崎

昭

子

はあくまで主観に対立する超越的対象を否定し︑現象界

の肖匡︺四と﹁他心を知る人女の智が︑対象それ自体でな

例えば﹁唯とは対象の否定の意味である﹂と言われる時

⑤

意味が含まれており︵第一の問題︶︑そして私の考察では︑

①

唯識二十論の冒頭に︑世親は三界唯識を標傍して﹁唯

柳か厳正さを欠いている︵第二の問題︶からではないか︒

はただ識︵ご言恩威︶としての顕現である︑と主張する

い︵色︲冒昏目昏騨︶﹂と言われる時の胃昏騨とは同じ語で

⑥

のであるから︑冒頭の一文は︑外教の実在論はもとより

ものであると言うことである︒そして＄前者は否定的に︑

あり乍ら︑それによって表示される概念は︑全く異質の

後者は肯定的に取扱われている︒因みに︑二十論には対

③

﹁境識倶有﹂を説く佛教のアビダルマ学説の実在論に対

縁は︑ただぐ言砦はのみとして顕現する﹂と言う解深

象の意味としての自警色の語は三十五回用いられている

の主題となっているのであるが︑精級を極めた理論の展

ところで︑二十論では︑当然︑認識の対象の考察がそ

は︑否定される︑へき対象の概念を表わしている︒また

が︑その中で︑最後の三回を除く残りの三十二の騨昌屋

⑦

密経以来の唯識学派の伝統が端的に示されている︒

④

する自己の立場の表白であり︑そこには﹁ぐ言圏煙の所

︑︑℃Ｔも︑℃︑

②

対象には三種あると思われるのに︑それらの概念表示が

れは︑おそらく︑認識の﹁対象﹂の原語胃昏Ｐに二つの

開にも拘らず︑私は一種の戸惑いを感じるのである︒そ

唯識二十論における閏吾四につ

て

大
とは対象の否定の意味である﹂と言い︑教証として十地

問題の所在

l
ｨ
、

経の﹁この三界は＄唯心である﹂をあげている︒唯識説

一
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｜唯とは対象の否定の意味である﹂と言う定説は︑唯識

教学においては︑定説であるが故に自明のこととされて
いるが︑果して︑対象を否定して認識の成立が可能であ
ろうか︵第三の問題︶︒若し認識が対象なしに成立すると

すれば︑そこに知られる内容は虚構以外の何ものでもな
い︒私が対象を否定する時︑否定に先立って︑私は﹁対
℃︑も

象がある﹂と言う知識を持っていなければならないし＄

私がその存在を肯定すると否とに拘らず︑対象は﹁対象
や︑℃

も︑や

である﹂ことを止めることは出来ない︒対象はそれ自身

二内容の概観

唯識無境説の基本的命題は﹁識は対象なしに生じ︑対

象から生じるのではない﹂﹁識は自己自身の種子から︑

対象として現われる﹂と言うのであるが︑二十論では︑

この二つの命題に関して論争が展開している︒以下︑十

項目に分けてその要点を記し︑そこにおいて何が否定さ

︵レヴィ梵本︑三頁六行

を明らかにしていきたい︒

れ︑否定されたものにかわって何が肯定されているのか

ねばならない︒対象の否定は対象なしには成立し得ず︑

㈲論争の火蓋は︑有外境論者からの四事疑難によっ

の存在︑非存在に先行して︑何よりも先￥っ﹁対象であら﹂

また﹁対象がある﹂ことの否定は︑同時に︑否定された

て切られる︒四事疑難とは︑処定不成難︑時定不成難︑

四頁一八行︶

対象の存在の肯定をも意味している︒従って︑﹁唯とは

相続不定不成難︑作用不定不成難であるが︑これらは外

でなければ︑認識は時間・空間に限定されることなく︑

Ｂ︑や

対象の否定である﹂と言うのは﹁対象である﹂ことの否

以上︑三つの問題を提起した上で︑否定と肯定の錯綜

窓意的に生じることになり︑また同一の時間・空間にい

︑︑Ｕ

定ではなく﹁対象がある﹂ことの否定でなければならな

える立場からの論難である︒もし識が対象から生じるの

界に実在する対象によって︑認識内容が規定されると考

する中で︑唯識無境説がどのように織りなされていくか︑

る人女が︑同一の対象を眺めている場合にも︑それぞれ

︑︑︑

いのではないか︒

考察を進めていきたいと思う︒

､rー

異った認識が生じても不思議ではないし︑対象がなけれ

ば︑対象が人に対して作用を持つと言うこともないであ

う｡

ろう︒作用を持つ当体そのものが否定されているからで

る一切の餓鬼は︑膿河を等しく見るではないか︒従って︑

人女の心相続に現われるのであるから︑相続不定不成難

人の心相続︵３畳３国餌︶に現われるのではなく︑一切の

は成立しない﹂︒最後に︑世親は再び夢の警嚥をもって︑

認識された対象が唯識所現であると言っても︑特定の一

を眺める時には︑特定の一人にではなく︑す響へての人友

第四の疑難に答えている︒﹁われわれが色んな夢を見て︑

