
有部系アビダルマにおける

「有漏の忍」と「世間的な正見」

『ウダーナヴァルガ・ヴィヴァラナ』の解釈から

田 中 裕 成

１．はじめに

筆者は、有部における修行体系形成の解明を目的として、AKBhを中心に

研究を行っている。その中でも順決択分（煖・頂・忍・世第一法の四善根位）

は阿含経典に説かれる階位ではなく、有部が自ら作り上げた階位である。ゆえ

に、この階位を精査することによって、有部がどのような目的意識を持って修

行体系を構築していったのかが明らかになると考えている。

有部の修行体系が四諦の観察を中心とするのは言うまでもないが、その際に

働く慧（prajna）は、時に「忍（ks・anti）」とも呼ばれる。この忍は大別する

と順決択分等と関係する「有漏の忍１)」と、聖諦現観に伴って登場する「無漏

の忍」との二種類である。このうち、「無漏の忍」については櫻部［1997,pp.

54-59］２)の研究によって「推度（sam・tıran・a）をその本性とするものである」

１）有部において「忍」の語は慧の呼称として用いられる他に、修行段階を示す語として、
順決択分の第三位にも用いられる。これらは共通項こそあるものの、別の概念である。ゆ
えに、本稿では混乱を防ぐために、次ように両者を区別して用いる。「有漏の忍」とする
際には有漏の慧の働きの一面として呼称される「忍」を指すものとする。また、「忍位」
とする際には順決択分の第三位を指すものとする。
また、AKBhでは「有漏の見」として、善性を有する「世間的な正見」と、不善性を

有する「五見」の六種が想定されている（Cf.註17；AKBh391,13-14）。ゆえに「有漏の
忍」にも善性のものと不善性のものが存在すると考えられる。本稿では主に、順決択分等
と関連する「善性の有漏の忍」について検討する。以下、特に限定を行わずに「有漏の
忍」と述べる際は、いずれも「善性の有漏の忍」を指すものとする。

２）櫻部［1997,pp.54-59］は 佐々木［1958b,pp.580-593］の研究に端を発したものである。
佐々木［1958b,pp.580-593］は、ks・antiは ks・am (be able to,to bear)を起源とする
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ということが明らかとなっている。他方、「有漏の忍」については宮下［1983］

を始めとする幾人かの研究３)によってAKBhを中心に整理が行われているが、

その内実が明瞭になったとは言いがたい現状である。

そこで、本稿では、まず、AKBh等の有部論書における忍の記述を整理し、

忍が有漏と無漏に区別されることを確認する。その上で、有部系アビダルマに

おける「有漏の忍」の内実を明らかにすることを目的として、チベット訳にの

み伝わる『ウダーナヴァルガ』（以下、UV）の註釈書『ウダーナヴァルガ・

ヴィヴァラナ』（以下UVV）における「世間的な正見（laukikısamyag-

dr・s・t・ih・）」の解釈を糸口に、検討を行う。そして、UVVにおける詳細な「有漏

の忍」に対する解釈がAKBhにも援用できる可能性を探りたい。

この研究は順決択分と信の関係、延いては有部修行体系における信の在り方

を見出す足がかりとなることを期待したものである。

２．有部論書における「有漏の忍」の内実

これまでの研究において「有漏の忍」の内実が不鮮明であるのは、AKBh

が、パーリ語の梵語化に際して kam (to like, to desire)起源の khanti対応の梵語も

kantiと梵語化されずにks・antiと梵語化されてしまい、結果としてks・antiは to bearと

to desireの二種の語根の意を含む単語となり、「無生法忍」の忍は kamに由来すると指
摘する。
これに対して櫻部 ［1997, pp. 54-59］はAKBhの「智品」においてks・antiが sam・tı-

ran・a（推度）と言い換えられ、AKVyにおいてはupanidhyana（審慮）と言い換えられ
ていることを指摘する。そして、それはパーリ語に見られるdhammanijjhanakkhanti
などに用いられるnijjhanaと同義であり、古来よりks・antiは知的な作用を言い表す単語
であったと指摘する（なお、初出は櫻部［1966］であり、櫻部［1975］として整理され、
それを一部訂正したものが櫻部［1997］である）。また周［2009, pp.119-132］は両者の
意見をふまえた上で、「推度」の作用の一部として「意楽」が有り、審慮（upanidhyaha）
は「意楽」をふくむと述べる（また、周［2009,p.56註56］も参照のこと）
他にも、「無漏の忍」について櫻部［1997］と同一の見解がAKBh「智品」及びAKVy

の翻訳研究である櫻部・小谷・本庄［2004,xiv］や、TAの翻訳研究である宮下［1985］
によっても述べられている。

３）「有漏の忍」の特徴を分析した研究として 宮下［1983］、 平澤［1985］等が存在する。
しかしいずれの研究によっても「有漏の忍」の特徴が明瞭になったとは言いがたい。宮下
［1983］は TA「智品」冒頭部の翻訳研究である。その際に見と智を図表を用いて分析し、
有漏の忍は智であるが見でないとの結論を下す。平澤［1985］は漢訳アビダルマ文献を中
心に有漏の忍と無漏の忍の整理を試みた研究であり、有漏と無漏の忍には依地を六地とす
るなどの共通点があると指摘する。
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等の有部論書において、「有漏の忍」が明確に規定、言及されていないことに

起因しよう。このうち、AKBhでは、「有漏の忍」は主に「賢聖品」と「智

品」の二箇所において言及される。そこで本章では、AKBhの記述を中心に、

有部論書における「有漏の忍」についての記述を整理したい。

2.1.AKBh「賢聖品」を中心とした規定

第一に、「有漏の忍」はAKBh「賢聖品」において「忍得すること（ks・aman・a）」

として、言及される。そこでは、順決択分の「忍位」が「忍」と名づけられる

理由として「退かず、優れて、諦を忍得すること（ks・aman・a）から〔忍

（ks・anti）である〕。」４)と説示される。この説示は忍（ks・anti）の語に、

ks・amの原意である「耐える」との意味と、四諦を観察する際の作用に関す

る意味の二義が有ることを示すものである。しかしながら、後者の義の「忍得

すること」の意味内容は説明されない。ただ、この点についてAKVyでは

「忍得する（ks・amate）、〔すなわち、〕欲楽する（rocate）」５)と註釈する。し

４）AKBh 344,8-10

mr・dumadhyadhimatrakramabhivr・ddhebhyah・ punar utpadyate 
tebhyah・ ks・antih・ (18c)

adhimatrasatyaks・aman・ad
(1) aparihan・itah・｜ sa ’pi triprakara mr・dvımadhya

’dhimatra ca｜

さらに、下〔品〕中〔品〕上〔品〕の順序で増大した

それら〔頂善根〕から忍〔善根〕が（18c）

生じる。〔忍善根を得た衆生は、その階位から〕退かず、優れて（上品に）諦を忍

得することから〔忍善根が生じる〕。また、そ〔の忍〕も 下〔品〕中〔品〕上

〔品〕 の三種である。

(1)櫻部・小谷［1998,p.126］に従いadhimatrasyaは adhimatrasatya-に訂

正。

５）AKVy533,3-5

adhimatrasatyaks・aman・ad iti｜us・magatavasthayam・ mr・du satyam・ ks・amate 
rocate｜murdhavasthayam・ madhyam・｜tadanam・taram idanım adhimatra-

satyaks・aman・at ks・am・tir utpadyate｜

「優れて、諦を忍得することから」とは、煖の階位においては諦を鈍く（下品に）

忍得する、〔すなわち、〕欲楽する。 頂の階位においては中くらいに（中品に）〔諦

を忍得する、すなわち、欲楽する〕。 その直後に、今度は、優れて（上品に）、諦

を忍得することから 忍〔善根〕が生じる。

また、TA［P.360b1,D.214a2］LA［P.201b3,D.163b6］は、AKVyとは対応せず、

ks・antiの語が示す意味に直接的に言及しない。
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かし、それ以上の言及は行われず、ここでの「欲楽」が何を意図しているのか、

