
唯識はいかに他者を語るか

近 藤 伸 介

〔抄 録〕

唯識において他者という存在は、アーラヤ識を基盤とする識＝表象として自己と同

程度の実在性を持つ。唯識における自己と他者は、共に識として存在し、同じく識で

ある環境世界＝器世間を共有し、互いに影響を与え合いつつ共存している。よって唯

識とは、自分の心しか存在しないという独我論ではなく、自己も他者も器世間も他な

らぬ識としてのみ存在するという唯心論である。

本稿は、『阿毘達磨大毘婆沙論』及び『大乗阿毘達磨集論』における「共業」から

始め、『摂大乗論』における「共相の種子」、『唯識二十論』に見られる有情どうしの

交流と辿りながら、唯識における「他者」について考察し、有部の「共業」が唯識の

「共相の種子」へと移行したこと、また有部において心の外にあった器世間が唯識に

おいて心の中へ取り込まれたこと、さらに有情どうしの交流が物質的身体による交流

から、識と識との交流へと変化したことを明らかにする。

キーワード 共業、共相、器世間、唯心論、独我論

Ⅰ はじめに

唯識は独我論ではない。ここで言う独我論 solipsismとは、自分という存在の本体である

「自我」のみを実在とし、他者、及びその他一切の事物や現象を自我が作り出した所産とする

思想のことである。よって、独我論は実在としての他者を認めない。一方、唯識vijnapti-

matrataとは、自分が認識する一切の存在を深層心理である「アーラヤ識alaya-vijnana」か

ら生じる「識vijnapti」すなわち心的現象あるいは表象として説明する思想である。よって、

自分が認識する一切の存在は自己の存在基盤であるアーラヤ識から生じるが、しかし唯識は決

して独我論ではない。唯識の論書を丹念に読んでいけば、この思想が、少なくとも世俗諦(１)に

おいて、自己と同様に他者の存在も認めていることが分かる。例えば『成唯識論』には他者の

存在を言明する、以下のような箇所がある。

［１］若唯一識寧有十方凡聖尊卑因果等別。誰爲誰説。何法何求。故唯識言有深意趣。識言總
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顯一切有情各有八識、六位心所、所變相見、分位差別及彼空理所顯眞如。識自相故。識相應

故。二所變故。三分位故。四實性故。如是諸法皆不離識、總立識名。唯言但遮愚夫所執定離

諸識實有色等。（T31.39c18-25）

若し唯一の識のみならば、寧んぞ十方の凡聖と尊卑と因果等の別有らんや。誰が誰の爲に

説かんや。何の法を何が求めんや。故に唯識の言に深い意趣有り。識の言は総じて一切の有

情に各八識(２)と、六位の心所(３)と、所変の相見(４)と、分位の差別(５)と、及び彼の空理の所顕

なる真如の有ることを顕すなり。〔八識が〕識の自相なるが故に。〔六位の心所が〕識と相応

するが故に。〔相分・見分が〕二の所変なるが故に。〔差別が〕三の分位なるが故に。〔彼の

空理の所顕である真如が〕四の実性(６)なるが故に。是の如く諸法は皆、識を離れず、総じて

識の名を立つ。唯の言は但だ、愚夫の所執が定んで諸識を離れて実に色等有りとするを遮す

るのみなり。

ここから分かるように、唯識という思想は自分以外の他者の存在を否定している訳ではない。

唯識が否定するのは、識（ここでは「心」と同義と考えて良い）の外部に色
しき

rupa＝物質世界

が存在するという見解である。識の外部にはいかなる他者も物質世界も存在しないが、識とし

ての他者は存在し、他者と共有される環境世界＝器世間bhajana-lokaもまた識として存在す

る。よって唯識とは、自分の心しか存在しないという独我論ではなく、自己も他者も器世間も

他ならぬ識＝表象としてのみ存在するという唯心論である。他者は自己と同様、アーラヤ識を

存在基盤とする識として、自己と同じ実在性を持って存在しており、器世間は、後で述べるよ

うに、他者と共通に有する「共
ぐう
相
そう
の種子
しゅうじ

sadharan・a-bıja」から生じ、他者と共有される識と

して存在している。

本稿では、『阿毘達磨大毘婆沙論』（以下『婆沙論』と略）及び『大乗阿毘達磨集論Abhid-

harmasamuccaya』における「共業sadharan・a-karman」という概念から始め、『摂大乗論

Mahayanasam・graha』における「共相の種子」、『唯識二十論Vim・satika vijnaptimatratasid-

dhih・』に見られる有情どうしの交流と辿りながら、唯識における「他者」という存在につい

て考えてみたい。

Ⅱ 共業と器世間

それではまず、自己と他者が共存し、互いに影響を与え合う場所である「器世間」について

見てみたい。説一切有部の思想の集成である『婆沙論』には、器世間についての次のような記

述がある。

［２］然有情數各別業生、非有情數共業所生。非自在等邪因所生。（T27.41b4-5）

然るに有情数（＝衆生）は各別の業より生じ、非有情数（＝器世間）は共業より生ずる所
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なり。自在〔神〕等の邪因より生ずる所に非ず。

