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平成 23 年 3 月

10 種 upasaূpad
（Ɨ）と戒体の問題
袴 谷 憲 昭

漱石を捩って、私は、「智だけに働けば角は立たない」というのが仏教だ、
とつい書いてしまったことがあったが、決して筆が滑ったわけではなく、仏
1

教に従う限りはそうでなければならないと常に思っている。しかし、実際の
私は、仏教に従うことも少なく、それゆえ、智に働くことから外れ、その結果、
「情に棹さ」して「流され」、「意地を通」して「窮屈」な状態に陥っている
始末である。
しかるに、この状態を、いかに遅くても 5 世紀までには成立していたで
あろうヒンドゥーの法典 Manusm܀ti に照らせば、私は、意３、語４、身３、
計 10 種よりなる業（karman、行為）のマイナスの側面、即ち、十不善業（daĞa
2

akuĞalƗni karmƗi）に傾いていることになる 。しかし、私がもし、この業の
マイナスの側面をプラスの側面に切り換えていこうと努めていけば、私は、
十善業（daĞa kuĞalƗni karmƗi）の方向に進んでいくことができるものの、
その限りでなら、私はただのヒンドゥー人にしかすぎない。しかるに、そ
の 5 世紀のインドに想定された私が、もしも当時ありえた仏教と関係をも
ちたいと願ったならば、仮りに私が男女の成年未成年のいずれでもありえ
たとして、その可能性は、やはり当時成立していたであろう Vasubandhu（世
親）の AbhidharmakoĞabhƗ܈ya（『倶舎論』）に従う限り、以下の８通り、あ
3

るいは実質的には（dravyataত）4 通りしかありえなかったのである 。
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八衆の律儀

実質の（dravyataত）４種の者の律儀

１

bhikৢu-saূvara

比丘律儀

２

bhikৢuƯ-saূvara

比丘尼律儀

３

ĞikৢamƗƗ-saূvara 正学(女) 律儀

４

ĞrƗmaera-saূvara 沙弥律儀

５

ĞrƗmaerƯ-saূvara

沙弥尼律儀

６

upƗsaka-saূvara

優婆塞律儀

７

upƗsikƗ-saূvara

優婆夷律儀

８ upavƗsa-saূvara

近住律儀

｝
ⅰ

｝
ⅱ

｝
─

20 歳以上の成人出家者の律儀

20 歳以下の未成年出家者か
ⅰへ至る途上の女性出家者の律儀

ⅲ

在家仏教信者の律儀

ⅳ

一昼夜に限って受戒する者の律儀

8 通りの選択肢がありうるというのは、比丘（bhikৢu）より近住（upavƗsa）
に至る、所謂「八衆（aৢ৬au nikƗyƗত）
」が、それぞれに定められた別解脱律儀
4

5

（prƗtimokৢa-saূvara）を受けるという意味であるが、具体的にそのことを、実
6

質上の４種を主体として示しておけば、以下のとおりである。
ⅲは、以下の５種を遠離するという別解脱律儀を守る
① 殺生

prƗâtipƗta

② 不与取

adattâdƗna

③ 欲邪行

kƗma-mithyƗ-cƗra

④ 虚誑語

mৢƗ-vƗda

⑤ 飲諸酒

surƗ-maireya-madya-pƗna

ⅳは、以下の８種を遠離するという別解脱律儀を守る
① ＝上の①、②＝上の②
③ 非梵行

a-brahma-carya

④ ＝上の④、⑤＝上の⑤
⑥ 塗飾香鬘舞歌観聴

gandha-mƗlya-vilepana-ntya-gƯta-vƗditra

⑦ 眠坐高広厳麗牀座

ucca-Ğayana-mahƗ-Ğayana

⑧ 非時食

akƗla-bhojana

ⅱは、以下の 10 種を遠離するという別解脱律儀を守る
①②③④⑤⑥⑦＝上の①②③④⑤⑦⑧
⑧ 塗飾香鬘

gandha-mƗlya-vilepana

− 301 −

10 種 upasaূpad
（Ɨ）と戒体の問題（袴谷）
⑨ 舞歌観聴

（3）

ntya-gƯta-vƗditra

⑩ 受蓄金銀等宝

jƗta-rǌpa-rajata-pratigraha

7

ⅰは、全種を遠離するという別解脱律儀を守る

しかし、如上のごとくではあると言っても、実際問題としては、私の前に
８通りの、もしくは 4 通りの選択肢が全て可能である状態で広がっているわ
けではなく、もしも私が未成年の男子であれば、和尚たりうる教団の比丘の
推挙によるか、親の意向によるか、などの背景はともかく、一旦は出家して
ĞrƗmaera となった上で、成人後の bhikৢu となる機会を待たなければならない、
というような制約が生じてくることは言うまでもないが、その当時、仏教と正
式な関係を持とうと思えば、以上の八衆となること以外の方法はなかったであ
ろう。もっとも、5 世紀といえば、大乗仏教がほぼその全貌を教団内にもはっ
きりと姿を現わしていたであろうから、八衆以外にも、菩薩（bodhisattva）の
存在を別途に考慮しなければならないとの意見が忽ち浴びせ掛けられるのを予
期しないわけではないが、この問題に関しては、別途詳しく検討する機会を俟
ちたいと思ってはいるものの、ここでは、従来の私見を踏まえながら、三聚浄
戒よりなる菩薩戒（bodhisattva-prƗtimokৢa）は、基本的に八衆以外の菩薩の存
8

在を想定する必要のないものである、との暫定的見解を表明しておくのみで、
本稿の本来の目的の方に進むことにさせて頂きたい。
さて、この時代には、恐らく菩薩までをも含意していたであろう八衆の
誕生について、実際に教団（saূgha）が直接の係わりを持っていたのは、
Vasubandhu の記述に従えば、bhikৢu と bhikৢuƯ と ĞikৢaূƗƗ との三衆のみで
9

ある。換言すれば、残りの五衆、即ち、ĞrƗmaera, ĞrƗmaerƯ, upƗsaka, upƗsikƗ,
upavƗsa は、その誕生を個人（pudgala）に頼っていたということになるわけ
10

である が、教団が直接係わっていたとされる三衆の受具足戒（upasaূpad,
11

upasaূpadƗ）は、その当時なら、インドの中央地域であれば、三師七証を基本
とする 10 人以上の比丘たちによって構成された戒壇（maঌala）で、辺境地域
であれば、5 人の比丘たちによって構成された戒壇で、成立していたはずであ
12

る。そして、これを記した Vasubandhu 自身は、恐らく説一切有部（SarvƗstivƗda）
の比丘であったであろうが、その彼は、上記の 2 つの受具足戒のことを、他の
８つの受具足戒と共に、計 10 種の受具足戒として、
「律の選別者たち（vinayavibhƗৢikƗত）」の名の下に伝えているので、本稿では、まず、その伝承自体を問
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題としてみたい。というのも、この 10 種の受具足戒のことは、知られている
割には、従来その伝承の背景が律文献史的に明確に辿られたことはなかったの
13

ではないかと思われるからである。
以下には、この考察の発端となる Vasubandhu の記述を、サンスクリット原
文を中心に、諸訳とも対比しながら、しかも、これ以降の他の諸文献との対照
を容易ならしめるよう、10 種の各々には①−⑩の番号を挿入しながら、取り
上げてみることにしたい。
14

Ａイ Skt .：sa（=prƗtimokৢa-saূvaraত）punaত saূghƗd vƗ pudgalƗd vƗ /

saূghƗd bhikৢu-bhikৢuƯ-ĞikৢamƗƗ-saূvarƗত pudgalƗd anye / daĞa-vidhƗ
upasaূpad iti vinaya-vibhƗৢikƗত / tasya upasaূgrahaârtham Ɨdi-Ğabdaত / ①
svayaূ-bhǌtvena buddhƗnƗূ pratyeka-buddhƗnƗূ ca ② niyƗmâvakrƗntyƗ
pañcakƗnƗm ③ ehi-bhikৢukayƗ YaĞaত-prabhtƯnƗm ④ ĞƗstur abhyupagamƗn
MahƗkƗĞyapasya ⑤ praĞnârƗdhanena SodƗyinaত ⑥ guru-dharmâbhyupagamena
MahƗprajƗpatyƗত ⑦ dǌtena DharmadinnƗyƗত ⑧ vinaya-dhara-pañcamena
pratyantimeৢu jana-padeৢu ⑨ daĞa-vargea madhyeৢu jana-padeৢu ⑩ Ğaraagamanaূ traivƗcikena ৢaৢ৬i-bhadra-varga-pǌgôpasaূpƗditƗnƗm iti teৢaূ
nâvaĞyaূ vijñapty-adhƯnaত prƗtimokৢa-saূvaraত /
15

Ａロ

Tib.：de yang * dge ’dun nam gang zag las te / ** dge slong dang / ** dge

slong ma dang / dge slob*** ma’i sdom pa rnams ni dge ’dun las so // gzhan dag
ni gang zag las so // bye brag tu smra ba ’dul ba pa rnams na re rnam pa bcus
bsnyen par rdzogs so zhes zer ba bsdu ba’i phyir sogs pa’i sgra smos te / ① rang
byung gis ni sangs rgyas dang / rang sang rgyas rnams so // ② nges par ’jug pas
ni rten**** lnga po rnams so // ③ dge slong tshur shog ces byas pas ni grags pa la
sogs pa rnams so // ④ ston par khas blangs pas ni ’Od srungs chen po’o // ⑤ dri
bas mnyes pas ni Legs sbyin no // ⑥ bla ma’i chos khas blangs pas ni sKye dgu’i
bdag mo chen mo’o // ⑦ pho nyas ni Chos sbyin no // ⑧ ’dul ba ’dzin par*****
gtogs pa lngas ni mtha’ ’khob****** kyi mi rnams so // ⑨ bcu’i tshogs kyis ni dbus
kyi mi rnams so // ⑩ skyabs su ’gro ba lan gsum bzlas pas ni sde bzang drug cu’i
thogs kyis bsnyen par rdzogs par byas pa rnams te / de dag gi so sor thar pa’i
sdom pa ni gdon mi za bar rnam par rig byed******* la rag lus pa ma yin no //
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*D はこの間に “de” を有す **Ｐには “/ ” なし ***D は “slong” とするも誤り ****P は “sten”
とす *****Ｐは “pa” とす ******Ｐは “’thob” とするも誤り ******* Ｐは “dag par byed” とする
もＤの “rig byed” が正しい
16

Ａハ

17

Ａニ

玄奘訳：此復二種、謂、従

真諦訳：此或従大衆得、或

僧伽補特伽羅。有差別故。従僧伽得者、

従一人得。従大衆得者、謂、比丘比

謂、苾芻苾芻尼及正学戒。従補特伽

丘 尼 式 叉 摩 那 護。 従 一 人 得 者、 謂、

羅得者、謂、余五種戒。諸毘奈耶毘

所余諸護。有毘那耶毘婆沙師説、受大

婆沙師説、有十種得具戒法。為摂彼故、

戒有十種。為摂此故、説等。何者為十。

復説等言。何者為十。一①、由自然、謂、

一①、由自然得大戒、如仏婆伽婆及

仏独覚。二②、由得入正性離生、謂、

独覚。二②、由 入 正 定 聚 得 大 戒、如

五苾芻。三③、由仏命善来苾芻、謂、

憍陳如等五比丘得苦法智忍時。

耶舎等。四④、由信受仏為大師、謂、

三③、由呼善来比丘得大戒、如耶舎等。

大迦葉。五⑤、由善巧酬答所問、謂、

四④、由信受大師得大戒、如摩訶迦

蘇陀夷。六⑥、由敬受八尊重法、謂、

葉。五⑤、由答問難得大戒、如須陀夷。

大生主。七⑦、由遣使、謂、法授尼。

六⑥、由信受八尊法得大戒、如大瞿

八⑧、由持律為第五人、謂、於辺国。

耽弥。七⑦、由遣使得大戒、如達摩

九 ⑨、 由 十 衆、 謂、 於 中 国。 十 ⑩、

陳那比丘尼。八⑧、由能持毘那耶為

由三説帰仏法僧、謂、六十賢部共集

第五、於辺地国得大戒。九⑨、由十部、

受具戒。如是所得別解律儀、非必定

於中国得大戒。十⑩、由三説三帰得

依表業而発。

大戒、如六十賢部共集受戒。是諸人
波羅提木叉護、非定隨有教。
18

Ａホ

拙訳：また、そ〔の別解脱律儀（prƗtimokৢa-saূvara）〕は、教団

（saূgha）によるものか、あるいは個人（pudgala）によるものかである。教
団によるものとは、比丘（bhikৢu）と比丘尼（bhikৢuƯ）と正学女（ĞikৢamƗƗ）
19

との律儀（saূvara）である。それ以外の〔八つの律儀中の五つの〕もの
20

は個人によるものである。律の選別者たち（vinaya-vibhƗৢikƗত）は「受具足
21

戒（upasaূpad）は十種である」と言っている。そのことを含意するため
22

」の語があるのである。〔その十種とは〕、①
に〔本頌中 には〕「など（Ɨdi）
23

仏たちおよび独覚たちが自分自身によったこと（svayaূ-bhǌtva）によるも
のと、②〔世尊の最初の弟子である〕五人のものたちが決定的状態に入っ
24

たこと（niyƗmâvakrƗnti, 得入正性離生）によるものと、③ヤシャス（YaĞas）
を始めとするものたちが「来なさい、比丘よ」という〔世尊の言葉に従っ
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25

た〕こと（ehi-bhikৢukƗ）によるものと、④マハーカーシャパ（MahƗkƗĞyapa）
26

が教主を信受したこと（ĞƗstur abhyupagama-) によるもの と、⑤ソーダーイ
ン（SodƗyin）が問〔に答えること〕によって〔世尊を〕満足させたこと
27

（praĞnârƗdhana）によるものと、
⑥マハープラジャーパティー（MahƗprajƗpatƯ）
28

が尊重法を信受したこと（guru-dharmâbhyupagama）によるもの と、⑦ダ
ルマディンナー（DharmadinnƗ）が使者（dǌta）
〔を介して受具足戒したこと〕
29

によるものと、⑧辺境の国々における（pratyantimeৢu jana-padeৢu）持律者を
30

五人目〔とする五衆〕
（vinaya-dhara-pañcama）によるものと、⑨中央の国々
31

における（madhyeৢu jana-padeৢu) 十衆（daĞa-varga）によるものと、⑩六十人
の賢衆の集り（ৢaৢ৬i-bhadra-varga-pǌga）によって受具足戒したものたちが〔仏
32

への〕帰依を三唱したこと（Ğaraa-gamanaূ traivƗcika-）によるものと、
である。
33

かくして、彼らの別解脱律儀は必ずしも表〔業〕に依存するものではないの
である。
以上が、AbhidharmakoĞabhƗ܈ya において、Vasubandhu が、
「律の選別者たち」
の伝える 10 種の受具足戒として紹介している箇所の原典および諸訳の全てで
あるが、本稿の目的は、それら 10 種それぞれの歴史的背景を諸文献中に跡付
34

けることにあるのではなく、その 10 種にまとめて列挙する形態の伝承が説一
切有部の中でどのような経緯を辿って来たかを追跡してみることにあるのであ
る。しかるに、律蔵の伝承の上で、説一切有部と最も根本的な違いを示してい
るのが大衆部所伝の『摩訶僧 律』であることは周知のことであろうが、この
場合も正しく然りと言わなければならない。周知のごとく、大衆部のこの形態
の伝承は 4 種であり、しかもそれが、他律の犍度部相当箇所の文字通り冒頭に
35

示されているのに対して、説一切有部のそれは、上記のごとく 10 種であると
いう形態上の違いのみならず、その記載箇所が、律蔵の中枢部を占めることは
終になかったからである。
この説一切有部の 10 種の受具足戒は、既に平川彰博士によって明確に指摘
36

されているように、最初期のものとしては、
『十誦律』最後の「第十誦」冒頭の
37

38

」と、
『薩婆多部毘尼摩得勒伽』
「雑事」とに出るが、ここでは、
「比丘誦（善誦）
その両者を、順次に、Ｂ 1 と B 2 の記号下に、対照して示しておきたい。なお、
挿入した番号①−⑩は、文献Ａの場合を踏襲したものである。
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Ｂ 2：彼有十種受具戒。一①、無師

