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1．はじめに

ここでいう「無表業の誤解」とは，今から 90年近く前に，仏教学者加藤精神が
指摘した，説一切有部の無表業に対する誤った理解を意味する．加藤の指摘をめ
ぐっては，いくつかの論争を巻き起こしたが，特にその没後に飛躍的に研究が進
み，多くの専門家の検証によってその説は支持され，これを否定する見解は皆無
といってよい．その辺りの事情については，すでに学者の紹介するところであ
り 1），あらためて加藤の先見性に驚かされる．
本稿の目的は，加藤の指摘する「誤解」がどのような経緯で生じたのかを，当
時の時代背景から探り，無表研究の問題点を明らかにすることにある．

2．加藤説の概要

加藤の提言は，間を隔てて二編の論文の中で行われている．
〔最初の提言〕加藤［1928］
この論文のテーマは無表だけでなく，タイトルにある有部の業感縁起論に関わ
る，無表色と三世実有説それぞれの誤解を提示したものであり，力点はむしろ後
者にある．これに対して舟橋水哉，荻原雲来らが反応し，特に荻原との間に交わ
された論争はつとに有名である 2）．
〔二度目の提言〕加藤［1953］
内容は前稿とほぼ同趣旨である．25年もの時を隔てて再論したことは，その間
に「誤解」が解消されなかったことを意味する．おそらくその反省もあってか，
前稿よりも明解な論述になっている．この論文に対しては，舟橋一哉（水哉の子）
が反論し，何度か意見の応酬があった 3）．
これら一連の論稿で加藤が指摘する無表業の誤解とは「善悪の業が滅した後に
も果報が生ずるまで連鎖し因果を連絡する役割」を無表業に与える見解である（加
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仏の生身が有漏か無漏かという議論は，経典の記述に端を発するものであることが理解
できる．『異部宗輪論』では大衆部は「世尊所説無不如義」（T49. 15b28–29）と主張し，
有部は「世尊亦有不如義言．仏所説経非皆了義．仏自説有不了義経」（同 16c7–9）と説い
ている．『大毘婆沙論』においても了義・不了義を用いた解釈を見いだすことができる
（T27. 176c4–8，同 266c18–24など）．大衆部は経典の言説をすべて了義としてそのまま理
解を試み，一方で有部は不了義の教説を認め，ある観点から経文に対する解釈を試みて
いると指摘できよう．『大毘婆沙論』当該箇所についていえば，「如来は世間に生在し，
世間に長在して若しくは行き，若しくは住するも，世法の染汚する所と為らず」（同
229a18–19）という経文に対して，大衆部は「世法の染汚する所と為らず」の意味を仏の
生身についての言及と理解する．ところが有部はこの経文を法身について言及と解釈し，
その立場から大衆部の理解を批判するのである．どちらの理解が進歩的，あるいは保守
的かについては議論の余地があろうが，仏身の有漏・無漏をめぐる問題が，繰り返すが，
経典の解釈に端を発していることは注目に値しよう．   7）木村［1968］は分別論者
を大衆部の遊軍派とみなし，このような学派の出現理由を大衆部の発展の中に見いだす．
そしてこの大衆部の思想発展の根拠として「宗輪論に顕れるがごとき仏身論や無為論を
初めより主張したものとは断じて受取り難い」（p. 295）と述べているが，仏身論につい
ては上に言及したように経典解釈の問題であり，これを大衆部の思想発展の根拠とする
ことができるかには検討の余地があろう．新田［2012］の指摘の通り，大衆部の仏身理
解が進歩的なものである文献的な根拠は薄弱である．   
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記述はみられない．これと同等の解釈は，有部論書の解説・講述書を中心に多数
みられる 8）．それらはいずれも俱舎学の伝統にもとづいた書である．
その伝統的解釈の実質的な基準となっていたのが，江戸期以来流行した『七十
五法名目』といえる．俱舎の諸法体系と各種分別の解説に特化した本書は，自ず
と『俱舎論』界品・根品の叙述が中心となっているが，無表色に関しては次のよ
うにまとめられている（T. 71: 888b7–26）．（1）割注で無表色を色法として定義づけ
る 9）．（2）無表色の体性を身無表・語無表の二種とし殺生等の七支を身三・語四
に配当する．（3）三無表・三律儀・八別解脱律儀の分類を図示する．（4）最後に
圓暉『俱舎論頌疏』により律儀を悪戒の相続を抑止するものと定義する 10）．（2）〜
（4）は業品の所説にもとづいたものであり，界品の定義にとどまらず戒体的な存
在として無表の本質を押さえている．おそらく加藤の無表業観もこれら俱舎学の
伝統に学んだものと思われる．

