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問題の所在

本稿は、ブッダゴーサ及びダンマパーラによる註釈文献を研究の材料としな

がら、上座部における「小部」の成立と受容について考察する。この「小部」

（Khuddaka-nikaya）とは、「長」「中」「相応」「増支」と呼ばれる四つの集

成（阿含：Āgama、または、部：Nikaya）から漏れた雑余の典籍を収載した

経典集として知られる。上座部以外の諸部派も、これと同様の「雑（小）蔵／

阿含」（Ks・udraka-pit・aka/-agama）と呼ばれる集成を保持していたことが明

らかとなっているが、現在まで完全な形として残っているものは、上座部にお

いて経蔵の第五部として伝持されてきた「小部」だけである１)。

この上座部に伝わる「小部」のうちには、『スッタニパータ』『ダンマパダ』

といった汎仏教的な古い韻文経典だけでなく、上座部のみに伝わる『チャリヤ

ーピタカ』『ブッダヴァンサ』などの成立の新しい資料をはじめ、阿毘達磨的

内容を持つ『無礙解道』といった教理書に至るまで、新古様々な聖典が収載さ

れている。このような多様性を持つ「小部」の成立過程は、上座部の三蔵形成

史を解明する糸口として古くから注目を集めてきた。そこでまず先行研究にお

ける成果を総括し、そこから本研究の目的を探りたい。

(ａ)先行研究の総括

上座部における「小部」の成立事情を巡っては、前田惠學［別１(＝ 1964)：

pp. 681-787］を一つの到達点として、これまでに数多くの研究が積み重ねら

１）諸部派の結集伝承における雑蔵相当経の扱いについては塚本啓祥［1980(＝ 1966)：

pp. 182-192］を参照。また、上座部が保持している小部については、前田惠學［別１(＝

1964)：pp. 681-787］、森祖道［1984：pp. 274-282］、馬場紀寿［2008：pp. 155-253］な

どの指摘によって、四部から漏れた雑余の経典を収載した補助的な文献群であることが知

られる。そして、前田惠學［別１(＝ 1964)：pp. 681.4-686.14］、本庄良文［2014 i:pp.
32.1-33.1］などの諸研究によって、説一切有部においても、三蔵の外側に「小（雑）蔵」

（Ks・udraka-pit・aka）を、もしくは四阿含の外側に「小（雑）阿含」（Ks・udraka-agama)

を保持していたことが徐々に明らかになっている。
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れてきている２)。それら諸研究によって、１）「小部」という範疇の成立と、

そこに収載されるテキストの成立とは別々に考察されるべきであること、２）

「小部」という範疇が三蔵内に加えられたのも、そこに収載される典籍の構成

内容が現在の形に整備されたのも、他の四部と比べて遅れることが明らかとな

っている。このように上座部において「小部」の成立が遅れた原因として、小

部を構成する諸経が主として韻文資料であることが注目されている３)。M.

Winternitzは、詩的作品が流行ることで正法が廃れてしまうことを危惧する

初期経典の記述から４)、当初の仏教教団では詩的作品には聖典としての権威が

２）宇井伯寿［2：pp. 140-150］、平川彰［9：pp. 7-30］（＝［1960：pp. 5-28］）、前田惠

學［別１(＝ 1964)：pp. 681-787］、Rhys Davids,T.W.［1903：pp. 161-188］（和訳：リ

ス・デヴィス（中村了昭 訳）［1984：pp. 114-134］）、Winternitz,M.［1908-1920 ii:pp.
60.6-61.13］（和訳：ヴィンテルニッツ（中野義照 訳）［1964-1978 iii: p. 61.1-17］）、

Law,B.C.［1933 i:pp. 1-42］（＝［2000：pp. 29-66］）、Lamotte,É.［1956］［1958：pp.
171-178］、Lamotte, É.（Webb-Boin, S. tr.）［1988a: pp. 156-163］、Norman, K.R.
［1997：pp. 131-148］、Hinuber［1996： 84-85］などを参照。

３）渡辺文麿［1979］、馬場紀寿［2010］

４）SN.20,7(Vol.II pp. 266.25-267.25):

Savatthiyam・ viharati. ‘‘bhutapubbam・, bhikkhave, dasarahanam・ anako nama
 

mudin・go ahosi.Tassa dasaraha anake ghat・ite annam・ an・im・ odahim・su.Ahu kho 
so,bhikkhave,samayo yam・ anakassa mudin・gassa poran・am・ pokkharaphalakam・
antaradhayi, an・isan

・ghat・o va avasissi. Evam eva kho, bhikkhave, bhavissanti 
bhikkhu anagatam addhanam・, ye te suttanta tathagatabhasita gambhıra

gambhırattha lokuttara sunnatapat・isam・yutta, tesu bhannamanesu na sussusis-

santi(1) na sotam・ odahissanti na anna cittam・ upat・t・hapessanti na ca te dhamme 
uggahetabbam・ pariyapun・itabbam・ mannissanti. Ye pana te suttanta kavikata

kaveyyacittakkhara cittavyanjanabahirakasavakabhasita,tesu bhannamanesu
 

sussusissanti, sotam・ odahissanti, anna cittam・ upat・t・hapessanti, te
(2) dhamme

 
uggahetabbam・ pariyapun・itabbam・ mannissanti. Evam eva tesam・

(3), bhikkhave,

suttantanam・ tathagatabhasitanam・ gambhıranam・ gambhıratthanam・ lokuttar-

anam・ sunnatapat・isam・yuttanam・
(4) antaradhanam・ bhavissati. Tasmatiha, bhikk-

have, evam・ sikkhitabbam・ - ye te suttanta tathagatabhasita gambhıra

gambhırattha lokuttara sunnatapat・isam・yutta
(5), tesu bhannamanesu sussusis-

sama,sotam・ odahissama,annacittam・ upat・t・hapessama,te ca dhamme uggahetab-

bam・ pariyapun・itabbam・ mannissamati.Evam・ hi vo,bhikkhave,sikkhitabban’’ti.
〔ある時、世尊は〕サーヴァッティに滞在していた。〔その時、世尊は説いた。〕「比丘

らよ、その昔、ダサーラハ族にはアーナカという名前の小鼓がありました。アーナカ

が組み立てられたとき、ダサーラハ族はそれに別の楔を打ち込みました。比丘らよ、

アーナカ小鼓の古い張皮が消えたとき、楔の集まりだけが残りました。比丘らよ、ま

さに同様に、未来世において比丘たちは、深遠で、深い意義をもち、出世間の、空性

に結ばれた如来所説の経が語られても、彼らはよく聞かず、耳を傾けず、知ろうと心

を起こさず、それらの法を学び取り了知しようとは思わないでしょう。しかし、詩人
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十分には認められておらず、それらが「小部」として上座部に受容されたのは

時代が下ってからであると指摘している５)。この指摘は、各部派が保持する

「小（雑）蔵／阿含／部」のうち部派を超えて共通している典籍が主として詩

的作品であることや６)、諸部派の律蔵において仏陀の教えを韻文化することが

禁じられていることからも裏付けられる７)。

によってつくられ、詩歌のかたちをとり、様々な文字と様々な表現をもつ、〔教えの〕

外にある声聞所説の経が語られれば、彼らはよく聞き、耳を傾け、知ろうと心を起こ

し、それらの法を学び取り了知しようと思うでしょう。比丘らよ、このようにこれら

深遠で、深い意義をもち、出世間の、空性に結ばれた如来所説の経は隠没するでしょ

う。比丘らよ、従ってここで次のように学ばれるべきです。“比丘たちは、深遠で、

深い意義をもち、出世間の、空性に結ばれた如来所説の経が語られたならば、彼らは

よく聞き、耳を傾け、知ろうと心を起こし、それらの法を学び取り了知しようと思い

なさい”と。比丘らよ、このようにあなた達は学ぶべきです」と。

(1)PTS:sussusissanti,VRI:sussusissanti (always)
(2)PTS:omit,VRI:add ca
(3)PTS:eva tesam・,VRI:etesam・
(4)PTS:-pat・isannuttanam・,VRI:-pat・isam・yuttanam・
(5)PTS:-pat・isannutta,VRI:-pat・isam・yutta

対応漢訳『雑阿含』巻47,第1058経（T02.345b12）においては「文辭綺飾。世俗 句」

とある。なお、この相応部経典と同趣旨は、AN.ii,5,6(Vol. I pp. 72.24-73.23)、AN.

v,79(Vol.III p. 107.11-24)においても説かれる。

５）Winternitz,M.［1908-1920 ii:pp. 60.6-61.13］を参照（和訳：ヴィンテルニッツ（中

野義照 訳）［1964-1978 iii:p. 61.1-17］も参照）。J. Filliozatも、文学風や詩の流儀に

仏語を適応させると、その聖典の価値を失う恐れがあったと指摘している（ルヌー&フ

ォリオザ（山本智教 訳）［1979-1981 iii: 1943p. 13.a14-b6］を参照）。村上真完も、

仏典に散見される、韻文を戒める記述に注視している（村上・及川［1990：pp. 162.6-

168.14,pp. 280.9-282.11］を参照）。

６）有部典籍にしばしば列挙される、『ウダーナ』（Udana）、『パーラーヤナ』（Parayan・a）、

『アルタヴァルギーヤ』（Arthavargıya）、『正見』（Satdr・sa）、『長老 』（Sthaviragatha）、

『長老尼 』（Sthavirıgatha）、『シャイラ 』（Śailagatha）、『牟尼 』（Munigatha）な

どの 頌文献は、古くから有部の「雑蔵」を構成する文献であると考えられている。

Lamotte, É.［1957］、前田惠學［別１(＝ 1964)：pp. 681-698］、渡辺文麿［1979］、八尾

史［2013：p. 53註１］などを参照。なお、本庄良文［2014 i:pp. 32.1-33.1］は、倶舎

論註『ウパーイカー』（AKUp.）の記述を基に、『勝義 』（Paramarthagatha）、『餓鬼ア

ヴァダーナ』（Pretavadana）なども「雑蔵」に含まれることを明らかにしている。

７）Vin.(Vol.II p. 139.1-16):

Tena kho pana samayena yamel・utekula
(1) nama bhikkhu dve bhatika honti

 
brahman・ajatika kalyan・avaca kalyan・avakkaran・a. Te yena bhagava ten’

upasan・kamim・su, upasan
・kamitva bhagavantam・ abhivadetva ekamantam・ nisı-

dim・su.Ekamantam・ nisinna kho te bhikkhu bhagavantam・ etad avocum・ -‘‘etara-
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hi, bhante, bhikkhu nananama nanagotta nanajacca nanakula pabbajita. Te
 

sakaya niruttiya buddhavacanam・ dusenti. Handa mayam・, bhante, bud-

dhavacanam・ chandaso aropema’’ti. Vigarahi buddho bhagava ...中略... ‘‘na,

bhikkhave, buddhavacanam・ chandaso aropetabbam・. Yo aropeyya, apatti
 

dukkat・assa. Anujanami, bhikkhave, sakaya niruttiya buddhavacanam・ pariya-

pun・itun’’ti.
さてその時、ヤメールとテークラという名前の二人の比丘がいて、〔彼らは〕兄弟で、

婆羅門出身であり、見事な声と、見事な言葉遣いをしていた。彼らは世尊のいるとこ

ろに近づき、近づいてから世尊に礼拝し、一方に坐した。一方に坐したこの二人の比

丘は、世尊に次のことを尋ねた。「尊師よ、いま比丘たちは、様々な名をもち、様々

な姓をもち、様々な出身であり、様々な家柄のものとして出家しました。彼らは自ら

の言語（nirutti）によって仏語を汚しています。さあ尊師よ、私たちは仏語を韻律

（chandas）になおしましょう」と。仏世尊は叱責した…中略…。「比丘らよ、仏語

を韻律（chandas）になおしてはならない。もしなおせば悪作に堕す。比丘らよ、自

らの言語（nirutti）で仏語を学習することを許す」と。

(1)PTS:yamel・utekula,VRI:yamel・akekut・a

この箇所に対応する漢訳資料については村上・及川［1990：pp. 163.17-167.9］を参照。

また上訳で「韻律」と訳したchandas（および sakaya nirutti）が何を意味するのかにつ

いては議論の余地があり、「ヴェーダ」や「サンスクリット」などとも訳される（近年の

研究としては村上・及川［1990：pp. 162-174］、西村実則［1987］、Norman, K.R.［1：

pp. 122-124］［4：pp. 156.6-157.17］［1997：p. 60.3-27］、Levman, B.［2009］などを

参照）。

しかしながら、上記パーリ律では「仏語」が主題となっており、それは「ヴェーダ」で

はないから、chandasを「ヴェーダ」と訳すことには違和感がある。この一方で、村

上・及川［1990：pp. 167.19-168.2, pp. 280.9-282.11］が指摘するように、ヴェーダ自

身が韻文であることや、ヴェーダ補助学のうちchandasは「韻律書」という意味で用い

られることから（中村元［8：p. 586.12-14］、辻直四郎［1：p. 16.4-8］も参照）、ここ

でのchandasを「韻律」と訳すことは文脈的に無理がない。たとえば「セーラ経」（Sn.
548-573、MN.92）にある では、chandasを明らかに「韻律」（もしくは「ヴェーダ」）

の意味で用いている。

Sn.568;Vin.(Vol.I p. 246.33-34);MN.92(Vol.II p. 146(1)):

Aggihuttamukha yanna,savittıchandaso mukham・;

Raja mukham・ manussanam・,nadınam・ sagaro mukham・.
諸々の供犠は火への供養を最上とし、サーヴィッティーは韻律（chandas）の中の最

上であり、王は人々の中の最上であり、海は河川の中の最上である。

(1)Sn.に含まれるとしてMN.では省略されている

もちろん、上座部註釈文献における解釈を手掛かりにしてchandasを「サンスクリッ

ト」と解することも不可能ではない。しかしその場合には、説一切有部が初期経典をサン

スクリット化している事実と矛盾を起こしてしまうことになる。むしろchandasを「サ

ンスクリット」と解することが出来たことは、パーリ語で聖典を保持し続けた上座部の事

情を考慮する必要があるだろう（同時に、村上・及川［1990：p. 167.5-9］が指摘するよ

うに、説一切有部ではサンスクリット化された初期経典を保持していたために、この箇所
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一方、上座部における「小部」の受容という面では、Adikaram, E.W.

［1946：pp. 24-32］や森祖道［1984：pp. 274-282］が、註釈文献に残された

誦者（bhan・aka）の用例を網羅的に検討することで、他の四部については誦者

の存在が確認できるのに対して、小部についてはその存在が殆ど確認できない

ことを指摘した。これは、小部の流布形態が他とは異なっていたことを明らか

にした点で画期的な成果である。同様に櫻部建［2002b：pp. 18.11-19.16］も、

小部に含められる諸経が主として韻文資料であることに着目し、その流布形態

が散文資料を主とする他四部とは異なっていた可能性に言及している。このよ

うな韻文資料に見られる特性は、それらが“読誦経典”として在家者や初学者

たちのあいだに流布していたことからも窺い知れるだろう８)。

以上の成果を受け継ぎながら、上座部三蔵形成史について注目すべき成果を

挙げたのは馬場紀寿による研究である。馬場紀寿［2008：pp. 159-195］は、

「小部」の形成史を五段階に分けながら、ブッダゴーサと小部の関係について

次の三点を指摘した。

(1)ブッダゴーサが登場する以前には、経蔵を四部とする説と、それに小

のchandasを「サンスクリット」と解することが出来なかった可能性も考慮しなければ

ならない）。このような点からも、上記のパーリ律におけるchandasは「韻律」の意味で

理解することが、ここでは最も穏当であろう。

なお、Norman, K.R.［1：pp. 122-124］［4：pp. 156.6-157.17］は、上記パーリ律に

出てくるchandasoを分析して、それが名詞「韻律」（chandas）の変化形ではなく、名

詞「願望」（chanda）に副詞的後接辞-so（Skt. -sas）を付加した形であるとして「as
 

desired」という訳語の可能性を主張している。しかしこの理解は、「文法的には可能であ

る」というだけであって、対応する漢訳資料や上座部註釈文献から積極的に裏付けられる

ものではない。

８）Levi,S.［1915］、石上善応［1956］［1968］、南清隆［1984］を参照。有部における読誦

経典については佐々木閑［1985］、吹田隆道［1988］［1992］、Skilling, P.［2000］を参照。

十一世紀ごろのインド仏教における読誦経典については加納和雄［2011］を参照。

また、これら詩的作品が、後代の上座部においても“読誦経典”として流布していた事

実は、パーリ律波逸提法第四条 未受具戒人同誦戒>に対する註釈からも窺い知ることが

出来る。このパーリ律の規定に従えば、未受戒者と「法」を唱和してはならいはずである。

しかし『律註』の例外規定に従えば、たとえ「法」であってもそれが詩的作品であれば唱

和が許されるという。VinA.(Vol.IV pp. 742.21-29)を参照。そして隠没伝承においても、

最後に 頌が流布しているのは在俗者のあいだである。ANA.i,10,33(Vol.I pp. 88.14-
89.25)を参照。
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部を加えて五部とする説との二つが併存していた。そのうち経蔵を四

部とする説が有力であった。

(2)この状況に対してブッダゴーサは、この両説のうち五部説を採用し、

さらに小部を現行の十五書に固定した。

(3)このブッダゴーサによって規定された小部（ならびに三蔵）の構成内

容が、その後の上座部に決定的な影響力を及ぼした。これによって上

座部三蔵は「正典」（Canon）とも呼ぶべき排他性と固定性を備える

ようになった。

すなわち、「上座部三蔵の排他性・固定性」は、ブッダゴーサが抱いていた

独自の思想性によって決定づけられた、ということである９)。この結論を是と

するならば、従来たびたび言及された「新説を立てず、必ずしも独創的な思想

家ではなかった」とするブッダゴーサの人物像を刷新するものである10)。

このように上座部の小部を巡る研究は、三蔵の形成史に光を当てるだけでは

なく、上座部の教団史や、註釈家ブッダゴーサの独自性の解明までも、その視

野に収めていると言える。

(ｂ)本研究の目的

本研究は、上記で述べた研究状況を踏まえた上で、とりわけ先述した馬場紀

寿が用いた資料を材料としながら、上座部における小部の成立・受容の実態を

再検討することを目的とする。ここで本稿の結論を先取りするならば、次の三

点に集約される。

(1)四部から五部への経蔵再編集はブッダゴーサが登場する前に既に完了

９）このような上座部三蔵の排他性・固定性は、Collins, S.［1990］（＝［2005］）、Nor-

man,K.R.［1997：pp. 131-148］によっても指摘されている。馬場紀寿［2008］の大きな

特色は、そのような性質を具える至った要因をブッダゴーサの独自思想性に帰している点

にある。

10）前田惠學［別１(＝ 1964)：pp. 804.12-805.17］、Warder, A.K.［1981：pp. 200.38-

201.14］を参照。一般的に上座部註釈家は総じて没個性的であると評価される。
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していた。