［３］謂有情類於此處所共業増長世界便成。共業若盡世界便 。（T27.692c17-18）

謂はく、有情の類が此の処所に於いて共業を増長すれば世界は便わち成ず。共業が若し尽

きれば世界は便わち壊す。

これらの記述では、非有情数や世界という言葉が用いられているが、その意味する所は有情

（＝生き物）たちがそこで生活する物質的環境世界、すなわち器世間であり、その器世間は個

別の業ではなく、それを共有する有情たちの業の集成である共業によって生じ、共業が尽きれ

ば滅すると述べられている。また、『阿毘達磨倶舎論Abhidharmakosabhas・ya』の分別根品で

は、器世間について次のように述べられている。

［４］kasmad asattvakhyo ’rthah karmajo na vipakah /sadharanatvat /anyo ’pi hi tat
 

tathaiva paribhoktum samarthah / asadharan・as tu vipakah・ / na hy anyakr・tasya
 

karman・o’nyo vipakam・ pratisam・vedayate/adhipatiphalam kasmat pratisamvedayate/

sadharanakarmasambhutatvat /（AKBh p.95.15-17）

なぜ非有情数（asattva-akhya）であるものは業から生じても異熟でないのか。〔有情た

ちに〕共通なものだからである。他者もまた、それを全く同様に受用することができるから

である。しかし異熟は共通ではない。ある者の為した業の異熟を他者が受けることは無いか

らである。増上果（adhipati-phala）はなぜ〔他者も〕受けるのか。共業から生じたものだ

からである（sadharana-karma-sambhutatvat）。

ここでは非有情数＝器世間を、業から生じる二つの結果（異熟果・増上果）によって説明し

ている。まず異熟果について、個々の有情がそれぞれ異なって受用する果とし、非有情数＝器

世間はこれに属さないとしている。非有情数＝器世間は増上果であり、共業から生じるため、

有情たちに共通なものであり、自己も他者も全く同様に受用すると述べられている。同様なこ

とが、有部の正統を自称する衆賢Sam・ghabadraによる『順正理論』の中にも述べられている。

［５］非有情數亦從業生。何故不説爲異熟果。此不應難。唯不共業所得之果名異熟故。何故非

情非唯不共業所得果。以非情法餘可於中共受用故。（T29.436b19-23）

非有情数も亦た、業従り生ず。何故に異熟果を為すと説かざるや。此れは応に難ずべから

ず。唯だ不共業の所得之果のみを異熟と名づくるが故なり。何故に非情は唯だ不共業の所得

の果のみに非ざるや。非情の法は余も中に於いて共に受用す可きを以っての故なり。
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ここでも、異熟果は有情たちに共通でない不共業から生じるものとされ、非情の法（＝非有

