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Nettipakaran. aの末文に対する
Netti-at.t.hakatha-での説明について

古　山　健　一

１．はじめに

浩瀚なパーリ語典籍群の中でも独特の色彩を放つものに、Nettipakaran. a

（以下Nett）がある。Nettは、“netti”と名付けられるところの、聖典解釈の指針を

主題とする論書である。パーリ語典籍中には、N e t tと同じ主題を扱う

Pet.akopadesa（以下Pet.）があり、説相を異にする部分を含んではいるが、Nett

とは姉妹書的な関係にある。Nettは、Pet.とともに、パーリ文献の分類論では、

“post-canonical”や“para-canonical”、“extra-canonical”といった位置づけがなされてい

る。Nettは、広く読み親しまれた典籍ではないが、一部の学僧にはその有用性

が知られていた(1)。古くからNettの研究が盛んなミャンマーにおいては、三蔵

の小部に収められている(2)。しかしながら、Nettには外来的な文献と見られる

要素が少なからず含まれており(3)、〈テーラワーダの伝統にまったく根ざしていない〉(4)と

の評言もなされている。もともとNettは外来的な文献であったのであろう。イ

ンドのどこかで編纂され(5)、恐らくは南インドのテーラワーダを経て、スリラ

ンカのテーラワーダに伝えられたのではないかと思う(6)。

この“netti”（＜√n ：to lead , guide , conduct , direct , govern）とは、聖典解釈の指針

の意である。この指針は、仏陀の教法を“vyan~jana”（表現、形式）と“attha”（意味、内

容）の二方面において探求させ、教法に開陳される染・浄（不善・善、迷・悟）の

意味するところを誤りなく把捉させ、〈経が経の如く〉（suttam. yatha-suttam.）［Nett R
e

1(San
.
gahava- ra v.5)］となるようにし、教法の核心である四聖諦の洞察へと導こう

とするものである。この指針は、六つの“vyan~jana-pada”（経の表現様式）と六つの

“attha-pada”（経の意味様式）、十六の“ha-ra”（表現の構造理解）、五つの“naya”（意味、染・浄

の方向性の導出）、十八の“mu-lapada”（染・浄の基本項目）により、体系立てられている。

Nettの末文には、〈以上でnettiは完成した、それは大迦旃延が説き、世尊が随喜し、根本合誦

（第一結集を指すと考えられる
(7)
）で合誦されたものである〉[R

e
193] 

(8)とある。ここには、こ
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の“netti”のconceptが釈尊在世時の仏弟子として知られる大迦旃延（Maha-kacca-yana

／Maha-kacca-na）の所説にあるとし、また、その所説は釈尊の承認を得た仏説と

同等のもの(9)であることが示されている。この末文はまた、その“netti”を主題と

するNettが正統な仏典としてのauthenticationを有していることをも示唆する

ものとなっている。

この末文であるが、その内容は、テーラワーダにおいて無条件には受け入れ

られるものではなかったようである。その理由がNettの外来性に指摘できるか

は確言できないが、末文の信憑性を首肯させるような、それなりの「説明」が

必要であった。Nettの一次義疏Netti-at.t.hakatha-（以下Nett-a） ― これはNettの

テーラワーダにおける受容と消化（同化、伝統化）に大きく寄与したものである―

には、このような「説明」（具体的には「議論」）が見られるのである。

この小論では、Nett-aに見られるこの「説明」を紹介し、若干の考察を加え

る。研究ノート的な性格のものではあるが、既出の拙稿(10)に続くものとして、

特にNettのテーラワーダ仏教の伝統への受容における様相を明らかにできれば

と思う。

２．Nett-aにおける当該箇所の和訳

Nett-aは、南インドのDhammapa-la（A.D.5-6c頃）が著したNettの最初の註釈書

である。同書には、序文として「著述道機論」（gantha-rambhakatha-）が付されてい

る。これは、冒頭にある十五詩句の序偈とその後の散文部から成る。

その序偈の中には、〈nettiは、彼（大迦旃延）によって説かれたものであり、師によって随

喜されたものであり、常に教法に依拠しているもの、九分教の意味を解釈するものである〉［Nett-a

B
e

2（v.9）］との詩句がある。そして、散文部においては、この詩句の下線部で

示した部分の内容をめぐる議論がなされている。それは次のようなものであ

る。

ここで言った（ettha-ha）
(11)
、「このNett（Nettippakaran. a）は、大弟子により説かれたもので

あり、世尊によって随喜されたものである」と。このことはどのようにして知られるのか。本

文（pa- l.i）からにほかならない。なぜなら、本文（pa- l.i）の他に典拠（pama-n.a、「認識基準」と

も訳しうる）はないからである。確かに（hi）、四大教法に違背しない本文（pa- l.i）が典拠

（pama-n.a）である。さらには（tatha- hi）、非難されることのない阿闍梨相承によってPet.
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（Pet.akopadesa）が〔伝承されている〕ように、このNett（Nettippakaran. a）は伝承されてい