ある︒しかし︑現実には︑一定の時間︒空間に一定の認

に同一の認識があり︑眼鬚者の見る毛髪︑夢に見るもの︑

生理的反応を示すことは日常経験することであるから︑

識が起こり︑等しい条件のもとにある人だが同一の対象

匿気楼などには実際の作用がないけれども︑現実の対象

唯識所現の対象にも作用があることの証拠になるであろ

う﹂と︒更に世親は地獄の譽噛をあげて︑認議された対

ことの証左ではないか︒従って認識は唯識所現ではなく︑

象は識内容であって︑決して対象として意識外に実在す

は作用を持っている︒この事は︑外界の対象が実在する
外界の対象に依存し︑客観的条件に左右される︒われわ

るものではない事を強調している︒

右の世親の回答には夢︑餓鬼︑地獄の獄卒などの醤が

いる︒物は認識主観から独立に客観的に実在するもので

多く用いられていて︑宗教的色彩が濃厚であることに気

れは日だの経験を通して︑物が実在することを確かめて
あるから︑すべての人点にとっても同一の認識の対象に

醒めて後︑はじめて気づくのであるが〜目醒めていない

づく︒夢に見る対象が実在しないと言うことは︑夢から

﹁虚妄分別反覆惠習の眠り﹂を負っている人友は︑対象

流れの上に観念的に有るものではない︒

世親は第一︑第二の疑難に対して︑次のように回答し

が厳然として外界に実在すると信じ︑現実の苦の原因を

なるものであり︑唯識学派の人だが言うように︑意識の

ている︒﹁われわれが夢を見る時︑対象は一定の時間・

は実在するのではなく︑有るものは唯︑無始時来︑業分

客観的対象に求めようとする︒しかし︑そのような対象

る対象が実在しないと言う点では︑夢と現実とは等し

別の習気を担って流転し続ける罪深い人間存在のみであ

の実在を証明することにはならない︒従って︑経験され
い﹂︒第三の疑難に対しては︑餓鬼の例をあげて説明し

る︒この救われ難い人間存在のあり方が︑同業異熟の餓

空間に存在するのであるから︑時空の決定は︑何ら対象

ている︒﹁対象が実在しなくても︑同じ業の果報に住す
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した識との︑見られ︑知られると言う性格の共通性の肯

あるように思われる︒理論的な立場で約言すれば︑われ

元における論争の場においては︑説得力を欠くうらみが

ては鋭い意味を持っているけれども︑理論的な哲学的次

人間存在の罪業を自覚させると言う宗教的な次元におい

鬼の曹職によって鮮明に描写されている︒世親の回答は︑

う︒これに対して︑世親は﹁心の働きは動力因であって

を色心二法の相互関係によって成立する仮法であると言

色心互窯説を立てる経量部は︑心の働きを重視し︑獄卒

ることが出来る︑と言うのが世親の論駁の骨子である︒

業の体は思であるから︑それらは思即ち識の転変だと見

り得ない︒また地獄の獄卒が業力所感であるならば︑三

は地獄の苦を感じないから︑われわれと同じ有情ではあ

四大種の質料因とはなり得ない︒また業の薫習は識の相

われの認識の真実性の否定と︑外界の対象と対象に似現
定とが＃示されたのである︒そして︑有外境論者が主張

続中に住するのであるから︑窯習の果も当然同一の識の

︑︑

相続中になければならない︒もし車習の結果を識転変以

︑︑︑

するのは﹁対象がある﹂ことであり︑世親はその﹁があ

外に求めると︑業因業果の道理に反する﹂と批判してい

︑

る﹂を否定して︑対象を内在化している︒対象が内在化

ことが示唆されている︒

現実生活の苦悩からの解脱が︑唯識説を説く目的である

ここで強調されているのは㈲の場合と同じことであり︑

つ︵︾Ｏ

される時︑それは最早や対象そのものではなく︑対象の
︑︑

意味として存在するものである︒煩雑さを避ける為︑こ
い℃も︑℃︑やも

五頁一五行︶

の意味としての対象を外界の対象と区別して︑内在的対
象と呼ぶことにしよう︒
︵レヴィ梵本︑四頁一八行

獄卒有情説︑経量部の獄卒非有情説に対する世親の地獄

経量部は世親に反論を試みている︒若し地獄の獄卒が大

㈲色等の処の存在を認める雑阿含等を聖教量として︑

六頁一三行︶

説は︑内省的であり︑地獄藩自業自得の自心所現と見る

種から転変するのではなく︑識転変であるとすれば︑何

︵レヴィ梵本︑五頁一五行

ものである︒有部にとって獄卒は色法であり︑実法であ

故︑世尊は色等の処である法の存在を説かれたのか︒こ

︒次に︑地獄の問題がとりあげられている︒有部の

って︑われわれと同じ有情であると言う︒しかし︑獄卒
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である︒従って︑唯識に執着すれば︑その誠は他の識の

