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はじめに

古代インド社会，特に大乗仏教運動が成立した時代とされるサカ・クシ

ャン時代の社会に栄えた仏教と，その社会に生きた民衆の生活との関わり

合いについて 察してみようと思う。そこで，先ず，サカ・クシャン時代

のインド社会を概観し，その後で，その社会に生きた人々と仏教との関わ

り合いを検証してみたい。そして，仏教徒を含む当時の民衆の家族の生活

についても えてみたい。

Ⅰ サカ・クシャン時代のインド社
⑴

会

クシャン王朝期は，釈尊の時代に始まった第二次Urbanizationのピー

ク期とされる。北インドには Taxila, Pushkaravati, Purshapura, San-

ghol, Ropar, Kurkshetra等々，28の大都市が栄え，それらの何れにも紀

元後２～３世紀の居住層に堅固な焼き煉瓦の建造物跡の存在が指摘されて

い
⑵

る。更に，R. S.シャルマは，１～３世紀のクシャン王朝統治下の北イ

ンドの地層と，４～６世紀のグプタ王朝下の地層とを比較し， 黄金時代

と言われるグプタ時代の地層は堆積も薄く衰退の様相を示していたが，ク
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シャン朝下の地層は堆積層も厚く繁栄の相を示していて，クシャン朝期の

焼き煉瓦がグプタ時代の建造物に再利用されているケースが数多くあるこ

とを指摘してい
⑶

る。異民族侵入期のなかでもサカ・クシャン朝の支配下に

おいて，都市の発達は各地でピークを迎え，それぞれの都市で飛躍的な物

質的繁栄が達成されていたらしい。また，そのような都市を支えた要因と

して，都市に集中していた人口を支えた農業の発展も見逃せない。

クシャン時代と先行したサカ族支配下に，これらの都市と都市を結ぶ通

商路が発展し，商業・手工業の活動が活発であったらしい。ペルシア東部

におけるパルティアの 頭と彼らが課した高い関税を避けるため，中国か

らシルクロード経由でもたらされた物品は，バクトリアから南下してクシ

ャン帝国内を縦断するルートによってインダス川河口にあった海港都市に

もたらされていた。そして，そこから，当初は海岸沿いの航路が用いられ，

１世紀の半ば頃からは季節風を用いたアラビア海を横断する航路が利用さ

れて，紅海を経てシリアのダマスカス経由でローマにもたらされていた。

クシャン朝は中継貿易によって繁栄の基盤を築いていたと言われる。

ローマと同じ基準の金貨・銅貨の発行というクシャン朝の施策だけでな

く，この時代の北インドにあった様々な地方部族や各種職人・商人の組合

による銅貨の発行により，貨幣経済の発展が促され，特に日常の経済活動

に用いられる銅貨の利用は貨幣経済の市民生活への浸透を意味していた。

貨幣経済の発達は通商路上に発展していた数多くの都市における商業・手

工業の活動を更に刺激し活性化した。 マハーヴァストゥ は，ラージャ

グリハに36種の職業があったと述
⑷

べ， ミリンダ王問経 には75種の職業

のリストが述べられてお
⑸

り，細分化された当時の職業の様子を伝えている。

マトゥラーで発見された碑文には，染物師（rayagini），鍛冶（lohika-

karaka），金細工師（sovanika），香水作り職人（gandhika），外套製造業
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者（pravarika）などという職種の存在が述べられてお
⑹

