
初期仏典における十支縁起説の成立

―四食説及び識住説との関連から ―

仲宗根　充　修

本論では、初期仏典において十支縁起説がどのように成立したのかについて検討す

る。十支縁起説の軸となる「識」と「名色」の縁起関係の成立を検証すべく、始めに

古層韻文文献、続いて散文文献に見られる用例を考察する。散文文献では、五支縁起

説と三事和合説とを組み合わせた構造を持つ縁起説、さらに五蘊説に説かれる「識」

と「名色」の関係を考察し、最後に四食説及び識住説において成立した「識」と「名

色」の縁起関係を軸に十支縁起説が成立する過程を検討する。

キーワード：初期仏典，十支縁起，三事和合，五蘊，四食，識住

１．問題の所在

十二支縁起説は支分の少ない縁起説から支分を増幅・発展させて成立したものと考えられる。

特に十支縁起説から発展して十二支縁起説が成立する過程については、これまでいくつかの研

究がなされている１）。しかし、「識」と「名色」の縁起関係を軸とする十支縁起説がどのような

過程を経て成立したのかについては未だ問題を残している。

小論では、特に四食説及び識住説との関連に着目しながら、どのような過程を経て「識」と

「名色」の縁起関係を軸とする十支縁起説が成立したのかについて検討する。

２．古層韻文文献に見られる「識」と「名色」

最古層文献とされる Sn PArAyanavagga には、「識」と「名色」の関係を説く偈頌が見られる。

“Yam etaM pañhaM apucchi, Ajita taM vadAmi te,

yattha nAmañ ca rUpañ ca asesaM uparujjhati:
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viññANassa nirodhena etth’ etaM uparujjhati.”２）

アジタよ、あなたが質問したことを、名と色が残りなく滅びるところを、私はあなたに語

ろう。識の止滅によって、そのところにこれ（名と色）が滅びる。

ここでは「識の止滅によって、そのところにこれ（名と色）が滅びる」と説かれていること

から、「識」と「名色」の縁起的な関係が成立していると考えられる３）。

次に、散文文献に見られる「識」と「名色」の関係を考察する。散文文献では「識」は三事

和合説や五蘊説などにおいて頻繁に登場する。それらの中で「識」と「名色」がどのような関

係にあるのかについて考察する。

３．三事和合説と縁起説

縁起説の発展を考える場合、三事和合説と五支縁起説とを組み合わせた構造を持つ縁起説が

重要な意味を持つと考えられる４）。SN XII 43 Dukkha, 44 Loko, 45 ÑAtika５） には次のような縁

起説が説かれている。

CakkhuM ca paTicca rUpe ca uppajjati cakkhuviññANam // tiNNaM saGgatiphasso //

phassapaccayA vedanA // vedanApaccayA taNhA // // TassAyeva taNhAya asesavirAganirodhA

upAdAnanirodho // upAdananirodhA bhavanirodho // bhavanirodhA jAtinirodho// jAtinirodhA

jarAmaraNam sokaparidevadukkhadomanassupAyAsA nirujjhanti // // Evam etassa kevalassa

dukkhakkhandhassa nirodho hoti // //６）

眼と色に縁って眼識が生ずる。三事和合が触である。触の縁から受がある。受の縁から渇

愛がある。まさにこの渇愛の残りない離貪から取の滅がある。取の滅から有の滅がある。

有の滅から生の滅がある。生の滅から老死、愁悲苦憂悩が滅する。このようにこの全ての

苦蘊の滅がある。

ここでは「眼＋色→眼識　三事和合触→受→渇愛」「渇愛滅→取滅→有滅→生滅→老死、愁悲

苦憂悩滅」という構造になっており、三事和合説と五支縁起説とを組み合わせた構造になって

いる。この経典に見られる「眼＋色→眼識　三事和合触→受…」という構造は、十支縁起説の

「識→名色→六処→触→受…」という構造とは異っていることがわかる。

したがって、「識」と「名色」の縁起関係を軸とする十支縁起説は、三事和合説に見られる

「根＋境→識」という構造から「識→名色→六処」という構造へと改変される過程を経て、成立

することになると考えられる。
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４．五蘊説と縁起説

SN XXII 56 UpAdAnam parivaTTam, 57 SattaTThAna には五蘊に関する四諦説が説かれている。

これらの経典では、「識」と「名色」の関係について、次のように説かれている。

AhArasamudayA rUpasamudayo // AhAranirodhA rUpanirodho // ... // PhassasamudayA

vedanAsamudayo phassanirodhA vedanAnirodho //... // PhassasamudayA saññAsamudayo

phassanirodhA saññAnirodho // PhassasamudayA saGkhArasamudayo // phassanirodhA

saGkhAranirodho // ... // NAmarUpasamudayA viññANasamudayo // nAmarUpanirodhA

viññANanirodho //７）

食の集起から色の集起がある。食の滅から色の滅がある。…触の集起から受の集起がある。

触の滅から受の滅がある。…触の集起から想の集起がある。触の滅から想の滅がある。…

触の集起から行の集起がある。触の滅から行の滅がある。…名色の集起から識の集起があ

る。名色の滅から識の滅がある。

ここでは nAmarUpasamudayA viññANasamudayo（名色の集起から識の集起がある）、

nAmarUpanirodhA viññANanirodho（名色の滅から識の滅がある）と説かれており、「名色集起

→識集起」という関係が見られる。これは一般的な十二支縁起説に見られる viññANapaccayA

nAmarUpapaccayo（識の縁から名色がある）、viññANanirodhA nAmarUpanirodho（識の滅から

名色の滅がある）という関係とは逆の関係を示すものである。ちなみに、AhArasamudayA

rUpasamudayo（食の集起から色の集起がある）という関係は、後述する SN XII 64 ATThirAgo

に見られるような「四食→…→名色」という関係と共通する考え方である。

したがって、五蘊説を考察した結果、「名色の集起から識の集起がある」とする場合があり８）
　

、

そこには一般的な十二支縁起説に見られる「識」と「名色」の関係とは逆の関係が見られるこ

とがわかった。それでは一般的な十二支縁起説に見られる「識」と「名色」の縁起関係は、ど

のような過程を経て成立したのだろうか。

５．十支縁起説の成立

（１） 四食説と縁起説

四食とは、kavaliGkArAhAra（段食）、phassAhAra（触食）、manosañcetanAhAra（意思食）、

viññANAhAra（識食）の四つである。初期仏典に見られる四食説には縁起説中の支分として現

れるものも多い。四食説と縁起説の関係についてはこれまでにいくつかの研究が見られる９）。

荒牧は SN XII 38, 39 の経典が、相互依存関係における「識」と「名色」として定義される縁起
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の基本概念の形成過程を創始したとし、これらの経典から SN XII 64 AtthirAgo の経典へ発展し

