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刹那滅の比喩
―『倶舎論』を中心として―

木　村　誠　司

Ⅰ

　世親（Vasubandhu）は、古来「滅無待因」と呼ばれる、刹那滅論証を行った 1）。
「滅無待因」とは、「一切のものは、他因に頼らず、自発的に消滅する」ことを
いう。以下のようにいっている。

実際（hi）、諸存在（bhāva, dngos po、有爲）の消滅（vināśa, ’jig pa）は、無原因

（ākasmika, rgyu med pa、不待因、不由因）である。

ākasmiko hi bhāvānāṃ vināśaḥ/（S; p.448, l.21, P; p.193, l.7）

dngos po rnams pa ‘jig pa ni rgyu med pa las byung ba yin no//（北、No.5591, Gu, 191a/1）

謂有爲滅不待因。（玄，第三巻，p.78, l.8）

諸有爲法滅不由因。（眞 , 第三巻 , p.78、上段）

こ の 見 解 は、 自 著『 倶 舎 論 』（Abhidharmakośabhāṣya） 第 4 章「 業 品 」（karma-

nirdeśa）を中心として、披露された 2）。同様の考えは、断片的には、所々に確
認されるが、第 2 章「根品」（indriya-nirdeśa）でも大々的に論じられた 3）。イン
ド撰述の代表的注釈、称友（Yaśomitra）著『明瞭義』（Sphuṭārthā）は、「根品」
のその個所を、注する過程で、上の引用と見事に重なる文言を入れている。称
友はいう。

消滅は原因（hetu）なしだから。

vināśahetvabhāvāt/（S; p.205, l.27, W; p.175, l.23）

無論、夫々の刹那滅論証は、重なるとはいえ、全同ではない。争点・対論相手、
そして論争解明の鍵も異なる。本稿では、「根品」で取り上げられた、ある比
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喩について、考察してみたい。
　ところで、刹那滅というと心情的には納得出来よう。日本人には血肉化して
いるのも事実だ。しかし、刹那滅的抒情を感じれば感じるほど、「理論的な解
答などあり得るのだろうか？」といった疑問も湧く。一方、インドでは、刹那
滅の理論的証明が時代を席巻していた。眩暈を覚えるほど盛んだったが、あま
りにも巨大なテーマであって、全貌は未だはっきりしない。筆者などが扱える
話題ではないのだけれど、手始めとして、『倶舎論』の小さな比喩から、考察
してみることとした。探っていくと、その小さな比喩すら筆者には、判然とは
しなかった。古の学僧ならば、知っていて当然の比喩なのだろう。けれども、
筆者の知識では手が届かない。もはや、博雅の是正を期待するしか術はないの
ではある。取りあえず、些末ながら、以下に論じてみることとした。

Ⅱ

　はじめに、「根品」刹那滅論争の骨子を示しておこう。ここのメインテーマ
は、刹那滅をいうために導入した「有為の四相（lakṣaṇa, mtshan nyid）（4 つの有為

相）」である 4）。有為（＝生産物）には、生・住・異・滅という四相（4 つの有為

相＝生産物の 4 指標）があり、それが刹那滅を司り、しかも有為自体とは別個な
存在として、実在するか否かが争点である。対論相手は、説一切有部（Sarva-

asti-vādin）。そして、論争解明の鍵を握るのは、相（lakṣaṇa, mtshan nyid）と所相
（lakṣya, mtshan gzhi）との関係に尽きる 5）。相・所相は、現代風に言い換えると、
指標・被指標であろう。この個所では、有為が所相（被指標）、四相（4 つの有

為相）が相（指標）に当たる。結論からいうと、相と所相は別物だとするのが
説一切有部、同一物と見なすのが世親というわけだ。そのことを端的に示して
いるのが、以下の記述である。

〔説一切有部の質問〕今、どうして、その同じ（eva, nyid）存在（dharma, chos）が、

被指標（所相）であり、全く同じそれが、指標（相）であることが、適切であろう

か？〔世親の返答〕まず、大師〔仏陀〕は、大師相〔大師・仏陀の指標〕と別物で

はない。また、どうして、喉の垂れ肉（sāsnā, lkog shal）・尾（lāṅgūla, mjug ma）・肩

の隆起した肉（kakuda, nog）・蹄（śapha, rmig pa）・角（viṣāṇa, rva）等の牛（go, ba 

lang）の相（指標）は、牛と別物であろうか？ 6）

katham idanīṃ sa eva dharmo lakṣyas tasyaiva ca lakṣaṇaṃ yokṣyate? kathaṃ 
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tāvan mahāpuruṣalakṣaṇāni mahāpuruṣān nānyāni,

sāsnālāṅgūlakakudaśaphaviṣāṇādīni ca gotvalakṣaṇāni gor nānyāni? 

(S; p.207, ll.8-10, P; p.78, ll.5-7)

da ni ji ltar na mtshan nyid kyi gzhi’i chos de nyid kyi mtshan nyid du rung bar ‘gyur zhe na/

re zhig ji ltar na skyes bu chen po’i mtshan(read.mtshan nyid) nyid rnams skyes bu chen pa’i 

las mi gzhan pa yin/ba lang nyid kyi mtshan nyid lkog shal dang/mjug ma dang/nog dang/

rmig pa dang/rva rnams kyang ba lang las mi gzhan pa yin/（北、No.5591, Gu, 94a/1-3）

云何所相法即立爲能相。如何大士相非異於大士。角犎胡蹄尾牛相非異牛。（玄、第

一巻，p.198, ll.6-8）

云何此法是所相即立爲能相。大人相與大人不異云何立爲相。胡・尾・領・蹄・角於

牛成相與牛不異。（眞、第一巻，p.198 上段）

これで、大まかに骨子をつかんだことにして、考察の下地としよう。では、筆
者が戸惑った比喩を含む文章を、引用してみたい。比喩の個所は太字で示した。
先ず、サンスクリット語原文は以下の如し。

punaḥ saṃskṛtagrahaṇaṃ saṃskṛtatve lakṣaṇānīti yathā vijñāyeta? maivaṃ 

vijñāyi; saṃskṛtasya vastuno ‘astitve lakṣaṇāni jalabalākāvat, sādhvasādhutve vā 

kanyālakṣaṇavad iti/ (S; p.204, ll.8-10, P; p.77, ll.4-6)

チベット語訳は、こうである。
yang ‘dus byas zhes smos pas ni ci nas kyang ‘dus byas nyid kyi mtshan nyid dag yin no 

snyam du shes bar bya’i chu dang chu skyar ltar ram/dge ba dang mi dge ba nyid kyi bu 

mo’i mtshan (read.mtshan nyid ) bzhin du ‘dus byas kyi dngos po yod pa nyid kyi mtshan 

nyid dag yin no zhes bya ba de ltar shes na ni mi rung ngo snyam nas smos pa yin no//（北、

No.5591, Gu, 93a/1-3）

両漢訳も示しておこう。
然經重説有爲言者令知此相表是有爲。勿謂此相表有爲有如居白鷺表水非無。亦勿謂

表有爲善悪如童女相表善非善。（玄、第一巻，p.195, ll.5-7）

經説重有爲名、爲令他知此相顯有爲性。勿如此爲顯有爲法類是有故立四相。譬如於

水白鷺及於好悪童女相。（眞、第一巻，p.195 上段）

これに対し、櫻部建博士は、次のような和訳を示した。
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〔「有為の有為相」と〕重ねて「有為」の語があることによっては、諸相はただ〔諸

