
駒澤大學佛敎學部硏究紀要第71號　平成25年３月 （29）

― 242 ―

『倶舎論』にまつわる噂の真相

木　村　誠　司

はじめに

　最近、筆者の興味は、もっぱら、世親（Vasubandhu）作『倶舎論』Abhidhar

makośabhās.yaに向けられている。とはいえ、中国・日本に、古来から伝わる
伝統的な『倶舎論』研究には、暗かった。昨今のサンスクリット原典やチベッ
ト語訳を利用する研究スタイルに馴染んでいたし、漢訳中心の研究法に、通じ
ていないことがその理由であった。しかし、伝統的研究の内実を知るにつれ
て、無視出来ないと思うようになってきた

（１）

。それは、１人の若きロシア人仏教
学者、ローゼンベルグ（O.O.Rosenberg, 1888-1919）を魅了し、遂には、日本
留学を決意させたほど熟成した伝統学なのであった

（２）

。今も尚、『倶舎論』研究
の際、参考・引用されることの多いローゼンベルグの『仏教哲学の諸問題』Die 

Probleme der Buddhistischen Philosophieは
（３）

、伝統倶舎学
（４）

をベースにしている。こ
のような事情を知れば知るほど、次第に、筆者の関心は、伝統倶舎学に傾いて
いった。貴重な和書の類いを見ることは、多くなかったが、それでも、幾つか
明治・大正期の洋装本研究書は、目にした

（５）

。おかげで、最近の『倶舎論』概説
書などで、当たり前のように提示されている解説を、改めて、考えるきっかけ
も生まれたのである。
　さて、一旦、何かに、レッテルが貼られると、後は、もう思考停止になり、
レッテルだけが一人歩きしてしまう。噂が作られるのである。『倶舎論』の場
合も同じだ。いわく「聡明論」、いわく「理長為宗」これらが『倶舎論』に貼
られたレッテルであり、噂である。何となくわかるような気がする。しかし、
正確なところはわからない。実は、これが曲者なのだ。上記レッテルから醸し
出されるものは、『倶舎論』へのプラスイメージである。漠然とではあるが、
理路整然とした論書という姿が浮かんでくるような気がする。が、本当のとこ
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ろはどうなのだろうか？一度、そういう疑念が湧き出すと、止まらなくなっ
た。そこで、それらのレッテルを洗い直し、噂を暴くつもりになって、昔の研
究書に対してみた。以下は、その過程を記した小さな報告に過ぎない。そんな
わけで、当然、原典を読み込むような学問的考察ではない。本稿は、１次資料
に基づく所は少なく、まるでゴシップネタを扱う週刊誌のようなもので、徒花
に等しい。しかし、あわよくば識者の目に止まり、有益なアドヴァイスなどを
頂戴することを、密かに期待するものではある。

Ⅰ

　現代最高の『倶舎論』学者といえば、誰しもが、櫻部建博士に指を屈するで
あろう。櫻部博士は、伝統倶舎学にも通じ、サンスクリット原典を駆使する現
代流の研究もこなす大家である。その櫻部博士は、ある概説書で、こう述べて
いる。
『〔倶舎〕論』は、ときにはただちに経量部の書と見做されもしたし、あるいは「理長為宗」

（理の長ずるを宗と為す）と見られもしたのである
（６）
。

　この簡明な記述からは、「理長為宗」のイメージは、判然としない。しか
し、櫻部博士よりも、一昔前の『倶舎論』の大学者、木村泰賢博士によれば、
「理長為宗」は、はっきりプラスイメージの言葉である。博士はこう述べてい
る。
かく、婆沙論以後、これを中心として種々の論書の輩出した中で、種々の点において最も顕

著なものは、いうまでもなく、世親の倶舎論である。一方には飽くまでも大毘婆沙の精要を

尽窮的に紹介し論究する態度を取りながら、他方においては、また、大毘婆沙の排斥した

犍陀羅派や譬喩師、すなわち経部にも敬意を払い、いわゆる「理長為宗」を旨とし、しかも

これを表わすのに整然たる組織と謹厳なる文体を以ってしたところ、千歳の下、なお人をし

て嘆美、措く能わざらしめるものがある。…そのいわゆる「理長為宗」の精神は大毘婆沙

が、種々の論書を籍りて発智を盛り立てようとしたところに契うものがある
（７）
。

　ここでは、「旧来のドグマと新しい思想をミックスし、理路整然として、草
された『倶舎論』」という、鮮烈なイメージが浮かんでくる。そのキーワード
が、「理長為宗」なのである。だが、そこから醸成されるプラスイメージは、
もう１人の『倶舎論』学者船橋水哉博士によれば、そんなにはっきりしたもの
ではない。船橋博士は、「理長為宗」について、次のようにいう。
理長為宗とする説。法宝の倶舎論疏巻一右十八に、理の勝るを以て宗となす、一部に偏な



『倶舎論』にまつわる噂の真相（木村） （31）

― 240 ―

るにあらずといふてある所から、湛慧の倶舎論指要鈔巻一右十八などに、唯理長を以て量

となすと記してある。之は二十部のどれにと定めることはできぬ、理の長じた所を取て倶舎

論を書いたのだから、それでつまり倶舎宗の開祖と見るといふ説になる。評曰、此説一応尤

もである、世親は確に自由討究を試み、理長を宗として、主に経部に依り、倶舎論を著作し

たから、所謂正統有部からは異安心視され、経主とまで云はれたのである。それで後世倶

舎宗といふ名目までできて、世親を此宗派の開祖と仰ぐ様になった。其は一面から見れば、

さういふ様な傾向もないではないが、しかし世親の真意を調べて見ると、倶舎宗を開くとい

ふ様な意味で以て、彼倶舎論を著作した訳ではない、して見れば此説もまだ穏当なものと

は思へない
（８）
。

　船橋博士は、このように「此説一応尤もである、世親は確に自由討究を試
み、理長を宗として、主に経部に依り……」と述べ、「理長為宗」にも、一定
の評価を与えてはいるが、「此説もまだ穏当なものとは思へない」として、紛
れもなく、それを否定対象としている。まず、その点が肝心である。確かに、
この文章から、リベラルな世親像と理路整然たる『倶舎論』を思い浮かべるこ
とも無理ではないだろう。そして、そのようなイメージは、先に見た木村博士
の賛辞と重なる。明らかにプラスイメージである。ここで、船橋博士は、「理
長為宗」を退けているが、それを卑下しているようにも見えはしない。それど
ころか、続く記述では、「理長為宗」とよく似た言葉が、賛辞の言として、登
場する。船橋博士は、以下のようにいっている。
有部とする説。普光の倶舎論記一左一に、一切有の義を述すと雖、時に経部を以て之を正

