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本稿は，肉食，ことに生肉・生き血の受容をめぐるインド仏教教団のそ

れぞれの対応を取り上げて，各教団の態度決定に見られる相違の由来を検

討し，さらにそれを通して，われわれが暗黙のうちに研究の前提として認

めている 仏教 という枠が，インドにおいていかなる形で確かめられる

かを探ろうとする。そこでは従来さまざまな方向から指摘されてきた阿蘭

若型の仏教と僧院型の仏教の相違点が浮き彫りになるばかりでなく，両者

をある種緊張のもとに成り立たしめている関係性，その意味での同質性も

明かされることになる。なお，与えられた紙数の関係で，本稿の内容は，

筆者が描いている構図全体のスケッチとならざるを得ないことを断ってお

く。

筆者はかつてインド仏教教団における肉食の問題を取り上げ，仏教が初

期仏教から大乗仏教に発展する過程において，肉食が徐々に禁止される方

向へと至ったことを示した。その論述の主要な結論の一つは，仏教教団が

社会全体の 肉食忌避 というヒンドゥー化の流れに妥協し，社会と命脈

を保つ教団として認知される道を選択する過程で生まれたという点にある。

ただ，同時にそれは完全な同化ではなく，変化し続ける社会背景の中で，

新たな自己主張を模索した結果であった点にも注意をしたつもりであ
⑴

る。

しかしこの 察の中では一つの課題が残されたままになっていた。それ
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は生肉・生き血の受容について 摩 僧祇律 と他の諸律とにおいてはま

ったく態度が異なっているのだが，その由来が不明だったのであ
⑵

る。また，

大乗経典において出現する 肉食の禁止 が，こうした態度とどう関わる

のかについても明らかにはなってはいなかった。まずはこの点の反省を本

題への入り口としよう。

１ 生肉・生き血の受容を巡る諸律の揺れ

筆者がかつての研究において触れたよう
⑵

に，律蔵において肉食は基本的

に薬として位置づけられている。確かにそれは食一般についても同様なの

であるが，肉食，ことに生肉・生き血についてはそれが具体的な意味をも

っていると推察される。次の パーリ律 の記述を見てみよう。

そのとき一人の比丘が精神異常となった。アーチャーリヤとウパッ

ジャーヤとは彼を看護したが病を癒すことはできなかった。彼は殺豚

場に行き生の肉を食べ，生き血を飲んだ。すると精神異常は癒えた。

〔比丘たちは〕世尊に申し上げた。〔世尊はおっしゃった。〕 比丘たち

よ，精神異常の際には生肉・生き血の受容を私は許そ
⑶

う 。

四分律 十誦律 でもほぼ同様の記述である。ただ生肉・生き血受容の

行為自体については前者では 恐れ慎む とし，後者では 塀処において

人目を忍んで行うこと という制限が加わってく
⑷

る。しかし 摩 僧祇

律 になると，この薬としての受容の叙述は存在せず，異なった状況設定

においての生肉受容の禁止規定がある。

仏は広野におられた。そのとき六人の比丘たちは肉の固まりと生魚

を所持し，世の人々に嫌われた。 どうして沙門たちは托鉢すること

もできないで，肉や生魚を所持しているのか。こんな腐敗した人々に

道などあるはずがない 。仏は言われた。 六人の比丘たちを呼んでき
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なさい 。比丘たちはやってきて，仏は尋ねられた。 おまえたち，こ

