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I.『成唯識論』における種子依（bījāśraya）をめぐる議論

『成唯識論』（*Vijñaptimātratāsiddhi, 新導本 4:14-28; La Vallée Poussin

『成唯識論』における種子の継時的因果説・ 
同時的因果説の問題について *

山部　能宜 著
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* 本稿は、大正大学で催されたシンポジウムThe Śrāvakabhūmi and Buddhist Manuscripts 
（声聞地と仏教写本）において 2016年 5月 28日に発表した内容に基づく英語論文
Yamabe [2017a]を前提とし、駒澤大学で開催された「スタンレー ･ワインスタイン
教授追悼国際シンポジウム－東アジア仏教研究のあけぼの－」において 2018年 12
月 16日に日本語で口頭発表した内容を、修正の上論文化したものである。また、
本稿と類似した内容の講演を、2018年 3月 17日に SOAS Buddhist Forumにおい
て “Successive Causality and Simultaneous Causality in the Yogācāra Theory of Bīja” 
という題目で行っており、この講演（英文）は https://www.youtube.com/watch?v= 
fwoAOBBpDX4で視聴可能である。

 　なお、本稿は元来 1990年にイェール大学の講義レポートとして執筆した “On the 
Controversy over the Problem of Simultaneous Causality and Successive Causality”
（未公刊）に端を発するものである。本レポートは、筆者がイェール大学に留学して
最初にワインスタイン教授に提出したレポートであって、個人的に思い出深いもの
であり、ワインスタイン教授を偲ぶ本論集の趣旨にも合致するかと思われたので、
今回日本語版を発表させて頂くこととした。上記講義レポート執筆段階で、関係す
る先行研究として富貴原 [1936a], [1936b], 渡邊［1990］等が参照可能であったが、仏
教一般における同時的因果関係と継時的因果関係の問題は上記以外にも多くの研究
者によって論じられている。本稿の議論と直接関係する近年の成果としては、近藤
伸介氏による研究があり（近藤 [2014], [2016]）、その結論も筆者と基本的に同方向の
ものである。ただし、近藤氏と筆者の議論が完全に一致する訳ではなく、検討した
資料も全同ではない（とりわけ、氏は『成唯識論』における種子依の議論には直接
言及されていないようである）。したがって、重複はあるものの、近藤氏と筆者の議
論は相互に補完し合うものであり、本稿を改めて公刊することは無意味ではないと
考える。本稿では近藤氏の論点の全てを検討することはできないが、氏の研究は有
益なものであり、筆者の議論と比較しつつ検討されたい。

 　なお、今回の論文執筆の下準備として、Yamabe [2017a]の和訳を早稲田大学大学
院・藤本庸裕氏に準備して頂いた。同氏の協力に感謝したい。本縞は、JSPS科研費
（17K02218）の補助を受けたものである。
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［1928: 229-49]）によれば、識には三種の所依、即ち因縁依（＝種子依）・
増上縁依（＝倶有依）・等無間縁依（＝開導依）があるというが、そのう
ち最初の因縁依、即ち種子依に関して、同論には二通りの解釈が伝えられ
ている（新導本 4:14-15; La Vallée Poussin［1928: 229-30］）1。第一の解釈は
以下の通りである 2。

§1  初種子依有作是説。要種滅已現果方生。無種已生。集論説故。
種與芽等不倶有故。

最初の種子依（bījāśraya）に関して、ある者たちは次のように
主張する。すなわち、種が滅して初めて現果 3が生じる。何故な
ら、「種子無くして生じたもの」（abījotpanna）と『阿毘達磨集論』
（Abhidharmasamuccaya）に説かれているからである。また、種と芽
等は同時に存在しないからである。

第二の解釈は以下の通りである。

§2.1 有義彼説爲證不成。彼依引生後種説故。種生芽等非勝義故。
種滅芽生非極成故。焔炷同時互爲因故。

他の者たちは次のように主張する。彼らが説くことは論証とならな
い。何故なら、［彼らの引用する］そ［の『阿毘達磨集論』の文］は、
後続する種子を生ずることに関するものだからである。また、種が
芽等を生じることは勝義ではなく、種が滅して［から］芽が生じる
ということが一般に承認されている訳でもなく、火と灯芯は同時に
［存在しつつ］互いに原因となるからである。

§2.2 然種自類因果不倶。種現相生決定倶有。

1 富貴原 [1936a], [1936b]; 渡邊 [1990]参照。
2 節番号は筆者による。下線部筆者（以下同様）。
3 「現果」の意味については後に検討する。
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そして［時間的に前後する］同類の種子［間］の因果関係は同時的
なものではない。しかし、［潜在的な］種子と［顕在的な］現行が
互いを生ずるとき、それらは必ず同時存在している。

§2.3 故瑜伽説。無常法與他性爲因。亦與後念自性爲因。是因縁義。
自性言顯種子自類前爲後因。他性言顯種與現行互爲因義。

従って、『瑜伽師地論』では次のように説かれる。「無常の法は他の
法（他性、parabhāva）の原因となり、また後の瞬間の同類の法（自
性、svabhāva）の原因となる」と 3b。これが「因縁」（hetupratyaya）
の意味である。［ここで、］「同類の法」とは、先の種子が後の種子
の原因となることを表している。「他の法」とは、種子と［これに
対応する］現行法が相互に原因となることを示している。

§2.4 攝大乘論亦作是説。藏識染法互爲因縁。猶如束蘆倶時而有。
又説種子與果必倶。

また『摂大乗論』（Mahāyānasaṃgraha）では次のように説かれる。
「アーラヤ識と雑染諸法とは相互に因縁（＝生起因）となる。それ
らは蘆の束［が支え合って立っている］のように同時に存在する」と。
また［同論には］、「種子とその果とは常に同時に存在する」とも説
かれている。

§2.5 故種子依定非前後。設有處説種果前後應知皆是隨轉理門。

それ故に、種子依は必ず［その果に対して時間的に］前後しないの
である。もし、どこか［の仏典］に種子とその果とは継時的である
と説かれているならば、それらは全て方便の教えと知るべきであ
る 4。

43b 本稿第 VI節で引用する原文によれば、「後念」にあたるサンスクリットは uttarasya
であり、「念」にあたる言葉はない。玄奘訳もそこでは「後」である。