はなく︑分別された自体として有ることを否定するもの

意として唯識説が含まれており︑それは法有を否定して︑

対象として分別された遍計所執性のものとして否定され

れに対して︑世親は﹁色等の処の存在を説く経文には密
法無我を基礎づけるものである﹂として︑二十論の中で

いるようには存在しないように︑識もまた︑他の識によ

なければならない︒対象がわれわれによって認識されて

自己の種子から︵対象として︶顕現する識が生起す

次のように述べている︒

って認識されているようには存在しない︒しかし︑不可

③

る時︑それら︵種子と顕現︶は︑かれ︵識︶の二種

言説の自体としての心心所は存在するから︑ただ心心所

説とは卿かも抵触するものではない﹂と︒

のみと言う唯識義は成立する︒従って︑唯識説と法無我

の処として牟尼は説かれた︒

ここではじめて︑内在的対象が自己の種子から生じる

ここでは次の三つの事柄が明らかにされていることに

ものであることが告知される︒内処は識の種子︑外処は
識の対象としての顕現であるから︑識が自己自身の対象

注意したい︒即ち︑㈲対象が認識されているようには

られる︒﹁有る

一℃のは︑ただ識のみであり︑識が対象と

四ここで反対論者から︑次のような疑問が投げかけ

︵レヴィ梵本︑六頁一三行Ｉ六頁二二行︶

態としての対象が必然的に存在することを意味している︒

ないと言うことは︑認識されている状態とは異なった状

れるであろうか︒対象が認識されているようには存在し

とである・これら三つの事柄から︑どんな帰結が導き出さ

︑︑︑

となる︒従って﹁対象がなく﹂ても認識は成立するので

︑︑︑︑︑⑨

存在しない︑○遍計所執性は否定されなければならな

して顕現するのであって︑対象の相を持つどのようなも

また︑遍計所執性は否定されなければならないとすれば︑

い︑日不可言説のｎ体としての何かが有る︑と言うこ

のも存在しないと言う法無我の強調は︑唯識説の成立さ

何が肯定されているのか︒そして︑異った状態としての

ある︒

えも危うくするのではないか︒何故なら︑心心所もまた︑

対象と︑肯定されている何かとは︑不可言説の自体として

︑︑

否定されるべき法の範晴に属するからである﹂︒これに

の何かと︑どう関係し合うのか︒今はただ︑問題提起に

︑︑

対して世親は言う︒﹁法無我とは法が存在しないことで
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とどめておいて︑先に進みたい︒

間隙なしに集合するのであるから︑勝論学派の有分色の

ように多極微の統一体とも異なるのである︒以上三種の

世親によって示されたのであるが︑しかし︑これは世親

㈲色等の処が識の顕現であると言う唯識の立場が︑

は部分を離れては存在しない︒全体から部分を一つ一つ

は別に全体︵有分色︶の存在を認めるものである︒全体

勝論学派の説は別な表現を用いれば︑部分︵分色︶と

極微説を︑世親は次のように論破している︒

の唯識的な了解であって︑何故︑外界が唯識でなければ

取り除いていくと後には何も残らず︑何ら全体と言う実

八頁一三行︶

ならぬかを説明する理論ではない︒理論的に言えば︑識

体は存在しない︒従って︑全体は単なる観念的存在に過

︵レヴィ梵本︑六頁二二行

ならぬであろう︒次に︑このような反論が試みられる︒

を生起せしめる原因としての極微の存在は認められねば

では︑有部の言う多数の極微の集合体はどうか︒不可

ぎないから︑認識の対象とはなり得ない・

視︑不可思惟の極微は︑どんなに多数集っても︑その存

二十論における極微論争は︑総頁数の約四分の一を占め
ており︑これは︑世親の主力が極微説論破に注がれてい

在を認識することは出来ない︒既に一個の極微が不可視︑

勝論学派は積集説の立場から︑認識の対象を﹁有分色

ることを物語っている︒

間隙をもって集合しているが︑それは統一的な個体では

︵四二の函︶﹂と定義している︒極微は互いに接触せずに︑

である﹂と主張し︑毘婆沙師有部は対象を﹁多数のもの

れば︑中央の極微の場所に他の六極微が同時に存在する

割である﹂と言う定義に反することになる︒部分がなけ

の極微は六つの部分を持つことになって﹁極微は不可分

から六つの極微が結合して立体となるが︑その時︑中央

可能でなければならない︒一つの極微を中心に上下四方

また︑経量部の説が成立する為には︑七種微の和合が

不可得だからである︒

なく︑それぞれの極微が単独に存在する一つの群である︑

ことになり︑七極微は一極微と同一量となり︑不可視の

︵Ｐぐ身幽国︲昌冒︶のように極微所成の一つの統一体︵の富︶

と言うのである︒経量部にとって対象とは﹁多数の極微

ものとなる︒一極微が一個の実体として成立しない以上︑

︑︑

の説のように間隙をもってではなく︑それぞれの極微が

が積集したもの︵圏ョ冒試︶﹂である︒積集の仕方は有部
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︑︑