うした内容に間違いはないか 。〔六人は〕仏に答えて 間違いありま

せん 。仏は比丘たちに告げられた。 今日から生肉を受けることを認

めない。もし比丘が病にかかったなら，浄人に告げて料理させ，それ

から自分で暖めて食すべきであ
⑸

る 。

この説明によれば，生肉の受容が世人から批判されたのは，托鉢による

食に徹底しないで，調理前の原材料として受けた点にある。もしこの 摩

僧祇律 の記述を受け入れるならば，先のパーリ律以下の態度は，材料

として布施を受けるための弁明にすぎないのではないか，との疑いがでて

来よう。

また，生き血の受容についても， 摩 僧祇律 は 人血の飲用禁止

を説く点，他律と異なっている。それによれば， あるとき犯罪人が刑場

に赴いていた。病に犯された比丘が薬として 人血 を医者から処方され

たので，その罪人の刑執行人に血を布施してもらうべく頼む。執行人が快

く受けたため，比丘は罪人が処刑されたその場所で 血 を両手で受けて

飲んだ。人々はその行為を激しく叱責したため，世尊は学処を定められ

た とい
⑹

う。この問題は後に再度取り上げるが， 摩 僧祇律 に固有の

生き血の禁止項目として注目しておいてよい。

こうした問題を解決するためには，精神異常の治療としての 生肉・生

き血の受容 がインド医学においても存在するかどうかが，有力な決め手

になると，まずは えられるだろう。中でも チャラカサンヒター は作

成の背景，時代ともに仏教文献と密接な関わりが予想されるので，一層そ

の点は気にかかる。

内科的な治療法を網羅する チャラカサンヒター において，確かに

肉食 自体はいくつかの形で薬としての受容が規定されているが，しか
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し生肉・生き血を精神異常の際に処方するという記述は認められない。と

すれば，やはりわれわれは 摩 僧祇律 の言うところに耳を傾け，他の

四律の立場を二次的なものと疑ってみるべきなのだろうか。

２ 根本有部律 の示唆するもの

しかし，時代を下る 根本有部律 においては， 生肉・生き血 受容

の記述はさらに詳しくなり，その薬としての療法と態度は一層明確になっ

ている。

シュラーヴァスティーでの因縁。長老のサイカタは狂気で精神錯乱

し，方々をさまよい歩いた。あるバラモンの居士が彼を見ていった。

……釈迦の子息の沙門たちは出家をしていても頼りがないのだ。も

し出家をしていなければ縁者たちが治療をしてくれたであろうに 。

その話を世尊に申し上げた。世尊はおっしゃった。 そうならばサイ

カタ比丘の病気の診断を医者に仰ぎなさい 。そこで彼らは医者のも

とに行った。……〔医者〕 尊者よ，生肉を食べさせなさい。そうす

れば回復するでしょう 。 どうして彼は食人者たりえましょうか 。

尊者よ，他には健康になる方法がないのです 。……〔世尊〕 もし

そうなら，薬を準備させなさい。ほかに回復の方法がないなら，肉を

与えなさい 。比丘たちはそのようにした。しかし彼は食べなかった。

世尊はおっしゃった。 目隠しをして与えなさい 。彼らは〔指示に従

って〕与えた。彼は手が〔肉の血で〕汚れているのを見て嘔吐してし

まった。世尊はおっしゃった。 すぐに目隠しを取ってはいけない。

目隠しを取るなら，彼の手を洗浄して，水を準備してから，その後で

目隠しを取りなさい 。彼は回復した。〔回復してもなお〕その〔肉を

食すという〕欲求に取り憑かれていた。……世尊はおっしゃった。
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もし回復したのなら正しき学処に従って行動しなさい。さもなけれ

ばサーティサーラ罪であ
⑺

る 。

他律と異なって，ここでは生肉を与えたのが 医者の判断 に基づくこ

と，そして教団はその指示に否応なく従ったことになっている。われわれ

はこれほどまでの詳しい記述を， 摩 僧祇律 の記述のみを根拠として，

生肉受容のための口実として簡単に切り捨ててしまうことはできるだろう

か。同様にまた， チャラカサンヒター において生肉・生き血の処方が

見えないことを理由として，この記述を葬り去ることも許されない気がす

る。なぜなら，たとえインド全体において生肉が精神異常の治療に効果が

あると認められていなくとも，少なくともある系統の仏教教団に存する者

たちの目にそう写っていたという可能性が十分に示唆されているからであ

る。われわれはむしろ，可能な限りその当時の教団内部の目に，自らを同

化させてみる必要がある。

３ 大乗経典の肉食禁止と阿蘭若処

上記の問題の 察に直接踏み込む前に，さらにその大切な関連事象とし

て，大乗経典における肉食の禁止にも目を配っておかなければならない。

過去の研究においてすでに述べたように，肉食の全面禁止を謳うパイオニ

アは簡単に決めがたいが，いずれにしてもそれらの経典に特徴的な要素の

一つに，三昧という実践や阿蘭若処における修行との関連があげられる。

一例として，肉食禁止の代表的な経典である 伽経 の一節を確認して

みよう。

シュマシャーナに住するものたち，……阿蘭若処・森林処・非人の

活動する場所・辺境の地の座具に住するものたち，慈悲心を楽しむヨ

ーギンたち，ヨーガーチャーラたち，明呪を持し，明呪を完成するこ
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とを欲する者たち，明呪を完成して解脱の障害を克服するために大乗