Ｂ１：十種明具足戒。何等十。①
仏世尊自然無師得具足戒。②五比丘

得、謂、如来阿羅呵三藐三仏駄。二②、

得道、即得具足戒。④長老摩訶迦葉

見諦得、謂、五比丘。三⑤、問答得、謂、

自誓、即得具足戒。⑤ 蘇陀隨順答仏論、

須陀夷。四⑩、三帰得。五④、自誓得、

故得具足戒。⑧辺地持律第五、得受

謂、摩訶迦葉及三説。六⑧、辺地律

具足戒。⑥摩訶波闍波提比丘尼受八

師等五衆得。七⑨、中国十衆得。八⑥、

重法、即得受具足戒。⑦半迦尸尼遣使、

八重得、謂、摩訶波闍波提等。九⑦、

得受具足戒。③仏命善来比丘、得具

遣使得、謂、法与。十③、二部僧得。

39

足戒。⑩帰命三宝已三唱我隨仏出家、
即得具足戒。⑨白四羯磨、得具足戒。
是名十種具足戒。
三種得具足戒。一善来作比丘。二

若制白四羯磨已、三語三帰受具足

帰命三唱。三白四羯磨。於是中、若

戒者、不得具足戒。若未制白四羯磨、

未結白四羯磨、若人帰命三唱、我隨

三語三帰受戒、善得具足戒。善来者、

仏出家、是善受具足戒。若結白四羯

若 前 若 後 受 戒、 善 得 具 足 戒。 何 故、

磨後、若帰依三唱出家、不名得具足戒。

善来比丘、我与受具戒者、是最後身

善来作比丘、若結白四羯磨前、若結

比丘、終不作学人無常、是故、善得

白四羯磨後、皆善来得具足戒。何以故。

具足戒。

仏法王自与受戒、無有在学地命終故。

40

上の引用によって、漢訳年代からみてインドでは 4 世紀末までには成立して
いたと考えられる文献Ｂ 1、Ｂ 2 において、説一切有部では、10 種の順序に若
干の相違はあるものの、
「比丘誦（善誦）
」や「雑事」という律蔵の付隨的増
広部分中に仏教教団の生育過程で生まれた受具足戒のパターンを 10 種にまと
めて示そうとする形態が明確にあったことを知ることができるのである。し
かるに、上引中に、行を改めて新たな段落として示した後半部分は、10 種の
受具足戒に直接関係するものではないが、その 10 種の形態が整えられる過程
で、当時の説一切有部教団が、律蔵の付隨的増広部分で補足しておこうとし
た事柄がどのようなものであったのかという状況の一端は示しえていると思
うので、敢えてここに続けてそのまま引用しておいた。しかし、この一端に
なにが語られているのかを剔抉することは必ずしも容易ではないが、4 世紀
頃には、説一切有部教団も大規模化し、出家や受具足戒などの重大行事は教
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団主催で行われることが基本となったため、従来の慣例によって個人的に行
われていた出家や受具足戒に関する行事も、教団によって白四羯磨で行うべ
きことが定められるようになった後には、かかる個人的行事での認証は無効
であるとするような補足事項が必要とされる一方で、最後身の仏やそれに準
ずるものの執行する認証は白四羯磨の制定の以前と以後とに関わりなく有効
であるというような補足事項が加えられる必要もあったのではないかと思わ
41

れるのである。他方、このような説一切有部教団の動向より 1 世紀以内には
著わされただろうと推測される AbhidharmakoĞabhƗ܈ya の中で、Vasubandhu
は、かかる 10 種の受具足戒の形態の伝承を「律の選別者たち」に帰する傍
らで、仏教に関わる八衆の誕生については、bhikৢu, bhikৢuƯ, ĞikৢamƗƗ の三
つだけを教団（saূgha）によるものとし、他の ĞrƗmaera, ĞrƗmaerƯ, upƗsaka,
upƗsikƗ, upavƗsa の五つは教団ではなく個人（pudgala）によるものとしてい
たのであった。Vasubandhu が述べているのであるから、確かにこれが当時の
教団の実状であったのかもしれないが、AbhidharmakoĞabhƗ܈ya の「業品」に
おいては、在家仏教信者である upƗsaka, upƗsikƗ, upavƗsa についての論述も意
42

外に多いことには充分留意しておく必要があるであろう。しかるに、この三
衆中の upavƗsa が教団にあって 8 種の prƗtimokৢa を受ける受具足戒では、そ
れを授ける「施戒人」（真諦訳）「師教」（玄奘訳）に対応するサンスクリッ
43

ト語は単に dƗt（与える人）である が、この dƗt は、上記の規定によれば、
教団によるものではなく個人によるものでなければならないものの、実際上
もかく解釈してよいものかどうか、その箇所の記述だけからは私によく分か
らないのであるが、私の感じうる限りでは、この dƗt 個人が教団とは関係
なく単独で受具足戒を執行していたようにはどうしても思えないのである。
因みに、Vasubandhu よりは数世紀遅れて、説一切有部（SarvƗstivƗda）の律
蔵の伝承を踏まえながら整備されていったであろう根本説一切有部（Mǌla44

SarvƗstivƗda）の律蔵中の「出家事（PravrajyƗ-vastu）」では、これと同種の問
題が、和尚（upƗdhyƗya）と論師（ƗcƗrya）との問題に絡めて論じられている
45

のを確認することができる。それゆえ、以下に、その箇所を取り上げること
にするが、義浄訳の当該箇所は省略法が採られているため、義浄訳について
46

は、既に同記述であることが指摘されている『根本説一切有部百一羯磨 』の
それに譲ることにしたい。これ以下には、
（Į）
「出家事」当該箇所チベット訳、
（ȕ）その拙訳、（Ȗ）『百一羯磨』当該箇所、の順序で、それらを提示する。
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（Į）bcom ldan ’das kyis mkhan po dang / slob dpon dag gis rab tu dbyung bar bya /
bsnyen par rdzogs par bya’o zhes bka’ stsal nas / de dag gis mkhan po dang slob dpon
du yod mi shes nas / bcom ldan ’das kyis bka’ stsal pa / slob dpon ni lnga / mkhan po ni
gnyis so // slob dpon lnga gang zhe na / dge tshul gyi slob dpon dang / gsang ste ston pa
dang / las byed pa dang / gnas sbyin pa’i slob dpon dang / klog pa’i slob dpon no // dge
tshul gyi slob dpon gang zhe na / gang gis skyabs su ’gro ba dang / bslab pa’i gzhi dag
byin pa yin no // gsang ste ston pa gang zhe na / gang gis gsang ste bstan pa yin no //
las byed pa gang zhe na / gang gis gsol ba dang bzhi’i las kyis las byas pa yin no // gnas
sbyin pa’i slob dpon gang zhe na / gang gi drung du zhag gcig tsam yang gnas pas ’dug
pa yin no // klog pa’i slob dpon gang zhe na / gang las tshig bzhi pa’i tshigs su bcad pa
tsam yang lan gsum du bzlas te bzung ba yin no // mkhan po gnyis gang zhe na / rab tu
’byin par byed pa gang yin pa dang / bsnyen par rdzogs par byed pa gang yin pa’o //
bcom ldan ’das kyis mkhan po dang slob dpon dag gis rab tu dbyung bar bya zhing
bsnyen par rdzogs par bya’o zhes bka’ stsal nas / dge slong rnams kyis ji ltar rab tu
dbyung bar bya ba dang / ji ltar bsnyen par rdzogs par bya ba mi shes nas / bcom ldan
’das kyis bka’ stsal pa / ’ga’ zhig gi gan du rab tu ’byung bar ’dod pa ’ongs na / des de la
bar chad kyi chos rnams dris nas gzung bar bya’o // bzung nas gsum la skyabs su ’gro ba
dang / dge bsnyen nyid du khas blangs pas dge bsnyen gyi sdom pa sbyin par bya’o //
’di ltar sbyin par bya ste / dang por ston pa la phyag ’tshal du gzhug go // de’i ’og
tu slob dpon la phyag ’tshal du bcug nas / mdun du tsog tsog por ’dug tu bcug ste /
thal mo sbyor du bcug nas des ’di skad ces brjod par bya ste / btsun pa dgongs su gsol
/ bdag ming ’di zhes bgyi ba dus ’di nas bzung ste ji srid ’tsho’i bar du / rkang gnyis
rnams kyi mchog sangs rgyas la skyabs su mchi’o // ’dod chags dang bral ba rnams
kyi mchog chos la skyabs su mchi’o // tshogs rnams kyi mchog dge ’dun la skyabs su
mchi’o // bdag ji srid ’tsho’i bar du dge bsnyen du btsun pas gzung du gsol / de bzhin
du lan gnyis lan gsum du bzlas / tshig gsum pa la slob dpon gyis shes brjod par bya’o //
slob dpon gyis thabs yin no zhes brjod par bya’o // dge bsnyen gyis legs so zhes brjod
par bya’o //
de ni dge bsnyen gyi sdoms pa sbyin pa’o //
（ȕ）世 尊 が、 次 の よ う に、「 和 尚（m k h a n p o , u pƗd h yƗy a）と 論 師（slob
dpon, ƗcƗrya）とが出家させるべきであり（rab tu dbyung bar bya）受具足戒させる
べきである（bsnyen par rdzogs par bya）」とおっしゃった後で、
彼ら〔比丘たち〕は、
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和尚と論師とがなん〔種〕いるのか知らなかったので〔尋ねると〕、世尊がおっしゃ
47

るには、「論師は五〔種〕である。和尚は二〔種〕である。五〔種〕の論師とはな
にかといえば、
（1）沙弥論師（dge tshul gyi slob dpon, ĞrƗmaerâcƗrya, 十戒阿遮利耶）
と、
（2）点検指導者（gsang ste ston pa, raho’nuĞƗsaka, 屏教阿遮利耶）と、（3）式司
会者（las byed pa, karma-kƗraka, 羯磨阿遮利耶）と、（4）備品供給論師（gnas sbyin
pa’i slob dpon, niĞraya-dƗyakâcƗrya, 依止阿遮利耶）と、（5）講読論師（klog pa’i slob
dpon, pƗ৬hâcƗrya, 教読阿遮利耶）とである。
（1）沙弥論師とはなにかといえば、
〔三〕
帰依（skyabs su ’gro ba, Ğaraa-gamana）と〔十〕学則（bslab pa’i gzhi, ĞikৢƗ-pada）
とを与えるものである。（2）点検指導者とはなにかといえば、個別に点検して指
導するものである。（3）式司会者とはなにかといえば、白四羯磨（gsol ba dang
bzhi’i las, jñapti-caturtha-karman）によって式司会をなすものである。
（4）備品供給
論師とはなにかといえば、ある人の監督下に一夜だけでも留まって住している〔場
合のそのある人の〕ことである。
（5）講読論師とはなにかといえば、ある人から
四句の頌（tshig bzhi pa’i tshigs su bcad pa, catuৢ-padƗ gƗthƗ）だけでも三度にわたっ
て唱えられて受け取られた〔場合のそのある人の〕ことである。二〔種〕の和尚
とはなにかといえば、（1）出家させるもの（rab tu ’byin par byed pa）と、（2）受
48

具足戒させるもの（bsnyen par rdzogs par byed pa）とである。」と。
世尊が、
「和尚と論師とが出家させるべきであり受具足戒させるべきである」と
おっしゃった後で、比丘たちは、どのように出家させるべきかや、どのように受
具足戒させるべきかを知らなかったので〔尋ねると〕、世尊がおっしゃるには、
「あ
るものの面前で出家したいとの望みがあった場合には、そのあるものが彼（希望者）
49

に遮法（bar chad kyi chos, antarƗyika-dharma）を質してから受け容れるべきである。
受け容れた後に、三帰依（gsum la skyabs su 'gro ba, tri-Ğaraa-gamana）と優婆塞
であるとの信受（dge bsnyen nyid du khas blangs pa, upƗsakatvâbhyupagama）とによっ
て優婆塞律儀（dge bsnyen gyi sdom pa, upƗsaka-saূvara）を与えるべきである。
50

に礼拝させ、
その後で、
以下のように与えるべきである。
最初に教主
（ston pa, ĞƗst）
論師に礼拝させてから、面前に蹲踞の姿勢で（tsog tsog por）居るようにさせて、
合掌させた後に、彼（希望者）は次のように述べるべきである。「大徳（btsun po,
bhadanta）よ、
思し召し下さい。この名で呼ばれている私は、今時より死ぬまで（dus
’di nas bzung ste ji srid ’tsho’i bar du, asmƗt kƗlƗd yƗvaj jƯvam）、両足たちの中の最上
者である仏に帰依し、離欲のものたちの中の最上者である法に帰依し、諸集団中
の最上者である教団（dge ’dun, saূgha, 僧）に帰依します。私は死ぬまで優婆塞で
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あると大徳は思し召し下さい。」と。同様に、二度、三度と、唱え、三度目の語の
51

52

ときに、論師は述べるべきである。論師は「よろしい（thabs yin no, aupayikam）」
と述べるべきであり、優婆塞は「はい（legs so, sƗdhu）
」と述べるべきである。」」と。
以上が、優婆塞律儀を与えることである。
（γ）〔薄伽梵〕告諸苾芻曰。「従今已去、汝諸苾芻、凡有来求善説法律、情楽出
家及受近円者、阿遮利耶、鄥波馱耶、応与出家及受近円。」時、諸苾芻不知有、幾
阿遮利耶、幾鄥波馱耶。仏言。
「有五種阿遮利耶、二種䌆波馱耶。云何五種阿遮利耶。
一、十戒阿遮利耶。二、屏教阿遮利耶。三、羯磨阿遮利耶。四、依止阿遮利耶。五、
教読阿遮利耶。何謂、十戒阿遮利耶。謂、授三帰及十学処。何謂、屏教阿遮利耶。謂、
於屏処検問障法。何謂、羯磨阿遮利耶。謂、作白四羯磨。何謂、依止阿遮利耶。謂、
下至一宿依止而住。何謂、教読阿遮利耶。謂、教読誦乃至四句伽他。何謂、二種
鄥波馱耶。一者、与其剃髪出家受十学処。二者、与受近円。」
如世尊言、「其親教師等、当与出家受戒及受近円者」
、諸苾芻不知、云何当与出
家近円。仏言。「凡有欲求出家者、隨情、詣一師処、師即応問所有障法、若遍浄者、
53

隨意摂受、既摂受已、授与三帰並五学処、成鄥波索迦律儀護。
如是応授。先教求出家者、令礼敬已、在本師前、蹲踞合掌、教作是語。
「阿遮
利耶存念、我某甲、始従今日、乃至命存、帰依仏陀両足中尊、帰依達摩離欲中尊、
54

55

」
帰依僧伽諸衆中尊。」如是三説。師云。「奥箄迦。」答云。「娑度。」

以上に示したように、根本説一切有部の律蔵の「出家事」の中に、出家や受
具足戒に関して、仏教教団の比較的初期から行われてきたと見做されている所
56

謂「三師七証」の受具足戒 の他に、あるいはそれらと重なりながらも、別枠
の 2 種の和尚や 5 種の論師に言及があるのは、説一切有部教団が「根本」を付
して呼ばれるような時代になって、出家や受具足戒に関わる新たな役割を書き
加える必要があったからに違いないが、本稿の当面の目的は、その新たな役割
を解明することにあるのではなく、根本説一切有部は、その補足を律蔵の中枢
に試みようとしつつも、他方では、かかる補足をあくまでも律蔵の付隨的増広
部分において体系的に処理していこうとする傾向を強く有していたのではない
57

かということを明らかにすることにあるのである。しかも、その一端は、上述
したように、律蔵中枢をなす「出家事」の新たな補足要素が『根本説一切有
部百一羯磨』に採り上げられていること自体に計らずもよく示されていると言
58

わなければならない。しかるに、この『百一羯磨』と同じように根本説一切
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有部の律蔵の付隨的増広部分をなす文献として、最近は、チベット訳 ’Dul ba
gZhung dam pa（Vinaya-Uttaragrantha）
との緊密な関係においても注目されている、
59

