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教 団 破 壊 条 項 考

袴 谷 憲 昭

ここで「教団破壊条項」というのは、仏教教団の規律条文（pratimoksa,patimokk-

ha,patimokkha、波羅提木叉、別解脱、戒本）中の教団破壊（samgha-bheda、破僧）

に関連する教団残留罪（samghavasesa,samghadisesa,samghatisesa、僧残）第10

条と第11条とを指す。教団残留罪とは、本稿で中心的に取り扱う根本説一切有部の

規定によれば、以下のとおりである 。

教団残留罪（dge’dun lhag ma,samghavasesa）というのは、その罪（ltung ba,

apatti）が、教団に関連し（dge’dun la rag las pa,samgha-pratibaddha）、教団

に結合し（dge’dun dang’brel ba,samgha-sambaddha）、教団に依存したもの（dge

’dun la rton pa,samghopasthambha）だからであって、その罪は、教団によって

提訴されるが、個人によって〔提訴されるもの〕ではないのである。更にまた、四

つの追放罪（pham par’gyur ba’i chos bzhi po dag,catvarahparajikadharmah、

四波羅夷）は、〔教団への〕残留（lhag ma, avasesa）がない〔重罪である〕が、

これは残留のある〔次の重罪なる〕ものであって、それゆえに、教団残留罪であ

る、と〔釈尊は〕おっしゃったのである。

かく規定された教団残留罪の第10条と第11条とが、教団破壊に関連する条項な

のだが、一般に、仏教教団の規律条文は、部派間の相違もほとんどなく、大きな差

異は、部派間以上に、時代の新古の間に認められる場合の方が圧倒的に多いであろ

う。その典型的な例が、かつて考察したことのある没収罪第10条である が、今回

問題とする教団残留罪第10条と第11条との場合はそれほどではないにせよ、やは

りかかる差異が充分考慮される必要はあるであろう。しかるに、根本説一切有部律

の規律条文のサンスクリット原典の校訂者であるA.C.Banerjee教授には、かか

る意識があまりなかったためか、写本校訂の際に、欠損箇所については、根本説一

切有部系のチベット訳に依りながらも、サンスクリット文の復元については、説一

切有部系の規律条文写本の L.Finot教授による校訂本に基づいている場合が多

い 。しかも、本稿で問題とする第10条と第11条とにおいては、サンスクリット文

欠損箇所が、とりわけ後者では、大きいので、Banerjee教授の復元サンスクリッ

ト文に全面的に依拠することは到底できない状況になっている。しかし、幸いなこ

とに、当該第10－11条は、教団破壊を問題としているという性格上、それに因むデ

ーヴァダッタ（Devadatta、提婆）の教団破壊物語として述べられる『破僧事

（Samghabheda-vastu）』中の一段に散在的に求めることができる上に、そのサンス

クリット原典も校訂出版されているので、注意深く探っていけば、その欠損サンス

クリット文をほぼ回収することが可能である。

本稿は、その回収結果を、考察経緯と共に示し、これに基づく和訳や解釈を与え

る一方で、教団破壊条項に関する問題提起も若干なしておこうと意図しているも

のにしかすぎない。その意味では、これは、私個人とすれば、今後のデーヴァダッ

タの教団破壊物語に関する考察へ向けての布石のつもりでもあるが、以下に、教団

破壊条項を巡る関連諸文献を、根本説一切有部律に限定して、A規律条文、B条文

解釈、C『破僧事』当該箇所の順に、列挙しておくことにしたい。なお、ここで、

なぜ根本説一切有部律関連文献だけに限定するのかという理由を簡単に述べてお

けば、根本説一切有部律関連以外の文献は、平川彰博士晩年の一大業績『二百五十

戒の研究』において、ほぼ漏れ無く論及されているが、根本説一切有部律関連の

就中チベット訳文献については、やや手薄の感を免れないので、できればそれを補

いたいとの願いもあるからである。

A①：Raghu Vira, Lokesh Chandra (eds.), Gilgit Buddhist Manuscripts,

revised and enlarged compact facsimile edition, Vol. I, Bibliotheca Indo-

Buddhica Series,No.150,First ed.,Vol.I,New Delhi 1959,Second ed.,Vol.I,

Delhi,1995,serial number 3,f.30 and f.22

A②：Anukul Chandra Banerjee (ed.),Pratimoksa-sutram (Mulasarvastivada),

Calcutta,1954 ,pp.11-12

A③：Georg von Simson (ed.), Pratimoksasutra der Sarvastivadins, Teil. I,

Sanskrittexte aus den Turfanfunden XI,Gottingen,1986,p.4,p.19,pp.37-38,p.

63,pp.74-75,p.79,pp.102-103,p.131,pp.152-153,p.173,pp.184-185,p.201,p.

203,p.206,pp.242-244,p.269
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A④：So sor thar pa’i mdo,D.ed.,No.2,Ca,5a3-6a3;P.ed.,No.1031,Che,

4b3-5a8

A⑤：義浄訳『根本説一切有部戒経』、大正蔵、24巻、501頁下、８行－502頁上、

１行

B①：’Dul ba rnam par ’byed pa,D.ed.,No.3,Ca,286a2-Cha,13b6;P.ed.,

No.1032,Che,263b2-Je,12b5

B②：義浄訳『根本説一切有部毘奈耶』、大正蔵、23巻、700頁上、29行－705頁

上、８行

C①：Raniero Gnoli (ed.),The Gilgit Manuscript of the Sanghabhedavastu,

Being the 17th and Last Section of the Vinaya of the Mulasarvastivadin,Part II,

S.O.R.XLIX,2,Roma,1978,pp.68-86

C②：’Dul ba gzhi, D. ed., No. 1, Nga, 175a5-170b7;P. ed., No. 1030, Ce,

150b3-163a2

C③：義浄訳『根本説一切有部毘奈耶破僧事』、大正蔵、24巻、167頁下、26行－

172頁下、９行

以上で、私としては、教団破壊条項に因む根本説一切有部律の関連文献を全て列

挙したつもりであるが、私は、悲しいかな、この分野の専門家ではなく、ただこの

十年ほど「悪業払拭の儀式」から「作善主義」に至るまでの問題解明に資する範囲

で必要な律文献を掻い摘んできただけにすぎないので、重要な関連刊行文献もあ

るいは見落していることがあるかもしれない。もしそのようなことがあれば、別な

機会に補足させて頂くことにして、ここでは、以上に列挙した文献に極簡単な説明

を与えておくに止めたい。

規律条文として掲げたAの５種の中、A④とA⑤とは、順次に、チベット訳、漢

訳として、それぞれの仏教圏で、その翻訳以降古くより知られていたものの当該部

分である。しかるに、そのサンスクリット原典ともいうべき写本断片より、所謂ギ

ルギト写本が影印で刊行されたもののうちの当該部分がA①であり、それ以外の

文字どおりの切れ切れの断片写本が転字出版されたものから関連箇所を拾い挙げ

たものがA③である。A②は、A①と同じ写本を、影印刊行に先立って、校訂出版

したもので、当該箇所に限っていえば、第10条については断片もほぼ全体に及ぶた

め、校訂にはあまり問題もないが、第11条に関しては、残存部分が極少であるた

め、復元校訂にも大いに問題が残っている。それを正すことが、既に断ったよう

に、本稿の最大の目的でもあるが、A①の関連２葉が、第30葉から第31葉に続く２

葉ではなく、第30葉から第22葉に戻るような格好での２葉に乱れてしまっている

のは、A②の段階で Banerjee教授が写本を見終ってから後に生じたことのように

も思われるが、同教授は、その校訂本中に葉数順序もしくは番号を全く示していな

いので、私としてはその状況を推測する道も断たれているというのが実感である。

条文解釈としてのBについては、従来も知られていたチベット訳のB①と漢訳

のB②との当該部分しかなく、関連サンスクリットは全く知られていないが、当該

部分以外も含めて、多くの箇所が、次のSamghabhedavastu（『破僧事』）から回収

可能であることは充分考慮しておかなければならない。

『破僧事』当該箇所のCには、周知のチベット訳C②と漢訳C③との当該部分の

ほかに、それのサンスクリット原典ともいうべきC①がある。このテキストの全体

がデーヴァダッタの破僧を中心に教団の開祖としての仏伝も扱った極めて重要な

ものであることは今更言を俟たないが、本稿にとってもまた、その極限られた部分

を利用すれば教団破壊条項の特に第11条もほぼ回収できるという意味で非常に重

要なものであることは前述してきたとおりである。

ところで、今回、私が教団破壊条項のサンスクリット原文の回収と確認を試みて

おく必要があると思うに至ったについては、木村隆徳氏の御論文「僧伽の和合精

神」を読んだことがその大きな刺激となったことを、ここに感謝の気持と共に記し

ておきたい 。この木村論文は、最近提示された佐々木閑博士の「教団破壊

（samgha-bheda、破僧）」の定義は元来のα「法輪破壊（cakra-bheda、破輪）」によ

るものからβ「行事破壊（karma-bheda、破 磨）」によるものへ変更されたとする

仮説を充分踏まえた上で、「教団破壊」と表裏の関係にある「教団和合（samaggo
 

samgho,samargahsamghah、和合僧）についてもそれに見合う同種の変更があっ

たこと、即ち、木村氏御自身の用語によれば、規律条文第10条の定義である「和合

僧定義Ａ」からその条文解釈中の定義である「和合僧定義Ｂ」へ変更されたことを

見事に論証されたものである。従って、私は、この木村説も、先に佐々木説を認め

た と同じように、認めざるをえないと思う。

しかし、私は、それを充分認めた上でのことであるが、教団破壊を企てたデーヴ

ァダッタの行動を「思想（drsti）」重視ではなく「習慣（sıla）」重視と見做すの

で、教団破壊の定義の変更に関しては、佐々木説や木村説のように二段階説ではな

く、次のような三段階説を想定せざるをえないのである 。説一切有部の正統説に
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よれば、三蔵中の「律蔵」は「無記（avyakrta）」の事柄を主として扱ったもので