る。そうであるのなら、どうしてこれには因縁（nida-na）が述べられていないのか。弟子が説

いたものであっても、Subha-sutta（スバ経）、Anan
.
gan. a-sutta（無穢経）、Kacca-na-sam. yutta

（迦旃延相応）などには、因縁が語られているか。まったく語られていない。弟子が説いたもの

であれ、仏が説いたものであれ、Pat.isambhida-magga（無碍解道）、Niddesa（義釈）などや、

Dhammapada（法句）、Buddhavam. sa（仏種姓）などには因縁が説かれていないが、それだ

けのことでこれらが典拠とならないもの（appma-n. a）にはならないのであり、この場合もこ

のように見られるべきである。／ところで、「経と律の因縁というものは、「法の宝庫」（＝

A
-
nanda）やUpa- li長老をはじめとする、大弟子たちだけによって語られるが、これ（因縁）は

大弟子により説かれているのである。この検討（vica-ran.a-）が長老（大迦旃延）以外の者を対

象者としていないからである」という、この因縁の究明は不要であり、この場合は文意

（attha）だけが究明されるべきである。それ（文意）が本文（pa- l. i）に違背しないものである

からである。あるいはまた、聖典（pa- l. i）の意味を解釈するもの（attha-sam. van.n.ana-）である

から、この論書に、別に、因縁の言葉の必要性（nida- navacanakicca）はないのである。

Pat. isambhida--magga、Niddesaのようにと見られるべきである。［Nett-a B
e
3-4］

冒頭の点線で示した部分の内容は、前引の序偈下線部のそれにほかならない。

この議論では序偈で言うところの典拠が案件となっている。しかしながら、後

に述べるように、前引の序偈下線部は、Nettの末文の内容でもある。ゆえに、

この議論は必然的にNettの末文の信憑性をめぐるものとなり、そこにおいては、

その信憑性を首肯させるための「説明」が展開されることになる。

３．Nett-aにおける議論の考察

前引の序偈下線部の典拠は何かとの問いに対して、Dhammapa-laは、その典

拠は「本文」（pa- l. i）であると回答している。ここに言う「本文」とは、Nett-a

の註釈対象であるNettの文を指すものと見るのが自然であり、具体的にはNett

の末文を指すものと断定してよい (12)。先述のように、序偈下線部の内容は

Nettの末文と変わらないからである。

Dhammapa-laは、Nettの「本文」に基づいて序偈を記したと述べるのである

が、それだけにとどまらず、この「本文」は「四大教法」（catu-maha-padesa）
(13)に

違背しないものだとも述べ添えている。「本文」は既存の経・律に照合して合
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致したものであり、「本文」は信頼に値する「典拠」であると主張するのであ

