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現存する説一切有部の論書群は、北伝のアビダルマ仏教の中ではどの部派文献よりも最も豊

富な量をほこる。しかもこれらは、初期・中期・後期にわたりそれぞれの時代的痕跡をよくと

どめる思想史を形成している。アビダルマ仏教のもつ、諸法の分析と統合化のいとなみという

性格からして、各時代の有部論書には諸法を定義づけてきた歴史が刻まれているといってよい。

本研究は、有部によって考究され体系化された諸法の定義づけを、ひとつの思想史としてその

変遷を解明することを目的とする。

そのための手続としてこれまで、これらの有部論書にみられる種々の法概念や慣用句など、

有部アビダルマが用いてきた用語とその解釈法を抽出して、それらを時代ごとに整理してまと

める作業を進めてきた。最終的には各時代ごとの網羅的なアビダルマ用語データベースのよう

なものを構築することを想定していたが、時間的な制約もあって、本プロジェクトの中では十

分な成果として報告できる段階に至らなかった。現在もその作業は継続中であり、総合的な成

果は将来何らかの形で公表したい。

以下に示す青原の論考は、その作業過程の中から明らかになった事実をもとにした成果であ

り、未解明な部分の多い初期論書を扱った考察である。ひとまずこれをもって研究報告に代え

る。
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説一切有部思想史の文献学的考察

初期有部論書にみられる諸法定義の特質

1.定型句としての諸法定義

1-1.類義語羅列的定義

青原令知

ここでいう初期有部論書とは『集異門足論Jr法謹足論Jr施設論』の三書を指すυ。これら

の論書における教説中の諸法の定義・解釈の仕方は非常に原初的であり、中でも特徴的に見ら

れる解釈法は、類義語等を羅列して説明する方法である。この解釈法は、中期論書にも引き継

がれ、『界身足論j本地分の諸法の定義において画一的に活用されているが、後に明確で簡潔

な定義に取って代わり、次第に用いられなくなる。この初期の定義法を明かすことが本稿の目

的である。

まず、この解釈法がどのようなものかを知るために、典型例として中期論書である『界身足

論』の整備された形のものを引用してみる。以下はその中の十大地法の定義である (T=r大
正新情大蔵経j巻数:頁段行数)2)。

【1】『界身足論j本地分(十大地法)T26: 614cl0-26 

「受J云何。謂受・等受・各等受・己受・嘗受・受所掻、是名「受J。

「想J云何。謂想・等想・現想・己想・嘗想、是名「想」。

「思」云何。謂思・等思・現思・己思・嘗思・思所揖・造心・意業、是名「思J。

「燭j云何。謂燭・等燭・現燭・己鱒・嘗燭、是名「燭」。

「作意J云何。謂心引於随引・等随引・現作意・己作意・嘗作意・警費心、是名「作意J。

「欲J云何。謂欲・能欲性・現欲性・喜築性・趣向性・希欲性・欣求性・欲有所作性、是

名「欲j。

「勝解j云何。謂心勝解性・己勝解・嘗勝解、是名「勝解J。

「念」云何。謂念・随念・別念・憶念・憶念性・不忘性・不忘法・不失性・不失法・不忘

失性・心明記、是名「念J。

「三摩地J云何。謂心住・等住・現住・近住・不範・不散・揖持寂止・等持・心一境性、

是名「三摩地j。

「慧J云何。謂於法簡揮・最極簡揮・極簡捧・法了相・近了相・等了相・聴叡・通達・審

察・決揮・費明・慧行・毘鉢舎那、是名「慧Jo
一見してこれらの記述法が特徴的であることが知られるが、このような類義語羅列的な諸法

定義は、むしろ初期論書において頻出する。のみならず、南伝の初期論書にも同種の記述がみ

られることから、初期の部派に共通する、あるいは分派以前から存在したものと思われる。さ
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らには一部は阿含・ニカーヤにもその原形がみられ、むしろ通俗的な同義語反復的表現がもと

になっていると思われるロそれが諸法や論母を定義づける定型句として使用されたことが、最

大の特徴である。おそらく初期論書が論蔵として分立される前の時代に行われていた経典注釈

法の痕跡であろう。それらはすでに中期において『品類足論』などで簡潔に再定義される傾向

にあり、『婆沙論』をへて『倶舎論Jや『順正理論jではほとんど用いられなくなるのである。

1-2.定義連句の特徴

これらの記述において列挙される語は無作為的にもみえるが、列記される種々の語の傾向を

あえて分類するなら、①接頭辞等を加えた同源の派生語、②三時の時制を表わす分詞などの派

生語、③種別を列挙するもの、④包摂を表わす語、⑤類義語、⑥対義語の否定形、⑦意味を定

義づける語旬、③教学上同等に扱われる法、に区別しうる。

①最初に自に付くのが、接頭辞を追加した同じ語根をもっ派生語である。これは上記【1】

でいえば、受 (vedana)・等受 (sarpvedana)・各等受 (pratisarpvedana)や、念 (smrti)・随念

(anusmrti)・別念 (pratismrti)のように、元の語に接頭辞を付加した語の列挙である。最も

単純な語の類推の仕方といえるo 初期の原典資料は限られているので、原語はあくまで仮に想

定したものにすぎないが、パーリや後世の党文資料の用例から、名詞・形容詞・分詞の他、動

調活用形の場合もあることが分かる。

②己受 (vedayita)・賞受 (vedaniya)、己想 (saqljnata)・嘗想 (sarpjnatavya)のように、

同一語根の過去分調や未来分調あるいはその動詞活用形などを用いたもので、現在形を並列す

る場合もあるD その語が現在に限定されず三時のあらゆる場合を含むことを明示するものであ

る。【1】の「勝解」の例(心勝解性・己勝解・嘗勝解)ように、ほぽこの要素だけが列挙され

るものも多い。過去・未来・現在を考慮する点で、三世実有が背景にあるといえなくもないが、

この三時の表現は元々、阿含・ニカーヤに常套的に広く用いられる表現であり、また大乗経典

にも散見する、たとえば『併説阿粥陀経j(T12: 348a15-16)の「於彼園土若己生・若今生・

蓋童生J(tatra ca buddhak~etra !!papatsyanti upapanna va upapadyanti va)などの表現

も根源は同じであろう。

③種別の列挙の例は上記【1】にはみられないので、別な例を示す。

【2】『集異門足論j七法品(七等覚支)T26: 435b4-8 

云何「経安等費支J。答諸聖弟子於苦思惟苦・於集思惟集・於滅思惟滅・於道思惟道無漏

作意相臆身軽安・心軽安・離安性・軽安類。是名「軽安等質支」。

この例では軽安 (prasrabdhi)の語義には触れず、身軽安・心軽安のニ種を列挙してそれらを

軽安性・軽安類に包括している。この場合の身軽安と心軽安は決して同格ではなく、内包する

別々の要素である。その両者を併せて全体が軽安等覚支といわれる。①の場合は、等受・各等

受などのいずれかを欠いても成立し、用例に増減があっても問題がないが、身軽安・心軽安の

( 3 ) 



説一切有部思想史の文献学的考察

場合はそうはいかない。列挙する意図が異なるのである。これは、結局は法数項目を「色種・

受組・想菰・行語・識麗Jなどと列挙することと変わりはないが、法を定義し定型句を作ると

いう目的があるのである。

④包摂を表わす語は、③の延長上にある。【1】にみられる「受所掻Jr思所掻Jのように、

その所属を明示するものである。受が受の所摂といつでもあまり意味をなさないように思える

が、これは③と組み合わせて次のように応用される。

【3】『集異門足論』三法品(三受)T26: 384b7-14 

「三受」者。ー禦受。二苦受。三不苦不築受。「築受J云何。答願集受鯛所生身築・心祭・

平等受・受所揮。是謂「築受J。復次修初第二第三静慮時順柴受鯛所生身柴・心築・平等

受・受所揮。是謂「築受Jor苦受J云何。答順苦受鯛所生身苦・心苦・不平等受・受所掻。

是謂「苦受Jor不苦不集受J云何。答順不苦不祭受鯛所生身捨・心捨・非平等非不平等

受・受所掻。是謂「不苦不集受J。

三受それぞれの意義を平等受・不平等受などによって峻別しつつ、それらがすべて「受jとい

う法に包摂されることを「受所撮jによって定義づけている。このような法の包摂関係を厳密

に確認する意識は、本格的に法体系を構築する中期論書で顕著にみられるが、初期の段階でも

すでにあったということである。

⑤類義語を用いた定義は、【1】にもあるが分かりやすい例を示そう。

【4】『集異門足論』七法品(七妙法)T26: 437a8-10 

云何「信J。答諸信・信性・現前信性・随順印可・巴忍禦・嘗忍築・現忍築・心滑滞。是

名「信j。

【5]r法濫足論j聖諦品(八支聖道)T26: 482a3-6 

云何「正勤J。謂聖弟子於苦思惟苦乃至於道思惟道、無漏作意相慮所有勤・精進・勇健・

勢猛・織盛・難制・働意不息。是名「正動J。

【6]r法誼足論j雑事品T26: 494c22-26 

云何「膜J。謂於有情欲矯損害・内懐栽杭・欲錆擾悩・己臓・嘗膜・現膜・築震過患・極

矯過患・意極憤悉、於諸有情各相違戻・欲鋳過患・己矯過患・嘗矯過患・現局過患。線名

局「膜j。

信に対する「随順印可Jr忍楽」、正勤に対する「精進Jr勇健jなどのように類義語を示す

ことは、端的にその法の理解を促す役割を果たす。【6】は説明的な表現となっているが、それ

が定型化して応用されるので、この範暗に含める。また、次の例も類義語を用いたものといえ

る。

【7】『集異門足論三法品(三世法)T26: 378c12-22 

「過去世」云何。答諸行己起・己等起・己生・己等生・巳縛・己現縛・己衆集・己出現・

落謝過去・童滅・離嬰・過去性・過去類・過去世掻。是謂「過去世Jor来来世J云何。答
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諸行未己起・未己等起・未己生・未己等生・未巳樽・未己現縛・未緊集・未出現・未来