す、論師理に依て宗となす、朋執を存するにあらずとあり。又慧愷の旧倶舎序に、此論の

本宗は是れ薩婆多部なり、其中の取捨は経部を以て正とすとある。故に世親の宗派として

は、どこまでも有部であるが、しかし有部の教義に欠陥ある場合には、経部其外、理の長

ずる所に従て、有部の教義を改善したのであると。評曰、私は此説を穏当だと思ふ
（９）
、

　上記の二文を照らし合わせると、博士のいわんとすることは、「理長為宗」
はよい、しかし、それを理由に所属学派を不明確にするのは悪い、ということ
であろう。少なくとも、「理長為宗」をプラスイメージだけでとらえるのは、
誤りであることは理解出来た。筆者には、これはかなりインパクトのあること
であった。なぜなら、筆者の脳裏には、木村博士の説くプラスイメージしかな
かったからである。こういう状態で、始めに示した櫻部博士の簡明な記述を目
にすると、マイナスイメージなどついぞ湧いてこないのである。櫻部博士は、
この辺の思想的機微のことも先刻承知の上だとしても、筆者のような者には、
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伺い知ることは難しい。旧い研究書を紐解いて、ようやく事情が判明したわけ
である。以上のような次第で、『倶舎論』に付せられた代表的なレッテル「理
長為宗」も、イメージに揺れが生じるのである。些細なことかもしれないが、
場合によっては、重大な解釈の相違を招くように思われた

（10）

。
　ところで、「理長為宗」のそもそもの出典は、どこなのだろか？船橋博士の
解説によれば、それは法宝と湛慧の著である。以前、大正新修大蔵経テキスト
データベースで検索したところ、「理長為宗」でヒットしたのは、湛慧の『阿
毘達磨倶舎論指要鈔』のみであった。以下の如し。
〔中国の著名な注釈『倶舎論記』において〕普光はいう。「〔『倶舎論』は〕理屈に依存するこ

とを第１とする。〔部派に〕執着することは、明らかにない」と〔やはり著名な注釈『倶舎

論疏』において〕法宝はいう。「だから、ここ〔『倶舎論』〕には「理長為宗」〔理屈を重んじ

ることを第１とする〕がある」と。１部派に決まっているのではない。普光・法宝の両先生

は、〔『倶舎論』は〕１部派に帰属せず、自ずと「理長為宗」と言っている」とする。故に、

「この〔『倶舎論』という〕論は、諸部派の長所を、総合的に集め、以って、〔その〕論の旨

としている」ことがわかる。

光云。據理爲宗、非存明執。寶云、故知、此中理長爲宗、非定一宗。光・寶二師、不屬一

宗、自言理長爲宗。以此故知、此論總集諸部之長以爲一論之宗。（湛慧『阿毘達磨倶舎論指

要鈔』大正新修大蔵経、No.2250, 811b/26-29）

　その後、機会があって、普光の『光記』と法宝の『宝疏』を目にしたとこ
ろ、以下のような記述があった。
説一切有部の宗旨を述べるのだけれど、時々経量部によって、これを訂正する。〔世親〕論

師は、理屈に依存することを第１とする（據理爲宗）。部派に偏ることはない。

　雖述一切有時ゞ以經部正之。論師據理爲宗。非存朋執。（『光記』船橋水哉『仏教体系　

倶舎論第一』大正９年、p.1, ll.5-6）

注釈中ただ理屈が勝っていることを第１とする（以理勝爲宗）。１部派に偏ることはない。

長行中唯理勝爲宗。非偏一部。（『宝疏』船橋水哉『仏教体系　倶舎論第一』大正９年、

p.13, l.14）

　「理長為宗」は、両注釈においてそのままの文言ではなかった。しかし、趣
旨は「理長為宗」である。ともあれ、「理長為宗」の直接の出所は、湛慧の
『阿毘達磨倶舎論指要鈔』であるらしい。正直に告白すると、ついこの間ま
で、湛慧の名すら知らなかった。著しく、伝統倶舎学の知識を欠いていたと言
わざるを得ない

（11）

。この「理長為宗」の「理」が、世親お得意の「分析」につな
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がるような仮説を立てて、それをフォローするような文言を伝統倶舎学に求め
てみたのであるが、こんな程度に終わってしまった

（12）

。今の素養では無理からぬ
ことかもしれない。

Ⅱ

　次に、『倶舎論』の別なレッテル「聡明論」について、見てみたい。これに
ついても、櫻部博士の説明から始めよう。博士はいう。
整然とした構成と委曲を尽くした論述のゆえに学徒はこれを「聡明論」と呼んだといういい

伝えも、よく知られているところである
（13）
。

　櫻部博士は、補注で「普光の『倶舎論記』巻一にいうところ
（14）

」と述べ、その
出典を明らかにしている。ちなみに、大正新修大蔵教テキストデータベースで
「聡明論」を検索すると、相当数の用例にヒットする。櫻部博士の指摘する出
典『倶舎論記』には、こうあった。
猶妙高之據宏海。等赫日之膜衆星。故印度學徒、號爲聰明論也。（普光『倶舎論記』大正新

修大蔵経 No.1821, p.161, a/21-22）

　これによれば、『倶舎論』は、星々の輝きを覆う太陽のような書とされてい
ることはわかるが、櫻部博士の説明とは、少々ニュアンスが違う。博士の解説
にぴったりするのは、またしても、湛慧の『阿毘達磨倶舎論指要鈔』であっ
た
（15）

。同書は、眞諦の弟子慧愷（518-568）が草した『阿毘達磨倶舎釋論』の序
（大正新修大蔵経 No.1559, p.161, a/28-b/1）を引用し、以下のようにいう。
インドの学徒は、〔『倶舎論』のことを〕聰明論と呼んだ。慧愷の旧『倶舎論』訳の序

