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【抄録】

本稿は，『倶舎論』を中心に有部阿毘達磨の法相を検討することで，行為一般を構成する無

表（非律儀非不律儀）が当該行為に対していかなる役割を担っているのかについて考察した。

結論として，１）根本業道に無表が設定される理由は，因果の時間的逆転現象を防いで三世実

有説に基づいた因果則を守るためである点と，２）行為の構成要素の一つである無表は，その

当該行為の軽重を決定する助因としての役割を担っている点を指摘した。
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０．問題の所在

本稿は，有部行為論において無表（avijnapti）が如何なる役割を果たしているのか，とい

う点を検討する。ここでの「行為」とは，殺生などといった世間的・世俗的な意味での継時的

な行動一般を意味する。有部における無表は，“妨善妨悪の功能をもつ後天的習慣性”すなわ

ち「戒」として有部に導入されたことが多くの先行研究によって指摘されている 。しかしな

がら有部論書では，妨善妨悪（戒）の功能をもたない非律儀非不律儀の無表が，業道や福業事

と関係して説かれていることも事実である。これは，有部論書において説かれる無表の実有論

からも確認することが出来る。『倶舎論』（AKBh.）では，無表の存在証明として次の八証が

挙げられる。

（１） 無見無対色が経典に説かれている 。

（２） 無漏色が経典に説かれている 。

(３) 有依福業事による福徳の増大が経典に説かれている 。

(４) 自ら実行せず，他者に命令して行為を遂行させた場合には，無表がなければ根本業道

が成立しない 。

(５) 十一処に含まれない無見無対の色が経典に説かれている 。

(６) 無表がなければ，入定した者には正語・正業・正命が存在しなくなってしまい，八正

道が揃わなくなってしまう 。



(７) 無表がなければ別解脱律儀が存在しないことになってしまう 。

(８) 経典には犯戒を止める遠離が，堤防（setu）という実体として説かれている 。

この八証のうち二つ，すなわち証明（３）が福業事と，証明（４）が業道と関係している。

また『大毘婆沙論』において説かれる表・無表の実在論でも上記の証明（４）に相当する理論

が説かれ ，さらに『成実論』においても証明（３）（４）に相当する記述が見られる 。こ

のように無表は，当初は戒として有部に導入されたとしても，時代が下り『大毘婆沙論』や

『倶舎論』が編纂される頃になると，戒としてだけではなく行為一般を成立させるための重大

な要素として受け入れられていたことが確認される。

上述のように業道として無表が設定されることを受けて，明治から大正にかけて当時の学界

は，業と果をむすぶ媒介者としての役割が無表にはあると理解していた。この理解が誤りであ

ることを証明したのは加藤 神と荻原雲來である。しかしながら両者ともに「三世実有説に基

づいて過去の業は，媒介者なしに直接的に未来に果を生みだすことが出来る」と主張すること

で従来説を破折するにとどまり，業道として設定された無表がどのような役割を担っていたの

かについては検討していない 。その後の多くの無表研究も，初期有部論書を検討して無表

の起源を探ることを主目的としており，一部の概説的な言及 を除けば非律儀非不律儀の無

表の持つ役割が研究対象とされることはなかった 。これを受けて本稿では，このような行

為一般を構成する無表，すなわち非律儀非不律儀の無表が，１）何故に根本業道に設定される

必要があるのか，２）当該の行為に対してどのような役割を担っているのか，という二点を考

察する。

１．根本業道としての無表

第一の問い「何故に無表が根本業道に設定される必要があるのか」について考察を進める。

この問いが取り上げられるのは「身語の業道が完成した刹那に当人に表（vijnapti）が起きて

いなければ，その刹那に生じる無表（avijnapti）が根本業道として設定される」という場合

である。具体的には，Ａ）他人に依頼をして殺人などの目的を達成しようとする場合と，Ｂ）

自らの手で殺人などを実行するも，切り付けなどの表層的な肉体的行為が既に終わってしまっ

た後で殺人などの目的が達成される場合とに，どうして無表が根本業道として生じる必要があ

るのか，ということである。

まず，Ａの場合を検討する。AKBh.では，他者に殺人を依頼して目的を達成した場合（殺

人教唆）を例にとって，このような場合には命令者にとって何が殺生業道の本体になるのか，

次のように説いている。
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AKBh.(p.196.16-18):

akurvatas ca svayam・ paraih・ karayatah・ karmapatha na sidhyeyur asatyam
 

avijnaptau /na hy ajnapanavijnaptih・ maulah・ karmapatho yujyate / tasya karman・o

’kr・tatvat /kr・te’pi ca tasyah・ svabhavavises・ad iti /

また，もし無表（avijnapti）がなければ，自ら為さず他の人々に為さしめる者に諸の業

道が成立しないであろう。なぜなら，命令の表（vijnapti）は根本業道として相応しくな

いからである。その業が未だ為されていないからである。また，〔他者によってその業が〕

為されたとしても，それ（命令の表）に自性の差異はないからである，と。

すなわち，命令の表は根本業道にはなり得ないのであるから，目的が達成される瞬間に無表

がなければ根本業道が成り立たないと理解されている。これは，経部の無表仮有論に対抗して

その実有性を立証するための一文であり，既に『大毘婆沙論』巻122（T27.634c21-24）にお

いてもこれと同趣旨が説かれるため，有部にとって無表実有論の重要な根拠の一つであると考

えられる。しかしながら上記のAKBh.の文面はあまりに簡略であり，どうして命令した時の

表が根本業道に再設定することが出来ないのかについて大意を摑みにくい。これについて

AKVy.は次のように説明する。

AKVy.(pp.354.31-355.4):

