
唯識論	



　　　　　　　　　　　　　　唯識論	
	
インド唯識思想の大成者、世親（320−400頃）の『唯識三十頌』	
唯識とは、ただ識のみという意で、一切の諸法は、みな心や識の転変で
あり、実有なるものは心識のみであるという説である。	
	
唯識三十頌によれば、識の転変とは異熱と思量と境の万別との三種とな
るといい。この三つは阿頼耶識(八識)、思量識(七識)、六識であるとい
う。そして一切は唯識のみであると立て、認識の対境は心内に映現する
相分で、本質を縁として生じた影像にすぎず、その本質は第八阿頼耶識
に含まれる種子より生じたものであるから、結局は、すべて、識の所変
に外ならぬと説いている。	





[六識が六根を統ぶることなくんば、 	
諸塵に渉入して触を生ずること能わず]	

老荘思想型	
（水の流れるままに生きる）	

儒教型	
（仁・義・礼・智・信）	

感覚型（アスペルガー・タイプ）の子供はa=2が気になる。aは文字で２は数字。文字と数字が何故同じなのか 
違和感を持つ。（抽象化の発達）（養老孟司）：形・色へのこだわり。	







Autosensuousness (Tustin)	

音（声）に意味を付加させるのは	
七識領域の機能であろう	

感覚型（アスペルガー・タイ
プ）の子供は、声かけしても、
それを音楽と聞いてしまうの
で言葉　（意味を内包した音）
の発達が遅れる	



【五陰説（陰：聚集の義）】仏教では四苦八苦のうちの一つ、人間が肉体を持つ苦を	
　　　　　　　　　　　　　　　　　五陰盛苦として数え、その構成要素を五陰と説いた	
	
　　　　　色陰：色・形（形相）、身体	
　　　　　　　　変壊、変礙の意（空間の一部を占有し、他のものが、同時に、その空間に入る　 
　　　　　　　　のを礙（さまた）げるとの意）　　　	
　　　　　　　　（例：音そのもの）	
　　　　　　　　 
　　　　　受陰：領納、感受作用、　　　　　　　　　　	
　　　　　　　　　　　—--　受陰の種類：苦、楽、不苦、不楽	
　　　　　　　　	
　　　　　想陰：像を取るを体とする、表象作用	
　　　　　　 	：受け入れたものを知覚し心に思い浮かべる作用のこと	
　　　　　　　（例：工事の音、他人の声、彼女の声、音楽）	
 	
　　　　　行陰：造作　----　心を動作に表現する。意志作用	
	　　　　 	：想陰に基づいて起こる意志や行動の善悪に関するあらゆる心の作用	

 　　　　　　 	：（例：窓を閉めようか、配達の人かな、会いたいな、気持ちがいいな）	
	
　　　　　識陰：了別、認識作用　	
　　　　　　　　：認識作用、識別作用。受、想、行の作用を起こす根本の意識	
　　　　　　　　　	



感覚型（アスペルガー・タイプ）と定型型人の意識＝無意識のリズムは違う	
⇨他の人たちとの異質感を生み、孤立感がでる	



「マインド・タイム-脳と意識の時間」	

　 	　　ベンジャミン・リベット著（カルフォルニア大学の生理学科名誉教授）	

	

リベットは、感覚情報が脳でアウェアネスとして意識されるまでに最大で500ミリ

秒（0.5秒）かかるという事実を発見しました。	

私たちの意識を伴う思考はすべて無意識のうちに起動し、無意識が始まった

あと、最大０．５秒遅延する。つまり、意志を持った行為であっても実際には無

意識のうちに始まっている。	



以下の唯識論は	
	
　＊松久保 秀胤『唯識初歩―心を見つめる仏教の智恵』	
　＊花田凌雲『唯識論講義 (大蔵経講座 (11)) 』	
　＊川田 洋一『生命哲学入門 』	
　＊三島由紀夫『豊饒の海』	
	
を参照してしました。	



　　　　　　　　　　　　　　　　【唯識論-倶舎論】	
五識（眼識・耳識・鼻識・舌識・身識）---対象は色法　：：：限礙	
　　　感覚的意識、現在の事象のみを対象とする。	
　　　五境（五識が認識する対象）（色・声・香・味・触）を縁とし、	
　　　五根（感覚器官）（眼・耳・鼻・舌・身）で領受する	
	