る。Dhammapa-laが、このようにNettが「四大教法」に違背しないと、わざわ

ざ言葉を加えた理由は、Nettの末文の信憑性 ― それは“netti”の仏説性と、Nett

の仏典としての正統性に対する信憑性でもあるが ― を怪しむ声が、当時のテ

ーラワーダ内に存したからであったと思われる。

ところで、Nettの末文が「四大教法」に違背しないのであれば、このことが

具体的にどの経・律から証明できるのかということになるが、このことに関し

ては議論の中に言及がない。これでは論証が不十分となる。

Dhammapa-laは、この議論の契機となっている序偈の詩句（v.9）の直前にお

いて、〈最上の大弟子は、「略説を分別（解釈）する者たちのうちで、彼は第一である」と、そのよ

うなお方（世尊）によって、その最高位に置かれた。六神通があり、自在を得ており、無碍解の開花

した大迦旃延長老は、正自覚者により絶賛された〉［Nett-a Be 1（vv.7-8）］と述べている。パー

リの経には、大迦旃延は略説分別の第一人者として釈尊から賛辞が与えられた

とする記述 (14)が見られる。この序偈下線部は、それを知っている者にはこの

ような経の記述に依拠したものであることが自明である。そのことは経に通じ

ていたと考えられる対論側（末文の内容に疑問をなげかける者ら）にも周知のことであ

ったと思われる。そして、この経に伝えられる大迦旃延が略説分別の第一人者

であったということと、大迦旃延が聖典解釈の指針である“netti”を説いたとい

うことは、蓋然的に結びつけうるであろう。Dhammapa-laが、特にその証明を

なさずに、「四大教法」に違背しないとする主張のは、この序偈（vv.7-8）をす

でに付しているからなのかもしれない。

しかしながら、パーリの経・律において、それを暗示しうるものは見出せて

も、大迦旃延が“netti”を説いたことを明示する記述はどこにも無いのであるか

ら、「四大教法」に違背しないとの主張は、先述のように、あくまで蓋然的な

ものである。これでは、「本文」は信頼に値する「典拠」であることを対論側

に納得せしめる決定打とはなりえない。

Dhammapa-laが、Nettは非難されることのない阿闍梨相承（a-cariya-parampara-）

によって伝承されたものであると、さらに言葉を加えるのには、このような自

説の弱点を補強する意図があるのではないかと思われる。ここでは、伝来の信

頼性という観点から、「本文」が信頼に値する「典拠」であることを主張して

いる。

この主張において注目すべきは、Pet.を引き合いに出している点である。議

― 471 ―



Nettipakaran. aの末文に対するNetti-at.t.hakatha-での説明について（古山）（67）

論においては、対論側が是として認める事物を引証として自説を展開しなけれ

ば、自説に説得効果を持たせることはできない。このことを勘案すると、ここ

で引き合いに出されるPet.は、当時のテーラワーダ内で、伝来の信頼できる仏

典として認知されていたと見ることができるであろう。Dhammapa-laは、序偈

の中で、Nettの註釈においては、大寺派決定説（vinicchaya：精確には「古師たちの決

定説」）に依拠し、五部（pan~ca-nika-ya）を当て嵌め、Pet.aka（＝Pet.akopadesa
(15)
）と照

らし合わせると述べている［Nett-a B
e

2（v.12）］。Pet.が伝来の怪しい典籍と看做さ

れていたならば、大寺派決定説や五部と併記しうるほどの依用資料とすること

は、宣言できなかったはずである。この点からも、当時のテーラワーダにおけ

るPet.の扱いを窺い知ることができる。

Pet.を引き合いに出しての、伝来の信頼性に関する主張は、説得力を持ちえ

たと思うのであるが、対論側は、その伝来の信頼性について、Nettに「因縁」

（nida-na）が付されていないことを指摘して、くいさがっている。この指摘（反問）

は、Dhammapa-laの回答の内容から察するに、「因縁」が付されていないよう

な弟子の所説は出所が怪しいとする見方からなされているようである。こうな

ると、弟子の所説であるPet.（大迦旃延の所説）を引き合いに出した伝来の信頼性

の主張は、脆くも崩れ去ってしまう。Dhammapa-laは、このNettに「因縁」が

無いとの指摘に対して、弟子の所説とされるものであれ、仏陀の所説であると

されるものであれ、「因縁」が付されていなくても、テーラワーダにおいて正

統な仏典と承認されているものがあることを指摘し、この反問を駁している。

これで議論は終えたかに見えるが、Dhammapa-laはこの「因縁」に関してさ

らに言及している。この「因縁」問題は、当時あったと思われる、Nettの仏典

としての正統性を怪しむ声において、しばしば聞かれたことなのだと推察され

る。Dhammapa-laは、余計な「因縁」の究明をせず、序偈の一文の意味を、

Nett本文に完全に沿ったものとして究明すべきだとする。また、聖典の意味を

解釈する性格の典籍には、特に「因縁」が付されるということがないことを、

弟子の所説として似たような事情を持つPat.isambhida-maggaとNiddesaの例

をあげて、述べている。

Nett-aにおける「説明」（議論）は、Nettの仏典としての正統性を、初めて相

応の理路を立てて論証したものである。それがNettのテーラワーダへの受容に

おいてどれだけ役立ったのかは分からないが、少なくともNettの有用性に着目

する学僧ら(16)には意義深いものとなったに相違ないであろう。
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４．むすびにかえて

この小論のむすびにかえて、Nett-aに続くところの二次義疏のNetti-t. ka-

（L natthavan. n. ana-、以下Nett-pt.）に見られる「説明」について触れておきたい。

「〔師によって〕随喜されたものであり」とは、「善いことです（善哉）、善いことです、迦旃延

よ。迦旃延よ、あなたはこの法を解釈するもの（dhamma-sam. van.n.ana-）を善く説きました」と、

このように随喜した、ということである。「伝えによると、ある時、この大長老は、

Jambuvanasan.d.a
(17)
に住みながら、自分の面前で修行する比丘たちに、このha-raとnayaにより飾

られた論説（pakaran.a、「論書」とも訳せる）を説いたそうである。そして、説くと、世尊の面

前に近づき、世尊を礼拝して一方に座り、すでに説いた通りにこの論説を世尊に告げ知らせた。

それを聞いて、世尊は、『善いことです、善いことです』云々により随喜し、『それゆえ、迦旃

延よ、あなたはここで、この法を解釈するもの（dhamma-sam.van.n.ana-）を、まさに“dhamma-

netti”として保持しなさい』といって、名称付与をした」と〔人びとは〕説く（vadanti）。[B
e

15]

上引の記述は、Nettの末文のうち、〈大迦旃延が説き、世尊が随喜し〉という部分の

具体的な様子を語るものである。このようなものはNett-aには見られない。し

かも、この「説明」は、事実上Nettの「因縁」（nida-na）と評しうるものとなっ

ている。Dhammapa-laは、Nettに「因縁」が付されていなくとも、Nettの伝来

の信頼性を損なうことにはならないと述べていた。にもかかわらず、Nett-pt.
においては、上引のように、「因縁」と呼んで差し支えないような挿話が付さ

れているのである。恐らく、Nettのテーラワーダへの受容には、Nettの「因縁」

提示が強く要請されたのではなかろうか。そうでなければ、Nett-aの言に半ば

反するようなことをしてまで、「因縁」に類する挿話を付す理由が分からない。

この挿話の出所であるが、最後部が〈～と〔人びとは〕説く〉（vadanti、3rd.,pl.,pres.）

との語で締め括られていることから、当時の人びとの間に知られていた伝承か

ら取材したものと考えられる。その情報源は、Nett（あるいはPet.も含めて）の伝持

に関わってきた学僧たちに知られていた口伝の類かもしれないし、現存のPet.
よりも記述量の多かったPet.（別版または往時のテキスト）かもしれない

(18)。

ところで、Nett-pt.の「説明」（挿話）には、大迦旃延の“ha-ra”と“naya”で飾

られた論説に対し、釈尊により“dhamma-netti”との名称が与えられたとある。こ

Nettipakaran. aの末文に対するNetti-at.t.hakatha-での説明について（古山）（68）
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こで注意すべきは、この語がパーリの経の中に見られるものであるということ

