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はじめに 教説の宣言動機と最後の言葉

日本佛教学会において，新たな試みとして， 経典とは何か との2年間

に亘る共同研究テーマが設定された。その初年度，2010年度のサブテーマ

は 仏説の意味 である。この共同テーマを課題として，大谷大学におけ

る学術大会での口頭発表を行なった会員の一人として，まずは， 釈尊仏

陀 と呼ばれる覚者の生涯に起こった始まりと終わりのでき事，すなわち，

⑴ 教説 を宣言するに思い至った心的動機と，⑵生涯の最後に発せら

れた言葉に注意を払うべきであろうことを喚起した。というのも，本年度

の学術大会から始まった共同研究テーマ設定の趣旨説明の一文には， 今

回は，仏教研究の基礎であり根幹である 釈尊仏陀の教説 を伝える 経

典 について，研究上の諸問題を討究するために， 経典とは何か とい

う共同研究テーマを設けることとした とあり，そして， 仏説 あるい

は 仏陀の言葉 （buddhavacana）とは，そもそもいったいいかなる意味

においてかく言われるのであろうか。私たちはそれをどのように受けとめ

ることができるのであろうか と謳われている。この後者の視点を踏まえ

てみれば， 仏説 あるいは 仏陀の言葉 について，現代の我々にとっ

て有益な効用を見出す様な仕方で， 仏説の意味 を（新たに）意味付け，
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あるいは，（再度）価値付けんとする学的営為としての試みを行なわんと

の意思が，趣旨書から読み取れるように私には思われたからである。この

理解が正しければ， 仏説 を意味付ける学的試みの前に，まずともかく，

⑴ 釈尊仏陀 は，自ら覚知した法（ダルマ）を，いかなる心的動機か

ら，世間の人々に，自らの教えとして説き始めようとしたのか，この教説

の宣言動機について再確認し，

⑵その後，凡そ45年間に亘る，教え導きのための八万四千とも呼ばれ

る 仏陀の言葉 の最後には，いかなる言葉が残され，そして，今に伝え

られて来たのか，この最後の言葉を今一度再確認しておくべきであろうと

発表者は えたからである。

具体的には，⑴については，我々が知る限り，中村元が 法を説く慈

悲 として初めて捉えた， そのとき尊師は梵天の懇請を知り，生きとし

生けるものへの憐れみによって，さとった人の眼によって世の中を観察さ

れた との伝承句を取り上
⑴

げる。⑵については， あらゆるものごとは無

常なものなのだ。怠ることなく努めなさい（4世紀末の漢訳表現で， 放逸を

為すなかれ ） との最後の言葉についての諸伝承を取り上げる。その上で，

現代社会における全球的な仏教徒の流れを，例えば，上座仏教と大乗仏教

との流れに大きく二分して捉えることができるとす
⑵

れば，⑴の （大）

悲 としてのブッダの意思は，大乗経を拠り所とする大乗仏教に見事に引

き継がれ，一方，⑵の 不放逸 の教えの伝承は，上座仏教の出家主義

を貫く本流の流れの中で受け継がれている（であろう）ことから，伝統的

な 三法印 （あるいは， 四法印 ）という要素に加えて，仏道を歩む上で

の導きの教えの中に， 大悲 と 不放逸 という教説内容要素を見出し

得ることをもって，現代社会に相応する 経典 の新たな意味付けを行な

うことも可能となるのではないであろうか。共同研究テーマを討究する，
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その出発点にしてはいかがなものであろうか，一つの試案を本稿末尾に付

