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『唯識二十頌スティラマティ注』における異熟形成の問題

『唯識三十頌ステイラマテイ注』にみえる思想

的特質のひとつとして、スティラマテイが識転変

において異熟形成の局面、つまり輪廻の契機を強

調した点を指摘できる。異熟は業習気に所取能取

の二取習気が作用することによって形成される。

このうち二取はステイラマテイにとって現実の人

間の認識構造そのものであったから、輪廻を強調

する背景には現実の宗教的な実践主体に対するス

テイラマテイの関心があるであろう(1)。 本稿では

この点を検討する。

(1)因果両転変説

ステイラマテイの因果両転変説(aは ヴァスバン

ドゥの識転変説に対する独自の理解である。因果

両転変説の説明は「それ(転変)を拠り所として我

などの仮説と法の仮説が生じるけれども、それ (転

変)は また因性 (hetubhttva)と 果性 (phalabhttva)に

分けられる。」(18.5-6)2)と いう一文をもって始

まる。これを述べる箇所は、ヴァスバンドゥが識

転変に三種あるとする第一頌についての注釈箇所

で、つづく第二頌でヴァスバンドゥが三転変の名

称をあげるに先だって、スティラマテイが独自の

解釈として提出したものである。

ステイラマテイはまず因転変について、これを

阿頼耶識における異熟と等流の両習気が増長する

ことである(18.6-7)と 述べてのち、果転変を説明

して次のように言う。

「これ(因転変)に 対して果転変(phalapari■ lma)

は、過去の業がその結果を生じることを完全

に終えたときに 、異熟習気がはたらきを得

ることによって、別の衆同分において阿頼耶

識が生じること(abhiniⅣ rtti)で ある。また等

流習気がはたらきを得ることによつて、阿頼

耶識から現勢識と染汚意が生 じることであ

る。」(18.7-10)

泰 弘

等流習気とは現勢識と染汚意が活動をなして阿

頼耶識に据える力能で、阿頼耶識に据えられた等

流習気は活動を起こしてふたたび現勢識と染汚意

を生 じる。このプロセスは因果同時
“

)と して無時

間的に行われる。これに対 して異熟習気は過去の

業が尽きたとき、つまり死のときに、活動を起こ

して新たな阿頼耶識を形成する力能である。新た

な阿頼耶識 といっても、衆同分を異にするという

ことであって、識転変の次元では阿頼耶識の相続

として把握されるべきものであるが、死のときに

阿頼耶識が別の衆同分を得るというところに、輪

廻 という時間的契機の創出を見いだすことができ

る0)。 この点で異熟習気は等流習気と対照をなす。

要するにステイラマテイの因果両転変説では、諸

識の相互作用を包括する等流習気の活動 とならん

で、異熟形成の局面を別立することが注目される。

(2)第十八頌 および第十九頌の位置

ステイラマテイが識転変について異熟形成の過

程を強調するのは、既に指摘されているように頌

に根拠を有する
“

)。 等流習気が阿頼耶識において

増長 して現勢識と染汚意を生 じ、生 じた現勢識と

染汚意が活動をなして等流習気を阿頼耶識に据え

るという内容は、ヴァスバンドゥが第十八頌で言

うところの「まさに識は一切の種子を有する。転

変は交互に作用 して、そのときそのとき行われる。

これによってさまざまな分別が生 じる。」に重な

る。一方、異熟習気の作用によつて阿頼耶識が別

の衆同分を得るという異熟形成のプロセスは、第

十九頌の「業の習気は二取習気 (grtthadvayavttsanl)

