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アビダルマ文献の六因仏説論について

木　村　誠　司

Ⅰ

　六因（ṣaḍvidho hetavaḥ）説では、「物事の原因は六種である」とする。世親
（Vasubandhu）作『倶舎論』Abhidharmakośabhāṣya等に見られ、説一切有部
（Sarva-asti-vādin）説として知られる。その合理性はともかく、当初から経典に
基づかないものとして、物議を呼んだ。つまり、アビダルマ（abhidharma、仏
教哲学）1）非仏説論の格好の材料の 1つであった。本稿では、アビダルマを代
表する部派、説一切有部の答弁を紹介する。
　本論に入る前に、簡単に経緯を整理しておくべきであろう。釈迦の死後、遺
訓にも当たる、経（sūtra）と律（vinaya）は、僧の会合（saṃgīti,結

けつ

集
じゅう

）2）で
議論され、次第に論（abhidharma）1）に整備されていった。そこに浮上してき
たのは、経と論との関わり・比重の問題である。事は、仏教者のアイデンティ
ティーという喫緊の問題につながり、無視出来ない話題となった。そんな中で、
仏教の保守本流たる説一切有部 3）も、論を最重要視する自己の立場を釈明し
なければならなかった。
　このようなスケッチ自体、筆者のお粗末な知識で描いたものである以上、誤
解を招いても仕方のないものかもしれない。ここは、アビダルマの大学者、櫻
部建博士の言を、引いて、幾らかでも、確実な情報を伝えてみよう。櫻部博士
は、こう述べている。
　　 このように、（教法を整理組織しそれに解説や註釈を与えようとする）「アビダルマ

的傾向」の種々な相は、阿含経典（āgama,伝統的初期の経）の上に顕著にあらわれ

ており、その傾向の最も進んだ段階から見れば、初期のアビダルマ論の成立は、た

だ一歩の前進に過ぎない。……われわれはこれら経から論への発展の上に、明らか

な質的転換は認めがたい 4）。
博士は、経と論とに根本的な質的相違を認めない。必然的な流れと見ているよ
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うである。そこには、一貫した知性的体質があったと理解できよう。さらに、
博士は、多数の部派毎に、信奉する経に違いがあるとして、次のように言う。
　　 アビダルマ論師自体も、すくなくとも倶舎論・（その批判書）順正理論が述作され

る時代になっては、部派によって所伝の阿含に相違があることを、はっきりと意識

していた 5）。
このような多様性を混乱と受け取るか、自由さと捉えるのかは、人それぞれで
あろうが、当時の状況を把握することは、極めて、困難であることは察しが付
く 6）。
　櫻部博士の後を受けて、本庄良文氏は、実情を解く鍵を明らかにしたし 7）、
それに関連し、新興仏教徒といえる大乗仏教の自己保全、つまり大乗仏説論を
見据えて、藤田祥道氏が詳しく論じている 8）。
　筆者は、如上の大問題を論ずるつもりはない。ただ、六因の根拠を経に探し、
自説を補強した有様を紹介しようというだけである。
　説一切有部は、由来を明示しないで、次々と経を引用し、六因説 9）がそれ
らの経に基づくことを示す。しかし、その経も、似てはいるが、文献により微
妙に違う。筆者は、経の成立等には、まるで精通していないので、どの経のど
の部分に当たるのかということも皆目わからない。今は、引用された経典を並
べ、紹介することで、その正体を探る資料を提示するに留まる。経のことも、
経と論との関わりのことも、幾分なりとも、考察できるようにはなりたいとは
思う。本稿は、そのための布石とご理解願得れば幸いである。ひょっとすると、
博識の方に、よき指針を与えられるかもしれない。そんな期待を込めて、以下、
資料の提示をしてみよう。

Ⅱ

　本稿では、以下、六因仏説論を、管見の範囲内で提示する。始めに、時代的
には後代の文献であるチベット資料から紹介してみたい。理由は、簡単である。
前代のものに比べると、整理されていて、多少、理解しやすかったからである。
便宜的な処置とご理解頂きたい。
　まず、チムジャンピーヤン（mChims ’jam pa’i dbyangs, 1210-1289）作『倶舎
論頌注　アビダルマ荘厳』Chos mngon mdzod kyi tshig le’ur byas pa’i ’grel pa 

mNgon pa’i rgyanから、引用しよう。本書は、チベットでは『倶舎論』注釈中
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最も有名なものであろう。通称「チムズゥー」（mchims mdzod、チムの倶舎）
で、広く使われた 10）。次のように、簡にして要なる説明を展開している。筆
者には、諸文献の中で、1番わかりやすかった。
　　文献 A

第 2は、続いて（zhar la）、因・縁・果 11）を説明すること〔であるが、それ〕につ

いて、因と果と縁 3つの説明の第 1〔因〕にも、〔さらに〕3つ〔の説明〕があるう

ち、要約的説示（mdor bstan pa）〔は次の通りである〕。アビダルマ論師（chos 

mngon pa pa, ābhidhārmika）12）達が、「因は六種であると主張するのである」とある

としても（gis）、「因は六種であると〔世尊が〕お説きになった」とあるわけでは

ない。〔というのも〕、論書『倶舎論』執筆の時点で、はっきり、根本結集（bsdu 

ba’i gzhi po, mūlasaṃgīti）は、損なわれていたので、〔世親は〕、六因を一か所

（phyogs gcig）で、示す経は御覧になれなかったが、六因それぞれを示す経は、ご

覧になったのである。すなわち、

1. 　「眼と色に依存し、眼識が生ずるのである」とお説きになったものは、能作因

を示している。

2. 　「3つの道支分これらは、正見に付き従い、一緒に生ずるのは、感受（tshor ba, 

vedanā、受）、想念（’du shes, saṃjnā、想）、意思（sems pa, cetanā、思）である 13）」

とお説きになったものは、倶有因を示す経である。

3. 　「人間たる人（skye bu gang zag, puruṣapudgala）14）これは、善法を具えるが、無

明の諸法も具えている」ということから「この〔人〕には、不斷（kun tu ma chad 

pa, asamucchina）善根（dge ba’i rtsa ba, kuśalamūla）に基づき、この善根から他の

善根が生ずるだろうことは、微細に随順するもの（chung du dang lhan cig pa, 

anusahagata）〔があることを〕明白にする（mngon）のである。そうならば、人間たる

この人は、後、清浄なる法を有する者（rnam par dag pa’i chos can, viśuddhidharma）

となるであろう」と言うのは、同類因を示す経なのである。

4. 　「確認して知ること（rtogs nas shes pa, avetyajñāna）と相応するもの、これは、見

解を根本とする（mthong ba’i gzhi can, darśanamūlika）信（dad pa, śraddhā）である」

と言うのは、相応因を示す経である。

5. 　「邪見を持つ人間（log par lta ba can, mithyādṛṣṭi）たる人の如何なる身業、如何な

る語業、如何なる意〔業〕、如何なる願望、それに付随する（rje su mthun pa, 

anvaya）如何なる行も、それらすべては、望ましくないもの（mi ’dod pa, aniṣṭatva）

になり、願わしくないもの（akanta, mi sdug pa）になる。愛おしくないもの（mi 
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dga’ ba nyid, apriya）になり、意に沿わないもの（yid du mi ’ong pa nyid, manāpatva）

になる」と言うのは、遍行因を示す経である。

6. 　「意志ある（ched du bsams pa, samcetanīya,故思）業をなし、積み重なるもの

（bsags pa, upacita、積集）にも異熟がある 15）」と言うのは、異熟因を示す経である。

云々と〔六因と経を〕結びつけるのである。

gnyis pa zhar la rgyu rkyen ’bras bu dang bcas pa bshad pa la rgyu dang ’bras bu dang rkyen 

bshad pa gsum gyi dang po la ’ang gsum las mdor bstan pa ni chos mngon pa pa rnams kyis 

rgyu ni rnam pa drug tu ’dod do zhes ’byung gis/rgyu ni rnam pa drug tu gsungs zhes mi 

’byung ba ni/bstan bcos mngon pa’i mdzod rtsom pa’i dus su rab tu bsdu ba’i gzhi bo nyams 

pas rgyu drug phyogs gcig tu ston pa’i mdo ma gzigs la rgyu drug so sor ston pa’i mdo ni 

gzigs te/

1.  mig dang gzugs la brten nas mig gi rnam par shes pa skye’o zhes pa gsungs pa ni byed 

rgyu ston pa’o//

2.  lam gis (read. gi) yan lag gsum po ’di dag ni yang dag pa’i lta ba’i rjes su ’brangs pa yin 

te/lhan cig skyes pa’i tshor ba dang ’du shes dang sems pa’o//zhes gsungs pa ni lhan cig 

’byung ba’i rgyu ston pa’i mdo’o//

3.  skyes bu gang zag ’di ni dge ba’i chos dang ldan la/mi rig pa’i chos rnams dang yang ldan 

zhes bya ba nas ‘di la dge ba’i rtsa ba kun du ma chad pa gang las ’di’i dge ba rtsa ba las 

dge ba rtsa gzhan skye bar ’gyur ba chung du dang lhan cig pa mngon/de ltar na skyes bu 

gang zag ’di phyis rnam par dag pa’i chos can ’gyur ro zhes pa ni skal mnyam gyi rgyu 

ston pa’i mdo’o//

4.  rtogs nas shes pa dang ldan par mtshungs pa ’di ni mthong ba’i gzhi can gyi dad pa’o 

zhes pa ni mtshungs par ldan pa’i rgyu ston pa’i mdo’o//

5.  skyes bu gang zag log par lta ba can gyi lus kyi las gang yin pa dang/ngag gi las gang yin 

pa dang/ngag gi las gang yin pa dang/sems pa gang yin pa dang/smon pa gang yin pa 

dang/de dag dang rjes su mthun pa’i ’du byed gang yin pa de thams cad mi ’dod par ’gyur 

bar mi sdug par ’gyur ba dang/mi dga’ ba nyid du ’gyur ba dang/yid du mi ’ong ba nyid 

du ’gyur bar byed pa ’o zhes pa kun ’gro’i rgyu ston pa’i mdo’o//

6.  ched du bsams pa’i las byas shing bsags pa’i rnam par smin pa zhes pa ni rnam par smin 

pa’i rgyu ston pa’i mdo ’o//zhes sbyar ro// (Delhi, 1992, p.184, l.8-p.185, l.2)

上をご覧頂くとわかるように、訳に、1.能作因（kāraṇahetu, byed rgyu）、2.倶
有因（sahabhūhetu, lhan cig ’byung ba’i rgyu）、3.同類因（sabhāgahetu, skal mnyam 

－381－



アビダルマ文献の六因仏説論について（木村） （53）

gyi rgyu）、4.相応因（saṃprayuktakahetu, mtshungs par ldan pa’i rgyu）、5.遍行因
（sarvatragahetu, kun ’gro’i rgyu）、6.異熟因（vipākahetu, rnam par smin pa’i rgyu）
と番号を付した。テキストの個所にも、それに沿って番号を付けた。以下でも、
同じ方法を取り、文献間の異同が伝わりやすいようにした。といっても、筆者
には、経の内容ははっきりしないままである。それぞれの経文が各因とつな
がっているのが、朧気にわかるに過ぎない。
　次に、同系統の注釈家、チムロプサンタクパ（mChims blo bzang gdags pa, 

1299-1375）の『倶舎論解明善説海』mNgon pa mdzod gsal byed legs par bshad 

pa’i rgya mtshoから、抜粋しよう。彼の『倶舎論』注も高名で、こちらは
「ズゥーチュン」（mdzod chung、小倶舎）と呼ばれた 16）。以下のように言う。
　　文献 B

 如何なる経に基づき（las）、説明されたのか？六因を揃って（tshang bar）、示す経

は、埋没（nup, antarhita、隱没）したのである。すなわち、増一阿含（gcig las 

’phros pa’i lung, ekottarikāgama）17）が、〔昔〕百法まで示したものも、現在、十法ま

で示すもの以上（bas）無いようにである。しかし、各々決まった（so sor nges pa, 

pratiniyata）因を示すものは、経において（las）、

1. 　「眼と色に依存し、眼識が生ずるのである」〔と言われるのは、能作因を示す〕。

2. 　「3つの道支分これらは、正見に付き従い、一緒に生ずるのは、感受・想念・意

思である」〔と言うのは、倶有因を示す〕。

3. 　これの善根から、他の善根が生ずるであろう。微細に随順するものがあるなら

ば、この人は、後、清浄なる法を有する者となるであろう」〔と言うのは、同類

因を示す〕。

4. 　「確認して知ることと相応するもの、これは、見解を根本とする信である」〔と

言うのは、相応因を示す〕。

5. 　「邪見を持つ人の身・語業・意業は、望ましくないものになる。願わしくない

もの等になる」〔と言うのは、遍行因を示す〕。

6. 　「意志ある業をなし、積み重なるものにも異熟がある」〔と言うのは、異熟因を

示す〕。云々である。

mdo gang las bshad ce na/rgyu drug tshang bar ston pa’i mdo ni nub ste/gcig las ’phros pa’i 

lung chos brgya’i bar ston pa yang da lta bcu’i bar ston pa bas med pa bzhin no//’on kyang so 

sor nges pa’i rgyu ston pa ni mdo las/

1. mig dang gzugs la brten nas mig shes skye’o//
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2.  lam gyi yan lag gsum po ’di dag ni yang dag pa’i lta ba’i rjes su ’brang ba yin te/lhan cig 

skyes pa’i tshor ba dang/’du shes dang/sems pa’o//

3.  ’di’i dge ba’i tsa ba las dge ba’i rtsa gzhan skye bar ’gyur ba chung du dang lhan cig gyur 

pa yod na gang zag ’di phyis rnam par dag pa’i chos can du ’gyur ro//

4.  rtogs nas shes pa dang mtshungs par ldan pa ’di ni mthong pa’i gzhi can gyi dad pa’o//