4 Cf. 宇野 [1987, (103)]。



『成唯識論』における種子の継時的因果説・同時的因果説の問題について

－ 352－

§2.6 如是八識及諸心所定各別有種子所依。

このように、八識とその諸の心所には、必ずそれぞれの種子依があ
るのである。

第一の立場（難陀 [Nanda]、勝子 [Jinaputra] 等に帰せられる）によると、
種子とその果とは、種子と芽の場合と同様、同時には存在し得ない。果が
生起するとき、その因（種子）は既に滅しているのである。前述の通り、
ここで「現果」の解釈には問題があるが、ともあれ文脈上この説が継時的
因果説を説くものであることは確実であるため、その内容を暫定的に以下
のように図示することができるであろう。

図 1

第二の立場（護法 [Dharmapāla] 等に帰せられる）5では、刹那滅である
種子の継時的因果関係はもちろん異時であるが、種子とそれに対応する現
行法とは、火と灯芯の場合のように、同時に存在しうるという。この説は、
以下のように図示しうるであろう。

図 2

以下、第一の立場を「継時的因果説」（異時因果説）、第二の立場を「同

5 以上の論者の同定は、『成唯識論述記』T 43:379c28, 380a16 [No. 1830]の指示による。

過去 現在

因（種子） 果（芽）

過去 現在 未来

 現行法

種子 種子 種子
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時的因果説」（同時因果説）と呼ぶことにする。筆者は以前、『成唯識論』
にみられるいくつかの論争の背景を『瑜伽師地論』に辿ることを試みたこ
とがあるが 6、種子の同時因果・異時因果の論争に関しても、同様にその背
景を初期瑜伽行派文献のなかに辿ることができるのではないかと考えてい
る。以下具体的に検討してみたい。

II. 議論の前提：『瑜伽師地論』「本地分」における識の拠り所

『成唯識論』に見られる識の拠り所をめぐる議論のそもそもの淵源は、『瑜
伽師地論』（Yogācārabhūmi）にある。同論「本地分」中の「五識身相応地」
（Pañcavijñānakāyasaṃprayuktā bhūmiḥ）によれば、前五識にはそれぞれ三
種の拠り所があるという。ここでは眼識に関する記述を引用する。

cakṣurvijñānasyāśrayaḥ katamaḥ | cakṣuḥ sahabhūr āśrayaḥ | manaḥ 

samanantara āśrayaḥ | sarvabījakam āśrayopādātṛ vipākasaṃgṛhītam 

ālayavijñānaṃ bījāśrayaḥ | 

(Bhattacharya ed., 4.6-7; Schmithausen [1987]2007, §6.1.1)

眼識の拠り所とはいかなるものか。同時存在する拠り所（sahabhūr 

āśrayaḥ, 倶有依）は、眼［根］である。直前の拠り所（samanantara  

āśrayaḥ, 等無間依）は、意（manas）である。種子という拠り所（bījāśrayaḥ,  

種子依）は、一切の種子を保ち、身体を維持し、異熟に包摂される
アーラヤ識（ālayavijñāna）である。

意識については、同じ「本地分」中の「意地」（Manobhūmi）で、次の
二種が拠り所とされている。

āśrayaḥ katamaḥ | samanantarāśrayo manaḥ | bījāśrayaḥ pūrvavad 

eva7 sarvabījakam ālayavijñānaṃ || (Yogācārabhūmi, Bhattacharya ed. 

6 山部 [1987], [1989], 渡邊他 [1990] 参照。
7 底本ではここにダンダがある。
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p. 11.9-10)

［意識の］拠り所は何か。直前の拠り所（等無間依）は意である。
種子という拠り所（種子依）は、先［の前五識の場合］と全く同様
に、一切の種子を保つアーラヤ識である 8。

III. 継時的因果論の典拠

それでは、以下『成唯識論』の継時的因果論・同時的因果論それぞれ
に関係する諸文献の記述を具体的にみていきたい。まず継時的因果論が
直接の典拠として引用する「無種已生」という表現は、『阿毘達磨集論』
（Abhidharmasamuccaya [AS]）の「生起したもの」（utpanna)のリストの以
下の箇所に現われるものである。

sabījōtpannam, abījōtpannaṃ (AS §31A; 瑜伽行思想研究会 ed.,  

p. 166)

有種已生。無種已生。（『阿毘達磨集論』T 31:668b28-29 [No. 1605]）

種子を伴って生じたもの。種子無くして生じたもの。

『阿毘達磨雜集論』Abhidharmasamuccayabhāṣya（ASBh）は以上の二項目
を次のように解釈する。

(xii) sabījotpannam arhataś caramān skandhān varjayitvā
(xiii) abījotpannaṃ caramāḥ skandhāḥ (ASBh §31A[1], ibid., p. 169)

有種已生者。謂除阿羅漢最後蘊。
無種已生者。謂最後蘊。（『阿毘達磨雜集論』T 31:707c23-24 [No. 

1606]）

8 これらの種子依の定義の理解については、松本 [2004, 366-69, 414-16, 484, n. 267], 
Schmithausen [2014, 306-9] に議論がある。筆者としては、シュミットハウゼン教授
の理解に従いたい。
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(xii) 「種子を伴って生じたもの」とは、阿羅漢（arhat）の最後の［瞬
間の］諸蘊を除いた［諸法］である。
(xiii) 「種子無くして生じたもの」とは、［阿羅漢の］最後の［瞬間の］
諸蘊である。

この『雑集論』の一節の意味するところは、以下のようなことであろう。
存命中最後の瞬間にある阿羅漢にとって次の瞬間は存在しないから、その
阿羅漢の最後の瞬間の五蘊が、後続の五蘊を引き起こすことはない。言い
換えるならば、最後の瞬間の五蘊は、後の五蘊の原因（種子）として機能
しない。「種子無くして生じたもの」（あるいは、「種子を伴わずして生じ
たもの」）というのは、『雑集論』の解釈によれば、そのようなことを意味
しているということになろう。
先に引いた『成唯識論』の一節は、この『集論』の一節「無種已生」を
踏まえて「要種滅已現果方生」と述べていたわけであるが、既に触れた通
り、ここで『成唯識論』がいう「現果」の解釈は些か難しい。というのも、
この文脈での「現」は両義的であり、「現在」および「現行」（即ち「顕在
化した法」）の双方を意味し得るように思われるからである。註釈書『成
唯識論述記』はこの一節を以下のように解釈している。