たと論じている10）。また宮坂は「縁起の支分としてきわめて重要な意義を有する食も、実は思

想的に完備された十二支縁起の変形におけるそれと解するのは、むしろ逆の見かたなのであっ

て、食を起点とする逆観縁起にこそ、古い原初的な形態を認めるべきであると思うのである」

と述べている11）。さらに平川は SN XII 12 Phagguno に説かれる縁起説について、「識と未来世

の再生、次に六処を説く説を縁起説に当てはめれば、識・名色・六処・触・受の系統の縁起説

となる。即ち、再生するものを『名色』と見るのである」と述べ、さらに『雑阿毘曇心論』巻

十に「識者長養名色故説食12）」と説かれているのを引用して、これについて「未来再生の『有』

を名色と見ている。これは『識を縁として名色あり』と説いてよいものである。上述の四食の

説では、『識食を縁として、未来の有があり、未来の有を縁として六処がある』と見ているので

あるが、この説には、識の次に名色を立てる説に移る契機が含まれていると見てよい」と述べ

ている13）。さて、平川が挙げた SN XII 12 Phagguno には次のような縁起説が説かれている。

evaM mam avadantaM yo evam puccheyya Kissa nu kho bhante viññANAhAro ti // esa kallo

pañho // Tatra kallam veyyakaraNam // ViññANAhAro AyatiM punabbhavAbhinibbattiyA

paccayo // tasmiM bhUte sati saLAyatanaM saLAyatanapaccayA phasso ti // // 14）

このように私は説かないのであるから、このように尋ねるべきである。「何に対して15）識食

があるか」と。これは適切な問いである。それに対する適切な答えがある。「識食は未来に

おける後有の再生の縁である。これ（後有の再生）があるとき、六処がある。六処の縁か

ら触がある」と。

ここでは「識食は未来における後有の再生の縁である」と説かれており、「識食→後有の再生

→六処→触」という関係が示され、これに続いて「受→渇愛→取→有→…→苦蘊の集起」とい

う関係が示されている。平川はここに説かれる「識食」と「未来の後有の再生」の関係を「識」

と「名色」の関係として見ているが、「識食」と「名色」の関係はむしろ SN XII 63

PuttamaMsa に明確な形で説かれていると考えられる。

ViññANe bhikkhave AhAre pariññAte nAmarUpam pariññAtaM hoti // nAmarUpe pariññAte

ariyasAvakassa natthi kiñci uttariMkaraNIyanti vadAmIti // //16）

比丘たちよ、識食が遍知されるとき、名色が遍知される。名色が遍知されるとき、聖声聞

にとって、もはやなすべきことはないと私は説く。

ここでは四食説が縁起説の支分として説かれてはいないが、「識食が遍知されるとき、名色が

遍知される」と説かれていることから17）、「識食」と「名色」の縁起的な関係が成立しているこ
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とがわかる。

先述したように、SN XII 12 Phagguno では「識食は未来における後有の再生の縁である」と

説かれていたが、SN XII 64 AtthirAgo でも、四食を起点として未来の後有の再生へと至る縁起

説が説かれており、またそこには「識」と「名色」の縁起的関係がより明確な形で説かれてい

る。

KabaliMkAre (Phasse, ManosañcetanAya, ViññANe) ce bhikkhave AhAre atthi rAgo atthi nandi

atthi taNhA patiTThitam tattha viññANaM virULhaM // // Yattha patiTThitaM viññANaM virULhaM //

atthi tattha nAmarUpassa avakkanti // Yattha atthi nAmarUpassa avakkanti atthi tattha

saGkhArANaM vuddhi // Yattha atthi saGkhArAnaM vuddhi atthi tattha AyatiM

punabbhavAbhinibbatti // Yattha atthi AyatiM punabbhavAbhinibbatti atthi tattha AyatiM

jAtijarAmaraNaM // Yattha atthi AyatiM jAtijarAmaraNam sasokantam bhikkhave sadaraM

saupAyAsanti vadAmi // //18）

比丘たちよ、段食（触食、意思食、識食）に対する貪欲・喜悦・渇愛があるところには、

識の安住・増長がある。識の安住・増長があるところには、名色の顕現がある。名色の顕

現があるところには、諸行の増上がある。諸行の増上があるところには、未来における後

有の再生ある。未来における後有の再生があるところには、未来における生老死がある。

未来における生老死があるところには、比丘たちよ、愁悲悩があると私は説く。

ここでは「四食に対する貪欲・喜悦・渇愛→識の安住・増長→名色の顕現→諸行の増上→未

来における後有の再生→未来における生老死→愁悲悩」という構造が見られ、また「識」と「名色」

の縁起的関係が成立していると考えられる19）。さらにここでは patiTThitaM viññANaM virULhaM

（識の安住・増長）という語が示すように、四食説とともに識住説が説かれていることがわかる。

以上の考察の結果、四食説が縁起説の発展において重要な役割を担っていることがわかった。

そして「四食」特に「識食」と「名色」の縁起的関係が成立していることは非常に重要である

と考えられる20）。しかしながら、さらに整備された縁起説では、四食説は「渇愛」との縁起関

係において説かれるようになる21）。

（２） 識住説と縁起説

SN XXII 53, 54, 55 には、RUpupAyam ... viññANaM tiTThamAnaM tiTTheyya rUpArammaNaM

rUpapatiTThaM nandupasevanaM virUlhiM vuddhiM vepullam Apajjeyya22）（識は色を求めて住し

つつ、住するであろう。色を所縁とし、色に安住し、喜悦を求めて、増長し、増上し、広大に

なるであろう）という識住説が説かれている23）。識住説と縁起説の関係についてはこれまでに

いくつかの研究が見られる24）。梶山は「この四識住説はそれ自体が識と色・受・想・行の相依
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を語る一種の縁起説であるが、それが有支縁起における識と名色との相依を説明するために有

支縁起の中に導入された」と述べており25）、荒牧は SN XXII 54 BIjam に見られる四識住説は

SN XII 38, 39 の経典から発展したと論じている26）。この識住説と関係する縁起説が SN XII 38

CetanA (1) に見られる。

Yañ ca kho bhikkhave ceteti yañ ca pakappeti yañ ca anuseti // ArammaNam etaM hoti

viññANassa ThitiyA // ArammaNe sati patiTThA viññANassa hoti // tasmiM patiTThite viññANe

virULhe AyatiM punabbhavAbhinibbatti hoti // Ayatim punabbhavAbhinibbattiyA sati 

AyatiM jAtijarAmaraNaM sokaparidevadukkhadomanassupAyAsA sambhavanti //27）

比丘たちよ、人が思量し、分別し、随眠するもの、これは識の住の所縁である。所縁があ

るとき、識の安住がある。この識の安住・増長があるとき、未来における後有の再生があ

る。未来における後有の再生があるとき、未来における生老死、愁悲苦憂悩が生成する。

ここでは「…所縁→識の安住・増長→未来における生老死、愁悲苦憂悩」という構造が見ら

れ、これは「識→…→有→生→老死、愁悲苦憂悩」を説く十支縁起説の構造と基本的に一致す

るもであるが、viññANassa Thiti（識の住）、viññANassa patiTTha（識の安住）という語から識住

説が説かれていることがわかる。このような「識住」から「未来における生老死、愁悲苦憂悩」

へと至る縁起説は、SN XII 40 CetanA (3) にも見られる。

Yañ ca kho bhikkhave ceteti yañ ca pakappeti yañ ca anuseti // ArammaNam etaM hoti

