食生活と仏教との関わり

前谷 彰・恵紹
(高 野 山 大 学)

０．はじめに
我々の日常生活は，衣・食・住という３つの原則によって表現される。
しかしその中で， 食生活> という常用語はあっても， 衣生活> や

住生

活> というタームは存在しない。それは，食が生活というものにおいて，
衣・住よりも大きな比重を占めているからであろう。
生活> という語において，生の部分は

生きる

という，生命や生存

に関わる基本的部分である。これに対し， 活> の部分は活性や活力とい
うことばに代表されるように，より高次な行動や想像力を予想せしめるが，
基本的には

生きる

または

生きること

生活> というのは，やはり 生きる
たらきと

を意味する語である。従って，

という生命を維持・存続させるは

えてよかろう。

今度は， 食生活> における
食物を摂取すること

食> についてであるが， 食> とは通常

である。仏教では，食物及び食物を摂取すること

を指示する代表的なタームが ahara である。但し，これ以外に bhojana
という語があり，この語は食物摂取のみならず，衣・住等の生活必需品の
摂取をも意味する。しかし，ahara という語は，この bhojana よりも一
層広義の摂取一般を表現する場合に用いられる。つまり，ahara の持つ意
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味は，食物や生活必需品の摂取は無論のこと，感覚器官たる六根（すなわ
ち眼・耳・鼻・舌・身・意）による摂取にまで及ぶのである。つまり，総体

的な意味での摂取一般を指し示す教義語と
しての

食生活> における

食> は，やはり

う概念の域を脱し得ない。確かに
を摂取すること

えてよい。しかし，日常語と
食物を摂取すること

とい

食> というと，その中心概念は

食物

となるであろう。しかし，ahara や bhojana の趣意を

無視することはできないので，本稿ではあくまでも
食物などを摂取すること
・・
て行くことにする。

食> という場合，

という概念で捉えることによって

察を進め

かくして， 食> と 生活> についての概念規定は完了した。しかし，
今度はこの二語の連結による

食生活> という複合語の語義をどう捉える

かが問題となる。それを六合釈の用法によって分析すると，次のようにな
る。
今， 食生活> を相違釈にとると， 食と生活

となり， 食> と

生活>

とが二項対立的関係を有することになるから，この解釈は支持できない。
このようにして種々の分析を行って行くと，次の二様の解釈に絞られるこ
とになるであろう。
つまり，依主釈−具格にとれば， 食> は
食生活> は

生活> の手段・方法となり，

食物等を摂食することによって生きる（こと） という概念

で捉えられることになろう。確かに，我々は食物を摂取しなければ生きて
は行けないのであるから， 食> はあくまでも

生活> の手段・方法に他

ならない。この意味において， 食生活> という複合語は普通ならば依主
釈−具格に読まれるべきなのであろう。しかし， 食物等を摂取すること>
と

生きる（こと）> とは相互連関しているのであるから，同格限定複合

語にも読めるのである。同格限定複合語に読めば，ここにおける
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食> と

生活> とは，いわゆる相対的関係を有することになる。そうすると，こ
こにおける

生活> は，単に生存や生命の存続だけにに係わる

生きるこ

と> や 生きながらえる> という概念を離れて行く。そうして，この
活> からは， 生き方> や

生きるあり方> という，より高次な

生

生きる

こと> という，我々の現存在に係わる重要な問題が提起されることになる
のである。
本稿の主眼とするところは，この二様の解釈のうち，どちらを採用すべ
きかを，仏教の教えの中に問うて行こうとするものである。但し，本稿で
はあくまでも初期仏教の教理を中心に，必要に応じてバラモン教やジャイ
ナ教の え方を参照しながら

察を進めて行くことにする。

Ｉ． 食> に対する姿勢
スッタニパータ

では

食> に対する姿勢について明確に示されてい

るが，ここではそのうちの二例を紹介する。（強調及び下線は筆者による）
身を護り，ことばにおいて護り，腹で摂取することに節制し，
わたしは真実を によって> 草刈りする。
Kayagutto vacı
gutto ahare yato
saccam karomi niddanam, soraccam me pamocanam.
［Sn. v. 78 (p.14, PTS)］

腹を減らし，摂取する量を知り，欲少なく，貪らないでいるのがよい。
そのひとこそが，欲のためにひもじがらず，無欲で寂滅（の状態）にあ
る。
Ūnudaro mitaharo appicchʼassa alopulo,
sa ve icchaya nicchato aniccho hoti nibbuto.［Sn.v.707 (p.137,PTS)］