「忍得すること」とは何なのか。「有漏の忍」の内実は不鮮明なままである６)。

このAKBhの記述の対応句は『 阿毘曇心論』等の有部論書に確認される７)。

しかし、いずれにおいても簡潔な説示である。ただ、そこではAKVyに見ら

れたように「欲楽」を「忍」と関連付ける傾向が見受けられる。たとえば、

『 阿毘曇心論』においては「忍とは四聖諦に対する堪忍・欲楽である」と二

義をもって規定する８)。そして、ここでの堪忍は不堕悪趣性や不退善根性であ

ると説明される９)。これに対して『阿毘曇心論經』では、「堪忍」についての

言及はないものの10)、「四諦の行相に対する楽欲を増上するので忍である11)」

と説明する。則ち、これらの説示はAKBhと同様に、忍（ks・anti）に、

ks・amの原意である「耐える」との意味と、四諦を観察する際の作用に関す

る「欲楽」の意味との二義が有ることを示すものである12)。

６）この点について、櫻部［1997, p. 39註２］は次のように言及している。「ヤショーミト

ラ疏（荻原本 p. 533, l. 4）では ks・amateの語を rocateで説明している。その場合の

rocateは「〔智をもって正しく〕照見する」の意であると思われる。この定義の中の ruci
がそれにつながるとすれば、adhimuktiはやはり「印可決定」とか「令心明了」とか説

明されるような知的なはたらきに関わることになる。」

７）順決択分の忍位における忍の語の意味については、『阿毘曇甘露味論』［T.28.973a12］、

『阿毘曇心論經』［T.28.849b13］、『 阿毘曇心論』［T.28.909c23］、『順正理論』［T.29.
678c4-9］に類似する記述があり、直接関連する記述ではないものの『大毘婆沙論』［T.
27.626a4-7］にも対応する解釈が認められる。しかしいずれにおいても忍の内実を明瞭に

説明するものではない。また、『アビダルマディーパ』においては忍について言及される

と考えられるFolio 127が欠損している（Cf.三友［2007,p.664註22］）。

８）『 阿毘曇心論』［T.28.909c23］忍者於四聖諦堪忍欲 。

９）『 阿毘曇心論』［T.28.909c23］煖頂亦堪忍者不然。忍不退故。違 趣故。

10）『阿毘曇心論經』においては「耐える」という意味については註釈されない。これは忍

の不堕悪趣性が有部論書において登場するのが『 阿毘曇心論』や『阿毘曇毘婆沙論』以

後であるからと考えられる。忍位の不堕悪趣性については註の40を参照。

11）『阿毘曇心論經』［T.28.849b13］問曰。忍有何義。答曰。彼於四諦無常等行。 欲増長

是故名忍。是故説順諦忍。能除四諦増上愚。暖頂能除四諦下中愚。

12）また、無漏の忍についての言及ではあるものの、『阿毘曇心論經』では「苦法忍」の忍

の語義を述べる際に『阿毘曇心論』において「堪任 (ks・anti）」とするところを、「知ろ

うとすること、〔知ろうと〕願うこと（欲知楽）」として、意味する所をより明白に述べる。

『阿毘曇心論』［T.28.818c12］

生無漏法忍名苦法忍。彼未曾 今 時堪任故曰忍。是謂初無漏無礙道。

無漏の法忍が生じる、〔これを〕苦法忍と名付ける。こ〔の苦法忍〕は未だ見たこ

との無い〔法〕を、今〔初めて〕見る時、〔その法を〕堪任（ ks・anti）するゆえに、
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このようにAKBh等の有部論書において、「有漏の忍」は「欲楽」と密接な

関係をもって説明される13)。しかし、いずれにおいても簡潔な説明に過ぎず、

ここでの「欲楽」が何を意図しているのか、また、「有漏の忍」にはどのよう

な働きがあるのか、その内実は不鮮明なままである。

2.2.AKBh「智品」を中心とした規定

第二に、「有漏の忍」は、AKBh「智品」においては「賢聖品」よりいくら

か詳細に言及される。そこでは、慧（prajna;法の選別14)）には見（dr・s・t・i;推

測性15)）と智（jnana;決定性16)）の二種類の性質があると述べ、それらを用い

忍という。こ〔の苦法忍〕は、最初の無漏の無間道（ anantaryamarga）である。

『阿毘曇心論經』［T.28.849c6］

欲界見苦 十使對治名苦法忍。昔所未見法欲知 名忍。此最初無漏無礙道。

欲界の見苦所断の十使の対治を苦法忍と名付ける。過去に、未だ見たことの無い法

を知ること（解脱道としての智）を求め、願うことを、忍と名付ける。こ〔の苦法

忍〕は最初の無漏の無間道である。

このことから「有漏の忍」だけが「欲楽」と関係するのではなく、「忍」そのものが

「欲楽」と関係すると言えよう。

13）この結果はks・antiに kam的な意味も含まれていると推測した 佐々木［1958b, pp.
580-593］の見解（Cf. 註２）とも対応する。ゆえに、ks・antiの語義は今回得られた成果

を踏まえ、今一度、検討する必要があるであろう。

14）慧は AKBhでは十大地法の一つとして数えられ、「法の選別」と規定される。

AKBh 54,22(Cf.櫻部［1969,p.282］)

matih・ prajna dharmapravicayah・｜

〔 中の〕慧（mati）とは、慧（prajna）であり、法の選別である。

15）見が推測性であることは、すでに櫻部 ［1997,pp.54-59］（Cf.註２）がAKBhの記述

（Cf.註17）と当該箇所の AKVyの記述に基づいて指摘している。また、AKBh58,8に

おいて「見」が大善地法に含まれない理由として、「見は特殊な慧である」と述べる際に、

AKVy134,2は「見」とは「推測を有する慧(sam・tırika prajna)」であると註釈する。ま

た、『順正理論』［T29.735b7］においても「見者推度性故」と説明する。

16）智が決定性であることは、AKBhでは直接的に言及されない。しかし AKVyでは「決

定した（niscita）」ものであるとして次のように述べられる。

AKVy611,20-21
 

niscitam・ ca jnanam is・yate｜naniscitam｜iti na ks・antayo jnanam・｜

また、智は決定されたものと〔宗義として〕認められるのであって、決定されてい

ないもの〔と認められるの〕ではない。ゆえに〔無漏の八〕忍は智ではない。

また、『順正理論』においても全く同様に規定される。

『順正理論』［T.29.735b3］

所以者何。非決 性故。唯決 義是智義故。
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て区別を行う17)。その内容は櫻部・小谷・

本庄［2004,xiv］によると次頁図の通り

である。

ここではまず、「「無漏の忍（八忍）」は

智ではなく見のみである18)」と直接的に規

定される。

17）AKBh 391,2-15(Cf.櫻部・小谷・本庄［2004,pp.1-7］)
ks・antayas cocyante jnanani ca samyagdr・s・t・ih・ samyagjnanam・ ca｜kim・ punah・
ks・antayo na jnanam・ samyagjnanam・ ca na samyagdr・s・t・ih・

(1)｜

namala ks・antayo jnanam・ (1a)
tatpraheyasya vicikitsanusayasyaprahın・atvat｜dr・s・t・ayas tu ta santıran・atma-
katvat yatha ca ks・antayo dr・s・t・ir na jnanam evam・ punah・

ks・ayanutpadadhır na dr・k (1b)｜

ks・ayajnanam anutpadajnanam・ ca na dr・s・t・ir asantıran・aparimargan・asayatvat｜

tadanyobhayatharya dhıh・ (1c)
ks・antiks・ayanutpadajnanebhyo’nya’nasrava prajna dr・s・t・ih・ jnanam・ ca｜

anya jnanam・ (1d)
laukikıprajna sarvaiva jnanam｜

dr・sas ca s・at・｜｜(1d)｜｜

panca dr・s・t・ayo laukikıca samyagdr・s・t・ih・｜es・a s・ad・vidha laukikıprajna dr・s・t・ih・
anya na dr・s・t・ih・｜jnanam・ tv es・a canya ca｜
さて、〔先に、八〕忍と〔八〕智とが説かれ、正見と正智が〔説かれた〕。では、
〔八〕忍は智ではないのか。また、正智は正見でないのか。

無垢（無漏）の〔八〕忍は智でない（1a）。
それら〔八忍〕によって断ぜられるべき疑随眠が未だに断ぜられていないからであ
る。一方、それら〔八忍〕は推度を本性とするゆえに見である。また、諸々の
〔八〕忍が見であり、智でないのと同じように、また、

尽〔慧〕と不生慧は見ではない（1b）。
尽智と無生智とは、推度することがなく、追求しようとする意欲がないゆえに、見
ではない。

それらとは異なる聖なる慧は両様である（1c）。
〔八〕忍と尽〔智〕・無生智の他の無漏の慧は、〔すでに自らの疑を断じており、推
度を本性とするゆえに、〕(2)見であり、智でもある。

〔上述の無漏の慧の〕他は智である（1d）。
世間的な（有漏の）全ての慧は智である。

さらに、〔有漏の慧のうち〕六つは見である（1d）。
〔六つとは、〕五見と、世間的な正見である。これら六種の世間的な慧は見であり、
他は見ではない。いっぽう、これら〔六種〕と、それ以外〔の有漏の慧〕はまた、
智でもある。

