
縁起説における認識過程

唐 井 隆 徳

0.問題の所在

一般的に、各支縁起説は支分の少ないものから多いものへと順次、支分が付

加されたと考えられており、その見地からすれば、五支縁起説（渇愛→取→有

→生→老死）から十支縁起説へと展開する際、「識（vinnan・a）→名色

（namarupa）→六処（sal・ayatana）→触（phassa）→受（vedana）」という

縁起関係が新たに付加されることになる。これらの支分は全て認識作用を持つ

用語であり、たとえ後に胎生学的に解釈されようと、「識→名色→六処→触→

受」という縁起関係は認識過程を表現しているものと考えるのが妥当であろう。

しかし、「識→名色→六処→触→受」という縁起関係が具体的にどのような認

識過程を表しているかを明確に示した研究が見られないように、この縁起関係

を文字通りに認識過程と理解することは容易ではない。また、平川彰［1：p.

434］やVetter［1988：pp.46-47］が、五支縁起説と比較すれば、十支・十二

支縁起説は理解しがたいと指摘するのも「識→名色→六処→触→受」という縁

起関係が判然としないからであろう。

そこで、本稿では初期経典に見られる認識作用の用例を見ていく。縁起説以

外の認識作用の用例を調査することで、縁起説に見られる認識過程が既に用意

されていたものなのか、あるいは縁起説の展開による所産であるのかを判別し、

「識→名色→六処→触→受」という縁起関係を認識過程と見るべきか否かにつ

いて私見を述べたい。
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1.韻文資料における認識作用

まず、初期経典の中でも比較的古いと言われる韻文資料に説かれる認識作用

の用例を眺めてみたい。その際、最古と言われる Suttanipataの第四章

At・t・hakavagga、第五章 Parayanavaggaを最古層とし、その他の韻文資料を古

層として、その展開を追っていく。

1.1.最古層における認識作用

最古層における感覚器官とその対象に関して、散文資料のように六つに分類

する捉え方は見られない。唯一、それに接近する用例として、Sn.974に色

（rupa）、声（sadda）、味（rasa）、香（gandha）、触（phassa）という五つ

の対象が説かれるのみである１)。感覚器官とその対象が六つに分類されていな

いので、縁起説において頻出する単語である六処（sal・ayatana）という用語

も見られない。

次に、触（phassa）の用例を見る。散文資料では、六触として説明される

ことが多い。そこで、最古層に見られる触の用例を挙げる。

Sn.851

Nirasattıanagate atıtam・ nanusocati,

vivekadassıphassesu dit・t・hısu ca na niyyati

未来に執着せず、過去に従って憂えない。

諸々の触に対して離れることを見る者は、諸々の見解に導かれない。

ここでは、触を離れることが誤った見解を滅する条件のように説かれている。

このような誤った見解の原因としての触が、各支縁起説に用いられている用

１）Sn.922には、眼、耳、舌の三つに関して説かれている。
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例２)も散文資料中に見られ、これはその元となる資料であるとも考えられよう。

Sn.870

Phassanidanam・ satam・ asatam・ phasse asante na bhavanti h’ete,

‘vibhavam・ bhavancapi’yam etam attham・,etam・ te pabrumi itonidanam・

触を因として快、不快がある。触がない時、これらはない。

滅や生起ともいうこの道理と、それがこれ（触）を因とすることを私はあ

なたに言う。

ここでは、「触→快、不快、触の滅→これら（快、不快）の滅」という関係

から、受（vedana）という用語は使われていない３)が、縁起説に説かれる

「触→受」を想起させる。

このように、最古層で説かれる触は、誤った見解や思想が起こる原因として

説かれる用例が見られ、また「触→快、不快」の用例も見られた。一方、六触

の用例は見られなかったが、先述したように、これは最古層で六つの感覚器官

やその対象が、まだ十分に整備されていなかったことにも起因すると考えられ

る。

次に、受（vedana）の用例を見る。受は最古層中一例のみ見られ、以下に

示す。

Sn.1111

Ajjhattan ca bahiddha ca vedanam・ nabhinandato
 

evam・ satassa carato vinnan・am・ uparujjhatıti

内面的にも外面的にも、受を歓喜しない者が、

このように自覚し、行じている時、識は滅する。

２）SN.12,24（Vol.Ⅱ p.37） DĀc.17（T01.76） DN.1（Vol.Ⅰ pp.39-45）

３）散文資料には、快（sata）、不快（asata）を受（vedana）として扱う資料もある。Cf.

SN.48,36-38（Vol.Ⅴ pp.209-211）
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ここでは、内面と外面、両方からの受を歓喜しなければ、識が滅するという

内容が説かれており、縁起説に説かれている内容とは論理的に逆の構造をとっ

ている。

次に、識（vinnan・a）と名色（namarupa）の用例を見る。

Sn.1037

Yam etam・ panham・ apucchi,Ajita tam・ vadami te,

yattha naman ca rupan ca asesam・ uparujjhati:

vinnan・assa nirodhena etth’etam・ uparujjhati.

アジタよ、あなたが質問したことを、

名と色が残りなく滅するところを、私はあなたのために説く。

識の滅によって、そこでこれが滅する。

ここでは、「識の滅→名と色の滅」を表しており、各支縁起説に説かれる識

と名色の関係を表していると言える。尚、識と名色が関連する最古層の資料は

これのみである。

次の用例は、「名色→触」を説く資料である

Sn.872

Naman ca rupan ca pat・icca phassa icchanidanani pariggahani
 

icchana santya４)na mamattam atthi,rupe vibhute na phusanti phassa

名と色によって諸々の触がある。欲求を因として所有欲がある。

欲求が存在しない時、我がものとしない。色が滅した時、諸々の触はない。

ここでは、「名と色→触、色の滅→触の滅」が説かれている。そして、先述

４）Cf.Nidd I.872（p.277）
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したSn.870に説かれる「触→快、不快、触の滅→これら（快、不快）の滅」

と合わせて考えれば、Sn.869-872には「名と色→触→快、不快」という一連

の認識過程が見出され、生起と滅の論理によって説かれている。

引き続き、次 （Sn.873）では色がどのように滅するのかという質問がな

されている。その返答に相当する箇所を以下に示す。

Sn.874

Na sannasannına visannasannıno pi asannına vibhutasannı,

evam・sametassa vibhoti rupam・ sannanidana hi papancasam・kha.