na hy ajnapanavijnaptih・ maulah・ karmapatho yujyate . Tasya pran・atipatadi-

karman・o ’kr・tatvat. syan matam・. kr・te tasmin karman・i tadajnapanavijnapteh・ kar-

mapatho bhavis・yatıti.atra idam ucyate.kr・te’pi ca tasyah・ svabhavavises・ad iti.paren・a
 

kr・te’pi tasmin（p.355）karman・i tasya ajnapanavijnapter na kascit svabhavavises・o

’sti,yena tadanım・ karmapathah・ syat.tasmat purvavat tasyah・ svabhavavises・at.yath-

aiva purvam・ karmapatho na vyavasthapyate. tathaiva pascad ity ato ’stıty
 

abhyupagantavya yasau tadanım utpadyate karmapathasam・gr・hıteti.

なぜなら，命令の表（vijnapti）は根本業道として相応しくないからである 。その殺生

などの業が未だ為されていないからである。「〔他者によって〕その業が為されたとき，

〔命令者の，〕その命令の表が業道になるだろう」と考えるかもしれないが，これに対して

次のことが説かれる。「また，〔他者によってその業が〕為されたとしても，それ（命令の

表）に自性の差異はないからである」と〔は次の意味である。即ち〕他者によってその業

が為されたとき［355］，その命令の表には，それによってその時（他者によって業が為さ

れた時）〔その命令の表が〕業道となるような，いかなる自性の差異もない。従って，前

と同じく〔命令の表は加行のままであり，業道になるということはない〕。そ〔の命令の

表〕に自性の差異がないからである。先に業道として建立されないのと全く同様に，後に

33有部行為論における無表の役割



も〔建立されることはない〕のである。それゆえに，その時〔即ち他者が業を為した時〕

に，業道に摂められるものとして起こる〔ところの〕，こ〔の無表（avijnapti）〕はある

と承認されるべきである。

すなわち過去に落謝した命令の表の自性は，その後の事情の如何によって変化することはな

い。それゆえに，目的が達成された瞬間に根本業道となる法が，命令の表とは別に生じていな

くてはならない。上記のAKBh.およびAKVy.における記述が想定している殺人教唆を，行

為の構造にあてはめると次のようになる。

上図においては，能転心 が「誰某を殺してやる」と決意した心にあたり，表 が「誰某を

殺せ」という殺人の命令にあたり，その後に殺者が殺人に成功した刹那 に命令者に生じる無

表 が根本業道にあたる。

有部の理解に従えば，殺者が殺生を達成した刹那 には，既に指示者による命令の表

（vijnapti）は過去に落謝してしまっているため，その後に殺人が成功したからといって，命

令の表 を根本業道に再設定することは出来ない。そして，命令が伝えられた時点では未だ

殺生の成功/不成功までは決定していないのであるから，命令されただけの段階で表 もしくは

表 を根本業道として設定することは，未だ殺生が完成していないのに殺生業を犯したという

矛盾に陥ってしまう。このような場合に殺生業を合理的に説明するために無表（avijnapti）

を想定する必要がある，と有部は考えるのである。

以上のような，根本業道の刹那において表が現起していない場合に，その刹那に無表が生じ

て根本業道に設定されることは ，命令の場合だけではなく，先の述べたＢの場合，すなわ

ち自ら為す場合にも当然あてはまる。『大毘婆沙論』ではこの例として，アジャータシャトル

が父王を殺害する例と ，外道が目連を殺害する例とを挙げている 。すなわち，犯行者

（アジャータシャトル，外道）が自ら幽閉・攻撃し，それを為し終えた時には未だ被害者（父

王，目連）は存命しており，それより時間を隔ててから死んだ場合である。この場合にも，既
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に過去に落謝した表を業道に再設定することは不可能であるため，やはり無表という別法が目

的達成の瞬間に生じていると想定しなければ，殺生業を合理的に説明することが出来ない。

1.2.取果・与果

このように無表が業道として生じていなければならない理由は，有部の三世実有説に基づく

取果・与果の因果則からも確認することが出来る。有部では業が為されたその瞬間に，未来に

どのような果を引くか予約され（取果），この業は過去に落謝していても予約された果を与え

る（与果）能力があると考えられている。このうち取果について，有部法相によれば，法は現

在位に有る時のみ果を取ることが可能である。

AKBh.（p.96.10-13):

athais・am・ hetunam・ katamo hetuh・ kasmin kale phalam・ pratigr・hn・ati dadati va /

vartamanah・ phalam・ panca gr・hn・anti (2,59ab)

natıtah・ pratigr・hıtatvan napy anagata nis・purus・akaratvat /karan・ahetur apy evam /

sa tu navasyam・ saphala iti nocyate /

【問】さて，これら〔六〕因のうち，何れの因が何れの時に果を取り，あるいは〔果を〕

与えるのか。

現在なる五つが，果を取る。（2,59ab)