(2)しかし小部は、他の四部ほど重要視されておらず、上座部教団内にも

誦者や伝持者が極めて限定的にしか存在しなかった。この地位の不安

定さゆえに、小部が経蔵の第五部として三蔵に加えられた後も、その

実質的な内容は長いあいだ定まらなかった。

(3)ブッダゴーサが小部を十五書に定めたことが、その後の上座部におい

て定説となったが、ブッダゴーサ自身が積極的・能動的に小部を十五

書に限ろうとしていたわけではない。

このように本稿は、馬場紀寿による研究と同じ資料を用いながらも、それと

は異なる結論に行き着いている。この最も大きな理由は、馬場紀寿が上座部に

おける結集伝承と隠没伝承に対して「経蔵四部構成の古資料を伝えている」と

評価するのに対して、本稿は「すでに経蔵が五部であった痕跡が残されてい

る」と評価するからである。

これを主張するために本稿では、全二章の構成をとる。まず第一章において

上座部三蔵の結集と隠没の両伝承における小部の扱いを考察して、「小部は、

三蔵に含まれながらも、他の三蔵聖典（律蔵・四部・阿毘達磨）ほどには権威

が認められていなかった」という点を結論付け、「その権威の低さゆえに小部

は、結集伝承や隠没伝承において他の三蔵聖典とは異なった扱いを受けてい

た」という仮説を提示する。この仮説を受け入れるならば、「小部が体系的に

説かれていないので経蔵は四部のままである」とする馬場説は必ずしも成立し

なくなる。この結論を引き継ぎながら、続く第二章では上座部における小部の

成立と受容の過程について考察して、ブッダゴーサが三蔵編纂に果たした役割

を明確化させる。

第一章 結集伝承と隠没伝承における小部

本章では、三蔵の結集と隠没を考察の材料として、上座部における「小部」

の権威性について考察する。上座部註釈文献に残る伝承によれば、仏陀の残し
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た膨大な量の教説は、仏滅後に開催された結集において三蔵という形で纏めら

れたが、時代共にその三蔵は滅びてゆき、やがて全て消滅（隠没）してしまう

と考えられている。このような伝承のなかで小部はどの様に扱われているので

あろうか。

さて、問題の所在において既に述べたように、仏教の各部派ともに、四部四

阿含から漏れた雑余の経典を収めた集成を保持していたことが明らかになって

いる。それではこの集成が、その他の四部四阿含と同等の扱いを部派内で受け

ていたのか、といえばそうではない。これは説一切有部の「正法の滅尽」（上

座部の隠没伝承に相当11)）における「小（雑）蔵／阿含」の扱いから確認する

ことが出来る12)。上座部と同様に有部においても未来において仏教の教説が滅

びてしまうという伝承を有している。その正法の存続・消滅について有部は、

経（阿含）・律・阿毘達磨の三蔵が失われているか否かを判定基準の一つに定

めている13)。ところが有部資料において「四蔵」「五阿含」という総称は存在

せず14)、そして雑蔵は三蔵外に置かれていた記述が存在するから15)、雑蔵を正

11）説一切有部における「隠没」とは、過去に失われてしまった仏教の教えを意味する。

12）説一切有部においては、この集成に対して「小（雑）蔵」（Ks・udraka-pit・aka）と「小

（雑）阿含」（Ks・udraka-agama）という二通り呼び方のあったことが確認される（本庄

良文［2014 i:p. 32.1-33.1］を参照）。この「小（雑）蔵」と「小（雑）阿含」という二

つが同一であるか別異であるか不明である。また、現存する有部資料中に、この「雑

（小）蔵／阿含」への言及が殆どないため、その内容も全く不明である。なお、周柔含

［2009：pp. 220-221註37］は、有部は雑蔵を認めなかったと主張している。だが、その

根拠として挙げられている『順正理論』の文言は、「阿毘達磨の代わりに三蔵の一角とし

て雑蔵が置かれない」ということを主張していて、雑蔵は「経」の一種として認められて

いると読み得る（この箇所の現代語訳については本庄良文［2010：p. 186.5-14］を参

照）。しかし有部の経蔵に第五阿含の存在を示す資料は殆ど存在せず、雑“蔵”であるか

らには、本来ならば経蔵や律蔵と並んでおかれるべきはずである。このように有部におけ

る「雑（小）蔵／阿含」の立ち位置付けは未解明の部分が多い。

13）『十誦律』巻49（T23.358c02-c13）、『大毘婆沙論』巻183（T27.917c20-23）、巻183（T27.
918c09-13）、AKBh.（pp. 459.15-460.3）を参照。

14）もちろん「四阿含（阿笈摩）」「三蔵」という総称は確認される。たとえば「四阿含（阿

笈摩）」への言及は、『薩婆多毘尼毘婆沙』巻３（T23. 519a15）、『薩婆多毘尼毘婆沙』巻

９（T23.559c14）、『根本有部毘奈耶』巻７（T23.662a27-28）、『根本有部 芻尼毘奈耶』

巻４（T23.925c05）、『根本有部 芻尼毘奈耶』巻20（T23.1014c11-13）、『大毘婆沙論』

巻12（T27. 58a16-17）、『大毘婆沙論』巻61（T27. 314a29）、『大毘婆沙論』巻180（T27.
904a05）、『毘曇婆沙論』巻28（T32.236c29）、『 婆沙論』巻１（T28.418b10）、『順正理

論』巻70（T29.722c16-17）、『蔵顕宗論』巻33（T29.937c18）、Divy.（p. 333.8-9）を参
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法の体として認めなかった解釈が存在したことを窺わせる16)。また有部律に対

する解説書『薩婆多毘尼毘婆沙』では、波羅夷第四条 妄説得上人法戒>（悟

らないのに悟ったと嘘を言うこと）17)を詳説して、四阿含を誦していないのに

誦したと嘘をつくことを禁じており、これに続いて阿毘達磨と律に関する禁止

事項も説かれるが、「雑（小）蔵／阿含」については等閑視されたままであ

る18)。このように有部は「雑（小）蔵／阿含」を保持していたにも関わらず、

それを取り上げることは殆どない。従って、有部において「雑（小）蔵／阿

含」は、蔵（pit・aka）もしくは阿含（agama）の名称が附されておきながら

も、その他の三蔵・四阿含ほどには重要視されていなかったと考えられる19)。

照。

そして「三蔵」への言及は、『十誦律』巻60（T23.447b12-14,450b11）、『大毘婆沙論』

巻７（T27.34a27-28）、『大毘婆沙論』巻29（T27.148a03）、『毘曇婆沙論』巻１（T28.2

a06-13）、『毘曇婆沙論』巻３（T28. 24c18）、『 婆沙論』巻１（T28. 416b24）、『順正理

論』巻44（T29.595b06-07）、『蔵顕宗論』巻24（T29.892a14-15）など、有部典籍の各所

に確認される。

また、『順正理論』巻１（T29.330b28-c03）では、阿毘達磨蔵の代わりに雑蔵を加えて

「三蔵」にすべきと主張する論難者に対して、衆賢は経・律・阿毘達磨の三つが「三蔵」

であると主張している。さらに『 伽師地論』巻85（T30. 772c09-773a1）では、「事契

経」を説明して四阿含の構成に言及しているが、そこに「小（雑）阿含」は含まれていな

い。

15）有部所伝と考えられる『出曜経』巻１（T04. 610c12）、巻７（T04. 645b25-26）、巻

17（T04.702c02,703a07）においても、経・律・阿毘達磨に続いて「雑蔵」の名称が提示

されているが、同書の別箇所（『出曜経』巻29（T04.766c02）を参照）では雑蔵を除いた

「四阿含三蔵」だけが言及されている。

また有部の一系統であると考えられる『成実論』巻14（T32. 352c15）では、三蔵の外

側に「雑蔵」と「菩薩蔵」を加えて五蔵としている。おそらく馬場紀寿［2011：p. 75.3-

8］が指摘するように、有部（もしくは北伝仏教）では上座部と比べて保持する聖典の範

囲にある程度の緩さが認められていたのであろう。

16）ただし『順正理論』巻１（T29. 330b06-c03）において衆賢は、対論者に答えて「雑

（小）蔵」を経の一部と位置付ける説を紹介している。しかしその場合、本来ならば「雑

（小）阿含」と表記されるべきであるから、不整合な説明となっている。また『順正理

論』巻70（T29. 722c16-17）、『蔵顕宗論』巻33（T29. 937c18）では四阿含（阿笈摩）を

一組にして言及している。

17）条文の内容・仔細については平川彰［14：pp. 298.8-334.19］を参照。

18）『薩婆多毘尼毘婆沙』巻３（T23.519a15-16）

19）「小（雑）蔵」と「小（雑）阿含」の呼称は限定的にしか確認されないが、それを構成

している諸経は頻繁に引用される。この現象は上座部における「小部」の場合と同一であ

る。おそらく説一切有部も上座部も、当初は「四阿含・律・阿毘達磨」（三蔵）と「それ

以外」という括りで聖典を保持していたと予想される。
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一方の上座部では、小部を経蔵の第五部として三蔵の内に含めているが、以

下に本章が考察するように、やはりその他の四部と比して重要視されておらず、

その権威は一段落ちていたと結論付けられる。

第一節 結集伝承における「大地の震動」

まず本節では、第一結集における小部の扱いを考察する20)。上座部において

小部の権威が他と比べて劣っていた事実は、第一結集における「大地の震動」

の有無から推し量ることが出来る。なぜなら、この「大地の震動」は、聖典の

正統性と権威性を保証するための重要な要素として理解されているからである。

上座部註釈文献に残る第一結集伝承によれば、律蔵、四部、阿毘達磨蔵が合誦

された後に「大地の震動」が起こったことが記されているが、小部の合踊に対

してはこれが起きていないのである。さて、この「大地の震動」について、次

のように説明されている21)。

20）各部派における第一結集については、塚本啓祥［1980(＝1966)：pp. 175-284］が詳し

い。

21）律蔵を合誦し終えた時にも「大地の震動」が起きている。

DNA.(Vol.I p. 13.4-7):

Evam・ sattavısadhikani(1) dve sikkhapadasatani ‘‘mahavibhan・go’’ti kittetva

t・hapesum・.Mahavibhan
・gavasane pi purimanayen’eva mahapathavıakampittha.

このようにして、二百二十七の学処を「大分別」と称賛して定めた。大分別の終わり

にも、先のとおりに大地が震動した。

(1)PTS:vısadhikani,VRI:sattavısashikani

 

DNA.(Vol.I p. 13.14-22):

Evam・ tın・i sikkhapadasatani cattari ca sikkhapadani ‘‘bhikkhunıvibhan
・go’’ti

 
kittetva -‘‘ayam・ ubhato vibhan・go nama catusat・t・hibhan・avaro

(1)’’ti t・hapesum・.

Ubhatovibhan・gavasane pi vuttanayen’eva mahapathavikampo ahosi.Eten’eva
 

upayena asıtibhan・avarapariman・am・ khandhakam・, pancavısatibhan・avaraparima-

n・am・ parivaran ca sam・gaham・ aropetva ‘‘ayam・
(2) vinayapit・akam・ nama’’ti

 
t・hapesum・.Vinayapit・akavasane pi vuttanayen’eva mahapathavikampo ahosi.
このようにして、三百四の学処を「比丘尼分別である」と称賛して、「この両分別は、

六十四の誦分である」と定めた。両分別の終わりにも、先に述べたとおりに大地の震

動が起こった。この方法で、八十誦量分の「 度」を、二十五誦分量の「附随」を結

集に載せて「これは律蔵である」と定めた。律蔵の終わりにも、先に述べたとおりに

大地の震動が起こった。

(1)PTS:-vara,VRI:-varo
(2)PTS:idam・,VRI:ayam・
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DNA.(Vol.I p. 12.24-30):

Evam・ pakkhipitabbayuttam・ pakkhipitva pana - ‘‘idam・ pat・hamam・

parajikan22)’’ti t・hapesum・. Pat・hamaparajike sam・gaham arul・he panca
 

arahantasatani sam・gaham・ aropitanayen’eva gan・asajjhayam akam・su-

‘‘tena samayena buddho bhagava veranjayam・ viharatı’’ti. Tesam・
23)

sajjhayaraddhakale yeva sadhukaram・ dadamana viya mahapathavı

udakapariyantam・ katva akampittha.

このように追加されるに相応しいものを追加して「これが第一波羅夷であ

る」と定めた。第一波羅夷が結集に載せられたとき、五百人の阿羅漢たち

は、結集に載せた方法の通りに、「その時、仏世尊はヴェーランジャーに

滞在していた」と集成誦唱した。彼らが誦唱しはじめたとき、賛辞（sa-

dhukara）を与えるかのように、大地が水を周辺として震動した。

ここでは「大地の震動」が「賛辞（sadhukara）を与えること」と同義に理

解されている。この賛辞（sadhukara）とは、初期経典において仏陀が「その

通りです、その通りです（sadhu sadhu）」などと随喜することで仏弟子たち

が説いた教説を事後承認することである。上座部註釈家たちは、この賛辞を以

て、仏弟子たちの説いた教説にも“仏説”と同等の権威が付託されるものと理

解している24)。すなわち、第一結集において起きた「大地の震動」は、そこで

収載された聖典が“仏説”に適った正統なるものであることを保証しているの

である。この「大地の震動」は、上記にある律蔵の合踊に続いて、四部の合踊

と、阿毘達磨蔵の合踊において等しく言及されているが25)、小部（小書）の合

22）PTS:pat・hamam・ parajikan,VRI:pat・hamaparajikan
23）PTS:ca nesam・,VRI:tesam・
24）清水俊史［2015e］

25）DNA.(p. 14.23-27):

Atha kho ayasmaMahakassapo ayasmantam・ Ānandam・ Brahmajalassa nidanam
 

pi pucchi, puggalam pi pucchi, vatthum pi pucchi. Āyasma Ānando vissajjesi.

Vissajjanavasane panca arahantasatani sajjhayam(1)akam・su.Vuttanayen’eva ca 
pathavikampo ahosi.
そこで長老マハーカッサパは、長老アーナンダに「梵網〔経〕」の因縁についても尋

ね、人についても尋ね、事柄についても尋ねた。〔それに〕長老アーナンダは答えた。
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踊においては言及されず次のように説明されているだけである。

DNA.(Vol.I p. 15.22-29):

Tato param・ Jatakam・, Niddeso
26), Pat・isambhidamaggo

27), Suttanipato,28)

Dhammapadam・, Udanam・, Itivuttakam・, Vimanavatthu, Petavatthu,

Thera-Therıgatha29) ti imam・ tantim・ sam・gayitva ‘‘Khuddakagantho
 

nama ayan30)’’ti ca vatva ‘‘Abhidhammapit・akasmim・ yeva sam・gaham・

aropayim・su’’ti Dıghabhan・aka vadanti.Majjhimabhan・aka pana ‘‘Cari-

yapit・aka-Apadana-Buddhavam・sesu
31) saddhim・ sabbam pi tam・

32) Khud-

dakagantham・ nama Suttantapit・ake pariyapannan’’ti vadanti.

それから後に、『ジャータカ』『義釈』33)『無礙解道』34)『スッタニパータ』35)

答えの終わりに、五百人の阿羅漢たちが誦唱した。先のとおりに大地が震動した。

(1)PTS:sajjhayam,VRI:gan・asajjhayam

 

DNA.(p. 15.14-21):

Tato anantaram・ Dhammasam・gani-Vibhan
・gan ca Kathavatthun ca Puggalam・

Dhatu-Yamaka-Pat・t・hanam・
(1) abhidhammo ti vuccati(2). Evam・ sam・van・n・itam・

sukhumanan・agocaram・ tantim・ sam・gayitva -‘‘idam・ abhidhammapit・akam・ nama’’

ti vatva panca arahantasatani sajjhayam akam・su. Vuttanayen’eva pathavi-

kampo ahosi(3).
その直後に、『法集論』『分別論』『論事』『人施設論』『界論』『双論』『発趣論』とい

う阿毘達磨がある、と言われる。このように称賛される微細な智の領域である聖文

（tanti）を合誦して「これが阿毘達磨蔵と呼ばれる」と言い、五百人の阿羅漢たち

が読誦した。先に述べたとおりに大地の震動が起こった。

(1)PTS: Dhammasam・gani-Vibhan
・gan ca Kathavatthun ca Puggalam・

Dhatu-Yamaka-Pat・t・hanam・, VRI: dhammasan
・gahavibhan・gadhatukath-

apuggalapannattikathavatthuyamakapat・t・hanam・
(2)PTS:vuccatıti,VRI:vuccati
(3)PTS:ahosi,VRI:ahosıti

26）PTS:Mahaniddeso Culaniddeso,VRI:Niddeso
27）PTS:omit,VRI:add Apadanam・
28）PTS:omit,VRI:add Khuddakapat・ho
29）PTS:Thera-Therıgatha,VRI:Theragatha Therıgatha
30）PTS:nama ayan,VRI:namayan
31）PTS:Cariyapit・aka-Apadana-Buddhavam・sesu,VRI:cariyapit・akabuddhavam・sehi
32）PTS:pi etam・,VRI:p’etam・
33）PTSでは『大義釈』と『小義釈』の両書に分けて言及しているが、先行研究との整合

性を勘案して、ここでは『義釈』とする。

34）VRI版に従うならば、ここに『アパダーナ』が挿入されており、長部誦者と中部誦者
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『ダンマパダ』『ウダーナ』『イティヴッタカ』『天宮事』『餓鬼事』『長老

』『長老尼 』という、これらの聖文（tanti）を合誦して「これは小書

（Khuddaka-gantha）と呼ばれる」と言い、長部誦者たちは「阿毘達磨

蔵において結集に載せた」と主張する。しかし中部誦者たちは「『チャリ

ヤーピタカ』『アパダーナ』36)『ブッダヴァンサ』とともに、このすべての

小書と呼ばれるものは、経蔵に収められた」と主張する37)。

ともに小部（小書）として認めていたことになる。

35）VRI版に従うならば、ここに『クッダカパータ』が挿入される。しかしこれは後代に、

小部十五書の定義にあわせて齟齬が起きぬように付与されたものであると考えられる。馬

場紀寿［2008：pp. 228-229註36］を参照。

36）VRI版に従うならば、この箇所の『アパダーナ』は削除される。

37）PTS版とVRI版との間で『クッダカパータ』の有無、ならびに『アパダーナ』の扱い

に相違点が確認される。この違いをどの様に評価するかは難しい問題であるが、ひとまず

ここではPTS版に従う。なお、『クッダカパータ』は、VRI版においてのみ言及される。

また、『アパダーナ』については、PTS版に従えば、中部誦者のみがこれを小書に含めて

いたことになる。一方のVRI版に従えば、長部誦者・中部誦者ともに『アパダーナ』を

小書のうちに含めており、中部誦者だけが小書として認める典籍は『チャリヤーピタカ』

『ブッダヴァンサ』の二つとなる。これを表にすれば次のように纏められる。

PTS版 VRI版

長部誦者 中部誦者 長部誦者 中部誦者

『アパダーナ』 ○ ○ ○

『チャリヤーピタカ』 ○ ○

『ブッダヴァンサ』 ○ ○

なお、ダンマパーラによる復註（DNT・.）においても記述に揺らぎが見られる。VRI版

では「『チャリヤーピタカ』と『ブッダヴァンサ』は、『ジャータカ』に属する」（Cariya-

pit・akabuddhavam・sanan）とあって、そこに『アパダーナ』は含まれないが、PTS版で

は「『チャリヤーピタカ』や『ブッダヴァンサ』など」（Cariyapit・akabuddhavam・sadınan)

とあり『アパダーナ』が含まれ得る記述になっている（下記の波線部を参照）。

DNT・.(Vol.I p. 29.13-25):

Jatakadike Khuddakanikayapariyapanne,yebhuyyena ca dhammaniddesabhute
 

tadise Abhidhammapit・ake san
・gan・hitum・ yuttam・,na pana Dıghanikayadippakare 

Suttapit・ake
(1),napi pannattiniddesabhute Vinayapit・ake ti Dıghabhan・aka ‘‘Jata-

kadınam・ Abhidhammapit・ake san
・gaho’’ti vadanti.Cariyapit・akabuddhavam・sadı-

nan(2) c’ettha agahan・am・, Jatakagatikatta. Majjhimabhan・aka pana ‘‘at・t・huppa-

ttivasena desitanam・ Jatakadınam・ yathanulomadesanabhavato tadise Suttapit・ake 
san・gaho yutto, na pana sabhavadhammaniddesabhute yathadhammasasane

 
Abhidhammapit・ake’’ti Jatakadınam・ Suttantapit・akapariyapannatam・ kathayanti.