想うのでもなく、誤って想うのでもなく、想わないのでもなく、想いを滅

したのでもない。

このよう〔な境地〕に結びついた者にとって、色は滅する。なぜなら、妄

想によって〔色を〕名付けることは想いを因とするからである。

この資料のabc句では「想うのではなく、誤って想うのでもなく、想わな

いのでもなく、想いを滅したのでもない〔境地〕→色の滅」が、d句では「想

い（sanna）→妄想によって〔色を〕名付けること（papancasam・kha）」が説

かれており、想い（sanna）や妄想（papanca）が色（rupa）と関連している

ことが窺える。さらに言うならば、想いと名色との間に明確な縁起関係が示さ

れている訳ではないが、中村元［16：p.391］が「ウパニシャッドから継承し

た「名称と形態」の根底に想い（sanna）を求めようとしている」と述べるよ

うに、最古層（Sn.869-874）には、「想い…名と色→触→快、不快」という認

識過程が説かれているとも考えられよう。

1.2.古層における認識作用

最古層から古層への変化として顕著なことは、感覚器官とその対象が散文資

料のように分類されるようになったことである。例えば、pancakamagun・a

loke manochat・t・ha pavedita
５)（世間において五つの欲望の対象があり、意が

５）Sn.171SN.1,3-10（Vol.Ⅰ p.16）
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第六と知らされた。）という表現では、未だ不完全とも言えるが、明らかに六

つの分類を意識している表現である。また、ここでの五つの欲望の対象

（panca kamagun・a)
６)は最古層ではほとんど見られず、古層から現れる単語

である。この対象に関して言えば、古層では五つの分類と六つの分類が説かれ

ており、以下に示す。

・色(rupa）、声(sadda）、味(rasa）、香(gandha）、触(phassa,phot・t・habba)
７)

・色、味、声、香、触８)

・色、声、味、香、触、法（dhamma)９)

・色、声、香、味、触、法10)

以上のように、列挙される順番は不規則であり、韻律によるものと考えられ

るが、まだ分類の整備が進んでいないとも考えられる。また、対象を五つに分

類する場合、それらをまとめる形で、以下の用例のように法（dhamma）とい

う要素が用いられる場合11)もある。

Sn.387

Rupa ca sadda ca rasa ca gandha phassa ca ye sammadayanti satte,

etesu dhammesu vineyya chandam・ kalena so pavise patarasam・

諸色、諸声、諸味、諸香、諸触は衆生達を陶酔させる。

これらの諸法に対する意欲を取り除き、彼は適時に朝食に取りかかるだろ

う。

６）Sn.284,337Th.195,252,455,535

７）Sn.387Th.455,895SN.4,2-5（Vol.Ⅰ p.111）

８）Th.643

９）Sn.759SN.4,2-7（Vol.Ⅰ p.113）

10）Th.1099

11）最古層の用例で挙げたSn.974も五つの欲望の対象を説き、次 （Sn.975）で法

（dhamma）としてまとめる。
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加えて、Th.455,895；SN.4,2-5（Vol.Ⅰ p.111）では、五つの欲望の対象

が「意に適えるもの（manorama）」として扱われており、「意-法」という要

素を他の要素と同様、並列に用いるのか、他の要素をまとめるために用いる12)

のかが定まっていない。

尚、古層において対象の分類に比べ、感覚器官の分類13)はあまり説かれてい

ない。

このように、最古層に比べれば、古層における感覚器官と、特にその対象の

分類は進んだと言えるが、明確に六つに分類するという傾向ではない。それが

理由であるのか分からないが、六処（sal・ayatana）という用語は最古層と同

様、古層にも見られない。しかし、六つの処（cha ayatana）という用例は一

例見られ14)、感覚器官がayatanaとして六つにまとめられている15)。また、六

触処（cha phassayatana)16)という用例が一部見られるようになった。

さらに、付け加えておかなければならないことは、感覚器官の対象の分類が

どのような状況下で説かれているかという点である。これまでに列挙した用例

を見てみると、単純に分類しているだけの資料は少ない。その殆どが上述した

Sn.387にあるetesu dhammesu vineyya chandam・（これらの諸法に対する意

欲を取り除き）という句を見て分かるように、欲求などの煩悩の対象として用

いられている。

次に、六つの分類について、認識過程を明確に表した韻文資料がTh.794-

817に見られるので、ここでは「眼-色」に関する箇所のみ示す。

12）Th.735では、Th.730-734に説かれる五つの欲望の対象をこれらの法（etehi dhamme-

hi）としてまとめる。

13）Dhp.360-361It.28-29（pp.22-24）

14）SN.5,9（Vol.Ⅰ p.134）

15）Sn.169には、「六つ（cha）」という表現が見られ、註釈Sn-a.169（Vol.Ⅰ p.211）の解

釈を参照すれば、六内処と六外処を指していることが分かる。

16）Th.116Ud.3,5（p.28）
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Th.794

Rupam・ disva sati mut・t・ha piyanimittam・ manasikaroto;

sarattacitto vedeti tan ca ajjhosa tit・t・hati.

色を見て、好ましい特徴に心を向けている者の自覚は忘れられる。

〔彼は〕貪った心で感受し、それに固執して留まる。

Th.795

tassa vad・d・hanti vedana aneka rupasambhava,

abhijjha ca vihesa ca cittam ass’upahannati;

evam acinato dukkham・ ara nibbana vuccati.

色から生じる彼の多くの受は増大する。

貪りや苛立ちも〔増大する。〕彼の心は害される。

このように苦を積んでいる者にとって、涅槃が遠くにあると言われる。

Th.806

na so rajjati rupesu;rupam・ disva patissato
 

virattacitto vedeti tan ca n’ajjhosa tit・t・hati.