ある が、それゆえに、インドの生活「習慣」に密着して制定された事項が「律蔵」

中に多いのは当然であり、集団生活の和を乱すことを戒めた教団破壊条項も、第一

段階では、デーヴァダッタの破壊行動に象徴されるようなⅰ「教団破壊

（samgha-bhada）」を漠然と規制するだけのものだったと考えられる。それゆえ、

当初から当該条項中に仏教の「思想」を軽視することを禁ずるような規制を設ける

必要はなかったわけであるが、しかし、後に、デーヴァダッタの「習慣」重視の苦

行主義に基づく教団離脱を仏教教義の軽視と捉えた「思想」重視の説一切有部は、

その傾向をⅱ「法輪破壊（cakra-bheda）」と規定することによって抑止しようとし

たと推測される。しかし、それにもかかわらず、より大勢的な動きは「習慣」重視

からは抜け切れずに「習慣」上の行事に亀裂が生じなければ教団は和合していると

見做した。その規定化がⅲ「行事破壊（karma-bheda）」をしない限りは教団破壊

を犯したことにはならないという解釈であったと考えられる。従って、かかる三段

階説のⅱとⅲとが、順次に、佐々木説のαとβ、木村説の「和合僧定義Ａ」と「和

合僧定義Ｂ」とに対応しているということになるわけである。

それゆえ、私の三段階説は、ⅱⅲの前にⅰを想定していること以外、佐々木説や

木村説と根本的に異るところはないのであるが、その私にとっては、簡古なスタイ

ルを留めているべきはずの破僧条項第10条のサンスクリット原文に、Banerjee校

訂本による限り、例えば、ekagra-dharmoddesahなどという他文献には見出しえ

ない用語法が認められたことは必ずしも歓迎できることではなかった。しかし、木

村論文を切っ掛けにそれを確認した直後には、「思想」重視の根本説一切有部であ

るがゆえに、後代には dharmaを付加するようなこともあるいはありえたのかも

しれないと軽く考える気持もあったのであるが、やはりどこかに引っ掛るところ

があり、しばらく時を経てから、先の文献C①を中心とする諸文献と比較してみる

機会を持った時に、問題の箇所以外でも Banerjee教授の校訂の方がむしろ誤って

いることが多いことに気づき、極最近になって写本影印まで確認してみた結果に

おいても、できるだけ早く、教団残留罪第10条と第11条に限ってだけでも、そのサ

ンスクリット原文確定の試みをなしておくべきだと考えるに至った。因みに、如上

の問題の箇所も、これ以下に示すように、やはり dharmaのないekagrah

ekoddesahと正すべきものなのである。

さて、教団破壊条項に関する若干の問題提起は、当該条項のサンスクリット原文

の確定に必要な手続を全て完了した後に、簡単に述べることとして、ここでは、ま

ず真先に、教団残留罪第10条と第11条の、回収もしくは復元箇所を含むサンスクリ

ットの全文を、各条下に和訳を付記しつつ、提示しておくことにしたい。提示に当

っては、現存断片箇所については、文献A②の Banerjee教授の転写を基本的に採

用させて頂いたが、復元箇所を意味する亀甲カギカッコ内の取分け第11条のもの

についてはその限りではない。なお、提示サンスクリット文中に示した下線は、次

節の後半に示す回収復元根拠としての文献C①、C②の下線部分との照合を容易

にするために付したものである。照合の際には、以下の各下線の前に示した、ａも

しくは１－６と同じ記号にｓとｔを付した文献C①、C②中の下線部分を参照さ

れたい。なお、例外的に点線で示さざるをえなかった４の部分については、当該箇

所の註記にその説明を譲ることにする。

10） yah punar bhiksuh
ａ
samagrasya samghasya bhedaya parakramet

 
bheda-karana-samvartanıym cadhikaranam samadaya pragrhya tisthet, sa

 
bhiksur bhiksubhir idam syad vacanıyah ma tvam ayusman samagrasya

 
samghasya bhedaya parakramet bheda-karana-samvartanıyam cadhikaranam

samadaya pragrhyatistha/ sametv ayusmansardhamsamghena〔samagro hi〕

samghahsahitah sammodamano’vivadamanah ekagrahekoddesah eka-

ksırodakı-bhutah sastuh sasanam dıpayamanah sukham sparsam viharatu

nisrja tvam ayusman idam evam-rupam samgha-bheda-karam vastu/evam

cet sa bhiksurbhiksubhirucyamanas tad eva vastu prati〔nihsrje〕d ity evam

kusalam na  ca  pratinihsrjet dvir  api  trir  api  samanuyoktavyah

samanusasitavyah〔tasya vastunah〕 pratinihsargaya, dvir api trir api
 

samanuyujyamanah samanusisyamanas tad vastu〔pratinihsrjet ity evam

kusalam,no cet pratinihsrjet samgha〕vasesah/

10） また、およそいかなる比丘であれ、和合した教団（samagra-samgha-）を

破壊（bheda）しようと画策し、また、破壊を助長するような（bheda-karana-

samvartanıya）話題（adhikarana）を取り上げ認めて立つようなものであれば、そ

の比丘に対して、〔彼以外の〕比丘たちは、以下のことを告げるべきである。「氏
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（ayusmat）よ、あなたは和合した教団を破壊しようと画策してはいけないし、ま

た、破壊を助長するような話題を取り上げ認めて立つようにしてもいけません。氏

よ、教団と共に行動すべきです（sametu sardham samghena）。というのも

（hi）、教団（samgha）は和合し（samagra）一致し（sahita）歓びあい（sammodamana）

非難しあうことなく（avivadamana）一体となり（ekagra）誦出を一にし（ekod-

desa）乳と水とが一体となったようになり（eka-ksırodakı-bhura）教主（sastr）の

教誡（sasana）を明示しつつ（dıpayamana）快適に（sukham）安隠に（sparsam）

生活すべきだからです。氏よ、あなたは、このかくかくしかじかの（evam-rupa）教

団破壊をなすような事柄(samgha-bheda-karamvastu)を捨てて下さい（nisrja）。」

と。もしも、このようにその比丘が〔彼以外の〕比丘たちに言われて、まさしくそ

の事柄を放棄したならば（pratinihsrjet）、それで善い（kusala）。もしも放棄しな

かったならば、その事柄を放棄させるために、二度も三度も尋問すべき（samanuyo-

ktavya）であり訓誡すべき（samanusasitavya）である。二度も三度も尋問され

（samanuyujyamana）訓誡されて（samanusisyamana）、その事柄を放棄したなら

ば、それで善い。もし放棄しなかったならば、教団残留罪（samghavasesa）である。

11） tasya
1

khalu bhiksor bhiksavah syur sahaya〔kah anuvartino vyagra-

vaditayam eko va dvau va sambahula va, te bhiksun evam〕vadeyuh ma

yuyam〔ayusmanto’sya bhiksoh kincid vocata kalyanam va papakam va,tat
 

kasya hetoh,esahi bhiksurdharma-vadı〕ayusmanto(bhiksur)vinaya-vadiı〔ca,

dharmam caisa bhiksur vinayam ca samadaya pragrhya anuvyavaharati,

janams caisa bhiksur bhasate,najanan,yac casya bhikso rocate ksamate ca,

asmakam api tad rocate ksamate ca iti/ tan bhiksun bhiksava evam
 

ajnapayeyuh yuyam ayusmanta evam na vadantu,
2
ma yuyam ayusmanto

’sya bhiksoh kimcid vocata kalyanam va papakamva,tat kasya hetoh,esa hi
 

bhiksur dharma-vadıayusmanto vinaya-vadıca, dharmam caisa bhiksur

vinayam ca samadaya pragrhyanuvyavaharati,janams caisa bhiksur bhasate,

najanan,yac casya bhiksorocate ksamateca,asmakam api tad rocate ksamate

ca iti/
3
tat kasya hetoh,naisaayusmantobhiksurdharma-vadıvinaya-vadıca,

adharma-vadıcaisa bhiksur avinaya-vadıca, adharmam caisa bhiksur

avinayam ca samadaya pragrhya anuvyavaharati, ajanams caisa bhiksur

bhasate,na janan,
4
yac casya bhiksorocate ksamateca,ayusmatamapi tad na

 

rocate na ksamate/
5
ma yuyam ayusmantah samgha-bhedam rocayantu/

ayusmantah samgha-samagrım eva rocayantu/ sametv ayusmatam sardham

samghena,samagro hi samghahsahitahsammodamano’vivadamanahekagrah

ekoddesah eka-ksırodakı-bhutah sastuh sasanam dıpayamanah sukham

sparsam viharatu/ nihsrjantv ayusmantah imam evam-rupam samgha-

bhedanuvartinım vyagra-vaditam iti/evam ca te bhiksavah tair bhiksubhir

6
ajnapyamanas tad vastu pratinihsrjeyur ity evam kusalam/ no cet

 
pratinihsrjeyuh dvir api trir api samanuyoktavyah samanusasitavyas tasya

 
vastunah pratinihsargaya, dvir  api  trir  api  samanugrahyamanah

samanusisyamanas tad vastu pratinihsrjeyur ity evam kusalam, no cet
 

pratinihsrjeyuh,samghavasesah//〕

11） 実に、その比丘に協賛し（sahayaka）、不一致の主張（vyagra-vadita）に

加担する（anuvartin）比丘たちが、一人あるいは二人あるいは多くあって、もしも

彼らが〔残りの〕比丘たちに以下のように告げたとしよう。「諸氏よ、あなたたち

は、善きことであれ悪しきことであれ、この比丘になにも言ってはいけません。そ

れはどうしてかといえば、諸氏よ、この比丘は説法師（dharma-vadin）であり説律

師（vinaya-vadin）であり、また、この比丘は法（dharma）および律（vinaya）を

取り上げ認めて発言されており、また、この比丘は知ってお話しになり知らずして

ではないからです。この比丘が承認し（rocate）容認する（ksamate）ことに対し

ては、私たちも承認し容認致します。」と。〔このような場合には〕それらの比丘た

ちに〔残りの〕比丘たちは、以下のように誡告すべきである（ajnapayeyuh）。「諸

氏よ、あなたたちは、以下のように、「諸氏よ、あなたたちは、善きことであれ悪し

きことであれ、この比丘になにも言ってはいけません。それはどうしてかといえ

ば、諸氏よ、この比丘は説法師であり説律師であり、また、この比丘は法および律

を取り上げ認めて発言されており、また、この比丘は知ってお話しになり知らずし

てではないからです。この比丘が承認し容認することに対しては、私たちも承認し

容認致します。」とは言わないようにして下さい。それはどうしてかといえば、諸氏

よ、この比丘は説法師ではなく説律師でもなく、また、この比丘は非法の主張者

（adharma-vadin）であり非律の主張者（avinaya-vadin）であり、また、この比丘

は非法（adharma）および非律（avinaya）を取り上げ認めて発言しており、ま

た、この比丘は知らずして話し知って〔話すの〕ではないからです。この比丘が承
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認し容認したことに対して、諸氏が承認したり容認したりすることがあってはなり

ません。諸氏よ、あなたたちは教団破壊（samgha-bheda）を望もうとはせずに、諸

氏よ、実に教団和合（samgha-samagrı）をこそ望むべきです 。諸氏よ、教団と共

に行動すべきです 。というのも、教団は和合し一致し歓びあい非難しあうことな

く一体となり誦出を一にし乳と水とが一体となったようになり教主の教誡を明示

しつつ快適に安隠に生活すべきだからです。諸氏よ、このかくかくしかじかの教団

破壊に加担する（samgha-bhedanuvartin）不一致の主張（vyagra-vadita）を捨て

て下さい。」と。このようにそれらの比丘たちが〔彼ら以外の〕比丘たちに誡告され

て（ajnapyamana）、もしもその事柄を放棄したならば、それで善い。もしも放棄し

なかったならば、その事柄を放棄させるために、二度も三度も尋問すべきであり訓

誡すべきである。二度も三度も尋問され訓誡されて、その事柄を放棄したならば、

それで善い。もしも放棄しなかったならば、教団残留罪である。

以上で、教団残留罪第10条と第11条の、回収もしくは復元箇所を含むサンスクリ

ットの全文を、和訳と共に提示し了ったが、その第11条の提示サンスクリット文中

における三箇所の亀甲カギカッコ内の回収を主とするサンスクリット文は、文献

A②の Banerjee教授の復元とはほとんど似たところがない。従って、その両者の

相違を一いち指摘することは煩瑣になるので、以下に、当該第11条の Banerjee教

授のサンスクリット復元（Bsrと略す）の３箇所につき、それらを、順次に、Bsr
 

1、Bsr 2、Bsr 3の記号下に、一括して示しておくことにする。これと、上記の第

11条の３箇所の亀甲カギカッコ内のサンスクリット文とを対照するならば、両者

の相違は一目瞭然と思う次第である。

Bsr 1:〔kahvyagra-vadinaheko vadvau vasambahulava,te tan bhiksunevem〕

Bsr 2:〔ayusmantahtambhiksumkalyanamvapapakamvakimcidvadata,tat
 

kasmad dhetor dharma-vadı〕

Bsr 3:〔ca so’smakamcaisaschandamca rucincadaya tu vyaharati,janamsca
 

sa bhiksurbhasatenajanan yac casya bhiksoh rocate ca ksamateca asmakam
 

api rocate ca ksamateca iti/ te bhiksavo bhiksubhir evam syur vacanıya

mayusmanta evam vadantu, na ca sa bhiksur dharma-vadına vinaya-vadı

adharmam caiso vinayam casmakam chandam rucin cadaya tu vyaharati,

najanamsca sa bhiksurbhasatejanamsca yac casya bhiksohrocate ca ksamate

ca tavayusmato’pi samgha-bhedah na rocate mayusmatam api samgha-bhedo

 

rocate, sametv ayusmantah samghena, samagro hi samgho sammodamano

avivadamano  ekagra-dharmoddesah eka-ksırodako-bhutah sastu
 

darsayamanah sukham sparsam viharantu/ tistha ma tvam ayusman

samgha-bhedaya nihsrja imam evam-rupam samgha-bheda-karam katham/

evam te bhiksavo bhiksubhih dvir  api  trir  api  samanuyoktavyah

samanusasitavyas tasya vastunah pratinihsargaya, dvir api  trir  api
 

samanuyoktavyahsamanusasitavyahpratinihsrjeyuh,ity evamkusalamno cet
 

pratinihsrjeyuh,samghavasesah/〕

ところで、教団残留罪第10条と第11条とのサンスクリット原文の確定というこ

ととは直接関係ないことではあるが、当該条項の条文解釈中より、語句の説明に資

する一節を、同じ根本説一切有部律のチベット訳に基づいて、和訳して示せば、次

のとおりである 。

「また、およそいかなる比丘であれ（yang dge slong gang,yahpunar bhiksuh）」

というのは、デーヴァダッタ（lHas byin,Devadatta）もしくはまた彼のような類

のものである。「教団（dge’dun, samgha）」というのは、如来（de bzhin gshegs
 

pa,tathagata）の弟子の教団（nyan thos kyi dge’dun,sravaka-samgha、声聞僧

伽）のこと。「和合（mthun pa,samagra）」というのは、一味（ro gcig pa,eka-rasa）

のこと。「破壊しよう（dbye ba’i phyir, bhedaya）」というのは、二分しようとし

て（gnyis su bya ba’i phyir）ということ。「画策し（rtul bar byed cing, para-

kramet）」というのは、企てて（rtsol bar byed cing）ということ。「破壊を助長す

るような話題を取り上げ認めて立つようなものであれば（dbyen byed par ’gyur
 

ba’i rtsod pa yang dag par blangs nas rab tu bzung ste’dug na,bheda-karana-

samvartanıyam adhikaranam samadaya pragrhya tisthet）」というのは、コー

カーリカ（Ko ka li ka, Kokalika）とカンダドラヴィヤ（Khan da dra bya,

Khandadravya）とカタモーラカティシュヤ（Ka ta mo ra ka ti  sya,

Katamorakatisya）とサムドラダッタ（rGya mtshos byin,Samudradatta ）と

が、取り上げ認めて立ったような場合である。「その比丘に対して（dge slong de la,

sa bhiksuh ）」というのは、デーヴァダッタに対して、ということ。「〔彼以外の〕

比丘たちは（dge slong rnams kyis,bhiksubhih）」というのは、こちらの側の仏教

のものたち（chos’di pa rnams）ということ。「以下のことを告げるべきである（’di
 

skad ces, idam syad vacanıyah）」というのは、親しく誡告されたこと（bzhams
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te bsgo ba,mrdukenajnapyamanah ）を先に示されたと同じように誡告すべきで