り，彼らの組合が

つくった仏教寺院の存在も伝えている。

これらの職人・商人たちの組合は，前時代からの伝統を継承し，当時の

社会の富裕者層から出資を受けて，その資金で原材料や道具を共同購入し

て組合の構成員に供給し生産させ，出来上がった製品を回収して組織的に

販売して収益を挙げ，その収益から出資者に利子を支払っていた。西イン

ドやマトゥラーで発見された碑文から，その様に得られた利子を仏教僧や

バラモンへの布施に振り向けるということが行われていたことが解っている。

サカ時代からクシャン王朝下にかけての西北インド・北インドは順調な

経済繁栄を達成していたらしい。しかし，その繁栄は，必ずしも万人が

富 を享受できるような繁栄ではなかったようである。 法華経 信解品

第四に現れる有名な 長者窮子の喩 の中に， 貧里 （daridra vıtı）の存在

が述べら
⑺

れ，都市の中に貧しい人々が集まるスラム地域があったことが言

及されている。更に，フヴィシカ王の統治下のカニシカ暦28年の銘を有す

るマトゥラー出土ブラーフミー碑
⑻

文には，二人の太守が，550プラーナと

いう金額を小麦粉製造業者の組合ともう一つの組合に永代付与し，それら

からの利子によって日々100人のバラモンに施食するのみならず，雑穀の

挽き割り・塩・野菜を飢餓に苦しむ打ちひしがれた人々に提供する，とい

う記述がある。 飢餓に苦しむ打ちひしがれた人々>の存在は，まさに 法

華経 に描かれる 貧里 の存在を具体的に示すものであると えられる。

Ⅱ サカ・クシャン社会に生きた民衆と仏教

クシャン朝の統治下の繁栄は， 富 の極端な一局集中を伴うものであ

ったことが推察され， 持てる者 と 持たざる者 という社会の二極化
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を有する繁栄であったらしい。仏教が精神的 救い を提供していたのは，

まさにこのような社会状況下に生きた 持てる者 と 持たざる者 たち

であった。

富裕者層：

富裕者層に集中した 富 の一部は，彼らが信奉していた様々な宗教へ

の寄進と，それらに伴う造寺・造塔・造像活動を通じ，社会に還元されて

いた。サカ・クシャン時代になされた寄進を年代順に示してみる。

①アゼス王の134年（A.D.77年）に，ダルマ長者（grhapati Dharma）の娘で

Candrabhıと呼ばれる優波夷による，自分が嘗て寄進した屋塔（grha-

stupa）への仏舎利の奉安。［Kalawan Copper Plate Inscription of the
 

year
⑼

134］

②カニシカ暦の４年になされた，隊商の首領（s［a］rthavaha）による菩

薩像の寄進。［Mathura Bodhisattva Image Pedestal Inscription of the
⑽

year4］

③カニシカ暦11年に寺主（viharasvamini）である優波夷が彼女の母と共

になした柱を囲う parivaraの寄進。［Sui Vihar Copper Plate Inscrip-

tion of the year11］

④カニシカ暦14年に，ある外套製造業者の妻が，彼女の夫が属す外套製

造業者の組合が造った寺になした仏陀立像の寄進。［Dalpt-ki-Kırki
 

Mohalla Buddha Image Pedestal Inscription of the year14］

⑤カニシカ暦16年になされた， 材木商の僧院 （kasthikıya-vihara）の

存在を伝える寄進。［Mathura Museum Bodhisattva Image Pedestal
 

Inscription of the year16］

⑥カニシカ暦17年に，ある鍛冶師（sovanika）の妻が自らの制底堂にな

した菩薩像の寄進。［Mathura Museum Bodhisattva Image Pedestal
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Inscription of the year17］