5.  gang zag log par lta ba can gyi lus ngag yid kyi las ni mi ‘dod pa dang mi sdug pa la sogs 

par ’gyur ro//

6. ched du bsam pa’i las byas shing bsags pa’i rnam par smin pa zhes pa la sogs pa’o//（TBRC

の電子テキスト、Sarnath, 1996, folio.173, l.4-folio.174, l.1）

チベット撰述文献の提示は、この 2書をもって終わる。筆者の目にした他の文
献では、一々、経を引くスタイルは、影を潜めていたからである 18）。ただ、
この二書を見比べただけでも、同じような経からの引用であることはわかる。
しかし、全同ではない。これから提示する文献も、よく似た経文を引くが、言
い回し、詳細さ等、各々、微妙に違う。

Ⅲ

　ここからは、インド撰述文献を見ていきたい。『倶舎論』注の中で、最も使
用頻度の高いものは、ヤショーミトラ（Yaśomitra、称友）の『明瞭義』
Sphuṭārthāであろう。引用経文は、先に見たチベット撰述のものより、遥かに、
詳細である。なお、本注釈には、既に荻原雲来・山口益という往年の大学者の
翻訳がある 19）。そのまま従えば、恐らく、誤謬は犯すまい。だが、筆者の素
養をもってしては、理解の及ばない訳にも出くわした。それ故、稚拙ながら、
ある程度自分で理解出来うる訳を提示することにした。改悪になることを恐れ
るが、ご容赦願いたい。
　　文献 C

さて（atha）、どの経で、六因が説かれたのか？なぜなら、全アビダルマは、経の

内容（artha）を含み、経を磨き上げ（nikaṣa, gtan la ’bebs pa）、経を解説するものだ

からである 20）。「かの経は、埋没（antarhita, nub、隠没）した」と毘婆沙師達 21）は

言う。つまり（tathā hi, ’di ltar）増一阿含（ekottarikāgama, gcig las ’phros pa’i lung）

において、百まで（ā, bar du）、法の教示があった。だが（tu）、現在、十まで〔法

の教示が〕見出されると語られるのである。とはいえ（api tu, ’ong kyang）、各々決
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まった（pratiniyata, so sor nges pa）因を陳述する諸経がある。それらを我々は例示

しよう。

1. 　「眼と諸色に依存し、眼識が生ずるのである」と言うのは、能作因である。な

ぜなら（hi）、生起を妨害しない存在であることにより、これは、確立されたから

である。

2. 　「これら 3つの道支分（mārgāṅga, lam gyi yan lag）は、正見に付き従い、それら

と一緒に生ずるのは、感受（vedanā, tshor ba、受）、想念（saṃjñā, ’du shes、想）、

意思（cetanā, sems pa、思）である」と言うのは、倶有因である。なぜなら、相互

に（anyonya, phan tshun）追随し合い（anuparivarttana, rje su ’brang ba）、同一行為

をなす（ekakṛti, bya ba gcig pa）という意味（artha, don）により、これは、確立さ

れたからである。

3. 　この人（pudgala, gang zag）22）は、善法も具えるし（samanvāgama, ldan）、不善

法も〔具える〕と言われる。以下（yāvad, nas）、彼には、微細に随順するもの

（anusahagata, chung du dang lhan cig gyur ba）がある。〔つまり〕不断（asamucchina, 

kun tu ma chad）善根（kuśalamūla, dge ba’i rtsa ba）があるのだ。故に、彼には善根

から、他の善根が生ずるであろう。こうして、この人は、後に（āyatyām, phyis）

清浄なる法を有する者（visuddhidharma, rnam par dag pa’i chos can）となるだろう」

と言うのは、同類因である。なぜなら、これは、過去と現在の諸法に同じ果

（samaphala,’bras bu ’dra ba）23）が起こる（nivartana,’grub pa）という意味により、

確定されたからである。

4. 　「この確認して知ること（avetyajñāna, rtogs nas shes pa）24）と相応するものは、

見解を根本とする（darśanamūlikā, mthong ba’i gzhi can）信（śraddhā, dad pa）であ

ると言われた」「Aを識別（vi√jñā, rnam par shes pa）すれば、Aを明瞭に知る（pra

√jñā, rab tu shes pa）」25）と言うのは、相応因である。なぜなら、これは、同じ対

象に作用するという意味により、確立されたからである。

5. 　「邪見を持つ（mithyādṛṣṭi, log par lta ba can）人間たる人（puruṣapudgala, skye bu 

gang zag）26）の如何なる身業、その見を持つ者の如何なる語業、如何なる意〔業〕、

如何なる願望、それに付随する（anvaya, rje su mthun pa）如何なる行も、それら

すべての法は、望ましくないもの（aniṣṭatva, mi ’dod pa）になる。願わしくないも

の（ākanta, mi sdug pa）になり、愛おしくないもの（apriya, mi dga’ ba nyid）になり、

意に沿わないもの（manāpatva, yid du mi ’ong pa nyid）になる。それは、何故か？

なぜなら、彼の見は、悪、即ち邪見だからである」と言うのは、遍行因である。
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なぜなら、これは、同類・異類の染汚法の連続（prabanda, rgyun）を生ずるとい

う意味により、確立されたからである。

6. 　「ここ〔で成した〕業〔すなわち〕、不善と善の有漏と修所成 27）の異熟は、そ

こで生ずる者たちが、それぞれ受けるのである」「意志ある（saṃcetanīya, ched du 

bsam pa、故思）業を成し、積み重なるもの（upacita, bsags pa、積重）にも、異熟

がある」と言うのは、異熟因である。なぜなら、それは、異質の結果を引き寄せ

ることにより、確立されたからである。

と〔云々と、経において〕言う。故に、六因は、他ならぬ（eva, kho na）経に基づ

いて、知れ渡ったのである（prasiddha, grags pa）と思われるので、毘婆沙師達は、

「因は六種であると主張するのである」と慮ったのである（abhiprāya, bsams pa）28）。

atha katamasmin sutre ṣaḍ ḍhetava uktāḥ? sarvo hy abhidharmaḥ sūtrārthaḥ sūtranikaṣaḥ 

sūtravyākyānam iti/ antarhitaṃ tat sūtram iti vaibhāṣikāḥ/tathā hi-ekottarikāgama ā śatād 

dharmanirdeśa asīt ,  idanīṃ tv ā daśakād dṛṡyanta it i  kathayanti/  api tu santi 

pratiniyatahetuvacakani sutrani tany udaharasyamah/

1.  ‟cakṣuḥ pratītya rūpāṇi copadyate cakuṣrvijñānam” iti kāraṇahetuḥ/ jananāvighna-  

bhāvena hy eṣa vyavasthāpyate/

2.  ‟imāni trīṇi mārgāṅgāni samyagdṛṣṭim anuparivarttante/ taiḥ saha jatā vedanā saṃjñā 

cetanā ca” iti sahabhūhetuḥ/ anyonyānuparivarttanaikakṛtyārthena hy eṣa vyavasthāpyate/

3.  ‟samanvāgato ‘yaṃ pudgalaḥ kuśalair api dharmair akuśarair api yāvad asti 

cāsyānusahagataṃ kuśalamūlam asamucchinaṃ yato ’sya kuśalamūlād anyat 

kuśalamūlam utpatsyate/ evam ayaṃ pudgala āyatyāṃ viśuddhidharmā bhaviṣyati” iti 

sabhāgahetuḥ/ eṣa hy atītapratyutpannānāṃ dharmāṇāṃ svaphala (read.samaphala) 

nivartanārthena vyavasthāpyate/

4.  ‟iyam ucyate darśanamūlikā śraddhāvetyajñānasaṃprayuktā/ yad vijānāti tat prajānāti” iti 

samprayuktahetuḥ/ ekālaṃbanakṛtyārthena hy eṣa vyavashāpyate/

5.  ‟mithyādṛṣṭeh purṣapudgalasya yac ca kāyakarma tad dṛṣṭer yac ca vākkarma yā cetanā 

yaḥ praṇidhir ye ca saṃskārās tadanvayāḥ, sarve’py ete dharmā aniṣṭatvāya saṃvartante 

’kāntantatvayāpriyatatvāyāmanāpatvāya/ tat kasya hetoḥ? dṛṣṭir hy asya pāpikā yad uta 

mithyādṛṣṭiḥ” iti sarvagatahetuḥ/ eṣa hi sabhāgavisabhāgakliṣṭadharmaprabandhajanakā-

rthena vyavasthāpyate/

6.  ‟iha kṛtasya karmaṇas (add. akuśalasya ca) kuśalasya sāsravasya bhāvanāma-yasya 

tatrotpanna vipākaṃ pratisaṃvedayante/ saṃcetanīyasya karmṇaḥ kṛtasyopacitasya 
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vipākaḥ” iti vipākahetuḥ/ eṣa hi visadṛśaphalākṣepatvena vyavasthapyate/ 

ity ata ete ṣaḍ ḍhetavaḥ sūtrata eva prasiddha iti” ṣaḍvidho hetur iṣyate” vaibhāṣikair ity 

abhiprāyaḥ/ (S: p.221, ll.11-32, W: p.188, l.22-p.189, l.15)

yang chos mngon pa thams cad ni mdo’i don dang/ mdo gtan la ’bebs pa dang/mdo rnam par 

’chad pa yin na rgyu drug po mdo ga las bshad ce na/ bye brag tu smra ba rnams na re mdo 

de ni nub ste/’di ltar gcig las ’phos pa’i lung (read.gcig las ’phros pa’i lung) chos brgya’i bar 

du ston par gyur pa las da lta bcu’i bar ston par snang ngo zhes brjod do//’on kyang so sor 

nges pa’i rgyu ston par byed pa’i mdo dag dmigs pas de dag dper brjod par bya ste/

1.  mig dang gzugs rnams la brten nas mig gi rnam par shes pa skye’o//zhes bya ba ni byed 

rgyu’i rgyu yin te/ ’di’ ni skye ba la gegs mi byed pa’i ngo bor gzhag go//

2.  lam gyi yan lag gsum po ’di dag ni yang dag pa’i lta ba’i rjes su ’brang ba yin te/ lhan cig 

skye ba’i tshor ba dang ‘du shes dang sems pa’o zhes bya ba ni lhan cig ’byung ba’i rgyu 

yin te ’di ni phan tshun rjes su ‛breng ba dang bya ba gcig pa’i don gyis rnam par gzhag 

go//

3.  skyes bu gang zag ’di ni chos dge ba rnams dang ldan la mi dge ba rnams dang yang ldan 

zhes bya ba nas ’di la dge ba’i rtsa ba kun tu ma chad pa gang las ’di’i dge ba’i rtsa ba 

gzhan skye bar ‛gyur ba chung du dang lhan cig gyur pa yod na/ de lta na skyes bu gang 

zag ’di phyis rnam par dag pa’i chos can du ’gyur ro zhes ’byung ba ni skal pa mnyam 

pa’i rgyu yin te/’di ni ‘das pa dang da ltar byung ba’i chos rnams kyi ’bras bu ’dra ba 

grub pa ’i don gyis rnam par bzhag go// 

4.  rtogs nas zhes pa (read. shes pa) dang mtshung par ldan pa ‘di ni mthong ba’i gzhi can gyi 

dad pa’o//gang rnam par shes pa de ni rab tu shes so zhes bya ba ni mtshung par ldan pa’i 

rgyu yin te/’di ni dmigs pa gcig pa’i don gyis rnam par bzhag go//

5.  skye bu gang zag log par lta ba can gyi lus kyi las gang yin pa dang/ de’i lta ba can gyi 

ngag gi las gang yin pa dang/sems pa gang yin pa dang/ smon pa gang yin pa de dag dang 

rjes su mthun pa’i ’du byed gang yin pa’i chos de dag thams cad kyang mi ’dod par ’gyur 

ba dang/mi sdug par ’gyur ba dang/ mi dga’ ba nyid du ‘gyur ba dang/yid du mi ’ong ba 

nyid du ’gyur bar byed pa yin no//de ci’i phyir zhe na/’di’i lta ba ‘di lta ste log par lta ba 

ni sdig pa can yin no zhes ’byung ba ni kun tu ’gro ba’i rgyu yin te/’di ni skal pa mnyam 

pa dang skal pa mi mnyam pa’i nyon mongs pa can gyi chos kyi rgyun skyed par byed 

pa’i don gyi rnam par bzhag go//
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6.  ’di ni (add.’di la byas pa’i las ste las dge ba dang) las mi dge ba dang dge ba zag pa dang 

bcas pa dang bsgom pa las byung ba’i rnam par smin pa der skyes pa rnams kyis so sor 

yang dag par myong bar ’gyur ro/ ched du bsams pa’i las byas shing bsags pa’i rnam par 

smin pa zhes ’byung ba ni rnam par smin pa’i rgyu yin te/’di ni ’bras bu mi ‘dra ba ‘phen 

par byed pa nyid kyis rnam par bzhag go//

  de’i phyir rgyu drug po de dag ni mdo kho na las gargs pa yin pas bye brag tu smra ba 

rnam/rgyu ni rnam pa drug tu ’dod/zhes bya bar bsams pa yin no//

 （北、No.5593, Cu, 194b/6-195b/2）

経文が重なる個所があるので、ヤショーミトラの引用する経も、出典は、同じ
なのだろうが、比べると、違いは一目瞭然だ。至極詳細な文献 C、簡素なる文
献 A、さらに簡便にした文献 B。文献 Cにおいて、各因の最後に、確立理由
を示す下りがあるけれど、そのような文言は、文献 A、文献 Bには、全く見
られないし、経文も文献 Cだけで提示されるものもあった。なお、お気づき
かもしれないが、文献 A、文献 Bは、文献 Cを参照して、はじめて、対応サ
ンスクリット語の挿入が可能となった。
　次に、スティラマティ（Sthiramati、安慧）の『倶舎論』注、『真実義』
Tattvārthā29）から、関係個所を抜粋してみよう。