情数）は有情たちに共通に受用されるため、不共業の果、すなわち異熟果ではないと述べられ

ている。『順正理論』では、また次のようにも述べられている。

［６］若諸世間内外差別皆、有情業増上所生、何縁鉢特摩・ 鉢羅花等色香美妙、非有情身。

由諸有情共不共業所生諸果有差別故。謂諸有情造共淨業、生蓮花等美妙色香。共不淨業生毒

刺等。由不共業感有情身、 思業生。故有淨穢。與蓮花等、不可例同。（T29.529c8-13）

若し諸の世間の内外の差別が皆、有情の業の増上から生じる所ならば、何に縁って、鉢特

摩・ 鉢羅花等は色香美妙にして、有情身は非ざるや。諸の有情の共・不共の業から生じる

所の諸の果に差別有るに由るが故なり。謂はく、諸の有情は共の淨業を造り、蓮花等の美妙

の色香を生じる。共の不淨業は毒刺等を生じる。不共業に由って有情身を感じ、雑の思業が

生じる。故に淨穢有り。蓮花等と、例の同なる可からず。

ここでは、共業を浄業と不浄業に分け、浄業の果として花の美妙の色香、不浄業の果として

毒刺を挙げており、これらも有情たちに共通に受用されるものとしている。このように有部に

おいては共業というものがあり、それによって成立する環境世界＝器世間はそこに住む一切の

有情たちに共有されていることが分かる。ただ注意すべきは、有部の立場は唯識と違って、識

の外部に物質世界を認めているため、有部が語る器世間とは、有情たちがその中で生活してい

る物質的な環境世界を意味する。まずこれらのことを確認しておきたい。

Ⅲ アサンガ（無著）の見解………共業から共相の種子への展開

それでは次に唯識における器世間について見てみたい。唯識において器世間はどのようなも

のとして語られているのか。アサンガ（Asan・ga無着・無著）は、『 伽師地論Yogacara-

bhumi』の教義を彼独自の視点から再構成したとされる『大乗阿毘達磨集論』において、次の

ように述べている。以下にチベット訳(７)と玄 訳を引用する。

［７］las thun mong ba(D:pa)zhes kyang ’byung /las thun mong ma yin pa zhes kyang

’byung (D:/)stobs dang ldan pa zhes kyang ’byung /mthu chung ba zhes kyang ’byung
 

ba la (D:/)thun mong ba(D:pa)gang zhe na /gang snod kyi ’jig rten rnam par ’byed
 

pa’o//thun mong ma yin pa gang zhe na /gang sems can gyi’jig rten rnam par’byed
 

pa’o //yang gang gis sems can rnams (D:kyi)phan tshun gyi dbang gis byung ba zhes
 

brjod pa(P:’i)sems can rnams kyi phan tshun gyi(P:gyis)dbang gis’byung ba’i las kyang
 

yod de/’di ltar (D:gang)sems can gzhan rnams dang phan tshun du lta ba la sogs pas
 

nye(P:nyes)bar(P:par)spyod par mi’gyur ba’i sems can de ni(P:thun)mong ba(D:pa)ma
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yin no //(D.4049.ri.86b2-4,P.5550.li.102b6-103a1)

〔経において〕共業（las thun mong ba）とも言われ、不共業とも言われ、力を有する

〔業〕とも言われ、力が少ない〔業〕とも言われるが、共通なもの（thun mong ba）とは何

かというならば、器世間（snod kyi’jig rten）を分別すること（rnam par ’byed pa）であ

る。共通でないものとは何かというならば、有情世間（sems can gyi’jig rten）を分別する

ことである。また、有情たちが相互の力によって生じさせると言われる、有情たちの相互の

力によって生じる業（＝共業）もまた有り、このように他の有情たちと相互に見ること等を

受用することがないような有情というものは、共通なものではない。

［８］如契經言、有共業、有不共業、有強力業、有劣力業。云何共業。若業能令諸器世間種種

差別。云何不共業。若業能令有情世間種種差別。或復有業令諸有情展轉増上。由此業力、説

諸有情更互相望爲増上縁。以彼互有増上力故、亦名共業。（T31.679b24-29）

契経に言うが如く、共業有り、不共業有り、強力業有り、劣力業有り。云何が共業なるや。

業が能く諸の器世間を種種差別せ令むるが若し。云何が不共業なるや。業が能く諸の有情世

間を種種差別せ令むるが若し。或るいは復、諸の有情が展転増上せ令むる業有り。此の業力

に由りて、諸の有情が更互に相望みて増上縁を為すと説く。彼の互いに増上力を有するが故

を以て亦共業と名づく。

ここでは、共業の説明として「器世間を分別する」と述べられており、また「有情たちの相

互の力によって生じる業」と述べられている。この説明に関する限り、有部の言う共業との違

いは明確でないが、スティラマティ（Sthiramati安慧）による注釈『大乗阿毘達磨雑集論

Abhidharmasamuccayabhas・ya』は、この箇所に対して次のように注釈している。

［９］anyonyadhipateyam api karma sadharan・am・ veditavyam・ yad-vasat sattva anyonyam
 

cittacaittaparinamanimittam bhavantıti//(ASBh p.67.6-7)(８)

「相互に対する増上力（anyonya-adhipateya）」もまた共業と知られるべきである。その

力により、有情たちは相互に心・心所の変化の因（citta-caitta-parinama-nimitta）となる

のである。

ここでは、共業が有情たち相互の心・心所の変化を生じさせる因となるものとされており、

共業が有情たちを取り巻く物質世界を構成するものから心の領域で働くものに移行しているこ

とが分かる。このことから、有部の共業という概念が唯識に取り込まれたとき、器世間も心の

領域へと移行し、また共業も識としての器世間を生じさせるアーラヤ識の潜勢力＝種子
しゅうじ

へと変

化したと考えられる(９)。このアーラヤ識に蓄積され、器世間を生じさせる潜勢力を唯識では
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「共相の種子」という。『摂大乗論』は、この共相の種子について次のように述べている。