ここで，v. 78 の ahare udare yato の句は

腹で摂取することに節制
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し

と あ る が，注 釈 に よ れ ば

食 事 に お い て 量 を 知 る こ と （bhojane

⑴

mattannu）とされている。v. 707 における unudara の語からは無理に腹

を減らしている状態をイメージさせるが，決してそうではない。注釈でも
（腹が） 風を孕んだ袋のように膨らんでいてはならない

と表現している

⑵

ように，この unudara の語は極度の満腹状態であってはならないことを
表現していると解するのが妥当であろう。但し，現代では通常腹八分目を
よしとするが，当時の出家者にとって腹何分目が理想であったかは定かで
はない。
パーリ聖典では，これ以外にもいわゆる節食に関わる記事を多所に見出
すことができる。しかし，それらのどの記事によってみても，無理な減食
を強要したり奨励したりするものは全くないことに留意すべきである。そ
こで，今一度いわゆる
スッタニパータ

食> に対する姿勢についてより詳しく知るために，

における次の詩句を例示しよう。

足ることを知り，養い易く，雑務少なく，簡素な生活で，諸々の感官が
静まり，
賢明にして，高慢ではなく，家々で物を貪り欲することがない。
santussako ca subharo ca
appakicco ca sallahukavutti
santindriyo ca nipako ca
appagabbho kulesu ananugiddho［Sn. v.144 (p.25, PTS)］

ここにおける santussaka は，食物摂取だけにとどまらない摂取一般に
関わる姿勢を顕著に表現した語と言える。すると，上来の内容より，仏教
における

食> に対する姿勢は，mattannu 知量

とsantussaka 知足

の語の連合によって， 小欲知足> あるいは

知量> と表現し得るのである。
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知足

さて，バラモン法典においても， 節食> に関する記述を見出すことが
できるので，今はそれを

マヌ法典

の一文に見てみることにしよう。

タパスを修するバラモンにこそ，さもなくば林中に住する他の再生族の
家長に，生きて行けるだけの施食を摂るべし。
tapasesv eva vipresu yatrikam bhaiksam aharet//
grha-medhisu canyesu dvijesu vana-vasisu//［ Manu-smrti, 6. 27］
⑶

これは林住期にある修行者に対して規定されたことであるが，同じよう
な節食に関わる記述が

マハーバーラタ

にも見出されることが報告され

⑷

てい る。しかし， マヌ法典

をはじめとするバラモン法典類では， 節

食> についての概念規定が曖昧であると同時に， 風と水とを食して云々
⑸

というような極端な節食を奨励するような記述も認められる。従って，バ
ラモン法典において
れが仏教の

節食> に関わる記事が認められるからといって，そ

小欲知足> 知足知量> と同じ観念に基づいたものであると

結論するのは差し控えるべきであろう。
さて，前置きせずに

ダンマパダ

における次の詩句を引用することに

しよう。
愚者がたとい月々にクシャ草の端につけて食物をとる（ほどの苦行）を
しても，真理を思慮せる人々の十六分の一の価値もない。
［中村元訳］
ʼM ase mase kusaggena balo bhunjetha bhojanam
no so samkhatadhammanam kalam nagghati solasinʼti.
［Dhp. v. 70 (PTS)］

中村元博士はこの詩句をもって，仏教が極端な節食を主張する一方で，
節食ということが大して意義のないものだと説いている一例であると結論
されている。さらに， 食物をどのくらい摂取するかという問題について
も，最初期の仏教はジャイナ教的であり，のちになると仏教的な中道の立
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場が表明されるようになったのであろう

という見解を持たれている。し

かし，この詩句は，仏教の 小欲知足> 知足知量> といういわゆる中道
の精神を以て，ジャイナ教の行うような極端な節食のあり方を批判してい
⑹

るに他ならないのである。従って，この詩句の趣意は，節食が大した意義
を持たないということではなく，あくまでも極端な節食や苦行を否定する
仏教の中道精神が表明されていると解されるべきなのである。
食> に関して，在家者を対象に説かれた記事は極めて稀であるが，
サンユッタ＝ニカーヤ
のような

では，釈尊がパセーナディ王に対して語った次

が存在する。

常に思慮を有し，得られた食において量を知るひとは，
その受苦少なく，ゆっくりと老い行き，寿命がまもられる−と。
Manujassa sada satı
mato//mattam janato laddha‑bhojane//
tanu tassa bhavanti vedana//sanikam jı
rati ayu palayan‑ti////
［SN. vol. I, p.81］

