アビダルマ文献に見える仏説の正しさの
根拠に関する 察
識身足論

の三世実有論証をもとに

飛 田

康

裕

(早 稲 田 大 学)

1．は じ め に
仏教徒の著した論書においては，自説の正しさを主張するために，仏陀
の言葉である教証（ agama）と論理的根拠である理証（ yukti）がともに
顕示されることが多い。例えば，世親（Vasubandhu）の

倶舎論 にお

いても，三世実有論証（ 過去と未来［と現在の諸行（諸々の条件によって作
⑴

られたもの）
］は実有として存在する

らず，仏陀によって

ことの論証）に際しては，理証のみな

説かれているがゆえに

という教証が挙げられて

⑵

いる。
しかるに，そこにおける仏陀の言葉は，仏陀の正しさを信じない仏教徒
以外の者たちにとっては何らの権威もないものである。あるいは，仏教徒
は，仏陀の正しさを認めているがゆえに，その言葉の正しさをも認めると
言えるかもしれないが，その場合にも，仏教徒は，何を根拠として，仏陀
の言葉を正しいものとして信じていたのだろうか。なお，ここでの
拠

根

は，仏陀の言葉の妥当性を一般的に証明するための根拠という意味で

はなく，仏教徒が仏陀の言葉を正しいものと信じた上で設定している言葉
における正しさの基準としての根拠を意味する。小稿では，この根拠を問
題として議論することとする。
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また，この問題は，論証においては理証があれば十分であると

えられ

るにもかかわらず，なぜ敢えて一般的妥当性に乏しい仏陀の言葉を教証と
して挙げなければならないのかという議論にも関わりうる。よって，この
問題を明らかにすることは，この議論の解明にも資するものとなろう。
以下，小稿においては，この根拠について，現存最古の三世実有論証が
あらわれ，その形成過程を垣間見ることのできる

識身足論

目乾連蘊

を中心に吟味することとする。

2． 説かれているがゆえに実際に存在する【1‑1】という前提について
識身足論
いものである
である
って

と

目乾連蘊
と

では，まず

える対論者と

過去と未来［の事物］は存在しな

過去と未来［の事物］は存在するもの

える説一切有部（以下，有部）が登場し，有部が立論者とな

過去と未来［の貪不善根］は，
［ありのままに］観察されるがゆえ

に，
［個別のあり方をするものとして］存在する

という三世実有論証を

⑶

なす。これに続けて有部は，有為法（諸条件によって作られたもの）に関し
ては

現在［の事物のみ］が存在する

とさらに固執し続ける対論者に対

して，存在するものを現在だけに限定する不合理を指摘するために帰謬論
⑷

⑸

証を展開する。以下に示す例もまた形式上は同様のかたちを踏襲する。ま
た，以下では，楽（ sukha）・苦（ duhkha）・不苦不楽（ aduhkhasukha）
⑹

という三種の受（ vedana, 感覚的表象）が話題に上るが，この受に関して
言えば，凡そ有情たる者が受を感受する場合には，これら三種の受のうち
のいずれか一つだけを感受すると

えられていることを確認しておかなけ

ればならない。以上の事柄を念頭において，対論は以下のごとくに展開さ
れる。
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識身足論

534a22‑534b3

【Ａ】［対論者］沙門・目連は以下のように説く。 過去と未来［の事物］
は存在しないもの（ asat）であり，現在と無為［の事物のみ］が
存在するもの（ sat）である

と。

【Ｂ】［立論者］
［我々は］彼（目連）に詰問して言うだろう。 君は，以
下［の事柄］をそのとおりであると認めるか，［それとも認め］な
いか。すなわち，アーガマ（契経）の中において 受（ vedana, 感
覚的表象）には三種がある。一つには楽という受（楽受）であり，

二つには苦という受（苦受）であり，三つには苦でもなく楽でもな
いという受（不苦不楽受）である
べ，見事に説いていることを

と世尊が見事に語り，見事に述

と。

［対論者］彼（目連）は答えて言う［だろう］。 そのとおりである
［と認めます］ と。
【Ｃ】［立論者］ 具寿よ。［もし，世尊によって楽などという三種の受が
説かれているとしたら，その場合には，ひとりの人物が楽などとい
う三種の受を感受していなければならない。そして，
］もし，ある
時に［ひとりの人物が］楽などという三［種］の受を感受するとし
たら，その場合には［感受されている楽などという三種の受は］い
ずれの世（ adhvan）に存在していると言うべきであろうか。過去
［世］に［存在すると言うべき］か。未来［世］に［存在すると言
うべき］か。現在［世］に［存在すると言うべき］か。
【Ｄ】［立論者］ もし［君（対論者）が］［楽などという三種の受が］過
去［世］に存在する と言うならば，
［君は］ 過去［の楽などとい
う三種の受］が存在する

と説かなければならないはずである。
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［そうであれば， 過去の事物は存在しないものである

と言う君に

とっても，
］過去［の事物］は存在しないことにはならないはずで
ある。
［よって，
］ 過去［の事物］は存在 し な い も の で あ る と
［君が］言うならば，道理にかなわないこと（自身の語が互いに矛盾
すること）になってしまうのである。

［立論者］ もし［君（対論者）が］［楽などという三種の受が］未
来［世］に存在する

と言うならば，
［君は］ 未来［の楽などとい

う三種の受］が存在する と説かなければならないはずである。
［そうであれば， 未来の事物は存在しないものである

と言う君に

とっても，
］未来［の事物］は存在しないことにはならないはずで
ある。
［よって，
］ 未来［の事物］は存在 し な い も の で あ る と
［君が］言うならば，道理にかなわないこと（自身の語が互いに矛盾
すること）になってしまうのである。