過去なる〔五つ〕は〔果を取ら〕ない。既に〔果が〕取られているからである。未来なる

〔五つ〕も〔果を取ら〕ない。士用が無いからである。能作因も同様に〔現在のみ果を取

る〕。けれどもそれ（能作因）は必ず果を持つわけではないので，〔本頌に〕説かれていな

い 。

また，与果については，その法が現在か過去に有る時のみ果を与えることが可能であり，と

りわけ本論において問題となる異熟因（＝業）となる法は，それが過去に有る時のみ異熟果を

与えることが出来る。

AKBh.(pp. 96.14-97.9):

dvau prayacchatah・ /(2,59b)

sahabhusam・prayuktakahetu varttamanau phalam・ prayacchatah・ /samanakalam eva
 

hy anayoh・ phaladanagrahan・am /

varttamanabhyatıtau dvau (2,59c)

phalam・ prayacchatah・ sabhagasarvatragahetu /yuktam・ tavad yad atıtav iti /atha
 

katham・ varttamanau nis・yandaphalam・ prayacchatah・ /samanantaranivarttanat /
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nivr・tte tu phale tau cabhyatıtau bhavatah・ /phalam・ capi dattam・ na punas tad eva
 

dattah・ /...中略.../

eko’tıtah・ prayacchati //2,59d //

vipakahetur atıta eva phalam・ prayacchati /yasman na saha va samanantaro vasti
 

vipakah・ /

二は〔現在にある時，果を〕与える。(2,59b)

倶有・相応の両因は，現在にある時に果を与える。なぜなら，これら二〔因〕の与果と取

〔果〕とは，必ず同時にあるからである。同類・遍行の

二は，現在と過去にある時に，(2,59c)

果を与える。【問】まず，過去にある〔二因が与果することは〕理に適っている。しかる

に，どうして現在にある〔二因〕が等流果を与えるのか。【答】〔因の〕無間に〔果が〕転

起するからである。けれども果が転起した時に，その二つは過去においてあり，そして果

を既に与えているから，同じそれ（既に与えられた果）を再び与えることはない。…中略

…。

一は，過去にある時に〔果を〕与える。(2,59d)

異熟因は過去にある時にのみ果を与える。なぜなら，倶に，あるいは無間に異熟はないか

らである 。

したがって，未来の事情が過去に何らかの影響をもたらすことは法相上あり得ない。なぜな

ら，時系列上より後に生じた法が，それより前に起きた事象を取果したり与果したりすること

は決してないからである。よって「殺人が達成された」という事実が未来に何らかの影響を及

ぼす場合には，必ず殺人が達成された瞬間に根本業道となる法が生じていて，さらにその瞬間

にその法が取果をなさなければならない。しかし，もしその瞬間に表が生じていない場合には，

その瞬間の心・心所法や無為法といった非色法に，色法である殺生業道（身業）としての役割

を負わせられないことは明白であるから ，有部はどうしても無表という特殊な色法を想定

せざるを得ない。

1.3.まとめ

以上を要約すれば根本業道において無表が設定される理由は，三世実有説に基づいた因果則

を守るためであり，後に起きた出来事が，時間を遡って過去の事象に影響を与えるという「因

果の時間的逆転現象」を防ぐためであると考えられる。これと同趣旨は『大毘婆沙論』，『順正

理論』，『蔵顕宗論』からも確認することが可能であり ，有部における無表の主要な役割の

一つとして理解されていたことが伺える。
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２．助因としての無表

続いて第二の問い「無表は当該行為に対してどのような役割を果たすのか」について考察す

る。ここでの「行為」とは，殺生などといった世間的・世俗的な意味での継時的な行動一般の

ことであり，無数の表（vijnapti）・無表（avijnapti）によって構成されているところのもの

である。ここでの結論を先んじて言えば，このような行為を構成している無表の役割は，その

行為全体の軽重に，すなわちその行為が未来に重大な影響を与えるものになるかどうかを決定

する助因になると有部は考えている。『順正理論』では，無表のもつこのような役割が明確に

説かれる。

『順正理論』巻35（T29.543a11-17):