六識（五倶意識）---対象は法	
　　　法処所摂色：意識の対象、意識の中で生じるもの	
　　　意識は、意根という器官に依り、法という対象を認識する。	
	
　　　意識は六つに分かれる　　　　『観所縁縁論』　陳那著　　　　　	

	 	①五倶同縁意識：他の五識と同時に起こる	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　五倶同縁意識は、心の現量である。	

	 	②五倶不同縁意識：	
	

	 	③不倶意識：他の五識とともに起こることがない	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自分の内部だけでつくられるもの	

	 	④定中意識　　 
	 	⑤独散意識	
	 	⑥夢中意識	



五識とは、眼、耳、鼻、舌、身、の識によって、意の識が含まれ
ないゆえに、行動それ自体が五識といえよう。	
　　　　　　　　　　　＜	Tustin：autosensuousness＞	

本能的に五官で判断するところに生ずる障り。	
雨が降り、風が吹き、雲が湧く外界の状態それ自体を感ずる姿で
ある。	
	
	
六識になると、意識が加わり、われわれの通常の日常心である。
五識になかった比量や推論をするようになる。	
貪着を存する。	
五識ではまだ縄を蛇と見あやまったりするが、六識はそのような
ことなく、さらに具体的に、どれほど烈しく雨が降り、風が吹い
たかも比量することができる状態である。	
	



七識（末那識-思量識）：ユングの個別的無意識	
	
				＊七識になると、さらに思量の働きを付して、考えるにいた
る。阿頼耶識にもとづいて活動し、阿頼耶識を対象として、思考
作用を本質とする。	
	
末那識には、障害のある中性的な四個の煩悩がつねに随伴する。	
	我見（偏見、妄信）、	
	我痴（自分についての無知、迷い）、	
	我慢（慢心）、	
	我愛（自己愛）と呼ばれる。	
　					愛：貪り欲すること。資具(什器)と婬とを貪るは愛なり。						
												二つに分かれる	
　　　　　　			1.餓鬼愛、欲愛	
　　　　　　			2.法愛：生命を慈しむ愛	

	
つねに煩悩が随伴するので「汚れた意（マナス）」とも呼ばれる。こ
の末那識と意識によって、思量があり、その意業の残滓はやはり種子
として阿頼耶識に薫習される。	

	



三島由紀夫『豊饒の海』より	
	
我執種子（薩迦耶：自我意識）：末那識（七識）が、阿頼耶識（八識）に
むかつて自他差別の我執を起こすとき、その我執は絶対の個我を主張し、
やがて他の六識をも動かして、我執熏習を重ねてゆく。	
	
所謂、近代的自我の形成も、その自我哲学の迷妄も、みなここに発してい
る。	
	
	
＊[感覚型は末那識（七識）の発達が未熟。感覚型は、五識の世界が首座な
ので。その代わり末那識（七識）の厚みがないので八識（阿頼耶識）との
交通がしやすい。それが芸術が生まれやすい理由なのではないかと思われ
る。村上春樹のような、無意識の文学が生まれたのであろう。]	



八識（阿頼耶識-蔵識、種子識、子宮識）：ユングの集合的無意識	
　　　　　　＊自他彼此之心有ること無し	
　　　　　　＊染浄の二法を含む（煩悩・菩提）	
	
この世界のすべての物事は縁起、つまり関係性の上で現象しているものと考
える。唯識説は、その現象は人が認識しているだけであり、心の外に事物的
存在はないと考えるのである。これを「唯識無境」（「境」は対象）または唯識所
変の境（外界の物事は識によって変えられるものである）という。	

また一人一人の人間は、それぞれの心の奥底の阿頼耶識の生み出した世界
を認識している（人人唯識）。	
他人と共通の客観世界があるかのごとく感じるのは、他人の阿頼耶識の中に
自分と共通の種子（倶有の種子（ゆうのしゅうじ））が存在するからであると唯識
では考える（これはフッサールのモナドに似ている）。	
	
異熟というのは、阿頼耶識（根源的と呼ばれる識知）のことであり、あらゆる種
子 (biija) を内蔵している。感触・注意・感受・想念・意志をつねに随伴する。	
	
感受は不偏であり、かつそれは障害のない中性である。感触その他もまた、同
様である。そして、根源的識知は激流のごとく活動している。「暴流の如し」	



阿頼耶識と種子のはたらき 	
	
人間がなにかを行ったり、話したり、考えたりすると、その影響は種子（阿頼耶
識の内容）と呼ばれるものに記録され、阿頼耶識のなかにたくわえられると考
えられる。これを薫習という。ちょうど香りが衣に染み付くように行為の影響が
阿頼耶識にたくわえられる（現行薫種子）。このため阿頼耶識を別名蔵識、一
切種子識とも呼ぶ。	
	