に進む善男子善女子たち，〔肉食は〕すべてのヨーガの完成を妨げる

ものだと観察する者たち，……〔こうした〕自他の身体を裨益しよう

と思う菩薩は，あらゆる肉を食してはならな
⑻

い。

この記述から，肉食禁止の背景に，いわゆる阿蘭若処型に代表される修

行が浮かび上がってくる。肉食禁止を説く経典中で最古層と予想される

大乗涅槃経 四法品 も三昧行を中心に構成されているし，あるいは同

様に古い 象腋喩経 にしても喩伽行が関わる事情は共通してい
⑼

る。

また文献の上では確認できていないが，かつて筆者がミャンマーの僧院

において，僧侶の食について調査をした際，通常の比丘の場合には許され

ている肉食が，シュマシャーナに住する比丘に限って禁止されているとの

戒律が存在していることが分かった。彼らの言い伝えではジャッカルが襲

ってくるからであるとい
⑽

う。理由は異なるが，肉食禁止の状況設定では

伽経 と驚くべき一致を見せている。

しかし，こうした大乗経典の肉食禁止，あるいはテーラヴァーダの肉食

制限の態度と，先に見た伝統部派教団の生肉・生き血受容をめぐる態度の

揺れには，何か関係があるのだろうか。この問題を新たな角度から 察す

るについて，最近年，注目すべき論文が出された。それは図らずもわれわ

れの上述の疑問を氷解させるに大きく寄与するばかりでなく，原始・初期

仏教の理解に，これまでにない示唆を与えるものである。

４ アングリマーラとは誰か

ニカーヤ中でも アングリマーラスッタ は，北伝，南伝を問わず著名

な経典の一つである。伝承によれば，主人公のアングリマーラは師匠の命

令によって千人殺しの誓いを立て， 盗賊 cora となって最後にブッダに
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出会い，その場で回心したという。しかしこの話はいかなる歴史的事実を

背景として成立しているのだろうか。ゴンブリッヒはアッタカターを参照

し，パーリ諸写本の異同を 慮しながら，結論としてアングリマーラを，

古シヴァ派からの改宗者であると見た。切り取った指によって作られた首

飾りは，カーリー女神に捧げるための供犠であり，師匠の命令とは，まさ

しく宗教的な要請，誓戒による行為であることを象徴している。そしてこ

の推定は テーラガーター におけるアングリマーラ像にもまことにふさ

わしいものであるという。

もとよりシヴァ派の教義は，文献としては後７世紀以降になるまで出現

しないので，シヴァ派内部の資料からこの推定に保証を与えることはでき

ない。しかし，そもそもブッダが活躍した当時の宗教界の様子は，ひとえ

に仏教文献，それも阿含，ニカーヤを通してしか知り得ない。そしてそれ

らの記述から，すでに当時，後代の教義体系を備えた宗教集団の母型とも

いうべきものが，さまざまな形で存在していることが確認される。もとも

と呪術的，オルギー的な宗教の教義の整備は，知的傾向の強い宗教の，完

成された教義の影響を受けながら遅れてなされるのが通例である。したが

って，タントラ文献の成立が仏典よりはるかに遅れるという事実をもって，

シヴァ派の前進としての宗教集団が，ブッダの時代に，実践をこととして

存在していたという推定を退けることはできない。

さて，このアングリマーラは，森においてブッダにまみえ，回心をして

いるので，出会いの場は阿蘭若処である。これまでのいくつかの優れた研

究によって明らかになっているように，阿蘭若処は僧院とは異なってさま

ざまな宗教が混交する場であり，そこでは異宗教間に軋轢が生ずるととも

に，相互に影響し合い，場合によっては改宗者が出現する可能性も えら

れる。そしてその中には，殺生や生け を供犠として捧げる宗教者が存在
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していてもおかしくはない。