非牽引力即令當來愛非愛果決定當起。除能教者能起表思。若於後時善心相續。乃至使者事

究竟時。無表若無。更無別法。於非愛果能為圓滿助因。可得果應不生。若加行心。即能令

果決定當起。不須滿因。使者或時不為殺事。教者非愛果亦應決定生。既不許然。故汝經部。

於業果理。極為 立。

牽引の力，即ち当来の愛・非愛の果をして，決定して当に起こらしむるに非ず。能教者の

能く表を起す思を除き，若し後時に於て善心相続し，乃至，使者の事の究竟する時まで，

無表若し無くば，更に別法の，非愛の果に於て能く円満の助因と為るものなし。得べき果

も応に生ぜざるべし。若し加行の心，即ち能く果をして決定して当に起らしめ，満因を須

ひざれば，使者或る時殺事を為さざるも，教者の非愛の果亦応に決定して生ずべし。既に

然りと許さず。故に汝経部は業果の理に於て極めて悪立となす。

すなわち，命令者が殺者に殺人を依頼して，その殺人を決心した命令者の思が何らかの果を

もたらす場合には，殺人が達成された瞬間に無表なる別法が命令者に生じて，その無表が先に

起こした思（業）に対して，その果をより決定的に起こらしめる助因として働く 。もし，

殺人に失敗すれば根本業道として無表が生じないため，その命令者の犯した思（業）は，果を

起こすための助因を欠くことになる 。

もちろん上記の言及は，殺人の命令をして以降，悪心や自ら実行する表が生じていない場合

を想定しているのであり，もしも悪心が生じていたり，自ら殺生を実行することで表が生じて

いたりする場合には，それら悪心や表が助因となることも当然あり得ると考えられる 。

2.1.業の軽重

このような助因としての無表の役割は，他の箇所からも確認することが出来る。ある業が重

大な異熟を招くようになるか，それとも軽微な異熟を受けるだけで済むのか，という「業の軽
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重」を決定する要因として，有部は，（１）後起，（２）田，（３）依処（＝業道），（４）加行，

（５）思，（６）意欲という六要素があると理解している。AKBh.とAKVy.には次のように

ある。

AKBh.(p. 271.7-16):

karman・am・ tu gurulaghutvam・ jnatukamena samasatah・ s・at・ karan・ani  jneyani /

tadyatha

pr・s・t・ham・ ks・etram adhis・t・hanam・ prayogas cetanasayah・ /

es・am・ mr・dvadhimatratvat karmamr・dvadhimatrata //4,119//

pr・s・t・ham・ nama yat kr・tasya punar anukriya /ks・etram・ nama yatra karapakarah・

kriyante/adhis・t・hanam・ karmapathah・ /prayogas tadartham・ kayavakkarma/cetana

yaya karmapatham・ nis・t・hapayati /asayas tadabhipraya evam・ caivam・ ca kuryam
 

evam・ caivam・ ca karis・yamıti /

さて，諸業に軽重あることを知ろうと欲する者は，概略として六因を知るべきである。す

なわち，

（１）後起と，（２）田と，（３）依処と，（４）加行と，（５）思と，（６）意欲とであ

る。これらに上品と下品があるゆえに，業にも上品と下品がある。(4,119)

（１）「後起」と呼ばれるものは，為されたことをさらに引き続き為すところのそれである。

（２）「田」と呼ばれるものは，ある者に対して利益もしくは損害が為されるところのその

者である。（３）「依処」とは，業道である。（４）「加行」とは，それ（業道）を目的とす

る身語業である。（５）「思」とは，それによって〔人が〕業道を究竟せしめるところのも

のである。（６）「意欲」とは，「このように，あのように私は為したい」または「このよ

うに，あのように私は為すだろう」という，それらの志向である。

kasyacit pr・s・t・haparigrahen・aiva tat karma guru sam・padyate /vipakanaiyamyavasth-

anat /kasyacit ks・etravasenaiva / tatraiva ks・etre punar adhis・t・hanavasat guru
 

sam・padyate nanyatha/yatha matapitroh・ pran・atipatat na tv evam adattadanadikat /

evam anyad api yojyam /yasya tu sarvan・y adhimatran・i bhavanti tasyatyartham
 

adhimatram・ guru karma veditavyam / yasya mr・duni  tasyatyartham・ mr・du
 

veditavyam //

ある人にとっては後起に属するものによってのみ，その業は重いものとなる。異熟の決定

性を確立するからである。ある人にとっては田によってのみ〔その業は重いものとなる〕。

さらに，同じその田であっても，依所により重いものとなるが，さもなくば〔そうでは〕

ない。例えば母・父を殺せば〔重いものとなるほどには〕，〔母・父から〕盗むことなどを

為しても〔重いものとはなら〕ない。他〔の因〕も同様に適用されるべきである。また，
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ある者にとって〔六因の〕すべてが上品であれば，その者の業は極めて上品で重い，と理

解すべきである。ある者にとって〔六因のすべてが〕下品であれば，その者の〔業は〕極

めて下品であると理解すべきである。

AKVy.(p. 435.12-19):

vipakanaiyamyavasthanad iti. niyatavipakadanavasthanad ity arthah・. kasyacit
 

ks・etravasenaiveti. tadyatha.samanyapurus・avadhat pitr・vadhah・. tatraiva ks・etre
 

punar adhis・t・hanavasad iti. karmapathavasat. katham ity aha. matapitroh・

pran・atipatanat guru karma na tv evam adattadanadikat guru. na hi matapitror
 

dravyapaharan・akarma tadvadhavat  guru bhavati  tadvadhasyana m・ taryasva-

bhavatvad. adisabdena mr・s・avadapaisunyadigrahan・am・. evam anyad api yojyam iti.

kasyacit prayogavises・en・a guru sampadyate vipakanaiyamyavasthanat. kasyacic
 

cetanavises・en・a.kasyacid asayavises・en・a.

