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「五 蘊 次 第」 雑 考

井 上 智 之

一般に現代の仏教学において五 蘊は,色 ・受 ・想 ・行 ・識の五 つであ り,そ の順序 については特に問題 にされていない

様であ る。初期仏教においても五蘊 の順序が如 何なる理 由か ら成立 したのか,ま たその順序が何を意味す るものであ るの

か とい った論究は,全 くなされ ていない。それ ら五つは飽 くまで も一つの集合体 として考え ることに よって我 とい う個 別

存在,或 いは我所 とい う個 別存在に附属す るものに対す る執着を離れ ることを 目的 としてい るのであって,順 序に関 して

は特に問題 に していないのであ る。

しか し,ア ビダルマ文献 においては,「 何故,五 蘊がその順序 を取 るのか?」(云 何五蘊次第)と い うこ とについて様

々な理 由づけを してい る。そ して,そ の説明においては必 らず しも色 ・受 ・想 ・行 ・識 とい う順序に限 られていないもの

もあ るので ある。

本稿では,r瑜 伽師地論 』の 「五蘊の順序に対す る理 由付け」の内容を 中心に考察を してみたい。

※

『瑜伽師地論』では五蘊の順序 に関 して五つの点 か ら説明を加える。つ ま り,

①

復次云何諸蘊次第。謂説作 別復五種応知。一生起所作。二対治所作。三流転所作。四住所作。五安立所作。

とい う五つの理 由づけを しているのであ る。

この内,第 三番めの流転所作 と第四番めの住所作,そ して第五番めの安立所作 の三つの説明は色 ・受 ・想 ・行 ・識 とい

う一般的な五蘊 の順序に対す る説 明であ る。一 方,第 一番めの生起所作 は色 ・識 ・受 ・想 ・行 とい う順序,第 二番めの対

治所作 は良 ・受 ・識 ・想 ・行 とい う順序に対す る説明であ る。

先づ,色 ・受 ・想 ・行 ・識 とい う一般的な五蘊の順序 に対す る説明か ら見てみ よう。

α)色 ・受 ・想 ・行 ・識 とい う順序

先に挙げた 『瑜伽師地論』の内容を も う少 し詳 しく見てみ よ う。先づ流 転所作 につ いては,

流転所作者,根 及境界為依止故。於現法 中由二種蘊受用境界起諸雑染。謂 領納境界及彩画境界。 由一種 蘊造作一切善
0

不善業。於後法 中起生老等一切雑染。一是所染故最後説。

と説かれてい る。流転 の所作 とい うのは,つ ま り 「現在 に於 いて外界の対象である色蘊を感受 し(受 蘊),心 の中に映像

を描写す ること(想 蘊)に よって善或いは不善 の行為をなす(行 蘊)。 それ故に未来に於 いて雑染が生 じる。 そ して,そ

の染汚 されているのは識蘊であ る」 とい うのであ って,謂 わぽ,雑 染が生 じる過程に沿って色 ・受 ・想 ・行 ・識 とい う順

序で配列 され るとい うのであ る。

この説 明とよく似 た内容は 『毘婆娑論』 中にも見出す ことが出来 る。つ ま り,

復次従無始来男女於 色更相愛楽故先説色。更相愛色 由貪受味故 次説受。此貪味味 由顛倒 想故次説想。此顛倒想 由煩悩0

生故説行。一切煩悩依識而生染汚諸識故後説識。

④
と説かれ てい るのである。 この内容はAKBh.に も見 られ るものであ る。

次に住所作の説明を見ると,

⑤
住所作老,由 四識住及識次第而説。是名住所作。

と説かれ ている。つ ま り,色 ・受 ・想 ・思(行)と い う四つの識の住み家 と識 とい う順序に随 っている とい うのであ る。

次 に安立所作の説明を見る と

安立所作者,謂 諸世間互相見已先了其色。是故 先立色蘊。次 由受蘊知彼進退或苦或楽。是故次立受蘊。次 由想蘊知彼

如 是名如是類如是性等。是故次立 想蘊。次 由行蘊知彼如是 愚癡如是聡叡。是故 次立行蘊。後 由識蘊安立内我。謂於諸⑥

蘊中安立所了有苦有楽。随起言説及愚智等。是名諸蘊安立所作宣説次第。

とな ってい る。この説 明は心に よってものが知覚 され る順序 を示 してい る。r毘 婆娑論 』を見ると,こ の安立所作 と先 の
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住所作 を併せた形 で説明 され てい る。つ ま り,