『根本説一切有部尼陀那目得迦』があるが、私には、この文献が、その律蔵の
体系化された付隨的増広部分的性格において、先に見た文献Ｂ 2 の『薩婆多部
毘尼摩得勒伽』とも類似しているように思われるのである。そして、実際、文
献Ｂ 2 の文とほぼ同文が、『目得迦』そのものではないものの、その並行文献
的な性格をもつ gZhung dam pa（Uttaragrantha）中に見出すことができるのであ
るが、その文献の考察に至る前に、残された問題および準備的問題の若干を片
付けておきたい。
まず、「出家事」と『百一羯磨』の当該箇所を提示する直前に触れた、在家
仏教信者である、例えば、upƗsaka が、果して Vasubandhu 当時の規定どおり、
後代になっても教団とは関係なく個人で単独に認証されえたかどうかという問
題に関していえば、2 種の和尚や 5 種の論師の規定を含んでいた「出家事」と
『百一羯磨』の引用前半の記述に引き続く、後半の記述を再度読み直してみても、
その判断は依然難しく感じられる。なぜなら、この後半では、問題の規定を受
けた和尚と論師とがどのように希望者を出家させ受具足戒させるのかとの問い
に対する答えが示されているわけであるから、いかにも教団行事としての規定
が示されているかのように思われるのであるが、しかし、そこに実例として示
されている優婆塞律儀を与えるものは、2 種の和尚中の後者、即ち「受具足戒
させるもの」個人であってもよいと解釈することが可能だからである。ただし、
この解釈は、義浄訳の (Ȗ) では、その役割のものが単に「師」と言われている
のであまり問題は生じないであろうが、チベット訳の (Į) では、始めは “mkhan
po（upƗdhyƗya, 和尚 ）” であったものが終りの儀式成立の確認の場面では “slob
” であることになってしまうという不都合が生じるであろう。
dpon（ƗcƗrya, 論師）
これを避けるためには、この最後に確認を行った論師がまた先に希望者の遮法
（antarƗyika-dharma）を質した点検指導者（raho’nuĞƗsaka）としての論師でもあっ
たと解釈すれば、同じ一人の論師が単独で一人の優婆塞を誕生させたというこ
とにもなるであろうが、本稿は、先にも既に断ったように、後代の仏教教団出
家者の役割を明確に判定しようと意図するものではないので、この問題は今回
はこの辺で止めておくことにしたい。
次に、 上で触れた、 義浄訳『根本説一切有部尼陀那目得迦』とチベット
訳 ’Dul ba gZhung dam pa（Vinaya-Uttaragrantha）との関係についてであるが、
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この両者の緊密な関係を具体的に初めて指摘したのは Shayne Clarke 博士であ
60

る。その博士の御指摘によって、義浄訳の上記前半の「尼陀那」部分と後半
の「目得迦」部分とは、上記チベット訳中に、その体系的な組織そのままで
整然と対応していることが判明したのであるが、これと並行して、Clarke 博士
はまた、義浄訳題名中の音写「尼陀那」と「目得迦」とを、それぞれ、NidƗna
と Muktaka とに確定された。特に後者についていえば、従来は MƗtkƗ と想定
61

されがちだったものが、博士の考証によって、Muktaka と決定された意義は大
きい。この Clarke 博士の御指摘の刺激もあって、本稿では、これまで扱った
文献と同じ 10 種の受具足戒の形態をやはり示している ’Dul ba gZhung dam pa
（Vinaya-Uttaragrantha）の場合も取り上げようとしているのであるが、しかし、
そのチベット訳の記述が登場する箇所は、上記の義浄訳が終了し、それに対応
62

する ’Dul ba gZhung dam pa が “rkyang pa rnams rdzogs sto // ” で終ってしまって
からかなり後方においてなのである。従って、問題のチベット訳の記述に見合
う義浄訳がないのは当然であるが、驚くべきことに、その記述は、別な漢訳で
ある、先に既に扱った文献Ｂ 2 の『薩婆多部毘尼摩得勒伽』と、その記述の前
後を含めても、かなりの類似性を呈していることに気づかされる。私は、目下
のところ、その両者の全体を見通しえていないのでこの類似性について確定的
なことはなにも言えないが、時代的にはチベット訳よりかなり古い『毘尼摩得
勒伽』が、チベット訳の ’Dul ba gZhung dam pa（Vinaya-Uttaragrantha）となん
63

らかの関係を有していることは明らかであろう。そこには「摩得勒伽」と「目
64

得伽」との関係を解明する手掛りも隠されているかもしれないが、かかる解明
65

は将来に俟ち、ここでは、その問題の箇所を、先に提示した文献Ｂ 2 と合わせ
る形で、Ｃ (Į) 下にはチベット訳原文を、Ｃ (ȕ) 下にはその拙訳を、示してお
きたい。挿入された①−⑩ の意味は、これまでの場合と同じである。
C(Į)：bsnyen par rdzogs par ’os pa gang zhe na / khas blangs nas grub pas na bsnyen
par rdzogs pa ste / bsnyen par rdzogs par ’os pa la rnam pa bcu’o // ① de bzhin gshegs
pa rang byung dang rang sangs rgyas ni slob dpon med pas bsnyen par rdzogs pa dang
/ ② lnga po rnams ye shes mngon du chud pas bsnyen par rdzogs pa dang / ④ tshe dang
ldan pa ’Od srung chen po ston par khas blangs pas bsnyen par rdzogs pa dang / ⑤ tshe
dang ldan pa ’Char ldan dris nas lung bstan pas bsnyen par rdzogs pa dang / ③ dge
slong tshur shog ces gsungs pas bsnyen par rdzogs pa dang / ⑩ skyabs su ’gro ba’i tshig
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gsum gyis bsnyen par rdzogs pa dang / ⑧ yul mtha’ ’khob na ’dul ba ’dzin pa dang /
lnga’i dge ’dun las bsnyen par rdzogs pa dang / ⑨ yul gyi dbus su bcu ’dus pa dang de
las lhag pa las bsnyen par rdzogs pa dang / ⑥ bla ma’i chos khas blangs pa dang / ⑦
pho nyas bsnyen par rdzogs pa dang / dge ’dun sde gnyis las bsnyen par rdzogs pa’o //
de la gang gsol ba dang* bzhi’i** las kyis ma bcas pa na skyabs su ’gro ba’i tshig
gsum gyis bsnyen par rdzogs pa ni legs par bsnyen par rdzogs pa zhes bya’o // gang gis
gsol ba dang* bzhi’i** las bcas pa de ni skyabs su ’gro ba’i tshig gsum gyis bsnyen par
rdzogs pa ni bsnyen par ma rdzogs pa’o // dge slong tshur shog ces pas ni thog ma dang
tha mar ’dra ste / bsnyen par rdzogs pa de ni legs par bsnyen par rdzogs pa’o // de ci’i
phyir zhe na / U pƗ li dge slong tshur shog ces bya ba ni / ngas mngon sum du bsnyen
par rdzogs pa ste / dge slong tshur shog ces bya ba de thams cad kyang srid pa tha ma
pa ste / dge slong tshur shog ces bya ba dag ni slob bzhin du dus ’da’ ba ma yin te / de
lta bas na de dag legs par bsnyen par rdzogs pa zhes bya’ o //
*P には “dang / ” とあるも D に従う **P には “gzhi’i” とあるも誤りにつき D によって正
す

Ｃ（ȕ）：受具足戒できるとはどのようなことか。信受した後に成就することに
よれば受具足戒であって、受具足戒できることには十種がある。①自分自身によ
る如来と独覚との論師なきことによる受具足戒と、②五人のものたちの智の現観
（ye shes mngon du chud pa, jñƗnâbhisamaya）による受具足戒と、④マハーカーシャ
66

パ氏の教主信受による受具足戒と、⑤ソーダーイン（’Char ldan）氏の質問して授
記されたことによる受具足戒と、③「来なさい、比丘よ」という〔世尊の〕お言
葉による受具足戒と、⑩帰依を三唱したことによる受具足戒と、⑧辺境の国にお
ける持律者とで五人の教団による受具足戒と、⑨中央の国における十人の集りと
それ以上のものによる受具足戒と、⑥尊重法を信受すること〔による受具足戒〕と、
67

⑦使者によって受具足戒し二部の教団によって受具足戒したことと、である。
そこで、およそまだ白四羯磨 (gsol ba dang bzhi’i las, jñapti-caturtha-karman) が制
定されていない場合の帰依を三唱したことによる受具足戒は、善く受具足戒され
たものである。およそなんらかによりて白四羯磨が制定されたその場合には、帰
依を三唱したことによる受具足戒は、まだ受具足戒されていないものである。
「来
なさい、比丘よ」と言われたことによるものは、最初と最後とにおいて同じであり、
その受具足戒は、善く受具足戒されたものである。それはなぜか。ウパーリンよ、
「来なさい、比丘よ」と言われたものは、私（世尊）が現前で受具足戒したもので
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あって、「来なさい、比丘よ」と言われたその全てのものもまた最後身のもの (srid
pa tha ma pa, carama-bhavika) であり、「来なさい、比丘よ」と言われたものたちは、
学びつつあって死ぬことのないものなのであるから、それゆえに、彼らは善く受
68

具足戒したものなのである。

以上の文献Ｃを、平川彰博士は、全く取り上げられることはなかったものの、
私がこの文献Ｃと類似しているところがあると言った文献Ｂ 2 については、平
69

川博士も、当時既にその存在が知られていたサンスクリット断片の考察も挟み
ながら、文献Ｂ 1 とも比較対照して、文献Ｂ１の『十誦律』
「比丘誦（善誦）
」
と文献Ｂ 2 の『薩婆多部毘尼摩得勒伽』「雑事」との、上記断片を巡る前後の
構成をも、かなり詳細に明らかにされたのであるが、その考察の中で、文献Ｂ
70

1 とＢ 2 とについては、次のように指摘されておられる。
ともかく十誦律の「比丘誦」で取り上げている問題も「律の論母」に対する解
説である。そしてそこに取り上げている論母は、
『薩婆多部毘尼摩得勒伽』にある
「摩得勒伽雑事」とほぼ同じである。順序も内容も同じであり、同一の源泉から出
たものとみてよいと思う。

この御指摘は正しくそのとおりであると考えられるが、これに加えて、平川
博士の全く取り上げられることのなかった上引の文献Ｃを見るならば、その引
用前半の 10 種の受具足戒の列挙の箇所のみならず、その直後に改行して示し
た引用後半も、先に示した文献Ｂ１とＢ２のやはり改行して示した引用後半の
71

内容と同じ趣旨のものであることが分かるであろう。ところで、平川彰博士は、
上引のごとき考察に引き続き、上記のサンスクリット断片の検討をなされた後
72

で、次のような一応の結論を示されるに至っている。
以上を通観してみるならば、以上の三葉の梵文断片は『摩得勒伽雑事』と全同
であるとはいえないが、しかし同系統のものであるということは、いい得るもの
である。それをここに若干詳しく紹介したのは、これによって十誦律の「比尼誦」
の部分や、『薩婆多部毘尼摩得勒伽』が梵本からの翻訳であることを、示し得ると
考えたからである。同種類のものの梵本のあることは、これらの漢訳に梵本の存
在することを推定せしめるからである。

この平川博士の御指摘もまた適切なものと承認した上のことではあるが、そ
のサンスクリット断片の特に第 3 葉の 10 種の受具足戒所掲箇所を、文献Ｂ 1
とＢ 2 のみならず、上引の文献Ｃとも互いに比較すると、その断片は、文献Ｂ
1 とＢ 2 よりは、どちらかといえば、根本説一切有部所属の文献Ｃの方により
− 288 −

10 種 upasaূpad
（Ɨ）と戒体の問題（袴谷）

（16）

73

近いということができるのである。特に、断片の失われた箇所を補おうとすれ
ば、10 種の受具足戒の順序を含めて、文献Ｃに従った方がより容易に復元で
きるような気がする。ここでは、それを確認しやすくするだけのために、厳密
な復元手続を経たものでは全くないが、失われた箇所を適当に補った形での当
74

該サンスクリット断片を文献 D として示しておくことにしたい。
D：upasaূpadƗ katamƗ upetya saূpƗdayatîti upasaূpadƗ ① 〔
a nƗcƗryena buddhƗnƗূ
pratyeka-buddhƗnƗূ svayaূ-bhǌ〕tƗnƗm upasaূpadƗ ② pañcakƗnƗূ jñƗnâbhisamayena
upasaূpadƗ ④ Ɨyuৢmato MahƗkƗ〔Ğyapasya ĞƗstur abhyupagamena upasaূpadƗ ⑤ SodƗ〕
75

76

yinaত praĞna-vyƗkaraena upasaূpadƗ ③ ehi-bhikৢukatƗyƗ upasaূpadƗ ⑩ traivƗcikena
〔Ğaraa-gamanena upasaূpadƗ ⑧ pratyantimeৢu deĞ〕eৢu vinaya-dhara-paূcamena
saূghena upasaূpadƗ〔 ⑨ madhyeৢu deĞeৢu daĞa-vargea tad-adhikena ca upasaূpadƗ
⑥ guru-dharmâbhyupagamena upasaূpadƗ ⑦ dǌtena upasaূpƗditena dvi-vargena
saূghena upasaূpadƗ〕

以上の文献Ｄは、この引用直前に示唆したように、関連文献を互いに比較す
れば、文献Ｂ 1、Ｂ２よりは、文献Ｃの方に遥かに近いことが分かるであろう。
ということは、サンスクリット断片の文献Ｄは、説一切有部所属の律文献であ
ることが明白な文献Ｂ１，Ｂ２よりは、後代の「根本」を付して呼ばれるよう
になった時代のチベットへ将来された根本説一切有部の律文献である ’Dul ba
gZhung dam pa（Vinaya-Uttaragrantha）の文献Ｃにより近いということになるわ
けであるが、ここでこの点を確認した上で、以下に、10 種の受具足戒の列挙
形態を示す、従来知られていた義浄訳の根本説一切有部の律文献、勝友集『根
77

78

本薩婆多部律攝』と毘舎佉造『根本説一切有部毘奈耶頌』とを、順次に、Ｅ１
とＥ２の記号下に、掲げておくことにしたい。
Ｅ１：総有十種、得近円法。云何為十。一者①、無師、謂、仏世尊。二者②、証智、
79

謂、五芯芻。三者⑤、問訊、謂、䌆陀夷。四者④、帰依、謂、大迦摂波。五者⑧、
五人、謂、是辺国律師為第五。六者⑨、十人、謂、在中方。七者⑥、受敬法、謂、
大世主。八者⑦、遣使、謂、達摩陳那。九者⑩、二衆、謂、両部倶集。十者③、善来、
謂、大師親命。是名為十。
世尊既開羯磨受已、余法皆止。唯除善来。由是最後生故。
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Ｅ２：

如毘婆沙説

十種得近円

①世尊一切智

是名自覚受

②憍陳如上首

得定道五人

⑩賢部諸浄心

彼悉従帰得

⑦法与由使得

③善来成苾芻

④大姓迦摂波

元由敬師得

（17）

80

81

⑤童子䌆陀夷

善能為問答

称可大師意

仏言成近円

⑨中国満十人

⑧辺方数充五

或復過於此

秉須知法人

⑥又因喬答弥

大世主請仏

為説八敬法

斯名得近円

除八余若受

皆白四羯磨

依前之所説

受具並皆聴

上引のＥ 2 最末尾の「除八余」など、私にはよく分からないところもあるが、
これも、もし「白四羯磨」が教団主催の行事でなければならないとすれば、後
代の教団でその要件を満たすのは、10 種の受具足戒中の⑧と⑨であると一応
82

は想定できるので、「除八余」とは、その 10 種より①②③④⑤⑥⑦⑩の８種を
除いた残りの⑧⑨を意味するのかもしれないものの、そうだとすれば、これは、
文献Ａイ（Ａホ）の引用始めで、Vasubandhu が八衆につきそのうちの三衆を
“saূghƗt（教団によるもの）” と述べたのとは意図の異なった規定としなけれ
ばならないであろう。にもかかわらず、文献Ｅ２が、問題の 10 種の受具足戒
列挙の形態を、
「如毘婆沙説」として伝えているのは、やはり Vasubandhu が同
じそれを “vinaya-vibhƗৢikƗত（律の選別者たち）” の言っていることとして伝え
83

