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０．はじめに
９世紀のチベット仏教における三大翻訳師：カ（sKa）
・チョク（Cog）
・シャン（Zhang）
の一人で，大校閲翻訳師（zhu chen gyi lo tsa ba）の称号を持つカワ・ペルツェク（sKa
ba dPal brtsegs）には，数点の編著作があり，それらは大蔵経中にも現存する（１）．そのう
ち『法門』
（CN）は８フォリオ程の語彙集で，
前序には「
『備忘録』の本頌」（２）と記されている．
この CN の直前には本稿で扱う『法門備忘録』
（Chos kyi rnam grangs kyi brJed byang, abbr. J）
が収載されているため，従来，前述の『備忘録』が同書をさすものと思われてきた．この J
もペルツェクを主編として編纂された仏教語釈集である．分量は北京版では 70 フォリオ程
であり，これは同時期に活躍した同じく三大翻訳師のシャン・イェシェーデ（Zhang Ye
shes sde）が携わった欽定語釈集『二巻本訳語釈』
（GB）の二倍弱に相当する．
814 年に編纂された GB は，同じくイェシェーデが編者として名を連ねる欽定語彙集『翻
訳名義大集』
（MVP）の『中集』であることが，GB の奥書に記されているが，J と CN の関
係は GB と MVP の関係とは明らかに異なっていることを，筆者はこれまで明らかにした（３）．
CN は J から語彙を網羅的に抜き出したものでもなければ，J は CN の収載語に対して逐語
的に語釈を行ったものでもない．J は，MVP や CN から漏れた仏教術語も扱っているため，
その意味では確かに仏教語の備忘，覚え書き的なものと言えるかも知れない．だが，内容は
単なる「備忘」というレベルではなく，詳細な仏教語釈集になっており，それこそが J の顕
著な特徴と言える．しかも，CN 並びに J には敦煌出土の関連写本が幾つか存在する（４）こ
とから，チベット仏教文化圏では広く書写されていたものと推測出来る．
本稿では，J で詳細に説かれる五蘊・十二処・十八界のうち，色蘊・受蘊・想蘊について
校訂と和訳を付し，前述の GB と比較して，本項が依用した典籍を手がかりに，その思想系
統を調査することを企図している．これにより，９世紀のチベット仏教文化圏における仏教
受容の状況を理解する手がかりの一つとしたい．
今回は紙数の関係で想蘊までに限定したが，
今後，行蘊以下を調査して行く．
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１．本論
１−１．「五蘊」の科文
J を内容から便宜的に分け，科文を示す．
I.

色蘊

Ⅱ.

Ⅰ - ⅰ . （概説）

受蘊

Ⅱ-ⅰ.

楽受

Ⅰ - ⅰ - ⅰ . （解説）

Ⅱ - ⅱ． 苦受

Ⅰ-ⅰ-ⅱ.

四大種

Ⅱ - ⅲ．不苦不楽受

Ⅰ-ⅰ-ⅲ.

四大種所造

Ⅰ-ⅱ.

Ⅲ.

色

想蘊

Ⅲ-ⅰ.

対象

Ⅲ-ⅱ.

相

Ⅰ-ⅱ-ⅰ.

有見有対

Ⅰ-ⅱ-ⅱ.

無見有対

Ⅲ-ⅱ-ⅰ.

小

Ⅰ-ⅱ-ⅲ.

無見無対と無表色・有表色

Ⅲ-ⅱ-ⅱ.

大

Ⅲ-ⅱ-ⅲ.

