説一切有部における無分別とされる
五識に関する議論について
婆沙論

の記述を中心に

前 田

英

一

(早 稲 田 大 学)

１．は じ め に
部派仏教の中で最大部派の一つである説一切有部は， 阿毘達磨大毘婆
沙論 （以下

婆沙論 ）において初めて，眼識・耳識・鼻識・舌識・身識

の五識と，禅定に入っている意識が無分別であるという

え方を表明した。

ただし，同じ無分別なものであるといっても，五識と禅定に入っている意
識に対する有部の捉え方は同じではない。禅定に入って無分別な意識を獲
得することは解脱に至るための必須要件とされる一方で，意識のように
聞・思・修所成の三慧を持たないとされる眼識等の五識は，煩悩を引き起
こすだけであるとされている。このような

婆沙論

の

え方は，後に大

乗仏教の学匠であるダルマキールティ（ca. 600-660）などの仏教認識学派
による五識の捉え方とは，幾分視点を異にしている。彼らは人間に正しい
認 識 を 成 立 さ せ る た め の 妥 当 な 根 拠（pramana）
と し て，直 接 知 覚
（pratyaksa）と推理
（anumana）の二つだけを認める。そして感官知等の
直接知覚を分別から離れていると規定する一方で，言語知を含む推理は意
⑴

識によって分別された迷乱知であるとして，直接知覚と推理とを彼らは峻
別するのである。
有部は

婆沙論

の 中 で，無 分 別 で あ る と い っ て も 五 識 に は 尋
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（vitarka，粗い思

）
・伺（vicara，細かい思

）という心理作用がある

⑵

と主張している。この

え方は，部派仏教の一つである南伝上座部が，五

識は尋・伺を持たないと説いていることと相反している。説一切有部が，
五識と尋伺が相応すると

えるに至った理由についても合わせて

察した

い。

２． 婆沙論

における五識の捉えられ方

禅定に入っている意識と眼識等の五識が無分別であると有部で説明され
るのは，以下の

婆沙論

の記述が最初である。

問，此六識身幾有分別，幾無分別。答，前五識身唯無分別，第六識身
或有分別，或無分別。且在定者皆無分別，不在定者容有分別。計度分
別遍与不定意識倶故。此中，且説眼識後起分別意識。（ 婆沙論

大正

27，374b5-9，cf. 阿毘曇毘 婆 沙 論 大 正28，283c に は 対 応 個 所 無
し）
問う，此の六識身は幾ばくか有分別にして，幾ばくか無分別なるや。
答う，前五識身は唯無分別のみにして，第六識身は或いは有分別，或
いは無分別なり。且に定に在る者は皆無分別にして，定に在らざる者
は有分別と容れるべし。計度分別は遍く不定の意識と倶なるが故に。
此の中，且に眼識の後に分別の意識を起こすと説くべし。
婆沙論

の作者によると，禅定に入っていない意識は有分別であると

されている。 婆沙論

の中で挙げられている三種類の分別の一つである

計度分別は，禅定に入っていない意識と相応する有分別なものであるため，
無分別である眼識等の後に生起するというのが， 婆沙論 の
る。 婆沙論
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では眼識等の五識は無分別であると規定されているが，そ
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れらが分別を全く持たないと

えられているわけではない。 婆沙論

に
⑶

よると，無分別である五識は尋伺，すなわち自性分別を持つとされている。
此中，略有三種分別。一自性分別，謂尋伺。二随念分別，謂意識相応
念。三推度分別，謂意地不定慧。欲界五識身唯有一種自性分別。（ 婆
⑷

沙論

大正27，219b7-10，cf. 阿毘曇毘婆沙論

大正28，169b5-8

此の中，略して三種の分別有り。一に自性分別，謂く尋伺なり。二に
随念分別，謂く意識相応の念なり。三に推度分別，謂く意地不定の慧
なり。欲界の五識身は唯一種自性分別のみ有り。
婆沙論