⑦カニシカ暦20年に，ある在家の有力者Yasaの息子 Svedavarmaが

自らの園林に建てた新寺の仏塔になした釈尊の舎利の奉安。［Kurram
 

Casket Inscription of the year20］

⑧カニシカ暦22年，外套製造業者の寺への仏陀坐像の奉安。［Mathura
 

Museum Headless Buddha Image Pedestal Inscription of the year22］

⑨ヴァーシシカ王の22年に，寄進者の両親と一切の生類の幸せのために

なされた釈尊像の奉安。［サーンチー 古博蔵仏陀像台座銘文］

⑩カニシカ暦28年（又は25年）に，商人と貿易商を両祖父に持つNaga-

rakshitaがなした阿弥陀仏像の寄進。［カニシカ暦28年（又は25年）の

阿弥陀仏像（Government Museum,Mathura Acc.No.77.30）銘文］

フヴィシカ王の33年に，優波塞 Buddharakshitaと Dharmarakshita

が同じ家柄のバラモン Somapuraと共になした柱基の寄進。［Mathu-

ra Museum Pillar-base Brahmi Inscription of the year33］

古代のプシュカラーヴァティーの一部をなしたチャールサダ（Char-

sada）付近でなされた塔と僧伽藍の建立。［Charsada出土舎利容器銘文］

これらの仏教碑文に見られる寄進がいかになされたか，どのような人の

アドヴァイスのもとになされたかについては，銘文は何ら言及していない。

しかし，同時代のジャイナ教の銘文を参 として見てみると，カニシカ暦

49年の雨季の第４月20日に Ārya Vriddhahasti長老の指導の言を受けて，

Arhat Nandyavartaの尊像を在家の女性信者 Dinaが建立している。ま

た，その他のジャイナ教銘文でも同様に，精神的指導者である出家者が在

家信者に特定の尊像の建立を依頼するよう述べた言葉を受けて在家の資産

者・長者の寄進がなされているように，在家者たちは指導を仰ぐ出家者の

助言に則ってジナ像等の建立を行っていたのである。従って，仏教の場合
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でも， 富 を尺度とする厳しい社会の 勝ち組 の人々の中には，仏教

に精神的救いを求め，特定の出家者の信者として定期的に指導を仰いでい

た者が存在したと えられる。そして，そのような指導の結果として，上

述のような様々な寄進がなされていたのである。

また，富裕な農業従事者層の寄進に関しては，先ず，古代プシュカラー

ヴァティーの一画をなしたウトマーンザイ村で発見された石造りのランプ

（石燈）に刻されていた ウトマーンザイ出土石燈銘文 が挙げられ， 村

の塔 （gramathuva）の存在が言及されている。また，ペシャーワル県の

ヤークビで発見された ヤークビ出土舎衛城神変像銘文 には，その像が

……ヒダ村の住民によりつくられた という言葉が見られ，併せて農村

部への仏教信仰の浸透を窺い知ることができる。更に，出所不明のマトゥ

ラー仏の台座の上下の縁に二行で記された Buddha Image Pedestal
 

Inscription of the year50of King Huvishkaには，フヴィシカ王の治世

の50年に，Bahuviraという農業従事者（halika）の妻が仏像を寄進したこ

とが述べられており，バラモン教の伝統や慣習が根付いていたと えられ

る農村部でも，豊かな農業従事者の一部の者が，仏教に精神的救済を求め，

信を捧げていたことが明らかになっている。

一般庶民：

さて次に，僧伽藍・仏塔・柱基などの建築資材，および仏菩薩像などと

いう大がかりな寄進をすることが出来なかった 持たざる者 ，即ち一般

庶民層と仏教との関係を えてみると， 富 や 豊かさ を司るナーガ

やヤクシャ・ヤクシニーへの信仰が，彼ら一般庶民と仏教の接点となって

いて，仏教はそれらの信仰を介して彼らの精神的な要求に答えを提供して

いたと えられる。

大唐西域記 の中で玄 は，タキシラの郊外にはナーガの池があり，
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土地の人々の間には，その