Tattha ca yuttam・ vicaretva gahetabbam・.
『ジャータカ』などが「小部」に収められるが、〔それらを〕その多くが法を説示する

ものである阿毘達磨蔵に集めることが妥当であり、『長部』などの分類を持つ経蔵に

〔集めることは妥当では〕なく、また施設（pannatti）を説示するものである律蔵に
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ここでは小部の合誦内容について長部誦者と中部誦者との間で見解が分かれ

ており、小部（小書）の構成内容や位置づけについて上座部内で議論のあった

ことが窺える。このうち中部誦者の見解が、上座部において採用されている38)。

この小部（小書）の解説が終わると、第一結集伝承は一旦中断され三蔵五部

の諸経典を種々の角度から配分する「仏語の分類」が挿入される39)。そしてこ

の分類説明が終わると再び第一結集の伝承に話が戻り、結集の終わりと共に再

び「大地の震動」が起こったことが説かれる40)。だがここでの「大地の震動」

は、第一結集の終了に対して起こったものであり、小部（小書）の合踊に対し

て起こったものではない。以上の第一結集記事の次第と、「大地の震動」の有

無を纏めれば次のようになろう。

大地の震動

① 律蔵の合踊 DNA.(Vol.I pp. 12.3-13.26) ○

② 経蔵の合踊 DNA.(Vol.I pp. 13.27-15.13) ○

③ 阿毘達磨蔵の合踊 DNA.(Vol.I p. 15.14-21) ○

④ 小部（小書）の合踊 DNA.(Vol.I p. 15.22-29) ×

⑤ 仏語の分類 DNA.(Vol.I pp. 15.30-24.32)

⑥ 合誦の終了 DNA.(Vol.I pp. 24.33-25.23) ○

〔集めることも妥当では〕ないゆえに、長部誦者たちは「『ジャータカ』などを阿毘

達磨蔵に集めた」と主張する。『チャリヤーピタカ』や『ブッダヴァンサ』などは、

『ジャータカ』に属するものとされたので、ここに含められていない。しかし中部誦

者たちは「〔説く〕必要が生じた故に説かれた『ジャータカ』などは、随順に応じた

説示であるから、そのような経蔵に集めることが妥当である。そして、自性法を説示

するものであり、法に応じた教えである阿毘達磨蔵に〔集めることは妥当では〕な

い」と説く。

(1)PTS:Suttapit・ake,VRI:Suttantapit・ake(always)
(2)PTS:-adınan,VRI:-anan

このダンマパーラの復註において確認される異読は、小部十五書という枠組みを重んじ

て、それと整合性を持たせるために加筆された結果であろう。

38）ただしブッダゴーサ以前の著作においても、長部誦者の見解を反映した三蔵の構成が言

及される用例はないようである。パーリ律（Vin.）の附随や『島史』（Dv.）において、

一般的に阿毘達磨は「七論」と表現されるため、これら小書十一書がそこに入り込む余地

はない。Vin.(Vol.V p. 3.4-5)、Dv.7,43(p. 52.19-21)、Dv.18,13(p. 97.5-6)、Dv.18,
19(p. 97.18-199、Dv.18,33(p. 98.19-20)を参照。

39）ここで挿入されている「仏語の分類」は、結集された聖典を種々の角度から分析する内

容であって、第一結集において起こった出来事を伝えているものではない。

40）DNA.(p. 25.15-21)
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このように、「律蔵→四部（経蔵）→阿毘達磨蔵→小部（小書）」の順で合誦

され、そのうち小部（小書）に対してのみ「大地の震動」が起きていない41)。

この「大地の震動」は、仏陀による事後承認（賛辞）と同義であると理解され

ていることから、これを欠いている小部（小書）の権威は、他の三蔵と比べて

相対的に一段落ちるものと考えられる42)。

第二節 隠没伝承における小部の痕跡

続いて、上座部にのこる隠没伝承から、そのなかの小部の立ち位置を考察す

る。上座部では、時代が進むとともに正しい教え（sasana）が徐々に衰退し

てゆき、やがて消滅してしまうと理解されている。この仏教の正しい教え

（sasana）の消滅は、(1)証得（聖果の獲得）、(2)正行（正しい実践）、(3)教

法（三蔵）という三つが隠没すること、もしくはこれに(4)外相（威儀や身な

り）、(5)遺骨（仏陀の舎利）を加えた五つが隠没することによって引き起こさ

れるが43)、この五つのうち「教法（三蔵）が隠没」こそが仏教の正しい教え

41）⑤「仏語の分類」に対して大地の震動が起こっていない理由は、結集された上座部聖典

の分類法を示したものであって、第一結集における出来事そのものではないからであると

考えられる。

42）馬場紀寿［2008：pp. 212.16-213.5］は、小部（小書）に対して「大地の震動」が起き

ていないことを取り上げて、本来の結集記事は小部（小書）の前で終わっていると判断す

る。しかし実際には、表にも示したように、⑥「合誦の完成」に対して「大地の震動」が

起きているから、この理解は妥当ではない。むしろ本節において示したように「大地の震

動」は権威を附託するための記述であると考えられる。

43）この隠没について上座部註釈文献では、(α)証得・正行・教法の三種の隠没だけを説く

もの、(β)この三種隠没をもとに外相・遺骨の二隠没を附随的に解説するもの、(γ)五種

の隠没をそれぞれ独立させて説くもの、という三パターンが残されている。表に纏めれば

次のようになろう。

資料 (1)証得 (2)正行 (3)教法 (4)外相 (5)遺骨

(α) ○ ○ ○ ― ―

(β) ○ ○ ○ △ △

(γ) ○ ○ ○ ○ ○

△＝附随的に説かれる

この三パターンの中で、最も素朴な記述のものは(α)であり、逆に最も仔細なものは

(γ)である。なお、Mil. (pp. 133.28-134.8)では(1)(2)(4)の三種隠没を説いている。ま

た、これらの隠没伝承のうちには矛盾する記述も散見され、統一的に理解できるわけでは

ない。上座部における隠没伝承の展開については、浪花宣明［1998：pp. 85-87註１］も

参照。
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（sasana）が滅びる根本原因になる44)。

馬場紀寿［2008：pp. 162-174］は、この「教法（三蔵）の隠没」において

三蔵の構成が言及されること、さらにそのなかに小部が体系的に説かれていな

いことの二点に着目して、これら隠没伝承が経蔵四部構成の旧三蔵に言及して

いると理解している。ところがこの隠没伝承の取り扱いには重大な問題がある。

馬場紀寿は、三種のヴァリエーションが残されている隠没伝承のうち、一つだ

けに小部の要素が、それも『ジャータカ』だけが取り上げられていることに注

目している45)。しかし実際には、これら隠没伝承のうちには、『スッタニパー

タ』に含まれる「サビヤの質問」や、阿毘達磨・四部（経蔵）・律蔵の外側に

あってかつ三蔵に含まれる「 頌」などの「小部」に相当する記述が残されて

いる46)。

そこで本節では、これら三種の隠没伝承を考察することで、１）これら諸資

料のうちに第五部（小部）に相当する典籍が言及されていること（あるいは小

部が存在する余地を残していること）、２）および、小部（とりわけその構成

要素の中心である「 頌」典籍）の権威が低く見られていたために、隠没伝承

において小部に明確な位置が与えられなかった可能性を指摘する。

第一項 隠没伝承(α)

まず、三種ある隠没伝承のうち、最も記述が素朴な隠没伝承(α)における

44）仏陀の教え（sasana）を維持する根本が何であるのかについては議論があったらしい。

隠没伝承(γ)を伝えるANA.i,10,33(Vol.I pp. 92.22-93.25)では、教法（pariyatti）が

根本であると主張する説法者（dhammakathika）と、正行（pat・ipatti）が根本であると

主張する糞掃衣派の長老（pam・sukulikatthera）とのあいだで議論があったことを記録し

ており、そのうち説法者の説が採用されている。

また、隠没伝承(α)においても、教法（pariyatti）が隠没によって教え（sasana）の

隠没が引き起こされると述べられている。そして隠没伝承(β)を伝えるDNA.28(Vol.III
 

p. 898.18-36)においても、「教法」（pariyatti）が隠没することにより「通達」（pat・ivedha)

と「正行」（pat・ipatti）の二つが維持できなくなるという理由で、やはり教法こそが教え

（sasana）を維持する根本であると理解している。

45）本稿が考察するところの隠没伝承(β)においてである。馬場紀寿［2008：pp. 163.16-

165.4］を参照。

46）あるいは黙殺している。馬場紀寿［2008：p. 163.1-10, pp. 224-225註12, p. 225註

13］を参照。
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「教法の隠没」を考察する。三蔵が消滅することで教え（sasana）が隠没し

てしまうと次のように説かれている。

SNA.16,13(Vol.II p. 203.6-18):

Yava pana tepit・akam・ buddhavacanam・ vattati,na tava sasanam・ antara-

hitan ti vattum・ vat・t・ati.Tit・t・hantu tın・i va,Abhidhammapit・ake antara-

hite itaresu dvısu tit・t・hantesu pi antarahitan ti na vattabbam eva.Dvısu
 

antarahitesu Vinayapit・akamatte t・hite pi,tatrapi khandhakaparivaresu
 

antarahitesu ubhatovibhan・gamatte,mahavinaye antarahite dvısu pati-

mokkhesu vattamanesu pi sasanam・ anantarahitam eva.Yadapana dve
 

patimokkha antaradhayissanti, atha pariyattisaddhammassa antarad-

hanam・ bhavissati.Tasmim・ antarahite sasanam・ antarahitam・ nama hoti.

【教法の隠没】しかし、三蔵たる仏語が残っている限り、「教え（sasana)

は隠没した」と言うことは出来ない。三〔蔵〕が存在していれば〔もちろ

ん「教えは隠没した」とは言われず〕、阿毘達磨蔵が隠没しても他の二

〔蔵〕が存在していれば「〔教えは〕隠没した」とは言われない。二〔蔵〕

が隠没しても律蔵が存続していれば〔「教えは隠没した」とは言われず〕、

そのなかの 度・附随が隠没しても両分別が存続していれば〔「教えは隠

没した」とは言われず〕、大律が隠没しても二つの波羅提木叉が残ってい

れば教えは隠没していない。けれども、二つの波羅提木叉が隠没すれば、

そのとき教法（pariyatti）の正法は隠没するだろう。それが隠没したと

きに「教え（sasana）は隠没した」と言われる。

すなわち「阿毘達磨蔵→経蔵→律蔵（ 度部・附随→両分別→波羅提木叉）」

の順で隠没してゆき、最後に波羅提木叉が隠没することによって教法

（pariyatti）が隠没したことになり、それこそが「教え（sasana）の隠没」

であると説かれている。ここでは、経蔵の仔細については触れられていないた

め、そこに小部が含まれ得る解釈の余地を残している。
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第二項 隠没伝承(β)

前項において検討した隠没伝承(α)では、経蔵が四部であるか五部であるか

言及がないため、小部の扱いは不明確であった。続いて別の註釈文献に残され

ている隠没伝承(β)の「教法（三蔵47)）の隠没」を検討する。この隠没伝承

(β)では、経蔵（四部）の隠没と律蔵の隠没のあいだに、小部に相当すると考

えられる「 頌」の存在が言及されている48)。

DNA.28(Vol.III p. 898.36-899.18):

Yada pana sa antaradhayati tada pat・hamam・ Abhidhammapit・akam・

nassati. Tattha Pat・t・hanam・ sabbapat・hamam・ antaradhayati. Anuk-

kamena paccha Dhammasan・gaho. Tasmim・ antarahite itaresu dvısu
 

Pit・akesu t・hitesu sasanam・ t・hitam eva hoti. Tattha Suttantapit・ake
 

antaradhayamane pat・hamam・ An・guttaranikayo Ekadasakato pat・t・haya
 

yava ekaka antaradhayati. Tadanantaram・ Sam・yuttanikayo Cak-

kapeyyalato pat・t・haya yava Oghataran・aantaradhayati.Tadanantaram・

Majjhimanikayo Indriyabhavanato pat・t・haya yava Mulapariyayaantar-

adhayati. Tadanantaram・ Dıghanikayo Dasuttarasuttato49) pat・t・haya
 

yava Brahmajala antaradhayati.Ekissa pi dvinnam pi gathanam・ puc-

chaaddhanam・ gacchati;sasanam・ dharetum・ na sakkoti Sabhiyapuccha

viya Āl・avakapuccha viya ca.Eta
50) kira Kassapabuddhakalika antara

sasanam・ dharetum・ nasakkhim・su.Dvısu pana Pit・akesu antarahitesu pi
 

Vinayapit・ake t・hite sasanam・ tit・t・hati. Parivarakhandhakesu antara-

hitesu ubhato Vibhan・ge t・hite t・hitam eva hoti.Ubhato Vibhan
・ge antara-

hite Matikaya t・hitaya pi t・hitam eva hoti. Matikaya antarahitaya

47）DNA.28(Vol.III p. 898.19-20):

Tattha pariyattıti tın・i pit・akani.
そのうち「教法」とは三蔵である。

48）なお、VibhA. (p. 432.12-32)においても、この隠没伝承(β)と同文が含められている。

49）PTS:Dasuttara-suttato,VRI:Dasuttarato
50）PTS:eka,VRI:eta
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Patimokkhapabbajjaupasampadasu t・hitasu
51) sasanam・ tit・t・hati.

【阿毘達磨蔵の隠没】さて、これが隠没する時には、最初に阿毘達磨蔵が

消滅する。そのうち、『発趣論』が全てのうちで初めに隠没する。順に

〔隠没していき〕、最後に『法集論』が〔隠没する〕。それが隠没したとし

ても、他の二つの蔵が存続している間は、教えは存続する。【経蔵の隠没】

そのうち経蔵が隠没する時には、最初に『増支部』が第十一集からはじま

って第一集に至るまで隠没する。この直後に、『相応部』が「輪中略」か

らはじまって「渡暴流」に至るまで隠没する。この直後に、『中部』が

「根修習」からはじまって「根本法門」に至るまで隠没する。この直後に、

『長部』が「十上経」からはじまって「梵網」に至るまで隠没する。【

頌について】一つ、二つの 頌として質問が残存していても、〔それは〕

教えを保つことが出来ない。「サビヤの質問」や「アーラヴァカの質問」

のようにである。伝え聞くに、これら〔の質問〕は、カッサパ仏の時代に

属するものだが、教え（sasana）を保つことが出来なかった。【律蔵の隠

没】さらに二つの蔵が隠没しても、律蔵が存続している間は、教えも存続

している。附随と 度部が隠没しても、両分別が存続していれば、〔教え

も〕存続している。両分別が隠没しても、論母が存続していれば、〔教え

も〕存続している。論母が隠没しても、波羅提木叉と出家・具足とが存続

していれば、教え（sasana）は存続している。

すなわち「阿毘達磨蔵（七論）→経蔵（四部）→律蔵（附随→ 度部→両分

別→論母→波羅提木叉・出家・具足）」の順で隠没すると説かれている。ここ

で注目されるのは、四部の隠没記事に続いて「 頌」に関する記述が挿入され、

たとえ 頌が残っていてもそれは教えを保つには十分ではない、と評価されて

いる点である。ここで言及されている「サビヤの質問」と「アーラヴァカの質

問」は、小部の『スッタニパータ』に含まれる 頌に他ならない52)。註釈文献

に残された因縁によれば、これらの 頌は、カッサパ仏の時代に説かれたもの

51）PTS:omit,VRI:add t・hitasu
52）Sn.181-192、Sn.510-547
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であり、シャカ仏が出現するまでの無仏のあいだ天界に保存されていたと理解

されている53)。

このように隠没伝承(β)では、小部への直接言及はないものの、そこに含ま

れる 頌を喩えに出しながら、それが仏教の教えを保つのに不十分であると述

べている。このことは、上座部三蔵における 頌に対する評価を、ひいては主

としてその 頌によって構成される小部の位置付けを反映していると考えられる。

第三項 隠没伝承(γ)

最後に、上座部に残される三種の隠没伝承のうち、最も詳細な隠没伝承(γ)

における「教法（三蔵54)）の隠没」を検討する。この隠没伝承(γ)は他の二つ

53）SnA.181-192(Vol.I p. 228.22-28):

Kuto pan’assa te panha ti? Tassa kira matapitaro kassapam・ bhagavantam・
payirupasitva at・t・ha panhe savissajjane uggahesum・. Te daharakale al・avakam・
pariyapun・apesum・.So kalaccayena vissajjanam・ sammussi(1).Tato‘‘ime panhapi

 
ma vinassantu’’ti suvan・n・apat・t・e jatihin

・gulakena likhapetva vimane nikkhipi.

Evam ete buddhapanha buddhavisaya eva honti.
【問】しかしこの質問はどこから〔得られたのか〕。【答】伝え聞くに、彼の母と父は、

カッサパ世尊に敬奉していて、八つの質問と〔その〕回答を学んだ。彼らはアーラヴ

ァカが幼少の時に〔彼にその質問と回答を〕学ばせた。彼は時が経つと、回答を忘れ

てしまった。それゆえに「この質問が消えてしまわないように」と、黄金の板に朱墨

で記して宮殿に置いた。このように、これら仏への質問は、仏を対象とするものだけ

であった。

(1)PTS:pammussi,VRI:sammussi
54）隠没伝承(γ)においても教法は三蔵であると定義されるが、三蔵に先立って註釈（アッ

タカター）が失われ、それに続いて三蔵が失われると理解されている。

ANA.i,10,33(Vol.I p. 88.3-14):

Pariyattıti tepit・akam・ buddhavacanam・ sat・t・hakatha pal・i.Yava sa tit・t・hati, tava 
pariyatti paripun・n・a nama hoti. Gacchante gacchante kale kaliyugarajano(1)

adhammika honti, tesu adhammikesu rajamaccadayo adhammika honti, tato
 

rat・t・hajanapadavasino ti.Etesam・ adhammikataya na devo samma(2)vassati,tato
 

sassani na sampajjanti.Tesu asampajjantesu paccayadayakabhikkhusam・ghassa 
paccaye datum・ na sakkonti, bhikkhu paccayehi kilamanta antevasike sam・ga-

hetum・ na sakkonti.Gacchante gacchante kale pariyatti parihayati,atthavasena
 

dharetum・ na sakkonti,pal・ivasen’eva dharenti.
「教法」とは、三蔵たる仏語であり、註釈（アッタカター）を含むパーリである。そ

れが存続する限り、教法は円満であると言われる。時が進み、カリ期において王たち

が非法者になったとき、その非法者たちのうち王の取り巻きたちなどが非法者になり、

それ以降、国土の住民が〔非法者になる〕。これらの者たちが非法者となることによ

って雨が正しく降らなくなり、それ以降、穀物が育たなくなる。それらが育たないあ
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の隠没伝承では見られなかった「ジャータカ誦者」や「 頌の隠没」などの興

味深い記述が確認される。

ANA.i,10,33(Vol.I pp. 88.14-89.25):

Tato gacchante gacchante kale55) pal・im pi sakalam・ dharetum・ na sak-

konti, pat・hamam・ Abhidhammapit・akam・ parihayati. Parihayamanam・

matthakato pat・t・haya parihayati.Pat・hamam eva hi Pat・t・hanamahapa-

karan・am・
56) parihayati,tasmim・ parihıne Yamakam・,Kathavatthu,Pug-

galapannatti,Dhatukatha,Vibhan・go,Dhammasan・gaho ti.Evam・ Abhid-

hammapit・ake parihıne matthakato pat・t・haya Suttantapit・akam・ pari-

hayati. Pat・hamam・ hi An・guttaranikayo parihayati, tasmim pi pat・-

hamam・ ekadasakanipato, 57) ...pe... tato ekakanipato ti. Evam・ An・gu-

ttare parihıne matthakato pat・t・haya Sam・yuttanikayo parihayati. Pat・-

hamam・ hi mahavaggo parihayati,tato sal・ayatanavaggo,khandhavag-

go, nidanavaggo, sagathavaggo ti. Evam・ sam・yuttanikaye parihıne
 

matthakato pat・t・haya Majjhimanikayo parihayati.Pat・hamam・ hi upar-

ipan・n・asako parihayati,tato majjhimapan・n・asako,tato mulapan・n・asako
 

ti.Evam・ Majjhimanikaye parihıne matthakato pat・t・haya Dıghanikayo
 

parihayati. Pat・hamam・ hi pathikavaggo parihayati, tato mahavaggo,

tato sılakkhandhavaggo ti. Evam・ Dıghanikaye parihıne Suttantapi-

いだ、生活必需品を施す者たちが比丘僧伽に生活必需品を施せなくなり、比丘たちは

生活必需品に欠乏して、弟子たちにまで与えることが出来なくなる。時が進むにつれ

て、教法が断絶し、意義について保つことが出来なくなるが、パーリについてのみ保

つ。

(1)PTS:kaliyugarajano,VRI:rajayuvarajano
(2)PTS:na devo samma,VRI:devo na samma

ANpT・.i,10,33(p. 127.5-6);ANT・.(VRI:Vol.I p. 109.11):

Atthavasena ti at・t・hakathavasena.
「意義について」とは「アッタカターについて」である。

55）PTS:kale gacchante,VRI:gacchante gacchante kale
56）PTS:Mahapakaran・am・,VRI:Pat・t・hanamahapakaran・am・
57）PTS:omit ,VRI:add tato dasakanipato
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t・akam・ parihınam・ nama hoti. Vinayapit・akena saddhim・ Jatakam eva
 

dharenti pi58). Vinayapit・akam・ lajjino va dharenti, labhakama pana

‘‘suttante kathite pi sallakkhenta n’atthı’’ti Jatakam eva dharenti.