［10］de la mtshan nyid kyis rab tu dbye ba ni/gang de nyid kyi thun mong gi mtshan nyid
 

dang /thun mong ma yin pa’i mtshan nyid dang /tshor ba med pa’byung ba’i sa bon gyi
 

mtshan nyid dang /tshor ba dang bcas pa’byung ba’i sa bon gyi mtshan nyid de(P:/)thun
 

mong ni snod kyi’jig rten gyi sa bon gang yin pa’o//thun mong ma yin pa de ni so so
 

rang gi skye mched kyi sa bon gang yin pa’o//thun mong gang yin pa de ni tshor ba med
 

pa’byung ba’i sa bon no//gnyen po byung na thun mong ma yin pa mi mthun pa’i phyogs

’gag(D:dag)go/thun mong pa gzhan gyi rnam par rtog pas yongs su zin pa la ni mthong
 

ba rnam par dag par’gyur te/………

de ni’gags par ma gyur kyang //

dag pa rnams kyi mthong ba dag //

sangs rgyas gzigs pa rnam dag phyir //

sangs rgyas zhing ni rnam par dag //

thun mong ma yin pa gang yin pa de dag ni tshor ba dang bcas pa’byung ba’i sa bon te/

(D.4048.ri.12a4-b1,P.5549.li.13a6-b3)

次に相による分類とは、まさにその共通な相（共相）と、共通でない相（不共相）と、感

覚（tshor ba / vedana）なくして生じる種子（無受生の種子）の相と、感覚と結び付いて

生じる種子（有受生の種子）の相である(10)。共通な〔もの〕とは、何であれ器世間の種子で

ある。共通でないものとは、何であれそれぞれ独自の感覚領域（skye mched /ayatana入

処）の種子である。何であれ共通なものとは、感覚なくして生じる種子である。対治

（gnyen po /pratipaksa）が生じた時、共通でないものが対治されるもの（mi mthun pa’i
 

phyogs / vipaks・a）として滅する。〔一方、〕共通なもの、〔すなわち〕他者の分別によって

保持されているものについては、〔対治によって〕見るところが清浄になる………

それ（器世間）は滅せられることはないけれども、

〔心の〕清浄な者たちの見るところは清浄である。

仏陀の御覧になるところは清浄であるから、

仏国土は清浄である。

何であれ共通でないものとは、感覚と結び付いて生じる種子である。

これによると、有情たちに共通なもの（＝共相の種子）とは器世間の種子であり、感覚なく

して生じる種子である。対治が生じたとき、すなわち煩悩が断たれたとき、感覚と結び付いた

共通でないものは滅するが、有情たちに共通な器世間については、他者の分別によって保持さ

れているため滅することなく、ただ見るところが清浄になるという。この箇所について、ヴァ
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スバンドゥ（vasubandhu世親）は次のように注釈している。

［11］de la kun gzhi rnam par shes pa ni sems can thams cad kyi thun mong gi snod kyi’jig
 

rten(P:gyi)rgyur gyur pas na/tshor ba med pa’byung ba’i sa bon no//gang thun mong
 

ma yin pa zhes bya ba de ni kun gzhi rnam par shes pa so so(P:sor)rang gi gzugs la sogs
 

pa dang /skye mched rnams (D:kyi)rgyur gyur pa ste /de ni tshor ba dang bcas pa

’byung ba’i sa bon no //de lta bu’i rnam pa can gyi kun gzhi rnam par shes pa med na
 

gang sems can thams cad kyi thun mong gi longs spyod kyi rgyur gyur pa snod kyi’jig
 

rten yod par mi’gyur ro//de bzhin du kun gzhi rnam par shes pa gnyis pa med na yang
 

sems can gyi’jig rten yod par yang mi’gyur te/des na shing bzhin du tshor ba’byung
 

bar mi’gyur ro //(D.4050.ri.143a1-3,P.5551.li.169b4-7)