無量

以上のように J は，語釈の中に現れた語彙に関しても更なる語釈を施す層構造の形式を
とっており，基本的に一項目で一つの術語の語釈をおこなう GB とは，形式も異なっている．
また，五蘊は J の冒頭に配される術語だが，GB では第 31 節目に置かれ，266（GB，MVP
ともに，続く数字は通し番号を表す）に色蘊（MVP 1837）
，267 受蘊（MVP 1838）
，268 想
蘊（MVP 1839）
．
．
．の順に解説され，上述の科文のような細分はない．語釈に関しても，
例えば色蘊では
「

は，

と言われる．すなわち，手や杖等によって刺されたり，

害されうるものであるので，＜色＞と言われる．

は，三時に属する，善悪，大小の色す

べての総称であり，＜色蘊＞と言われる」

というようにサンスクリットの語源解釈から説き起こし，語釈の典拠として『倶舍論』及び
その注釈書をよく用いていた（cf. GB, p.97．これは受蘊・想蘊に関しても同様である）
．こ
れに対し J は，
本文の中で「蘊と界と処の定義は瑜伽師〔の典籍〕の中に出ていることを〔こ
れから〕示す」
（JP274a4-5）と述べている．
では，実際にどのような典籍を用いたのであろうか？

それを以下に探って行きたい．

１−２．色蘊・受蘊・想蘊
１−２−１．色蘊
色蘊について『瑜伽論』は，
「では，色は何かと言えば，それは十一種類〔ある〕と知るべきである．眼等すなわち触までの
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十処，および法処所摂の色である．それもまとめるなら大種所造であって，すなわち「あらゆる
ものもまた＜色として相応しい＞〔という〕ことを特質とする」（５）．

また，無見有対等に関しては五色身相応地の中で，眼識の五相を解説するうちに「眼〔根〕
は何かと言えば，四大種所造にして眼識の所依〔の〕浄らかな色であるものであって，無見
（NB 2b2-3）と
有対である」（６）また「そ（眼識）の所縁とは色であって，有見有対である」
して，青や霧等の顕色，長や下などの形色，取や臥などの表色を詳しく説く（NB 2b3-6）．
『集論』は，
「色蘊の規定は何かと言えば，色であるものはどんなものでもよくて，すなわちあらゆる四大種，
および四大種所造である．大種は何かと言えば，地界，水界，火界，風界である」（７）．

とする．これには，
『五蘊論』および，その註釈の中でも徳光註に同様の一文があり，
「色は何かと言えば，色であるものはどんなものでもよくて，それらはあらゆる四大種，および
四大種所造である．（著者注：ここまで徳光註も一致）これは色界を纏めたものである．四大種は
何かと言えば，地界，水界，火界，風界である」（８）

とし，J はこの一文を引用したと考えられる．但し，
『五蘊論』も徳光註もともに，この
あと四大種を詳説するものの四大種所造については詳しい解説をしていない．また，徳光註
は長・短や青・黄などの色の区分けを詳細に述べ（PhNgY 5b7-6a4）
『瑜伽論』と共通するが，
J は同箇所を簡潔に纏めていると言える．
また，色蘊の具体的な内容（和訳のⅠ - ⅰに対応する）を見ると，
『集論』は四大種所造
に関しては「所造の色とは何かと言えば，眼根と，耳根と，鼻根と，舌根と，身根と，色と，
声と，香と，味と，所触の一部と，法処〔所摂〕の色とである」（９）とする．法処の色（chos
kyi skye mched pa'i gzugs）については，更に「五種」に分け，それを『雑集論』で解説し
ているが，そのうちの「受所引色」が「無表色」と記される（KTS 4a5）ものの，細分の仕
方は J と一致しない．
色蘊に関しては，
『倶舍論』も参照しておく．
『倶舍論』では，五境を説明する最初に，
「色
は二種である．いろとかたちとである．そのうち，いろは四種であって青等である．その他
〔の色〕はそれ〔ら四種〕の〔細かい〕区別である．形は八種で，長に始まり〔凹〕凸に終
わる．また色の処は，二十種であると言われる．すなわち，以下である．青・黄，白，赤，長，
短，方，円，高，低，凸，凹，雲，煙，塵埃，霧，影，太陽，明，闇である」と規定する（10）．
さらに「色は五根，
五境，
および無表である」（11）と述べる．大種については『集論』同様「大
種とは地界と，水・火・風界である」（12）とする．また，業品で無表業が説かれる中には，「経
中には，＜三処の色によって色はまとめられる．すなわち，有見有対の色があり，また無見
有対の色もあり，無見無対の色もある＞と三種類の色をお説きになっている」（13）とあり，
さらに称友『倶舍論註』には「＜有見有対の色がある＞というのは，眼識によって知られる
べきところの色であるものである．＜無見有対の色もある＞というのは，眼〔根以下〕有色
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の処であるものである．＜無見無対の色もある＞〔というの〕は，意識によって知られるべ
き法処所摂の無表色であるところのものである」（14）とあり，数の明示こそないが，J の記
述と一致する．
つまり，J は色蘊の定義を『集論』
『五蘊論』から採りながら，細目に関しては『倶舍論註』
も参照していたと考えられる．
１−２−２．受蘊
『倶舎論』にも，
「受は体験（感受）である．三種類の体験が受蘊であって，すなわち楽と苦と不苦不楽である」（15）