(1)dr・s・t・ih・は櫻部・小谷・本庄［2004,p.5註１］に従い samyagdr・s・t・ih・に修正。
(2)〔すでに自らの疑を断じており、推度を本性とするゆえに、〕は玄 訳『倶
舎論』［T.29.134b27］「所餘皆通智見二性。已 自疑推度性故。」に従い補う。

18）Cf.註17；AKBh 391,4-5

見 智

無
八忍 ○ ×

漏
尽智・無生智 × ○

慧 その他 ○ ○

有 五見・世間正見 ○ ○

漏 その他 × ○
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これに対してAKBhは「有漏の忍」に関して、名称

を直接挙げて、言及することはない。しかし、「世間的

な全ての慧は智である19)」との規定は存在する。そして、

四善根の自性に関しては、AKBh「賢聖品」に「四善根は慧を本性とするものであ

る20)」との規定が存在する。ゆえに「有漏の忍」は必ず智であると見なせよう21)。

このように、「有漏の忍」と「無漏の忍」は「智」の性質の有無において明

確な性質の違いをみせている。整理すれば右図の通りである。

では「有漏の忍」には「見」の性質が有るのであろうか。AKBh「智品」

では「見」については「〔有漏慧のうち〕五見と世間的な正見の六つの世間的

な慧は見である22)」と規定される。しかし、「世間的な正見」はAKBh「界

品」において「世間的な正見（laukikısamyagdr・s・t・ih・）は意識と相応する善

19）Cf.註17；AKBh 391,11-12

20）AKBh 345,2-15(Cf.櫻部・小谷［1999,p.128］)

ta eta us・magatadayah・ smr・tyupasthanasvabhavatvat prajnatmaka ucyante｜

sarve tu pancaskandhah・ (19cd)

saparivaragrahan・at｜

vinaptibhih・｜｜(19d)｜｜

praptayo nos・magatadibhih・ sam・gr・hyante｜mabhud aryasya tatsam・mukhı-

bhavad us・magatadınam・ sam・mukhıbhava iti｜

これらの煖等〔の四善根〕は、〔法〕念住を自性とするゆえに、慧を本性とするも

のと言われる。

しかし、〔それら四善根〕全ては五蘊でもある。（19cd）

随伴〔する法〕を含むからである。

得を除く。（19d）

〔すなわち、〕得は煖法などによって含まれない。そ〔の得〕が現前するゆえに、

聖者に煖法等が現前することがあってはならないからである。

21）「有漏の忍」という語がAKBh.に登場することはない。しかしながら、「無漏の忍」が

AKBh で言及された際（Cf.註17）に AKVyは「有漏の忍」が想定されるから、それを

除くことを目的として「無漏」と限定している旨を説明する。

AKVy611,16-18

・ ・

iti｜amalaeva ks・antayo na jnanam ity avadharan・at sasravah・ks・antayo jnanam 
ity uktam・ bhavati｜sam・vr・tijnanam・ hi tad is・yate｜

「無垢の〔八〕忍は智ではない。(1a)」

とは、諸々の無垢の〔八〕忍だけが智ではないと限定するゆえに、有漏の諸々の忍

は智であると説かれたことになる。何故ならそ〔の有漏の智〕は世俗智と認められ

るからである。

22）Cf.註17；AKBh 391,13-14

見 智

無漏の忍 ○ ×

有漏の忍 ○
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なる有漏の慧である23)」と規定されるに留まり、「有漏の忍」と世間的な正見

の関係は不明瞭なままである。

このことから、宮下［1985］は、世間的な正見に「有漏の忍」は含まれない

ものと見做し、智のみであると規定している。また、櫻部・小谷・本庄

［2004］は「有漏の忍」について言及を行っていない24)。

AKBh「智品」の記述はいくつかの有部の論書に対応する。しかし、そのほ

とんどは先のAKBhの記述を出ないものである25)。その中、AKBhにおいて

いささか不明瞭であった世間正見とされる「意識と相応する善なる有漏の慧」

について『大毘婆沙論』は言及を行う。そこでは、その慧には加行得・離染

得・生得の三種類があるとした上で、加行得に関して「四善根等と倶生する

慧」を挙げる26)。この記述に基づくのであれば、順決択分における「有漏の

忍」は世間正見であり、「有漏の忍」は「見」であるとも言えるであろう。

以上、AKBh「智品」の記述を中心に「有漏の忍」の取り扱いを整理した。

その結果、少なくともAKBhの記述から「智」の性質の有無という点で「有

23）AKBh 29,18(Cf.櫻部［1969,pp.217-218］)

laukikıpunah・ samyagdr・s・t・ir manovijnanasam・prayukta kusalasasrava prajna｜

また、世間的な正見は意識と相応する善なる有漏の慧である。

24）「有漏の忍」については言及を行わないものの、世間的な正見に関しては、櫻部・小

谷・本庄［2004,p.6註6］において、AKBh 39,18が行う世間的な正見の規定と、『決定

義経』（Cf.本庄［1989,p.26］）における世間的な正見の定義等を紹介する。

25）AKBh「智品」に見られるような慧に関する忍・智と見・智の整理は『阿毘曇心論』系

論書には認められない。いっぽう、『衆事分阿毘曇論』［T.26.648c5-c30］や、『入阿毘

磨論』（Cf.櫻部［1997,pp.221-225］）、『順正理論』［T.29.735a25-c3］、『大毘婆沙論』九

十五巻より百巻（Cf. 註26）に、対応が認められる。しかし『大毘婆沙論』以外の記述は

上述のAKBhの説明を超えるものではない。ゆえに、本稿ではそれぞれを一々紹介せず、

『大毘婆沙論』の紹介に留める。

26）『大毘婆沙論』［T.27.502a17-25］(Cf.『大毘婆沙論』［T.27.490a14-15］,『阿毘曇毘婆沙

論』［T.28.360a18-361b27］)

云何世俗正見。答意識相應有漏善慧。此有三種。一加行得。二離染得。三生得。加

行得者。謂聞所成慧。思所成慧。修所成慧。此中差別有不淨 持息念等。及諸念住。

煖頂忍世第一法等倶生慧。離染得者。謂靜慮無量無色解脱。勝處遍處等倶生慧。

生得者。謂生彼地所得善慧。諸如是等世俗正見。差別無邊如四大海水 帝無量。今於

此中略説麁顯世俗正見。
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漏の忍」と「無漏の忍」は別異であることが明らかとなる。さらに、『大毘婆

沙論』の記述が援用できるのであれば、「有漏の忍」は「世間的な正見」であ

り、「見」の性質に関しては「有漏の忍」と「無漏の忍」が共通する可能性が

窺える。

2.3.小結

以上、有部論書における「有漏の忍」に関する言及を整理した。要点をまと

めれば次の四点である。

1.AKBh等の有部論書において、「有漏の忍」は「欲楽（ ruc）」と密接

な関係をもって説明される。

2.AKBhにおいて「有漏の忍」は「智」の性質を有するという点で、

「無漏の忍」と異なるものとして説明される。

3.『大毘婆沙論』の記述を援用すれば「有漏の忍」は「世間的な正見」

であり「見」である。

4.有部論書において「有漏の忍」については断片的な情報しか存在せず、

その内実は明確に記述されない。

３．UVVにおける「有漏の忍」の規定

UVVはプラジュニャーヴァルマン27)が著したとされる有部所属28)と推定さ

27）このプラジュニャーヴァルマンという人物については、Balk［2011,pp.185-186］はジ
ナミトラと同一世代に、チベットにおいて翻訳官として活躍した人物であると推定する。
それに対して、Skilling［1997, pp. 215-219］はプラジュニャーヴァルマンの三種の著作
（Udanavargavivaran・a, Vises・astavat・ıka, Devatisayastotrat・ıka）がいずれも11世紀以後の
翻訳である点や、翻訳官プラジュニャーヴァルマンが大乗仏教の専門家であったのに対し
て、プラジュニャーヴァルマンが著したとされる著作は 伽師や唯識家の思想から仏教外
の思想まで幅広く扱うものとして大きな差異が見られる点等の根拠を挙げ、翻訳官プラジ
ュニャーヴァルマンと執筆者プラジュニャーヴァルマンが別人である可能性を指摘してい
る。本稿ではこのSkilinng［1997, pp. 215-219］の見解に随い、UVVは執筆者プラジュ
ニャーヴァルマンの著作であるとみなす。