法の〕有為なることを表すということが知られるであろうのみであって、諸相は

〔それ自体〕有為なる事物として（自性をもった法として）存在することを表すこ

と恰も水〔中の〕鷺の如くであるとか、〔諸相は有為の諸法の〕善・不善なること

を表すこと恰も童女の〔好・悪の〕相の如くであるとか、いうように考えてはなら

ない。7）

『倶舎論』の大学者の和訳とはいえ、筆者のような者には、難解だった。それ
でも、何とか理解しようと試みた。恐らく、「有為相は真の意味で、有為の指
標にはならない」というのが、趣旨なのであろう、と算段した。就中、最初の
比喩「水（jala, chu）と白鷺（balākā, chu skyar）」は、筆者には、幾分、わかりや
すかった。称友注でも、こう述べている。

例えば、白鷺は、水の存在することに関して、指標（相）である。けれど、水の水

たること（水性）に関しては、指標ではない。

yathā balākā jalāstitve lakṣaṇam, na punar jalasya jalatve lakṣaṇam/ (S; p.204, ll.25-26, W; 

p.174, ll.25-26)

ji ltar chu skyar chu yod pa nyid kyi mtshan nyid yin gyi/chu’i chu nyid kyi mtshan nyid ni 

ma yin pa…（北、No.5593, Cu, 182a/3-4）

白鷺は、水の在り処を知らせる指標だが、水そのものの本質を伝える指標では
ない。有為と有為相もそういう関係なのだ。無関係ではないにしろ、本質を知
るためには役立たないのである。
　難儀なのは、次の比喩である。櫻部博士は、「〔諸相は有為の諸法の〕善・不
善なることを表すこと恰も童女の〔好・悪の〕相の如くであるとか、いうよう
に考えてはならない」と訳していた。これは、玄奘訳の「亦勿謂表有爲言善悪
如童女相表善非善」を斟酌した訳に違いない。だが、玄奘の訳も、そしてそれ
を参考にしている櫻部博士の訳も、筆者にはピンとこない。玄奘訳の「善悪」

「善非善」櫻部訳の「好・悪」「善・不善」は、原文への付加が見られるが、意
味はわからない。更に、一体、vā（或いは）でつながれた 2 つの比喩は、同じ
趣旨を示すものなのか、夫々、別な意図を託されているのか？それもはっきり
しない。再び、称友注を見てみよう。

例えば、少女（kanyā）の好・悪に関する指標は、順に、善・不善たることに関す

る指標である。

－385－



刹那滅の比喩（木村） （65）

yathā kanyāyāḥ śubhāśubhāni lakṣaṇāni yathākramaṃ sādhvasādhutve lakṣaṇāni (S; p.204, 

ll.27-28, W; p.174, ll.28-29)

ji lta bu mo’i mtshan (read. mtshan nyid) bzang ba mi bzangs (read. bzang)ba dag go rim 

bzhin du dge ba dang mi dge ba nyid kyi mtshan nyid dag yin pa… （北、No.5593, Cu, 182a/ 

4-5）

ここには、玄奘訳や櫻部博士訳と付合するものがある。博士は、玄奘訳と称友
注を勘案して訳したのだろうか。ちなみに、高名なる荻原雲來・山口益の称友
和訳は、以下のようなものである。

譬へば童女の好と悪との相が次の如く善と非善とに於ける相なるが如くに 8）

これを参考にしても、霧が晴れるわけではない。「好・悪」と「善・非善」と
の関わりは、未だ、はっきりしないからだ。何らかの不備を示すための比喩な
のは、間違いないとしても、何故、不備なのか、その理由が、筆者には、伝わ
らないのである。
　問題の「少女の指標」という比喩は、他のインド撰述注では、ニュアンスの
異なる解釈が行われている。安慧（Sthiramati）は、こういう。

或いは（yang na, vā）、少女の相（指標）は、善不善たること（善不善性）であるが、

少女たること（少女性）〔の指標〕ではない。

yang na bu mo’i mtshan nyid ni dge ba dang mi dge ba nyid gyi/bu mo nyid ma yin pa… （北、

No.5875, To, 278b/5-6）

更に、前の比喩についても、同じような言い方をしている。次に示そう。
白鷺は、水があることの指標であるが、水たること（水性）の〔指標〕ではない。

chu skyar chu yod pa nyid gyi mtshan (read. mtshan nyid) yin gyi/chu nyid kyi ma yin pa… 

（北、No.5875, To, 278b/5）

「善不善」の意味合いは判然としないが、安慧は、前比喩「水と白鷺」と後比
喩「少女の相（指標）」は、同じような機能を果たすと解釈している。vā によっ
て、意味の異なる比喩を提示しているとは見ていない。つまり、「白鷺は水が
あることの指標だが、水性の指標ではない」そして、「少女の相は、善不善の
指標だが、少女性の指標ではない」のである。「有為相が有為たること（有為

性）の指標ではない」ように。「少女の相（指標）が少女性を指示するのでな
い」というのであれば、指標と被指標、相と所相への意識付けは、「水と白
鷺」よりも、尚、一層、効果的かもしれない。同一物にしか見えない相・所相
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（少女相と少女性）は、一転して、別物に変わる。本来、説一切有部は、別物で
あることを主張したいはずなのに、別物であるが故に、相は所相を指示する資
格を欠いてしまう。かといって、有為と有為相が同一物であると認めれば、相
と所相のつながりは守られるけれど、本来の主張が崩れる。どちらに転んでも、
説一切有部に逃げ場はないのである。こうして、相・所相という枠組みで論争
が進むと、説一切有部には勝ち目はない。有為相は有為を指示するものとして、
その不完全さを突き付けられる他ないからである。説一切有部は、袋小路に追
いつめられるのだ。そして、更に、お堅い哲学的話題が、身近な比喩になぞら
えられた途端、まざまざと説一切有部の非が白日の下に晒される。彼らは、罠
にかかった。安慧の解釈に従えば、こうした、世親のトリッキーな論争術が浮
かび上がって来るような気がする。
　安慧の解釈は、満増（Pūrṇavardhana）注にも見られる 9）。当該個所を引用して
みよう。以下のようにいう。

白鷺は、水があることの指標であるが、水たること（水性）の〔指標〕ではない。

…或いは（yang na, vā）、少女の相（指標）は、善非善たること（善非善性）〔の指

標〕であるが、少女たること（少女性）の〔指標〕ではない。

ji ltar chu skyar chu yod pa nyid kyi mtshan nyid yin gyi/chu nyid kyi ma yin pa…yang na bu 

mo’i mtshan nyid ni dge ba dang mi dge ba nyid yin gyi/bu mo nyid kyi ma yin pa （北 ; No. 

