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『雑阿含』809経における｢鹿林梵志子｣

-『釈軌論』所引のridagszloggimdoとの関連で一

掘内 俊郎

1問題の所在

『釈軌論』第四章では大乗仏説論が詳論されるが,その際一切法無自性説と並んで議論

の主題とされるのが仏身論である.その概要は,山口[1962]によって示されており,本

庄[1992]ではその全体の翻訳がなされている.また,Lee[2001]は当該箇所を含む詳

細な科段分けを伴った『釈軌論』チベット語訳テキスト校訂であり,それらによってその

議論の概要が知られるようになっている.さらに,筆者は,拙稿(掘内[2005])にて,

『釈軌論』の仏身論の議論の前半部,特に｢釈尊を変化身と見ない場合の七つの不合理｣の

箇所と,｢釈尊の前世であるウッタラと迦葉仏との因縁讃｣の箇所を,『思択炎』における

記述との比較の上で解明した.

本稿では『釈軌論』の仏身論の議論の後半部を取りあげ,主に『釈軌論』のテキスト上

の問題点の指摘ならびにそこで引用されているridagszloggimdoという経典の出典の比

定を行う.

本稿の概要は以下の通り.まず,『釈軌論』の仏身論の後半部は,S豆garanleghaの『菩薩

地解説(BBhVy)』という,チベット語訳にのみ現存する文献に引用されていることを指

摘した.この指摘に基づいて,『釈軌論』のチベット語テキストに関して,いくつかの訂正

案を示した.ところで,『釈軌論』では仏身論に関連して善巧方便説が展開されるのだが,

その際世親は,大乗のみならず声聞尭においても善巧方便説が説かれていると主張し,二

つの経典を引用している(文脈の詳細は本稿2参照).その二つの経典のうち,第二の経典

はridagszloggimdoとして引用されている.Skilling[2001]は,ridagszlogは殺戒制定

のきっかけを造った人物,Migala114ika(samapakuttaka)に相当し,この程の関連文献とし

てSN,Ⅵ)1.V320-322(54.9.陥salt),Ⅵn,Vbl.III.68ff.を挙げている.しかし筆者はridags

zloggimdoの出典は,それらよりも,上記のSN当該経典の漢訳対応経典である『雑阿

含』809経が相応しいと考える.その際,漢訳の諸律におけるMigalaD4ika-SamaPakuttaka

の訳語を網羅的に検討した結果,『雑阿含』809経に言及される｢鹿林梵志子｣こそが,殺

戒制定の端緒となった人物に相当し,『釈軌論』で言及されているridagszlogに関係する

という結論を得た.この『雑阿含』809経は,しばしば殺戒に関連して言及されているが,

その中の登場人物である｢鹿林梵志子｣に関しては従来,詳細に検討されていない.この

考察によって,律と『雑阿含』の関連の一端が指摘されたことになろう.

本箇所に関する先行研究は上記の本庄[1992]とLee[2001]が挙げられるが,後述す

るようにTatz[1986]もまた,実質的に本箇所に対する英訳に相当するものとなっている.
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2 『釈軌論』における善巧方便説の脈絡とその関連文献

まず,この『釈軌論』の仏身論の後半部(Lee[2001:245.11-249.6])の位置づけを見

ておきたい.本箇所は,拙稿1で扱った前半部(Lee[2001:240.12-245.10])に対する補

遺であると考えられる.文脈を確認すると,その直前の箇所で声聞は,釈尊が｢私は前世

ウッタラであったときに迦菓仏を誹誘(*apav豆da)したことによって今世で六年苦行し

た｣と業の織物(*kamaploti)を説いていることをもって釈尊を業生であると主張する.

それに対して世熟ま,それは変化(*nirm叫a)身が衆生たちに業への恐怖を生じさせると

いう有情教化の意図を持って述べたことであると理解し,釈尊をあくまで変化身と見てい

る.2それをうけて声聞が,それでは釈尊は虚偽を説いたことにならないかと反問する.そ

して世親が釈尊による鹿要語や殺生に過失はないと主張し,｢善巧方便説｣を展開するの

がこの後半部である.このように,『釈軌論』の仏身論の論争は実質的に前半部で完結し

ており,この善巧方便説を説く後半部は付論的なものと見られる.

ここで展開されている善巧方便説に関しては,紙幅の都合で,その詳細を取りあげるこ

とはできないため,関連文献のみ指摘しておく.まず,本庄[1992]によって『菩薩地』

｢戒品｣(BBh,166)に類似する議論があることが指摘されている.さらにいえば,『摂大

乗論』世親釈にも関連する記述が存する.また,S豆garameghaの『菩薩地解説』という著

作は,その名の通り『菩薩地』を解説したものであるが,その『菩薩地』(BBh,165.26)

に登場する｢性罪(prakrtis豆vadya)｣なる語を注釈する際に『釈軌論』の飲酒戒論3を引用

しており,また,その一フォリオ後に,同じ文脈で,『釈軌論』の善巧方便説の箇所を引

用しているのである.4

ここで,『釈軌論』における善巧方便説を巡る関連文献をロケーションのみ挙げて図示

すると,図lの通り.

1堀内[2005].拙稿の補足と訂正.迦菓とウッタラに関する『薬事』の対応箇所は,99b9-20→96b9-

20(掘内[2005:55]注20).また当該のサンスクリットとしてはNalinakshaDutt.GilgitManuscrわts.

Ⅵ)1JⅢ.ptユp.217.さらに,『破僧事』にも同様の記述があり,こちらの方が出典として適切か.なお,

SaTighabhedavastu,Pt.II.30.またHo丘nger[1990]参照.

2Lee[2001:245.8-10]:SPrulpa,idngosponimistonkyanglaskyirgyubanigdonmizabarbstanparbya

ste/semscanrnamslaskyi'jigspanyidyongssubskyedpa'iphyirro〟｢変化[身]の本質が説かれていな
くとも,業の織物(1askyirgyuba,*karmaploti)は必ず説かれるべきである.衆生たちに業への恐れを生

じさせるために｣

この,1askyirgyubaをkarmaPlotiと想定したのはSkillingである.KarmaPlotiの問題についてはCutler

[1997]に詳しい.

