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Nettipakara.naの末文とその受容について

古　山　健　一

１．はじめに

　テーラワーダ仏教において伝持されている聖典解釈の指針書 Nettipakara .na

（以下 Nett）の末文には、〈以上で nettiは完成した、それは大迦旃延尊者が説き、世尊が随喜し、

根本合誦で合誦されたものである〉[R
e
193]

 （1）とある。この末文においては、Nettの主題

である “netti”（聖典解釈の指針）と呼ばれるものの conceptが、釈尊在世時の仏弟

子として知られる大迦旃延（Mahākaccāyanaまたは Mahākaccāna
（2）
）の所説にあり、し

かもその所説が釈尊の承認を得た仏説と同等のもの（3）であることが述べられて

いる。そして、この末文は、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もなっている。

　しかしながら、この末文の内容は、テーラワーダの比丘たちには、無条件に

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、これを受け入れるにあたり、そこに自らの伝統

的立場から見て何らかの違和感を懐かざるをえない部分があったようである。

ゆえに、この末文の内容の信憑性を首肯させるような、それなりの「説明」が

必要となった。

　Nettの一次義疏である Netti-a.t.thakathā（以下 Nett-a）では、①当該の本文が「四

大教法」（catu-mahāpadesa）に違背していないこと（4）、② Nettは非難されること

のない「阿闍梨相承」（ācariya-paramparā）
（5）によって伝承されていること、③ Nett

には「因縁」（nidāna）が付されていないが、そのことは Nettの仏典としての正

統性を損なうものではないことを、それぞれ議論形式で主張して、その末文の

内容に信憑性のあることを「説明」している。

　また、Nett-aに続く二次義疏の Netti-.t kā（L natthava.n.nanā、以下 Nett-p.t）で

は、Nettの「因縁」（nidāna）と評しうるがごとき挿話を付して、末文の内容に
realityを与えようとしている。

　すでに公表している拙稿「Nettipakara.naの末文に対する Netti-a.t.thakathāで

の説明について」（『駒澤大学仏教学部論集』38、2007年）では、Nettの註釈文献に見
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られる、上述の「説明」を紹介し、簡単な考察を加えた。

　本稿では、Nett-a及び Nett-p.t以降、Nettの末文の内容がテーラワーダ仏教

内部において、どのように受容されいったのかを、特に、“netti”を大迦旃延が

説いたとする部分に焦点を当てて、概観する。前稿と同様に研究ノート的な性

格のものとなるが、併せて Nettのテーラワーダ仏教の伝統への受容における

様相を明らかにすることを期したい。また、筆者（古山）はこれまでに Nettに

関する論考（6）をいくつか公表しているが、この小論により、Nettという文献

の理解にさらなる一助を投ずることができれば幸甚である。

２．Nett の末文

　Nettの末文においては、冒頭に示したとおり、「“netti”が大迦旃延により説

かれた」（āyasmatā mahākaccānena bhāsitā）と述べられていた。

　この Nettの末文であるが、水野弘元により〈この文句は恐らく本書の著者自身が述
べたものではなく、本書を伝えた後人の付加であるに相違ない。それにしても本書が伝えられた頃に

は、本書は仏弟子大迦旃延の作と見なされていたことが知られる〉
（7）と述べられている。

　筆者もこの見方を支持する。末文を大迦旃延の言葉であると見るのには難点

があるからである。というのも、これが大迦旃延自身の言葉であるならば、〈大

迦旃延尊者が説き〉（āyasmatā mahākaccānena bhāsitā）とは言わずに、例えば「私が説き」

（mayā bhāsitā）などと言ったであろうし、「尊者」（āyasmanta）といった尊称をつけ

て自分を呼ぶことはなかったであろうからである。こうした表現は、“netti”が

伝持・編纂されていく過程において、それに携わった何者かが付加したものと

見なければなるまい。

　そこで問題となるのは、この末文に見られる “netti”の語の指示対象である。

この “netti”の語は、（A）大迦旃延の所説であるところの、十六の“hāra”（表現

の構造理解）、五つの “naya”（意味、染・浄の導出）、十八の “mūlapada”（染・浄の基本項目）〔な

ど〕から成る “sāsanassa pariye.t.thi”（教法の探求法）としての「聖典解釈の指針」（8）、（B）

そのような大迦旃延による聖典解釈の指針を文章化したもの（9）、（C）現存の

Nettも含めた “netti”を主題とする典籍の名称または略称、というように、三種

の解釈が可能である。

　“netti”の語が（A）または（B）を指しているのであるならば、Nettの末文

は、蓋然的なレヴェルではあるが、史実性を認めることのできるものとなる。

しかしながら、（C）を指しているとなると、大迦旃延が釈尊在世期に「聖典
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解釈の指針」を扱った論書のごときものをつくったということになる。これだ

けであれば、同様にある程度史実性を認めることができそうであるが、大迦旃

延が現存の Nettをつくったなどということになると、無理が出てくる。現存

の Nettには、仏塔の建立や供養を称揚する詩句が見られる［R
e
 140,141,142］。こ

のような詩句が釈尊在世期につくられたと見るのは難しいのではないかと思わ

れる。また、現存 Nettには、ariyā（Skt. āryā）韻律の詩句や kārikā体といった、

後代に属する可能性のある文学形式も見られる（10）。

　それでは、Nettの末文をつくった者は、ここにおける“netti”の語をどの意

味で用いたのであろうか。末文の作者は典籍としての現存の Nettを編纂した

者である可能性が高いと思われるので、（A）乃至（B）の意味で“netti”の語

を用いたのではなかろうかと推察される。（C）の可能性も考えられるが、そ

の場合は、編纂作業の際に下地とした古形の典籍（それは限りなく（B）に近いもの

となるかもしれないが）を指すものとして“netti”の語を用いたのであって、現存

の Nettを指していたということはありえない。なんとなれば、古い伝承の再

編纂者がそれを現存の Nettに編みなおしているまさにその時に、古伝ではな

く現存 Nettのほうを大迦旃延がつくったなどとは言わないであろうからであ

る。それは、編纂が複数の段階を経ていていたとしても同様である。となると、

Nettの末文における “netti”の語は、（A）または（B）あるいは（B）の多少発

展した程度のものを指していたということになるであろう（11）。

３．Nett の註釈文献

　それでは、この Nettの末文は、その後の Nettに対する註釈文献において、

どのように受容されたのであろうか。

　まず、Nett-a（A.D.5-6c頃に南インドで撰述）を見ると、同書の序偈には〈彼（大迦
旃延）によって説かれたところの nettiは、師（仏）により随喜されており、教法に常に帰属してお