此時種入過去。過去是無。當果不生。現種已滅唯有現行蘊在。名無
種已生。（T 43:380a2-3 [No. 1830]）

その時、種は過去［の領域］に入っている。過去は無であり、未来
の果が生じることはなく、現［在］の種は既に滅していて、ただ現
行の諸蘊（skandha）のみが存在する。そのため、「種子無くして
生じた」というのである

ここで、「現種」は明らかに「現在の種子」を指しているが、一方で「現
行蘊」は言うまでもなく「顕在化した諸蘊」を意味している。この『述記』
の解釈に従うならば、『成唯識論』の「現果」についても、「現種」に準じ
て「現在の果」と読むか、「現行蘊」に準じて「顕在化した果」と読むか、
両方の解釈が可能であろう。ルイ・ドゥ・ラ・ヴァレ・プサン（Louis de 

La Vallée Poussin [1928, 229]）は現果について “le fruit actuel” 「現在の果」
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というフランス語訳を当てていて、『成唯識論』自体の文脈ではこの解釈
は可能であるように思われるが、『述記』の解釈も考慮に入れるならば、「現
果」はむしろ「現在」「現行」の両方を含意している可能性も考えられよう。
従って『述記』の示すモデルは、以下のように図示できるであろうか。現
在の種子は『成唯識論』自体には言及されていないが、『述記』の説明に
従えば、『成唯識論』の継時的因果説の構造は図３のようなことになると
思われる。

図 3

ただし、この『成唯識論』および『述記』の解釈が『集論』（少なくと
もその『雑集論』による解釈 9）の趣旨を正確に反映したものであるかどう
かについては疑問の余地がある。ここで『成唯識論』が「無種已生」と言っ
ているのは「要種滅已現果方生」という主張の典拠としてであるから、第
一義的に問題になっているのは過去の種子と現在（現行）の果との関係の
筈である。その場合、『成唯識論』の継時的因果説によれば、前刹那の種
子が滅していることは、阿羅漢の生涯最後の瞬間であっても、それ以外の
時であっても同断であろうから、阿羅漢の最後の瞬間以外の法のことを『集
論』ないし『雑集論』が言うように「有種已生」とすることは出来ない筈
である。むしろ『雑集論』の本来の趣旨は、過去の種子と現在の五蘊の関
係ではなく、現在の五蘊に、後続の蘊を生み出す能力があるかどうかにポ
イントがあったと思われる。その点に関しては、「現種」を導入する『述記』
の説明は必ずしも的外れのものではない。ただし「現行蘊」（顕在化した
諸運）という表現が示す通り、『述記』は明らかに潜在的な種子と顕在化
した諸蘊とを区別しているが、『雜集論』自体には潜在的な諸の種子と顕

9 『集論』自体の記述はあまりにも簡潔であるので、ここでは実質的には『雑集論』の
解釈に依らざるを得ない。

過去 現在

 現行

種子 種子
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在化した諸蘊とを区別する意図はなく、むしろ単に五蘊自体の時間的継起
のことが念頭にあったのではないかと思われる。一般に蘊には後時に同じ
蘊を再生産する能力があるのだと思われ、そのことを「種子」と言ってい
るのであろうが、阿羅漢の最後の瞬間の蘊にはそのような再生産の能力は
既に失われているので、蘊はもはや種子として機能しないということであ
ろう。仮に色蘊の場合について示すならば、以下のように図示できようか。

図 4

この点については、他の資料の検討も踏まえた上でさらに検討してみた
い。

IV. 継時的因果論と同時的因果論に関する初期の議論

同時的因果関係があり得るか否かについての早い時期の議論の例とし
て、『成実論』（*Tattvasiddhi）の以下の箇所が挙げられる。

又以何義故。從堅等生色等。不從色等生堅等耶。又堅等色等共倶生
故。云何言因堅等有色等。不因色等有堅等。又一時生法。則無相因。
如二角倶生。不得言左右相因。
問曰。如燈明雖一時生。亦説明因於燈。非燈因明。是事亦爾。
答曰。燈與明不異。燈以二法合成。一色。二觸。色即是明故。不得
異燈。汝不諦思此喩。（『成実論』T 32:262b20-28 [No. 1646]）

どのような理由により、堅（地）等（の四大種）からは色等が生じて、
色等からは堅等（の四大種）が生じないのか。また、堅等と色等は
同時に生起するのだから、どうして堅等によって色等が存在するの
に、色等によって堅等が存在するとは言えないのか。さらに、同時
に生起する諸法は相互に原因となるこができない。例えば、二つの
角が同時に生起するとき、左右の角が相互に原因となるとは言えな

  最後の瞬間 無余依涅槃
色蘊 色蘊 色蘊 X

（= 種子） （= 種子） （≠種子）
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いようなものである。
【問】灯と光は同時に生起するけれども、灯は光の原因となってい
ると言えるが、光が灯の原因になっているとは言えない。こ［の色
と堅等］の関係も同様［に理解すべきである］。
【答】灯と光は別のものではない［故に、その両者の間に因果関係
はない］。灯は二つの法、すなわち色（*rūpa）と触（*spraṣṭavya）
から成っている。色は光そのものであるから、灯と区別することは
できない。汝はこの喩例を明瞭に思惟していないのである 10。

問曰。更有一時生法亦爲因果。如有對中識以眼色爲因縁。非眼色以
識爲因縁。
答曰。不然。眼識以前心爲因。眼色爲縁。因心先滅。云何倶生。
……。
又現見世間物。從似因生。如從稻生稻。從麥生麥。如是從地生地。
不生水等。如是從色生色。如是等。（『成実論』T 32:262c2-11）