性・未来類・来来世揮。是謂「未来世Joi現在世J云何。答諸行己起・己等起・己生・己

等生・己縛・己現縛・衆集・出現・住・未己謝・来己輩滅・未己離嬰・和合現前・現在

性・現在類・現在世揮。是謂「現在世J。

過去世・未来世・現在世は法体系に属するような特定の法ではなく、諸門分別のー要素であ

るが、そこにもこうした定義づけがなされる。②の要素を組み合わせた「起Ji生Ji転Ji尽

滅Jなどの類義語を用い、①④の要素を連ねて、執劫なまでの冗長な定義を行なっている。

⑥対義語に否定辞を加えて列挙する例は、【1】では「念jや「三摩地Jの中にもみられるが、

典型的な例を示す。

【8】『集異門足論J七法品(七非妙法)T26: 0436c18-21 

云何「不信j。答諸不信・不信性・不現前信性・不随順・不印可・不巳忍築・不嘗忍柴・

不現忍柴・心不滑滞。是名「不信J。

「不信 (asraddha)J自体が【4】の「信 (sraddha)Jの対義語であるから、その定義を応

用し、すべての語に否定辞を付して列挙しているのである。

⑦意味を定義づける語句とは、【1]の中の思 (cetana)の連句中の「造心 (cittabhi-

sarpskara) J、作意 (manaskara)の中の「瞥覚心 (cetasaabogal}) J、念 (sm:rti)の中の

「不忘失性 (asarppra-mo~a)Jあるいは「心明記 (cittabhilapana)J、三摩地 (samadhi)の

「心一境性 (cittaikagrata)Jなどであり、類義語というより、むしろ積極的にその語義を説

明する語である。これらはいずれも連句の最後に位置することから、最も新しく付加された要

素と思われ、後にその法の語義として定着していくものである。『品類足論』縛五事品の法定

義ではそれらが単独で採用されている。

【9】『品類足論』縛五事品26: 693a10-19 

「受J云何。謂領納性。此有三種謂築受・苦受・不苦不築受。

「想J云何。謂聖盤盤。此有三種調小想・大想・無量想。

「思j云何。謂心造作性即是意業。此有三種謂善思・不善思・無記思。

「燭J云何。謂三和合性。此有三種謂順柴受鯛・順苦受働・ )1慎不苦不築受燭。

「作意」云何。謂心響費性。此有三種謂撃作意・無皐作意・非撃非無事作意。

「欲j云何。調築作性。

「勝解J云何。謂心正勝解・己勝解・嘗勝解性。

「念J云何。謂心明記性。

「定j云何。謂心ー境性。

「慧J云何。謂心揮法性。

勝解を除き、すべて連句を用いず簡素な定義になり、最初の五法にはそれぞれ三種の分類も

加わっている。これらの定義のうち心造作性・心警覚性・心明記性・心一境性が先に挙げた連
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句中にみられた語句の適用例である。

なお、少々脇道にそれるが、中期論書である『品類足論』には、多くの共通する諸法が嬬五

事品と縛七事品において別々に定義されている。そのうち縛七事品では【1】にみた『界身足

論jとほぽ同様であるが、静五事品では【9】のようになっている。両品は諸法の分類法が異

なる。鱒七事品は諸法を「十八界・十二処・五麺・五取麗・六界・十大地法・十大善地法・十

大煩悩地法・十小煩悩地法・五煩悩・五触・五見・五根・五法・六識身・六触身・六受身・六

想身・六思身・六愛身Jという七事3)二十項目に分別して考察が行なわれるが、十大地法以降

の項目は、基本的に『界身足論j本地分を踏襲したものであり、十大善地法が加わる点4)のみ

異なる。そして個々の諸法の定義内容も大部分が共通している。一方、隷五事品は「色・心・

心所法・心不相応行・無為Jという「五法Jによって諸法を分別する。この分類法は従来にな

かった『品類足論』の独創であり、後世の有部の諸法体系に大きな影響を及ぼしたことは周知

のことである。そこでなされる諸法の定義も『界身足論jとは一線を画する。すなわち、縛七

事品では『界身足論jを踏襲して伝統的解釈を採用し、熊五事品においては新しい簡素で適切

な解釈法を開発しているo 煩雑になりがちな連句の使用を避けて、法を再定義したかのごとく

である。この『品類足論』縛五事品で集約された法の定義は、後の有部論書における主要な法

定義の基本となっていくのであるo

⑧教学上同等に扱われる法というのは、 [1】の中では、思 (cetana)の下の意業 (mana-

skanna)、三摩地 (samadhi)の下の等持 (samapatti)、慧 (prajna)の下の毘鉢舎那

(vipasyana)である。これらも類義語の一種であるが、上記との相違は、いずれも対象語と

同義とされ日、あるいはそれぞれが法相上で一定の位置を占めて論議の対象として同等に扱わ

れる法の要素である。そのような同義的な法は、自ずとそれぞれに共通の定義が与えられるこ

とになる。いくつかの例をみてみよう。

まず「無明 (avidya)Jと「療 Oobha)Jの場合である。両者は教学上同義的に扱われる法

であるが、それぞれ次のように定義される。療は蔵訳『業施設J(Karnゆ raf舟ゆが)にも相当

文があるので併記する。

【10】『法種足論j縁起品T26: 505c13-27云何「無明J。謂於前際無知・後際無知・前後際

無知、於内無知・外無知・内外無知、於業無知・異熟無知・業異熟無知、於善作業無知・

悪作業無知・善悪作業無知、於因無知・因所生法無知、於悌法僧無知、於苦集滅道無知、

於善不善法無知、於有罪無罪法無知、於臆惰不慮僑法無知、於下劣勝妙法無知、於黒白法

無知、於有敵封法無知、於縁生無知、於六鯛慮如賓無知、如是無知・無見・非現観・黒

閤・愚療・無明・盲冥・軍網纏裏・頑験海濁・障蓋護盲・費無明・委無智・護劣慧・障礎

善品令不浬繋、無明漏・無明漂流・無明鞭・無明毒根・無明毒董・無明毒枝・無明毒葉・

無明毒花・無明毒果、嬢・等療・極療・{艮6)・等{艮・極イ良、療類・療生。線名「無明J。

【11】『集異門足論』三法品T26: 376b27-c18 
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「嬢J云何。答謂於前際無知・後際無知・前後際無知、於内無知・外無知・内外無知、於

業無知・異熟無知・業異熟無知、於善作業無知・悪作業無知・善悪作業無知、於因無知・

因所生法無知、於イ弗無知・法無知・僧無知、於苦無知・集無知・滅無知・道無知、於善法

無知・不善法無知、於有罪法無知・無罪法無知、於臆修法無知・不慮修法無知、於下劣法

無知・勝妙法無知、於黒法無知・白法無知、於有敵封法無知、於縁生法無知、於六鯛慮如

賞無知、如是無知・無見・非現観・黒闇・愚療・無明・盲冥・軍網・纏裏・頑験・湾濁・

障蓋・護盲・稜無明・饗無智・滅勝慧・障擬善品・令不浬繋・無明漏・無明暴流・無明

報・無明毒根・無明毒蜜・無明毒枝・無明毒葉・無明毒花・無明毒果・療・等嬢・極療・

{艮7)・等仮・極イ艮・嬢類・嬢生・仮類・イ艮生。線名局「療Jo8) 

【12】Karmapraj舟αρtz'chap. II (triJ)Y akusalamulani). D:i186a7-b5， P:khu225b3-226a2. 

gti mug gang zhe na/ smras pa/ sngon gyi mtha' mi shes pa dang/ phyi ma'i mtha' mi 

shes pa dan~/ dbus kyi mtha' mi shes pa dan~/ nang mi shes pa dan~/ phyi rol mi shes 

pa dang/ nang dang phyi rol mi shes pa dang/ las mi shes pa dang/ rnam par smin pa 

mi shes pa dang/ las dang rnam par smin pa mi shes pa dang/ las leJ.!s par byas pa mi 

shes pa dang/ las nyes par byas pa mi shes pa dang/ las legs par byas pa dang nyes 

par byas pa mi shes pa dan変/rgyu mi shes pa dang/ rgyu las skyes pa'i chos rnams 

mi shes pa dang/ kha na ma tho ba dang bcas pa dang/ kha na ma tho ba med pa 

dang/ ngan pa dang/ bzang po dang/ gnag pa dang/ dkar ba dang/ rten cing 'brel 

par 'byUIl~ ba'i chos rnams rab tu dbye ba dan.J.! bcas pa mi shes pa da昭/reg pa'i skye 

mched drug yang dag pa ji lta ba bzhin dumi_s_hes mi mthong ba dang/ mun pa dang/ 

rmongs pa dang/ ma ri.J.! pa'i mun pa dan.J.!/凶oJ.!danJ.!/ rnyo箆 pacan dang/ bS.J.!fibs pa 

dang/ chod pa dang/ long par byed pa dang/ mig med par byed pa danJ.!/ shes rab 

dan.J.! mi mthun pa dan反/phon変~pa'i phyogs dang mthun pa dang/ mya ngan las 'da' 

bar mi 'gyur ba 9) dang/ ma rig pa dang/ ma rig pa'i chu bo danJ.!/ ma ri箆 pa'idug 

J.!I rtsa ba damd ma ri箆pa'idug gi sdong po dang/ ma rig pa'i dug gi 10 ma danJ.!/ ma 

rig pa'i dU.J，! gi me tog dang/ ma rig pa'i dug gi 'bras bu dang/ rmongs pa dan.J.!/ kun 

tu rmongs pa dang/ rab tu rmon.J.!s pa d卸国/gti mU.J，! dang/_gtj. mug las byUIlg ba gang 

足立旦亘 'dini gti mllg ces bya'o/ / 

非常に冗長な定義の中、一部増減はあるがほぽ同等の解釈といってよい。これを注意深くみ

ると、初めの「於前際無知 (ngongyi mtha' mi shes pa) Jから「無明毒果 (marig pa'i dug 

gi 'bras bu) Jまでは無明 (ma rig pa) に由来する類義語等であり、それ以降は「嬢 (gti

mllg) J由来の語であるとみなしうる。本来、別々になされた無明と療の定義が、後に統合さ

れたとも考えられる則。いずれにしても、無明と療は同等に扱われ、同じ解釈が共用されてい

るのである。
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次の例は、上記【4】の信 (sraddha) の定義が、同類語の浄 (prasada) に応用された例で

ある。

【13】『集異門足論』四法品(四証浄)T26: 393b9-15 

云何 r~弗謹浮J。答如世尊説。芝、第嘗知。此聖弟子以如是相随念諸悌。調此世尊是如来・

阿羅漢・正等費・明行園満・善逝・世間解・無上丈夫・調御士・天人師・悌・薄伽覚。彼

以此相随念諸悌。見鋳根本謹智相臆諸信・信性・現前信性・随順・印可・愛慕・愛慕性・

心澄・心滞。是名 rf弗謹浄j。

仏に対する「証浄 (avetya-prasada)Jの解釈に用いられる連句(下線部)は、【4】と若干

異なる要素があるが、明らかに信 (sraddha) を定義した連句である。この連句を適用するこ

とによって、浄 (prasada) を信によって定義づけているのである。

次の例は、相互に関連する語を連句中に共用するものである。

【14】『法種足論j雑事品T26: 497a25-27 

云何「悟沈」。謂身重性・心重性乃至膏憤・憤悶。線名「情沈J。ω

【15】『法誼足論j雑事品T26: 497b3-6 

云何「膏憤j。謂身重性・心重性・身無堪任性・心無堪任性・身膏憤性・心著憤性・己曹

憤・嘗曹憤・現著憤。線名「曹憤J。

【16】『法種足論』雑事品T26: 497b19-22 

云何「箆重j。謂身重性・心重性・身無堪任性・心無堪任性・身剛強性・心剛強性・身不

調柔性・心不調柔性。線名「食重J。

このうち【14】は「身重性・心重性乃至董警・憤悶Jと中略されているが、先行する f法誼

足論j静慮品中の f悟沈睡眠蓋jの解釈において「身重性・心重性・身無堪任性・心無堪任

性・身悟沈性・心情沈性・肇膏・憤悶J(T26: 483a17)と示された語句を指すものと恩われ

る。これら三例の定義は、極めて類似した連句を共有している。「悟沈 (styana)J r膏憤

(tandri) J r魚重 (staimitya)Jはいずれも『法種足論j雑事品で別々に列挙された論母であ

り、初期においては同列に並べて考察された別法であったに違いない。しかし後世においては

「僑沈」以外は諸法の一覧に掲げられることはほとんどない。初期においてそれらはすでに同

等の語として定義され、後に使用頻度の高い悟沈のみが法体系の中に採用されたのであろうω。

1-3.連句の応用

以上のような類義語等を羅列した連句は、単に法を定義する際に用いられるだけではない。

これを一つの定型句として種々の場面で応用される。次の例は『法麗足論j無量品における四

無量の経文解釈で「慈心定Jを釈した一節である。

この箇所にはサンスクリット断片が現存し公表されているので、併せて示す。

【17]r法種足論JT26: 486a13-19文此定中諸心・意・識名「慈倶有心J。諸思・等思・現

( 8 ) 
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前等思・己思・嘗恩・造心・意業名「慈倶有意業J。諸心勝解・己勝解・嘗勝解名「慈倶