ある、ということ。「このようにその比丘が〔彼以外の〕比丘たちに言われて（dge
 

slong de la dge slong rnams kyis de skad bsgo ba na, evam sa bhiksur

bhiksubhirucyamanah）」というのは、親しく誡告された場合に（bzhams te bsgo
 

ba na,mrdukenajnapyamanah）、ということ。「もしも、その事柄を放棄したなら

ば（gal te gzhi de gtong na, tad vastu pratinihsrjet）」というのは、その思想

（lta ba,drsti）を放棄したならば、ということ。「それで善い（de lta na legs,evam

kusalam）」というのは、そのようならば問題はない（bzang ba,sadhu）、というこ

と。「もしも放棄しなかったならば（gal te mi gtong na,na ca pratinihsrjet）」と

いうのは、放棄しなかった 場合には、ということ。「二度も三度も尋問すべきであ

り訓誡すべきである（lan gnyis lan gsum du yang dag par bsgo bar bya/yang
 

dag  par  bstan  par  bya’o, dvir  api  trir  api  samanuyoktavyah

samanusasitavyah）」というのは、白四 磨 （gsol ba dang bzhi’i las, jnapti-

caturtha-karman）によって誡告されたことを先に示されたと同じように誡告すべ

きであるということであって、その尋問すべきであることがそのことであり、その

訓誡すべきであることがそのことである。「教団残留罪である（dge’dun lhag ma’o,

samghavasesah）」というのは、前述のごとく 、その罪（ltung ba,apatti）は、

教団に関連するものであり、それゆえに、教団残留罪である。と〔釈尊は〕おっし

ゃったのである。

前節では、末尾に教団残留罪第10条に対する条文解釈の一節を示しはしたもの

の、主要な点は、同第10条と第11条とのサンスクリット原文を回収復元を含めて確

定することにあったわけであるが、本節では主としてその確定根拠を示してみる

ことにしたい。その際に最も有力な根拠の一つが、文献A④のチベット訳である

が、まず、それを示せば次のとおりである。なお、その提示中に用いられた下線等

の記号は、前節中と全く同じ意味をもたせていることに留意されたい。

10） yang dge slong gang a dge’dun mthun pa dbye ba’i phyir rtul bar byed
 

cing/ dbyen byed par’gyur ba’i rtsod pa yang dag par blangs nas rab tu bzung
 

ste’dug na/dge slong de la dge slong rnams kyis’di skad ces/tshe dang ldan
 

pa khyod dge’dun mthun pa dbye ba’i phyir rtul bar ma byed cig//dbyen byed

 

par’gyur ba’i rtsod pa yang dag par blangs nas rab tu bzung ste ma’dug cig//

tshe dang ldan pa dge’dun dang lhan cig mthun par gyis shig//dge’dun mthun

mi phyed/kun du dga’mi rtsod/ mchog gcig ’don pa gcig cing chu dang

’o ma gcig tu ’dres pa lta bur gyur la/ ston pa’i bstan pa yang gsal bar
 

byed na bde ba la reg par gnas par’gyur gyis/tshe dang ldan pa khyod dge’dun

’byed par byed pa’i gzhi’di lta bu’di thong shig ces bsgo bar bya’o//dge slong
 

de la dge slong rnams kyis de skad bsgo ba na/gal te gzhi de gtong na de lta
 

na legs/gal te mi gtong na gzhi de gtang bar bya ba’i phyir lan gnyis lan
 

gsum du yang dag par bsgo bar bya/ yang dag par bstan par bya’o//lan
 

gnyis lan gsum du yang dag par bsgo//yang dag par bstan pa na gzhi de gtong
 

na de lta na legs/gal te mi gtong na dge’dun lhag ma’o//

’thun in P. /om.in P. tu in P. //in P. gcig tu om.in P.

te in P. bya’o//in P.

11） dge slong
1
de’i grogs byed pa’i dge slong mi mthun par smra ba nyid

 
kyi rjes su phyogs pa gcig gam gnyis sam mang po dag yod cing/gal te de dag

 
dge slong rnams la ’di skad ces/tshe dang ldan pa dag khyed cag dge yang

 
rung/ sdig kyang rung/dge slong ’di la ci yang ma smra zhig //de ci’i

 
phyir zhe na/ tshe dang ldan pa dag dge slong ’di ni chos smra ba/’dul ba

 
smra ba/dge slong ’di ni chos dang ’dul ba yang dag par blangs nas rab

 
tu bzung ste rjes su tha snyad’dogs par byed pa/dge slong ’di ni shes bzhin du

 
smra’i mi shes par ma yin pa’i phyir te/dge slong ’di gang la ’dod cing

 
bzod pa de la bdag cag kyang ’dod cing bzod do zhes zer na/dge slong de dag

 
la dge slong rnams kyis’di skad ces/ tshe dang ldan pa dag khyed cag de skad

 
ces/

2
tshe dang ldan pa dag khyed cag dge yang rung/sdig kyang rung/

dge slong ’di la ci yang ma smra zhig //de ci’i phyir zhe na/tshe dang ldan
 

pa dag dge slong’di ni chos smra ba/’dul ba smra ba/dge slong’di ni chos dang

’dul ba yang dag par blangs nas rab tu bzung ste rjes su tha snyad’dogs par byed
 

la/dge slong ’di ni shes bzhin du smra’i mi shes par ma yin pa’i phyir te/dge
 

slong ’di gang la’dod cing bzod pa de la bdag cag kyang ’dod cing bzod do zhes
 

ma zer cig//
3
de ci’i phyir zhe na/tshe dang ldan pa dag dge slong ’di ni chos

 
smra ba ma yin/’dul ba smra ba ma yin gyi/tshe dang ldan pa dag dge slong
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’di ni chos ma yin pa smra ba/’dul ba ma yin pa smra ba/dge slong ’di ni

chos ma yin pa dang ’dul ba ma yin pa yang dag par blangs nas rab tu bzung
 

ste rjes su tha snyad’dogs par byed pa/dge slong’di ni mi shes bzhin smra’i shes
 

par smra ba ma yin pa’i phyir te/
4
dge slong ’di gang la’dod cing bzod pa de
 

la tshe dang ldan pa dag ’dod cing bzod par ma byed cig//
5
tshe dang ldan pa

 
dag khyed dge’dun’byed’dod par ma byed par tshe dang ldan pa dag dge’dun

 
mthun pa nyid du’dod par gyis shig//tshe dang ldan pa dag dge’dun

 
dang mthun par gyis shig//dge’dun mthun mi phyed/kun du

 
dga’mi rtsod/mchog gcig ’don pa gcig cing chu dang ’o ma gcig tu’dres pa lta

 
bur gyur la/ston pa’i bstan pa gsal bar byed na bde ba la reg par gnas par’gyur

 
gyis/tshe dang ldan pa dag dge’dun’byed pa’i rjes su phyogs shing mi mthun

 
par smra ba’di lta bu’di thong shig ces bsgo bar bya’o//dge slong de

 
dag la dge slong de rnams kyis de skad ces

6
bsgo ba na/ gal te gzhi

 
de gtong na/ de lta na legs/ gal te mi gtong na gzhi de

 
gtang bar bya ba’i phyir lan gnyis lan gsum du yang dag par bsgo

 
bar bya/yang dag par bstan par bya’o//lan gnyis lan gsum du yang dag par

 
bsgo//yang dag par bstan pa na gzhi de gtong na de lta na legs/gal te mi gtong

 
na dge’dun lhag ma’o//

khye in P. //in P. shig in P. /om.in P. na in P. ’dod
 

pa’i in P. nyang in P. ’thun in P. mthong ces in
 

P. /om.in D. gtong in P.

卒直に言えば、サンスクリット原文の回収復元は、ほとんどが上記のチベット訳

を目安として行われたわけであるが、参考までに、文献A⑤の義浄訳も、やはり同

様の意味の下線等を付して示しておけば、次のとおりである。

10） 若復 芻、
a
興方便、欲破和合僧、於破僧事、堅執不捨、諸 芻、応語彼

芻言。「具寿、莫欲破和合僧堅執而住。具寿、応与衆僧、和合、共住、歓喜、無諍、

一心、一説、如水乳合、大師教法令得光顕、安楽久住。具寿、汝可捨破僧事。」諸

芻、如是諫時、捨者善。若不捨者、応可再三殷勤正諫。随教応詰、令捨是事、捨者

善。若不捨者、僧伽伐 沙。

11）
1
若復 芻、若一若二若多、与彼 芻、共為伴党、同邪違正随順而住時、此

芻語諸 芻言。「大徳、莫共彼 芻有所論説若好若悪。何以故。彼 芻、是、順法

律、依法律、語言無虚妄。彼愛楽者、我亦愛楽。」諸 芻応語此 芻言。「具寿、莫

作是説。「
2
彼 芻、是、順法律、依法律、語言無虚妄。彼愛楽者、我亦愛楽。」

3
何以

故。彼 芻、非順法律、不依法律、語言皆虚妄 。
5
汝莫楽破僧。当楽和合僧、応与

僧和合、歓喜、無諍、一心、一説、如水乳合、大師教法令得光顕、安楽久住。具

寿、可捨、破僧悪見順邪違正勧作諍事堅執而住。」諸芯芻、如是諫時、捨者善。若不

捨者、応可再三殷勤正諫。随教応詰、令捨是事、捨者善。若不捨者、僧伽代 沙。

以上に示した、文献A④、A⑤のサンスクリット原典に相当するものが、文献A

①、A②であるが、既に再三触れたように、とりわけその第11条に相当する箇所に

欠損が多いので、その相当原文を、対応文を有する文献C①より回収しようという

のが本稿の主目的であった。その回収文を含む教団残留罪第10条と第11条とのサ

ンスクリット原文は既に第２節に示したが、以下には、その回収先ともいうべき文

献C①の対応サンスクリット文 を、これのチベット訳である文献C②の対応訳

文 と共に、示しておく。提示中の各段冒頭の記号中、ｓはサンスクリット文、ｔ

はチベット訳文を表わし、その両文字それぞれの前に付されたａ、もしくは１－６

の記号は、第２節に示したサンスクリット原文もしくは本節の直前に示した文献

A④のチベット訳文中の同じ記号の下線部分を指示する。実質的に同じ原文もし

くは対応訳文と思われるものはそれぞれの下線部分同士である。

10） a s：ma tvam Devadatta samagrasya sanghasya bhedaya parakrama;

ma bheda-karana-samvartanıyam adhikaranam samadaya pragrhya tistha;

sametu te Devadatta sardham sanghena; samagro hi sanghah sahitah

sammodamanah avivadamanah ekagrah ekoddesah eka-ksırodakı-bhutah

sastuh sasanam dıpayan sukha-sparsam viharatu
 

a t：lHa sbyin khyod dge’dun mthun pa dbye ba’i phyir rtul bar ma
 

byed cig//dbyen byed par’gyur ba’i rtsod pa yang dag par blangs nas rab tu
 

bzung ste ma’dug shig//lHa sbyin khyod dge’dun dang mthun par gyis shig//

dge’dun mthun mi phyed/kun tu dga’/mi rtsod/mchog gcig’don pa gcig cing/

chu dang ’o ma gcig tu’dres pa lta bur gyur la/ston pa’i bstan pa gsal bar byed
 

na bde ba la reg par gnas par’gyur ro

11） 1 s：catvaras casya bhiksavah sahayakah anuvartino vyagra-

vaditayam, Kokalika-Khandadravya-Katamorakatisya-Samudradattah; te
 

bhiksun evam vadanti: ma yuyam ayusmanto ’sya bhiksoh kincid vocata
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kalyanamvapapakamva;tat kasya hetoh?esahi bhiksurdharma-vadıvinaya-

vadı;dharmamcaisabhiksurvinayamca samadaya pragrhyaanuvyavaharati;

janams caisa bhiksur bhasate,najanan;yac casmai bhiksave rocate,ksamate

ca,asmakam api tad rocate ksamateca iti.