4．明治・大正期における「誤解」の解釈例（加藤説以前）

加藤の指摘する「誤解」にもとづく無表解釈は明治期半ば頃から確認される．
筆者が参照しえた最も古い解釈例は，村上［1889: 17–20］である．

凡ソ吾人内心ノ外部ニ発動スル所ノ身体ノ動揺，言語ニオイテ善ト悪ト無記（中庸品）
トノ三類アリ．之レヲ表業・表色ト名ヅク．如何トナレバ，是レ内心ノ善或ハ悪ナルヿ
ヲ他ニ表示スル者ナレバナリ．而シテ此善或ハ悪ノ表業ヲ為ストキ，其人ニ一種ノ無形
無象ナル者ヲ撃発スルヿヲ得ル．之レヲ名ケテ無表色ト云フ．…斯ノ如キ者ヲ何ゾ実在
物ノ如ク想像スル乎ト云フニ，此ハ因果業感ハ必然ナリト云ガ，無表色ヲ立ルノ原理ト
ナレリ．凡ソ善業ハ愛果ヲ感ジ，悪業ハ非愛ノ果ヲ感ズト云ハ天地自然ノ法律ニシテ，
仏モ神モ之ヲ傾動スルヿ能ハザル必然ノ規則ト為スモノハ仏教ナリ．…此等ノ如キ若シ
無表色ヲ撃発ストセズハ，当来非愛ノ果ヲ招クベキ者ナクシテ，因果必然ノ規則錯誤ス
ルヿアルニ至ラン．故ニ或ハ自ラ作スモ，或ハ人ヲ使ッテ為サ令ムルモ，其善事・悪事
ノ究竟スルトキ，必ズ其者ノ身ニ無表色ナル者ヲ得シテ，此ガ結果ヲ感得スルマデ恒ニ
相続スルト云ガ，小乗論師ノ説ナリ．（下線筆者）

下線部のように，無表色を当来の果を招く原理として解釈し，防善防悪等の機
能については全く触れられていない．明らかに加藤のいう「誤解」の一つである．
これより加藤の提言に至るまで，同様の記述は数多く出現している 11）．概し

て，戒体論や無表の分類，随心転の無表には触れない，あるいは触れても矛盾点
を無視していること，さらに典拠を明確に示さず論じている点が共通している．
また時代的な特長として，大乗の立場から有部の無表色は誤りと断じたり，小乗
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藤［1928: 28］，加藤［1953: 469］）．それに対して，加藤が正しいとする無表業理解は
「善悪の業によって発得される，悪と善を防止する功能（習性）」である（加藤［1953:

469］）．加藤はその典拠として『俱舎論』の界品第 11偈の無表色の定義 4），および
業品（玄奘訳巻十四・十五）の解説 5）を挙げる．そして界品の定義は「四位随流」
という無表色の一面を明かすのみであって，業品の所説が無表色全体を解明して
いると指摘する（加藤［1953: 469］）．この指摘は案外重要である．界品は諸法の体
系を述べる重要箇所であり注目度が高いため，その記述のみで無表色を安易に理
解してしまいかねないからである．
業品には無表実有論とその批判など，無表論の重要箇所は他にもあるが，加藤
は特に上記の玄奘訳「巻十四・十五」の部分を取り上げて，手際よくまとめて紹
介している（加藤［1953: 469–470］）．そこでは，無表が三種（律儀・不律儀・非律儀
非不律儀）に分類され 6），いずれも善戒・悪戒の「戒体」としての意義が与えら
れ，それらの獲得と具有，捨棄について説かれる．その部分こそが無表の分類と
その本質を解明しているのである．特に加藤は，業品所説の無表の捨棄の時期と
要因を分析し，最長でも死によって捨せられることを根拠に，無表色が業果まで
連鎖しないことを論じ，限定された期間にのみ得捨される防非止悪・防是止善の
功能こそが無表色の本質であるとした．
その議論の中で加藤は，無表色を経部の種子説などと同一視することをも誤解
とした（加藤［1928: 28］，加藤［1954: 579］）．後述のように，加藤が誤解とする説に
は無表と種子を同一視する見解が多い．それも界品の無表色の四位随流を種子説
との類推から解釈する誤解としたのである．