28）Balk［2011］や榎本［2004, p. 656］はUVVのコロフォンに基づいてプラジュニャー
ヴァルマン（Prajnavarman｜ ）が説一切有部の人物であることをすでに指摘して
いる。また、Balk［2011, p. 199 はプラジュニャーヴァルマンが法救によるUVの製作
過程に対する毘婆沙師の見解に対して批判的な態度をとっていることを指摘している。
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れるUVの註釈書である。本書の内容に関してBalk［1984a, b, 2011］以来、

あまり研究が進展しているとは言えない。そのような中、筆者は問題の「有漏

の忍」に対する解釈がUVVにおいて提示されていることを発見した。そして、

その解釈は先の検討で扱った情報より詳しいものであった。そこで、今からそ

れを紹介したい。当該箇所は次のようなUV iv-8,9に対する註釈箇所である。

まず、当該箇所で注釈されるUVの本文を挙げる。

UV iv-8-9(Cf.中村［1978,p.178］,Bernhard［1965,p.128］)

hınam・ dharmam・ na seveta pramadena na sam・vaset｜

mithyadr・s・t・im・ na roceta na bhavel lokavardhanah・｜｜iv-8｜｜
29)

samyagdr・s・t・ir adhımatra
30) laukikıyasya vidyate｜

api jatisahasran・i nasau gacchati durgatim｜｜iv-9｜｜
31)

29）UV iv-8の並行句は非常に多岐に渡る（Cf.Bernhard［1965,p.128］）。今回、主題とな

るのはUV iv-9であるために、UV iv-8に関しては割愛する。

30）正式な語形はadhimatraである。Bernhard［1965, p. 128］の紹介する異読にもadhi-

matraとする語形が存在し、『 伽師地論』においてもadhimatraである、（Cf. 註65）。

しかし、当 は sloka調の韻律であり、pathyaの形において、第六音節は長音が求めら

れる。また、パラレルが存在する梵文『増一阿含』［pp. 156-158］においてもadhımatra
であった。ゆえに本稿では、Bernhard［1965,p.128］の校訂に従いadhımatraを採用し

た。

31）UV iv-9はBernhard［1965,p.128］によって指摘されているようにダンマパダ等の南

伝系資料において一切のパラレルが発見されていない。しかし北伝系の資料においては

『雑阿含』［T.2.204b09］、梵文『増一阿含』［pp. 156-158］に登場することを始め、四世

紀の写本と考えられるスバシ写本（Cf. Nakatani［1987, p. 19］）に登場し、『法句経』

［T.4.559b21］、『出曜経』［T.4.639b28.］、『法句譬喩経』［T.4.577a15］や『法集要集経』

［T.4.779a18］にも登場する。このことから南伝ではみられないものの北伝系の資料には

数多く登場することが確認される（Cf.水野［1981, p. 402］,榎本［2001a, p. 283］）。ま

た、『大毘婆沙論』［T.27.501c25］において引用が見られるが、対応する『阿毘曇毘婆沙

論』等には引用は確認されなかった。他にも『声聞地』第一 伽処等（Cf. 註66）にも引

用は確認される。

また、漢訳については次の通りである。

『雑阿含』［T.2.204b9］ 使有世間 正見増上者 雖復百千生 終不 趣

『法句経』［T.4.559b21］正見學務増 是爲世間明 所生福千倍 終不 道

『出曜経』［T.4.639b28］正見増上道 世俗智所察 更於百千生 終不 道

『法句譬喩経』［T.4.577a15］正見學務増 是爲世間明 所生福千倍 終不 道

『法集要頌經』［T.4.779a18］正見増上道 世俗智所察 歴於百千生 終不 地獄

『大毘婆沙論』［T.27.501c25］若成就増上 世俗正見者 設經百千生 終不 趣

『坐禅三昧経』［T.15.280a9］世界正見上 誰有得多者 乃至千萬歳 終不 道

『成実論』［T.32.360c20］得世上正見 雖往來生死 乃至百千世 常不 道

『成実論』［T.32.307b19］若人得世間上正見。雖往來生死乃至百千歳終不 道(1)。
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諸々の劣った法に依存するな、放逸と共に過ごすな、

邪見を望むな。世間を長養する者であってはならない。｜｜iv-8｜｜

ある人に世間的な優れた正見が有れば、

その人は千度生まれ変わろうとも、悪趣に赴かない。｜｜iv-9｜｜

UVV はこのうちUV iv-9に基づいて順決択分の忍位を説明する。以下が当

該箇所の註釈である32)。

UVV ［P.143b3;D.125a2］(cf.Balk［1984a,pp.247,2-250,24］33))

『摂大乗論釈』［T.31.395a22］諸有成世間 上品正見者 雖經歴千生 而不 趣

『 伽師地論』［T.30.401a14］若有世間 上品正見 雖歴千生 不 趣

(1)当該の『成実論』［T.32.307b19］のみ散文である。

32）本箇所に対してUVVの研究であるBalk［2011］は翻訳やコメントをつけていない。

33）UVV本文については紙面の関係上、修正箇所のみ挙げた。異読に関してはBalk
［1984a,pp.247,2-250,24］を参照。

34）AKBh 264,10、AKUp［P.Tu28,3b2;D.Ñu24,8b2］に従い、 は に修

正。

35）紙面の関係上、UV iv-8の註釈箇所 Balk［1984a,pp.247,11-249,10］は省略した。

＜……以下略35)……＞

;

;

34)
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［UV iv-8,9に対する註釈］不放逸こそはあらゆる功徳の住処であるので、

〔不放逸によって〕捨てられるもの、それを示すため、「諸々の劣った法

に依存するな（hınam・ dharmam・ na seveta）」等という二つの 頌（UV
 

iv-8, 9）が説かれたのである。これらの因縁は、「最上の罪である邪見に

ついて、邪見を有するプルシャ・プドガラが身業をそのように見る」云々

と〔説かれる経（①本庄［2014b, No. 4097］37) ②『雑阿含』No. 788）に

おいて〕この二つの 頌が説かれた。＜…以下略…＞

［UV iv-9に対する註釈］【問】「邪見を望むな（mithyadr・s・t・im・ na roceta）」

と先〔の （UV iv-8c）に〕に説かれたが、そ〔の邪見〕は最初に何に

よって取り除かれるのか。【答】世間的な正見によって〔取り除かれるの〕

である。それ故、その同じもの(正見)を示すために「世間的な〔優れた〕

36）原典では （択滅）となっているが、 （非択滅）の誤りであろう。

根拠として三点ある。第一に、択滅は原則として無漏の慧にのみ認められる（Cf. AKVy
16, 1）。そして、ここでの「彼」は世間的な正見を有する異生であり、有漏の慧を有する

者である。ゆえに択滅が得されている状況は想定できない。第二に、UVVでは択滅を寂

滅な状態と認めており (Cf.Balk［1984a,p.19,9；1984b,p.52,1］)、有漏の異生が寂滅を

得することは不合理である。第三に、AKBh 347, 20において、三悪趣に生じない理由と

して、それらに対する「不生法性（anutpattidharmata）」を得しているから、と述べら

れる。そして、この「不生法性」はAKVyでは、「非択滅」であると註釈される（Cf.

AKVy 540, 5）。ゆえに、非択滅が適当である。以上の点に基づき、 （択滅）

は （非択滅）に修正する。

37）この経典の冒頭と同一のものがAKBhに確認される。次の通りである。
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正見である（samyagdr・s・t・ir laukikı）」云々と説かれる。まず、世間的な

正見にさえ、そのような能力がある。〔すなわち〕三悪趣に落ちることを

妨げる〔能力である〕。出世間〔の正見〕に〔そのような能力の有ること

は〕言うまでもない。以上、利徳（phan yon）が示された。〔これが〕こ

〔の 頌〕の要約された意味である。

【B】 不顚倒に働く見が〔世間的な〕正見であり、〔世間的な正見と

は〕とある異生がある善なる見〔の力〕によって、【B-1】業と〔その〕

果の存在することについて、三宝と〔四〕諦〔の存在すること〕を確信

（ abhisam・pratyaya）し、【B-2】勝解（ adhimukti）し、欲楽（ ruci)