有勝解j。文此定中若受・若想・若欲・若作意・若念・若定・若慧等名「慈倶有諸法Jo如

是諸法亦得名「慈心定加行J亦名「入慈心定J。

【17']DhSk・D1ω :84.3-85.4 tatha samapannasya yac _cittam mano vijnanam idam 

ucyate maitrisahagatarp cittarp / ya cetana sarpcetanabhisarpcetana cetitarp ceta-

nagatarp cittabhisarpskara manaskarma idam ucyate maitrisahabhuvarp karma / 

yas cetaso 'dhimok ~ 0 'dhimuktir adhimucyanatayam ucyate maitrisahabhuvo 

'dhimok~aQ / yad api tatha samapannasya vedana va sarpjna va cchando va sneho 

va manasikaro va sm t tir va samadhir va prajna va itime 'pi dharma 

maitrisahabhuvalJ / tat sarva ime dharma maitri cetalJsamadhir iti vaktavyalJ / 

ここでの教学内容は本稿の目的ではないので深入りせず、その記述法のみに着目したい。こ

こでは、【l】にみられた思 (cetana) と勝解 (adhimoksa)を定義する連句が登場する。前

者は意業 (manaskarma)の説明に思の定義を応用しているのであり、その慈心定にある「思J

が「慈倶有意業 (maitrisahabhuvamkarma) Jであることを説明するのに、「諸思 (cetana)・

等思(問中cetana)・現前等思 (abhisarpcetana)・己思 (cetitarp)・嘗思 (cetanagata)・造

心 (cittabhisamskara)・意業 (manaskarma)Jという連句を定型的に使用している。同様

に「慈倶有勝解」の説明にも「勝解Jの連句を充当している。このように、法の定義でない場

面でそれらを定義する定型句を当てはめるという手法で、注釈的な解説をすませているのであ

る。その意味で、最初の下線部「心・意・識 (cittarpmano vijnanam) Jも「心」を定義し

た定型句14)であり、同様の発想で持ち出されたものといえる。これらの定型句を取り去れば、

「慈倶有諸法Jが心と思・勝解・受・想・欲・作意・念・定・慧等の心所であると解釈してい

るだけである。全く同じ表現は、静慮品での四静慮解釈 (T26: 483c28-484a4， 484bll-16， 

484c10-15， 485a19-23)においてもみられ、いわば記述全体が定型表現となっている。

上に続く部分にも、同種の定型表現が多用されている。

【18】『法離足論JT26 : 486a21-b3有一類。於諸可愛・可柴・可喜・可意有情謂父・母・

兄弟・姉妹及齢随一親属朋友。彼於知是狭小有情。令狭小慈倶心住・等住・近住・安住・

調伏・寂静・最極寂静・ー趣・等持。願彼有情皆得勝築。彼於爾時、若心散骨L・馳流飴

境・不能ー趣・不能守念・令住ー縁。而願狭小有情得策。膏此来名「狭小慈心定加行」。

亦未名「入狭小慈心定J。彼若爾時、揖録自心令不散簡L・馳流飴境・能令一趣・住念ー縁。

思惟狭小諸有情相而願狭小有情得築。如是思惟護動・精進・勇健・勢猛・織盛・難制・働

意不息。是名「狭小慈心定加行」。

【18']DhSk・D:85.10-86.7 yatha khalv ihaikatyasya ye sattva bhavantï~tãl) kanta -一

一 manaapastadyatha mata va pita va bhrata va bhaS!ini va anyatamanvatamo 

va mitrajnatisalohito v~ / ebhil) parittail) sattvail) parittarp maitrisahabhuvarp 

( 9 ) 
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cittam asthapaYa.iY. upasthapayati damayati samayatu vyupasamayati ekotikurute 

samadadhati / tasyaibhil]. parittail]. sattvai1}. parittarp maitrisahabhuvarp 豆竺主旦

asthapayata与samsthapayataupasthapayato damayatal]. samayato vyupasamayatal) 

ekotikurvatal}. samadadhatal}. tac cittarp vik~ipyati visarati vidhavati naikotibhavati 

na ekagra smrtil}. sarpti~thate / parittarp sukhita bata sattva iti yad asya tac 

cittarp vik!?ipyati visarati vidhavati na ekotibhavati na ekagra smrtil}. sarpti~thate / 

parittarp sukhita bata sattva iti na ekagrata parittarp maitrarp cetal)samadhi1}. 

samapanna iti vaktavyarp / sa tac cittarp vik!?ipyantarp visarantarp vidhavantarp 

tasminn evopasarpharati / tad eva nimittarp manasikurute / parittarp sukhita bata 

sattva iti evarp manasikurvato yad viryarp yo vyayamo ni!?krama1}. parakramal) 

sthama ararpbha utsaha utsuc1hir apratisrabdhi --一一一一 tadyal) ayarp prayoga1}. 

parittasya maitrasya ceta1}.samadhel) eva甲 prayuktasca puna1}. paritta叩 maitrarp

ceta1}.samadhirp samapadyate / 

ここでは以下の定型句が使用されている。

「可愛J=可愛・可柴・可喜・可意

「親属J=父・母・兄弟・姉妹及飴随一親属朋友

「定J=心住・等住・近住・安住・調伏・寂静・最極寂静・ー趣・等持

「散乱J=散喬L・馳流徐境・不能ー趣・不能守念・令住ー縁

「不散乱J=不散骨L・馳流飴境・能令ー趣・住念ー縁

「精進J=勤・精進・勇健・勢猛・織盛・難制・駒意不息

「可愛Jr親属朋友Jなどは、明確な法を定義づげたものではないが、「好ましいものJr親
族Jを表現するときに使われる定型的な連句である。これらを多用することで「狭小慈心定加

行 (prayoga1}.par託tasyamaitrasya ceta1}samadhe1}.) Jの解釈に代えているのである。党文

ではさらにasthapayatiなどの動詞活用形をおthapayatal)などの現在分詞形に変えた連句を反

復して、漢訳より執劫な解釈となっている。

もっと卑近な例を挙げれば、「法供養Jという論母は次のように定義される。

【19】『集異門足論』二法品(二種供養)T26: 372a13-17 

「法供養」云何。答以素哩績或毘奈耶或阿毘達磨、或親敬語或軌範語或侍授蔵、或絵随一

可信者語、於他有情能恵・能施・能随恵施・能棄・能捨・能遍棄捨。是謂「法供養J。

この中で下線部はそれぞれ「法Jr供養」の定型句であり、別に定義された法と供養の内容

を定型句としてはめ込んだにすぎない。それらを元の語に還元すれば、「法供養jは「以法於

他有情供養」という、いたって簡単な定義になり、「法供養Jとして新たに定義づけられた内

容はほとんどないことになる。

以上のように、初期有部論書においては、教説を解釈する際に、予め定義づけられた類義語

( 10 ) 
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を羅列した連句を定型句として応用する手法が、一つの注釈スタイルとして定着しているo も

ちろんそれに終始しているのではなく、内容を新たに意味づける作業も行われてはいるが、無

用と思えるほど定型句を連ねた中に埋もれてしまい、判別しにくい印象になっている。

以下においては、「貧jと「懇Jというアビダルマで重要な法概念を取り上げて、定型連句

表現をもとに若干の考察を加える。

2. r貧Jの関連語の定型句

2-1.貧の二種の定型句

漢訳で「貧Jr貧欲Jなどと訳される語は、三不善根の「貧(lobha)ム六随眠中の「貧

(raga) J、五蓋や五順下分結中の「貧欲(欲貧) (kamacchanda) J、あるいは十不善業道中の

「貧欲 (abhidhya)Jなど異なる原語が想定されるが、同じ訳語が用いられることにその類義

性が表われている。さらには、しばしば「愛 (trsna)Jも貧と同義に扱われる。実際、これら

は一定の互換性をもって使用されることが多くある。これらが初期論書中にどのように扱われ

ているか、特に上述の定型句表現に相違が反映されているかを、その用例から探ってみる。

まず、これら貧の関連語が初期論書において定義される場合、二種の定型的連句が使用され

ることが多い。仮にこれらを[連句A][連句B] と呼ぶが、次のようなものである。

[連句A]i於欲[境]貧・等貧・執臓・防護・堅著・愛柴・迷悶・耽噌・遍耽噌・内縛・

怖求・耽酒・苦集貧類・貧生」

[連句B]r貧・等貧・執蔵・防護・堅著・愛染(貧愛)J

[連句A]が14語、[連句B]が6語の連句となっているが、一見して分かるように、[連句

B]は[連句A]の最初の 6語と等しい。「愛築」と「愛染(貧愛)Jは互換的に用いられ、お

そらく原語は同じと判ぜられる。しかも、これまでみてきた種々の定型句は用例によって連語

の増減がありいくつかバリエーションをもつものもあったが、この二つの定型句はについては、

一部訳語の相違はあっても連語の数と種類にはまったく例外がみられない。まさに定型句なの

である。

以下に、この二つの連句の用例を挙げる。

[連句A]の用例

【21】『集異門足論j三法品(三不善根)T26: 376b13-15 

「貧J云何。答謂於欲境諸貧・等貧・執蔵・防護・堅著・愛築・迷悶・耽曙・遍耽噌・内

縛・欲求・耽緬・苦集貧類・貧生ロ線名矯「貧」。

【22】『集異門足論j三法品(三火)T26: 384c27-385al 

「貧火J云何。答謂於欲境諸貧・等貧・執臓・防護・堅著・愛柴・迷悶・耽噌・遍耽曙・

内縛・欲求・耽緬・苦集貧類・貧生。締名馬「貧」。

( 11 ) 
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【23】『集異門足論』四法品(四身繋)T26: 399c23-25 