り、九分のものの意味を解釈するものである〉（tena yā bhāsitā netti , satthārā anumoditā. sāsanassa 

sadāyattā, navaṅgassatthava.n.nanā .）［B
e
 1-2.（v.9）］との詩句がある。内容は Nettの末文

と然程変わらないものであるが、“netti”に〈教法に常に帰属している〉（sāsanassa sadā 

āyattā）との評価を与えているところは、それに聖典的位置付けを与えている記

述として注目に値するであろう。

　また、同書の結偈には〈英明にして自在者たる大長老の大迦旃延は、甚深にして微
妙なる Nettipakara.naなるものを説いた〉（nettipakara .na .m dh ro, gambh ra .m nipu .nañca ya .m, 
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adesayi mahāthero, mahākaccāyano vas .）［B
e
 275（v.2）］とある。ここでは大迦旃延が

説いたものを “Nettipakaran .na”と述べている。この結偈からは、Nett-aの著者

Dhammapālaが Nettの末文における “netti”の語を前項で挙げた（C）の意味で

解していたと見うる余地が出てくる。

　Nett-aに次ぐ Nett-p.t（A.D.6-15cの間の撰述）には、〈伝えによると、ある時、この大長老は、
Jambuvanasa .n .daに住みながら自分の面前で修行する比丘たちに、この hāraと nayaにより飾られた

論書を説いたそうである〉（ekasmi .m kira samaye aya .m mahāthero jambuvanasa .n .de viharanto attano 

santikāvacarāna .m bhikkhūna .m ima .m hāranayapa.tima.n.dita .m pakara .na .m abhāsi .）［B
e
 15］と述べら

れている。

　これは、Nett-p .tに付せられた前述の Nettの「因縁」（nidāna）と評しうるがご

とき挿話（12）の中の一文である。ここでは、大迦旃延は〈hāraとnayaにより飾られた論書〉

（hāranayapa.tima .n.dita .m pakara .na .m）を説いたと述べられている。「この」（ima .m）とい

う語を伴っていることを考えると、〈hāraと nayaにより飾られた論書〉とは、Nett-p .t

が被註釈対象としている Nettを指していると考えるのが妥当であろう。とな

ると、Nett-p .tでは、Nettの末文における “netti”の語を前項で挙げた（C）の意

味で解していたということになるであろう。

　Netti-vibhāvin （A.D.16c中頃にミャンマーで撰述。以下 Nett-.t）には、その序偈にお

いて、〈私は、nettiをつくった者、これを随喜した者、諸々の註解をつくった者たち、彼らの威神

力に基づいて…〉（yena yā racitā netti, yena sā anumoditā . yehi sa .mva .n .nanā katā, tesānubhāvanissito.）

［B
e
 1］との詩句が見られる。ここで注目すべきは “yena yā racitā netti”という句にあ

る、“racitā”（racitaの f.,sg.,nom.、racita＜√ raca）の語である。拙訳では「つくった」

と訳しておいたが、これは「編纂する」（to compose）とか「著す」（to write (a book 

or any literary work)）との意にも解することのできる語である。この “racitā”がそ

のような意味で用いられていたとするならば、Nett-.tの作者は、大迦旃延を “netti”

の編纂者か著者と考えていたことになる（このことは後に第４項で触れる）。

　Nett-.tにおいては、他に、Nettの末文の註釈文の中に、〈大迦旃延尊者によって
nettiなるものが説かれたが、その nettiは世尊により随喜され、根本合誦において合誦する牛王のご

とき長老たちにより合誦された。その nettiは、「世間が供養し」…［中略］…「Sāsanapa .t.thāna章

終わる」という、以上（これだけ）で、言葉の順序にしたがって、完成した、円満した〉（āyasmatā 

mahākaccānena yā netti bhāsitā , bhagavatā sā netti anumoditā, mūlasaṅg tiya .m saṅgāyantehi 

therāsabhehi yā netti saṅgitā, sā netti “ya .m loko pūjayate [pe] niyutta .m sāsanapa.t.thānan” ti ettāvatā 

vacanakkamanena samattā paripu.n.nāva hoti .）［B
e
 355］との記述を見ることができる。こ
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こでは、大迦旃延の説いた “netti”と現存の Nettとの同一性が明確に述べられ