することである。

「優れた（上品の；adhımatra）」というのは「鋭さを有する」であっ

て、要約すれば優れた階位を獲得するという意味である。そのゆえに、煖

〔位〕をしっかりと保持した者は下〔品の世間的な正見〕があり、頂

〔位〕をしっかりと保持した者は中〔品の世間的な正見〕があり、忍

〔位〕をしっかりと保持した者は優れた（上品の）〔世間的な正見〕があ

る。世間的（ laukikatvena）であるから「世間的な（laukikı）」であり、

有漏である。【A】【問】いかなる階位によって世間的な正見（ laukikı

samyagdr・s・t・ih・）は優れるのか。【答】答える。次のような〔階位〕である。

〔則ち〕この異生（ pr・thagjanabhuta）には、四聖諦に対して優れた忍

得38)がある。そして彼は「〔順〕決択分の忍〔位〕を得した異生」と言わ

AKBh 264,10(Cf.舟橋［1989,pp.467-468］)

yat tarhi bhagavata trayan・am・ dan・d・anam・ manodan・d・o mahasavadya uktah・,

mithyadr・s・t・ih・ paramavadyanam
(1) ity uktam｜

もしそのようであるならば、世尊によって「三つの罰の中で意罰が最も大罪あるも

のである」と説かれており、更に「邪見は諸罪の中で最極なるものである」と説か

れているのは〔どういうわけか〕。

(1)paramavadyanamは paramavadyanamに舟橋［1989, p. 469］は修正す

る。

本庄［2014b,pp.617-618］に指摘されているように、この経典はAKUpに対応する経典

が認められ、UV iv-8, 9も含まれる。本庄［2014b, p. 618］に指摘されるように『雑阿

含』(788)に対応する。また、梵文『増一阿含』［pp.156-158］にも対応が認められる。

38）ここでの優れた忍は世第一法の一刹那前の上品の忍位（上忍）ではない。忍位の語源的

説明を「忍位は煖(下品)、頂（中品）、忍（上品）の三つの階位の中で最も四諦を優れて
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れるのである39)。「ある人に（yasya）」というのはプドガラにである。「あ

る（vidyate）」というのは〔心身の〕相続にあるのである。「その人は千

度生まれ変わろうとも（api jatisahasran・i asau）」とは輪廻を輪廻しつつ

千の生涯においても世間的な優れた正見を得た彼は悪趣に落ちることはな

いであろう。〔彼は〕まさしく三つの悪趣に生じることがない。彼にはそ

れゆえ、非択滅が得されたからである。「忍を得た者は三悪趣に落ちない」

とのアーガマによる40)。

悪趣を恐れ、劣った道に入る世間の人々に、正見の利益を示すことによ

（上品）忍得するから忍位である」(Cf.AKBh 344,8-10； 註3)との有部の伝統的な解釈

に準えて行ったものであろう。

39）この回答における忍位の解釈はAKBh 344,8-10に酷似する（Cf.註4）。

40）忍の不堕悪趣性は『 阿毘曇心論』［T.28.909c18］や『阿毘曇毘婆沙論』［T.28.19b16

等］(1)に初めて登場する概念であり、それ以前の論書、『発智論』や『阿毘曇心論』、『阿毘

曇甘露味論』等に認められない。また、『 阿毘曇心論』では教証が挙がらない。その一

方、『阿毘曇毘婆沙論』においては様々な経典に基づいて忍に不堕悪趣性が有ることを述

べる。しかし『阿毘曇毘婆沙論』が挙げるいずれの教証においても「忍」や「世間正見」

等の直接的な文言はなく、「この経において人が悪趣に赴かないのは、実は忍の不堕悪趣

性に基づくものであったのである」との趣旨で説明するのみである。忍位が経典に直接的

に説示されることのなかった階位である事や、忍位の成立が妙音『生智論』（散逸）であ

る事は既に指摘されている（Cf. 印順［1968, pp. 245-246］、田中［1976］、周［2009, p.
64］）。このことから、忍位の成立以前には、忍位の不堕悪趣性も、当然存在せず、それゆ

えに経典において直接的な言及が存在しないことが推測できよう。ゆえに、ここでのアー

ガマ（lung）は経ではなく、論を指しているものと推測される。例えばAKBhには次の

ように規定される。

AKBh 347,19(Cf.櫻部・小谷［1999,p.148］)

ks・antilabhy anapayagah・｜(23b)

vihınayam api ks・antau na punar apayan yati tadgamikakarmaklesadurıkaran・-

at(2)｜ks・antilabhad eva hi gatiyonyupapattyasrayas・t・amadibhavaklesanam・ kes・
am・cid anutpattidharmatam・

(3) pratilabhate,
忍を得た者は悪趣に赴かない。(23b)

〔忍を得た行者は〕忍が捨される場合も、二度と悪趣に赴かない。そ〔の悪趣〕に

行く〔因となる〕業と煩悩とを遠ざけるからである。〔彼は〕忍を得ること自体に

よって、①ある種の趣と、②〔ある種の〕生まれ方と、③〔ある種の〕生まれ変わ

りと、④〔ある種の〕依〔身〕と、⑤〔ある種の〕八回目以上の生存と、⑥〔ある

種の〕煩悩との、不生法性を得るからである。

(1)当該の記述は『大毘婆沙論』［27.27a24］と対応する。また 周［2008, pp.
136-139］は当該の二十億耳の逸話が忍の不堕悪趣の出典であると推測する。

(2)櫻部・小谷［1999,p.150］に従いbhumikaは gamikaに訂正。

(3)櫻部・小谷［1999,p.150］に従いdharmataは dharmatam・ に訂正。
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って導くために、〔世尊によって〕こ〔のUV iv-8,9〕が説かれた。

上述のUVVの解釈に際して、特に注目すべきは【A】と【B】の二点であ

る。

第一に、【A】の点について述べたい。当該箇所はUV iv-9に登場する「優

れた世間的な正見（samyagdr・s・t・ir adhımatra laukikı）」に対する註釈である。

ここではUVに登場する「優れた」を「順決択分の忍位」として解釈し、

「世間正見」を「四聖諦に対する忍得（有漏の忍）」と解釈している。つまり、

UVVは順決択分の煖位・頂位・忍位において働く「有漏の忍41)」を「世間的

な正見」と同一のものとみなしているのである42)。

第二に、【B】について述べたい。当該箇所では「世間的な正見」の論的な

規定について言及する43)。すでに、第一の点において「有漏の忍」が「世間的

41）UVVにおいて世第一法は登場しない。恐らくはただ省略されたのではなく、世第一法

の持つ特殊性に基づき、敢えて挙げなかったものと推測される。

42）本稿で取扱う「有漏の忍」すなわち、「善性の有漏の忍」（Cf. 註1）と「世間的な正見」

は全同といっても過言ではない。なぜならば、「世間的な正見」であるが「善性の有漏の

忍」でないもの、あるいは、「善性の有漏の忍」であるが「世間的な正見」であるものは

想定できないからである。なぜならば、忍が推度を有するものであれば、それは推度を有

するがゆえに見であり、見は「五見」と「世間的な正見」の六種しか認められていないか

らである（Cf. 註17）。ただ、それゆえに、五見を「悪性の有漏の忍」であると言うこと

は可能であろう。

また、「優れた世間正見」こと、「忍位における有漏の忍」は、「世間的な正見」の一部

である。忍位や順決択分以外に「有漏の忍」や「世間的な正見」が想定される可能性が存

在するからである（Cf. 註26）。ゆえに、「世間的な正見」の全てが、「順決択分における

有漏の忍」に包括されるものではないことに注意したい。

43）当該のUVVの規定は論的な規定である。世間的な正見はAKUpの引く経典にも登場

する。以下がその内容である。

AKUp［P.Tu234b8,D.Ju205b6］（訳は本庄［2015b,pp.519-523］より引用）

(1)正見とは何か。その正見に二種がある。有漏、有取にして、善趣を成就する

世間的な見もある。無漏、無取にして、苦を滅し、苦に終止符を打つことを成就す

る超世間的な正見もある。有漏、有取にして、善趣を成就する世間的な正見とは何

か。「布施はある。祭祀はある。善行はある。悪行はある。善行と悪行なる業の果、

異熟はある。この世はある。あの世はある。父はある。母はある。化生の有情はあ

る。正しく理解し、正しく実践し、この世をもあの世をも現世に於て自ら勝れた智

慧によって直観し、『我が生は尽きた。梵行は行ぜられた。なすべきはなしおえた。

この生存より他〔の生存〕を知ることはない』と〔いう境地を〕完成し、覚る阿羅
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な正見」であることは確認した。 則ち、この「世間的な正見」の法相的な規