Gacchante gacchante kale Jatakam pi dharetum・ na sakkonti. Atha
 

tesam・ pat・hamam・ vessantarajatakam・ parihayati, tato pat・ilomak-

kamena pun・n・akajatakam・, mahanaradajatakan ti pariyosane apa-

n・n・akajatakam・ parihayati. Evam・ Jatake parihıne vinayapit・akam eva
 

dharenti. Gacchante gacchante kale tam59) pi matthakato pat・t・haya
 

parihayati. Pat・hamam・ hi parivaro parihayati, tato khandhako,

bhikkhunıvibhan・go,mahavibhan・go ti anukkamena uposathakkhandha-

kamattam eva dharenti. Tada pi pariyatti antarahita na hoti. Yava
 

pana manussesu catuppadikagatha60) pi pavattati, tava pariyatti
 

anantarahita va hoti.Yada saddho pasanno rajahatthikkhandhe suva-

n・n・acan
・kot・akamhi sahassatthavikam・ t・hapapetva ‘‘buddhehi kathitam・

catuppadikagatham・ jananto imam・ sahassam・ gan・hatu’’ti nagare bherim・

carapetvagan・hanakam・ alabhitva‘‘ekavaram・ carapite nama sun・antapi
 

honti asun・anta pı’’ti yava tatiyam・ carapetva gan・hanakam・ alabhitva

rajapurisa61) sahassatthavikam・ puna rajakulam・ pavesenti, tada par-

iyatti antarahita nama hotıti62).Idam・ pariyattiantaradhanam・ nama.

【阿毘達磨蔵の隠没】それから時が進むにつれて、パーリ全体を保つこと

が出来なくなる。最初に阿毘達磨蔵が失われる。失われる場合には端から

失われる。最初に『発趣大論』が失われ、それが失われると『双論』『論

事』『人施設論』『界論』『分別論』『法集論』が〔順に失われる〕。【経蔵の

隠没】このように阿毘達磨蔵が失われると、端から経蔵が失われる。最初

に『増支部』が失われる。そのなかでも最初に第十一集が〔失われ〕…中

58）PTS:add pi,VRI:omit
59）PTS:tam,VRI:vinayapit・akam
60）PTS:catu-,VRI:catu-
61）PTS:omit,VRI:add tam・
62）PTS:-tıti.,VRI:-ti.
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略…それから第一集が〔失われる〕。このように『増支〔部〕』が失われる

と、端から『相応部』が失われる。最初に大品が失われ、それから六処品、

蘊品、因縁品、有 品が〔失われる〕。このように『相応部』失われると、

端から『中部』が失われる。最初に後分五十〔編〕が失われ、それから中

分五十〔編が失われ〕、それから根本五十〔編が失われる〕。このように

『中部』が失われると、端から『長部』が失われる。最初にパーティヤ品

が失われ、それから大品が〔失われ〕、それから戒蘊品が〔失われる〕。こ

のように『長部』が失われると、経蔵が失われたと言われる。【ジャータ

カの隠没】律蔵と共にまさに『ジャータカ』を保持する。恥を知る者は律

蔵を保持するが、利得を欲する者は「経を語っても理解するものはいな

い」と『ジャータカ』だけを保持する。時が進むにつれて『ジャータカ』

すらも保持できなくなる。その時、それら〔『ジャータカ』〕のなかで、最

初に「ヴェッサンタラ・ジャータカ」が失われる。それから逆順に「プン

ナカ・ジャータカ」、「大ナーラダガカッサパ・ジャータカ」が〔失われ〕、

最後に「アパンナカ・ジャータカ」が失われる。このように『ジャータ

カ』が失われると、律蔵だけを保持する。【律蔵の隠没】時が進むにつれ

て、それ（律蔵）も端から失われる。最初に附随が失われ、それから 度

部、比丘尼分別、大分別が順に〔失われ〕、布薩部だけを保持する。その

時でも教法は隠没しない。【 頌の隠没】そして、人々のあいだに四句か

らなる が起こるあいだは、教法はまさに隠没しない。信仰を持ち浄信を

抱く王が、象の肩に〔置いた〕黄金の小箱に千〔金〕の入った袋を入れて

「諸仏が説いた四句からなる を知っている者に、この千〔金〕を与え

る」と都で太鼓を打って廻ったが授与者を獲られず、「一回目に廻った時

には、〔私の話を〕聞いていた者もいたが、聞いていない者もいた」と、

三度にわたり廻っても授与者を獲られないまま、王の家臣たちが〔その〕

千金の入った袋を再び王の蔵に戻すときに、教法が隠没したと言われる。

これが、「教法の隠没」と呼ばれる。

ここでは「経蔵（四部）→阿毘達磨蔵（七論）→ジャータカ→律蔵（附随→
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度部→両分別→布薩部）→ 頌」の順で隠没が説かれている。上訳からもわ

かるように、隠没伝承(γ)だけに確認できる特徴として、１）経蔵と律蔵の隠

没のあいだに『ジャータカ』の隠没が挿入されること、２）律蔵の隠没の後に

「 頌の隠没」が説かれること、の二点が確認される63)。続いてこの二点を検

討することで、上座部における小部の扱いを考察していく。

(ａ)ジャータカ誦者

まず、隠没伝承(γ)に含まれるジャータカ誦者への言及から考察する。先ほ

ど検討した隠没伝承(γ)の内容によれば、四部（経蔵）が隠没した後には、律

蔵を保持する「恥を知る者」と、『ジャータカ』を保持する「利得を欲する者」

とが存在する。この「利得を欲する者」について、馬場紀寿［2008：p. 225

註16］は、「在家者からの寄付を期待する出家者」であると予想している。こ

の指摘の妥当性を補強する記述が、『分別論註』におけるジャータカ誦者への

言及から確認される。そこでは、ジャータカ誦者が在家者の部屋を家捜しして

見つけた食べ物を布施するように要求し、その在家者から「坊主」（mun・d・aka)

という侮蔑の言葉を浴びせられている。

VibhA.(p. 484.9-27):

Jatakabhan・akavatthu c’ettha kathetabbam・. Eko kira jatakabhan・a-

katthero bhunjitukamo upat・t・hayikaya geham・ pavisitva nisıdi. Sa

adatukama ‘‘tan・d・ula n’atthı’’ti bhan・antıtan・d・ule aharitukama viya
 

pat・ivissakagharam・ gata. Bhikkhu antogabbham・ pavisitva olokento
 

kavat・akon・e ucchum・, bhajane gul・am・, pit・ake lon・amacchaphalam・,

kumbhiyam・ tan・d・ule,ghat・e ghatam・ disva nikkhamitva nisıdi.Gharan・ı

‘‘tan・d・ulam・ nalatthan’’ti agata.Thero‘‘upasike,ajja bhikkhana sampa-

jjissatıti pat・ikacc’eva nimittam・ addasan’’ti aha.‘‘Kim・, bhante’’ti?

‘‘Kavat・akon・e nikkhittam・ ucchum・ viya sappam・ addasam・;tam・ paharis-

63）またここでは、僧団ではなく在俗者たちのあいだに 頌が残存しているかどうかが問題

となっている点も興味深い事実である。
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samıti olokento bhajane t・hapitam・ gul・apin・d・am・
64) viya pasan・am・;

led・d・ukena
65) pahat・ena sappena katam・ pit・ake nikkhittalon・amaccha-

phalasadisam・ phan・am・;tassa tam・ led・d・um・ d・asitukamassa
66) kumbhiya

tan・d・ulasadise dante;ath’assa kupitassa ghat・e pakkhittaghatasadisam・

mukhato nikkhamantam・ visamissakam・ khel・an’’ti.Sa‘‘na sakkamun・-

d・akam・ vancetun’’ti ucchum・ datvaodanam・ pacitvaghatagul・amacchehi
 

saddhim・ adasıti.

ジャータカ誦者の事案がここで語られるべきである。伝え聞くに、一人の

ジャータカ誦者である長老が、食事をしたいと欲して奉仕者の家に入って

坐った。〔食事を〕与えたくなかった女は「米がない」と語りながら、米

を持って来ようとする振りをして、隣の家に行った。比丘は内部屋に入っ

て家捜しをして、戸の隅に甘蔗を、器の中に砂糖を、籠の中に塩漬けの魚

を、瓶の中に米を、壺の中に を見つけ、戻って〔再び〕坐した。主婦が

「米は得られませんでした」と〔言って〕帰ってきた。長老は「優婆夷よ、

今日、乞食はうまくいかないだろうという前兆を見ました」と言った。

〔主婦は〕「尊師よ、どのようなものでしょうか」〔と言った。〕「戸の隅に

置かれた甘蔗のような蛇を見ました。“それを打撃してやろう”と眺める

と、器の中に置かれた砂糖の塊のような石を〔見ました〕67)。〔その〕塊に

て打撃された蛇が、籠の中に置かれた塩漬け魚のように、鎌首をもたげる

のを〔見ました〕。その塊を嚙もうとするそれ（蛇）の歯が、瓶の中の米

のようであるのを〔見ました〕。そして、この怒った〔蛇〕の口から出た

毒の混じた唾液が、壺の中に入れられた のようであるのを〔見ました〕」

と。彼女は「坊主を欺くことは出来ない」と甘蔗を与え、米飯を炊き、

・砂糖・魚を添えて〔比丘に〕与えた。

これと同文が『清浄道論』では「詭詐」（kuhana）を戒める箇所で説かれる

64）PTS:gul・apin・d・e,VRI:gul・apin・d・am・
65）PTS:pasan・aled・d・uke,VRI:pasan・am・ led・d・ukena
66）PTS:d・asitu-,VRI:d・am・situ-
67）VibhA.の PTS版では意味が通じない。VRI版の読みを取る。
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ことから68)、上記でのジャータカ誦者による行いは上座部において非難される

べきものである。この他にも、ジャータカ誦者が非難される記述が確認される。

また『中部註』では仏在世時にいたジャータカ誦者について次のように説かれ

ている。

MNA.38(Vol.II p. 305.5-19):

So ca bhikkhu bahussuto, ayam・ appassuto, jatakabhan・ako bhaga-

vantam・ jatakam・ kathetva, ‘‘aham・, bhikkhave, tena samayena Ves-

santaro ahosim・, Mahosadho, Vidhurapan・d・ito, Senakapan・d・ito, Maha-

janako raja ahosin’’ti samodhanentam・ sun・ati.Ath’assa etad ahosi -

‘‘ime rupavedanasannasan・kharatattha tatth’eva nirujjhanti,vinnan・am・

pana idhalokato paralokam・, paralokato idhalokam・
69) sandhavati

 
sam・saratı’’ti sassatadassanam・ uppannam・. Ten’aha -‘‘tad ev’idam・

vinnan・am・ sandhavati sam・sarati anannan’’ti. Sammasambuddhena
 

pana, ‘‘vinnan・am・ paccayasambhavam・, sati paccaye uppajjati, vina

paccayam・ n’atthi vinnan・assa sambhavo’’ti vuttam・. Tasma ayam・

bhikkhu buddhena akathitam・ katheti, jinacakke paharam・ deti,

vesarajjanan・am・ pat・ibahati,sotukamam・ janam・ visam・vadeti,ariyapathe
 

tiriyam・ nipatitva70) mahajanassa ahitaya dukkhaya pat・ipanno.

かの比丘（アリッタ比丘）は多聞であるが、この者（サーティ比丘）は無

聞のジャータカ誦者であり、世尊がジャータカを語り「比丘らよ、そのと

き私はヴェッサンタラであった。マホーサダであった。ヴィドゥラ師であ

った。セーナカ師であった。マハージャナカ王であった」と〔過去と現在

を〕連結させるのを聞いた。そのとき次のように思った。「これらの色・

受・想・行は、まさにその場その場において滅する。けれども、識は今世

から次世へ、次世から今世へ流転し、輪廻する」と、常見が生じた。それ

68）Vis.(pp. 28.16-29.2)
69）PTS:idhalokam・,VRI:imam・ lokam・
70）PTS:patitva,VRI:nipatitva
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ゆえに「この識は流転し、輪廻し、不変である」と語ったのである。しか

し正等覚者によって「識は縁より生起する。縁があれば生じ、縁なしに識

が生起することはない」と説かれている71)。従ってこの比丘は、仏陀によ

って語られていないことを語り、勝者の輪に打撃を与え、無畏の智を否定

し、聞こうと欲する人々を騙し、聖なる路の傍らに倒れて大衆の不利益の

ため苦のために実践している。

すなわち、サーティ比丘は、ジャータカを誦しているのにもかかわらず無聞

であり、常見が生じており、勝者の輪に打撃を与えているとまで説かれている。

ところが、註釈元である『中部』第38経「大愛尽経」のなかに、このサーティ

比丘がジャータカを誦していたことを示す記述は見当たらない。このような比

丘をジャータカ誦者と重ねて理解していることからも、上座部註釈家が、ジャ

ータカ誦者を軽視していたことが窺える。これを裏付けるように、ブッダゴー

サやダンマパーラなどに帰せられる、比較的成立の早い上座部註釈文献中には、

このジャータカ誦者（Jatakabhan・aka）の語が、上記二例を含めた八箇所に

見られるが、そのなかでジャータカ誦者を褒め称える記述は存在しない72)。

71）逐語的に一致する経典は存在しないようである。趣旨を要約したうえでの引用であると

考えられる。

72）この八箇所の概要を表に纏めれば次のようになる。

資料 概要

① VinA.(Vol.IV p. 789.20-23) ジャータカ誦者は、『ジャータカ』を学習し、
附随的に『ダンマパダ』も学ぶ。

② MNA.38(Vol.II p. 305.5-19) あるジャータカ誦者は、無聞であり、常見が
生じており、勝者の輪に打撃を与えている

③ ANA.iii,42(Vol.II p. 249.3-17) 大ジャータカ誦者のもとに若い比丘が法話を
聞きに行き、一日目は徒労に終わってしまっ
たが、二日目に預流果を得た。

④ SnA.137-139(Vol.I p. 186.30) 誦者間の読みの違いを示す。

⑤ KhpA.(p. 151.12);
SnA.269(Vol.I p. 300) 省略

ジャータカ誦者は、『ジャータカ』を読誦す
る。

⑥ CpA.(p. 154.18-19) 誦者間の読みの違いを示す。

⑦ VibhA.(p. 484.9-27) あるジャータカ誦者が在家宅を家捜しして、
見つけた食料の布施を求める。

⑧ Mhv.35,30 王が、マハーパドゥマという名前のジャータ
カ誦者から説法を聞いて信心を起こした。
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そして、これまでの先行研究によって、１）上座部文献のうちに四部の誦者

（bhan・aka）が登場するのに対して、小部については『ジャータカ』と『ダン

マパダ』の誦者だけが確認されること、２）『ダンマパダ』は『ジャータカ』

の附随的文献として説かれること、という二点が明らかになっている73)。この

ことから、『ジャータカ』は小部を代表する最も流布していた文献の一つであ

ったと考えられるが、そのジャータカ誦者が上座部文献において否定的に評価

このうちの四箇所（①④⑤⑥⑧）はジャータカ誦者そのものを評価するような内容では

なく、『ジャータカ』を読む者がジャータカ誦者であるという単なる説明や（①⑤）、誦者

間にある異読（④⑥）、そして史書において名前だけ言及される人物に過ぎない（⑧）。そ

して資料③も、ジャータカ誦者を褒め称える内容ではない。

ANA.iii,42(Vol.II p. 249.3-17):

Dıghavapiyam pi ‘‘mahajatakabhan・akathero gathasahassam・ mahavessantaram・
kathessatı’’ti mahagame(1) tissamahaviharavasiko(2) daharo sutva tato nik-

khamitva ekahen’eva navayojanamaggam・ agato. Tasmim・ yeva khan・e thero 
dhammakatham・ arabhi. Daharo duramaggagamanena sanjatakayadarathatta

pat・t・hanagathaya saddhim・ avasanagatham・ yeva vavatthapesi. Tato therassa

‘‘idam avoca’’ti vatva ut・t・haya gamanakale ‘‘mayham・ agamanakammam・
mogham・ jatan’’ti rodamano at・t・hasi.Eko manusso tassa

(3)katham・ sutva gantva

therassa arocesi,‘‘bhante,‘tumhakam・ dhammakatham・ sossamı’ti eko daharabhi-

kkhu tissamahavihara agato, so ‘kayadarathabhavena me agamanam・ mogham・
jatan’ti rodamano t・hito’’ti.‘‘Gacchatha sannapetha nam・

(4)puna sve kathessama’’

ti.So punadivase therassa dhammakatham・ sutva sotapattiphalam・ papun・i.
ディーガヴァーピにおいても「大ジャータカ誦者が千の 頌からなる大ヴェッサンタ

ラを語るだろう」と〔ティッサ〕(5)大村落にあるティッサ大僧院にいる若者が聞いて、

それから出発して一日かけて九ヨージャナの道程をやって来た。ちょうどその時、長

老が法話を始めた。若者は遠い道程ゆえに生じた身体の患悩から、最初の と最後の

だけを確定した。それから〔その若い比丘は〕、長老が「これを説きました」と言

う〔のを聞いてから〕立ち上がり、歩くときに「私の到着は虚しいことだった」と叫

びつついた。一人の男が、彼の話を聞いて、行き、長老に告げた。「尊師よ、“あなた

の法話を聞きたいです”とティッサ大僧院にいる一人の若い比丘がやってきました。

彼は、“体が疲れていたので、私の到着は虚しいことだった”と叫びつついました」

と。〔長老は言った〕「〔彼のもとに〕行って伝えなさい。明日、それを再び語りまし

ょう」と。翌日に彼は長老の法話を聞いて預流果を得た。

(1)PTS:mahagame,VRI:tissamahagame
(2)PTS:-vasiko,VRI:-vasıeko
(3)PTS:tassa,VRI:tam・
(4)PTS:omit,VRI:add ti
(5)VRIにより補う。

73）Adikaram, E.W.［1946：pp. 24-32］、森祖道［1984：pp. 274-282］、Norman, K.R.
［4：pp. 97.3-98.29］［1997：p. 44.17-26］
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されており、その他の小部諸経については誦者や伝持者の存在すらも殆ど知ら

れないという事実は、上座部内における小部への評価そのものが、その名が示

すように、四部に対して雑余のものに過ぎなかったことを示唆している。

(ｂ) 頌の隠没

続いて隠没伝承(γ)の最後に挿入されている「 頌の隠没」について考察す

る。上座部では「教法（三蔵）の隠没」を説くなかで上座部三蔵の構成内容に

言及している。この隠没伝承(γ)では「阿毘達磨蔵→四部（経蔵）→ジャータ

カ→律蔵（附随→ 度部→比丘尼分別→比丘分別→布薩部）→ 頌」いう順序

で「教法（三蔵）の隠没」が説かれている。すなわち、 頌が隠没する前に、

阿毘達磨蔵・四部（経蔵）・律蔵は既に隠没してしまっているのであるから、

ここでの「 頌」とは三蔵に含まれ、かつ阿毘達磨蔵・四部（経蔵）・律蔵以

外に属するもの、すなわち現行の小部に収められる 頌を強く意識していたと

考えられる74)。これを裏付けるようにダンマパーラ著『増支部復註』（ANpT・.)