「異熟の決定性を確立するからである」とは，「決定した異熟を与えること（与果）を確立

するからである」という意味である。「ある人にとっては田によってのみ」とは，例えば

一般の人を殺すより父を殺す方が〔重い業となる〕ようにである。「さらに，同じその田

であっても，依所により」とは，「業道により」である。【問】どのようにか。【答】答え

る。「母・父を殺せば重い業となるが，〔母・父から〕盗むなどを為しても重い〔業とはな

ら〕ない」と。なぜなら，母・父の財産を奪う業は，彼らを殺害することほどに重いもの

とはならないからである。彼らの殺害は無間〔業〕を自性とするからである。「など」の

語によって，虚誑語・離間語などを含んでいる。「他〔の因〕も同様に適用されるべきで

ある」とは，ある人にとっては加行の卓越なることによって重いものとなる。異熟の決定

性を確立するからである。ある人にとっては思の卓越によって〔重いものとなる〕。ある

人にとっては意欲の卓越なることによって〔重いものとなる〕。

この六因のうち，（１）後起，（３）依処（＝業道），（４）加行の三つは身語業から構成され

るものであるから，そこに属する表と無表とを指しているものと考えられる。ここでは，六因

すべて揃う場合が最も重い業になると説かれていることから，複数の表や無表などが相互に影

響力を及ぼしつつ，当該行為の軽重を決定するものと考えられる。これと同趣旨は『順正理

論』巻44(T29.593b27-c10);『蔵顕宗論』巻24（T29.890b25-c06）においても説かれる。

2.2.造作業／増長業

また無表（avijnapti）の助因としての役割は，造作業/増長業の分類定義からも確認するこ

とが出来る。すなわち造作業とは比較的軽い業であり，増長業とはそれより重大な業であるが，
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造作業が増長業になるための基準には（１）故意，（２）円満，（３）悪作，（４）助伴，（５）

異熟という五つがあるとされる。AKBh.には次のようにある。

AKBh.(pp. 271.17-272.4):

kr・tam・ copacitam・ ca karmocyate /katham・ karmopacitam・ bhavati /pancabhih・

karan・aih・ /

sam・cetanasamaptibhyam・ nis・kaukr・tyavipaks・atah・ /

parivarad vipakac ca karmopacitam ucyate //4,120//

(1)katham・ sam・cetanatah・ /sam・cintya kr・tam・ bhavati nabuddhipurvam・ na sahasa

kr・tam /(2)katham・ samaptitah・ /kascid ekena duscaritenapayan yati kascid
 

yavat tribhih・ /kascid ekena karmapathena kascid yavad dasabhih・ / tatra yo yavata

gacchati tasminn asamapte kr・tam・ tat karma nopacitam samapte tupacitam /(3)

katham・（p. 272）nis・kaukr・tyavipaks・atah・ /nirvipratisaram・ ca tat karma bhavati
 

nis・pratipaks・am・ ca /(4)katham・ parivaratah・ /akusalam・ cakusalaparivaram・ ca
 

bhavati /(5)katham・ vipakatah・ /vipakadane niyatam・ bhavati /evam・ kusalam
 

api yojyam /ato’nyatha karma kr・tam・ bhavati nopacitam /

【問】〔経には〕造作と増長との業が説かれる。どのように業は増長したものとなるのか。

【答】五つの原因によってである。

（１）故意と（２）円満とにより，（３）悪作と対治がないことにより，（４）助伴に

より，及び（５）異熟により業は増長したものであると言われる。(4,120)

（１）【問】どのように，故意により〔増長したものとなるのか〕。【答】意図してから為さ

れたのであって，先に覚知しないのでもなく，咄嗟に為されたのでもない〔業である〕。

（２）【問】どのように，円満により〔増長したものとなるのか〕。【答】ある者は一つの悪

行によって諸悪趣へ行き，乃至，〔別の〕ある者は三つ〔の悪行〕によって〔諸悪趣へ行

く〕。ある者は一つの業道によって〔諸悪趣へ行き〕，乃至，〔別の〕ある者は十の〔業道〕

によって〔諸悪趣へ行く〕。〔必要な〕量〔の業〕によって人は〔諸悪趣へ〕行く場合，そ

の〔量〕が満たされていなければ，その業は造作〔業〕であり増長〔業〕ではないが，満

たされていれば増長〔業〕である。（３）【問】どのように，［272］悪作と対治とがないこ

とにより〔増長したものとなるのか〕。【答】その業が後悔を伴わず，及び対治を有してい

ないものである。（４）【問】どのように，助伴により〔増長したもの〕なのであるか。

【答】不善であって，さらに不善の助伴をともなう〔業〕である（５）【問】どのように，

異熟により〔増長したものとなるのか〕。【答】異熟を与えることについて決定しているも

のである。同様に善にも適用されるべきである。もし以上のようでなければ，業は造作さ

れたものであり，増長したものではない。
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AKVy.（p. 435.24-26):

yavat tribhir iti. kayavan
・
manoduscaritaih・. nis・pratipaks・am・ ceti. pratidesanadi-

pratipaks・abhavatah・.akusalam・ cakusalaparicaram・ ceti. yah・ kr・tvapy anumodata iti.

vipakadane niyatam iti.pus・t・akusalalaks・an・asamutpadat.