1 t：de’i grogs byed cing mi mthun par smra ba’i rjes su phyogs pa’i dge
 

slong bzhi po Ko ka li ka dang/Kha nda dra bya dang/Ka ti mo ra ka ti sya

dang/rGya mtshos byin te/de rnams kyis kyang dge slong rnams la’di skad
 

ces smras so//tshe dang ldan pa dag khyed cag dge yang rung sdig kyang rung
 

dge slong’di la ci yang ma smra shig//de ci’i phyir zhe na/dge slong’di ni chos
 

smra ba’dul ba smra ba/dge slong ’di ni chos dang ’dul ba yang dag par blangs
 

nas rab tu bzung ste rjes su tha snyad’dogs par byed pa/dge slong ’di ni shes
 

bzhin du smra’i mi shes par ma yin pa’i phyir te/dge slong ’di gang la’dod cing
 

bzod pa de la bdag cag kyang ’dod cing bzod do//

6 s：etat  prakaranam bhagavanta arocayanti: ajnapto ’smabhir
 

bhadanta Devadattah jnapti-caturthena karmana;ajnapyamanas tad eva vastu
 

sthamasah paramrsya abhinivisyanuvyavaharati：idam eva satyam, moham
 

anyad iti;

6 t：skabs de dge slong rnams kyis bcom ldan’das la gsol ba/btsun pa
 

bdag cag gis lHa sbyin la gsol ba dang bzhi’i las kyis bsgo na/bsgo yang gzhi
 

de nyid la nan gyis mchog tu bzung zhing mngon par zhen nas’di nyid bden gyi
 

gzhan ni brdzun pa’o zhes rjes su tha snyad’dogs par bgyid lags so//

2 s：maca bhiksunevamvadata:mayuyam ayusmantahasya bhiksoh

kimcid vocata,kalyanamva papakamva;tat kasya hetoh?dharma-vadıcaisa

ayusmanto bhiksuh, vinaya-vadıca; dharmam caisa bhiksur vinayam ca
 

samadaya pragrhyanuvyavaharati;janamscaisabhiksurbhasate,najanan;yac
 

casmai bhiksaverocate ca ksamateca,asmakam api tad rocata ca ksamateca
 

iti;

2 t：dge slong rnams la’di skad ces tshe dang ldan pa dag khyed cag
 

dge yang rung sdig kyang rung dge slong ’di la ci yang ma smra shig//de ci’i
 

phyir zhe na/tshe dang ldan pa dge slong ’di ni chos smra ba/’dul ba smra ba/

dge slong ’di ni chos dang ’dul ba yang dag par blangs nas rab tu bzung ste rjes

 

su tha snyad’dogs par byed pa/dge slong’di ni shes bzhin du smra’i mi shes par
 

ma yin pa’i phyir te/dge slong ’di gang la ’dod cing bzod pa de la bdag cag
 

kyang ’dod cing bzod do zhes ma zer cig//

3 s：tat kasya hetoh?naisa ayusmanto bhiksur dharma-vadıvinaya-

vadıca;adharma-vadıcaisabhiksuravinaya-vadıca;adharmamcaisabhiksur

avinayam ca samadaya pragrhya anuvyavaharati: ajanams caisa bhiksur

bhasate,na janan;

3 t：de ci’i phyir zhe na/tshe dang ldan pa dag dge slong ’di ni chos
 

smra ba ma yin/’dul ba smra ba ma yin gyi tshe dang ldan pa dag dge slong ’di
 

ni chos ma yin pa smra ba/’dul ba ma yin pa smra ba/dge slong ’di ni chos ma
 

yin pa dang/’dul ba ma yin pa yang dag par blang nas rab tu bzung ste rjes su
 

tha snyad’dogs par byed pa/dge slong ’di ni mi shes bzhin du smra’i shes par
 

ma yin pa’i phyir te/

4 s：(this passage is omitted in Gnoli’s edition ）

4 t：dge slong ’di gang la’dod cing bzod pa de la tshe dang ldan pa dag

’dod cing bzod par ma byed cig//

5 s：maayusmantah sangha-bhedamrocayantu;sangha-samagrım eva
 

rocayantu;sametv ayusmatamsardhamsanghena;samagro hisanghahsahitah,

sammodamanah, avivadamanah, ekagrah, ekoddesah, eka-ksırodakı-bhutah

sastuhsasanam dıpayan sukha-sparsamviharatu;nihsrjantvayusmantahimam
 

evam-rupam sangha-bhedanuvartinım vyagra-vaditam iti.

5 t：tshe dang ldan pa dag dge’dun’byed’dod par ma byed par/tshe
 

dang ldan pa dag dge’dun mthun pa nyid du’dod par gyis shig//tshe dang ldan
 

pa dag dge’dun dang mthun par gyis shig//dge’dun mthun mi phyed/kun tu
 

dga’mi rtsod/mchog gcig ’don pa gcig cing chu dang ’o ma gcig tu’dres pa lta
 

bur gyur la/ston pa’i bstan pa gsal bar byed na bde ba la reg par gnas par’gyur
 

gyi/tshe dang ldan pa dag dge’dun’byed pa’i rjes su phyogs shing mi mthun par
 

smra ba’di lta bu’di thong shig ces

以上に示した、文献C①、C②のそれぞれの下線部分を、それらのサンスクリッ

ト原文とチベット訳とを比較しつつ、各冒頭の記号を頼りに、本節前半提示の文献

A④のチベット訳を介して、第２節中の回収もしくは復元箇所を含むサンスクリ
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ット確定文テキストに戻って頂ければ、その確定がかなり根拠のあるものである

ことを理解して頂けるのではないかと期待したい。

さて、これまでは、専ら根本説一切有部律文献を中心に、教団残留罪第10条と第

11条とを、サンスクリット原文の確定を目指しつつ、考察してきたことになるが、

本節では、同じ教団破壊条項を、他部派の同条項との比較を若干考慮しながら、や

や異った視点から検討してみたいと思う。因みに、規律条文そのものについては、

部派間において、細部での若干の相違は認められるにせよ、全体的には内容上もよ

く一致している、というのが従来の評価である。平川彰博士もまた、そのような評

価を示され、問題の第10条と第11条についても次のように述べておられるので、そ

れぞれを、順次に、イロの記号下に示しておこう 。

イ諸律の戒文は、細部においては不一致もあるが、大綱においてはよく合致し、用語

も共通的である。意味も合致しており、同一の戒文であると認めてもよいものである。

ロ漢文は訳文であるために、若干の不一致も見られるが、内容はよく合致してお

り、同一の意味を現わしていると見てよい。

私もまた、この平川博士の御見解に異議があるわけでは全くないのであるが、細

部が大事になる場合もあるので、他部派の規律条文の代表として、平川博士も和訳

を付しつつよく利用されておられる大衆部の説出世部律の当該条項の原文を、拙

訳と共に以下に示してみることにする 。敢えて拙訳を示すのは、平川訳に異を唱

えるためではなく、本稿における拙訳同士の比較を容易にするためであることを

お断りしておきたい。

10）yo puna bhiksuhsamagrasya samghasyabhedaya parakrameya bhedana-

samvartanıyamvadhikaranamsamadaya pragrhyatistheya,so bhiksubhiksuhi

evam asya vacanıyo  ma ayusman samagrasya samghasya bhedaya para-

kramehi, bhedana-samvartanıyam va adhikaranam samadaya pragrhya

tisthahi/sametu ayusman sardham samghena,samagro hi samgho sahito sam-

modamano avivadamano ekuddeso ksırodakı-bhuto sastuh sasanam

dıpayamano sukham ca phasum ca viharati/ evem ca so bhiksu bhiksuhi

vucyamano tamvastumpratinissareya ity etamkusalam/no ca pratinissareya,

so bhiksu bhiksuhi yavan trtıyakam samanugrahitavyo samanubhasitavyo

tasya vastusya pratinissargaya/ yavan trtıyakam samanugrahiyamano va

samanubhasiyamano va tam vastum pratinissareya ity etam kusalam/no ca
 

pratinissareya tam eva vastum samadaya pragrhya tistheya samghatiseso/

10）また、およそいかなる比丘であれ、和合した教団を破壊しようと画策し、あ

るいは、破壊を助長するような（bhedana-samvartanıya）話題を取り上げ認めて立

つようなものであれば、その比丘に対して、〔彼以外の〕比丘たちは、以下のことを

告げるべである。「氏よ、〔あなたは〕和合した教団を破壊しようと画策してはいけ

ないし、あるいは、破壊を助長するような話題を取り上げ認めて立つようにしても

いけません。氏は教団と共に行動すべきです。というのも、教団は和合し（samagra）

一致し（sahita）歓びあい（sammodamana）非難しあうことなく（avivadamana）

誦出を一にし（ekuddesa）乳と水と〔が一体となった〕ようになり（ksırodakı-bhuta）

教主の教誡を明示しつつ快適に（sukham）安隠に（phasum）生活すべきだからで

す。」と。もしも、このようにその比丘が〔彼以外の〕比丘たちに言われて、その事

柄を放棄したならば、それで善い。もしも放棄しなかったならば、その比丘に対し

て、〔彼以外の〕比丘たちは、その事柄を放棄させるために、三度目に至るまで詰問

すべき（samanugrahitavya）であり諫告すべき（samanubhasitavya）である。三

度目に至るまで詰問されあるいは諫告されて、その事柄を放棄したならば、それで

善い。もし放棄せずに、まさしくその事柄を取り上げ認めて立つならば、教団残留

罪（samghatisesa）である。

11）tasya kho puna bhiksusya bhiksu sahayaka bhonti eko va, dvau va(,)

trayo va(,) sambahula va, varga-vadaka anuvartakah samanujnah samgha-

bhedaya/ te bhiksu tan bhiksun evam vademsu ma ayusmanto etam

bhiksumkincid vadatha kalyanamvapapakamva/dharma-vadıcaisobhiksur

vina〔ya-〕vadıcaiso bhiksu, asmakam caiso bhiksu cchandam ca rucim ca
 

samadaya pragrhya vyavaharati/yam caitasya bhiksusya ksamate ca rocate
 

ca asmakam api tam ksamate ca rocate ca/janan caiso bhiksu bhasate no
 

ajanan/ te bhiksu
sic

 bhiksuhi evam asya vacanıya ma ayusmanto evam

vadatha,na esobhiksurdharma-vadı,na esobhiksurvinaya-vadı,adharma-vadı

caisobhiksu,avinaya-vadıcaisobhiksu,ajanan caisobhiksubhasateno janan/

ma ayusmanto sa(m)gha-bhedam rocentu, samgha-samagrım evayusmanto

rocentu/ samentu ayusmanto sardham samghena/ samagro hi sahito sam-
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modamano avivadamano ekuddeso ksırodakı-bhuto sastuh sasanam