ている。また、「根本合誦」について、それが第一結集であることを暗示させ

るような内容が見られるところにも注目できるだろう。

４．Apad-ana-a .t.thakath
-a

　パーリ小部 Apadānaの第五二八「大迦旃延長老譬喩」（Mahākaccāyanatthera-

apadāna、R
e
 2.463-465）に対する、Apadāna-a.t.thakathā（Visuddhajanavilāsin 、以下

Ap-a）の註釈部では、大迦旃延の生涯が詳しく語られている。そして、そこには、

大迦旃延と Nettに関する、次のような記述が見られる。

･･･このように、長老（大迦旃延）は、自らの利益を達成すると、「尊師よ、パッジョータ王は、

あなた様の両足を礼拝し、かつ法を聞くことを望んでおります」と告げた。師（仏）は、「迦旃

延よ、あなただけがそこに行きなさい。あなたが行けば、王は浄信をおこすでしょう」と言った。

長老は、師の命令により、自分を八人目として、そこに行った。王に浄信をおこさせると、ア

ヴァンティーに教えを確立させ、再び師の面前に戻ってきた。自らの過去世の誓願の力により、

Kaccāyanapakara .na、Mahāniruttipakara .na、Nettipakara .na という、三つの論書を、僧団の

中で解説した。すると、満足した世尊は、「比丘たちよ、私の弟子たちのうち、簡略に語られた

ものについて詳細に意味を分別する者たちのうちで最高位の者は、大迦旃延である」と、最高

位に置いた。長老は、最高果の安楽により暮らした。
（13）
［Ap-a B

e
 2.213（R

e
 491）］

　まず、この Ap-aの成立時期について言及しておきたい。目下 Ap-aの成立時

期に関しては不明な点が多いが、Buddhaghosaや Dhammapāla、Buddhadatta

の時代よりは後の編纂であると言われている［Cf. Apadāna R
e
 xvii］。

　Ap-aの結語（nigamana-kathā）には、Ap-aは Mahāsamantagu .nasobhanaという

名の三蔵憶持の長老によってスリランカにもたらされ、この長老はスリラン

カのĀnanda長老らと住したとある［B
e
 2.303（R

e
 571）］。A.P.Buddhadattaは、こ

のĀnandaを A.D.13cの中頃に位置付けられる Padasādhana-sanyaya（または

-sannaya）の著者と同一であるとしているとのことである（14）。この説にしたがえ

ば、Ap-aの成立は A.D.13c中頃ということになる。

　さて、上引の文であるが、そこでは、大迦旃延が釈尊のもとで覚り

をひらき、故郷のアヴァンティーに仏教を確立させた後、僧団の中で
Kaccāyanappakara .na、Mahāniruttippakara .na及び Nettを解説したと述
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べられている。ここに見られる大迦旃延が Nettを説いたとする部分は、一

応、Ap-aに先行する Nettの註釈文献の記述に淵源を持つと評することが

可能である。しかしながら、仏弟子の大迦旃延がパーリ語の文法書である
Kaccāyanappakara .naと Mahāniruttippakara .naを説いたという記述は、こ

の Ap-aに独特のものである。大迦旃延の生涯（過去世のそれも含む）については、
Aṅguttara-a.t.thakathā（Manorathapūra.n ）［R

e
 1.204-209］や Theragāthā-a.t.thakathā

（Paramatthad pan ）［R
e
 2.206-210］にまとまった記述がある。殊に Nett-aと著者が

同一とされる Theragāthā-a.t.thakathāにおいては、「大迦旃延長老譬喩」の全

詩句が引かれており、Ap-aの記述とよく類似した大迦旃延の生涯に関する記

述が見られる。しかしながら、これら両書とも、パーリ語の文法書を説いたと

する記述は見られない（“netti”を説いたとする記述も見られない
（15）
）。

　Kaccāyanappakara .naであるが、その作者は迦旃延（Kaccāyana）という人

物であり（16）、この人物の時代は A.D.7-12cの間に属すと見るのが妥当なよう

である（17）。となれば、例えば仏弟子の大迦旃延が Kaccāyanappakara .naを

つくったとする記述が、それ以前の時期に属する Aṅguttara-a.t.thakathāや
Theragāthā-a.t.thakathāに見出されないのは、当然であると言えよう。ただ

し、このような見方は、テーラワーダ内部（特に迦旃延文法学派）においては、比

較的に古くから持たれていたようである。確認できるところでは、すでに
Kaccāyanappakara .naの最古の註釈書 Nyāsappakara .na（たんに Nyāsaとも、また

Mukhamattad pan とも呼ばれる、A.D.10c以前）の時代から、すなわち、Ap-aの成立時

期と考えられる時代よりも以前から、なされていたようである（18）。

　Ap-aは、このようなテーラワーダ内部で後代に生まれた見方を、結果的に

Ap-aに先行する Nettの註釈文献の記述に加味するようなかたちで、上引の文

のごとき記述をおこなっている。それは、Nettの末文の内容そのものに対し

て新たな解釈を与えているわけではないが、Nettとパーリ語文法を同じ大迦

旃延のもとに結びつけているという点では、Nettの末文の受容における一つ

の大きな変容であると評することができるであろう（19）。

５．Saddhammasa
.
ngaha

　Saddhammasaṅgaha（以下 Saddh-s）という文献史書がある。作者は

Dhammakitti Mahāsāmiで、A.D.14c終わりの四半世紀頃の人物と考えられてい

る（20）。
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　Saddh-a の結偈によると、この人物は、スリランカにやって来て

Dhammakittiという名の学僧の弟子となった。そこで多くの福徳を積み、具足

戒を受けた。そして、故国（saka .m desa .m）である Yodhya-pura（タイのアユタヤか？）

に帰り、Paramarājaという名の大王が建立した Laṅkāgamana-mahāvāsaに住し

て、Saddh-sをつくった、とのことである［JPTS 1890.90］。

　その Saddh-sであるが、そこには、〈迦旃延長老によりつくられた喜ばしき Nettな

るものは、自覚者（仏）の承認のもとにある〉（kacc āyanena therena racita .m ya .m manorama .m, 

nettipakara .na .m nāma sambuddhassānumattiyā.）［JPTS 1890.63（Chapter IX v.35）］との記述が見

られる。このうち、拙訳で「つくられた」と訳した “racita .m”（racitaの n.,sg.,nom.）は、

第３項において述べたように、「編纂する」とか「著す」とも解することので

きる語である。

　Nettの末文では “desita”とされ、Nett-aや Nett-p.tに “adesayi”や “abhāsi”と述

べられていたもの（Ap-aでは “byākāsi”とされていた）が、ここでは “racita”と表現

しなおされている。このようなことは、前述のように Nett-.tにも見られる

が、文献の時期的前後で言うならば、Saddh-sのほうが先駆である。恐らく、

Dhammakitti Mahāsāmiが修学したスリランカにおいて、その当時、あるいは

そのいくらか前の時期より、こうした表現（または捉え方）がなされていたので

はなかろうかと思われる。もしもこの “racita”の語が、大迦旃延が Nettの著者

であることを述べるものとして用いられているのであれば、Nettの末文にお

いては、たんに大迦旃延が “netti”を説いたとしか述べていないのであるから、

その受容に大きな変容が見られると言えるのではなかろうか。

５．むすびにかえて

　最後に、Saddh-s の後の時期に位置づけられるパーリ文献史書
Gandhava .msa（ミャンマーの Nandapañña作で撰述時期は A.D.16c

（21）
。以下 Gv）の記述を

見て、この小論のむすびにかえたい。その Gvには、次のような記述が見られる。

いずれが三種の名を持つ専門師か。大迦旃延が三種の名を持つ者である。いずれの文献が大迦

旃延によりつくられたのか。Kaccāyana-gandha、Mahānirutti-gandha、Cullanirutti-gandha、

Netti-gandha、Pe .takopadesa-gandha、Va .n .nan ti-gandhaという、六つの文献が大迦旃延によ

りつくられた。…／…大迦旃延は Jambud paの専門師である。というのも、彼は、アワンティー

王国のウッジェーニー市において、チャンダパッジョータという名の王の輔師となった後、諸
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欲の危難を見て家に住むことを捨て、師（仏）の教えにおいて出家し、先述の種類の文献をつくっ