である。この“dhamma-netti”の語は、Sa-maga-ma-sutta
(19)
（中部No.104、以下Sa-m）中に

二回の使用例が見られる。Sa-mには、僧団における揉め事の解決法であるとこ

ろの、いわゆる「七滅諍」(20)が説かれており、そのうちの“sammukha-vinaya”（現

前毘尼）と“yebhuyyasika-”（多覓毘尼）を説く箇所において、比丘らが2派に分かれ

て自説・他説を法･非法または律･非律であると主張し論争する（vivadati）場合、

これを鎮めるため、関係する比丘たちが集り、“dhamma-netti”を再検討し(21)、意

見の一致を図るべしと説かれている［Majjhimanika-ya R
e

2.247］。この“dhamma-

netti”
(22)は、その文脈の中で解釈するならば、釈尊の教法（法と律）をめぐる論争

の解決の際に再考されるべきものとされるのであるから、教法理解に関わるも

のを指すと思われるが、となれば、Nett-pt.における“dhamma-netti”との接点を持

つことにもなるであろう (23)。

（2007年6月10日脱稿）

略　号

B
e：ミャンマー第6回結集版、R

e：London/Oxford Pali Text Society（PTS）版、T：大正新脩大蔵経

注
（1）G.D.Bondは、〈パーリ語正典（Canon）および古いパーリ語文献におけるすべての著作のうちで、

Nettはおそらく最も読まれず、最も理解されなかったものであるが、にもかかわらず、それは潜

在的に法とテーラワーダ仏教への大いなる洞察（insights）を保持している〉（G.D.Bond . ‘The

Nature and Meaning of the Netti-Pakaran.a .’ Studies in Pali and Buddhism , a memorial

volume in honor of Bhikkhu Jagdish Kashyap . Ed. A. K. Narain , Asst.Ed. L. Zwilling. New Delhi

: D. K. Publishers’ Distributors , 1979 . p.29 ）と述べている。また、筆者（古山）は、1999年11月

4日に、駒澤大学を訪れたミャンマーの学僧Vepulla師（Aggamaha-pan.d.ita、2004年1月2日入寂）

に質問をする機会を得て、現在のミャンマーにおいてNettはどのくらい読まれているのかとの質

問をした。そのとき、同書について、Vepulla師より、「Nettはとても難しいが、Nettを読めば三

蔵が全部分かる」との説明をうけた。

（2）E.Hardyは、NettはAnura-dhapuraのMaha-viha-ra（大寺）に住まう者たちが伝承してきた正典

（canonical books）の一部とされてないと述べている［Nett R
e

vii-viii］。Buddhaghosa（A.D.5c）

のSamantapa-sa-dika-におけるBa-hiranida-na-katha-（外序）の三蔵リストには、小部（狭義の「経

蔵小部」のこと）収録典籍として、Khuddaka-pa-t.ha、Dhammapada、Uda-na、Itivuttaka、

Suttanipa-ta、Vima-navatthu、Petavatthu、Thera-Ther ga-tha-、Ja-taka、Niddesa、

Pat.isambhida-、Apada-na、Buddhavam. sa、Cariya-pit.akaの十五書を挙げている［R
e

1.18］。

Nettipakaran. aの末文に対するNetti-at.t.hakatha-での説明について（古山）（69）
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Samantapa-sa-dika-には『善見律毘婆沙』（僧伽跋陀羅訳、A.D.5c）という漢訳が存在するが、そ