ここでは， 節食> による〔少苦〕と〔長寿〕の功徳が説かれており，
上来の出家者を対象にしたものとは少しそのニュアンスが異なる。しかし，
在家者に対してであっても， 節食> を旨とせよという姿勢は主家者に対
するそれと同様と見なすべきである。但し，この
タ

における

には， スッタニパー

在家者が純然たる出家者に関する規定を達成するのは容易
⑺

でない

という詩句に見られるような，在家のあり方に対する釈尊の配慮

があらわれていると解されるべきであろう。
このように，初期仏教における

食> に対する姿勢は，出家・在家を問

わず， 小欲知足> 知足知量> といういわゆる中道の精神で貫かれている
⑻

ことが理解できた。
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II．肉食について
初期仏教においては，肉食を全面的に否定しなかったことについては諸
先学によってすでに指摘されていることなので，ここでは敢えて詳述しな
⑼

い。しかし，初期仏教が肉食を敢えて否定しなかった，その背景について
少し触れておく必要がある。そこでまずは

スッタニパータ

の次の詩句
⑽

を限られた紙面故，和訳（村上・及川訳）のみによって引用しよう。
魚や肉〔を食わないこと〕や断食も
裸形や剃髪や結髪や汚物まみれや，或いは粗い羚羊〔皮〕も
火への供養の奉仕も
或いはまた，およそ世間における不死の多くの苦行も
真言も献供も供儀も季節に依る行（荒行）も
疑いを越えていない人を浄めない。

このように，肉食の否定や極端な修行（苦行）や自己主張は無意味であ
ると主張している。肉食をめぐる諸問題についての記事は特にヴィナヤ文
献に散見するが，ここで問題となるのは何故敢えて肉食を禁じなかったの
かということである。ヴィナヤ文献のある伝承では，疾病におかされた修
行者に，種々の肉を薬として摂取することを許したという記事が伝えられ
ている。しかし，肉を薬として摂取することを許可する第一義的理由は，
疾病の治療にあるのではない。その第一の理由については， マッジマ＝
ニカーヤ

における次の記述が最も顕著に物語ってくれるであろう。

我々は（食物等を）摂取することにおいて，量を知る者でいよう。根本
的によく

え，（食物等を）摂取しようではないか。戯れではなく，酔

喜するためではなく，飾り立てるためではなく，美しくみせかけるため
でもない。それはまさに，身体の存続を求めるためであり，悩害の活動
食生活と仏教との関わり（前谷

彰・恵紹)

55

を止めるためであり，梵行をたすくるためである。
Bhojane mattannuno bhavissama, patisankha yoniso aharam aharissama, nʼeva davaya na madaya na mandanaya na vibhusanaya,
yavad-eva imassa kayassa thitiya yapanaya, vihimsuparatiya brahmacariyanuggahaya :［ MN. vol. I, p.273＝AN. vol. I, p.114］

ここでは直接肉食に関しては触れられていないが，肉食をも敢えて禁じ
ない理由は，身体の存続は言うまでもなく，終局的には梵行の資助のため
であると説かれているのである。すると，もし修行者が，梵行を修するに
値しないほどの病苦に犯されたとする。ところがその病苦が肉を摂取する
ことによって除去されるならば，その場合に限ってのみ肉を摂取したとこ
ろで，第一目的である梵行達成のためならば，何らの問題も生じないこと
になる。これが初期仏教の論理である。もしここで，肉食によって病苦が
除去されることがわかっていても，肉を摂取しなければ無意味に肉体を痛
めつけることになる。つまり，初期仏教ではこのようなあり方を，肉体を
酷使する極端な苦行に等しいものとして排斥するのである。しかし，肉の
摂取をはじめとする薬や食物の摂取に関わる厳格な細条が設けられたのは，
これらの摂取を安易に許してしまうと，当然そこには抑止力がなくなり，
結局それらを過剰に摂取してしまうという状況を惹き起こすからである。
つまり，ここにおいてもやはり， 小欲知足> 知足知量> という食物等を
摂取する上での第一原則が働いていることに留意しておかなければならな
いのである。

III． 食> と縁起法との関わり
食>（四食）と縁起法との関わりについて最初に言及されたのが，木
村泰賢博士である。しかし，木村博士によっては，十二因縁における名色
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と四食との関係について少し触れられたに過ぎなかった。ところが，宮坂
宥勝博士は，パーリ聖典中に見出される四食の用例を詳査することによっ
て，縁起系列中における四食の位置とその概念について明らかにされた。
従って，今敢えて