文献 D
さて（yang, atha）、どうして、世尊が説かなかった諸因について（gis）、論で表明

した（tha snyad byed）のか？毘婆沙師達は、次のように言う。「それは、そうでは

ない。世尊が説かれなかったものを、何でもかんでも（’ga’ yang）、アビダルマと

して敷衍したこと（spros pa）はないのである。また〔経が〕埋没した（nup pa, 

abhihita、隱没）故、〔因を、それぞれの〕独自性（rang gi ngo bo, svabhāva）によっ

て、見ることはないにしても、しかし、教化対象に応じて（gdul gi dbang gis）、〔因

が〕各々決まっていることを通じ、形成（nye bar len pa, upādana）の種（sa bon, 

bīja）だけを見出し、絶対に（nyid, eva）存在すると見て、アビダルマとして明らか

にされたのである」と。次のように（‘di ltar）、その経部とそこでこれらの因が結

びつけられたと思われるのである。すなわち、例えば、

1. 　「眼と色等に依存して、眼識が生ずる」と言うのは、能作因である。生起を妨

害しない存在であることにより、これは、確立されたからである。

2. 　「これら 3つの道支分（lam gyi yan lag, mārgāṇga）は、正見に付き従い、それら

と一緒に生ずるのは、感受、想念、意思である」と言うのは、倶有因である。な
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ぜなら、相互に（phan tshun, anyonya）追随し合い（rje su ’brang ba, anuparivartana）、

同一行為をなす（bya ba gcig pa, ekakrti）という意味（don, artha）により、これは、

確立されたからである。

3. 　この人は、善法も具えるし（ldan, samanvāgama）、不善法も具えると言われる。

以下（nas, yāvad）、彼には、微細に随順するもの（chung du dang lhan cig gyur ba, 

anusahagata）がある。〔つまり〕不断（kun tu ma chad, asamucchina）善根（dge ba’i 

rtsa ba, kuśalamūla,）があるのだ。故に、彼には他の善根から、善根が生ずるであ

ろう。こうして、この人は、後に（phyis, āyatyām）清浄なる法を有する者（rnam 

par dag pa’i chos can, viśuddhidharma）となるだろう」と言うのは、同類因である。

なぜなら、これは、過去と現在の諸法に同じ果が起こるという意味により、確定

されたからである。

4. 　「以下のこと（’di）が、述べられるべきである。すなわち、この確認して知る

こと（rtogs nas shes pa, avetyajñāna）と相応するものは、見解を根本とする

（mthong ba’i gzhi can, darśanamūlikā,）信（dad pa, śraddhā）である」と言うのは、

相応因である。なぜなら、同じ対象に作用するという意味により、確立されたか

らである。

5. 　「何であれ見解が、若干でも生ずる時、その一切は、有身見（’jig tshogs la lta, 

satkāyadṛṣṭi）を根本とする。この見解なるものは、一切が苦痛（bzod pa, kśama）

に他ならない。これこそ見解である。この見解は、貪欲（kun nas chags pa）、瞋恚

（kun nas sdang ba）、癡（kun nas rmongs）によってなのである」と言うのは、遍行

因である。これは、また、同類・異類の染汚法の連続（rgyun, prabanda）を生ず

るという意味により、確立されたからである。

6. 　「ここで成した業、〔すなわち〕不善と善の有漏と修所成の異熟は、そこで生ず

る者たちが、それぞれ受けるのである」「意志ある業を成し、積み重なるものに

も、異熟がある〔それを〕、それぞれ正しく受けるのである」と言うのは、異熟

因である。なぜなら、それは、異質の結果を引き寄せることにより、確立された

からである 30）。

かくして（de ltar na）、諸因を説くものは、仏陀によって、親しく示された（nye bar 

bstan pa）のだけれど、経量部（mdo sde pa, sautrāntika）達は、大変憤慨している

（rab tu sdung ba）ので、見ないのである。

yang ci ltar bcom ldan ’das kyis ma bstan pa’i rgyu rnams gis bstan bcos su tha snyad byed 

ce na/bye brag tu smra ba rnams na re/de ni de lta ma yin te bcom ldan ’das kyis ma bstan pa 
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ni ’ga’ yang chos mngon par spros pa yod pa ma yin no//gal te yang nub pa’i phyir rang gi 

ngo bos dmigs pa med mod kyi/’on kyang gdul ba’i dbang gis la las rnam par gzhag gyi sgo 

nas nye bar len pa’i sa bon tsam mthong bas yod pa nyid du dmigs nas chos mngon par gsal 

bar mzdad pa yin no//’di ltar mdo sde de dang der rgyu ‘di rnams sbyor bar snang ste/dper na

1.  mig dang gzugs la sogs pa brten nas mig gi rnam par shes bskye’o//zhes bya ba ni byed 

rgyu’o//’di ni skyed bar byed pa dang gegs mi byed pa’i ngo bor (read. skyed bar byed pa 

la gegs mi byed pa’i ngo bor) rnam par bzhag go//

2.  lam gyi yan lag gsum po ’di dag ni yang dag pa’i lta ba’i rjes su ’pang ba (read.rjes su 

’brang ba) yin te/lhan cig skye ba’i tshor ba dang ’du shes dang sems pa ’o zhes bya ba ni 

lhan cig ’byung ba’i rgyu yin ste ’di ni phan tshun rjes su ’breng ba dang bya ba gcig pa’i 

don gyis rnam par gzhag go//

3.  skyes bu gang zag ’di ni chos dge ba rnams dang yang ldan la/ mi dge ba dang yang ldan 

la zhes bya ba nas ’di la dge ba’i rtsa ba kun tu ma chad pa gang las ’di’i dge ba’i rtsa 

gzhan skye bar ‘gyur ba chung du dang lhan cig par gyur pa yod na de lta na skyes bu 

gang zag ’di phyis rnam par dag pa’i chos can du ’gyur ro //zhes ’byung ba ’di ni skal pa 

mnyam pa’i rgyu yin te/’di ni ‘das pa dang da ltar byung ba’i chos rnams kyi ’bras bu ’dra 

bar grub pa ’i don gyis rnam par bzhag go// 

4.  ’di brjod par bya ste/rtogs nas shes pa dang mtshung par ldan pa ’di ni mthong ba’i gzhi 

can gyi dad pa’o zhes bya ba ’di mtshung par ldan pa’i rgyu yin te/’di ni dmigs pa gcig 

pa’i don gyis rnam par bzhag go//

5.  lta bar gyur gang cung zad cig ’byung ba de thams cad ni ’jig tshogs la lta ba’i rtsa ba can 

no//gang dag lta ba thams cad bzod pa nyid ’di ni lta ba ste/kun nas chags pa dang kun 

nas sdang ba dang kun nas rmongs pas so zhes bya ba ‘di ni kun tu ’gro ba’i rgyu’o/ /’di 

yang skal pa mnyam pa dang skal pa mi mnyam pa’i nyon mongs pa can gyi chos kyi 

rgyun skyed par byed pa’i don gyis rnam par bzhag go//

6.  ’di na(read.ni) las dge ba dang mi dge ba zag pa dang bcas pa dang bsgom pa las byung 

ba’i rnam par smin pa der skyes pa rnams kyis so sor yang dag par myong bar ’gyur ro//

ched du bsams pa’i las byas shing bsags pa’i rnam par smin pa so so yang dag par myong 

bar ’gyur ro// zhes bya ba ni rnam par smin pa’i rgyu yin te/’di ni ’bras bu mi ‘dra ba 

’phen pa nyid kyis rnam par bzhag go//

de ltar na rgyu de dag ston pa sangs rgyas kyis nye bar bstan mod kyi/mdo sde pa rnams kyis 

ni rab tu sdang bas ma mthong ngo//（北、No.5875, To, 299a/6-300a/2）
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六因仏説論を説く言い回しは、ヤショーミトラとは異なる。1、2、3、6の引
用経文は、ほぼ同文であるが、5は全く違うものが引用されている。にもかか
わらず、因の確定理由を示す個所は、同文である。4は、ヤショーミトラ注引
用経文の後半部を欠いている。
　次に、プールナヴァルダナ（Pūrṇavardhana、満増）の『倶舎論』注、『随相
論』Lakṣaṇānusārinī 31）を探ってみたい。これで、いわば 3大インド撰述注を見
たことになる。

文献 E
さて、どうして、世尊が説かなかった諸因について（gis）、論で表明した（tha 

snyad byed）のか？毘婆沙師達は、次のように言う。「それは、そうではない。世尊

が説かれなかったものを、何でもかんでも（’ga’ yang）、アビダルマとして敷衍し

たこと（spros pa）はないのである。また〔経が〕埋没した（nup pa, abhihita、隱没）

故、〔因を、それぞれの〕独自性（rang gi ngo bo,svabhāva）によって、見ることは

ないにしても、しかし、教化対象に応じて（gdul gi dbang gis）、一つ一つから、異

なった有様（rnam pa gzhan, anyākāra）を通じて、親しく示された（nye bar bstan pa, 

upādana）種（sa bon, bīja）だけを見出し、絶対に（nyid, eva）存在すると見て、ア

ビダルマとして明らかにされたのである」と。次のように、その経部とそこでこれ

らの因が結びつけられたと思われるのである。すなわち、例えば、

1. 　「眼と色等に依存して、眼識が生ずる」と言うのは、能作因である。生起を妨

害しない存在であることにより、これは、確立されたからである。

2. 　「一緒に生ずるのは、感受、想念、意思である」と言うのは、倶有因である。なぜ

なら、相互に（phan tshun, anyonya）追随し合い（rje su ’brang ba, anuparivartana）、

同一行為をなす（bya ba gcig pa, ekakṛti）という意味（don, artha）により、これは、

確立されたからである。

3. 　「彼には他の善根が生ずるであろうことは、不断（kun tu ma chad, asamucchina）

善根（dge ba’i rtsa ba, kuśalamūla,）が、塵（rdul）と同じくあるということである 32）」

と言うことにより、ここで、同類因を示しているのは明白である（mngon）。

4. 　「見解を根本とする（mthong ba’i gzhi can, darśanamūlikā,）信（dad pa, śraddha）は、

確認して知ること（rtogs nas shes pa, avetyajñāna）と相応するもである」と言うの

は、相応因である。なぜなら、これは、同じ対象に作用するという意味により、

確立されたからである。

5. 　「何であれ見解が、若干でも生ずる時、その一切は、有身見（’jig tshogs la lta, 
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satkāya-dṛṣṭi）を根本とする」と言うこれは、遍行因である。

6. 　「ここで〔成した〕業、善の有漏と修所成の異熟は、そこで生ずる有情達が、

それぞれ正しく受けるのである」と言うこれは、異熟因である。なぜなら、それ

は、異質の結果を引き寄せるものとして、確立されたからである。

かくして（de ltar na）、諸因を説くものは、仏陀によって、親しく示された（nye bar 

bstan pa）のだけれど、経量部（mdo sde pa, sautrāntika）達は、大変憤慨している

（rab tu sdung ba）ので、見ないのである。

yang ci ltar bcom ldan ’das kyis ma bstan pa’i rgyu rnams gis bstan bcos su tha snyad byed 

ce na/bye brag tu smra ba rnams na re/de ni de ltar ma yin te/bcom ldan ’das kyis ma bstan pa 

ni ’ga’ yang chos mngon par spros pa yod pa ma yin 

no//gal te yang nub pa’i phyir rang gi ngo bos dmigs pa med mod kyi/’on kyang/gdul ba’i 

dbang gis la la las rnam par gzhan gyi sgo nas nye bar bstan pa’i sa bon tsam mthong bas yod 

pa nyid du dmigs nas chos mngon par gsal bar mdzad pa yin no//’di ltar/mdo sde dang der 

rgyu ’di rnams sbyar bar snang ste/dper na

1.  mig dang gzugs la sogs pa brten nas mig gi rnam par shes skye ’o//zhes bya ba ni byed 

rgyu ste//’di ni skyed bar byed pa dang gegs mi byed pa’i ngo bor (read. skyed ba la gegs 

mi byed pa’i ngo bor) rnam par bzhag go//

2.  tshor ba dang/ ’du shes dang/ sems pa ni lhan cig skye ba yin no zhes bya ba ni lhan cig 