viññANassa ThitiyA // ArammmaNe sati patiTThA viññANassa hoti // //

TasmiM patiTTthite viññANe virULhe nati hoti // natyA sati Agatigati hoti // AgatigatiyA sati

cutUpApato hoti // cutUpapAte sati AyatiM jAti jarAmaraNaM sokaparidevadukkhadomanass-

upAyAsA sambhavanti // //28）

比丘たちよ、人が思量し、分別し、随眠するもの、これは識の住の所縁である。所縁があ

るとき、識の安住がある。この識の安住・増長があるとき、繋著がある。繋著があるとき、

来往がある。来往があるとき、死生がある。死生があるとき、未来における生老死、愁悲

苦憂悩が生成する。

ここでは「…所縁→識の安住・増長→繋著→来往→死生→未来における生老死、愁悲苦憂悩」

という構造であり、「識住」から「未来における生老死、愁悲苦憂悩」へと至る縁起説が見られ

る29）。このような「識住」から「未来における生老死、愁悲苦憂悩」へと至る縁起説は、SN

XII 39 CetanA (2) にさらに整備された形として見られる。

初期仏典における十支縁起説の成立　（仲宗根充修）

― 6 ―



Yañ ca kho bhikkhave ceteti yañ ca pakappeti yañ ca anuseti // ArammaNam etaM hoti

viññANassa ｠ThitiyA // ArammaNe sati patiTthA viññANassa hoti // tasmiM patiTThite viññANe

virULhe nAmarUpassa avakkanti hoti // //

NAmarUpapaccayA saLAyatanaM // // SaLAyatanapaccayA phasso // // PhassapaccayA vedanA // ...30）

比丘たちよ、人が思量し、分別し、随眠するもの、これは識の住の所縁である。所縁があ

るとき、識の安住がある。この識の安住・増長があるとき、名色の顕現がある。名色の縁

から六処の縁がある。六処の縁から触がある。触の縁から受がある。…

ここでは「…所縁→識の安住→名色→六処→触→受→渇愛→取→有→生→老死、愁悲苦憂悩」

というように十支縁起説とほぼ同じ構造が見られる31）。ここでもまた「識の住」「識の安住」と

いう語からわかるように識住説が説かれており、「識の住」あるいは「識の安住」と「名色」の縁

起的関係が成立していることがわかる。ここに説かれる tasmiM patiTThite viññANe virULhe

nAmarUpassa avakkanti hoti（この識の安住・増長があるとき、名色の顕現がある）という表現は、

先に考察した SN XII 64 AtthirAgo において説かれる yattha patiTThitaM viññANaM virULhaM atthi

tattha nAmarUpassa avakkanti（識の安住・増長があるところには、名色の顕現がある）という

表現と内容的に合致する。

さて次に、この識住説を手がかりに、DN xv MahAnidAna-Suttanta (MNS) に説かれる「識」

と「名色」の縁起関係を考察してみる。この経典に説かれる縁起説は基本的構造として「老死

←生←有←取←渇愛←受←触←名色→
←識」という構造を持ち、胎生学的縁起説が説かれ、それ

に伴って「識」と「名色」の相互依存関係が成立している。

‘ “ ViññANa-paccayA nAma-rUpan ti ” iti kho pan’ etaM vuttaM tad Ananda iminA p’ etaM

pariyAyena veditabbaM yathA viññANa-paccayA nAma-rUpaM. ViññANaM va hi Ananda mAtu

kucchiM na okkamissatha, api nu kho nAma-rUpaM mAtu kucchismiM samucchissathAti? ’

‘ No h’ etaM bhante. ’

‘ ViññANaM va hi Ananda mAtu kucchiM okkamitvA vokkamissatha, api nu kho nAma-rUpaM

itthattAya abhinibbattissathAti? ’

‘ No h’ etaM bhante. ’

‘ ViññANaM va hi Ananda daharassa’ eva sato vocchijjissatha kumArassa vA kumArikAya vA,

api nu kho nAma-rUpam vuddhiM virULhiM vepullaM ApajjissathAti? ’

‘ No h’ etaM bhante. ’

‘ TasmAt ih’ Ananda es’ eva hetu etaM nidAnaM esa samudayo esa paccayo nAma-rUpassa,

yadidaM viññANaM. ’

‘ “ NAmarUpa-paccayA viññANan ti ” iti kho pan’ etaM vuttaM tad Ananda iminA p’ etaM
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pariyAyena veditabbaM, yathA nAmarUpa-paccayA viññANaM. ViññANaM va hi Ananda nAma-

rUpe patiTThaM nAlabhissatha, api nu kho Ayati jAti-jarA-maraNa-dukkha-samudaya-sambhavo

paññAyethAti?  ’

‘ No h’ etaM bhante. ’

‘ TasmAt ih’ Ananda es’ eva hetu etaM nidAnaM esa samudayo esa paccayo viññANassa,

yadidaM nAmarUpaM. ’ 32）

「『識の縁から名色がある』とこのように言ったが、アーナンダよ、それは次の理由によっ

て、識の縁から名色があるというように知るべきである。アーナンダよ、識が母胎に入ら

なかったならば、名色は母胎の中で育つだろうか」

「そのようなことはありません、尊師よ」

「アーナンダよ、識が母胎に入った後に逸れたならば、名色はこの状態に生まれ変わるだろ

うか」

「そのようなことはありません、尊師よ」

「アーナンダよ、識がまだ若い少年あるいは少女に対して断たれたならば、名色は増上し、

増長し、広大になるだろうか」

「そのようなことはありません、尊師よ」

「アーナンダよ、したがって、ここにおいて、これこそが名色の原因であり、因縁であり、

集起であり、縁である。すなわち、識である。

『名色の縁から識がある』とこのように言ったが、アーナンダよ、それは次の理由によって、

名色の縁から識があるというように知るべきである。アーナンダよ、もしも、識が名色に

おいて安住を得ないならば、未来における生老死苦の集起・生成が認められるだろうか」

「そのようなことはありません、尊師よ」

「アーナンダよ、したがって、ここにおいて、これこそが識の原因であり、因縁であり、集

起であり、縁である。すなわち、名色である」

ここでは、「識の縁から名色がある」と説く根拠を、①識が母胎に入らなかったならば、名色

は母胎の中で育たないから、②識が母胎に入った後に逸れたならば、名色はこの状態に生まれ

変わらないから、③識がまだ若い少年あるいは少女に対して断たれたならば、名色は増上し、

増長し、広大にならないからと説明している。このうち三つ目の ‘ ViññANaM ... vocchijjissatha

... nAma-rUpam vuddhiM virULhiM vepullaM ApajjissathAti? ’（識が…断たれたならば、名色は増

上し、増長し、広大になるだろうか）という考え方は、先述した SN XXII 53, 54, 55に説かれる

rUpupAyam ... viññANaM tiTThamAnaM tiTTheyya ... rUpapatiTThaM ... virUlhiM vuddhiM vepullam