dıpayamano sukham ca phasum ca viharati/ evam ca te bhiksu bhiksuhi

vucyamanas tam vastum pratinissaremsu ity etam kusalam, no ca
 

pratinissaremsu te bhiksu bhiksuhi yavan trtıyakam samanugrahitavyah

samanubhasitavyah tasya vastusya pratinissargaya/ yavan trtıyakam

samanugrahiyamana va samanubhasiyamana va tam vastum pratinissaremsu

i〔ty e〕tam kusalam, no ca pratinissaremsu tam eva ca vastum samadaya
 

pragrhya tisthemsu samghatiseso/

11）実に、また、その比丘に協賛し(sahayaka)、分派を主張し(varga-vadaka)、

加担し（anuvartaka）、教団破壊に同意する（samanujna）比丘たちが、一人ある

いは二人あるいは多くあって、もしも彼ら比丘たちが〔残りの〕比丘たちに告げた

としょう。「諸氏よ、〔あなたたちは、〕善きことであれ悪しきことであれ、この比丘

になにも言ってはいけません。この比丘は説法師でありこの比丘は説律師でありま

す。また、この比丘は私たちの欲すること（cchanda）および好むこと（ruci）を取

り上げ認めて発言されております。また、この比丘が容認し（ksamate）承認する

（rocate）ことに対しては、私たちも容認し承認致します。また、この比丘は知って

お話しになり知らずにではございません。」と。〔このような場合には〕それらの比

丘たちに〔残りの〕比丘たちは、以下のように言うべきである（vacanıya) 。「諸

氏よ、〔あなたたちは、〕以上のように言わないようにして下さい。〔それはどうして

かといえば、〕この比丘は説法師ではなくこの比丘は説律師でもなく、また、この比

丘は非法の主張者であり、また、この比丘は非律の主張者であり、また、この比丘

は知らずして話し知って〔話すの〕ではない〔から〕です。諸氏よ、〔あなたたちは〕

教団破壊を望もうとはせずに、諸氏よ、実に教団和合（samgha-samagrı）こそ望む

べきです。諸氏よ、教団と共に行動すべきです。というのも、〔教団は〕和合し一致

し歓びあい非難しあうことなく誦出を一にし乳と水とが〔一体となった〕ようにな

り教主の教誡を明示しつつ快適に安隠に生活するからです。」と。もしも、それらの

比丘たちが〔彼ら以外の〕比丘たちに言われて、その事柄を放棄したならば、それ

で善い。もしも放棄しなかったならば、それらの比丘たちに対して、〔彼ら以外の〕

比丘たちは、その事柄を放棄させるために、三度目に至るまで詰問すべきであり諫

告すべきである。三度目に至るまで詰問されあるいは諫告されて、その事柄を放棄

したならば、それで善い。もし放棄せずに、まさしくその事柄を取り上げ認めて立つ

ならば、教団残留罪である。

以上で、説出世部律の当該条項の原文を、拙訳と共に示し終ったが、次には、事

を単純化するために、以上に示した説出世部律原文の当該条項を基準に、そこに加

えられたと想定される根本説一切有部律原文のそれにおける文言を拾い上げて示

せば次のとおりである。なお、ここでは、第11条の初めに見られる教団破壊賛同者

の表現のような微妙な相違は列挙より除外するものとする。

第10条⑴ ekagra（一体）：これは、第11条の同種の表現中でも用いられる。短い語

句ながら重要な付加である。ヒンドゥーイズムにおいても強調される語句だ

からにほかならない 。

⑵nisrjatvam ayusmanidam evam-rupamsamgha-bheda-karamvastu（氏

よ、あなたは、このかくかくしかじかの教団破壊をなすような事柄を捨てて

ください。）

第11条⑴下線部分２の全体：これは繰返しを避けて evamなどで省略されていた

ものが、煩雑を厭わなくなった結果加えられたものと思う。なお、一いち指

摘しないが、この前後にかなりの語句の相違があることにも注意されたい。

⑵ yac casya bhikso rocate ksamateca,ayusmatamapi tad na rocate na
 

ksamate（この比丘が承認し容認したことに対して、諸氏が承認したり容認

したりすることがあってはなりません。）：これは、先に指摘したごとく、根

本説一切有部律の文献中においても後世の付加の可能性が推測できるもの

である 。

⑶nihsrjantv ayusmantah imam evam-rupam samgha-bhedanuvartinım

vyagra-vaditam（諸氏よ、このかくかくしかじかの教団破壊に加担する不一

致の主張を捨てて下さい。）：これは、前出の第10条⑵の場合と類似した後世

の付加と考えられる。

これらの付加が、後世なにゆえに必要であったかということは、次節で簡単に触

れる教団破壊の内容理解の変遷とも微妙に関連していたのではないかと推測され

るのであるが、とにかく、そろそろ終息に向うことにしたい。

教団破壊条項の制定には、デーヴァダッタもしくは彼に類する一群の比丘の存

在があったことは確かなようであるが、この問題を特殊的に論じるには、その前
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に、所謂「隨犯隨制」といわれる、当該条項を含む教団の規律条文全体の性格を一

般的に押えておく必要もあろうかと思う 。周知のごとく、規律条文は、その条文

解釈である『律分別（Vinaya-vibhanga）』やその他の律文献中の挿話から推測され

るように、教団を取り巻く生活の中で「習慣」上のなんらかのトラブルが生じた（隨

犯）時に、それに対処すべく制定された（隨制）規則条項の総体であるが、その性

格からも分かるように、各条項は論争して真偽の決着のつくような「思想」上の問

題を含まない「無記」のものである。それゆえ、各条項の制定には、仏教の「思想」

というよりは、当時の通インド的な通俗的宗教「習慣」を気に掛けてなされたもの

が圧倒的に多い。この一般的性格をしっかりと押えておけば、これによって仏教の

「思想」を語ることはなくなるはずであるが、必ずしもそうはならずに、「無記」の

「律蔵」を重宝してそれを仏教の「思想」だと思って語る人は、いつの時代でも大勢

を占めるものらしい。現に、一世紀余も前に、あの大サンスクリット学者、Monier
 

Monier-Williams教授は、この件に関し、次のように述べているのである 。

自らキリスト教徒と称する教育ある人々さえもが、仏教の教誡（precepts）に夢

中になりがちであり、仏教の讃美者たちが、仏教のあらゆる汚点またはそのあらゆ

る陳腐な事柄や無意味な繰返しを視野から締め出す一方で、仏教の倫理規律（moral
 

code）から摘んだり派手に見せびらかすことに狂喜しようとするその輝く宝石に引

きつけられているというのは、まことにもって、現代の奇妙な現象というほかはない。

同教授は、その陳腐な事柄の具体例として、パーリの『小品（Culla-vagga）』

第５「小事 度（Khuddaka-vatthu-kkhandhaka）」より、第９の鉢（patta）の使い

方に関する教誡と第31の楊子（danta-kattha）の使い方に関する教誡とを煩を厭わ

ず Rhys Davids,Hermann Oldenberg両教授の英訳で長々と紹介している 。

Monier-Williams教授は、この例をたまたま「 度部」より引用しているにすぎ

ないが、律蔵全体に及ぶその傾向は規律条文や条文解釈においても全く同じこと

である。従って、私自身も、とりわけ若い頃には、かかる教誡の陳腐な繰返しにウ

ンザリしたものだが、多くの場合は年令と共に気にならなくなるかもしれないに

せよ、私の場合には幸か不幸か昔と大差ないので、如上の同教授のクレームに接し

ても、同感こそあれ、驚くようなことは全くない。しかし、誤解してはもらいたく

ないので言っておくが、私はなにも「習慣」軽視者なのでも「習慣」破壊者なので

もない。私はただ、かかる陳腐な繰返しの教誡の上に乗っかった実践の強調によっ

て、「威儀（abhisamacarika）」こそ仏教であるとか「習慣」こそ「思想」にほかな

らないとかという主張が罷り通ることがないように願っているにすぎない。しか

も、私は、この願いがまた、「習慣と習癖とに対する偏執的思想（sıla-vrata-

paramarsa-drsti，戒禁取見）」である「習慣」至上主義を、「五見」の一つとして否

定した仏教の「思想」とも合致することだと考えているのである。

さて、私が「習慣」軽視者でも破壊者でもないことに念を押した上で、如上の観

点から、規律条文をも眺めていくとすれば、教団残留罪第10条も第11条も共に本来

は決して「思想」問題に関わるような規定であるはずがないということに思い至る

であろう。現に同じ範疇の教団残留罪第１条は、単なるマスターベーションの禁止

条項にすぎず、同第２条より第５条までもがセックス問題に関係する条項にほか

ならないのである 。因みに、ここでは、同第１条のみを示しておくことにしたい 。

samcintyasukra-visrstiranyatra svapnantarat,〔samgha〕vasesah/（故意に精液

を漏らすことは、夢の中での場合を除いて、教団残留罪である。）

罪の範疇からいえば次位の重罪である教団残留罪において、なぜ、例えばその第

１条から第５条までのセックス問題関連条項のごとき陳腐な条文が仰々しく並ん

でいなければならないのかといえば、それらが当時の通インド的な通俗的宗教「習

慣」から見れば決して軽々しく扱われてはならないものだったからである。裏を返

せば、インドの出家者はそれほどまでに性的純潔さを求められていたということ

になるが、その理想形態が「梵行者（brahma-carin）」にほかならない。しかも、

根本説一切有部の同一先行部派ともいうべき説一切有部を中心とする伝統的教団

が、北西インドを拠点に、大規模な寺院の発展と共に僧院主義を滲透させていった

時に、それに対抗する形で伝統的教団内に隠遁主義の巻返しもあり、その後者の傾

向が「悪業払拭の儀式」を支えた「作善主義」として「在家菩薩」の寄進を保証す

る形の「出家菩薩」を中心に展開したが、それが大乗仏教にほかならないというの

が私の考えである 。

それゆえ、この後者の展開の流れの中では、隠遁主義の権化としての「出家菩薩」

は、性的純潔者の象徴たる「童真（kumara-bhuta）」でなければならなかったし、

デーヴァダッタのように寺院から切り離された形での「頭陀（dhuta） 」の実践

を讃美する森林住者（aranyaka）や常乞食者（paindapatika）でなければならなか

ったということになる 。その結果、当然のことではあるが、伝統的教団内におけ

るデーヴァダッタ評価も真っ二つに割れることになるわけである。インド的宗教

通念に従う大多数の出家者（bhiksu,bhiksunı）は、彼ら以上に通俗的な「習慣」
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重視主義者である圧倒的多数の在家信者（upasaka,upasika）と共に、デーヴァダ

ッタに代表されるような「頭陀」行者を讃美し支持したが、一方、教団の僧院主義

化に伴って「習慣」よりは「思想」を重視し「苦行主義」を否定した仏教の正統的

立場に立って経蔵（sutra-pitaka）に基づく「論蔵（abhidhararma-pitaka）」の構

築に力を注いだ少数派の出家者はデーヴァダッタに象徴されるような隠遁主義を

論破しようとした。恐らく、前者の傾向を代表したものが大衆部（Mahasamghika）

であり、後者のそれが説一切有部である、と私には思われる。

しかるに、後者によって論破された前者は、「思想」的論争を踏まえて自己主張

しようとしたのではなく、大衆の支持を背景に「頭陀」讃美者に訴えて賛同者を募

り大挙して教団を去ることになったに違いない。それからやや時を経て、かかる

「教団破壊（samgha-bheda）」を仏教の「思想」を軽視する「法輪破壊（〔dharma-〕

cakra-bheda）」であると明確に意識した説一切有部の見解こそ、「教団破壊」の「法

輪破壊」による解釈にほかならなかったのではないかというのが、佐々木閑博士の

問題提起を充分に受け止めた上での私の考えである 。しかも、この説一切有部の

「法輪破壊」による解釈の明確な提示の時期が、第一節で示した私の三段階説によ

れば、ⅱに当るのであるが、これが提示された後になってこれに反撥する形で大衆

部によって明確化されたものが、旧来のまだ僧院主義の滲透していない「和合」を

主とした隠遁主義的観点からの緩やかな「教団破壊」の禁止として、教団の行事に

亀裂が生じなければ教団は和合していると積極的に見做そうとする「行事破壊

（karma-bheda）」による解釈だったように思われる。これが、私の三段階説で

は、ⅲに当るが、第一節で示した佐々木説と木村説とによれば、以上の二つが、そ

れぞれ、αとβ、「和合僧定義Ａ」と「和合僧定義Ｂ」とになるわけである。

しかるに、私は、その両説を承知で敢えて両説の二段階以前の段階としてⅰを想

定したことになるので、本稿で問題とした「教団破壊条項」に関連して、このⅰの

段階のことを説明する義務が残っていると思う。ところで、「教団破壊条項」を含

む「規律条文」全体は、各部派においてほぼ一致するので、仮定上はその厳密な意

味での共通部分を抽出できるならば、それは根本分裂以前の形態を反映したもの

と見做すことができる 。従って、私は、問題の「教団破条項」第10条と第11条に

ついても、多少粗っぽい言い方になるが、前節末尾で指摘したごとき付加部分を除

けば、残った箇所は根本分裂以前のⅰの段階のものと考えることができると思っ

ている。しかるに、かかる共通部分については、木村隆徳氏もまた同じく「条文中

の定義は諸律にわたって内容が一致していることから根本分裂以前の成立とも考

えられよう 」としながらも、その共通部分中の ekuddesa（＝ ekoddesa）を含

む一文については、特にこの ekuddesaの語を中心に、独自の見解を述べるに至っ

ている。しかし、木村氏の見解を見る前に、その問題の条文の一文を、木村氏の依

拠するパーリ文とそれと対応の想定サンスクリット文とを並記して示しておいた

方がよいと思われる 。両原文の直後に示したものは拙訳である。

samaggo hi samgho sammodamano avivadamano ekuddeso phasu vihar-

ati＝ samagro hi samghah sammodamano avivadamanahekoddesahsparsam

viharatu（というのも、教団は和合し歓びあい非難しあうことなく誦出を一にし安

隠に生活すべきだからです）

木村氏は、この一文中の ekuddesa（＝ ekoddesa）を、私の解するごとく「誦出

を一にす」というような「界内の比丘全員が一カ所に集合して一緒に 磨や説戒

（布薩）という宗教行事をするという意味」に取ることを避け、問題の第10条の（延

いてはそれと同語の第11条の）ekuddesaについては、敢えて「同一説示」と訳し分

け、次のように、独自の解釈を披瀝しておられるのである 。

僧残法第十条の条文に出てくる ekuddesa（梵文戒経では ekuddesa）は、対応す

る漢訳が「同一師に学して」（『四分律』）、「心を一にし学を一にして」（『五分

律』）、「共に学を一にして」（『摩訶僧祇律』）、「心を一にし学を一にして」（『十誦

律』）、及び「心を一にし説を一にして」（『根本説一切有部毘奈耶』）となっており、

これらは布薩のことをいっているのではなく、教法に一致した説示を学ぶことをい

っている。したがって、この場合の ekuddesaは「同一説示」と訳すのが適当かと

思われる。すなわち、僧残法第十条の条文に出てくる ekuddesaは波羅夷法第一条

などの条文解釈中に出てくる「同一説戒」としての ekuddesaとは意味が異なると

すべきである。

かかる解釈を俟って、木村氏は、教団残留罪（僧残法）第10条の（従って、同第

11条も含む）条文中に見られる定義を「和合僧定義Ａ」と呼ぶのであるが、しか

し、uddesa（uddesa）を「（教法の）説示」と解することには若干無理があり、し

かも、木村氏の解釈中には後に加えられた ekagraも初めから存在するかのよう

な誤解も含まれてしまっているのである。今、そのことを示すために、木村氏が基

づいた諸律の条文の問題の箇所を原漢文によって引用してみることにしよう 。

なお、下線部分が ekuddesa（ekoddesa）に相当する箇所である。
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⒜『四分律』 ：和合、歓喜、不諍、同一師学