（16）
は伝

える。「言葉は煩雑でなくて趣旨は明快である。意味するところは深いけれど、理解しやす

い。故に、インドでは、悉くが聰明論と呼んだ。大小乗の学問は、すべてこれに依存して、

基盤とした。」と。

印度學徒號言聰明論也。慧愷舊倶舎序云、詞不繁而義顯、義雖深而易入、故天竺咸稱聰明

論、於大小乗學、悉依此爲本。（湛慧『阿毘達磨倶舎論指要鈔』大正新修大蔵経 No.2250, 

p.807, a/15-16）

　ここには、櫻部博士の解説を裏付けるような記述がある。どうやら、元を正
せば、慧愷の『倶舎論』序が、「聰明論」の出所らしい。
　さて、筆者が気になるのは、上の引用でも指摘されている『倶舎論』の簡明
さである。「詞不繁」という表現は、異様に詳細な論書『大毘婆沙論』を意識
した表現のように思える。確かに、同論書は、説一切有部にとって、絶対的存
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在かもしれない。しかし、その分量、諸説網羅の著述スタイルは、学習者には
負担である。この辺りの経緯を木村泰賢博士は、こう綴っている。
大毘婆沙論は迦濕彌羅派有部の標準的聖典ではあるけれども、他面からすれば、また有部

宗全体に関する百科全書のごときものである。したがってこれを統一ある教科書として見れ

ば、不便極まりなきもので、その複雑紛糾の体裁は、少なくも初学者の手には始末に負えな

いものがある。けだし、元来、発智論自身が余りに組織の正しいものではないと来ていると

ころに、これを中心として無数の異説やら、他書の説やらを附加して、いわゆる広説したも

のであるから、勢い複雑、無秩序とならざるを得ないのである。ここを以ってか更にこの大

毘婆沙論を簡略にした、いわば抄毘婆沙を作って、その大要を明らかにするということは大

毘婆沙論編纂以後における有部教徒の一大事業であらねばならなかった
（17）
。

　こういう状況下にあっては、『倶舎論』の簡明さは、垂涎の的であったはず
である。それを思うと、「詞不繁」は、また、別な発想も生む。以下、その存
念を記してみたい。
　従来、説一切有部の別名ともいわれる毘婆沙師（Vaibhās.ika）は、『大毘婆沙
論』を奉ずる集団とされてきた。これも、また、レッテル、噂の類いである。
最近、毘婆沙師を考察した齋藤滋氏はこういって、論を始めている。
「毘婆沙師（Vaibhās.ika）」とは、「大毘婆沙論」に依拠しその権威を認める集団を意味すると

され、説一切有部と同一視されている。世親は『倶舎論』（Abhidharmakośabhās.ya）におい

て、経量部（Sautrāntika）の立場で自説を展開しながら、毘婆沙師（Vaibhās.ika）を論駁し

ている。近年のアビダルマ仏教研究においては経量部について多くの成果が公表されてい

るが、批判対象となる毘婆沙師（Vaibhās.ika）については、周知のこととして、論じられる

ことがない
（18）
。

さて、よく知られた毘婆沙師の語義解釈は、ヤショーミトラ（Yaśomitra）の
『倶舎論』注の１節である。同注にいう。

vibhās.aによって遊ぶから、あるいは行くから vaibhās.ikaである。あるいは vibhās.aを知るか
ら vaibhās.ikaである。

vibhās.ayā dīvyante caranti vā Vaibhās.ikāh. .vibhās.ām.  vā vadanti Vaibhās.ikāh. /(U.Woghiraha 

ed.:Sphut.ārthā Abhidharmakośavyākhyā the Work of Yaśomitra, Tokyo, 1989, rep.of 1936, p.12, ll.7-8)

和訳は、毘婆沙師の用例に詳しい岩崎良行氏のものを、使用した
（19）

。その岩崎氏
は、明確にこういう。
すなわち Vibhās.a 〔毘婆沙〕は、六足発智に対する「注釈的研究」という一般的な意味では

なく、その集大成たる『大毘婆沙論』そのものを指
（20）
す
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　筆者は、実は、この断定を疑っている。先ほど見た木村泰賢博士のご指摘か
らすれば、『倶舎論』が勝ち得た名声は、簡明なる著述スタイルにある。その
時、『大毘婆沙論』は、煩雑な著述スタイルの代表格であろう。しかし、上の
ヤショーミトラの文は、何も、『大毘婆沙論』そのものを指すと見なくてもよ
いのではなかろうか？煩雑な著述スタイル一般と看做して、一向に差し支えな
いように思うし、寧ろ、その方が自然に見える。「vibhās.aによって遊ぶから」
という下りは、「徒に『大毘婆沙論』張りの煩雑な著述スタイルを弄ぶ」と解
釈するのがベターなような気がするのである。想像でしかないが、とりとめの
ない複雑な議論を好み、それを是とするマニアックな輩も多かったであろう。
さて、齋藤滋氏は、例のヤショーミトラの１節について、こう述べている。
称友〔＝ヤショーミトラ〕の「『毘婆沙』と戯れる」という解釈を重視するならば、侮蔑の

意をこめて世親が「毘婆沙師（Vaibhās.ika）」の語を使用したとも考えられ
（21）
る。

侮蔑したのは、果たして、『大毘婆沙論』そのものなのか、それともその煩雑
な著述スタイルなのであろうか？筆者は、後者であると思う。そう考えるヒン
トを得たのは、『倶舎論』の範とされた『雑阿毘曇心論』の冒頭の文言からで
ある。そこには、こうあった。
毘婆沙とは、牟尼の所説の真実の意味について、質疑応答し、〔それに基づき〕判断して

（分別）、ポイント（眞要）を追及することである。〔それは〕経に則っているので、皆の心

を喜ばすのである。……無量の教えについて様々な意味合いの説があるから、色々な種類の

多様な意見が生まれる、これを〔古の人は、「どんな意見も廃さない、自由な議論を尊ぶ」

優れたやり方と考えて、そのような著述スタイルを持つ論書を〕毘婆沙論と名づけた。〔し

かし、真の毘婆沙とは、簡明なものである〕。

毘婆沙者、於牟尼所説性眞實義、問答分別究暢眞要、随順契経開悦衆心。……無量諸法種種

義、生説種種類種種説、是名毘婆沙論。（法救『雑阿毘曇心論』、大正新修大蔵経、 No.1552、

p.870、a/6-11）

幾分、解釈過多の訳文かもしれない。ここで気になるのは、「毘婆沙」と「毘
婆沙論」という２つの語があることである。恐らく、「毘婆沙」の原語は、
vibhās.a、「毘婆沙論」の原語は、vibhās.a-śāstraであろう。前の語は、著述スタイ
ルを示し、後の語は『大毘婆沙論』を指す。そう区別して、読むことが可能な
ら、筆者の訳も、少しは、納得のいくものとなろう。前半は、著者法救
（Dharmatrāta）の考える真の毘婆沙即ち「質疑応答し、それに基づき、判断し
て、ポイントを追及する簡明な著述スタイル」の提示、そして後半は「どんな
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異説をも排斥しようとしない、煩雑に過ぎる著述スタイル」を取る『大毘婆沙
論』への皮肉であると、筆者は解釈した。とにかく、『雑阿毘曇心論』では、
あくまでも著述スタイルへの批判を展開した、と見たい。法救は、この文言を
付した後、簡明な著述スタイルで論を進め