とともに、前の異熟が尽きたときに、それ (阿頼耶

識)と しての別の異熟を生じる。」という内容に重

なる。この二つの頌に述べる内容を、スティラマ

テイは等流 。異熟二習気の活動という観点からみ

て因果両転変説として総合したと考えられる。

山土
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ステイラマテイが第十八 。第十九の両頌を根拠

として因果両転変説を打ち出した意図を検討する

ために、両頌の頌全体における位置を概観 してお

く。ステイラマテイは頌の全体を、識転変を述べ

る第一頌から第十七頌までと、一切唯識に立って

諸論題を扱う第十八頌から第三十頌までとに三分

して理解 したと考えられる0。 前半では三転変を

相応する心作用とともに説明し、第十七頌におい

て識転変が分別であること、分別されたものは存

在 しないこと、それゆえ一切唯識であることを述

べて締めくくる。ステイラマテイは第十七頌を引

用するにあたって、「我法の仮説は識転変を拠 り

所とするが、それ (識転変)は また三種であると名

を挙げてのち、その三種の転変を詳細に説き明か

した。」(35.4-5)と 述べるが、これはヴァスバン

ドウが第一頌に言う「我法の仮説が様々に生 じる

が、それは識転変を拠 り所 とする。その転変には

三種類ある。」 という内容を念頭においてのこと

で、第一頌から第十七頌までの内容を識転変とし

て総括 したものである。続いて「いまや我法の仮

説は識転変のみを拠 り所 としてあるのであって、

識転変を離れては我もなく法もないということが

提言 されたが、それを論証するためにい う。」

(35.5-7)と 述べて一切唯識を結論するから、こ

こで注釈前半の段を締めくくるという理解があっ

たであろう。

後半の第十八頌から第三十頌までの段は、その

一切唯識の立場に立って種々の主題を扱う。それ

ぞれの主題を扱うときのフレーズを引用列挙する

と以下のようである。

・阿頼耶識の活動 (第十八頌 )

「 もし一切が識だけであり(yadi sarvatt vi―

jiaptimtttrakam)、 それ以外には作者も手段

も存在しないとすれば、どうして主宰者をも

たない根本識から手段がないのに諸々の分別

が生じるかと問うならば、答えて言う。」(36.2-4)
。異熟の形成 (第十九頌)

「いまや識のみであるときに(idttni早 宙jiapti―

m五廿c)、 現在の生が減したときに未来の生が

結ばれる次第を説明するために次のように言

う。」(36.18-20)
。三性説 (第二十～二十五頌)

「もし一切世界が識のみであるとすると (yadi

宙jiaptimtttram evedam)、 どうして経典に矛

盾 しないのか。 というのも経典は三つの本

性、すなわち遍計所執性、依他起性、円成実

性を説くから、と問うならば矛盾しないので

ある。」(39.4-6)
。唯識における知覚の様態 (第二十六～二十八

頌)

「もし一切世界が識のみであるとすると (yadi

宙jiaptimtttram evedam)、 どのように眼耳鼻

舌身によってそれぞれ色声香味触を把握する

か、と言うならば、答えて言う。」(42.9-H)
・唯識の境地 (第二十九～三十頌)

「このように識のみの境地に心が確立すると

き(yada市att vijiaptimtttratayttT cittam ava―

sthitatt bhavati)、 それはどのように言い表さ

れるかと言うならば、答えて言う。」(43.20-

21)

以上のように注釈後半では、様々な主題を一切

唯識から説き起こす点で表現形式の共通性を見い

だすことができ、識転変を主題とする注釈前半か

ら区別することができる。この形式的な特徴に加

えて、内容からみても二取に関する言及が注釈後

半を特色づけており、注釈前半とは異なった性格

を有する。たとえば三性それぞれを二取に関係づ

けて説明をおこない (40.1-5)、 心法性を解明す

るにあたっては二取の様態と対比 し(42.16-18)、

そして転依の要件の一つとして二取の減をあげる

(44.7-8)。 二取は『成唯識論』でも問題にされ

るが、ダルマパーラが二取を中性的 。価値中立的

に理解するC)の に対 して、スティラマテイは二取

を現実の認識構造として価値的に理解する点に特

色がある。三性説から言えば遍計所執性は二取の

作用する事態であり、二取の作用 しない円成実性

と対比される(40.2-6)。 また遍計所執性は縁已

生ならざることによって、縁已生なる依他起性 と

区別される(16.15-17)。 認識構造の局面 として

は、依他起の事態に対 して二取によって遍計所執

として見るか、二取なく如実に円成実として見る

かの相違があるθ)。 要するにステイラマテイにと

って二取は現実の認識構造としての重みをもつも

のである。この点からみて注釈後半の諸論題は、
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一切唯識の境地を二取の認識構造との対比のもと