食> と縁起法との関係を論ずるのは蛇足の感ありと思

われる。しかし，まずは縁起法の中で四食がどのように説かれているかに
ついて， サンユッタ＝ニカーヤ

の記述を引用することによって簡単に

見て行くことにしょう。
Ime ca bhikkhave cattaro ahara kimnidana kim samudaya kimjatika kimpabhava//
Ime cattaro ahara tanhanidana tanhasamudaya tanhajatika tanhapabhava//
Tanha cayam bhikkhave kimnidana kimsamudaya kimjatika
kimpabhava//
Tanha vedananidana vedanasamudaya vedanajatika vedanapabhava−abridgement−Sankhara avjjanidana avijjasamudaya avijjajatika avijjapabhava［SN. vol. II, pp.11‑12］
冗長な引用になるので中略したが，その部分は語順で示すと，phassa
触> → salayatana 六處> → namarupa 名色> → vinnana 識> → san-

khara 行> となっている。そこでこれ全体を文意に即して整理すると次
のようになる。
avijja 無明> → sankhara 行> → vinnana 識> → namarupa 名色>
→ salayatana 六處> → phassa 触> → vedana 受> → tanha 愛>
→ cattaro ahara 四食>
このように四食が縁起の順観系列の中で，愛（tanha）の次に位置づけ
られているのである。因みに四食とは，複雑になるので詳述は控えて置く
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が， 食物等を摂取すること

を観想レベルで促えたタームと理解してお

いてよかろう。ここで見たように，四食が愛の次に位置づけられていると
いうことは，換言すれば，四食は取（upadana）と同値と言い得るのだが，
今， サンユッタ＝ニカーヤ

における次の一文を紹介することにしよう。

此丘らよ，実に腫れものというのは，この四大元素から成り立ってい
る体と同義であって，父母所生のものであり，米と粥が集積したもので
あり，無常で減少し，摩り減り，壊れ，粉々になる物質である。此丘ら
よ，腫れものの根本とは（渇）愛と同義なのである。
Gando ti kho bhikkhave imassetam catumahabhutikassa kayassa
adhivacanam matapettikasambhavassa odanakummasupacayassa
aniccucchadanaparimaddanabhedanaviddhamsanadhammassa/Gandamulan ti bhikkhave tanhayetam adhivacanam［SN. vol. IV, p.83］

ここで，腫れものの根本（gandamula）が（渇）愛であるとされている
のであるから，換言すると，腫れものの因は（渇）愛ということになる。
すると，これを縁起系列にあてはめてみると，腫れものは取（upadana）
となるわけだから， 体> も取に配置されることになるのである。また，
体>＝父母所成のもの＝米と粥が集積したものであるから，最終的に，
体> とは食物が集積したものに他ならないのである。そうして， 体>＝
取> なのであるから， 四食>＝ 取> により， 体>＝ 四食> となる。こ
れによって，終局的には，いわゆる

食>＝ 体> という等式が成立するこ

とになるのである。
ここでは敢えて kaya の語を

体> と訳しておいたが，ここに言うとこ

ろの体とは四大元素よりなる，この世に存在するありとあらゆるすべての
物質を意味する。従って，我々のこの肉体も当然この体に他ならないので
ある。そうすると， 食>＝ 取> であり， 食>＝ 体> なのだから， 食>＝
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体>＝ 取> となる。また， 取> は十二縁起支中の
われるから，最終的に

行> に相当すると言

食>＝ 体>＝ 取>＝ 行> という等式が得られるの

である。
ここで，序章にて提起した

食生活> という複合語をどう理解するかと

いう問題に立ち返ることにしよう。
生活> とは

生きる（こと） であるから， 生きる

えてよい。すると，この

という行為と

生活> は十二縁起支で言えば当然

行> に配当

される。そうすると， 生活>＝ 行> なのであるから，上の最終的に得ら
れた等式とを結びつけることによって， 食>＝ 生活> と結論されるので
ある。これより， 食生活> という複合語は，同格限定複合語に読まれる
べきであるという結論を導き出すことができるのである。
今，この

食> と

ればかれあり云々

生活> を，縁起の最も基本的な教説である これあ
の中に組み込んでみよう。

食あれば生活あり，食なければ生活なし，食生ずるが故に生活生じ，
食滅するが故に生活滅す
このように， 食> という摂取のあり方が， 行> たる生活のあり方を決
定し，生活のあり方によって