⒝『五分律』 ：和合故、歓喜、無諍、一心、一学

⒞『摩訶僧祇律』：和合、歓喜、不諍、共一学

⒟『十誦律』 ：和合、歓喜、不諍、一心、一学

⒠『根本有部律』：共住、歓喜、無諍、一心、一説

これで明確なように、ekagraは⒝⒟⒠の段階になって新たに加えられたもの

で、⒝⒟⒠はそれを「一心」と訳したと見るほかはない。しかるに、木村氏は、こ

れをも ekuddesa（ekoddesa）の訳と見做してしまったわけであるが、厳密にいえ

ば、ekuddesa（ekoddesa）の訳は、⒜⒞については多少断定しかねる要素も残る

が、上引の下線部分のみであると考えなければなるまい。しかも、その uddesaの

（uddesa）は、漢訳中の「学」「説」の意味も含めて、決して木村氏の意図するよう

な「（教法の）説示」の意味ではなく、「七仏通戒 」で示唆されるような patimokkh-

uddesa（pratimoksoddesa）中の uddesa（uddesa）即ち「読誦」「誦出」の意味で

なければならないのである 。従って、この観点に立てば、uddesa（uddesa）の示

唆する内容は、「七仏通戒 」同様、ekagraのように後に加えられたと思われる

“sastuhsasanamdıpayamanah(教主の教誡を明示しつつ)”中の sasana（教誡）

にむしろ近いのであって、「（教法の）説示」を指示するようなことは決してあるま

いと思われる。

では、かかる付加がいつ頃なされたかといえば、私は、ⅱの段階を経過した後

の、ⅲの段階に入ってからではなかったかと考えている。ⅱの段階で、一旦、「思

想」重視の観点から、仏教の「思想」を「習慣」に訴え徒党を組んで破壊すること

が「法輪破壊」と確認され否定されてしまえば、ⅲの段階では、「習慣」上の行事

の一致によって、自由な「思想」上の論争 が保証されたと考えられ、後は、むし

ろ「習慣」上の一致を積極的に強調することになると推察されるからである。イン

ド一般でも、例えば Bhagavadgıtaの “ekagrammanah krtva (集中凝視して)”

や“ekagrena cetasa (集中した心で)”のように用いられる ekagraは、まさに

「習慣」上の集中一致を強調する時期の言葉としては相応しいものであるが、一般

的にいえば、学派の形成が遅い根本説一切有部の律は、規律条文についても、現存

のものは、その種の言葉を含む、このⅲの時期の成立と考えられる。この観点か

ら、既に回収復元した「教団破壊条項」第10条と第11条のサンスクリット文中よ

り、先にパーリ文と並記して示した一文と見合う箇所のみを拙訳と共に引き出し

てみよう。なお、波線部分は、先のパーリ相応のサンスクリット文および拙訳中に

は無い言葉もしくは表現を示したものである。

samagro hi samghah sahitah sammodamano avivadamanah ekagrah

ekoddesaheka-ksırodakı-bhutahsastuhsasanamdıpayamanahsukhamsparsam

viharatu(というのも、教団は和合し一致し歓びあい非難しあうことなく一体となり

誦出を一にし乳と水とが一体となったようになり教主の教誡を明示しつつ快適に

安隠に生活すべきだからです）

ⅲの段階になって、いかに集団的一致が強調されるようになったかは、波線部分

が後代の付加と認めれば容易に分かることであるが、かかる一致は「習慣」上の行

事にはありえても「思想」上の論争には決してありえないことだと知ることは極め

て重要なことだと思われる。しかるに、ⅱの段階で「思想」を無視した集団的行動

による「教団破壊」即ち「法輪破壊」を禁じた説一切有部もしくはその展開として

の根本説一切有部は、ⅲの段階でも、「思想」を重視した上で「行事破壊」の定義

を採用したと考えられるので、「思想」的論争を積極的に認める意味でも「習慣」

的軋轢はできるだけ避けようとし、それが教団による教団破壊罪の提訴前に行わ

れるべく挿入された「親しく誡告されること（mrdukenajnapyamanah、別諫) 」

だったのかもしれない。他方、ⅱの段階でも、説一切有部の「法輪破壊」の定義に

もただ反撥するだけで、終始、集団的一致のみを強調した大衆部には、「思想」重

視の立場が常に本質的に欠落していたのではないかと考えられるのである。

以上で、教団破壊条項のサンスクリット原文の回収復元の傍らで、「教団破壊」

の定義変更に関する佐々木閑博士の仮設を受け止める形で提起された木村隆徳氏

の「教団和合」に関する御見解にも若干の私見を述べた。従来漠然と考えられてき

た「教団和合」にも明らかな変遷があり、それが「和合僧定義Ａ」から「和合僧定

義Ｂ」への変更であるとされた同氏による指摘は極めて有益なものである。私はこ

れに刺激を得て、ⅱⅲの段階のほかにⅰの段階もあったとする三段階説を提起し

たが、その観点から見るとき、木村氏が「和合僧定義Ａ」の段階で述べられたとす

る「六和敬法」やアヌルッダの「四項目の答弁」に関する経律の文献 は、その古

層においては「思想」も「習慣」もまだ混然とした、私のいうⅰの段階にあるかも

しれないが、後代の様々な要素も留めているような気がする 。しかし、現段階に

おいて、私は木村氏以上のことは言えないので、本稿でこの問題に明確に触れるこ

とのできなかったことについては、どうか御海容を乞いたい。
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タイトルのままに列挙しておきたい。西村実則「大衆部・説出世部の僧院生活

『アビサマーチャーリカー』 ・一～三（和訳） 」斉藤昭俊教授古稀記念論文

集『仏教教育・人間の研究』（同刊行会、2000年６月）、221－236頁、同「大衆部・

説出世部の僧院生活⑵ 『アビサマーチャーリカー』 ・四（和訳） 」石

上善應教授古稀記念論文集『仏教文化の基調と展開』（同刊行会、2001年５月）、

241－258頁、同「大衆部・説出世部の僧院生活⑶ 『アビサマーチャーリカー』

・五～七（和訳） 」『大正大学研究紀要』第86号（2001年３月）、117－129

頁、以上であるが、この中の最初のものの221－225頁に示されている西村訳が、

私のものと対応する箇所である。西村訳を知った上で拙訳を提示できたなら、誤

らなくてすんだと思われる箇所も多く、種々な観点から不明を恥じているところ

であるが、簡単な説明ですまない事もあるので、いずれ弁明を専らとする機会を

持ちたいと思っていることを記して、御海容を乞いたい。

３）Banerjee校訂本については、本文中の文献A②、および、後註６を参照された

い。Banerjee教授が、Louis Finot (ed.), “Le Pratimoksasutra des Sarvas-

tivadins”,Journal Asiatique,Ser.XI,Tome II (1913),465-558によっていること

は、脚註に示された個々の例によっても分かるが、その旨は、p.3に明言されて

いる。

４）平川彰『二百五十戒の研究』 － 、平川彰著作集、第14－17巻（春秋社、1993－

1995年）であるが、本稿に直接関係するのは であり、特に断わらない限り、本

稿ではこの （即ち、前註１）を指すこととする。

５） Second ed.に付せられている Introductionは、最初になかったものが、この段

階で書かれたようにも思われる。なお、全体を見たわけではないが、少なくとも、

本稿の関係する「教団残留罪」第10条と第11条との箇所についていえば、この

serial number 3中には foliosに混乱があり、f.30から f.22に飛んで戻る形で印

刷されている。Banerjee教授は、これらが印刷される前に、文献A②を校訂した

と思われるが、その校訂本中には folioの所在が一切示されていないので、混乱が

いつ生じたかなどは私には全く分からない。

６）実は、この刊行年は、一冊の校訂本として出版されたものについて言っている

が、これと基本的に全く同じものは、雑誌所掲論文として、The Indian Historical
 

Quarterly, Vol.XXIX,No.1 (1953),pp.162-174,Vol.XXIX,No.3 (1953),pp.

266-275,Vol.XXIX,No.4(1953),pp.363-377に先に公けにされているが、頁数

指示の便宜等のために1954年の本の方によった。なお、同じ Gilgit  Buddhist
 

Manuscripts中の serial number 2については、Lokesh Chandra,“Unpublished
 

Gilgit Fragment of the Pratimoksa-sutra, Wiener Zeitschrift fur die Kunde
 

Sud-und Ostasiens,Band IV (1960),pp.1-11があるが、これには「教団残留罪」
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１）P.ed.,No.1032,Che,187b7-8による。義浄訳については、平川彰『二百五十

戒の研究』 、平川彰著作集、第14巻（春秋社、1993年）、367頁参照。また、「僧

残法」についての他の律の規定、および、それらについての考察に関しても、平

川同上書、357－381頁を参照されたい。なお、チベット訳に基づく拙訳中、「その

罪は、教団によって提訴されるが」とした箇所のチベット訳は“ltung ba de dge

’dun las rnam par ldang bar’gyur gyi”であるが、“rnam par ldang bar’gyur”