で扱ってお り、注釈前半の識転変に関する原理的

な議論から区別される。

以上スティラマテイによる頌全体の理解の枠組

みを概観 したが、いま問題にしている第十八 。第

十九の両頌は注釈後半の冒頭に位置 しているか

ら、両頌に根拠をおくスティラマテイの因果両転

変説は、現実の実践主体の観点から識転変をとら

え直したものと理解できる。前項に指摘 したよう

に、因果両転変説では異熟形成の局面を別立 した

ところに特徴が見られるが、スティラマテイが異

熟形成の過程をとりたてて問題 とする背景には、

『唯識三十頌』第十八頌以降の理解、すなわち現

実の認識構造としての二取を重視するステイラマ

テイの理解がある。二取への関心と異熟形成への

関心はひとつのものである。

なお輪廻に対するステイラマテイの関心は、第

十九頌の注釈のなかで輪廻の説明を詳 しく行うこ

とからも伺い知ることが出来る。ステイラマテイ

は第十九頌の内容を解説 してのち、阿頼耶識がす

べての種子を有することの教証 として阿昆達磨経

の一節を引用 し、続いて理証として縁起十二支の

識分が阿頼耶識であること、ならびに種子として

の煩悩を蓄積する阿頼耶識の減によって輪廻の減

があると説き及ぶ (37.9-39。 4)。 第十九頌の趣旨

は業習気が二取習気の協働によつて異熟を生 じる

ということであったから、輪廻の上滅を説き明か

して頌の内容を敷衛 したのは、本文に即 して注釈

をおこなうステイラマテイにとって例外的なこと

であ り(1の 、スティラマテイの輪廻に対する関心

を知ることができる。

(3)転 依

識転変について輪廻という識相続の契機を強調

するスティラマテイは、転依の理解についてもこ

の視点を一貫する。転依に言及する第二十九頌は

「それ(唯識の境地)は無心であり、無所得である。

そしてそれは出世間の智である。所依の転換 (転

依)で ある。二種の色重を滅したからである。」と

いう内容であるが、これについてステイラマテイ

は以下のように逐語的な注釈をおこなう。

「それでは、その転依は何を滅することによ

って得られるかと言えば、それについて次の

ように言う。「二種の色重を減したからであ

る」と。「二種」とは煩悩障という色重と所

知障という色重である。「色重」とは所依に堪

忍性なきこと(akarma■ yat五 )で ある。それは

また煩悩障と所知障の種子である。」(44.8-

11)

二種の色重の内容をなす煩悩障と所知障の二障

は、すでに注釈冒頭の造論意趣を述べる箇所でと

りあげられている。造論意趣の第一として掲げら

れるのは「人と法の無我の教説の正しさを理解さ

せるために『三十頌の識論』を始める。」(15.2-3)

いうものである(11)が 、この人法二無我の教説は

それぞれ煩悩障と所知障の滅を目的とする。この

うち煩悩障については有身見の対治によって解脱

を獲得し、また所知障については有身見の対治と

あわせて、不染汚無智の対治によつて一切智者性

を獲得する(15.2-15。 10)と される。この注釈冒頭

に言及された二障に関する議論が、いま問題にし

ている注釈末尾の転依を論じる箇所で再びとりあ

げられる。すなわち転依はかかる二障の減によっ

て獲得されるが、二障の区別に基づいて転依に有

上と無上の二種があり、前者は煩悩障の滅によっ

て獲得される解脱身であって声間に属し、これに

対して後者は十地 。十波羅蜜の修習によって煩悩

障・所知障の二障すべてを減して獲得される菩薩

の境地であるとされる(44.13-45.02)。 これは声

間を包摂する唯識喩伽行の立場を述べる重要な箇

所であるが、二障についての教理的な図式の定立

を示す点でも注目される(1の 。要するに二障は注

釈冒頭の造論意趣にあげられて、人法二無我を理

解して対治すべき煩悩であるとされ、注釈末尾で

はその二障の滅が転依であるとされる。二障とそ

の対治はステイラマテイが頌全体を理解するとき

の枠組の一つである。

ところでスティラマテイはこれと並んで、転依

についての別の理解を提出する。すなわち転依の

内容を色重が堪忍性に転換することに加えて、異

熟と二取がそれぞれ法身、不二の智の状態に転換

することであるとする。以下のとおりである。

「その智 (出 世間知)の 直後に所依の転換 (転

依)が生じるということを教えるために「所依の
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転換である」と言う。ここで所依とはすべての