では、この「 頌」が小部に収められる 頌と絡んで次のように註釈されてい

る。

ANpT・.(p. 127.8-9)；ANT・.(VRI:Vol.I p. 109.12-13):

Āl・avakapanhadınam・ viya devesu pariyattiyapavatti appaman・an ti aha

-‘‘manussesu’’ti.

「アーラヴァカの質問」などのように、諸天のあいだに教法が僅かな量存

続していたので「人々のあいだに」と言われている。

この註釈を理解するためには、先ほど検討した隠没伝承(β)も参照する必要

がある。すなわち、カッサパ仏の時代には、いくつかの 頌が天界に残ってい

74）この隠没伝承(γ)において、律蔵のなかで最後まで存続している布薩部においても 頌

が含まれるが、それは摂 （uddana）に過ぎない。したがって「 頌の隠没」において

問題となっている 頌ではありえない。なぜならこの隠没伝承では、「仏陀によって説か

れた 頌」が問題となっているからである。
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たのにもかかわらず教法が隠没してしまったという伝承である。これらの事情

を勘案すると、阿毘達磨蔵・四部（経蔵）・律蔵が忘却された後にも、小部に

含まれる 頌は人々の間に残り、それが忘れ去られることで教法が隠没するこ

とになる。しかし、たとえ天界にいくつかの 頌が残っていたとしても、それ

らだけでは仏陀の残した教法を存続させることは出来ない。

第四項 隠没伝承のまとめ

上座部に伝わる三つの隠没伝承を考察した結果、「阿毘達磨蔵→四部（経蔵）

→律蔵」の順で教法が隠没するという骨子は一致しているが、小部の扱いにつ

いては一貫していないことが明らかとなった。これら隠没伝承において、三蔵

に含まれ、かつ律蔵・四部（経蔵）・阿毘達磨蔵に含められない資料として

『ジャータカ』と「 頌」が言及され、これらは小部に相当すると考えられる

が、それらの扱いはその他の律蔵・四部（経蔵）・阿毘達磨蔵と比較して軽視

されている。このような小部の事情は、ジャータカ誦者は在家者に布施を要求

する恥知らずであると評価されたり、少数の 頌が残っていても仏教の教えを

維持することが出来ないと評価されることから裏付けられる。そして有部にお

いても上座部と同様の傾向が確認される。有部における正法滅尽においても三

蔵の存続／消滅が問題となっているが、「小（雑）蔵／阿含」は三蔵の外側に

置かれる解釈が存在するため、それが正法を維持するための体として十分に周

知されていたわけではない。このように両部派において、「小部」あるいは

「小（雑）蔵／阿含」の権威性は低かったと考えられる。

また、既に多くの研究によって、上座部においても、もともと経蔵は四部構

成であったが、後に小部が加えられ五部になったことが指摘されている75)。さ

らに、この小部は最初から現行の十五書によって構成されていたわけではなく、

75）前田惠學［別１(＝ 1964)：pp. 681-787］、森祖道［1984：pp. 274-282］、馬場紀寿

［2008：pp. 155-253］などを参照。これについては、諸部派に律蔵に残される第一結集

の記録において、「小（雑）蔵／阿含／部」に相当する典籍の扱いには一貫性が見られな

いのに対して、経蔵に「長」「中」「相応」「増支」の四種が含まれることは共通している

ことも根拠になる。また上座部資料中についても、経蔵が四部構成だった痕跡が残されて

いる。上座部所伝のDv. 4, 15に残される第一結集では、四部だけが「法」として合誦さ

れ、そこに小部が言及されていない。
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当初は『ジャータカ』や『ダンマパダ』などの 頌経典によって構成され、

徐々に時代と共に新しい資料が小部に加えられていったことが明らかになって

いる76)。そして、これら「 頌」による仏法の流布が、初期経典や律蔵におい

て戒められていたことは、これまでの本稿の議論を考察する上で極めて示唆的

である77)。

以上の事情を勘案すると、教法の隠没伝承の原型には小部に関係する記述は

なく、この小部が上座部内で第五部としての地位を確立する過程で、隠没伝承

に『ジャータカ』や「 頌」に関する増補がなされたと想定される。そして、

小部を構成する諸資料の内容は長らく定まっておらず、他の三蔵と比して相対

的に権威性が低く見られていたゆえに、隠没伝承における小部の位置付けが定

まらなかったものと考えられる。

結論

以上、第一節と第二節において、本稿では上座部註釈文献に残されている結

集伝承と、隠没伝承とにおける小部の扱いについて考察し、以下の点が確認さ

れた。

(1)結集伝承において起こる「大地の震動」は、賛辞（sadhukara）と同

義に理解され、合誦された聖典の正統性と権威性を保証する上で重要

な役割を担っている。ところが、この「大地の震動」は、律蔵・四部

（経蔵）・阿毘達磨蔵の合踊に対して起こるのに対して、現行の小部

にあたる小書の合踊に対しては起こらない。

(2)教法（三蔵）の隠没伝承においては、隠没の対象として小部がまとま

って説かれることはないが、現行の小部と関係する「ジャータカの隠

没」や「 頌の隠没」が説かれている78)。またそこでは、ジャータカ

76）前田惠學［別１(＝ 1964)：pp. 773.1-774.17］、森祖道［1984：pp. 274-282］を参照。

馬場紀寿［2008：pp. 177.14-178.4］は、蔵外に十五書（もしくは『クッダカパータ』を

除いた十四書）が徐々に蓄積されてゆき、この十五書が一度に「小部」として編纂された

と主張している（馬場説の是非については後に扱う）。

77）SN.20,7(Vol.II pp. 266.25-267.25)、AN.ii,5,6(Vol.I pp. 72.24-73.23)、AN.v,
79(Vol.III p. 107.11-24)、Vin.(Vol.II p. 139.1-16)

78）隠没伝承(β)では、四部（経蔵）の隠没に続いて、小部を意識した「 頌が少量残って
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誦者が布施を求める恥知らずであると言及されたり、 頌が幾つか残

っていても教法を維持することは出来ないと言及されたりするなど、

その他の律蔵・四部（経蔵）・阿毘達磨蔵と比べ、それら『ジャータ

カ』や「 頌」は軽視されている79)。これと同一の傾向が、有部の

いても教えを保つことが出来ない」という下りが差し込まれる。最も充実した内容を示す
隠没伝承(γ)では、四部（経蔵）と律蔵の隠没の間に「ジャータカの隠没」が説かれ、さ
らに律蔵の隠没に続いて「 頌の隠没」が説かれる。この隠没伝承(β)において言及され
る「 頌」と、隠没伝承(γ)において言及される『ジャータカ』および「 頌」とは、い
ずれも、阿毘達磨蔵・四部（経蔵）・律蔵の外にあり、かつ三蔵に含まれるものでなけれ
ばならないから、これらの記述は小部に含まれる 頌経典を意識している。

79）初期仏教において 頌の権威性が高くなかった点は、本稿の「問題の所在」において既
に述べた。またこの傾向は、上座部註釈文献における結集・隠没の伝承以外の角度からも
確認することが出来る。それは、パーリ律波逸提法第四条 未受具戒人同誦戒>に対する
註釈である。この条項は、具足戒を受けていない者に対して、比丘が法（dhamma）を
同誦させてはならないという規則である（仔細については平川彰［16：pp. 92.14-104.5］
を参照）。ブッダゴーサ註（VinA.）では、三度の結集において収載されたものがこの法
（dhamma）に該当すると説明するが、 頌に結ばれたものであれば不犯であるという。

VinA.(Vol.IV pp. 742.21-29):
Kincapi vivat・t・upanissitam・ vadati, tisso san・gıtiyo arul・hadhammam・ yeva pana

 
padaso vacentassa apatti. Vivat・t・upanissite pi nanabhasavasena gathasiloka-
bandhadıhi abhisan・khate anapatti. Tisso san・gıtiyo anarul・he pi kulumbasuttam・
rajovadasuttam・ tikkhindriyam・ catuparivat・t・am・ nandopanandan ti ıdise apatti

 
yeva. Apalaladamanam pi vuttam・, mahapaccariyam pana pat・isiddham・. Men・-
d・akamilindapanhesu therassa sakapat・ibhane anapatti,yam・ ranno sannapanatth-
am・ aharitva vuttam・,tattha apatti.
如何なるものであれ脱輪廻の拠所となるものを説いて、三度の合誦のあいだに収載さ
れた法を句ごとに詠誦させる者には犯戒がある。脱輪廻の拠所となるものであっても、
様々な言説をもって 頌や詩句に結ばれることで装飾されていれば不犯である。三度
の合踊のあいだに収載されていなくとも、『クルンバ経』『諫王経』『鋭根』『四章』
『難陀優槃難陀』というこれらについて〔句ごとに詠誦させる者には〕まさに犯戒が
ある。『アパラーラの調伏』も〔このなかに〕説かれるが、『マハーパッチャリー』で
は否定されている。ミリンダ〔王〕の難問のうち、長老の自己の弁才については〔句
ごとに詠誦させても〕不犯であるが、王を説得するため引用して説かれたことを〔句
ごとに詠誦させる者には〕犯戒がある。

たとえ三度の結集で収載されていない『クルンバ経』などの謂わば外典であっても法
（dhamma）として認められ、それを共に読誦することは犯戒であると述べられている。
また一方、同じく外典的典籍である『ミリンダ王の問い』の場合には、長老が自身の見解
を述べている箇所を共に読誦することは不犯であるという。これらを総合すると、三蔵に
含まれる 頌は、たとえ三度の結集において収載されたと伝承されていても、その他の散
文を中心とした法（dhamma）とは異なった扱いを受けていたことが確認される。さら
にここでは、在家との唱和が許されていることから、これら 頌が、“読誦経典”として

より在俗的・通俗的なものとして見做されていたと予想される。読誦経典については

Levi,S.［1915］、石上善応［1956］［1968］、南清隆［1984］などを参照。
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「正法の隠没」における「雑（小）蔵／阿含」への扱いからも確認さ

れる。

以上の結集・隠没の両伝承からも明らかのように、上座部において小部を構

成する諸聖典は、その他の三蔵を構成している諸聖典と比して劣った扱いを受

けている。

その理由は、初期仏教において詩的作品には権威性が認められていなかった

ため、これら詩的作品を中心とした雑余の典籍が「小部」として集成されたの

が遅れたこと、そしてこの「小部」という範疇が成立した後も、その構成内容

や三蔵内での位置付けが長く定まらなかったことに由来するだろう80)。このた

めに上座部における小部は、経蔵の第五部として三蔵のうちに含められていな

がらも、律蔵・四部（経蔵）・阿毘達磨蔵と比して重要な地位を確立し得なか

ったと考えられる。

第二章 小部の成立と受容

つづいて本章では、上座部において「小部」がどのように成立し、受容され

ていったのかについて考察する。前章において、上座部註釈文献に残される結

80）渡辺文麿［1979］が指摘するす次のパーリ律の一文は、 頌と小部の関係性を考える上

で重要な情報を提示している。

Vin.(Vol.IV p. 144.3-5):

Anapatti na vivan・n・etukamo‘‘in
・gha tvam・ suttante va gathayo vaabhidhammam・

va pariyapun・assu, paccha vinayam・ pariyapun・issası’’ti bhan・ati, ummattakassa,

adikammikassa ti.
誹謗しようと欲するのではなく「さあ、あなたは経（suttanta）、あるいは 頌

（gatha)を、あるいは阿毘達磨（abhidhamma）を学習しなさい。その後で律

（vinaya)を学習しなさい」と言うもの、狂者、最初の犯行者は不犯である。

ここでは、経（suttanta）、 頌（gatha）、阿毘達磨（abhidhamma）、律（vinaya）

という四要素が学習の対象になっている。さらに 頌を除いて、経・阿毘達磨・律は、そ

れぞれ三蔵として独立したものである。このような記述からも、当初の仏教教団において

詩的作品がその他の三蔵四部と比して異なった扱いを受けていた点が確認される。おそら

く、ここで言及される「 頌」とは、小部として纏められる以前の『ジャータカ』などの

詩的作品群を指していたと考えられる。
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集と隠没の両伝承を考察し、結論として、結集や隠没において小部が他の三蔵

四部と異なる扱いを受けている理由は、その権威の低さを反映している点を明

らかにした。もしこの結論を受け入れるならば、結集伝承において「大地の震

動」が小部（小書）に対して起きていないことや、隠没伝承において小部組織

への言及がないことは、四部から五部へ再編される以前の三蔵のあり方を構想

する根拠にはならない。なにより、隠没伝承においても、三蔵に含まれながら

も四部の外にある『ジャータカ』や「 頌」が言及されており、既に三蔵のう

ちに小部が存在していたことを示唆している。

ここで問題となるのは、結集と隠没の両伝承を主材料として小部の形成史を

考察した馬場紀寿［2008：pp. 155-253］と、本研究との整合性である。この

馬場紀寿による研究は、これら結集や隠没の伝承における小部の扱いを形成過

程に還元しながら、小部が経蔵に含められるまでを次の五段階に分ける81)。

(Ａ)旧三蔵の成立：律蔵（経分別・ 度部・附随）、経蔵（四部）、論蔵

（七論）

(Ｂ)旧三蔵の外側に『ジャータカ』が蔵外文献として追加される。

(Ｃ)旧三蔵の外側に“経とは呼ばれない仏陀の言葉”と呼ばれる十二書

（ジャータカ・無礙解道・義釈・スッタニパータ・ダンマパダ・ウ

ダーナ・イティヴッタカ・天宮事・餓鬼事・長老 ・長老尼 ・ア

パダーナ）が蔵外文献82)として追加される。

(Ｄ)三蔵外から三蔵内への編入。上記のうち十一書（アパダーナを除く）

が小書（Khuddaka-gantha）と呼ばれ、長部誦者は阿毘達磨蔵へ収

載し、中部誦者はこの十一書に『アパダーナ』『ブッダヴァンサ』

『チャリヤーピタカ』を加えた十四書を経蔵へ収載した。

(Ｅ)新三蔵の成立。上の十四書に『クッダカパータ』が追加され、小部

十五書が現在の形に定着した。そしてこの段階で小部（Khuddaka-

81）この要約は、森祖道［2008a:pp. 285.24-286.6］を基にしている。

82）馬場紀寿［2008：p. 167.1-4］
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nikaya）という名称が用いられるようになった83)。この小部の名称

は、段階(Ｄ)において十四書が揃ってから十五書が纏められるまで

の間である。

この仮説のうち重要な点は、１）ブッダゴーサが登場したときには、経蔵を

四部とする古資料と、これに小部を加えて五部とする古資料との二種があり、

基本的に古資料は経蔵を四部としていたこと84)、２）ところが、ブッダゴーサ

は自身の思想的根拠を三蔵内に含める必要があったために、五部という範疇を

採用して現在の形に三蔵を再編した、という二点である85)。この各段階におけ

る経蔵の四部／五部の別と、その根拠となっている資料を表に纏めると次のよ

うになる。

経蔵の構成
段階 根拠

四部構成 四部五部混成 五部構成

(Ａ) 隠没伝承(β) ○

(Ｂ) 隠没伝承(γ) ○

(Ｃ) 隠没伝承(α)、四大教法註 ○

(Ｄ) 第一結集伝承 ○86)

(Ｅ) 仏語の分類 ○

83）なお馬場紀寿［2008：p. 192.13-14, p. 193.15-194.1］は、ブッダゴーサによる小部の

名称理解について「彼にとって、狭義の「小部」（クッダカニカーヤ）は『小謡』（クッダ

カパータ）を冒頭とする集成（ニカーヤ）なのである」と仮説を述べている。しかし、少

なくとも上座部の伝統においては、そのように理解されていないようである。それは奇し

くも『クッダカパータ註』自身が次のように語っていることから確認される。

KhpA.(p. 12.12-14):

Kasmapan’esa khuddakanikayo ti vuccati?Bahunnam・ khuddakanam・ dhammak-

khandhanam・ samuhato nivasato ca.
【問】また、何故にこれは小部と呼ばれるのか。【答】種々雑多な法蘊（bahunnam・
khuddakanam・ dhammakkhandhanam・）が収載され、置かれているからである。

84）馬場紀寿［2008：p. 194.3-8］

85）馬場紀寿［2008：pp. 184.15-186.4］

86）馬場紀寿［2008：pp. 165.5-170.13, pp. 175-179, pp. 212.16-213.5］によれば、段階

(Ｃ)において『ジャータカ』など十二書は三蔵外に位置付けられており、段階(Ｄ)では当

初は四部構成だった結集伝承にブッダゴーサが『ジャータカ』など十四書を「小書」

（Khuddaka-gantha）として加え、段階(Ｅ)において『クッダカパータ』を加えた十五
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従ってこの五段階説に従えば、段階(Ａ)(Ｂ)(Ｃ)では経蔵四部構成の旧三蔵

を示しており、段階(Ｄ)でようやく小部に相当する経典が三蔵に入れられたこ

とになる。しかしながら、第一章において述べたように、この五段階説の根拠

とされる諸資料は、三蔵の発達段階を反映したものであるとは言い難く、より

慎重な資料の吟味が必要である。そこで、まず第一節において、馬場紀寿によ

って提示された五段階説の根拠を再検討して、そこに説かれる経蔵が四部であ

るか五部であるかを考察する。

第一節 小部成立の五段階説に関する問題点

第一項 段階(Ａ)(Ｂ)における隠没伝承

まず、段階(Ａ)(Ｂ)において根拠とされる隠没伝承(β)(γ)と小部の関係に

ついて考察を加える。馬場紀寿［2008：pp. 162.12-165.4］は、このうち資料

(γ)にある「ジャータカの隠没」を小部形成の萌芽として取り上げているが、

一方で、この両資料の中で言及される「 頌」には全く触れていない。ここで

の「 頌」は、律蔵・四部（経蔵）・阿毘達磨蔵の外側に置かれていることか

ら、 頌典籍を大量に含む小部を明らかに意識していると考えられる87)。

また、隠没伝承において小部を体系的に言及していないことが、そのまま小

部が存在しなかったことの証明になるわけではない。なぜなら、隠没伝承(β)

では「幾つかの 頌が残っていても教法を維持することが出来ない」と説かれ

ているからには、韻文資料を中心としている小部は教法を維持する必須要素と

目されなかったために隠没記事において体系的に言及されなかったと考えられ

るからである。もし小部がここでの必須要素であったならば、未言及は明らか

な不備であるから、その後の復註が何らかの補足をしていて然りであるが全く

無言のままである88)。そして、説一切有部においても「小（雑）蔵／阿含」が

書が小部（Khuddaka-nikaya）として初めて纏め上げた、とされる。

87）本稿第一章二節「隠没伝承における小部の痕跡」を参照。

88）復註を著したダンマパーラは、不備があると判断した箇所については補足を入れている。

たとえば、ブッダゴーサは「四大教法註」において小部のうち十二書しか言及していない

が、本来ならば小部全書が列挙されていなければならない箇所である。この部分に対して

ダンマパーラは、この不備を是正しようとしている。仔細については本稿第二章三節二項

「「四大教法註」に対するダンマパーラ復註」を参照。
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正法の体として周知されていなかったことは、この仮説の傍証になろう89)。