3『釈軌論』における世親の飲酒観の特徴とその『順正理論』への影響に関しては堀内[2004]参照.

Sagarameghaは特に性罪(prakrtis豆Vadya)と遮罪(pratik?ePapaS豆Vadya)の定義に着目して,『釈軌論』に

おける飲酒観を引用し,同じ脈絡の元で菩薩の善巧方便説を展開したと見られる.

4sagarameghaの『菩薩地解説』に関しては,羽田野,藤田,Thtz氏の研究,言及がある.特にThtz[1986],

AppendixC(321-322)には,AIcoholというサブタイトルで,『菩薩地解説』,Jinaputraの『菩薩地戒品

注釈』(これは『菩薩地解説』の｢戒品｣の異本であることが藤田,羽田野氏により指摘されている)の飲

酒戒論が訳出されており,AppendixD(322-327)PermissiontoMurderEtc.では善巧方便に関する箇所の

英訳がなされている.この意味で｢htzは,『釈軌論』の本箇所の英訳を実質的に提供していることになる.
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『釈軌論』(cb.3染心飲酒性罪説) → 『順正理論』

// (//) → 『菩薩地解説』(D166a3-166b3)

『菩薩地戒品』 → // (ch.4善巧方便説) → // (D167bl-169a2)

// → 『摂大乗論釈』(D172b2-6,P209a6-209b3)

図1

特に,従来『釈軌論』との関連が指摘されることがなかった『菩薩地解説』によって『釈

軌論』のチベット語訳に対する真読に相当するものが得られるので,以下では適宜,『釈

軌論』解読の参考資料として用いる.

3 善巧方便説に関する｢二つの経典｣

本節では続く議論を訳出し,テキスト上の問題を指摘し,そこで言及されている経典の

出典を考察する.

【声聞】彼を見捨てる(善巧方便によって殺すという)心,それこそがこの場合,貪

なのではないのか.

【世親】(a)この[人]を苦という大河から救済することを望むことによって,(中略)

(b)gzhanyang/

Snyingbrtseba'ibdagnyiddaggissbyorbaganggis/

PhanphyirgzhangsoddeniskyoncannaN

ganggisdgeslong5drugculasogsshiN

mdognyisthubpasbstanpadeci'iphyirW

さらにまた,

｢あわれみ(*karu申)を本性とするものたちが,ある行いによって,

利益するために他人を殺すそのことが暇症を持つのであれば,

その[行い(説法)]によって六十人の比丘(dge∫わ〝g)などが死んだ[と],

ムニによる二つの経典[で]説かれている,それはなぜか｣

また,｢二つの経典｣とは,

(1)ある[経典]で,｢この法門が説かれたときに,六十人の比丘が口から熱血を吐

き,その同じ障害によって死んだ｣と出ている『帥那加関れ画叩錯肌如如』6と,

(2)ある[経典]で,｢世尊は比丘たちに,比丘たちよ,不浄[観]を修しなさい.不

5『釈軌論』ではdgesbyong(沙門)となっており異読はない.しかし後で引用されている二つの経典では

死んだのは比丘(dgeslong)たちであり,沙門(dgesbyong)たちではない.また『菩薩地解説(BBhVy)』

での引用もdgeslong(比丘)を支持する(注8参照).

6本経の出典は『中阿含』｢木積喩経｣(大正1.427a3-5),『増一阿含』33-10(大正2.679cl-2),AN,ⅤⅠⅠ.68

AggiVol.ⅠV135である.なお,川崎[1992:204]によれば,この同じ経典は『思択炎』第十重では｢∫加わg

gよタカ〟乃g即Jf〟み〟,よ研血∫de｣という名で引用されており,すでに同[1992:208]注4によって漢訳,パー

リの資料が紹介されている.

さらに関連文献を挙げると,『四分律』巻六十.大正22.1011b,『文殊師利閉経』下巻.大正14.501c.
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浄[観]に親しみ(bsten,*叫sev)｣乃至,｢大利益がある｣7というに至るまで不浄

[観]に親しみ不浄[観]を修する称資が説かれているのと,｢その時比丘たちは不浄

[観]を修し,不浄[観]を修した時に,膿の[満ちた]この身体に恥じて｣乃至,｢自

刃し,比丘が比丘を[自分で]殺す(自殺する)｣に至るまで出ている『rfd喝∫ZJog

gよ∽ゐ』である.

まず,チベット語の原文を挙げた｢さらにまた｣に続く四行の文章を検討する.Lee[2001:

248]は中央の2p豆da分のみを頒と見ており,段落を分けている.しかし筆者は,この箇

所はサンスクリット原典では｢さらにまた(gzhanyang)｣を導入句とする頒,すなわち

前後一行ずつあわせて四行全体で頒であったと考える.根拠は,(1)次の四行目(p豆dad)

も9シラブルとなっていること,(2)BBhVy(『菩薩地解説』)には頒として引用されてい

ることである.8また,根拠としては少し弱いが,(3)この直後に,｢また,『二つの経典』

とは｣と,先の四行の中の｢二つの経典｣という語に対する注釈的な文章が続いているこ

とも,これが一種のまとめの頒に相当することの傍証となろうか.ただ,第一p豆daは11

シラブルであり,形式が整っていないが,上記の理由で原文は頒であったと推測される.

さらに,Skilling[2001:338]のAppendix2.2.Introductoryphrasestoversesによると,P

(北京版)48a8にgzhanyangの導入句のもと,頒が挙げられており(Lee[2001:39]),

gzhanyangを導入句として頒を引くという用例は,他に確認される.

次に,本箇所の文脈を確認しておく.声聞は,『善巧方便経』には｢無貪などより生じ

た殺生は無罪である｣と説かれているが,これは正しい認識手段(*pram叫a)ではないと

主張する.それに対して世親は,そのようであるならば,釈尊の説法をきっかけとして六

十人の比丘たちが死んだという二つの経典が声聞乗において説かれているが,それも正し

い認識手段ではないことになってしまうであろうと反論し,『善巧方便経』の説を擁護し,

先のウッタラと迦葉仏に関する釈尊の言葉に過失はないと主張するとするというのが,こ

の二つの経典が引用されている脈絡である.