云何「貧身繋J。答「貧J者謂於欲境諸貧・等貧慶説乃至貧類・食生。是名馬「貧J。

【24】『集異門足論』五法品(五蓋)T26: 416bl-4 

云何「貧欲」。答於諸欲境諸貧・等貧・執蔵・防護・竪著・愛祭・迷悶・耽噌・遍耽噌・

内縛・希求・耽緬・苦集貧類・貧生。是名「貧欲J。

【25】『集異門足論j五法品(五願下分結)T26: 419cl0-11 

「欲貧J云何。答於諸欲境諸貧・等貧廉説乃至貧類・貧生。是名「欲貧」。

【26】『法菰足論j念住品(世貧憂)T26: 476a22-28 

於諸欲境諸貧・等貧・執戴・防護・堅著・愛築・迷悶・耽噌・遍耽噌・内縛・悌求・耽

酒・苦集貧類・貧生線名爵「貧J。順憂受燭所起心憂・不平等受・感受所掻線名馬「憂J。

彼観行者傭此観時於世所起貧憂二法、能断・能遍知、遠離・極遠離、調伏・極調伏、隠

波・除滅。是故説彼「除世貧憂J。

【27】『法誼足論j静慮品(五蓋)T26: 483a5-10 

云何「貧欲蓋」。謂於諸欲諸貧・等貧・執蔵・防護・堅著・愛築・迷悶・耽曙・遍耽噌・

内縛・悌求・耽酒・苦集貧類・貧生。線名「貧欲J。知是貧欲覆心・蔽心・障心・纏心・

隠心・映心・裏心・蓋心。故名爵「蓋J。蓋即貧欲故名「貧欲蓋j。

【28]r法種足論j多界品(六界)T26: 483a5-10 

云何「欲界J。謂於欲境諸貧・等貧乃至貧類・貧生。線名「欲界」。復次欲貧及欲貧相臆

受・想・行・識井所等起身業・語業・不相臆行。線名「欲界」。

【29]r法議足論』雑事品T26: 494c20-22 

云何「貧J。謂於欲境諸貧・等貧・執蔵・防護・堅著・愛禦・迷悶・耽噌・遍耽曙・内

縛・怖求・耽緬・苦集貧類・貧生。線名局「貧j。

【30】『法猫足論j雑事品T26:497a8-10 

云何「染貧J。謂於諸欲諸貧・等貧乃至貧類・貧生。縛名「染貧J。

【31】『法種足論』雑事品T26: 497a21-24 

云何「貧欲J。謂於諸欲境起欲祭・欣喜・求趣・怖望ロ是名「貧欲j。有作是説。於諸欲境

諸貧・等貧乃至貧類・貧生。線名「貧欲」。

【32]Kannゆげ克ゆti.chap.II (triQY akusalamulani). D:i186a2-3， P:khu225a4-6. 

chags pa mi dge ba'i rtsa ba gang zhe na/ smras pa/ ~dod cha邸 oadan~/ kun tu 'dod 

chags pa dang/ kun tu zhen pa dang/ chums pa dang/ lhag par zhen pa dang/ sred pa 

danrd tshol ba da~/ 'dod oa dan~/ brgyal ba dan~/ zhen pa ~/ yon~ su zhen pa 

dang/ n~ gi 'chin~ ba dang/ don du s町 uboa dang/ brnab sems da~/ sdug bs限 al

dang kun 'byung ba la chags pa da~/ chags pa las byUIlg ba gang yin pa 'di凶 chags

pa zhes bya'o/ / 

( 12 ) 



説一切有部思想史の文献学的考察

[連句B]の用例

【33]r集異門足論』三法品(三愛)T26: 382b21-c12 

三愛者。ー欲愛。二色愛。三無色愛。「欲愛J云何。答於諸欲中諸貧・等貧・執蔵・防

護・耽著・愛染、是謂「欲愛」。復次於欲界繋十八界・十二慮・五誼諸法中諸貧・等貧・

執蔵・防護・耽著・愛染、是謂「欲愛J。復次下従無間大地獄上至他化自在天、於此所属

色・受・想、・行・識諸法中諸貧・等貧・執戴・防護・耽著・愛染、是謂「欲愛Jor色愛J

云何。答於諸色中諸貧・等貧・執臓・防護・耽著・愛染、是謂「色愛J。復次於色界繋十

四界・十慮・五種諸法中諸食・等貧・執蔵・防護・耽著・愛染、是謂「色愛J。復次下従

党衆天上至色究寛天、於此所播色・受・想・行・識諸法中諸貧・等貧・執臓・防護・耽

著・愛染、是謂「色愛Jor無色愛J云何。答於無色中諸貧・等貧・執戴・防護・耽著・愛

染、是謂「無色愛」。復次於無色界繋三界・二慮・四組諸法中諸食・等貧・執臓・防護・

耽著・愛染、是謂「無色愛J。復次如欲色界決定慮所上下差別不相雑観無色界中無知是事。

然可依定依生勝劣説有下上謂下従空無謹慮天上至非想非非想慮天、於此所掻受・想・行・

識諸法中諸貧・等貧・執繊・防護・耽著・愛染、是調「無色愛」。

【34】『集異門足論』三法品(三愛 2)T26: 382c18-28 

復有三愛。ー欲愛。二有愛。三無有愛。「欲愛J云何。答於諸欲中諸貧・等貧・執蔵・防

護・耽著・愛染。是謂「欲愛Jor有愛J云何。答色無色界諸貧・等貧・執戴・防護・耽

著・愛染。是謂「有愛Jor無有愛j云何。答欣無有者於無有中諸貧・等貧・執蔵・防護・

耽著・愛染。是謂「無有愛」。此復如何ロ如有一類怖畏所逼・怖畏所悩・憂苦所逼・憂苦

所悩・苦受鯛故、作是念言。云何醤令我身死後断壊無有永絶衆病宣不築哉。彼欣無有於無

有中諸貧・等貧・執蔵・防護・耽著・愛染。是謂「無有愛」。

【35]r集異門足論』四法品(四愛)T26: 400c26-401a6 

云何 r~鈎芝、努尼等因衣服愛膝生時生臆住時住臆執時執」。答此中「衣服J 者…。於知是

等種種衣服諸貧・等貧・執識・防護・堅著・染愛。是名「芯努~第尼等因衣服愛嬢生時生

臆住時住慮執時執Jo... 

【36】『集異門足論』五法品(五順上分結)T26: 420a6-12 

「色貧J云何。答於色界繋修所断法諸貧・等貧・執臓・防護・耽著・貧愛。是名「色貧Jo

・・「無色貧J云何。答於無色界繋修所断法諸貧・等貧・執蔵・防護・耽著・貧愛。是名

「無色貧J。

【37】『集異門足論j六法品(六愛身)T26: 429b26-c4 

云何「眼燭所生愛身」。答眼及諸色矯縁生眼識三和合故網、鯛矯縁故受、受爵縁故愛。此

中眼潟増上色矯所縁、於限所識色諸貧・等貧・執臓・防護・耽著・愛築。是名「眼鯛所生

愛身J。

【38】『集異門足論j七法品(七随眠)T26: 439a20-24 

( 13 ) 
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云何「欲貧随眠J。答若於諸欲諸貧・等貧乃至虞説。是名「欲貧随眠J。…云何「有貧随

眠」。答於色無色諸貧・等貧乃至慶説。是名「有貧随眠Jo悶

【39】『法麓足論』雑事品T26: 497a10-12 

云何「非法貧J。謂於母女姉妹及齢障ー親書起貧・等貧・執戴・防護・堅著・愛染。名

「非法貧j。

【40】『法麓足論j雑事品T26: 497a12-13 

云何「著貧J。於自財物及所掻受起貧・等貧・執蔵・防護・堅著・愛染。是名「著貧J。

【411r法麗足論』雑事品T26: 497 a13-15 

云何「悪貧j。謂於他財物及所掻受起貧・等貧・執蔵・防護・堅著・愛染。是名「悪貧」。

復有悪貧、規他生命貧皮角等飲血噸肉。知是二種。線名「悪貧J。

【421r法蓮足論j縁起品(受縁愛)T26: 510a16-21 

復次眼味受鋳故敷復於眼随順市住。由随順故敏復於眼起貧・等貧・執臓・防護・堅著・愛

染。乃至意味受鋳縁故敷復於意随順而住。由随順故敷復於意起貧・等貧・執蔵・防護・堅

著・愛染。是名「受縁愛Jo... 

【42'1DhSk-D:47. 9-18 

api khalu cak~urãsvãdatp vedayitatp pratitya bhuyo bhuyas cak~u~i apratikulata 

alayo niyantir adhyavasanatp tt!?l)a / evatp srotraghral)ajihvakayamanal}asvadatp 

vedayitavytp pratitya bhuyo bhuyo manasi apratikulata satpti!?thate / apratikule 

sati bhuyo bhuyo manasy utpadyate ragal}問中ragal}alayo niyantir adhyavasanatp 

va tr!?l)~ / tad ucyate vedanapratyaya tnma / 

以上がすべての用例である。ただし一部、同じ議論の中で反復された用例は省略している。

これらを整理してみようロ

2-2. [連句A]の検討

まず[連句A]の12の用例の対応語の原語は次のように推定される。その根拠は注記に示す。

(1) lobha=【21】貧【29】貧【32】chagspa附

(2) raga=【221貧【30】染貧m

(3) abhidhya =【231貧【261貧削

(4) kamacchanda =【241貧欲【25】欲貧【271貧欲【31】貧欲瑚

(5) kama-dhatu=【28】欲界制

以上のように 5種の原語が想定されるが、これらすべてに共通するのは、定義全体が[連句

A]だけで構成されることであり、[連句B]のように対象を限定する形容句などが個別に加

えられることは一切ない。したがって、これらは完全に同義語として扱われているのである。

( 14 ) 
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ただし【28】と【31]は[連句A]の定義とともに別の定義を併記しているので検討を要す

る。

【28】では[連句A]に加えて「欲貧及欲貧相臆受・想・行・識井所等起身業・語業・不相

磨、行Jという定義が「欲界」に与えられている。これは悉界・害界など他の項目にも共通する

統一的な解釈であり、第一説に欲・患・害の語義解釈を定型句によって提示し、第二説で相応

と等起の諸法を列挙する解釈を充てている。したがって[連句A]を用いた定義は、欲界の

「欲 (kama)Jの語義解釈をしたものにほかならない。しかも第二説では欲でなく「欲貧Jと

言い換えているが、これは欲 (kama) とは具体的には欲貧 (kama-raga)すなわち欲界繋の

貧 (raga) とその関連諸法であることを明示したものである。そのことからすれば、第一説

の[連句A]は「欲界 (kama-dhatu)Jを「貧 (raga)Jによって定義づけたものといえる加。

一方、【31]の場合は問題がある。[連句A]を用いた貧欲定義は「有作是説jとされ、正説

には「於諸欲境起欲柴・欣喜・求趣・怖望Jという定義が充てられている。この貧欲

(kamacchanda)は実質的に五蓋中の貧欲蓋を意味するが、 f集異門足論jでは【24】のよう

に[連句A]の定義しか掲げられていなしh つまり『集異門足論』の解釈が『法慈足論』では

異説として処理されているのである。また、【31】の正説にある「欲柴・欣喜・求趣・怖望J

という連句は、他には同じ『法組足論』の正勝品と神足品にみられるだけで、他の玄笑訳アビ

ダルマ論書には全く登場しない、いわば f法猫足論』独自の定型句である。

そこでこの正説の連句の用例を検討してみる。

【43】『法菰足論J正勝品T26: 468a21-24 

「起欲J者。謂馬断己生貧欲蓋故。便起・等起及生・等生・衆集・出現欲築・欣喜・求

趣・怖望。彼由生起此諸欲故便断己生諸貧欲蓋。

【44】『法種足論』神足品T26: 471c20-22 

此中「欲J者。謂依出家遠離所生善法所起欲築・欣喜・求趣・怖望。是名「欲」。

これらはいずれも各品の教証の経文の語句を注釈した中にあり、経文自体はSAなどの引用

から原語が回収できるロ【43】は、四正勝 (catvarisamyak-pradhanani!ーprahal}ani)のうち

の第一正勝の経文「有芝、第。鋳令己生悪不善法断故。起欲護勤精進策心持心。是名第一」の

「起欲 (chandarpjanayati) Jの部分の注釈であり、「起(janayati)Jを「起・等起及生・等

生・衆集・出現jという連句で解釈し、「欲 (chanda)Jには「欲築・欣喜・求趣・怖望Jを

適用している。第二正勝以下でもすべて同じ構文の解釈が適用される。【44】はさらに明確で

あり、四神足の第一「欲三摩地勝行成就神足 (chanda-samadhi -prahal}a -sarpskara-

samanvagata rddhipada1:}) Jの合成語中の「欲 {chanda}Jに対する語義解釈であるo

これらの用例から「欲築・欣喜・求趣・悌望」は「欲 (chanda)Jを定義する定型句とみな

される。ただ、上記【1】に引用した『界身足論jの「欲Jの定義連句は「欲・能欲性・現欲

性・喜楽性・趣向性・希欲性・欣求性・欲有所作性Jであり、一方『品類足論j縛七事品

( 15 ) 
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(T26 : 699c15)では「欲・欲性・増上欲性・現前欣喜・希望・築作Jという連句が用いられ、