5594, Ju, 216a/4-6）

Ⅲ

　では、安慧や満増の解釈に従えば、それでよいのだろうか？いや、我々には、
伺い知れない何かがあるのかもしれない。大正新脩大蔵経データベースで、

「童女」というキーワードを、種々、検索してみると、1 つだけヒントになり
そうな注に出会った。それは、玄奘門下、普光の『倶舎論記』である。その当
該個所には、以下のようにあった。

少女の相は、男女の善・非善のことを表す。若し、性格が貞淑で、脚や膝が柔軟、

皮膚はきめ細かで、齒は白く、唇が薄ければ、必ず、善なる子を生む。こ〔の少女

の相〕は、善を表している。若し、性格が貞淑でなく、脚や膝が太く、皮膚は荒れ、

齒は黒く、唇が厚ければ、不善なる子を生む。こ〔の少女の相〕は、非善を表す。

童女相能表男・女善・非善事。若性貞潔脚膝纎團、皮膚細軟齒白唇薄。必生善子。

－383－



刹那滅の比喩（木村） （67）

此相表善。若性不貞潔脚膝笨大、皮膚麁澁齒黒唇厚。生不善子。此相表非善。（大

正新脩大蔵経、No.1821, 105a/13-16）

「少女の相」は、わかりやすくいうと「少女の見た目」という意味であろう。
「見た目の良い少女は、善なる子を生み、そうでない少女は、非善なる子を生
む」という意味と思われる。恐らく、他愛もない伝承の類い、当時流布してい
た比喩なのだろう。だが、筆者には、善不善が少女の生む子のことだとは、想
像がつかなかった。知らなかったせいで、先ほど見た安慧や満増の解釈の方が、
まだしも、腑に落ちた。そして、玄奘訳や称友注には、疑問が残ったのであり、
引いてはそれを踏襲したかのような櫻部博士訳にも納得がいかなかったのだ。
けれども、はじめに断ったように、掌に見るごとく、一部始終がピンときたの
ではなく、比喩を取り巻く状況は、判然としないままなのである。情けない話
だが、筆者は、事の真偽を判定する知識を欠いている。博雅の是正を期待する
所以である 10）。以上のことは、刹那滅という大きなテーマを扱うにしては、
あまりにも、小さな話題でしかない。しかし、事の真相を見極めるためには、
疎かにし難いとは、思うのである。ちっぽけな比喩から、案外、大問題である
刹那滅を解く、鍵が見つかるかもしれないからである。

注
1） 「消滅性に基づく推理」（vināśitvānumāna）とも、呼ばれ、後代に登場するダルマ

キールティ（Dharmakīrti）の「存在性に基づく推理」（sattvānumāna）と並び称される。
後者が出現して以来、そちらが主流となった。しかし、論証の先鞭は世親に帰される
べきであろう。「業品」を読む限り、無の決定法等、世親の思考経路は、ダルマキー
ルティの思想につながるように思われる。本稿では、ダルマキールティは扱わない。
というより、扱えない。彼の刹那滅論は、その根幹思想とも目される svabhāvapratibandha
にも深く関わるものだからである。最近の論考も数多いが、ここでは、世親に的を
絞っているので、触れない。精緻な研究を 1 つだけ挙げておこう。酒井真道「ダルマ
キールティによる「諸行無常」の証明―Pramāṇaviniścaya におけるダルマキールティ
の第二回答―」『印度学仏教学研究』62-2, 平成 26 年、pp. 978-971。ダルマキールティ
の刹那滅論に関しては、今後研究するということで、了とされたい。ただ、世親との
類似を見るために、彼の『量決択』Pramāṇaviniścaya から、1 節抜き出しておこう。同
書において、ダルマキールティは、「消滅性に基づく推理」から「存在性に基づく推
理」に舵を切るようになったようである。前者に触れて、以下のようにいう。

今や、どうして、作られたもの（kṛtaka）は、必ず、無常（anitya）なのかいわな
ければならない。一体、何に基づいて、このように、述べられているのだろう
か？なぜなら、無原因（ahetutva, rgyu med）の故に、消滅は、自分自身（svabhāva, 
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rang gi ngo bo）からもたらされる。
実際、存在するもの（bhāva, dngos po）が、消滅している時、それが起こる際、

〔自分以外の〕原因に頼ることはない。自己原因からのみ、消滅があるからであ
る。従って、何らかの作られたもの、それは、須く、本来（prakṛti, rang bzhin）的
に、消滅するのである。
katham idanīṃ kṛtako ‘vaśyam anitya iti pratyetavyaḥ/yenaivam ucyate/
yasmād
ahetumtvādivināśasya svabhāvād anubadhitā/
na hi bhāvā vinaśyantas tadbhāve hetum apekṣante/svahetor eva naśvarāṇām bhāvāt/tasmād 
yaḥ kaścait kṛtakaḥ sa prakṛtyaiva naśvaraḥ/ (Dharmakīrti’s Pramāṇaviniścaya chapter 1 
and 2 ed. by E.Steinkellner, Beijing-Vienna, 2007, p.76, l.11-p.77, l.1)
da ni gang gis de skad du brjod par gyur ba byas pa gdon mi
za bar mi rtag pa o zhes ji ltar bshad par bya zhe na/’di ltar 
rgyu med phyir na ‘jig pa ni/
/rang gin go bos rjes (brel nyid/)
dngos po ‘jig pa de’i ngo bo rgyu las ltos pa ma yin te/rang gi rgyu kho na las ‘jig pa’i 
ngang can du ‘byung ba’i phyir ro//des bas na gang cung zad byas pa de ni rang bzhin gyis 
‘jig pa’i ngang can yin no//

（E.Steinkellner, Dharmakīrti’s Pramāṇaviniścayaḥ Zwites kapitel: svārthānumanam, Teil I, 
Wien, 1973, p.72, ll.14-22, 北村・ウェリー方式に変えて引用した）

 一見証明を伴わないかのように映る世親の「消滅性に基づく推理」を、何とか、論証
のレヴェルまでもって行こうとする姿勢は伺える。ただ、sattvānumana がそのような
意識でなされたのかについては、疑念も表明されている。崔境眞「ゴクのダールモッ
タラ批判―消滅の無原因性をめぐって」『印度学仏教学研究』62-2, 平成 26 年によれば、
事は単純ではない。ともあれ、現代研究の主眼は、ダルマキールティにある。刹那滅
を詳しく論じたロスパット（Alexander von Rospatt）氏は、その点に反省を促している。

（『刹那性という仏教教理』（Alexander von Rospatt; The Buddhist Doctrine of Momentariness 
A Survey of the Origins and Early Phase of this Doctrine up to Vasubandhu, Stuttgart, 1995, Alt 
und Neu Indische Studien 47、特にイントロダクション pp.4-6）ロスパット氏は、刹那滅
論証導入の功績を、初期瑜伽行派（Yogācāra）に帰し（同書、pp.6-7, pp.67-93, pp.219-
248 には『顯揚聖敎論』の 1 部英訳が付加されている）、時を同じくして、日本の早島
理氏も、同様な視点からの研究を公にしていった（早島理「無常と刹那―瑜伽行唯識
学派を中心に」『南都仏教』59, 1988, pp.1-48 等）。ただ、両氏の観点は、三性説と刹那
滅の関係を廻り、対立していた。岩本明美「『大乗荘厳経論』の修行論　第 13・14 章
を中心として」は、ロスパット説を認め、早島説を否定する。同研究は、平成 14 年