その内、アーラヤ識が一切の有情に共通な器世間の因となるならば、〔その種子は〕感覚

なくして生じる種子（無受生の種子）である。共通でないものというのは、アーラヤ識がそ

れぞれ独自の物質（色）等や諸々の感覚領域（入処）の因となることであって、それは感覚

と結び付いて生じる種子（有受生の種子）である。そのような〔共通な〕種別を持つアーラ

ヤ識が存在しないならば、一切の有情が共通に受用する因となる器世間は生じない。同様に、

第二の〔共通でない種別を持つ〕アーラヤ識が存在しないならば、有情世間が存在すること

もまたないのであって、それ故同様に、感覚が生じることもない。

ヴァスバンドゥによれば、一切の種子を有するアーラヤ識には、無受生の種子＝共相の種子

と有受生の種子＝不共相の種子があり、この共相の種子を有するアーラヤ識が存在しないなら

ば、有情たちに共有される器世間は生じないという。これらの記述から、『摂大乗論』におけ

る器世間が、有部のそれと異なり、アーラヤ識から生じる識＝表象としての環境世界でありな

がら、しかも共相の種子から生じるが故に、有部と同様、有情たちに共有されるものであるこ

とが分かる。このように器世間は他者の存在なくしては成立しない識であり、ここからすでに

唯識が独我論でないことが分かる。

以上により、有部から唯識に至る過程で、共業から共相の種子への転換があり、また器世間

が物質的存在から心的存在へと転換したことが理解されるであろう。

Ⅳ 『唯識二十論』における他者の存在

それでは次にヴァスバンドゥの『唯識二十論』を見てみたい。『唯識二十論』には他者の存

在についての記述が随所に見られ、その第三 では、外界に対象が存在しなくても、複数の者

に共通の認識が生じ得ることが述べられている。
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［12］pretavat punah・ /sam・tananiyamah・………sarvaih・ puyanadyadidarsane//3//(VT pp.

3.23-4.2)

また餓鬼〔界〕のように、すべての者が膿の河などを見るとき、〔心の〕相続の限定はない。

ここには「相続（sam・tana）」とあるが、唯識における有情（＝生き物）という存在は、心

あるいは識の相続に他ならない。よって「相続の限定はない」とは特定の有情に限定しないと

いうことであり、すべての餓鬼が等しく膿の河を見るということである。それはヴァスバンド

ゥによる次の自注からも明らかである。

［13］tulyakarmavipakavasthahi pretah sarve’pi puyapurnam nadım pasyanti naika eva/

yatha puyapurn・am evam・ mutrapurıs・adipurn・am・ dan・d・asidharais ca purus・air adhis・t・hitam
 

ity adi grahan・ena/evam samtananiyamo vijnaptınam asaty apy arthe siddhah/(VT p.

4.3-6)

なぜなら、〔前世までに積んだ〕等しい業の異熟による状態（tulya-karma-vipakavastha)

を有する餓鬼たちは、一人だけでなく、すべての者がまた、膿に満ちた河を見るからである。

〔河が〕膿に満ちているのと同様に、尿や汚物等で満ちていたり、〔地獄の者たちが〕棍棒や

剣を持った者たちによって監視されていたりするということを〔 の中の〕「など」が含意

している。このように〔識の〕対象が存在しない時にもまた、〔心の〕相続を限定しないと

いうことは諸々の識に対して成立するのである。

このようにヴァスバンドゥは、餓鬼界に住む餓鬼たちは、前世までに積んだ等しい業の結果

として、たとえ外界に膿に満ちた河が存在しなくても、皆共通して河を膿に満ちたものと見る

と述べ、ある世界に住む住人たちの間には共通認識があることを主張する。そして続く第四

では、次のように述べられる。

［14］narakavat punah・ /sarvam・………narakapaladidarsane tais ca badhane//4//(VT p.

4.10-13)

また地獄のように、獄卒などを見るとき、また彼ら（＝獄卒たち）によって悩まされると

き、〔それらを経験するのは地獄の住人たちの〕すべてである。

これについてヴァスバンドゥは、次のように注釈している。

［15］yatha hi narakes・u narakan・am・ narakapaladidarsanam・ desakalaniyamena siddham・

………sarvesam ca naikasyaiva taisca tadbadhanam・ siddham asatsv api narakapaladis・u
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samanasvakarmavipakadhipatyat /(VT p.4.14-17)