こす超越的原因となると考えられ︑この観念的なものが︑

既に実在するものとして捉えられ︑感覚の対象はすゞへて

極微所成の対象などは現実にはあり得ない︒

極微所成であるとするところに極微説のつまずきがあり︑

では︑現実にわれわれの知覚を触発する色等の属性

以上で世親の論破は終わるのであるが︑徹底を期する

第一は有部からの反論で﹁極微は部分を持たないもの

︵盲嚴曽国︶が対象となると考えて見ようか︒それは︑有

為に︑更に三つの反論を想定して︑それらの論理的矛盾

であるから︑結合する︵＄昌冒ご鼻①︶ことはないが︑積

分色と言う一つの実体か︑多数のものかのどちらかであ

その点が世親によって鋭く指摘されたのである︒

集したもの︵笛冒冨冨︶が相互に結合することは可能で

ろう︒多数のものが認識の対象とはなり得ないことは︑

を指摘している︒

ある︒何故なら︑この積集したものは部分を持つものだ

既に証明されている︒もし一つの実体であるとすれば︑

﹁もし極微と極微の積集したものとが同一物である場合︑

を証明することは出来ない︒対象の多様性を解釈する為

ものの多様性が失われて︑現実に差別を持つ対象の存在

からである﹂と言うものである︒これに対して世親は
極微の結合が認められないのであるから︑積集したもの

数のものが成立しない理由は︑前に指摘された通りであ

には︑多数の極微の集合が考えられねばならないが︑多

次は経量部の有方分説と有部の無方分説とであるが︑

る︒﹁故に︑唯識は成立する﹂と結んで︑世親は極微論

の結合もまた認められない﹂と回答している︒

既に論破されているように︑もし一極微に六部分があ﹂る

争に終止符を打っている︒

この論争を通じて何が明らかにされたかを考えてみよ

とすれば︑それは場所的な大きさを持つものであり︑不
可分割の一実体としての極微は成立しなくなるし︑部分

う︒対象は極微によって構成されており︑その構成され

明するのが極微説である︒即ち︑ここで問われているの

がないならば︑積集したものも一種微の量と同一となっ
極微とは元来観念の所産であり︑物質を構成する要素

は︑どのようにして認識が可能になるかと言う原理の妥

たものが︑どのようにして認識成立の原因となるかを究

の最小単位で︑不可分割︑不可視︑不可思惟の原子のよ

当性である︒唯識説にとって︑客観的対象の構造は重要

て︑認識の対象とはなり得ない︒

うなものであると規定されている︒極微は認識を引きお
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ここでは認識成立に先行して直接知があることが認め

ることは〜何ら対象の存在を証明する根拠とはならない﹂

の顕現﹂として示されていた︒対象とは︑いく言四買一を

られているのであるが︑唯識説ではこの直接知によって

な意味を持たない︒認識の内容は既に﹁識の対象として

生起させるもの︵ロ９脚目厨︶であると同時に︑︒ぐ旨沙耳﹄

と同一の形を持つものでなければならない︒この二つの

なく︑一度それがアーラヤ識に重習され︑次の瞬間に種

知られた対象が＄直ちに認識における対象となるのでは

子に還元された対象が︑アーラャ識から対象に似て顕現

条件を具えているものは︑認識の内容として現われてい
る対象︑即ち︑識目らに外ならない︒外界の対象を直接

九頁八行︶

日肖四目︶作用に外ならないであろう︒記憶があると言

して第六意識が記憶を伴って起こるのであるから︑記憶

に還元された直接知が対象に似て現われ︑これを対象と

外界の対象の存在を主張するものである︒世親は﹁種子

これは直接知に代わって︑記憶があることを証拠として︑

ないであろう︑と言う反論が経量部から提出されるが︑

なるではないか︒故に︑対象は存在すると言わねばなら

うことは︑必然的に対象の直接知があったことの証拠に

︵

るのは︑直接知が減した後であるから︑それは記憶

㈲右の世親の所説に従えば︑意識の統覚作用がおこ

︵レヴィ梵本︑九頁一行

れる対象とは区別されている︒

内在的対象と言われるのであり︑直接知によって把捉さ

して︑認識の対象となるのである︒それ故︑その対象は

九頁一行︶

認識するのではなくて︑既に識の中に組み込まれた対象
を認識するのである︒

︵レヴィ梵本︑八頁二二行

㈲次に直接知令国辱農笛︶と認知︵ｇ目ご︶の二概
念が問題にされる︒何かについての認知がある場合︑認
知に先立って︑そのものについての直接知がある︒この
直接知こそは対象の存在を肯定する証となるであろう︒
この主張に対しては︑次のような回答が与えられている︒
﹁直接知によって知られた対象は︑意識の統覚作用によ
って認知されるが︑ここには時間的ずれがある︒即ち︑認

知が成立している時には既に直接知は消滅している︒と
言うことは︑直接知がある時には未だ対象の認知は成立
していないと言うことであり→従って︑現在の認知は過去

の直接知の認知であるから︑直接知の認知が成立してい
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があることもまた︑対象が存在することの証左とはなら
ない︒記憶は直接知に対して生じるのではないからであ
る﹂と返答している︒

り出世間の根本無分別智を得れば︑後得清浄世間智にょ岨

って︑それまでの認識が迷妄であったと悟るのである︒

そう言う意味で︑この現実と夢とは同一であると言われ

ここで始めて︑唯識無境説が二智獲得後の認識内容で

るのである﹂︒

あることが知らされる︒即ち︑唯識無境は悟りの内容で

九頁一六行︶

あって︑転依︵剖園菌︲菌風呂言︶の体験後に︑従来の

︵レヴィ梵本︑九頁八行

㈹経量部から提出された﹁夢覚不同難﹂は﹁若し一

転変︵ぐ言曽国︲冒﹃旨目邑とは所取︵唱画ご囚︶︒能取

我意識の存在を前提として成立っものだからである︒識

認識成立の原因となるものである︒何故なら︑認識は自

なるものであるが︑認識論的には自我意識の源泉であり︑

かれる︒マナ識は意識の所依及び個人の染汚性の根拠と

ャ識を所依とするマナ識に覆われた識の転変であると説

二十論の主張を端的に表白している︒現象界は︑アーラ

も︑それは識転変においてである﹂と言われる言葉は︑

⑩

三十頌の第一偶に﹁実に︑極左の我法の言説が行われて

宗教的回心へと導くのを目的とするものであると言える︒

実践とによって︑すべてが迷いの心の顕現であると言う

成の原理を解き明かすのが目的ではなく︑哲学的思弁と

唯識を説くのは︑アーラャ識を基底として︑現象界の生

意識生活が反省的に語られたものである︒従って︑一切

切が唯識で︑認識が夢の場合と同様に対象なしに生じる
のであれば︑われわれが夢に関しては︑見られている対
象が実際には存在しないことを知っている様に︑覚醒時
においても︑経験される対象が存在しないことを知って
いなければならないであろう︒しかし︑覚醒時には対象
の無を知らない︒それは現実の対象が存在するからであ
ろう﹂と言うのである︒