【Ｅ】［立論者］ もし［君（対論者）が］［楽などという三種の受が］現
在［世］に［のみ］存在する

と言うならば，
［君は］ ひとりの人

物が同時に三［種の］受を感受する。一つには，楽という受であり，
二つには，苦という受であり，三つには，苦でもなく楽でもないと
いう受である

と説かなければならないことになってしまうだろう。

［しかるに，］これは［ひとりの人物が同時に二種以上の受を感受す
ることはないという道理と矛盾するから］不合理である。

【Ａ】ここでは，第一に，対論者である目連の見解が明示される。これ
によれば，対論者は

過去と未来の事物は存在しないもの（ asat）であ

り，現在と無為の事物［のみ］が存在するもの（ sat）である

と

ことが分かる。
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える

【Ｂ】以上のごとく対論者の見解が明示されたところで，次には，対論
者と立論者の間で一つの聖言が確認される。その聖言とは 受（ vedana）
には楽（ sukha）と苦（ duhkha）と不苦不楽（ aduhkhasukha）という三
種がある

というものである。ここでは，対論者がこれを釈尊によって説

かれたものであると容認する。よって，［ひとりの人物における楽などと
いう］三種の受が，釈尊によって説かれている

ということが対論者によ

っても認められることとなる。
【Ｃ】これを確認した有部は，さらに対論者に対して，その説かれた受
がいずれの世（ adhvan）に存在するかを質問する。しかるに，この発問に
際しては，言外のものも含めて，以下に示す三つの過程が必要とされよう。
まず，第一には，この質問は あるもの
ということは，あるもの

が釈尊によって説かれている

が実際に存在することを含意する （あるもの
⑺

：（釈尊によって説かれている→実際に存在す る））という事柄をあたか

も自明のごとくに暗黙の前提として用いていると言える。
そして，第二の過程として，この前提の主題として，同時には一緒に存
在しえず，むしろ，必ず時間的に前後して存在する，ひとりの人物におけ
る楽・苦・不苦不楽という三種の受があげられる。そして，今， ひとり
の人物における三種の受が，釈尊によって説かれている

ということが，

有部のみならず，対論者によっても容認されているので，上記の暗黙の前
提に従って， 釈尊によって説かれている

という事柄が，そのまま， ひ

とりの人物における三種の受が，実際に存在する
とりの人物が三種の受を感受する

こと，すなわち， ひ

ことを含意することとなる（ひとりの

人物における三種の受：（釈尊によって説かれている→実際に存在する≒ひと
りの人物によって感受される））
。

さらに，第三の過程として，有部は，ひとりの人物における三種の受が
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実際に存在する（感受される）のであれば，それらは いずれの世（ adhvan）に存在するのか

と質問し，対論者に過去世か未来世か現在世を選

択させるように巧みに誘導する。
ここにおける発問に到るまでの三つの過程をまとめると以下のようにな
る。

【前提】
（過程1）
あるもの

：（釈尊によって説かれている→実際に存在する）［1］

論理的包摂関係（釈尊によって説かれている→実際に存在する) 【1‑1】

【過程2】
［時間的に必ず前後して存在するひとりの人物における］三種の
受：（釈尊によって説かれている→実際に存在する）

［2］

【過程3】
［釈尊によって説かれたひとりの人物における三種の受が存在する
世を］過去世・未来世・現在世のいずれか一つから選択させるよう
に誘導。
選択肢①釈尊によって説かれた三種の受は過去世に存在する。
選択肢②釈尊によって説かれた三種の受は未来世に存在する。
選択肢③釈尊によって説かれた三種の受は現在世に存在する。
［3］

【Ｄ】以上のように釈尊によって説かれた三種の受が存在する世（ a92
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dhvan）を過去，未来，あるいは，現在の中から選択するように仕向けられ

た対論者は，有部の誘導に従って，上記の世の中から少なくとも一つを選
び取ることとなる。仮に ［三種の受が］過去［世］に存在する

と言う

ならば，同時に一緒には存在しえない三種の受ではあるが，過去世には広
大な時間的幅が存するので，ひとりの人物が過去世において三種の受を感
受していることが可能である。しかるに，［三種の受が］過去［世］に存
在する

ということは， 過去［の三種の受］が存在する

ということと

等しいので，対論者が ［三種の受が］過去［世］に存在する

と言う場

合には，過去の事物が存在するものであることを認めることとなり， 過
去［の事物］は存在しないものである という自らの前言との間に矛盾を
来すという不合理に陥ることとなる。このことは未来世を選択した場合も
全く同様である。
【Ｅ】以上のごとくであれば， 過去と未来［の事物］は存在しないもの
（ asat）である

という前言を翻さない限り，対論者には ［三種の受は］

現在［世］に存在する

と言う可能性しか残らないこととなる。しかるに，

もし ［三種の受が］現在［世］に［のみ］存在する と言うならば，現
在世には過去世や未来世のような時間的な幅は認められないので，釈尊に
よって三種の受が説かれるためには，同時に感受されえない ［楽・苦・
不苦不楽という］三［種の］受をひとりの人物が同時に感受する という
不合理に陥ってしまう。そして，今，このような不合理な帰結が導出され
るのは，この帰結の前提となっている存在するものを現在のみに限定する
対論者の見解が誤っているからである。よって，対論者は，この現在世に
付されている

のみ

という限定を解除して，三種の受が過去世あるいは

未来世にも存在することを認めなければならないというのである。この帰
謬論証によっては，過去と未来の受が実際に存在することが直接的に証明
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⑻

されるわけではないが，そのことが間接的に支持される。
これによりてこれをみれば，上記の有部による論証【D】
【E】は，論証
の形式はとっているものの，実質的には質問の三つ選択肢［3］を換言し
て解説しているに過ぎず，本質的な論証は発問の前段階において言外で処
理されている過程［2］において完了している。よって，以上の議論は，
暗黙の前提［1］を核心としていると言える。
しかるに，このような前提［1］は何を拠り所として妥当とされるのか。
以下，小稿では，この暗黙の前提［1］の拠り所について吟味する。なお，
この拠り所は
か

何を根拠として，仏陀の言葉は正しいものと認められるの

という問いに一つの解釈を与えるものとなろう。

3． 説かれているがゆえに実際に存在する 【1‑1】という前提は
何を拠り所として成立するのか

3.1. 記別されている(説かれている)がゆえに［実際に］存在する
【1‑2】という論証の分析
さて，有部は以上の論証において

釈尊によって説かれているがゆえに，

実際に存在する 【1‑1】という前提［1］を暗黙の裡に利用していたが，
識身足論

目乾連蘊

の論証には，これと同様の論理的包摂関係を顕示

する例がある。よって，これを分析することで，暗黙の前提［1］が何を
拠り所として成り立つのかを解明することができるかもしれない。
その例は，［今生においては］四種の静慮（ dhyana）を目の当たりに
した