3．明治・大正期の無表色の伝統的解釈

加藤説以前の明治・大正期における無表への言及は，研究論文でなくほとんど
が講述書・解説書類中に触れられたものである 7）．ただこの時期にも加藤が正説
とする解釈も多く存在した．以下「誤解」の有無に分けてその解釈例を考察する．
「誤解」のない解釈例として，たとえば佐伯［1886: 14］は次のように説明する．

無表色トハ四大種所造ナレバ色ト名クレドモ極微所成ニハ，アラズ．故ニ無表色ハ質碍
ノ色ニハ非ズ．其体善悪アリ．善ニ処中ト律儀トアリ．律儀ニ別解ト定・道トアリ．別
解ハ欲界ノ戒，其中ニ五八十具ノ別アリ．色界有漏定ニハ定共戒アリ，無漏定ニハ道共
戒アリ，何レモ欲界ノ身口ノ過非ヲ防グ用アリ．悪ノ不律儀ト処中トノ無表，唯欲界ナリ．

非常に簡潔な解説であるが，ほぼ加藤の正説と同趣旨であり，誤解につながる

（192） いわゆる「無表業の誤解」について（青 原）

─ 847 ─



記述はみられない．これと同等の解釈は，有部論書の解説・講述書を中心に多数
みられる 8）．それらはいずれも俱舎学の伝統にもとづいた書である．
その伝統的解釈の実質的な基準となっていたのが，江戸期以来流行した『七十
五法名目』といえる．俱舎の諸法体系と各種分別の解説に特化した本書は，自ず
と『俱舎論』界品・根品の叙述が中心となっているが，無表色に関しては次のよ
うにまとめられている（T. 71: 888b7–26）．（1）割注で無表色を色法として定義づけ
る 9）．（2）無表色の体性を身無表・語無表の二種とし殺生等の七支を身三・語四
に配当する．（3）三無表・三律儀・八別解脱律儀の分類を図示する．（4）最後に
圓暉『俱舎論頌疏』により律儀を悪戒の相続を抑止するものと定義する 10）．（2）〜
（4）は業品の所説にもとづいたものであり，界品の定義にとどまらず戒体的な存
在として無表の本質を押さえている．おそらく加藤の無表業観もこれら俱舎学の
伝統に学んだものと思われる．

4．明治・大正期における「誤解」の解釈例（加藤説以前）

加藤の指摘する「誤解」にもとづく無表解釈は明治期半ば頃から確認される．
筆者が参照しえた最も古い解釈例は，村上［1889: 17–20］である．

凡ソ吾人内心ノ外部ニ発動スル所ノ身体ノ動揺，言語ニオイテ善ト悪ト無記（中庸品）
トノ三類アリ．之レヲ表業・表色ト名ヅク．如何トナレバ，是レ内心ノ善或ハ悪ナルヿ
ヲ他ニ表示スル者ナレバナリ．而シテ此善或ハ悪ノ表業ヲ為ストキ，其人ニ一種ノ無形
無象ナル者ヲ撃発スルヿヲ得ル．之レヲ名ケテ無表色ト云フ．…斯ノ如キ者ヲ何ゾ実在
物ノ如ク想像スル乎ト云フニ，此ハ因果業感ハ必然ナリト云ガ，無表色ヲ立ルノ原理ト
ナレリ．凡ソ善業ハ愛果ヲ感ジ，悪業ハ非愛ノ果ヲ感ズト云ハ天地自然ノ法律ニシテ，
仏モ神モ之ヲ傾動スルヿ能ハザル必然ノ規則ト為スモノハ仏教ナリ．…此等ノ如キ若シ
無表色ヲ撃発ストセズハ，当来非愛ノ果ヲ招クベキ者ナクシテ，因果必然ノ規則錯誤ス
ルヿアルニ至ラン．故ニ或ハ自ラ作スモ，或ハ人ヲ使ッテ為サ令ムルモ，其善事・悪事
ノ究竟スルトキ，必ズ其者ノ身ニ無表色ナル者ヲ得シテ，此ガ結果ヲ感得スルマデ恒ニ
相続スルト云ガ，小乗論師ノ説ナリ．（下線筆者）

下線部のように，無表色を当来の果を招く原理として解釈し，防善防悪等の機
能については全く触れられていない．明らかに加藤のいう「誤解」の一つである．
これより加藤の提言に至るまで，同様の記述は数多く出現している 11）．概し

て，戒体論や無表の分類，随心転の無表には触れない，あるいは触れても矛盾点
を無視していること，さらに典拠を明確に示さず論じている点が共通している．
また時代的な特長として，大乗の立場から有部の無表色は誤りと断じたり，小乗