これに対する世親の回答は︑唯識思想の真髄を明らか
に示すものとして重視したい︒﹁われわれの日常の経験
は真実相を自覚していないと言う点で︑夢を見ているの
と同様の状態にあるのであるが︑夢の場合︑覚めた後に
それが夢であったと知ることが出来るように︑﹃虚妄分別

反復菫習の眠り﹂を負っている問は︑われわれは認識し
つつある対象が︑実は認識されているようには存在しな
いと言うことを知ることは出来ない︒しかし＄修行にょ

︵喝豊里日︶が働いている状態を言う︒所取とは内在的対

㈹更に身・語・意業に関する論争を通じて︑自心所

︵レヴィ梵本︑九頁一六行

れの分別言冨一菌︶により︑或るものとして規定され

取は︑マナ識の存在することによって染汚であるわれわ

もまた︑存在の帰趨としての識に還元して語られている︒

のであって︑対象によってではない﹂として︑他人の存在

即ち﹁相互の識の影響によって︑識の決定が相互にある

現と同時に他心所現のあることが明らかにされていく︒

一○頁一九行︶

象のことであり︑それを把握する働きが能取である︒所

意味づけされる︒それがわれわれにとっての何かであり

︑℃︑︑︑︑︑い︑︑︑

や︑や︑

続ける限り︑われわれはそれに対立している︒識に内在
存在である︒伝統的表現に従えば︑それは﹁遍計所執自

せられた有外境論者は︑最後に︑鉾先を変えて︑他心智

㈹世親の論駁によって︑対象の無を余儀なく認めさ

︵レヴィ梵本︑一○頁一九行

せしめられた対象は︑客体化された自我であり︑意味的
性妄執習気﹂であり︑分別の内容である︒分別は識転変

の問題を取りあげて挑戦している︒

一○頁二八行︶

のあり方に外ならないからこの識転変によって顕現し

友は︑他心を知るのか︑或は知らないのか︒⁝⁝

もし︑これら︵一切︶が唯識ならば︑他心を知る人

ている現象界は虚妄であると言われる︒しかし︑虚妄で
あると知るのは後得清浄世間智によってである︒﹁かれ

とを明らかにするものである︒根本無分別智によって円

見られない︲｜と言う三十頌の第二十二偶後半は︑このこ

右の有外境論者の論難は︑およそ次のような意味である

うして︑対象それ自体でない︵色︲菌昏胃昏騨︶のか︒

る人女であろうか︒もし︵他心を︶知るならば︑ど

もし︵他心を︶知らないならば︑どうして他心を知

⑪

︵円成実性︶が見られない時には︑これ︵依他起性︶は

成実性が見られた後︑後得清浄世間智によって︑現象界

と考えられる︒ここでは唯識と言う語が︑勝義的意味に

⑫

が無明縁起の依他起性のものであることが見られるので

おいて語られている︒もし所取・能取を離れた心心所の

︑︑︑

あって︑この逆ではない︒これによって唯識無境説が︑

診︑︑

論理の途の杜絶えた現観の世界の消息であると言うこ︲こ

みであるならば︑他心智を得た観行者は︑他心を知るの
︑

︑

rqJ

を知ることが出来る︒

か︑知らないのか︒他とは自に対立する語であり︑他人

1fR

から︑︵また︶所取と能取との分別を未だ断じてい

象それ自体ではない︒非真実に顕現するものである
ないからである︒

の心を知ると言う時︑既に︑そこには自己以外の他人の
心の存在が所取として定立されている︒他心が対象的に

⑭

把捉されているからこそ他心智と言われるのであるから︑

ず︑観行者は他心を知らない︒勝義としては︑所取︒能

諸佛世尊が了達されたようには︑われわれは自心を知ら

取を離れた心心所のみであるにも拘らず︑二取を未だ断

そこに知られる他心は︑他心それ自体ではない︒修習が
ものそれ自体でないのか︒もし︑他心を知るのではない

究寛位に達した観行者によって知られるものが︑何故︑

知るのは根本無分別智であり︑自我意識を絶えず否定し

じていないからである︒自心・他心それ自体は︑哲学的

ていく過程の中で︑個人的意識の真如への解消と言う形

と言うなら﹁他心を知る人﹂と言う表現は成立しないで
これに対する世親の回答は︑肯定されている閏昏四の概

思弁の立場に止まる限り不可知である︒ものそれ自体を

念雷明らかにするものである︒調伏天の注釈では︑先づ︑

で知らされるのである︒従って︑その次元では︑最早ゃ

あろう︒