種子を有する阿頼耶識である。それ (所依)の

転換 とは色 重 と異熟 と二取習気 の状 態

(dausthulya宙

「

kadVayavttsanttbh計 a)が滅する

ときに、(それぞれ)堪忍性と法身と不二の智の

状態(karmttyatttdharmab,dVayttilnabhava)

として転換することである。」(44.5-8)(り

頌は転依を説明して色重つまり二障の滅を言う

のみであったから、ここに異熟の減と二取習気の

滅を加えたのはステイラマテイ独自の理解であ

る。二取の減は直前の第二十八頌の注釈に言うと

ころの出世間智の獲得と自心法性の境地(43.18-

19)を 指すが、この二取の滅が異熟の減とともに

言及された背景には、第十九頌に述べる輪廻、つ

まり二取習気の作用による異熟形成の過程が念頭

にあつたであろう。二取習気は異熟形成の主因

(pradhttna,38.14)で あつたから、輪廻の問題に関

心を払うステイラマテイにとって、転依は二障の

滅による一切智者性の獲得であると同時に、二取

習気の減による異熟の止滅でなければならなかっ

た。ここでステイラマテイは輪廻を視野に入れて

転依の概念を理解したと考えられる。この理解の

背景にあるのは、ステイラマテイの宗教的な実践

主体に対する関心であつたであろう。

(1)ス テイラマテイの思想的立場が倫理的実践

的であることは、彼の因果両転変説に関連し

て指摘されている。長尾雅人「安慧の識転変

説について」『中観と唯識』岩波書店、363-

364頁、1978年 。

(2)ス テイラマテイの因果両転変説と『成唯識

論』の因果両能変との相違については、長尾

雅人「安慧の識転変説について」長尾雅人前

掲書364-368頁 、勝又俊教『佛教における心

職説の研究』山喜房佛書林、216-219頁 、昭

和36年、武内紹晃『喩伽行唯識学の研究』百

華苑、192-202頁、昭和54年、横山紘一「世

親の識転変」『講座大乗仏教 8唯識思想』春

秋社、134-137頁、昭和57年。

(3)和訳にあたつて以下のテキス トを使用した。

Sylvain Lё宙,Vijiptimtttratttsiddhi.Dcux

trait6s de Vasubandhu: Vim6atik五 (la

Vingtaine)aCCOmpagn6e d'une cxPlication en

prose,ct Trim6ik五 (la Trentainc)aVec le

colnlnentairc de Sthiramati,Paris 192 5.

(4)因果同時お よび以下に扱 う識相続 について

の詳細は、長尾雅人「安慧の識転変説につい

て」長尾雅人前掲書355-361頁 。

(5)識転変が空間と時間とを生み出す源泉であ

るという理解については、長尾雅人「安慧の

識転変説について」長尾雅人前掲書240-241

頁。

(6)因果両転変説は第十八、十九両頌に見られ

る思想を整理して形成されたとの見解は、長

尾雅人「安慧の識転変説について」長尾雅ノ、

前掲書364頁 。なお果転変の異熟形成の次第

が第十九頌ならびにその注釈の内容に重なる

ことについては、武内紹晃前掲書、199-202

頁、武内紹晃「インド仏教唯識学における因

果」『仏教思想 3因果』平楽寺書店、190-

191頁 、1978年 。

(7)頌 の内容分類については、野澤静澄「唯識

三十頌の原典解釈」『世親唯識の原典解明』

法蔵館、139-142頁、昭和28年、および竹村

牧男『唯識の探求一「唯識三十頌」を読む一』、

春秋社、37-39頁 、平成 4年。

(8)勝呂信静「二取 。三分論―唯識説の基本的

思想―」『法華文化研究』第 8号、45-49頁、

1982年。ステイラマテイとダルマパーラの間

に見られる二取の三性説からみた解釈の相違

については、長尾雅人「唯識義の基盤として
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