いわゆる「無表業の誤解」について（青 原） （193）

藤［1928: 28］，加藤［1953: 469］）．それに対して，加藤が正しいとする無表業理解は
「善悪の業によって発得される，悪と善を防止する功能（習性）」である（加藤［1953:

469］）．加藤はその典拠として『俱舎論』の界品第 11偈の無表色の定義 4），および
業品（玄奘訳巻十四・十五）の解説 5）を挙げる．そして界品の定義は「四位随流」
という無表色の一面を明かすのみであって，業品の所説が無表色全体を解明して
いると指摘する（加藤［1953: 469］）．この指摘は案外重要である．界品は諸法の体
系を述べる重要箇所であり注目度が高いため，その記述のみで無表色を安易に理
解してしまいかねないからである．
業品には無表実有論とその批判など，無表論の重要箇所は他にもあるが，加藤
は特に上記の玄奘訳「巻十四・十五」の部分を取り上げて，手際よくまとめて紹
介している（加藤［1953: 469–470］）．そこでは，無表が三種（律儀・不律儀・非律儀
非不律儀）に分類され 6），いずれも善戒・悪戒の「戒体」としての意義が与えら
れ，それらの獲得と具有，捨棄について説かれる．その部分こそが無表の分類と
その本質を解明しているのである．特に加藤は，業品所説の無表の捨棄の時期と
要因を分析し，最長でも死によって捨せられることを根拠に，無表色が業果まで
連鎖しないことを論じ，限定された期間にのみ得捨される防非止悪・防是止善の
功能こそが無表色の本質であるとした．
その議論の中で加藤は，無表色を経部の種子説などと同一視することをも誤解
とした（加藤［1928: 28］，加藤［1954: 579］）．後述のように，加藤が誤解とする説に
は無表と種子を同一視する見解が多い．それも界品の無表色の四位随流を種子説
との類推から解釈する誤解としたのである．

3．明治・大正期の無表色の伝統的解釈

加藤説以前の明治・大正期における無表への言及は，研究論文でなくほとんど
が講述書・解説書類中に触れられたものである 7）．ただこの時期にも加藤が正説
とする解釈も多く存在した．以下「誤解」の有無に分けてその解釈例を考察する．
「誤解」のない解釈例として，たとえば佐伯［1886: 14］は次のように説明する．

無表色トハ四大種所造ナレバ色ト名クレドモ極微所成ニハ，アラズ．故ニ無表色ハ質碍
ノ色ニハ非ズ．其体善悪アリ．善ニ処中ト律儀トアリ．律儀ニ別解ト定・道トアリ．別
解ハ欲界ノ戒，其中ニ五八十具ノ別アリ．色界有漏定ニハ定共戒アリ，無漏定ニハ道共
戒アリ，何レモ欲界ノ身口ノ過非ヲ防グ用アリ．悪ノ不律儀ト処中トノ無表，唯欲界ナリ．

非常に簡潔な解説であるが，ほぼ加藤の正説と同趣旨であり，誤解につながる

（192） いわゆる「無表業の誤解」について（青 原）

─ 846 ─



（8）最後に次のように結論づける（赤沼［1939: 368］）．

以上見るが如く，この経部の種子説で，業の因果の関係は十分に説明がつくことであり，
有部の如く，無表色を強いて不合理な色法とする必要もなく，又正量部の如く不失法と
いふが如き曖昧なことをいふ必要もない．これで十分に説明されたのであり，かくて唯
識の種子説となる十分の素地を作り得たのである．

赤沼の一連の論述は，無表色の説明というより，経部の種子説を語ったものと
しか読めない．当初から種子と無表色を同一視し，種子を論じることで有部の無
表色の不備を指摘しようと試みたのであり，無表色自体の本質の解明にはなって
いない．もとより先入観にもとづいて論証しているのである．その根底にあるの
は唯識の業種子の概念であり，その目線から世親の無表実有批判を読めば，誤解
が生じるのである．世親は種子説の観点から無表色の実有性を否定しただけで，
「無表色に代わるものが種子である」と主張したわけではない 14）．
おそらく赤沼だけではなく，当時の研究者の多くが同様の地盤に立っていたよ
うである．たとえば三澤［1944］は，業全体を「業習」（karmavāsanā）と捉え，業
の余習力が無意識的品性・習慣となって行為を規制し，後に果報を招くとし，そ
れが種子と呼ばれ，不失法や無表色も同等として論じる（三澤［1944: 35–45］）．そ
こでは，無表の防善防悪の戒体論的意味と生果の功能とを融和させ，しかもそれ
を業一般の定義にまで拡げた理解がなされ，赤沼よりもむしろ徹底している．
加藤がその後に批判を再論することになったのも，このような言わば暴走した
業論を嘆いたからに違いない．