こにおけるパーリの対応部と思われるところには、〈法句、喩、躯陀那、伊諦佛多伽、尼波多、

毘摩那、卑多、涕羅・涕利伽陀、本生、尼涕、婆波致參毘陀、佛種性經、若用藏者。破作十四分。

悉入屈陀迦〉［T24.676a］とあり、ここではKhuddakapa-t.haを含めない十四書を小部（屈陀迦）

としている（水野弘元「『善見律毘婆沙』と『サマンタパーサーディカー』」（水野弘元『仏教文

献研究』水野弘元著作選集第1巻、春秋社、1996年所収）pp.110-112では漢訳の原文も十五書と

していたと論じられている）。どちらのリストもNettを含めていない。しかしながら、ミャンマ

ー（ビルマ）においては、Nettを小部に収録している。M.H.Bodeは、ビルマの伝統（Burmese

Tradition）は小部の古伝十五書にMilindapan. ha、Suttasan
.
gaha、Pet.、Nettを加え、これらは

それの分析（analysis、釈義）と諸聖典からの諸引用句の解釈（explanation）のために研究さ

れたと述べている（M.H.Bode . The Pali Literature of Burma . London : The Royal Asiatic

Society of Great Britain and Ileland ,1966 (Rep.) . pp.4-5）。ミャンマーでいつ頃からNettが小部に

収められたのかは分からないが、Bhikkhu Bodhiは、NettとPet.はビルマにおいて最近になって経

蔵に収められたと述べている（Bhikkhu Bodhi . Maha- Kacca-na , Master of Doctrinal Exposition

. Kandy : Buddhist Publication Society , 1995 . p.43）。なお、ミャンマーの第六回結集（A.D.1954-

1956）において編纂された三蔵においては、小部中にNett、Pet.、Milindapan~haの三書が収め

られた（Cf. 芳村修基・石橋真誡・香川徹男・田口勝正「ビルマ仏教教団の構造」（芳村修基『仏

教教団の研究』、百華苑、1968年所収）pp.512-517）。

（3）外来的要素として指摘しうるものに、Nettに引用される典籍の出所がある。Nettに引用される経

文等の出典を調査した先行研究には、PTS版Nettの校訂者E.Hardyが同書の末部に付した

Appendix IV Index of Quotationsと、Bhikkhu N
~

a-n.amoliの英訳 “The Guide”（PTS刊）の訳中に

おける指摘のほか、佐藤良純「Nettipakaran.aに於ける引用文献（資料編）」『大正大学研究紀要』

55、1970年；神田隆司「〔研究ノート〕Nettipakaran.aにおける二、三の問題点」『仏教史学研究』

27-2、1985年；神田隆司「Nettipakaran.aの一考察」『印度學佛教學研究』33-2、1985年；神田隆

司「Nettipakaran.a源泉資料考（1）～（5）」『仏教大学仏教文化研究所所報』5～9、1987～1991

年、がある。これらの出典調査（特に日本人の業績）の結果を見ると、Nettに引用される経文の

すべてを現存のパーリ三蔵に同定することはできず、また、同定できないものがサンスクリット

及び漢訳の阿含・律等（他派の伝持した仏典）に見出せる。あるいは、Nettには、六趣説、非択

滅、善なる渇愛など、五種定など、パーリ仏教では説かれないものが説かれている（Cf. 水野弘

元「Pet.akopadesaについて」（水野弘元『パーリ論書研究』水野弘元著作選集第3巻、春秋社、

1997年所収）pp.143-144）。これらの事実は、Nettがテーラワーダ仏教の伝統内で成立したもの

ではないことを示唆すると言えよう。

（4）Osker von Hinüber . A Handbook of Pa-li Literature . Berlin . Walter de Gruyter & Co , 1996 . p.80。

Hinüberは、Nettにはテーラワーダの三蔵にトレースできないような引用文があること、Nettに

おけるいくつかの引用詩句は差し当たって根本説一切有部（Mu-lasarva-stuva-da）のテキストにト

レースされるということを理由に、Nettはテーラワーダの伝統にまったく根ざしていない（...

Nett is not based exclusively on the Therava-da tradition...）と述べ、さらに、Nettはパーリ語

Nettipakaran. aの末文に対するNetti-at.t.hakatha-での説明について（古山）（70）
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文献においてはまったく特異なものである（... which is quite unusual Pali literature .）とも

述べている。

（5）拙稿「“netti”と“Netti-pakaran.a”」『印度學佛教學研究』54-1、2006年では、Mathura-など大迦旃

延の師資相承の系譜があったと推定される地域で、“netti”（Nettipakaran. aではない）に関する

詩句の制作など最初期の編纂がなされたと述べた。ところで、すでにE.Hardyが指摘しているよ

うに［Nett R
e 
xxii ff.］、Nettの序章San

.
gaha-va-raは、ariya-（Skt. a-rya-）韻律でつくられている。ま

た、第二章Vibha-ga-va-raの第一節Uddesa-va-raにもariya-韻律による詩句が見られ、第二節Niddesa-

va-raの詩句はすべてこの韻律でつくられている。この韻律の使用状況から、最初期の編纂を解明

する糸口が得られるかもしれない。K.R.Normanは、この特徴的な韻律の使用に着目し、Nettの

San
.
gahava-raにおける各詩句がariya-韻律でつくられていることは、Nettが北インドで編纂された

ことを暗示しており、その編纂時期は、スリランカにおいてはariya-韻律の知識が失われていた

ことが明白なので、スリランカへのテキスト伝来以前である、と述べている（K.R.Norman.Pa-li

Literature , Including the Canonical Literature in Prakrit and Sanskrit of All the H naya-na

School of Buddhism . Wiesbaden : Otto Harrassowitz . 1983 .p.110）。また、Osker von Hinüberは、