さらに、上座部文献中には、律蔵・四部（経蔵）・阿毘達磨蔵の誦者や伝持

者が度々登場するのに対して、小部の誦者や伝持者が言及されることは極めて

稀であり、例外的にジャータカ誦者だけは古い時代から存在していたことが確

認されている90)。この事情こそが、隠没伝承(γ)において、小部のうち「ジャ

ータカの隠没」だけが独立して説かれている事由であると理解し得る。

このように、隠没伝承のうちに小部が体系的に説かれていないことは、小部

に対する聖典観やその流布状況を反映した結果であると考えられ、小部が存在

しなかったことを直接的に証明しているわけではない。

さらに馬場紀寿［2008：p. 172.12-14, p. 177.4-13］は、隠没伝承(γ)にお

いて『ジャータカ』が三蔵外に置かれていると理解しているが、これにも再考

の余地がある。なぜなら「教法の隠没」における教法（pariyatti）とは三蔵

であると理解されているから、隠没する対象になっている『ジャータカ』も三

蔵に属していなければならない。従ってここでの『ジャータカ』とは、三蔵に

含まられながらも、律蔵・四部（経蔵）・阿毘達磨蔵の外側に置かれているこ

とになるから、やはり小部が意識されていると考えることが穏当である。これ

と同一の理解は、隠没伝承(β)(γ)において言及される「 頌」にもあてはま

る。

以上より、馬場紀寿が示す段階(Ａ)(Ｂ)は、律蔵（経分別・ 度部・附随）、

経蔵（四部）、論蔵（七論）によって構成された「旧三蔵」を示しているとは

必ずしも主張できないであろう。

第二項 段階(Ｃ)における「四大教法註」

段階(Ｃ)の根拠として馬場紀寿［2008：pp. 165.5-167.4］は、隠没伝承

(α)に加え、四大教法に対するブッダゴーサ註を援用している91)。しかしなが

89）本稿第一章「結集伝承と隠没伝承における小部」の冒頭部を参照。

90）Adikaram, E.W.［1946：pp. 24-32］、森祖道［1984：pp. 274-282］、Norman, K.R.
［4：pp. 97.3-98.29］［1997：p. 44.17-26］

91）DNA.(Vol.II p. 566.2-6)
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らこの両資料は、異なる関心のもとに述べられているものであるから、これを

結び付けて同一段階に置くためにはさらなる検討が必要であろう。なにより、

隠没伝承(α)は、増広の度合いからして、段階(Ａ)(Ｂ)の根拠とされている隠

没伝承(β)(γ)よりも前段階に置くことが穏当である92)。

そして四大教法に対するブッダゴーサ註に挙げられる、『ジャータカ』など

十二書の扱いについても再検討が必要である。ここで根拠として引用されてい

る箇所は、「経と律」の定義が五つ挙げられ93)、そのうち第四説にある問題点

をブッダゴーサが指摘している部分である。すなわち「経＝経蔵・阿毘達磨蔵、

律＝律蔵」という解釈を採用する場合には、“経とは呼ばれない仏陀の言葉”

と呼ばれる『ジャータカ』など十二書が、三蔵に含まれないことになってしま

う、というのである。この部分の理解について馬場紀寿［2008：pp. 166.11-

167.4］は、この『ジャータカ』など十二書が三蔵の外部に位置付けられてい

ると結論する。しかし、このブッダゴーサによる指摘は、これら十二書が三蔵

に含まれていることを前提にしていると読める。すなわち、「経＝経蔵・阿毘

達磨蔵」と定義してしまうと上記の十二書が漏れてしまい、この「経と律」の

うちに三蔵すべてが入らないという問題点を、ブッダゴーサは指摘しているの

である94)。もしもこれら十二書が三蔵外文献であると見做されていたならば、

ここに言及されない筈である。従ってこの第四説に対するブッダゴーサの指摘

から、まさに上記の十二書が上座部三蔵に収められている点が確認される。

また、上記の第四説から「経蔵四部構成の旧三蔵に言及している」という理

解を導き出すことにも若干の疑義がある95)。もし、この第四説に対するブッダ

92）浪花宣明［1998：pp. 85-87註１］

93）馬場紀寿［2008：p. 166.11-13］は、引用する箇所について「法と律」を定義している

と本文中で述べているが、訳文から明らかなように、正確には「経と律」を定義する箇所

である。この「経と律」とは、新しく提示された説の是非を決定する判定基準のことであ

り「法と律」と同一ではない。

94）加えて指摘するならば、“経とは呼ばれない仏陀の言葉”における「経」とは、「経と

律」という字句における「経」を意味しているのであって、「経蔵」を意味しているので

はない。なぜなら、ここでの「経」は、この第四説「経＝経蔵・阿毘達磨蔵」という定義

への反論において用いられており、さらに、第五説においてブッダゴーサは「“経とは呼

ばれない仏陀の言葉”は存在しない」と主張して「経＝三蔵（仏陀の言葉）」という定義

を主張するからである。DN.16(Vol.II p. 124.3-19)を参照。

95）馬場紀寿［2008：p. 187.14-19］
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ゴーサの言及から「第四説という古資料の段階では『ジャータカ』など十二書

が三蔵外に置かれ、経蔵は四部構成である」と解釈し得るのであれば、第三説

において提示される「経＝経蔵、律＝律蔵」という定義の場合には阿毘達磨蔵

が三蔵（ ）に含まれないという古資料が存在することになってしまい、第一

説にいたっては経分別と 度部だけが三蔵（ ）に含まれる古資料が存在する

ことに陥ってしまう。無論、そのような理解は成り立たない。ここでは、第一

説から第四説までの諸解釈では三蔵すべてが収まり切らないという点が問題視

されているのであり、旧三蔵が新三蔵に基づいて批判されているわけではない。

このブッダゴーサ註から読み取れる事実は、ここに言及されていない『クッダ

カパータ』『ブッダヴァンサ』『チャリヤーピタカ』の三書が三蔵から外れてい

た可能性であり96)、そこから経蔵が四部構成であることを導き出すことは出来

ない。

以上の諸考察から、段階(Ｃ)も旧三蔵を示しているとは言い難い。

第三項 段階(Ｄ)における「第一結集伝承」

段階(Ｄ)の根拠として提示される資料は、本稿第一章において検討した「第

一結集伝承」である。馬場紀寿［2008：pp. 212.16-213.5］の理解によれば、

現在『長部註』に残っている第一結集の記事は、もともと経蔵四部構成（旧三

蔵）であったものに、ブッダゴーサが自身の見解を反映させるために小部（小

書97)）に関係する記事を付け加えたものとされる。この根拠として馬場紀寿

96）復註においてダンマパーラはこれらの書が言及されていないことを問題視している。

DNT・.16(Vol.II p. 213.24-25)を参照。

97）なお、馬場紀寿［2008：pp. 177.14-178.4］は、段階(Ｅ)において「小部」（Khuddaka-

nikaya）に相当する諸典籍が、段階(Ｄ)では「小書」（Khuddaka-gantha）と呼ばれて

いることから、段階(Ｄ)から段階(Ｅ)へ展開するあいだに第五部として「小部」が成立し

たという見解を提示している。だが、「小部」に属する諸経が「小書」と呼ばれているこ

とを根拠に、「小部」が存在しなかったと結論することの妥当性には些かの問題を感じる。

なぜならこの前後の文脈は、これら「小書」と呼ばれる諸経が阿毘達磨蔵に入れられるべ

きか、それとも経蔵に入れられるべきかという二説の紹介である。もしもここで、これら

諸経を最初から「小部」であると言及してしまうと、それは経蔵の第五部であるという結

論を先取してしまうことになるからである（なお、本章第二節二項「狭義と広義の小部」

も参照）。
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［2008：p. 168.9-12］では、阿毘達磨を合踊した直後に起こった「大地の震

動」が注目されている。この「大地の震動」が阿毘達磨蔵合誦の終わりに起こ

ったので、ここで第一結集の本体部分が終了していることは明らかであるから、

その次に合誦されたことになっている小部（小書）の記述は後代の付与である、

というのである。だが、この理解についても再考の必要がある。なぜなら、小

部（小書）が合踊された後に挿入される「仏語の分類」を挟んで、「第一結集

の終了と共に大地の震動が起こった」という記述が存在するからである98)。従

って、阿毘達磨合誦の終わりに起こる「大地の震動」は、第一結集が終わった

ことを知らせる為のものではない。

また、この第一結集記事では「大地の震動」が賛辞（sadhukara）と同義に

理解されているが、この賛辞とは“声聞の所説”にも仏説としての権威が附託

される重要な根拠である99)。従って、小部（小書）の合踊に対して「大地の震

動」が起こらないことは、その他の律蔵・四部・阿毘達磨蔵ほどに権威が認め

られていなかったことを意味している。これを裏付けるようにブッダゴーサは、

小部（小書）の合誦内容や収載先について、上座部内に一貫した理解があった

また、Mil. (pp. 341.26-342.1)では、既に第五部をKhuddakaと呼んでいる。そして、

KhpA.(p. 12.7-25)では、明確に「小部」（Khuddaka-nikaya）に言及しつつも、それを

構成する諸典籍をKhuddakaと呼んでいる。従って、「小書」と言及されることは、「小

部」が無かったという根拠にはなり得ない。

98）DNA.(p. 25.15-21):

Sam・gıtipariyosane c’assa -‘‘idam・ Mahakassapattherena dasabalassa sasanam・
pancavassasahassapariman・akalam・

(1)pavattanasamattham・ katan’’ti sanjatappa-

moda sadhukaram・ viya dadamana ayam・ mahapathavıudakapariyantam・ katva

anekappakaram・ kampi sam・kampi sampakampi sampavedhi,anekani ca acchar-

iyani patur ahesum(2),ayam・ pat・hamamahasan
・gıti nama.

そして合誦の終わりに、「これは長老マハーカッサパによって、十力者の教えが五千

年のあいだ存続し得るように執り行われた」と沸き起こった歓喜から、賛辞（sadhu-

kara）を与えるかのように、この大地が水を周辺として、様々に震動し、震え、揺

れ、激動した。また多くの稀有な出来事が起こった。これが第一合誦と呼ばれる。

(1)PTS:-pariman・am・ kalam・,VRI:-pariman・akalam・
(2)PTS:-m,VRI:-n ti

この「大地の震動」は、合誦の終了に対して起こったものであり、小部（小書）の合踊

に対して起こったものではない。本稿第一章一節「結集伝承と隠没伝承における小部」を

参照。

99）清水俊史［2015e］を参照。
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わけではなく、長部誦者と中部誦者とのあいだで見解の相違があったことを伝

えている100)。

以上の考察からも明らかのように、「大地の震動」の有無を根拠にしながら、

本来の第一結集記事が経蔵四部構造であったと主張することは適切ではないで

あろう101)。

第四項 まとめ

前項までに考察してきたように、段階(Ａ)(Ｂ)(Ｃ)(Ｄ)の根拠とされる諸資

料は、いずれも旧三蔵（経蔵四部構成）を示す古資料ではないと結論付けられ

る。

(1)段階(Ａ)(Ｂ)の根拠とされる隠没伝承は、三蔵に含まられながらも

「律蔵・四部（経蔵）・阿毘達磨蔵」の外側に置かれた『ジャータカ』

や「 頌」の存在に言及しているから、第五部の存在を前提としてい

る。そして、隠没伝承において小部が体系的に言及されていないこと

100）本稿第一章一節「結集伝承における「大地の震動」」を参照。

101）もちろん本稿は、小部に関する記述が後代の増補である可能性までも否定するものでは

ない。たとえば、『長部註』にある第一結集伝承では、律蔵の合踊が終わり経蔵の合踊に

移ると、それには四つの合踊があると説かれていて、小部については触れられていない。

これは小部がもともと経蔵外にあったことを示唆する。

DNA.(Vol.I p. 14.6-9):

Atha(1) ayasma Mahakassapo bhikkhu pucchi - ‘‘kataram・, avuso, pit・akam・
pat・hamam・ san・gayama’’ti?‘‘Suttantapit・akam・,bhante’’ti.‘‘Suttantapit・ake cata-

sso sam・gıtiyo,tasu pat・hamam・ kataram・ san・gıtin’’ti?‘‘Dıghasan・gıtim・,bhante’’ti.
さて尊者マハーカッサパは比丘たちに尋ねた。「友よ、最初に何れの蔵を合誦するの

か」と。「尊師よ、経蔵です」と。「経蔵のうちには四つの合踊がある。そのうち最初

に何れの合誦があるのか」と。「尊師よ、長〔部〕の合踊です」と。

(1)PTS:omit,VRI:add kho

ただし、既に『長部註』冒頭部に残る「第一結集伝承」は、小部（小書）が合誦されて

いることが前提になっている点は留意されるべきである。またさらに、この加筆をブッダ

ゴーサの手によるものであるとする積極的根拠はない。従って、上座部の長い歴史の中で

経蔵が四部から五部に再編されたことを認めるにしても、「第一結集伝承」は五部構成と

なった後の資料であるから、馬場紀寿が主張する四部構成（古資料）を伝えているとは言

い難い。
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は、必ずしも小部の非存在を前提としているわけではない。

(2)段階(Ｃ)の根拠として引用される「四大教法註」においても、『ジャ

ータカ』など十二書は既に三蔵の内に収められているから、やはり第

五部の存在を想起させる。

(3)段階(Ｄ)の根拠になっている「大地の震動」の有無は、小部の権威が

他より劣っていたことを意味するものであるから、もともと経蔵四部

であった記事をブッダゴーサが五部に再編集した根拠とはならない。

従って、ブッダゴーサが手にしていた古資料が基本的に四部構成であり、こ

のブッダゴーサこそが経蔵を四部から五部に再編成した主要人物であるという

主張は認め難い102)。

第二節 小部とブッダゴーサ

前節において馬場紀寿によって提示された五段階説を批判的に考察すること

で、その根拠とされる資料がいずれも旧三蔵（経部四部）の構成ではない点を

指摘した。このことは、ブッダゴーサ以前には四部構成が主流であったものが、

ブッダーサの手によって五部構成に決定づけられたとする五段階説が成り立た

ないことを意味している。そこで本節では、ブッダゴーサが、どのように小部

に対して関わったのかを再検討する。

第一項 四部から五部への再編纂の時期

まず本項では、ブッダゴーサ以前に成立したと考えられる上座部文献を材料

にして、ブッダゴーサ以前の上座部三蔵の組織を考察する。前節において検討

したように、ブッダゴーサ著作のなかに経蔵四部構成（旧三蔵）の姿をそのま

ま提示している資料は存在しない。ただし、多くの研究者が主張するように、

上座部の経蔵が四部から五部に再編された痕跡が認められることは確かであ

102）馬場紀寿［2008：pp. 194.16-195.5］を参照。もちろん本稿は、経蔵が四部から五部に

再編纂したこと自体を否定するものではない。ただしその再編纂は、既にブッダゴーサが

登場する以前に大方終了していたと理解することが妥当である。
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る103)。なぜなら、『島史』（Dıpavam・sa）に残される第一結集伝承は、経蔵を四

部構成としており、小部には全く触れないからである104)。そして上座部に伝

わる三種の隠没伝承を比較しても、小部の記述には一貫性が無い105)。これら

の用例は、経蔵がもともと四部構成であったことを強く示唆している。

ここで問題となるのは、どの段階で経典四部構造が五部構造に再編されたか

ある。そこで本項では、この再編の時期を検討する。そして結論として、ブッ

ダゴーサが登場した段階で、すでに経蔵は五部構成に再編されていたことを指

摘したい。

この考察にあたって注意しなければならない点は、「四部師」（catunekayi-

ka,catunikayika）といった四部伝持者の名称が出てきたとしても、それは、

経蔵が五部ではなく四部であった頃の名残であると単純には主張できないこと

である106)。なぜなら、既に先行研究が明らかにしているように、この小部に

含められる諸典籍は、四部と異なりその伝持者の存在が殆ど知られない107)。

103）前田惠學［別１(＝ 1964)：pp. 681-787］、森祖道［1984：pp. 274-282］、馬場紀寿

［2008：pp. 155-253］を参照。また、塚本啓祥［1980(＝ 1966)：pp. 182-192］が諸部

派の結集伝承において収載経典を纏めており、雑蔵にあたる文献の扱いは部派ごとに異な

っている点も、その成立が遅れていたことを窺わせる。たとえば、有部においても雑蔵に

あたる典籍を保持していたことが知られるが、それらは結集伝承では取り上げられていな

い。

104）Dv.4,15(p. 31.24-26):

Pavibhatta imam・ thera saddhammam・ avinasanam・;

Vaggapannasakam・ nama samyuttan ca nipatakam・;

Āgamapit・akam・ nama akam・su suttasammatam・.
長老たちは、この不滅の正法を「品」「五十〔編〕」「相応」「集」に分類して、阿含蔵

と呼ばれる経の選定をした。

ここでの「品」とは「長部」の章割りに用いられる語であり、同じく「五十〔編〕」「相

応」「集」の語も、それぞれ「中部」「相応部」「増支部」の章割りに用いられている。こ

れについてはDv.(p. 135note1)や前田惠學［別１(＝ 1964)：pp. 191.6-192.5］を参照。

105）本稿第一章二節「隠没伝承における小部の痕跡」を参照。

106）ただし、前田惠學［別１(＝ 1964)：p. 694.10-13］や馬場紀寿［2008：p. 175.9-10］

は、「四部師」という記述が経蔵四部構成の名残であると評価している。

107）Adikaram, E.W.［1946：pp. 24-32］、森祖道［1984：pp. 274-282］、Norman, K.R.
［4：pp. 97.3-98.29］［1983：pp. 8.30-9.30］を参照。また既に述べたように、有部に

おいても、たとえ雑部に属する経典が引用されていたとしても、「雑部」という経典集そ

のものが言及されることは極稀であり、上座部と同様の流布事情があったことが予想され

る。本稿第一章「結集伝承と隠没伝承における小部」の冒頭部を参照。
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したがって、伝持者の存在が知られない小部を保持しない四部伝持者が、経蔵

が五部に編纂された後に存在していても不思議ではない。事実、ブッダゴーサ

以前には成立していたと考えられる『ミリンダ王の問い』（Milindapanha）に

おいて四部師と五部師が並べられて置かれているし108)、ブッダゴーサより後

に編纂された『大史』（Mahavam・sa）においても四部伝持者への言及が確認さ

れる109)。このように四部が一組として言及されていたとしても、注意深く前

後の文脈を検討しなければ、それが経蔵四部構成だったころの古資料であると

は主張できない。これとは反対に、第六以上の「部」が存在していたは知られ

ないから、五部への言及は既に上座部三蔵が五部構成であったことを意味する。

ただし、経蔵が四部から五部へ再編集された後に、「四部」という記述が「五

部」に書き換えられた可能性も考慮しなければならないため、現行の資料に残

された記述が歴史的事実に直結するわけではない110)。

従って、ブッダゴーサ以前の小部の実態を把握するためには、ブッダゴーサ

より前に成立した文献のなかに現れる小部や四部、五部に関する記述を慎重に

検討する必要がある111)。以下に、本研究が見い出すことのできた十四の用例

を列挙する。

108）Mil.(p. 22.10-11)
109）Mhv. 33, 73においても四部伝持者（catunikayika）がいたことが記されている。この

『大史』（Mhv.）はブッダゴーサ以降に編纂されたと考えられる（Hinuber［1996：

185］を参照）。この問題となる箇所（Mhv. 33, 73）は、ヴァッタガーマニー（Vat・t・aga-

man・ı)王統治下（在位：前89-前77年）の出来事である。したがって、「この箇所は史実

を反映していて未だ四部構成だった」と主張することも可能であるかもしれない。ただし

そのように主張する場合には、本稿が続いて考察する『島史』に説かれる「五部」の記述

も史実を反映していると理解することも可能なはずである。このように「四部師」への記

述は、経蔵が四部構成であった根拠にはなり得ない。

110）馬場紀寿［2008：pp. 179.5-184.12］は、経蔵が「四部→五部」に再編された影響を受

けて、聖典に記された「四部」も「五部」に書き改められた可能性を指摘する。

111）パーリ文献の成立年代についてはHinuber［1996］を参照。
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四部 五部 備考