（22）

、それが『倶舎論』に受け継がれた
経緯を思うと、こんな空想も浮かんでくる

（23）

。
　さて、『倶舎論』に貼られたレッテルを巡る旅は、これで終わりである。こ
の有名な論書をとりまく噂は、まだ々、たくさんある。例えば、よく聞く「唯
識三年倶舎八年」という俚諺

（24）

、「『倶舎論』は学者の玩弄物」と断じた荻原雲来
博士の発言

（25）

等々である。調べてみると、それらのニュースソースは、判然とし
ない場合が多い。それなのに、噂が駆け回り、いつのまにか『倶舎論』のイ
メージが出来上がってくる。そして、我々はそれに翻弄されてしまうのであ
る。言わば、１種の風評被害である。試しに、「唯識三年倶舎八年」などをイ
ンターネットで、検索してみればよい。そこでは、噂が噂を呼んで、勝手な議
論が渦巻いている。これぞまさしく戯論（prapañca）の世界だが、最早、噂の
１人歩きは、誰も止められない。その噂を形成したのには、伝統倶舎学も、大
いに、関わっているような予感がして、あれこれ探訪してみた。しかし、如何
せん、筆者程度の素養では、この位の結果しか得られない。噂の真相を暴いた
り、レッテルを剥がすことなど出来はしなかった。ネット上の戯論と変わると
ころはない。伝統倶舎学の周辺を蝿のように飛び回っていただけである。これ
では曲学阿世の徒と揶揄されても、仕方が無いとは思う。ただ、こうした雑文
が、先人の業績を汚すことのないように願うのみである。

注

（１）　以前は寧ろ否定的に見ていた。例えば、『倶舎論』でも最大のテーマの１つで

あろう、「三世実有論」は、説一切有部（Sarva-asti-vādin）の要の思想である。

それを伝統的に「三世実有法体恒有」のフレーズで表すが、加藤宏道氏は、こ

れを評して「有部理解の日本的屈折である」（「三世実有法体恒有の呼称のおこ

り」（『印度学仏教学研究』22-1, 1973, pp.345）と断じたのである。これを知った

時、伝統的『倶舎論』研究は、本格的な思想解明に資するように写らなかった

ので、遠ざけていたのである。また、以下に紹介する佐々木教照博士の解説文

などから、サンスクリット原典を中心とすれば、事足りると勘違いしていた。
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佐々木氏博士は、こう述べている。

　　　　『倶舎論』の重要性にもかかわらず、明治以降の研究があまりふるわなかっ

たもう一つの理由は、『倶舎論』のサンスクリット原典がつい最近まで公刊

されなかったことにある。明治以前には、もっぱら漢訳を通して進められて

きた仏教研究が、明治に入り西欧からサンスクリット語やパーリ語の校訂本

が輸入されるようになると、直接にインドの原典にもとずいて行う研究に方

法が変えられ、その結果、多くの学者が競って原典研究の方に走った。そし

て、おのずから、原典を欠く文献の研究が手薄になったのである。原典のな

かった『倶舎論』の場合も、その例外でなかったといえる。……しかるに、

一九六七（昭和四二）、待望の『倶舎論』サンスクリット原典が P・プラダン

教授によって公刊されるや、多くの学者を再びこの仏教基礎学の重要文献に

立ち帰らせることになった。（田中教照「倶舎論」平川彰編『仏教研究入

門』1984, pp.47-48）

　　　このような解説を読み、愚かな筆者は、漢訳文献を顧みることはなかった。し

かし、説一切有部の基本文献のほとんどが、漢訳でしか現存していない、とい

う事実からして、それを背景にした伝統的研究を無視することは、宝の持ち腐

れなのである。そんな単純なことにすら気がつかなかった。

（２）　西村実則『荻原雲来と渡辺海旭　ドイツ・インド学と近代日本』2012、ローゼ

ンベルグの事跡については pp.226-251 参照、また、K.Kollmar-Paulenz and 

J.S.Barlow ed., Otto Ottonovich Rosenberg and his Contribution to Buddhology in 

Russia, Wien, 1998 (WSTB,XLI) は、ローゼンベルグ研究をよく整理している。

更 に、J.S.Barlow, The Mystrerious Case of the Brilliant Young Russan Orientalist, 

International Assosiation of Orientalist Librarians, Bulletin, 41/42, 1995-1996, pp.24-36

は、ローゼンベルグの死や家族の謎を扱った推理小説張りの論考である。上記

洋 書 の J.S.Barlow, Otto O.Rosenberg (1888-1919): Brilliant Young Russian 

Buddhologist, pp49-63 に連動している。また、ネットで、オットー・ローゼン

ベルグで検索すると、Kiyosi, Kobayasi: Der russische Japanologe Otto Rosenberg in 

japanischer Sicht, Japanese Slavic and East European Studies, vol.24, 2003, pp.87-102

という詳細な論文が、披見出来る。そこには、「彼と彼の夫人エルフリダは、

東京大学の近く、雑司が谷に住んだ」（p.88）等の交友関係を中心とした細か

い記述もある。

　　　近時、ローゼンベルグへの評価は高い。例えば、インド全般に詳しい、立川武
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蔵博士も、「『倶舎論』におけるダルマについて（一）」（『愛知学院大学禅研究