言したいと える。

ただ，私にとっての今次の関心事は，そもそも 経典 という用語は，

和語として用いられているか，それとも，漢訳された仏教用語の原意その

ままに今も用いられているのかという点にある。用語の語義理解について，

実に基本的な問い掛けから，学的な作業手続きを開始しなければならない

と える。今回与えられたテーマについての発表報告としての本稿は，し

たがって，作業途上の記述に止まらざるを得ない。この点を，以下，⑶

玄 の訳語， 経 （sutra）と 経典 （sutranta）を巡ってと題して報告し，

今後とも， 経典とは何か とのテーマを探究して行く上での，私なりの

論 の出発点としたい。

なお，このような問い掛けを行なうのは，例えば，上掲の趣旨説明文中の

釈尊仏陀の教説を伝える経典 との表現の中に見える 教説 との用語

を，私はサンスクリット‘sasana’の和訳語として用いたいと えるからで

ある。そして，語義については，ヴァスバンドゥ（Vasubandhu，西暦400

年頃）作のAbhidharmakosabhasyaにおける用例（“sasanam muneh”とい

うヴァスバンドゥが用いる
⑶

表現）を参照の上，シャーキャ・ムニの教えの伝

承という意味で理解する。すなわち， したがって，そのように 過去・

未来のものが，実在として有る と主張する有部説は，〔シャーキャ・ム

ニの〕教えの伝承（sasana）上，宜しくない。そうではなくて，経

（sutra）の中で 一切がある と説かれている通りのまま主張すれば宜し

い。そして，どのように経の中で 一切がある と説かれているのかとい

うと， 一切があるというのは，バラモンよ，ただ十二処があるという限

りのことである
⑷

と。 このように特定の脈絡の中で用いられている

‘sasana’の用例を参照することによって初めて， 教説 との語が仏教用
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語として用いられる場合の特徴的な語義を確認し得ると思われるからであ

る。ここでは， 教説 （sasana）とは，シャーキャ・ムニの教えとして

（少なくとも，ヴァスバンドゥが帰属する出家集団によって）伝承されて来た

経 （sutra）の中での所説という意味である。だがしかし，この 経 が

問題となる。例えば，ヴァスバンドゥと同じく，この経文を引用する

伽師地論 本地分 では，原文に sutraではなく sutrantaとあって，玄

は，この 経 ，文字通りには sutrantaを 如来経 と
⑸

訳す。現時点で

私の知る限り，ただ一度の漢訳例であるが，本稿において sutraと

sutrantaを巡る玄 の訳語を，以下，⑶として取り扱う所以の一事例と

して，ここではじめに指摘しておきたいと思う。

⑴ 釈尊仏陀の教説宣言動機について

さて，釈尊仏陀は自ら覚知した法（ダルマ）を，いかなる動機から世間

の人々に自らの教えとして説き始める意思を固めたのであろうか。この点

について文献的に検証しようとするならば，所謂，梵天の勧請に関する伝

説の中に伝わる次の文言でもって，釈尊仏陀が教説を宣言するに至った動

機，あるいは，心的動機によって引き起こされた初動動作について推察す

ることができるように私には思わ
⑹

れる。すなわち，

そのとき尊師は梵天の懇請を知り，生きとし生けるものへの憐れみ

によって，さとった人の眼によって世の中を観察された。（中村
⑺

元訳）

Atha kho Bhagava Brahmuno ca ajjhesanam viditva sattesu ca
 

karunnatam paticca buddhacakkhuna lokam volokesi//(SN Vol.I,p.

138,ll.1-3)
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この一文は，Pali Tipitakam concordanceの ‘karuna’の見出し語の許，

‘karunnatam’なる用語に対する典拠の指摘から知り得るように，律（Ma-

havagga: Vinaya Pitakam Vol.I  p.6, ll. 23-25），Dıgha Nikaya

（Mahapadana-suttanta; DN Vol.II, p.38, ll. 18-20）, Majjhima Nikaya

（Ariyapariyesanasutta;MN Vol.I,p.169,ll.5-7）の中で，共通する同じ脈絡

でのみ認められる経文である。特に，Ariyapariyesanasutta（MN No.26，

聖求経 ）では，引用和訳文中の冒頭にある 尊師は が， 私は ，すな

わち，語り手の釈尊仏陀に代わる。パーリ伝承の散文部分において共有さ

れる定型的な一文なのである。

この一文から知り得ることは，法を説くという行動に先行するのが，こ

こに伝えられる 世の中を観察する という初動動作であるという点であ

る。そして，この動作は，所謂 貪・瞋・痴 という三毒にまみれた世間

の人々（Brahma-samyutta,Cap.I, 1，第4段落参照）へと向かっていた想い

が，パーリ文中の‘karunnata,’つまり， 悲しみ（の極み） の思いへと極

まり，この悲しみの心の働きに条件付けられて動発されたものであると，

記されている通り，我々は理解することができる。つまり，釈尊仏陀の教

えとして教説を宣言するに至る心的動機は， 慈悲 という心力要素の内

でも，特に 悲 という心力（cetas）が発する意思（cetana）であった。

一 方， 慈 悲 の 慈 の 意 思 の 方 は，パ ー リ の Mettasutta

（Suttanipata, vv.143-152， 慈悲経 ）に伝えられる通り，すなわち，自己

の身体を外敵，例えば，疫病を流行らせる元凶として釈尊仏陀の当時一般

に えられていた 鬼神 から護る 護呪 としても当該経を誦するとい

う仕方で，巡り回って，誦者当人にとっての自己防御の機能を結果として

果たすことにも
⑻

なる。この意味での慈しみの心，別の言葉で表現すれば，

たとえば，母親がたった一人のわが子を命懸けで守るように （ スッタ
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ニパータ 第149 参照。宮坂宥
⑼