類似はするものの三者三様である。おそらく欲の定義に用いる連句は定型化されるにいたらな

かったのであろう。

『法麓足論』においては「欲 (chanda)Jの定型句が独自にあり、それが【31】の定義に適

用されるのは、貧欲 (kama.cchanda)のchandaの部分に着目したものともいえ、一方で異

説として提示される[連句A]はkamaにもとづいた定義と位置づけることができょう。その

点で『法誼足論』は『集異門足論』とは意見を異にしているのである。

この「欲Jに関連して、そもそも[連句AJには「於諸欲境jと対象を限定する語が付せら

れている22)。もし仮にこの「欲Jの原語をkamaだとするならば、この連句は諸欲を対象とし

た法、あるいは欲界繋の諸法に限定する意味をもつことになる却。実際、三不善根の貧

Oobha)、五蓋・五順下分結の欲貧 (kamacchanda)、あるいは不善業道である貧欲 (abhid.

hya) もいずれも欲界繋である。そのことからすれば、貧 (raga)は三界に通じたものであっ

ても、[連句A]で定義される場合は欲界繋に限定されるともいえる。

2-3. [連句BJの検討

次に[連句B]であるが、これを用いた10例の対応語の原語は以下のようになる。

(1) trsna=【33】【34]【35】【37】【42】ω

(2) raga=【36】【38】【39】m

(3) lobha=【40】【41]26)

愛 (tr~I).ã) の関連語にはもっぱら[連句B] が用いられ、[連句A] と区別していることが

分かる。しかしragaとlobhaについてはどちらの用例もみられ、積極的な区別の意識はないよ

うである。

[連句B]が特徴的なのは、これを適用する語のほとんどが「欲愛kぉna-t符I}a)J r欲貧

(kama-raga) J r非法貧 (adharma-raga)Jなどの合成語か、「受縁愛 (vedanapratyayatr~I). 

a)Jなど他の要素に限定されていることである白それゆえに[連句B]にも「欲界繋Jr色界

繋Jr自財物Jr他財物jなど対象を限定する形容句が必ず添えられる。その点が、すべて欲に

対象が限定された[連句A] との大きな相違である。つまり[連句B]は広く三界の愛や貧な

どに適用される、拡張性の高い定型句ということができる。特に五順下分結と五順上分結は同

種の分類法であるにも関わらず、同じ『集異門足論』において【25】で貧欲順下分結に[連句

A]を適用し、【36】で色貧・無色貧順上分結に[連句B]を適用していることに、意識の相

違が象徴的に表われている。

これら二種の連句の定型表現のうち、中期論書の『界身足論jと『品類足論jでは[連句

A]は皆無となり、もっぱら[連句B]が適用されることになる。それも[連句B]のもつ汎

用性の高さに起因するものと思われる。

( 16 ) 
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2-4.連句の内容

これら[連句A][連句BJの内容について検討してみよう。

まず[連句B]の六連語は【42']の党文から原語が回収され、貧 (raga) ・等貧 (sa叩

raga)・執蔵 (alaya)・防護 (niyanti)・堅著 (adhyavasana)・愛築(愛染・貧愛) (tn3I}a) 

である。貧 (raga) と愛 (trsna)は基礎となる法の要素であり、列挙することで両者の同義

性を表わす。等貧は貧の派生語、残りの三語はいずれも執着を意味する類義語である。貧と愛

が対象に執着して離れないことを説明している。

[連句A]はこれら六語にさらに迷悶・耽噌・通耽噌・内縛・怖求・耽酒・苦集貧類・貧生

の七語を連ねて意味を限定している。【32】のチベット訳文には若干の混乱がみられるが、可

能な限り原語や意味を類推してみる。「迷悶 (brgyalba/*murchita) J r耽噌 (zhenpa/*gard・

ha) r遍耽噌 (yongssu zhen pa/・parigardha)J r内縛 (nanggi 'ching ba) J r怖求 (dondu 

sgrub pa/・arthika)J r耽酒 (brnabsems/*abhidhya) J r苦集貧類 (sdugbsngal dang kun 

'byung ba la chags pa/*dul)kha-samudaya-lobha) J r貧生 (chagspa las byung ba/勺obha-

ja)Jとなる。「耽噌 (gardha)Jと「遍耽噌 (parigardha)Jは『法種足論』雑事品に論母と

して挙げられ初、 Ratnavaliや『璃伽論jから類推しうる。他は「苦集貧類Jr貧生J以外はか

なりあやしいが、いずれも執着や激しい欲求を意味する語であることは疑いなし」

いずれにしても、「貧 (raga)Jで始まることからして、原初的には「貧 (raga)Jを定義づ

ける連句があって、次第に増広されたものと思われるが、最後が最も新しく加えられた要素と

考えると、最終的に[連句A]は「貧 Oobha)J、[連句B]は「愛 (t:rsna)Jを意図した定型

句に落ち着いたともいえる。

3. i慧jの定型句的定義

3-1.慧の定型句

周知のように、『倶舎論Jにおいて慧 (prajna)は、“prajnadharma-pravicayal}" (慧とは

法の簡択である) (AKBh:2. 4， 54.22) と定義され、アビダルマ (abhidharma)の語の解釈

が「無漏慧」によってなされることから、諸法の中でも特に重要な概念を含む。さらに慧は十

大地法に数え上げられる一方、智(jnana) と見 (drsti)を包摂する法とされ、有漏・無漏に

通じ、あるいは善慧・悪慧を包括する。「懇Jという一法に種々の要素を併せもつ特殊な位置

にある。その慧が初期においてはどのような扱いを受け、定義づけられているかを探ってみた

t_..) o  

まず中期論書である『品類足論』での事例を確認しておく。上述のように同書では、鱒七事

品で伝統的な定型的法定義を用い、鱒五事品では簡潔になされる。「慧」の定義はそれぞれ次

のようである。

( 17 ) 
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【45】『品類足論』鰭七事品T26: 699c20-23 

「慧J云何。謂於法簡揮・極簡揮・最極簡揮・解了・等了・遍了・近了・機器・通達・審

察・聴叡・舞明・慧行・毘鉢舎那。是名局「慧Jo(cf. r界身足論JT26: 614c24-26) 

【46】『品類足論j韓五事品T26: 693a19 

「慧」云何。謂心揮法性。制

縛七事品で慧の定型句が示され、鱒五事品では「心の択法性 (dh訂 ma-pravicayata)Jに集

約されている。後者が『倶舎論jの記述に直結していることは明らかであろう。

【45】の連句の内容は、於法簡択 (dharme cinoti)・極簡択 (vicinoti)・最極簡択

(pravicinoti)・解了 (vijanati)・等了 (sarpjanati)・遍了 (parijanati)・近了 (upajanati). 

機賠 (dak~a) ・通達 (prativedha) ・審察(upanidhyana)・聴叡 (medha)・覚明 (pa村itya)・

慧行 (prajnacara)・毘鉢舎那 (vipasyana) となるが、原語は一部明らかなものを除き、す

べて推定である。慧 (prajna)の派生語を用いるよりも、全般的に類義語の列挙によって成り

立っている。またその原形となるものは阿含経典に見いだされる制。

次に、上の【45】の慧の定型句を初期論書にみていこう。

【47]r法語足論』根品(二十二根)T26: 499cl1-15 

云何「慧根j。謂依出家遠離所生善法所起於法簡揮・極簡揮・最極簡揮・解了・等了・近

了・機器・通達・審察・聴叡・費明・懇行・毘鉢舎那。是名「慧根J。復次撃慧・無筆慧

及一切善非撃非無撃慧。皆名「慧根J。

慧根 (prajnendriya)は二十二根中の慧根である。出家遠離によって生じる善法から起こる

懇であり、「慧」に相当する部分に定型句が当てはめられてある。ここに第二の解釈として皐

慧・無学慧・非学非無学慧の三慧とされているが、その三慧の論母解釈にもこの定型句が現わ

れる。以下のようなものである。

【48]r集異門足論』三法品(三慧)T26: 387c26-388a04 

後「三慧j者。一撃慧。二無皐慧。三非皐非無撃慧。「事慧J云何。答墾作意相臆監塗箪

揮制.極簡捧・最極簡揮・解了・等了・近了・遍了・機賠・通達・審察・聴叡・費明・慧

行・毘鉢舎那。是名「撃慧Jor無皐慧J云何。答無撃作意相慮於法簡揮慶説乃至毘鉢舎那。

是名「無筆慧Jor非皐非無撃慧J云何。答有漏作意相慮於法簡揮慶説乃至毘鉢舎那。是名

f非撃非無事慧J。

三慧それぞれに定型句が用いられるが、要するに「学の作意と相応する慧jが学慧、「無学

の作意と相応する慧Jが無学慧、「有漏の作意と相応する慧jが非学非無学慧と言っているに

すぎない。

次に、この慧の定型句の応用例をみてみよう。

【49】『集異門足論』二法品(見・如理勝)T26: 374a19-22 

「見」云何。答謂依出離遠離善法於法簡揮叩・極簡揮・最極簡揮・解了・等了・近了・遍

( 18 ) 
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了・機結・通達・審察・聴叡・賢明・慧行・毘鉢舎那。是謂「見J。

【50]r集異門足論J二法品(具念・正知)T26: 372a21-24 

「正知J云何。答若依出離遠善法於法簡捧・極簡揮・最極簡捧・解了・等了・近了・遍

了・機器・通達・審察・聴叡・費明・慧行・毘鉢舎那。是謂「正知j。

【51]r法種足論J聖諦品(八支聖道)T26: 481cl1-15 

云何「正見J。謂聖弟子於苦思惟苦・於集思惟集・於滅思惟滅・於道思惟道、無漏作意相

臆所有於法簡揮・極簡揮・最極簡揮・解了・等了・近了・機結・通達・審察・聴叡・費

明・慧行・毘鉢舎那。是名「正見Jo(cf. r品類足論JT26: 722a9-13) 