とあるが，『五蘊論』では，
「受〔蘊〕は何かと言えば，三種類の体験であって，すなわち楽と苦と，不苦不楽である．楽は，
何かがなくなってしまったら出会いたいと思うことである．苦は，何かが出現したら離れたいと
思うことである．不苦不楽は，何かが生じたら，〔会いたいとか離れたいという〕両者を望むよう
にはならないことである」（16）

とあり，J の記述とほぼ一致する．
『集論』では受蘊と異熟との関わりについて述べる他，
六受身をそれぞれ楽，苦，不苦不楽に細分して解説するが，三種の受そのものの説明はなさ
れない．これは『雑集論』も同様である．
これらのことから，受蘊に関しても J は，
『五蘊論』を参照していたことが伺える．
１−２−３．想蘊
『集論』は，
「＜想蘊を規定する＞とは何かといえば，六想身であって，すなわち眼触所生の想と，耳，鼻，舌，
身，意の集まったものであって，それによって有相を正しく知り，無相と，小と，広大なるものと，
無量と，＜何もないのだ＞と想って無所有処もまた正しく知ることである．...（中略）... 小の想と
は何かと言えば，それによって欲界を知るのである．広大なる想とは何かと言えば，それによっ
て色界を知るのである．無量想とは何かと言えば，それによって空無辺処と識無辺処とを知るの
である．無所有想とは何かと言えば，それによって無所有処想を知るのである」（17）

とする．これについて『雑集論』では，特に小・大・無量について
「小は，欲界について〔言い，
＜小＞というのは〕劣っているからである．広大なるものは，
色界について〔言い，
＜広大なるもの＞というのは〕殊勝であるからである．無量は，
空〔無
辺処〕と識無辺処について〔言い〕
，辺際がないからである．従ってそれらを縁ずる諸々の
「小・大・無量」を解説している．因みに『瑜
想は，小等の想と知るべきである」（18）とし，
伽論』も『集論』同様に，想を六種（有相想，無相想，狭小想，広大想，無量想，無所有想）
に分ける（NBT 38a6-7）が，
「小・大・無量」のまとめ方はしていない．
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『五蘊論』には，
「想〔蘊〕は何かと言えば，対象を相として捉えることである．それには三種類あり，すなわち
小と，広大なるものと，無量である」（19）