池に詣で願いごとをすると

必ずその願いが成就すると

信じられている，とナーガ

とその池に対する信仰を伝

えているが，マトゥラーに

は同様なナーガの霊場が複

数存在していた。特に，マ

トゥラー市の南方約８ km

の地点にある Chhargaon

村付近で発見されたとされるマトゥラー博物館彫刻番号 C13の像のよう

に，像高は157cmあり，蛇型の後背と台座を入れると高さ240.7cmもあ

る大きなナーガ像が制作され，その像がナーガ信仰に関係するとされる池

の中に建立され，信仰の対象とされていたのである。この像には， 大王，

王中の王，フヴィシカの第40年，冬の第２月の23日に，Pindapayyaの

息子 Senahasti［n］とVıravriddhiの息子 Bhonukaにより，ナーガの尊像

が池に建立された と言う碑文が刻され，マトゥラーの住人の一族がこの

ナーガを信仰の対象としていたことがわかる。このようなナーガの霊場が，

マトゥラー市の北西13kmの地点にあるRal-Badar丘，同じく西南に位置

する Bhutesar丘，Jamarpur丘，西南4.8kmの地点にある Girdarpur

村などにあり，さらに，マトゥラーの南西22kmの地点にあるソンク

（Sonkh）にはナーガの祠堂（devakula）までも存在していたことが解ってい

る。彼らナーガが護るとされる 大地の宝 が象徴する 富 の希求や必

勝祈願など様々な現世利益的願望がこれらナーガ・龍王に祈念されていた

らしい。
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このようなナーガの霊場のうちでも Jamarpur丘からは40もの仏教碑文

が発見され，クシャン王朝のフヴィシカ王の僧院も存在したマトゥラー屈

指の仏教の布教センターであったが，ナーガ信仰と仏教が共存し，しかも

両者が20年以上も交流を維持していた特異な霊場であった。この地にはダ

ディカルンナ龍王（nagendra Dadhikarnna）を祀った祠堂（sthana）があ

り，龍王を讃える石板が寄進されるなどマトゥラー市民の信仰を集めてい

たのであるが，この龍王の祠堂の司祭デヴィラは，同地にあったフヴィシ

カ寺に柱基を寄進していたのだった。

ギルダルプル（Girdarpur）村もナーガの霊場であったことが，発見さ

れたナーガ像から判明しているが，この地には元々大きな池があって，そ

の池の畔には仏塔の跡であった塚が幾つか連なって残っていたといわれて

いる。この場所でも仏教とナーガ信仰が共存し，民衆の 富 の希求の祈

りに答えていたと えられる。このように，マトゥラー市の一部の仏教遺

跡はナーガ信仰の霊場としても栄え，ナーガに対する現世利益的な祈願が，

一般庶民と仏教との接点を形成していたのだった。

豊饒の神々への信仰：

西北インドに目を向けてみると，仏教寺院，特にカニシカ大塔のあった

Shah-jı-ki-Dherı,Sahri Bahrol,Jamar Garhiなどの紀元前後ころの仏教

遺跡から，単独，あるいはコンソートのパンチカとのペアーで表現された

ハーリティー像が数多く発見されている。それらの代表的なものを以下に

示してみよう。

ａ．ハーリティー像

①カラチ博蔵タキシラのシルカップ出土デメテール＝ハーリティー像（H.

11.6cm，W.7cm）(図版 p.10）

②ラホール博蔵 Sikri出土ハーリティー像（H.38.25cm）(図版 p.10）
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ｂ．パンチカ像

③ラホール博蔵ペシャーワル郊外 Takhar出土パンチカ像 (図版次頁）

④ペシャーワル博蔵Mardan英人将校クラブ（Guides’Mess）から回収さ

れたパンチカ像（H.70cm）

⑤大英博蔵伝 Jamar Garhi出土パンチカ像

ｃ．ハーリティーとパンチカの並座像

⑥ペシャーワル博蔵 Sahri Bahrol出土ハーリティー・パンチカ像

⑦ペシャーワル博蔵 Shah-jı-ki-Dherıのカニシカ大塔跡出土ハーリティ

ー・パンチカ像（H.35cm，W.33cm）(図版次頁）

ｄ．イラン風コスチュームを着したハーリティー・パンチカ像

⑧Victoria & Alberta Museum蔵ハーリティー・パンチカ像 (図版次頁）

⑨ペシャーワル博蔵 Sahri Bahrol出土ハーリティー・パンチカ像（H.