6．その後の展開

加藤［1953］が二度目の提言をしてからの研究状況は，幾度となく論じられて
いるので繰り返さないが，一人これに疑義を呈した舟橋一哉にだけ触れておこう．
舟橋一哉［1954b］『業の研究』は業論の不滅の金字塔として名高いが，本書で舟
橋一哉は加藤の説を一旦支持し，有部の無表色は防善防悪の功能であることを認
めた．しかしその一方で，それはあくまで「有部の無表色」であり，「仏教元来の
無表」は種子や不失法と同様，生果の功能の役割を担って登場したはずであり，
有部の無表業論は逸脱であると判じた（舟橋一哉［1954b: 98–119］，舟橋一哉［1954a:

42–43］も参照）．しかしそれは文献的に論証が尽くされたものではなく，半ば舟橋
一哉の信念によって語られた仮説というべきである．結局，加藤の批判を承けて，
赤沼らのような折衷説から矛盾を取り除くために行き着いた妥協点といえる．し
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説と蔑視した評価が見受けられる 12）．そのうち，村上専精，斎藤唯信，舟橋水哉
らは精力的に概説書や啓蒙書を多く著す中で，無表の解説部分については同様の
説明を繰り返しており，明らかに彼らに追随したような解釈も多く現われ，一種
の時代的流行のような無表解釈の定着に貢献している．

5．昭和初期の解釈（加藤［1928］以後）

加藤が最初の提言をして以降も，概説書類ではむしろ「誤解」は定着してい
る 13）．その解説の仕方には，以前とは明らかな変化が確認される．より詳しく理
論的な考察を加え，また防善防悪の功能との関係性も考慮に入れた論述も見られ
るようになる．ただ，その詳細さは時代的な要請という面が強く，加藤説に応え
たり，それを念頭に置く記述は上述の舟橋水哉を除いてほとんどない．そのうち，
赤沼［1939］が注目される．多くの紙数を割き典拠を数々挙げながら無表を論証
している．以下，赤沼の論述を概括してみよう．

〔赤沼智善の無表解釈〕
（1）無表色を随眠・種子・随界・不失等の他部派の概念と同一視する前提のもと
に，色法とする有部説に疑問を呈する（赤沼［1939: 355］）．

（2）無表は気質・性格形成と招果の因を併せもつと解釈する（赤沼［1939: 355–356］）．
（3）『俱舎論』界品の四位随流を挙げて無表色の定義を確認する（赤沼［1939: 356］）．
（4）無表色等の概念が部派・大乗を通じて起こったことに関して，① 聖者と凡夫
との区別をつける潜在的なものが必要，② 業因業果の関係を成り立たしめる業の
余勢が必要，という二つの理由を想定した上で，② が主でありそこから ① が自
ずと成立するという（赤沼［1939: 356–357］）．

（5）大衆部・化地部・犢子部・経部の随眠種子説を『異部宗輪論』等の典拠を挙
げて解説し，同様のものとして正量部の不失法に言及し『顕識論』『中論』『成業
論』を引いて論ずる．その中で『俱舎論』界品の四位随流が種子説や不失法にも
該当するとする（赤沼［1939: 357–362］）．

（6）有部の無表色の性格を『俱舎論』界品・業品にもとづいて列挙する．箇条書
きで簡潔に済ましている．有部の無表色が意業や煩悩に適用されないのは欠陥と
断ずる（赤沼［1939: 362–364］）．

（7）『俱舎論』の経部による無表色批判を紹介し，改めて経部の種子説を『中論』
『俱舎論』にもとづいて論じ，『順正理論』が無表を色法とする弁明に疑問を呈す
る（赤沼［1939: 366–368］）．
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体としての無表色説と『舎利弗阿毘曇論』『阿毘曇心論』の無表を比較し，防非止悪の
意識が物質的実在として客観化される過程を論じたもので，当時としては画期的な視
点を有する．その是非はともかく，その後まったく評価されていないのは残念である．

 8）四辻［1885: 37r–40r］，山縣［1893: 100–102］，麻生［1899: 68–69］，南條［1902: 45］，
高木［1919: 48–50, 200–201］など．