’byung ba’i rgyu yin ste ’di ni phan tshun rjes su ‘jug pas (read. rjes su ‘breng ba dang )

bya ba gcig pa’i don gyis rnam par gzhag go//

3.  dge ba’i rtsa ba gzhan skye bar ’gyur ba dge ba’i rtsa ba kun tu ma chad pa rdul dang 

mnyam pa zhig yod pa yin no zhes bya bas ni ’dir skal pa mnyam pa’i rgyu bstan par 

mngon no//

4.  mthong pa’i rtsa ba can gyi dad pa ni rig nas (read.rtogs nas)shes pa dang mtshungs par 

ldan no zhes bya ba ni mtshung par ldan pa’i rgyu yin te/’di ni dmigs pa gcig pa’i don 

gyis rnam par bzhag go//

5.  lta bar gyur pa gang cung zad cig ’byung ba de thams cad ni ’jig tshogs la lta ba’i rtsa ba 

can no zhes bya ba ‘di kun tu ’gro ba’i rgyu’o//

6.  ’dir las dge zag pa dang bcas pa bsgom pa las byung ba byas pa’i rnam par smin ni der 

skyes pa’i sems can rnams kyis so sor yang dag par myong bar ’gyur ro zhes bya ba ’di ni 

rnam par smin pa’i rgyu ste/’bras bu mi ’dra ’phen par byed pa nyid du rnam par bzhag 

go//
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de ltar na rgyu de dag ston pa sangs rgyas kyis nye bar bstan mod kyi/mdo sde pa 

rnams kyis ni rab tu sdang bas ma mthong ngo//（北、No.5594, Ju, 235b/5-236a/7）

経を引用する前の議論や引用後の締めは、スティラマティとプールナヴァルダ
ナ注は、ほぼ同文である。なのに、引用された経文は、かなり相違している。
スティラマティに比べ、プールナヴァルダナは、相当、省略しているのである。
原因は、チベット語の訳文にあるのだろうか。それとも、元々の原文自体省略
形だったのだろうか 33）。
　ともあれ、次の文献に移ろう。サンガバドラ（Saṃghabadra、衆賢）の『順
正理論』34）から、抜き出してみよう。頗る長文である。訳に際しては、赤沼
智善譯、大川円道校訂の『国訳一切経　毗曇部二十七』を随時参照した 35）。
しかし、漢文が苦手の筆者では、この書き下し文の当否は判断出来なかった。
先の文献を参考にしつつ、以下のように現代語訳を試みた。

文献 F
このような六因は、仏の説いたものではない。どうして、本論に自らこの名を立て

るのか？大師〔仏・世尊〕の説かないものの意味を、安易に（輒）、阿毘達磨

（abhidharma, chos mngon pa、論）が説くことは決してない。経中には今（現）はな

い。埋没した（隱没、abhihita, nup pa）からである。〔しかし〕、〔六因それぞれの〕

独自性（自相、svabhāva, rang gi ngo bo）は、得るべきだ。〔そして〕、〔その〕決定

もまさにある。また、諸経の中では、教化対象に応じて（所化力）、世尊は工夫し

て（方便）、異なった表現（異門、anyākāra, rnam pa gzhan）をなして、説いた。ア

ビダルマ論師（対法諸師）は、わずかな有様（相）を見て、それが必ず、あること

を知った。会合（結集、saṃgīti）では、はっきりしたのである。故に、ある者は言

う。「この六因の意味は、増一（ekottarikāgama, gcig las ’phros pa’i lung）の増六経中

にあったが、時を経ること久しく（久遠）、その文は埋没してしまった（隱没）。尊

者カートゥヤーヤニプトラ（伽多衍尼子、Kātyāyaniputra）等は、諸々の法の特質

（法相、dharmalakṣaṇa）を休みなく思惟した。天仙は感じ入り（冥感）、現れ来て、

〔六因を〕授けた。天が、筏第遮經を授けたような具合にである。その〔六因の〕

理論〔が説かれるの〕は必然である。四縁の意味は、この部の経に詳細（具）に、

列挙されているにもかかわらず、他の部派は誦さない者がいる如く〔六因を誦さな

い者がいるの〕である。時が経て（淹久）、多くが埋没する（隱没）のを見る。す

でに、他の経は若干埋没（隱没）している。従って、この〔六因の〕個所もまた詳

しくあるのではないとわかる。また、経中の所々に散説されているのを見る。故に、
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六因の意味内容（義）は、きっと実際にある（実有）べきだ。

つまり、

1. 　経で説くが如し。「眼及び色を縁とし、眼識を生ずる」と。さらに、経に説く

が如し。「二因・二縁あり。正見（samyagdṛṣṭi, yang dag pa’i lta ba）を生じさせる」

と 36）。このような諸々は、即ち「能作因」である。「諸法は、他に対して、能作

の意味を持つ。生起を妨害しないからである（由生無障、jananāvighnabhāvena, 

skye ba la gegs mi byed pa’i ngo bor）」故に、この因が立てられた。

2. 　契経に説くように、「三つの道支〔分〕（mārgāṅga, lam gyi yan lag）あり。正見

に付き従う（随轉）」また、経に説くように、「三和合の触感（觸）は、感受、想

念、意思とともに起こる」このような諸々は、即ち俱有因である。諸行は、同一

行為をなし（同作一事、ekakṛti, bya ba gcig pa,）、相互に追随し合うので（由互随

轉、anuparivartana, rje su ’brang ba）、故に、この因が立てられた。

3. 　このような人（補特伽羅、pudgala）が善法及び不善法を成し遂げるように、こ

のような人には、善法が埋没（隱没）し、悪法が現れると知るべきだが、〔微細な

善根が〕いっしょについてくる（有随倶行、anusahagata, chung du dang lhan cig gyur ba）。

善根は未だ断たれていない（asamucchina, kun tu ma chad）。断たれていないので、

これから善根がある。まだ、他の善根が起こる可能性があるのである。また、説

く。「苾芻よ、もし、色々なことに多く、携わって思考すれば、心は色々なこと

に関心を持つ。無明を因として、諸々の染著を起こし、明を因として、染著を離

れる。」と。このような諸々は、即ち同類因である。過去・現在の同類の諸法は、

自分の結果（svaphala）37）を牽く。故に、この因を立てる。

4. 　契経に説くように、「見解（見）を根本として（darśanamūlikā, mthong ba’i gzhi 

can）、信たる確認（證智）（avetyajñāna, rtogs nas shes pa）と相応する」〔と言われ

る〕。また、経に説くように、「もし、Aを識別（了別、vi√jñā, rnam par shes pa）

すれば、すなわち、Aを明瞭に知る（了知、pra√jñā, rab tu shes pa）。定にあって、

了知する。すなわち如実となす。定にないのではない」〔と言う〕。このような

諸々は、即ち相応因である。心と心作用は、相応して、同じく、同一事を行い、

共にひとつの対象を把握する。故に、この因を立てる。

5. 　契経に説くように、「諸邪見（mithyādṛṣṭi, log par lta ba can）とは、あらゆる身

業・語業・意業、あらゆる願望で、皆経験するようなものである。あらゆる諸行、

皆その同類である。このような諸法は、皆、好ましくない（非欣愛樂、aniṣṭatva, 

mi ’dod pa）、意に沿わない（不可意 manāpatva, yid du mi ‘ong pa nyid））結果を招
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く」〔と言う〕。また、経に説くように、「一切の見解や趣向（見趣）が生ずる時、

皆有身見（satkāya-dṛṣṭi, ’jig tshogs la lta）を根本とする。もし、この見解が生ずれ

ば、一切は忍ばれない。この見解は、貪欲・瞋恚を起こす」諸々のこのようなも

のは、即ち遍行因である。過去・現在の見解は、苦の原因（苦集）で断ぜらるべ

きものである。疑惑・見解・無明のことである。それと、相応、倶有のものは、

同異類の諸染汚法を引き寄せるので、故に、この因を立てた。一部を因とし、五

部の結果を生ずる。故に、同類因の他に遍行因を立てた。

6. 　契経に説くように、「もし、業の所作が、これは善有漏、これは修所成ならば 38）、

彼の生ずる処において、諸々の異熟を受ける」〔と言われる〕。また、経に説くよ

うに、「諸々の意志ある（samcetanīya, ched du bsam pa、故思）業をなし、そして

〔それが〕積み重なると、必ず異熟を招く」〔と言われる〕。諸々のこのようなも

のは、即ち異熟因である。一切の不善・善有漏法は、異類を招くので、故に、こ

の因を立てた。

このような六因を、仏は所々で説いたが、〔そのことを〕憎み背く者たちは、迷い

の故に、見ない。また、仏（薄伽梵）は、所々の経中で、「生まれた時からともに

あるもの（倶生）は、前世の因縁の意味がある」と説いている。「これに依存して、

彼がある。これが生じるので、彼が生じる」前の二因の意味を、順次（如次）知る

べきである。また、仏（薄伽梵）は、契経中で、二種の因の意味をはっきりと、明

示した。つまり、契経に言う。「諸存在（諸有）は、敏くなく（不敏）、無明にある。

無明にあるが故に、また、福行を造る」この経は、すなわち、前〔世〕に〔後世へ

の〕生因があることを明らかにする。また、契経に説く。「眼・色を縁とし、…以下、

意・法を縁とし、癡から生ずる染濁の意を作る」このうち、愚者の癡は、すなわち

無明である。希求は、すなわち、愛である。愛を表すのは、すなわち、業である。

この経は、つまり、生まれた時からともにある因（倶生因）を明らかにしている 39）。

如是六因、非佛所説。如何本論自立此名。定無大師所不説義。阿毘達磨、輒有所説。

經中現無。由隱沒故。自相可得。決定應有。又諸經中、所化力故、世尊方便、作異

門説。對法諸師、由見少相。知其定有。分明結集。故有説言。此六因義、説在增一

增六經中、時經久遠、其文隱沒。尊者迦多衍尼子等、於諸法相。無間思求。冥感天

仙現來授與。如天授與筏第遮經、其理必然。如四緣義。雖具列在此部經中而餘部中、

有不誦者。由時淹久、多隱沒故。既見餘經、有少隱沒。故知此處、亦非具在。又見

經中處處散説。故六因義、定應實有。

1.  謂如經説。眼及色爲緣生於眼識。又如經説。二因二緣、能生正見。諸如是等。
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卽能作因、諸法於他、有能作義。由生無障、故立此因。

2.  如契經説、三種道支、正見随轉、又如經説、三和合觸、倶起受想思、諸如是

等、卽倶有因、諸行倶時、同作一事、由互随轉、故立此因。

3.  如説如是補特伽羅、成就善法、及不善法、應知如是補特伽羅、善法隱沒惡法

出現、有随倶行、善根未斷、以未斷故、從此善根、猶有可起餘善根義、又説

苾芻、若於彼彼多随尋伺、卽於彼彼心多趣入、無明爲因、起諸染著、明爲因

故、離諸染著、諸如是等、卽同類因、過去現在、同類諸法、由牽自果故、立

此因。

4.  如契經説、見爲根信證智相應、又如經言、若有了別、卽有了知、在定了知、

乃爲如實非不在定、諸如是等、卽相應因、心心所相應、同作一事、由共取一

境故、立此因。

5.  如契經言、諸邪見者、所有身業語業意業、諸有願求、皆如所見、所有諸行、

皆是彼類、如是諸法。皆悉能招非欣愛樂不可意果、又經説、一切見趣生時、

皆以有身見爲其根本、若此見生不忍一切、此見能生貪欲瞋恚、諸如是等、卽

遍行因、過去現在、見苦集所斷、疑見無明、及相應倶有、於同異類諸染汚法、

由能引起故、立此因。一部爲因生五部果、故同類外立遍行因。

6.  如契經言、若所作業、是善有漏、是修所成、於彼處生受諸異熟、又如經言、

諸故思業作及增長、定招異熟、諸如是等、卽異熟因、一切不善善有漏法、由

招異類、故立此因。

  如是六因、佛處處説。諸憎背者、迷故不見。又薄伽梵處處經中、説有倶生前生因義、

依此有彼有、此生故彼生、如次應知、前二因義、又薄伽梵於契經中、分明顯説二種

因義、謂契經言、諸有不敏處無明者、由無明故、又造福行、此經卽顯有前生因、又

契經説眼色爲緣、廣説乃至、意法爲緣生癡所生染濁作意、此中愚者癡卽無明、希求

卽愛愛表卽業、此經卽顯有倶生因、一心中説有展轉爲因故、至義次第當復決擇、已

略擧因、今當廣辯。（大正、No.1562, 15巻 p.416b/15-p.417a/9）

これまで見た文献中、最も詳細である。スティラマティは、よくサンガバドラ
説を引用するが、六因仏説論に関しては、彼の説明に言及することもない 40）。
これまでの文献 A, B, C, D, Eと比較すれば、重なる個所もあるけれど、異なる
個所も少なくない。挿入したサンスクリット語・チベット語は、これまでの文
献を踏まえ、実験的に入れたものである。もとより、確証はないが、統一感や
理解のために、筆者の憶測でなしたことである。
　次に、『大毘婆沙論』の六因仏説論を見てみよう。所謂、新婆沙の記述であ
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る 41）。この個所には、著名なる大学者、木村泰賢博士の手に成る『国訳一切経、
毗曇部七』がある。従えば、大過は犯すまい。しかし、統一を保つため、あえ
て、現代語訳を試みた 42）。また、幸いなことに、今扱っているテーマにも詳
しい、本庄良文氏が、現代語訳を提示されているので、参照させて頂いた 43）。