所紀要』34, 2006, pp.119-133）という論文において、ローゼンベルグの法

（dharma,ダルマ）理解を、もろ手を挙げて、賞賛する。立川博士は、こうい

う。

　　　　彼のいう本質は、……すべてのダルマの根底にあるものなのである。ローゼ

ンベルグはヴァイシェーシカ的なダルマ基体論には反対するのであるが、あ

る種のダルマ基体論を唱えているのである。われわれは、それを「唯名論的

基体論」と呼ぶことにしたい。（同論文、p133）

　　　しかし、始めから高い評価を受けていたのではない。和辻哲朗「仏教哲学に於

ける「法」の概念と空の弁証法」（『朝永博士還暦記念哲学論文集』1931）では

「この年少にして気を負える著者」とローゼンベルグを呼び、手厳しく批判し

ているのである。筆者も彼の理解には、問題があると考えている。その一端

は、拙稿「アビダルマの二諦説―訳注研究・インド編Ⅰ―」『駒澤大学仏教学

部論集』43平成 24年、p.435 の注（２）で触れた。しかし、また、一方で、

ローゼンベルグの来日を期待する動きもあった。船橋水哉博士は、こう伝えて

いる。

　　　　加之最近露国の大学卒業生オットー、ローゼンベルヒ氏遠く我邦に来りて、

東京に於て露訳倶舎論の著作に従事しつゝありといふは、斯学勃興の一端と

して、吾人は之が注意を怠る可からざる也。（船橋水哉『倶舎の教義及び其

歴史』昭和 15年、付録「倶舎小史」p.46）

　　　Barlowの第２論文では、ローゼンベルグが日本行きを決意した経緯を、師シ

チェルバツキーの文から紹介している。以下のような次第である。

　　　　彼の在学中から、私はローゼンベルグの関心を世親の偉大な著書『倶舎論』

に導いていました。それで彼はその研究を始めました。というのも、ペテル

スブルブアジア博物館では、チベット語、中国語、サンスクリット語資料が

豊富に活用出来ましたから。1911 年、カルカッタにいた折、日本僧、山上

じょうせんと知り合いになりました。彼は当時大学のヘッドでした。私は、

彼から日本の『倶舎論』研究に関する興味深いあれこれを学びました。それ

は、『倶舎論』の伝統説のことで、かの地ではまだ生きているのです。私

は、ローゼンベルグにこのことを書き送りました。それで、彼は、現場で、

伝統的解釈に触れたいということで、日本行きを決意したのです。学部は同

意して、旅行に必要な資金を提供しました。（p.51）
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（３）　佐々木現順『仏教哲学の諸問題』1967 として、訳本がある。ちなみに、佐々木

博士は、ローゼンベルグをこう讃えている。

　　　　原書が初めてロシヤで出版された頃の我国の学界をかえりみる必要がある。

その頃の学界―私の経験する領域内であるが―はまだ漢訳中心であり、而

も、伝統―我国だけの―に従って、アビダルマ仏教を研究しており、その研

究も仏教術語の基礎的知識を了解させるためという全く手段的役割しか持た

されていなかった。その頃、若き学徒の思想的憧れをみたしてくれる著書は

微々たるものであった。仏教に限らず、思想を求め、人生の根本問題を追求

しようとする者は所詮、外国文献を通して、仏教をみなおそうとしたのでは

なかったかと思う。……本書は学問的息吹きと魂をこめた珠宝であると信ず

る。……現代に於ても、文献的にも哲学的にも本書ほど着実な方法論を以っ

て書かれている仏教書は決して多くはないと信ずる。……以上の理由で、碩

学の名著たる本書は現在、なお欧米諸学者により頻繁に用いられ、常に新し

い曙光を与え続けて来た。（佐々木訳本、pp.309-311）

　　　　尚、前掲注２）の Barlow第２論文には、本書をロシア語から、ドイツ語訳

したローゼンベルクの未亡人の功績と事跡が述べられている。（pp.62-63）そ

こには、こういう一節もある。

　　　　シチェルバツキーへの手紙の１つで、〔ローゼンベルグの未亡人〕エルフリ

ダ・ローゼンベルグ（Elfrida Rosenberg, 1888-1953）は、綴っている。「ロー

ゼンベルク自身、『仏教哲学の諸問題』のドイツ語版と英語版の計画を立て

ていました。しかし、私では、手助けなしで、その計画のために、英語を操

るのは未熟であると気がつきました。」と。（p.63）

（４）　筆者は、倶舎学あるいは伝統倶舎学という呼称で、古くから続く伝統的『倶舎

論』研究を指すとしたが、この呼称は、実は、そんなに古いものでもなく、伝

統的な呼称でもないようである。これについて、櫻部建博士は、こう述べてい

る。

　　　　まず、「倶舎学」という言葉について思うのだが、この語がふつうに使われ

るようになったのは多分そんなに古いことではない。おそらく大正期以後あ

るいは昭和時代になってからではなかろうか。深浦正文博士に『倶舎学概

論』の著がある（昭和二六年、百華苑）が、これが書名の中に、「倶舎学」

の語が現われた最初であろう。以前は「倶舎学をやる」などとは言わず、単

に、「倶舎を学ぶ」とか「倶舎論を学ぶ」とか言ったもののようである。（櫻
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部建「大谷大学の倶舎学の伝統について」『仏教学セミナー』70, 1999, p.37）