彼は諸色に対して貪らない。色を見て自覚する。

貪りを離れた心で感受し、それに固執して留まることはない。

Th.807

yathassa passato rupam・ sevato vapi vedanam・

khiyyati nopaciyyati evam・ so caratısato;

evam・ apacinato dukkham・ santike nibbana vuccati.

彼が色を見て、受に従っている時でも、

〔苦が〕尽き、積まれないように、彼は自覚し、実践する。

このように苦を除いている者にとって、涅槃が近くにあると言われる。

まず、苦が生じており涅槃に到達していない場合として、Th.794では、「対

―154―

仏教学会紀要 第21号



象を見る→好ましい特徴（piyanimitta）に心を向ける→感受」という認識過

程が読み取れる。Th.795では、sambhavaという語を用いて、「色（対象）→

受」が説かれる。また、Th.794-795には sarattacittoや abhijjha ca vihesa

caという煩悩を表す用語が用いられている。ここでも、認識過程と煩悩が関

連していることが窺えよう。

一方、苦が滅しており涅槃に到達した場合として、Th.806では、対象に対

して貪らないことが説かれているが、認識作用はTh.794-795と同様に機能し

ていると言える。Th.807についても、「色を見る→受」という関係性を見出す

ことができる。

以上のことから、涅槃した者も涅槃していない者も、認識作用は同様に機能

する。その相違点は、対象に対する煩悩の有無によることが分かる。

このように、感覚器官とその対象が次第に六つに分類されるようになったが、

触17)に関して、直接六触が説かれることはほとんどない。しかし、先述したよ

うに、六触処という表現を用いて感覚器官を分類している用例が見られるので、

散文資料では感覚器官に合わせて、触も六つに分類されるようになったと考え

られる。

次に、受の用例を見る。各支縁起説で説かれる受は、ニカーヤでは六受（眼

触から生じる受（cakkhusamphassaja vedana）…意触から生じる受

（manosamphassaja vedana)18)、漢訳では三受（苦受・楽受・不苦不楽受)19)

として解説されている資料がある20)。以下に受の用例を見ていく。

17）古層における触の用例を挙げておく。

Ud.3,10（p.32）：

Ayam・ loko santapajato phassapareto rogam・ vadati attato
 

yena hi mannati tato tam・ hoti annatha
この世間の人は苦悩が生じている。触に敗れた者は自ら病と言う。

実に人が考えるものと、〔実際の〕それとは異なっている。

18）SN.12,2（Vol.Ⅱ p.3）

19）SĀc（1）.298（T02.85b06-b07）

20）これに関して、水野弘元［1964： pp.387-388］は、「眼 所生の受等の六受は所依の根
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まず、六受について言えば、散文資料と同様の表現は見られないが、先述し

たTh.794-817には、tassa vad・d・hanti vedana aneka rupasambhava
21)（色か

ら生じる彼の多くの受は増大する）という用例が見られ、六つの対象全てにつ

いて同じ表現で説かれる。また、三受はSn.738に「楽、苦、不苦不楽」とい

う表現が見られ、楽受のみ述べられる場合22)もあり、受が単に苦痛を表してい

る場合23)もある。このように、一例しか見られなかった最古層とは異なり、多

面的に受は説かれているが、その中でも感受とは異なる趣意で用いられる受の

用例を挙げる。

Sn.529

Vedani viceyya kevalani Sabhiya ti Bhagava saman・anam・ yani p’atthi
 

brahman・anam・

sabbavedanasu24) vıtarago sabbam・ vedam aticca vedagu so.

世尊は〔答えた。〕サビヤよ、沙門やバラモン達にある、その全ての智を

考察し、

全ての受に対して貪りを離れた者は一切の智を超えている。彼は智に通じ

た者である。

下線部のvedaは vedanaと同じ語根、 vidの使役形からなる単語であり、

ここでは沙門やバラモン達の智を表していると考えられる。また sab-

bavedanasuも楽や苦といった感受ではなく、vedaと同じように沙門やバラ

モン達の智を表していると言える25)。よって、このvedanaは「〔誤った見解

の別によって受を區別したものであり、 受等の三受は受の性質によって受を區別したも

のであって、兩者は 點を異にして受を眺めたものにすぎない」と述べる。

21）Th.795

22）Th.1125

23）Th.1188

24）Sn-a.529（Vol.Ⅱ p.431.6-7）：

yo vedanasu vıtarago,so pi vedanasannakani vedani gato atikkanto hoti,
全ての受に対して貪りを離れた彼も、受と呼ばれる智に至り、超越した者となる。

25）Mvu.（Vol.Ⅲ p.397.17-20）：

vedani vicarya kevalani sraman・anam・…
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などに対する〕智（知覚したこと、受け入れたこと）」を指していると考えら

れる。また、Sn.474には paravediyam・ dit・t・him・ upativatto（他人が知覚して

いる見解を超越した者）という用例があり、vedanaと同じ語根のvediyaを

用いて、誤った見解を指している。このようにvedanaは感受と訳されること

が多いが、同じ語根の動詞や形容詞などは単に「知覚する」「受け入れる」と

いう意味26)で訳されることも多い27)。

最後に、識と名色の用例を見る。

DN.11（Vol.Ⅰ p.223.12-17）：

Vinnan・am・ anidassanam・ anantam・ sabbato pabham・
28).

Ettha apo ca pat・havıtejo vayo na gadhati,

Ettha dıghan ca rassan ca anum・ thulam・ subhasubham・,

Ettha naman ca rupan ca asesam・ uparujjhati,

Vinnan・assa nirodhena etth’etam・ uparujjhatıti.

識は見られず、限りなく、あまねく輝く。

ここにおいて水、地、火、風は堅住しない。

ここにおいて長いもの、短いもの、微細なもの、粗大なもの、浄や不浄な

るものは〔堅住しない。〕

so sarvavedanasu vıtarago sarvavedanam atıtya vedako ti.