他心智︵冒愚︲ｏ拝ｇ︲ぐ苞︶のご匙が分別念曽．旨目①３︶で

自他の区別はなく︑一味平等であるから︑諸佛の行境と

⑬

あることが注意されている︒他心智とは︑観行者が観行

言われる︒

象と︑非真実に顕現する対象との二つが示されている︒

ここでは胃昏騨について︑不可言説の自体としての対

力によって︑他心と等しい相をもって︑自心から生じた
とである︒そこに知られた他心が︑他心それ自体でない

の行境であると述語され︑非真実に顕現する対象につい

そして︑不可言説の自体としての対象については︑諸佛

所取分を他心として思惟し︑他心を知る︑と分別するこ
のは︑丁度︑われわれが過去と未来の自己の心をあ．りの

佛陀の行境のように知らないからである︒それら

二十論著作の意図は﹁三界は唯識である﹂ことを立証す

非真実に顕現する対象とは︑内在的対象のことである︒

ては︑所取・能取の分別が未断であると言われている︒

ままに知ることが出来ないのと同様である︒何故︑あり

︵他心と自心し｜︶を不可言説の自体として︑諸佛の

る点にあったから︑これまで外界の対象の存在を否定す

のままに知られないのか︒

行境のように知らないから︑それらは二つとも︑対
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ることに焦点が絞られていたが︑ここにおいて︑内在的

象そのものを否定することと︑対象の存在を否定するこ

の存在の否定であり︑肯定は﹁対象がある﹂である︒対

︑︑︑

対象もまた︑非真実であると言う理由で︑否定されなけ

識されているようには存在しないから﹂であった︒この

ればならないと言うことが︑｜︲所取︒能取の分別の断﹂

よって復活した自警ごは諸佛の行境であり︑われわれの

ことから︑否定されているのは対象そのものてはなくて︑

ければならない理由は→﹁虚妄に顕現しているから﹂﹁認

思惟を越えたものであるから︑不可言説の対象と言われ

対象の存在の否定であることが分る︒従って︑冒頭の一

ととは＄二つの異なった行為である︒対象が否定されな

る︒この不可言説の対象と﹁唯とは対象の否定である﹂

文は︑次のように言い改められねばならないであろう︒

と言う言葉によって伺い知られる︒内在的対象の否定に

と言われる場合の対象とは同じなのか︒違うとすれば︑

ある︑と私は思う︒では何故︑二十論において閏昏塑は

って︲何故﹁対象がある﹂でないかについて考えてみよ

次に︑諸佛によって知られるものが﹁対象である﹂であ

︑︑︑

﹁唯とは︑対象の存在の否定の意味である﹂と︒

三十二回否定され︑三回肯定されているのか︒ここで︑

う︒﹁対象がある﹂は言うまでもなく︑対象と有︵存在︶

どう違うのか︒結論を急げば︑この二つのものは同じで

この論文の始めに︑私が提出した疑義を想い起こしてみ

との二つのことを意味している︒この有は無に対立する

︑℃︑

よう︒私は対象の存在が否定されようと︑肯定されよう

概念であり︑対象の有・無を論ずるのは哲学の次元であ
︑Ｂ︑

︑︑あ

と︑それに先行して︑対象は﹁対象であら﹂ねばならな

る︒相対的立場を止揚したところに得られる絶対主観に

︑︑︑

いであろうと言った︒それは否定や肯定によっては柳か

よって見られる︑ものは︑有・無を内に包みつつ︑それを

︑︑︑

も損われることのない対象そのものである︒この﹁対象

超越したものでなければならない︒それ故︑猪佛によっ

︑︑︑

である﹂ところのものは︑普通の知識によっては知られ

︑︑℃

て知られるものは﹁対象がある﹂ことではなくて﹁対象

不可言説の自体と言われるのである︒

どのような概念によっても述語することが出来ないから︑

である﹂でなければならない︒また﹁対象である﹂は︑

︑︑ｂ

ないから︑不可知であり︑諸佛の行境であると言われる
や診︑

のである︒諸佛によっては知られるから﹁対象である﹂
︑︑︑

は肯定され︑われわれによっては知られないから﹁対象
︑℃︑

がない﹂と否定されるのである︒﹁対象がない﹂は対象
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三結語