を「提訴される」と訳した根拠は特になく、この訳には自信がない。「個人（pud-

gala）」と対比されている「教団（samgha）」に密接に関わる場合と解釈し、内容

上から推してかく訳したものにすぎない。

２）拙書『仏教教団史論』（大蔵出版、2002年)、229－250頁参照。なお、この問題

と直接の関係はないが、この拙書刊行後に知った二点をこの場を借りて補足して

おきたい。同上拙書、296－316頁で試みた Schopen教授説に対する批判のうち、

sakyabhiksu/-bhiksunıおよび paramopasaka/-opasikaを大乗の構成員に特定した

呼称とすることには無理があるのではないかとの私見と同じような見解に立って、

より詳細な批判を展開した論稿が最近公けにされた。L.S.Cousins,“Sakiyabhikk-

hu/Sakyabhikkhu/Śakyabhiksu:A Mistaken Link to the Mahayana?”,Nagoya
 

Studies in Indian Culture and Buddhism:Sambhasa,vol.23(2003),pp.1-27が

それである。また、同上拙書126－129頁で訳出して示した『摩訶僧祇律』「明威儀

品」の原典和訳については、西村実則氏に既にその訳出成果のあることを、拙書

刊行後かなり経て知ったので、ここに、その件をお詫びと共に記しておきたい。

私は、拙書刊行より間もなくして刊行された、櫻部建博士喜寿記念論集『初期仏

教からアビダルマヘ』（平楽寺書店、2002年５月、奥付からみると先だったような

気もするが、確か奥付よりも遅れたのではないかと思っているものの、誤解だっ

たら御海容を乞いたい）、73－84頁により、西村実則「大衆部・説出世部の僧院生

活⑷ 『アビサマーチャーリカー』 ・八～十（和訳） 」のあることを知

ったのであるが、この御論文から、直ちに、同論⑴⑵⑶の所掲誌を知ることはで

きなかった。しかし、その気になればすぐ検索できるのではないかと思って打ち

過ぎていたものの、年も改まって実際腰を挙げてみると、私一人の力だけではな

かなか検索の困難なことだけが分かった。止むなく、最も安易な方法で、御本人

にお願いしてみることにした結果、2003年２月10日付の私の依頼に対して、２月

15日付のお手紙と共に、直接関連する⑴のみではなく、⑴－⑷全ての抜刷をお送

り下され、私はそれらを２月15日に受け取った。ここに、改めて深謝申し上る次

第であるが、上に、⑴－⑷としたのは、分かりやすくするため、私が便宜的に付

した⑴も含まれているゆえ、以下には、煩を厭わず、前出の⑷以外の三篇をその



第10条と第11条とは含まれていないので、ここでは省略されている。

７）以上は、「教団残留罪」第10条と第11条に関係するところをざっと拾い上げてみ

たもので、見落しがあるかもしれない上に、詳細に検討され終ったものではない

ことを卒直に白状しておきたい。

８）関連チベット訳については、いちいち断らないので、ここに記しておくが、『大

谷大学図書館蔵西蔵大蔵経甘殊爾勘同目録』（大谷大学図書館、1930－1932年）を

断えず参照させてもらっていることは言うまでもないことである。

９）これの国訳については、西本龍山訳『根本説一切有部毘奈耶』国訳一切経印度

撰述部、律部19（大東出版、1933年）、281－298頁を参照されたい。

10）これの国訳については、同じく、西本龍山訳『根本説一切有部毘奈耶破僧事』

国訳一切経印度撰述部、律部24（大東出版、1934年）、247－261頁参照。この義浄

訳『破僧事』中には恐らく義浄訳出後に生じたであろう大きな巻序の乱れのある

ことが既に西本龍山師によって指摘されている（同、５－６頁）が、本稿関係箇

所ではそのことを考慮する必要はない。

11）木村隆徳「僧伽の和合精神」阿部慈園博士追悼論集『仏教の修行法』（春秋社、

2003年）、47－66頁参照。私はこれを本年１月31日（金）に同氏が上京した折に直

接拝受する機会を得た。刺激を与えてくれた同氏に感謝申し上げたい。

12）前掲拙書（前註２）、31－58頁参照。

13）私が「三段階説」を明確な形で述べるのは本稿が初めてである。しかし、前掲

拙書（前註２）、55頁、註19で「佐々木博士がsamgha-bhedaの後に下線を付して

示した cakra-bhedaは、私には、まるで前者を言い替える後世の付加を物語って

いるかのように見てしまう」と私が記した時、私の念頭には、教団がデーヴァダ

ッタ事件を「思想」的な意味で明確に把握する以前には、漠然とした和合を前提

にしたsamgha-bhedaの規定の時期があったのではないかとの想いがあったこと

は事実である。それゆえ、私には、samgha-bheda→ cakra-bheda→ karma-bheda

という順序はその時からあったのであるが、それを明確な形で意識せざるをえな

いようにさせてくれたという意味でも、木村隆徳氏には感謝したい。

14）拙書『法然と明恵 日本仏教思想史序説 』（大蔵出版、1998年）、394－395

頁、同『唯識思想論考』（大蔵出版、2001年）、20頁参照。

15）この語は、他の箇所でも、ほぼ一致して samadhayaと記されているが、なんら

かの勘違いがあったと見做して samadayaに統一して改めた。写本も samadaya

と読めるようであるし、他律の対応箇所でも samadayaを支持するような形であ

る。なお、他の箇所については、一いち断らずに改めた。

16）私が〔samagro hi〕 samghah sahitahとした箇所の Banerjee校訂本には、

“〔samagro〕samgha-sahitah”とあるが、hiは、他律の対応箇所から判断しても、

理由を表わす語としてあるべきと考え補ったし、その後のsamgha-sahitahは、

samghaが以下の諸語に対しても主語であるべきと考え、複合語ではない一語の

主格と見做して改めた。写本 f.30,l.6も、それを支持するようにも見えるが、私

の力で判読できるほど鮮明ではない。

17）校訂本には“vivadamanah”とのみあるが、あらゆる状況からみて、

avivadamanahとなければならぬ箇所である。恐らく、avagraha記号が飛んでし

まった結果生じた誤植とみて、avagrahaを表わす apostropheを補った。

18）私が ekagrah ekoddesahとした箇所の Banerjee校訂本には“ekagra-

dharmoddesah”とある。しかし、後にみるように、ekagraは後の挿入であるか

ら、主格を示す独立した語と見做した方がよいと判断したことと、次語に dharma

とある痕跡はいずれの資料中にも見出しえないこととにより、上記のように訂正

した。なお、写本 f.30,l.6も、私の訂正したごとくに読めそうにも見えるが、必

ずしも鮮明ではない。

19）校訂本には“sastu darsayamanah”とあるが、他律によって支持される読みでは

ない上に、写本も f.30,l.6の最末尾より、通常の６行の欄外に短く添えられた、

l. 7へかけてにおいて、私が読もうとしたように、“sastuh sasanam

dıpayamanah”とあるようにも見える。しかし、たとえ鮮明ではない面があるにせ

よ、dıpayamanahとあったことは他律によっても支持されるところである。

20）校訂本には“viharamtu”とあるも、誤植とみて viharatuと改めた。写本 f.20,

l. 1も“ha”とあるか“ha”とあるかは微妙であるにせよ、ここはかなり鮮明に訂正

を支持する。

21）校訂本には“samgha-bheda-karanam”とあるが、写本 f. 20, l. 1で、線で消さ

れたように見える後半を含めても、比較的はっきりとsamgha-bheda-karamと読

める箇所であり、この読みに従って訂正した。

22）私が tad eva vastu prati〔nihsrje〕dとした箇所の Banerjee校訂本には、“tath-

aiva vastu samadaya〔pragrhyatisthet〕suddhas tu prati〔nihsrje〕d”とあるが、

この読みを支持するものはないので、私が判断した読みに従って上記のように改

めた。Banerjee教授は、自分のpragrhya tisthetの補いに、チベット訳に rab tu
 

bzung ste’dug naとあることを根拠にしているが、これはこの箇所に対応するチ

ベット訳ではない。私がこの註の初めに示したサンスクリット文に対応する箇所

のチベット訳には単に“gzhi de gtong na”とあるにすぎない。要するに、Banerjee

校訂本には、上記の補いを含めて、samadaya〔pragrhyatisthet〕suddhas tuの

部分が余計なのである。また、写本の対応箇所である f.22,l.1の終りから l.2に

かけては、スペースから判断して、これらの語を容れる余地はない。勿論、鮮明

に見える箇所ではないが、そこは、私の復元を支持するようにも読めるのである。
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23）この「望むべきです」と直前の「望もうと」に当る回収サンスクリット語は

rocayantuであるが、回収先の文献C①では、呼格のayusmantahしかないので問

題はないのであるが、回収したこの文献には yuyamがあったと想定しなければ

ならない上に、人称代名詞に呼格がないとすれば、rocayantuは、二人称に応じて

rocayataなどに改めた方がよいとも思うのであるが、一応回収したままとしなが

ら敢えてかく訳したことをお断りしておきたい。因みに文献C①, p. 82, l. 26で

は、その前行に yuyamがあるためか、やはり rocayataとなっている。

24）この箇所に相当する回収サンスクリット語は sametuであるが、samentuとあ

りえたかもしれないことは、本稿第４節の本文中に示した説出世部律のサンスク

リット文によって知られる。しかし、私は、敢えて回収先のサンスクリット文と

同じものを想定した。ここでは、これ以下の文におけると同様に、単数主格の

samghaが主語であると考えられるからである。

25）Vinayavibhanga、チベット訳、D.ed.,No.3,Cha,10a6-b4:P.ed.,No.1032,

Je,9b3-10a1.なお、この第10条に関する他律の条文解釈については、平川前掲書

（前註１）、503－505頁を参照されたい。

26）デーヴァダッタに従った、以上の４人および彼らによる教団破壊については、

前掲拙書（前註２）、40－41頁参照のこと。

27）こうしてチベット訳とサンスクリット原文とを並記すると、特に後者に対して

は、主語で訳されていないことが奇妙に目立つかもしれないが、両語の違いで致

し方ない。実際上からいえば、私のはチベット訳に従ったような訳し方になって

いるわけであるが、これは直後の「比丘」の場合も同様である。

28）この箇所と対応する箇所の義浄訳（大正蔵、23巻、704頁中、10行）では、これ

と対応する語は「別諫」と訳されている。しかるに、その義浄訳のこれ以前にも

「別諫」は用いられており、西本国訳では、その初出箇所の脚注（290頁、註４）

で「僧伽作法とせずして二三人して屛処にて諫むるなり。別は別人（二三人以下）

の意なり。」と説明されているが、必ずしも明確な用語ではないようである。一

方、チベット訳中の“bzhams te bsgo ba”については、Jaschkeの辞書、p. 483,

col.leftで bzhams bsgo byed paに対して“to remind of,to call to mind”の訳語

が与えられ、『蔵漢大辞典』、2435頁左では bzhams bsgoに対して“⑴ bslab bya

’jam por byed pa/温言規勧、教訓。⑵ dran bskul lam gzhen’debs pa/促使、

推動。”との説明がなされている。ところで、これに対応するサンスクリット原典

の存在は知られていないが、既に述べているように、これとほぼ相応する『破僧

事』には、その原典として、文献C①があり、その p. 80, l. 1には、bzhams te
 

bsgo ba中、最も問題となる bzhams teに対応する語が“mesakena”と出、同、

脚註１で、意味不確かとされた上で、チベット訳には訳されていないとあるが、

そのようなことはなく、上述のごとく、bzhams teがこれに対応するわけである。

そこで、義浄訳に示される「別諫」の「別」にあまりこだわらないことにして、

素直にチベット訳を見る時には、Jaschkeの辞書 p.482,col.rightが、上引の直

前に bzhams paに対して最初に示している、to stroke, to coax, caress, to
 

appease,to pacifyの意味でよいのだと思う。勿論、bzhams teは「（手で）やさ

しくなでて」というような具体的意味は失っているであろうが、表沙汰にならな

いように、「親身になって」「やさしく」「親しく」（bzhams te）「誡告すること」

（bsgo ba）を意味していたのではないか、と考えて一応の訳を与えておいた。そ

の「親しく」に当るサンスクリット語がmesakenaであるとすれば、これを新たな

用語として登録する必要があろうが、bzhamsが’jamでありえた可能性も考慮

し、Mvyut. no. 446の例から、ここではmesakenaをmrdukenaに改めてみたが、

結局は改めない方がよかったということになりそうな気もする。いずれにせよ、

義浄訳の「別」は「表沙汰にならないように」との意を取って「別」としたと考

えられ、国訳者の説明も、その意訳に対する解釈と見做した方がよいと思われる。

29）ここで、「その思想を放棄したならば」と言われている「その思想」とは、確か

に「思想（lta ba,drsti、見）」には違いないけれども、この場合の「思想」とは、

デーヴァダッタ事件に象徴されるデーヴァダッタのように「習慣（sıla）」至上主

義に立った cakra-bhedaを企てる側の「思想」無視の「思想」も確かに一面では

「思想」と言いうるという意味での「思想」である、ということに留意しなければ

ならない。それは、仏教が否定する五見の一つである「戒禁取見（sıla-vrata-

paramarsa-drsti）」も確かに「思想（drsti、見）」には違いないのと同じことであ

る。佐々木閑『インド仏教変移論 なぜ仏教は多様化したのか 』（大蔵出

版、2000年）、355頁に紹介されている Gnoli(ed.),Sanghabhedavastu,II,p.203の

教団破壊の五因中の第三、“arbude anutpannesangho na bhidyate drsty-arbude
 

vasılarbude va（腫瘍のような思想もしくは腫瘍のような習慣が生じていないと

き、教団は破壊しない)”も、このような意味に受け取られるべきであろう。

30）この訳文のままでは「放棄しなかった」の同語反復で註釈の意味をなしていな

いように感じられると思うが、原文での本来の形態では、nih-SRJを prati-nih-

SRJで説明するようなことが行われていたのではないかと思う。しかし、実際には

写本中にも認められる本文に prati-nih-SRJがあるので、後に、本文の方へ prati

が挿入されたのかもしれない。

31）議案承認の可否を三度繰返し「確認報告（jnapti）を第四（caturtha）とする審

議（karman）」という意味。「白四 磨」については、佐々木閑『出家とはなにか』

（大蔵出版、1999年）、41頁、76－77頁を参照されたい。

32）「前述のごとく」とは、本稿本文の註１下に引用した箇所を指す。
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33）この文の後にあることが予想される、本文中のこれより先に示した、チベット

訳中の下線部分４に相応する文が義浄訳には見られない。しかし、この相応文を

欠如する義浄訳の形態の方が、『破僧事』のサンスクリット原典を考慮に入れうる

とすれば、あるいは古さを保存しているのかもしれない。そのサンスクリット原

典の欠如部分については、後註36参照。

34）a s:p.80,ll.2-7;1 s:p.81,l.27-p.82,l.2;6 s:p.82,ll.3-6;2 s:p.82,ll.19-25;

3 s:p.83,ll.32-36;5 s:p.84,ll.21-26.求められるべき箇所は以上のみではなく、

同文は他にも見出しうるのであるが、できるだけ、一連のまとまりある中より抽

出できるよう工夫したつもりである。引用表記に当っては、各個有名詞の第１字

を大文字に改めたり、ハイフンを加えたりしたことのあることに御海容を乞いた

い。しかるに、ｍやｍなどの表記に関しては、誤植かと想われるものも、改めず

そのまま示した。

35）a t:D.ed.,165b4-6,P.ed.,158a8-b1;1 t:D.ed.,166b6-167a1,P.ed.,159a8-b2;

6 t:D.ed.,167a1-2,P.ed.,159b2-3;2 t:D.ed.,167a6-b1,P.ed.,159b8-160a2;3 t:

D.ed.,168b1-3,P.ed.,160b8-161a1;4 t:D.ed.,168b2-3,P.ed.,161a1;5 t:D.ed.,

169a7-b2,P.ed.,161b5-6.