たからである。
（22）

　ここでは、大迦旃延がつくったとされるものが六つ挙げられている。そして、

それらは「文献」（gandha、Skt. grantha）と呼ばれている。これは、Saddh-sに見

られた “racita”との表現が反映したものではないかと思われる。ともあれこの

Gvにおいては、Nettの末文に見られる大迦旃延が “netti”を説いたとする記述が、

大迦旃延が Nettという文献を著したというような内容になっていることが知

られる。

　また、この Gvでは、釈尊在世時代の大迦旃延がつくったものとして、Ap-a

に見られた Kaccāyanappakara .naと Mahāniruttippakara .na及び Nettにと

どまらず、Cullanirutti、Pe .takopadesa（以下 Pe .t）、Va .n .nan tiをも挙げている。

Nettと同じく “netti”と呼ばれる聖典解釈の指針を扱う Pe.tについては、むしろ

このように大迦旃延との関連に言及してしかるべきであるが、Cullanirutti・

Va .n .nan ti
（23）を仏弟子の大迦旃延と結びつけるところは、さらなる変容である

と評しうるであろう。

　Gvは、パーリ語文献の著者や年代に関する有力な情報源として、近現代の

研究者がしばしば参照する重要資料の一つである。しかしながら、そこには上

述のような後代の変容を多く含むため、大迦旃延と Nettの関係を考える場合、

その一次的資料とすることには注意を要すると言わねばなるまい。

（2009年 6月 14日脱稿）

略号

B
e：ミャンマー第六回結集版、R

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

JPTS：Journal of the Pali Text Society

註

（1）　PTS版の原文は “ettāvatā samattā nettiyā āyasmatā mahākaccānena bh āsitā bhagavatā anumoditā 

mūlasaṅg tiya .m sa .mg tā ti.”であるが、ミャンマー第六回結集版は “nettiyā”の部分が “netti yā”

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て訳した。

　なお、末文中の「根本合誦」（mūlasaṅg ti）とは、その意味からして、第一結集（五百人結集）

を指すと解すのが自然ではなかろうかと思われる。Pañcapakara .na-a.t.thakathāには、Mahāsa-
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ṅg tika（Vajjiputtakaの衆徒）の比丘たちは教えに対して反逆し、根本結集（mūlasa .ngaha）を破壊して、

別の結集を行ったとある［B
e
 107］。 同書の復註 Pañcapakara .na-mūla .t kāはこの “mūlasa .ngaha”

を “pañcasatika-saṅg ti”（五百人結集）と説明しており［B
e
 47］、Pañcapakara .na-anu.t kā

は “mūlasaṅgaha”の語に換言している［B
e
 58］。このように第一結集を“mūlasaṅgaha ”や

“mūlasa ṅg ti”と呼ぶ例がある。ただし、この “netti”が根本合誦において合誦されたとする記

述に関しては、その史実性や実態についてよく検討される必要があるであろう（この合誦につい

ては脚註（6）の拙稿⑦で若干触れている）。

（2）　“Mah ākacc āyana”と “Mah ākaccāna”であるが、いずれもサンスクリットの “Mahākāty āyana”

に対応する人名である（“Mah ākacc āna”は、“Mah ākacc āyana”における二つの母音の間にある

-y-が消失した語形である。これは初期（古層）プラークリットの一部及び中期（中層）プラー

クリットにおいて見られるものであり、パーリ語においても確認される現象である（Cf.水野弘

元『パーリ語文法』、山喜房仏書林、1992年（第 8版）pp.39-40）。なお、PTS版刊本を見る限

りでは、Nettにおいては “Mahākaccāna”が用いられ、Pe.tでは “Mahākaccāyana”が用いられて

いる。Bhikkhu Ñā .namoliは、“kaccāna”と “kaccāyana”及び “Mahā-k˚”の variantは無視するこ

とができると述べている（Accoding to Kaccāna Thera . The Guide(Nettipakara .na). Translation 

series, No.33. Trans. Bhikkhu Ñā .namoli. London:The Pali Text Society, 1977. p.xxvii (footnote 30)）

が、筆者（古山）は両書の伝来を考える資料としてその違いに注目している。

（3）　「釈尊の承認」とは、釈尊の随喜（anumodanā＜ anu-√muda）を指す。この随喜に関して、

Atthasālin には、〈･･･例えば Madhupi .n .dikasuttanta（蜜丸経）などのようにである。･･･師は、「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（sādhu：

善哉）、善いことです」といって長老に賛意（s ādhukāra）を与え、「比丘たちよ、大迦旃延は賢

者です、比丘たちよ、大迦旃延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、大迦旃延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（anumoditakāla）から、経典全体は仏

説（buddha-bhāsita）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。このテーラワーダ仏教の仏説論に基づけば、Nettの末文にある〈世尊が随喜した〉（bhagavatā 

anumodit ā）との句は、釈尊が大迦旃延の諸説に仏説としてのお墨付きを与えたことを意味する

のである。

（4）　ただし、Nett-aの著者 Dhammap ālaは、「四大教法」に違背しないことが具体的にどの経・律

の記述から証明できるのかは、議論の中では言及していない。しかし、Dhammap ālaは、議

論を展開する前の、Nett-aの序偈の中で、〈最上の大弟子は、「略説を分別する者たちのうち

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
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た〉（sa .mkhitta .m vibhajantāna .m, eso aggoti tādinā. .thapito etadaggasmi .m, yo mahāsāvakuttamo. 

cha.labhiñño vasippatto, pabhinnapa .tisambhido , mahākaccāyano thero , sambuddhena pasa .msito.）