① Vin.(Vol.II p. 287.27-28) ― ○ 第一結集記事

② Vin.(Vol.V p. 3.4-5) ― ◎ 阿 梨相承（狭義の小部）

③ Vin.(Vol.V p. 5)112) ― ◎ 阿 梨相承（狭義の小部）

④ Vin.(Vol.V p. 8) ― ◎ 阿 梨相承（狭義の小部）

⑤ Vin.(Vol.V p. 54) ― ◎ 阿 梨相承（狭義の小部）

⑥ Mil.(p. 22.10-11) ○ ○ 四部師と五部師が並び置かれる

⑦ Mil.(pp. 341.26-342.1) ― ○ 他の誦者と共に列挙

⑧ Pet
・
a.(p. 11.26-27) ― ○ 五部の存在に言及

⑨ Dv.4,15(p. 31.24-26) ○ ― 第一結集記事

Dv.5,33(p. 36.19-20) ― ◎ 第二結集記事（狭義の小部）

Dv.7,43(p. 52.19-21) ― ◎ 第三結集記事（狭義の小部）

Dv.18,13(p. 97.5-6) ― ◎ 比丘尼教団記事（狭義の小部）

Dv.18,19(p. 97.18-19) ― ◎ 比丘尼教団記事（狭義の小部）

Dv.18,33(p. 98.18-19) ― ◎ 比丘尼教団記事（狭義の小部）

◎：「狭義の小部」（経蔵の第五部）と明確に理解しうる用例

上記の十四の用例は、ブッダゴーサ以前の諸資料において、既に経蔵五部構

成が上座部の標準的理解であったことを強く示唆する。さらに、本章第一節に

おいて検討したように、五段階説の根拠となっていた諸資料は、経蔵四部構成

の旧三蔵をそのままに伝えているわけではなく、既にそこには小部の存在を窺

わせる記述が確認される。よって「上記諸資料には元々は四部と記されていた

が、後に五部と書き改められた」と積極的に認めなくてはならない根拠は存在

しない。従ってブッダゴーサが登場した段階で、既に経蔵は五部構成に再編さ

れ終わっていたと考えられる。

第二項 狭義と広義の小部

前項では、ブッダゴーサ以前に成立した上座部文献においても「五部」に言

及している用例が多数存在することを指摘した。続いて本項では、この五部の

うちの第五部（小部）が何を意味しているのかを検討する。この第五部（小

部）には狭義と広義の二種がある。狭義の小部は、経蔵中の第五部として数え

112）③④⑤は②と同一のためPTS版では省略されている。
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られ、一般的にはこの意味で用いられる。一方の広義の小部は、これに律蔵と

阿毘達磨蔵も加わる。このように狭義と広義の二種がある理由は、上座部が

「法と律＝五部＝三蔵」という聖典観を抱いていたゆえに、律蔵と阿毘達磨蔵

も五部のうちいずれかに含める必要があったからであると考えられる113)。

従って、上座部文献中に「五部」の語が現れたからといっても、このどちら

の意味で用いられているのかを吟味しなければならない。さらに、第五部とし

ての（すなわち狭義の）小部が三蔵に加えられた時期は、律蔵や阿毘達磨蔵が

現在の形に整うよりも後であるという指摘もあるから114)、たとえ五部への言

及があったからといって、それは「狭義の小部」を指しているのではなく、律

蔵と阿毘達磨蔵を小部として言及しているとも考え得る。

しかしながら、前項において挙げた十四の用例は、「狭義の小部」が先に成

立し、後から阿毘達磨と律蔵の二つが「広義の小部」のうちに含められたこと

を示唆している。なぜなら、この十四の用例のうち②③④⑤ の九つ

では、五部の外側に阿毘達磨七論と律蔵に言及しているので、この九つの用例

では狭義の意味、すなわち経蔵に含まれる第五部であることが解る115)。もし

113）DNA.(Vol.I pp. 15.30-24.32)
114）馬場紀寿［2008：p. 193.12-14］

115）②③④⑤の四つの用例は、とも同一の 頌であり、パーリ律の阿 梨相承において説か

れる（PTS版では③④⑤は、②と同一のために省略されている）。

Vin.(Vol.V p. 3.4-5,p. 5,p. 8,p. 54):

Vinayam・ te vacayim・su,pit・akam・ tambapan・n・iya;

Nikaye panca vacesum・,satta c’eva pakaran・e.
彼らはタンバパンニ（セイロン島）において律蔵を誦した。五部と、七論を誦した。

用例 は、『島史』（Dv.）に残る であり、根本分裂において大衆部が経（sutta）を改

竄したことを糾弾する内容である。PTS版に基づけば「五部における利と法を破った」

とあるが、興味深いことにVRI版では「律と五部における利と法を破った」とあり、

「律」に関する記述が後に増補された痕跡が確認される。この増補では五部が律の外側に

置かれていることから、これが経蔵の意味で理解されていたことが確認される。

Dv.5,33(p. 36.19-20):

Annatha sam・gahitam・ suttam・ annatha akarim・su te;

Atham・ dhamman ca bhidim・su ye
(1) nikayesu pancasu.

ある場所に集められた経を、別の個所に置き。そして、〔律と(2)〕五部における利と

法を破った。
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先に「広義の小部」が成立していたのであれば、「五部と、阿毘達磨蔵と、律

蔵」というような上記九つの用例に見られる聖典の列挙方法は不自然である。

第五部（小部）が経蔵のみならず阿毘達磨蔵と律蔵をも含むものであることが

大前提としてあったならば、このような混乱を引き起こす恐れのある記述は避

けるであろう。そしてなにより、「広義の小部」を意味していると明確に読み

うる資料は、ブッダゴーサ以降の著作でなければ存在しない116)。

(1)PTS:omit,VIR:add vinaye
(2)VRI版に基づく

用例 は、第三結集の因縁を解説する 頌であり、ここでは明確に五部（経蔵）と阿毘

達磨蔵、律蔵が別々に説かれている。

Dv.7,43(p. 52.19-21):

Nikaye panca vacesi satta c’eva pakaran・e;

Ubhatovibhan・gam・ vinayam・ parivaran ca khadhakam・;

Uggahi vıro nipun・o upajjhayassa santike ti.
〔モッガリプッタティッサは弟子マヒンダのために〕五部と七論を誦した。勇敢にし

て多才な〔マヒンダは〕親教師の元で両分別・附随・ 度部からなる律を学習した。

の三つの用例は、比丘尼教団記事の箇所において説かれる同一 頌である。これ

らの用例は、スリランカにある都アヌラーダプラにおいて三蔵（五部、阿毘達磨蔵、律

蔵）が誦された旨を記録している。

Dv.18,13(p. 97.5-6);Dv.18,19(p. 97.18-19);Dv.18,33(p. 98.19-20):

Vinayam・ vacayim・su pit・akam・ anuradhapuravhaye;

Nikaye(1) panca vacesum・ satta c’eva pakaran・e.
彼女たちはアヌラーダプラと呼ばれる〔都〕で律蔵と、五部(1)と、七論を誦した。

(1)Dv.18,13には vinayaとあるがnikayeに改める。『南伝大蔵経』60（p. 129

註４）を参照。

116）上記の表で挙げた①⑥⑦⑧の用例は、後代の解釈無しに原文だけで「広義の五部」を指

しているのか、それとも「狭義の五部」を指しているのか判別し得ない。

このうち用例①は、第一結集記事であり「五部」が登場している。後代の註釈家によれ

ば、この第五部（小部）を「広義の小部」と解釈して、そのなかに「阿毘達磨蔵」と「狭

義の小部（小書）」とを収めている（ただし、Norman,K.R.［1983：p. 96.2-10］は、第

一結集記事における五部とは狭義の意味であり、ここでは阿毘達磨が触れられていないと

理解している）。

Vin.(Vol.II p. 287.27-28):

Eten’eva upayena panca pi nikaye pucchi.Put・t・ho put・t・ho ayasmaanando vissaj-

jesi.
この方便によって五部を問い、問われる度に尊者アーナンダが答えた。
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従って、上座部においては、当初、四部構成だった経蔵に「狭義の小部」が

加わることで五部構成になり、そして第一結集記事において収載されたとされ

る「法と律」「五部」という中に三蔵全体を収める必要があったために、小部

の意味する範囲が拡大され「広義の小部」が成立したと考えられる。そしてこ

の一連の展開は、ブッダゴーサが登場するまでにほぼ完了していたと結論付け

られる。

用例⑥は、『ミリンダ王の問い』の冒頭部に置かれる 頌である。本書は純粋な上座部

文献ではないが、この箇所は対応漢訳箇所を欠いており、上座部に受容された後に増補さ

れた部分であると考えられる。ここでは五部師と並んで三蔵師と四部師が登場している。

仮に上座部註釈文献の理解に基づいて第五部（小部）を広義の意味で捉えるなら、三蔵師

と五部師は同一の意味になってしまうため、狭義の「小部」に言及していると考えられな

いことも無いが、決定的なことは不明である。

Mil.(p. 22.10-11):

Te ca tepit・aka bhikkhu,pancanekayika pi ca;

Catunekayika c’eva,nagasenam・ purakkharum・.
三蔵師と五部師と四部師との比丘たちはナーガセーナに従った。

用例⑦も、『ミリンダ王の問い』にある記述である。ここでは直前までに長部から増支

部までが言及されているから、狭義の「小部」に言及していると読み得るが、やはり決定

的なことは不明である。またこの箇所も、漢訳対応部を欠くため、上座部内における増広

であると考えられる。

Mil.(pp. 341.26-342.1):

Bhagavato kho,maharaja,dhammanagare evarupa jana pat・ivasanti,suttantika

venayika abhidhammika dhammakathika jatakabhan・aka dıghabhan・aka majj-

himabhan・aka sam・yuttabhan・aka an
・guttarabhan・aka khuddakabhan・aka…後略…

大王よ、実に世尊の法の都には、次のような人々が過ごしています。経師、律師、阿

毘達磨師、説法師、ジャータカ誦者、長〔部〕誦者、中〔部〕誦者、相応〔部〕誦者、

増支〔部〕誦者、小〔部〕誦者…後略…

用例⑧は、『蔵釈』における用例であるが、「五部」とあるだけでその詳細は解らない。

なお、英訳者 Ñan・amoli［1964：p. 15note45/1］は、この箇所が上座部文献において最

も古い五部への言及であろうと述べている。

Pet・a.(p. 11.26-27):

Pancanikaye anupavit・t・hahi gathahi gatha anuminitabba,byakaran・ena byakara-

n・am・.
五部に含まれる 頌によって 頌は吟味されるべきであり、授記によって授記は〔吟

味されるべきである〕。
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第三項 ブッダゴーサによる「仏語の分類」

前項において結論付けたように、ブッダゴーサが登場した時には、既に経蔵

は小部を含めた五部に再編纂され終わっていたと考えられる。このような状況

を踏まえた上で本項では、ブッダゴーサが小部の構成についてどの様に関わっ

ているのかを考察する。

ブッダゴーサ真作と位置付けられる四部註のうちには、小部の構成内容に言

及する下りが何箇所か確認される。ところが現行の十五書すべてを列挙してい

るのは、「第一結集伝承」の途中に挿入される「仏語の分類」だけである（馬

場説における段階(Ｅ)にあたる）。この「仏語の分類」では結集によって収載

された「全ての仏陀の言葉」117)が種々の観点から分類されており、そのうち

「三蔵」による分類法において「狭義の小部」が、「五部」による分類法にお

いて「広義の小部」が言及されている。まず、経蔵を定義するなかで「狭義の

小部」は次のように規定される。

DNA.(Vol.I p. 17.4-14):

Brahmajaladicatuttim・sasuttasam・gaho Dıghanikayo, Mulapariyaya-

suttadidiyad・d・hasatadvesuttasam・gaho Majjhimanikayo, Oghataran・a-

suttadisattasuttasahassasattasatadvasat・t・hisuttasam・gaho Sam・yuttani-

kayo, Cittapariyadanasuttadinavasuttasahassapancasatasattapannasa-

suttasam・gaho An
・guttaranikayo,Khuddakapat・ha-Dhammapada-Udana-

Itivuttaka-Suttanipata-Vimanavatthu-Petavatthu-Theragatha-

Therıgatha-Jataka-Niddesa-Pat・isambhidamagga-Apadana-

Buddhavan・sa-Cariyapit・akavasena pannarasabhedo
118)Khuddakanikayo

 
ti idam・ Suttantapit・akam・ nama.

梵網〔経〕をはじめとする三十四経の集成である『長部』と、根本法門経

をはじめとする百五十二経の集成である『中部』と、度暴流経をはじめと

117）この中には声聞たちによる教説なども含まれることから、ここでの「仏陀の言葉」とは、

三蔵に含まれる聖典に付された抽象的概念を意味している。清水俊史［2015e］を参照。

118）PTS:-bhedo,VRI:-ppabhedo
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する七千七百六十二経の集成である『相応部』と、心遍取経をはじめとす

る九千五百五十七経の集成である『増支部』と、『クッダカパータ』『ダン

マパダ』『ウダーナ』『イティヴッタカ』『スッタニパータ』『天宮事』『餓

鬼事』『長老 』『長老尼 』『ジャータカ』『義釈』『無礙解道』『ブッダヴ

ァンサ』『チャリヤーピタカ』『アパダーナ』による「小部」の十五種との

以上が経蔵と呼ばれる。

そして「広義の小部」は次のように規定される。

DNA.(Vol.I p. 23.23-26):

Katamo Khuddakanikayo?Sakalam・ Vinayapit・akam・, Abhidhammapi-

t・akam・, Khuddakapat・hadayo ca pubbe dassita pancadasappabheda,

t・hapetva cattaro nikaye avasesam・ buddhavacanam・.

「小部」とは何か。全ての律蔵と、阿毘達磨蔵、〔そして〕『クッダカパー

タ』をはじめとする先に示された十五種類、すなわち「四部」を除く残り

の仏陀の言葉である。

ここで説かれる五部という範疇と、それぞれの構成内容とが、その後の上座

部において標準となった119)。この事実からも、ブッダゴーサが『長部註』の

冒頭部に残した「仏語の分類」が、上座部の聖典観に大きな影響を及ぼしたこ

とは疑いない。

しかし、ブッダゴーサが独自の思想をもって小部を十五書に定め、三蔵五部

の範囲を固定化したと理解することは、おそらく妥当ではない120)。なぜなら

ブッダゴーサ著作において言及される小部の内容は一定していないからである。

馬場紀寿［2008：pp. 212.11-213.5］は、段階(Ｄ)「第一結集伝承」が元々経

蔵四部構成であったのにも関わらず、ブッダゴーサが自身の見解を反映させる

119）Norman, K.R.［1997：p. 138.25-29, p. 145.30-34］、馬場紀寿［2008：p. 188.12-15,

p. 238註91］

120）馬場紀寿［2008：pp. 194.1-195.5］
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ために小部（小書）をそこに付記して経蔵五部構成に再編したと理解してい

る121)。ところが、この段階(Ｄ)「第一結集伝承」では『クッダカパータ』を

除く「十四書」しか小部（小書）として言及されていない。また同時に、段階

(Ｃ)「四大教法註」においては、『クッダカパータ』『ブッダヴァンサ』『チャ

リヤーピタカ』を除く「十二書」しか言及されていない。これらの記述は、小

部十五書という記述と齟齬を起こしている122)。もし、小部に対する確固たる

見解がブッダゴーサにあったならば、これらの間にある齟齬を解消できた筈で

ある。

それにもかかわらず、小部を十五書に統一していない事実は、ブッダゴーサ

の小部に対する立場を如実に物語っていよう。すなわち、ブッダゴーサには、

小部を十五書に固定しようとする積極的・能動的な意図はなかったと考えられ

るのである。この齟齬の解消は、その後の上座部において、ブッダゴーサ以外

の手によって試みられている。この解消の方途については次節において考察す

る。

第三節 ブッダゴーサ以後における小部

前節において指摘したように、ブッダゴーサ著作において言及される小部の

構成内容には、一貫性があるとは言い難い。しかしながら、ブッダゴーサが

『長部註』冒頭部の「仏語の分類」において小部として十五書を認めたことは、

その後の上座部にとって大きな指針となったことは明らかである123)。それは

現行の小部が十五書に限られ、それ以上増加しなかったことからも裏付けられ

る124)。ところが、ここで問題となるのは、小部として十五書を定めたはずの

121）ただし、既に述べたように「第一結集伝承」から新古二層を導き出せたとしても、その

編纂の主導者をブッダゴーサに帰すことは妥当ではない。

122）ましてや段階(Ｄ)「第一結集伝承」の途中に段階(Ｅ)「仏語の分類」が挿入されている

のにもかかわらず、両箇所の小部は齟齬を起こしている。

123）ブッダゴーサ以降に成立した『クッダカパータ註』冒頭部においても十五書を小部とし

て数えている。KhpA.(p. 12.7-11)を参照。本書は伝統的にはブッダゴーサ作とされるが、

文献学的には後代の付託であるとされる。

124）ビルマやタイではこの十五書に加えて『導論』『蔵釈』『ミリンダ王の問い』『スッタサ

ンガハ』なども小部に加えられているが、加えられたのは比較的近年のことであるらしい。

Norman, K.R.［1997：pp. 140.27-141.9］、古山健一［2007：pp. 69-70註２］を参照。
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ブッダゴーサ自身の著作において、この「小部＝十五書」という構成が厳守さ

れていない点である。前節でも言及したように「第一結集伝承」において小部

は十四書しか取り上げられておらず、そして「四大教法註」においては十二書

しか挙げられていない125)。ここでの齟齬を表にすれば次のようになる。

小部への言及（PTS版に基づく)

仏語の分類126) 十五書

第一結集伝承127) 『クッダカパータ』を除く十四書

四大教法註128) 『ブッダヴァンサ』『チャリヤーピタカ』『クッダカ

パータ』を除く十二書

この齟齬を問題視したのは、ブッダゴーサではなく、その後の上座部仏教者

たちである。諸版本の異読やダンマパーラによる復註を検討すると、「第一結

集伝承」と「四大教法註」に残された十四書と十二書の記述を修正しようとし

た痕跡が確認される。本節ではその痕跡を辿りながら、ブッダゴーサ以降の小

部受容について考察する。

第一項 十四書と十五書

まず本項では、「小部」の構成に関する記述の揺らぎを考察する。現行の小

部十五書という枠組みは、最後に『クッダカパータ』が加えられることによっ

て成立したことが先行研究によって明らかとなっている129)。これと関連して、

ブッダゴーサ著作（及びブッダゴーサとほぼ同年代に成立した典籍130)）のう

なお、スリランカでは今でもこれらの書を三蔵に含めていない。

125）隠没伝承においても小部の一部が言及されるが、その構成要素の仔細が説かれているわ

けではないのでここでは扱いわない。また、ダンマパーラやサーリプッタなど後代の註釈

家たちが、ブッダゴーサ註の隠没伝承における小部の扱いに疑義を提示していない事実は、

隠没伝承に小部全てが説かれている必要性を感じていなかったことを意味する。

126）DNA.(Vol.I p. 17.2-16)
127）DNA.(Vol.I p. 15.22-29)
128）DNA.(Vol.II p. 566.2-6)
129）Lamotte,É.［1956］［1958：pp. 171-174］、Lamotte,É.（Webb-Boin,S.tr.）［1988a:

pp. 156-159］、前田惠學［別１(＝ 1964)：pp. 770.13-772.17, pp. 773-774］、Norman,

K.R.［1983：pp. 57.23-58.18］、馬場紀寿［2008：pp. 190.2-193.4］などを参照。

130）『律註』（VinA.）と『法集論註』（DhsA.）は、伝統的にはブッダゴーサ著作とされる

が、この真作性を疑う研究も多い。しかしながら、これら両書ともブッダゴーサの時代か
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ちには、同一箇所であっても小部を「十四書」とするか「十五書」とするかで