さらに、それぞれの種子は、阿頼耶識の中で相互に作用して、新たな種子を
生み出す可能性を持つ（種子生種子）。	
	
また、種子は阿頼耶識を飛び出して、末那識・意識に作用することがある。さら
に、前五識（視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚）に作用すると、外界の現象から縁
を受けることもある。	
	
この種子は前五識から意識・末那識を通過して、阿頼耶識に飛び込んで、阿
頼耶識に種子として薫習される。これが思考であり、外界認識であるとされる
（種子生現行）。このサイクルを阿頼耶識縁起と言う。	
	



【五陰説（陰：聚集の義）】仏教では四苦八苦のうちの一つ、人間が肉体 	
	を持つ苦を五陰盛苦として数え、その構成要素を五陰と説いた	

　　　　　色陰：五色、色カタチ、身体	
　　　　　　　　変壊、変礙の意（空間の一部を占有し、他のものが、同時　　　 
　　　　　　　　に、その空間に入るのを礙（さまた）げるとの意）　　　	
　　　　　　　　＊人間の肉体を意味したが、後にはすべての物質も含んで言わ	
　　　　　　　　るようになった。（例：桜そのもの）	
　　　　　　　　 
　　　　　受陰：領納、感受作用、　　　　　　　　　　	
　　　　　　　　　　　—--　受陰の種類：苦、楽、不苦、不楽	
　　　　　　　　　　（例：桜の木をみて「美しい」と感じること）	
	
　　　　　想陰：像を取るを体とする、表象作用	
　　　　　　　　：受け入れたものを知覚し心に思い浮かべる作用のこと	
　　　　　　　（例：眼をつむって「桜」というイメージを思い浮かべること）	
 	
　　　　　行陰：造作　----　心を動作に表現する。意志作用	
	　　：想陰に基づいて起こる意志や行動の善悪に関するあらゆる心の作用	

 　　　　　　　　　　　：（例：桜の枝を瓶にさしてみようと思い巡らすこと）	
	
　　　　　識陰：了別、認識作用　	
　　　　　　　　：認識作用、識別作用。受、想、行の作用を起こす根本の意識	
　　　　　　　　　（例：「桜」と認識すること）	



　　　ジル・ボルト・テイラー著『奇跡の脳』より 
 
アスペルガー・タイプは右脳と左脳の伝達機能が他のタイプと異なっている可能性
があるため、彼女の経験は興味深いものです⇐脳梁欠損症の患者さんにアスペル
ガー・発達障害発達障害の症状が認めることがあります。	



＜七識（末那識-思量識）を左脳マインド、八識を右脳マインドに対比できるかもしれないと考えた。＞	

	

ジル・ボルト・テイラー著『奇跡の脳』より	
	
脳卒中後初めの七年の間に見ていた夢は、脳の中で起きていた奇妙な出来事を反
映していました。登場人物もストーリーも関係なく、脳はそれぞれ関係のないデータ
の小さな断片をスクロールしていたのです。	
	
これは、脳が混乱した情報をつなぎ合わせて、ひとつの完全なイメージにまとめる状
態を反映したものだと、わたしは推測しています。	
	
夢で人々が登場する物語がはじまったことは、衝撃的でした。初めの頃、そういう場
面はバラバラで無意味なものばかり。	
	
でも、七年目の終わりには、脳の中はひと晩じゅう騒がしくなり、目覚めの清々（すが
すが）しさなんて感じないくらいでした。	
	
　そして８年をかけ、流体のように感じていたからだの感覚が、ようやく固体の感じに
戻っていきました。	



　＜右脳は共時性の世界：シンクロニシティ＞＜阿頼耶識＞	
	

右脳はとにかく、現在の瞬間の豊かさしか気にしません。それは人生と、自分にか
かわるすべての人たち、そしてあらゆることへの感謝の気持ちでいっぱい。右脳は
満ち足りて情け深く、慈しみ深く、いつまでも楽天的。	
	