なぜなら、例えば地獄で地獄の住人たちが、限定された時と場所で、獄卒などを見ること

が成立するように、〔共通認識は成立するから〕である（中略）しかも一人だけでなく、す

べての者が〔獄卒などを見ることが成立するのである〕。また、獄卒などが存在しないとき

にもまた、彼ら（＝地獄の住人たち）に共通な〔前世までの〕自らの業の異熟の増上力

（samana-svakarma-vipaka-adhipatya）の故に、彼ら（＝獄卒たち）によって悩まされる

ことが成立するのである。

ここでもまた、地獄の住人たちが皆共通して獄卒を見ると述べられており、その理由を地獄

の住人たちに共通する「自らの業の異熟の増上力」のためとしている。すなわち同じ世界に生

まれた者たちには、膿の河や獄卒といったある共通の認識が存在するが、ヴァスバンドゥによ

ればその共通性は、彼らが過去世において共通する業を積み重ねた結果であるということにな

る。こうした議論は、そもそも他者の存在を前提として成り立っており、ここでも唯識が独我

論でないことが分かる。それでは他者が自己と同様、識として存在するとして、自己はその他

者といかに関わり合うのか。この有情どうしの交流については、第十八 に述べられている。

［16］anyonyadhipatitvena vijnaptiniyamo mithah・ //18//(VT p.9.20)

〔有情たちは〕交互への増上力によって、互いに識を限定する。

これに対して、ヴァスバンドゥは次のように注釈している。

［17］sarvesam hi sattvanam anyonya vijnaptyadhipatyena mitho vijnapter niyamo bhavati
 

yathayogam /mitha iti parasparatah・ /atah・ samtanantaravijnaptivisesat samtanantare
 

vijnaptivisesa utpadyate narthavises・at /(VT p.9.21-23)

なぜなら、すべての有情たちが相互に識への増上力を有することによって、状況に応じて

互いに識を限定することが生じるからである。「互いに」というのは、相互に、である。そ

れ故、ある〔心の〕相続における特定の識（samtana-antara-vijnapti-visesa）によって、

他の〔心の〕相続において特定の識が生じるのであって、特定の対象（artha-vises・a）によ

って〔識が生じるの〕ではない。(11)

ここでは、有情と有情との関わりが、識と識との関わりとして説明されている。ある心の相

続（＝有情）に特定の識を生じさせるのは、あくまで他の心の相続における特定の識であって、

特定の対象ではない。そのように、すべての有情は識として相続しつつ、互いに影響を与え合

っているのである。そして第十九 では、その具体例として殺害、すなわちある有情が他の有
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情を死に至らしめるという現象について述べられる。

［18］maranam paravijnaptivisesad vikriya yatha / smr・tilopadikany es・am・ pisacadima-

novasat //19//(VT p.10.3-4)

〔殺害による〕死は、ある特定の識（para-vijnapti-visesa）による異変である。例えば、

鬼神などの意力によって、これらの者たちに記憶の喪失など〔の異変〕があるように。

これに対して、ヴァスバンドゥは次のように注釈している。

［19］tatha paravijnaptivisesadhipatyat pares・am・ jıvitendriyavirodhinıkacid vikriyo-

tpadyate yaya sabhagasamtativicchedakhyam maranam bhavatıti veditavyam・ /(VT p.

10.8-9)

そのように、ある特定の識の増上力（para-vijnapti-visesa-adhipatya）によって、他者た

ちに対して、命根を害するような何らかの異変が生じ、そのために同質の相続の断絶

（sabhaga-samtati-viccheda）と言われる、死が生じると知られるべきである。

ここでは死という現象が、ある「同質の相続の断絶」と説明されている。また殺害という

「命根を害する」行為も、第十八 と同様、ある特定の識の増上力によって引き起こされると

いう。よって、唯識における有情どうしの交流とは、どこまでも識と識との関わりであり、有

情どうしは増上力という影響力を互いに及ぼし合いつつ、器世間において共存しているのであ

る。なお、唯識における死は一つの相続の断絶ではあっても、絶対的な終わりではない。誰か

の特殊な識の増上力によって、ある者の識の流れが断絶されても、すなわち殺害されても、そ

の者の存在基盤であるアーラヤ識自体は害されておらず、そこに蓄積された有支 習

（bhavan・ga-vasana/srid pa’i yan lag gi bag chags）の種子が発現することで、彼は新たな世

界へと転生し、新たな識の相続として生き続けるのである。

Ⅴ 結論

以上の考察によって導かれた結論は次の通りである。

① 有部において世界あるいは器世間を形成する有情たちの「共業」が、唯識においてアーラ

ヤ識から器世間を発現させる「共相の種子」へと移行した。

② 有情たちが生活する器世間は、有部において物質的環境世界であったのが、唯識において

心の中に取り込まれ、共相の種子から生じる識へと、すなわち表象あるいは心的存在へと

変化した。

③ 唯識では、有情たち相互の交流が識と識との交流として理解されており、有情どうしは識
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の増上力によって、互いに影響を与え合っている。