「乃至，三つ〔の悪行〕によって」とは，「身語意の悪行によって」である。「及び対治を

有していないものである」とは，悔過などの対治がないからである。「不善であって，さ

らに不善の助伴をともなう」とは，或る者が〔不善を〕為してからさらに〔それを〕随喜

する，ということである。「異熟を与えることについて決定しているものである」とは，

多くの不善の相を起すからである。

ここで特に重要となるのは（２）円満である。すなわちある一つの業が，造作業から増長業

になるためには，その他に別の身語意行や業道が助因として必要な場合があると説かれている。

殺生などの十業道とは身悪意行のうちで粗顕な十を選んだものであり ，身行・語行とは身

業・語業と同義である 。したがって，ある業が増長業となるためには，その業単独で増長

業にはならず，その業に関連して付随しているその他の表や無表などが助因として必要な場合

があると考えられていることが解る 。これと同趣旨は，『大毘婆沙論』巻119（T27.618b11-

20);『順正理論』巻44（T29.593c10-24);『蔵顕宗論』巻24（T29.890c06-17）においても説

かれている。

2.3.まとめ

このように無表（avijnapti）は，表（vijnapti）などと同様に，それによって構成される行

為全体の軽重を決定したり，他業に影響力を及ぼしたりして，その業の与果を決定的にするた

めの助因としての役割を担っているものと考えられる 。

３．結論

以上，本稿では，処中（非律儀非律儀）の無表（avijnapti）の役割について，１）何故に

根本業道に設定される必要があるのか，２）当該の行為に対してどのような役割を担っている

のか，という二つの問いから考察をすすめた。次の二点が指摘される。

(1)根本業道に無表が設定される理由は，因果の時間的逆転現象を防いで三世実有説に基づい

た因果則を守るためであると考えられる。すなわち有部の因果則に基づけば，未来法・現

在法が因となって過去法に対して取果・与果することは決してない。よって，加行であっ

た法が，その後の何らかの事情で，急遽，根本業道に再設定されるとは法相上あり得ない。
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そのため，根本業道が未来に何らかの影響を及ぼすと考える場合（たとえば殺生が成立し

た場合には，成立しなかった場合よりも重大な異熟を招くとする場合など）には，目的が

達成されたのと同一刹那に，その根本業道に相当する何らかの法が存在し，それが未来の

果を取らなければならないと理解されている。もしも身語の業道が遂行され，根本業道の

刹那に表が存在しない場合には，何を根本業道に設定すればよいのかという問題に直面す

る。そこで有部では無表という教理を設けることによって，この問題を解決している。

(2)行為の構成要素の一つである無表は，その当該行為の軽重を決定する助因としての重要な

役割を担っている。一つの行為のうちには加行・根本・後起に属する無表が多数存在して

おり ，これらが助因として働くことで，業の与果を決定的なものにしたり，逆に与果

を妨げたりする働きがあるものと考えられる 。

なお本稿では無表が異熟果を取るのかどうかについては詳しく言及しなかったが，これは

「無表は異熟果をとらない」ことを意味しているのではない。有部法相に従えば，無表が「戒」

として説かれようとも，「業道」として説かれようとも，「助因」として説かれようとも，有漏

法であるからには異熟果を取ると考えられる 。これについては稿を改めて論じてゆく予定

である。

註

(１) 青原令知［2005］［2006］

(２) AKBh.(pp.196.6-9);舟橋一哉［1987:pp.39.13-40.2］を参照。

(３) AKBh.(p.196.10-12);舟橋一哉［1987:p.40.2-5］を参照。ただし原文の’tıtanagatapratyut-

pannoは，チベット訳・諸漢訳より’tıtanagatapratyutpanneに改めるべできであろう。

(４) AKBh.(p.196.12-16);舟橋一哉［1987:p.40.6-10］を参照。

(５) AKBh.(p.196.16-18);舟橋一哉［1987:p.40.11-14］を参照。

(６) AKBh.(p.196.18-20);舟橋一哉［1987:pp.40.15-41.2］を参照。

(７) AKBh.(p.196.20-24);舟橋一哉［1987:p.41.3-8］を参照。

(８) AKBh.(pp.196.24-197.2);舟橋一哉［1987:p.41.9-10］を参照

(９) AKBh.(p.197.2-3);舟橋一哉［1987:p.41.11-13］を参照。

(10) 『大毘婆沙論』巻122（T27.634c09-26):

為止如是譬 者意。顯自所宗。表無表業皆是實有。故作斯論。(1)若諸表業無實體者。則與

契經相違。如契經言。愚夫希欲 名為愛。愛所發表 名為業。(2)又契經言。在夜尋伺猶如

起煙。旦動身語猶如發焔。(3)若無表業無實體者。則亦與契經相違。如契經 。色有三攝一

切色。有色有見有對。有色無見有對。有色無見無對。若無無表色者。則應無有三種建立。無

第三故。(4)又若撥無表無表色。吠題 字。未生怨王。應當不 害父無間。謂發表位父命猶

存。父命終時表業已謝。由先表力得後無表故。未生怨 無間業。(5)又彼杖髻出家外道。亦

應不 害應無間。謂發表位目連命猶存。目連涅槃時表業已謝由先表力得後無表故。彼外道
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無間業。(6)又若撥無表無表業。應無建立三品有異。謂住律儀品。住不律儀品。住非律儀非

不律儀品。

(11) 『成実論』巻７ (T32.290a19-22):

問曰。何法名無作。答曰。因心生罪福。睡眠悶等。是時常生。是名無作。如經中 。若種樹

園林造井橋梁等。是人所為福晝夜常 長。

『成実論』巻７ (T32.290a28-b09):