【問】［先に言及した事例に加えて］さらに、同時に生起しながら因
果関係を構成する諸法がある。例えば、［対象に］抵触されている
ときの 11識は、眼［根］と色を因縁と［して生起］するが、眼［根］
と色は識を因縁と［して生起］することはない。
【答】そうではない。眼識は［直］前の心を因とし、眼［根］と色
を縁と［して生起］する。因となる心は先に滅するのだから、どう
して［原因と結果が］同時に生起することがあろうか。……。
また、現に経験する世間の物は、類似した原因から生じている。例
えば、稲は稲より生じ、麦は麦より生じるように。同様に、地は地
より生じるが、水等は［地から］生じない。同じく、色は色より生
じる云々と 12。

10 Katsura [1974, 107-8]に英訳がある。
11 これは恐らく ālambanapratighāta（認識対象における抵触）を指しているのであろう
（Abhidharma-kośabhāṣya, Pradhan ed. p. 19, 14-15）。この点は藤本庸裕氏の指摘による
ものである。記して謝意を表したい。

12 Cf. Katsura [1974, 108].
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心的要素（caitta）の存在を否定する次の一節も参照されたい。

無相應法。所以者何。無心數法故心與誰相應。又受等諸相不得同時。
又因果不倶。識是想等法因。此法不應一時倶有。故無相應。又佛説。
甚深因縁法中是事生。故是事得生。又如穀子牙莖枝葉花實等現見因
果相次故有。識等亦應次第而生。（『成実論』T 32:276b5-10）

［心と］相応する法はない。理由は何か。心所法は存在しないのだ
から、心は何と相応するのか。また、感受等（*vedanā）の［心的］
諸相は同時に存在することはない。さらに、原因と結果とは同時に
は存在しない。識は想（*saṃjñā）等の原因であるから、これら［の
諸法］が同時に存在するはずがない 13。したがって、［心と心所法とが］
相応することはないのである。また、仏は次のように説いている。「こ
れは奥深い因果関係の法において生起するのである」と。故に、そ
れは生起することができるのである。また、穀（種）・芽・茎・枝・
葉・花・果実等の現に経験する因果［的存在］は継時的に存在する
ように、識等もまた継時的に生起しなくてはならない 14。

灯と灯心または光（同時的因果関係を示す）、種と芽（継時的因果関係
を示す）という喩例が『成唯識論』と『成実論』の両論書に見られること
を考慮すれば 15、上引の『成実論』の一節が『成唯識論』における論争の背
景の一つとなっている可能性は高いであろう。ここで『成実論』は、同時
に存在する諸要素の間に因果関係を認めていない。この議論によれば、眼
識の原因（因）は時間的に先行する心であり、同時に存在する眼（cakṣu）
と色（rūpa）とは単なる条件（縁）に過ぎないのである。この関係は、以
下のように図示できるであろう。

13 加藤 [1989, 313; 314, n. 9] 参照。
14 Cf. Katsura [1974, 139].
15 このような喩例は『倶舎論』にも見られる（Abhidharmakośabhāṣya, Pradhan ed.,  

p. 84; T29:30c-31a）。渡邊 [1990, 38-44] 参照。
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図 5

V.『瑜伽師地論』古層における種子モデル :　異時因果

同様の見解、すなわち直接的な原因はその結果に先行するが、間接的
な条件は結果と同時に存在するという見解は、『瑜伽師地論』「本地分」の
Savitarkasavicārādibhūmi（SavBh, 「有尋有伺等三地」）16にも見られる。

kiṃpūrvā kiṃ17 pratiṣṭhāya kiṃ saṅgamya kasya dharmasyotpattir 

bhavati | svabījapūrvā bījāśrayaṃ sthāpayitvā tadanyam āśrayaṃ 

rūpiṇam18 arūpiṇaṃ vā karma ca pratiṣṭhāya sahāyam ālambanaṃ 

ca saṅgamya kāmapratisaṃyuktānāṃ rūpapratisaṃyuktānāṃ 

ārūpyapratisaṃyuktānām apratisaṃyuktānām utpattir19 bhavati | tac 

ca yathāyogaṃ || (Yogācārabhūmi Bhattacharya ed., p. 105. 6-10)20

問。以誰爲先、誰爲建立、誰和合故、何法生耶。
答。自種子爲先、除種子依所餘若有色若無色依及業爲建立、助伴所
縁爲和合故、隨其所應、欲繋色繋無色繋及不繋諸法生。（『瑜伽師地

16 正式名称は Savitarkā savicārā Avitarkā vicāramātrā Avitarkāvicārā bhūmiḥである。
17 底本には kiとあるが、これは明らかに誤植である。
18 底本には pratirūpiṇamとあるが、Tib.では gzugs can (Pek. Dzi 62b8-63a1)、Ch.では「若
有色」となっている。

19 底本 utpāditā。問いの形式と、これ以降の問答における答えの形式に準じて、utpattir 
と訂正して読む。

20 Tib. Pek. Dzi 62b8-63a2に対応。

過去 現在

 心 眼識
 （因）

  眼根・色
  （縁）　
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論』T 30:301a7-11 [No. 1579]）21

【問】何に先行され、何を拠り所とし、何と一緒になって、如何な
る法が生起するのか。
【答】自らの種子に先行され、種子依を除いた、それ以外の物質的［な
拠り所］あるいは非物質的な拠り所、および業を拠り所とし、随伴
する［諸法］（＝心所）および認識対象（所縁）と一緒になって、欲［界］
繋［の諸法］、色［界］繋［の諸法］、無色［界］繋［の諸法］、不
繋の［諸法］がそれぞれ生起する。（サンスクリット語より訳出）

ここで注意すべきが svabījapūrvaという表現の意味である。上の訳文に
示したように、-pūrvaはその字義通り「～に先行される」という意で理解
すべきであろう。そうすると、ここでの構造は以下のように図示されよう。

図 6

この図に関しては、『成実論』とは異なり『瑜伽師地論』が心所の存在
を承認していることを除けば、上に見た『成実論』の構造と類似したもの
と考えて良いであろう 22。さらに、唯識文献（特に初期のもの）において、

21 『顕揚聖教論』T31:570b5-8 (No. 1602)にも対応箇所がある。
22 「物質的な拠り所」は主として『成果論』の言う眼（等の根）を指すであろうし、「所縁」
は『成果論』の「色」に対応する。また『成実論』において因とされる先行の心は、
『瑜伽師地論』の所引箇所における種子と類似した機能を果たすものと考えてよいで