［Nett-a B
e
 1（vv.7-8）］との詩句を書いている。詩句のうち下線を引いた部分は、増支部「是

第一品」（Etadagga-vagga）の〈比丘たちよ、私の弟子である比丘たちのうち…簡略に語ら

れたものについて詳細に意味を分別する者たちのうちで最高位の者は、大迦旃延である〉

（etadagga .m bhikkhave mama sāvakāna .m bhikkhūnā .m ... saṅkhittena bhāsitassa vitthārena attha .m 

vibhajantāna .m yadida .m mahākaccāno ti.）［Aṅguttaranikāya R
e
 1.23］との経文の内容に対応して

いる。ここでは、大迦旃延は、「略説」（sa .mkhitta＜ sa .m-√ khipa：様々な事柄を集約した教説）

の意味の分別すること（vibhajanta＜ vi-√ bhaja）における第一人者であると、釈尊から称讃さ

れている（増一阿含「弟子品第四」には〈我声聞中第一比丘。…善分別義敷演道教所謂大迦旃延

比丘是〉［T2.557b］と、「仏説阿羅漢具徳経」（阿含部単経）には〈我今称讃諸大声聞。…復有声

聞善解経律而能論義。迦旃延 芻是〉［T2.831a-b］とある）。

　Nettの末文の内容に疑問をなげかけることのできるような学僧たちには、上に示した序偈の

内容が、このような経の記述に依拠したものであることが、即座に了解されたことであろう。そ

うであれば、すでに序偈においてこのような詩句を書いておいた Dhammapālaにとっては、Nett

の末文が「四大教法」に違背しないことを証明する経・律の記述は、後段の議論の箇所において、

あらためて示す必要はないと考えたのではなかろうか。議論中に「四大教法」に合致することを

証明する経・律の言及が見られないのは、このような理由からであると推察される。

　ちなみに、仏弟子の大迦旃延が「略説分別」や「論義」に長けていたことを伝える経典には、

Madhupi .n .dika-sutta（蜜丸経）［Majjhima-nikāya R
e
 1.113-114］、Mahākaccānabhaddekaratta-sutta

（大迦旃延一夜賢者経）［Majjhima-nikāya R
e
 3.194］、Dutiya-adhamma-sutta（第二非法経）

［Aṅguttara-nikāya R
e
 5.255］がある。いずれにおいても〈しかも、大迦旃延尊者は、師（世尊）

はむろんのこと、識者たちや同梵行者たちに、称賛され尊敬されています。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していない説示について詳細に意味を分別することがで

きます〉（api cāyasmā mahākaccāno satthu ceva sa .mva .n .nito sambhāvito ca viññūna .m sabrahmacār-

na .m, pahoti ca āyasm ā mah ākacc āno imassa bhagavat ā saṅkhittena uddesassa uddi .t .thassa 

vitthārena attha .m avibhattassa vitthārena attha .m vibhajitu .m.）と、同文の記述が見られる。漢訳

阿含においては、中阿含「蜜丸喩経」［T1.603c, 604a］、中阿含「分別観法経」［T1. 694c］、中阿

含「温泉林天経」［T1. 697b］が挙げられる。いずれも〈尊者大迦旃延。常為世尊之所称誉。及

諸智梵行人。尊者大迦旃延。能広分別世尊向所略説義〉と、同文の記述が見られる。また、増一

阿含「七日品之余」の経にも、〈世尊向所論者略説其義。誰能堪任広説此義乎。是時諸比丘自相

謂言。世尊恒嘆誉尊者大迦栴延。今唯有迦栴延能説此義耳〉［T2.743a］とある。

（5）　ここに言われる「阿闍梨相承」（ācariya-paramparā）がどのようなものを指すのかは、Nett-aに

言及がなく、まったく不明である。Samantapāsādikā の Bāhira-nidāna-kathā［R
e
 1.32ff;62ff］

に見られるような、Up āliに始まる、テーラワーダにおける Vinayaの伝承の正系を指すとは考
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え難い（なお、Samantapāsādikāにおける Vinayaの阿闍梨相承説に関しては、森祖道『パー

リ仏教註釈文献の研究』、山喜房仏書林、1984年 pp.430-456において詳論されている）。また、

Atthasālin の Nidāna-kath ā［R
e
 32］に見られるような、S āriputtaに始まる、Abhidhammaの

伝承系統を指すものとも考え難い。ごく素朴に思い浮かぶのは、大迦旃延を祖とする師資相承で

あるが（Cf.脚注（6）の拙稿⑦）、Dhammapālaはテーラワーダ仏教の内部に向けて Nettは非難

されることのない阿闍梨相承によって伝承されたと述べているのであるから、その阿闍梨相承と

は、例えばその系譜中に、スリランカのテーラワーダ仏教が重きを置く Mahindaを含むような

ものを指していたとも考えられる。

（6）　Nettに関する主要な拙稿は以下のとおりである（Nettの姉妹書 Pe.tに関するものも含む）：①

「Nettipakara .naは何を目的とするのか？」『駒澤大学大学院仏教学研究会年報』32、1999年；②

「Nettipakara.naの研究─ saṅgaha-vāraの読解と分析─」『パーリ学仏教文化学』13、1999年；③

「Pe.takopadesaは何を目的とするのか─その序章を中心として─」『印度学仏教学研究』49-1、

2000年；④「Nettipakara .naの研究」（駒澤大学提出の博士学位請求論文、2000年、国立国会図

書館請求記号 UT51-2001-B590；駒澤大学図書館請求記号 183.9:4-1、183.9:4-2）⑤「Pe.takopadesa

は pe.takaの upadesa（註釈）か」『佛教研究』（国際仏教徒協会）32、2004年；⑥「.t kā文

献における pakara .na-naya及び netti-nayaについて」『印度学仏教学研究』53-2、2005年；⑦

「“netti”と “Netti-pakara .na”」『印度学仏教学研究』54-1、2005年；⑧「パーリ四部ティーカに
現れる nettiya .m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）；⑨「Nettipakara .naの註釈文献について」『駒澤大学仏教学部論集』37、2006年；