勝訳），あらゆる生き物たちに対して 楽で

あれかし との意思を振り向けることができる心，この心の働きからは，

実際のところ，法を説き始めるという行動は動発されない。

このように理解できるのであれば，釈尊仏陀に固有の 悲 の心力だけ

は，後の（少なくとも，直弟子たる声聞たちに続く次世代以降の世代となる）

仏弟子たちによって， 大悲 と呼ばれ，声聞であれ菩薩であれ所持保有

することのできない仏陀固有の特性として位置付けられて来た歴史的事実

もまたより分かりやすくなる。例えば，教義的には， 十八不共仏法 中

の一つの 法 としての 大悲 を挙げることができるであろう。一方で，

大慈 という 不共法 はなく，また，パーリ・ニカーヤの中に 大悲

なる用語自体が存在しないからである。

以上，（大）悲 （(maha-)karuna）なる意思の発動から始まるのが，釈

尊仏陀の説法である。

⑵ 釈尊仏陀の最後の言葉について

仏陀最後の言葉を伝える諸資料の紹介・分析については，すでに本邦に

おける諸研究，例えば，シリーズもので挙げれば，中村元著 遊行経

上・下 （大蔵出版 仏典講座 1985年），三枝充 ・森章司・菅野博史・金子

芳夫校註 新国訳大蔵経 長阿含経Ⅰ （大蔵出版 1993年），丘山新・辛嶋

静志・末木文美士・神塚淑子訳注 現代語訳阿含経 第1巻 長阿含経 （平

河出版社 1995年）の中で，十分にまとめ上げられて来たものと思われる。

ここでは，簡単に，主たる伝承の翻訳を紹介した上で，その最後の教えを

継承する典型的な事例を紹介する。

まず，最も基本となるパーリ伝承経句から。
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あらゆるものごとは無常なものだ。怠ることなく努めなさい。（筆

者訳）

（Cf.vayadhamma samkhara, appamadena
⑽

sampadetha.）

との最後の言葉を残し，少なくともサンスクリットで 涅槃経 を伝えた

大乗仏教徒たちによれば，仏陀は，不動（aninjya）にして寂静（santi）な

る定に入られたのだと言い伝えるようになる。ただ，サンスクリットの伝

承だけは， もうよい，比丘たちよ，お黙りなさい。あらゆるものごとは

無常なものなのだ （anga bhiksavas tusnım bhavata,vyayadharmah sarvasam-

skarah.筆者訳）との文言でもって伝えられており， 怠ることなく努めな

さい（放逸を為すなかれ） との経句を伝えない。以下に示すように，後代

（具体的には， ブッダチャリタ 作者のアシュヴァゴーシャやヴァスバンドゥ）

へと継承される経句の伝承が欠落しているので，ここでは，所謂，小乗の

涅槃経類の伝承を取り上げる。

では以下に，代表的な訳例を挙げる。まず，現代語訳。

さあ，修行僧たちよ。お前たちに告げよう， もろもろの事象は過ぎ

去るものである。怠ることなく修行を完成なさい と。これが修行を

つづけて来た者の最後のことばであった。（中村元訳， ブッダ最後の

旅 大パリニパーナ経 岩波文庫，158頁参照）

次に，西暦400年代の前半に漢訳された二つの翻訳例を挙げる。最初に，

法顕訳。書き下し文を挙げる。 勤めて精進を行なう ことを勧める訳文

となっている。

汝ら，まさに知るべし。一切の諸行は，皆悉く，無常なり。我が身，

これ金剛の体といえども，またまた，無常の所遷を免れず。生死の中，

極めて畏るべしとなす。汝ら，宜しく，まさに勤めて精進を行ない，

すみやかにこの生死の火坑を離るることを求むべし。此れすなわち是
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れは，我が最後の教えなり。（ただし，大蔵経本文中に見える 我今