ていたのと軌を一にするものだと考えられる。しかも、このことは、夙に平川
彰博士が指摘されておられるように、「根本有部律が説一切有部の律を承けて
84

いることがみられる」事例なのであるが、それならば、今上に示した文献Ｅ１
とＥ２とは、本稿のこれまでに見てきた律文献との関連においてどこに位置づ
ければよいであろうか。
しかるに、かかる律文献の位置づけに関し、先に、平川博士が文献Ｂ 2 との
類似を認められた文献Ｄは、まだ「根本」を付して呼ばれていない時代の説一
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切有部所属の文献Ｂ 1、Ｂ 2 よりは、文献Ｃの方に遙かに近いと判断されたの
であるが、今問題の文献Ｅ 1、Ｅ 2 は、その文献Ｄと文献Ｃとの間に位置する
と考えられる。なぜなら、文献Ｅ 1、Ｅ 2 は「根本」を付した時代の根本説一
切有部の律文献であることの明白な義浄訳であり、しかも、Ｅ１は有部の伝承
に則りながらも個人の名において編集されたものであり、Ｅ２は更に個人の名
85

において頌に要約されたものだから、文献Ｂ１、Ｂ２より後であることは明白
である上に、個人的色彩を帯びた分だけ、文献Ｄよりも後ではないかと思われ、
しかも、整然とした後代の総合的体系を備えたものとしてチベットに伝訳され
86

た文献Ｃよりは先立つのではないかと思われるからである。そして、もしこの
ような推測が成り立つとした上で、これまで扱ってきた律文献を（根本）説一
切有部展開の時系列の中に並べ直してみれば、次のようになるであろう。
Ｂ１、Ｂ２→Ｄ→Ｅ１、Ｅ２→Ｃ
しかるに、律文献ではないが、文献Ａを著した Vasubandhu は、上の文献Ｂ１、
Ｂ２と文献Ｄとの間くらいに位置して、その変化途上の 10 種受具足戒の形態
の一つを「律の選別者たち」の伝承として言及したことになるわけである。そ
の結果、文献Ａをも含めた文献の推移は、Ｂ１、Ｂ２→Ａ→Ｄ→Ｅ１、Ｅ２→
Ｃとなるが、重要なことは、（根本）説一切有部におけるこの 10 種受具足戒の
まとめ方の推移は、律文献構成の古典的中枢をなす部分においてではなく、あ
くまでもそれに付隨する補足増広部分において見られることにあるとしなけれ
ばならない。
それならば、律文献の古典的中枢をなす部分において比較的初期から定まっ
ていた受具足戒はなにかといえば、それは、周知のごとく、10 種中の⑨に相
87

当する教団の十衆（daĞa-varga）による受具足戒である。それゆえ、この受具
足戒は、ほぼ全ての部派において、「受戒犍度」もしくはそれ相応の章節の共
通中心テーマとなっているのであるが、平川博士は、受具足戒（具足戒）のこ
の点を確認した後で、それとの関連で、比丘であること（bhikৢu-bhƗva, 比丘性）
について、以下のように述べておられる。長くなるが、重要なので、その一節
88

を全て引かせて頂く。
僧伽において具足戒の儀式が重要視されるのは、具足戒を受けるということが、
比丘を、俗人や沙弥から区別する根拠となるからである。比丘は二百五十戒を守り、
袈裟衣をつけ、一鉢を持して乞食生活をなしているが、しかしこのことが、比丘
を俗人や沙弥と区別せしめる根本的な條件ではない。それは俗人や沙弥が、袈裟
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をつけ一鉢を持って、二百五十戒を犯さない生活をしていても、それだけでは比
丘といわれない点から明らかである。同様にまた、具足戒を受けた比丘は、たと
い袈裟衣を失い一時的には俗衣をつけ、また二百五十戒のいくつかを破ったとし
ても、それは規定の罪を得ることにはなるが、しかし比丘としての身分を失うこ
とにはならない。このように比丘と他の人とを区別する標幟は、袈裟でもなけれ
ば、戒を守っていることでもなく、具足戒を受けたか否かにかかっているのであ
る。それゆえに、比丘は具足戒を受けることによって「比丘性」bhikkhu-bhƗva（す
なわち戒体）を獲得するのであると考えられている。具足戒を受けないで、比丘
の形をして僧伽にまぎれこんだ人は「賊住比丘」と呼ばれ、永久に具足戒を受け
る資格を失うのである。

平川博士が上引中で明確に指摘されておられるように、「比丘であること
（bhikkhu-bhƗva, bhikৢu-bhƗva, 比丘性）
」は受具足戒（upasaূpad, upasaূpadƗ）によっ
て初めて成りたちうるのであるが、その意味での「比丘」の最初の規定は、各
律蔵とも、犍度部の類ではなくして、教団追放罪（pƗrƗjika、波羅夷、波羅市迦）
89

第１条の分別中に示されているようである。まず、この第１条を、根本説一切
、チベット訳、義
有部のそれによって、ここに、サンスクリット原文（拙訳）
90

浄訳の順で、示しておく。
yaত punar bhikৢur bhikৢǌƗূ ĞikৢƗ-sƗjƯva-samƗpannaত ĞikৢƗm apratyƗkhyƗya ĞikৢƗdaurbalyam anƗviৢktyâbrahma-caryaূ maithunaূ dharmaূ pratisevate antatas tiryagyoni-gatayâpi sƗrdhaূ, ayam api bhikৢuত pƗrƗjiko bhavaty asaূvƗsyaত /（また、およそ
いかなる比丘であれ、比丘たちの修学の生活法に入ったものにして、修学を捨てず、
修学に無力であることを明言せずに、不純潔行（abrahmacarya, 非梵行）なる邪淫
法に耽溺し、最後には、畜生に至ったものとであっても一緒になるならば、この
比丘はまた教団追放罪のものとなり、共住できないものとなる。）
yang dge slong gang dge slong rnams dang lhan cig bslab pa mtshungs par gyur pas
bslab pa ma phul / bslab pa nyams par ma byas par mi tshang par spyod pa ’khrig pa’i
chos bsten na / tha na dud ’gro’i skye gnas su skyes pa dang lhan cig kyang rung ste /
dge slong de pham par gyur pa yin gyis gnas par mi bya ’o//
若復苾芻、与諸苾芻、同得学処、不捨学処、学羸不自説、作不浄行両交会法、
乃至共傍生、此苾芻亦得波羅市迦、不応共住。

この教団追放罪第１条冒頭の「また、およそいかなる比丘であれ（yaত punar
bhikৢuত, yang dge slong gang）
」という句中の「比丘」に対する規定が、各律蔵と
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も、初出のものと思われるのであるが、それらは、この場合の「比丘」を教団
の白四羯磨
（ñatti-catuttha-kamman, jñapti-caturtha-karman, gsol ba dang bzhi’i las）
によっ
て受具足戒したもの（upasampanna, upasaূpanna, snyen par rdzogs pa）と規定する
91

点で共通しているものの、ここでは、その規定を、説一切有部系の律蔵につい
てのみ、取り上げてみることにしたい。有部系のそれは、一般的に「比丘」に
ついて４種即ち「名想比丘（saূjñƗ-bhikৢu）」
「自称比丘（pratijñƗ-bhikৢu）」
「乞匈
「破惑比丘（bhinna-kleĞatvƗd bhikৢuত）」を列挙し説明し
比丘（bhikৢata iti bhikৢuত)」
た後で、ここで適用されるべき「比丘」の規定を第５のものとして次のように
92

述べているのである。以下に、それを、（a）『十誦律』、
（b）
『根本説一切有部
94

93

毘奈耶』、
（c）チベット訳『律分別』（拙訳）
、
（d）還元サンスクリット文、の
順で示す。
（a）云何比丘具足戒、云何具足戒比丘。若僧和合、説白四羯磨、是人、信受隨
行不違不逆不破、是名比丘具足戒、是名具足戒比丘。
（b）云何白四羯磨円具苾芻。謂、身無障難、作法円満、是不応呵、是名羯磨円具苾芻。
今此所言苾芻義者、意取第五。
（c）don ’dir ni gsol ba dang bzhi’i* las mi gyo ba gzhag par mi** ’os pas bsnyen par
rdzogs pa gang yin pa de dge slong du dgongs te / des na*** yang dge slong gang zhes
95

gsungs so //（しかし、ここの意味としては、およそだれであれ、白四羯磨によって、
不動にして規定に値するものとして受具足戒したものであれば、それが比丘であ
ると意図されているのであって、それゆえに、
「また、およそいかなる比丘であれ」
と〔教団追放罪第１条で〕言われているのである。
（d）*asmiূs tv arthe yo jñapti-caturtha-karmaâkopyena sthƗnârahenôpasaূpannaত sa
(96)

bhikৢur ity abhipretaূ tato yaত punar bhikৢur ity uktam /

し か る に、Vasubandhu は、AbhidharmakoĞabhƗ܈ya の 中 で、Vinaya で 述 べ ら
れているとして、如上の 4 種の比丘の列挙から始まって、上の直前に示した
97

第 5 の比丘の規定に至る一文を、引用しているのであるが、恐らくそれは、
（根
本）説一切有部において継承された共有の伝承の中で言えば、上の（a）と（b）
（c）とのちょうど間位の過程を反映したものではないかと考えられる。
以上で、教団追放罪第１条冒頭の「比丘」の規定を、（根本）説一切有部の
それを中心に確認してみたわけであるが、この規定中の、取り分け教団の白四
羯磨を俟って初めて正式の比丘たりうるという規定は、有部系のみならず、諸
98

律蔵に一致したことなので、この規定は、仏教教団が部派に分裂する直前の、
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教団としての白四羯磨をきちっと行いうる組織が一つの最も大きな規模でまと
まりえていた時期に確立されていたのではないかと推測されるが、次には、そ
の白四羯磨によって成り立つと考えられた「比丘であること（bhikৢu-bhƗva）
」
とはなにかを、若干考察してみることにしたい。ここでは、まず、その「比丘
であること」の説明を、如上の教団追放罪第 1 条についての「分別」から、最
99

も後代のものと思われる根本説一切有部のそれの（イ）義浄訳と（ロ）チベッ
100

ト訳（拙訳）とによって示すことから開始する。
（イ）苾芻者、謂、得苾芻性。云何苾芻性。謂、受円具。云何円具。謂、白四羯
磨。於所作事、如法成就、究竟満足、其進受人、以円満心、希求具戒、要祈誓受、
情無恚恨、以言表白、語業彰顕、故名円具。
（ロ）dge slong zhes bya ba ni gang la dge slong gi dngos po yod pa gang yin pa’o
// dge slong gi dngos po gang zhe na / bsnyen par rdzogs pa gang yin pa’o // bsnyen
par rdzogs pa gang zhe na / gsol ba dang bzhi’i las kyi bya ba byed pa nyid dang / rtog
pa nyid dang / yang dag par rtog pa nyid dang / mthar phyin par byed pa nyid dang /
yang dag par mthar phyin par byed pa nyid gang yin pa dang / gang zag de’i khas len
pa dang /mngon par khas len pa dang / phyir mi ldog pa dang / phyir mi ’gog pa nyid
dang / ngag dang / tshig dang / tha snyad dang / skad dang / rjod pa dang / nges pa’i
tshig dang / tshig gi lam dang / tshig gi sgra dang / ngag gi las dang / ngag gi rnam par
rig byed gang yin pa’o //（「比丘」というのは、およそなんであれ、そこにおいて比
丘であること（dge slong gi dngos po, bhikৢu-bhƗva, 苾芻性）があるようなものであ
る。比丘であることとはどのようなことか。受具足戒したもの（bsnyen par rdzogs
pa, upasaূpanna）のことである。受具足戒したものとはどのようなことか。白四
羯磨の所作をなしたということ、判断したこと、正しく判断したこと、為遂げた
こと、正しく為遂げたこと、のようなことである。そして、その当人の承認（khas
101

len pa, upagama）と信受（mngon par khas len pa, abhyupagama）と不退転と不更減
と語（ngag, vƗc）と言葉（tshig, vacana) と言語表現（tha snyad, vyƗhƗra) と言語（skad,
bhƗৢƗ) と談話（rjod pa, gir）と解釈（nges pa’i tshig, nirukti）と語の領域（tshig gi
lam, vƗk-patha) と語の音声（tshig gi sgra, vƗg-ghoৢa）と語による行為（ngag gi las,
vƗk-karman）と語によって〔他人に〕表示するもの（ngag gi rnam par rig byed, vƗg102

vijñapti）のようなものである。）

この「分別」は、教団追放罪第 1 条中の第二で最後に登場する「この比丘は
また（ayam api bhikৢuত、此苾芻）
」の「比丘（bhikৢu）」を解釈したものであるが、
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同じ根本説一切有部ではあっても、この箇所に限っては、
（イ）から（ロ）へ
とかなりの増広の加えられたことが歴然としている。しかし、それにもかかわ
らず、
（イ）においても（ロ）においても、「比丘であること」の条件として、
白四羯磨による明確な確認を伴った教団としての儀式が行われることと、しか
もその儀式を受ける当人が明確な身語二業取り分け語業を伴ってその決意を第
三者に明示することが、求められていることでは共通しているのである。しか
るに、その差異としては、
（イ）よりも（ロ）において、圧倒的に、その当人
が発する決意の語業が強調されている点が注目される。その（ロ）において、
この語業の「語」を置き換えた vƗc に始まって vƗg-vijñapti に終る 10 箇の用語
は、
「仏教（buddha-vacana）」として如来が発する「教」を置き換えた 10 箇の用
103

語と全く同じと見做しうるのであるが、それほど（ロ）では「比丘」になろう
という決意を述べる人の言葉が重んじられているのである。私見によれば、有
部系正統派のかかる傾向は、それ以外の部派が心の内在的状況や人に主張の論
拠を求めようとする「内在主義（internalism）」かつ「人効論（ef¿cacia ex opere
operantis, 効力は作す者の作用によるとの主張）
」に立脚しがちであるのに対して、

正統派が信頼し依存するに足る客観的権威ある事柄に主張の論拠を求めようと
する「外在主義（externalism）」かつ「事効論（ef¿cacia ex opere operato、効果は
作された作用によるとの主張）
」に立脚しがちであったという点に起因している
104

ように思われるのであるが、今はそれを詳説する場合ではないので、ここでは、
有部のかかる傾向にのみ注目しながら、教団による白四羯磨の儀式の執行と、
その儀式において「比丘であること」を欲する人が明確な言葉で他人にその決
意を知らしめる表白という観点から、「比丘であること」以外の例、特にその
105

典型として「優婆塞であること（upƗsaka-bhƗva）」を考えてみることにしたい。
しかるに、この問題を考える上で好いヒントを与えてくれるのが、既に本稿
の前半部分で扱った根本説一切有部の「出家事」文献（Į）である。この文献
（Į）と、直前に引用した文献（ロ）との、成立の前後関係を厳密に決定するこ
とは難しいものの、同じ根本説一切有部所属のしかも共にチベット訳されて伝
えられている文献として、あまり前後の隔たらない時期に両者は成立していた
と推測することは許されるであろう。その文献（Į）の引用末尾では、教団出
家者の儀式における役割との関連で、優婆塞（upƗsaka）誕生の場面が示されて
いたのである。その記述によれば、優婆塞律儀（upƗsaka-saূvara）を与える出
家者が教団（saূgha）の資格においてなのか個人（pudgala）の資格においてな
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のかは明白ではないけれども、律儀を受けることが、受ける当人の単なる純粋
な心の有り様に根拠づけられるだけではなく、和尚（upƗdhyƗya）や論師（ƗcƗrya）
のいる正式の儀式において当人がその決意を第三者にも分かるように言葉に
よってきちっと表白しなければならないということは強く意図されているよう
に思われる。かかる側面は、私見による限り、
（根本）説一切有部教団の「外
在主義」かつ「事効論」的特徴を告げるものと看取されるのであるが、もし
この判断が正しいとすれば、Vasubandhu が文献Ａの引用冒頭で述べているよ
うに、八衆中の bhikৢu, bhikৢuƯ, ĞikৢamƗƗ だけが教団によるものであり、他の
ĞrƗmaera, ĞrƗmaerƯ, upƗsaka, upƗsikƗ, upavƗsa は個人によるものだとしても、文
献（ロ）が規定するような儀式を経た bhikৢu だけが bhikৢu-bhƗva（比丘である
こと）を獲得するのではなくて、bhikৢuƯ が bhikৢuƯ-bhƗva（比丘尼であること）