（５）　本学の図書館には、和書も数多くある。筆者がまともに拝読したのは、有名な

学者佐伯旭雅の『倶舎論名所雑記』位である。本書については、以下のような

解説がある。

　　　　〔佐伯旭雅は〕倶舎や唯識のような面倒な学問をした人であるから、きっと

朴念仁のような人であったろうと想像されるが、実はさに非ず、旭雅氏の書

いた「倶舎論名所雑記」には、あの複雑な倶舎の教義が軽快な七・五調で綴

られており、その中に、「……名高き名所は十六なれど、一部始終がむずか

しい。三度・四度までも聞いても見やれ、それで解せずば、止めやんせ」な

んて書いてある。「得・非得の薄霞」とか、「六因四縁の乱れ髪」とか、「滅

縁滅行の金甲」というような有名な言葉は、みなこの中に出て来る名文句で

ある。旭雅氏は人情のわかる苦労人であった、という気がする。」（船橋一哉

「インド仏教への道しるべ（２）―アビダルマ仏教―」『仏教学セミナー』6, 

1967, pp.49-50、〔　〕内筆者の補足）

　　　ここでは、『倶舎論名所雑記』は、『倶舎論』のパロディー版のような紹介のさ

れ方をしているが、実のところは、そんなに軽い書物ではない。昔話題となっ

た「体・用論争」という１種のダルマ（dharma）論争に一石を投じた学問的価

値の高いものである。佐伯旭雅の名誉のためにも付け加えておきたい。今後是

非目を通したい和書は、桜井寶鈴という人物の『倶舎論』講義録である。この

書を知るようになったきっかけは、プサンによる『倶舎論』フランス語訳を英

訳したプルデン氏の序文である。そこには、こうあった。

　　　　1964 年から 1966 年、私は、東大印度学仏教学部門に属していた。そこで、

平川彰教授の下、凝然の『律宗綱要』を学んでいた。テキストの研究を終

え、平川教授に、次の研究は何がよいか、尋ねた。平川教授は、教授の専門

である律を続けたいか、と聞いてきた。私は、別分野の仏教を学びたいと答

えた。すると、平川教授は、伝統的手法で、つまり、世親の『倶舎論』で

もって、仏教哲学の学習を始めることを薦めた。それはよい考えだと、私は

応じ、そして、研究の新方向が決まった。平川教授は、『倶舎論』哲学を扱

うセット本を与えてくれた。10巻本の『倶舎論講義』である。それは、桜井

寶鈴師（1861-1923）による 238 回の『倶舎論』連続講義を編纂したもの

だ。……桜井師の著書は、極めて有益な学的ツールであった。というのは、

彼の講義は、玄奘の漢訳『倶舎論』と玄奘に直に接し著作した法宝と普光の
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中国注に基づいていたからである。私は、1996 年の 6月に桜井師の著書を読

み始め、数ヶ月で読了した。

　　　　（Leo M.Pruden (English Translation: Abhidharmakośabhās.yam by L.de La Vallée 

Poussin, vol.1, Berkeley, 1988, xii-xiii)

　　　このように碩学平川彰博士が、推薦する図書ならば、１読してみたいと、思っ

たのであるが、それはまだ後になりそうである。

（６）　桜部建『仏典講座 18　倶舎論』昭和 56年、p.36、〔　〕内筆者の補足。

（７）　木村泰賢「倶舎論述作の参考書について」『木村泰賢全集　第四巻　阿毘達磨

論の研究』昭和 43年、所収、p.216、太字は筆者。

（８）　船橋水哉『倶舎の敎義及び其歴史』昭和 15年、pp.5-6。

（９）　船橋水哉『倶舎の敎義及び其歴史』昭和 15年、p.6、太字は筆者。

（10）　つい最近、このような説明が眼に止まった。

　　　　〔世親の別著〕『釈軌論』で世親が明瞭に定義している大乗説が『倶舎論』に

見いだされないことからみても、世親は『倶舎論』執筆当時に大乗者であっ

たとはいえない。『倶舎論』中に〔大乗唯識派の聖典〕『瑜伽論』に対応する

説が見られるという指摘は、「理長為宗」（道理の長けている教理をもって宗

義となす）」の「理長」の一つとして『瑜伽論』の説があったという意味を

持つものと評価しうる。（堀内俊郎「中期瑜伽行派の思想」『シリーズ大乗仏

教７　唯識と瑜伽行』2012, p.143,〔　〕内筆者の補足）

　　　ここで「理長為宗」は、思想的フレキシビリティーという意味合いで登場す

る。堀内氏の「理長為宗」の用い方は、恐らく世親の思想的変遷を意図した慎

重なものなのであろう。私見を吐露すれば、注２）の拙稿で述べたように、

「世親は『倶舎論』で既に唯識（vijñapti-mātratā)を志向していた」と筆者は考

えている。また、「理長為宗」の理は「分析至上主義」をその内容とし、究極

的に唯識にリンクする、とも思っている。「理長為宗」とは、世親の唯識志向

を明確に示すものであって、単なる「思想的フレキシビリティー」のことでは

ない、というのが筆者の考えなのだが、これは、近年の世親研究を支持するも

のである。然るに、堀内氏は、それに釘を刺し、慎重論を取ったのである。同

氏の捉え方は、何やら、船橋博士の主張と重なるような気もする。しかし、近

代の成果を知る由もない船橋博士とは背景が違う。博士は、かなり屈折した解

釈を展開しているように筆者には感じられる。その点については、後の注

（12）で論じた。何れにしろ、厳密であるはずの学問の世界でも、解釈の流行
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り廃りがあるということなのだろう。