と告げる臨終の比丘の記別（ vyakarana）を話題としつつ， 記別

されているがゆえに，
［実際に］存在する という論理的包摂関係を明示
しながら，過去あるいは未来の四種の静慮が［実際に］存在することを論
94
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証しようとするものである。

識身足論

535b12‑22

【イ】［対論者］彼（目連）は答えて言う［だろう］
。 そのとおりであ

る［と認めます］
。すなわち，そのような具寿の臨終の時に，
［その具寿と］ともに梵行に励んだ聡明な同輩たち（諸識達同梵
行）が来詣して，
［その具寿に］質問して

具寿よ。
［君は］当

然，自身によって目の当たりにされたものについて記別しなけ
ればならない

と言った［としたら，これに対して］彼（臨終の

具寿）は以下のように［答えて］言う［でしょう。
］ 具寿［た

ち］よ。私は，今の時点で，もはや世俗の四種の静慮を獲得し
ています

と。

【ロ】［立論者］［我々は］彼（目連）に詰問して言うだろう。 それで
は，その具寿は，如何なる目の当たりにされた［四種の静慮］
について記別したのか。過去［の目の当たりにされた四種の静
慮］か。未 来［の 目 の 当 た り に さ れ た 四 種 の 静 慮］か。現 在
［の目の当たりにされた四種の静慮］か と。
【ハ】［立論者］ もし［君（対論者）が］［その具寿は］過去［の四種
の静慮］を記別する

と言うならば，［過去の四種の静慮が記別

されているがゆえに，
］過去［の四種の静慮］は［実際に］存在
すると［君は］説かなければならないはずである。［そうであれ
ば， 過去の事物は存在しないものである

と言う君にとって

も，］過去［の四種の静慮］は存在しないことにならないはずで
ある。
［よって，
］ 過去［の事物］は存在しないものである

と

［君が］言うならば，道理にかなわないこと（自身の語が互いに矛
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盾すること）になってしまうのである。

［立論者］ もし［君（対論者）が］［その具寿は］未来［の四種
の静慮］を記別する

と言うならば，
［未来の四種の静慮が記別

されているがゆえに，］未来［の四種の静慮］は［実際に］存在
すると［君は］説かなければならないはずである。［そうであれ
ば， 未来の事物は存在しないものである

と言う君にとって

も，
］未来［の四種の静慮］は存在しないことにならないはずで
ある。
［よって，
］ 未来［の事物］は存在しないものである

と

［君が］言うならば，道理にかなわないこと（自身の語が互いに矛
盾すること）になってしまうのである。

【ニ】［立論者］ もし［君（対論者）が］［その具寿は］現在［の四種
の静慮のみ］を記別する

と言うならば，［現在の四種の静慮が

記別されているがゆえに，現在の四種の静慮が記別される対象
たる心（所記心）として実際に現在に存在し，かつまた，記別さ
れているがゆえに，記別する心（能記心）がそれらと同時に現在
に存在することとなるので，君は］ ひとりの人物において同時
に二つの心が存在する。［二つの心とは，
］一つには記別される
［心］（所記［心］）であり，二つには記別する［心］（能記［心］）
である

と説かなければならないことになってしまうだろう。

さらにまた，
［君が，それら現在の四種の静慮という記別される
対象たる心（所記心）が，とりもなおさず，記別する心（能記心）
ともなると言ったとしても，その場合には，その具寿は］心の
集中状態の真っ直中（定中）において［ありのままのあり方と
は］異なる言葉（異語）を説かなければならないことになってし
まうだろう。
［しかるに，
］これは［ひとりの人物において同時
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に二つ以上の心が存在することはないという道理と矛盾するか
ら，さらには，心の集中状態の真っ直中においてはありのまま
のあり方と異なる言葉が説かれることはないという道理と矛盾
するから］不合理である。

【イ】ここにおける対論者の発言の前おいては，先述の論証の【A】と
同様に対論者の見解がまず提示され，次に有部所伝の

長阿含経 の中に

⑼

収められていると言わ れる

広義法門経 （ Āryarthavistaranama dhar-

⑽

maparyaya）の 二十二処

題となる

四種の静慮

についての一節をほのめかしながら，論証の主

が一般的に存在することを有部が対論者に対して

確認している。そして，主題となる

四種の静慮

の成立に同意したとこ

ろで，対論者が同意の根拠となる文言を披露してみせるのが，この箇所で
ある。そして，奇しくも，ここに示される文言によって，対論者が論証の
主題となる

四種の静慮

の

記別される

ことを自ら進んで認めたこと

となる。つまり，このような遣り取りをとおして，命題の主語たるものが
成立すること，および，命題の主語たるものに論証因となる性質が所属す
ることが，一般的に言って認められることが立論者と対論者の共通見解と
して確認されたこととなる。
【ロ】このようにして確認された

四種の静慮

は，有為法であるから，

個別的に言えば，過去と未来と現在の 四種の静慮
よって，理論的に言えば，ここにおける

が存することとなる。

四種の静慮

も過去・未来・現

在に配当される可能性があることとなる。有部はこれを利用して，この四
種の静慮が過去のものであるか，未来のものであるか，現在のものである
かを対論者に巧みに選択させようとする。
【ハ】そこで，仮に，その臨終の比丘が