Apajjeyya（識は、色を求めて住しつつ、住するであろう。…色に安住し、…増長し、増上し、

広大になるであろう）という識住説と類似した考え方であることがわかる。
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また、「名色の縁から識がある」と説く根拠を、識が名色において安住を得ないならば、未来

における生老死苦の集起・生成が認められないからと説明しており、これは先に考察した SN

XII 38 CetanA (1) で tasmiM patiTThite viññANe virULhe AyatiM punabbhavAbhinibbatti hoti（こ

の識の安住・増長があるとき、未来における後有の再生がある）と説かれ、この還滅において、

tad apatiTThite viññANe avirULhe AatiM punabbhavAbhinibbatti na hoti（この識の安住・増長が

ないとき、未来における後有の再生はない）と説かれていることと共通しており、識住説を根

拠としていることがわかる。このような「識の安住」から「未来における生老死苦」へ至ると

いう考え方は、SN XII 38 CetanA (1), 39 CetanA (2), 40 CetanA (3) に説かれる縁起説と共通した

考え方である33）。したがって、MNSに説かれる縁起説は、識住説を根拠として胎生学的縁起説

が説かれ、それに伴って「識」と「名色」の相互依存関係が成立していると考えられる34）。

以上の考察の結果、識住説は縁起説と密接な関係をもって説かれる場合があるとわかった。

そして識住説は四食説と同様に十支縁起説の成立に関して重要な役割を担っていると考えられ

る。

６．小結

最古層文献とされる Sn PArAyanavagga には、viññANassa nirodhena etth' etaM uparujjhati（識

の止滅によって、そのところにこれ（名色）が滅びる）という句が見られ、そこには既に「識」

と「名色」の縁起的な関係が成立していると考えられる。

初期仏典に見られる縁起説を考察した結果、四食説及び識住説において成立した「識」と

「名色」の縁起関係を軸に十支縁起説が成立した可能性があると考えられる。

また、MNS に説かれる縁起説は識住説を根拠として胎生学的縁起説が説かれ、それに伴って

「識」と「名色」の相互依存関係が成立していると考えられる。

今後は、縁起説における認識論的解釈と胎生学的解釈、さらに「識」と「名色」の相互依存

関係についてさらに考察し、検討することが課題となる。

Abbreviations

AKBh Prahlad Pradhan, ed. AbhidharmakoSabhAXya of Vasubandhu, Patna, 1967.
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〔注〕

（１）十支縁起説と十二支縁起説については、武内 [1956], 村上（平野）[1964], [1965], [1973], 吹田 [1982],

梶山 [1984] 参照。

（２）Sn 1037. Cf. Nett, p. 14, 17, 71; T. 1579, p. 386b25-26.

（３）これに対して Nett では、... nAmarUpaM viññANasampayuttaM. Tassa nirodhaM BhagavantaM

pucchanto AyasmA Ajito PArAyane evam Aha（…名色は識と相応している。その滅について世尊に

尋ねる尊者アジタが、パーラーヤナにおいてこのように言った）とし、また、NAmarUpañ ca

viññANahetukaM viññANapaccayanibbattaM . ... hetu upacchinno viññANaM anAhAraM

anabhinanditaM apaTThitaM appaTisandhikaM, taM nirujjhati. NAmarUpam api ahetukaM

appaccayaM punabbhavaM na nibbattayati.(Nett, pp. 15-16)（名色は識を原因とし、識を縁として

生起する。…原因が断たれ、識が食なく、歓喜せず、安住せず、結生しないとき、それは滅する。

名色もまた、原因がなく、縁がないとき、後有を生起させない）とある。

中村 [1994: 391] は Sn KarahavivAdasutta に説かれる縁起説について「ウパニシャッドから継承し

た『名称と形態』の根底に想い (saññA) を求めようとしているが、その代わりに認識作用

(viññANa) を求めようとする動きも現れている」と述べ、さらにこの Sn 1037 偈を挙げて「これは

後の十二支の説にさらに一歩近づいたものである」と述べている。この yattha nAmañ ca rUpañ ca

asesaM uparujjhati（名と色が残りなく滅びるところ）という定型句は SN SagAthavagga に散見さ

れるが、「識」との関係については述べられていない (SN p. 13 (SN I 3. 3), p. 15 (I 3. 7), p. 35 (I 5.

10), p. 60 (II 3. 4. 5), p. 165 (VII 1. 6. 4)。また、この偈は DN xi Kevaddha-Sutta の中に引用されて

いる。ViññANaM anidassanaM anantaM sabbato pahaM. Ettha Apo paThavI tejo vAyo na gAdhati,

Ettha dIghañ ca rassañ ca anuM thUlaM subhAsubhaM, Ettha nAmañ ca rUpañ ca asesaM

uparujjhati,ViññANassa nirodhena etth’ etaM uparujjhati. (DN I, p. 223). これに対応する漢訳には

「應答識無形。無量自有光。此滅四大滅。塵細好醜滅。於此名色滅。識滅餘亦滅」(T.1, p. 102c17-

19) とある。これに対して中村 [1994: 508] は「〈認識作用〉と〈名称と形態〉との基礎づけの関係

は明示されていないが、〈認識作用〉のほうを、より根源的なものであると考えていたらしい」と

述べている。むしろ、この経説は SN SagAthavagga に見られる Yattha Apo ca paThavI // tejo vAyo

na gAdhati // ato sarA nivattanti // ettha vaTTam na vaTTati // ettha nAmañ ca rUpañ ca // asesam

uparujjhati // (SN I, p. 15 (SN I 3. 7 SarA) cf. Ud I. 10 = Uv XXVI. 26, 27)（水と地と火と風が確立し
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ないところ、そこで（輪廻の）流れは止まる。そこで（輪廻の）転は止まる。そのところに名と