過去 　現在
   
 随伴する諸法（＝心所）
 所縁

自種子 　 法
 

 物質的・非物質的な拠り所
 業
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種子は界（dhātu）としばしば等置されていることにも留意する必要がある。
例えば、『瑜伽師地論』「本地分」のManobhūmi（「意地」）における以下の
リストを参照されたい 23。

b ījaparyāyāḥ punar dhātur gotraṃ prakṛtir hetuḥ satkāyaḥ 

prapañca ālaya upādānaṃ duḥkhaṃ satkāyadṛṣṭyadhiṣṭḥānam 

asmimānādhiṣṭḥānaṃ cety evambhāgīyāḥ paryāyāḥ veditavyāḥ | 

(Yogācārabhūmi, Bhattacharya ed., 26.18-19)

次に、種子（bīja）の類義語として、「要素・因」（dhātu, 界）、「種性」 
（gotra）、「根源」（prakṛti）、「原因」（hetu）、「自己存在」（satkāya）、
「世俗的存在」（prapañca）、「執着されるもの」（ālaya24）、「把持
されるもの」（upādāna）、「苦」（duḥkha）、「自我を認める見解
の基盤」（satkāyadṛṣṭyadhiṣṭḥāna）、そして「自我意識の基盤」
（asmimānādhiṣṭḥāna）という、以上のような語が［種子の類義語と
して］理解されるべきである 25。

したがって、界の因果関係のモデルは種子にも適用することができる。
初期の界のモデルは、次の『瑜伽師地論』「摂事分」（Vastusaṃgrahaṇī）の
§III.7.1に簡潔に示されている 26。

mdor bsdu na khams ni gnyis yod de | rang bzhin gyis gnas pa dang | 

goms pas yongs su brtas27 pa’o | de la rang bzhin gyis gnas pa ni ji ltar 

khams bco brgyad po ’di dag so sor nges par rgyud la yod pa’i sa bon 

no || (Yogācārabhūmi, Pek. ’i 330a3-4; D. Zi 288b1-2)

あろう。
23 山部 [1989: 46], Yamabe [1990, (13)] 参照。
24 この文脈では、五蘊を指すであろう。
25 訳出に当たり、Schmithausen［（1987）2007］§3.11.4.2及び§3.11.2における議論
を参照した。

26 節番号については向井［1985, 36］に従った。
27 Pek. rtas.
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當知諸界略有二種。一住自性界、二習増長界。住自性界者、謂、
十八界墮自相續、各各決定差別種子。（『瑜伽師地論』T 30:846c18-

20）

*samāsato dhātuḥ dvividhaḥ | prakṛtisthaś cābhyāsaparipuṣṭaś ca | 

tatra prakṛtisthodhātur yathaite ’ṣṭādaśādhātavaḥ svasantānapatitāni  

pratiniyatāni bījāni |28

まとめると、界は二種、すなわち、一つは住自性界（自ずから存在
する要素）29、二つは習増長界（修習によって育成された要素）である。
そ［の二つの界］の中、住自性界とは十八の要素（十八界）であり、
それぞれの独自の相続に属している種子である 30。

筆者の理解によれば、上文の趣旨は以下のようになる。すなわち、十八
界はそれぞれ独自の相続に属し、同種の要素を生み出している。さて、「摂
事分」ではアーラヤ識説が前提とされていないから、同種の要素（dhātu）
が潜在的なものと顕在化したものに分析されて、別々の領域に同時に存在
することはあり得ない。アーラヤ識説導入後の完成された種子の理論（以
下を参照）では、同じ瞬間に潜在的な種子から顕在化した法が生じるとさ
れる。しかしながら、このモデルは「摂事分」には適用できない。「摂事分」
において種子と界は等置されている。その場合、一つの界が後に同種の界
を生じるという解釈が、唯一可能なものとなろう。このように、初期の界
の理論は継時的因果論を前提としている。

以上の継時的因果関係は、『瑜伽師地論』「摂決択分」（Viniścayasaṃgrahaṇī）

28 この箇所はチベット語と漢訳でしか参照できないが、仮に想定した梵文も提示した。
この想定については山部［1987, 26-28］参照。ただし、そこでは *dhātavaḥ samāsato 
dvidhāḥ | prakṛtisthāś cābhyāsaparipuṣṭāś ca | tatra prakṛtisthā dhātavo yathaite 
’ṣṭādaśadhātavaḥ svasaṃtānapatitāni pratiniyatāni bījāni |と想定していたが、『瑜伽師
地論』における一般的用法に鑑み、松本 [2004, 87]におけるご提案に従って、前半部
分は単数表現に改めた。その他細かな点で表現を改めたところがある。

29 この言葉の解釈についての筆者の最近の見解については、Yamabe [2017b, 15ff.]を参
照されたい .

30 Yamabe [1997, 196]に拙英訳がある。
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中の「五識身相応地」（Pañcavijñānakāyasaṃprayuktā bhūmiḥ）および「意地」
（Manobhūmiḥ）（以下「五識身相応地意地決択」, PMBhVin）において、よ
り明確に表されている。31

de la sa bon gang zhe na |32 sa bon ni ’du byed rnams las logs shig na 

rdzas gzhan med de | ’du byed de ltar gyur pa dang | de ltar byung ba 

dang | de ltar gnas pa de dag nyid la sa bon zhes bya bar zad de | ’bras 

bu zhes kyang bya’o || ’di la ’bras bu dang sa bon ’dres par yang mi 

lta ste | de ci’i phyir zhe na | ’du byed ’das pa33 rnams las brtsams pa 

de ni ’bras bu zhes bya la | ’du byed ma ’ongs pa rnams las brtsams 

pa de ni sa bon34 zhes bya ste | de ltar na sa bon gang las brtsams pa 

’bras bu ni de las brtsams pa ma yin la35 | ’bras bu gang las brtsams 

ba sa bon yang de las brtsams pa36 ma yin pa’i phyir te | de’i phyir sa 

bon dang ’bras bu ’dres par mi blta’o || (Yogācārabhūmi, Pek. Zi 29b1-

4; D. Zhi 26b5-7)