Sn.529と対応する梵文資料とを比較すれば、vedaとvedanaがほとんど同じ意味で用い

られているとも言える。

26）吹田隆道［2013：p.161］は、五蘊の受が本来、外界の対象物を感覚器官を通して受け

止める受信作用を意味し、少し遅れて定着した解釈として、楽苦などの感受作用を意味す

るようになると述べる。

27）Sn.214,251Dhp.419,423

28）PTSではpaham・となっているが、MN.49（Vol.Ⅰ p.329）に見られる同じフレーズか

ら、pabham・と読む。また、以下に示すように、対応する漢訳資料との比較からも

pabham・が適当であると言えよう。

DĀc.24（T01.102c17-c19）：

應答識無形 無量自有光

此滅四大滅 細好醜滅

於此名色滅 識滅餘亦滅
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ここにおいて名と色は残りなく滅する。

識の滅によって、そこでこれが滅する。

この用例は、最古層にも見られた「識の滅→名と色の滅」を表している29)。

また、古層ではこれ以外にも下線部の表現が見られるが、識とは関連しない文

脈で使われている30)。

古層における識は、dhammavinnan・a（教えを識別すること)
31)のように、識

別作用を表す用例や、nibbuyhati susanam・ aciram・ kayo apetavinnan・o
32)（識

を離れた身体は、やがて死体捨て場に運ばれる。）や、aciram・ vat’ayam・ kayo
 

pat・havim・ adhisessati chuddho apetavinnan・o nirattham・ va kalin・garam・
33)（実

に、捨てられ、識を失ったこの身体は、無益な木片のように、まもなく地面に

横たわるだろう。）のように、識が生命を存続させる要素として用いられる用

例も見られる。

一方、名色は煩悩の対象として扱われることが多い。例えば、Acchecchi
 

tan・ham idha namarupe
34)（彼はこの世で名色に対する渇愛を断った。）、nivit・

t・ham・ namarupasmim・
35)（名色に対して没頭する。）、tam・ namarupasmim asa-

jjamanam・ akincanam・ nanupatanti dukkha36)（名色に対して執着せず、無所

有の彼に諸々の苦は従わない。）、sabbaso namarupasmi m・ yassa n’atthi
 

mamayitam・
37)（あまねく名色に対して、我がものとすることがない。）が挙げ

られる。

29）荒牧典俊［1976：pp.12-13］は、このDN.11の が、最古層で示したSn.1037に説かれ

る「識の滅→名と色の滅」に基づいていることを指摘している。

30）SN.1,3-3（Vol.Ⅰ p.13） SN.1,3-7（Vol.Ⅰ p.15） SN.1,5-10（Vol.Ⅰ p.35）

SN.2,3-4（Vol.Ⅰ p.60） SN.7,1-5（Vol.Ⅰ p.165）

31）Th.1030

32）Thı.468

33）Dhp.41

34）Sn.355Th.1275SN.1,2-10（Vol.Ⅰ p.12） SN.1,4-4（Vol.Ⅰ p.23）

35）Sn.756It.41（p.35）

36）Dhp.221SN.1,4-4（Vol.Ⅰ p.23）

37）Dhp.367
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次の用例では、名色を認識の対象として捉えている可能性がある。

Sn.530

Anuvicca papanca namarupam・ ajjhattam・ bahiddha ca rogamulam・

sabbarogamulabandhana pamutto anuvidito tadi pavuccate tathatta.

内と外における病の根本を、妄想と名色に従って知り、

一切の病の根本の縛りから脱した者がいる。実際には、そのような者が知

った者と言われる。

a句の内と外が、それぞれ妄想（papanca）と名色（namarupa）に対応し

ていると思われ、妄想の対象として外の名色が扱われていると考えられよう。

妄想と名色が関連していると考えられる資料は最古層（Sn.874）でも示した。

1.3.小結

韻文資料における認識作用を持つ用語を見た。以下にまとめる。

・最古層では、感覚器官とその対象が六つに分類されることはないが、古層で

は、五つや六つに分類され始めた。しかし、分類の数は一定しておらず、六

処（sal・ayatana）という用語は見られない。また、Th.794-817では、明確

な認識過程を読み取ることができた。

・触について、最古層では誤った見解を引き起こす原因として扱われ、また各

支縁起説における「触→受」を想起させる用例が見られた。

・受は最古層中一例しか見られなかったが、古層では多様に説かれ始め、六受

や三受のような感受を表す用例の他、「知覚する」「受け入れる」という意味

で訳されることもあることを指摘した。

・識と名色に関して、「識の滅→名と色の滅」を表す用例が最古層と古層で見

られた。古層において、識は識別作用を表すほか、生命を存続させる要素と

して用いられていた。また、名色は煩悩の対象として用いられる用例が多い。

・最古層では、「名と色→触→快、不快」という一連の認識過程が、生起と滅
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の論理によって説かれていた。

2. 散文資料における認識過程

前節１.では、韻文資料における認識作用を持つ用語を見た。一部、認識過

程と思われる関係性も見られ、各支縁起説における認識過程に類似したものも

見られた。本節で扱う散文資料には、感官の防護を示す資料としてYatvadhi-

karan・am enam・ cakkhundriyam・ asam・vutam・ viharantam・ abhijjha-domanas-

sa papaka akusala dhamma anvassaveyyum・
38)（その理由で、この眼根が防

護されず、留まっている時、貪欲や憂いという悪しき不善なる諸現象が流れ込

むだろう。）という用例が散見されるように、認識作用は煩悩や苦を引き起こ

す要因として扱われている。また、古層でも認識過程と煩悩が関連している資

料を既に挙げている。したがって、渇愛を起点とする五支縁起説からさらに展

開する時、煩悩である渇愛の原因として認識作用を立てるということに差し支

えがあったとは思えない。

本節では、その縁起説に見られる認識過程が、各支縁起説成立より以前に、

既に用意されたものなのか、あるいは縁起説の展開による所産であるのかを考

察するために、散文資料における縁起説以外の認識過程がどのように表現され

ているのかを見ていく。

2.1.SN.12,19に見られる認識過程

まず、縁起説における認識過程に最も類似していると思われる用例を以下に

示し、その認識過程を図示する。

SN.12,19（Vol.Ⅱ pp.23.35-24.4）：

Avijjanıvaran・assa bhikkhave balassa tan・haya sampayuttassa evam
 

ayam・ kayo samudagato｜｜Iti ayam・ ceva kayo bahiddhaca namarupam

38）DN.2（Vol.Ⅰ p.70）
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｜｜itthetam・ dvayam・ dvayam・ pat・icca phasso
39) sal・evayatanani｜｜yehi phut・