の作者は，分別には自性分別・随念分別・推度分別の三種類

があると説き，五識は自性分別だけを持つと述べている。 婆沙論

の説

では，自性分別を持ち，無分別とされるこれら五識には，解脱に至るため
に必要な聞・思・修所成の三慧が無いとされている。
縁名，縁義者，此三慧皆縁名義。……。在意地，在五識身者，唯在意
地。以五識中無加行善故。
（ 婆沙論

大正27，218b24-28，cf. 阿毘

⑸

曇毘婆沙論

大正28，168c18-20）

名を縁じ，義を縁ずるを［いわ］ば，此の［聞・思・修所成の］三慧
は皆名と義を縁ずるなり。……。
［聞・思・修所成の三慧は］意地に
在るや，五識身に在るやを［いわ］ば，唯意地にのみ在り。五識中に
加行善無きを以ての故に。
婆沙論

では，聞・思・修の三慧は全て名称（名）と意味（義）を認

識対象とすると説かれている。これら三慧が意識と眼識等の五識のどちら
にあるのかということを

婆沙論

の作者は問題とし，三慧は五識には無

く，意識にのみ存在すると結論づける。 婆沙論 ではその理由として，
五識には加行善，すなわち加行によって得られる善，或いは善心が無いこ
とが挙げられている。
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更に

婆沙論

では以下のように，自性分別とされる尋伺は善を生む能

力が無いとも説かれている。
問，悪作睡眠，及与尋伺，何故非根。答，……。又，皆無有生善勝能
故，皆不説有其根義。
（ 婆沙論

大正27，737b20-23）

問う，悪作・睡眠，及び尋と伺とは，何故に根にあらざるや。答う，
……。又，皆善を生ずる勝能有ること無きが故に，皆其れに根の義有
りとは説かざるなり。
悪作や尋伺などは善を生じさせる能力が無いために，根ではないと

婆

⑹

沙論

では えられている。

以上のように

婆沙論

では，加行善が無いために，五識は聞・思・修

所成の三慧と相応しないと説かれ，また五識と常に相応する尋伺には善を
生む能力が無いとされている。これらのことから， 婆沙論

の作者が五

識と意識に関して，前者の方が後者よりも深く煩悩と関わりを持つと

え

ていることが分かる。

３．五識が尋を伴うとされる説の由来について
五識が自性分別，すなわち尋伺と常に相応するという

え方は，部派仏

教全体に共通するものではなく，例えば南伝上座部では五識は尋伺を持た
⑺

ないとされている。尋は善を生みだす能力が無いと
ているが，そのような尋を五識が伴うと有部で
あろうか。 婆沙論

婆沙論

では説かれ

えられた理由は何なので

や有部の初期の主な論書である 六足・発智

では，

この問いに対するはっきりとした説明はなされていない。そのため，アー
ガマの記述まで遡って，この点について

察してみることにする。

漢訳阿含経典やパーリ・ニカーヤ経典では，感覚器官がそれぞれの対象
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を認識する際には，諸々の不善法や思惟（sankappa），そして煩悩が生じ
るとされ，そのために感官を防護する必要のあることが度々説かれている。
以下の文章は，眼が色を見ると，邪悪で不善な諸法や結等の煩悩が生じる
ことを説く経文である。
idha bhikkhave bhikkhuno cakkhuna rupam disva uppajjanti papaka akusala dhamma sarasankappa samyojaniya. tam ce bhikkhu
adhivaseti na pajahati na vinodeti na vyantikaroti na anabhavam
gameti. veditabbam etam bhikkhave bhikkhuna parihayami
kusalehi dhammehi. parihanam hetam vuttam bhagavati.（SN Ⅳ,
⑻