定は、「有漏の忍」の規定であると言えよう。

４．UVVの規定とAKBhとの関連

このUVVの述べる「世間的な正見」こと、「有漏の忍」の定義であるが、

【B-1】、【B-2】の規定はそれぞれ、AKBhに見られる信（sraddha）と勝解

（adhimukti）の定義と完全に対応する。

第一に、【B-1】については次のようにAKBhの信に対する有余師説との対

応が見られる44)。

漢はこの世にある」という見解である。これが有漏、有取にして、善趣を成就する

世間的な正見である。

無漏、無取にして、苦を滅し、苦に終止符を打つことを成就する超世間的な正見

とは何か。この世で聖弟子が、苦を苦と作意し、集を集と、滅を滅と、道を道と作

意する〔場合の〕、無漏の作意と相応する、諸〔法の〕分析、すぐれた分析、分別、

説明、表明、親近、明知、智慧、慧、覚、通達、遍知、考察、観察、これが無漏、

無取にして、苦を滅し、苦に終止符を打つことを成就する超世間的な正見と呼ばれ

る。

また、上述の経典に対応するであろうものが『雑阿含』に存在する。しかし、観察対象

の記述は省略されてしまっている（Cf. 釋開仁［2006］）。また、『決定義経』では八聖道

の正見を説明する際に「この世はある。あの世はある。父はある。母はある。化生の有情

はある。」云々といった同一のフレーズを用いて正見の説明が行われている（Cf. 本庄

［1989,pp.25-26］）。

44）UVVは、信の規定に関して、一部を除き、AKBhで用いられる規定と類似する規定を

述べる。冒頭部のみ引用すると、次の通りである。

UUV Balk［1984a,pp.394,30-395,3］

信（ sraddha）とは、心の透明さ（ prasada）であり、確信（ abhisam・pratyaya)

と希求（ prarthana）との特徴の区別によって、二種である。確信が生じたもの、

それを一部の人々は希求するだろうからである。あるものに対して確信するとは、

〔則ち、〕業と〔その〕果の関係性と、三宝等に対して、である。

また、①透明さ、②確信、③希求の三語を用いる註釈は安慧の『三十頌釈』p. 26, 24-26

等の唯識系文献等においても認められる。
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AKBh 55,6-7

tatra sraddhacetasah・prasadah・｜satyaratnakarmaphalabhisam・pratyaya
 

ity apare｜

このうち、信は心が透明であることである。【有余師説】他の人々45)は

「〔四〕諦と〔三〕宝と業〔とその〕果を確信することである」と〔主張

する46)〕。

第二に、勝解の定義に関しては、櫻部［1997, pp. 34-39］47)が指摘するよう

に諸訳において異なりがあるものの、【B-2】については次のように蔵訳『倶

舎論』48)や AKVyの有余師説と対応する。

蔵訳『倶舎論』［P.72a8,D.64b5］（Cf.AKBh 54,23）

45）荻原・山口［1934,p.61註１］はこの定義が世親の『五蘊論』や、安慧の『三十論釈』

のものと同一であることを指摘する。有余師説の背景は一色［2015］の論考に詳しい。ま

た、有余師説と近似する解釈は『入阿毘 磨論』［T.28.982a28-30］や、UVVが用いる

「信」の定義（Cf.註44）にも見受けられる。

46）AKVyには次のようにある。

AKVy128,17

satyaratnakarmaphalabhisam・pratyaya ity apare iti｜akaren・a sraddhanirdesah・｜

satyes・u caturs・u ratnes・u ca tris・u karmasu ca subhasubhes・u tatphales・u ca 
is・t・anis・t・es・u sam・ty evaitanıty abhisam・pratyayo’bhisam・pratipattih・ sraddheti｜

「他の人々は「〔四〕諦と〔三〕宝と業果を確信 (abhisam・pratyaya)することであ

る」と〔主張する〕。」とは、「四諦と三宝と淨不浄の業と、そ〔の業〕による好ま

しく・好ましくない果に対して「必ずそれらは有る」との確信 (abhisam・pratyaya)、

理解 (abhisam・pratipatti)が信である」と、行相によって信を説明した。

また、TAやLAは信を註釈する際に、勝解と関連付けている。なお、LAは異読を除

きTAと共通するので省略する。

TA［P.218b6,D.184b2-3］(LA［P.159a2,D.137a3-4］)

の人々は、 四 と 三 と云々」とは、 四 と 三 と と そ

の〕諸果に対する確信(abhisam・pratyaya)であって、確信（ sam・pratyaya）しつ

つ、善なることを願うことと、勝解を養生（ pos・ana）することが信である。

他にも、このTAやLAの解釈と同様の解釈が『順正理論』［T.29.391a20］にも存在する。

47）櫻部［1969, p.28註3］では、adhimuktiの定義が説一切有部において定まったもので

はない可能性を指摘する。また、櫻部［1997,pp.34-39］では論書に見られるadhimukti
の定義を整理する。その際に、ruciと解釈するものとして、AKVyの第二釈、『蔵訳倶舎

論』、TA第一釈、LA第一釈、『アビダルマディーパ』第一釈を挙げる。

48）対応するAKBh54,23では adhimoks・o’dhimuktih・｜と言い換えている。勝解の定義に

ついては 櫻部［1969,p.28］を参照。
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勝解とは欲楽である。

AKVy128,2-3

adhimuktis tadalambanasya gun・ato’vadharan・am｜rucir ity anye｜

勝解はその所縁を特質（gun・a）として確定することである。【有余師説】

他の人々は「〔勝解とは〕欲楽である」と〔主張する〕。

このことから、UVVでは、「世間的な正見」をAKBhで述べられる信や勝

解と密接な関係があるものとして理解していることが見受けられる。

そして、UVVが規定するように、信や勝解が強く働いている慧が「世間的

な正見」であるとするならば、四善根の際に生じている大善地法である信を伴

った心は善心である。そして大地法として随伴する慧は、善慧と言うことがで

きよう。これは先ほどに挙げた「意識と相応する有漏の善慧である49)」という

AKBhにおける世間的な正見の規定とも対応する。また、「四善根等と倶生す

る慧は世間正見である」とする『大毘婆沙論』の記述とも矛盾しない50)。

さらに、UVVでは「世間的な正見」こと「有漏の忍」を「勝解」や「欲楽

（ruci）」と関連付けて説明している。この「有漏の忍」と「欲楽」の関係は、

先程挙げたAKBh等で「有漏の忍」を説明する際に「欲楽（ ruc）」と関連付

けて説明していたことと対応する。そしてそうであれば、AKVy等で見られ

る「欲楽」は「勝解」と同義の「欲楽」であろう。

このことから、UVVの行う「世間的な正見」、延いては「有漏の忍」の定

49）Cf.註23；AKBh 39,18

50）これに加え、『大毘婆沙論』［T.27.502a17-25］（Cf.註10）が用いる規定とも矛盾しない。

また、世間的な正見についてはTAやLAに簡潔な記述が見受けられる。なお、LAは

TAと完全対応するので省略する。

TA［P.441a5,D.283b2］(LA［P.269b1,D.220a2］)

「世間的な正見」とは、因と〔その〕果等を存在すると見ることである。

この解釈においては「等」とされ、省略されているものの、UVVに見られた「業とその

果の存在性について…中略…確信し、」という内容や、AKBhに見られた信の定義を彷彿

させる。

さらに、『中観五蘊論』［D.247b2-7］（Cf.横山［2014a,pp.39-41］）においても信と世

間的な正見の関係が述べられる。横山［2014a,p.41,p.41註50］が述べる見解との差異の

詳細は次章に述べる（Cf.註59,61）。
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義は有部のアビダルマの法相、特にAKBh所説の法相を逸脱しないように意

識したものであると見なせよう51)。

５．UVVの規定と『中観五蘊論』との関連

先の検討において、UVVの行う定義がAKBhや幾つかの有部論書の規定

から逸脱しないことを述べた。しかしながら、「世間的な正見」と信・勝解と

の関連性を述べる直接的な言及は見られなかった。その一方、UVVと同じよ

うに、「世間的な正見」と信・勝解に密接な関係があることを伺わせる記述が、

月称52)『中観五蘊論』53)の信の記述54)に見いだせる。以下が『中観五蘊論』の当

該箇所の内容である。

『中観五蘊論』横山［2014a,p.40註49］(Cf.D.247b2-5,P.283b1-7)55)

51）「有漏の忍」と信の関係を仄めかす記述が『チムゼー』に存在する。

『チムゼー』小谷［2004,p.16,p.17］

煖などの四つの智は、すべて念住をその本質とするので、主たるものは智であるが、

助伴として信などを伴う。

また、普光『倶舎論記』においては忍に四種の解釈があるとし、そのうちの一つとして

「信」を挙げる。

『倶舎論記』［T.41.383b25-28］

泛言諸忍略有四種。①若忍辱名爲忍。即無 名爲忍 ②若安受苦忍名爲忍。即精進名

爲忍。③若忍許名爲忍。即信名爲忍。④若 察法忍名爲忍。即慧名爲忍。（番号は筆

者が挿入）

52）『中観五蘊論』の著者が月称であるかどうかについては問題が提起されているが、今は

仮に月称との理解を踏襲する。この問題については横山［2014a, p.37註46］において簡

潔明瞭に纏められている。

53）『中観五蘊論』は中観系の論書であるが、瓜生津［1976］や、池田［1985］等が指摘す

るように一部を除いて有部教説の強い影響が見られる論書であると指摘されている（Cf.
岸根［2001,pp.39-41］、横山［2014a］）。この点については本庄［2012,pp.192-193］が