これらの結論から、唯識が他者の存在を認めていることは明らかである。唯識は他者につい

て、アーラヤ識を存在基盤とする識として自己と同程度に確かな存在と認めており、決して独

我論に陥ってはいない。唯識では、自己も他者もただ識として存在し、同じく識である器世間

を共有し、互いに影響を与え合いつつ共存しているのである。

ただしこのことは、飽くまで世俗諦における話であり、勝義諦における話ではない。勝義諦、

すなわち一切の分別知vikalpa-jnanaが滅した涅槃の境地においては、自と他という区別その

ものがもはや存在せず、したがって自己もなければ他者もないからである。分別知が滅した境

地では、いかなる対象も現れることなく、器世間も他者も自己すらも存在しない。というのは、

無分別智nirvikalpa-jnanaが働くとき、識そのものが成立しないからである(12)。よって、唯

識が他者の存在を認めるといっても、それは飽くまで分別知が働く世俗諦での話である。その

ように世俗諦という限定はあるものの、唯識は他者の存在を否定してはいない。唯識という思

想は唯心論であっても、決して独我論ではないのである。

〔注〕

(１) 仏教では、二
に
諦
たい

satya-dvayaといって二種類の真理が語られる。一つは世俗諦 sam・vr・ti-satya

といって世俗の世界における真理であり、もう一つは勝義諦paramartha-satyaといって超世

俗・出世間の世界における真理である。唯識が他者の存在を認めているのは、飽くまで世俗の

世界においてであり、勝義諦においてではない。

(２) 唯識では、識をアーラヤ識、マナ識、意識、その他の前五識（眼
げん
識・耳

に
識・鼻識・舌識・身

識）の八つに分けて説明する。これを八識という。

(３) 仏教では、心cittaを心王・心所に分けて説明することがある。その際、心の本体を心王と呼

び、それに付随する様々な心の働きを心所と呼ぶ。唯識では、心所を大きく六つに分け、さら

に五十一に細かく分類する。これを六位五十一の心所という。

(４) 相見とは相分・見分のこと。唯識における識には相分・見分の区別があるとされ、相分とは心

の中に生じる認識の対象であり、見分とは対象である相分を認識する働きのことである。両者

が揃うことで、対象の認識は成立する。

(５) 分位の差別とは不相応行（心不相応行法）のことで、心王・心所・色の三つから現れてくる

諸々の仮説の法のことである。唯識では、これが全部で二十四あるとする。

(６) 四の実性とは無為法asam・skr・ta-dharma、すなわち因縁によって生じない不生不滅の存在のこ

とで、心王・心所・色・不相応行の四つの有為法 sam・skr・ta-dharmaの本性としての真如

tathataのことである。

(７)『大乗阿毘達磨集論Abhidharmasamuccaya』については、梵文が断片しか発見されておらず、

1947年にGokhaleによって“Fragments fron the Abhidharmasamuccaya of Asan・ga”（Jour-
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nal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society,New Series,vol.23）として出版さ

れている。その後、1950年にPradhanによって全文“Abhidharmasamuccaya of Asan・ga”