復次依界地故説五先後 。謂欲界中有諸妙欲 色相顕了故先説色。諸静慮中有喜楽等受相顕了故次説受。前三無色取空等0

相 想顕了故次説想。有頂地中思最為勝行相顕了故次説行。色等四種即四識住。識是能依故最後説。

⑧
と説かれているのである。 この説明はAK.劭 に も見出す ことが出来 る。

以上,r瑜 伽師地論 』が説 く 「五蘊の順序 に対す る理 由付け」の内,色 ・受 ・想 ・行 ・識 とい うo,的 な五蘊の順序に

対す る説明を見てみたが,そ れ らは表現に相違はあるが意味内容 としては説一切有部の説 明と同 じであることが判った。

(ロ)色 ・受 ・識 ・想 ・行 とい う順序

先に紹介 したr瑜 伽師地論』の5つ の説明の内,第 二番めの対 治所作では色 ・受 ・識 ・想 ・行 とい う五蘊の順序が紹介

され る。つま り,

対治所作者。為欲対一治四顛倒故説四念住。謂於不浄計浄顛倒。於苦計楽顛倒。於無我計我顛倒。於無常計常顛倒。
OO

此 中先説色蘊。次説受蘊。次説識蘊。後説 想行二蘊。是名対治所作宣一説次第。

と説 明 している。つ まり,不 浄である身体を浄 と見 る過,苦 と感受すべ きなのに楽 として感受する過,無 我である心を我

として捉>xる 過,無 常であ る法を常住であ ると考え る過を対治す るために四念住 が説かれている。

四念住 とは,身 体を不浄 と観ず る身念住,受 は苦 と観ず る受念住,心 は無我な りと観ず る心 念住,法 は無常 な りと観ず

る法念住のことであ り,こ の四つ の観察の順序 に したがえぽ,色 ・受 ・識 ・想 ・行 とい う順序になる とい うのであ る。 こ

れ と関連す る記述が 『婆沙論(新 訳)』 の中に見い出せる。すなわち,r婆 沙論(新 訳)』 巻第百八十七では,反 対に四念

住 の順序について,

有説。為対一治五蘊故。謂対一治色蘊故説身念住。対一治受蘊故説受念住。対一治識蘊故説心念住。対一治想蘊行蘊
⑩故 説法念住
。

として,五 蘊 の順序を色 ・受 ・識 ・想 ・行 としているのである。 また,同Lくr婆 沙論(新 訳)』 では,四 念住 と五蘊 の

関係をさ らに詳 しく説明 して,

何故諸瑜伽師先起身念住。乃至後起法念住耶。答依麁細次第故。謂五蘊中色蘊最麁。故先観察起身念住。四無色蘊中

受蘊最麁。故次観察起受念住。問受等無方所。如何可施一設麁細耶。答雖無方所麁細而有行相麁細。亦可施設。此中

受行相麁如説我手足等痛。又説我受如是如是苦故。受等蘊雖非色而如色施一設麁細。四無色蘊中識蘊最細。而先想行⑪

蘊観察起心念住者。以想行蘊与涅槃最微細法合施設故。彼最後観察起法念住。

と述べている。 この説明は四念住の順序 を粗い ものか ら細かい ものへ とい う順序であるとしているのであ るが,『 毘婆娑

論』においては色 ・受 ・想 ・行 ・識 とい う五蘊の順序について

復次随順麁細次第法故。謂五蘊内色蘊最麁故仏先説。於四蘊内受蘊最麁故。次色説。問受等四蘊無方処無形質故,如

何可説有麁有細耶。答雖無方処亦無形質。而依行相立麁細名。如世有言。我手足痛。我頭腹痛。我支節痛。痛即受。

以受如色可施説故。於無色蘊説受最麁。於三蘊内想最為麁。女男等想易了知故次受後説。於二蘊内行蘊相麁。貧瞋癡
⑫

等相易了故次想後説。識蘊最細総取境相難了知故最在後説。

と述べ られ てい る。

先の四念住 の順序を説明す る個所 で も,一 旦,こ の色 ・受 ・想 ・行 ・識 とい う順序 を認 めてい るのであるが,に も関 ら

ず想 ・行 よりも先に識を説 くのは 「想 ・行は涅槃 とい う最 も微細な法 と合 して施設 され るか らであ る」 とい うのである。

涅槃が最 も微細な法 であることについては 『瑜伽師地論』巻第八十七に,

⑬
又此涅槃極難知故。最微細故。説名甚深。

と見い出せ る。確 かに浬槃 とは,ま さしく煩悩の対治 された状態を言 うのであ るか ら,そ の ことか らすれぽ識 の後に想 ・

行,す なわち顛倒 の想 と諸煩悩 が説かれ るのは当然 とも言え る。 しか し,色 乃至識が粗 ・細であ るとい う場合には,あ く

まで存在論或いは認識論の立場 か ら説かれているのに対 して,涅 槃が微細である とい う場合にはそ うい った経験的な問題