指摘しているように、月称もアビダルマを世俗としては認めていたからであろう（この点

については本庄良文先生より直接ご教示を受けた。この場で厚く御礼申し上げたい）。

54）『中観五蘊論』は現在、横山氏によって研究されつつある。また氏は信の定義について

横山［2014a］として、紹介、検討されている。また、信の定義に関しては、『牟尼意趣

荘厳』に一部対応箇所が存在する（Cf.横山［2014b］、李・加納［2016］）。

55）Cf.『入阿毘 磨論』［T.28.982a-b］
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【定義】信（ sraddha）とは、諦と、宝と、業と、〔その〕果とに対して

確信（ abhisam・pratyaya）することである。

【定義の解説】【１】その中で、諦とは四つであって、苦〔諦〕、集〔諦〕、

滅〔諦〕、道〔諦〕と呼ばれる。あるいは、二種であって、世俗〔諦〕と、

勝義〔諦〕と呼ばれる。宝とは、三つであって、仏〔宝〕、法〔宝〕、僧

〔宝〕である。業は福〔業〕と、非福〔業〕と、不動（ anenjya）〔業〕

である57)。果は異熟〔果〕と、離繫〔果〕と呼ばれる。【２】その同じも

の（三宝・四諦・業果の存在）を損減する（ apavadika）〔見〕が邪見で

ある、〔即ち、それらが〕存在しないとの行相を持って起こった(asad-

akara-pravr・tta）〔見〕である
58)。世間的な正見は〔それら三宝・四諦・

業果が〕存在するとの行相を持って起こった〔見〕である。そのような

〔世間的な〕正しい見解によって、理解された存在に対して、確信（ abhi-

sam・pratyaya）する行相をもつ〔心所法〕が信（ sraddha）である59)。

56）本文は 横山［2014a,p.40註49］に挙げられているものを借用し、チベット文字に変換

した。引用箇所の科段についても横山［2014a,p.40註49］に従った。異読に関しては省

略した。また、【機能の解説】は直接的に本論と関係しないため今は省略した。

57）Cf.AKBh 227,10-12

58）Cf.註59；AKBh 282,4-6

59）この表現はAKBhにおける五見中の邪見の定義とも対応する。AKBhにおける五見と

は存在に対して損減と増益を伴った見であり、そのうち邪見とは損減を伴った見であると

規定される。

AKBh 282,4-6(Cf.小谷・本庄［2007,pp.34-35］)

sati duh・khadisatye nastıti dr・s・t・ir mithyadr・s・t・ih・｜sarvaiva hi viparıtasvabha-

56)
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【３】信（ sraddha）の力によって、それら〔三宝・四諦・業・果〕の

存在を確定（ avadharan・a）すること
60)、それが不信の対治である。

ここでは、【１】として定義に省略されている所を述べ、【２】においては信

の作用について述べ、【３】においては信の効能を述べている。そして、これ

らの記述はいずれも中観的な傾向を有する記述ではなく、有部教説に基づく記

述である61)。そしてこのうち、【２】と【３】の記述は先のUVVの記述とも

vapravr・t・ta dr・s・t・ir mithyadr・s・t・ih・ ekaiva tukta｜atisayavattvat durgandhaghr・-

tavat(1)｜es・a hy apavadika anyas tu samaropikah・｜

存在する苦などの諦を「存在しない」とする見が邪見である。たしかに、顚倒した

本性を持って起こった(2)見はすべて邪見であるが、一つだけが〔邪見と〕説かれた。

顕著であるからである。臭い （バター油）と同様である。なぜならば、こ〔の邪

見〕は損減する〔見〕であるが、他〔の四つの見〕は増益する〔見〕だからである。

(1)durgandhaks・atavatはソウチャイ［2003］に従いdurgandhaghr・tavatに訂

正する。

(2)pravr・tta; .このような用例はAKVy683,14等にも見られる。

なお、有部における邪見についてはソウチャイ［2003］によって詳細に整理、検討されてい

る。

一方、広義の正見の規定はAKBhにおいて見いだせなかった。ただAKBh「業品」の

善根の続起の説明に際して「「因果は存在する」と見ることが正見である」との意趣が付

随的に述べられる。

AKBh 250,14-16(Cf.舟橋［1987,pp.374-375］)

sandhih・ kan・ks・astidr・s・t・ibhyam・, (80c)

yada ’sya hetuphale vicikitsa cotpadyate(3), astidr・s・t・ir va, samyagdr・s・t・ir
(4) ity

 
arthah・,tadapunas tatpraptisamutpadat pratisandhitani kusalamulany ucyante｜

疑と有の見より、続起がある。(80c)
ある人に、因果に対する疑いが生じる時、あるいは「〔因果は〕存在する」との見が

―正見が、との意味である―〔生じる〕時、その時には、それら（諸善根）の得が再

び生ずるゆえに、諸々の善根は続起したと言われる。

(3)この caは意味が取れない。vaの誤写であろうか。

(4)samyak dr・s・t・irはHirakawa［1973,p.432］に従い samyagdr・s・t・irに訂正。

また、正見についてはシャマタデーヴァが用いる有部の経典（Cf.本庄［2014b,pp.792

-793］（本庄No.6080)；註43）や『決定義経』（Cf.本庄［1989pp.25-26］）にもいくらか

の対象に対して存在すると見ることであると示されている（著者よりのご教示）。また、

TAやLAにおいては「「世間的な正見」とは、因と〔その〕果等を存在すると見ること

である。」と、世間正見を規定する（Cf. 註50）。これらの点を総括すれば、広義の正見と

は存在するものである四諦等について、唯存在するとだけ見る、損減と増益を伴っていな

い不顚倒の見であると推測される。

60）Cf.AKVy,128,2.その内容は「４．UVVの規定とAKBhとの関連」を参照。

61）横山［2014p.41； p.41,50］では三つの定義の解説のうち（１）と（３）については有部

アビダルマ文献に見いだせるものであるとする一方、（２)で用いられた「 は

有部が述べる所の「世間的な正見（laukikısamyagdr・s・t・ih・）」ではなく中観派の二諦説に基

づく中観的な理解であるとの見解を示す。
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対応する。

まず『中観五蘊論』では、【２】において、「世間正見としての 三宝・四

諦・業・果 の確信（abhisam・pratyaya）こそが信である」とする。この内容

は先のUVVで見られる【B】の内容と対応するといえよう。

ついで、【３】において、「信の力」によって、それら〔三宝・四諦・業・

果〕の存在を確定（ avadharan・a）すること」があると述べる。ここでの「信

の力」とは信の作用、「対象に対する確信（ abhisam・pratyaya）」であろう。

そしてこの「確定（ avadharan・a）」という心作用であるが、勝解

の作用である62)。そしてそうであれば、信から勝解という構造が見いだせ、こ

の構造はUVVにおける【B-2】と対応しよう。

以上の点より『中観五蘊論』の記述はUVVと近似する傾向、即ち「世間正

見と信を同一視し、それの力で、勝解する」と捉えていることが窺える。この

ことからもUVVの記述がUVVの独自のものではなく、なんらかの有部系ア

ビダルマの伝統として引き継がれた解釈である可能性が窺えよう。

６．『坐禅三昧経』と「有漏の忍」

UVVにおいて「有漏の忍」はUV iv-9を根拠として提示されたが、それと

横山［2014a,p.41註50］

ここで解説される「世間的な正しい見解」を「世間正見」と同一視し、他の箇所と

同様に有部教説の踏襲であると考えることも確かに可能である。しかし、その場合、

「諦」「宝」「業果」に対する理解が「世間正見」に限定されることになる。以上の

ように、有部教説に基づいて当該箇所を理解するよりは、無自性論証による過剰な

否定を防ぎ、実世界における事物の有効性を保証する中観派の二諦説の文脈で理解

する方が自然であると考えられる。

ここで横山は「「諦」「宝」「業果」に対する理解」が世間正見に限定されてしまうことを

危惧している。しかし当該箇所の記述は、厳密には「「諦」「宝」「業果」が存在するとの

正しい見解に基づく理解」である。諦等を損減も増益もなく正しく不顚倒に存在するとみ

ることこそが正見である（Cf, 註59）。このことから（２）の記述も有部教説に基づく記

述とみなしても良いであろう。

62）その内容については既に述べたので再説しない。当該の記述はAKVy128, 2-3,第四章

の本文を参照のこと。また、TAやLAにおいては「信が勝解を養成する」との旨が註釈

される（Cf.註46）。
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同様の解釈が『坐禅三昧経』下巻の声聞の出世間道より回収される63)。その解