諸版本ならびに漢訳本のあいだに揺らぎが確認され、本来は「十四書」とあっ

た筈の箇所が後に「十五書」と書き改められた痕跡が報告されている。不整合

な記述は整合的に修正されていくという本文批評の原則に従えば、古い記述を

残しているのは、より不整合な「十四書」である131)。よって、「小部＝十五

書」という枠組みと整合させるために、「十四書」とあった古い記述が「十五

書」に書き改められたと考えることは合理的である。

たとえば、『長部註』冒頭部にある「第一結集伝承」では小部の構成要素が

述べられているが、当初は『クッダカパータ』を除いた「十四書」と規定され

ていた筈が、後に「十五書」に修正された形跡が認められる。これを最も仔細

に検討した馬場紀寿［2008：pp. 228-229註36］は、PTS版（およびスリラ

ンカ版）においては『クッダカパータ』が記載されていないが、ビルマ版とタ

イ版ではそこに『クッダカパータ』が加えられている点を指摘し、PTS版の

記述がより古いこことを論証している。これと全く同じ現象が『法集論註』に

おいても確認されており、PTS版（およびスリランカ版）では小部を列挙し

て「十四書」とある部分が、ビルマ版（およびタイ版、インド版）では「十五

書」となっている132)。またさらに、『律註』においても小部の構成要素に言及

する下りがあるが、現行のパーリ文では「十五書」と定めているのにもかかわ

らず、漢訳された『善見律毘婆沙』の同箇所では『クッダカパータ』を除いた

「十四書」しか言及されていない133)。

ら遠く離れていないうちに成立したものである。森祖道［1984：pp. 469.7-470.18］

［1992］、Hinuber［1996： 209, 221, 312］、林隆嗣［1997］、馬場紀寿［2008：p. 14.2

-10,p. 238註93］を参照。

131）すなわち Lectio difficilior potiorの原則である。田川建三［1997：pp. 461.5-464.3］

を参照。

132）馬場紀寿［2008：pp. 189.12-14,p. 239註97,註98］

133）この齟齬は古くから注目されている。VinA.(Vol.I p. 13note5)、荻原雲來［1938：p.
436.17-18］、Lamotte, É.［1956］［1958：p. 174］、Lamotte, É.(Webb-Boin, S. tr.)
［1988a: pp. 158-159］、水野弘元［1：pp. 111.18-112.9］、前田惠學［別１(＝ 1964)：

pp. 693.6-694.7］、馬場紀寿［2008：pp. 189.9-11］を参照。まず現行のパーリ律には次

のように十五書すべてが列挙されている。

VinA.(Vol.I p. 18.12-19):
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このように、現在手にすることの出来る諸資料を比較すると、当初は「十四

書」とあった箇所が「十五書」へ修正されている跡が確認される。従って、ブ

ッダゴーサ著作においては、もともと小部の内容について「十四書」と「十五

書」の両説が混在しており、その後に上座部において「小部＝十五書」という

構成が定説として定着するに従って、それと齟齬を起こさぬよう「十四書→十

五書」と書き改められていったと考えられる。ただし「十四書」のまま現在に

伝わっている資料も存在することから、この修正はブッダゴーサの手によるも

khuddakapat・ha-dhammapada-udana-itivuttaka-suttanipata-vimanavatthu-

petavatthu-theragatha-therıgatha-jataka-niddesa-pat・isambhida-apadana-

buddhavam・sa-cariyapit・akavasena pannarasappabhedo khuddakanikayo.
『クッダカパータ』『ダンマパダ』『ウダーナ』『イティヴッタカ』『スッタニパータ』

『天宮事』『餓鬼事』『長老 』『長老尼 』『ジャータカ』『義釈』『無礙解道』『アパ

ダーナ』『ブッダヴァンサ』『チャリヤーピタカ』という十五種が「小部」である。

一方、四八九年（もしくは四八八年）に漢訳された『善見律毘婆沙』には次のように十

四書のみが言及され、『クッダカパータが』が小部の構成要素として説かれていない。

『善見律毘婆沙』巻１（T24.676a7-10)：

法句。 。軀陀那。伊諦佛多伽。尼波多。毘摩那。卑多。涕羅。涕利伽陀。本生。尼

涕婆。波致參毘陀。佛種性經。若用藏者。破作十四分。悉入。屈陀迦。

『法句』（Dhammapada）、『 』（Apadana）、『軀陀那』、（Udana）『伊諦佛多伽』

（Itivuttaka）、『尼波多』（Suttanipata）、『毘摩那』（Vimanavatthu）、『卑多』（Peta-

vatthu）、『涕羅』（Theragatha）、『涕利伽陀』（Therıgatha）、『本生』（Jataka）、『尼

涕婆』（Niddesa）、『波致參毘陀』（Pat・isambhidamagga）、『佛種性經』（Buddhavam・-

sa）、『若用蔵者』（Cariyapit・aka）と破れて十四分と作りて悉く「屈陀迦」（Khudda-

ka）に入る。

この齟齬について荻原雲來［1938：p. 436.17-18］は、この箇所に確認される揺らぎか

ら、『クッダカパータ』は当初小部に含まれず、後になって追補されたと理解する。しか

し水野弘元［1：pp. 111.18-112.9］は、『善見律毘婆沙』の原本も小部十五書であったと

理解し、訳出する際に「クッダカニカーヤ（小部）」と「クッダカパータ」が混同され、

片方が削除さてしまった結果であると述べている。ただし、現在残っている『善見律毘婆

沙』の原文では「十四」と明示されているから、訳出による混乱と理解するよりも、現存

するパーリ律の記述が後代に修正されたと見做すことがより実証的であろう。

また『善見律毘婆沙』は、漢訳者である僧伽跋陀羅（Sam・ghabhadra）と、その師た

る三蔵法師とによって中国に齎され、四八九年（もしくは四八八年）に漢訳されたと伝わ

ることから、この師たる三蔵法師がブッダゴーサ自身であった可能性が古来より指摘され

ている（水野弘元［1：pp. 118.4-126.12］を参照）。これは極めて魅力的な仮説であるが、

根拠は「不可能ではない」という点に尽きて、積極的に採用すべき根拠があるわけではな

い。
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のであるとは考え難い。従って両説が混在していたという事実をそのまま受け

入れるならば、ブッダゴーサにとってこの両説のうち、どちらが“正しい説”

であったのかを推し量ることは難しい。むしろ、両説が混在していたことは、

ブッダゴーサにとって小部が「十四書」であるか「十五書」であるかは重要な

問題として認識されていなかったことを反映していると考えられる。

第二項「四大教法註」に対するダンマパーラ復註

続いて、ブッダゴーサによる「四大教法註」と、それに対するダンマパーラ

の復註とにおける小部の扱いを考察する。この「四大教法註」では、“経とは

呼ばれない仏陀の言葉”として小部に該当する『ジャータカ』など十二書が言

及されるが、『ブッダヴァンサ』『チャリヤーピタカ』『クッダカパータ』の三

書は取り上げられていない134)。この箇所に対してダンマパーラによる復註

（DNT・.）は、そこに『ブッダヴァンサ』と『チャリヤーピタカ』が取り上げ

られていない点を問題視している135)。

DNT・.16(Vol.II p. 213.24-25):

Buddhavam・sacariyapit・akanam・ pan’ettha aggahan・e karan・am・ mag-

gitabbam・.

またここでは、『ブッダヴァンサ』と『チャリヤーピタカ』が含まれてい

ない原因が探求されるべきである。

ここで重要な点は二つある。第一には、ダンマパーラの復註によればブッダ

ゴーサ註における記述には不備があり、『ブッダヴァンサ』と『チャリヤーピ

タカ』が本来ならば加えられるべきであると理解されている点であり、第二に

は、このダンマパーラの復註においても『クッダカパータ』は取り上げられて

いない点である。すなわちこの箇所において“経とは呼ばれない仏陀の言葉”

は、現行の小部十五書から『クッダカパータ』を除いた構成であり、これは前

134）DNA.16(Vol.II pp. 565.29-566.30)
135）『長部註』（DNT・.）はダンマパーラ真作であると考えられる。清水俊史［2015l］を参照。
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項において検討した「小部十四書」と全く同一である。すなわちダンマパーラ

著作においても小部を十四書とする説が残っていたことになる。

しかしながら、ダンマパーラが『クッダカパータ』を小部として認めていな

かった（あるいは知らなかった）というわけではないようである。なぜなら、

ダンマパーラ著『長部復註』において『クッダカパータ註』が引用されている

が136)、この『クッダカパータ註』の冒頭部では小部が十五書から構成される

ことや137)、その十五書のうち『クッダカパータ』が筆頭に置かれている理由

が説明されているからである138)。

従って、ブッダゴーサ著作における場合と同様に、ダンマパーラ著作におい

ても「小部十四書」と「小部十五書」の両説が混在していたことが確認される。

第三項 上座部における小部の受容

このようにブッダゴーサ著作において小部の構成に齟齬が確認され、「仏語

136）DNT・.1(Vol.1p. 158.17-20)を参照。またここでは、Paramatthajotikaという固有名

詞を附したうえで引用されているため、現行の『クッダカパータ註』を引用していると考

えられる。なお、引用箇所はKhpA.(pp. 36.31-37.1)である。

137）KhpA.(p. 12.7-11):

Khuddakapat・ho, dhammapadam・, udanam・, itivuttakam・, suttanipato, vimana-

vatthu, petavatthu, theragatha, therıgatha, jatakam・, niddeso, pat・isambhida,

apadanam・,buddhavam・so,cariyapit・akam・,vinayabhidhammapit・akani,t・hapetva
(1)

cattaro nikaye avasesam・ buddhavacanam・ khuddakanikayo.
『クッダカパータ』『ダンマパダ』『ウダーナ』『イティヴッタカ』『スッタニパータ』

『天宮事』『餓鬼事』『長老 』『長老尼 』『ジャータカ』『義釈』『無礙解道』『アパ

ダーナ』『ブッダヴァンサ』『チャリヤーピタカ』という、律〔蔵〕・阿毘達磨蔵・四

部を除いた残りの仏語が「小部」である。

(1)PTS:omit,VRI:add va

上記の小部の定義においては、広義の小部が全く考慮されていていない点も興味深い。

狭義と広義の小部については、本章第二節二項「狭義と広義の小部」を参照。

138）KhpA.(p. 12.18-25):

Tesam pi  khuddakanam・ saran・a-sikkhapada-dvattim・sakara-kumarapanha-

man・galasutta-r a t a n a s u t t a-tirokut・t・a-nidhikan・d・a-mettasuttanam・ v a s e n a
 

navappabhedo khuddakapat・ho adi  acariyaparamparaya vacanamaggam・
aropitavasena na bhagavata vuttavasena.
これら小〔書〕のうち、帰依・学処・三十二相・童子の問い・吉祥経・宝経・壁外・

伏蔵・慈経によって九〔章〕に分けられた『クッダカパータ』が最初である。〔この

順番は〕規範師たちの相承が読誦方法にのせたことによって〔定まったのであり〕、

世尊が説いたことによって〔定まったのでは〕ない。
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の分類」では十五書が、「第一結集伝承」では十四書が、「四大教法註」では十

二書がその構成として説かれる。後代の上座部の標準的な聖典観である「小

部＝十五書」という構成に基づくならば、この「第一結集伝承」と「四大教法

註」においても、本来ならば小部すべてが記述されていなければならない。さ

らにブッダゴーサ著作のうちには、同一典籍の同一箇所であっても小部を「十

四書」とするか「十五書」とするかで、諸版本のあいだに記述の揺らぎが確認

される。これに加え、当初は小部を十四書と規定していた記述が、後に十五書

に修正されている痕跡までも確認される。この修正はブッダゴーサの手による

ものであるとは考え難い。このようにブッダゴーサ著作のうちには、小部の規

定を巡って多くの齟齬が確認され、統一的に理解できる内容とはなっていない。

これらの齟齬が残されたままであることは、ブッダゴーサが自身の意志によっ

て小部の構成内容を固定しようとはしていなかったことを物語っている。

この齟齬を修正しようとする動きは、ダンマパーラの復註において確認され

る。ダンマパーラは、ブッダゴーサが「四大教法註」において小部を十二書し

か挙げられていない不備を指摘し、これを十五書にではなく十四書に修正して

いる。この興味深い事実は、ダンマパーラの時代にも「小部＝十四書」とする

説が残っていたことを示唆している。この一方でダンマパーラ著作のうちには、

小部を十五書と認めていたと読み得る記述も存在する。従って、ダンマパーラ

の段階において、小部を十二書とする立場は淘汰されているが、十四書と十五

書の両立場は依然として確認される。

このように小部十四書という規定は、ブッダゴーサ以降もある程度の支持を

もって残っていたと考えられる。いわば、十四書と十五書という両規定が上座

部内で併存していた期間があったことを予想させる。確かにブッダゴーサが著

した「仏語の分類」に述べられる「小部＝十五書」の構成は、その後の上座部

に重大な影響力を与えた。しかしそれはブッダゴーサが意図したことではなく、

その後の上座部において「仏語の分類」に説かれる三蔵五部の構成範囲こそが

正統説であるとして評価して受容されたことによると言えるだろう139)。そし

139）一方で、段階(Ａ)(Ｂ)(Ｃ)に含まれる隠没伝承(α)(β)(γ)に対して註釈文献は、そこ

において「小部」の体系的記述が欠けていることを問題視していない。これは、本稿が言
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てそれは長い上座部の伝統において徐々に受容されていったものと考えられる。

結論

以上、本章は、上座部における小部の成立と受容について考察することで、

次の点を指摘した。

(1)第一結集伝承において小部（小書）の合踊に「大地の震動」が起きて

いないこと、そして三種の隠没伝承において小部が体系的に説かれて

いないことは、小部の権威性が十分に上座部において認められておら

ず、教法を維持するための必須条件として目されていなかった事情を

反映していると考えられる。従って、これらの諸資料における小部の

差異は、必ずしもその成立事情を反映しているわけではない。

(2)ブッダゴーサ以前には経蔵を四部とする立場が主流であり、ブッダゴ

ーサこそが経蔵を五部に再編した主要人物であるとする馬場紀寿の所

説は、その根拠が 弱である。根拠とされる何れの資料も経蔵四部構

成であるとは言い難く、すでに経蔵五部構成のもとに増補されている

跡が確認される。

(3)そして、ブッダゴーサ以前に成立していたと考えられる上座部資料を

検討すると、すでに経蔵には第五部の存在が多く確認され、むしろ経

蔵が四部に限られることを明示している資料は希少である。従って、

ブッダゴーサ以前から既に上座部の経蔵は五部構成に再編し終わって

いたと考えられる。

(4)『長部註』冒頭部の「仏語の分類」においてブッダゴーサが規定した

「小部＝十五書」という構成が、その後の上座部において標準的な定

説となった。しかしながら、１）ブッダゴーサ著作のうちでは小部の

構成内容に揺らぎがみられ一定しておらず、２）小部について十四書

説と十五書説との二つがブッダゴーサ以後もしばらく併存していて、

及してきたように、小部に収載されている諸経は、十分な権威性が認められていなかった

ために、教法が隠没する必須条件として認められていなかったものと考えられる。
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３）現在残っている諸版本を比較すると当初は十四書とあったはずの

箇所が十五書に修正された痕跡が確認される。従ってこの三点から、

上座部における三蔵五部の構成範囲は、ブッダゴーサが主体的・能動

的に定めようとしたものではなく、その後の仏教者たちがブッダゴー

サの残した「仏語の分類」こそがその範囲を決定するものと評価した

ことによって定められたと結論付けられる。

総括

本稿は第一章において上座部における小部の権威性について考察し、続く第

二章において小部の成立と受容を考察した。以上より、仏滅後からブッダゴー

サを経て、ダンマパーラに至るまでの「小部」の成立と受容は、次のような段

階を経たと予想される。

(1)仏滅後に残された「仏陀の言葉」は、仏弟子たちによって、その内容

に応じて『長部』『中部』『相応部』『増支部』という四部に収められ

た。この四部から漏れた様々な種類の経典（主として 頌経典）は、

蔵外文献として扱われ、仏教教理の体系化にあたっても重視されず、

『ジャータカ』と『ダンマパダ』の例外を除いて教団内には誦者も伝

持者も存在しなかった。

(2)これら蔵外文献は、後に経蔵の第五部「小部」として組み込まれる。

この時期は不明であるが、ブッダゴーサが登場するときまでには五部

という範疇が、上座部の定説になっていたと考えられる。しかし経蔵

が五部に再編成された後にも、「小部」の実質的な内容は定まってい

なかった140)。

(3)ブッダゴーサが著した四部註を検討すると、その段階では、『ダンマ

140）このように小部の構成内容が徐々に増加し得た理由は、おそらく当初の「小部」の定義

が「律蔵・阿毘達磨蔵・四部（経蔵）以外の仏語」というものであったからであると予想

される。KhpA.(p. 12.7-11)、DNA.(Vol.I p. 23.23-26)を参照。
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パダ』『ウダーナ』『イティヴッタカ』『スッタニパータ』『アパダー

ナ』『天宮事』『餓鬼事』『長老 』『長老尼 』『ジャータカ』『義釈』

『無礙解道』という十二書が、小部の構成要素として広く認知されて

いたと考えられる。残る『ブッダヴァンサ』『チャリヤーピタカ』『ク

ッダカパータ』の三書が小部の構成要素として認められるかどうかは

諸資料のあいだで一致していない。

(4)このように小部の内容が定まらない中にあって、ブッダゴーサが『長

部註』の「仏語の分類」において十五書すべてを小部に含めたことは、

後の上座部にとって重要な指針となった。だが、これはブッダゴーサ

が小部を十五書に規定しようと明確な意図を持っていたわけではない。

ブッダゴーサ著作のうちでは、本来ならば小部すべてが列挙されなけ

ればならない箇所であっても、「第一結集伝承」では十四書（『クッダ

カパータ』を除く）だけが言及され、「四大教法註」では十二書（さ

らに『ブッダヴァンサ』『チャリヤーピタカ』を除く）しか言及され

ていないなど、小部の構成について齟齬が残されたままである。

(5)ブッダゴーサより後に成立したダンマパーラ著作においては、小部の

構成について十二書説は淘汰されているものの、十四書と十五書との

両説は併存したまま残されている。従って、上座部における小部の構

成内容は、十四書とするか十五書とするかでブッダゴーサ以降もしば

らくは確定されることはなかったと予想される。

従って、ブッダゴーサが果たした「小部」への役割は、蔵外にあった小部を

三蔵の中に加えるという独創的な思想家としてのものではなく、上座部に受け

継がれてきた種々の伝承を纏め上げて、そのなかの十五書を「小部」として承

認した註釈家としてのものであると結論付けられる。
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Abbreviations

アルファベット略号

ADV. Abhidharmadıpa-Vibhas・aprabhavr・tti -P.S.Jaini(ed.),Abhidharmadıpa with 
Vibhas・aprabhavr・tti,Patna:K.P.Jayaswal Research Institute,1959.

AKBh. Abhidharmakosa-Bhas・ya - P. Pradhan (ed.), Abhidharmakosabhas・ya of 
Vasubandhu,Patna:K.P.Jayaswal Research Institute,1967.

AKUp. Abhidharmakosa-t・ıka Upayika (chos mngon pa’i mdzod kyi’grel bshad nye 
bar mkho ba zhes bya ba),Peking No.5595,Derge No.4094;資料番号につ
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