とある．つまり，
「広大なるもの」と「大（chen po）
」の違いはあるが，J は『五蘊論』
を想蘊の総説に据え，細目を特に『雑集論』から引いていると言える．

１−３．まとめ
五蘊のうち色・受・想蘊のみではあるが，
「蘊と界と処の定義」の根拠としていた「瑜伽
師〔の典籍〕
」とは，
『五蘊論』
『集論』
『雑集論』であることが明らかとなった．ペルツェク
が編纂者として名を連ねるデンカル目録には，
『集論』や『雑集論』に相当すると思われる
タイトルが見出せないが，
『五蘊論』に関しては，Phung po lnga'i rab tu byed pa，Phung
po lnga'i rnam par bshad pa，Phung po lnga'i 'grel pa（sLob dpon Yon tan 'od kyis mdzad
pa），Phung po lnga'i bshad pa（sLob dpon Sa'i rtsa lag gis mdzad pa）
，Phung po lnga'i
'grel pa（sLob dpon bLo gros brtan pas mdzad pa）
（芳村 1974, pp. 177-178）が挙げられて
いる．このうち，Phung po lnga'i rnam par bshad pa のみ現存する大蔵経中に同一と思われ
る典籍が見出せないが，他はほぼ同タイトルで注釈者に関しても一致する各書が現存する．
このことからも，J 編集当時，
『五蘊論』が盛行していたことが窺える．
また，J の語釈では，唯識系のみならず『倶舍論註』も参照していることもわかった．と
は言え，少なくともこれら三つの蘊に関しては，語釈の形式だけでなく引用典籍に関しても，
五蘊の解釈には『倶舍論』
『倶舍論註』をメインに据えていた GB とは異なるスタンスで編
集されていたことが推察出来る．このことが当時のチベットにおいていかなる意味を持つの
か，それを明確にするためにも，今後は今回の成果を踏まえながら，続く諸蘊について調査
していきたい．
尚，冒頭に述べたように校訂テキストと和訳を付した．本稿がチベットにおけるアビダル
マ研究にも資するものとなれば幸いである．
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de / ring po la sogs pa nas phye le ba ma yin pa la thug pa'o // yang gzugs kyi skye mched
de nyid / rnam pa nyi shu zhes bya ste / 'di lta ste / sngon po dang ser po dang / dkar po
dang / dmar po dang / ring po dang / thung ngu dang / lham pa dang / zlum po dang /
mthon po dang / dma' ba dang / phye le ba dang / phye le ma yin pa dang / sprin dang /
du ba dang / rdul dang / khug rna dang / grib ma dang / nyi ma dang / snang ba dang /
mun pa'o /（CDZ 30a3-5）
（11）

gzugs ni dbang po lnga dang don // lnga dang rnam rig byed min nyid //（CDZ 29b5）

（12）

'byung ba dag ni sa'i khams dang / chu dang me dang rlung gi khams rnams zhes bya

ba ste /（CDZ 31b6-7）
（13）

mdo las / gnas gsum gyi gzugs kyis gzugs bsdus pa yin te / bstan du yod la thogs pa

dang bcas pa'i gzugs kyang yod / bstan du med la thogs pa dang bcas pa'i gzugs kyang yod
/ bstan du yang med la thogs pa yang med pa'i gzugs kyang yod do zhes gzugs rnam pa
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gsum gsungs so //（CDZ 169a3-5）
（14）

bstan du yod la thogs pa dang bcas pa'i gzugs kyang yod ces bya ba ni mig gi rnam par

shes pas rnam par shes par bya ba'i gzugs gang yin pa'o // bstan du med la thogs pa dang
bcas pa'i gzugs kyang yod ces bya ba ni mig la sogs pa gzugs can gyi skye mched gang dag
yin pa'o // bstan du yang med la thogs pa yang med pa ni yid kyi rnam par shes pas rnam
par shes par bya ba chos kyi skye mched kyis bsdus pa rnam par rig byed ma yin pa gang
yin pa'o（DZG 8a4-5）
（15）

de la tshor ba myong ba / myong ba rnam pa gsum ni tshor ba'i phung po ste / / bde

ba dang / sdug bsngal ba dang / sdug bsngal yang ma yin bde ba yang ma yin pa'o //
（CDZ 33a6-7）
（16）

tshor ba gang zhe na / myong ba rnam pa gsum ste / bde ba dang sdug bsngal ba dang