色は残りなく滅びる）という経説から発展したと推測される。

また中村 [1994: 508-509] は「すでに非常に古い詩句において、最初期の仏教の発展のある時期に

おいて、認識作用は究極の原理と見なされていた」と述べ、Sn DvayatAnupassanAsutta に見られ

る “ YaM kiñci dukkhaM sambhoti, sabbaM viññANapaccayA, viññANassa nirodhena n’ atthi

dukkhassa sambhavo.” (Sn 734)（いかなる苦が生成するのも、すべて識の縁からである。識の止

滅によって苦の生成はない）という偈を挙げ、「このような見解が、後に縁起の諸項目の系列をつ

くりあげるときに、このところにはめこまれたのである」と述べている。

（４）和辻 [1927 : 185-186], 宮本 [1974a] 参照。水野 [1997: 37-38] は感覚知覚による認識関係に関する経

説として、MN 148 Chachakka-Sutta を挙げ、この経典が認識関係の経過から渇愛の生起と滅尽を

説いたものであり、十二縁起説とも関係があると思われると述べ、また「一般的縁起説は…感覚

知覚の成立説を改変して発展させたと考えられるのではないかと思われる…識・名色・六処は…

根（六処）・境（名色）・識と同じ内容のものであって、その列挙順序が違っているだけという

ことになる」と述べている。

（５）これらの経典は、SN XXXV 106 Dukkha, 107 Loko, 113 Upassuti と同一内容である。

（６）SN II, p. 72 (SN XII 43 Dukkha). これに対応する漢訳には「云何苦集道跡。縁眼色生眼識。三事和

合觸。縁觸受。縁受愛。縁愛取。縁取有。縁有生。縁生老病死憂悲惱苦集。如是耳鼻舌身意。亦

復如是。是名苦集道跡。云何苦滅道跡。縁眼色生眼識。三事和合觸。觸滅則受滅。受滅則愛滅。

愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老病死憂悲惱苦滅。如是純大苦聚滅」(T. 99 (218),

p. 54c22-29) とある。

（７）SN III, pp. 59-61 (SN XXII 56 UpAdAnam parivaTTam); SN III, pp. 62-64 (SN XXII 57 SattaTThAna). こ

れに対応する漢訳には「諸所有色。一切四大及四大造色。是名色。…觸集是受集。…謂觸集是想

集。…觸集是行集。…謂名色集。是名識集」(T. 99 (41), p. 9b12-c19; T. 99 (42), p. 10a12-c2) とあ

る。

（８）この他にも、NAmarUpaM hetu nAmarUpaM paccayo viññANakkhandhassa paññApanAyAti (SN III,

p. 102 (SN XXII 82 PuNNamA); MN III, p. 17 (MN 109 MahApuNNama-Sutta))「名色因名色縁。是故

名爲識陰。所以者何。若所有識。彼一切名色縁故」 (T. 99 (58), p, 14c15-17) とか、

NAmarUpasamudayA cittassa samudayo // nAmarUpanirodhA cittassa atthagamo (SN V, p. 184 (SN

XLVII 42 Samudayo))「名色集則心集。名色滅則心沒」(T. 99 (609), p.171b5-6) が見られる。

（９）和辻 [1927: 186-187] は SN XII 12 Phagguno に説かれる「識食あるがゆえに存在が続いて行く。存

在があれば六入処があり、六入処を縁として触─受─愛─取─生─老死がある」という縁起説の

系列を挙げ、「眼色─識─触という関係の引き起こす困難を脱れるために、六境と識とを省いて六

入処─触という単純な関係になおした…六入処の条件として識食や存在が考えられるのである。

ここにしいて条件関係を認めようとすれば、この関係を時間的事実的な関係として考えなくては

ならない。これは明らかに縁起説としては失敗であった」と述べるに止めている。赤沼 [1939:

478, 481] は PAli の NikAya および漢訳阿含経に見られる縁起説を整理・分類しており、その中で

四食を支分とする縁起説を列挙して説明している。雲井 [1967: 408-409] は SN XII 12 Phagguno に
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説かれる ViññANAhAro AyatiM punabbhavAbhinibbattiyA paccayo という文とこれに対する註釈を

挙げて、まさしく識─名色の胎生学的解釈を意味していると述べている。中村 [1994: 482-483] は

SN XII 12 Phagguno に説かれる縁起説について、「…はなはだ理解しがたく錯雑している。識別作

用からの縁起を説くかのごとくでもあり、また四種類の食物（物質的な食物、接触という食物、

意思という食物、識別作用という食物）が生きとし生けるものの生存のもととなっているとも説

いている。そこの連絡がどうも解らない」と述べ、さらに「最初期の仏教においては『食料から

の縁起』を説いていた。縁起説の一つとしてである」と述べ、Sn 747, 748 偈をその例として挙げ

ている。森 [1995: 495-496] は縁起説の資料を整理して紹介しており、「十二支縁起枠外のヴァリエ

ーション」のひとつに「四食の縁起（無明─行─識─名色─六入─触─受─愛─四食）」として、

四つの経典を挙げているのみである。

（10）Aramaki [1985: 90-98] 参照。

（11）宮坂 [1971: 183-184] 参照。

（12）T. 1552, p. 953a1.

（13）平川 [1988: 409-413, 478] 参照。

（14）SN II, p. 13 (SN XII 12 Phagguno).これに対応する漢訳には「汝應問言。何因縁故識食。我則答言。

能招未來有。令相續生。有有故有六入處。六入處縁觸」(T. 99 (372), p. 102a19-21) とある。また

『阿毘達磨法蘊足論』巻第十一には、縁起説に対する註釈が見られるが、そのうち「識に縁って名

色がある」と説く根拠のうちのひとつに、この経典「復次教誨頗勒窶那經中。佛作是説。頗勒窶

那識爲食故。後有生起。此識云何。謂健達縛最後心。心意識増長堅住。未斷未遍知。未滅未變吐。

此識無間。於母胎中。與羯剌藍自體和合。此羯剌藍自體和合。名爲色。即彼所生受想行識。名爲

名。是名識縁名色」(T. 1537, p. 507c2-8) を挙げて説明している。このサンスクリット本には、api

khalv evam uktaM bhagavatA phalgunAvavAde vyAka(raNe / vijñAnaM) phalguna AhAraM yAvad

evAyatyAM punarbhavasyAbhinirvvRttaye prAdurbhAvAya (/) tat katarad vijñAnaM (/) Aha (/) yat tad

gandharvvasya caramaM cittaM manovijñAnaM Acitam upacitaM pratiXThitam a[pra]ha -- -- -- -- --

tam anirodhitam aSAntIkRtaM (/) yasya vijñAnasya samanantaraM mAtuH kukXau kalalAtmabhAvo