を獲得し、ĞikৢamƗƗ が ĞikৢamƗƗ-bhƗva（ 正学女であること ）を獲得するのは
勿論、たとえ程度の差はあるにせよ、同様に、ĞrƗmaera も ĞrƗmaera-bhƗva( 沙
弥であること ）を獲得し、ĞrƗmaerƯ も ĞrƗmaerƯ-bhƗva（沙弥尼であること ）を、

upƗsaka も upƗsaka-bhƗva（ 優婆塞であること ）を、upƗsikƗ も upƗsikƗ-bhƗva（ 優
婆夷であること）を、upavƗsa も upavƗsa-bhƗva（近住であること）を獲得すると
106

考えられていたのではないだろうか。そして、このことが、八衆のそれぞれの
別解脱律儀がそれぞれの受具足戒を介して獲得されて以降は無表（avijñapti）と
して存続するという、（根本）説一切有部の基本的教義にほかならないと考え
られるのである。しかも、この有部に特徴的な教義は、Vasubandhu によって
107

VaibhƗৢika の見解として次のように報告されている。
prƗtimokৢa-saূvaraĞ câpi na syƗd asatyƗm avijñaptau / na hi samƗdƗnƗd ǌrdhvaূ tad
asti yenânya-manasko’py ayaূ bhikৢuত syƗt bhikৢuƯ vêti/（また、無表がない場合には、
別解脱律儀もないことになろう。というのも、
〔それを〕受けて以降、それによっ
て、この人が別な意をもってもやはり比丘もしくは比丘尼でありうるのであるが、
そ〔の根拠〕がないことになるからである。）

こ の 有 部 の 正 統 説 に よ れ ば、 無 表（avijñapti） が あ っ て 初 め て、 八 衆 の
志願者がそれぞれの別解脱律儀を受けて以降に、「比丘であること（bhikৢubhƗva）
」ないし「近住であること（upavƗsa-bhƗva）
」即ち「八衆であること（*aৢ৬anaikƗyika-bhƗva）
」の存続が可能となるのであるが、
その存続可能なものこそ漢訳

仏教圏で「戒体」と言われるようになったものにほかならないのである。平川
博士は、先の引用中で、「比丘であること（bhikkhu-bhƗva, bhikৢu-bhƗva, 比丘性）
」
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108

だけが「戒体」であるかのような表現を取っておられたが、それは恐らく「比
丘」が八衆中の代表と見做されているからであって、実際には、八衆の他の衆
も、あたかも「比丘」の志願者が全種の別解脱律儀を受具足戒して以降に「比
丘であること」の「戒体」がその人に存続するように、「比丘尼（bhikৢuƯ）」
の志願者もまた全種の別解脱律儀を受具足戒して以降に「比丘尼であること
（bhikৢuƯ-bhƗva）」の「戒体」がその人に存続するのであり、同様に、「正学女
「沙弥（ĞrƗmaera）」
「沙弥尼（ĞrƗmaerƯ）」の志願者もまた 10 種の
（ĞikৢamƗƗ）」
別解脱律儀を受具足戒して以降に「正学女であること（ĞikৢamƗƗ-bhƗva）」
「沙
「沙弥尼であること（ĞrƗmaerƯ-bhƗva）」の「戒体」
弥であること（ĞrƗmaera-bhƗva）」
がその人それぞれに存続するのであり、
「優婆塞（upƗsaka）」
「優婆夷（upƗsikƗ）」
の志願者もまた 5 種の別解脱律儀を受具足戒して以降に「優婆塞であること
（upƗsaka-bhƗva）」
「優婆夷であること（upƗsikƗ-bhƗva）」の「戒体」がその人それ
ぞれに存続するのであり、
「近住（upavƗsa）」の志願者もまた 8 種の別解脱律儀
を受具足戒して以降に「近住であること（upavƗsa-bhƗva）」の「戒体」がその人
109

「業品」中で、
に存続するのである。そして、以上を要約して、Vasubandhu は、
110

次のように述べたのだと考えられよう。
sapta-naikƗyikasya prƗtimokৢa-saূvarasya yƗvaj jƯvaূ samƗdƗnam upavƗsasaূvarasyâho-rƗtram ity eৢa niyamaত /（七衆の別解脱律儀は死ぬまで、近住律儀は一
昼夜、引き受け続けるという、このことが決まりである。）

このように、八衆が受具足戒した（upasaূpanna）それぞれの別解脱律儀
（prƗtimokৢa-saূvara）を引き受け続けること（samƗdƗna）が、八衆それぞれの「戒体」
にほかならないが、その「戒体」をあらしめているのが、有部の正統説によれ
ば、
「無表（avijñapti）」なのである。しかるに、この「戒体」という語は、漢
訳仏教圏において育った用語かもしれず、それに対応するサンスクリット語は
111

112

未だ見出されていないようであるが、敢えて想像すれば、*aৢ৬a-naikƗyika-bhƗva
（八衆であること）などが考えられるかもしれない。しかし、実際のインドでは、
八衆それぞれの受具足戒とそれに見合った無表の問題が個別的に論じられれば
それで充分だったので、「戒体」などという総称概念は必要とされなかったの
であろう。他方、その受具足戒の個別的な歴史上のパターンは、本稿でも既に
見たように、
（根本）説一切有部の律蔵の付隨的増広部分においては、その必
要があって、10 種の受具足戒としてまとめられ、その中には、その③や⑦や
⑩などに明白なように、優婆塞や優婆夷が含まれていたのであるが、漢訳仏教
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圏では、比丘の受具足戒のみが受具足戒の典型と見做され、それに伴って「戒
体」も比丘を中心に考えられるようになり、かかる文脈の中で、「得戒」も問
題にされ、「因中得戒」や「果中得戒」も議論されるようになっていったのだ
113

と推測される。
しかし、「無表」や「戒体」と共に問題とされる「受具足戒（upasaূpad（Ɨ））
」
は、インド的展開からすれば、なにも「比丘」だけに限られた問題なのではな
く、八衆が受具足戒する時のそれぞれの別解脱律儀に絡めて論じられなければ
ならないことなのである。そして、この問題が、
（根本）説一切有部の「外在
主義」かつ「事効論」的傾向の強い主張の中で取り上げられていく場合には、
有部は、歴史上に展開した 10 種の受具足戒の形態を認める一方で、受具足戒
の儀式そのものに関しては、教団主導の白四羯磨によって、八衆の別解脱律儀
を明確に認定するという方向へ傾斜していったのではないかと思われる。そ
れが、例えば、上引の文献 C の 10 種の受具足戒を列挙した後で述べられてい
た、白四羯磨の制定以降は帰依の三唱だけによる受具足戒は無効にされるとの
規定だったのではないかと考えられるのであるが、しかし、気になるのは、そ
の有部にしてからが、
「来なさい、比丘よ（dge slong tshur shog, ehi bhikৢo, ehibhikৢukƗ, 善来比丘）
」という 10 種受具足戒中の③に比定されるものについては、

その規定を適用しないと言明していたことなのである。なぜなら、これは、上
記の有部の強い傾向とは逆に、「内在主義」かつ「人効論」の方向へ大きく道
を開けることに繋がっていくことになるからにほかならない。しかるに、有部
では、少なくとも Vasubandhu の頃までには、八衆がそれぞれの別解脱律儀を
各人の十善業、特に身 3、語 4 の身語業によって獲得していこうとする場合に
は、五つの限定（pañca niyamƗত）即ち有情（sattva、補特伽羅 ）と支（aৄga）と
処（deĞa）と時（kƗla）と状況（samaya、縁）という点で限定を設けてはいけな
114

いという規定が定説とされていたようである。かかる規定は、厳格な「外在主
義」かつ「事効論」の下で理想主義的に展開していけば確かに有意義なことに
は違いないが、しかし、そこへ、「内在主義」かつ「人効論」的側面が滲透し
てくると、教団内で釈尊に準ずる人と評価されるようになった戒師の「出家菩
薩（pravrajito bodhi-sattvaত）
」の下で、五つの限定を取っ払ったような広大な利
他的精神の高揚を誓った優婆塞や優婆夷の「存家菩薩（ghƯ bodhi-sattvaত）
」の
115

「成仏」が約束されるようになっていたかもしれない。しかも、かかる可能性
は、
「外在主義」かつ「事効論」的要素の強かった（根本）説一切有部教団に
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おいてさえ充分に果されえたと考えうるのであるから、「内在主義」かつ「人
効論」的要素の方が遥かに強かったと推測されるそれ以外の伝統的な仏教教団
においてはなにをか言わんやなのである。事実、有部教団においてさえ、実修
行派（YogƗcƗra）のものたちは、その手引書を作成し編纂しながら、その一部
である Bodhisattvabhǌmi の ĝƯla-pa৬ala（「戒品」）では、八衆中の近住律儀を除く
七衆の伝統的別解脱律儀を saূvara-ĞƯla（律儀戒、摂律儀戒）としてまとめる一
方で、それに、kuĞala-dharma-saূgrƗhaka-ĞƯla（摂善法戒）と sattvârtha-kriyƗ-ĞƯla（饒
益有情戒、摂衆生戒）とを加えた三聚浄戒を新たに組織することができたので
116

「福田（puya-kৢetra, dakৢiƯya）」に値
あった。そして、かかる時代の教団では、
すると見做されていた苦行者の「出家菩薩」を中心に、「仏塔」などに布施を
なす「在家菩薩」は「解脱の四連語」などに準ずる「成仏発心の願」なる「大
心（mahadgata-citta）
」を発すことが求められていたと推測されたのであるが、果
せるかな、そのように実際には文献に先行して行われていたであろうと予測さ
れた儀式が、玄奘訳の「菩薩地」が将来された後の、しかもチベット訳に先立
つ形のサンスクリット原典が伝承されていたインドでは、明文化されて、この
117

ĝƯla-pa৬ala（「戒品」）中に明らかに書き加えられることになっていたのである。
しかし、本稿で、この先を急ぐことはできない。ここでは、本稿の冒頭で提
起した問題に戻って、本稿の締め括りをつけておくだけのことにしたい。
仏教教団がまだ消失していない時代のインドにおいて、もしヒンドゥー人で
ある私が仏教と関係を持ちたいと願ったならば、その関わり方は八衆のいずれ
かとしてでしかありえない。そして、その結びつきが生じて以降は、八衆のい
ずれかの別解脱律儀を引き受け続けながら、身 3、語 4 の身語業によって他者
にも分かる行動を示しつつ、意 3 の意業中特に正見（saূyag-dৢ৬i, 正しい思想）
によって可能な限り邪見（mithyƗ-dৢ৬i, 誤った思想）を仏教（buddha-vacana）に基
づいて排斥し続けて「智だけに働けば角は立たない」ようにしていかなければ
ならないであろう。しかも、このことは、多かれ少なかれ、現代の日本におい
ても、同じことであろうと思われる。もっとも、私が仏教徒でありたいと願っ
たところで日本人を止めるわけにはいかないが、私自身は、道元に倣って、
「い
かなるか邪見、いかなるか正見と、かたちをつくすまで（yƗvaj jƯvam）学習す
118

べし」と願いながら生きていきたいと思っているのである。私は、体調不良の
ため今学年度で大学を辞めることにしたが、仏教学部を去る時になって、仏教
徒（八衆）とはなにかなどという問題を論じている運命の不思議を感じないわ
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けにはいかない。しかし、最後もまた、締め切りに追われた粗忽な論文で終る
しかないのも、やはり私らしいことかもしれないのである。

註
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有部の比丘にとっての「全種」とは、教団追放罪（pƗrƗjikƗ dharmƗত, 波羅市迦法、
波羅夷法）、４条、教団拘留罪（saূghâvaĞeৢƗ dharmƗত. 僧伽伐尸沙法、僧残法）
、
13 条、不確定罪（aniyatau dharmau, 不定法）、２条、没収自白罪（naisargikapƗyantikƗ dharmƗত, 泥 薩