/ sdug bsngal yang ma yin / bde ba yang ma yin pa ste / bde ba de gang 'gags na phrad
par 'dod pa'o / / sdug bsngal ni gang byung na bral bar 'dod pa'o / / bde ba yang ma yin /
sdug bsngal ba yang ma yin pa ni gang byung na gnyis kar 'dod par mi 'gyur ba'o //（PhNg
12a5-7）
（17）

'du shes kyi phung po'i rnam par gzhag pa gang zhe na / 'du shes kyi tshogs drug ste /

mig gi 'dus te reg pa las byung ba'i 'du shes dang / rna ba dang / sna dang / lus dang / yid
kyi 'dus te reg pa las byung ba'i 'du shes te / gang gis mtshan ma dang bcas pa yang dag
par shes shing / mtshan ma med pa dang / chung ngu dang / rgya chen por gyur pa dang
/ tshad med pa dang / ci yang med do snyam nas / ci yang med pa'i skye mched kyang
yang dag par shes pa'o //… … chung ngu'i 'du shes gang zhe na / gang gis 'dod pa'i khams
shes pa'o // rgya chen por gyur pa'i 'du shes gang zhe na / gang gis gzugs kyi khams shes
pa'o // tshad med pa'i 'du shes gang zhe na / gang gis nam kha' mtha' yas skye mched
dang / rnam shes mtha' yas skye mched shes pa'o // ci yang med pa'i 'du shes gang zhe na
/ gang gis ci yang med pa'i skye mched shes pa'o //（KT 47b3-48a1）
（18）

chung ngu ni 'dod pa'i khams la ste / ngan pa'i phyir ro // rgya chen por gyur pa ni

gzugs kyi khams la ste de bas mchog tu gyur ba'i phyir ro // tshad med pa ni nam mkha'
dang rnam shes mtha' yas skye mched la ste / mtha' yas pa'i phyir ro // de bas na de dag
la dmigs pa'i 'du shes ni chung ngu la sogs pa'i 'du shes rnams su rig par bya'o // （KTS
4b3-4）
（19）

'du shes gang zhe na / yul la mtshan mar 'dzin pa'o / / de ni rnam pa gsum ste / chung

ngu dang / rgya chen por gyur pa dang / tshad med pa'o //（PhNg 12a7）
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２．校訂テキスト及び和訳
以下に校訂テキストと和訳を付す．

【凡例】
・ 底本としたのは J であり，この他
タン版，S : 金写版

P : 北京版，D : デルゲ版，C : チョーネ版，N : ナル

を参照した．

・ J のみ，続く数字は頁数をあらわすが，その他の版はフォリオ数を示す．
・ チベット語のローマ字表記は拡張ワイリー方式で記した．
・ 冒頭に付したローマ数字は，内容を便宜的に科文に分けたもので，本文中の科文立ておよ
び和訳に対応している．
・ 和訳に際して，ローマ数字のあとに付したトピックは，語釈集としての機能を生かす為に
筆者が付したものであって，本文にはない．

【 TEXT 】
[J613, P274a4, D232a1, C237a1, N263b2, S338b3]

Ⅰ．
de yang gzugs kyi phung po gang zhe na zhes （1 bya ba

1）

la sogs pa smos te / phung

[P274a5] po dang khams [D232a2] dang skye mched [N263b3] kyi mtshan [C237a2] nyid yo ga
[S338b4] ts'arya las 'byung ba de ston to / /

de yang phung po lnga'i nang nas gzugs kyi phung po（2） gang yin zhes bya ba'i don
ston to / / gzugs gang yin pa ci yang rung ste / [P274a6] de dag thams cad 'byung ba
chen po bzhi [J614] dang 'byung ba chen [N263b4] po [S338b5] bzhi dag rgyur gyur（3） pa'o
zhes bya ba la / [D232a3] gzugs gang [C237a3] yin pa ci yang rung ste /