 9）「雖大種所造性．其体非極微．非令他表知心故．名無表色」（T. 71: 888b7）．
10）「頌疏云．能遮能滅悪戒相続故名律儀」（T. 71: 888b25–26）．『頌疏』は T. 41: 894b21–22．
11）織田［1895: 103］，櫻井［1898: 32–33］，齋藤［1899: 11–12］，舟橋水哉［1904: 54］，
村上［1891: 42–44］，井上［1899: 137–138］，齋藤［1907: 8–11］，境野［1909: 150–151,
351］，真宗京都中学［1915: 22, 101–103］（加藤［1953］に引用），舟橋水哉［1919: 25–
28, 31–32］など．

12）たとえば「是レ甚シキ架空ノ妄想論ナリト批評ヲ下スナラン」（村上［1889: 19］），
「其様なわけの別らぬ様なもの」（井上［1899: 137］），「小乗有部宗一家の説にて，必ず
しも仏教として取らざるべからざるものとは思ふべからず」（境野［1909: 151］）など．
こうした傾向はほかならぬ加藤精神その人にもみられるのであるが，少なくとも正当
に理解しようとする姿勢は大きく異なる．

13）大鹽［1934］図版中の解説（加藤［1953］に引用），木村［1935: 463, 503–504］，赤
沼［1939: 355–368］，舟橋水哉［1940: 31–33］，三澤［1944: 39–57］，深浦［1951: 50,
147–156］など．

14）ちなみに法相唯識の無表色論の研究成果からも，ここに掲げたような誤解は出てこ
ない．結城［1933］，大谷［2004］など参照．

15）原田［2003: 33］註（29），Dhammajoti［2003: 69］などの記事を参照．
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90.
赤沼智善 1939『仏教教理之研究』破塵閣書店．
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かし，その後の学者たちの考証により，舟橋一哉の「仏教元来の無表」の仮説は
根拠に乏しいことが確認され，否定されるに至っている．その成果は最近随分浸
透してきているとはいえ，本書が名著であるだけにその影響力はいまだに強く，
特に一般書・概説書レベルで誤解にもとづいた無表の説明は絶えていない 15）．

7．おわりに

江戸末期の天台学僧癡空は，無表に関して次のように述べる（癡空［1853: 15v］）．

戒体色心ノ論ナドハ，先ヅ此ノ無表ノコトヲ能ク意得置テ，其上義ニ従ッテ色トナシ，
心トナシ，非色非心トナス途（スヂ）ヲ意得分クベキコトナルヲ，無表ノ体ハ如何様ナ
ルモノナルヲ知ラズ，色ヂャ心ヂャト諍フハ，申セバタワイモナキコトナリ．戒法ヲ護
ルニ就テモ此ノ無表ヲ知ラ子バ，戒体ハ何様ニナルモノナルヲ知ラズシテ持ツ故ニ，持
犯ノケヂ目モ意得子バ，垨モナキコトニナルナリ．（句読点筆者）

戒体としての無表の本質を見ずして，それが色・心等のいずれなのかを議論す
る愚を指摘しており，当時すでに無表色理解に乱れがあったことを示唆している．
加藤の指摘も起こるべくして起こったことなのかもしれない．その後の研究史の
流れを考えるとき，先入観をもった考察の危険性を改めて思わずにはおれない．

 1）清水［2014: 1–5］に研究史の概略が紹介されるので参照．
 2）荻原［1928］，加藤［1929］，荻原［1930］，加藤［1931］，荻原［1932］．荻原は当初
から無表色の誤解ついては加藤に賛同しており，その上で見解の違いを確認しあった
のみで，その後の論争はもっぱら三世実有説に関して展開した．また舟橋水哉は，当
初は加藤の意図を理解できず，後に掲げる一連の著作で揺らぐ心を率直に示しながら，
舟橋水哉［1943: 141–144］においてついに誤解を認め自説を撤回した．

 3）舟橋一哉［1953］，加藤［1954］，舟橋一哉［1954a］．舟橋一哉［1954b: 103–104］も
参照．1956年の加藤の逝去により未決着のまま論争は終息した．

 4）乱心無心等 随流浄不浄 大種所造性 由此説無表（T. 29: 3a28–29）．
vikṣiptācittakasyāpi yo ’nubandhaḥ śubhāśubhaḥ / mahābhūtāny upādāya sa hy avijñaptir
ucyate //11//. AKBh (Abhidharam-kośabhāṣya of Vasubandhu, ed. P. Pradhan [Patna: K. P.
Jayaswal Research Institute, 1967]): 8.1–2. 乱心（vikṣipta-cittaka）とは，無表色が善なら悪
心，悪なら善心のこと，無心（acittaka）は滅尽定・無想定等を示す．本頌の「等」（api）
によって不乱心・有心を含める．以上の四心に常に無表色が相続することが古来「四
位随流」と呼ばれた．