’bhisaMmUrcchati (/) kalalam AtmabhAvam abhisaMmUrcchatIti (/) idaM rUpasya tajjA vedanA

saMjñA saM[skA](rAH) -- -- -- vijñAnam idaM nAmasya vijñAnapratyayaM nAmarUpasya (/) tad ucyate

vijñAnapratyayaM nAmarUpaM (/) とある (Dietz [1984; 33]) 。また「名色に縁って識がある」と説

く根拠のうちのひとつに、同じくこの経典「復次教誨頗勒窶那經中。佛作是説。頗勒窶那。識爲

食故。後有生起。此識云何。謂健達縛。廣説乃至。與羯剌藍自體和合。此羯剌藍自體和合。名爲

色。即彼所生受想行識。名爲名。爾時非理作意倶生名色爲縁。起倶生識。是名名色縁識」(T. 1537,

p. 508a1-6) を挙げて説明している。このサンスクリット本には、api) khalv evam uktaM bhagavatA

phalgunAvavAde vyAkaraNe / vijñAnaM phalgunAhAraM yAvad evAyatyAM

punarbhavasyAbhinirvRttaye prAdurbhAvAya (/) tat katarad vijñAnam (/) Aha / yat tad

gandharvvasya caramaM cittaM vi[--] -- -- -- -- -- -- yasya gandharvvasya samanantaraM mAtuH

kukXau kalalam AtmabhAvaM saMmUrcchati (/) kalalam AtmabhAvaM saMmUrcchatIti (/) idaM

rUpasya tajjA vedanA saM jñA saMskArAs tajjaM vijñAnaM idaM nAmasya (/) ity etad
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ayoniSo[ma](nasikArasa-) hajaM nAmarUpaM pratItya mAtuH kukXau vijñAnasyAbhinirvRttir bhavati

prAdurbhAvas (/) tad ucyate nAmarUpapratyayaM vijñAnaM (/) とある (Dietz [1984; 36]) 。

他に、この経典は『阿毘達磨集異門足論』巻第八「頗勒窶那記經中説。頗勒窶那當知。識食能令

當來後有生起」(T. 1536, p. 400c14-15)、さらに『阿毘達磨順正理論』巻第三十「由此佛告頗勅具

那。我終不説有能食者。佛説四食名愛因縁。云何名爲愛因縁義。所希愛事。爲食體故。何縁於食。

生於希愛。因此發生諸樂受故。縁樂受故。諸愛得生。諸愛已生。執爲資具。由食是愛。隣近生因。

若愛已生。復爲資具。是故説食。名愛因縁。豈不食縁亦生於苦。不應但説名愛因縁」(T. 1562, p.

513a6-12) にも引用される。また縁起説とは直接関係のない文脈において、AbhidharmakoSabhAXya

of Vasubandhu (AKBh p. 468, l. 22-23), YaSomitra の註釈 (AKV, p. 707) にも見られる。舟橋一哉

[1962: 23-24], 佐々木 [1984: 184],  福田 [1993: 10-18, 21-23 註 5, 10, 21, 22], 本庄 [1998: 102-104] 参

照。

（15）Rhys Davids [1922: 9 note 3] 参照。

（16）SN II, p. 100 (SN XII 63 PuttamaMsa).これに対応する漢訳には「如是觀者。識食斷知。識食斷知者。

名色斷知。名色斷知者。多聞弟子。於上更無所作」(T 99 (373), p. 102c24-26) とある。

（17）これに対して SAratthappakAs inI では、NAmarUpan ti, viññANa-paccayA nAma-rUpaM .

ViññANasmiM hi pariññAte tam pariññAtam eva hoti (Spk II, p. 113)（名色とは、識の縁から名色が

ある。識が遍知されるとき、それはまさに遍知される）と註釈しており、「識」と「名色」の縁起

関係であると説明している。また『阿毘達磨大毘婆沙論』巻第百三十では、「若於識食已斷遍知者。

則於名色亦斷遍知。以識是彼名色縁故。如契經説識縁名色。若於名色已斷知。則所作已辧故應思

擇求斷識食」(T 1545, p. 678a7-11) と註釈しており、識食を斷遍知するならば、名色もまた斷遍知

する、なぜなら識は名色の縁であるからと説明している。また、『阿毘達磨順正理論』巻第三十で

は「識能生起名色有芽。名色由識而生長故。由斯故説。若於段食斷遍知時。亦斷遍知五妙欲染。

若於触食斷遍知時。亦斷遍知樂等三受。若於思食斷遍知時。亦斷遍知欲等三愛。若於識食斷遍知

時。亦斷遍知名色二有」(T. 1562, p. 511c14-19) と註釈しており、識は名色の有の芽を生起し、名

色は識に由って生長する、それゆえ識食を斷遍知するならば、名色もまた斷遍知すると説くので

あると説明している。いずれも「識食」と「名色」の関係を「識」と「名色」の縁起関係によっ

て説明づけている。

（18）SN II, p. 101 (SN XII 64 AtthirAgo); Nidd I, pp. 25-26; Kv pp. 142-143.これに対応する漢訳には「有四

食資益衆生。令得住世攝受長養。何等爲四。一者摶食。二者觸食。三意思食。四者識食。若比丘

於此四食。有喜有貪。則識住増長。識住増長故。入於名色。入名色故。諸行増長。行増長故。當

來有増長。當來有増長故。生老病死憂悲惱苦集。如是純大苦聚集」(T. 99 (374), pp. 102c29-103a6)

とある。

（19）中村 [1994: 516-517, 519 註 16, 17] は、この対応漢訳部分については、縁起説における「行」と

「識」の関係について言及しているだけで、四食説については触れていない。また PAli 部分につい

ては食について触れているが、このような考え方をいちじるしく実存主義的であると述べている。

（20）このことは、Visuddhimagga に viññANAhAro paTisandhikkhaNe nAmarUpaM Aharati (Vism, p. 341)

（識食は結生の刹那において名色を運ぶ）とあることと共通している。

佛教大学大学院紀要　第31号（2003年３月）

― 15 ―



（21）Katame cattAro // KabaliMkAro AhAro oLAriko vA sukhumo vA // phasso dutiyo // manosañcetanA

tatiyo // viññANaM catutthaM // Ime kho bhikkhave cattAro AhArA bhUtAnam vA sattAnaM ThitiyA

sambhavesInaM vA anuggahAya // // Ime ca bhikkhave cattAro AhArA kiMnidAnA kiMsamudayA

kiMjAtikA kimpabhavA // // Ime cattAro AhArA taNhAnidAnA taNhAsamudayA taNhAjAtikA

taNhApabhavA // SN II, pp. 11-12 (SN XII 11 AhArA); cf. Waldschmidt [1967: 284]. これに対応する漢

訳には「有四食資益衆生。令得住世攝受長養。何等爲四。謂一麁摶食。二細觸食。三意思食。四

識食。此四食何因何集何生何觸。謂此諸食愛因愛集愛生愛觸。此愛何因何集何生何觸。謂愛受因

受集受生受觸。此受何因何集何生何觸。謂受觸因觸集觸生觸觸。此觸何因何集何生何觸。謂觸六

入處因六入處集六入處生六入處觸。六入處集是觸集。觸集是受集。受集是愛集。愛集是食集。食

集故未來世生老病死憂悲惱苦集。如是純大苦聚集。如是六入處滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛

滅。愛滅則食滅。食滅故於未來世生老病死憂悲惱苦滅。如是純大苦聚滅」(T. 99 (371), pp. 101c26-

102a10) とある。PAli では「四食←渇愛←受←触←六処←名色←識←行←無明」「無明滅→行滅→

識滅→（略）全苦蘊滅」のようにかなり整備された構造となっており、十二縁起説に近い形とな

っている。漢訳では「四食←愛←受←觸←六入處」「六入處滅→觸滅→受滅→愛滅→食滅→未來世

生老病死憂悲惱苦滅」という構造になっており、「無明」「行」「識」「名色」の支分が見られない。

また、MN 38 MahAtaNhAsaGkhaya-Sutta (MN I, pp. 256-271); T. 26, pp. 766b28-770a3) には、これ

とほぼ同じ内容の縁起説が説かれており、「四食←渇愛←…←無明」「無明→…→老死、愁悲苦憂

悩」「無明滅→…→老死、愁悲苦憂悩滅」「老死滅←…←無明滅」という構造が見られる。他にも、

MN 9 SammAdTThi-Sutta には、CattAro ’me ... AhAra ... katame cattAro: KabaLiMkAro Aharo oLAriko vA

sukhumo vA, phasso dutiyo, manosañcetanA tatiyo, viññANaM catuttho. TaNhAsamudayA

AhArasamudayo, taNhAnirodhA AhAranirodho ... (MN I, p. 48)とあり、「渇愛」と「四食」との縁起関

係が見られる。これに対応するサンスクリット本には catvAra AhAraH / kabaDiMkAra AhAra

au(d)A(r)ikaH sUkXmaS ca / sparSo dvitIyaH / manaHsa(ñ)cetanA tRtIyaH / vijñAnaM caturthaH / ima

AhArAH / evam A(hArAn yathAbhU)taM prajAnAti / kim AhArasamudayaM yathAbhUtaM prajAn(Ati /

tRXNA p)au(na)rbhavikI nandirAgasahagatA tatratatrAbhinandinI / ayam AhArasamudayaH / eva(m

AhArasa)mudayaM yathAbhUtaM pra(j)AnAti / (NidSa (SUtra 23), pp. 190-191) とあり、漢訳には

「謂四食。何等爲四。一者麁摶食。二者細觸食。三者意思食。四者識食。是名爲食。如是食如實知。

云何食集如實知。謂當來有愛喜貪倶。彼彼樂著。是名食集。如是食集如實知」(T. 99 (344), p.

94b29-c4) とある。他に、T 26, pp, 461c26-462a1 にも「渇愛」と「四食」との縁起説が説かれてい

る。SN XII 11 AhArA および MN 9 SammAdiTThi-Sutta における四食説について、註釈書では ...

viññANAhAro paTisandhinAmarUpan ti. KathaM? ... ViññANAhAro pana ye paTisandhikkhaNe taM

sampayuttakA tayo khandhA yAni ca tisantativasena tiMsa rUpAni uppajjanti sahajAtAdipaccayena

tAni AharatI ti vuccati. EvaM viññANAhAro paTisandhinAmarUpaM Aharati. (Spk II, pp. 25-26 = Ps p.

209 = Ss pp. 192-193)（…識食は結生の名色を［運ぶ］。どのようにしてか。…次に結生の刹那にそ

れと相応した三蘊と三相続しての三十の色が生じるが、識食は倶生などの縁としてそれらを運ぶ

と説かれる。このように識食は結生時の名色を運ぶ）と註釈している。浪花 [1989: 350-351] 参照。

ちなみに、宮本 [1974b: 971-972] は taNhA に条件づけられる AhAra と upAdAna との同義性につい
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て述べている。

（22）SN III, p. 53 (SN XXII 53 UpAyo); III, pp. 54-55 (XXII 54 BIjam); III, p. 58 (XXII 55 UdAnaM); T. 99

(40), p. 9a29-b2; (39), p. 9a7-10; (64), p. 17a1-3.

（23）他に、DN III, p. 228 (DN xxxiii SaGgIti-Suttanta); Nidd I, p. 25; Nidd II, p. 245 にも見られる。

（24）雲井 [1967: 407-408, cf. 353-355].

（25）梶山 [1984: 351] 参照。

（26）Aramaki [1985: 90-98] 参照。

（27）SN II, p. 65 (SN XII 38 CetanA (1)); Nett pp. 153-154.これに対応する漢訳には「若思量。若妄想生。

彼使攀縁識住。有攀縁識住故。有未來世生老病死憂悲惱苦」(T. 99 (359), p. 100a24-26) とある。

（28）SN II, p. 67 (SN XII 40 CetanA (3)).これに対応する漢訳には「若有思量。有妄想。則有使攀縁識住。

有攀縁識住故。入於名色。入名色故。則有往來。有往來故。則有生死。有生死故。則有未來世生

老病死憂悲惱苦」(T. 99 (361), p. 100b12-16) とあり、「思量→妄想→識住→名色→往來→生死→未

來世生老病死憂悲惱苦」という関係が見られる。

（29）AN I, pp. 223-224 (AN III 76) には、縁起説ではないが、「識の安住」から「未来における後有の再

生」があることが説かれている。Iti kho Ananda kammaM khettaM viññANaM bIjaM taNhA sineho

avijjAnIvaraNAnaM sattAnaM taNhAsaMyojanAnaM hInAya dhAtuyA viññANaM patiTThitaM. EvaM

AyatiM punabbhavAbhinibbatti hoti. EvaM kho Ananda bhavo hotI ti.

（30）SN II, p. 66 (SN XII 39 CetanA (2)).これに対応する漢訳には「若思量。若妄想者。則有使攀縁識住。

有攀縁識住故。入於名色。入名色故。有未來世生老病死憂悲惱苦」(T. 99 (360), p. 100b3-6) とあ

る。

（31）森 [1995: 489] はこの経典を十支縁起に分類しており、また水野 [1997: 40] はこの経典について

「識と名色との芦束の関係を述べた十支縁起と同じものと思われる。…所縁とあるのを名色とすれ

ば、名色と識が芦束の関係となるからである」と述べている。また、AN III 61 (AN I, p. 176) に説

かれる「六界（地・水・火・風・空・識）─入胎 (gabbhAvakkanti) ─名色─六処─触─受」の関

係について、入胎とは識の結生と考えられるから、これは胎生学的な縁起を説いたものであろう

と述べ、さらにこの関係を「名色（六界）─識（入胎）─名色…と見てよいかもしれない。六界

は識の所縁としての名色とすることができるからである」と述べている。

（32）DN II, pp. 62-63 (DN xv MahAnidAna-Suttanta).これに対応する漢訳には「阿難。縁識有名色。此爲

何義。若識不入母胎者。有名色不。答曰。無也。若識入胎不出者。有名色不。答曰。無也。若識

出胎嬰孩壊敗。名色得増長不。答曰。無也。阿難。若無識者。有名色不。答曰。無也。阿難。我

以是縁知。名色由識。縁識有名色。我所説者義在於此。阿難。縁名色有識。此爲何義。若識不住

名色。則識無住處。若無住處。寧有生老病死憂悲苦惱不。答曰。無也。阿難。若無名色。寧有識

不。答曰。無也。阿難。我以此縁知。識由名色。縁名色有識。我所説者義在於此。阿難。是故名

色縁識。識縁名色」(T. 1, p. 61b8-20) とある。この部分に対応するとされる漢訳は他に、T. 26, pp.