⑩「Nettipakara.naの末文に対する Netti-a.t.thakathāでの説明について」『駒澤大学仏教学部論集』

38、2007年。

（7）　『水野弘元著作選集第 3巻　パーリ論書研究』、春秋社、1997年 pp.124-125

（8）　Nettの Saṅgaha-vāraには〈nettiは、十六の hāraと五つの nayaを有し、十八の mūlapadaを有

する、教法の探求法であり、大迦旃延により説かれた〉（so.lasa hārā nett  , pañca nayā sāsanassa 

pariye.t.thi. a.t.thārasā mūlapadā mahākaccānena niddi.t.thā.）［R
e
 1（v.3）］との詩句がある（この詩

句の読み方については脚註（6）拙稿⑦を見よ）。ここにおいては、大迦旃延が説いた “netti”とは、

十六の “hāra”（表現の構造理解）、五つの “naya”（意味、染・浄の導出）、十八の “mūlapada”（染・

浄の基本項目）から成る「教法の探求法」としてのそれであると述べられている。

（9）　現存の Nettの各章節の末尾には、“tenāhaāyasmā mahākaccāno [Niddesa-vāra中にある一詩句 ] 

ti.”という形式で書かれた結語が見られる［Nett R
e
 10,21,27,29,32,40,48,51,52,56,63,78,80,84,86,1

09,192］。ここにおいては、“netti”と総称される十六の “hāra”などの梗概をまとめた詩句を大迦

旃延が説いたと述べられている。これらの詩句は ariyā（Skt. āryā）韻律で作詩されているため、

時代的に、釈尊在世時代の大迦旃延の手によるものとは言いえないかもしれない。大迦旃延によ
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る聖典解釈の指針を後の者がまとめた際につくられたものかもしれない。こうした “netti”（聖

典解釈の指針）の梗概をまとめた詩句もまた、同じく “netti”と呼ばれた可能性がある（Cf.脚註（6）

拙稿⑦）。

（10）　ariyā（Skt. āryā）韻律については、PTS版 Nettの校訂者 E.Hardyが、E.Leumannから、この

韻律はジャイナ教の文筆家によって西暦紀元初頭よりも後に用いられているということを教えて

もらったと述べている。ただし、E.Hardyは、Ther gāthāや Jātakaに āryā韻律の詩句が見出さ

れることに触れて、インドのいたるところで āryā韻律が好まれて育まれたのと同時期にこれら

の詩句が作詩されたのであると決めてかかるのでもなければ、āryā韻律の使用を紀元後におく仮

説は成り立たないと述べ、E.Leumannの教示にしたがって Nettの成立年代を導くことは拒否し

ている［Nett R
e
 xxii-xxiii］。

　また、kārikā体に関しては、Osker von Hinüberが、Nettのように序説的詩句を置いてこれ

に註釈説明を加える場合、この序説的詩句は“kārikā”と呼ばれるが、それは A.D.1cの間に

一般的となったと述べている。ただし、śloka韻律や āryā韻律の kārikāがすでに Patañjaliの

Mahābhā.sya（B.C.150？）に見出されるから、この文学形式が Nettの年代推定に有益であるか

は分からないとしている（Osker von Hinüber. A Handbook of Pāli Literature. Berlin :Walter de 

Gruyter & Co, 1996. pp.79-80）。

（11）　Nettと同じく、“netti”と呼ばれる聖典解釈の指針を扱う Pe.tには、その終章 Suttavebhaṅgiya

の末部に、終結句として〈Pe.tにおける、経の分別者である大迦旃延長老の見識が完成した〉

（pe.takopadese mahākaccāyanassa therassa suttavebhaṅgissa dassana .m samatta .m.）［R
e
 259］との

記述が見られる。この終結句もまた Pe.tの編纂者が加えたものに相違ない。ここでは、Pe.tの文

章を、大迦旃延の言葉ではなく、大迦旃延の見識（dassana）と述べている。現存 Pe.tの編纂者

はこうした捉え方をしていた。

　なお、この Pe.tの終結句であるが、ミャンマー第 6回結集版では、PTS版の読みを脚注に注記

しつつ、“suttavebha .ngissa”の部分は “suttavibhaṅgassa”とされている［Pe.t B
e
 340］。ここは諸

本を集めた精緻な検討を要する箇所であるが、今はひとまず PTS版の読みを採って訳した。ま

た、Bhikkhu Ñā .namoliは、Suttavebhaṅgiya章の終結句は “pe.takopadese”からではなく、直前

にある “nayasamu.t.thāna .m”の語からであると述べている。また “suttavebhaṅgissa”という属格

語は “mahākaccāyanassa therassa”という属格語を限定する形容辞であると述べている。こうし

た理解にしたがい、Ñ ā .namoliは同章の終結句を “The Moulding of the Guide-Lines, the Elder 

Mahā-Kaccāyana the Thread-analyser’s showing in the Pi .taka-Disclosur, is completed.”と訳

している（Accoding to Kaccāna Thera. The PI .TAKA-DISCLOSURE (Pe .takopadesa). Translation 

series , No.35. Trans. Bhikkhu Ñā .namoli . London : The Pali Text Society, 1979. p.348）。ここでは、

語句の文法的判断については Ñā .namoliの意見にしたがったが、同章の終結句は PTS版及びミャ

ンマー第 6回結集版での校訂にしたがい“pe.takopadese”から始まるものとして読んだ。

（12）　この挿話は、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 Pe.t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
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類かもしれないし、現存の Pe.tよりも記述量の多い Pe.t（別版または往時のテキスト）かもしれ