36）この相当文がサンスクリット原典に欠如しているのは、前註33で指摘したごと

く、義浄訳にもないことから判断すれば、却って古型を保存していることを示し

ているのかもしれない。

37） anuvartinımとしたのは校訂本のままとしたからであるが、p.82, ll. 29-30の

同文箇所にはanuvartanımとあり、こちらの方に従うべきかもしれない。

38）平川前掲書（前註１）につき、イは、475頁、ロは、519頁によるものである。

39）原文は、Anantalal Thakur(ed.),Pratimoksasutram of the Lokottaravadimaha-

sanghika School,Tibetan Sanskrit Works Series,No.16,Patna,1975,p.10に

よる。因みに、これに対する平川訳は、順次に、平川前掲書（前註１）、498頁、

512－513頁に示されているので参照されたい。

40）この一文の原文は“te bhiksubhiksuhievamasya vacanıya”であるが、bhiksu

はbhiksuの誤りとみて訳したが、asyaのここでの正確な機能が私には分からない

ので、あたかもなきがごとくに訳していることをお断りしておきたい。

41）この ekagraの意味については、Monier-Williams,A Sanskrit-English Diction-

ary, p. 230, col. 1を必ず参照されたい。その出典の指示に従って、ここに、

Manusmrti I-1のみ示しておけば、次のとおりである。“manum ekagram asınam
 

abhigamya maharsayah/pratipujya yatha-nyayam idamvacanam abruvan//

（偉大な仙人たちは、一体となって坐っているマヌに近づき、規則どおりに供養し

て、以下の語を語った。）”がそれであるが、Mahabharataについては、個々の典

拠は示されていないので、私が調べた限りでの Mahabharata中の Bhagavadgıta

についていえば、VI-12,XVIII-72を参照されたい。

42）この件については、前註33、36下の本文、および、それぞれの註を参照された

い。後世の付加であることを特に論証したわけではないけれども、義浄訳にない

ということは、その可能性を高めていると思われる。

43）「隨犯隨制」の問題については、平川前掲書（前註１）、107－115頁を参照され

たい。

44）Monier Monier-Williams,Buddhism,in its connexion with Brahmanism and
 

Hinduism, and in its contrast with Christianity,New York,1889,p.541.

45）Monier-Williams,ibid.,pp.541-542の脚註参照。ここに、実際的な観点から、

『小品』の問題の箇所を、今容易に参照可能なもので示しておけば、The Vinaya
 

Pitakam,II (P.T.S.,Oldenberg ed.),p.114,pp.137-138:南伝蔵、４巻、175－

176頁、209－210頁であるから、これらについて、２つの具体例を確認されたい。

46）これら第１条より第５条までについては、平川前掲書（前註１）、381－436頁を

参照されたい。

47）文献A②.p.9,l.10.

48）以上の私見については、前掲拙書（前註２）、59－88頁、399－423頁を参照のほ

か、両種の菩薩の問題については、拙稿「出家菩薩と在家菩薩」村中祐生先生古

稀記念論文集『大乗・菩薩研究』（出版社と出版年の予定未定）をも参照された

い。

49）この「頭陀」讃美の延長線上に、所謂「大乗仏教」があり、そこでの「童真

（kumara-bhuta）」重視の思想もあるというのが私の考えであるが、これについて

は、前掲拙書(前註２）。193－196頁を参照されたい。

50）本稿は、大乗仏教の起源を論ずることを意図したものでは全くないが、北西イ

ンドの伝統的仏教教団の僧院主義の滲透していく過程で、これに反撥する隠遁主

義的反動が大乗仏教を生み育て、そこに苦行者的「出家菩薩」とそれを経済的に

支援する王族や富裕層からなる「在家菩薩」との差別的役割分担が進んだという

考えを提起している私からみれば、その私見に触れずに、森林住者（aranyaka）

や常乞食者（pindapatika）である“Forest-Dwellers”に殊更意味ありげに論ずる最

近の「大乗仏教起源説」には大いに不満である。平川彰博士は、主として律の上

から「在家菩薩」は伝統的仏教教団とは別に存在していなければならないとの仮

説を提起されたわけであるが、私は、vaiyavrtyakaraなどの出家比丘の役目を考

慮すれば、律の上からも伝統的仏教教団が「在家菩薩」を受け容れ、かつ、一見、

教団外にいたかに思われる「出家菩薩」も伝統的仏教教団の管理下にあったと主

張しているからにほかならない。私は平川博士の「大乗仏教在家教団起源説」に
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対して、「大乗仏教出家教団起源説」を提起したつもりであるが、この両説以外に

「大乗仏教周辺地域起源説」のようなものが、根本的な意味で成り立ちうるものか

どうか、私には甚だ疑問なのである。かかる感想をもったのは、今年５月16日（金）

に日本教育会館で開催された、「第48回国際東方学者会議」、シンポジウム 「大

乗仏教、その起源と実態 近年の論争と、最近の研究成果から」の資料を、そ

れに出席された石井公成博士より、Paul Harison, “Mediums and Messages:

Reflections on Production of Mahayana Sutras”所掲の小冊子については同５

月20日（火）に、Noritoshi Aramaki. “Toward a New Working-Hypothesis
 

on the Origin of Mahayana Bnddhism  An Attempted Criticism of Some
 

Eight Misconceptions ”を含む数点の同上学会配布資料については同５月27

日（火）に、頂戴したことが機縁になっている。石井公成博士には心から感謝申

し上る次第である。なお、この学会とは別事であるが、Harison教授が問題とし

ている Reginald Ray教授の著書を批判したものに、佐々木閑「アランヤにおけ

る比丘の生活」『印仏研』51－２（2003年３月）、812－806頁があるので、ここに

付記しておきたい。

51）佐々木閑博士の問題提起については、佐々木前掲書（前註29）、42－43頁、57－

123頁、これに対する私見については、前掲拙書（前註２）、32－42頁を参照のこ

と。なお、デーヴァダッタ流の「習慣」至上主義の「思想」もまた「思想」には

違いないことについては、前註29も参照のこと。

52）平川前掲書（前註１）、23頁では、「二百五十戒の条文は諸律によって若干の違

いがあり、そこに新古の層が認められるので、なるべく多くの資料を比較研究し

て、仏陀在世の時代とまではいかなくとも、それに近い時代、少なくとも上座・

大衆の根本分裂以前の「戒律の実際」に迫らんと考える」と述べられているが、

私は、基本的にこれに同ずるものである。

53）木村前掲論文（前註11）、55頁。

54）パーリ文は、The Vinaya Pitakam,III (P.T.S.,Oldenberg ed.),p.172によ

る。これに合わせて示した想定サンスクリット文は、基本的に、本文、第２節の

始めに示した復元サンスクリットの相当箇所より、パーリ文と対応するものを引

き抜いて構成したものである。木村隆徳氏は、主として第10条について論じてお

られるが、この一文は、第11条においても同文なので、この問題は第11条の場合

にも適用しうること、言うまでもない。

55）木村前掲論文（前註11）、52頁。

56）⒜は、大正蔵、22巻、1016頁中、⒝は、同、195頁中、⒞は、同、550頁中、⒟

は、大正蔵、23巻、471頁下、⒠は、大正蔵、24巻、501頁下による。

57）この問題については、拙稿「七仏通戒 ノート」『駒沢短期大学仏教論集』第１

号（1995年10月）、224－181頁を参照されたい。

58）ここにいう「論争」の原語を仮りに vivadaと想定した上でいえば、仏教の「思

想」の面では、自由な「論争（vivada）」が当然肯定されなければならないにもか

かわらず、実際の仏教の文献では、「習慣」の面から vivadaに否定的な表現を示

したものが多いように思う。その有名なものの一つに数えてよいものに

SuttanipataのKalaha-vivada-suttaがあるが、その877頌に関して、中村元『ブッ

ダのことば』（岩波文庫、1984年改訳版）、395頁では、「同様のことを叙事詩でも

説く（MBh.XII,320,187）」と述べられている。重要ゆえ、これを Mahabharata

に確認してみようと思ったが見つからないので、間違いかと思い、矢島道彦編

「Suttanipata対応句索引」『鶴見大学仏教文化研究所紀要』第２号（1997年３

月）、78頁で調べてみても、記載は同じであった。止むなく直接矢島氏に手紙でお

伺してみたところ、それは所謂 Bombay ed.によったもので、Poona Critical ed.

では、MBh.XII,308,188であるとお葉書（速達）にて即答を得た。今年３月16

日（日）のことであるが、ここに記して深謝申し上げると共に、その頌を示して

おけば、“na varga-stha bravımy etat sva-paksa-para-paksayoh/mukto na
 

mucyate yas ca santo yas ca na samyati//”である。この時、vivadaが気にな

ったのは、石井公成「禅宗の先駆 求那跋摩三蔵の伝記と遺 」田中良昭博士

古稀記念論集『禅学研究の諸相』（2003年３月）、63－84頁を、ちょどその頃、御

本人より頂いて、Lankavatara,Nanjio ed.,p.219,V-3に「主張（pratijna）」と

「論争（vivada）」とが否定的に描かれているのを再認識する機会があり、

Suttanipataを検索してみる気になったからにほかならない。この vivadaの問題

は、私の想定するⅰの段階を考える時に、種々の困難をもたらすことが予測され

るのであるが、本稿でこの点に深く触れる用意はない。

59）Bhagavadgıtaの処在については、前註41の末尾を参照されたい。

60）この「別」に当るサンスクリット語はmesakenaとすべきかもしれないし、この

関連語義が確定されたわけでもないが、対応チベット訳や、義浄訳の「別諫」の

意味も含めて、前註28を参照されたい。

61）木村前掲（前註11）、59－62頁、および、65－66頁、註36、41を参照されたい。

62）前註61で指摘される文献につき、木村隆徳氏が触れていない訳註成果を挙げて

おけば、Dıgha-nikaya、第33経Sangıti-suttanta相応の『長阿含経』「衆集経」に

関しては、三枝充悳・森章司・菅野博史・金子芳夫校註『長阿含』 （大蔵出版、

1993年）、307－322頁があり、Majjhima-nikaya、第48経Kosambiya-sutta、同、

第104経 Samagama-suttaに関しては、順次に、片山一良訳「コーサンビヤ経」『中

部（マツジマ
ニカーヤ）根本五十経篇』 、パーリ仏典、第１期２（大蔵出版、1998年）、382－

391頁、同「サーマガーマ経」『中部（マツジマ
ニカーヤ）後分五十経篇』 、パーリ仏典、第
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１期５（大蔵出版、2001年）95－110頁があるので、参照されたい。これらは、vivada

や kalahaなどを問題とする点で共通したものであるが、vivadaに否定的である

という点より、私は、これらの文献が、基本的には vivada等を「習慣」的立場か

ら禁じた、まだ、ⅱの段階の意識されていないⅰの段階に属するものと考えてい

るわけであるが、この問題は、前註58で見た Suttanipataに対する判断とも関連し

てこざるをえないものである。しかし、本稿では、これ以上の考察の及ばないこ

とを卒直に白状しておきたい。

（2003年６月３日）

〔付記〕本稿にとって Bhagavadgıtaは必ずしも根本的な資料ではないが、ちょうど、

この初校ゲラの校正に入る直前に、畏友、高橋壯氏より、同氏の和訳「『バガワッド・

ギーター』 その一 、 その二 」『名城大学人文紀要』第71集（2002年12

月）、19―60頁、第72集（2003年３月）、79―113頁が恵与されたので、ここに感謝と

共に記しておきたい。本稿、註41に記した２箇所については、順次に、高橋訳、54

頁、28―12、112頁、40―72がそれらに相当する。私個人としては、これと一緒に送

られた、高橋壯「佛滅年代論を今思ふ」瓜生津隆真博士退職記念論集『仏教から真

宗へ』（2003年３月）、17―34頁（横）の方により興味を覚えるが、ここにこうして

記せるのもたまたまの縁であると思う。よき縁に感謝したい。

（2003年８月４日）

―428― ―427―

教団破壊条項考（袴谷） （ ）38 教団破壊条項考（袴谷）（ ）37