問曰。不以離故生天。以善心故。答曰。不然。經中 。精進人隨壽得福多。故久受天 。若

但善心云何能有多福。是人不能常有善心故。又 。種樹等福德晝夜常 長。又 。持戒堅固

若無無作。云何當 福常 長及堅持戒。又非作即是殺生。作次第殺生法生。然後得殺罪。如

教人殺。隨殺時教者得殺罪。故知有無作。又意無戒律儀。所以者何。若人在不善無記心若無

心。亦名持戒。故知爾時有無作不善律儀亦如是。

(12) 加藤 神［1928］;荻原雲來［1928］

(13) 舟橋一哉［1954］;Dhammajoti［2007a］(＝［2009a］)

(14) 無表の研究史については清水俊史［2014e］を参照。

(15) Pradhan:svabhavavises・ad,平川訂正表:svabhavavises・ad

(16) Wogihara:na hy ajnapanavijnapteh・ karmapatha upayujyate,Pradhan:na hy ajnapanavi-

jnaptih・ maulah・ karmapatho yujyate

(17) Pradhan:purvavat, 舟橋一哉［1987:p.50註18］:purvam・

(18) AKVy.には na hy ajnapanavijnapteh・ karmapatha upayujyateとあるが，引用元であると考

えられるAKBh.の na hy ajnapanavijnaptih・ maulah・ karmapatho yujyateにあわせて訳出する。

(19) 表が現起していれば無表は生じないという意味ではない。

(20)『大毘婆沙論』巻122(T27.634c17-21)

(21)『大毘婆沙論』巻122(T27.634c21-24)

(22) AKVy.(p.226.9-16):

vartamanah・ phalam・ pam・ceti.vartamanaeva phalam・ gr・hn・antıty avadharan・am・.pratigr・-

hn・antıti.aks・ipanti hetubhavenavatis・t・hanta ity arthah・.karan・ahetur apy evam iti. var-

tamana eva phalam・ pratigr・hn・ati natıto nanagato va. sa tu navasyam・ saphala iti
 

nocyate.hy asam・skr・tam・ karan・ahetur is・yate.na casya phalam asti.anagatas ca karan・a-

hetuh・.na ca purvam utpadyamanena dharmen・a saphalah・.

「現在なる五つが，果を」とは，「ただ現在の〔五つ〕のみが果を取る」と限定するのである。

「取る」 とは，「引き起こす」，〔即ち〕「因として住する」という意味である。「能作因も同

様に」とは，「ただ現在なる〔能作因〕のみが果を取り，過去なる，あるいは未来なる〔能

作因は果を取ら〕ない」ということである。「けれどもそれ（能作因）は必ず果を持つわけ

ではないので，〔本頌中に〕説かれていない」とは，なぜなら，無為〔法〕は能作因として

許容されるがそれに果はなく，また未来なる能作因は，以前に生起しつつある法をもって

“果をもつ”とすることはないからである。

AKBh.からの引用のように読めるが，Pradhan本には該当する語が見られない。
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(23) Pradhan:anayeh・

(24) AKVy.(pp.226.17-26):

dvau prayacchata iti.vartamanav adhikr・tam・.sahabhusam・prayuktakahetuvartamanav
 

eva phalam・ prayacchatah・.yuktam・ tavad yad atıtav iti.nis・yandaphalena saphalav etav
 

uktau.sabhagasarvatragayor nis・yanda iti vacanat.atha katham・ vartamanau nis・yanda-

phalam・ prayacchatah・.na hi tayor vartamanavasthayam・ nis・yando dr・syate ity ata aha.

samanantaranirvartanat. kim・. phalam・ prayacchata ity adhikr・tam・. tau capy atıtau
 

bhavata iti.hetuphalayor asamavadhanat.na punas tad eva datta iti.na punas tad eva
 

phalam・ prayacchata ity arthah・.

「二は〔現在にある時，果を〕与える」とは，「現在にある〔二つは〕」と係り，「倶有・相応

の両因は，現在にある時に果を与える」ということである。「まず，過去にある〔二因が与

果することは〕理に適っている」とは，等流果について果のあるものとしてこの二つが説か

れている。「同類と遍行とには等流〔果〕がある」(AKK.2,56cd）と説かれているからであ

る。「しかるに，どうして現在にある〔二因〕が等流果を与えるのか」とは，なぜなら，そ

れら二〔因〕の現在位において等流〔果〕が見られないから，それゆえに答える。「〔因の〕

無間に〔果が〕転起するからである」〔と〕。〔それで〕どうなのか。「果を与える」と係る。

「その二つは過去においてあり」とは，〔同類と遍行の二〕因と〔等流〕果とが同時に存在す

ることはないからである。「同じそれ（既に与えられた果）を再び与えることはない」とは，

「重ねて同じその果を与えることはない」という意味である。

取果・与果の概略については櫻部建［1978:pp. 139.6-142.2］を参照。なお，直接連続する

二刹那をもって同類・遍行の両因と等流果との関係を理解する場合には，因が現在位にある時に

は，既に正生位（utpadyamanavastha,現在になる直前の位）に果があるため，因は現在にあ

りながらも与果すると考えられている。 異熟因―異熟果>の場合には，異熟因の次刹那に異熟

果は起こり得ず，かならず業果のあいだに一刹那以上間隔を置かなくてならない。これについて

は櫻部建［1978:p.140.4-10］を参照。

(25) すなわち，たとえ殺生が完成した瞬間に，その殺生と関連する思(cetana)が生じていたとして

も，その思(cetana)を業道として設定することは出来ない。なぜなら，殺生は意業（＝思）では

ないからである。

(26)『大毘婆沙論』巻122（T27.634c17-21);『順正理論』巻35（T29.542c10-12）＝『蔵顕宗論』巻

18（T29.861c22-25)

