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捨 身 の 思 想

- 六朝係数史の一断面-

船 山 徹

第一章 ｢捨身｣という言葉

1.1事例の確認 1.2｢捨身｣の四義

第二章 原義的捨身

2.1種類と典接 2.2周囲の反鷹 2.3捨身と自殺

2.4捨身としての屍陀林葬 2.5捨身と孝

第三章 象徴的捨身

3.1理論的側面 (3.11捨財は何故に捨身たり得るか 3.12身命と身命財)

3.2歴史的側面 (3.21梁武の捨身 3.22南賓時代の捨身 3.23梁武以前の無遮大倉

3.24捨身と経典講義,買い戻し 3.25俳奴ということ)

捨身とは,自分自身を捨てることである｡自分自身とはなにかといえば,文脈に鷹じて,

わが肉髄や命の場合もあれば,それを象徴するところの何らかの物品でもありうる｡

東アジア沸教史のさまざまな局面で登場する捨身には,自己完結的な性格よりもむし

ろ,他のいろいろなテーマと複雑に関係する摸散的な性格がある｡じっさい捨身とかかわ

る先行研究は数多く,分野も多岐にわたる｡管見の限りでも,中国係数史における捨身を

とりあげる研究1)のほか,捨身と儒教 ･道教との関係,(2)壬にインド併教の範囲で,ジャー

(1)たとえば次を参照｡名畑鹿順 ｢支那中世に於ける捨身に就いて｣ (『大谷撃報』12/2,1931)0
JacquesGernet,LessuicidesparlefeuchezlesbouddhisteschioisduVeauXesiecle

(MelangesPubliesParl'Institutdeshauteseludeschinoises2,1960);cf.JeanFilliozat,La

mortvolontaireparlefeuetlatraditionbouddhiqueindienneUoumalAsiatique1963/

1).JanYtin-hua,Buddhistself-immolationinmedievalChina(HistoryofReligions

4/2,1965).水尾現誠 ｢戒律の上から見た捨身｣ (『印度学僕教学研究』14/2,1966)0John

Kieschnick,Theeminentmonk:BuddhistidealsinmedievalChinesehagiography,Honolu-

1u:UniversityofHawai'iPress,1997:pp.35-50.JamesA.Benn,Wheretextmeets

fleshl.BurningthebodyasanapocryphalpracticeinChineseBuddhism (Histo叩 Of

Religions37/4,1998).張勇 『博大士研究』(成都 :巴萄書社,2000)341-350頁 ｢焼身考｣.

(2)明神洋 ｢中国併教徒の焼身と道教｣(『早相田大学大学院文学研究科紀要』別射11哲学 ･史学

編,1984)｡同 ｢中国社合における儒教の捨身と平安｣(『日本併教学含年報』61,1996)0
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タカその他の経典の文献学的研究として捨身を取 りあげるもの,(3)係数美術の素材 として