（2002 年）に、京都大学に提出された博士論文である。ネットで披見可能なので、参
照されたい。また、岩田孝「諸行無常について」『四天王寺国際仏教大学紀要』45, 
2008, pp.1-27 は、現代の研究に言及し、世親以前から、ダルマキールティ、瑜伽行派
までを視野に収めた有益な論文である。同論文もネットで披見可である。これまでの
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研究は多く、枚挙に暇がないが、初期の代表的な論考として、E.Steinkellner; Die 
Entwicklung des Kṣaṇikatvānumāna bai Dharmakīrti, WZKS XII-XIII, 1968-69 がある。幸い
なことに、乗山悟「Dharmakīrti における刹那滅論証の発展」『龍谷大学仏教学研究室
年報』7, 1994, pp.1-17 に和訳されている。概説書として最も充実しているものは、御
牧克己「刹那滅論証」『講座・大乗仏教 9 －認識論と論理学』昭和 59 年所収、pp.218-
254） で あ ろ う。 専 門 書 と し て は、Mimaki, Katsumi; La refutation bouddhique de la 
permanence des choses (sthirasiddhi-dūṣana) et la prevuve de la momentanéité des choses 
(kṣaṇabhaṅgasiddi), Paris, 1976 と、谷貞志『刹那滅の研究』平成 12 年を外すことは出
来ない。御牧氏のものは、ダルマキールティ以降の刹那滅論を詳しく扱う。谷氏は第
1 章（pp.33-77）を世親の刹那滅論に割き、ダルマキールティ等との比較を行う。氏は、
世親の業績を高く評価し、こう述べている。

ヴァスバンドゥ〔世親〕の刹那滅論証はダルマキールティ以降の刹那滅論の先駆
的な役割を果たしていることを明らかにしたい。…すくなくとも、ダルマキール
ティはヴァスバンドゥに回帰することによって、ディグナーガ〔Dignāga〕の外遍
充論から離反して、内遍充論の復権を計ったことを追及する（p.35、〔　〕内筆者
の補足）

 谷氏は、他に、
〔世親の〕「原因なき自発的消滅論」はすでに「空性」の洗礼を受けていなければ
ならない。ナーガルジュナの無自性空をいま時間的様相で表現すれば、「存在が
自性（本質）をとるやいなや自発的に消滅する」ということになるだろう。空と
刹那滅は同値なのである。（pp.42-43、〔　〕内筆者の補足）

 という魅力的な発言をする。ただし、この発言は、現インド学研究のあり方への警鐘
が込められている。後に氏は、こう宣言しているからである。

空と刹那滅の自己差異性が縁起を可能にする。そのかぎりにおいて、両者は矛盾
するのではなく、クロスするのである。このことはテクストの内部のフィロロ
ギーやコメンテーターの注釈によるかぎり、明らかにされない。本稿はこのよう
に、本質主義の極限としての刹那滅が自らを差異化することによって反本質主義
であることを明らかにすることから、現在のフィロロギー優先の学界にたいする
ある挑戦の意味を込めている。（谷貞氏「空と刹那滅：スライドする認識論と論
理学―時間性を創発する論理の哲学的考察（5）」『インド論理学研究』III, 2011, 
p.81）

 ともあれ、諸研究の比重はダルマキールティ及びそれ以降にあることは否めない。そ
の点で、古い論考だが、平川彰「有刹那と刹那滅」『平川彰著作集　第 2 巻　原始仏
教とアビダルマ仏教』1991, pp.439-456 は、世親説に光を当て、今尚、有益である。
p.451 の注（1）では、刹那（kṣaṇa）、有刹那（kṣaṇika）、刹那滅（kṣaṇabhaṅga）の微妙
な異同についても、注意を喚起している。「業品」刹那滅論のキーになる kṣaṇika に対
し、眞諦は「刹尼柯」という音写語を当てている。大正新脩大蔵経データベースで検
索すると、4 個所しかヒットしない。特別な意味合いを感じても不思議ではないだろ
う。また、阿部真也「刹那滅について―倶舎論を中心として―」『印度学仏教学研究』
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49-2, 平成 13 年、pp.804-806 は、平川論文を受け、『倶舎論』全体の刹那について、俯
瞰的な意見を述べている。尚、刹那の種々相については、松島央龍「衆賢の刹那滅論
証 」『 龍 谷 大 学　 仏 教 学 研 究 』65, 2009, pp.21-50 に 詳 し い。 松 島 氏 は、 衆 賢

（Saṃghabhadra）の説く刹那の用例を丁寧に紹介する。また、世親の刹那滅論のキー
ワード ātmalābha に対して、衆賢が繰り広げた批判を詳しく論じ（特に p.24）、極めて
有益である。同論文はネットで披見可である。ātmalābha については、ロスパット本
pp.105-106 の注 239 でも詳細に言及されている。これらの研究に付け加える情報とし
ては、安慧（Sthiramati）の『倶舎論』注『真実義』Tattvārthā に、松島氏の引用に付
合するような衆賢説が引用されていることである。安慧は、師衆賢（slop dpon ‘dus 
bzang）曰くとして、三世実有の立場から、世親批判を行う衆賢説を引いている（北、
No.5875, Tho, 107b/2-6）。衆賢引用については、松濤康雄「タットヴァーアルタにおけ
る衆賢説―世間品・業品について―」『印度学仏教学研究』33-1, 1984, p.359 で 2 章に
渡って、チベット語訳と『順正理論』の対応表がある。この個所は漢訳の『順正理
論』には、トレースされないものとして分類されている。筆者の調べでもぴったり付
合する個所は見いだせない。しかし、内容的には、松島氏所引個所と似ている気がす
る。今は論証も出来ず、印象を述べるだけしか術はないが、何れ、はっきりさせよう
と思う。ともあれ、安慧は、引用後「それ自身は、過去・未来を確定する個所で扱わ
れている（skabs su bab pa）ので、そこで、詳細に分析されるのである。」（’di nyid ‘das 
pa dang ma ‘ongs pa rnam par nges pa’i skabs su bab pas/de nyid du rgya cher rnam par dbyed 
do//Tho,107b/6）と結ぶ。キーワード ātmalābha についても、今後扱う予定である。更
に、世親的な刹那滅に関して、その注釈者ヤショーミトラや他学派のウッディヨータ
カラ（Uddyotakara）の反論等々を扱った研究として、森山清徹「カマラシーラの他不
生の論証とダルマキールティの刹那滅論証―ヤショーミトラとウッディヨータカラと
の論争の経緯―」『印度学仏教学研究』45-1、平成 8 年、pp.346-340 がある。また、三
友健容「『アビダルマディーパ』における滅不待因論争」『印度学仏教学研究』37-2、
平成元年、pp.922-917 は、最後期のアビダルマ文献 Abhidharmadīpa（アビダルマディー
パ）の論証を扱う。結論では「中観学派では清弁をはじめとして「外遍充・内遍充」
などによって刹那滅論証を展開し、sattvānumāna, vināśitvānumāna などによって滅無待
因説を論証したにもかかわらず、『アビダルマディーパ』はそれらの論証方法を採用
せずに終わったことがわかる。」（p.918）と述べている。変わった視点からのものには、
根本裕史『ゲルク派における時間論の研究』2001 がある。根本氏は、以下のようにい
う。

ツォンカパ〔Tsong kha pa, 1357-1419〕が考える帰謬派説では、諸存在の消滅状態
（zhig pa）は効果的事物（dngos po）である。これは消滅状態が自らの原因から生
起し、かつ、自らの結果を生み出す力を具えた存在であるということを意味する。
この理論にしたがえば、有情が現世で積んだ善業や不善業は決して無駄に尽きて
しまうのではなく、それらは業の消滅状態（las zhig pa）という事物を新たに生み
出し、その消滅状態こそが来世における楽果や苦果をもたらすことになる。さら
にまた、有情の死（shi ba）も、次なる生における無明という結果を生み出す働き
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を持つ存在であるということになる。（p.208、〔　〕内筆者の補足）
2） 舟橋一哉『倶舎論の原典解明　業品』、2011, rep. of 1987, pp.5-21 に称友の注釈を含