復次種子云何。非析諸行別有實物名爲種子。亦非餘處。然即諸行。
如是種性。如是等生。如是安布。名爲種子亦名爲果。當知此中果與
種子不相雜亂。何以故。若望過去諸行即此名果。若望未來諸行即此
名種子。如是若時望彼名爲種子。非於爾時即名爲果。若時望彼名果。
非於爾時即名種子。是故當知種子與果不相雜亂。（玄奘訳『瑜伽師
地論』T 30:588c10-17）

何者種子。離諸行法無別種子。以此行法如是起生如是進入。是名種
子亦名爲果。子果別異不可雜觀。何故不雜。依現在果知過去因。依
現在因知未來果。以此因亦名爲果。因果不雜。（真諦訳『決定藏論』
T 30:1025b26-c1 [No. 1584]）

31 Yamabe［1990, (14)］参照。
32 Pek. adds sa la.
33 D. adds dang ma ’ong pa.
34 D. adds kho na.
35 Pek. om. la.
36 D. adds de.
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では、種子とは何か。諸行（saṃskāra）とは別の実物（rdzas gzhan,  

別有實物、別種子、*dravyāntara）が「種子」と呼ばれるのではない。
ある状態で存在し（de ltar gyur pa, 如是種性、*tathābhūta）37、生起
し（de ltar byung ba, 如是等生、如是起生、*tathāsamutthita）、安住
している（de ltar gnas pa, 如是安布、如是進入、*tathāsaṃniviṣṭa）
諸行が「種子」と呼ばれ、また「果」とも呼ばれるのである。ここで、
種子と果との混同は見られない。それは何故か。過去の諸行との関
係では「果」と呼び、未来の諸行との関係では「種子」と呼ぶから
である。このように、ある物との関係で「種子」と呼ぶとき、同じ
物との関係で「果」とは呼ばない。ある物との関係で「果」と呼ぶ
とき、同じ物との関係で「種子」とは呼ばないのである。（チベッ
ト語訳からの訳出。但し上記の通り漢訳も参照した）

上記の説明によると、因果関係は saṃskāraの時間的順序の中に見出さ
れる。時間的に先行する saṃskāraが後の saṃskāraを生み出すとき、前者
が種子、後者が果とされる。この場合にも、種子は、顕在的な法と区別さ
れる潜在的な要素を指してはいない。このように、「摂事分」における界に
基づいたモデルと「五識身相応地意地決択」における saṃskāraに基づい
たモデルとは、同様の継時的因果関係のモデルを共有しているのである 38。
界の因果的機能に関して、「五識身相応地意地決択」の「界事善巧」

（*Dhātuvastukauśalya）を説く以下の一節もまた注目すべきである 39。

mig yin la mig gi khams ma yin pa ni dgra bcom pa tha ma’i mig gang 

yin pa ste mu tang pa’o || (Yogācārabhūmi, Pek. Zi 81b5-6; D. Zhi 78a4)

或有眼非眼界。謂、阿羅漢最後眼。是名初句。（『瑜伽師地論』 
T 30:609b20-21） 

37 玄奘訳の「種」は訳者による補いであろう。その場合玄奘の念頭にあったのは種［子］
性であったはずであり、ここで「種性」が gotraを指しているとは考えられない。真
諦訳には対応する要素がない。

38 渡邊［1990, 47］参照。
39 『成唯識論述記』T 43:380a5-6において、継時的因果説を補強するために引用されて
いる。
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眼［根］ではあるが眼界でないもの、それは阿羅漢の最後［の瞬間］
の眼である。これは［四句の］初句である。

阿羅漢が次の瞬間に涅槃に入るとき、最後の瞬間の阿羅漢の眼が後続の
眼を生じることはない。故に、最後の瞬間の眼は界とは呼ばれない。した
がって、界は後続する同種の要素を生じるという意味で、原因（すなわち
種子）なのだと考えられる。恐らく、先の『成唯識論』に引用された『阿
毘達磨集論』の一節の趣旨も同様であろう。初期の瑜伽行派における界／
種子のモデルは明らかに継時的因果論を前提としており、それは以下のよ
うに図示することができよう 40。

40 この図は、十八界全てが常に共に生起することを意味しているわけではない。これ
まで見てきた議論からもうかがえる通り、界の生起にあたっては、界（因）以外の
条件（縁）が必要であろうから、条件が具わらない界は生起しないということにな
ろう。恐らくこのような「界」の議論においては、諸界の継起のプロセスが細部に
至るまで厳密に考察されていた訳ではないのであろうが、論理的に考えて、個々の
界の継起については中断することも当然あり得る筈だから、中断前の界が中断後の
同じ界の因となるということも、ありうると考えられていた可能性もあろう。また、
例えば『瑜伽師地論』「摂事分」（Pek. ’i 222a1-2; T30:802b9-10 [No. 1579]）には、アー
ラヤ識説を前提としていない箇所であるにも関わらず煩悩の潜在態である隨眠を種
子と呼ぶ例が確認できるので、アーラヤ識説導入以前に諸法を顕在的なものと潜在
的なものに別ける発想がなかったということはできない。但しその場合でも、同一
の法の顕在態と潜在態が同時存在することはあり得ず、両者の関係は継時的と考え
られていたであろう。そうすると、ある法が現実には機能していないときでも、潜
在的なものとしては継起しているという理解もあり得たかも知れない。これらの点
に関しては、Takatsukasa 2016の議論等も考慮に入れて、別の機会に改めて詳しく
検討したいと考えている。
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図 7

VI. 同時的因果論の第一類型

種子の文脈において、同時的因果論には二つの類型があるようである。
第一の類型によれば、（これまで見てきたモデルのように）生起因はその
結果に先行するが、補助的条件は結果と同時に存在し得る。第二の類型に
よれば、種子とその結果は同時に存在するが、種子それ自体の相続は（当
然ながら）継時的である。
「五識身相応地意地決択」の次の一節は明らかに第一の類型を示してい
る 41。

mig dang mig gi rnam par shes pa gal te rgyu dang ’bras bu’i dngos 

po yin na de lta na ci ltar de gnyis lhan cig gi dngos por42 ’gyur | gal te 

lhan cig gi dngos po yin na43 ji ltar de gnyis rgyu dang ’bras bu’i dngos 

41 この一節は渡邊 [1990, 45-46] でも論及されている。
42 Pek. po.
43 D. adds ni de ltar na.