(27) 衆賢は，欲界の衆同分は思（cetana）によってしか引かれないと理解しているため，このよ

うな文脈になっている点に注意しなければならない（『順正理論』巻16（T29. 427c23-29）を参

照）。すなわち殺生を為そうと決意した思（cetana）の異熟によって地獄に堕ちるのだが，その

与果を決定的にするためには無表（avijnapti）という助因が必要である，というのである。

(28) 当然ながら「助因を欠いていれば殺生業が異熟果を与えない」という意味ではない。

(29) 『順正理論』巻35（T29.543a06-11):

即彼先表及能起心。在現在時。為因能取今所造色為等流果。於今正起無表色時。彼在過去能
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與今果。唯彼先時所起思業。於非愛果為牽引因。後業道生。能為助滿。令所引果決定當生。

如是所宗。可令生喜。

即ち彼れの先の表及び能起の心，現在に在る時，因と為って能く今の所造色を取りて等流果

と為す。今，正しく無表色を起す時に於て，彼れ過去に在りて能く今の果を与ふ。唯，彼れ

の先の時に起こす所の思業，非愛の果に於て牽引の因と為る。後に業道生じて，能く助満を

なし，引く所の果を決定して当に生ぜしむ。是くの如き所宗は，喜びを生ぜしむべし。

『順正理論』巻43（T29.587b25-28):

若造多逆初一已招無間獄生。餘應無果。無無果失。造多逆人。唯一能引餘助滿故。隨彼罪

苦還 劇。謂由多逆感地獄中大柔軟身多猛苦具。受二三四五倍重苦。

「若し多逆を造れば，初めの一，已に無間獄の生を招く。余は応に果無かるべし」。果無き失

無し。多逆を造る人，唯一，能く引いて余は助満するが故に。彼の罪の増すに随って苦還っ

て増して劇す。謂く多逆に由りて地獄の中の大柔軟身と，多の猛苦具とを感じ，二・三・

四・五倍の重苦を受く。

(30) Pradhan:add na,舟橋一哉［1987:p.507註1］:omit

(31) Pradhan:-yamyena-,舟橋一哉［1987:p.507註2］:-yamya-

(32) Pradhan:karan・aih・,舟橋一哉［1987:p.510註1］:karan・aih・

(33) Pradhan:samapattitah・,平川訂正表:samaptitah・

(34) Pradhan:vipakadana,舟橋一哉［1987:p.510註］:vipakadane

(35) AKBh.（p.238.2-12);舟橋一哉［1987:pp.308.9-309.9］を参照。

(36) AKK.4,64-65

(37) 複数の業が共同して一つの衆同分を引くとは考えられない。なぜならAKK.4,95aに説かれる

ように，衆同分は必ず一業によって引かれるからである。したがってここでは，一つの業が一つ

の衆同分を引くために，その他の業がその助因になっている，という意味である。

また無表とは無関係であるが，（１）故意では，先に思を起こしているか否かが後の業の軽重

に影響を起こすことが説かれている。このように表や無表のみならず，前後に生じた種々の法が

影響しあうことによって業の重さが決定されると考えられる。

(38) この文脈を一読すると，無表には助因としての役割だけがあり，無表それ自体は異熟果を持た

ない，というように誤解してしまうかもしれないが，そういう意味ではない。衆賢は，欲界の衆

同分は思（cetana）によってしか引かれないと理解しているため，このような文脈になってい

る点に注意しなければならない（『順正理論』巻16（T29. 427c23-29)を参照）。衆賢も，無表が

満業になることを認めている以上，異熟果をもつと理解していたことは疑いない（『順正理論』

巻16（T29.427c19-21)を参照）。

(39) 有部の一説（AKBh.（pp. 253.22-254.22）を参照）によれば，殺生などの業道と果との関係

については，加行が異熟果を，根本業道が等流果（厳密に言えば異熟果・増上果に含まれる），

後起が増上果を招くと考えられている。これに従えば，この加行に属する表や無表が来世を決定

することになる（ただし衆賢の理解に従えば欲界の身語業は引業にはなれないため，その場合に

は，その業を起こした能起の思が来世を招くと考えられる。『順正理論』巻35（T29.543a06-11）
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を参照。

(40) 一つの行為のうちには，膨大な数の思（cetana）や，表・無表が存在すると考えられるが，

そのうちどれがどのような果報を招くのかについてはAKBh.では言及がない。しかしながら，

衆賢は能起の思こそが欲界の引業になると考えているようである（『順正理論』巻16（T29. 427

c23-29）を参照）。

(41) 加藤 神［1954:p.226.a6-11］
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