を， 我身 に脚注に従って訂正している。）（大正No.7 大般涅槃経 か

らの引用・書き下し文。大正蔵 第1巻 204頁 下段25-29行参照）

二つ目は，阿含経における，ブッダヤシャスと竺佛念などとの共訳による

翻訳例。ここでは， 放逸を為すなかれ という漢訳表現で伝えられる。

比丘らよ，放逸を為すなかれ。我は不放逸を以っての故に，自ら正

覚に致れり。無量の衆善も亦，不放逸に由りて得らる。一切万物に常

存なる者なし。此れは是れ，如来末後の所説なり。（大正 No.1 長

阿含経 第2経 遊行経 からの引用・書き下し文。大正蔵 第1巻 26頁

中段19-21行参照）

放逸 を為すことなく，すなわち，ついつい，うかうか，だらだら，ぼ

んやりと過ごすことなく，仏道を歩むことが勧められる。 不放逸

（apramada）なる仏教用語の訳語がここに登場する。

また，800年代の前葉に，古典チベット語に翻訳された例では， よく注

意深くありなさい という現代日本語に相当する翻訳表現となって伝えら

れている。

動物・静物のすべては滅する。それゆえ，汝らは，よく注意深くあ

れ。〔私が〕涅槃すべき時がやってきた。汝ら，言うことなかれ。こ

れが私の最後の言葉である。（御牧克己訳， ブッダチャリタ 講談社

1985年，298頁参照）

以上をまとめれば，仏陀は生涯の最後のとき，直弟子たちに向かって，

あらゆるものごとは無常なものだ ，だからこそ， 修行僧たちよ，怠る

ことなく努力しなさい 汝ら，勤めて精進を行ないなさい 比丘ら，放

逸を為すなかれ 汝ら，よく注意深くありなさい と説いたことになる。

それぞれの伝承（あるいは，翻訳者たちの理解）で，だからどうすれば良い
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のかについての表現は異なるが，いずれも正統な伝承であることに変わり