過去
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種の静慮を］記別する

のだとしたら，換言すれば，過去あるいは未来の

四種の静慮がその臨終の比丘によって記別されているのだとしたら，［あ
るものが］記別されているということは，
［実際に］存在することを含意
する

ので， 過去

あるいは

ゆえに，
［実際に］存在する

未来の四種の静慮は，記別されているが
こととなる。すなわち，ここにおいて先述

の三種の受に関する論証の際に暗黙の前提［1］となっていた

説かれて

いるがゆえに実際に存在する 【1‑1】という関係と同様の論理的包摂関係
が顕示されているのである。

有部による過去あるいは未来に関する論証【ハ】における論理的包
摂関係
あるもの

：（記別されている→［実際に］存在する）

［4］

論理的包摂関係（記別されている→［実際に］存在する） 【1‑2】

【ニ】しかるに，対論者は
ある

過去と未来［の事物］は存在しないもので

という自らの言葉と矛盾を来すがゆえに， 過去

［の四種の静慮］が記別される

未来

と説くことはできない。よって，四種の

静慮が記別されるとすれば，対論者には
る

あるいは

現在［の四種の静慮］を記別す

可能性だけが残ることとなる。

そして，対論者が もし［その具寿は］現在［の四種の静慮のみ］を記
別する

すなわち

現在［の四種の静慮のみ］が記別される

と言うなら

ば，その場合には，まず，
【ハ】と同様の前提［4］（≒前提［1］）に従って，
現在［の四種の静慮という心］は，記別されているがゆえに，記別され
る［対象］（所記）として現在において存在する
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そしてまた，ここにおいてはこれとは別の前提が新たに導入される。す
なわち， 記別されている場合には，必ず，
［記別される対象を］記別する
心（能記）が存在する

という前提がそれである。よって，現在の四種の

静慮が記別されている場合にも，その現在の四種の静慮という心を記別す
るための記別する心（能記）が現在において存在しなければならない。
以上を踏まえると，現在の四種の静慮という心が記別されている場合に
は，必ず，記別される対象たる現在の四種の静慮という心（所記）が現在
に存在し，かつまた，それとは別個にそれらを記別する心（能記）が現在
に存在することとなるので，二心和合という望ましからざる帰結に陥るこ
ととなる。
ここにおいて新たに導入された前提を以下に示しておこう。

能記心に関する前提
（記別されている→記別する心（能記）が存在する）

［5］

論理的包摂関係（記別されている→記別する心（能記）が存在する）

【2‑1】

以上より，ここにおける論証が成立するためには，まず
記別されている場合には，必ず，あるもの

あるもの

が

が［記別される対象（所記）

として実際に］存在する 【1‑2】という前提［4］
（≒前提［1］）と
もの が記別されている場合には，必ず，［それ

ある

を］記別する心（能記）

が存在する 【2‑1】という前提［5］が成立していなければならないこと
となる。よって，上記の二つの前提がいかなる拠り所に基づいて成立する
かを吟味しなければならない。なお，結論を先取りして言えば，以上に示
した二つの前提は，実は

あるもの

が記別されている場合には，必ず，
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［それ

を］記別する心（能記）が存在し，
［それ

記）が存在する場合には，必ず，あるもの
として実際に］存在する

を］記別する心（能

が［記別される対象（所記）

という一連の前提として把握することができる。

論理的包摂関係【1‑2】
あるもの ：（記別される→ 能記心が存在する

→所記として存在する）

（能記心によって知られる)
論理的包摂関係
【2‑1】

そしてさらに，この一連の前提は 記別される対象（所記）の存在
原因として，それ

を知る能記心が生じ【3‑1】，さらに，それ

記心を原因として，それ

を

を知る能

を記別すること（記別）が生ずる【3‑2】（所記

⇒能記心⇒記別）という因果関係に基づいて推論されたものであることが

知られる。

因果関係【3‑1】
所記（対象）

⇒

能記心（心）

⇒

記別（発語）

因果関係【3‑2】

以下では，この二つの必須の因果関係【3‑1】
【3‑2】を順に確認する
が，しばらく，能記心と記別の間にある因果関係【3‑1】
，つまりは，心
と発語の間にある因果関係について
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3.2. 能記心（心）と記別（発語）の因果関係【3‑1】の

察

アビダルマの文献には，発語と心との関係について論じた議論がいく
つか存するが，記別（記別される語）と能記心（記別する心）の関係の議
論に相当するものは，言葉（ vac）と尋（ vitarka, 大まかに事物を探求
する心のあり方）
・伺（ vicara, 細かに事物を

察する心のあり方）の関係

の議論であろう。まず，初期のアビダルマ文献である

集異門足論

に

おいては，尋・伺と言葉の関係について，以下のように述べられている。

集異門足論

379b13‑16

語行（ vaksamskara, 言語という作り出されたもの╱言語を作り出すも
の）とは，どのようなものか。答えて［曰く

］言葉（ vacana）も語行

と名づけられ，言語的行為（ vakkarman）もまた語行と名づけられ，尋
（ vitarka）と伺（ vicara）もまた語行と名づけられる［が，釈尊は］こ

れらの事物のうち，本意としては，尋と伺［こそ］を語行として説かれて
いる。なにゆえか［といえば，経典に］ かならず，探求し（ vitarkya），
察 し た あ と に（ vicarya），言 語（ vac）を 語 る。探 求 せ ず（ avitar，
kya）

察しないで（ avicarya），［言語を語ることは］ない ［と説かれ

ているからである。］このゆえに，尋と伺［こそ］を説いて語行（語を作
り出すもの）とするのである。

ここでは， 語行 （ vaksamskara）という概念が話題として挙げられ
ている。この
るいは
もの

語行

という複合語は， 語という作り出されたもの

あ

語を作り出すもの と二様に解釈され， 語という作り出された
と解釈される場合には，その同義語として
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言語的行為 （ vakkarman）が割り当てられ， 語を作り出すもの
釈される場合には，その同義語として

尋・伺 （ vitarkavicara）が割り

当てられるようである。このうち，集異門足論
すもの

においては，語を作り出

という後者の解釈が重んじられている。それでは， 集異門足論

では，なぜこの解釈を優先させるのかと言えば，経典に
し，

と解

察したあとに，言語を語る。探求せず，

ることは］ない

かならず，探求

察しないで，［言葉を語

と説かれているからであると言われる。必ず，あるもの

のあとにあるもの があり，あるもの
としたら，その場合には，あるもの

がない場合にあるもの

とあるもの

がない

は因果関係にあること

となる。そうであれば，この経典からは，心に帰属するものである尋・伺
と実際に発せられる言葉が因果関係にあることが明らかとなるはずである。
このことより，語行（語を作り出すもの）は尋・伺であると言うのが，こ
こにおける趣旨である。以上よりすれば，語を作り出すものである尋・伺
という原因から，語として作り出されたものである言葉という結果が生起
すると言うことができる。