4 ridagsz10ggimdoについて

4･1Migalandika-Samarlakuttaka

本節では善巧方便説に関する｢二つの経典｣の二つ目である｢ridagszloggimdo｣の出

典を考察する.9

7本庄[1992]注93では,『雑阿含』27,741(大正2.197ab)が挙げられている(パーリ対応はSN,46.67.Asubha

(Vbl.V132)).漢訳の前半部に関しては類似しているが,本箇所の出典ではない.

8BBhVy,D186b3-4,P208a2-3:gZhanyang

'byorpaganggisbdagnyid'chibaphanparmthong〟

denisnyingbrtse'ibdagnyidldanparnamskyiyin〟

gangphyirdgeslongdrugculasogsshibar'gyurN

mdosdegnyislasdenithubpasmagsungssamN

9Lee[2001:248.17]はringagszloggimdoと記している.
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Ski11ing[2001:344]によると,Ridags(=mrga)zlogはMigalapqikalO(samapakuttaka)

に相当する.そしてVin,Vbl.III.68;SN,Vbl.V320が関連文献として挙げられ,t4nayav-

ibhafiga(PNo.1032.Vbl.42,119a7.後述の『説一切有部屋奈耶』に相当)ではridagszlog

dgesbyongsbedという名が確認されることが指摘されている.

しかし,筆者は,このridagszloggimdoの出典はSkillingの指摘する律(Vin,Ⅵ)1.III.68)

やSN,Ⅵ)1.V320ではなく,SN当該経典の漢訳対応『雑阿含』809経であると考える.す

なわち『雑阿含』809経には｢鹿林(梵志子)｣という人物への言及があるのだが,その鹿

林なる語がridagszlogに関連すると推定するのである.

『釈軌論』におけるridagszlogなる語の詳細は本稿4.2で考察するが,Skillingの指摘

するように,Ⅵnayavibhafigaにridagszlogdgesbyongsbedとあり,その人物は殺生戒に

関連する人物であることから,ひとまずこのridagszlogは律の殺生戒に関する記述に登

場するMigalap4ikaであると想定した上で,考察を進める.(以下は,『雑阿含』809経に

おける｢鹿林梵志子｣という語を検討するための予備的考察に当たる.)

まず,このMigala叫ika-SamaPakuttakallという人物に関する逸話を紹介する.釈尊が

説かれた不浄観を比丘たちが修したところ,比丘たちは自分の身体に恥じ 自殺し,あ

るいはこのMigalapdika-SamaPakuttakaに殺してもらった.その数は計六十人に及んだ.

仏,それを聞き及ぶに至り,不浄観ではなく数息観を修せよと教示し,また殺戒を制定さ

れたと,律に説かれている.このように,この人は,『律』の因縁諸に登場し,殺戒が制

定されるきっかけを作ったとされる人物である.

次に,Migala叫ika-Samapakuttakaの漢訳名を検討する.まず,『赤沼辞典』,424aによ

ると,Migalap4ikaは鹿の糞の義であり,SamaDakuttaka(似非沙門)の名であるという.

そして,典拠としてVP(=Vinaya-Pitaka),III.68-70が挙げられており,｢仏の不浄観を

説き給ふや,比丘等厭世の余り,この比丘の処へ来りて命を断たんことを乞ふ.衣鉢の欲

のために比丘等の命を絶つ｣と説明されている.さらに,各律における訳名として,『五

分[律]』(大正22.7b):禰隣旅陀羅,『四分[律]』(大正22.575c):勿力伽難提12,『十詞

律』(大正23.7c):鹿杖(梵志),『石部毘奈耶(根本説一切有部毘奈耶)』(大正23.659c):

鹿杖梵志沙門,梵志13,『鼻奈耶』(大正24.855b):沙門帽,『僧祇(摩詞僧祇律)』(大正

22.254b):鹿杖外道,が挙げられている.

ただ,赤沼師は『鼻奈耶』におけるMigalaDqika-SamaPakuttakaの呼び名(訳名)とし

て｢沙門堀｣を挙げ,｢然し沙門蠣はSamaりakuttakaにて似非沙門の義なり｣と述べ,『臭

奈耶』では｢Migalap申ka｣に対応するものがないかのように記されている.確かに数ケ所

10skillingはmigala叫ik豆とするが,パーリにはmigala叫ikaとある.

11このハイフンは,この語がコンパウンドであることを必ずしも示すものではない.

12これは苫写であろう.*mfganandika.

13赤沼師は｢鹿杖｣とのみ記すが,詳しくは｢鹿杖梵志沙門｣とあり,また｢梵志｣という表記もある(大

正23.660al).
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(『鼻奈耶』大正24.855b7,9)では｢沙門堀比丘｣という呼び名があるものの,他方,二箇

所(大正24.855b5,855c13)では｢撹師種沙門堀比丘｣とも呼ばれている.すると,『鼻

奈耶』では,Migala114ika-SamaPakuttakaを｢穏師種沙門堀(比丘)｣と訳したものと考え

られ,『鼻奈耶』における彼の呼称は｢沙門堀｣ではなく,｢猟師種沙門堀(比丘)｣とする

のが適切であろう.その場合,｢撹師種｣なる語をさらに検討する必要があるが,これは

以下の理由でMigalap4ikaの訳語と推定される.即ち,MigalaDqikaは確かに鹿の糞の意

味であるがそれに近い形の,Migaluddakaで猟師という意味になるので,本箇所の原文に

Migaluddakaとあったか,あるいは翻訳者がそのように理解したと見ると,この猛師なる

語は説明がゆく.ただしその場合でも猛師種の｢種｣には疑問が残るが,種族,職業名を

表すか.

また波羅夷中の｢殺戒｣を詳細に研究した平川[1993:255-298]esp.255-256,264と

その注には,各部派の律における対応箇所が列挙されている.挙げられている資料は上

記とほぼ同じであるが,その中で新たに紹介されている説出世部の『梵文戒経』では,

Mrgada114ika-Pariv埠iaka(漢訳では｢鹿杖外道｣『摩詞僧祇律大比丘戎本』大正22.549c)

なる名が存することが注目される.14他方,PPND,625ではⅥn,iii.68ff.の他にSp(=

∫∂柑〟ゐ(鞘フαん∂∫～乃わ,ii.399且が挙げられている.