t・ho balo sukhadukkham pat・isam・vediyati｜｜etesam・ va annatarena｜｜｜｜

「比丘たちよ、無明に覆われ、渇愛に縛られた愚か者には、このようにこ

の身体が生じた。このように、この〔主体である〕身体と外に〔客体であ

る〕名色がある。ここにはこの二つ（身体と名色）があり、二つによって

触がある40)。〔触を成立させる〕六つの処があり41)、それら（六つの処）

によって触れられた愚か者は楽と苦を感受する。あるいは、それら（六つ

の処）のうちの一つによって〔も同様である。〕」

身体(kaya) 六つの処(sal・evayatana) 楽と苦の感受(pat・isam・vediyati)

触(phassa）

名色(namarupa）

まず、主体である身体と客体である名色が対峙している状態が触であり、対

峙するのみでは感受しないので、対峙して感覚器官が機能するということで、

39）SN-a.12,19（Vol.Ⅱ pp.38.31-39.1）：

Dvayam・ pat・icca phasso ti, annattha-cakkhu-rupadıni dvayani pat・icca cakkhu-

samphassadayo vutta,idha pana ajjhattika-bahirani ayatanani.
二つによって触がありとは、別の所では、眼と色などの二つによって眼触などが説か

れる。ここでは、内処と外処のことである。

40）Tripat・hı［1962： p.142］は、触（sparsah・）の後にSingle Dan・d・aを入れており、本稿

ではそれに従い翻訳した。

41）下線部の翻訳は難解であり、ここに諸訳を示しておく。Bodhi［2000：pp.549-550］

“So there is this body and external name-and-form:thus this dyad.Dependent on the
 

dyad there is contact.There are just six sense bases,”中村元［16：p.503］「このよう

に、この身体と、外面的には名称と形態とがある。このようにこの二つのものに縁って触

と六つの領域とがある。」 村上真完［2006： p.100］「この身と外にある名色との二つに

縁って （対象経験）があって、それが六つだけの処（認識領域）であり、」 片山一良

［相応部3： p.140］「このようにしてこの身があり、また外の名色があります。ここに、

この二種があり、二によって触があり、六処があります。」

一方、Aramaki［1985： p.100］は、梵文資料（NidSa. 12）をより原型に近いものと

し、“the namarupa-for him is this body here［experiencing］with the［six］vijnanas
 

and the external［objects being experienced］and thus［the namarupa-］is the two-

fold［experiential bases, subjective and objective］. It is, indeed, conditioned by

― 161―

縁起説における認識過程



六つの処は文脈に従い、触の後ろに位置づけた。点線で囲っている箇所は主体

のあり方を示した部分である。

身体（kaya）と名色（namarupa）について言えば、対応する梵文資料42)に

はsavijnanakah・ kayo bahirdha ca namarupam（識を伴う身体と外に名色が

ある。）とあり、対応する漢訳資料43)には「身内有此識。身外有名色。」とある。

このように、SN.12, 19ではただ「身体」となっている箇所が、縁起説におけ

る識と名色の関係を意識しているのか、梵文や漢訳では「識を伴う身体」とな

っている。一方、SN.12, 19の註釈を見ると、Ayan c’eva kayo ti, ayan c’

assa attano savinnan・ako kayo
44)（この身体とは、この自らの識を伴う身体で

ある。）とあり、梵文や漢訳と同様の解釈をとっていることが分かる。したが

って、この梵文や漢訳の解釈は南伝資料では註釈的な位置づけとなり45)、原型

とは言い難い46)。ここでは、主体である身体と客体である名色47)という関係性

のみを読み取っておく。

次に、六つの処（sal・evayatana）について言えば、この資料では縁起説に

説かれる「名色→六処→触→受」のように、六処を名色と触の間に挿入する縁

起関係を説かず、上図の通りである。また、先述した身体（kaya）の解釈と

［these］twofold［experiential bases］that there arises the experience.For the expe-

rience there are six kinds of experiential bases here and …”と翻訳する。舟橋智哉

［2003：p.325］も、梵文資料のsavijnanakah・ kayo bahirdha ca namarupamという箇

所を「彼にとって名色はここなる（内なる）有識の身と外なる〔対境〕とである。」と翻

訳しており、Aramakiの訳と類似している。

尚、触と六つの処の関係について、和辻哲郎［5：p.231］は「触、すなわち六入処」

とし、触に六入処を含意させていることは明白であると述べ、上述した村上訳もこれと同

様の解釈である。

42）NidSa.12,1（p.140）

43）SĀc（1）.294（T02.83c25-c26）

44）SN-a.12,19（Vol.Ⅱ p.38）

45）北伝資料に註釈書と対応する伝承が存在することは既に指摘されている。Cf. 馬場紀寿

［2003］

46）savinnan・ako kayo（識を伴う身体）という表現はニカーヤでは、imasmin ca savin-

nan・ake kaye bahiddha ca sabbanimittesu（この識を伴う身体と外の一切の特徴に対し

て）という用例が多く、識を伴う身体に対する客体として、外の名色ではなく、外の一切

の特徴をとる場合がほとんどである。このことからも梵文や漢訳の表現が原型とは言い難

いのではないだろうか。

47）外界の対象としての名色の用例は、古層資料（Sn.530）でも挙げた。
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同様、この六つの処に対応する梵文資料、漢訳資料、ニカーヤの註釈は全て六