食> のあり方が決定されるのである。そう

して，この

行> たる生活のあり方が，十二縁起で言えば， 行> の次の

支分である

有> のあり方を決定することになるのである。つまり， 生

活> という

生きるあり方

が 有> という我々の現存在を確定すること

になるのである。
今，この３つのレベルで，過食ということを例にとって

えてみると，

次のようになるであろう。
縁起法に従えば，この

食> と

行> と

力関係で，円環状に立てられたドミノと

有> は本来一定の間隔で同じ
えてよかろう。過食することに
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よって，ドミノにおける

食> のピースだけが倒れるように思われるが，

実はそうではない。ドミノのメカニズムによって

食> のピースが倒れれ

ば，当然， 行> のピースも 有> のピースも倒れてしまう。このような
相互連関の関係性こそが，言うまでもなく縁起の法則なのである。そうし
て，この関係性はさらに共存共生のあり方も決定せしめることに注目しな
ければならないのである。
最後に，次の

サンユッタ＝ニカーヤ

の一文について若干の

察を行

うことによって，本稿の結びとしよう。
舎利弗よ，これは生じたもの（存在物）と見るかどうか と。 舎利弗
よ，これは生じたもの（存在物）見るかどうか と。 尊者よ， これは
生じたもの（存在物）
> と，（その）存在物をあるがままに正しい知慧に
よって見ます。 これは生じたもの（存在物）
> と，
（その）存在物をあ
るがままに正しい知慧によって見て，
（その）存在物に厭離し，貪離し，
厭離するために道がある。 それは摂取の集合体である> と，正しい知
慧によって見る。 それは摂取の集合体である> と，
（その）存在物をあ
るがままに正しい知慧によって見て，摂取の集合体に厭離し，貪離し，
遠離するために道がある。 尊者よ，このようなものが修行というもの
であります。
Bhutam idanti Sariputta passası
ti // bhutam idanti Sariputta
passası
ti // Bhutam idanti bhante yathabhutam sammappannaya
passati // // Bhutam indanti sammappannaya disva bhutassa nibbidaya viragaya nirodhaya patipanno hoti // // Tadaharasambhavanti sammappannaya passati // tadaharasambhavanti yathabhutam sammappannaya disva aharasambhavassa nibbidaya viragaya nirodhaya patipanno hoti //// Evam kho bhante sekho hoti //
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［SN. vol. II, p.48≒ MN. vol. I, p.260］

ここにおける ahara は，まさに総体的な意味での摂取と捉えるべきで
あろう。すると，ここでは食物をも含む摂取の集合体（ahara-sambhava）
を厭離・離貪・遠離すべきことが説かれているのである。ここに，後に展
開される食厭想の原初的形態を窮知し得るが，食厭想については，竹内良
英氏による一連の精緻な論文があるので，ここでは敢えて触れないでおく。
ただ，ここで注目すべきは，摂取に対する貪りや執着を離れるために道
（patipanna）があり，それが修行（sekha）というものであると説かれてい

ることである。さらに，この後で，aharasambhavassa nibbida viraga
nirodha anupada vimutto hoti 摂取に厭離・離貪・遠離・無取著となれ
ば解脱がある （SN. 〃）と説かれていることから

え合わせると，ここ

における道こそが，いわゆる八聖道を予想していると見なしてよかろう。
ここで言うところの摂取を厭離・離貪・遠離するといういわゆる食厭想
はあくまでも観想の領域に属するものであり，決して摂取することそのも
のを否定することではない。摂取，特に食物摂取を否定すれば生命の維
持・存続はあり得ない。そうではなく，摂取の厭離云々というのは，摂取
というものに対してある一定の距離を保ち，それを常に客観的な正しい見
方をもって把捉せよということなのである。そうして，その距離を常に一
定に保つための原則が，仏教によって打ち立てられた

小欲知足> 知足

知量> という中道精神であり，それを実践するための修行法が八正道と
えてよかろう。
食物摂取は，いついかなる時代にあっても，生命の維持・存続という部
分での一定充足はある。しかし，一方，現代のような過剰摂取の時代にあ
っては，食物摂取をはじめとする様々な摂取は，個々の楽しみや満足感を
充足せしめる単なる道具・手段に成り果ててしまっている。もし，仏教が
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教えてくれているこの 小欲知足> 知足知量> の原則をもとに，日常生
活のあり方をいち早く見直されなければ，やがては，本稿で論じたところ
のいわゆる 体> は滅してしまうであろう。
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