文献 G
ある者は言う。「六因は、契経の所説である。すなわち、増一阿含（增壹阿笈摩、

ekottarikāgama）の増六中に説いている。時を経ること久しく（久遠）、その文は埋

没してしまった（隱没）。尊者カートゥヤーヤニプトラ（伽多衍尼子、Kātyāyaniputra）

等が、願智力（praṇidhijñāna）44）によって契経中の六因の個所を観察し、編纂して

阿毘達磨を造った。故に、ここで六因を考察（分別）するのである。かって、増一

阿含は一法から、増えて以下（乃至）百法まであったと聞く。今は、唯、一以下十

までしか存在しない。他は皆埋没（隱沒）してしまった。また一以下十のうち、多

くが埋没し、あるものはごくわずかである。尊者シャーナヴァーシ（商諾迦衣、

Sāṇavāsi）45）大阿羅漢、この尊者は、アーナンダ（阿難陀、Ānanda）の弟子として

同居していた。この大徳は、ジーヴァカ（時縛迦、Jīvaka）に親しく教えた師であっ

た。かの阿羅漢が、亡くなった時、すなわち、この日、七万七千の本生経（jātaka）

と一万の阿毘達磨（abhidharma）が、埋没し、現れることはなかった、と聞く」と。

一論師が亡くなっても、経・論が埋没してしまう。彼の後、現在まで、百若しくは

千の論師がいて、亡くなって、経・論が埋没した数は知る由もない。故に、この六

因は契経の説である。他の者が説く。「一つの経すらなくても、次第に詳細な説と

なったのだが、しかし、諸経において所々に散説されている」と。

4. 　すなわち、契経において説く。「見解（見）を根本として（darśanamūlikā, mthong 

ba’i gzhi can）、信たる確認（證智）（avetyajñāna, rtogs nas shes paと相応する」と。

これを名付けたのである。このような経は、相応因を説いている。

2. 　また、契経において説く。「眼及び色を縁として、眼識が生ずる」「三和合の故

に、触感（觸）は、感受、想念、意思とともに起こる」46）と。このような経は、

倶有因を説いている。

3. 　また、契経において説く。「このような人（補特伽羅、pudgala）が善法及び不

善法を成し遂げるように、このような人には、善法が埋没（隱没）し、悪法が現

れると知るべきだが、〔微細な善根が〕いっしょについてくる（有随倶行）。善根

は未だ断たれていない。断たれていないので、これから善根がある。まだ、他の

善根が起こる可能性があるのである。後に（當來、āyatyām, phyis）清浄なる法を
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有する者（有淸淨法 viśuddhidharma, rnam par dag pa’i chos can）となるだろう」47）

と。このような経は、同類因を説いている。

5. 　また、契経において説く。「諸邪見とは、あらゆる身業・語業・意業、あらゆ

る願望で、皆経験するようなものである。あらゆる諸行、皆その同類である。こ

のような諸法は、皆、好ましくない（非欣愛樂）、意に沿わない（不可意）結果

を招く」48）と。このような経は、遍行因を説いている。

6. 　また、契経において説く。「身・語・意の悪行を、好ましい（可愛）異熟とし

て受け入れる容量も場所もない。好ましくない異熟として受け入れる容量も場所

もある」49）と。このような経は、異熟因を説いている。

1. 　また、契経において説く。「2つの因と 2つの縁は、正見を生じるためである。

2つとは如何なるものか？他人からの言葉（ghoṣa, sgra）そして、自分の内面で

（adhyātmam, nang）、腹の底から考える（yoniśomanaskāra, tshul bzhin yid la byed pa、

如理作意）ことである」50）と。このような経は、能作因を説いている。

故に、この六因は仏説である。だから、尊者は、経に依って、論を作ったのである。

復有説者六因亦是契經所説。謂增壹阿笈摩增六中説。時經久遠其文隱沒。尊者伽多

衍尼子等、以願智力觀契經中説六因。處撰集製造阿毘達磨。是故於此分別六因曾聞

增壹阿笈摩經、從一法增乃至至百法、今唯有一乃至十在餘皆隱沒。又於增一乃至十

中、亦多隱沒在者極少。曾聞尊者商諾迦衣大阿羅漢、是尊者阿難陀同住弟子、是大

德時縛迦親敎授師、彼阿羅漢般涅槃時、卽於是日有七萬七千本生經一萬阿毘達磨論

隱沒不現。一論師滅尚有爾所經論隱沒、況從彼後迄至干今、若百若千諸論師、滅經

論随沒數豈可知。故此六因是契經説。有餘師説如是六因、雖無一經、次第具説、然

於諸經處處散説。

4.　謂契經説是名見爲根信證智相應、如是等經説相應因。

2. 　又契經説、眼及色爲緣生眼識、三和合故、觸倶起受想思、如是等經説倶有因。

3. 　契經説、如是補特伽羅成就善法及不善法、善法隱沒悪法出現、有随倶行善根未

斷以未斷故、從此善根猶有可起餘善根義、彼於當來有淸淨法、如是等經説同類因。

5. 　又契經説、諸邪見者、所有身業語業意業、諸有願求皆如所見、所有諸行皆是彼

類如是諸法皆悉能招非欣愛樂不可意果、如是等經説遍行因。

6. 　又契經説、無處無容身語意悪行受可愛異熟、有處有容彼受不可愛異熟、如是等

經説異熟因。

1. 　又契經説、二因二緣能生正見、謂他音聲及内如理作意、如是等經説能作因。
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故此六因是佛所説。是故尊者依經作論。（大正、No.1545, 79b/3-79c/5）

これまでの文献では、1.能作因、2.倶有因、3.同類因、4.相応因、5.遍行因、6.異
熟因という順番であったものが、4.相応因、2.倶有因、3.同類因、5.遍行因、6.異
熟因、1.能作因となっている。ここでは、文献 A~Fに順じ、番号を付した。
能作因に対する、引用経文はこれまでのどの文献にもなかったものである。
　次に、『阿毘曇毘婆沙論』、所謂旧婆沙を探ろう。

文献 H
ある者は説く。「六因は、仏の経説である。増一阿含（ekottarikāgama）の増六中に

説いているようにである。時を経ること久しく（久遠）、その文は埋没してしまっ

た（亡失＝隱没）。尊者カートゥヤーヤニプトラ（伽多衍尼子、Kātyāyaniputra）等

が、願智力によって仏の経中の六因の個所を観察し、阿毘達磨（阿毘曇、

abhidharma）の中に、〔その〕六因によって論を作した。かつて、増一阿含は一法

から、増えて以下（乃至）百法まであったと聞く。今は、唯、一以下が増えて、十

までしか存在しない。他は皆埋没（亡失）してしまった。また、一法の中でも埋没

するもの多く、以下の十法でも埋没は多いのである。かつて、大徳阿羅漢尊者シャ

ナカヴァーサ（奢那婆數＝商諾迦衣、Śaṇakavāsa）がいた。ジーヴァカ（耆婆迦＝

時縛迦、Jīvaka）の和上であった。かの尊者が、亡くなった時、即日、七万七千の

本生因縁と一万の阿毘曇論（阿毘達磨）が、滅し、再び、現れることはなかった。

これ以降、再び行ぜられることもなかった、と聞く」と。一論師が亡くなっても、

経・論が埋没してしまうし、再び行ぜられることもない。百若しくは千の論師が亡

くなれば、〔経・論の埋没は〕言うまでもない。また、ある者は説く。「一か所で六

因すべてを説く経はないにしても、六因中の一つ一つを別に説くものはある」と。

4. 　問、もしそうならば、何経の中に、相応因を説いているのか。答え、「見解

（見道）を根本とする（darśanamūlikā, mthong ba’i gzhi can）信を、不壊智と相応す

るものと名付ける。〔それで〕、この名を説く如し」この経が、相応因を説いてい

る。

2. 　どの個所に共生因（＝倶有因）が説かれているのか。「眼と色が縁となり、眼

識が生じ、また、感受、想念等と共生して生ずる」と説かれる如し。この経は、

共生因を説いている。

3. 　どの個所に相似因（＝同類因）が説かれているのか。「この人（補特伽羅、

pudgala）は、善法を成し遂げ、更に不善法も成し遂げるように、この人には、不

善法が滅し、善法が更に、現れる」と説かれる如し。この経は、相似因を説いて
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いる。

5. 　どの個所に遍因（＝遍行因）が説かれているのか。「比丘よ。もし、想うもの

（所思）があり、思考するもの（所分別）があれば、これは、〔貪欲・瞋恚を〕起

こさしめるものと名付ける」と説かれる如し。この経は、遍因を説いている。

6. 　どの個所に報因（＝異熟因）が説かれているのか。「学び修め（修行）、広く、

殺生を広める。身体が壊れ、命が終わると、地獄の中に生まれる。不善の報いを

うける」と説かれる如し。この経は、報因を説いている。

1. 　どの個所に所作因（＝能作因）が説かれているのか。「2つの因と 2つの縁は、

正見を生じるためである。以下広く説く」と説かれる如し。この経は、所作因を

説いている。これらの経は、皆六因を説いている。

復有説者、六因亦是佛經説、如增一阿含六法中説、經久遠故、而有亡失、彼尊者迦

旃延子、以願智力、觀佛經中説六因處、於此阿毘曇中、依六因而作論。曾聞增一阿

含、從一法增乃至至百法、今唯有一法增乃至十法在餘悉亡失、又於一法中、亡失者

多、乃至十法亡失亦多。曾聞有大德阿羅漢名奢那婆數、是尊者耆婆迦和上、彼尊者

般涅槃時、卽日有七萬七千本本生因緣、有一萬阿毘曇論、滅不復現、從是以後、更

不復行、一論師滅、有爾所經論、更不復行、何況若百若千諸論師滅。復有説者、雖

無有經一處全説六因、處處經中、別説六因中一一因

4.　 問曰、若然者、何經中説相應因、答曰、如説是名見道根本信名不壊智相應、此

經説相應因。

2.　 何處説共生因者、如説眼緣色生眼識、亦生共生受想等、此經説共生因。

3.　 何處相似因者、如説此人成就善法、亦成就不善法、此人不善法滅、善法更生、

此經説相似因。

5.　 何處説遍因者、如説比丘若有所思、有所分別、是名起使。

6.　 何處説報因者、如説修行廣布殺生、身壊命終、生地獄中、受不善法、此經説報

因。

1.　何處所作因者、如説以二因二緣、生於正見、乃至廣説、此經説所作因。

如是等經、皆説六因。（大正、No.1546, 65a/2-25）

新婆沙と旧婆沙では、六因を説く順番は同じであるが、引用経典の内容は異な
る。特に 6.異熟因について、旧婆沙では、これまでのどの文献にも見られな
い経文が引用されていた。また、六因の呼称も、旧婆沙は、独特のものであっ
た。
　以上 A~Hまで、8種の文献を提示した。どれも六因仏説論の証拠として、
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経を引用しているけれど、その内容は似ているものもあるし、全く異なるもの
もある。これらの引用経文を特定し、さらに原型を復元出来れば、ベストなの
だろう。しかし、始めに断ったように、筆者の知識、素養では、到底無理であ
る。ひたすら、識者のご教示を待つしかない。

注
1） abhidharma（アビダルマ）に「仏教哲学」「論」の 2訳を与えた。戸惑う向きもあろ
うかと思われるので、若干説明すべきであろう。よく使用されるサンスクリット語辞
書に、Moniel Williams, Sanskrit-English Dictionaryがある。その abhidharmaの項には「仏
教哲学或いは形而上学の教理」（the dogmas of Buddhist philosophy or metaphysics）
abhidharma-piṭakaには「形而上学の蔵」（basket of metaphyisics）、「仏教文献の第 3分類
の名前」（N.of the third section of Buddhist writings）とある。また、Flanklin Edgerton, 
Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionaryの abhidharmaの項には、「仏教聖典の第 3分類の名
前」（n. of the third section of the Buddhist canon）とある。荻原雲来『梵和大辞典』
abhidharmaのに項は「仏教の教理に関する理論」「三蔵の一」とある。つまり、
abhidharmaは、「経・律・論」という三蔵の一角を占め、その特徴は理屈・理論を重
んじる文献なのである。著名なるアビダルマ研究者、櫻部建博士は、まず、以下のよ
うに述べて、アビダルマの考察を始める。

 　　 アビダルマ abhidharmaの語は、普通に、三蔵の中の第三を、あるいはその第三蔵
の内容をなす仏教教義学書、すなわち論書 śāstraを意味して用いられる。しかし
それはこの語の原意ではないと思われる。なぜならば、この語は、第三蔵の中だ
けでなく、前二蔵すなわち経蔵・律蔵の中にもかなりしばしば用いられている。
一般に、経・律二蔵の主要部分をなすものは、第三蔵の成立より、よほど前に成
立していたと考えられるから、その前二蔵の中にアビダルマの語が用いられてい
る場合、それが、ただちに、まだ形体を成していなかった筈の第三蔵を意味する
とは考えにくいからである。（櫻部建『倶舎論の研究　【界・根品】』2010 (rep., of 
1969) p.13）

 博士は、この後、様々な問題を取り上げ、最後に、以下のように結論付ける。
 　　 木村（泰賢）博士の所説のように、初期教団における「法についての談論

（abhidharmakathā）」とのちの「アビダルマ論書（abhidharmaśāstra）」との間には、
やはり直接の関係を認むべきである。すなわち、abhidharmakathāが次第に発達し
ついに abhidharmaśāstraとしての形態をとるに至ったと考えるべきである。（櫻部
本 p.28、（　）内筆者の補足）