Ⅰ–ｉ.
Ⅰ–ｉ-ｉ.
de dag thams cad ces bya ba ni gzugs ring po dang thung ngu（4） dang zlum po dang
gru bzhi dang / [P274a7] sngon po dang ser po la sogs pa dang / 'das pa [S338b6] dang ma
'ongs [N263b5] pa dang da ltar gyi gzugs dang / nye ba dang / ring ba dang / bzang po
dang / ngan pa la [D232a4] sogs pa ji tsam du gzugs su [C237a4] gdags pa thams [P274a8]
cad do //
Ⅰ–ｉ-ⅱ.
'byung ba chen po bzhi ni me dang chu dang sa dang rlung [S339a1] bzhi'o / /
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Ⅰ–ｉ-ⅲ.
'byung ba chen po bzhi dag [N263b6] rgyur byas pa ni 'byung ba de las skyes （5 pa'am
de las gyur zhes（6） bya ba'i don to（7） / （8 rgyu de

8）

5）

/

las byung ba'i gzugs [P274b1] rnams te /

mig [D232a5] la sogs pa'i dbang po lnga dang / [C237a5, S339a2] dbang po de rnams kyi yul
gzugs nas reg bya'i bar du lnga ste bcu [N263b7] dang / rnam par rig byed ma yin pa'i
gzugs te bcu gcig dang 'byung ba chen [P274b2] po bzhi ste / gzugs kyi phung po la phye
na spyir bco lnga yod do / /

Ⅰ–ⅱ.
gzugs [S339a3] ni rnam pa gsum ste / [D232a6] bstan du yod [C237a6] la thogs pa dang
bcas pa dang / [N264a1] bstan du med pa thogs pa dang bcas pa dang / bstan [P274b3] du
yang med la thogs pa yang med pa dang gsum mo / /
Ⅰ–ⅱ-ｉ.
de la 'byung ba chen po bzhi'i mtshan nyid kha [S339a4] dog dang dbyibs la sogs [N264a2]
pa ni bstan du yang yod cing thogs pa dang [D232a7] yang [C237a7] bcas pa'o / /
Ⅰ–ⅱ-ⅱ.
mig la sogs [P274b4] pa'i dbang po lnga dang sgra（9） dang dri dang ro dang reg bya ni
bstan du med la thogs pa dang bcas pa'o / /
Ⅰ–ⅱ-ⅲ.
rnam par rig [S339a5] byed ma yin pa ni bstan du yang med [N264a3] la thogs pa yang
med pa ste / / de ni rnam par rig byed kyi [P274b5] gzugs dang bsam gtan [D232b1] bzhi
[C237b1] la / /（10）rgyu gzugs can las skyes pa'i phyir gzugs su gzhag（11） ste / / gzugs kyi

phung po [S339a6] ni de lta bu'i mtshan nyid do / /

Ⅱ.
tshor ba'i [N264a4] phung po gang zhe na / myong（12） ba rnam pa gsum [P274b6] ste [J615]
zhes smos te（13） / bde ba dang sdug bsngal dang / bde ba yang ma yin sdug bsngal ba
yang ma yin pa [C237b2] gsum [D232b2] （14 nyams su

14）

myong（15）ba ni tshor ba zhes

[S339b1] bya'o / /

Ⅱ–ｉ.
de la bde ba ni gang 'gags [N264a5] na phrad par 'dod pa'o [P274b7] zhes bya ba ni lus
dang sems las（16） dben zhing（17） bde ba byung（18） na de dang bral bar mi 'dod la bral na
yang slar phrad par 'dod pa'o / /

Ⅱ–ⅱ.
sdug bsngal ni gang byung na [S339b2] bral bar 'dod pa'o（19）zhes bya [C237b3] ba ni
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[D232b3] lus dang [N264a6] sems la [P274b8] gnod pa zhig byung na / de dang 'grogs par mi