 5）業品第 13–18偈に相当．T. 29: 72b7–80c21; AKBh: 205.11–227.3.
 6）律儀はさらに別解脱律儀・静慮律儀・無漏律儀の三に，別解脱律儀は苾芻・苾芻尼・
正学・勤策・勤策女・近事・近事女・近住の八種に区別される．

 7）筆者が探しえた唯一の無表の研究論文が，源［1919］である．これは有部伝統の戒
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体としての無表色説と『舎利弗阿毘曇論』『阿毘曇心論』の無表を比較し，防非止悪の
意識が物質的実在として客観化される過程を論じたもので，当時としては画期的な視
点を有する．その是非はともかく，その後まったく評価されていないのは残念である．

 8）四辻［1885: 37r–40r］，山縣［1893: 100–102］，麻生［1899: 68–69］，南條［1902: 45］，
高木［1919: 48–50, 200–201］など．

 9）「雖大種所造性．其体非極微．非令他表知心故．名無表色」（T. 71: 888b7）．
10）「頌疏云．能遮能滅悪戒相続故名律儀」（T. 71: 888b25–26）．『頌疏』は T. 41: 894b21–22．
11）織田［1895: 103］，櫻井［1898: 32–33］，齋藤［1899: 11–12］，舟橋水哉［1904: 54］，
村上［1891: 42–44］，井上［1899: 137–138］，齋藤［1907: 8–11］，境野［1909: 150–151,
351］，真宗京都中学［1915: 22, 101–103］（加藤［1953］に引用），舟橋水哉［1919: 25–
28, 31–32］など．

12）たとえば「是レ甚シキ架空ノ妄想論ナリト批評ヲ下スナラン」（村上［1889: 19］），
「其様なわけの別らぬ様なもの」（井上［1899: 137］），「小乗有部宗一家の説にて，必ず
しも仏教として取らざるべからざるものとは思ふべからず」（境野［1909: 151］）など．
こうした傾向はほかならぬ加藤精神その人にもみられるのであるが，少なくとも正当
に理解しようとする姿勢は大きく異なる．

13）大鹽［1934］図版中の解説（加藤［1953］に引用），木村［1935: 463, 503–504］，赤
沼［1939: 355–368］，舟橋水哉［1940: 31–33］，三澤［1944: 39–57］，深浦［1951: 50,
147–156］など．

14）ちなみに法相唯識の無表色論の研究成果からも，ここに掲げたような誤解は出てこ
ない．結城［1933］，大谷［2004］など参照．

15）原田［2003: 33］註（29），Dhammajoti［2003: 69］などの記事を参照．
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――― 1931「有部宗に於ける業力と五蘊との関係を論じ並に荻原佐伯二師に答ふ」『大正
大学々報』9: 79–94.

いわゆる「無表業の誤解」について（青 原） （197）

かし，その後の学者たちの考証により，舟橋一哉の「仏教元来の無表」の仮説は
根拠に乏しいことが確認され，否定されるに至っている．その成果は最近随分浸
透してきているとはいえ，本書が名著であるだけにその影響力はいまだに強く，
特に一般書・概説書レベルで誤解にもとづいた無表の説明は絶えていない 15）．

7．おわりに

江戸末期の天台学僧癡空は，無表に関して次のように述べる（癡空［1853: 15v］）．

戒体色心ノ論ナドハ，先ヅ此ノ無表ノコトヲ能ク意得置テ，其上義ニ従ッテ色トナシ，
心トナシ，非色非心トナス途（スヂ）ヲ意得分クベキコトナルヲ，無表ノ体ハ如何様ナ
ルモノナルヲ知ラズ，色ヂャ心ヂャト諍フハ，申セバタワイモナキコトナリ．戒法ヲ護
ルニ就テモ此ノ無表ヲ知ラ子バ，戒体ハ何様ニナルモノナルヲ知ラズシテ持ツ故ニ，持
犯ノケヂ目モ意得子バ，垨モナキコトニナルナリ．（句読点筆者）

戒体としての無表の本質を見ずして，それが色・心等のいずれなのかを議論す
る愚を指摘しており，当時すでに無表色理解に乱れがあったことを示唆している．
加藤の指摘も起こるべくして起こったことなのかもしれない．その後の研究史の
流れを考えるとき，先入観をもった考察の危険性を改めて思わずにはおれない．