尋伺と言葉にある因果関係
語を作り出す尋・伺（原因）⇒言葉（結果）

また，以上の

［6］

察に従って，記別（記別される語）と能記心（記別する

心）の関係をまとめると，以下のように言うことができよう。まず，記別

は言葉の中の特殊なものと

えられるので，記別も尋・伺という原因から

生じていると言える。一方，能記心は，記別という言葉を作り出すもので
あるから，必然的に，語を作り出す尋・伺の働きと相応していることとな
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る。ゆえに，尋・伺の働きを伴う能記心と言葉に含まれる記別の間にも因
果関係を想定することができる。

能記心と記別にある因果関係【3‑1】
尋・伺の働きを伴う能記心（原因）⇒言葉に含まれる記別（結果）［6ʼ
］

3.3. 所記（対象）と能記心（心）の因果関係【3‑2】の 察
次に所記（対象）と能記心（心）の間にある因果関係【3‑2】について吟
味しなければならないが，そのためには，まず，記別（発語）と所記（対
象）の関係についての

を扱ったものとして

察が必要となる。アビダルマ文献には，この問題

この議論は，ある対象

言依 （ kathavastu, 言論の拠り所）の議論がある。

と

の関係について

所記

を語る 場合における，語られる対象

察したものである。よって，語られる対象である

と語ることである

記別

も，この

言依

の議論の文脈の中で

吟味することができよう。初期のアビダルマ文献である
おいては

言依

集異門足論

と語るこ

は以下のように

集異門足論

に

察されている。

378c23‑379a3

三つの言論の拠り所（ kathavastu）とは，すなわち，過去（ atı
ta）の言
論の拠り所と未来（ anagata）の言論の拠り所と現在（ pratyutpanna）の
言論の拠り所である。……過去の諸行はまた名づけて拠り所（ vastu）と
される。
［なんとなれば，］これ（過去の諸行）が，言論の原因……である
からであり，［かつ，
］過去の［諸］行に依存して諸々の言説が生起するか
らである。［以上のゆえに，］過去の諸行が過去の言論の拠り所と名づけら
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れるのである。

これによれば， 言依 （言論の拠り所）には，過去と未来と現在の三種
があり，それは過去と未来と現在の諸行（ samskara, 諸々の条件によって
作られたもの）であることとなる。それでは，なぜ，そのような過去の諸

行などが言依（言論の拠り所）と呼ばれるのかと言えば，それは これ
（過去の諸行）が，言論の原因……であるから

で あ り，かつ， 過 去 の

［諸］行に依存して諸々の言説が生起するから

であると言われている。

つまり，諸行と言論との間に，原因と結果の関係があり，かつ，所依（依
存されるもの）と能依（依存するもの）の関係があることから，諸行は言依
（言論の拠り所）と規定されるということである。

これによれば， 言依

に相当する所記（対象）と

言論

に相当する

記別の間にも，①因果関係（所記⇒記別）と②所依能依関係（所記＞記別）
が成り立つこととなるが，一体，ここにおける①因果関係と②所依能依関
係とは，どのような意味でのものなのか。

言依と言論，所記と記別の間にある因果関係と所依能依関係
①言依（原因）⇒言論（結果），かつ，②言依（所依）＞言論（能依）
①所記（原因）⇒記別（結果），かつ，②所記（所依）＞記別（能依）

言依

と

言論 ，延いては，所記と記別における以上のごとき二様の

関係を探るべく，後世のアビダルマ文献を参照すると， 婆沙論（旧）
婆沙論（新） の記述から，まず，これら
論

を説く者によっての
104
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言依

という観点があることが知られる。さらに

沙論（新） とを検討すると， 言依
と

能依

と 言論

婆沙論（旧） と

婆

との間に存する 所依

の関係は，主として 言論 を聴く者にとっての

言依

とい

う観点に注目した場合の， 名 （ naman）を仲介とした，言論が作用す
る領域としての

言依

と作用するものである

言論

との関係であるこ

とが判明する。なほ，これより後のアビダルマ文献になると， 言依
言論

の関係は，もっぱら，この

名

を仲介とする 所依

と

能依

の関係性によって説明されるように なる。一方， 言依

と

における 原因

婆沙論（新） か

ら， 言論

と

結果

の関係は， 婆沙論（旧）

を説く者にとっての観点に注目した場合の， 名

た，原因としての

言依

と結果としての

唆される。このことから， 言論

言論

の間

を仲介とし

の関係であることが示

を説く者における 名

象（ 言依 ）という議論に注目すると， 識身足論

言論

と

の関与する対

の所縁（ alambana）

を解説する箇所（ 所縁縁蘊 ）に，語られる対象と名とを倶に扱う議論を見
いだすことができる。そこでは，対象と名を倶に 所縁と捉えて，次のよ
うな議論を展開している。

識身足論

559b27‑559c3

眼識は，ただ青色［という対象］を認識することだけができ， これ（青
色という対象）は青色である

と［名を介して］認識することはできない。

意識もまた［眼識と同様に，］青色［という対象］を認識することができ
る。
［そして，その意識のうち，
］それ（青色という対象）の［ 青色 とい
う］名をまだ認識できていない［意識］に限っては， これ（青色という対
象）は青色である

と［名を介して］認識することはできず，もし［その

意識が］それ（青色という対象）の［ 青色 という］名を認識できている
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なら，その場合には［その意識は］青色［という対象］を認識することも
できるし， これ（青色という対象）は青色である と［名を介して］認識
することもできる。黄色や赤色や白色などに関してもまた青色の場合と同
様である。