【52]r集異門足論.] (七等覚支)T26: 435a22-25 

云何「揮法等費支J。答諸聖弟子於苦思惟苦・於集思惟集・於滅思惟滅・於道思惟道無漏

作意相臆諸簡揮法贋説乃至毘鉢舎那。是名「揮法等質支J。

【53]r集異門足論J二法品(者摩他・毘鉢舎那)T26: 375b19-22 

「毘鉢舎那」云何。答者摩他相臆於法簡揮・極簡揮・最極簡揮・解了・等了・近了・遍

了・機票当・通達・審察・聴叡・賢明・慧行・毘鉢舎那。是謂「毘鉢舎那」。

見 (dr~ti)・正知 (sarpprajanya) ・正見 (samyagd撚i)・択法覚支 (dharmapravicaya

bodhyanga)・毘鉢舎那 (vipasyana)にすべて同様の慧の定型句による解釈法を採用してい

る。ここで、一連の定型句をすべて「慧」と置き換えると、【49】見32)と【50]正知は「出

離・遠離の善法による慧Jであり、【51】正見却と【52】択法覚支は「苦集滅道を苦集滅道と

思惟する無漏の作意と相応する慧」、【53]毘鉢舎那は「著摩他と相応する慧Jということにな

る。これらの諸法が「慧」の一種であることを定型句によって示したものといえる。

3-2.別な定型表現

一方、初期論書の慧の関連語の解釈には、先の定型句を採用せず、別な定型表現をとるもの

が存在する。

【54]r集異門足論j三法品(三伏)T26: 388b09-14 

「慧伎J云何。答如寅了知此是苦聖諦・此是苦集聖諦・此是苦滅聖諦・此是趣苦滅道聖諦。

是名馬「慧J。因此慧・依此慧・由此慧建立故、能断不善法能修諸善法。此名馬「慧」亦

名馬「伎j亦名「慧伎」。故名「慧伎J。

【55]r集異門足論j三法品(三学)T26: 388cO 1-03 

「増上慧撃J云何。答如賓了知此是苦聖諦・此是苦集聖諦・此是苦滅聖諦・此是趣苦滅道

重輩。是名「増上慧畢」。

【56】『集異門足論j四法品(四力)T26: 394a17-20 

「慧力j云何。答如賓了知是苦聖諦・知賓了知是苦集聖諦・如寅了知是苦滅聖諦・知寅了

知是趣苦滅道聖諦。是名「慧力Jo34) 
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【57】『集異門足論j七法品(七財)T26: 436bl0-13 

云何「慧財J。答如世尊説「芯舞嘗知。有聖弟子能如寅知此是苦聖諦・此是苦集聖諦・此

是苦滅聖諦・此是趣苦滅道聖諦J是名「慧財J。

【54】慧伎は三伎(聞・離・慧)、【55]増上慧学は三学(増上戒・増上心・増上慧)、【56】

慧力は四力(信・精進・定・慧)、【57】慧財は七財(信・戒・漸・慌・聞・捨・慧)にそれぞ

れ属する法である。これら慧の関連語がすべて「四聖諦を如実に了知すること」とされ、それ

が定型的表現に統一されている。もとよりこれら三伎などの法数項目はすべて善心に関わる諸

法であり、その中にあって慧は四諦現観に限定されることから、ここで言及される慧は十大地

法中の慧のようにすべての慧を包括するのではなく、無漏慧に限定されていることは明らかで

ある。そしてこの定型表現は、【57】が経文の引用によっているように、経典に起源をもっ表

現である35)。同じ慧でも【47】のように非学非無学にも通じる慧とは区別する意図が定義法に

表われている。

善慧と悪慧の対比では、次のような例もある。

【58]r集異門足論J七法品(七妙法)T26: 437a15-17 

云何「慧J。答於知理所引簡揮費、局如理所引。於不如理所引簡揮費、局不如理所引。是

名「慧j。

【59]r集異門足論』七法品(七非妙法)T26: 437al-3 

云何「悪慧J。答於不如理所引簡揮執、属加理所引。於知理所引簡揮執、局不如理所引。

是名「悪慧」。

七妙法(信・漸・憐・精進・念・定・慧)の「慧jと、その反対概念である七非妙法(不

信・無断・無塊・僻怠・失念・不定・悪慧)の「悪慧Jに対する定義である。当然、「慧」は

全般的な懇ではなく「悪慧」の対義語である。両者を、「知理を知理と簡択し、不如理を不如

理と簡択するjか否かで区別し、さらに「覚Jと「執Jと言い分けることで相違を明示し、上

述の定型句は使用されない。しかし、七妙法に属する他の諸法、すなわち信・漸・憐・精進・

念・定は、いずれも典型的な同義語羅列の定型句によって定義され、また非妙法の不信・無

断・無塊・僻怠・失念・不定も、妙法の定型句の否定形を用いて表現している。たとえば信は

「諸信・信性・現前信性・随順印可・己忍禦・嘗忍築・現忍築・心清浮j、不信は「諸不信・不

信性・不現前信性・不随順・不印可・不己忍築・不嘗忍祭・不現忍築・心不清滞jとされる。

ところが、「慧jと「悪慧」に限って独自の解釈が施されているのである。他の対立する一対

の諸法と異なり、慧と悪慧の場合にはどちらも「択法jの性質をもっ「慧Jであり、定型句自

体が両者を包括したものであるため、悪慧を単純に「於法不簡揮・不極簡揮・不最極簡揮・不

解了・不等了・不近了…Jなどと表現することはできない制。だから両者の相違が明確に区別

しうる表現が採用されたのである。

以上のように「慧jは有漏・無漏、善悪を包括する法に位置づけられる一方で、個々の論母
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に包括される慧の意味も異なる場合があるため、それぞれの意味に応じて定義の仕方が使い分

けられているのである。

ところで、上述の【49】や【51】では見(見清浄)や正見が慧の定型句を応用することによ

って定義づけられていたが、慧に包括されるのは正見だけでなく悪見を含めたすべての見であ

る。そこで、悪見の定義の仕方をみてみよう 3九

【60】『法誼足論j雑事品T26:497a16-18 

云何「有身見J。謂於五取組起我我所想、由此生忍・柴・恵・観・見。名「有身見Jo(cf. 

『集異門足論JT26: 419c17-19) 

【61】『法離足論J雑事品T26:497a18-19 

云何「有見J。謂於我及世間起常恒想。由此生忍・築・慧・観・見。是名「有見Jo(cf. 

『集異門足論JT26: 369c12-13) 

【62】『法組足論』雑事品T26: 0497a20-21 

云何「無有見J。謂於我及世間起非常・非恒想。由此生忍・柴・慧・観・見。名「無有

見Jo(cf. r集異門足論JT26: 369c14-15) 

有身見・有見・有無見はいずれも悪見の一種であり、有見と有無見は断見・常見に等しく、

両者を合わせて「辺執見」となる。ここでは我・我所や恒常・非常を起こすものを「忍・楽・

慧・観・見」と表現しているが、あきらかに「見Jを定義づける定型句である。この定型句も

『界身足論』や『品類足論』の五見(有身見・辺執見・邪見・見取・戒禁取)の定義すべてに

応用され湖、また、これらの悪見以外の見には使用されない定型句である。

以上のように、懇の関連語は同じ定型句による定義を共有する一方で、それぞれの意味の差

異によって、いくつかの定型句を使い分けている。

3-3.者摩他・毘鉢舎那の連句と犠伽行派文献

ところで、上述のようにこれまで扱ってきた類義語を羅列した定型句は、『婆沙論j以降で

は、六足等の引用部分以外にはほとんど使用されなくなるが、瑞伽行派文献の「著摩他

(samatha) Jと「毘鉢舎那 (vipasyana) Jの定義において、例外的に保存されている。党文

も現存するので、参照してみたい。「春摩他Jについてはこれまで検討していないので、まず

有部論書での定義を確認する。

【63]r集異門足論J二法品(著摩他・毘鉢舎那)T26: 0375b18-22 

「復有二法調者摩他見鉢舎那」者。「者摩他J云何。答善心一境性是謂「著摩他Jor毘鉢舎

那j云何。答者摩他相臆於法簡揮鈎)・極簡揮・最極簡揮・解了・等了・近了・遍了・機

器・通達・審察・聴叡・費明・慧行・毘鉢舎那。是謂「見鉢舎那」。

「見鉢舎那Jの部分は【53】の再掲である。「毘鉢舎那Jは定型連句を用いているのに対し

て、「著摩他]は単に「善心ー境性Jと定義されるだけであるロ初期論書で「著摩他Jが定義
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づけられるのはこの場面のみであるが、この二法論母の解説ではさらに、ある補特伽羅が「内

心止」と「増上慧法観」を得るか得ないかの四句分別に「世間四静慮jと「出世聖慧jの有無

を充当して分別した上で、

【64]r集異門足論j二法品(著摩他・毘鉢舎那)T26: 0375c19-24 

知説世間四静慮相慮心住・等住・近住・安住・不散・不筒L・掻止・等持・心ー境性者、此

頴「内心止j。如説出世聖慧所掻於法簡揮・極簡揮・最極簡揮・解了・等了・近了・遍

了・機結・通達・審察・聴叡・費明・慧行・毘鉢舎那者、此顛「増上慧法観J。

と述べる。ここで出されたこつの連句がそれぞれ「著摩他Jr毘鉢舎那Jに対応するのである

が、前者は【1】にある「三摩地 (samadhi)Jの定型句に等しい。また【9】にみたように、

「定(三摩地)Jの淘汰された定義は「心ー境性Jであり、それが【63】では「著摩他Jに適用

されている。したがって「著摩他jは「定 (samadhi)Jと同等に扱われていることが判明す

るo r毘鉢舎那」のように定義連句内に組み入れられていないことが異なる。以下、初期論書

中の用例を若干示す。

【65】『集異門足論J十法品(十無学)T26: 453a19-23 

云何「無筆正定J。答諸聖弟子於苦思惟苦・於集思惟集・於滅思惟滅・於道思惟道無撃作

意相謄所有心住・等住・近住・安住・不散・不慣L・掻止・等持・心ー境性。是名「無事正

定J。

【66】『法語足論』根品(二十二根)T26: 499c7-11 

云何「定根j。謂依出家遠離所生善法所起心住・等住・近住・安住・不散・不鋭・掻

止ω.等持・心一境性。是名「定根J。復次撃定・無皐定及一切善非皐非無皐定。皆名

「定根J。

いずれも全く同じ定型句を用いつつ、それらにかかる形容句を変えることで、無学の定と三

学に通じる定の相違を表現している。「定」は「慧jの場合とは異なり、多くの定義連句のバ

リエーションがあるわげではない。むしろ【63】【64】の「著摩他Jの事例のように、説明的

に解釈されることが多いω。

以上のことをふまえて、積伽行派文献をみてみたい。まず『議伽論』菩薩地の用例から。

【67]Bodhisattvabhumi (Wogihara) : 109.11-22 

tatra samatha1} katama1}. yathapi tad bodhisattvo '~tãkãrãyãs cintay碕 su-

samattatvan nir-abhilapye vastu-matre artha-matre alambane cittam upanibadhya 

sarva -praparpcapagatena sarva-ci tta -pariplavapagatena sarpjfta -manasikareI}a sar・

valambanany adhimucyamana1} adhyatmarp samãdhi-nimitte~u cittarp ~thãpayati 

avasthapayati vistareI)a yavad ekotikaroti samadhatte. ay創nucyate samatha1}. 

vipasyana katama. tenaiva punal). samatha-paribhavitena manaskareI}a ya te弱m

eva yatha-cintitana:rp dharmaI)a:rp nimitta-manasikriya vicayal). pravicayo dharma・
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pravicaya1) vistarel)a yavat pal)clityam prajna-cara1). iyam ucyate vipasyana. 