右脳の人格にとっては、良い・悪い、正しい・間違いといった判断はありません。	
これを右脳マインドと呼ぶことにしましょう。	
	
右脳マインドの性格は冒険好きで、豊かさを喜び、とても社交的。	
	
言葉のないコミュニケーションに敏感で、感情移入し、感情を正確に読み取ります。	
	
宇宙とひとつになる永遠の流れを気持ちよく受け入れます。	
	
それは聖なる心、智者、賢人、そして観察者の居場所なのです。	
	
直観と高度な意織の源泉です。右脳マインドは常にその時を生きていて、時間を
見失います。	



　　　　　　＜下記の話は、右脳機能と似ていると思い挿入しました＞	
	

「私の神秘体験」	
　　　　　　　　　　　　　エリザベス・キュブラー・ロス著	
　　　　　　　　　　　　　『「死ぬ瞬間」と死後の生』より	
	
私の見るものすべてがふるえていました。天井、壁、床、家具、ベッド、窓、そして窓の
外の地平線も振動していました。ついには地球全体が、ものすごいスピードで振動しはじ
めました。分子の一つひとつが振動し、同時に、蓮の花のつぼみみたいなものが眼前にあ
らわれ、何とも美しい色の花が咲きました。そしてその花の後ろに、患者たちがよく話し
ていた光が見えました。	
	
私は猛スピードで振動する世界のなかを、開いた蓮の花を通って、その光に近づき、信じ
られないような無条件の愛のなかに溶け込んでいき、ついにはその光と一体になりました。	
	
そして、その光源と一体化した瞬間、いっさいの振動が止まりました。深い静寂がおとず
れ、私は、催眠状態のような深い眠りに落ちました。	
	
目覚めたとき、私は知っていました。ーさあ服を着て、サンダルをはき、山をおりなくて
はいけない。地平線から太陽がのぼるときにそれがはじまる、と。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	



一時間半ほどして、私は目覚め、服を着てサンダルをはき、山をおり、おそらく人間が
この地上で体験できる最高の陶酔感を味わいました。	
	
私は、私を取り巻いている世界に対する愛と畏怖に満たされていました。私は一枚一枚
の葉に、一つひとつの雲に、一本一本の草に、一匹一匹の虫に、恋していました。	
	
道の小石たちが脈打っているのが感じられました。私は、まぎれもなく小石の少し上を
歩きながら、小石たちに「踏んだりしませんよ。あなたたちを傷つけたりしませんよ」
と話しかけていました。	
	
山の下までおりてきたとき、自分が地面に触れずに歩いてきたことに気づきました。で
も、私の経験が本物であることは疑いありませんでした。	
	
ただ、生きているものすべての内には生命が脈動している、という宇宙意識や宇宙的な
愛は、言葉では言い表せないのです。	



　　　　　＜左脳は線形時間を形成＞＜七識（末那識-思量識）＞	
　　	
それに対し、大脳の左半球は情報を処理する方法が全く異なっています。	
左脳は、右脳によってつくられた内容豊富で複雑な瞬間のそれぞれを取り上げ
て、時間的に連続したものにつなぎ合わせます。それから左脳は、この瞬間に
つくられた詳細と、一瞬前につくられた詳細を次々と比較し、きれいな直線上
に並び換える作業を行ないます。こうやって、左脳が「時」の概念を明らかに
してくれ、瞬間は過去、現在、未来に分けられていくのです。	
	
予測できる時間リズムの中で、わたしたちは「あることが起きる前にはこれが
起きる」と予測できます。たとえば靴と靴下を見る。そこで、靴を履く前に靴
下を履く、という段階があることを完全に知っているのが、わたしの大脳の左
半球だというわけです。	
こういった時系列での予測は、ひとつのパズルのようなもの。パズルの全ての
詳細を見て、配列のパターンを明確に理解するために、色、形状、大きさの手
がかりを利用します。大脳の左半球は、AがBより大きく、BがCより大きいなら
ばAはCより大きい、といった演繹的推理を用いて、あらゆるものを完全に理解
していきます。（論理回路）	
	
＊自分は自分であると自覚しているが、これは実在しているものではなく、阿頼耶識か
ら瞬間瞬間、生成消滅を繰り返しているイメージ。時間形成の最も重要な機能は連続す
る自己イメージを産みつ続けること。乳幼児の対象関係の形成は線的時間の形成。	



大脳の右半球が、ひとつのイメージを思い描いて現在の瞬間の全体像を認知するのとは全く逆に、
左脳マインドは、まさに微に入り細をうがつように、細かく細かく、細部にこだわり続けます。	
	
だから、大脳の左半球の言語の中枢はあらゆることを説明し、定義し、分類し、伝えるために、言
葉を利用するのです。	
言語をつかさどる中枢は、現在の瞬間の全体像をバラバラにし、他の誰かとそれを分かち合えるよ
うに、管理しやすく、比較しやすいデータの断片にしてしまいます。	
	