ゴンブリッヒはこの点に関して 清浄道論 の興味深い事例を指摘する。

それによれば，三人の比丘が座しているところへ，ある沙門がやってきて，

神に血を供養するために誰か一人の喉を切らせてくれ，と依頼をする事件

がある。つまり仏教の比丘たちも，場所によっては異教徒と生々しく接触

し，その中で自らの態度決定を迫られるとともに，相手を改宗させる試み

をなさねばならなかったのである。これが僧院ではなく，阿蘭若処の特徴

であることは指摘するまでもないだろう。そしてアングリマーラは，まさ

しくこうした中から生まれた改宗者の代表であったとみなすことができる。

５ 狂気の解釈

以上で本題に入るまでの準備は整った。そして生肉・生き血受容をめぐ

る諸部派間の相違という問題と，大乗に至る肉食禁止の意図，さらにはそ

の相互の連関が，ゴンブリッヒの 察を媒介することによって，一つの見

通しのもとに筋立てていくことができる。

まずは， 摩 僧祇律 以外の律で述べていた 精神異常 の際の生

肉・生き血の受容を薬として処方する態度についてである。この精神異常

unmata,amanusyabadhaを他宗教，ことに生け を求める誓いを立てる

ような，オルギー的，呪術的宗教に取り憑かれた者たち，と えてみるこ

とはできないだろうか。彼らの，あるいは墓場で死体を解体し，カパーラ

で飾りをなし，生き血をカーリーに捧げ，さまざまなブラックマジックを

経て，魔術的な力を己のものとしようとする行為は，一旦その宗教から離

れた目から見れば，まさしく狂気そのものであろう。それどころか，あえ

て彼らは狂気を装って振る舞い，ヒンドゥー社会の与えた浄・不浄の境を

踏み越えることを浄化の手段と認めているのだから，自ら狂気 unmatta
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であり，鬼神に取り憑かれた者 amanusyabadhaであると世間に宣言して