【67']r議伽論j菩薩地T30: 504a7-15 

云何「著摩他j。謂諸菩薩由八種思善依持故於離言説唯事唯義所縁境中、繋心令住・離諸

戯論・離心擾簡L想作意故、於諸所縁而作勝解、於諸定相令心内住・安住・等住麿説乃至ー

趣・等持。是名「者摩他J。云何「毘鉢舎那」。謂諸菩薩曲者摩他薫修作意、即於如先所思

惟法思惟其相、知理簡揮・最極簡揮・極簡揮法康説乃至費明・慧行。是名「毘鉢舎那J。

ここで用いられる連句は党漢いずれも中間が省略されている。「者摩他jは声聞地まで遡れ

ば「令心内住・等住・安住・近住・調伏・寂静・最極寂静・ー趣・等持J(T30: 415b3-4) と

確認される。しかし後者の「毘鉢舎那Jの連句は『璃伽論jの中には他に見いだせず、他の唯

識文献の中でも次の f顕揚聖教諭』の用例のみが見つかった。

【68】『顕揚聖教諭』掻事品 (T31: 481b14-21) 

「等持j者。謂於所観境専住ー縁爵髄。令心不散智依局業。如経説。諸令心住・輿等住・

安住・近住・及定住・不簡L・不散・掻寂止・等持・心住一縁性。「慧J者。謂即於所観境

簡揮箆躍。女日理不如理・非如理非不如理悟入所知局業。知経説。簡揮諸法・最極簡揮・極

簡揮法・遍了・近了・結了・通達・審察・聴叡・費明・慧行・毘鉢舎那。

まさしく【64]の二つの定型句にほぼ等しい。いずれも教証として挙げられ、おそらく源泉

は阿含にあるのだろうが刷、初期有部論書以来の伝統的な定・慧の解釈に基盤があるとみてよ

い。『顕揚聖教諭j摂事品では、心・心所の諸法の定義を行なう中で、この種の連句表現によ

る定義は数少なく、この二法は他の諸法とは扱いが異なっているようにみえる白

このうち「春摩他」の定型連句については、『輪伽論J声聞地では内住 (adhyatmam

[eva cittarp] sthapayati)・等住 (sarpsthapayati)・安住 (avasthapayaty)・近住 (upastha-

payati)・調順 (damayati)・寂静 (samayati)・最極寂静 (vyupasamayati)・専注ー趣

(ekotikaroti} ・等持 (samadhatte)を「九種心住Jと呼んで詳細に分析している (T30:

450c18ff人この「九種心住Jは瑞伽行派特有の「無分別影像」の観察において教学上の一定

の位置を占めるω。

一方、「春摩他Jと組み合わせられる「毘鉢舎那Jには、【67】の連句は上記以外には用いら

れず、それよりも次のような別な連句が定番として採用されている。

【69】合計akabhfuni(Shukla) : 194-195. 

nirvikalparp pratibimbarp katamat I ihayarp yogi pratibimban nimittam udgrhya na 

puna1) y_icinoti I prativicinoti I parivitarkayati I parimimarpsam apadyate I api tu tad 
evalambanam asaktan carthakarel:la tan nimittarp samayati I api tu navakaraya 

cittasthitya adhyatmam eva cittarp sthapayati I sarpsthapayati I avasthapayaty 

upasthapayati I damayati I samayati I [vyupasamayati] I ekotikaroti I samadhattel 

tasya tasmin samaye nir叫王alparptat pratibimbarp alambanarp bhavati I yatrasave-

( 23 ) 
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karpsenaikagrarp smrtim avasthapayati tadalambanarp. no tu vicinoti I parivitar-
初仰・ |ρarisimamsamφめ仰 Itacca pratibimbarp pratibimbam ity ucyate I 

【69')r稀伽論』声聞地T30: 427b15-24 

云何「無分別影像J謂修観行者受取知是影像相己。不復観察簡揮・極簡揮・遍尋思・遍伺

室。然即於此所縁影像以著摩他行寂静其心。即是九種行棺令心安住。謂令心内住・等住・

安住・近住・調伏・寂静・最極寂静・ー趣・等持。彼於爾時成無分別影像所縁。即於如是

所縁影像一向ー趣安住其念。不復観察簡揮・極簡揮・遍尋思・遍伺察。是名「無分別影

像」。

【70】Abhidharmasamucc，のla(Pradhan) : 75.15-19. 

samathal] katamal] / adhyatmarp cittasya upanibandhab sthapana sarpsthapana 

avasthapana upasthapana damanarp samanarp vyupasamanam ekotikaral)arp samad-

hanarp ca / / vipasyana katama / ya dharman vicinoti pravicinoti parivitarkayati 

parimimarpsam apataye / 

【70')r阿見達磨集論JT31 : 685b5-10 

「者摩他」者。謂於内撮心令住・等住・安住・近住・調順・寂静・最極寂静・専注ー趣・

平等掻持。「毘鉢舎那J者。謂簡揮諸法・最極簡揮・普遍尋思・周審観察。

【69】は上述の「無分別影像Jの解説部分に相当するが、この中で示される「毘鉢舎那Jの

定型句「簡揮 (vicinoti)・極簡揮 (pravicinoti)・遍尋思 (parivitarkayati)・遍伺察

(parimimarpsam apadyate) Jは、有部論書においてはまったく存在せず、おそらく積伽行派

の独創であろう。慧に尋(吋tarka}などの要素を加味して、毘鉢舎那を定義づげようとした

ものと思われる。しかも、続く記述によるとこれら四連語は「四行観」と位置づけられて、著

摩他の「九種心住」と並び観法次第の一概念として扱われている (T30: 347a3)。【70】はそ

の教学的前提のもとに連句を用いた用例といえるo

これら稀伽行派論書にみられる著摩他・見鉢舎那の定義は、明らかに初期有部論書が多用し

た定型句が源泉にあると思われる。ただ、有部論書の場合、定型連句はあくまで法相定義のた

めに持ち込まれた慣用的記述法であり、連句内の個々の要素はほぼ同義語として処理されうる

ものである。それに対して璃伽行派論書の著摩他・毘鉢舎那の定義の場合、有部と同じ源泉を

もちながら、同じ連句の内容を、九種心住・四行観という著摩他・毘鉢舎那の階梯を説明する

ための要素として、積極的に意義づけている。原初的な類義語羅列的定義の一つの応用例とい

えようが、このような教学的操作は、有部論書にはほとんど見られないものである。

註

1) r施設論』は初期と中期の両側面をもちあわせた性格もある (cf.福田琢 [2005Jrr施設論Jr品
類足論jの原題についてJ(長崎法潤博士古稀記念論集・仏教とジャイナ教)p.169ff.)が、チ

ベット文から原語を類推しやすい利点があるので考察対象に含める。ただ『施設論』は主題が

( 24 ) 
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世俗的であるため諸法の定義自体が数少なく、最小限の利用にとどまる。

2 )本稿で引用する原文は適宜句読点を修正し、カギ括弧・下線等の処理を施して整え、便宜的に

通し番号を付している。なお、一般的な書名の略号は慣例に準ずる。

3 )五組・五取組、十大地法ないし小煩悩地法、五煩悩ないし五法、六識身ないし六愛身をそれぞ

れ一事と数え、十八界・十二処・六界を加えて七事とするようである。

4) r品類足論jの旧訳『衆事分阿毘曇論jは『界身足論』と同じく十大善地法を説かない (T26: 

634allff)。
5) cf. r品類足論j鱒掻等品T26: 717c27 r意業云何。謂思」など。

6)大正蔵本の読みは「欣Jだが、宋本・元本・宮内庁本は「仮j、明本は「狼J、正倉院本は「改」

で異読が多い。意味上から判断して訂正した。続く「等仮Ji極倶」も同様。

7 )大正蔵本は「改」、三本は「狼Jとあるが、上記注に準じて訂正した。続く「等恨Ji極恨Jr恨
類Jrイ艮生jも同様。

7) cf. r法猫足論j雑事品T26: 494c26-495aI3. 

9 )原文myangan las 'da' bar 'gyur baとあるが【11】の「令不浬繋」により訂正した。

10)ノマーリ・アピダンマでは、 Katamotasmirp samaye moho hoti Yarp tasmirp samaye呈盟主旦

arp adassanarp anabhisamayo ananubodho asambodho appativedho asarpgahana apar-

iyogahana asamapekkhana apaccavekkhana apaccakkhakammarp dummejjharp balyarp 

asampajannarp moho samoho avijja avijjogho avijjayogo avijjanusayo avijjapariyutthanarp 

avijjalangi moho akusalamularp. ayarp tasmirp samaye moho hoti. (Dhammasaみgani.

PTS:79.4-11) とあり、一連のavijja由来語の中にmoha由来語が若干挿入された形になってい

る。

11) cf. AKBh.ch.II:56.7-9. styanarp katamat / ya kayaguruta citta-guruta kayakarmaQ.yata 

cittakarmal)yata / kayikarp. styanarp. caitasikarp. styanam ity uktam Abhidharme / 

『倶舎縛論j分別根品T29: 178c26-27 r無安」謂身重・心重・身心於事無能。阿見達磨臓中説。

「無安J有二種。調身無安・心無安。

『倶舎論j分別根品T29: 19c8-10 r悟J謂悟沈。封法中説。云何「憎沈J。謂身重性・心重性・

身無堪任性・心無堪任性・身悟沈性・心情沈性。是名「情沈」。

AKBhの「アビダルマに説かれる(ityuktam Abhidharme) Jを真諦訳は最後の一文だけと理

解しているが、玄突は全文が引用と解釈しそれに沿った訳し方をしている。チベット訳 (D:

ku65b7-66al， P:思173b6-7)は真諦訳と同様である。しかし、前後の他の心所法の説明はこの

ような問答形式ではないし、またこの法だけを古い形式の定義法によっているのはいかにも不

自然であるから、玄突のようにすべてが「対法」からの引用と解釈するのが妥当であろう。悟

沈は『界身足論Jr品類足論』では取り上げられていないので、ここで引かれる「アビダルマJ
とは『稜智論j雑草直 (T26: 925bl0-12) r云何情沈。答諸身重性・心重性・身不調柔・心不調

柔・身肇普・心董曹・身憤悶・心憤悶・心情重性。是謂悟沈jを指すものと思われる (AKBh

の引用は不完全である)。

12)西村実則『アビダルマ教学一倶舎論の煩悩論-J (p.324)は、『法種足論j雑事品における情

沈・普憤・不調柔性の三法が「同内容の別表現」と解しているが、「飽重Jについては触れない。

また「不調柔性」の定義は「云何不調柔性。謂身剛強・身堅鞭・身慨恨・身不明滞・身不潤

滑・身不柔軟・身無堪任。線名不調柔性J(T26: 497c9-11) とあり、身のみの不柔軟性を示す

のであり、情沈・膏憤・麗重が身心両面の重性を意味するのとは異なる。「不調柔性Jはむしろ

直前に並べ説かれる「不和軟性」が「云何不和軟性。謂心剛強・心堅鞭・心情恨・心不明津・

心不潤滑・心不柔軟・心無堪任。綿名不和軟性J(T26: 497c7-9) と定義されることと対比す

べきであろう。

( 25 ) 
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13) DhSk・D -Siglinde Dietz: Fragmente des Dharmaskandha -ein Abhidharma-Text in Sans-

krit aus Gilgit. Gottingen， 1984. 