（Visva-Bharati Studies 12, Santiniketan）が出版されたが、これは欠けた部分を還元梵文で

補ったものである。今回の引用箇所についてはGokhale本になかったため、チベット訳から

引用することとした。

(８)［９］の玄 訳は以下の通りである。

以彼互有増上力故、亦名共業。由此勢力、諸有情類展轉、互爲諸心心法變異生因。

（T31.729a9-11）

彼の互いに増上力を有するが故を以て、亦共業と名づく。此の勢力に由りて、諸の有情

の類は展転し、互いに諸の心・心法の変異を生ずる因と為る。

(９) 長尾雅人氏は唯識における器世間について、次のように注釈している。

「器世間、すなわち山川草木は、自他各自の分別によって共通的に分別され、その分別に

よって「保持され」維持されているとされる。それ故、器世間もアーラヤ識の顕現、表象

なのであり、アーラヤ識は器世間の種子をも含むものである。」（『摂大乗論 和訳と注解

上』講談社、1982年、p.261）。

(10) アサンガは『摂大乗論』において、アーラヤ識の種子を以下のように分類している。

共相
名言 習の種子 引発の差別 無受尽の相

不共相

我見 習の種子 縁相の差別 不共相

粗重の相
有支 習の種子 異熟の差別 不共相 有受尽の相

軽安の相

これらの種子のうち、器世間を生じさせるのは「名言 習の種子」に含まれる「共相の種

子」である。長尾雅人氏によれば、器世間とは「「感覚なくして起こっている」すなわち無感

覚的であり、無機的であって、これを他人と「共通」に所有する」（『摂大乗論 和訳と注解

上』p.260）ものであるという。共相の種子はある世界に住する有情たちに共有されることか

ら、その顕現である器世間もその有情たちすべてに共有されるのである。

また我々は日々、善意あるいは悪意の行為を重ねながら、「有支 習の種子」をアーラヤ識

に蓄積している。それは転生の際に生まれ変わる世界を決定する種子であり、そのうち煩悩・

随煩悩によって心を下降させていくものを「粗重の相」といい、逆に善法によって心を上昇さ

せていくものを「軽安の相」という。やがて死を迎えたとき、その蓄積の結果によって、次の

転生先が決定されるが、転生した時点で「有支 習の種子」は「有受尽の相」であるが故に消

滅する。しかし転生した者は新たに生まれた世界で、その住人に共通する「共相の種子」を有

している。ある世界に転生し、その世界の住人になるということは、「有支 習の種子」につ

いて共通の結果を得た者どうしが、互いに「共相の種子」を持ち、そこから生じる環境世界＝

器世間を共有することである。その共有性がなければ、地獄であれ、餓鬼界であれ、人間界で
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あれ、天界であれ、多くの有情たちが共存する世界というものはそもそも成り立たない。よっ

てどの世界に転生するにせよ、同じ世界の住人どうしは必ず「共相の種子」を共有していなけ

ればならない。「共相の種子」を共有するからこそ、それぞれの世界の住人たちは共通の風景、

共通の出来事を共有するのである。例えば、地獄の住人たちが獄卒を共有し、餓鬼たちが膿の

河を共有し、釈尊の弟子たちが師である釈尊を共有するように。

(11) 梶山雄一氏はこの箇所について、次のように注記している。

「ここで著者〔＝ヴァスバンドゥ〕は、すべてのものは表象だと主張しながらも、なお他人

の心の存在を認めている。他人も外界にほかならないから、この第十八頌における著者の立場

は、唯識派の最高の真実（それは第二一頌で明らかにされる）をではなく、世間的な真実を語

るものである。唯識派は世間的な立場では、他人の存在を認めるが、究極的には、主観・客観

の分岐を断った仏陀にとっては、他人の心も、自分の心も客観として存在することはないとい

う。」（『大乗仏典15 世親論集』中央公論新社、2005年、p.378）

ここで言う唯識派の最高の真実、すなわち勝義諦とは、主客の分別が一切消滅した涅槃の境

地を言うのであり、そこに至れば梶山氏の言う通り、確かに自己も他者も存在しないことにな

る。しかし重要なことは「唯識派は世間的な立場では、他人の存在を認める」ということであ

り、世俗諦において唯識は決して独我論ではないということである。

(12)『摂大乗論』には次のようにある。

mi(P:me)rtog ye shes rgyu ba la //

don kun snang ba med phyir yang //

don med khong du chud par bya //

de med pas na rnam rig med //(D.4048.ri.16a4,P.5549.li.17b7-8)

無分別智が作用している時、

一切の対象は現れないが故にまた、

対象が存在しないことが認知される。

それ（対象）が存在しないことにより、識は存在しない。

〔略号〕

AKBh:Abhidharmakosabhasya of Vasubandhu,ed.by P.Pradhan,1 ed.,1967.

ASBh:Abhidharmasamuccaya-Bhas・yam,ed.by Nathmal Tatia,K.P.Jayaswal Research Institute,

Panta,1976.

VT:Vijnaptimatratasiddhi, duex traites de Vasubandhu,Vim・satika et Trim・sika, ed. by Sylvain
 

Levi,Paris,1925.

D：sDe dge ed.（チベット大蔵経デルゲ版）

P：Peking ed. （チベット大蔵経北京版）

なお、本論で引用したチベット訳については、sDe dge ed.は Tibetan Tripit・aka, bstan
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’gyur, preserved at the Fuculty of Letters, University of Tokyo, 1980-1981を用い、また、

Peking ed.は影印西蔵大蔵経（大谷大学監修、西蔵大蔵経研究者編集、昭和32年）を用いた。

Ｔ：大正新脩大蔵経
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