 加藤純章「アビダルマ仏教の形成」『岩波講座　東洋思想　第八巻　インド仏教 1』
1988所収、pp.118-122も参考になる。

2） 筆者は、結集について知るところは少ない。拝見した研究は、『赤沼智善著作集　
第三巻　仏教経典史』昭和 56年、pp.1-21、特に詳細なものとしては、塚本啓祥『初
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期佛敎敎團史の研究―部派の形成に關する文化史的考察―』pp.175-284である。
3） 筆者はこれまで、あまり気に留めることもなく、「説一切有部」を使用してきたが、
この名称自体にも、問題があることを述べておくべきであった。榎本文雄氏は、「「根
本説一切有部」と「説一切有部」」『印仏』47-1, 1998, pp.400-397（ネットで披見可能）,
において、この両者は同じ部派であると述べた。しかるに、八尾史氏は「説一切有
部」という名称について」『印仏』55-2, 2007, pp.132-135（ネットで披見可能）において、
再考すべきであると反論した。これには、律や翻訳事情等様々な問題が絡み、筆者に
は、是非を云々する資格はない。なお、この問題については、袴谷憲昭『仏教文献研
究』「序論　伝統教団における仏教文献の形成と展開」2013, pp.19-23に研究史を含め
た詳しい解説がある。また、同氏は、最近もこの問題に触れ、以下のように言う。

 　　 「説一切有部」も「根本説一切有部」も同じ部派であり、地域的な差は当然あっ
たであろうが、大きな流れとしては、前者から後者へと発展していったので、そ
の両者の関係を意識しながらその発展全体を見通した記述では「（根本）説一切
有部」という表記になるものの、特に意識する必要のない場合は、単に「有部」
でも「説一切有部」でも「根本説一切有部」でも同じことを含意しうるのである。
（袴谷憲昭「掃除五徳譚批判考」『駒澤大学禅研究所年報』28, 2016,注 (20)）

 上記は、比較的最近の研究であるが、この問題はかなり古くから取り上げられていた。
 筆者の披見した限りで、最初期の論文は、岩本裕「SarvāstivādinとMūlasarvāstivādin―

Śroṇakoṭikararṇaの傳説をテーマにして―」『干潟博士古希記念論文集』1964, pp.53-63
である。岩本博士は、サンスクリット語の大家として、次のように指摘する。

 　　 根本有部の用いたサンスクリット語が、文獻に見られるかぎりに於いて、有部の
用いたサンスクリット語より古典サンスクリット語に近いことは、根本有部の文
献が有部より後代に屬することが知られるのであるが、この部派が何時・何處で
成立したか、またどのように展開したか、それを知る手がかりは現在のところ全
くない。…その名稱Mūlasarvāstivadinから見て、有部 Sarvāstivādinの内部に擡頭
したであろうことは疑いえないと考えられる。由来、「根本」という名稱を附す
るのは、本家などというがごとき名稱とともに、同一の流派あるいは同一の職業
などの内部に競争が生じた場合に發生する現象であり、最初からこのような名稱
を附することは絶對にありえないことである。事實、部派分裂に關するチベット
の所傳に於いて、根本有部の名を擧げるものはすべて、この部派を有部の分派と
しているのであり、また Sthavira派からMūlasuthavira派が、Mahāsaṁghika派から
Mūlamahāsaṁghika派が、Vātsīputrīya派から Mūlavātsīputrīya派が分裂したことも
傳えられており、根本有部の成立事情に一道の光を投じている事實を見逃すこと
はできない。（pp.62-63）

 さらに、静谷正雄博士の見解も、魅力的なので、合わせて紹介しておこう。
 　　 カシュミール有部が『婆沙論』以後その正統性を強力に主張することに対する反

動として、マトゥラーを中心として中インドの有部が根本有部を名のって対抗す
るようになった。その時期はクシャーナ勢力が後退してグプタ王朝が興起した時
代で、西紀 400年前後であろう。この時期になると、インドの政治・経済・文化
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の中心は前代よりもずっと東方寄りになって、それとともにカシュミール有部の
指導力は著しく減少したと考えられるからである。しかし、これはあくまでも憶
測である。玄奘が根本説一切有部の名を伝えなかったのはわれわれをとまどわせ
る。秣底補羅国の説一切有部は徳光との関連からみると恐らく根本有部であり、
他の中印度諸国の有部も恐らく義浄の言う根本有部であったと思うが、玄奘は両
者の区別に関して一言も語らないのである。思うにこれは根本有部といえども在
来の説一切有部とは別個の教団を作ったのではなく、自分たちは説一切有部の最
古派であると自負しただけであろう。（静谷正雄『小乗仏教史の研究―部派仏教
の成立と変遷―』昭和 53年、pp.156-157）

 　脱稿後、西村実則『仏教とサンスクリット』（平成 29年）が刊行され、西村氏は
「根本有部と古典サンスクリット」（pp.107-115）という章で、この問題を論じ、なお
検討を要す旨を述べて、記述を締めている（p.112）。

4） 前掲注 1）の櫻部本 p.34,（　）内は同本 p.9から筆者が補足した。
5） 前掲注 1）の櫻部本 p.36,（　）内は筆者の補足。
6） 佐々木閑『インド仏教変遷論　なぜ仏教は多様化したのか』2000には、破僧をめ
ぐっての多様化の様子が詳しく綴られている。その結論において、佐々木氏は、こう
述べている。摘記してみよう。

 　　 私は、ある特定の歴史的事実が仏教多様化の引き金になったと確信するに至った。
それは仏教の思想とは直接関係のない、僧団運営に関わる現実的な対応の結果生
じたものである。そしてこれがきっかけとなって仏教世界は多彩な思想を次々に
生み出していくことになった。…一旦、異なる体系を持つ複数の思想が仏教の名
のもとに並立すれば、もはやその中のどれかひとつを正統として選別することは
不可能となる。（同本、p.276）

 　佐々木閑「部派仏教の概念に関するいささか奇妙な提言」『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.57-71も極めて有益である。

 　佐々木氏の学問的・詳細な研究は、無論、最重要視すべきであろう。しかし我々に
は、「素朴な原始仏教」そして「その素朴さを失った煩瑣なアビダルマ」というイ
メージがある。このようなイメージは、ひょっとしたら、欧米の著名な仏教学者から
の逆輸入かもしれない。この辺りへの批判的な言及として、前掲注 1）の櫻部本
pp.29-32がある。また、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, pp.234-238もこの問題を点描している。

7） まず、最初の研究として、本庄良文「阿毘達磨仏説論と大乗仏説論―法性、隱沒経、
密意―」『印仏』38-1, pp.410-405（ネットで披見可能）がある。同氏は「アビダルマ側
は、自説が仏説にかなう根拠として、1.「仏の直説でなくとも法性に叶えば仏説である」
との理論 1.経の隱沒の理論、3.密意説（了義・未了義）の理論という 3つの理論を根
拠とした」（同論文、p.410）と指摘する。こうして、本庄氏は、アビダルマ仏説論の
からくりを明示したのである。大乗仏教仏説論との関わりを、大幅に入れた論文が、
同じ著者による「アビダルマ仏教と大乗仏教―仏説論を中心に」『シリーズ大乗仏教 2　
大乗仏教の誕生』2011, pp.174-204である。また、同氏は、アビダルマの漢訳文献の現
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代語訳を示し、同一の問題意識を、より絞った形で提示した。「毘婆沙師の仏説観」
『インド論理学研究　松本史郎教授還暦記念号』I, 2010, pp.173-193。

8） 藤田氏の論考は数多いが、本稿と特に関係深いと思われるものを 1つ挙げておく。
藤田祥道「仏語の定義をめぐる問題」『インド学チベット学研究』No.3, pp.1-51（ネッ
トで披見可能）。

 同氏は、説一切有部を代表する論、『大毘婆沙論』の記述を取り上げ、前掲注 7）の本
庄説に触れながら、次のようにいう。

 　　 要するに「婆沙論」（＝『大毘婆沙論』）はこれらの（本庄説の）三理論をもって
仏説たる経、律という聖典の権威を相対化することと、仏滅後制作された論を仏
説として位置づけることを試みているわけである（同論文、p.24、（　）内筆者の
補足）。

9） 六因説の一般向け解説には、櫻部建・上山春平『仏教の思想 2　存在の分析〈アビ
ダルマ〉』昭和 44年、pp.68-75、櫻部建「アビダルマ仏教の因果論」『仏教思想 3　因
果』1978所収 pp.125-146、佐々木閑『仏教は宇宙をどう見たか　アビダルマ仏教の科
学的世界観』2013, pp.173-196がある。佐々木氏は、旧来のテクニカルタームを使用せ
ず、ユニークな解説を行っている。六因説の形成過程についての、代表的学術考察は、
兵藤一夫「「六因説」についてーその成立に関してー」『大谷学報』64-4, 1985, pp.95-
109（ネットで披見可能）である。その結論において、兵藤氏は、以下のように言う。

 　　 有部の「六因説」は「四縁説」から派生したものと考えられる。『識身足論』に
見られるように、識（心）の生起に対する「因縁」の分析を契機として相応乃至
異熟の五つの範疇が出来上がる。それを原型にして『発智論』で色法の生起に対
する適用とそれに付随する「因縁」の分析が行われるのを俟って、同じ『発智
論』において「六因説」が初めて登場してくる。…『婆沙論』においてはじめて
「六因説」はほぼ完成した教説となり、…『阿毘曇心論』において、有部の諸理
論が再組織され一応整然とした体系をもつに至った、その際に、それまでの「四
縁説」を中心にした因縁論は「六因説」を中心としたものに再構成され、ここに
有部の因縁論が確立するのである。（同論文、p.107）

 兵藤氏には、別に「「六因説について―特に「相応因」と「倶有因」に関して―」『印
仏』33-2, 1985, pp.703-706（ネットで披見可能）、「四縁についての一考察」『印仏』31-
2, 1983, pp.773-776（ネットで披見可能）がある。

 他に、箕浦暁雄「説一切有部の因縁論―同類因・遍行因の成立―」『印仏』47-2, 1999, 
pp.900-898（ネットで披見可能）、同「説一切有部における倶有因の定義」『大谷大学
研究年報』56, 2004, pp.55-94（ネットで披見可能）、齋藤滋「初期アビダルマにおける
因果論―四縁を中心に―」『駒澤大学仏教学部論集』37,平成 18年、pp.464-449（ネッ
トで披見可能）がある。あくまでも、筆者の管見の範囲内であるが、これら諸研究は、
説一切有部の論の歴史的経緯を追い、六因等の形成過程を綴っている。少なくとも、
経との関わりを積極的に論じたものはない。今後の課題かもしれない。

10） 近年チベット撰述の『倶舎論』注は、急速に利用されてきている。その嚆矢とも言
えるものに、小谷信千代『チベット倶舎学の研究―『チムゼー』賢聖品の解読―』、
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平成 7年がある。さらに、伏見英俊「mChims Nam-mkha’-gragsと sNar-thang寺の学系
について」『関西大学東西学術研究所紀要』43, 2010, pp.21-33（ネットで披見可能）には、
著者と思しき人物の事績が詳述されている。チベットのアビダルマ研究は、『倶舎論』
を基軸とし、他の文献にはあまり目を向けない。この点について、池田練太郎氏は、
こう指摘している。

 　　 すなわち、チベットにおいてアビダルマ仏教といった場合、その中心をなすのが
『倶舎論』であるということが、こうして単に典籍の数の上からだけでもわかる
のである。…したがって、チベットに伝えられたアビダルマ論書は、インドにお
いて成立した多種多様な諸の論書と比較したとき、きわめて限定された範囲のも
のであると言わざるを得ない。それは説一切有部系の、しかも『倶舎論』及びそ
の関連の論書に限られると言っても大過ないのである。（池田錬太郎「チベット
におけるアビダルマ仏教の特質」『東洋学術研究』21-2、特集・チベット仏教、
1982, pp.129-131）

 その他重要な研究として、井上智之「チベット撰述のアビダルマ文献」『仏教大学大
学院研究紀要』16, 1988, pp.1-21（『チムズゥー』については p.25、ネットで披見可能）、
同「チベット撰述のアビダルマ文献」『日本西蔵学会々報』36, 1990, pp.13-18（ネット
で披見可能）がある。

11） 原文は rgyu rkyen ’bras bu dang bcas pa「果を伴う因・縁」と訳すのが正しいのかもし
れないが、読みやすさを考慮し、このような訳とした。

12） ābhidhārmika（mngon pa pa）「アビダルマ論師」について、前掲注 1）の加藤論文では、
こう述べている。

 　　 後代になると、特に有部のアビダルマだけが発達し整備され、有部が部派仏教の
代表と目されるようになったのであろう。アビダルマは特に有部の論書を示す名
称になってしまうのである。『八犍度論』（『発智論』の異訳）には、他部派に対
して自派を「阿毘曇人」（Ābhidhārmika）と称する記述があり、この傾向は『大毘
婆沙論』以後は益〃顕著である。（p.123）、松濤康雄「ābhidhārmikaについてー婆
沙論を中心としてー」『印仏』29-1, 1980, pp.124-125（ネットで披見可能）も彼ら
の教義を知るために有効である。松濤氏は、「阿毘達磨者」「阿毘達磨（諸大）論
師」「対法者」「対法（諸）論師」「阿毘曇人」「阿毘曇者」等のヴァリエーション
を挙げている（p.124）

13） 原文は lhan cig skyed pa’i tshor ba dang ’du shes dang sems pa ’o後で提示する文献 Cを
参照し、このように訳した。

14） 原文は skyes bu gang zag後で提示する文献では、gang zag(pudgala)のみが主語となっ
ている場合もある。取りあえず「人間たる人」と訳した。