捨身にふれるもの,(4)日本係数史における捨身,(5)さらには,生命倫理 (脳死や臓器移植の是

非)との関連で論ずるもの,(6)その他があり,その上さらに捨身に部分的に関連する研究 と

なると,ほとんど枚撃に暇がない｡それらに私がまた屋上屋を架するゆえんは,ひとつに

は,捨身 という特異な行馬を,それを批判する論理も含めて係数史のなかに位置づけたい

からであり,もうひとつには,捨身という現象の周通背後に見え隠れする思想なり考え方

なりを知 っておきたいからである｡捨身にたいする私の興味は,もとはと言えば,眼を布

施 したり指を焼いたりといった本来の捨身ではなく,梁の武帝が捨身 して備奴 となったこ

とがなぜ捨身なのか,本来の捨身といかなる関係にあるかという素朴な疑問か ら出覆 し

た｡この興味は今 も変わっていないが,調査をすすめるうち,梁武の捨身に至るまでの歴

史的展開と,捨身という語の意味を押さえておく必要を感ずるようになった｡こうした経

緯から,本稿では六朝悌教史研究の一環として,捨身が中国でにわかに流行 し始めた五六

世紀頃を中心に,従来の研究を補う新たな知見を織 り込みながら捨身という現象を多角狗

に考察する｡私の能力と関心には自ずから偏りと限界があろうが,本稿は捨身をめぐる思

想史的研究であって,捨身を美化することも非難することも目的としない｡臓器提供の是

非といった現代的課題に答えようとするものでもないことを断わっておく｡

(3) たとえば次を参照｡杉本卓洲 ｢菩薩の捨身行- ジャータカと法華経の交渉の一側面｣(塚本

啓鮮編 『法華経の文化と基盤』,平楽寺書店,1982)｡岡田虞美子 ｢血の布施物語 ･慈力王説話

- Karma孟ataka48話の盃行詰｣ (『印度学僕教学研究』43/1,1994),同 ｢血の布施物

語 ･Sarva[-artha-]dar畠in侍説- 大賛積経 (R豆!trapalapariprccha前生話24)の薬用血

施説話を巡って｣(『神戸女子大挙文学部紀要』28/2,1995)- 同氏には他にも一連の関係論

文がある｡三友量順 ｢薬王菩薩と ｢燃身｣｣(『勝呂信静博士古稀記念論文集』,山善房俳書林,

1996)0HubertDurt,Twointerpretationsofhuman-fleshoffering:misdeedorsupreme

sacrifice (『国際併教学大学院大学紀要』1,1998).Id.,Theofferingofthechildrenof

princeVi畠vantara/SudanaintheChinesetradition (『国際係数撃大学院大学紀要』 2,

1999).袴谷憲昭 ｢菩薩成俳論と捨身二葦｣(『駒揮短期大学研究紀要』28,2000)0
(4)たとえば次を参照｡水野清一･品虞敏雄 『龍門石窟の研究』(座右賛刊行合,1941)21-24頁.

上原 和『増補 ･玉虫厨子の研究- 飛鳥･白鳳美術様式史論』(巌南堂書店,1968)31135昆

(5) たとえば次を参照｡成田俊治 ｢異相 (捨身)往生についての一 ･二の問題- 往生俸類を中

心に｣(『日本俳敦と浄土教諭敦』,井川博士喜寿記念合,1974)｡吉田晴雄 ｢古代における捨身

行の考察｣(『木代修一先生喜寿記念論文集2 日本文化の社食的基盤』,雄山闇,1976)0
(6) たとえば次を参照｡野口圭也 ｢臓器提供は布施行か｣(『真言宗豊山蔽教化センター紀要』2,

1997)｡岡田虞美子 ｢捨身と生命倫理｣(『印度学僕教学研究』48/2,2000)｡同 ｢(子の肉の聴)

とSuj畠ta太子説話｣(『江島恵教博士追悼論集 空と葺在』春秋社,2001)O
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捨身の思想

第一章 ｢捨身｣という言葉

1.1 事例の確認

捨身という言葉から,価陀が過去世にウサギであった頃,お腹をすかした婆羅門 (ブラp

フマナ)にわが身を布施すべく火の中に飛び込んだ,といったジャータカの話(7)を思い浮か

べる人もいよう｡なるほどそれも捨身の一つである｡しかし捨身という語が表わす事象は

それだけではない｡もうひとっ別の,時に深刻な社台問題を引き起こした捨身のタイプ

に,悌法僧の三賓を供養 (pdja)するために行なう捨身がある｡そしてこの意味での捨身

は,鳩摩羅什謬 『法華経』の薬王菩薩本事品の故事を典壕とすることが断然多い｡いま直

接関係する箇所を羅什謬からの和讃で示そう｡

(一切衆生書見菩薩は)三昧よりたちもどると,｢わたくLが神通力によってブッダを供

養するとしても,わが身をもって供養することにはかなわない｣と考え,そこで栴

檀 ･薫陸 ･兜榛婆 ･畢力迦 ･沈水 ･鷹番といった様々な香を服用 し,また塘萄や諸撃

の香油を飲むこと,それを千二百年行なった後,香油を身に塗り,日月浄明徳俳の前

にて天の賓衣で自らの身を纏ってから,諸の香油をかぶった｡そして神通力 (によって

得た)誓願によって自らの健を燃やした｡その光はあたりを照らしだし,八十億恒河沙

の世界におよんだ｡その中にいます諸傍は同時に讃歎して言った,｢すぼらしい｡すぼ

らしい｡ 善男子よ｡ これこそはんとうの精進である｡ これこそが, ほんとうに法を

もって如来を供養するということである.(･･ヰ略.･･)たとい王国や妻子を布施 したと

てかなわない｡これを第一の布施と名づける｡法によって如来たちを供養するのであ

るから, いろいろな布施のなかでも最高である｣｡ こう言い終わると諸俳は獣然とし

た｡(一切衆生書見菩薩の)髄の火は千二百年間燃えつづけ,それから彼の髄は轟きはて

た｡一切衆生書見菩薩はこのような法の供養をして命が壷きると,日月静明徳傍の園

に生まれた｡(8)(以下省略)