'dod pas na bral bar 'dod pa'o / /

Ⅱ–ⅲ.
sdug bsngal ba yang ma yin bde ba yang ma yin pa ni gang byung [S339b3] na gnyi（20）
gar（21） 'dod par mi 'gyur ba'o zhes bya ba [N264a7] ni/ lus [P275a1] dang sems la gnod par
byed pa（22）med pas [D232b4] bral bar [C237b4] 'dod（23）pa yang med / lus dang sems la lhag（24）
par bde zhing phan par byed pa yang [S339b4] med pas（25） na 'grogs pa'am（26） phrad par
'dod pa [N264b1] yang [P275a2] med de（27） / / gnyi gar 'dod pa med ces bya ba'o / /

Ⅲ.
'du shes kyi phung po gang zhes na / yul la（28） mtshan（29）mar 'dzin pa rnam（30）pa gsum
ste / chung [D232b5] ngu dang /（31）[C237b5] chen po dang /（32）[S339b5] tshad med pa'o（33）
zhes smos te /

Ⅲ–ｉ.
yul ni gzugs dang [P275a3] sgra [N264b2] la sogs pa dmigs par bya ba'i chos rnams so //

Ⅲ–ⅱ.
mtshan mar 'dzin pa ni kha dog dang dbyibs kyi bye brag tha dad pa mang po la
bya'o//
Ⅲ–ⅱ–ⅰ.
chung ngu ni 'dod [S339b6] pa'i khams ngan（34） pa la dmigs pa'o / /
Ⅲ–ⅱ–ⅱ.
[D232b6] chen po ni [P275a4] bsam gtan dang [C237b6] po nas（35） [N264b3] bzhi pa man

chad de gzugs kyi khams la dmigs pa'o / /
Ⅲ–ⅱ–ⅲ.
tshad med pa ni （36 nam mkha'

36）

mtha' yas skye mched nas 'du shes med [S340a1] 'du

shes med min man chad de / gzugs med pa'i（37） [P275a5] khams la dmigs pa dang gsum
mo / /
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【 NOTES 】
（1）PNS pa （2）S lnga'i （3）PNS byas （4）P du （5）PNS pa 'am （6）PNS ces （7）
DCNS te （8）P rgyud （9）C skra （10）S omits /. （11）PNS bzhag （12）S myos
（13）ste （14）S nyamsu （15）D myang （16）PNS la （17）PNS cing （18）PNS
'byung （19）S inserts //. （20）PNS gnyis （21）D kar （22）PNS la / （23）D 'ded
（24）P phhag[sic] （25）PNS pa （26）CS pa 'am （27）PNS do （28）PNS omit la. （29）
DN mchan （30）N rnams （31）PNS omit /. （32） PNS omit /. （33）C pa'i （34）D
dan （35）DC insert /. （36）S namkha' （37）D pa'
【和

訳】

Ⅰ.

色蘊

さてまた「色蘊は何であるか？」云々などを述べる．つまり，蘊と界と処の定義は瑜伽師
〔の典籍〕の中に出ていることを〔これから〕示す．
それも五蘊の中で，
「色蘊は何であるか？」という意味を示している．色〔蘊〕であるも
のは，どんなものでもよい．すなわち「それらすべては四大種と四大種所造」といわれるが，
色であるものはどんなものでもよい．
Ⅰ - ⅰ . （概説）
Ⅰ - ⅰ - ⅰ . （解説）
「それらすべて」というのは，色は長・短・球・正方形と，青・黄などと，過去・未来・
現在の色と，近・遠・格好良いもの・格好悪いものなど，あらん限り色として名付けられる
もののすべてである．
Ⅰ-ⅰ-ⅱ.

四大種

「四大種」は，火と水と地と風の四つである．
Ⅰ-ⅰ-ⅲ.