15） 原文は ched du bsams pa’i las byas shing bsags pa’i rnam par smin pa、後の文献 Cを参照
し、このように訳した。

16） 「ズーチュン」については、注 10）の井上第 1論文 p.26参照、なお、この注を利用
した論文として、拙稿「チムロプサンタクパ作『倶舎論』注の謎」『インド論理学研
究』II、平成 23年　pp.73-79がある。
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17） 『増一阿含』については、古くは、前掲注２）の赤沼本 pp.36-41,水野弘元「漢譯中
阿含と增一阿含との譯出について」『大倉山学院紀要』2, 1956, pp.41-90においては、
漢訳状況等が詳しく論じられている。他に、大窪祐宣「梵文増一阿含について」『印
仏』31-2, 1983, pp.869-866（ネットで披見可能）、同「梵文増一阿含考（その 2）」『印仏』
32-2, 1984, pp.706-707（ネットで披見可能）、割田剛雄「曇摩難提訳「増一阿含経」の
現存経について」『印仏』21-2, 1973（ネットで披見可能）の研究がある。「隱沒」につ
いては、前掲注 7）の本庄第 1論文 pp.410-409参照、そこでも『増一阿含』のことが
触れられている。藤井淳「『大乗涅槃経』とアビダルマ仏説論―恒河七衆生（水喩）
の考察―」『インド哲学仏教学研究』11, 2004, p.48（ネットで披見可能）にも言及があ
る。

18） 例えば、「チムズゥー」の強い影響を指摘される（前掲注 9）の小谷本、p.5、ゲドゥ
ンドゥプ・ダライラマ 1世（dGe ‘dun grub, 1391-1474）作『倶舎論解説　解脱道明説』
Chos mngon pa’i mdzod kyi rnam par bshad pa Thar lam gsal byedを見ても、「チムズゥー」
の如き、経の引用は確認出来なかった。以下のように、言うだけである。

 　　 「因と縁がなければ」と説明されるなら、その因は幾つあるか？因は六種である
と主張するのである。すなわち、能作因と云々

 　　 rgyu dang rkyen dag med par ni//zhes bshad na/rgyu ni rnam pa drug tu ʻdod de/byed rgyu 
dang/︙（TBRCの電子テキスト、Work No.24769, bkra shis lhun po?, 199?, folio.143, l.2）

 また、ジャムヤンシェーパ（’Jam dbyangs bzhad pa, 1648-1722）作『倶舎論　密釈論　
牟尼宝珠庫蔵三時勝者願意一切明』Dam pa’i chos mngon pa mdzod kyi dgongs ’grel gyi 
bstan thub bstan nor bu’i gter mdzos dus gsum rgyal ba’i bzhed don kun gsalには、筆者の見
た限りでは、以下のようにあるだけであった。

 　　 ある者が、「六因は毘婆沙師（Bye smra,Vaibhāṣika）だけに主張されるが、経量部
以上は、主張しない」というのは、不適切となろう。『阿毘達磨雑集論』（Kun 
btus, Abhidharmasamuccaya）と『量評釈』（rNam ’grel, Pramāṇavārttika）等におい
ても、六因の規定があり、…

 　　 kha cig rgyu drug bye smra kho nas ’dod kyi mdo sde pa yan chad mi ’dod zer ba mi ’thad 
par thal/kun btus dang rnam ’grel sogs las kyang rgyu drug gi rnam bzhag byung…（TBRC
の電子テキスト、Work No.21503, South India, 1995, folio.348, l.1）

19） 荻原雲來・山口益譯註『和譯　稱友倶舎論疏』（三）昭和 14年、本稿で使用した個
所の訳は、pp.1-3。訳の前に謝辞があり、舟橋一哉、長尾雅人という往年の大学者の
援助を受けた旨記されている。

20）前掲注 19）の荻原・山口本では「一切の阿毘達磨は經の義なり、經の標準を定むる
ものなり、又經を解釋するものなりとせらるヽとき」（pp.1-2）と訳す。

21） 毘婆沙師という名称については、従来『大毘婆沙論』の徒という解釈が主流であっ
たが、筆者はそれには疑いを持っている。その点については、拙稿「『倶舎論』にま
つわる噂の真相」『駒澤大学仏教学部研究紀要』71、平成 25年、p.237-235参照、また、
前掲注 12）で取り上げた「アビダルマ論師」との異同も気になる。

22） チベット語訳は skye bu gang zag「人間たる人」、前掲注 14）参照。
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23） 前掲注 19）の荻原・山口本では、sva-phalaを取らず、チベット語訳の ’bras bu ’dra 
baを採用し、sama-phalaと還梵する。（テキストW: p.189, notes.1に指摘あり）訳文は
「等しき果の起る」（同書、p.2）である。本稿でも、後の文献 D, Eと比較し、sama-
phala (’bras bu ’dra ba)を選択し、訳した。しかし文献 Fでは「自果」である。テキス
トWでは、「But順正理論 reads:自果」と記載あり。sva-phala, sama-phala何れとも判
断し難い。

24） 前掲注 19）の荻原・山口本では「證智」（p.2）と訳すが、筆者には、意味不明なの
で、このように訳した。

25）前掲注 19）の荻原・山口本では「了別する所のものを了知す」（p.2）と訳すが、筆
者には、意味不明なので、このように訳した。

26） 前掲注 19）の荻原・山口本では「士夫補特伽羅」と訳す。注 14）参照。
27） 前掲注 19）の荻原・山口本では「此處にて作れる有漏の善の修所成の業」（p.2）と
訳すが、後の文献 Dのチベット語訳 ’di na(read.ni) las dge ba dang mi dge ba zag pa dang 
bcas pa dang bsgom pa las byung ba及び文献 Fの 6後半にある「一切不善善有漏法」を
参考にしてチベット語訳には付加し、このように和訳したが、文献 Eは荻原・山口訳
を指示する。故に、これも何れとも判別し難い。

28）前掲注 6）の本庄良文第 1論文では、abhiprāyaについて、以下のように言う。
 　　 阿含において相互に矛盾するかに見える仏説がある場合、毘婆沙師は、両者が仏

説であることを認めた上で、一方を了義（nītātha）、他方を未了義（neyārtha＝不
了義）とした。了義とは言葉通りに受け取ってよい説である。未了義とはその逆
であり、裏に隠された（多くは衆生救済のための）意図（abhiprāya＝密意）を読
み取るべき説である。（p.409）

 しかし、このような相対化だけが、アビダルマの狙いではあるまい。本庄第 3論文で
は、それを示唆する記述が見られる。

 　　 『大毘婆沙論』は「三蔵はみな仏説である点で共通である」と言う一方で、「経蔵
は入門者用、律蔵は中級者用、論蔵は上級者用である」等として、序列をつけ、
論蔵（アビダルマ）を最高位に置く。（p.175）

 ここには、「経を凌ぐ論」を是とする、アビダルマの本音が現れているように思われ
る。これに関連するように、西村実則氏は、次のように述べる。

 　　 経典が abhiprāyikaにおいてであるのに対し、アビダルマは lākṣaṇikaの立場であ
ると解しているのである。…『倶舎論』において世親は経典を経証として盛んに
引用しているが、しかしすべての教説が真意を明白に表明しているとは限らない
ことがあるために、アビダルマと経典との立場を峻別するに至った。すなわちア
ビダルマは「相」（lakṣaṇa）の立場であるのに対し、経典は「意趣（abhiprāya）
の立場であると。（西村実則「倶舎論の経典観の一考察」『印仏』27-2, 1979, 
pp.725-726,ネットで披見可能）

 経 vs論の立場は、様々な観点（例えば、経量部（Sautrāntika）の解明）からなされる
ことで、軽々に扱えない。にしても、筆者自身は、相対化よりも対立の構図がまず、
頭に浮かぶのである。その点について、大分以前に記した、拙稿の記述も付加してお
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こう。
 　　 lākṣaṇikaという語は、世親（Vasubandhu）作『倶舎論』Abhidharmakosábhāṣyaで、

わずかに、四度しか使用されていない。…しかし説一切有部（Sarvāstivādin）教学
の体質を考える上で、何らかの示唆を与えてくれる語のように思われる。…『倶
舎論』において、lākṣaṇikaは一例を除いて、一定の形式を取って使用されている。
lākṣaṇikaは、必ず経と対峙するものとして登場する。そして、lākṣaṇikaはある教
義、に関する有部の最終的結論を示し、一方、経は暫定的結論を示す。（拙稿
「lākṣaṇikaについて」『駒澤短期大学研究紀要』30, 2002, p.499）

 lākṣaṇikaはチベット語では mtshan nyid paであろう。密教家に対し、顕教家の意味で
用いられている。唐突かもしれないが、ここで、mtshan nyid paに対する、著名な辞典
の記載を示しておこう。

 　　 今日の哲学的学派名、毘婆沙師と同じものと言われる。ゲルク派が大いに愛好す
る。研究の主要目的は、文献的意味や彼らの哲学の源を確定することである。彼
らは、それらの項目の論議を好む。チベット僧の中でも、思弁的学問を代表する
であろう。（H.A.Jäschke, A Tibetan-English Dictionary, 1985 (rep.of 1881) p.454）

 時も場所も異なる仏教を並べ立てて、牽強付会の考えを押し付けるつもりは、毛頭な
い。

 筆者には、lākṣaṇika (mtshan nyid pa)が、一貫した知性主義を謳う言葉のように思える。
アビダルマが主張したかったのは、知性主義であり、それが、チベットまで脈々と受
け継がれていたのではないだろうか？アビダルマ仏説論を論じる意味は、その辺りの
思想的経緯を明らかにすることであろう。それに関連し、注 8）の藤田論文から、重
要な記述を抜粋しておきたい。

 　　 「仏語の定義」に関するいくつかの資料には、その第三条件に見られる「法性」
の語を「正しい道理 yukti（正理）」という語に言い換えている例が見られる。…
仏語の価値がブッダの権威に求められるべきではなく、あくまでも受け手たる弟
子達がその内容を吟味することによって判断されるべきであることを仏陀をして
語らしめて」いうのであろう。（pp.42-45）

 ここで述べられる「正しい道理」こそ、筆者の言う「知性主義」である。
29） 『真実義』のチベット語訳は、悪訳である。以下のような報告がある。
 　　 十五世紀後半から十六世紀初頭の時期になって、これがやっといちおうチベット

語訳されるに至る。…現在伝えられているチベット語訳本は、…部分的に欠落の
あるサンスクリット本によりながら、しかもサンスクリットの理解に充分な自信
を抱きえないダルマパーラバドラ（Dharmapālabhadra一四四一―一五二八年）が
苦労しながらチベット語に移そうとして、成立したということが明らかである。
（江島恵教「スティラマティの『倶舎論』註とその周辺―三世実有説をめぐって
―」『仏教学』19, 1986、p.6）

 サンスクリット語原典の調査は始まったばかりである。状況については、『印仏』58-
2, 2010年のパネル発表報告において、箕浦暁雄氏がこう述べている。

 　　 ポタラ宮に所蔵されてきたスティラマティの『倶舎論実義疏』サンスクリット写
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本の解読研究が、小谷信千代を代表とする研究班によって開始された。当該写本
は悉曇文字で書かれ、書写年代は 9世紀を下らないと推測される。写本の欠落箇
所あるいは判読不可能な箇所はチベット語訳とよく一致する。…チベット語訳の
読みを修正するためにも、また〔衆賢作〕『順正理論』の記述を再評価するため
にも、この写本が重要な資料となることを紹介した（p.860,〔　)内筆者の補足〕

 また、より詳しい説明は、以下のように、松田和信氏が、行っている。
 　　 今回発見された『真実義』の全体は、3巻（つまり 3束）の写本に分けて書写さ

れていたと思われる。そのうち第 1巻（Ms.A）と大 3巻（Ms.C）は完全な形で
現存するが、中間の第 2巻（Ms.B）は丸ごと失われている。…あまりにも浩瀚な
注釈書であるため（ヤショーミトラ疏の約 2倍の長さがある）、解読はまだ第 1
章「界品」すら終えていないが、研究成果の一部については、小谷信千代、秋本
勝、福田琢、本庄良文、松田和信、箕浦暁雄［2009］、箕浦暁雄［2010］参照。
なお解読のための研究会は現在大谷大学において公開の形で行われている。（松
田和信「五蘊論スティラマティ疏に見られるアーラヤ識の存在論証」『インド論
理学研究　I　松本史朗教授還暦記念号』平成 22年、p.198の注 14）

30） チベット語訳テキストには、この直前に、意味不明の音写語句が挿入されている。
31） 『随相論』については、以下のような指摘がある。
 　　 本テクスト（Peking.5594, Tohoku.4093）は先の称友〔ヤショーミトラ〕疏と同様、

語義解釈を中心とした言わば正統的な『倶舎論』注である。…わが国では、この
テクストがおおむね安慧〔スティラマティ〕釈を忠実に踏襲していること、ただ
し安慧釈に欠けている第九破我品については称友の注釈によく一致していること
はすでに知られている（cf.櫻部建「破我品の研究」『大谷大学研究年報』12,1959）
ただし、安慧、称友の注釈との関係はまだ全面的に検討されているわけではない。
（福田琢「書評・紹介Marek Mejyor: Vasubandhu’s Abhidarmakośa and the Commentaries 
Preserved in the Tanjur」『仏教学セミナー』60, 1994、p.82、〔　〕内は筆者の補足）