21.6cm）

⑩ペシャーワル博蔵 Jamar Garhi出土ハーリティー・パンチカ像

ｅ．ギリシア風コスチュームを着したハーリティー・パンチカ像

大英博蔵 Takht-i-Bahı出土ハーリティー・パンチカ像（H.27cm，W.

24.2cm）(図版次頁）

これら様々な姿で現されたハーリティーやパンチカ像には， 豊かな体

宝石をちりばめた装身具 神像の周りにまとわりつくように配され

た子たち 金袋 金貨の流れ出す壺 豊饒のコルヌコピア などが共

通して見いだされ，これらの神像が 豊饒 多産 と 富 を司る神格

であることが理解されている。このような豊饒の神々が，西北インドでは

仏教と一般庶民層との接点となっていて， 富 を尺度とする厳しい現実

を伴う社会に生きる民衆に，精神的な避難場所を提供していたと えられ

るのである。
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Ⅲ 古代インドの家族像

Takht-i-Bahı出土の浮き彫り

の一つに，シッダッタ太子の結婚

式の様子が描かれている。この浮

き彫りでは太子は右手で ラー

フラの母 （ヤショーダラー）の右

手を握り，彼女を導くように聖火

の周りを経巡っている様が描かれ

ているのだが，神々と人との仲立

ちをする火の神アグニを象徴する聖火の周りを７回経巡り，夫婦の誓いを

立てるというヒンドゥー教の結婚式の saptapadaの儀式の様子がまさにこ

のレリーフに描かれている。同様なレリーフはH. Ingholtの図録にも

見いだせる。従って，これらガンダーラ美術の作品の作者は，シッダッタ

太子の結婚をヒンドゥー教の通過儀礼のパターンに従って描いたとともに，

少なくとも仏教徒を含む古代インドの民衆の家庭・家族の生活は，ヒンド

ゥー教の伝統と慣習に則ったものであったことが推測できるのである。

J.Auboyerは，古代インド社会における家・家族とは，家長（grhastha），

彼の妻，複数の子供たち，父方の近い親戚（叔父，叔母，従兄弟，従姉妹，

甥，姪），そして養子たち，住み込みの学生，使用人や家内奴隷，その家

の周囲に住んでサービスを提供する使用人の職人たちなど，総てで50人程，

或いはそれ以上の人たちが，壁に囲まれたエリアの中に建てられた複数の

建物で暮す大規模なものであった，と述べている。

総てのカーストで Polygamy（一夫多妻制）が行われていたが，特にク

シャトリヤが子孫の確保のために行っていたとされ，最初の妻との結婚後
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８年～12年目までに子ができない場合は二人目の妻を迎えることができた