　　　また、少し昔の論文で、「理長為宗」というフレーズを用いる時は、それを経

量部（Sautrāntika）と絡めるのが、常套であるようだ。例えば、『倶舎論』に詳

しい田端哲也氏は、「著者の阿毘達磨論師世親は「理長為宗」なる批判的態度

で造論に臨み、説一切有部教学のみに依らず、時には経量部的見解をも是認し

披瀝している。」（田端哲也「世親と衆賢（二）」『印度学仏教学研究』30-1、昭和

56年、p.286）と述べている。更に、泉侑氏は、「世親がいわゆる「理長為宗」

という批判的立場をとったことはよく知られている。そして有部説を批判する

際に、世親がしばしば経量部説を引用し、経量部の立場に立ったことも周知の

ことであるが、」（泉侑「『倶舎論』における有為の四相について」『印度学仏教

学研究』28-2、昭和 55年、p.646）と言う。両論文から、「理長為宗」は経量部

的見解と密接に関係している、と推測するのは無理ではない。然るに、『倶舎

論』の所属部派諸説を網羅した船橋水哉博士の記述では、経量部と「理長為

宗」は別物である。（船橋水哉『倶舎の教義及び其歴史』昭和 15年、pp.3-7）

「理長為宗」の１人歩きのように思えて、何とも捉え所がないのである。

（11）　船橋水哉博士の著書には、湛慧の墓を探し当てるなかなかの名文がある。（船

橋水哉「倶舎を漁る記」『倶舎の敎義及び其歴史』昭和 15年所収、pp.259-261）

　　　湛慧の墓は、荒れ放題であったらしく、船橋博士は、この探訪をこう締めく

くっている。

　　　　御花も上がつて居らねば、参詣する人とて一人もない。又此を監理する人も

ないらしい、さりとて浄土院たるもの、あまりに不行届ではあるまいか。当

年の湛慧律師、現今のあの墓の状態、誠に今昔の感に堪へられず、知らず念

仏数遍、口の中で称えさせて貰ふたことである。（p.261、１部現代漢字表記

にした）

　　　船橋博士の「倶舎を漁る記」は、時代風俗をも活写する埋もれた好エッセイで

ある。

（12）　筆者の仮説については、前掲注（２）の拙稿を参照。最近の研究では、「世親

は『倶舎論』著述の段階で、既にして唯識であった」というのが、通説化して

いるようであるが、筆者は、同じような見方が伝統倶舎学でも、存在し得た、

と考えている。（これ等についても、前掲注（２）の拙稿 p.464 の注（10）参

照）ちなみに、以下に示す舟橋博士の物言いは、世親像の複雑さを吐露したも

のとして、是非、紹介しておきたい。



『倶舎論』にまつわる噂の真相（木村） （43）

― 228 ―

　　　　有部は毛虫にして倶舎は蝶なり、有部の醜き毛虫も、世親の研鑽改善に依り

て、美しき倶舎の蝶とはなれり。倶舎の研究に従事せんと欲するもの、須ら

く先ず有部の教義に通暁せざる可からず、而して後に有部と倶舎との関係を

見、かくて唯識に進むの経路を知るは、吾人の最も興味ある点なりとす。

（船橋水哉『倶舎の教義及び其歴史』昭和 15年付録「倶舎小史」p.2,1 部現代

表記に改めた）

　　　この博士の言は、見方によれば、最近の見解と同じ地平に立っているようにさ

え感じられる。博士は、はっきりとは言わないが、「世親は、倶舎を通じて、

更に美しき蝶たる唯識を目指した」と宣言したかったであろう。これは、筆者

の憶測でしかない。だが、若し、この憶測に一片の実があるとすれば、伝統倶

舎学においても「理長為宗」の意味は広がるはずである。「理」は、詰まる

所、唯識を志向していると、筆者は思うからである。船橋博士の志向は、次の

記述には、更に、明確に出ている。

　　　　此大毘婆沙論を批評的に組織的研究をなしたものが、即ち世親の倶舎論三十

巻であって、有部の教理は遂に根底から破壊されて仕舞った。有部の極端な

る多元論は倶舎の穏健なる二元論と変じ、改善されたる有部は、所謂有部と

大乗唯識との中間に位するに至った。（船橋水哉『倶舎の教義及び其歴史』

昭和 15年、p.2）

　　　博士は別著でも、同様のスタンスを取る。

　　　　かくて倶舎の思想は、有部旧派と唯識との中間に位するに至れり。（船橋水

哉『仏教体系　倶舎論第一』大正９年、p.3）

　　　更に他の著書でも、こういう。

　　　　此点に於て有部の極端なる多元論は仏説の非含蓄的発展化にして時間を隔つ

る愈遠きに従い益仏意を去るの嫌いがないではない、蓋し世親の教義改善を

待つ所以である。教義上経部は有部と唯識との中間に立つ者にして、有部の

多元論は色心二元論に発展し、再び唯識の唯心一元論に進化せねばならぬ。

（船橋水哉『倶舎哲学』明治 39年、1906 年 p.132）

　　　博士の志向と懐疑、そして批判精神は、次の言葉に最もよく現れている。

　　　　現今では恐らく倶舎論の要旨を真正に書いた者は一つもない、之は予の断言

するに憚からざる所である。思うに之が欠陥の原罪は蓋し〔中国の注釈家〕

泰光寶の三家であろう、見よ彼等は精細に倶舎論に註解を施した、而も何故

に世親の奥旨を発揮せざりしや、唯有部の教義を精細にし且つ少しく自家の
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意見を加へたに過ぎない、それでは倶舎論の註解としては何となく物足らな

ぬ感がある、此の如くして倶舎論の奥旨は現今まで遂に明瞭にされなんだの

である。勿論倶舎論の書き方が余りに巧妙にして其旨趣を了解するに苦しむ

点もないではない、されど彼等が訓古的研究の結果として充分に其置く旨を

発揮するまでには至らなんだことが、蓋し世親の教義を曖昧模糊の裡に埋没

した者である。（船橋水哉、『倶舎哲学』明治 39年、pp.3-4、〔　〕内筆者の補

足）

　　　ただ、船橋博士のような観点も、伝統倶舎学すべてに通底しているわけではな

い。例えば、船橋博士のもっと前に著された松浦僧梁氏の概説書では、「理長

為宗」を評して、こういう。

　　　　湛慧ノ理長為宗ハ義ノ取ルヘキモノナシ…進退不通ノ説ナリ断シテ用ル勿レ

（松浦僧梁『倶舎論指針』明治 37年、p.132）

　　　船橋博士と打って変わって、「理長為宗」を徹底的に否定している。ここに

は、遠く唯識を見るような意識は、感じられない。しかし、伝統倶舎学でも、

玄奘由来の法相宗の影響下にあれば、倶舎は唯識の寓宗なのだから、唯識を志

向するはずではないのだろうか？この辺の機微が、筆者にはピントこないので

ある。

（13）　前掲注（６）の櫻部本 p.11。ついでながら、レッテルではないが『倶舎論』に

ついての貴重な報告も示しておくべきであろう。博士は、次のようにいう。

　　　　七世紀に活動した詩人バーナ・バッタは、名作『ハルシャ・チャリタ』の中

で、仏教比丘の隠棲所のありさまを描写して、そこでは樹に棲む鸚鵡すら

『倶舎』の句をさえずり交わす、と謳っているが、それも当時の佛教僧の間

にこの論の学習の隆盛であった事実を物語る。（前掲注６）の櫻部本、p.11）

　　　実際に、『ハルシャ・チャリタ』Hars.aCaritaには、こうあった。

　　　　鸚鵡達すら、釈迦の教えに通じ、『倶舎論』を吟じて、

　　　　śukair api śākyaśāsanakuśalaih. kośam.  samupadiśadbhih....