14) cf. r品類足論』縛五事品T26: 692b27-29 r心云何。調心・意・識。J
15)定型句が途中から省略されており[連句A]の可能性もあるが、直近の用例が【37】であるこ

とから[連句B]と判断した。[連句A]の省略形は例外なく最後に「貧類・貧生Jが付せられ

る。

16)【21】と【32]はいずれも三不善根中の貧不善根の解釈である。【29】は不善根と明言されてい

ないが、膿・療と並べられること、および『法麓足論j雑事品と諸本との対応関係 (cf.西村前

掲書p.284ff.)から、これが貧不善根であることは明白である。そして貧不善根の貧がlobhaで

あることは、ニカーヤなどに頻出する一般用例から確認される。

17)【22】は三火(貧火・膿火・疲火)の教説であるが、党文Sa'f!留Z的utra(cf. Valentz"na Stache-

Rosen， Dasおngitisutraund sein Kommentar sa元git.抑 η'aya.Teil 1 [1968] p.79)やパーリ

資料は共通して貧火の貧をragaとする。貧・眠・療の三法でlobhaでなく ragaが用いられるの

は異例といえる。【30】の f染貧Jは『法誼足論j雑事品の78論母の39番目に挙げられるもので

ある。雑事品の諸法がRatnavalf第5章の57法や『議伽論j摂事品の随煩悩と対応関係があるこ

とは、 YukihiroOkada und Michael Hahn， Zur Quelle der Ratnavali des Nagarjuna， lndo-

lranian Journal 28 [1985] (p.125ff.)や西村前掲書 (p.278ff.)が指摘することであるが、この

「染貧jについては対応がないとされている。しかし『靖伽論J(T30: 802c27)で「於諸境界

深起耽著説名馬貧」と定義される f貧jは定義内容からも諸法の前後の並びからいっても、『法

麗足論jの「染貧」に対応するとみて問題ないと思われる。『議伽論jの当該の「貧Jはチベッ

ト訳に'dodchagsとあり、 ragaを指示する。よって「染貧Jはragaと判ぜられる。雑事品では

すでに【29】でlobhaを f貧Jと翻じているので、ここで玄突は同じ訳語の使用を避けて「染

貧Jとしたのであろう。

18)【23]の四身繋は『袈智論jや f婆沙論jには登場するが、『倶舎論』や『アピダルマ・ディー

ノマjには触れられていない。『入阿毘達磨論jのチベット訳語brnabsems lus kyi mdud paおよ

びパーリ対応語abhijjha-kayaganthaから判断した。また【26】は四念住の経文の語なので、

「食憂」のパーリ対応語abhijjha-domanassaより類推した。

19)五蓋と五願下分結の「貧欲Jr欲貧JはkamacchandaであることはAKBhほかの用例から明ら

かである。【24】【27】は五蓋、【25]は五順下分結の解釈であることが明示される。雑事品の

【31】は明言はないが、後に膿悉・情沈・睡眠・捧挙・悪作・疑と続くので、この「貧欲Jは貧

欲蓋を示すと判断しうる。ただし【31]は異説として挙げられた用例なので問題がある。これ

については後述する。

20)多界品に掲げられる欲界・惑界・害界・無欲界・無惑界・無害界の六界のーである。これらは

『集異門足論』では二種の三界として挙げられ、解釈は『法租足論』に準ずるとして省略される。

原語は慣例からみてkama-dhatuと推定されるが、色界・無色界に対する欲界ではない。ちなみ

に同じ多界品で後者の欲界は「云何欲界。謂有諸法欲貧随増。是名欲界。復次欲界繋十八界・

十二慮・五誼。是名欲界。復次下従無関地獄上至他化自在天、於中所有色・受・想・行・識。

是名欲界J(T26: 504b29-c3) と定義され、全く異なる。

21) r品類足論j縛掻等品 (T26 : 717a22-24)では第二説のみが採用されている。第二説は新しい

解釈ともいえる。

22)【32]の蔵訳 f業施設』の用例は唯一これを欠く。単なる脱落ではなく、後述のように三不善根

は不善で欲界繋であるから言及する必要がないともいえる。

23)西村前掲書 (p.262ff.)はカーマ (kama)の意味のアピダルマ的変容を明らかにしている。本

来、食欲・性欲などの世俗的な欲望を意味していたカーマが欲界の意味に改変されたとする。
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いずれにしても、連句の用法からみれば、すでに欲界としての意図はあったように思われる。

24)【33】は欲・色・無色の三愛 (ti訂 ahtrsna)、【34】は欲・有・無有の三愛、【35】の四愛は党文

Sarrtgitisutraではcatvarastf!?¥lotpadal]. (四愛生) (cf. Stach.Rosen [1968: 105])、【37】は六

愛身(号attr!?l}akayal].)、【42】は十二支縁起の「受縁愛 (vedanapratyayat符¥la)Jの解釈に

おいて、いずれも「愛 (trsna)Jに相当する部分を[連句B]に置き換えて解釈したものである。

25)【36]五順上分結の色貧 (rupa・raga) と無色貧 (arupa.raga)、【38]七随眠の欲貧 (kama.

raga)・有貧 (bhava.raga)で、いずれも慣例などから原語はragaであることは明らかである。

【39】非法貧はRatnavaliと『瑞伽論Jの用例にadharma.raga/ chos ma yin pa'i chags paとあ

る (cf.西村前掲書p.306)。

26)著貧と悪貧はいずれも雑事品の用例であるが、それぞれ自財物と他財物に起こす貧とされる。

同じ意味の定義がRatnavaliではlobhahとvisammolobhahに相当し、『瑞伽論』では「執著」

「悪食Jである (cf.西村前掲書p.306)。しかし『瑞伽論』チベット訳ではこの二つを併せて

bdag dang pha ma la sogs pa'i longs spyod dang/ yang dag pa'i longs spyod dang/ gzhan gyi 

rdzas gtams pa la kun tu 'dzin pa ni mi bzad pa'i chags pa'o/ / (D:zi194b2-3) (自己と父母

等の財産と正当な財産と委託された他者の財物への執着が悪貧である)とし、混乱がある。も

しRa初avaliを指示して【40】の著貧をlobhaとするなら、同じ雑事品で【29]の貧 Oobha) と

重複することになる。「著貧Jはadhyavasita-lobhaのような合成語で「悪貧 (vi$ama.lobha)J 
と対比するものだった可能性もある。いずれにしても問題は残るが、 lobhaに関わる原語である

ことは確認される。

27) r云何耽噌・遍耽噌。謂下品貧・膿・療纏名耽噌。卸此中品名遍耽噌。復次中品貧・眠・療纏名

耽噌。即此上品名遍耽噌。J(T26: 497a6-8) と定義される。

28) cf. r衆事分阿毘曇論JT26 : 627b24 r云何慧。調於法決断J、『薩婆多宗五事論J(T28: 996 

b4) r云何爵慧。調決揮法J。
29)たとえば『雑阿合経j(T2: 203a26-b2) i何等矯正見是聖出世間無漏不取正憲苦縛向苦遁。謂

聖弟子苦苦思惟・集滅道道思惟、無漏思惟相慮於法選揮・分別・推求・費知・結慧・開費・観

察。是名正見是聖出世間無漏不取正童苦縛向苦遁。j

30)大正蔵は「棟揮Jだが三本を支持して訂正した。以下同様。

31)大正蔵は「棟揮Jだが三本・宮本を支持して訂正した。以下の『集異門足論Jの引用もすべて

同様。

32)【49】の「見Jは「見・如理勝Jという二法の中の見であるが、これは二法品で「匿戒・匿見J
「具戒・具見Ji浄戒・浄見Ji見・如理勝Ji厭・如理勝」と連なるこ法論母の中にある。

Stach.Rosen [1968]のおngitisutraの発文断片にもとづく還党では、「見・如理勝」は"drst-

ivisuddhis ca tatha dr~tasya yonisal) pradhanam" (見の清浄とそのように見た者の正しい殊

勝さ)とある。パーリ相当文も類似し、 Ditthi.visuddhi kho pana yatha ditthissa ca pad. 

hanarp. (DhSa白:8.6) r見の清浄と見に応じた精進」であり、後分は微妙に異なる(南伝で

はpadhanaは常に精進の意味に解する)。おそらく Stach.Rosenはパーリ文をもとに党文断片か

らSangitisutraの原文を推定したものと思われる。いずれにしてもこれらによれば、玄英訳の

「見Jはdr!?ti.visuddhiであり、直前の二法「浄戒 (sila.visuddhi)・浄見 (dr叫i-visuddhi)Jの

「浄見」と同一原語である。したがってこの論母の「見Jは、すべての見を包括するのではなく、

悪見を含まない清浄な見である。このことは「如理勝Jの解釈文 (T26: 374a22-b3)からも明

らかである。

33) r集異門足論』十法品の十無学中の「無学正見jの解釈においては「云何無皐正見。答。壷智・

無生智謹所不揖無撃慧。是名無皐正見J(T26: 452c14-16) とあり、『法離足論』八支聖道の正

見と異なる。十無学には第十に「無学正智」があり「尽智・無生智」とされるので、それと区

( 27 ) 
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別するために定義を変えて「尽智・無生智に含まれない無学の慧Jとしているのである。

34) r品類足論j嬬撮等品T26: 723b19-22の「慧根jの定義に一致する。

35)【55】に引いた増上慧学とそれに先立つ増上戒学・増上心学の「三学Jの解釈文は、すべて経典

に由来する。『雑阿含経j第817経 (T2: 210a23-b4)、Angut抱ra-ni蛇ya.3.88 (AN .1:235.15-

29)などに相当する。

36)ただ、上記の【49]，..__【53】の応用例のように、定型句に何がしかの限定的形容句を添えれば

態・悪意の区別の表現は可能のように思われる。

37) r悪見jという表現は初期論書にはみられないが、『護智論jでは五見を「五悪見Jと呼ぶ

(T26 : 954c6)。

38) r界身足論JT26: 615b2-11 r品類足論JT26: 700c1-10 r有身見云何。謂於五取種等。障観執

我或我所由此起忍築・慧・観・見。是名有身見。(以下略)J cf. r衆事分阿毘曇論JT28: 635b8 

-10 r云何身見。謂於五盛陰起我我所有見、於彼堪忍・禦著J、『薩婆多宗五事論JT28: 996c9-

11 r云何身見。謂於五取離随観矯我或爵我所、彼以爵因忍禦・慧・観及以所見此名身見。j

ちなみにパーリ・アピダンマには次のような「見 (di坑hi)Jの定型句がみられる。

Tattha katamo ditthipa泊 maso?Sassato loko ti va..“ ya evarupa ditthi ditthigatal11 ditt 

higahanal11 ditthikantaro ditthivisukayikal11 ditthivipphandital11 ditthisannojanal11 gaho 

patiggaho abhiniveso paramaso kurnmaggo micchapatho micchattal11 titthayatanal11吋par-

iyesagaho -aya中刊ccatidi釧 paramaso. (Dhammasanghani: 208.3-13) . 

これも悪見専用の定型句であるが、同様のものは有部論書にはまったく見いだせない。

39)先の注記(31)の通り、大正蔵本の「棟揮jを三本・宮本により訂正している。以下同様。

40)大正蔵の f掻正Jを三本・宮本により訂正する。

41)説明的な「定jの解釈例としては、『集異門足論』四法品 (T26: 0394a14-17) r定力云何。答

離欲悪不善法有尋有伺離生喜祭入初静慮具足住慶説乃至入第四静慮具足住。是名定力Jなど。

定を四静慮の次第によって説明している。

42)阿含経典の「慧jの連句の用例は上記註 (29)で示したが、「定Jの例は『雑阿含緩J(T2: 

203a15-17) r何等爵正定。謂住心・不酋L・堅固・掻持・寂止・三昧・一心jを挙げておく。

43) cf.小谷信千代 [2000Jr法と行の思想としての仏教Jpp.224-234. 

( 28 ) 