Parihanam, p.76, 25-30，cf. 雑阿含経

大正2，76a5-8）

比丘たちよ，ここで比丘には，眼によって色を見て，邪悪で不善な諸
法［や］念と思惟（sankappa）
，
［そして］諸々の結が生じる。もし
比丘がかの［色］を受け入れ，捨てず，除去せず，滅ぼさず，虚無に
行かせなければ，比丘たちよ，比丘は以下のことを知るべきである。
私は諸々の善法から退す［と］
。実にこれが退であると，世尊は言わ
れた。
邪悪で不善な諸法や諸煩悩とは，具体的には何を指すのであろうか。ア
ーガマでは，眼・耳・鼻・舌・身・意によって認識されるそれぞれの認識
対象から，欲（chanda）や貪・瞋・痴などが生じるので，それら認識対
⑼

象から比丘・比丘尼は心を守るべきであると説かれている。
yassa kassaci bhikkhave bhikkhussa va bhikkhuniya va cakkhuvinneyyesu rupesu uppajjeyya chando va rago va doso va moho
va patigham va pi cetaso tato cittam nivaraye.....pe.yassa kassaci
bhikkhave bhikkhussa va bhikkhuniya va jivhavinneyyesu rasesu.
pe.manovinneyyesu dhammesu uppajjeyya chando va rago va doso
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va moho va patigham va pi cetaso tato cittam nivaraye.（SN Ⅳ,
⑽

Vı
na, p.195, 15-25，cf. 雑阿含経 大正2，312b17-22）
比丘たちよ，およそいかなる比丘，或いは比丘尼にも，眼によって認
識されうる諸色に対して，心に欲（chanda），或いは貪，或いは瞋，
或いは愚かさ，或いは怒りが生じうる。しかし，それら（眼によって
認識されうる諸色）から心を守らなければならない。……。中略。比
丘たちよ，およそいかなる比丘，或いは比丘尼にも，舌によって認識
されうる諸味に対して，中略。意によって認識されうる諸法に対して，
心に欲（chanda）
，或いは貪，或いは瞋，或いは愚かさ，或いは怒り
が生じうる。しかし，それら（意によって認識されうる諸法）から心
を守らなければならない。
五つの感覚器官と意識の認識対象から発生すると述べられている欲
（chanda）は， 長部

所収の

帝釈所問経

の中で，尋（vitakka）から

生起すると説明されている。
chando pana marisa kimnidano kimsamudayo kimjatiko kimpabhavo, kismim sati chando hoti, kismim asati chando na hotı
ti.
chando kho devanam inda vitakkanidano vitakkasamudayo vitakkajatiko vitakkapabhavo, vitakke sati chando hoti, vitakke asati
chando na hotı
ti......vitakko kho devanam inda papancasannasankhanidano papancasannasankhasamudayo papancasannasankhajatiko papancasannasankhapabhavo, papancasannasankhaya sati
vitakko hoti,papancasannasankhaya asati vitakko na hotı
ti.（DN
Ⅱ, Sakkapanhasuttanta, p.277, 18-31）
(帝釈天）またわが師よ，欲（chanda）は何を原因として持ち，何か
ら生じ，何に属しており，何を起源として持つのか。［そして，］何が
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存在する時に欲はあり，何が存在しない時に欲は無いのかと。（世尊）
神々の王よ，実に欲は尋（vitakka）を原因として持ち，尋から生じ，
尋に属し，尋を起源として持つ。
［そして，］尋が存在する時に欲があ
り，尋が存在しない時には欲は無いと。……。神々の王よ，実に尋は
妄想と［相応する］想の部分（papancasannasankha）を原因として
持ち，妄想と［相応する］想の部分から生じ，妄想と［相応する］想
の部分に属し，妄想と［相応する］想の部分を起源として持つ。［そ
して，
］妄想と［相応する］想の部分が存在する時に尋はあり，妄想
と［相応する］想の部分が存在しない時には尋は無いと。
帝釈所問経

では，妄想と相応する想の部分を原因として尋が生じ，

妄想と相応する想の部分が無ければ尋は生じないということに加えて，尋
を原因として欲（chanda）の生じることが述べられている。パーリ文
帝釈所問経 に説かれる尋と欲との因果関係を図示すると，以下のよう
になる。