(7)辻直四郎 ･渡連照宏謬 『ジャータカ物語』(岩波少年文庫,1956,1987改版)185-195頁 ｢ウ

サギの施し｣｡

(8) 鳩摩羅什謬 『法華経』巻六･薬王菩薩本事品 ｢(一切衆生書見菩薩)従三昧起而自念言.我難

以紳力,供養於俳,不如以身供養｡即服諸香,栴檀･薫陸･兜積婆･畢力迦･沈水･贋香,又

飲瞭萄･諸学香油,漏千二百歳巳,香油塗身,於日月浮明徳備前,以天資衣,而自纏身,濯諸

香油,以神通力願,而自然身,光明遍照,八十億恒河沙世界,其申請俳,同時讃言｡善哉善

哉,善男子,是寅精進,是名兵法供養如来,---償使囲城妻子布施,亦所不及｡善男子,是名

第一之施,於諸施中,最専最上,以法供養諸如来故｡作是語己,而各獣然｡其身火燃,千二百

歳,過是己後,其身乃義｡一切衆生書見菩薩,作如是法供養己,命終之後,復生日月浮明徳悌

国中,--｣(T9,53b)0
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また次のようにも言われる｡

もし寄心 して,この上なく正しい完全な悟りを得たいなら,手の指ないし足の指を燃

やして備塔を供養することができれば,王国や妻子,三千大千世界の国土や山林,河

や池,諸々の珍しい質物で供養する者より優れている｡(9)

物品によって俳を供養するより,わが指を燃やして供養する方が優れており,指よりも腎

を焼く方が優れており,もっとも素晴らしいのは,わが身を燈火として燃やし,その光明

によって価を供養することである｡薬王菩薩本事品はこう説く｡ここで身を焼 くとは,価

ならびに備法を讃歎する手段として,みずからが燈火となるという意味である｡

なお羅什葦に複数回みえる ｢千二百年｣がサンスクリット語テキストで十二年であるの

はおもしろい｡西暫 ･竺法護詳 『正法華』の封鷹箇所も ｢十二年｣であることから察する

に,｢千二百年｣は,羅什一流の潤色というべきか｡ともあれ,香りたかき植物や池を千二

百年間も服用し績けるというのは,謹み手からすれば,そこに現賞味はもはやあるまい｡

しかし十二年なら現書的かといえば,いうまでもなく,これまた別問題である｡横超慧日

氏は薬王菩薩本事品の焼身供養を次のように解説する- ｢身を捨てて供養 したという

ことは,それによって法の専さを示したことになり,身を捨てること自健は併教徒として

戒律上許されることではないが,ここではそれが法の専さを象徴的に表わすものとしてと

りあげられていると見られる｣｡それ故,｢ここの文を事書的に解して,これは法華経製作

者たちが法のために命も惜 しまぬと信 じて現薯に焼身供養をするような狂信の徒輩で

あったというように受けとる説は,全く問題外である｣というのである｡uαたしかにこれが

もっとも穏嘗な解樺なのであろう｡賓際,インド語の文献ないしインド起源の漠謬文鳥たに

確認される捨身のことは,例外なくすべてブッダの過去世の所行として,すなわち,これ

ほどの難行苦行をおこなったからこそ彼はプッダとなれたのだという賞讃の話として説

かれるのであり,その場合,捨身は不可思議なる神通力ないし三昧 (火定)の一つの蓉現形

態として描害される｡ジャータカとしてではなく,信者たちに賓際に捨身をせよと奨める

髄裁のものはほとんど皆無といってよい｡経典に説かれる捨身は我々の賓践項目ではない

のだ｡しかし問題は,インドの場合はさておき,鳩摩羅什欝を讃んだ五世紀以後の漢人併

教徒たちの中に,焼身供養を象徴としてとらえるのではなく,そのまま信 じて自ら焼身供

養を行なった人々が多数輩出した事賓である｡その最も極端な事例として,梁末の停会の

場合をみておきたい｡

(9) 同 ｢若有蓉心欲得阿蒋多羅三就三菩提者,能燃手指乃至足一指供養俳塔,勝以薗城 ･妻子及三

千大千国土 ･山林 ･河池 ･諸珍質物而供養者｣(T9,54a)0
(10) 横超慧EI編著 『法華思想』(卒柴寺書店,1986)419頁｡
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博会 (497-569),字は玄風,東陽郡 (漸江省金華市)の人｡博大士,東陽大士,あるい