こ こ で の 議 論 は 次 の よ う に 要 約 す る こ と が で き る。す な わ ち，名
（ naman）を認識できない眼識

耳識，ないし，身識も同様

とまだ名

を認識できていない意識は，対象（ artha）を認識することだけができて，
対象

は A である

と認識することはできない。一方，名を認識できて

いる意識は，対象を認識することもできるし， 対象

は A である

と認

識することもできると言うのである。このうち，小稿の議論と関わるのは，
後者の名を認識できている意識のみであるから，これのみを因果関係中心
にまとめると，一つの例外もなく認識は必ず所縁という原因から生ずると
える有部にとっては，この意識の場合にも，対象と名という所縁を原因
として，対象のみを認識する意識，あるいは， 対象

は A である

と認

識する意識が結果として生ずると言うことができる。

名を認識できている意識にみられる因果関係
対象

対象のみを認識する意識

かつ（原因）⇒（結果）
名

あるいは
対象

は A である

さらに，結果として生ずる二種の意識について

と認識する意識

察すれば， 対象

は

A である と認識する意識ついては，以下に示すように尋・伺との関与
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が窺える。

AKVy 140, 13‑21.
昔の論師は言う……。例えば，多くの瓶が置かれている場合に，拳によっ
て一撃を加えるときに，それら［の瓶］のうち， 堅固なものは，どれか。
脆弱なものは，どれか

と

察するもの（uha）がある場合，それが尋で

ある。
［そして，］ この限り［の瓶は］堅固である。
［この限りの瓶は］脆
弱である と最終的に把握するもの（grahana）がある場合，それが伺で
ある。

これによれば， ある特徴 A を有するものはどれ
が尋であり，さらに，そのようにして探求された
る

か

と探求するもの

あるもの

は A であ

と把握するものが伺であるということにある。しかるに，この説は，

昔の論師（purvacarya）の説であるので，古い時代の有部の

え方と全く

同じとは限らない。そこで，アーガマにおける尋・伺の働きをその動詞形
から調べてみると，尋と伺は両方ともに，例えば
と

察したり，法

これ

を聴かれたとおりのあり方［A］
で

うに，ある特徴を有する対象

をそのあり方［A］
として

することが確認される。よって，このような
るのであれば， 対象

は A である と

は苦［A］である
察したりというよ
察する働きを有

え方が伝統として根源にあ

察する心の働きを，概ね，尋・

伺として捉える分には，有部においても，中らずと雖も遠からずというこ
とになるはずである。これよりすれば， 対象
意識は， 対象

は A である と

は A である

と認識する

察する尋・伺の働きを伴う心であると

言うことができる。
よって， 語を作り出す尋・伺という原因から言葉という結果が生ずる
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という前提［6］をこれに合流せしむることが可能となるから，まず，対
象

と名という所縁を原因として尋・伺の働きを伴う

る

と認識する意識が生じ，次に， 対象

は A である

対象

は A であ

と認識する意識

と相応する尋・伺という原因から言葉という結果が生ずると想定すること
ができる。
ゆえに，この因果関係を
依

は

対象

言依

と 言論 の文脈でとらえると， 言

に相当し， 言論

は

言葉

に相当するから， 言依

A である と認識する意識，ないし，それと相応する
として， 言依 と

言論

尋・伺

を仲介

は間接的因果関係にあると言うことができる

こととなるし，また，記別と所記の文脈でとらえると， 所記
る

は

は A であ

と認識する意識，すなわち， 能記心 ，ないし，それと相応している

尋・伺

を仲介として， 所記

と

記別

も同様の関係にあると言うこ

とができることとなる。

言依

と

言論 ， 所記

言依⇒ 言依

と

は A である

記別

にある因果関係

と認識する意識 尋・伺 ⇒言論

所記⇒ 所記 は A である と認識する意識≒能記心 尋・伺⇒記別
［7］

よって，ここに，所記（対象）と能記心（心）が因果関係【3‑2】にある
ことが確かめられることとなる。

3.4.

記別されているがゆえに［実際に］存在する【1‑2】という前提の拠り所

以上より，ここにおける帰謬論証は，因果関係にある
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所

記

がともにあるひとりの人物の現在の心であるという特別な場合を取り

扱ったものであることが分かる。
さらにまた，これは過去と未来の論証にも同様に適用される。すなわち，
所記（記別される対象）という原因からは，能記心（能記心によって知られ
ること）という結果が生じ【3‑2】
，その能記心を原因として記別という結

果が生ずる【3‑1】（記別⇒能記心⇒記別）。よって，この因果関係から推論
すれば，記別される場合には，必ず，能記心（能記心によって知られるこ
と）が存在し【2‑1】
，能記心が存在する場合には，必ず，それによって知

られるものが所記として実際に存在する（記別される→能記心によって知ら
れる→所記として実際に存在する）という論理的な包摂関係が成立するので

ある。したがって，過去あるいは未来の四種の静慮が記別されるとしたら，
過去と未来の四種の静慮は，記別されるがゆえに，能記心によって知られ，
さらに能記心によって知られるがゆえに，実際に存在する（過去あるいは
未来の四種の静慮：（記別される→能記心によって知られる→実際に存在す
る）
）
。

よって，この前提をまとめると以下のように示すことができる。

修正される 記別されるがゆえに［実際に］存在する 【1‑2】という前提［4］（［5］）
あるもの

：（記別される
→［能記心（尋伺相応）によって知られる］
→［実際に］存在する）
［8］
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4．［ありのままに］観察されるがゆえに［個別のあり方をするも
のとして］存在する という三世実有論証との関係からの 察
ところが，ここで注意しなければならないのは，この

識身足論

では，

あるものが ［ありのままに］観察されるがゆえに，
［個別のあり方をする
ものとして］存在する
実際に存在する

という基本的な三世実有論証から知られるように，

ものとは言っても，諸法の上に仮に構想されたような

瓶や人などではなく，個別のあり方をする諸法のみが存在することを論証
しようと志向していることである。よって，先述の論証においても，瓶や
人などの仮の存在ではなく，個別のあり方をする諸法の存在だけが証明さ
れなければならない。ゆえに，ここにおける

能記心

も，基本的三世実

有論証における

観察

と同様に，個別のあり方をする対象を

ありのま

まに知る能記心

でなければならない。なんとなれば，個別のあり方をす

るものとしては色蘊や五蘊しか存在しないとしても，それと対応しないあ
り方で瓶や人などが知られている場合には，知られていることによっては
個別のあり方をするものとして存在するものは証明されないからである。
さらにまた，個別のあり方をするものとして存在する色蘊や五蘊をありの
ままに知る心があるとしても，世間には個別のあり方をする対象と合致し
ない内容を有する心も存在するので，そのような心が
これは人である