はない。

事実，古代インド・グプタ朝期の仏教教学を代表する学匠であるヴァス

バンドゥ（西暦 400年頃）は，その主著である 阿毘達磨倶舎論 の本論

（第１章から第８章）を結ぶに当たり，自らの想いを次の様に謳っている。

このように，牟尼の教説はその息が喉に至っている（死滅に瀕してい

る）と知り，〔心の〕垢の力の増すときである〔と知って〕，解脱した

いと欲する人々はけっして放逸であってはならない。（櫻部建・小谷

信千代・本庄良文訳注 倶舎論の原典研究 智品・定品 大蔵出版 2004年，

359頁）

そして，この 解脱したいと欲する人々はけっして放逸であってはならな

い AK VIII,43d:na pramadyam mumuksubhih.との一句を受けて，付

論の 破我品 冒頭は，

一体，これより外のところには解脱（moksa）はないのか。ない。な

ぜか，真実ではない自我観にとらわれているからである（vitathatma-

drsti-nivistatvat）云々（以下，略）（村上真完訳， 人格主体論（霊魂論）

―倶舎論破我品訳註(一)― ， 塚本啓祥教授還暦記念論文集 知の邂逅―仏

教と科学 ，佼成出版社 1993年，271頁参照）

このような一文をもって説き起こされる。文頭の これ とは 不放逸

の教えを指す。つまり， 放逸を為すなかれ との仏陀最後の弟子たちに

向けての意思通り，その通り，ヴァスバンドゥは放逸であってはならない

との意思をもって，自我╱アートマンの存在を拒斥するための論述を付す

のである。 不放逸 の教えの典型的な継承事例と言えよう。

以上， 不放逸 （apramada）なる意思の継承が，仏弟子たちの仏道の歩

み方である。

経典 ‘sutranta’（室寺義仁) 155



⑶ 玄 の訳語， 経 (sutra)と 経典 (sutranta)を巡って

経典とは何か との問い掛けに対し，私は，ここで言う 経典 とは

漢語であるのか，それとも和語であるのかとの素朴な疑問から出発したい

と思う。単純に言えば，仏教学を学ぶ人たちは キョウテン と読むが，

中国学を学ぶ人たちは ケイテン と読むであろうように，現代日本語と

しての読み一つを取って見ても，我々は キョウテン と読むのが当り前

であるかのような思い込に取り込まれてしまっているのではないであろう

か。例えば， 釈尊仏陀の教説を伝える経典 というような表現で，本邦

の仏教学会で通用する表現中に用いられる 教説 の語は， 広辞苑 （第

６版）の中では，項目語として見出せない。経文に記された仏説という意

味での 経説 の見出し語はある。また，キリスト教の canonは 正

典 ，イスラームのコーランは 啓典 の見出し語の許に出る。しかしな

がら，項目語としての 経典 は，少なくとも 広辞苑 に拠る限りは，

これらの 経説 ・ 正典 ・ 啓典 の類として説明されている。仏教の場

合は，教義の典拠となる書籍を含むとされるので， 経 に加えて 論

を含む典籍をもって 経典 と えられているようである。一方，代表的

な日本語辞典を離れて見れば，現代日本語として，キリスト教の聖書を

聖典 と記すこともあり，仏教の経文を 経典 と呼ぶこともまた一般

的には通用しているように思われる。

さてここで，以下の資料を提示することをもって注意を払いたいのは，

sutraと sutrantaの両語の使い分けが行なわれている事例である。サンス

クリットで記された経文の中で，sutraと sutrantaの両語が同一の脈絡の

中でともに使用されている場合に，少なくとも古典インド語圏の人々は，

経典 ‘sutranta’（室寺義仁)156



VedaとVedantaの両語の意味分けを行い明確に使い分けている訳である

から，例えば，そもそもはバラモンの家系に生まれ育った仏教徒であるア

サンガやヴァスバンドゥなどにとってみれば，sutraと sutrantaなる両語

が持つ語義の違いが確かに意識されていたであろうと私には想像されるの

である。しかしながら，今のところ，この点についての文献学的な検証が

未だ為されてはいないからである。

この検証を行い得る可能性を持って提示できるのが，次の資料であると

える。すなわち，玄 （602-664年?）による数多の翻訳用語の中に，

sutraを 経 ，sutrantaを 経典 として，あまり意味上の区別は図ら

れていない（とは言っても， 典 の語をもって典籍であることを明確化して

いる）ように判断されるものの，原語そのものの相違を，訳出上，知らし

める訳し分けの工夫が行われている事例を確認することができる。 伽

師地論 （Yogacarabhumi）の中で，サンスクリット原典が今に伝わる 菩

薩地 （Bodhisattvabhumi）における二箇所での用例である。なお，この用

語例の確認は，横山紘一・廣澤隆之作 伽師地論総索引 （山喜房佛書林

1996年）の当該両用語の項を参照して頂きたい。

まず， 菩薩地 の中，sutrantaの興味深い用例を二例（玄 訳で第36巻

と第45巻の中に）見出すことができる。当該二箇所のそれぞれの段落では，

sutraと sutrantaなる両用語の使用上の区別がはっきりと行われており，

甚深なる （gambhıra）， 空性と合致した （sunyata-pratisamyukta），〔隠

された〕本来の意図の込められた （abhiprayika）など，特定の形容語句

を伴う場合に限ってのみ，sutrantaなる用語が現れる。しかも，二箇所と

もに共通する形容語句は， 空性と合致した （sunyata-pratisamyukta）とい

う表現である。

そこで， 伽師地論 菩薩地 における用例を参 にして，端的に言えば，
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経典 （sutranta）とは， 空性と合致した 如来の所説（tathagata-

bhasita）である，

との趣旨で理解し得ることになる。

次に，両語（sutraと sutranta）を通常は訳し分けることのない玄 も，

この場合に限っては，sutraを 経 とし，sutrantaを 経典 として，

あまり意味の違いは感じられないが一応，訳し分けの工夫を凝らしている。

（ただし，これらの形容語句を伴わずに，関係代名詞で これらの経典 と出る

sutrantaは 経 と訳している。註(12)の用例(2)を参照。）

この一事例にすぎないが，ここを出発点として，

経典とは，（或る特定の仏教用語）Ｘと合致した（X-pratisamyukta）如

来の所説，

という基本的な え方に私は立ちたいと思う。

かく言うのも，代表的初期大乗経典である 八千頌般若経 （Astasa-

hasrika Prajnaparamita，第10章 （知恵の完成を）記憶する功徳の称賛 と

第11章（ 魔の所行 ）の中でも，次のような用例が認められるからである。

すなわち，

さらに，シャーリプトラよ，六種の完成（六波羅蜜）と相応したこ

れらの経典は，如来の死後，正しい教えが消滅するときに，（説法者

たちが）教えと戒律を斬新なクリーム（醍醐）のように受けとるなら

ば南方に流布するであろう。（以下，略）（梶山雄一訳 大乗仏典2八千

頌般若経Ⅰ 中央公論社1974年，275頁参照）

しかし，菩薩大士たちはこのように心を発してはならない。それは

なぜかといえば，スブーティよ，大乗に進み入った菩薩大士は，……

（中略）……つねに，いつでも，六種の完成について学ばなければな

らないのである。しかし，スブーティよ，菩薩乗によって修業する
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人々で，善根がいまだ熟しておらず，限られた，悪しき知恵をもち，

宗教的志願の劣っているものたちは，六種の完成と相応する経典を知

らず，さとらず，この知恵の完成を拒絶し，声聞や独覚の階位をたて

ている諸経典を求めたいと えるであろう。（以下，略）（梶山上掲書

289-290頁参照。なお，和訳の中， 階位 は bhumiの訳。）

これらの中， 六種の完成（六波羅蜜）と相応したこれらの経典 という

和訳の元サンスクリットは，“sadparamita-pratisamyuktah sutrantas”