波 逸 底 迦 法、 尼 薩 耆 法、 捨 堕 法 ）、30 条、 自 白 罪

（pƗyantikƗ dharmƗত, 波逸底迦法、波逸提法、単提法）、90 条、告白罪（pratideĞanƯyƗ
dharmƗত, 波羅提舎尼法、提舎尼法）
、４条、諸学則（saূbahulƗত ĞikৢƗ dharmƗত,
衆多学法、衆学法、式叉迦羅尼法）、108 条、計、251 条である。他律の場合の
比丘と比丘尼の「全種」については、平川後掲書（後註 12）、434 頁、493 頁を、
順次に参照のこと。
（８）これに関する従来の私見については、前掲拙書（前註２）、266 頁、274 頁、註
41 参照。また、後註 116,117 も参照されたい。
（９）後註 19 を付した箇所の本文中の引用文を参照のこと。
（10）後註 20 を付した箇所の本文中の直前の引用文を参照のこと。
（11） 本 稿 で 統 一 的 に「 受 具 足 戒 」 と 訳 す こ と に し た サ ン ス ク リ ッ ト 原 語 は、
upasaূpad としても upasaূpadƗ としても、共に用いられるようである。現に、
『駒沢大学禅研究所年報』
拙稿「道元『知事清規』所引ナンダ出家譚の文献的背景」
第 22 号（2010 年 12 月刊行予定）、註 13 下の本文中に示した『律事』「破僧事」
のウパーリン出家譚の一節中では、互いに接近した記述中で、upasaূpad も
upasaূpadƗ も用いられているのが認められる。この語義については、F.Edgerton,
Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary, Yale University Press, London, 1953, Reprinted,
Rinsen Book Co., Kyoto, 1985, p.143, col.L. 参照。“attainment” と “ordination” の語
義が与えられている。
（12）「三師七証」の「十衆具足」とそれを充たしえない「五衆具足」とについては、
平川彰『律蔵の研究』
（山喜房仏書林、1960 年）、519 頁、529-530 頁を、順次に
参照されたい。なお、前者に関する律文献上の記述例については、前掲拙稿（前
註 11）
、註７下の本文中に示した『律雑事』の一節を参照のこと。
（13）10 種の受具足戒だけに限定せずに、広く諸律や他の文献によりながら、受具足
戒の取り扱い方の新古についてまとめて論じた唯一の成果が、管見の及ぶ限り
では、平川前掲書（前註 12）、572-590 頁の「部派仏教時代の具足戒論」であろう。
私は本稿において、平川博士のこの御成果を受けながら、問題を（根本）説一
切有部の 10 種の受具足戒だけに絞り、資料としては、平川博士があまり詳細
には御検討なさらなかったチベット訳律文献を加えて、それら律文献の新古を
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再検討してみようと考えているだけである。しかるに、この（根本）説一切有
部の伝統と最も大きな違いを示すはずの大衆部のそれを、なにゆえ今回は外し
ているのかについては、後註 35、および、それ前後の本文を参照されたい。
（14）P r a d h a n , op.cit.（ 前 註 ３）, p.212, ll.2-9. な お、U.Wogihara（ed.）, SphuܒârthƗ
AbhidharmakoĞavyƗkhyƗ by YaĞomitra, Tokyo.1932-1936, Reprinted, Sankibo Buddhist
Book Store, Tokyo, 1971, p.374,l. ７-p.375, l.2 も参照のこと。因みに、S. D. Shastri
（ed.）, AbhidharmakoĞa ＆ BhƗ܈ya of Acharya Vasubandhu with SphutƗrthƗ Commentary
of ƖcƗrya YaĞomitra, Pt. Ⅱ , Bauddha Bharati Series ６, Varanasi,1971 では、pp.619620 である。YaĞomitra 註を含む和訳については、舟橋前掲書（前註３）
、156159 頁参照のこと。更に、YaĞomitra 註を含む、チベット訳 3 註釈書の所在を
列 挙 し て お け ば、YaĞomitra 註 , P.ed., No.5593, Chu, 31a8-32b1：D.ed., No.4092,
Ngu, 28a6-29a4, Pǌravardhana 註 , P.ed., No.5594, Nyu, 36a2-37a3：D.ed., No.4093,
Chu, 29b4-30a2, Sthiramati 註 , P.ed., No.5875, Tho, 155b6-156b3：D.ed., No.4421,Do,
33b5-34b2 である。
（15）P.ed., No.5591, Gu, 208a2-7：D.ed., No.4090, Ku, 180b1-5. 異読については、アステ
リスク記号で指示し、本文中の引用末にまとめてそれらについて記してある。
（16）大正蔵、29 巻、74 頁中 - 下。
（17）大正蔵、29 巻、231 頁下。
（18）拙訳に当っては、当然、舟橋前掲書（前 註３）を参照させて頂いていることは
言うまでもない。訳文としては相当補い気味であるが、純然たる補いに亀甲カ
ギカッコを付した以外は、特にそれを一いち明記しないのを諒とされたい。
（19）ここでのこの語に対する玄奘訳は「戒」
、真諦訳は「護」であるが、拙訳としては、
玄奘訳のより多くの箇所で用いられている「律儀」という訳語を踏襲した。意
味を一義的に確定するのが難しい用語であるが、saূvara については、前註４
を参照されたい。
（20） こ の 語 は、 平 川 前 掲 書（ 前 註 12）、585 頁 で、
「 毘 奈 那 の 毘 婆 沙 師 VinayavaibhƗৢika の説」とされており、私も vibhƗৢika を vaibhƗৢika に改めたい気持ち
があるが、Shastri, op.cit.（前註 14）, p.619 , l.8 も vibhƗৢika のままなので、誤植
ではないと見做して、私も vibhƗৢika のままとしておく。
（21）この語は upasaূpad とも upasaূpadƗ とも用いられるが、ここは、次語との
saূdhi から言っても、upasaূpad であることの明白な箇所である。この点、お
よび、語義とについて、前註 11 参照のこと。
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（22） 因 み に、「 な ど（Ɨdi）」 を 含 む 本 頌 Ⅳ−26 の 後 半 部 分 を 示 し て お け ば、
“prƗtimokৢâkhyaত para-vijñapanâdibhiত（別解脱と称せられるものは、他の教えな
どによる）” である。
svayaূ-bhǌ は、
Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary,p.1278，col.3 によれば、
（23）
“self-existing” “independent” の意味で、
「自ら存在している」
「独立の」という形
容詞であるが、その抽象名詞 svayaূ-bhǌtva は、従って、
「自ら存在していること」
や「独立性」を意味する。その意味からしても、この語は仏教的な用法ではな
く、svayaূ-bhǌ も、むしろ独立自在のインドのブラフマンやシヴァやヴィシュ
ヌなどの神々を指すことの方が多いようである。それゆえ、この svayaূ-bhǌ や
svayaূ-bhǌtva をもって、仏教の出発点を表そうとすることには問題も多いと言
わなければならない。なぜなら、この語によって、仏教の出発点は、開祖であ
る釈尊によって示された言葉（vacana）にあるのではなく、その自内証の悟り
の方にあると考えられてしまうからである。その結果、仏教は、唯一人の釈尊
が説いた教えであるというよりは、「内在主義」的な方向に舵が取られていく
ことになって、その内的な悟りを等しくするものが無数に出現することが仏教
であることになってしまうため、仏教とは、その悟りの宗教にほかならないこ
とにもなってしまうのである。しかるに、説一切有部は、かかる「内在主義」
的方向に抗して「外在主義」的方向を主張したと考えられるのであるが、その
説一切有部に属しその伝承をここでも記そうとしながら、Vasubandhu が、この
3

3

3

3

svayaূ-bhǌtva を共有しうるものを、ここで明確に、
「仏たちおよび独覚たち」と
複数で示していることには充分注意を払っておかなければならない。なお、
「内
在主義」と「外在主義」の問題については、後註 104 も参照されたい。
（24）例えば、R.Gnoli（ed.）, The Gilgit Manuscript of the Sa۪ghabhedavastu, Pt.I, Serie
Orientale Roma, Roma, 1977, p.139, “asmin khalu dharma-paryƗye bhƗৢyamƗe
avaĞiৢ৬asicnƗূ pañcakƗnƗূ bhikৢǌnƗm anupƗdƗyâĞravebhyaĞ cittƗni vimuktƗni；tena
khalu samayena pañca loke’rhanto, bhagavƗূĞ ca ৢaৢ৬ha iti.”：義浄訳『破僧事』、
大正蔵、24 巻、128 頁下、
「爾時、世尊説此法時、彼四人等聞此法已、心得解脱、
証阿羅漢果。是時、世間有六阿羅漢、仏為第一。」と述べられているような事
態を指す。即ち、アージュニャータ＝カウンディニヤ（ƖjñƗta-Kauঌinya, 阿若
憍陳如）以下の五比丘が初めて釈尊の教えを理解した時の話である。
（25）前註 24 に続く、Gnoli, ibid., pp.139-149：義浄訳、同上、128 頁下−130 頁上に示
されるヤシャス（YaĞas, 耶舎）とその親族の釈尊に帰依する話を指すであろう。
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そのポイントは、義浄訳でいえば、
「善来、苾芻、汝便出家修諸梵行」（129 頁下、
24-25 行）にあるが、これに対応するはずのサンスクリット文、“ehi bhikৢo cara
brahma-caryam” が、目下の私の目には、見出しえないのが気になる。なお、こ
こでの釈尊への帰依は、出家の形で果された場合もあるが、多くは、upƗsaka の
ままであることに注意されたい。また、10 種の受具足戒中の如上の②③につい
ては、その２種をまとめてより広く論じたものとして、平川前掲書（前註 12）、
545-550 頁があるので参照されたい。
（26）この場合のマハーカーシャパの話については、Wogihara, op.cit.（前註 14）, p.374,
ll.11-16：舟橋前掲書（前註３）、156-157 頁参照のこと。
（27）この場合の中心人物 SodƗyin は、これに対応する玄奘訳では「蘇陀夷」
、真諦訳
では「須陀夷」とあるので SodƗyin で間違いないと思われるが、これ以下の本
文中に示す、文献Ｃ（Į）の⑤では “’Char ldan”、文献Ｅ１、Ｅ２では共に「䌆
陀夷」とされているので、文献によっては、UdƗyin と伝承しているものがあっ
たかもしれない。後註 66、79、81 参照。なお、SodƗyin のこの詳細な話につい
ては、目下のところ、私は有部の律蔵中に知りえないので、簡単な説明につい
ては、Wogihara, op.cit.（前註 14）, p.374, ll.16-18：舟橋前掲書（前註３）、157
頁を参照されたい。
（28）このマハープラジャーパティーの８種の尊重法の話については、Wogihara,
op.cit.（前註 14）
, p374, ll.18-25：舟橋前掲書（前註３）、157 頁に比較的詳しい
説明があるので、それを参照のこと。その典拠については、舟橋同上、158 頁、
註６参照。また、更に詳しい典拠については、本庄良文「シャマタデーヴァの
『神戸女子大学（文学部）紀要』第 26 号（1993
伝へる阿含資料 ── 業品（１）── 」
年）
、183-184 頁を参照されたい。
（29）この話については、本庄上掲論文、184-185 頁に、その根本有部律の典拠指示
を含めて、ほぼ尽きていると思うので、全てをそれに譲らせて頂きたい。ただ、
この話で留意しておくべきことは、ダルマディンナーは、後に出家するにせよ、
この話の段階では、使者のウトパラヴァルナー（蓮華色）より、優婆夷律儀（dge
bsnyen〔ma’i〕sdom pa, upƗsikƗ-saূvara）を与えられて受具足戒しているとい
うことである。
（30） これについては、
適例を、
有部の律蔵中に見出しえていない。ただし、
『百一羯磨』
、
大正蔵、24 巻、499 頁下には、
「五衆〔所作〕者、謂、辺方近円、及隨意事。
」とある。
パーリ律蔵では、MahƗvagga, Vinaya Pi৬akaূ, Vol. Ⅰ, p.197, ll.30-31：南伝蔵、3 巻、
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349 頁 に、 anujƗnƗmi bhikkhave evarǌpesu paccantimesu janapadesu vinayadharapañcamena gaena upasampadaূ.”：「比丘等よ、此の如き辺地に於ては持律者を
雑へたる五人の衆を以て具足戒を授くることを許す。」とある。ただし、ibid.,
p.319, ll.29-32：南伝蔵、3 巻、555 頁に、pañca-vaggo bhikkhu-saূgho が説かれて
いるが、ここでは、辺境であるという限定が付せられていないことが気になる。
前註 12 に指摘した平川博士の御見解を私なりに考えれば、この件は、まず大
衆部で主張されたことを重視しなければならないのかもしれない。また、佐藤
密雄『原始仏教教団の研究』（山喜房仏書林、1963 年）、203-204 頁も参照のこと。
（31）具体的例については、前註 12 で指摘した『律雑事』などを参照して頂きたいが、
有部律の説話の中には、一いち断ってはいないものの、この十衆出家を自明の
前提とした話は多いと思われる。

, pp.149-151：義浄訳『破僧事』、大正蔵、
（32）この話については、Gnoli, op, cit.（前註 24）
24 巻、130 頁上−下参照。これは、六十人の賢衆の集りが、釈尊の説法を聞いて、
三帰依によって受具足戒した話である。
（33）
「彼ら」とは、YaĞomitra 註によれば、
「持律者（vinaya-dhara）」か「受具足戒の
所作において表はない
（vijñaptir nâsty upasaূpat-kriyƗyƗm）
とするもの」
かである。
しかし、表（vijñapti）がなくても受具足戒の無表（avijñapti）が存続すると主
張するのであれば、内的な心のあり方を重視する「内在主義」的な方向に道を
開けることになるであろうと思われる。
（34）勿論、私は、これらを跡付けることを軽視しているわけではない。現時点で知
りえたことは、前註 23-32 に記したとおりであるが、万一、10 種中に、どう
しても明確にそれを有部系律蔵に見出しえないものがあることがはっきりすれ
ば、10 種は、一つの類型としてのみ有部では伝承されてきたということにもな
りうるであろう。
（35）
『摩訶僧

律』と MahƗvastu との特徴については、平川前掲書（前註 12）、524-

535 頁参照。前者の言及に一致する後者の４種の受具足戒については、平岡聡
『ブッダの大いなる物語 ── 梵文『マハーヴァストゥ』全訳── 』（大蔵出版、
2010 年）、2-3 頁を参照のこと。また、
『摩訶僧

律』の特異な組織構成につい

ては、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
「四
蔵出版、2000 年）
、125-144 頁を参照されたい。なお、
『摩訶僧 律』中に、
種具足法」が登場するのは、漢訳の「巻第二十三」
「明雑誦跋渠法之一」
（大正蔵、
22 巻、412 頁中）であるが、これが他律の「犍度部」冒頭に相当するという意
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（33）

味については、佐々木同上 , 129 頁を参照のこと。
（36）平川前掲書（前註 12）、523 頁、584 頁参照。
（37）大正蔵、23 巻、410 頁上。なお、平川前掲書（前註 12）、78 頁では、本来は、
「比
丘誦」ではなく、「善誦」であったとされている。
（38）大正蔵、23 巻、594 頁上。
（39）この「二部僧得」に関し、平川前掲書（前註 12）
、85 頁では、『薩婆多部毘尼
摩得勒伽』には、他の③に相当する「善来得」が欠如している、と指摘されて
いる。恐らく正しい指摘であろう。それを知りつつ、私は、消去法的に、他に
はない③をこれ当てたまでであるが、ここには、なにか伝承間に混乱があった
のではないかと思われる。なぜなら、この「二部僧得」というのは、内容的には、
直前の⑦（＝九）の事項に入るべきものだからである。「十」とあるので「九」
より独立させて扱いはしたものの、本来は、
「九」で言われている「使」のウ
「十」
トパラヴァルナー（蓮華色）が、ダルマディンナー（法与）に、釈尊に代って、
で言われている男女二部の教団としての受具足戒を与えるという一つの話なの
であるが、これについては、後註 67 を参照されたい。
（40）平川前掲書（前註 12）、128 頁、261 頁において、順次に、
『十誦律』は 404-409
年の訳出、『薩婆多部毘尼摩得勒伽』は 435 年の訳出とされている。
（41）ここで論じているような問題については、後註 104、および後註 115 を参照の
ほか、それぞれの註下の本文で論じられている問題をも参照されたい。
（42）Pradhan, op.cit.（前註３）, pp.213-219：舟橋前掲書（前註３）、164-199 頁参照。
、165 頁、４行参照。
（43）Pradhan, op.cit.（前註３）, p.213, l.16：舟橋前掲書（前註３）
（44）この部派あるいは律蔵としての説一切有部（SarvƗstivƗda）から根本説一切有部
（Mǌla-SarvƗstivƗda）への展開自体が一つの大きな課題であるが、これに関する
私の現状認識は、前掲拙稿（前註１）、註２に記したことを基本的に出るもので
はない。しかし、本稿もある意味でいえば、かかる課題に応えていくための私
なりの布石ではある。なお、平川彰博士のフラウワルナー（Frauwallner）教授
に対する批判的言及については、平川前掲書（前註 12）, 565-567 頁を参照され
たい。また、後代に付されることになる「根本（Mǌla）」に対するチベット訳
文献中における解釈の一例については、拙稿「
『法華経』と『無量寿経』の菩
薩成仏論」
『駒沢短期大学仏教論集』第６号（2000 年 10 月）
、284-282 頁、
263 頁、
註 12 参照のこと。
（45）H.Eimer(ed.), Rab tu ’byu۪ ba’i gži：Die tibetische Übersetzung des PravrajyƗvastu
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im Vinaya der MǌlasarvƗstivƗdins, 2.Teil：Text Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1983,
pp.128-129：P.ed., No.1030, Khe, 51a2-51b4：D.ed., No.1, Ka, 48b4-49a7.
（46）大正蔵、24 巻、455 頁下-456 頁上。因みに『根本説一切有部毘奈耶出家事』
、大正蔵、
23 巻、1030 頁下、３行に、
「広如余説」とあるのに対して、西本龍山訳、国一経、
律部 22、38（315）頁、脚註 57 は、「有部百一羯磨第一巻初に詳説せる故に今
略せり。」と指摘している。
（47）この５種の論師（ƗcƗrya）のことは、佐々木閑「和尚と阿闍梨」『花園大学文学
部研究紀要』第 29 号（1997 年３月）、32 頁、42 頁、註 55 で、広い意味での
upƗdhyƗya（upajjhƗya）と ƗcƗrya（Ɨcariya）の問題の中で取り上げられているの
で参照されたい。
（48）upƗdhyƗya についてこの２種を区別する意味と、その厳密な意味での役割の違
いとは、私にはあまりよく分からない。佐々木閑『出家とはなにか』
（大蔵出版、
1999 年）、192-196 頁では、「出家阿闍梨」と「受戒阿闍梨」とのことが論じら
れているが、それは ƗcƗrya であって upƗdhyƗya ではないが、ヒントにはなると
思うので参照されたい。
（49）｢遮法」については、佐々木上掲書、79-101 頁で詳しく解説されているので参
照のこと。
（50）チベット訳語 ston pa にはかなり多くのサンスクリット語が対応しうるのでそれ
を確定するのは難しい。ここでは一応 ĞƗst を想定しておいたが、この場合には、
仏塔におわすと信じられていた教主を意味することにもなりかねないので、あ
まり適切ではないかもしれない。anuĞƗsaka の可能性もあるが、この場合には、
かなりの強制力をもった指導者が考えられるので、意味としては適当するが、
チベット訳語に rjes su などが示されていないのが気になる。対応する漢訳では、
ston pa に応ずる名詞が明確ではない。次に出る「本師」は、むしろチベット訳
語の slob dpon（論師）に対応しているであろう。
（51）
「論師は述べるべきである」と訳した箇所のチベット訳文は slob dpon gyis
shes brjod par bya’o // ” であるが、このうちの

shes” はないものと見做して処

置した。
（52）ここで aupayikam を想定したのは、チベット訳語に加えて、漢訳で「奥箄迦」
と音写されていることに多くよるものである。後註 54 の箇所参照。
（53）ここに、
「此言護者、梵云、三跋羅、訳為擁護、由受帰戒、護使不落三塗。旧云律儀、
乃当義訳、云是律法儀式。若但云護、恐学者未詳故、両倶存明了、論已訳為護、
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（35）