Nettに見られるariya-韻律とka-rika-形式の使用は、その編纂地が北インドを指し示しているように

思われ、ことによると、Nettの著者（author）と看做されるMaha-kacca-naに縁が深いとされる

Ujjain（Ujjen ：Avant 国の都）、スリランカにパーリ語文献をもたらさしたと想定されるAvanti

（Avant ）地方を指し示すように思われる、と述べている（Osker von Hinüber前掲書pp.79-80）。

Nettの成立地域に関して、先行研究では、このように北インドまたは西インドの可能性が示唆さ

れている。

（6）G.P.Malalasekeraは、PTS版Nettにおける序論（Introduction）での、校訂者E. Hardyの論考

［Nett R
e

xiv-xv］に触れつつ、〈Edmund Hardyは、彼のNettの序論の中で、この著作もまた

Buddhaghosaにはあまりよく知られていなかったようであることを、我々に示している。どうあ

っても、〔Kacca-yana-pakaran. aとNettの〕両典籍は南インド出身の学僧たちがMaha--viha-raと

Anura-dha-puraにある他の学問の中心地で研究するために大挙してセイロンに移住した時期にセ

イロンに伝来し、ほどなくしてBuddhaghosaの諸々の著作がセイロンのテーラワーダの伝統の蓄

積（richness）と正統（genuineness）を彼らに示した〉（G.P.Malalasekera . The Pa-li

Literature of Ceylon . Kandy : Buddhist Publication Society , 1994 . p.184）と述べ、Nettは南イン

ドから招来されたとする。

（7）この「根本合誦」（mu-lasan
.
g ti）とは、その意味からして、第一結集（五百人結集）を指す語と

解するのが自然と思われる。なお、Pan~capakaran. a-at.t.hakatha-には、Maha- san
.
g tika

（Vajjiputtakaの衆徒）の比丘たちは教えに対して反逆し、根本結集（mu-lasan
.
gaha）を破壊して、

別の結集を行ったとある［B
e

107］。復註のPan~capakaran. a-mu-lat. ka-はこの“mu-lasan
.
gaha”を

“pan~casatika-san
.
g ti”（五百人結集）と説明しており［B

e
47］、Pan~capakaran. a-anut. ka-は

“mu-lasan
.
g ti” の語に換言している［B

e
58］。このように第一結集を指して“mu-lasan

.
gaha”や

“mu-lasan
.
g ti”と呼ぶ例がある。

（8）PTS版の原文は“etta-vata- samatta- nettiya- a-yasmata- maha-kacca-nena bha-sita- bhagavata- anumodita-
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mu-lasan
.
g tiyam. sam.g ta- ti .” であるが、ミャンマー第六回結集版は“nettiya-” の部分が “netti ya-”

となっている［B
e
166］。この部分に関しては第六回結集版の読みを採った。

（9）ここに言う「釈尊の承認」とは、釈尊の随喜（anumodana-）を指す。この随喜に関して、

Atthasa-lin には、〈･･･例えばMadhupin.d. ikasuttanta（蜜丸経）などのようにである。･･･師は、

「Kacca-na（迦旃延）によって悪しく説かれた」とは言わずに、黄金の小鼓をもちあげるように

首をあげ、麗しく花開いた百弁蓮華のように吉祥なる大きな口を満たし、梵音を発して、「善い

ことです（善哉）、善いことです」といって長老に賛意（sa-dhuka-ra）を与え、「比丘たちよ、

Maha-kacca-na（大迦旃延）は賢者です、比丘たちよ、Maha-kacca-naは大いなる智慧を持つ者です、

比丘たちよ、もしもあなたたちが私にこのことを質問するならば、私もまた、Maha-kacca-naが答

えたのと同じようにそれに答えることでしょう」と言った。なお、このように師が随喜した時

（anumoditaka-la）から、経典全体は仏説（buddha-bha-sita）となった〉［R
e

4-5］とある。弟子の

所説について、釈尊が私もまた同じように説くと言って賛意（承認）を与え喜ぶことが「随喜」

であり、このようにして釈尊が「随喜」した弟子の所説は「仏説」となるのであるとする。

（10）拙稿「t. ka-文献におけるpakaran.a-naya及びnetti-nayaについて」『印度學仏教學研究』53-2、2005

年；「パーリ四部ティーカに現れるnettiyam.の語を含む引用文」『佛教研究』（国際仏教徒協会）

34、2006年（※この拙稿の題名における「ティーカ」は、校正の見落としによる「ティーカー」

の誤記である。訂正してお詫びしたい）；「Nettipakaran.aの註釈文献について」『駒澤大學佛教

學部論集』37、2006年。

（11）冒頭の“ettha-ha（ettha a-ha）”は、議論の案件を提示する慣用句と捉える。Nettの英訳者N
~

a-n.amoli

は、そのTranslator’s Introductionの中で、筆者（古山）が「説明」と呼ぶところの箇所を英訳

している。そして、この“ettha-ha”に注記して、〈Hardy教授は、これらの語を詩句をとりあげる

ものと解しているようであり、そしてそれはPet.からのものであると暗示している。しかしなが

ら、これに続くものは、詩句でも引用でもない。ettha-haという言葉は、異論（objection）や疑

問点（query）をとりあげるための、典型的な註釈書の慣用句（usage）である〉と述べている

（Accoding to Kacca-na Thera . The Guide (Nettipakaran. a) . Translation series , No.33 . Trans.