これは瓶である

と説いてしまうこともありえる。よって，この場合に

は，単に説かれたということからは個別のあり方をする対象をありのまま
に知る心は論証されない。ゆえに，ここにおける

記別

は，単なる記別

ではなく，個別のあり方をする対象をありのままに知る能記心の内容とあ
りのままに対応する記別でなければならない。
以上の
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と，厳密には， あるもの
必ず，あるもの

が［ありのままに］記別されている場合には，

が能記心によって［ありのままに］知られており，ある

もの が能記心によって［ありのままに］知られている場合には，必ず，
あるもの

は［個別のあり方をするものとして］存在する【2‑1】 と再修

正されなければならない。これをまとめると，以下のように示すことがで
きよう。

再修正される 記別されるがゆえに［実際に］存在する 【1‑2】という前提［4］（［5］）
あるもの ：（［ありのままに］記別される
→［能記心（尋伺相応）によってありのままに知られる］
→［個別のあり方をするものとして］存在する）［9］

さらに，この前提を推論するための根拠となった因果関係についても再
察すれば， まずは，個別のあり方をする存在を原因として，それをあ
りのままに知る能記心という結果が生じ【3‑2】，次に，そのありのままに
知る能記心を原因として，ありのままなる記別という結果が生ずる【3‑
1】 とするのが正確であろう。これをまとめると，以下のようになる。

修正される

所記

と

記別

にある因果関係【3‑2】【3‑1】［7］

［個別のあり方をする］所記
⇒［ありのままなる］能記心
⇒［ありのままなる］記別
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5．ま

と

め

以上より， 釈尊によって説かれているがゆえに実際に存在する

とい

う場合であれ， 臨終の具寿によって記別されているがゆえに［実際に］
存在する

という場合であれ，その妥当性は，釈尊による教説や具寿によ

る記別が，釈尊や具寿のありのままの知を原因として生じていることに基
づくと言えよう。ゆえに，仏教徒が，何を根拠として，仏陀の言葉を正し
いものと信じていたのかと言えば，それは，仏陀の言葉が，仏陀のありの
ままの知（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知）
を原因として生じていることを根拠としていると言うことができよう。た
だし，その後， 仏陀によって説かれたものは，何であろうとも例外なく
すべて実際に存在するのか

という問題が直ちに生じ，アビダルマの学僧

たちの興味は，その言葉の対象（あるいは，その知の対象）の方の分析へと
向いていく傾向をみせるが，これらの事柄に関する

察は今後の課題とし

たい。

略号
・AKBh：Abhidharmakosabhasya (Vasubandhu), ed. P. P RADAN, Patna,
1967.
・AKVy：Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (Yasomitra), ed. U.
W OGIHARA, Tokyo, 1971.
・AVDhP： Arthavistaranama dharmaparyaya, P shu No.984, D sa No.
318.
・D： 高野山大学附属図書館所蔵 デルゲ版西蔵大蔵経 ．
・MN：Majjhimanikaya, PTS.
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・P：大谷大学図書館所蔵 影印北京版西蔵大蔵経 .
・SN：Samyuttanikaya, PTS.
・ 広義法門経 ：真諦訳 広義法門経 大正蔵1, No.97。
・ 集異門足論 ：玄 訳 阿毘達磨集異門足論 大正蔵26, No.1536。
・ 識身足論 ：玄 訳

阿毘達磨識身足論 大正蔵26, No.1539。
・ 雑阿含 ：求那跋陀羅訳 雑阿含経 大正蔵2, No.99。
・ 婆沙論（旧）：浮陀跋摩・道泰等訳 阿毘曇毘婆沙論

大正蔵28,No.1546。
・ 婆沙論（新）：玄 訳 阿毘達磨大毘婆沙論 大正蔵27, No.1545。
・ 普法義経 ：安世高訳 仏説普法義経 大正蔵1,No. 98。
・H ARTMANN, Jens ‑Uwe ［2004］: “
Contents and Structure of the
Dı
rghagama of the (Mula‑) Sarvastivadins”, Annual Report of The
International Research Institute for Advanced Buddhology at Soka University, Tokyo.
・岩松浅夫［1997］
： ［根本］有部の長阿含経について

印度学仏教学研究

91，東京，日本印度学仏教学会。
・飛田康裕［2006］
：

識身足論

における一理由の

察

東洋の思想と宗

教 23，東京，東洋哲学会。
・飛田康裕［2010］
： 三世実有論証に付随してなぜ二心和合の問題が扱われ
るか

識身足論 の帰謬論証における仮説

久遠 43，東京，早稲田

大学仏教青年会。
・原田和宗［1998］
： 言語に対する行使意欲としての思弁（尋）と熟慮（伺）
経量部学説の起源（1）

密教文化 199/200，和歌山，密教研究会。

・本庄良文［1982］
： シャマタデーヴァの倶舎論註

根品（4）

南都仏

教 48，奈良，南部仏教研究会。

註
⑴ AKBh 295, 2‑296, 1.
⑵ AKBh 295, 8.
⑶ 拙稿［2006］参照。
⑷ 拙稿［2010］参照。
⑸ 註8参照。
⑹

識身足論 には，楽と苦と不苦不楽の三種の受を話題とした論証と同様

のものが，他に一例，存する。そこにおいては身体的な受（身受）と精神的
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な受（心受）の二種の受を話題として論証が展開される。 識身足論 534
a6‑21参照。
⑺ A：（B → C）という場合，（B → C）は，B という概念が C という概念
を論理的に包摂していることをしめし，A：B は A に B という概念が論証
因として適用されることを表す。以下同様。
⑻