即是戒体無表色也。」との割註があるが、本文中の引用では省略した。
（54）aupayikam の音写かと思う。ここでは略したが、これ以下の割註に「訳云好、
或云爾、亦是方便義。由此聖教、為善方便、能趣涅槃、至安隠処。
」とある。
前註 52 参照。
（55）これは明らかに sƗdhu の音写である。ここでも略したが、これ以下の割註に、
「訳
為善。凡是作法了時、及隨時、白事皆如是作。若不説者、得越法罪。梵漢任説
已下諸文、但云好善、皆可准此、或云後語同前。」とある。
（56）従来の出家や受具足戒については、MahƗvagga, Vinaya Pi৬akaূ, Vol. Ⅰ , pp.4495：南伝蔵、3 巻、79-163 頁参照。また、その平易な解説としては、佐々木前掲
書（前註 48）
、47-78 頁を参照のこと。
（57）佐々木閑博士は、佐々木前掲論文（前註 47）、31 頁で、
「パーリ律の場合、律
本文はそのまま保たれ、新たな情報は律の中に挿入されることなく別個に注釈
という形でまとめられたのに対して、それ以外の律では新たな情報も律本文の
中に組み込まれてしまっているのである。
」と指摘されている。恐らく、夥し
い説話などを律本文中に挿入して成立したかの感を呈している根本説一切有部
の律蔵などはその典型とも考えられるのであるが、注意深く検討していけば、
意外にも、その圧倒的な増広の背後に、上記のようなパーリ律的側面も残され
ていたのではないかとの気もしてくるのである。
（58）『百一羯磨』については、
『仏書解説大辞典』、第 3 巻、539-540 頁（西本龍山執筆）
を参照されたい。義浄訳になるこの律文献は、
「根本説一切有部派の依用せる
羯磨文、即ち衆法作法を集めたもの」である。その合計 101 の羯磨については、
「白
「白二羯磨」、47、
巻末（大正蔵、24 巻、499 頁上 - 下）に、
「単白羯磨」、22、
四羯磨」、32、計 101 の名称が列挙されているので参照のこと。
（59）大正蔵、24 巻、415 頁上 -455 頁下参照。これについては、
『仏書解説大辞典』
、
第 3 巻、533 頁（西本龍山執筆）参照のこと。全 10 巻であるが、前半５巻の「尼
陀那（nidƗna）」と、後半 5 巻の「目得迦（mƗtkƗ）」とよりなる。この後者のサ
ンスクリット名については、後註 60 下の本文で指摘したように、Clarke 博士に
よって、mƗtkƗ ではなく muktaka ではないかとの見解が示されて今日に至って
いる。
（60）Shayne Clarke, The MǌlasarvƗstivƗda Vinaya Muktaka”,『仏教研究』第 30 号（2001
年 3 月 ）、pp.81-107, do., The MǌlasarvƗstivƗdin Vinaya：A Brief Reconnaissance
Report”, 櫻部建博士喜寿記念論集『初期仏教からアビダルマへ』
（平楽幸書店、
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2002 年）
、pp.45-63 参照。特に、義浄訳とチベット訳との対応関係については、
後者、pp.55-56 の対照表を参照されたい。
（61）muktaka に関する律蔵以外の用例についての、Clarke 博士に先立つ私見につい
ては、拙書『唯識思想論考』（大蔵出版、2001 年）、654 頁（初出、1978 年３月）、
657 頁、註 27、662 頁、664 頁も参照のこと。
（62）P.ed., No.1037, Phe, 194b6：D.ed., No.7, Pa, 201b7 参照。D.ed. には、“rkyang pa’i sgo
rnams rdzogs sto // ” とあるが、ここでは、P.ed. に従っている。
（63）ここでは、詳細に両者の対応関係を指摘することはできないが、ほんの数例の
み挙げれば、
「受具戒応与、受具戒不応与…」（大正蔵、23 巻、593 頁中、21 行）
：
“bsnyen par rdzogs par ’os pa dang/ bsnyen par rdzogs par mi ’os pa dang…” (P.ed.,
Phe,225a3),「五百集毘尼、七百集毘尼…」
（593 頁下、12 行）
：“lnga brgyas ’dul ba
bsdus pa dang / bdun brgyas’dul ba bsdus pa dang…” (P.ed., Phe, 225b8) などである。
（64）Clarke 博士が、
「目得迦」は mƗtkƗ ではなく muktaka の音写しかありえないと
確定されたように、「摩得勒伽」も全く同様な論証が可能であるならば、「摩得
勒伽」も「目得迦」もその原語は同じであったという関係になる。ただし、伝
承の一部には、mƗtkƗ とする系譜もありえたということは否定できないような
気もする。
（65）P.ed., No.1037, Phe, 226a2-8：D.ed., No.7, Pa, 234b6-235a6.
（66）このチベット訳語から、SodƗyin を導くことは無理である。ここでは、他の例
に合わせて「ソーダーイン」としておいたが、このチベット訳のサンスクリッ
ト原典には UdƗyin とあった可能性も否定できない。その場合、チベット訳は、
サンスクリットの udƗyin を udƗya（起）＋ in（有する）と解して、’char（起）
＋ ldan（有する）と人名を意訳したと考えられる。なお、この件については、
前註 27 も参照されたい。
（67）この⑦は、
「使者による受具足戒と二部の教団による受具足戒」という二つの事
柄にも解しうるが、ダルマディンナーの話としては一つの話でなければならな
いので、示した訳文のように一つの事柄として訳した。その根拠となる『律雑事』
のダルマディンナー譚のほんの一行ほどを、義浄訳とも対比して示しておけば、
“U tpa la’i kha dog ma song ste / de la khyod ni bcom ldan ’das kyis gnang ste / dge
’dun sde gnyis bsnyen par rdzogs par byas so zhes bsgo ’o //（ウトパラヴァルナーは
行って、彼女（ダルマディンナー）に、
「あなたは世尊によって許され給い、
二部の教団によって受具足戒されました。
」と通告した。）“(P.ed., No.1035, Ne,
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（37）

161b5-6：D.ed., No.6, Da, 167a4)：
「時蓮華色往彼、告言少女、
「二部僧伽、已与
汝受近円竟、仏所聴許、当善奉行。」」（大正蔵、24 巻、368 頁中）である。なお、
これについては、前註 39 も参照のこと。
（68）ここに示した本文中の引用の改行された、「そこで」以下、ここに至るまでの
記述については、前註 37,38 下に示した本文中の文献Ｂ１と文献Ｂ２のそれぞ
れの改行以下の記述とも比較対照されたい。これらに記された内容の正確な意
味は、私にはまだはっきりしないところも多いのであるが、にもかかわらず、
これに関する私見は、後註 113 以下、後註 114,115 あたりまでの間の本文で示
されているので参照されたい。
（69）本稿でも取り上げるこの断片については、A.F.R.Hoernle, Manuscript Remains of
Buddhist Literature found in Eastern Turkestan, The Clarendon Press, Oxford, 1916,
pp.13-16, 特に、p.13 参照。これを踏まえた、平川博士の論述については、平川
前掲書（前註 12）
、77-85 頁、特に、84-85 頁を参照のこと。
（70）平川前掲書（前註 12）、78 頁。この引用中に出る「律の論母」について、平
川博士は、vinaya-mƗtkƗ をこの引用直前で想定しておられる。「摩得勒伽」が
mƗtkƗ か muktaka かについては、前註 64 を参照のこと。
（71）前註 68 の指示に従って、文献Ｃの改行以下と、文献Ｂ１、Ｂ２の改行以下と
を比較されたい。
（72）平川前掲書（前註 12）、85 頁。
（73）因みに、ある有部系の律文献らしきものがあったとして、それが説一切有部
の『十誦律』に近いのか、根本説一切有部の律蔵に近いのかは、なかなか決
し 難 い こ と が あ る か も し れ な い。 そ の 一 例 と し て、Seishi Karashima, “Brief
Communication”,『創価大学国際仏教学高等研究所年報』第３号（2000 年）, p.214
の a manuscript of the Vinaya of the SarvƗstivƗdins の比定報告に対する、Clarke,
op.cit.（前註 60 前者）, pp.104-105, n.42 を参照されたい。
（74）Hoernle, op.cit.（前註 69）, p.13 によるが、サンスクリットの表記については、
本稿で用いている方式に統一して示した。
（75）この語形については、ehi-bhikৢukƗ が語幹なら ehi-bhikৢukayƗ, ehi-bhikৢukatƗ が語
幹なら ehi-bhikৢukatayƗ がよいかとも思うが、底本のままとした。
（76）この箇所は、“trai-vƗci(tve)[na]” と表記されているが、他での使用例もあるので、
traivƗcikena と改めた。
（77）大正蔵、24 巻、599 頁上。
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（78）大正蔵、24 巻、618 頁中。頌型を取るが、１頌を２行で示した。
（79）この音写語は、前註 66 の場合と同じく、原語が UdƗyin であったことを想定さ
せる。
（80）この文献Ｅ２は、平川前掲書（前註 12)、586 頁にも、頌型を示さない形で、訓
読書き下しで引用されているが、この引用第２頌目については、
「憍陳如を上
首とせるは、定道にて得す。五人の賢部の諸の浄心は、彼の悉くは、帰に従い
て得す。」とされている。しかし、頌型から言っても、内容から言っても、
「五人」
を後半頌の⑩に含めることはできないので、この箇所を、私は、
「②憍陳如を
上首とせる定道を得しものは五人なり、⑩賢部の諸の浄心のものは、彼れ悉く
帰に従りて得す」と読むことにしたい。
（81）この音写語も、前註 79 と全く同じく、原語は UdƗyin を予想させる。
（82）平川前掲書（前註 12）、586 頁で、平川博士は、10 種に「白四羯磨（白四）」を
加えてしまわれるので、全体が 11 種とならぬよう、「中国満十人（十衆）」を
除外する案を提示されておられるが、これを除外するのは無理であろう。
「白
四羯磨」は 10 種の中に加えるべきではなく、なんらかの意味で、10 種全体の
規定として機能していると見るべきではないかと思う。なお、
「白四羯磨」に
よる比丘の有部系の規定については、後註 92, 93, 94 下の本文中所引の文献（a）
（b）
（c）、および、後註 93 を参照されたい。
（83） 平 川 前 掲 書（ 前 註 12）、585-586 頁 参 照。 な お、vinaya-vibhƗৢika か vinayavaibhƗৢika かについては、前註 20 参照。
（84）平川前掲書（前註 12）、586 頁。
（85）『仏書解説大辞典』、第３巻により、文献Ｅ１については、532 頁の「根本薩婆
多部律摂」の項、文献Ｅ２については、535 頁の「根本説一切有部毘奈耶頌」
の項を参照されたい。
（86）チベット訳には、同系のテキストが、P.ed. で言えば、No.1036 , No.1037 とし
て伝えられている。本稿で問題としているのは、後者であるが、
『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）
、417 頁
には、前者の colophon が抄訳紹介されているので参照されたい。なお、
『デン
カルマ目録』でも、M.Lalou, “Les Textes Bouddhiques au Temps du Roi Khri-sroৄlde-bcan”, Journal Asiatique, Tome 241, 1953, p.330, No.486, No.497 として記載され
ている。
（87）平川前掲書（前註 12）、518-521 頁参照。
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（39）

（88）平川前掲書（前註 12）、521 頁。
（89） 次 に 触 れ る 根 本 説 一 切 有 部 の そ れ 以 外 に つ い て は、Suttavibha۪ga, Vinaya
Pi৬akaূ, Vol. Ⅲ .pp.23-28：南伝蔵 . １巻、35-44 頁、『十誦律』
、大正蔵、23 巻、
２頁上 - 中、
『四分律』、大正蔵、22 巻、571 頁上 - 中、
『五分律』、大正蔵、22 巻、
３頁下 - ４頁下、
『摩訶僧

律』、大正蔵、22 巻、235 頁下 -236 頁上を参照され

たい。ところで、この註の直前の本文中において bhikkhu-bhƗva, bhikৢu-bhƗva を
特に断りもなく「比丘であること」としてしまったが、これは、Rhys Davids
and William Stede, The Pali Text Society’s Pali-English Dictionary, London, 19211925, Reprinted, 1966, p.504, col.R. に “state of being a monk” とあるのに依ったも
のである。この件については、前掲拙稿（前註 11）
、註９を参照されたい。なお、
私は、その註にも記したように、平川彰博士が bhikkhu-bhƗva だけが「戒体」であ
ると受け取られるような表現をされているのが、その時点から気になり、比丘
以外の他の七衆もその状態であることが「戒体」ではないかと考えるようにな
り、同じ上記拙稿の次の註 10 で記した 10 種 upasaূpad
（Ɨ）
の問題と共に、この
問題を論じてみる必要があると思い立って、急遽、本稿を草することにしたも
のである。その意味で、粗忽な論文となっていること必定であるが、機縁を与
えて下さった平川博士には深く感謝を申し上げたい。
（90） 以 下 の サ ン ス ク リ ッ ト 文 は、A.C.Banerjee, “The PrƗtimokৢa-Sǌtra”, The Indian
Historical Quarterly, Vol.XXIX, 1953, p.169, チ ベ ッ ト 訳 は、P.ed., No.1031, Che,
3a2-3, No.1032, Che, 26a8-b1, 義浄訳は、大正蔵、23 巻、629 頁下による。因みに、
教団追放罪の第１条が、全部で４条ある中の、なにゆえに brahma-carya（梵行、
純潔行）でなければならなかったのかと言えば、それは、仏教というよりは、
ヒンドゥー的「習慣」
「生活」の上で、宗教者とはなによりも苦行的梵行を行
ずるものでなければならないとする根強い考え方が浸透していたからではない
かと推測させられる。
『律雑事』の「ナンダ出家譚」は、教団追放罪第１条の
brahma-carya ではなく、教団拘留罪第１条の brahma-carya と絡む物語であるが、
前掲拙稿（前註 11）は、如上の間題意識から、それに関連する資料を扱ったも
のなので、この問題に興味のある方は、参照されたい。また、教団追放罪第１
条を広く詳細に考察した研究としては、平川彰『二百五十戒の研究』Ⅰ、平川
彰著作集、第 14 巻、139-206 頁が必ず参照されなければならない。
（91）この点については、平川前掲書（前註 12）、315-316 頁、平川前掲書（前註 90）、
164 頁、174-180 頁参照。
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（92）大正蔵、23 巻、２頁中。
（93）大正蔵、23 巻、630 頁上。なお、平川博士は、前掲書（前註 90）
、178-179 頁で、
『根
本説一切有部律（毘奈耶）』の、ここに引用した直前の文にある、
「芯芻に五あり。
…五に白四羯磨円具苾芻なり。
」を、比丘を四種とするものより正しいとされ
ておられるが、「五」とは、チベット訳にもなく、恐らくは、義浄が、その意
味を理解しやすくさせるために、「白四羯磨によって受具足戒したものこそ上
記四種の比丘とは別のこの場合でいう本当の比丘だ」とされている比丘を第五
とし、従って、比丘は全部で「五」種だと訳し変えただけのことではないかと
思われるのである。
（94）P.ed., No.1032, Che, 26b6：D.ed., No.3, Ca, 30b2-3.
（95）以上のうち、＊の箇所は、P.ed. に “dang / gzhi’i”, D.ed. に “dang / bzhi’i” とあるが、
dang bzhi’i とし、＊＊＊の箇所は、P.ed. に “des ni”, D.ed. に “des na” とあり、後者
を採る。なお、＊＊の箇所は、P.ed. も D.ed. も “mi” を有するので除くことはできない
が、訳するに当たっては無いものとして処理した。“mi” を無いものとして、
義浄訳の「作法円滑」に当たると考えたためであるが、もし「是不応呵」に対応
するとするのであれば、“mi” を残しうるとしても、その場合には、“gzhag par”
を別なチベット語に改めねばならぬような気がする。
（96）以上は、本文所引