付け加えるなら∫α椚α〝坤∂∫∂d才略399-401,435では とい

う名になっており(ただし同399,注10によると-1叩ゆka-の読みもある),漢訳では｢鹿

杖沙門｣と訳されている(『善見律毘婆沙』巻十).15

以上のように,殺戒に関連して登場するこの人物の名は,Ⅵ〝αγα,∫∂相打ゐ〔明フαた∂∫f乃J

では｢Migala叫ika-SamaPakuttaka｣とされていた(SamantcpdsddikdではMigaladdhika-

SamaPakuttakaとなっているが,Migala叫ikaの異読もある).他方,説出世部の『梵文戒

経』ではMrgadaD申ka-Parivr5jakaという名が確認された.

すると,この人物の名にはおおよそMigala叫ika-SamaPakuttakaとMrgada11Oika-

Parivr年iakaという二つの原名が考えられることになる.

この事実をもとに,この人物に対する漢訳の訳語を考察する.まず名前の前半部(Miga-

lapqika/da叫ika)に関する諸訳の訳語を比較検討する.上記の文献の内,『十謡律』『有部毘

奈耶』『僧祇』『摩詞僧祇律大比丘戎本』『善見律昆婆沙』の五つでは｢鹿杖｣なる訳語があっ

た.平川[1993]の指摘によれば,『摩詞僧祇律大比丘戎本』は説出世部の『梵文戒経』と

よく合致するという.その梵文にMrgada叫ika-Parivr5jakaとあることから,『摩詞僧祇律

大比丘戎本』の鹿杖の原語はMrgadap4ikaと推定されうるが,さらに,他の四書における

｢鹿杖｣に関してもその原語が推定できよう.次に,後半部(samapakuttaka/parivr亘iaka)

の漢訳語を検討する.『鼻奈耶』の｢沙門掘｣は赤沼師の指摘の通りsanlaDakuttakaに対応

する.また『善見律昆婆沙』の｢沙門｣も同様であろう.他方,『十言南律』の｢梵志｣,『僧

14平川[1993:266-267].N.Taね心血肋Ⅷ耶旭呵画兢融和凸面靴郎加納明p.7.

15ただ,ここでは彼が殺した比丘の数は六十人ではなく五百人とされている(馳靴血御飯浦転401).
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祇』の｢外道｣,『有部昆奈耶』の｢梵志沙門｣｢梵志｣をsamaDakuttakaの訳語であるとす

るのには無理があり,またそもそもこのkuttakaなる語はサンスクリットの辞書には見ら

れず,不明である.16そこで,この語に関しても『摩詞僧祇律大比丘戎本』とその梵文を参

照すると,漢訳では｢外道｣とあり,梵文ではparivr5jakaとある.そしてそのparivr5jaka

が｢梵志｣や｢外道｣と訳される例は現に確認される.17このように考えると,『摩詞僧祇

律大比丘戎本』のみならず,『十謡律』『僧祇』『有郡民奈耶』も後半部にはparivr5jakaと

あったと推定されうる.

以上の検討により確実に指摘できることは,(1)この六十人の比丘を殺した人の名前に

は,おおよそMigalap申ka-SamaPakuttakaとMrgadaD4ika-Parivr5jakaという二通りの名前

(異なった伝承)があること,(2)その名前の前半部に関して,｢鹿杖｣なる訳語が与えら

れている例が五例確認されること,(3)後半部が｢梵志｣,｢梵志沙門｣,｢外道｣と訳され

ていた例があるという三点である.

また,『摩詞僧祇律大比丘戎本』には｢鹿校外道｣とあるが,対応するサンスクリットで

はMrgada叫ika-Parivr5jakaとあることから推測すると,同様に,『十葡律』の｢鹿杖(梵

志)｣,『有部毘奈耶』の｢鹿杖梵志沙門(梵志)｣,『僧祇』の｢鹿校外道｣も,原文には

Mrgada叫ika-Pariv埠iakaとあったとも考えられる.

4.2 ridagsz10ggimdoの出典

さて,前節ではSki11ing[2001]に従って『釈軌論』におけるridagszloggimdoのridags

Zlogを,殺戒制定のきっかけとなった人物という前提で議論を進めたが,前節での考察によ

り,その人物の原名としてMigala叫ika-SamaPakuttakaあるいはMfgadapqika-Parivr年jaka

という語が確認されたことを踏まえて,この語句についてさらに検討する.まず,ddagsは

*mrgaの訳語である.他方,Ⅵnayavibhafigaにおけるridagszlogdgesbyongsbedという

訳語の中,dgesbyongは*sama聾a(*gramapa)であろうから,このⅥnayavibhafigaのridags

ZlogdgesbyongsbedはMrgadaD申ka-Parivr5jakaではなく,MigalaD4ika-SamaPakuttaka

を訳したものと考えられ,Zlogは1a叫ikaに対応するものと判断される.18いずれにせよ,

Ⅵnayavibhafigaのridagszlog(dgesbyongsbed)はMigala叫ika(-SamaPakuttaka)に対応

すると考えられることから,『釈軌論』のridagszloggimdoも*Mrgalaf14ika-Sdt7tlと想

定できよう.ただ,先に指摘したように『菩薩地解説(BBhVy)』は『釈軌論』の本箇所を

16mepdluhtSociety,sPdlir助glishDictiona7?,,S.V.kuttakaでは叫."madeup",Pretending,insamapa-k.a

shamascetic.VinIII.68-71とある.

17『喩伽論』｢声聞地｣ではparivr勾akaが｢外道｣と訳されている.STtivakabh顔mi(Shukla,K.ed.,Patna:

1991),342.8,大正29.447b.また,『八千頒般若』の畠re早ika-Parivr和aka(AAA,50.15-16etc.)が,玄其

の『大般若』(大正5.209betc.)では｢勝軍梵志｣と訳され,羅什の『小品般若』(大正8.537cetc.)では

｢先尼梵志｣と訳されているように,Parivr勾akaには｢梵志｣の訳例もある.