引きおこすこともないであろうから︑有外境論者がその

存在を主張するところの超越的対象も︑実は内在的対象
ついて何が明らかにされたかを整理して見よう・先づ﹁対

動︑関係︑なども意味していて；胃昏四が主観との志向

欲求する︑と言う意味があり︑名詞胃昏四は︑意味︑行

に外ならない︒閏昏騨の語根く削副には︑志向する︑

象の存在﹂と﹁対象﹂の二つが区別されずに胃目蝕と言

以上をもって二十論の考察を終わったので︑胃昏四に

う概念で表示されていた︒そして﹁対象の存在﹂は否定

以上のことから︑次のような結論を得ることが出来る︒

される︒

越的対象の存在であり︑肯定されているのは︑存在と非

即ち︑世親と有外境論者との間で問題にされているのは︑

関係によって存立する−１対象﹂であると言うことが理解

存在とに前提される対象の存在である︒この対象を︑仮

され﹁対象﹂は肯定されている︒否定されているのは超

りに超越且内在的対象と呼んでおこう︒次に内在的対象

性の有︒無である︑と︒従って︑外界の﹁対象がない﹂

超越的対象の存在の有・無ではなく︑内在的対象の真実

と言うことは︑認識内容と同一のものが外界に実在する

︑︑︑

が鴨：樹と言う述語で示されている︒従って二十論に

は︲三種の対象Ｉ超越的対象→内在的対象︑超越且内

︑︑︑

と言う考え方の否定であり︑内在的対象の真実性の否定
︑︑

在的対象ｌが登場するわけである︒

のとして把捉されようと！無いものとして把捉されよう

対象そのものの本質で︑冨昏胃菩煙と言われるものであ

から甦って来る胃昏騨は︑主客合一の立場で開示される

内在的対象とは︑対象の意味としての存在であった︒

と︑主観と対象との相関関係によって判断されるのであ

る︒冒昏胃昏少は全く主観から超越したものではなく︑

の否定の非連続の延長線上にあり︑この二重の否定の底

る︒従って﹁対象がある﹂と言う判断も︑主観による意

超越しつつ同時に識に内在するものである︒それは内的

である︒それ故に︑内在的対象の否定は﹁対象がある﹂

味づけであり︑意味である以上︑それは内在的対象とし

なものの外在︑外的なものの内在である︒この意味で︑

何かを意味づけるのは主観の働きである︒それが有るも

ての存在を表わす︒主観との関連を全く持たない超越的

先にこれを︑超越且内在的対象と名づけたのである︒

︑︑

︑︑も

実在は︑無味乾燥な虚構に過ぎず︑われわれの関心すら
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超越且内在的対象は無分別智によって明らかにされる
価値の世界︑観照の世界であり︑新しい世界観である︒

って示されている唯識無境の理論である︒そして︑唯識

これに対する転依以前の世界観とは︑識転変の概念によ
やもも︑や

無境を説くのは︑価値の世界へのひるがえり︵転依︶を
教示する為に外ならない︒二十論が解脱の教説をその本
旨とするものであり︑自覚の学であると言う認識を︑こ
こに新たにするのである︒
注

１冒騨目目算冨旦冒官色鳥の︵与閏生屋日唯識二十論︑シルゞワ

ン・レヴィ校訂梵本︑三頁三行
︒鼠号目目冨︲普陣四四九頁九行

２ロヰ色白倒陣騨昌匡画冒罰四︒己色目ｑｇＱ彦脚庁冒戸騨目

３ぐ言四宮﹄には︑了︑了別︑内識︑似塵識︑記識︑表識︑

ないままにへ識と訳すことにした︒特にぐ昔国一国との区

表象などの︑多くの訳語があるにも拘らず︑適訳が見当ら

にした︒

別を明らかにしたい場合には︑原語をそのまま用いる︸﹂と
︑

一

４国︺沙目目も曾局⑱①めｂｐ﹂目色呂旨声ぬい宅騨尉口四口︺も震門営函﹄︶騨庁砿四居巨
︾﹃扇同ゆず詳匡己彦罰①一ぐぃ昇暑こ︺ロ○．

解深密経︑影印北京版西蔵大蔵経︑巻二九︑一四

︒︒ご

巳秒昌弓Ｐｐｐ旨四国伊筐国司号騨冒

１日ローＩ︲Ｉ

ついては︑﹁結語﹂においてふれる︺

唯識二十論︑シルヴン・レヴィ校訂梵本︑一○頁二二行

６℃四鄙秒日拝ハラ

畠呉冨昇冒は︑漢訳では﹁境不如実﹂︵玄弊︶であり︑宇井

は﹁対境の如実なる態のままに非ず﹂︑安井博士は﹁︵唯識

博士はこれを﹁境の如くならざるもの﹂と訳され︑山口博士

﹁対象それ自体でない﹂とした︒対象それ自体が知られる

と言う︶意味の如くにないもの﹂と訳されているが︑私は

と言う時︑勿論︑実体的な何かが知られるのではなく︑非

で︑動的に捉えられる一種の〃はたらき″を意味する︒

︑︑︑︑︑

人称的意識の内在化︑個人的意識の外在化と言う交錯の中

本
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⑳ｐゆめ日日冒巷且且亀ミ訂︒ｐ冒豊訓昏︑屋冒騨武九頁八
→