（過去）  （現在）  （未來）
眼界 → 眼界 → 眼界 →

耳界 → 耳界 → 耳界 →

鼻界 → 鼻界 → 鼻界 →

舌界 → 舌界 → 舌界 →

身界 → 身界 → 身界 →

（種子）  （果）
  （種子）  （果）
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por rung zhe na |

smras pa | sa bon dang myu gu bzhin du mig la44 brten te rnam par 

shes pa skye ba ni mi rung ngo || de ci’i phyir zhe na | mig ni mig gi 

rnam par shes pa skyed pa’i rgyu ma yin pa’i phyir te | ’on kyang gnas 

kyi rgyu yin pas de’i phyir de gnyis ni mar me dang ’od bzhin du45 

lhan cig gi dngos po dang rgyu dang ’bras bu’i dngos pos rung ngo ||  

mig dang mig gi rnam par shes pa ji lta ba bzhin du | rna ba dang 

sna dang lce dang lus dang de dag gi rnam par shes pa rnams kyang 

de bzhin du blta bar bya’o || gzhan du na rang gi sa bon las skye bar 

gyur na mig la sogs pa’i rnam par shes pa gnas med pa las ’byung bar 

’gyur bas mi rung ngo || (Yogācārabhūmi, Pek. Zi 85a3-6; D. Zhi 81b1-4)

問。眼與眼識若是因果、云何倶有。若倶有者、云何得成因果兩性。
答。識依眼生。非如種芽因果道理。何以故。眼與眼識非正生因、唯
建立因。是故此二倶時而有因果性成。猶如燈焔光明道理。如眼與眼
識、耳鼻舌身與彼諸識當知亦爾。若異此者、雖有自種無所依故、眼
等諸識應不得生。（『瑜伽師地論』T 30:610c28-611a5）

【問】もし眼［根］と眼識が原因と結果の関係にある（rgyu dang 

’bras bu’i dngos po, 因果、*hetuphalabhāva）ならば、どうしてそ
の二つは同時に存在することができるのか。もし同時に存在するな
らば、その二つはどうして原因と結果の関係にあることが可能なの
か。
【答】種と芽のように［眼］識が眼［根］に依拠して生起するこ
とは理に合わない。それは何故か。眼は眼識の生起因（skyed pa’i 
rgyu, 正生因、*utpattihetu）ではなく、支持因（gnas pa’i rgyu, 建立因、
*pratiṣṭhāhetu）だからである。したがって、この二つ（すなわち
眼根と眼識）は灯と光のように同時に存在しつつ、原因と結果の関
係にあることが可能なのである。眼［根］と眼識のように、耳・鼻・舌・
身［根］とそれら［に対応する］諸の識もまた同様に理解すべきで

44 Pek. las.
45 Pek. om. du.
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ある。もしそうでなければ、眼等の諸識は自らの種子より生ずべき
ものであっても、拠り所を欠く故に生起することができなくなって
しまう 46。

このように、感官（indriya）は生起因ではなく支持因（補助的条件）で
あるから、灯と光のように、識（vijñāna）と同時に存在することができる。
これは明らかに種子（生起因）とその結果が種と芽のように 47継時的な関
係にあることを前提としている。『成実論』に見られた灯と光の喩例がこ
こにも見られることも注目すべきであろう。「五識身相応地意地決択」と『成
実論』の一節が共通の背景を持っていることは明白である。
一方、『成唯識論』の§2.3に引用される『瑜伽師地論』「本地分」の「有
尋有伺等三地」の一節の解釈にはやや問題がある 48。

anityo ’pi ca dharmo49 ’nityasya hetur bhavan parabhāvasya 

hetur bhavati uttarasya ca svabhāvasya | no tu tatkṣaṇikasya 

(Yogācārabhūmi, Bhattacharya ed., pp. 111.17-112.1)50

又雖無常法爲無常法因、然與他性爲因、亦與後自性爲因。非即此刹
那。（『瑜伽師地論』T 30:302b8-10）

また、無常なる法は無常なる［法］の原因となるが、他の存在の［原
因となり］、後の自類の存在の原因ともなる。しかし、そ［の同一］
の瞬間［の自類の存在の原因となること］はない。

『成唯識論』では「他性」（parabhāva）を、潜在的な種子に対し、それ
と対応する顕在的な現行法を指すものとして解釈している。しかし、「有

46 この訳出は主にチベット語訳に基づいているが、漢訳も参照した。ここでは二つの
訳の間に大きな相違は見られない。

47 「種と芽」は、原因とその結果の関係が継時的なものであることを確定するためによ
く用いられる喩例である。例えば、宇野 [1987] 参照。

48 近藤 [2014, (107)-(108)], [2016, 128-130] はこの一節について、他の関係する用例と比
較しつつ議論している。

49  底本 dhamoṃ-(?)。
50 Tib. Pek., Dzi 67b2に対応。
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尋有伺等三地」の本来の意図としては、「他性」は別の種類の法を指して
いると思われる。先に引用した「五識身相応地意地決択」の記述も考慮に
入れると、ここでの「他性」は基本的には感官（根）に対し、それを条件
とする識（vijñāna）を指している可能性が高い。『成唯識論』はアーラヤ
識を前提とする後代に発達した種子のモデルの観点から、この「有尋有伺
等三地」の文を再解釈したのであろう。アーラヤ識の導入後、アーラヤ識
は顕在的な諸法とは区別される潜在的な種子の領域となる。このモデルで
は、種子とそれに対応する法は同時に存在することが可能となる 51。しかし
ながら、アーラヤ識が導入される以前には、そのような潜在的な種子のた
めの領域は存在しない。故に、種子とその結果との関係は必然的に継時的
でなくてはならないのである。継時的因果論の第一類型はこうした初期の
種子のモデルを表していると考えられる。