579c14-580a2; T. 14, p. 243b16-c3; T. 52, p. 845b5-15 に見られる。また、『阿毘達磨法蘊足論』巻第

十一に見られる縁起説に対する註釈のうち、「識に縁って名色がある」と説く根拠のうちのひとつ

に、この経典「復次大因縁經中。尊者慶喜問佛。名色爲有縁不。佛言有縁。此縁謂識。佛告慶喜。
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識若不入母胎藏者。名色得成羯剌藍不。阿難陀曰。不也世尊。識若不入母胎藏者。名色得生此界

中不。不也世尊。識若初時已斷壊者。後時名色得増長不。不也世尊。識若全無爲可施設有名色不。

不也世尊。是故慶喜。一切名色。皆識爲縁。是名識縁名色」(T. 1537, p. 507c14-22) を挙げて説明

している。このサンスクリット本には、asti khalv evam uktaM bhagavatA mahAnidAnaparyAye

vyAkaraNe AyuXmate AnandAya (/) asti pratyayam Ananda nAmarUpaM (/) pRXTaiH sati astIty asya

vacanIyaM (/) kiMpratyayam Ananda nAmarUpaM (/) vijñAnapratyayam iti syAd vacanIyaM (/)

vijñAnapratyayam Ananda nAmarUpam (/) iti mayA yad uktam idaM me tat pratyuktaM (/) vijñAnaM

ced Ananda mAtuH kukXau nAvakkramiXyad api nu nAmarUpaM kalalatvaM hi saMmUrcchiXyat (/)

no bhadanta (/) vijñAnaM ced Ananda mAhuH kukXau nAvakkramitvA puna -- -- tkramiXyat api nu

nAmarUpaM imaM dhAtum AgamiXyan (/) no bhadanta (/) vijñAnaM ced Anand[A]dAv eva dahra(m

a)sya taruNasya kumArakasya [u]cchidyeta vinaSyeta na bhaveta api nu nAma[rU](paM vi)rUDhiM

vaipulyatAm Apadyeta (/) no bhadaMta (/) sarvvaSo vA punaH sarvvSa Ananda vijñAne asati na

nAmarUpaM prajñAyeta (/) no bhadaMta (/) tasmAd dhi Ananda etan nidAnam eXa hetuH eXa

pratyayo [nA](marUpasya) yad uta vijñAnaM (/) vijñAnapratyayam Ananda nAmarUm (/) iti mayA yad

uktam idaM me tat pratyuktaM // とある (Dietz [1984: 34-35]) 。また「名色に縁って識がある」と

説く根拠のうちのひとつに、同じくこの経典「復次大因縁經中。尊者慶喜問佛。諸識爲有縁不。

佛言有縁。此謂名色。佛告慶喜。若無名色。諸識轉不。阿難陀曰。不也世尊。若無名色爲所依止。

後世所受生老死識。爲得生不。不也世尊。若諸名色。都無所有爲可施設。有諸識不。不也世尊。

是故慶喜。諸識皆以名色爲縁。是名名色縁識」(T. 1537, p. 508b2-8) を挙げて説明している。この

サンスクリット本には、api khalv evam uktaM bhagavatA mahAnidA[napa]ryAye (/) vistareNa

yAvad (/) vijñAnaM ced Ananda nAmarUpapratiXThAM na labheta tathApratiXThite vijñAne anatirUDhe

[--] -- -- -- -- bhavasamudayasamutthApakaM jAtijarAmaraNam abhinirvva[rtteta] (/) no bhadanta (/)

sarvvaSo vA punar Ananda nAmarUpe asati api nu vijñAnaM prajñAyeta (/) no bhadanta (/) tasmAd

Ananda etan nidAnaM vistareNa yathA pUpvvoktaM (/) とある (Dietz [1984: 36] ) 。福田 [1993: 2-

5,17] 参照。

（33）宇井 [1965: 311-312] は、この SN XII 38 CetanA (1), 39 CetanA (2) について「…明確に輪廻に結付

けて解釋することになつて居ることは爭はれぬ事實である」と述べ、さらに DN xv MahAnidAna-

Suttanta に説かれる「識」と「名色」の縁起説について「…名色と識が俟相つて生々死々の状態

あることを述べて居るのは明に既に名色を胎兒として解し其中に識の發動して存續するを識の顯

現并に住 (patiTThA) といふたのであることが表はれて居る」と述べている。また、赤沼 [1939: 247-

249] は、SN XII 64 AtthirAgo, 38 CetanA (1), 39 CetanA (2), 40 CetanA (3) などの経典を挙げて、

「このやうに未來の生老死となつてゐる所から見ると、宇井博士のやうに、十二縁起は絶對に輪廻

を示して居ないとも云へないと思はれる」と述べている。

（34）『阿毘達磨大毘婆沙論』巻第二十三には、「…名色縁識説識住差別。…名色縁識説續生已安住時。

…識爲縁故名色續生。名色爲縁識得安住。故説此二更互爲縁。復次識縁名色説初續生時。名色縁

識説續生後位。復次識縁名色説續生時識能生名色。名色縁識説續生後識依名色住」(T. 1545, pp.

119c27-120a23) とあり、識住説を根拠として、「識」と「名色」との相互依存関係を説明している。

初期仏典における十支縁起説の成立　（仲宗根充修）
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またさらに、同巻第二十四には、「名色有故識有。此識名色爲縁。便作是念。我齊此識心應轉還。

所以者何。名色縁識。識縁名色」(T. 1545, p. 124a20-22) という『城邑経』の経文が引用されてお

り、また「問菩薩何故逆觀縁起。唯至於識心便轉還」(T. 1545, p. 124a26-27) という問いに対する

種々の解釈が紹介されている。そこには「尊者世友作如是説。何故齊識心便轉還。以識樂住識住

中故。謂識不欲捨於識住。識住者即名色。故觀識已還觀名色」(T. 1545, p. 124c6-9) という世友の

説が紹介されている。このことは『阿毘達磨順正理論』巻第二十九に見られる「然結生識。有二

生縁。一者前生。二者倶起。…今觀名色。爲倶生縁。故至識還心不復轉。…如何名色爲識倶縁。

以於此中識住著故。如經説識住除識餘名色。前以住著釋識住義」(T. 1562, p. 504c19-27) という衆

賢の説と共通している。つまり、世友と衆賢の説によれば、『城邑経』に見られる「識」と「名色」

との相互依存関係は識住説を根拠としていることがわかる。榎本 [1982], 梶山 [1984: 324f.] 参照。

（なかそね　みつのぶ　　文学研究科仏教学専攻博士後期課程）

（指導教授：並川　孝儀教授）
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