④冒昌茜堂働めぐ曾冒①ぐ笥号は﹃号目司ミーョぐぷ騨冒

一○行

芹囚庁ずぃ一口的Ｈ︑汁○︽︸︺胃︑︾﹃勤庁汁四匙︺凹資剖四計騨皇騨ウゴ幽弓②︒旨﹈○︸肉色一︺

ゆく島津冒冒包唱︒呂呉九頁八

⑮ 国 ⑳ 目 騨 ロ ロ Ｐ 習 弓トロ 騨 員 さ 尋 §ト己 騨 ｇ ｇ ︺ ３ 弓 四 目 ﹃ ミ ミ 面

⑳九頁一○︑二行

︑

昌乱昌冒胃四＃

ｍロ己什○﹈○目隣四一︺⑭くい己国四﹈ぐ山ご﹈︺画汁四Ｈｐ邑莨尋圏牽討℃Ｐ伽吋秒口ヨロ

＠のぐゅ目ぐ岸鼻冒句房昌圃冒鼠困ぐゅ⑫ｇ︺

且図凹困プ動乱目︲

ョ
：員亘ぽい牌且§ず習い目罰曾昏習画冒︺２﹃樹伊８冨辻九頁
鵬

ぬョ敵国四頁目一国日曽﹃誌の

一三︑一四行
⑳冒三驚騨

一七行

ミミミ冒鼻ご目３急司四茸践国昇冒身昌蔚九頁一六︑

⑳呉己一

⑳目黄忌う蒜①②鄙九頁一七︑一八行

く

菅嬰弾九頁二三︑二四行

④冒昌冒色融賀﹃９国の．貝ミ︑ミ園且副一言頁①畠コニ鼬召鼻︵︶

二三行

ａ司弓言駄①翰四ロｇ四身目①﹈罰夏ぎぐ誌①切弾九頁二二︑

煙箇箇口目冨国ぐ笥砦戴く誌の鰄弾閨冒威風耳目の

⑰﹈５ｍ○・ミ言号誌く鼻①曾当色目呉冒雨空芽騨弓冨穿Ｐ３

︑

冒鼻菌冒四日畠国︵面口秒めつ︽ミざへ言響呉①八頁二九︑

目鼻四日︵岳︶八頁二八行
⑬冒呂︵曽鯨騨冒鼻冒砺篁︺且呈旨三国ぐ鼻国鼠︺目の
三○行
ｅ・・Ｆ１・Ｉ

⑲︒蜜二画︒三︶言ごヨコ旨︒○ぐ言座ロ︒邑雪切目目く︒曽昌﹃曽畠曳司︲
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︑菖画日呉国圃国ロ四目邑四茸ミミミｍ且竪習ゞ息九頁二
七行

⑳冨国Ｃ芹国ごａ目こ目二口己男呉司寒忌§昌肉胃冒言罰鼻冨

一○頁一三行
②冒呂冒巨昌四昏司忌亀雷一○頁二四行
⑮菌§司劉亘幽ヰ且ご冒鼬冒昌冒四冒昏劃き§弓一○頁二
六︑二七行
稲津博士は︑その著書︑﹁世親唯識説の根本的研究﹂の中
で︑二十論に胃庁冒の語は二十九回表われる︑と述需へて
おられるが︑私の用語例の中の③⑭⑰⑳⑭⑮が欠けてい
る︒但し︑③はシルブン・レヴィ校訂梵本にはないが︑宇
井博士の正誤表に従って︑つけ加えた︒
８冠四国ケリ劃包副詞・急司沙も茸ご国︒倒匡固め脚もＨＰぐゅ再異臭︹才牙﹄︲

︵三国罰胃臼罵↑茸①ロ騏蔚国劉四日巨昌引色胃騨ご副Ｇ︶

唯識二十論︑シルヴン・レヴィ校訂梵本︑五頁二五︑二
六行安井広済著﹁唯識二十論の講義﹂参照
９﹁何かがある﹂と言う表現は︑何かを固定的に︑静的に
措定すると言う印象秀与えるが︑この﹁何か﹂とは︑後に
述べる超越且内在的対象を意味しており︑決して︑実体的
敢えてこの表現を用いた︒

なものの定立ではない︒後に詳説することを前提に︑今は

加弾弓国Ｑ彦胃日○毛騨○閏○言国国︵言○国四一︾己吋里﹃Ｐ耳鼻典ａ引竿

﹈胄騨も沙国︒凹穐ロ⑦虚騨ご己騨国一宮騨討巨巴︺︑浄○画﹂言︐砕皇壹凹へ畠︶
／︑

安慧釈唯祇三十論︑シルヴシ・レヴィ校訂梵本︑二一頁
四行︑五行

︑ロ腎写勝蔚︽︑目冒の四色目か竜呉①︵侭︶

安慧釈唯識三十論︑シル︑ワン・レヴィ校訂梵本︑四○頁
一二行

吊︶四吋四○耳計四国︺一色﹇﹈四国庁望騨色目Ｐｐｍ手・⁝・一罰⑳Ｑご︺Ｐ﹈Ｐ︒ｐご茸﹈門騨庁一宮Ｐ卦目

⑫︺国昌国司四℃什胃目算Ｈ秒目９﹃①︵厨昌も胃騨の罫国ご丘四ロ嵐昌
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ローＫ

宅ｐＨ四○昇沫囚ご﹄ロ○ず底餌暑四国威︑凹庁彦四﹈山口⑳己武︑己ｍＨｐｏ耳詐四弓一︵一幽門園

二一行

唯識二十論︑シル醤ワン・レヴィ校訂梵本︑一○頁一九行

山口益・野沢静証﹁世親唯識の原典解明﹂一二四頁︑参照

ｌ ー五
過影印北京版西蔵大蔵経︑巻二三︑三一二ｌノ

辿四司脚ロ脚包田呉﹈団ケロロ＆国印園四ｍ○の騨吋巴︺︵閏︶

■も

吋色詐彦画仔四口口昌Ｈｐずぽ芭幽も︺おロ山汁門口四冒画ヴロ︒︒面山口野鄙胃的○○餌・﹈．餌﹈︺︑

も烏Ｐはご彦倒︑包詐四︾﹃脚︑門幽彦閨ＰｍＨ倒彦Ｐ︸汽秒弓︼丙四︑﹈も②め望四もＨＰ︸︺引冒包詐〆︑劉汁︑︑

冨芹宮口常旦四百野︺騨圃昌号彦蝕望四ョご魚望色昏倒昌騨ヨぐ詳旦﹈国︲

二八行

唯誠二十論︑シルブン・レヴィ校訂梵本︑一○頁二五行
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