VII. 同時的因果関係の第二類型

アーラヤ識を前提とする新しいタイプの種子のモデルは『摂大乗論』の
§I.17に示されている（『成唯識論』§2.4所引）。

kun gzhi rnam par shes pa dang | kun nas nyon mongs pa’i chos de 

dag dus mnyam du gcig gi rgyu nyid du gcig ’gyur bar ji ltar blta zhe 

na | dper na mar me’i me lce ’byung ba dang | snying po tshig pa phan 

tshun dus mnyam pa dang | mdung khyim yang dus mnyam du gcig 

la gcig brten nas mi ’gyel ba bzhin du ’dir yang gcig gi rgyu nyid du 

gcig ’gyur bar blta’o | ji ltar kun gzhi rnam par shes pa kun nas nyon 

mongs pa’i chos rnams kyi rgyu yin pa de ltar kun nas nyon mongs 

pa’i chos rnams kyang kun gzhi rnam par shes pa’i rgyu’i rkyen du 

rnam par bzhag ste | rgyu’i rkyen gzhan mi dmigs pa’i phyir ro || (長
尾［1982: 24］より引用 )

復次阿頼耶識與彼雜染諸法。同時更互爲因。云何可見。譬如明燈

51 近藤 [2014], [2016: 143-153] 参照。千葉 [2009, 123-124], [2010, 149-152] も参照されたい。
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焔炷生燒同時更互、又如蘆束互相依持同時不倒。應觀此中更互爲
因。道理亦爾。如阿頼耶識爲雜染諸法因。雜染諸法亦爲阿頼耶識因。
唯就如是安立因縁。所餘因縁不可得故。（玄奘訳『摂大乗論本』T 

31:134c15-20［No. 1594］）

*kathaṃ punas tasyālayavijñānasya teṣāṃ ca sāṃkleśikadharmāṇāṃ 

samakālānyonyahetutvaṃ draṣṭavyam | -- tadyathā dīpasya  

jvālavartyutpādadahanaṃ samakālam anyonyam | naḍakalāpaś ca  

samakālam anyonyam āśritya na patati | evaṃ atrāpi anyonyahetutvaṃ  

draṣṭavyam | yathālayavijñānaṃ sāṃkleśikadharmāṇāṃ hetuḥ 

(tathā) sāṃkleśikadharmāś cālayavijñānasya | tathā hetupratyayo 

vyavasthāpyate ’nyahetupratyayānupalambhāt | (長尾［1982: 25］所
収の荒牧典俊による想定サンスクリット )

では、かのアーラヤ識とその雑染諸法とが同時に相互に原因となっ
ていることはどのようにして理解すべきであるのか。それは例えば、
灯の火が生じることと灯芯が燃えることが同時に相互に［原因と
なり］、また、蘆の束が相互に依存して倒れないようなものである。
この場合においても、相互に原因となっていることを理解すべきで
ある。アーラヤ識が雑染諸法の原因であるように、同様に雑染諸法
もまたアーラヤ識の［原因となっている］。このようにして、「因縁」
が設定されるのである。何故なら、他の因縁は認識されないからで
ある。（上掲想定サンスクリット語より訳出）

ここでは、火と灯芯、あるいは葦の束のように、（種子と不可分
な）アーラヤ識が、そのアーラヤ識によって生み出される雑染諸法
（sāṃkleśikadharma）と同時に存在するということが明確に説かれている。
また、『摂大乗論』§I.22には種子の六つの特徴を列挙した次の偈文が
見られる。

skad cig pa dang lhan cig ’byung || de ni rgyun chags ’byung bar ’dod ||

nges dang rkyen la ltos pa dang || rang gi ’bras bus bsgrubs pa’o || (長
尾［1982: 28-29］より引用 )
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刹那滅倶有　恒隨轉應知
決定待衆縁　唯能引自果（玄奘訳『摂大乗論本』T 31:135a25-26）

*kṣanikaṃ sahabhūtaṃ 52 tat saṃtānānuvṛd iṣyate |

niyataṃ pratyayāpekṣaṃ svaphalasyaiva sādhanam || (長尾［1982: 

29］所収の荒牧による想定サンスクリット )

［種子は］刹那的であり、［果と］同時に存在し、継続的に働き 53、特
定のものであり、条件に依存し、［対応する］自らの果を生ぜしめ
るものと考えられている。

ここには詳しい説明はないものの、lhan cig ’byung（倶有、*sahabhūta）
は先に引用した『摂大乗論』§I.17と関連づけて読むべきであろう 54。その
場合、この偈文もまた、種子とその果は同時に存在しなくてはならないと
いうことを示唆している。
この新しい種子説の構造は、以下のように図示することができよう。

図 8

本稿において引用した他の諸文献と照らし合わせると、この点に関して
は、過去の要素は非存在であり、故に原因として機能することができない
という考え方が根底にあるように想われる。また『摂大乗論』の体系が明
らかにアーラヤ識説を前提としていることにも留意する必要がある。恐ら
くアーラヤ識の導入によって、顕在化した諸法とはある程度区別される潜
在的な要素の領域が設けられ、そのために潜在的な原因と顕在化した結果

52 元の復元サンスクリット語では sahabhūkaṃとなっている。
53 『成唯識論』の言う「種子生種子」に対応する。同論（新導本 2:23-24）参照。
54 『成唯識論』（新導本 2:23）参照。

顕在的領域 : 法 法 法
 

潜在的領域 : 種子 種子 種子
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の同時存在が可能となったのであろう。

VIII. 結論

『瑜伽師地論』の古層においては、十八界はそれぞれ後に同種の界を生
ぜしめる能力を有するものと考えられていたようである。その意味で、界
（dhātu）（「原因」と解釈される場合が多い）と種子（bīja）とは等価であっ
た。このモデルでは、種子は潜在的な領域に存在するものではなく、顕在
的な諸法と実質的には区別できないものである。その場合、二つの同じ要
素が同時に存在することはできないから、種子と法の因果関係は必然的に
継時的なものとならざるをえない。したがって、生起因はその結果に先行
せねばならず、補助的条件は間接的な原因のみとなる。アーラヤ識の導入
以前には、このモデルが自然な解決であったに違いない。
アーラヤ識の導入後、潜在的な種子のための領域が設けられ、故に種子
とそれに対応する法の同時存在が可能となった。その結果、種子と法は同
時に存在しつつ相互の原因となりうるようになったのであろう。
恐らく『成唯識論』における継時的因果論は古い種子のモデルに対応し、
同時的因果論は新しい種子のモデルに対応しているのであろう。したがっ
て、『成唯識論』に記された種子依（bījāśraya）をめぐる論争は、インド
の唯識説の伝統における教義学的発展の一つの証言であると言えよう。
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