり︑当該論吾の著者問題を考え
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