18｢sbed(隠す)｣は*Vgupであるので,kuttakaが,それに近い形のguptakaとなってsbedと訳されたので

あろうか.しかし,1a叫a,1ap4ik豆(p豆1i),1apOa,1a叫aka(skt.)は｢糞(dung,eXCrement)｣の意味である

が,それがどうしてzlog(かえらせる,滅する,>トniVvrt?)とされたのかという点については不明である.
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引用しているのだが,その対応箇所(D168b6)では本経は｢dbyugpas(*daり¢ena)ridags

(*mrga)'chorgyimdo｣として引用されており,Mrgada叫ika-Parivr5jakaの一部を構成す

る*Mrgadap申kaがその原語に含まれていることが推定される(これを直訳すると｢杖に

よって鹿が逃げる(,chor)経典｣となろうか).その場合,『釈軌論』におけるridagszlog

もMrgada叫ikaの訳語であるという可能性も否定できない.

次に,これまでの考察を踏まえた上で,Ⅵn,Vbl.III.68,SN,Ⅵ)1.V320ならびにSN当

該経典の漢訳対応『雑阿含』809経の三吉を比較検討し,『釈軌論』のridagszloggimdo

が『雑阿含』809経に対応することを示す.

『釈軌論』所引のridagszloggimdoの内容は本稿3で挙げたが,再び挙げておく.

(2)ある[経典]で,｢世尊は比丘たちに,比丘たちよ,不浄[観]を修しなさい.不

浄[観]に親しみ｣乃至,｢大利益がある｣というに至るまで不浄[観]に親しみ不浄

[観]を修する称贅が説かれているのと,｢その時比丘たちは不浄[観]を修し,不浄

[観]を修した時に,膿の[満ちた]この身体に恥じて｣乃至,｢自刃し,比丘が比丘

を[自分で]殺す(自殺する)｣に至るまで出ている『r～dαg∫Zわgg～椚ゐ』である.

次に,順に律,SNの該当個所,『雑阿含』809経を挙げる(下線部注意).

a.Vin,Vbl.III.68ff.:tenakhopanasamayenabhagav豆bhikkh血1alp anekaparlyayena

asubhakathalPkathetiasubhayavappa甲bh豆Satiasubhabhavanayavapparpbh豆Sati...

Tesakenak豆yenaattlyantiharayantlJlguCChanti…eVameVatebhikkhGsakenak豆yena

attlyant豆har豆yant豆jigucchant豆attanapiattana甲jivitavoropentia白色ama色白a甲Pijivita

VOrOPentiMigalandikalPPISamanakuttakalPuPaSamkamitv豆evalPVadanti:S豆dhuno

豆vusojivitavoropehi,idantepattacivarambhavissat7ti…SatthilTIPibhikkhaekahena

jivit豆VOrOPeSi(…は省略を示す)

b.SN,54.9.陥Ly∂J己そのとき世尊は比丘たちに,多くの方法で不浄の話を語られた.

不浄の称賛を語られた.不浄を修することの称賛を語られた.(中略)彼ら(比丘)は

身体に悩み,恥じ 厭いつつ,刺客を求める.ある一日,十の比丘も自刃する.二十

[の比丘も].ある一日,三十[の比丘も]自刃する.19

c.『雑阿含』809経(金剛経)(大正2.207b21-C19):如是我聞.一時仏住金剛衆落.

摩河側.薩羅梨林中.爾時世尊為諸比丘.説不浄観.讃歎不浄観言.諸比丘修不

浄観.多修習者.得大男大福利.時諸比丘.修不浄観己.極厭患身.或以刀自殺.

或服毒薬.或縄自絞.投巌自殺.或令余比丘殺.

有異比丘.極生厭患.悪露不浄至鹿林梵志子所.語鹿林梵志子言.贅首.汝能殺我

19sN,Vol.V320-322:tenakhopanasamayenaBhagav豆bhikkh血amanekapariyayenaasubhakatha甲katheti/

asubh豆yava叩ambh豆Satiasubhabhavan豆yavappa甲bhasati〟...Teiminakayenaattiyamanahar豆yamana

jigucchaman豆Satthah豆rakampariyesanti/dasa(sic.dssa)pibhikk缶ek豆henasatthamaharanti.visampi‥1a..

ti甲SamPiekahenasatthamaharanti.
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者.衣鉢属汝.時鹿林梵志子.即殺彼比丘.…時鹿林梵志子.即以利刀.殺彼比丘.

次第乃至殺六十人.…(波線部の意味は後述)

このように,この三吉には類似する記述があり,いずれも『釈軌論』におけるridagszlog

gimdoの出典として相応しいように思われる.しかし,まず,世親が律の当該箇所をd

dagszloggi型垂(経)と呼んでいるという可能性は低い.なぜなら世掛ま律は律として

引用することが多く,律を経として引用する例は確認されないから.20次に,SN当該箇所

にはMigala叫ika(-SamaPakuttaka)/Mrgada叫ika(-Parivrajaka)という名は出ないため,こ

れはridagszloggimdoとして引用されている本箇所の出典ではない.21

次に,三言を比較すると,パーリでは比丘たちは自刃したとされているが,漢訳では

｢鹿林梵志子｣が,律ではMigala叫ika-Samapakuttakaが六十人の比丘を殺したことになっ

ている.また,前半部の記述は漢訳,パーリ,律に共通しているが,漢訳と律の後半部の

記述はパーリには存在しない.

図表により,状況を整理しよう.(表1参照)

図表上段の記述は三言ともに一致する.その点で『赤沼目録』などの指摘の通り,SN,

54.9は『雑阿含』809経に相当する.また,SN,54.9にはMigala叫ika-SamaPakuttaka/

Mrgadaり4ika-Parivr5jakaなる人名は現れないものの,その注釈では彼に言及しており,律

でも説かれるかの殺生の事件のことを念頭においていることが伺える.他方,『雑阿含』

809経には｢鹿林梵志子｣なる人名が言及されており,彼が比丘たちを殺したとされて

いる.