触処と解釈しているが、いずれにしても縁起説で用いられる六処（sal・a-

yatana）という用語ではない48)。

したがって、以上の考察から、この認識過程が縁起説成立より以前に既に構

築されていた可能性が高いと言えよう。また、この認識過程は各支縁起説より

もむしろ、前節で考察した最古層（Sn.869-872）における「名と色→触→快、

不快」という認識過程に類似していることからもそれが言えるのではないだろ

うか。

さらに、このSN.12, 19における認識過程で把握しておくべきこととして、

上の用例では愚か者についての認識過程を引用したが、その認識過程は賢者

（pan・d・ita）であっても全く同じであるということである。それでは愚か者と

賢者との相違点は何かと言うと、愚か者は清浄行を行じることなく、無明と渇

愛を滅しておらず、苦から解脱しない。一方、賢者は清浄行を行じ、無明と渇

愛を滅し、苦から解脱すると説明されており、この認識過程が苦の生起と滅に

関わっていることから、この認識過程が縁起説に取り込まれる可能性も十分に

考えられよう。

2.2.「六処・触・受」の関係

散文資料において、名色を伴う認識過程は、先述したSN.12,19の用例を除

けばあまり見られないので、ここでは感覚器官と触と受がどのように関わって

いるのかという点を考察する。

まず、改変されることなく、そのまま縁起説にも導入される三事和合説の用

例を挙げ、その認識過程を図示する。

SN.35,60（Vol.Ⅳ p.32.31-32）：

Cakkhunca pat・icca rupe ca uppajjati cakkhuvinnan・am・｜｜tin・n・am・ san・gati

48）六処（sal・ayatana）という用語が縁起説の展開過程で構築された可能性があることに

ついては、拙稿「「六処」という用語と縁起説」『佛教論叢』第60号（掲載予定）にて論じ

た。
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phasso｜｜phassapaccaya vedana｜｜｜｜

眼と諸色によって眼識が生じる。三つの和合が触である。触という縁によ

り受がある。

｛（眼 (cakkhu)･色 (rupa）)→ 眼識 (cakkhuvinnan・a）｝＝触 (phassa)→ 受

(vedana)

以上のような認識過程である。縁起説の展開に関する従来の研究の中には、

この三事和合説から「六処（sal・ayatana）→触→受」を見出したとするもの
49)

も見られ、その可能性を否定することもできないが、ここでは「六処→触→

受」により類似した用例を示す。

SN.35,19550)（Vol.Ⅳ p.171.23-24）：

Evam eva kho bhikkhave cakkhusmim・ sati cakkhusamphassapaccaya

uppajjati ajjhattam sukham・ dukkham｜｜

「比丘たちよ、このように眼がある時、眼触という縁により内に楽と苦が

生じる。」

この資料には、「感覚器官→触→楽苦」という認識過程が説かれており、縁

起説における「六処→触→受」を想起させるものである。

SN.14,5（Vol.Ⅱ pp.142.29-143.2）：

Cakkhudhatum bhikkhave pat・icca uppajjati cakkhusamphasso｜｜cakk-

husamphassam pat・icca uppajjati cakkhusamphassaja vedana｜｜No cak-

khusamphassajam・ vedanam pat・icca uppajjati cakkhusamphasso｜｜no
 

cakkhusamphassam pat・icca uppajjati cakkhudhatu｜｜

比丘たちよ、眼界によって眼触が生じる。眼触によって眼触から生じる受

49）宮本正尊［1974b:p.58］平川彰［1： p.408］

50）Cf.SN.35,196（Vol.Ⅳ p.172）
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が生じる。眼触から生じる受によって眼触が生じるのではない。眼触によ

って眼界が生じるのではない。

この資料では「界→触→受」という認識過程が説かれており51)、「六処→触

→受」に類似している。興味深い点は「受→触→界」という逆の縁起関係を否

定するところである。

このように、縁起説以外の資料を調査しても、「六処→触→受」という縁起

関係に類似したものを見出すことができ、これらの認識過程に基づいて、「六

処→触→受」という縁起関係が縁起説の展開過程で構築されたのではないだろ

うか。

2.3.識について

ここでは、散文資料における識（vinnan・a）について考察する。

MN.43（Vol.Ⅰ p.292.23-27）：

Vinnan・am・ vinnan・am ti avuso vuccati.Kittavatanu kho avuso vinnan・an
 

ti vuccatıti.Vijanati vijanatıti kho avuso, tasma vinnan・an ti vuccati.

kin ca vijanati:sukhan ti pi vijanati, dukkhan ti pi vijanati, adukk-

hamasukhan ti pi vijanati....

「友よ、『識、識』と言われます。友よ、どれだけで識と言われるのか。」

51）この認識過程を解説する資料があるので以下に示す。

SN.35,130（Vol.Ⅳ p.115.10-16）：

Katham・ nu kho bhante dhatunanattam pat・icca uppajjati phassananattam・｜｜phas-

sananattam pat・icca uppajjati vedanananattanti｜｜｜｜

Idha gahapati bhikkhu cakkhuna rupam・ disvamanapam Itthetanti pajanati cakk-

huvinnan・am sukhavedaniyam｜｜sukhavedaniyam phassam pat・icca uppajjati suk-

havedana｜｜｜｜

「大徳よ、どのように界の多様性によって触の多様性が生じ、触の多様性によって受の

多様性が生じるのか。」と。

「長者よ、ここに比丘が眼によって快き色を見て、ここにこれがあると知る。眼識は楽

を感受するものであり、楽と感受されるべき触によって楽受が生じる。」
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「友よ、『識別する。識別する。』と、それ故、識と言われる。」「また、何

を識別するのか。」「楽とも識別し、苦とも識別し、不苦不楽とも識別す

る。」…

ここに説かれる識は受と同じ機能を持っていることが分かる。また、MN.