いるのである。

ここで 摩 僧祇律 の人血受容の禁止と 清浄道論 の異教徒の例を

比べてみるなら，前者に描く 狂気 の比丘の姿は，後者に描く 異教

徒 の姿と，あまりに一致しているのに驚かされるだろう。そして仏教徒

の中には，律蔵中の 別住 の規則が示唆しているように，異宗教からの

改宗者が間違いなく存在し，しかも注意深く対処されている。仏教教団は

異質な宗教要素と，ある程度まで共存しなければならなかったのである。

諸律に描かれた 狂気の比丘 をこうした異教徒からの改宗者であると

仮定すれば，彼らが仏教に改宗したある時期に，再度以前の宗教の揺り戻

しに会い，教団側はその対症療法として，求められるままに生肉や生き血

を与えてみたことが えられよう。そして禁断症状が終息したとき比丘は

平静を保ち得たのではなかろうか。少なくともそうした事件の存在は十分

予想されるし，逆にまたそうした事実を背景にしなければ，複数の仏教教

団の中で 狂気の際の生肉・生き血の処方 という伝承は発生のしようが

なかったであろう。そしてこの推定は， 生肉による狂気の治癒 が チ

ャラカラサンヒター には存在しないという事実とも整合的であり得る。

なぜならこの狂気は，まさしく特定の異宗教に対して仏教教団が下す判断

であり，世間一般の判断ではないからである。そして一旦，ある種のオル

ギー的状態に対して仏教教団が狂気と見定め，生肉・生き血の処方を決定

すると，今度はあらゆる狂気においてもその判断が同様に適用されはじめ

ることが当然予想される。こうして，インド医学の世界における一般の狂

気判断とは異なった解釈が，仏教教団の中で形作られ継承されて行くこと

になる。
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６ 肉食をめぐる異質な宗教空間

最後に， 摩 僧祇律 における生肉・生き血の処方の禁止，また一部

大乗経典における肉食の禁止は，上の 察の中にどう位置づけられるかを

確かめておこう。まず筆者の過去の研究から，諸律蔵の中で 摩 僧祇

律 は肉食の禁止にもっとも積極的な律であったことを想起すれば，肉食

禁止をなす大乗経典と近似した態度を持っていることがわかる。さらに過

去の研究からする 摩 僧祇律 の特徴を 慮に入れれば，肉食禁止の大

乗経典と 摩 僧祇律 とともに両者は阿蘭若処型の仏教に親和的なタイ

プであることも間違いない。またミャンマーの伝承におけるシュマシャー

ナでの肉食の禁止も，まったく同様の脈絡において据えることができる。

すなわち，仏教全体を通して，阿蘭若処やシュマシャーナにおいて肉食は

忌避されていると見ることができるのである。

一方，まさにこの場で，自らの教義の象徴的手段として積極的に肉・血

を位置づけようとする者たちが存する。呪術的陶酔型の宗教者たちである。

そして阿蘭若処は異宗教混交，改宗の舞台となる場であった。とすれば，

仏教はこうしたさまざまな背景を自覚しながら，彼らオルギー的な宗教者

たちと明瞭に一線を画すために，あえてこの場における肉食を特別視して

忌避したと えることができるだろう。そこには，明らかにエリアーデの

言うエクスタシーとエンスタシスという術語に対照可能な，基本的な宗教

性の対立が見て取れる。

では，何ゆえ 摩 僧祇律 以外の諸律では，生肉・生き血の処方を認

めたのであろうか。それは生肉・生き血の処方が， 僧院において なさ

れることを予想すれば無理なく理解できる。僧院は阿蘭若処とは異なって，

仏教徒にとって異宗教と混交，接触の可能性のない 安全な場所 なので
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ある。だから僧院において 狂病 に陥る者には，サンガ成員たちの監視

のもとに，生肉・生き血を処方することが可能となる。

したがって，われわれにとっては何処にあっても一律に食材でしかない

肉 も，インド仏教の世界においては，阿蘭若処ではオルギー的宗教の

象徴という，その意味で危険な色合いを帯びる一方で，僧院にあってはむ

しろそうした宗教の熱を癒す治療薬としての色合いに変わるのであり，そ

れはまるで置かれる場によって光の反射を異にする多面体のような存在と

捉えることができる。あるいは言い換えれば， 肉 が置かれるインド世

界の空間自体が，われわれの予想するような無機質な等質空間ではなく，

さまざまな宗教的磁力の働きあう，複雑な磁場を構成しているのである。

このように見てくれば， 摩 僧祇律 における生肉・生き血の忌避，

僧院における薬としての処方，そして大乗経典やテーラヴァーダにおける

阿蘭若処での肉食禁止というこの三つの異なる点は，それぞれ呪術的陶酔

型の宗教へ傾斜しようとする危険の回避，その世界からの治癒，そして明

確な拒絶という意味で，見事に同一円周上に位置することがわかる。この

円運動を成り立たしめている求心力こそ，倫理的自制型とでもいうべき仏

教独自の宗教性である。この円運動の同心円は，さまざまな異宗教の要素

を取り込みながら，原理的には限りなく広がっていくことが可能なのだろ

うが，しかしそれが一旦，呪術的陶酔型の宗教に接したとき，たちまちに

自己を確認して，再度内部へと運動を収束させるかのようである。この運

動の範囲内に仏教は存在していると えてよいであろう。

仏教の定義にまで踏み込もうとする研究はけっして多くはない。たとえ

論文構成の都合上，何らかの作業仮説的な定義が回避不可能になったとし

ても，おそらくそこで本質的定義をなそうとするより，たとえば自ら仏教

徒と名乗るものをすべて 察の対象にする，といった形式的な定義で済ま
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せた方が安全であろう。従来の研究の大多数はその態度に基づいている。

それはもちろん間違いではない。しかし一方で，こうした一見安全な作業

の繰り返しは，研究対象の自立性そのものを等閑視している点にも自覚が

必要である。そこでは単に仏教という言葉の存在のみが注目され，仏教と

いう 性質 の存在があり得る点が無視されている。しかし本稿の 察を

振り返るとき，戒定慧の三学を共通の体系とする仏教には，やはり本来エ

クスタシーとは相容れないエンスタシスという宗教性が，強く存在してい

ることに改めて思いを致さざるをえない。たとえ三帰依をなし，仏教徒で

あると名乗る者がいても，オルギー的な陶酔者は，どこまでも治癒を必要

とする 狂者 なのである。
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ミャンマーの僧侶がシュマシャーナにおける肉食忌避の理由として挙げる

ジャッカルとはパーリ語で siva であり，これが男性名詞のシヴァ教を意味

する siva と混同されてしまったのであろう。ミャンマーにおいて後者は歴

史的に存在しないのだから意味を持ち得ず，前者の意味で解釈し直すしか方

法がない。事情はスリランカにおいても同様であっただろう。
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