（Vaidya ed.,p.112,l.1,p.117,l.4）である。そして，

しかし，スブーティよ，私は，このようなかたちの，声聞や独覚の

階位に相応しているこれらの諸経典によって，菩薩大士が全知者性を

求めるべきである，とは語っていない。（以下，略）（梶山上掲書 292

頁参照）

と語られるときの経典も，sutrantaである。加えて特徴的なのは，これら

の経典（sutranta）は，

①読誦するとともに，書写する（ likh）ものであって，書写し製本

もして保存するであろう（likhtvapustaka-gatam api krtvadharayisyanti）

ものでもあること，

②如来の死後において，般若経が流布するための役目を果たすことで

ある。

ここで， 八千頌般若経 における用例を参 にすれば，

経典 （sutranta）とは， 六波羅蜜と合致した 書写されたもの（li-

khita）

であるとの趣旨で理解し得ることになる。

また， 金剛般若経 （Vajracchedika Prajnaparamita，コンゼによる分節番

号で第16段落に限って）の中では， 般若波羅蜜 と名付ける 法門
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（dharma-paryaya）が， この経 （idam sutram）と呼ばれた（第15段落 c，

cf.Conze ed.,p.44,l.14）直後に，

しかしながら，スブーティよ，良家の子女たちが，このような経典

を（自ら）把握し，記憶し，読誦し，理解し，さらに根底的に 察

（如理作意）して，他の人々にくわしく説明するとしても，彼らはい

やしめられ，ひどく軽蔑されるでもあろう。（以下，略）（長尾雅人訳

大乗仏典 1般若経典Ⅰ 中央公論社 1973年，43-44頁参照）

と， このような経典 （evamrupam sutrantam）という表現で現れる。こ

の段落で特徴的なのは，

① 正法が滅びるような時代において （saddharma-viplaropa-kale），

②唱道することによって，他の人々から軽蔑されるであろうものとし

て語られることである。

以上，般若経の中の二つの 経 から，現時点で知り得た sutrantaの用

例を指摘した。

これらの用例の中で， このような経典 （evamrupam sutrantam）とい

う表現は， 法華経 （Saddharma-pundarıka）にも認められる。この点に

ついて詳しくは，松本史朗博士の最新の研究， 法華経思想論 （大蔵出版

2010年），特に，53-54頁，176-177〔166◯ｃ〕頁，207-208〔181◯ｄ〕頁を参

照して頂きたいが，本稿の趣旨との結び付きで，ごく簡潔に紹介すると，

1.この経典（sutranta）を受持する者たちが，法師（dharma-bhanaka）

と呼ばれる

2. それは何故かというと，シャーリプトラよ，それらの声聞たちは，

如来が般涅槃したとき，その時，その時期には，これらの，この様

な（evamrupam）諸経典（sutranta）を，受持する者（dharaka）や説

示する者（desika）とならないからである。（以下，略）（松本訳）
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3. シャーリプトラよ，そこで私は，過去世の行と願と知の理解

（jnana-anubodhi)を あなたに思い出させたいと欲して(anusmarayitu-

kama），この 正法蓮 華（saddharma-pundarıka）と い う 法 門

（dharma-payaya），経典（sutranta），大方等（maha-vaipulya），菩薩を

教えるもの（bodhisattva-avavada），一切の仏陀に護持されるもの

（sarva-buddha-parigraha） を，声聞たちに，説くのである（sampra-

kasayami）。（松本訳）

以上，このように sutrantaの用語が現れる経文を並べて見ると，ある

意味，脈絡が通じる文章となる。ただし，では， 法華経 において，本

節(3)の最初に掲げた，言わば， 経典 定義文，

経典とは，Ｘと合致した（X-pratisamyukta）如来の所説である

とのＸには，いかなる用語が入るのであろうか？ 今後の課題としたい。

併せて，この 法門 を 大方等（maha-vaipulya） と自称することはあ

っても，未だ 大乗経 （mahayana-sutra）との語を冠して語れない場合

（あるいは，時代）の sutrantaについても，別の言い方をすれば， 法門

を sutrantaと語る場合（あるいは，時代）の sutrantaについても，今後の

課題となろう。

かくして，今次の課題には結論を導き出すことができなかった。上記の

様に， 経典 （sutranta）定義文を試みに提起した限りの報告となってし

まった。ただし，こうした大乗における 経典 の創作活動に当たって，

その根本には，経典作者（あるいは，本稿の脈絡では，sutraに antaを添え

て sutrantaと，自ら書き記したものを称することを意思した作者）たちには，

そもそもの釈尊仏陀の教えや意思についての諸伝承がしっかりと見据えら

れているように想像される。

そこで，最後に付記する。①大乗仏教の経典とは， 大悲 （mahakar-
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una）と合致した如来の所説である，他方，②上座仏教の経典とは， 不