を離れた,よ り一層思弁的な意味で述べ られ ていると考えるべ きであろ う。

先の 『瑜伽師地論』巻第八十七 の 「極難知故」 とい うの も,単 に知覚 し難いか らとい うのではな く,同 じくr瑜 伽 師地

論』巻第六十五 において,
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即是此中五相。滅有為法証 得涅槃。若謂涅槃為有異者 。当知此為不如理 問不如理答不如理思。如是若謂為無異者。有
⑭無

異者。非有非無異者。当知皆是不如理 問不如理答不如理思。

と述べ てい ることか ら考えて,不 如理思,つ ま り 「我kの 思考 とは結びつかない思議」,「理 屈では考>xる こ とので きな

いもの」 とい う意味で解釈すべ きであ る。

『毘婆娑論』に よると四念住 は喩伽師の説であ るとされている。 『瑜伽師地論』では観想法 としての四念住 が先 に存 し

てお り,そ れに則 して五蘊の順序を組み換えたものと思われるが,た だ この五蘊 の順序,色 ・受 ・識 ・想 ・行 に関 しては
⑮

ジ ャイナ教の聖典S硎agadangaの 註釈に仏教 の説 として引用 されてお り,当 時ある程度一般化 されていた順序であ る

か もしれない。

の 色 ・識 ・受 ・想 ・行 とい う順序

r瑜伽師地論』 の5つ の説明の内,第 一番めの生起所作 では色 ・識 ・受 ・想 ・行 とい う五蘊の順序が説明 されている。

生起所作者。謂眼色為縁能生眼識。乃至意法為縁能生意識 。此 中先説色蘊次説識蘊。此則是諸心所所依。 由依彼故受
⑯等

心所生故次。経言三和故触,触 縁受等。是名諸蘊生起所作宣一説次第。

つ ま り,眼(根)と 色(境)を 縁 として眼識が生ず る。その様 にして意識に至 るまでの六識は,い ずれ も各kの 根 と境

とを縁 として生 じて くる。根 と境 とは色蘊のこ とであ るか ら,ま ず色を説 き,次 に識を説 く。そ して,そ の根 と境 と識 と

い うのは諸kの 心所の依 り所 となるものであ り,経 に も 「三つの和合を触 といい,触 は受(想 ・行)等 の縁 とな る」 こと

を説いているので,色 ・識 の次 に受 ・想 ・行 を説 くとい うのである。 この説明は言いかえれぽ,五 位説 の基盤 とな る色 ・

心 ・心所 の順序 と言え よ う。

この色 ・識 ・受 ・想 ・行 とい う五蘊の順序 は ヴェーダー ンタ学派 の巨匠Sankara(AD.700～750頃)のBrahmas皦ra
ノ

Bankara・bh龝ya2.2.18を 見 る と,説 一 切 有 部 の 見解 として

⑰
tath穩皂avijn穗avedan龝amjn龝amsk穩asamjnak禀pancaskandh禀/

同様にまた色 ・識 ・受 ・想 ・行 と名づけ られ る五蘊があ る。

と述 べ て い る。 また,同 じ く ヴ ェー ダ ー ソ タ学 派 のM稘hava(AD.1350頃)が 書 い たSarvadarsana・Samgrahaで は,

⑱
so'yamcittacaitt穰makahskandh稷ipancavidhor皂avijn穗avedan龝amjn龝amsk穩asamjnakah/

その心 ・心所か ら成 る蘊は5種類であ り,色 ・識 ・受 ・想 ・行 と名付 け られ るものであ る。

とい う説を経 量部 の見解 として述べ てい るのである。

MadhavaやSahkaraが 仏教 の説 を正確 に伝えているか否 かについては不 明であるが,経 量部説 との関わ りが強い と言

われ る 『成 実論』では,五 受陰(五 取蘊)が 苦であ るこ とを説 明して苦諦聚(三 十六～九十四品)を 色 ・識 ・受 ・想 ・行
⑲

の順序に よって説 明 してい る。仏教 内において,こ の順序 を取 るものがいた ことは間違いない。そ して,そ れ がいずれの

部派であれ色 ・心 ・心所 とい う五位成立 の基盤 とな るものであ ることは明 らかである。
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