Bhikkhu N
~

a-n.amoli . London : The Pali Text Society , 1977 . p.xi(footnote7)）。なお、E.Hardyは、

“ettha-ha”以下にある、拙訳の点線部に当たる文を、Pet.からの引用と前提しつつ、これがPet.に見

られないことから、Pet.からとりあげられたのではないようであると述べている［Nett R
e

xi］。

N
~

a-n.amoliは、上引の文において、これを批判している。

（12）Nettの英訳者N
~

a-n.amoliは〈おそらくNettのテキストを結ぶ言葉に根ざしている〉と述べている

（前掲英訳書p.xi(footnote 8)）。

(13）四大教法に関しては、片山一良「四大教法（Catta-ro Maha-padesa-）について」『パーリ学仏教文

化学』2、1989年に詳細な論考がなされている。

(14）大迦旃延は、パーリの経典では、〈・・・簡略に語られたものについて詳細に意味を分別（解釈）

する者たちのうちでは、大迦旃延がこれ（最高位）である〉（...san
.
khittena bha-sitassa vittha-rena

attham. vibhajanta-nam. yadidam. maha-kacca-no ti .）［An
.
guttara-nika-ya R

e
1.23］、〈・・・そして、

大迦旃延尊者は、世尊が簡略に説示して詳細に意味を分別（解釈）していない説示について詳細

Nettipakaran. aの末文に対するNetti-at.t.hakatha-での説明について（古山）（72）

― 465 ―



に意味を分別（解釈）することができます〉（...pahoti ca a-yasma- maha-kacca-no imassa bhagavata-

san
.
khittena uddesassa uddit.t.hassa vittha-rena attham. avibhattassa vittha-rena attham. vibhajitum. .）

［Majjhima-nika-ya R
e

1.113-114、3.194；An
.
guttara-nika-ya R

e
5.255］といった賛辞が与えられ

ている仏弟子で、略説分別（広説、難解な仏語の意味解釈（論議））の第一人者とされている。

（15）書名としてのPet.akaとPet.akopadesaの同一視に関しては、拙稿「Pet.akopadesaはpet.akaの

upadesa（註釈）か」『佛教研究』（国際仏教徒協会）32、2004年を参照されたい。

（16）V i b h a n
.
g a - m u-l a t. k a-には、〈N e t tやP e t.という論書における法説師たちの文義解釈〉

（nettipet.akappakaran.e dhammakathika-nam. yojana-nayo）［B
e

146］という言葉が見られる。ここ

にテーラワーダにおけるNettやPet.を参照利用していた学僧たちの存在が指摘できる。彼らは

Nettの有用性に着目していたに相違ない。なお、Vibhan
.
ga-mu-lat. ka-の著者A

-
nandaの年代は、

A.D.8-9cやA.D.10-11c頃に位置づけられているが、Dhammapa-laの師とする説もある（Cf. 拙稿

「t. ka-文献におけるpakaran.a-naya及びnetti-nayaについて」『印度學仏教學研究』53-2、2005年）。

（17）大迦旃延の住処とされている“Jambuvanasan.d.a”（ジャンブー樹の密林）であるが、これがどこ

を指すかは分からない。Nett-pt.において示される大迦旃延の住処は、Pet.の末文［R
e

260］など

に大迦旃延が“Jambuvanava-sin”（ジャンブー林の住人）であると述べられていることに基づくも

のと考えられるが、Pet.にもそれがどこを指すかは明示されていない。なお、『大智度論』に

〈･･･如閻浮提者。閻浮樹名其林茂盛。此樹於林中最大。提名爲洲此洲上有此樹林･･･〉［T

25.320a］とあり、「閻浮提」（Skt. Jambu-dv pa、P. Jambu-d pa）の名称は、ジャンブー樹が茂

盛しその林が多いことに因んで名付けられたとされている。この「閻浮提」とはインドを指すも

のである。“Jambuvanasan.d.a”とは、ジャンブー樹の繁茂するところのインドを指す言葉かもし

れない。

（18）昔のPet.のことに関しては、拙稿「Pet.akopadesaはpet.akaのupadesa（註釈）か」『佛教研究』（国

際仏教徒協会）32、2004年を参照されたい。

（19）なお、Sa-maga-ma-suttaの漢訳の対応経には、中阿含No.196「周那経」［T 1.752c-755c］と施護訳

「仏説息諍因縁経」［T 1.904b-907a］がある。

（20）「七滅諍」に関する網羅的な紹介・論考には、次のものがある。佐藤密雄『原始仏教教団の研究』、

山喜房佛書林、1993年（第3刷、初刊は1963年）（第5章「僧伽の諍事と滅諍」）；平川彰「原始

仏教教団における紛争解決について」『日本仏教学会年報』39、1973年；平川彰『二百五十戒の

研究Ⅳ』平川彰著作集第17巻、春秋社、1995年（第9章「七滅諍法について」）；森章司「僧伽

運営の理念―滅諍法をめぐって―」『仏教学』（仏教思想学会）37、1995年；佐々木閑「律蔵の

中のアディカラナ1」『佛教研究』（国際仏教徒協会）35、2007年。

（21）Sa-mの原文は“dhammanetti samanumajjitabba-”である。Sa-mの註釈はこれを“dhammanetti

samanumajjitabba-ti dhammarajju anumajjitabba- n~a-n. ena gham. sitabba- upaparikkhitabba- .”