放逸 （apramada）と合致した如来の所説である，このような現代版応用

的定義があっても良いのではなかろうか，学会テーマの討究に先立ち付言

することとする。

註

⑴ 中村元選集（決定版）第15巻 原始仏教の思想Ⅰ ，春秋社 1993年，738-

739頁参照。

⑵ 前田慧學 現代仏教と仏教研究の課題 ， パーリ学仏教文化学 第19号

2005年，1-8頁参照。

⑶ Abhidharmakosabhasya of Vasubandhu,ed.,by P.Pradhan,Patna1975

(Second ed.)を，以下AKBhと略記する。AKBh 第8章の結頌（第41

～第43 ）の中の末尾に位置する ，すなわち，Vasubandhuが本論を結ぶ

に当たって自らの思いを込めて謳った である第43 （第２句）に，

“sasanam muneh,” 牟尼の教説 との用例が認められる。櫻部建・小谷信

千代・本庄良文著 倶舎論の原典研究 智品・定品 ，大蔵出版 2004年，359

頁参照。後述する。

⑷ Cf.AKBh301.6-8:tasman naivam sarvastivadah sasane sadhur bhavati/

yad atıtanagatam dravyato ‘stıti vadati /evam tu sadhur bhavati /yatha

sutre sarvam astıty uktam tatha vadati /katham ca sutre sarvam astıty
 

uktam /sarvam astıti brahmana yavad eva dvadasayatananıti /.

⑸ 本地分 （Maulıbhumi）の中で一箇所のみに現れる sutrantaを，玄 は

如来経 （大正蔵 第30巻 304頁 中段 29行）と訳す。 伽師地論 中，こ

の個所のみでの訳語である。その経文とは， 一切があるというのは， 十二

処 がある〔という限りのことである〕。（sarvam astıti dvadasayatanani.

cf.Yogacarabhumi,ed.by V.Bhattacarya,Culcutta1957,p.124,ll.2-3.）

玄 の訳文では， 一切有者，即十二処。（大正蔵 第30巻 304頁 下段 1

行）。

⑹ 故中村元博士が， 慈悲 をテーマとして， 慈悲の理想 と 慈悲の実

践 に主題を分け 察する過程で，実践としての 人々を救う慈悲 の項目

と併せ， 法を説く慈悲 の項目に取り上げた一文である。中村元選集［決
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定版］第15巻 原始仏教の思想Ⅰ 春秋社1993年，738-741頁参照。併せて，

仏伝中の 説法の躊躇と梵天の勧め について資料紹介する，中村元選集

［決定版］第11巻 ゴータマ・ブッダⅠ 春秋社 1992年，443-459頁も参照。

⑺ 岩波文庫 ブッダ 悪魔との対話 サムユッタ・ニカーヤ Ⅱ 86頁，

Brahma-samyutta,Cap.I, 1，第10段落を参照。

⑻ 原實 慈心力 ， 国際仏教大学院大学研究紀要 第３号 2000年所載論文

参照。その中で言及される，L. Schmithausen:Maitrıand Magic, Wien

1997，並びに，M.Maithrimurthi:Wohlwollen, Mitleid, Freude und Glei-

chmut,Stuttgart1999,特に S.53-54なども併せて参照いただきたい。

⑼ 宮坂宥勝訳 ブッダの教え スッタニパータ ，法蔵館 2002年，65頁参

照。

⑽ Ernst Waldschmidt ed., Das Mahaparinirvanasutra 梵文大般涅槃経 ，

臨川書店 1986年複製，394頁参照。以下の本文中に引用するサンスクリット

文も同頁を参照。

この 〔隠された〕本来の意図 （abhipraya， 密意趣 ）という名詞から

派生した形容詞は， 菩薩地 の二箇所では， 甚深なる 空性と合致した

如来の所説 の持つ 如来の意図（artha） という意味である。この用語

は，例えば，ヴァスバンドゥなどによって様々な経文解釈の要として重用さ

れることになる。ヴァスバンドゥの許に伝わった伝承（agama）に対して，

それを 了義 とする場合には，文字通りに意味内容（artha）を理解する

一方で，ある経の場合〔例えば， 雑阿含経 中のVibhangasutraなど〕は，

〔隠された〕本来の意図の込められたもの（abhiprayika）として捉え，文字

通りの意味（vyanjana）に対し新たな解釈（vyakhya）を行った上で自説の

教証とする。拙論 ヴァスバンドゥによる 識 理解 加藤純章博士還暦

記念論集 アビダルマ仏教とインド思想 春秋社 2000年，pp.167-180の中

で言及した。

Cf.Bodhisattvabhumih,ed.by Nalinaksha Dutt,Patna1978.BBhと略記

する。

用例(1)BBh 31.11-13:ato ya ekatya durvijneyan sutrantan mahayana-

pratisamyuktan gambhıran sunyata-pratisamyuktan  abhiprayikartha-

nirupitan srutva yathabhutam bhasitasyartham avijnaya ...