147（Vol. Ⅲ p.279)52)で は、cakkhusamphassapaccaya uppajjati
 

vedanagatam・ sannagatam・ sam・kharagatam・ vinnan・agatam・（眼触という縁に

より、受に至ること、想に至ること、行に至ること、識に至ることが生じる。）

と説かれ、この識は、触を原因として生じるものであるから、縁起説とは論理

的に逆の構造をとっている。

これら二つの用例と先述した三事和合説を合わせて考えると、各支縁起説の

うち、十支縁起説における認識過程（識→名色→六処→触→受）の識は、あら

ゆる認識作用を持つ用語の根本的な原因として捉えられているが、それとは対

照的に、上の用例では識と受が同じ機能を持つ用語として扱われ、「触→識」

という用例も確認された。また、三事和合説では、感覚器官とその対象が原因

となって識が生じる。さらに、これは識と名色の相依関係を考察する上で引用

すべき資料かもしれないが、SN.22, 56（Vol. Ⅲ p.61）では、Namar-

upasamudaya vinnan・asamudayo（名色の生起により、識の生起がある。）と

説かれ、「名色→識」という縁起説とは逆の論理が見られる。尚、最古層の資

料53)でも「内面と外面、両方からの受を歓喜しなければ、識が滅する」という

縁起説とは逆の論理を説く用例を既に挙げている。

このように、縁起説における認識過程の識と縁起説以外の識とでは、その趣

を異にしているように思える。これに対し、水野弘元［1954：pp.19-20］は、

三事和合説における「根・境・識」と縁起説における「識・名色・六処」が表

すところは同じであるとし、識の差異について、前者は識を認識作用と見たも

の、後者は識を識体と見たものと述べる。

本稿でも、識に関して概ねこの水野説に準じ、縁起説における識を認識作用

52）Cf.SN.35,121（Vol.Ⅳ p.106）

53）Sn.1111
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の根本的な原因として見る理由は、識を主体として捉えているからであると考

える。

それでは、その主体たる識と名色の縁起関係がどこから現れたのかというと、

水野弘元［1954：p.19］［1984：pp.122-123］は、先述したSN.12, 19の対応

漢訳であるSĀc（1). 294に説かれる「身内有此識。身外有名色。」の関係に注

目し、名色を識の対象と考え54)、これが識と名色の相依関係を表していると考

えている。しかし、既に指摘したように、この解釈が南伝資料では註釈的な位

置づけとなり、原型とは言い難く、本稿ではayanceva kayo bahiddha ca
 

namarupam・（この身体と外に名色がある。）と説くSN.12,19を参考にし、主

体である身体と客体である名色という関係性のみを読み取った。

そこで、水野説を裏付けるため、身体と識の関係を説く用例を挙げることに

より、SN.12, 19に説かれる認識過程に基づいて、縁起説の認識過程が説かれ

るようになった可能性を指摘したい。

idan ca pana me vinnan・am・ ettha sitam・ ettha pat・ibaddhan ti
55)

また、この私の識は、ここ（身体）に依存し、ここ（身体）に結びついて

いる。

yada ’yam・ kayo ayu-sahagato ca hoti usma-sahagato ca vinnan・a-

sahagato ca,...56)

この身体が寿命を伴い、熱を伴い、識を伴う時、…

...pe...atikkamma ca purisassa chavi-mam・sa-lohitam・ at・t・him・ paccave-

kkhati, purisassa ca vinnan・a-sotam・ pajanati ubhayato abbocchinnam・

54）中村元［16： p.498］は、識が人間の主観面を示し、名色がウパニシャッドにおける用

法に従って、客観面を示していると述べる。

55）DN.2（Vol.Ⅰ p.76） MN.77（Vol.Ⅱ p.17）

56）DN.23（Vol.Ⅱ p.335）
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idha-loke patit・t・hitan ca para-loke patit・t・h・itan ca.
57)

〔この身体において、髪、毛、爪、…小便がある。〕そして、人の皮膚と

肉と血を越えて、骨を観察する。また、人の識の流れが両方から断たれて

おらず、この世で確立し、あの世で確立するのを知る。

Yada kho avuso imam・ kayam・ tayo dhamma jahanti: ayu usma ca
 

vinnan・am・, athayam・ kayo ujjhito avakkhitto seti yatha kat・t・ham・

acetanan ti.58)

友よ、三つのもの、すなわち寿命、熱、識がこの身体を捨てる時、この身

体は意思のない木片のように、捨てられ、投げられ、横たわる。

imasmim・ ca savinnan・ake kaye bahiddha ca sabbamittesu...
59)

この識を伴う身体と外の一切の特徴に対して…

以上の用例から、身体は識を伴っており、また古層にも見られたように、識

は生命を存続させる要素として用いられている。換言すれば、識が身体に付随

しているため、認識作用が働くとも考えられる。そして、そのことを示す資料

としてDN.23（Vol.Ⅱ p.338）にはyada ’yam・ kayo ayu-sahagato ca hoti
 

usma-sahagato ca vinnan・a-sahagato ca,tada abhikkamati pi pat・ikkamati
 

pi tit・t・hati pi nisıdati pi seyyam pi kappeti,cakkhunapi rupam・ passati...（こ

の身体が寿命を伴い、熱を伴い、識を伴う時、進みもし、戻りもし、立ちもし、

座りもし、臥しもし、眼によっても色を見、…）という用例も見られ、識が備

わっていることにより、感覚器官が機能していることを示していると言える。

したがって、このような識を想定すれば、識を認識作用の根本的な原因と見る

57）DN.28（Vol.Ⅲ p.105）

58）MN.43（Vol.Ⅰ p.296） Cf.SN.22,95（Vol.Ⅲ p.143）

59）MN.109（Vol.Ⅲ p.18） MN.112（Vol.Ⅲ p.32） SN.18,21（Vol.Ⅱ p.252） SN.
22,72（Vol.Ⅲ p.80） SN.22,82（Vol.Ⅲ p.103） SN.22,91（Vol.Ⅲ p.136） SN.22,
92（Vol.Ⅲ p.137） SN.22,124（Vol.Ⅲ p.169） SN.22,125（Vol.Ⅲ p.170） AN.3,
32（Vol.Ⅰ p.132）
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ことにも首肯できよう。