[Papan~casu-dan R
e

4.48]と説明している。samanumajjitabba（＜sam. -anu√majja）は、anu√

majja（to rub lengthways for polishing or cleaning）、n~a-n.ena＋√ghasi（to rub , brush , polish

/ to grind , crush pound / to rub one's self）、upa-pari√ikkha（to find out , learn / to find out ,

inquire into）の同形派生語に換言されている。sam. -anu√majjaは「あらいなおす」「再検討する」

Nettipakaran. aの末文に対するNetti-at.t.hakatha-での説明について（古山）（73）
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といった邦語に翻訳することができるであろう。

（22）Sa-mの邦訳では「法の規矩」（青原慶哉訳「舎彌村経」『南伝大蔵経』第11巻上p.321）、「法の指

針」（片山一良訳『パーリ仏典〈第1期〉5中部（マッジマニカーヤ）後分五十経篇Ⅰ』、大蔵出版、

2001年p.102）と訳され、英訳では“what belongs dhamma”（Trans. I.B.Horner . The Collection

of The Middle Length Sayings (Majjhima-nika-ya) vol.3. Translation series , No.31 . Oxford :

The Pali Text Society , 1993 . p.31）と訳されている。Papan~casu-dan でのSa-mの註釈箇所では、

“dhamma-netti”は“dhamma-rajju”の語に換言説明されている[R
e

4.48]。この語は持業釈により

「法という縄尺」と解す語のようである。筆者の手元にある、 (Ashin Kuma-ra) . 

.vol.2 . Yangon: ,

2006. の、“dhamma-netti”の項を見ると、〈法という線引きの紐 。法とい

う導水路 。「現世・来世・勝義において、ふさわしく有情たちを導く（neti）

からnettiである」（An
.
guttara-t. ka-）。善人 へはこんでくれることができる聖典

法 。現世・来世・勝義の結果へはこんでくれることができる法 〉（p.555a）

とある。ここにある「法という線引きの紐」という説明（語義）は、中部註の“dhamma-rajju”と

する解釈例に拠るものに相違ない。ここでは、複合語“dhamma-rajju”の前分と後分が「とい

う」 との語で結ばれており、持業釈により解されているのである（なお、「線引きの紐」

と訳した は、“string used to mark a line , ruling line”の意である（Myanmar-English

Dictionary . Ed. Department of the Myanmar Language Comission , Ministry of Education , Unuon

of Myanmar . Yangon , 2002. p.172a）。Sa-mの復註は、〈正しい実践を導くものという意味により、

如実に説かれた法こそがnettiである。まさにそれ故、緩み無く効力を発揮する因であることから、

dhamma-rajjuという意味が述べられたのである〉（samma-pat.ipattiya- nayanat.t.hena yatha-vutto

dhammo eva netti , tato eva asithilapavattihetuta-ya dhammarajju-ti attho vutto .） [Uparipan. n. a-sa-

t. ka- B
e

2.245]と、“dhamma”＝“netti”という持業釈による解釈を示し、その“dhamma”とは「如

実に説かれた法」であるとしている。

（23）Nett-aの序偈には、Dhammapa-laは、“saddhamma-netti”の久住を期待するDhammarakkhitaとい

う長老比丘の要請をうけて、Nett-aを著すに至ったことが記されている［Nett-a B
e

1（v.5）］。

「著述動機論」の散文部には、〈そのうち、いかなる意味により“netti”なのか。正法に導くもの

（saddhamma-nayana）という意味で“netti”である。たとえば、渇愛は、有情たちを欲などの生存

に導く（nayati）から“bhava-netti”と言われるように、そのように、これも、導きうる有情

（veneyya-satta）たちを聖法（ariya-dhamma）に導くから、正法に導くもの（saddhamma-

nayana）という意味により、“netti”と言われるのである〉［Nett-a B
e

2］とある。ここでは“netti”

の意味は“saddhamma-nayana”とされているが、ここに言う“saddhamma-nayana”は“saddhamma-

netti”と同義であろうから、“saddhamma-netti”も“netti”を指すものと解してよいであろう。

“saddhamma-netti”の語は“dhamma-netti”と語形的にも意味的にも近似する。Net-pt.は、

〈「saddhamma-nettiの」とは、正法（saddhamma）と称されるnettiの、ということである。なぜ

なら、正法は、被教導人の相続（veneyya-santa-na）に聖徳を導く（nayana）ので、nettiである。

あるいは、正法の指針（saddhammassa netti）がsaddhamma-nettiであり、そのsaddhamma-netti
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Nettipakaran. aの末文に対するNetti-at.t.hakatha-での説明について（古山）（75）

の、ということである。まさにこの意味は、at.t.hakatha-において検討されたものにほかならない〉

［B
e

14］と述べている。ここでは、この複合語が、“saddhamma”＝“netti”と、Sa-mの註釈・復註

と同じような持業釈の解釈において捉えうることが示されている。Sa-mとNett-pt.の挿話との接

点を考察する上では、この点を念頭に入れておくと有意義であろう。
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