妄想と［相応する］想の部分 → 尋（vitakka）→ 欲（chanda）→ 愛・
憎→嫉（issa）
・慳（macchariya）

五官が対象を認識する際には欲（chanda）が発生すると説く

相応部

の Vı
na 経と，欲（chanda）は尋を原因として持つと述べる長部 帝釈
所問経 の所説とを合わせれば，以下のような説を想定することも可能で
あると えられる。
五つの感覚器官によって認識される各々の対象に対して欲（chanda）
等が生じるが，その欲は生起に際して尋（vitakka）を原因として持つ 。
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尋と五識が相応すると説一切有部が
以上のような

える理由は，アーガマの文章から

え方を導きだせることに求めることができるかもしれない。

もっとも，パーリ・漢訳阿含経典では，五識と尋との相応が明言されてい
るわけではないので，南伝上座部のように五識は無尋無伺であると

える

余地は残されている。
また

婆沙論

の作者が尋は善を生みださないと主張する理由は，尋が

妄想と相応する想の部分より生じ，妄想と相応する想の部分が無ければ尋
は存在しないということと，尋を原因として欲（chanda）が生じ，欲か
ら愛・憎が生じるというアーガマの説に由来すると

えることができるか

もしれない。五識が有尋有伺であるか無尋無伺であるかについて，有部と
南伝上座部との間に意見の相違が存在するものの，感覚器官による認識が
煩悩を生じさせるとする

え方は， 婆沙論

以前の有部の

識身足論

やパーリのアビダンマ文献にも共通して見られる。
有六識身。謂，眼識耳鼻舌身意識。五識身唯能起染，不能離染。意識
身亦能起染，亦能離染。
（ 識身足論

大正26，582b21-23）

六識身有り。謂く，眼識・耳［識］
・鼻［識］
・舌［識］・身［識］・意
識なり。五識身は唯能く染を起こすのみにして，染を離るること能わ
ず。意識身も亦能く染を起こすも，亦能く染を離る。
識身足論

では，前五識は煩悩をただ発生させるだけで煩悩から離れ

ることはできないが，意識は煩悩から離れることができると述べられてい
る。意識は煩悩を発するが，煩悩から離れることもできるという説明から，
解脱を志向し，仏の教えを学ぶことのできる能力は，意識だけが持つとい
う

え方が読み取れる。第2節で見た

婆沙論

は加行善が無いと説かれているのは，この

の文章において，五識に

え方が継承されているためで

あると思われる。
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また南伝上座部の

分別論

も，以下のように

識身足論

と同様の説

明をしている。
pancavinnanam .....,lokiyam eva,sasavam eva,samyojaniyam eva,
ganthaniyam eva, oghaniyam eva, yoganiyam eva, nı
varaniyam
eva, ....., samkilesikam eva, ......（Vibh p.319, 1-6）
五識は，……，ただ世俗的なものにすぎず，ただ有漏なものにすぎず，
ただ結せられうるものであり，ただ繫縛されうるものであり，ただ流
されうるものであり，ただ されうるものであり，ただ蓋を生じうる
ものであり，……，ただ雑染なものにすぎず，……。
このように

分別論

においても，前五識はただ世俗的で有漏なもので

あり，煩悩とのみ結びつきうると説明されている。

４．ま
①

と め

婆沙論

では，眼識・耳識・鼻識・舌識・身識の五識は無分別で

あると規定されており，その無分別という言葉通り，名称（名）と意味
（義）を認識対象とする聞・思・修所成の三慧を五識は持たないとされて
いる。 婆沙論

の作者はその理由として，五識には加行による善，或い

は善心が無いことを挙げる。聞・思・修所成の三慧があるのは意識だけで
あると 婆沙論

では説かれており，また

識身足論

においては，煩悩

から離れることができるのは五識ではなく意識だけであると主張されてい
る点から，五識は意識よりも強く煩悩と結びついていると，説一切有部に
おいて えられていることが分かる。
② 尋伺は善を生みださないと， 婆沙論
の