 1）清水［2014: 1–5］に研究史の概略が紹介されるので参照．
 2）荻原［1928］，加藤［1929］，荻原［1930］，加藤［1931］，荻原［1932］．荻原は当初
から無表色の誤解ついては加藤に賛同しており，その上で見解の違いを確認しあった
のみで，その後の論争はもっぱら三世実有説に関して展開した．また舟橋水哉は，当
初は加藤の意図を理解できず，後に掲げる一連の著作で揺らぐ心を率直に示しながら，
舟橋水哉［1943: 141–144］においてついに誤解を認め自説を撤回した．

 3）舟橋一哉［1953］，加藤［1954］，舟橋一哉［1954a］．舟橋一哉［1954b: 103–104］も
参照．1956年の加藤の逝去により未決着のまま論争は終息した．

 4）乱心無心等 随流浄不浄 大種所造性 由此説無表（T. 29: 3a28–29）．
vikṣiptācittakasyāpi yo ’nubandhaḥ śubhāśubhaḥ / mahābhūtāny upādāya sa hy avijñaptir
ucyate //11//. AKBh (Abhidharam-kośabhāṣya of Vasubandhu, ed. P. Pradhan [Patna: K. P.
Jayaswal Research Institute, 1967]): 8.1–2. 乱心（vikṣipta-cittaka）とは，無表色が善なら悪
心，悪なら善心のこと，無心（acittaka）は滅尽定・無想定等を示す．本頌の「等」（api）
によって不乱心・有心を含める．以上の四心に常に無表色が相続することが古来「四
位随流」と呼ばれた．

 5）業品第 13–18偈に相当．T. 29: 72b7–80c21; AKBh: 205.11–227.3.
 6）律儀はさらに別解脱律儀・静慮律儀・無漏律儀の三に，別解脱律儀は苾芻・苾芻尼・
正学・勤策・勤策女・近事・近事女・近住の八種に区別される．

 7）筆者が探しえた唯一の無表の研究論文が，源［1919］である．これは有部伝統の戒
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『如来秘密経』における一字不説論

王　　俊 淇

仏の説法観は Lamotte（1976, 12）と丹治（2002, 19–22）によって五種類に分けら
れる．そのうち，一字不説論が四番目に位置づけられる．この一字不説論は『如
来秘密経』（Tathāgataguhyasūtra; 略号 TG）「如来語密品」の中核をなし，『大智度論』，
Mahāyānasūtrālaṃkāra（ MSA ）， Prasannapadā（ PsP ）， Laṅkāvatārasūtra（ LA ），
Tattvasaṃgraha（TSg）と同 pañjikā，Kumārila の Ślokavārttika（ŚV）等の文献に引用
され，大乗仏教の通説として仏教の内外に知られていた．そこで，『如来秘密経』
は一字不説の成立上の重要な里程標であるといえよう．本稿では，一字不説と原
始仏教以来の伝統との関係を考察した上で，虚空説法をもって一字不説と如来説
法の矛盾の解消を目指す本経の意図を明らかにしたい．
「如来語密品」は後代の多くの論書に引用されるため，梵文断片を以下のように

回収できる．
A．Prasannapadā：［A1］Poussin（1903: 366–367）；［A2］同（1903: 539）

B．『楞伽経』（Laṅkāvatārasūtra）：［B1］南条（1923: 142–143）；［B2］同（1923: 144）；
［B3］同（1923: 240）

C．Mahāyānasūtrālaṃkāra: Lévi（1907: 79）

『如来秘密経』の一字不説論を明確に引用するのは PsP および LA であるが，梵
文写本・両漢訳・チベット語訳と照らしてみると，PsP と LA の引用はいずれも
多少なりともアレンジされた内容を示している．

一字不説論の梵文写本の翻刻は次のようである．
yāṃ ca śāntamate rātriṃ tathāgato nuttarāṃ samyaksaṃbodhim adbhisaṃbuddhaḥ yāṃ ca rātrim
anupādāya parinirvāsyati asminn antare tathāgatenāntaśa ekākṣaram api nodāhṛtaṃ nāpi
pravyāhariṣyati | 1） TG 5a4–5

【訳】ある夜に如来は無上なる正等覚を現等覚した．そしてある夜に取らずに完全に涅槃
するであろう．この間に，如来によって一つの音節さえも語られなかったし，［未来に］
発せられることもないだろう．
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