このような文献的状況から,『雑阿含』当該経には殺戒を説いた律の記述と同じこ

20例えば『釈軌論』では,dulbalasという例が一箇所見られる.(Lee[2001:241.1])

また,『縁起経釈』では,｢律にて(,dulbalas)｣と述べた上で,｢仮令百劫を緩んとも 所作の業は亡

びじ｣云々という有名な頒を引用している(PSVy,D43a2-3,P49a4-5(有(bhava)支の分別):'dulba

las/1asrnamschudzarmi'gyurte/bskalpadagnibrgyanayang/tshogsshingdusdangldanpana/1uscan

rnamsla,brasbusmin〟).ちなみに,世親はこの頒を好んだらしく,『成業論』でも引用している(室寺

校訂本16).その『成業論』では｢世尊によって(bcomldan'daskyis)(説かれた)｣として言及されて

おり,Lamotteはこの関連文献としてDivy∂vaddna(九回引用されるという),BodhicaYy

ix.71(=226.28-29),Abhidharmako血vy廊khy廊,221a9(=280.7,P豆dac,dのみ),Madhyamakavrtti,324

を挙げている(Karmasidd桓7Y{ka7Yl甲aT71e77mtiseonActionby値subandhu,BtienneLamotte,tr.byLeo

M.Pruden,AsianHumanitiesPressCalifbrnia,1988,105).しかし,同じ世親が『縁起経釈』において｢律

にて｣と明言していることからして,律が出典であろう.特に『破僧事』や『薬事』に散見される.例

えば,Saねghabhedavastu,Pt.II,117,157,158,159;NalinakshaDutt.ed.,GilgitManuscripts.Vbl.III.pt.I.

108:naPrapagyantikarm豆PyaPikalpagatairapi〟s豆magIi甲Pr豆PyakalapcaphalantikhaludehinamN

ところでLamotteの指摘する諸文献では,P豆dabはkalpakoti言atairapiとなっており,律における引用

(apikalpagatairapi)とは異なっているが,『縁起経釈』と『成業論』所引の経文も,律の文章の方が原文と

して相応しいと思われる.

21ただ,注釈にはMigala叫ika-Sama甲akuttakaへの言及がある(下線部).sdTt7tthqppakdsintⅥ1.III.268:

Satthaharaka甲ParlyeSantiti,jivitaharanakasatthaqlParlyeSanti.Nakevala丘catesatthaqlParlyeSitvaattana

VaattanaIPjIvitavoropenti,MigalandikaIPPanaSamanakuttakaIPuPaSa血kamitv豆*,S豆dhuno,豆VuSO,jIvita

voropehi'tivadanti....(イタリクスはSN本文)*sic.upasan-
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Ⅵnaya* SN,54.9 『雑阿含』809経

不浄観の説法を機縁に六十人の

比丘が自殺した/死んだ

○ ○ ○

その際,他人に詔助して ○(Migalap4ika- ×** ○(鹿林梵志子)

もらった(その名前) Samapakuttaka)

*この記述は各律に共通であるが,パーリ原名が記載されているため,パーリのⅥnayaのみを挙げた.

*ただし注釈はMigalaD申ka-SamaDakuttakaに言及する(注22参照).

表1

とが説かれているものと判断され,この｢鹿林梵志子｣はMigala叫ika-SamaPakuttaka/

Mrgadal)4ika-Parivr5jakaの訳語であると考えられる.22

さて,これを具体的に検証する手続きとしては,通常,｢鹿林梵志子｣に対応するサンス

クリットを想定するという方法が採られるであろう.しかし,鹿林梵志子=*Migavana-

brahmaりaPutta(skt.*Mrgavana-br豆hmaりaPutra)や,それに類似するような人名は各種

辞喜に記載されていない.そこで,この｢鹿林梵志子｣はMigala叫ika-SamaPakuttaka/

Mrgada叫ika-Parivrajakaの訳語であるという前提で考えると,まず,後半部の｢梵志子｣

は,Parivrajakaの訳であると見てよいであろう.前節で検討したように,『十詞律』には

梵志,『有部毘奈耶』には梵志沙門(梵志)という訳語があり,その場合parivr亘iakaが想

定されたから(ただし｢子｣には疑問が残るが).

ところが,前半部の｢鹿林｣をMrga-lapqika(da叫ika)の訳語と見ることには無理がある.

また逆に,漢訳におけるMi(r)ga-1a叫ika/dapqikaの訳例は,すべて同じというわけではな

かったが,｢鹿杖｣が多く,またそれ以外の訳例(勿力伽難提など)も,Mi(r)galap4ika/dapqika

から遠くない範囲のものとして説明できる程度の異読であったので,彼の人物がMrga型

と伝承されたということも考えにくい.

そこで,｢鹿林｣を起点に考えるのではなく,逆に,漢訳の方の伝承に問題があったと

考えてはどうであろうか.つまり,『雑阿含』809経の原本には*Mrgadapqikaとあった.

それが｢鹿杖｣と訳された.しかし当初は｢鹿杖｣とあったものが,｢鹿林｣と伝承された

というように.残念ながら大正蔵,高麗蔵にも異読はないが,『雑阿含』当該経は上記の

律(各律に共通)の記述と呼応し,その際名前の前半部が｢鹿杖｣と訳されていた例が五

例あったという文献的状況や,Mrga型やそれに近い名前も確認されないということか

ら,そのように推定しうるであろう.付け加えるなら,前節(5.1)で挙げた『根本説一切

22『雑阿含』は翻訳文献であることに注意が必要である.ところで,この『雑阿含』809経は殺戒との関連で

しばしば言及されている.そのなか,Pachow[1955:16]は,この｢鹿林梵志子｣を｢MfgaVanaBrahmin｣

と還梵している.この場合,上記の人物と同一人物だが違う人名と見るのか,あるいは別人と見るのであ

ろうか.いずれにせよそのような名前は各種辞典に記載されていないことは確かである.
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有部昆奈耶』では｢鹿杖梵志沙門｣の訳語があったが,大正蔵ではその中｢杖｣という語

に注が施されており,それによると,宮内庁版では｢杖=林｣となっているという(大正

23.659.注9).つまり,『雑阿含』のこの箇所ではないが,鹿｢杖｣が鹿｢林｣と伝承さ

れているという異読は,実際に確認され,筆者の推定に対する裏付けの一つとなる.