めた和訳がある。最近のものでは、桂紹隆「ヴァスバンドゥの刹那滅論証」『櫻部建
博士喜寿記念論集　初期仏教からアビダルマへ』2002, pp.259-276 がある。桂氏は、随
所で、世親とダルマキールティとの比較を示す。ただニュアンスとしては、ダルマ
キールティ寄りである。氏は「ヴァスバンドゥ〔世親〕の第二の推理は必ずしも成功
しているとは言えないが、ともあれダルマキールティに先立って刹那滅論証に帰謬法
を導入していることは注目に値する」（p.265,〔　〕内筆者の補足）と述べている。他
に、村上真完「刹那滅の基礎」『印度哲学仏教学』17, 平成 14 年、pp.61-77 がある。注
1）の谷本にも、あらましは紹介されている。また、英訳として、Toshio Sako: Karman 
in Indian Philosophy and Vasubandhu’s Exposition がある（コロンビア大学提出の博士論
文、1996, 特に、pp.441-461, 本論文は、安慧（Sthiramati）注を随時参照している点で、
高い価値を有する）。

3） 「根品」の刹那滅論については、櫻部建『倶舎論の研究　界・根品』2011 再版、
pp.334-345 に『倶舎論』本文の和訳がある。最近のものとしては、村上真完「無常説
と刹那滅説の基礎概念」『論集・印度宗教学会』15, 1988, pp.1-24 がある。また、称友
注の和訳として、荻原雲來・山口益譯註『和譯　稱友倶舎論疏』（二）昭和 9 年、
pp.129-142 がある。村上氏の論文については、その狙いを示しておくべきであろう。
氏は、昨今の研究動向を踏まえ、以下のようにいう。

右の主張（滅無因説にもとづく刹那滅説）は、早島理（「無常と刹那―瑜伽行唯
識学派を中心に―」…やロスパット前掲書によれば、瑜伽行派において構想され
追及されたものである、という。しかし今は、世親（四―五世紀）の『倶舎論』
…の議論を辿り、その基礎にある思考法を求めるところから出発したい。なぜな
らば、同論は従前の説一切有部（有部）の学説を巧みに要約した上に自説を構築
し、体系的な思考を推し進めているだけでなく、その学説の影響するところもよ
り大きい、と考えられるからである。（p.2）

 ここで、村上氏は、純粋に世親の思考自体に迫ろうとしている。あえて、瑜伽行派や
ダルマキールティに引きずられないという意図がよく伝わるのである。そして、以下
のように結論付ける。

思うに、不変恒常な物体や物質が存在するというようなことは、個々の知覚から
は確認できないのであって、瞬間的な個別的知覚を総合し、経験を総合する（分
別）によって可能になる。瞬間的でない永遠なもの（物体、物質）というのは、
いわば思考の産物である。そういう思考の産物を排除するなら、瞬間的な個々の
知覚と思考とが残ることとなろう。世親が展開する刹那滅論は緻密な論理的思考
から成るが、知覚を重視し極度に思弁の所産を排するのではないか。（p.20）

 短いものだが、第 3 章「世間品」（loka-nirdeśa）でも、以下のような記述があって、
刹那滅論を伝える。

実に、諸蘊は刹那的（kṣaṇika, skad cig ma、刹那滅、刹那刹那滅）である。それら
には、移動する（sancaritum, ’pho ba）能力はない。しかし、諸煩悩（kleśa, nyon 
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mongs）と諸業によって習慣化（薫習）された（paribhāvita, yongs su bsgom pa）蘊
のみ（チベット語訳・漢訳に従う）が、中有と呼ばれる連続によって、母の胎内

（kukṣi, mngal）に入るのである。例えば、灯は、刹那的（kṣaṇika, skad cig ma、刹
那滅、念念滅）でも、連続によって、他の場所に〔移動するように〕と考えるの
で、これは過失ではない。（山口益・舟橋一哉『倶舎論の原典解明　世間品』昭
和 30 年、p.146 を参照した）
kṣaṇikā hi skandhāh, teṣā saṅcaritum nāsti śāktiḥ/kleśais tu paribhāvitam karmabhiś ca 
kleśamātram (read.skandhamātram from Tib. & 漢) antarābhava-saṃjnikaya santatyā 
mātuh kukṣim āyāti/tad yathā-pradīpaḥ kṣaṇiko ‘pi santatyā deśāntaram iti nāsty eṣa doṣah/ 
(S; p.342, ll.10-12, P; p.129, ll.18-20)

phung po rnams skad cig ma te/de dag la ni ‘pho ba’i mthu med kyi nyon mongs pa rnams 
dang/las rnams kyis yongs su bsgom pa’i phung po tsam gyis srid pa bar ma zhes bya ba’i 
rgyun gyis ma’i mngal du ‘gro ste/dper na mar me skad cig ma yin yang rgyun gyis gzhan 
du ‘gro ba lta bu yin pas na de ni nyes pa med do// （北、No.5591, Gu, 143a/3-4）

蘊刹那滅於輪轉無能。數習煩悩業所爲故。令中有蘊相續入胎。譬如燈焔雖刹那滅
而能相續轉至餘方。諸蘊亦然。名轉無失。（玄、第二巻、p.127, ll.5-7）

諸陰刹那刹那滅。彼於度無能。煩悩所攝業。諸變異故。唯有諸陰。由中有相續往
入母胎。譬如燈雖念念滅由相續得至餘處。諸陰亦爾。是故無失。（眞、第二巻、
p.127 上段）

 注 2）の舟橋本等を参考にすれば、直ぐピンと来るが、「業品」の刹那滅論を彷彿とさ
せるであろう。刹那滅と移動との理論的不整合等は軌を一にしている。次注 5）の内
容概観参照。尚、重要情報を補足すれば、世親作『成業論』Karma-siddhi の存在を忘
れることは出来ない。本書に対しては、山口益『世親の成業論』1951 という優れた訳
注研究があり、2011 年に再版された。また、佐藤密雄『大乗成業論』（仏典講座 41、
1978）は、漢訳をベースとしているが、山口訳注を参照すること大である。山口訳注
では、『倶舎論』との関係も、微細に考察し、次のように指摘している。

經部に立場をおいて、有部の誇張せられた實有思想と、正量部・犢子部の有我説
とを論破する處にも、倶舎論と成業論とが同じ思想の中にあり、同じ目的を追う
てゐることが認められる。尤も倶舎論の破我品に於ける犢子部の有我説の論破な
るものが、成業論にそのまま見出されるわけではないが、…正量部の行動身表説
は、その正量部・犢子部の補特伽羅説・有我説と關連のないものではないので
あって、それは經部の立場から正量部の補特伽羅説を論破する倶舎論の破我品と
一連の思想の上にあるべきものである。（p.26）