 また、これを一歩進めた研究も提示されている。以下の如し。
 　　 われわれは『倶舎論』研究の新たな局面を切り開いていくことを決意した。チ

ベット訳のみに現存するために、これまで本格的に研究されることなく残されて
きた、満増〔プールナヴァルダナの倶舎論疏の解読研究にとりかかることとした
のである。かくして平成十一年の五月から満増疏の輪読会は始められて。…満増
の注釈が安慧〔スティラマティ〕に極めて近いことはよく知られている。船橋一
哉先生は満増疏と安慧疏は「世品」「業品」では九割近くまで文々句々の一致を
示すが、安慧や満増が称友疏を参照した形跡はないと考えてられていたようであ
る（櫻部建「破我品の研究」『大谷大学研究年報』第 12集、1959、31頁）。しかし、
実際には、ここに訳出した「世品」の満増疏の中には称友の注釈の言葉がかなり
の頻度で認めらる。満増は師事したとされる安慧の注釈のみならず、称友の注釈
をも参考にして自らの釈疏を造ったものと考えられる。本稿は、年代や系統の不
明確なこれら阿毘達磨論師たちの立場を解明するための、一つの手懸りともなる
であろう。（小谷信千代・本庄良文「『倶舎論　世品』本論・満蔵疏訳注（一）」
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『櫻部建博士喜寿記念論集　初期仏教からアビダルマへ』2002, p.117）
 しかし、これと見解を異にするものに、江島氏のものがある。氏は言う。
 　　 スティラマティの『真実義』（Tattvārthā）は別名が『雹雷光』と伝えられるよう

に、サンガバドラ〔＝衆賢〕の『順正理論』＝『倶舎雹論』を電光の如くに打ち
くだく意図をもったタイトル設定であろう。プールナヴァルダナはスティラマ
ティの弟子であると伝えられるが、それが正しいと仮定しても、決して師と同じ
ようにサンガバドラに批判的ではなく、むしろ好意的である。師とは袂を分かっ
ているとしか思われない。彼の『倶舎論』註釈のタイトル『随相論』（Lakṣaṇānusāriṇī）
はサンガバドラの『順正理論』（Nyāyānusāri-śāstra）に一脈通ずるところがあり、
また比較的サンガバドラに批判的でもあるヤショーミトラの註釈が、スティラマ
ティの『真実義』（Tattvārthā）とも連なりうる『明義論』（Sphuṭārthā）であるこ
とも、一顧に価するのではないか。（江島恵教「スティラマティの『倶舎論』註
とその周辺―三世実有説をめぐって―」『仏教学』19, 1986、pp.20-21、〔　〕内は
私の補足）

 加えて、以下のような見解もある。
 　　 結論から言えば、このバガヴァッドヴィシェーシャ説は安慧（および満増）の注

釈とおおむねよく対応し、場合によっては直接的な引用と見なせるほど逐語的に
一致する。ゆえにバガヴァッドヴィシェーシャとは個人名ではなく、称友が安慧
の解釈を引用するにあたって用いた呼称である、と筆者は考える。すなわち、称
友は、自らの注釈を造るうえで、直接の規範にはしなかったとはいえ、やはり安
慧の『実義疏』を具体的に参照していたのであり、あえてその所説に異論を唱え
る場合には、名指しの批判を避け「バガヴァッドヴィシェーシャ」なる一種の敬
称を用いた、というのが本稿における筆者の仮説である。（福田琢「Bhgavadviśeṣa」
『櫻部建博士喜寿記念論集　初期仏教からアビダルマへ』2002, p.38）

 ともかく、インド撰述『倶舎論』注の先後関係は、未だ不明なのである。従来の研究
成果をまとめたものとして、箕浦暁雄「『倶舎論』における蘊（skandha）の意味規定
―『倶舎論実義疏』・『倶舎注疏随相』研究小史―」『真宗教学研究』25, 2004, pp.92-
105（特に、p.104の注㉚）がある。

32） 原文は rdul dang mnyam pa zhig yod pa yin no。「塵（rdul）と同じくあるということで
ある」と訳したが、どの文献にもない表現なので、訳には確信がない。

33） スティラマティ注とプールナヴァルダナ注の親近性を指摘する前掲注 31）の諸研究
参照。

34） 『順正理論』のこの個所については、前掲注 19）の荻原・山口本 p.3の注 4に指摘
あり。サンガバドラの別著『顯宗論』p.813, b/29-p.814, a/20にも同文がある。

35） 赤沼智善氏は、「この翻譯は文學士大島金作
8 8 8 8

君が書き下し、私が一々文に當つて訂
正したので、私の翻譯といふに決してはゞかるところがあるのではなく、随つて過誤
は私の犯した過誤となつてゐるのである。過ぐる年からこの讀み惡い本論につかまつ
て苦心を重ねて來られた大島君の努力が無かつたなら、決してこの書は生まれなかつ
たであらうことを記して茲に大島君に感謝の意を表する」（p.4）と謝辞を付している。
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ネット検索しても、大島金作氏の行状はわからない。
36） 文献 Cヤショーミトラ注では、この経文は、因と縁との両立擁護のために引用され
ている。以下の如し。

 　　 〔『倶舎論』では〕、「これら諸因とは何か？そして、諸縁とは何か？」と言う。諸
因と諸縁との個々の区別（prativesesa, khyad par）は何か？何もないのであると述
べる。実際（hi）、世尊は、そのように説いた。「2つの因と 2つの縁は、正見を
生じるためである。2つとは如何なるものか？他人からの言葉（ghoṣa, sgra）そし
て、自分の内面で（adhyatmam, nang）、腹の底から考える（yoniśomanaskāra, tshul 
bzhin yid la byed pa,如理作意）ことである。」（前掲注 19）の荻原・山口本 p.1の
訳を参照した）

 　　 ka ime hetavaḥ ke ca pratyaya iti/hetunaṃ pratyaynaṃ ca kaḥ prativiśeṣah?na kascid ity 
āha/tathā hy uktam bhagavatā/－ ”dvau hetū dvau pratyayau samyagdṛṣṭer utpādāya/
katamau dvau?parataś ca ghoṣo ’dhyātmam ca yoniśomaskāra” iti

 　　（S: p.220, l.32-p.221, l.6, W: p.188, ll.13-16）
 　　 rgyu nams ni gang rkyen rnams ni gang zhes bya ba rgyu rnams dang rkyen rnams la khyad 

par ci zhig yod ce na/smras ba/cung zad kyang med de/’di ltar bcom ldan ’das kyis rgyu 
gnyis dang rkyen gnyis ni yang dag pa’i lta skyed par byed pa yin no//gnyis gang zhe na/
gzhan gyi sgra dang nang gi tshul bzhin yid la byed pa ’o//zhes gsungs so//（Cu, 194b/1-3）

 　　 大正新修大蔵経データベースで、「二因二縁」で検索すると、『増一阿含』に「爾
時世尊告諸比丘。有二因二緣起於正見。云何爲二。受法教化内思止観。」（大正、
No.125, p.578a/5-6）が見つかった。他に『中阿含』に「問曰。賢者狗綺羅。幾因
幾緣生正見。尊者大狗綺羅答曰。二因二緣而生正見。云何爲二。一者從他聞。二
者内自思惟。」（大正、No.26, p.790c/28-p.791a/2）があった。

なお文献 G, Hの能作因の経証にも注意。
37） 前掲注 23）参照。
38） 前掲注 27）参照。
39） この現代語訳にはミスも多いだろう。中でも、経と契経の違いは全く理解出来な
かったが、両者には明確な使い分けがあるような気がする。

40） 松濤康雄「Tattvārthāにおける異論師説（1）」『印仏』35-2, 1987, pp.918-914,衆賢の
名のチベット語表記に 2種あることについては、p.914の注 1（ネットで披見可能）。

41） 説一切有部の百科全書的『大毘婆沙論』は、漢訳でのみ全貌が知られる。しかも、
3種の異訳がある。大正新修大蔵経論文データベースで検索すると、そこだけでも大
量の論文があった。ネットで披見可能なもののうち、筆者が重要と感じたものを紹介
してみよう。まず、概略をつかむには、三友健容「『大毘婆沙論』成立の諸問題」『宗
教研究』83-4, 2010, pp.1466-1467が簡便でわかりやすかった。異訳のうち尸陀槃尼選・
僧伽跋澄訳『毗婆沙論』は、要約本として他 2訳に比し、利用頻度は低いようである。
これについては、古い論文で、舟橋一哉「尸陀槃尼毗婆沙論編纂の形式と其の支那傳
譯に就いて」『大谷学報』15-3, 1934, pp.146-168がある。そのサンスクリット原本に関
しては、榎本文雄「『婆沙論』の梵文写本断片」『印仏』42-1, 1993, pp.495-490がある。
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榎本氏は次のように述べて、『大毘婆沙論』の実態が不透明であることを示唆する。
 　　 この梵文断片は、新訳、旧訳、何れの『婆沙論』とも伝承を異にする第三の『婆

沙論』の一部であり、しかも、それらより初期の段階の『婆沙論』の可能性もあ
る。（p.490）

 また、『大毘婆沙論』を精力的に追及している、佐々木閑氏は、「「婆沙論」の構造分
析における留意点」『印仏』59-2, pp.911-903において、以下のようにユニークな分析
結果を示した。

 　　 1.「婆沙論」はカード方式に類似したデータ処理法によって制作された可能性が
高い。

 　　 2.婆沙 H〔玄奘訳『大毘婆沙論』〕には、婆沙 B〔浮陀跋摩等訳『阿毘曇毘婆沙論』
や婆沙 S〔尸陀槃尼選・僧伽跋澄訳『毗婆沙論』〕に比べて一層後代の、新たな編
集作業の影響が現れている。（p.904、〔　〕内筆者の補足、なお原文は太字）

 さらに、佐々木氏は、比較分析に基づき、大胆な提言をした。
 　　 「婆沙 B」や「婆沙 S」における記述の欠落が意図的なものである以上、それは有

部内部における見解の相違店を示している可能性が高い。そしてそこに大天説話
という、カシミール有部の歴史的権威性を主張する物語が含まれている点に、重
要な意味が隠されているように思う。（佐々木閑「「婆沙論」諸本の相互関係」
『印仏』56-1, 2007, p.344）

42） 木村博士は、始めに次のように、訳に当たっての厳密な姿勢を宣言する。
 　　 翻譯の文體は大體に於て漢文直譯體をとり、強ゐて此を滑らかなる邦文の體裁に

引直すことにつとめぬことにした。これ本論の如き一字一句も忽にすることの出
來ぬ文體を、強ゐて砕けた邦文に直すことにより動もすればその原意を失ふこと
を恐れたからである。併し成るべく通讀して意味の分るやうにと、時に原文の間
に何程かの語句を挿入して前後の聯絡を助けた所もある。而も此際はその挿入の
文字に限り横に線を引いて之を表示し、その部分を去れば原文のまゝにして置い
たつもりである。（p.2）

 このような態度を貫いているとすれば、筆者の現代語訳は、杜撰の極みであろう。
43） 前掲注 7）の本庄第 3論文、pp.180-181。
44） 願智については、櫻部建・小谷信千代・本庄良文『倶舎論の原典研究　智品・定
品』2004, pp.151-153参照。

45） 赤沼智慧善『印度仏教史固有名詞辞典』（昭和 61年、rep. p.574）によれば、正式に
は Sambhūta（サムブータ）と称するらしい。（Sāṇavāsiは Sāṇaの住人の義）とある。
「佛入滅後、阿難に依つて出家し、悟を得後、十事の非法起り、正法の樹立に苦心し、
偈（Thera G.291-294）を歌ふ。」と解説している。

46） 木村泰賢『国訳一切経、毗曇部七』p.448の補註（9）では、出典として、「雜阿含
二七三大正二、七二頁下。三○六　大正二、八七頁下「如是緣眼色生眼識。三事和合
觸。觸倶生受想思」」と指摘する。

47） 前掲注 46）の木村本 p.448の補註（10）では、出典として、「中阿含一一二　阿奴
波經大正一、六○一頁中「知此人成就善法、亦成就不善法。如來後時以他心智復觀此
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人心知此人滅善法性不善法。此人善法已滅不善法已生、餘有善法而不斷絶、從是善根
當復更生善。如是此人得淸淨法」（阿辱風經　大正一　八五四頁中、A.6-62 Vol.III 
p.404）」と指摘する。ローマ字表記は、原文を示すのだろうが筆者には不明。

48） 前掲注 46）の木村本 p.448の補註（11）では、出典として、「雜阿含七八七　大正
二　二○四頁上「謂邪見人、身業如所見、口業如所見、若思若欲若願若爲、彼皆随順、
一切得不愛可、不念不可意果」（A.10-104 Vol.V p.212）」と指摘する。ローマ字表記は、
原文を示すのだろうが筆者には不明。

49） 前掲注 46）の木村本の補註（12）では、出典として、「中阿含一八一　多界經　大
正一　七二四頁上～下（M.115 Bahudhātuka-s Vol.III p.66）参照」と指摘する。ローマ
字表記は、原文を示すのだろうが筆者には不明。

50） 前掲注 46）の木村本 p.449の補註（13）では、出典として、「中阿含二一一　大拘
稀羅經　大正一　七二四頁上～「二因二緣而生正見。云何爲二。一者從他聞、二者内
自思惟」（M.43 Mahāvedalla-s, Vol.I p.294）、增一阿含一五　一○　大正二、五七八頁
上」と指摘する。ローマ字表記は、原文を示すのだろうが筆者には不明。なお、前掲
注 36）の筆者の出典調査も参照。
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