ない。

　なお、脚注（4）に引いた増一阿含「弟子品第四」の経文に対する、『分別功徳論』の註釈箇所には、

次のような記述が見られる。：〈迦旃延所以稱善分別義者。将欲撰法。心中惟曰。人間憤鬧精思不

専。故隠地中七日。撰集大法。已訖呈仏。称曰。善哉。聖所印可。以為一蔵。此義微妙。降伏外

道故称第一又復称第一者。世尊至釈翅国。坐一樹下執一杖。釈種咸来観仏。往棄我女相好勝前。

今意復云何。答曰。意者不著世間不染於俗。梵志曰。善哉。受解還去。後諸比丘不解此語。問迦

旃延。仏称仁者。弁才折理。解義第一。世尊所答。梵志不染不著者。其義云何。時迦旃延即為解

説。比丘当知。眼縁色起痛。縁痛起想。縁想来往。生識分別起染著心。於此染著永已捨離。諸比

丘聞説此語。意猶快然。迦旃延観諸比丘意不了。即引喩曰。有人於此。欲求牢固之物。反捨根本

而取枝葉。為得牢固不。曰不得也君等亦如是。仏近住此。而反見問。豈非捨本取其末耶。諸比丘

即往問仏。称迦旃延所解。如是不審理応爾不。仏答曰。如迦旃延所説。等無有異。以是因縁復称

第一〉［T25.42c-43a］。

　ここでは、大迦旃延が大法を撰集して釈尊に呈したところ、釈尊が「善哉」と言って印可し、

これを「一蔵」となしたと述べられている。ここに言う「一蔵」は、“pe .taka”の訳語である可

能性がある。あるいは、聖典解釈の指針をまとめた何かを指していると解すこともできる。

　また、『大智度論』には、〈摩訶迦旃延仏在時。解仏語作昆勒昆勒秦言篋蔵。乃至今行於南天竺〉

［T25.70a-b］及び〈昆勒有三百二十万言。仏在世時大迦旃延之所造。仏滅度後人寿転減。憶識力

少不能広誦。諸得道人撰為三十八万四千言。若人入昆勒門論議則無窮。其中有随相門対治門等種

種諸門〉［T25.192b-c］とある。ここに見られる「昆勒」（＝ 勒）の原語は “pe.taka”に比定され

ている（Cf.脚註（6）拙稿⑤）。この「昆勒」とは、大迦旃延による仏語の解釈法のごときもの

であると言える。

　このように、インド仏教における諸部派のうちには、大迦旃延が生前に仏の言葉の解釈に関わ

る何かを遺したとする伝承があったようである。こうした伝承と、Nett-p.tの挿話は、何らかの

連絡を有しているのではないかと想像される。

（13）　原文：… eva .m thero sadattha .m nipphādetvā, “bhante, rājā pajjoto tumhāka .m pāde vanditu .m 

dhammañca sotu .m icchat”ti ārocesi. satthā “tva .myeva , kaccāna , tattha gaccha , tayi gate rājā

pas dissat”ti āha. thero satthu ā .nāya atta .t.thamo tattha gantvā rājāna .m pasādetvā avant su sāsana .m 

pati.t.thāpetvā puna satthu santikameva āgato. attano pubbapatthanāvasena kaccāyanappakara .na .m 

mahāniruttippakara.na .m nettipakara.nanti pakara.nattaya .m saṅghamajjhe byākāsi . atha santu .t.thena 

bhagavatā “etadagga .m, bhikkhave, mama sāvakāna .m sa .mkhittena bhāsitassa vitthārena attha .m 

vibhajantāna .m yadida .m mahākaccāno” ti etadagga .t.thāne .thapito aggaphalasukhena vihās ti.

（14）　Cf. Somapala Jayawardhana. Handbook of Pali Literature. Colombo : Karunaratne & Sons Ltd, 

1994. pp.178-179。なお、Ap-aの成立地については、東南アジアであるかもしれないとする見方

もある（Cf. Osker von Hinüber前掲書 p.147）。

（15）　Aṅguttara-a .t .thakathāには“atha satthā aparabhāge jetavane viharanto madhupi .n .dikasutta .m 

kaccānapeyyāla .m p ār āyanasuttanti ime tayo suttante a.t .thuppati .m katvā thera .m saṅkhittena 
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bhāsitassa vitthārena attha .m vibhajantāna .m agga .t .thāne .thapes ti.”［B
e
 1.164（R

e
 1.209）］とあ

り、Madhupi .n.dikasutta（蜜丸経）、Kaccānapeyyāla（＝大迦旃延一夜賢者経）、Pārāyanasutta（？）

の教説に関して、大迦旃延を略説分別の第一人者に置いたと述べられているが、“netti”のこと

もパーリ語文法のことも述べられていない。

（16）　ただし、G.P.Malalasekeraによると、Kaccāyana-bhedaには、Kaccāyanappakara .naの全

体が迦旃延（Kacc āyana）の作なのではなく、aphorisms（sutta：文法規定）は迦旃延、vutti

（補注）は Saṅghānandi、illustrations（payoga：例示説明）は Brahmadatta、nyāsa（解説問

答）は Vimalabuddhiによるものとする記述があるとのことである（G.P.Malalasekera. The Pāli 

Literature of Ceylon. Kandy : Buddhist Publication Society, 1994 (Rep.). p.180）。なお、片山一

良は、この記述はミャンマー版の Kaccāyana-bhedaには見出すことができないと指摘し、恐ら

く Kaccāyana-bheda-abhinava.t kāにおける記事であろうと思うと述べている（片山一良「カッ

チャーヤナの文法（二）」『曹洞宗研究員研究生研究紀要』5、p.155（註（1）））。

（17）　 な お、「 大 迦 旃 延 長 老 譬 喩 」 の 註 釈 部 に 見 ら れ る Kaccāyanappakara .na と

Mahāniruttippakara .naとは、パーリ文法学の書であるが、これは釈尊在世期の仏弟子である大

迦旃延とは同名別人の作品であると考えられている。この両文法書の著者についても、同名の別

人であるとする説もある（Cf.片山一良「パーリ語文法文献目録（土着篇）」『曹洞宗研究員研究

生研究紀要』10、p.271（Mahāniruttiの項））。

　Kaccāyanappakara .naは、現存最古のパーリ語文法であるが、そこには A.D.7c成立の Kā́sikā

からの引用が見られ、また、A.D.12cにはミャンマーの Chapa.ta（僧名は Saddhammajotipālaと

いう）により註釈書 Suttaniddesaが造られているという（Cf. Wilhelm Geiger. Pāli Literature 

and Language. Trans. Batakrishna Ghosh. New Delhi : Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 

1996. pp.37-38；M.H.Bode. The Pali Literature of Burma. Rangoon : Burma Research Society. 