 『倶舎論』と『成業論』等との関連は、室寺義仁『成業論　チベット訳校訂本』1985,
の appendix 参照。直近の研究としては、日比佑香「『成業論』における滅因論につい
て」『印度学仏教学研究』62-1, 平成 25 年、pp.389-385 がある。
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4） 有為の四相に関する、全体像の把握には、加藤宏道「有為の四相の定義」『印度学
仏教学研究』40-1, 平成 3 年、pp.35-39、福田琢「『順正理論』に於ける有為の四相」『印
度学仏教学研究』37-1, 昭和 63 年、pp.60-62 参照。

5） 「業品」の骨子も示しておこう。先ず、身体的業のうち表面化されるもの（身表業）
（kāya-vijñapti-karma）とは何かが論ぜられる。論争相手は犢子部（Vatsīputrīya）で、彼
らは身表業とは動き（gati）だとする。これは同じ存在が動くことを意味する。つま
り、自己同一性を前提とするのである。しかし、それは、世親には認められない。自
己同一性を否定する論拠として、「滅無待因」が導入される。そうなると、争点は、
消滅は自発的か否かである。世親は、自発説を主張し、一瞬たりとても自己同一性は
あり得ないと説く。それに対し、犢子部は、消滅の他因説をいう。争点は、消滅

（無）を決する認識手段（pramāṇa）に移る。詳しくは、前掲注 2）の舟橋本参照、また、
消滅論争については、那須円照「滅に関する経量部・有部・正量部の対論」『神子上
恵生教授頌寿記念論集　インド哲学佛教思想論集』pp.747-765 参照。犢子部については、
三友健容「「我」を主張した部派」（一）（二）（三）『三蔵』109-111, 昭和 50-51 年に詳
しい。犢子部は、正量部（Sammitīya）とも深い関係がある。それについては、並川孝
儀『インド仏教教団　正量部の研究』2011 参照。尚、犢子部にも、理があることを述
べた 1 節が、善慧戒（Sumatiśīla）の『成業論』注にあるので、紹介しておこう。先に、
善慧戒注に関して、これまでの意見を整理しておくべきだろう。この注釈について、
山口益氏は「この artha-kāra 云々は、先にも四百論破時品のことに關説した善慧戒の
用語である。けれどもそういふし方で解釋せられて行つたといふことは、成業論自體
のもつ中觀説的要素が解明せられていたということであらう」（注 3）の山口本、p.31）
或いは「茲に中論に論究せらるるやうな業の考へ方を世親が知識してゐることを物語
つている。」（注 3）の山口本、p.32）と述べ、中観の影響を主張する。しかし、近年、
室寺義仁氏は「博士が指摘されている、善慧戒は「中論の論理」を依用しているとい
う見解は不適切であり、善慧戒は法称以降の仏教の論理学・認識論の伝統を踏まえて
注釈している。」（室寺義仁「善慧戒の『成業論注釈』について」『印度学仏教学研究』
33-2, 1985, p.565）と述べて、山口説に疑義を呈している。兎に角、以下が『成業論』
善慧戒注の該当箇所である。

ここで、種々の経量部（mdo sde pa’i khyad par）のうち、日出論者（nyi ma ‘char 
ka）という人々（la la dag）は、他の存在（chos gzhan, anyadharma）の本質（rang 
bzhin, svabhāva）なるものが、表面化するもの（表）であると発言するので、〔『成
業論』本文で〕、「日出論者等は以下のように」云々と〔世親は〕述べたのである。

「日出論者等は以下のようにいう」と〔世親が〕述べたこと〔に関して〕、〔彼等の由来
を言えば〕、上座（gnas brten, sthavira）クマーララータ（gzhon nu len, kumāralāta、
鳩摩邏多）が著した（byas pa）論書『日出論』（nyi ma ‘char ka）というもの、そ
れにより命名された（tha nyad brjod pa）ある者達、彼等が「日出論者」なのであ
る。もし、〔日出論者たる〕ある者が、次の様に、「しかし、生成しているもの

（行）は、本来、〔誕生した途端、即座に〕消滅するので、移動することはないが、
故に、それ〔移動〕がないので、表面化するもの（表）もないのだとすれば、世
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間において、動くという表現（tha nyad, vyavahāra）、若しくは、表面化するもの
という表現が、どうして起こるのだろう」というこのことを懸念して、〔自らの
主張を展開することが予想されるので〕、それ故、〔本文では、彼等の主張を提示
して〕、「他の場所に現れる原因〔を作る〕」云々と述べているのである。「他の場
所に現れる原因〔を作る〕」というのは、「他の場所に、諸々の生成しているもの
が現れること、その原因」という意味である（tha tshig, artha）。それは何か？それ
故、「他の存在」と述べているのである。別な本質を持つもの（rang bzhin, svabhava）
であり、別な実体（dngos, vastu）という意味である。それは、また、如何なる原
因から生じるのか？それ故、「特定の思考という原因を擁す」と〔世親は〕御説
明されたのである。即ち、「特定の思考」とは、「それを欲することによって、起
こる思考」なのである。ある他の存在 A には、その原因 B がある。その際、他
の存在 A は、特定の思考という原因 B を擁するのである。そうなること、それ
はどの場所に起こるのか？それ故、「手等として生じるものである」と述べたの
である。「それが動きとも言い、表面化するもの（表）であるとも言う」という
のは、そのような種類の別な存在、それ自身が、世間では、それは動きであり、
または、表面化するもの（表）であるとも言われるが、それに属さない別な場所
に〔手等を〕生じせしめるような〔特定の思考〕以外のもの（gzhan）やその結果
となる〔手等〕以外のもの〔即ち因果関係の確立していないもの〕は、一切存在
しないという意味である。（注 4）の山口本、pp.115-116 を参照した、太字は『成
業論』本文の引用である）
‘dir mdo sde pa’i khyad par rnams las/nyi ma ‘char ka ba zhes bya ba la la dag chos gzhan 
gyi rang bzhin zhig rnam par rig byed yin par brjod pas na/nyi ma ‘char ka pa dag na re re 
zhes bya ba la sogs pa smos te/nyi ma ‘char ka pa na re zhes bya ba ni/gnas brten gzon nu 
len gyis byas pa’i bstan bcos nyi ma ‘char ka zhes bya ba des tha snyad brjod pa gang dag 
yin pa de dag ni nyi ma ‘char ka pa dag go//gal te kha cig na re ‘on kyang ‘du byed rnams 
ni rang bzhin gyis ‘jig pa’i phyir ‘pho ba med la/des na de med pa’i phyir rnam par rig byed 
kyang med na/’jig rten na ‘gro ba’i tha nyad dam/rnam par rig byed kyi tha snyad ji ltar 
‘byung zhes zer ba ‘dis dogs nas/de’i phyir yul gzhan du ‘byung ba’i rgyu zhes bya ba la 
sogs pa smos so//yul gzhan du ‘byung ba’i rgyu zhes bya ba ni/yul gzhan du du byed rnams 
‘byung ba gang yin pa de’i rgyu zhes bya ba’i tha tshig go//de gang zhe na/de’i phyir chos 
gzhan zhes bya ba smos te/rang bzhan gzhan dang dngos po gzhan zhes bya ba’i tha tshig 
go//de yang rgyu ci las byung ba zhig yin zhe na/de’i phyir sems khyad par gyi rgyu can 
zhes bya ba gsungs te/sems kyi khyad par ni de ‘dod pas rab tu bcug pa’i sems so//chos 
gzhan gang la rgyu de yod pa de ni chos gzhan sems kyi khyad par gyi rgyu can no//de lta 
bur gyur pa de yul gang du ‘byung zhe na/de’ i phyir lag pa la sogs pa la zhes bya ba smos 
so//de ni ‘gro ba zhes kyang bya /rnam par rig byed ces kyang bya ‘o zhes bya ba ni/de lta 
bu’i rnam pa’i chos gzhan de nyid ni/’jig rten ‘gro ba ‘am/rnam par rig byed ces bya’i /de 
las ma gtogs pa’i yul  gzhan du ‘byung bar byed pa gzhan dang/de’i ‘bras bur gyur pa 
gzhan ni ‘ga’ yang med do zhes bya ba’i tha tsigs go//（デルゲ版、No.4071, Hi, 75a/2-7）
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 これを見ると、滅無待因は、『成業論』でも、詳しく論じられていることは、はっき
りしている。しかし、『倶舎論』との本格的比較は、これからの課題であろう。さて、
特に興味を引く点について、一言しておこう。ここにはクマーララータという名が登
場し、経量部の 1 派、日出論者と目されている。種々の研究によれば、彼は、譬喩師