という。子供たちは家長の妻すべてを区別なく母と呼び，従兄弟たちを兄

弟と呼んだという。

子供たちの中では，長男が家督の相続者として家における宗教儀礼に参

加したという。また，養子たち（krtaka）も，以前の gotraから養父の

gotraに移ってしまっているので，実子たちと同等の権利を有し，その意

味で実子と同等に扱われたとされる。養子縁組はよく行われ，成人男性が

対象となることもあったというが，その際の 慮の要件は養子となる者の

カーストと家系であったという。娘に関しては，時代によってもその位置

づけは異なるが，娘しかできなかった場合は，その娘が長男と同様に扱わ

れ，彼女の子供が成人するまでの間は長男同様の権利が保障されたという。

しかし，一度，彼女の子供が成人するとその子が母方の祖父の gotraを継

承することになったので，兄弟のいない娘との結婚は好ましくないものと

えられていたという。

古代インドの家族にあっては，家長が父であるとともに，家という組織

の管理者（administrator）であり，その家というコミュニティーの guru

であったという。妻は家長に次ぐ重要な位置を占め，彼女が家長を尊崇の

念を込めて arryaputraと呼んで世話をし，家長から家事の一切を任され

ていた。しかし，家長の母である義理の母が同じ家に住んでいる場合は，

彼女の指示に従う義務があったという。

このような古代インドの家族生活の典型的一日は次のようなものであっ

たらしい。家長は夜明け前に起き，聖火を灯してから床に結 坐してヴ

ェーダを開き，唱える。その後，よく洗濯され清潔な薄手の生地でできた

腰巻きを巻き，庭に出て川に行く。川に入って，外的な沐浴をし，次に水

を口に含んで内的な沐浴を行い，そして聖歌（gayatri）を歌いながら頭に
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水をふりかける。最後に太陽に向かい礼拝をする。家長が沐浴をしている

間に妻は自らの身の清めと身づくろい・化粧を済ませ，子供たちとともに

家長の帰宅を出迎え，屈んで彼の足先を触る敬礼を行うのだという。家長

が仕事に出かけると，妻は使用人に指示を出して家事を始める。

妻は，使用人が何人いようとも家長の食事は自らが用意し，家長は旅行

中を除いて妻以外のものの用意した食事を食さない。昼食の前に，一日に

二回家中の者が集まって行われる家の聖火への供犠の第一回目が行われ，

昼食で食される食物の一部が供物として聖火に投じられ，神々や祖霊，大

地，火，そしてその他の聖なるものに対して祈りが捧げられる。家長は食

事の一部が施食のためバラモンのために確保されていることを確かめ，犬

や昆虫や鳥のために投げ与え，蛇神に対する日々の供養を行う。その後自

らの食事に移るのであるが，客人がいる場合は，家長自らが客人の食事の

給仕を済ませてから，自らの食事を済ませるのだという。そして，同じ儀

礼が，夕刻の夕食前にも執り行われたという。

おわりに

古代インド社会，特にサカ・クシャン時代の家族関係について，各種の

碑文には寄進者自身の出自が，祖父・父親の出自をもとに述べられており，

その大家族制的な性格と伝統が顕著に現れている。また，Charsada出土

舎利容器銘文に， 両親，一切諸仏，一切の独覚，一切の阿羅漢，妻と息

子たち，友人，親類と血縁の者たち，そして大王に仕える村の首領である

Avakhajhadaクシャトラパへの供養として と述べるように，家族に関

しては両親への供養が最初に述べられ，次に妻と子供，友人，親族と血縁

の者たちへというように，その功徳の回向が大家族を構成する者たちのた
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めに祈願されている。４世紀のものとされるラ

ホール博蔵スカーラ・デリー出土ハーリティー

像には， 彼女が第10番目の（私の子）を天上

に連れていって下さるように。願わくば（生き

残った？）子たちが守護されますように とい

う銘文が刻されている。子安の女神ハーリティ

ーへの信仰と，親の子に対する切実な慈愛を述

べる碑文である。しかし，この碑文の願文は，

実子も養子も同じ子供として，家族の構成員と

して扱われた大家族制を背景に読まれるべきも

のであると えられる。家長や妻を中心とする

家族が先祖に対する宗教的義務を含む様々な責

務を果たし，子は家長や母に対し尊崇の念を捧げ自らの行動でその尊崇の

念を示す，という古代インド社会の家族の姿をそこに想像することができ

よう。

仏教は以上に見たような暮らしをしていたサカ・クシャン時代の社会に

生きた家族に 救い と 癒し を提供していたのであるが， 富 を尺

度とする厳しい現実を伴う当時の社会の 持てる者 たちは，精神的指導

者である出家者の指導を定期的に仰ぎながらその 救い 癒し を求め，

造寺・造塔・造像活動を伴う数々の寄進をなしていた。一方，厳しい現

実に喘ぎながら生きていた 持たざる者 たちは，仏教と関係を有した

富 豊かさ を司る女神やナーガ等への信仰を通じて，その 救い と

癒し を得ていたと えられるのである。
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