の作者は主張している。そ

え方の淵源は，妄想と相応する想の部分から生じた尋が欲を引き起こ
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し，その欲は愛・憎の原因になるというアーガマの

え方に遡れる可能性

が高いと思われる。
③

有部では南伝上座部と異なり，五識は尋伺と相応すると述べられて

いる。しかし

婆沙論

以前の有部の論書では，その理由ははっきりとは

説明されていない。これらの

え方は，感覚器官による認識は欲（chan-

da）や貪等を伴い，また欲（chanda）は尋を原因とするというアーガマ
の一連の教説を，有部なりに解釈した結果であると想定することができる
かもしれない。
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Vibh :Vibhanga, edited by Mrs. Rhys Davids, Pali Text Society, London,
1978.
註
⑴ PV 現量章，k. 55ab:ayathabhinivesena dvitı
ya bhrantir isyate（誤って
執着するので，二番目の［推理］は迷乱知であると認められる）．戸崎宏正
仏教認識論の研究 上巻 （大東出版，1979年），pp.123-128参照。
⑵ ダルマキールティによると無分別な知には，人為的に決められた言葉とそ
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の指示対象との対応関係（言語協約）を知るための手段が無いという。彼は
幼児の知が無分別であるとすると，幼児には直接知覚しかないことになり，
言語協約を知るための手段を持たないために，成人した後も言語協約が知ら
れることはないという（PV 現量章，k. 141‑k. 144，戸崎前掲書，pp.228232参 照）。マ ノ ー ラ タ ナ ン デ ィ ン は 言 語 協 約 を［知 る た め の］手 段
（samketopaya） を 細かい思

（伺，vicara） であると注釈し，伺は無

分別な知に存在しないとしている。PV 現量章，p.143, 18-19，戸崎前掲書，
p.230，註（58）参照。ダルマキールティは感官知を無分別なものとしてい
るため，彼がマノーラタナンディンの注釈のような見解を持っていたとすれ
ば，伺を持たない感官知を無分別なものと えていた可能性がある。
⑶ 五識と意識が尋伺と相応するという説は， 界身足論

から見られる。 尋

伺六識相応 （大正26，616c24-25）。
⑷ 分別有三種，有自体分別，有憶念分別，有現観分別。自体分別者，謂，覚，
是也。憶念分別者，謂，念，是也。現観分別者，謂，慧，是也。欲界五識身，
有一種分別，謂，自体分別。
⑸ 縁名，縁義者，是縁名義。在意地，在六識身者，尽在意地。非五識身。為
是生得，為方便者，尽是方便。
⑹ 尋は善を生みださないことを基本的性格として持つとされるが，禅定に入
っていない意識においては三悪尋（欲尋・恚尋・害尋）だけではなく三善尋
（出離尋・無恚尋・無害尋）も存在することが挙げられており，尋の中には
解脱に対して資するもののあることが 婆沙論 では説かれている。また
婆沙論 では，仏が成道した後によく起こしたという安穏尋と遠離尋につ
いても言及されている。 婆沙論 （大正27，227a15‑23，228a22‑b19）及び
阿毘曇毘婆沙論 （大正28，174a8-19，175b3-29）参照。
⑺ Vibh p.319,1-10:pancavinnanam .....,avitakkavicaram eva,...（五識は，
……，ただ無尋無伺なものにすぎず，……）。
⑻ 当為汝説，云何退法。謂，眼識色，生欲覚。彼比丘歓喜讃歎。執取繫著，
隨順彼法