（dārṣṭāntika）の始祖とされ、経量部とのつながりも云々されるキーマンの 1 人である。
筆者が、目にした研究は多くはない。主に、インド学仏教学論文データベースで譬喩
師・譬喩者の項に示されていた論文を、幾つか、拝見したに留まる。一応、それらを、
簡単に辿ってみよう。先ず、大分、昔の論文で、宮本正尊博士は、「童受〔クマーラ
ラータ〕と譬喩者と經部とを凡て混同して議論するならば問題はないが、そうすべき
でないと思ふから、かゝる題目を設けたのである。…その〔経量部の〕根幹は譬喩者
の群れが有部の影響を受けつゝ譬喩者の經宗的

8 8 8

、譬喩經
8 8 8

的
84

傾向
8 8

と有部の論部的傾向
8 8 8 8 8

と
を総合して發達して行つたものと見るべきであろう」（宮本正尊「譬喩者、大徳法救、
童受、喩鬘論の研究」『日本佛敎學協會年報』第 1 年、1929, pp.174-179、〔　〕内筆者
の補足）と述べる。ここには、譬喩師と経量部を単純に結びつけない姿勢が見て取れ
る。然るに、最も注目を浴びた先行論文において、水野弘元博士は、「譬喩師は經部
の一派であり、而も古い時代に屬するものであることが知れる」（水野弘元「譬喩師
と成實論」『駒澤大学仏教学年報』1, 1930, p.136）と述べ、譬喩師と経量部を同一視す
る。更に、慈恩の『成唯識論述記』に基づき、クマーララータを譬喩師の根本師（水
野論文、p.135）とする。これに対し、工藤成樹氏は「譬喩者の説は、その思想内容か
ら考えて後の経量部の生成に重要な役割を果たしたことが明らかであるが、経量部と
は明らかに別の存在であり」（工藤成樹「譬喩者の伝説」『密敎學』6, 1969, p.133）と
言う。また、所理恵氏は、「従来、譬喩師・経量部とまとめて 1 つの思想として捉え
られてきたが、これは誤りであると言えよう」（所理恵「『成実論』と譬喩者・経量
部」『印度学仏教学研究』39-1, 平成 2 年、p.13、同氏には「『成実論』・『倶舎論』と譬
喩者・経量部との関わりについて（1）」『密敎文化』170, 1989「『成実論』・『倶舎論』
と譬喩者・経量部との関わりについて（2）」『密敎文化』171, 1990 がある）と言う。
また、加藤純章博士は、細かい分析の末、次のような結論に至った。「（1）『大毘婆沙
論の譬喩者（dārṣṭāntika）は、有部から世間の現譬によって有部の体系を破壊するもの
と非難され、軽蔑的ニュアンスをもって呼ばれた名称である。（2）この傾向は『倶舎
論』『順正理論』においても同様であり、これに対して経量部（sautrāntika）は、好意
をもって呼ばれた名称である。（3）しかし後世になると譬喩者の軽蔑的ニュアンスは
忘れられ、経量部と同じように用いられた。」（加藤純章『経量部の研究』平成元年、
p.85）。加藤博士は、更に、慈恩大師窺基の記述に対し、「窺基のこの記述は古来有名
なものであり、この誤った伝承によって「譬喩師クマーララータ（仏滅百年中）→経
量部（仏滅四百年中）」という公式が確定され、今日に至っているのである。」（加藤
本、p.40）と言う。しかし、議論はこれで終焉しない。周柔含氏は、三世実有思想の
面から考察し、「鳩摩羅多〔クマーララータ〕の結語を吟味すると、彼は、有部と同
じ三世実有説を採っていると考えられる。彼はまさに有部譬喩師であるといえるので
ある」（周柔含「鳩摩羅多の所属部派について」『印度学仏教学研究』56-1, 平成 19 年、
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p.362、〔　〕内筆者の補足）と述べ、従来説への根本的疑義を示した。さて、上記
『成業論』注では、問題のクマーララータに与する者たちが、「犢子部説にも一理あ
る」と述べ、世親に釘を刺している。然るに、世親自身も、ある場面では、経量部で
ある（加藤本、特に、pp.86-93 参照）。そもそも、「経量部とは如何なる部派か？」と
いう問題は、現学界においても、最大の謎の 1 つであろう。日出論者等、種々の経量
部が登場する『成業論』及び注は、その点に関しても、豊かな示唆を与えてくれそう
である。とは言え、経量部、そして譬喩師の問題は、今の筆者の力量を遥かに超える
ものなので、到底、ここでは、触れられない。いつか、扱えるようになることを、夢
想するだけで、これも今後の課題である。注 3）の室寺テキストでは、経量部を意識
して、『倶舎論』との比定作業を行っているが、筆者にとって、今は敷居の高い問題
で、遺憾ながら、室寺氏等の御研究を参考にする段階にない。更に付け加えておけば、
C.Park; Vasubandhu, Śrīlāta, and the Sautrāntika Theory of Seeds, Wien, 2014 (Wiener Studien 
zur Tibetologie und Buddhismuskunde, 84) では、R.Kritzer や原田和宗の「世親は『倶舎論』
著述の段階で、瑜伽行派であった」とする説を批判し、衆賢著『順正理論』にスポッ
トを当て、世親には、経量部や譬喩師とのリンクを見るべき云々を論じている。『順
正理論』をメインに据えたのは是と思うが、部派間の思想的貸借関係は、ひどく微妙
な問題であろう。C.Park 氏自身が、末尾に「これは譬喩師や初期瑜伽行派文献の広範
囲の比較研究を求めるのであって、未来に残された仕事なのだ」（C.Park 本 pp.472-
473）と嘆息する通りであろう。世親は、仏教内部どころか他学派からも、平気で、1
種のパクリを行うような人物なのだ。知的所有権等まるで意識外である。この点につ
いては、拙稿「雨衆外道（Vārśagaṇya）について I ―序論―」『駒澤大学仏教学部研究
紀要』第 72 号、平成 26 年、pp.144-116 参照。

6） 狩野恭「Dravya 研究―実体・属性・実在・機能―」『インド論理学研究』III, 2011 で
も、この記述が取り上げられている。狩野氏は「Sautrāntika の主張は微妙である。上
記の引用では lakṣya と lakṣaṇa を区別しようとする考え方がはっきりと見て取れる…」