　　　 (G.Musalgaonkar,ed.;Hars.a-Charita of Bān.abhat.t.a,Kashi Sanskrit Series 282, 1992, 

p.738, l.21)

　　　高名なるコウエルの英訳では、以下のように記されている。

　　　　Some devout parrots,skilled in the Çākya çāstras,were explaining the Koça

　　　　(Translated by E.B.Cowell, F.W.Thomas: The Hars.a-Carita of Bān.a, 1993, rep.of 

1968, Delhi,p.236)
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（14）　前掲注（６）の櫻部本 p.47 の補注。

（15）　古い仏教辞典である『仏教大辞彙』（1914 年）には、『阿毘達磨倶舎論指要

鈔』を評して、「入文解釈頗る詳細にして論議穏当なれば倶舎論研究の好参考

書なり。」（p.832）とある。往時の利用頻度の多さを示唆するような記述であ

る。

（16）　慧愷は智愷とも呼ばれていたらしい。これについては、船山徹「眞諦の活動と

著作の基本的特徴」『眞諦三藏研究論集』2012, p.5 参照。また、慧愷の『倶舎

論』序は、『成實論』の帰属学派解明に資するが、現代の研究では無視されて

いるとの指摘がある。（同論文 pp.28-29）この論集はネットで見ることが可能で

ある。尚、慧愷の伝記については、吉村誠・山口弘江『新国訳大蔵経　中国撰

述部①―３　史伝部　続高僧伝Ⅰ』2012 年、pp.36-37 参照。そこに「智慧寺に

於いて『倶舎論』を講ぜしむ。成名の学士七十余人、同じく欽びて諮謁す。

講、業品疏の第九巻に至り、文尚お未だ尽くさざるに、八月二十日を以って疾

に遭う。」という記述がある。慧愷が『倶舎論』に詳しかったであろう様子

も、偲ばれるし、彼の手になる『倶舎論』注があったことも推測されるのであ

る。

（17）　木村泰賢「倶舎論述作の参考書について」『木村泰賢全集　第四巻　阿毘達磨

論の研究』昭和 43年所収、 p.213、また、渡邊楳雄・水野弘元『国訳一切経　

毗曇部　二十』解題、昭和７年、pp.9-16 も同趣意のことを詳しく論じている。

（18）　齋藤滋「『倶舎論』における「毘婆沙師」」『印度学仏教学研究』60-1, 2011, 

p.377。

（19）　岩崎良行「『倶舎論釈』における「毘婆沙師」の語義解釈（前編）『櫻部建博士

喜寿記念論集　初期仏教からアビダルマへ』2002, p337、他に和訳として荻原雲

来訳注『和訳　称友倶舎論疏』（一）昭和８年、p.21 がある。

（20）　注（17）の岩崎論文、p.337、尚、拙稿「dravyasat・prajñaptisat覚え書き」『イン

ド論理学研究』III, 2011, pp.105-106 の注１で毘婆沙師の語義について言及したの

で、参照されたい。その注を付した時点では、Vibhās.aは『大毘婆沙論』を指す
ということを疑ってはいなかった。

（21）　前掲注（18）の齋藤論文 p.373、〔　〕内は筆者の補足。

（22）　「簡明な著述スタイル」をかなり強調したが、これは言いすぎなのかもしれな

い。法救自身は、「簡略すぎるものは理解し難いし、詳細すぎるものは理解を

遅くする。」（極略難解知、極廣令智退。『雑阿毘曇心論』No.1552, p.869, c/13）
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と述べ、中庸の論述スタイルをよしと、しているからである。法救には、『阿

毘曇心論』『阿毘曇心論経』等の簡明さを旨とする先行論書への意識は、当然

あったであろう。しかし、本文の文言は、あくまでも『大毘婆沙論』をター

ゲットとしていると解釈した。

（23）　渡邊楳雄・水野弘元両氏の解題によれば、『倶舎論』と『雑阿毘曇心論』の相

違点は、以下のようである。

　　　　両者の相違を求むれば、先ず倶舎はその議論が緻密にして微細を極め、殊に

経部等の説を紹介して甲論乙駁せしめて以ていかに世親が才気煥発であった

かを思はしむるに反して、雑心は単に正統有部の説を婆沙によって紹介説明

し、余他の異論を挙げたのは僅々に止まり、その説く所も倶舎の如く微細に

亙らず、婆沙の如く該博に至らず、倶舎の幾分異端的なるに反して、忠実な

る有部の綱要書である。（前掲注（17））の渡邊楳雄・水野弘元本、p.20、１

部現代漢字表記に改めた）

　　　解題の指摘を斟酌すれば、『雑阿毘曇心論』には、教理的な面で、『大毘婆沙

論』を批判する意図はないことになろう。とすれば、その著述スタイルを批判

した、と考えるべきなのではなかろうか？何れにしろ、テキストを読み込み、

状況を整理しないと確実なことは言えない。

（24）　この有名な俚諺に関する論考には、船橋尚哉「「唯識三年、倶舎八年」考」『印

度学仏教学研究』46-2、平成 10年、同「唯識に関する一私見―「心意識の問題」

と「唯識三年、倶舎八年」について」『仏教学セミナー』65, 1997 がある。この

論文でも、諺の問題は、「今後の課題」としている。とにかく、諺だけが１人

歩きして、その初出・意味は、すべて曖昧なのである。ただ、この俚諺を見る

につけ、私の心に引っかかることがある。荻原雲来博士は、ヤショーミトラの

著名な『倶舎論』注の梵文テキストを刊行した。その刊行本に「称友著梵文倶

舎論疏について」『大正大学聖語学研究室内　梵文倶舎論疏刊行会』なる小冊

子が付いている。その中に、「昔より唯識三年倶舎七年と云う諺があるのも無

理ではありません。」という荻原博士の覚書が紹介されている。ここでは、「唯

識８年」ではなく、「唯識７年」となっている。荻原博士ほどの学者であれ

ば、８を７と間違えることも考えにくいのである。ここに至って、この俚諺の

問題は、さらに、不透明さが増す。ところで、荻原博士の就学時代、時の校長

は黒田眞洞という人物であった（前掲注（２）の西村本、p.85）。当然、荻原博

士は、その影響も受けたと推測される。その黒田眞洞に校閲を請うた『倶舎
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論』概説書には、はっきりと、「阿毘達磨倶舎論は小乗仏教の一大根幹にし

て、古来、『唯識三年倶舎八年』と称し」（梶川乾堂『倶舎論大綱』明治 41

年、緒言 p.1、現代語表記に改めた、黒田の名は、緒言 p.2 にある）と記されて

いる。こういうものを披見すると、益々、混乱する。

（25）　この発言については、前掲注（２）の拙稿 pp.462-461 の注（12）参照、そこで

一応の解決を見たが、一筋縄で処理出来るような軽い問題ではない。しかし、

解決への糸口は、西村実則先生によって与えられた。