転。当知是，比丘，退諸善法。世尊所説，是名退法。耳・鼻・

舌・身・意亦復如是。
⑼ 水野弘元博士によると，漢訳阿含・ニカーヤ経典に現れる欲（chanda）
には，善法等に対する善なる欲と，対象等に対する不善な欲という二種類の
欲があるという。水野弘元 パーリ仏教を中心とした仏教の心識論 （山喜
房佛書林，1964年），pp.476-483参照。ここで貪・瞋・癡と共に生じると説
かれている欲は，後者の不善の欲である。
⑽ 爾時，世尊，告諸比丘，若有比丘比丘尼，眼識色因縁生，若欲，若貪，若
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昵，若念，若決定著処，於彼諸心，善自防護。所以者何。此等皆，是恐畏之
道，有礙，有難，此悪人所依，非善人所依。是故，応自防護。耳鼻舌身意亦
復如是。
Cf.SN Ⅳ,p.195, 21-22:tato cittam nivaraye cakkhuvinneyyehi rupehi,
SA Ⅲ, p.64, 28-29（太字と下線部は経からの引用文）:tato cittam nivaraye ti,cakkhuvinneyyehi rupehi tam chandadivasena pavattam cittam ...
（それらから心を守らなければならないとは，眼によって認識されうる諸色
から，かの欲等の力で生起した心を……）.
Cf.SN Ⅳ,p.195, 29-30:tato cittam nivaraye manovinneyyehi dhammehi.
仏陀耶舎・竺仏念訳 釈提桓因問経 大正1，64b6-9：但，不知此欲復何
由生，何因，何縁，誰為原首，従誰而有，従誰而無。仏告帝釈，愛由想生，
因想，縁想，想為原首，従此而有，無此即無。Cf. 法賢訳 帝釈所問経 大
正1，248b22-28：又復白言，世尊，而此所欲，何因而有，従何而集，由何而
生，依於何縁，何因得有，何因得無。仏言，帝釈，所欲因疑惑有，従疑惑集，
由疑惑生，依疑惑縁，因疑惑故而有所欲。若無疑惑即無所欲。 釈提桓因問
経 では vitakka に相当する語が

想 と訳され， 帝釈所問経 では 疑

惑 と翻訳されている。
Cf. SV p.721, 12-16（太字と下線部は経からの引用文）: papancasannasankhanidano ti tayo papanca, tanhapapanco manapapanco ditthipapanco ti. ...... tesu idha tanhapapanco adhippeto（妄想と［相応する］
想の部分を原因としてもつと［いう場合の妄想に］は，三つの妄想がある。
［すなわち，
］渇愛の妄想，慢の妄想，
［そして］見の妄想であると。……。
それら［三つの妄想］の内，ここでは渇愛の妄想が意図されている）．ブッ
ダゴーサの註釈によるとここで言う妄想とは，三種類ある妄想の内の渇愛の
妄想に当たるという。
Cf. SV p.721, 17-18（太字と下線部分は経からの引用文）: papancasampayutta sanna papancasanna, sankha vuccati kotthaso（妄想と相
応する想が，妄想と［相応する］想であり，名称とは部分であると言われ
る）
．papancasannasankha の漢訳が， 釈提桓因問経 では 調戯 ， 帝
釈所問経 では 虚妄

となっている点については次註を参照。

パーリ文 帝釈所問経 では，嫉（issa）
・慳（macchariya）の原因とし
て愛（piya）
・憎（appiya）が挙げられ，愛憎の原因として欲（chanda）が，
そして最後に尋の原因として妄想と相応する想の部分が挙げられている
（DN Ⅱ p.277, 3-30）。漢訳
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り，想から欲があり，欲から愛・憎があり，愛・憎から貪・嫉があり，貪・
嫉から怨の結が起こり，衆生は互いに傷つけ合うという文章になっている
（大正1，64a17-18, b17-20）
。漢訳 帝釈所問経 によると，虚妄を因として
疑惑があり，疑惑から所欲があり，所欲から怨・親があり，怨・親から憎・
愛があり，憎・愛から争いや闘い等の罪業や不善法が起こるという（大正1，
248a29-c6）
。
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