のチベット訳文に基づいていることは言うまでもない

が、 更 に、Suttavibha۪ga, Vinaya Pi৬akaূ, vol. Ⅲ , p.24, ll.9-12：“ayaূ bhikkhu
samaggena saূghena ñatti-catutthena kammena akuppena ৬hƗnârahena upasampanno
ayaূ imasmiূ atthe adhippeto bhikkhu” と、 次 註 に 示 し た Vasubandhu 所 引 の
Vinaya の文とにも基づいて再構成したものである。再構成のサンスクリット文
中の sthƗnârahena は sthƗpanârahena にしたい気もあるが、パーリが支持しないの
でパーリに準じた形にした。
, p.223.ll.15-17 に、“eৢa hi Vinaye nirdeĞaত / “caturvidho
（97）Pradhan, op.cit.（ 前 註３）
bhikৢuত / saূjñƗ-bhikৢuত pratijñƗ-bhikৢur bhikৢata iti bhikৢur bhinna-kleĞatvƗt(sic)
bhikৢuত / asmiূs tv arthe jñapti-caturtha-karmôpasaূpanno bhikৢur” iti / とある。和
訳については、舟橋前掲書（ 前註３）、223-224 頁参照。なお、UpƗyikƗ に基づく、
この曲拠研究については、本庄良文「シャマタデーヴァの伝へる阿含資料 ――
業品（２）――」『神戸女子大学教育学科研究会（教育諸学研究論文集）』第７
巻（1993 年）
、pp.100-101〔4049〕を参照のこと。
（98）平川前掲書（前註 90）
、179-180 頁参照。
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（41）

（99）大正蔵、23 巻、630 頁下。
（100）P.ed., No.1032, Che, 29a3-6：D.ed., No.3, Ca, 33a5-b1.
（101）
「 その当人」以下、ここに至るまでの訳文は、甚だ不明瞭なものとなってい
るが、受具足戒するその人がその決意を表明したことから後退しない状態ま
でを含めて言っているのだと思う。その一連の語の始めの方で、upagama と
abhyupagama を挿入したのは、
「承認」や「信受」を意味する語と考えたからで
ある。
（102）一いち指摘しないが、
「語」以下、ここに至るまでの訳文に対応するチベット
語とサンスクリット語は、buddha-vacana（仏教、仏語）の vacana（教、語）を
定義する時に用いる 10 箇の用語と全く同じと考えられる。この 10 箇の用語に
ついては、拙書『唯識文献研究』（大蔵出版、2008 年）、195-197 頁、225-226 頁、
註 59 参照のこと。この 10 箇の用語の採用は、受具足戒の決意の言葉は、如来
の説法の言葉に通ずる重きものと考えられたためであろう。
（103）
前註 102 で指摘したことを、上記拙書によって確認して頂きたい。
（104）本文中の以上で論じた問題のうち、「内在主義」と「外在主義」とについては、
「人効論」と「事効論」とについては、拙稿「選
前掲拙書（前註 61）、3-5 頁、
別学派と典拠学派の無表論争」『駒沢短期大学研究紀要』第 23 号（1995 年３
月）、45-51 頁（横）を参照されたい。また、日本における戒律の問題に絡む後
者の視点については、拙稿「日本仏教における「批判」」
『駒澤大学仏教学部論集』
第 40 号（2009 年 10 月）、99 頁、108 頁、註 33 も参照のこと。
（105）“upƗsaka-bhƗva” の用例は、Y.Ousaka, M.Yamazaki, K.R.Norman, Index to the Vinayapiܒaka, The Pali Text Society, Oxford, 2001, p.154 によれば、Vinaya Pi৬akaূ, Vol. Ⅲ ,
p.24, l.27 に１例ではあるが、実際に用いられていたことが確認される。
（106）この件につき、比較的古い形態を保っていると考えられるパーリ律蔵により、
：南伝蔵、
上記註で指摘の１例を含む、Vinaya Pi৬akaূ, Vol. Ⅲ , pp.23-28（§8）
１巻、36-44 頁を参照のこと。この箇所は、この直前に、教団追放罪第１条を掲げ、
その「分別」を試みる初めの部分で、前註 92, 93, 94, 99, 100 下の本文中に引
用した根本説一切有部の『律分別』箇所とも、新旧の差、部派による相違のあ
ることは当然であるが、内容的に重なる部分である。そのパーリの記述中に、
bhikkubhƗva, upƗsaka-bhƗva だ け で な く、sƗmaerabhƗva,
（=bhikৢu-）
（=ĞrƗmaera-）
gihibhƗva, ƗrƗmika-bhƗva などの用語が列挙されていることは注目されよ
（=ghi-）
う。なぜなら、ここでは、bhikkhu-bhƗva だけが肯定される場面なので、他は否
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（42）

定的に扱われているとしても、
「優婆塞であること」
「沙弥であること」
「居士
であること」
「浄人であること」などという状態は当然想定されていたであろ
うからである。そして、後に、かかる状態がそれぞれの条件において肯定的に
述べられ、
「八衆」が当然のこととして受け容れられてしまった上で「受具足戒」
が確立すれば、そこに込められた「受具足」という意味は、
「八衆」それぞれが、
3

3

3

それぞれの別解脱律儀即ちそれぞれに与えられた別解脱律儀の条項数を完全に
3

3

3

受けたということで理解されていたのではないだろうか。
（107）Pradhan, op.cit.（前註３）, p.196, l.24-p.197, l.2. なお、前掲拙稿（前註 104 前者）、
54 頁（横）の（g）参照。しかし、そこに示した拙訳は、ここでは若干訳し変
えられている。
（108）前註 88 下の本文中の引用参照。平川博士は、パーリ語の bhikkhu-bhƗva しか示
してはおられないが、そこに、サンスクリット語の bhikৢu-bhƗva が含意されて
いたとみることは当然のこととして許されよう。
（109）以上の八衆の受けて守るべきそれぞれの律儀については、前註６下の本文中に
示した表を参照されたい。
（110）Pradhan, op.cit.（前註 3）, p.212, ll.11-12. また、舟橋前掲書（前註３）、159 頁も
参照のこと。
（111）
「戒体」に対する従来の代表的仏教辞典の説明については、
『望月仏教大辞典』
、
第１巻（世界聖典刊行協会、1933 年）、389-391 頁、
『織田仏教大辞典』（大蔵出
『仏教学辞典』（法蔵館、1955 年）、50-51 頁、
版、補訂縮刷版、1954 年）、165-166、
54-55 頁参照。また、最も新しい辞書で、サンスクリット原語があればそれを
記すことを原則とする、横山紘一『唯識

仏教辞典』
（春秋社、2010 年）
、114

頁では、「受戒によって植え付けられた「非を防ぎ悪を止める力」（防非止悪の
力）をいう。具体的に表層に表れず認識されえないものであるから無表色とい
う。
〈有部〉では四大種（地・水・火・風の四つの元素）によって造られた実
色（実際の物質）が、そのような力を持つ戒体であると考えるが、〈唯識〉は意
識にともなう思（意志）の働きによって阿頼耶識のなかに植え付けられたそ
のような力を持つ種子を仮に戒体と名づける。」と記されているだけである。なお、
「無表」を巡る VaibhƗৢika と SautrƗntika の論争については、前掲拙稿（前註 104 前
者）、45-94 頁（横）を参照されたい。
（112）
この想定上のサンスクリット語は、あくまでも符牒的な意味のものでしかない。
「八衆」を表わすサンスクリット語としては、Pradhan, op.cit.（前註３）, p.207, l.23
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（43）

に、“aৢ৬au nikƗyƗত” の用例があるので、これを複合語にして、aৢ৬a-nikƗya-bhƗva
もありうるかもしれないが、「七衆」の総称としては、sapta-naikƗyika が多く見
られると思うので、ここでは、
「八衆」もこれに準じて aৢ৬a-naikƗyika とし、こ
れに bhƗva を付したものが上の想定である。しかし、かかる意味での総称に
bhƗva を付すことができるのかについては自信がない。
（113）
「因中得戒」や「果中得戒」の問題については、平川前掲書（前註 12）
、538 頁
で取り上げられているので参照されたい。ただし、同書では、そこ以上のこと
は論じられていないようであるが、この問題は、アビダルマで議論された「得
戒（saূvara-lƗbha）」が、中国、例えば、慧遠『大乗義章』
「三聚戒義」などを
経由して、日本で種々の問題に展開していったとも考えられよう。その意味で
の「因中得戒」と「果中得戒」とについては、凝然『梵網戒本疏日珠鈔』、
大正蔵、
62 巻、９頁上 - 下を参照されたい。
Pradhan, op.cit.（前註 3）, p.220, ll.16-19：舟橋前掲書（前註３）
（114）
、207-208 頁：玄奘訳、
大正蔵、29 巻、78 頁中参照。また、同趣旨の、『順正理論』については、大正
蔵、29 巻、562 頁中、
『顕宗論』については、同、872 頁上を参照のこと。ただし、
これら五つの限定が崇高な理想の下で機能したとしても、最も問題となるのは
「有情（sattva）」の場合である。なぜなら、これにつき限定を取っ払って全「有情」
としたところで、それは全人類を意味するわけではなく、犬、猫、豚、牛など
を含めた全ての生きとし生けるものを意味し、しかも、それが極めてヒンドゥー
的な通俗的輪廻転生に塗れた考え方に既に毒されているからにほかならない。
（115）
例えば、上に示した五つの限定中、最初の二つを取り上げて具体的に考えてみ
よう。その場合、説一切有部の「出家菩薩」であれば、彼が別解脱律儀を獲得
するというのは、全種の別解脱律儀（即ち 251 条の別解脱律儀）を受けて後、
全「有情（sattva）」のために全「支（aৄga）」即ち十善業道（ただし、実際には
身 3、語 4 の七支）を傾けて「出家菩薩」の務めを果すことになろうが、かか
る状況であっても、また、要請に応じて戒師として「在家菩薩」に対する時で
あっても、要するに心が慈悲喜捨の四無量心で横溢していると思われていれば
よいのであり、他方、5 種の別解脱律儀を受ける「在家菩薩」は、上記のごと
き「出家菩薩」の前で四無量心のごとき広大な心をもって「成仏」を誓い全「有情」
のために全「支」を傾けて生活していけばよいのである。しかし、これが完全
に「内在主義」かつ「人効論」の立場に立ってしまったならば、その「出家菩
薩」と「在家菩薩」の正しさはなによって論拠づけられるであろうか。しかるに、
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逆に、実体的立場に陥ってしまった上で、
「外在主義」かつ「人効論」の立場に走っ
た場合にもやはり大きな問題はあるのであって、この場合には、明確な差別主
義が出現する。その例は、『倶舎論』の「不律儀者（Ɨsaূvarika）」の具体例の
列挙中にも明らかに認められるのであって、これについては、Pradhan, op.cit.（前
註３）, p.221, ll.12-13：舟橋前掲書（前註３）、214 頁：佐伯旭雅編『冠導阿毘
達磨倶舎論』Ⅱ（合本影印版、1978 年）、巻 15、４葉表（通し頁、629 頁）を
参照されたい。しかも、この兆候は、冠導本の頭註によれば、既に『大毘婆沙
論』（大正蔵、27 巻、607 頁上）に「十二種不律儀家」として現われているよ
うである。私は、駒沢短期大学より駒沢大学仏教学部に復してより４年間、
「仏
典講読」Ⅰとして『倶舎論』を読み続けてきたが、私の体調不良により中座せ
ざるをえないこととなった。しかし、できれば、そこで行ってきた成果を、
『仏
教業論研究』で世に問うことができればと願っている。
（116）U.Wogihara（ed.）, Bodhisattvabhǌmi, Tokyo, 1930-1936, Sankibo Buddhist
Book Store, Reprinted, Tokyo, 1971, p.138, l.24-p.140.l.27：N.Dutt（ed.）,
Bodhisattvabhǌmi, Tibetan Sanskrit Works Series Ⅶ , Patna, 1966, p.96, l.10-p.97, l.24
参照。ここでは、チベット訳や漢訳を一いち指摘しないので、それらについて
は、羽田野伯猷編集『瑜伽師地論菩薩地』
、チベット仏典研究叢書、第二輯第
一分冊（チベット仏典研究会、法蔵館、1993 年）
、12-24 頁（

17-42）を参照

されたい。このテキストで、別解脱律儀である saূvara-ĞƯla につき「七衆（saptanaikƗyika）
」とあるのは、近住律儀が当面除かれているからである。なお、私は、
今年１年限りという約束で大学院へ復して、「日本仏教」の大乗菩薩戒の問題
を研究するために、Bodhisattvabhǌmi を読み始めた。これは、右に、最澄の『顕
戒論』を置き、左に、ツオンカパの Byang chub gzhung lam を置いて、広く仏教
思想史の展開の中に菩薩戒問題を位置づけながら、日本における戒律問題を扱
うことの発端としたいからであった。一応の目処はつけえたと思うので、その
成果は、『大乗菩薩戒論』としてまとめてみたいと願っている。
（117）
ここで指摘した増広の問題も、上記実現の過程で論じていくことができればと
思っているが、今は事実だけを指摘しておく。羽田野編集前掲書、78 頁（§117）
は、サンスクリット原文は勿論、チベット訳を除く他訳も一切示されていな
い状況を明白に告げているが、これは、後代になってチベット訳がなされる直
前の時代にインドでこの箇所が加筆され、そのテキストに基づいてチベット訳
が果されたために生じた現象と考えられる。その加筆の中核をなすのは、私
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が、拙稿「出家菩薩と在家菩薩」村中祐生先生古稀記念論文集『大乗仏教思想
の研究』
（山喜房仏書林、2005 年）、３-18 頁中で、「解脱の四連語」と名づけ
たものであるが、この文言は、５、６世紀頃までのインドにおいて、伝統的仏
教教団の儀式の中では人口に膾炙していたと予想されたものであるが、この
Bodhisattvabhǌmi 中における後代の加筆によって、その予想が証明されたよう
に私には感じられるのである。なお、このチベット訳にしかない箇所に対する
ツォンカパの註釈については、Byang chub gzhung lam, P.ed., No.6145, Cha, 31a233a8：bKra shi lhun po ed., Ka, 33a1-35b1 を参照されたい。
（118）道元、十二巻本『正法眼蔵』第八「三時業」による。この文言については、こ
れまでも種々の機会に引き論じてもきたが、最も最近のコメントについては、
拙稿「仏教教団における研究と坐禅」
『駒沢大学仏教学部研究紀要』第 68 号（2010
年３月）、236-235 頁（横）
、註 67 を参照のこと。なお、これとは直接関係の
ないことではあるが、つい最近刊行された、高崎直道『道元思想と日本仏教』、
高崎直道著作集、第９巻（春秋社、2010 年 10 月）
、232 頁で、私の道元研究に
関し、
「これは著者（袴谷）が戒の問題については関心のないことを示している。」
との御指摘を頂いていることに気づかされた。この御指摘を含む御論稿の初出
は、2008 年と記されているので、もう少し早く気づく機会もありえただろうに、
実際に知ったのは、極最近である。全く御指摘のとおりと恥しい思いのするば
かりであるが、最近自分でもそういう点に気づき、前掲拙稿（前註 11）や本稿
をものすることにもなったわけではあるが、このようなことでも、少しは御指摘
の御恩に報いることになっていればと思いたい。それから、もうしばらくは、
私も律蔵に親しむことを続けざるをえないかもしれないが、律蔵をいくら読ん
でも仏教を知ることにはならないというのが私の口癖である。律蔵を読んで知
るのは大方ヒンドゥーのことばかりと言ってよい。しかし、ヒンドゥーのこと
をも知らなければ、なにが仏教独自の思想であるかが分からないこともまた事
実なのである。
（2010 年 11 月 29 日）
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