以上,まとめると,『雑阿含』809経の｢鹿林梵志子｣は元は｢鹿杖梵志子｣とあったも

のであり,MrgadaD4ika-Parivr年iakaの訳語であると推測されるということである.

さて,内容面からみて『雑阿含』809経が『釈軌論』所引の経典に対応することは確か

であろうが,さらに,経名の観点からも,『釈軌論』のridagszlog(gimdo)が『雑阿含』

809経の｢鹿林(杖)｣梵志子に関連すると考えられる.確かに,先に見たようにhdags

zlogはⅥnayavibha7igaとの関連からすると,*Mi(r)galaりqika(鹿(あるいは野生動物)の

糞)が原語として想定され,その場合,この*Mi(r)galapqikaは,Mrgada叫ikaの訳と目

される『雑阿含』809経の｢鹿林｣(｢鹿杖｣)とは一見,関連しないように思われる.

だが,これに関しては以下の三通りの説明が可能である.

(1)前節で詳しく検討したように,殺戒制定のきっかけを作った人物の原語には,

MrgadalJ4ikaのみならず,MigalalJ4ikaという名も確認され後者の用例の方が多かっ

た.しかしそれにも関わらず,漢訳文献で件の人物が鹿糞と訳された例は見出されな

かった.また,∫α椚α〝f呼∂∫∂d才略399-401,435では あるい

はMigalaりqika-SamaDakuttakaという名があったが,その対応漢訳『善見律昆婆沙』巻十で

は｢鹿杖沙門｣と訳されていたのであった.すると,『雑阿含』809経の原本にMrgalap申ka

とあったものが｢鹿杖｣と訳された(そして鹿林と伝承された)可能性がある.その場合,

世親がその『雑阿含』809経(相当の有部阿含)を,登場人物の名を取ってMrgala叫ika

経として引用したということであろう.

(2)あるいは,『雑阿含』の原本となった有部阿含と世親の見ていた有部阿含が同一

ではなかったということも考えられるので,その場合,『雑阿含』809経相当の阿含に

MrgadaD申kaとあり,他方『釈軌論』で依用された阿含ではMrgalap申kaとあったとして

も,そのことは,両書の指示するテキスト(原典)が同じであったという想定を妨げない.

(3)あるいはまた,S豆garameghaの『菩薩地解説』では『釈軌論』のridagszloggimgo

に相当する箇所に｢dbyugpas(*daり¢ena)ridags(*mrga)'chorgyimdo｣とあり,その一

部に*Mrgada叫a(/-da叫ika)(鹿杖)という語が含まれていたことが注目に値する.本稿

ではSkilling[2001]により指摘されたⅥnayavibhafigaにおけるridagszlog(dgesbyong

sbed)という語を元にして,『釈軌論』のridagszlogをMi(r)galaD4ikaと想定した.しか

し,『菩薩地解説』での引用を参考にして,『釈軌論』のridagszlogもMrgada叫ikaの訳

であったと考えれば,『雑阿含』809経の｢鹿林(鹿杖)｣に一致することになる.

以上まとめると,内容の面から『雑阿含』809経が『釈軌論』所引のridagszloggimdo

に対応することは明らかであるが,上述の想定によれば,経名の観点からも,その一致が

指摘できることになろう.
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さらに傍証を挙げれば,最初に指摘したとおり,S豆garameghaは『菩薩地解説(BBhVy)』

で『釈軌論』の善巧方便説を引用しているのだが,その際本経については少し経文を補っ

て引用している.そしてその補いの箇所(波線部)は,SN該当経典にはなく,『雑阿含』

809経にのみ存するのである.23先の『雑阿含』波線部下線部と比較されたい.

その時比丘たちは不浄を修する.不浄を修し,この膿[に満ちた]身体を

恥じ,非難する.それを呪うに至るまでなし,[あるものは]刀も24求め,

毒も飲み,崖底にも飛び込み,縄によっても[首を]絞め,死にもすることによって,

比丘たちが[自分で]比丘たちを殺すに至るまでなす.25

以上のことからも,『釈軌論』のridagszloggimdo=Wrgalaf14ika-S虎traは,律やSNで

はなく,『雑阿含』809経(に相当する有部阿含)であったと結論づけられる.

5 むすび

本稿での考察により得られた結論は以下の通り.

『釈軌論』における善巧方便説関連文献としては『菩薩地』『摂大乗論釈』『菩薩地解説』

があり,特にS豆garameghaの『菩薩地解説』は,『釈軌論』当該箇所を,『釈軌論』の飲酒

戒論と共に引用していることを指摘した.この『菩薩地解説』との比較にもとづいて,『釈

軌論』(Dl13b7-114al)のgzhanyangで始まる四行は,本来は頒であったと推定した.

世親が声聞乗において善巧方便を説いている経典の例として引用している｢二つの経

典｣のうち,二つ目のridagszloggimdo=*Mrgala甲4ika-Siitraは『雑阿含』809経(相

当の有部阿含)に相当する.その際,『雑阿含』809経には｢鹿林梵志子｣とあるが,関

連文献との関係から,この語はMrgadap4ika-Parivrajakaの訳語であると考えられ,元は

｢鹿杖梵志子｣とあったものと論定した.

<テキスト編>26

23ただし,パーリのⅥnayaを除く漢訳,チベット語訳の律では波線部の記述は存する.しかし,上述のよ

うに,律はridagszloggi型垂の典拠とはいえない.

24以下の｢～も(kyang)｣というのは同一人物がなしたということではなく,｢あるものはこういこともし

た｣という意味であろう.