大脳の左半球は花を見ると、その全体を構成する異なる各部分に名称をつけていきますー花弁、茎、
雄蕊、花粉といった具合に（計名字相といって十大妄想の一つになります。識別機能）。	
	
虹を見れば、そのイメージを赤、オレンジ、貴色、緑、青、藍色といった言葉に細かく分けていく。	
わたしたちのからだも、腕、脚、胴体、そして、想像できるかぎりの解剖学的、生理学的、生化学
的な細部にわけて説明してしまう。こうして事実と細部を織り上げ、ひとつの物語をつくりあげま
す。	
	
＜＊乳幼児やアスペルガーの一部の人達は、感覚知覚が未分化で、音とか数字に色彩が伴っていたり、身体の
各部分がバラバラにみえることなどがあります：線的時間の形成が未完成のためだと思われます＞	



十二因縁と対象関係論	



十二因縁　（摩訶止観より）	
	
　　心の所縁のところ、あるいは善心を縁じあるいは悪心を縁ず。	
能縁所縁すなわちこれ有支なり、有はよく果を含む、この有は取に由る、心が
善悪を取るをもって有あることを得、もし取らずんばまたこの有なし。故に知
んぬ、有は取より生ずと。	
　　また、知んぬ、取は愛より起ると。愛の故に取るべし。色を愛して死する
まで取る、愛せざればすなわち取らざるがごとし。	
　　愛は受に因って生ず、善悪を領受するによっての故に愛生ず。もし、領受
なくんば愛すなわち生ぜず。	
また受は触に由ると観ず、六塵来たって六根に触る、故に受あることを得。触
なくんばすなわち受なし。経にいわく「六触の因縁は諸受を生ず」と。故に受
は触に由る。	
　　また触は諸の入門に由ると知る、もしは六識が六根を統ぶることなくんば、
諸塵に渉入して触を生ずること能わず。	
　　触は入に由り入は名色に由る。もしただ色あらば、色は触るること能わず、
死人のごとし。もしただ名あらば名もまた触るることなし、盲唖のごとし。色
心合するが故にすなわち触あり。色はすなわち色陰なり、心はすなわち四陰な
り。	
　　この色を了別するを識陰と名づけ、この色を領納するを受陰と名づけ、行
が貪瞋を起こすを想・行の両陰と名づけ、五陰具足す。故に触を覚することあ
り。まさに知るべし、触は名色に由ることを。	



：生後３ないし４ヶ月	 Melanie Klein	

口唇期のリビドー衝動と破壊
衝動は,生まれた時から母親
の乳房に特別に強く向けられ
ているー其れ故最初は部分
対象との関係である。	

自我の統合が欠如しているために	
分裂が生ずる	

欲求満足	 　欲求不満	

取り入れに
よって良い乳
房と悪い乳房
は内部に植え
つけられる.	

最初に取り入れられたこれらの
内在化された対象は,超自我の
核を形成する。	

幻想活動は,取り入れと投影の基盤
であり,それは自我が基本的遂行す
ることを,言いかえればな機能を対
象関係を確立することを可能にする	



すべての満足と快感は良い乳
房から生ずると考える。	

すべての欲求不満と不快は悪い(迫害的な)乳
房から生ずると考える。	

理想的乳房	

敵意に満ちた乳房は,幼児が欲求不満と憎しみを抱
いている時の,幼児自身の口唇期の破壊衝動の色彩
をおびている。	

幼児は破壊的な幻想の中で乳房をかみくだ
き,食いつくし,絶滅させる。	

そして今度は,同じようなやり方で乳房が自分を
攻撃（食いつくす）するだろうと幼児は感じる。	

幻想の中で生ずる対象への
攻撃は,本質的に“飽くなき
食欲”の影響を受ける.	
そして,その投影によって,対
象が抱いているととらえられ
る“飽くなき食欲”への恐怖
は,被害的な不安の本質的
な要素となる。	

内にある死の本能の作用によって絶滅されるという恐怖が引き起こさ
れ,この死の本能の作用が被害的な不安の第一義的な原因である。
不安を引き起こす最初の外的な原因は出産体験に見いだされる.フ
ロイトによれば,出産体験はその後の不安状態すべてに共通する形
体を備えている。其れ故、幼児は,最初から,困苦にさらされるため,い
つも対象に対して被害的な不安を抱くようになる。	