（同論文、p.98）という。しかし、筆者の見立てでは、Sautrāntika は「lakṣya と lakṣaṇa
を区別しない」。狩野氏とは逆である。

7） 前掲注 3）の櫻部本 p.337、太字は筆者。
8） 前掲注 3）の荻原・山口本 p.134、太字は筆者。
9） インド撰述 3 大『倶舎論』注の先後関係は確定していない。それについては、従来

説を整理した、箕浦暁雄「『倶舎論』における蘊（skandha）の意味規定―『倶舎論実
義疏』・『倶舎論注疏随相』研究小史―」『真宗教学研究』25, 2004, p.100 及び p.104 の
注㉚参照、福田琢「Bhagavadviśeṣa」『櫻部建博士喜寿記念論集　初期仏教からアビダ
ルマへ』2002, pp.37-56 も有益である。3 注釈とも、ディグナーガ（Dignāga）の影響下
にある。世親とディグナーガは、師弟関係にあったともいわれるが、その関係は微妙
である。それらの点については、拙稿「dravyasat・prajñaptisat 覚え書き」『インド論理
学研究』III, 2011, p.122 の注 25、拙稿「『倶舎論』の構造について―アビダルマ思想史
のために―」『駒澤大学仏教学部紀要』73、平成 27 年、p.177 とその注参照。尚、情
報を付加すると、称友注には、ディグナーガ作『集量論』Pramāṇasamuccaya の帰敬偈
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が引用されている。1 ページほどに渡って、文法事項を論じた後（S; p.8, ll.3-26, W; p.6, 
l.16-p.7, l.12）、自説の補強例として、帰敬偈が提示される。しかし、この個所は、チ
ベット語訳では、すべてカットされている。概略をいうと、徳慧（Gunamati）、世友

（Vasumitra）の解釈を否定し、途上、パーニニ（Pānini）等に言及し、最後にディグ
ナーガでしめる、という構成である。詳しくは、荻原雲來　譯註『和譯　稱友倶舎論
疏』（一）昭和 8 年、pp.9-11 参照。称友注、チベット語訳では、サンスクリット文法
説明の部分は、カットされる場合が目につく。

10） 判然としないので、本文引用の個所も正しく訳す自信がない。しかし、訳さないの
もフェアーではない。そこで、拙いものにしかならないが、注という形で、以下に比
喩を含んだ個所の試訳を提示しておきたい。より的確なご批判が頂けると期待しての
ことである。極めて、恣意的なものとなるが、御寛恕願いたい。

再度（punar）、有為と述べたのは、有為性に関して、〔有為相という〕諸相がある
ように知るためだろうか？〔そうではないだろう。〕〔とにかく、説一切有部の
人々は、有為と有為相の関係を〕以下の〔比喩の〕ように、知るべきでない。

「真（vastu, dngos po）の有為が存在することに関して、諸相があるのだ、水〔の
存在が〕白鷺（balākā, chu skyar）〔によって知られる〕ように」と〔知るべきでな
い〕。〔なぜそう理解してはいけないかというと、白鷺は、水の存在を示すだけで、
水の水たる所以を示すものではないからである。同じように、有為相は、有為が
存在することをいうだけで、有為たることの内実を示しはしないからである〕。

「或いは、善非善に関して、少女の指標（相）があるように」と〔も知るべきで
ない〕。〔なぜなら、この比喩も同様だからである。少女の相は、生まれる子の善
非善を示すが、少女たることの所以を示しはしない。有為相も同じである〕。〔結
局、説一切有部の人々は、相と所相とは如何なるものであるかを御存じないので、
相たる有為、所相たる有為相を云々する資格はないのである〕。

 尚、衆賢（Saṃghabhadra）は「水と白鷺」の比喩を、説一切有部の三世実有説の立場
から、有効なものであると反論し、こういう。

白鷺は〔現在の〕水〔の存在〕を表す。これは、彼〔説一切有部〕の主張に合致
している。〔現在の〕誕生は、〔未来の〕有為が〔現在に〕存在することを表すの
と同じ比喩である。白鷺表水。正是彼宗。生表有爲有性同喩。（大正新脩大蔵経、
No.1562, 407b/16-17）（これについては、Collett Cox; Disputed Dharmas Early Buddhist 
Theories on Exestence an Annotated Translation of the Section on Factors Dissociated from 
Thought from Saṅghabhadra’s Nyāyasāra, 1995, Tokyo, p.318、『国訳一切経』毗曇部二
十七、p.325 を参照した）

 新たに、佐々木現順氏が、重要な指摘をしていることに気付いたので、触れておこう。
先ず、佐々木氏は、「水と白鷺」の比喩について、以下のようにいう。

経部はこれに対して両者〔相と所相〕を仮有とみる。…有為の三相（生・異・滅）
は有為そのものの構造であって、有為たる基体に保たれる諸性質ではない。三相
は有為であることを示す徴表に他ならない。…恰も、白鷺をみて、そこに水の存
在が知られるのと同じである。白鷺は水を知らせる為の徴表である如くであり、
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有為の三相というのは有為を知らせるための徴表に過ぎない。それは仮有である
のみならず有為そのものに他ならない。（佐々木現順『業論の研究　順正理論・
業品の解明』1990, pp.281-282、〔　〕内筆者の補足）

 更に、佐々木氏は衆賢説を、こうまとめる。
衆賢の実在論によれば、実在（dravya, bhāva）は体と用を有するものとして立て
られた概念であるから、…そこで、この体と用という二種の契機がここでも適応
されねばならない。…所相と能相に分けて両者が離れてあるといっているのは、
有為と有為四相とを離れたものとして措定している理由となっている。所相

（lakṣya）と能相（lakṣaṇa）とに分離され差別されるのは用によるというのである。
他方、体という視座からみれば所相（有為）と能相（有為四相）とは異なるもの
ではない（同書、p.283）

 佐々木氏の解釈に従えば、衆賢は、「体・用」というレヴェルの異なった概念で、相・
所相問題を処理してみせたことになろう。世親のトリックを見事にかわしたといって
もよいだろう。「体・用」の重要性は認識しているが、筆者自身、これからの問題で
あるので、佐々木氏の解釈の当否について、今は、何もいえない。尚、「体・用」に
ついての所見は、拙稿「『倶舎論』の構造について―アビダルマ思想史のために」『駒
澤大学仏教学部研究紀要』73、平成 27 年、pp.159-158 の注 14）参照。古賀英彦氏は、
刹那滅に関して、体用の観点を入れるべきという。

体とは根本的なもの、第一性的なもの、用とは派生的なもの、第二性的なもの
（実体と作用、本体と現象、と考えても、それらの概念規定にあまり神経質にな
らなければ、さしつかえない）、を相関的に意味すべく用いられていること。二、
体用が、実体あるいは本体と、その作用あるいは現象の意味であってもよい。三、
体と用の関係は因果関係とは別物である。もし、右の特徴をそなえていれば、有
部の刹那生滅説の原理は体用論的であるとしてもよいと思われる。（古賀英彦

「刹那生滅の体用論的構成―三世実有論の一側面」『禅文化研究所紀要』6, 1974, 
p.57）
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＊本稿には、長すぎる注を付し、読みにくい面がある。同じテーマを扱う際の私的な備
忘録であると御理解いただき、煩をご容赦願いたい。

〈キーワード〉　世親、刹那滅、vināśitvānumāna
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