四大種所造

「四大種所造」とは，
「その大種から生じたか，或いはそれから変化した」という意味であ
る．その因から生じた諸々の色で，すなわち眼等の五根と，それら諸根の対象である色から
触までの五つの計十と，無表色で〔合わせて〕十一と，四大種である．
〔以上をまとめて〕
色蘊を分けるなら，一般的には十五ある．
Ⅰ-ⅱ.

色

色は三種で，すなわち有見有対（示されるものとして存在し，かつ抵抗も伴う）と，無見
有対（示されるものとして存在しないが，抵抗を伴う）と，無見無対（示されるものとして
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存在しないし，抵抗もない）との三つである．
Ⅰ-ⅱ-ⅰ.

有見有対

それらの中で，四大種の自相および，いろと形などは有見有対である．
Ⅰ-ⅱ-ⅱ.

無見有対

眼等の五根と声と香と味と触は，無見有対である．
Ⅰ-ⅱ-ⅲ.

無見無対と無表色・有表色

無表（知覚出来ないもの）は無見無対である．
表色（知覚出来る色）と四静慮（＝静慮律儀）に関しては，因である有色（いろかたちを
もつもの）によって生じたのであるから，色として設定される．即ち色蘊はそのような特徴
である．
Ⅱ.

受蘊

「受蘊は何か？」と言えば，
「三種類の体験」と述べている．すなわち，楽と苦と不苦不楽
（楽苦どちらでもないもの）という三つを体験することが「受」と言われる．
Ⅱ-ⅰ.

楽受

その中で，
「楽〔受〕は，何かなくなってしまったら出会いたいと思うことなのだ」とい
うのは，身と心に〔苦が〕なく，かつ楽が生じたなら，その楽と離れたくないし，離れたと
しても再び出会いたいと思うことである．
Ⅱ - ⅱ．苦受
「苦〔受〕は，何かが出現したら，離れたいと思うことなのだ」というのは，身と心に害
があったら，それと一緒にいたくないと思って離れたいと思うことである．
Ⅱ - ⅲ．不苦不楽受
「不苦不楽受は，
何であれそれ（不苦不楽受）が起こったら，
両者を望むようにはならない」
というのは，身と心を害されることがないので，離れたいと思うこともない．身と心に楽が
ありながら役に立つこともないので，親しむことや出会いたいと思うこともない．両者を望
むこともまたない，といわれる．
Ⅲ.

想蘊

「想蘊は何か？」と言えば，
「対象を相として捉えることの三つ，すなわち小・大・無量な
のだ」と述べている．
Ⅲ-ⅰ.

対象

「対象」は，色と声などの認識されるべき諸法である．
Ⅲ-ⅱ.

相

「相として捉えること」は，いろや形の多くの異なる個別〔性〕をさす．
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Ⅲ-ⅱ-ⅰ.

小

小は，劣っている欲界を所縁とする．
Ⅲ-ⅱ-ⅱ.

大

大は，第一静慮から第四〔静慮〕以下，すなわち色界を所縁とする．
Ⅲ-ⅱ-ⅲ.

無量

無量は，空無辺処から非想非非想処以下である．すなわち，無色界を所縁とし〔，以上，
相は〕三つである．
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On gzugs kyi phung po and tshor ba'i phung po and 'du
shes kyi phung po in Chos kyi rnam grangs kyi brJed
byang .
ISHIKAWA, Mie
要旨
Chos kyi rnam grangs kyi brJed byang（abbr. J）is a Buddhist lexicon, and it was
compiled by sKa ba dPal brtsegs, who was a zhu chen gyi lo tsa ba and edited the lDan
dkar ma（824）
．I researched the relationship between J and sGra sbyor Bam po gnyis pa
（or Mahāvyutpatti）
．
In this paper, I treated the three terms（gzugs kyi phung po, tshor ba'i phung po, 'du
shes kyi phung po）and made the source clear to clarify the thought lineage, and added a
revised text with Japanese translation.
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