1965.pp.17-18）。ゆえにその作者はA.D.7-12cの間に属する人と見なければならない。水野弘元は、

この文法家の迦旃延を A.D.1000前後の人であろうとしている（Cf.水野弘元前掲書 p.124）。

　A.D.12cにミャンマーの Aggava .msaによって著された文法書 Saddan tiの Suttamālā巻に

は〈また、これの多くの註釈・副次註釈となる付属文献のうち、最初に現れたところの、その

註釈である Nyāsappakara .naを、S hala島の Anur ādhapuraにある Mah āvih āra（大寺）に住

む Vajirabuddhi長老が著した〉（bahūsu cāssa sa .mva .n .nanānusa .mva .n .nanābhūtesu parivāraganthesu 

pa.thama .m samuppanna .m tabba .n .nanābhūta .m nyāsappakara .na .m s ha.lad pe anurādhapure 

mahāvihāre vasanto vajirabuddhitthero varacayi, ...）［B
e
 Nidāna-kathā p.jha］ と あ り、

Kaccāyanappakara .naの最古の註釈書は Nyāsappakara .naであると述べられている。この註釈

書は A.D.10c以前に属するとされるので（Cf.橘堂正弘『スリランカのパーリ語文献』、山喜房仏

書林、1997年 p.37）、筆者（古山）は、Kaccāyanappakara .naの成立期と作者の年代を、A.D.7-12c 

のうちでも A.D.7cに近い方向に見る必要があると考えている。

（18）　Saddan tiの Suttamālā巻には、〈Kaccāya .nappakara .naは、世尊によって最高位に置か

れた偉大な弟子である大迦旃延長老が説いたというのが、Nyāsaの作者をはじめとする古
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師たちの考えである〉（…kacc āya .nabyākara .na .m bhagavatā etadagge .thapitena mah āsāvakena 

mah ākacc āyanattherena bh āsitanti nyāsakār ād na .m por ā .nakāna .m ācariy āna .m mati.）［B
e
 

Nidāna-kathā p.cha］とある。この記述によれば、Nyāsa（Nyāsappakara .na、Cf.脚注（17））の

時期から Kaccāyanappakara .naを釈尊在世時代の大迦旃延とする見方があったようである。

（19）　なお、G.P.Malalasekeraは、Ap-aに見られるような、文法家の大迦旃延が釈尊在世期の仏弟子

であるとする記述に蓋然的な妥当性のあることを詳しく論じている（Cf.G.P.Malalasekera前掲書

p.180ff.）。この問題は本稿の主題とは外れるので深入りはしないが、いずれ機会を得て考察を加

えたいと思う。

（20）　Cf. Kanai Lal Hazra. The Buddhist Annals and Chronicles of South-East Asia. New Delhi 

: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., pp.69-71。なお本書によると、G.P.Malalasekera

は Saddh-sをインド人の作品と考えている（Cf. G.P.Malalasekera前掲書 p.245）が、タイ人ら

は、Saddh-sは南タイのアユタヤ出身者が、Paramarāja（または Paramarājādhirāja、治世期：

A.D.1370-1388）の時代に造ったと主張しているとのことである（Kanai Lal Hazraは後者を支持）。

なお、橘堂正弘前掲書 p.21には、Saddh-sは A.D.13-14cのタイ国の僧 Dhammakittが、スリラ

ンカにおいて具足戒を受けて修学し、故国に帰って著したものと述べられている。

（21）　この成立年代論は、片山一良の推論にしたがった。Gvの成立年代については、M.H.Bodeの

A.D.17cとする推定が通説となっているようである（M.H.Bode前掲書 p.x）。これに対して片山

一良は、Gvに現れない文献の年代から上限を考察し、その成立年代は A.D.15c後半から A.D.16c

半にかけてであろうという推定が成り立つとし、A.D.16cと見るのが妥当であると述べている

（片山一良「『パーリ語文献史』和訳・索引（GANDHAVA .MSA）」『佛教研究』（国際仏教徒協会）

4、p.138）。なお、最近 Gvの英訳を出した Asha Dasは、その Introductionの中で、年代論に関

する先行研究（ただし片山一良の研究は見ていない）を概観して考察を加え、〈Gvを大雑把に

A.D.1700と A.D.1750の間に位置づけることは、不合理ではない〉（Asha Das. The Glimpses of 

Pali Literature (Gandhava .msa). Culcutta : Punthi Pustak, 2000. p.5）と述べている。

（22）　原文：katame tividhanāmakācariyā. mahākaccāyano tividhanāmo. katame gandhe kaccāyanena 

katā. kaccāyanagandho mahāniruttigandho cullaniruttigandho nettigandho pe.takopadesagandho 

va .n .nan tigandhoti ime cha gandhā mahākaccāyanena katā. ...／ ...mahākaccāyano jambudipikācariyo 

so hi avant ra.t .the ujjen nagare candapaccotasa nāma rañño purohito hutvā kāmāna .m ād nava .m 

disvā gharavāsa .m pahāya satthu sāsane pabbajjitvā he.t.thāvuttapakāre gandhe akāsi .（Asha Das前

掲書 pp.19 , 26；Cf. 前掲「『パーリ語文献史』和訳・索引」pp.129-128,122）。

（23）　Cullaniruttiは、パーリ語文法の書である。これに新古の二種があり、新しいほうはミャンマー

の Saddhammālaṅkāra長老によるもので現存し、古いほうは Yamaka長老によるもので現存しな

いとのことである（Cf.前掲「パーリ語文法文献目録（土着篇）」p.274；橘堂正弘前掲書 p.41）。

新しいほうは、これに対する註釈が A.D.17cにつくられているので、それ以前の成立というこ

とになるが、古いほうについては、筆者（古山）は成立時期を知らない。また、Va .n .nan tiに

ついてはいかなる文献なのか分からない。A.D.18c前半にミャンマーの Ukka .msam ālāが著した、

Va .n .nabodhanaという名の「書法」（likhana-naya）を扱った文献がある（Cf. Sāsanava .msa R
e
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120。生野善應『ビルマ上座部仏教史』、山喜房仏書林、1980年 p.253では、“likhana-naya”は「文

章法」と訳されている）。Va .n .nan tiとは、その題名を字義どおりにとれば「音節」（va .n .na）に

関する指南書である可能性が高いが、「書法」の指南書であるかもしれない。
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