過去と未来［の事物］は存在しないもの であって，有為法に関しては
現在［の事物のみ］が存在するもの と

える対論者に対して，三世実有

を認めさせるためには，①過去 かつ 未来の事物が存在することを証明し
てみせる方法と，②存在する事物を現在だけに限定する不合理を示す帰謬論
証を通して，過去 あるいは 未来の事物が存在することを論証する方法とが
存する。このうち，三世実有の論証という意味で決定的な論証は，前者
（①）のほうであり，後者（②）は前者（①）を間接的に支持する補助的な
論証にすぎない。この受に関する論証における 過去 あるいは 未来［の
三種の受］は，釈尊によって説かれているがゆえに，実際に存在する とい
う論証は，条件さえ整えば過去 かつ 未来の受が存在することを証明する
決定的な論証ともなりうる。しかし，今の場合，受が釈尊によって説示され
るためには，受が過去 かつ 未来に存在する必要はなく，過去 あるい
は 未来に存在すれば十分である。よって，この受に関する論証は，形式上
は前者（①）と同様であるものの，内容的には後者（②）の補助的論証の域
にとどまるものである。
⑼ 岩松［1997］
，H ARTMANN［2004］参照。
⑽ AVDhP P200b8f.,D191b2f.， 広義法門経 920c24f.， 普法義経 923c20
f.，並びに，註11参照。
対論者によって示されたこの文言は，アーガマの一節をそのまま引用した
ものではないようであるが，これも，やはり， 広義法門経 の内容に忠実
に則っていることが窺える。AVDhP P201a7ff., D192a2f.， 広義法門経
921a14‑18.， 普法義経 923c28ff. 参照。
註8参照。
この帰謬法が成立するためには，さらに他に，いわゆる 心法 と 心所
法 は自身を認識することができず（条件①），かつ， 心法 と 心所法
は自らと相応している

心法 と

心所法 を認識することができず（条件

②）
，かつ，ひとりの人物において二つの心が同時に存在することがない
（条件③）という三つの条件が，少なくとも対論者において成立しているこ
とが不可欠である。 識身足論 の後， 毘婆沙論 においては，有部によっ
てもこれらの三条件は全て容認されるが， 識身足論 の段階において有部
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がこれらの三条件を全て認めるか否かについては議論の余地がある。詳細に
ついては，拙稿［2010］参照。
(D⇒E）という場合，D を原因として E という結果が生ずることを表す。
以下同様。
玄

訳 阿毘達磨法蘊足論 大正蔵26，No.1537，483b14f.；玄

訳

阿

毘 達 磨 品 類 足 論 大 正 蔵26，No.1542，693a20f.，700c20‑23（求 那 跋 陀
羅・菩提那舎訳 衆事分阿毘曇論 大正蔵26，No.1541，627b25f.，635b21
；玄 訳 阿毘達磨発智論 大正蔵26，No.1544，927b20f. (僧伽提婆・
ff.）
竺仏念訳

阿毘曇八

度論 大正蔵26，No.1543，782b14f.)参照。

註15参照。
集異門足論 には，これが経典に説かれているとは明言されないが，他
のアビダルマ文献から，これが経典の文言であることが知られる。 婆沙論
（新） 416b5， 婆沙論（新） 860c12参照。また，AKBh 61, 5f.にも，他の
者（経量部）たちの説として，同じ経文が引用される。原田［1998］で明ら
かにされているように，尋・伺を 語を作り出すもの に特化して規定する
仕方は，確かに 伽行派特有のものであるかもしれない。しかるに，尋・伺
に語を作り出す働きが存するという え方自体は有部の伝統にも存するもの
である。なお，これに相当する経典としては， 雑阿含

150a28f.， MN 1,
301, 26ff.，SN 4, 293, 25f.が知られる。 ただし，これらの経文には，諸論書
に挙げられる

探求せず，

察しないで，
［言語を語ることは］ない

とい

う後半部分は存在しない（本庄［1982］参照）。
ヤショーミトラ（AKVy 21, 17‑19）によれば，言論の拠り所は，言論に
よって依存されるもの（言論の作用する領域）であるという条件と言論の原
因であるという条件の二つが完備することによって規定されることが知られ
る。
(F＞G）という場合，F が G によって依存されるものであり，G が依存
するものであることを表す。以下同様。
婆沙論（旧） 61a18f.， 婆沙論（新） 74a28f.参照。
婆沙論（旧） 61a14ff.， 婆沙論（新） 74a24‑28.参照。
Cf. AKVy 21, 6ff.
婆沙論（旧） 61a17， 婆沙論（新） 74a28f.参照。
以上の 婆沙論（旧）

婆沙論（新） における言依の議論の詳しい

察

は別稿にゆずる。
婆沙論（新） 74b1f. 参照。
識身足論 559c3‑16.
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Cf. AKBh 144, 2f.;AKVy 305, 22ff.
拙稿［2006］参照。
以下にその一例を示す。SN 5, 418, 4‑7（ 雑阿含 109b26f.に相当）：
vitakkenta ca kho tumhe bhikkhave idam dukkhan ti vitakkeyyatha,
［pe］
,ayam dukkhanirodho ti vitakkeyyatha,ayam dukkhanirodhagaminı
patipada ti vitakkeyyatha.;AN 3, 381, 32‑382, 9（ 雑阿含 267a5‑10に相
当）
：puna ca param Ānanda bhikkhuno pancahi orambhagiyehi samyojanehi cittam avimuttam hoti.so tamhi samaye maranakale na hʼ
eva kho
labhati tathagatam dassanaya, na pi tathagatasavakam labhati dassanaya, api ca kho yathasutam yathapariyattam dhammam cetasa
anuvitakketi anuvicareti manasanupekkhati. tassa yathasutam yathapariyattam dhammam cetasa anuvitakkayato anuvicarayato manasanupekkhato pancahi orambhagiyehi samyojanehi cittam vimuccati.ayam Ānanda tatiyo anisamso kalena atthupaparikkhaya.
対象 は A である と 察する尋・伺の働きを伴うという意味では，
対象 は A である と認識する意識と能記心はほぼ一致すると言える。よ
って， 能記心 は，それにより生ずる言葉が 記別 という特殊なもので
ある場合の 対象

は A である と認識する意識の特殊な呼び名と

ことが許されよう。
拙稿［2006］参照。
拙稿［2006］参照。
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