25BBhVy,D168b7-169al,P208a8-208b2:de,itshedgeslongrnamsmisdugpabsgomparbyedde/misdug

Pabsgomsnaslusrulpa'disngotshazhing(D169a)(P208b)'phyasmod(P:dmod)de/desdmodpa'ibar

dubyedcingmtshongyiskyanglcebparbyed/dugkyangzabarbyed/g-yangSaryangmChongbar(P:Par)

byed/thagpaskyang'gegste'chibaryangbyedpas*dgeslonggyis*(P:Om.**)dgeslonggsodparbyed

Pa'ibardubyeddq(

26c:Coneedition,G:GoldenmanuscrlPt,N:Narthangedition･

1.イタリクスは,異読がないものの筆者の理解により採用すべきと判断した読み.2.ナルタン版(略号

N)は東洋文庫所蔵のものを用いたが,読みづらいので,ナルタン版のみに見られる異読は注記せず,あ

くまで他の版本に支持される巽読のみ注記する.例えば,ナルタン版は特に母音の表記がかすれていて,

dgeがdgaと見えたり,medとあるはずのものがmadに見えたりするが,表記しない.3.行数はデルゲ

版のもの.4.太字は経名.
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VyY!Dl13b5-114a3,P132b2-7:

[Q]deyongssugtongba'i(6)semsnyidgangyinpadenyid'dirzhesdangmayinnamzhe

na/

[A-1],disdugbsngalgyichupochenpolasyongssubskyabpar,dod27pasbdaglabyams

Pabaskyanglhagparbyamspas/derdengesparmyongbar'gyurba'ilasbyedpalamngon

duphyogspa,iluspasphuldu(7)byungba,ilusgangthobparbyedpana/de28yongssu

btangbagangyin/

[A-2]gzhanyang/

Snyingbrtseba'ibdagnyiddaggissbyorbaganggis〝phanphyirgzhangsoddeni

skyoncanna〟(N123a)ganggisdgeslong29drugculasogsshi30〟mdognyisthubpas

bstanpadeci'i(114al)phyi招

mdognyiskyang

ganglas

choskyirnamgrangs,dibshad(Cl18a)pana/dgeslong31drugCukhanaskhragdron

mobyungste/gnodpadenyidkyisdusbyasso

Zhes'byungbationshinggiphungpoltabudang/(G167a)

ganglas

denabcomldan,daskyis32dgeslong(2)rnamSladgeslongdagmisdugpasgoms33

shig/misdugpabsten34cing

Zhesbyabanas

Phanyonche'o

zhesbyaba,ibardumisdugpabsten35cing/misdugpa36bsgom37pa,ibsngagpabshadpa

dang/

de,itshedgeslong38dagmisdugpabsgomsshing/misdugpabsgoms39pana/(3)mag

gi1us,dis,dzem40zhing41/

Zhesbyabanas

mtshon,debsparbyedcing/dgeslonggis42dgeslonggsodpa,i

bardu43,byungbaridags44zlog45gimdoyinno〟

く略号および使用テキスト〉

27p:,dong 28DN:da 29DCPGN‥Sbyong,but
read slong

30DC:Shing 31DC:Sbyong

32pGN:kyi33pGN:bsgoms 34G:bstan 35G:bstan 36pGN:Pa,i37pGN:SgOm 38c:

slang
39pGN:bsgom 40pG:,jem 41c:,dzamzhen 42pGN:g143DC:Om.du 44G:dvags

45DC:bzlog
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L血-1fn-fan-Zhi-Zi鹿林梵志子intheSa7Tlyuktdgama,No.809:

InrelationtotheRidagszlogglmdocitedinVasubandhu'sT&dkhy4yukti

TbshioHoRTUCflT

Inhistb7akhyqyukti(VyY),Chapter4,ⅥsubandhumaintainsthatSakyamuniBuddha,

ahistorical丘gure,isanillusorymanifbstation(niTmdfulk4ya).Havingdealtwiththeformer

halfofVasubandhu'sdiscussioninmyprecedingpaper,Itriedtoelucidateherethelatterhalf

OfthesametopIC.

Inthisarticle,firstIpolntedoutthatthelatterhalfofVasubandhu'sBuddhak豆ya-theory

foundinhis VyYwaslatercitedin S豆garamegha'sBodhisattvabhlimivyakhyd(BBhVy).

InhisdiscussionofBuddhak豆ya-theory,VasubandhuclarifiesthetheoryofLq)4yakauLね&a

"ski11fulmeans"indetail.BycltlngtWOSCnPtureSrelevanttothistheory,Vasubandhuillus-

tratesthefactthatthetq,ayakauLね抄atheorylSPrOClaimednotonlyinMah豆y豆na,butalso

inSravakay豆na.BeR)rethecitationfromthosescrlPtureS,aSentenCeOf丘)urlinesisalso

quotedwithanintroductoryphrasegzhanyang"furthermore".Companngthesentencewith

itscorrespondingpassagefoundinBBhVy,thesentencecomposedoffourlinesinVyYmay

POSSiblybeunderstoodasorlglna11yaverse.

Then,Whatcanbequestionedistheidentificationofthecitationfrombothscnptures.

AsforthesecondsdtrathereincalledRidagszloggimdo,Skilling[2001]assumesthat

RidagszlogmustbeMigalandikawhoissaidtohavecommittedthefburthp∂r可ika,i.e.

killing,andconcludesthatthecon.espondingtextstothisslit7ⅥarefoundinⅥn,Ⅵ)1.III.68

andSN,Vbl.V320(54.9.Vesali).IamindebtedtohimlbrtheassumptionofRidagszlog

as*Mi(r)gala叫ika;however,IratherconcludethatthesourceofthisRidagszloggimdo

isSa甲yuktagama,No.809,theChinesecorrespondentofSN,Vbl.V320(54.9.Ⅴ己sali).In

Orderto demonstrate this fact,Iexaminedthe Chinese translation ofthepersonalname

"Migalapqika-Sama11akuttaka/Mrgadal坤ka-Parivr5jaka"whoissaidtohavebeenthefirst

PerSOnintheBuddhistcommunltythathascommittedthelburthpdr4jika,i.e.killing.From

thisexamination,IhavedrawntheconclusionthatthenameLhlfn-fan-Zhi-Z‡鹿林梵志子

foundinSa叩,uktagama,No.809mustoriginallybeL心-Zhang-fan-Zhi-Zi鹿杖梵志子,Which

exactlycorrespondsto"Mrgadandika-Parivr亘iaka".
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