(玄 訳 如有一類，聞説難解大乘相應，空性相應，未極顯了，密意趣義，

甚深經典，不能如實解所説義，…… 大正 No.1579, 大正蔵 第30巻 488頁

中段 29行―下段1行）

用例(2)BBh180.17-18:ye ca sattva gambhıranam tathagata-bhasitanam
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sunyata-pratisamyuktanam sutrantanam abhiprayikam tathagatanam arth-

am avijnaya ye te sutrantah......（玄 訳 若諸有情，於佛所説，甚深空性相

應經典，不解如來密意義趣，於此經中，…… 大正No.1579,大正蔵 第30

巻 541頁 上段 13-15行）

例えば，AKBhの中でただ一度だけ表れる sutrantaの場合であるが，こ

の例では， 大衆部の人々 （Mahasamgika）が誦する 経 （sutra）を

sutrantaとの語を用いてヴァスバンドゥは挙げる。アビダルマを語る人々

（Ābhidharmika，ここでの玄 訳は 対法諸師 ）が言うところの 論 と

区別して挙げられる 経 ではあるが，有部では誦されることのない経であ

り，今に伝わるパーリ・ニカーヤにも漢訳阿含にも確認できない経である。

この一例を知り得るのみであるが，注目に値する sutrantaの用例である。

意を汲みとって解するならば，有部の誦する経ではないが，経であることに

変わりはない，有部からすれば 経の末節╱些末な経 であろうが，ヴァスバ

ンドゥにとっては，引くだけの価値のある 経の趣旨╱趣旨ある経 とでもな

ろうか。この sutrantaを玄 は 契経 と訳しており，sutraと sutrantaの

両語に対する訳し分けはない。なお，ヤショーミトラもまた，sutraと

sutrantaとを区別することなく用いている（cf.AKVy466.29）。なお詳しく

は，拙論 経部 初期 Sautrantika 高野山大学論叢 第39巻 2004

年，1-24頁を参照していただきたい。

一方，参 までに，パーリ・ニカーヤの中では，ディーガ・ニカーヤの34

経の内，Śılakkhandhavaggaに続くMahavaggaの第14経以降，例えば

大般涅槃経 などの諸経が，パーリ・テキスト協会の批判的校訂版の経題

にしたがえば，‘-suttanta’と名付けられていることを付記する。

さらに，‘-anta’については，J. Gond, Selected Studies Vol.2(Leiden

1975)所収論文，“AlTIND. ANTA-, ANTARA-,USW.”を参照のこと。

金剛般若経 に対するチベット撰述唯一の注釈書と見なされる，ゲルク

派のチョネ・タクパシェードゥプ（Co ne Grags pa bzad sgrubs.1675-1748

年）作の 能断金剛〔般若経〕の注釈・解脱に往く善き道・甚深なる義の明

らかな太陽 が，ツルティム・ケサン，藤仲孝司両氏によって和訳研究され，

2010年成田山新勝寺から公刊された。その中で，ロンドル・ラマ（Klon
 

rdol Nag dban blo bzan. 1719-1795年）の高弟であるテンダル・ハラムパ

（生没年不詳）が伝える，仏陀の お言葉 （bka’）についての三つの え方

が，同書註(7)の中で紹介されている。すなわち，〔また仏説には，〕増上縁

を通じて，(1)〔仏自身の〕お口から説かれたものと，(2)認可なさったもの

と，(3)加持なさったものとの〔合計〕三つ〔がある〕 と云う。そして，
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(1)は，四諦の法輪など，(2)は，例えば， 悲華経 ，(3)の内，身により加

持なさったものとしての 十地経 ，語により加持なさったものとしての

八千頌般若経 ，そして，意の等持により加持なさったものとしての 般若

心経 などという解説が行われることが和訳によって指摘されている。所謂，

密教経典群もまた 仏陀のお言葉の翻訳 （bka’‘gyur）であるからこそ，

このような え方も登場するのであろう。時代的に，本邦の江戸期における，

所謂，大乗非仏説論が現れる頃とも重なること，そして，学会テーマの 経

典とは何か とも相通じる問題意識であるように思われ，ここに注記した。

この点は，学会発表後に，ツルティム先生からご教示を受けた。

村上真完 大乗経典の創作（sutrantabhinirhara,能演諸経，善説諸経），

印度学宗教学会論集 第25号 1998年，1-20頁を参照。なお，‘sutranta-

abhinirhara’は，Samadhiraja-sutraにおける用語である。
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