そして、身体は識を伴うものであるということに着目し、SN.12,19の身体

（kaya）は、梵文や漢訳、さらには註釈書のように、識を伴う身体（savin-

nan・ako kayo）と解釈され、各支縁起説の認識過程に影響を与えたのではない

だろうか。以上の理由により、本稿でも水野説に準ずる。

そこで、主体たる識の用例を一例挙げる。

MN.138（Vol.Ⅲ p.223.8-14）：

Tatha tatha, bhikkhave, bhikkhu upaparikkheyya yatha yatha ’ssa
 

upaparikkhato bahiddha c’assa vinnanam avikkhittam avisatam ajj-

hattam asanthitam anupadaya na paritasseyya;bahiddha,bhikkhave,

vinnan・e avikkhitte avisat・e sati ajjhattam・ asan・t・hite, anupadaya apar-

itassato ayatim・ jatijaramaran・adukkhasamudayasambhavo na hotıti.

比丘たちよ、比丘は、観察する時、外に彼の識が散乱せず、広がらず、内

に留まらず、執着せず、恐れないように観察すべきである。比丘たちよ、

外に識が散乱せず、広がらず、内に留まらずにある時、執着せず、恐れな

い者にとって、未来に生老死という苦の生起や発生はない。

この用例の後、下線部に関してマハーカッチャーナが解説するが、それによ

れば、識が外に散乱したり、広がるとは識が六つの感覚器官の対象に縛られる

ことであり、内に留まるとは識が色界四禅で得た境地に縛られることである。

下線部を見れば、この文章の主語は識 で あ り、識 が 執 着 し な い

（anupadaya）よう促されている。ここでの執着は縁起説に見られる取

（upadana）と同じ接頭辞と語根である。さらに、後半には生老死といった苦

を表す単語も見られる。したがって、この資料には「識…取…苦」という関係

が識を主体として説かれていることになり60)、五支縁起説にも見られる取と主

60）次の資料もこの関係に類似している。

SN.35,118（Vol.Ⅳ p.102）：

tassa tam abhinandato abhivadato ajjhosaya tit・t・hato tannissitam・ vinnanam・ hoti
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体たる識が関連しているという点で、五支縁起説に「識→名色→六処→触→

受」という縁起関係が導入された意図を探る資料になり得る。

2.4.小結

散文資料における認識過程を考察した。以下にまとめる。

・SN.12, 19の資料から、各支縁起説の支分に類似した単語を用いた認識過程

を見出すことができた。

・感覚器官と触と受の関わりについて、三事和合説と、「六処→触→受」に類

似した認識過程が見られた。

・縁起説における識は、認識作用の根本的な原因であるが、縁起説以外の用例

は必ずしもそういうわけではなく、それに反する用例も多い。したがって、

縁起説に説かれる識はそれを主体として捉えたものであって、身体に付随し

ており、それがなければ生命を維持できないような識であると考えた。そし

て、身体は識を伴うものであるということから、SN.12,19の身体（kaya）

が識を伴う身体（savinnan・ako kayo）と解釈され、各支縁起説の認識過程

に影響を与えた可能性を指摘した。また、「識…取…苦」という関係が説か

れる資料も挙げ、五支縁起説に認識過程が導入された意図を探る資料になり

得ることを述べた。

3.結論

初期経典に見られる認識作用の用例を見てきた。以下にこれまでの考察をま

とめ、加えて、十支縁起説における「識→名色→六処→触→受」という縁起関

tadupadanam・｜｜Saupadano devanam inda bhikkhu no parinibbayati｜｜｜｜

彼がそれ（色、声などの対象物）を歓喜し、迎え、執着し、固執して、住している時、

それに依りかかった識があり、それに執着する。神々の王よ、執着を伴う者は般涅槃し

ない。

この用例でも、識が主体となり、識が執着していることが窺える。Cf. MN.106（Vol.
Ⅱ p.265）
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係を認識過程と見るべきか否かについて私見を述べる。

まず、韻文資料における認識作用を持つ用語の用例を調査した。最古層では、

感覚器官とその対象が六つに分類されておらず、六処という用語も見られなか

った。また、触は誤った見解を引き起こす原因として扱われており、さらに、

「識の滅→名と色の滅」や「名と色→触→快、不快」のような、縁起説に説か

れる縁起関係に類似した認識過程も読み取ることができた。古層では、感覚器

官とその対象が徐々に六つに分類され始め、六つの処（cha ayatana）や六触

処（cha phassayatana）といった用語も見られる。受は一例しか見られなか

った最古層に対し、多様に説かれ始める。また、最古層と同様、「識の滅→名

と色の滅」の縁起関係が見られる。

縁起説を除く散文資料に説かれる認識過程として、SN.12, 19に見られる認

識過程、「六処→触→受」、三事和合説の三つを挙げた。特にSN.12, 19に見ら

れる認識過程は、各支縁起説における「識→名色→六処→触→受」に類似して

おり、その認識過程を軸にして、十支縁起説が構築された可能性も考えられる。

しかし、各支縁起説に説かれる「名色→六処」の縁起関係は見られず、それに

類するものも見られなかった。そのため、「名色→六処」の縁起関係は、縁起

説の展開過程の中で構築された縁起説特有の関係である可能性が高いと言えよ

う。

以上の考察から、十支縁起説における「識→名色→六処→触→受」という認

識過程は縁起説以外の資料から読み取ることはできない。したがって、十支・

十二支縁起説は理解しがたいと言われることは既に述べたが、認識過程として

「識→名色→六処→触→受」の縁起関係が理解できないのは、当然のことなの

かもしれない。それゆえ、十支縁起説における「識→名色→六処→触→受」と

いう縁起関係は単なる認識過程ではなく、別の意図をもって構築された可能性

が高いと言えるのではないだろうか。

〔付記〕

本稿を執筆するにあたり、並川孝儀教授より多大なご教示を賜りました。ここに厚く御礼申

し上げます。
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