釈は次の通りである。

『坐禅三昧経』［T.15.280a9］64)

仏陀が『法句』65)において〔次のように〕説いている通りである。

「世間的な優れた正見を獲得した者は、一千万〔回目の〕生涯まで、

終に〔三〕悪道に堕落することはないだろう」と。

こ〔 中〕の世間的な〔優れた〕正見は忍善根と名付けられる。

ここでは、UV iv-9を用いて、「優れた世間的な正見が忍善根である」と規

定される66)。この規定は先のUVVにおける【A】の記述と対応しよう。

63）UVには二種の漢訳註が存在するが、いずれにおいても同様の解釈は確認されない。

『出曜経』に関しては 平岡［2007］ によって中国編纂の文献である可能性が指摘されて

いる。また、『法句譬喩経』に関しては榎本［2001b, p. 280］によって中国編纂の文献で

ある可能性が指摘されている。

64）『坐禅三昧経』［T.15.280a09］

如佛説法句中

世界正見上 誰有得多者 乃至千萬歳 終不 道。

是世間正見是名爲忍善根。

対応する梵文は本論第三章冒頭部、及び註66を参照。対応する漢訳に関しては註31を参照。

65）UVはパーリ DhammapadaとUdanaに対応する内容を合してさらに増広させたもの

なので、ここでいう『法句』はUVに対応する（Cf.水野［1981,pp.13-14］）。

66）世間的な正見の記述ではなく、忍位の不堕悪趣を論証する際に用いられる用例として、

『声聞地』や 無性『摂大乗論釈』［T.31.395a22］等が存在する。今は『声聞地』の記述

のみを紹介すると次の通りである。

『声聞地』第一 伽処 Shukla［1973,p.29］(Cf.声聞地研究会［1998,p.55］)

punar aparam avatırn・ah・ pudgalo na ca tavad visam・yukto bhavaty apayaks・a-

n・agamanıyaih・ klesaih・, na ca punar aks・an・es・upapadyate｜avatırn・am・ ca pud-

galam・ sandhayoktam・ bhagavata｜

samyagdr・s・t・ir adhimatra laukikıyasya vidyate｜

api jatisahasran・i nasau gacchati durgatim｜｜

sa punar yadadhimatres・u kusalamules・u pravis・t・o bhavaty anupurven・a 
paripakagamanıyes・u tada naks・an・es・upapadyate,na tv anyes・u｜idam・ dvitıyam

 
avatırn・asya pudgalasya lin

・gam｜｜

さらにまた、趣入したプドガラは、未だ悪趣と難処に通じる煩悩より離繫していな

くても、二度と難処に生じない。〔このような〕趣入したプドガラを密意して世尊

によって〔次の が〕説かれた。

ある人に世間的な優れた正見が有れば、

彼は千度生まれ変わろうとも、悪趣に赴かない。

さらに、そ〔の趣入したプトガラ〕が、次第に、成熟に通じる優れた（上品の）善

根に入った時、その時には難処に生じない。他の〔善根〕に入った者は〔そうで
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『坐禅三昧経』下巻が中国人によって述作されたものではなく、鳩摩羅什が

インド由来の情報を編纂して成ったものである可能性については拙稿（田中

［2015］67)）においてすでに論じたが、上の考察により、（１）鳩摩羅什が「坐

禅三昧経」を制作した五世紀の初頭以前には「優れた世間的な正見」と「忍善

根（順決択分の忍位）」を関連付ける解釈がインドにおいて存在したこと、

（２）それを羅什が継承したこと、（３）その解釈が有部につながるものであ

ること、を推測して良いであろう。

７．結論

以上、本稿では有部系アビダルマにおける「有漏の忍」の記述を分析した。

明らかとなった点を整理すると次の通りである。

(A)AKBh等の有部論書において、「有漏の忍」は「欲楽（ ruc）」と密

接な関係をもって説明される。しかし、その内実は明確に記述されな

い。

(B）AKBh「智品」では「智」の性質の有無という点で「有漏の忍」と

「無漏の忍」は別異である。『大毘婆沙論』の記述を援用すれば「有

漏の忍」は「世間的な正見」であり「見」でもある。

(C）UVVではUV iv-9における「優れた世間的な正見」について、「優

れた」を「順決択分の忍位」と解釈し、「世間的な正見」を「四諦に

対する忍得（有漏の忍）」であると解釈する。すなわち、UVVは

「有漏の忍」を「世間的な正見」として「見」であると見做している。

は〕ない。これが趣入したプトガラの第二の特徴である。

※本箇所に対して『 伽論記』［T.42.433a9］はこの不堕悪趣の位が上品の忍

位であると註釈する。

67）田中［2015］においては『坐禅三昧経』下巻に説示される「声聞の出世間道」が中国人

によって述作されたものではない可能性を述べた。主な根拠としては次の二点である。

（１）『坐禅三昧経』の構造は当時中国に伝来していなかった『 伽師地論』中の「声聞

地第三 伽処・第四 伽処」と近似している点、（２）真実の楽受は存在しないとの経部

的な見解をめぐって『坐禅三昧経』の記述は中国伝来資料を基に中国人が述作したもので

はない可能性が窺えた点。

―198―

仏教学会紀要 第21号



そしてこの理解は（B）の『大毘婆沙論』の規定とも対応する。

(D）UVVは「世間的な正見」を「四諦と三宝と業とその果の存在に対し

て確信し、勝解し、欲楽することである」と規定する。（C）を踏ま

えればこの規定は「有漏の忍」の規定とも見なせよう。

(E）(D）の定義は、AKBhの信と勝解の定義と対応し、さらにAKBh

所説の「世間的な正見」の定義と抵触しない。また、（B）における

『大毘婆沙論』の規定とも対応する。このことからUVVはAKBh

等の有部系アビダルマの伝統に基づいたものであると言える68)。

(F）(E）で述べたように（D）の定義の一部はAKBhの勝解の定義と対

応し、「有漏の忍」と勝解・欲楽の関連がみいだせた。このことから、

AKBh等で「有漏の忍」が「欲楽」として解釈されるのは、「勝解」

が含意されているからと言えよう。

(G）(C）と同一傾向を有する解釈が『中観五蘊論』に見いだせる。この

ことからもUVVの解釈は、独自のものではなく、なんらかの有部系

アビダルマの伝統に基いていると言えよう。

(H）(C）と同様に、UV iv-9を用いて「順決択分の忍位」と「優れた世

間的な正見」を関連付ける解釈は鳩摩羅什が作成に携わった『坐禅三

昧経』にも存在する。ゆえに、UV iv-9を用いた解釈はUVV独自の

ものではなく、五世紀以前には存在した有部系の伝統的な解釈である

ことが窺える。

今回の検討に基づけば、UVVにおける「有漏の忍」の解釈は有部系アビダ

ルマの伝統に基づくものである。そしてそうであれば、AKBhにおける「有

漏の忍」の規定もUVVと同様であった可能性が高い。

いずれにせよ、UVVにおける詳細な「有漏の忍」についての解釈は、最も

深く踏み込んだものであり、有部の順決択分の研究にとって重要な資料となり

えるであろう。

68）UVVとアビダルマの関係を論じた論考は未だ存在しない。その中、本庄［1990, p. 60,

p.69註1,4］はUV xxix-24について『釈軌論』の声聞の立場とUVVが同種であること

を指摘している。
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［付記］本原稿においてAKBhやAKVyを翻訳する際には櫻部［1969］、舟橋［1987］、小

谷・本庄［2007］、櫻部・小谷［1999］、櫻部・小谷・本庄［2004］を参考にした。

また、学会発表の際には田中典彦先生、並川孝儀先生、本庄良文先生にご質問頂いた。また、

本稿執筆にあたってはご多忙の中、松田和信先生と本庄良文先生、清水俊史氏より貴重なご

意見を多数頂戴した。この場にて厚く御礼申し上げたい。

［追記］本稿の校正中に、浪花宣明先生より平成27年11月20日に重版された『サーラサンガ

ハの研究』を頂戴した。そのpp. 273-274に、忍の語義についての紹介があり、そこに『清

淨道論』等に見られる解説として、khantiを rucと関連付ける説示が見受けられた。しか

し、本稿に反映することはできなかった。貴重な情報を頂戴したことを、この場にて厚く御

礼申し上げたい。

略号
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