は少々おどろおどろしく ｢讐林樹下富来解脱善慧大士｣と呼ばれ,大士すなわち菩薩の立

場から,道俗男女をとりまぜた海自の大乗教固化Dを組織した｡出家者でなかったため『緯高

僧停』にこそ立博されていないが,彼は盃の出家者など比較にならぬほど激烈な儒教者で

あった｡その行状には俄に信 じがたいはど激烈な,現代のカル ト敬圏における集圏自殺を

努常せしめる様子がみてとれる｡従来の捨身研究で滴れられることの少なかった鮎を考慮

し,また,あまりにも異様な茸態を紹介する意味を兼ねて,倖倉救国の行なった捨身の典

型的事例を簡単にみておきたい｡捨身という行馬が本来的に有する,ある種常軌を逸した

一面が構われば十分である｡

停会の行状を備える史料として最も古いのは陳 ･徐陵撰 ｢東陽聾林寺博大士碑｣(全陳文

金十一)であるが,より詳純なものとして,時代は下るが,庸 ･模穎撰 『善慧大士録』八巻

(秩)を模煩が四巻に再編集した 『善慧大士線』四台 (績戒第一輯第二編第二十五套第一研,漢

金華叢書)がある｡その奄一に記される侍によれば,uカ梁の命運も轟きかけた太清二年 (548)

の三月十五日,博大士は救国の者たちに向かってこう言ったという｡｢むかし聞いたとこ

ろでは,月光大士 (チャンドラプラバ菩薩)は頑を捨てて布施行を弘め,太子は窮乏者を救う

ため命も財産も惜しまなかったとか｡経典の明かすところでは,彼らは久 しからずして俳

となったという｡ゆえに私も凡才非才をかえりみず,大聖の教えを仰ぎ慕って,ここに誓

願を立てる- 身髄も命も財産も捨てて, あまねく一切衆生のため諸燐を供養し,謹ん

で断食修行 (不食上欝)を行ない,滅度するのだ｡意志をっらぬいて身を焼き大燈明となり,

一切衆生のため三賓を供養しよう｡来月の八日これを行なう｣と｡弟子たちにとって停会

はこれから俳とならんとする菩薩そのものであり,また言うまでもなく,自分たちを救済

する力のある,唯一無二の存在であった.四月八日になると,弟子の留堅意や花難陀ら十

九人がそれぞれ師主の身代わりを願い出る｡弟子たちは断食修行を行ない,さらに身を焼

いて三賓を供養した｡弟子の朱堅固は一指を焼いて燈火とした｡陳超は自らの身を責り捨

て (奴となった)｡桃普薫 ･智朗らは (奴となって)傭役で稼いだ金銭で師主を供養し,一切

の衆生が輪廻樽生する度に恒に諸備に出合って法を聞き,皆がみな悟りを得て無生法忍を

髄得するようにと普 く誓願をたてた｡同月九日には,弟子の留和睦と周堅固の二人が一指

(ll) 興味ぶかいことに,倦怠教圏には道教徒もいたようだ｡『善慧大士鍍』金一の陳永定元年

(557)の候に ｢道士陳令成･徐デ等,線四十九人,奉持不食上責｣とある｡

(1分 『善慧大士録』金一の博会席は成立年代が下ることもあって,その一字一句に史書としての信

濃性をおくのは難しいところがあるため,本稿では大意の紹介にとどめた｡停会の侍と著作に

関する最近の研究として張勇 『博大士研究』(本稿注1)がある｡
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を焼いた｡弟子の模賓印は心臓を突き刺した｡幕玄某は左右の耳を切った｡比丘の菩提と

優婆夷の騒妙徳の二人は左耳を切った｡比丘の智朗や智品ら二十二人は右耳を切った｡比

丘尼の法脱 ･法堅ら十五人は各自断食修行を行ない,師匠がずっとこの世にとどまって正

教を宣揚することを所願した,という｡

この年の八月には毒春で世にいう｢侯嘉の乱｣a劫が起こり,翌年の三月,建康の宮城は障

落し,武帝は五月に憤死する｡さらに八年後 (557)に,ついに梁は亡び陳が興る｡この年

(557)の二月十八日,借金は弟子たちにこう言った,｢いま世の中は様々な災いに溢れ,己

むことがなく,人々は困窮をきわめる｡誰か苦行を行なって指を焼き燈火となり,普く一

切衆生のために三賓を供養し,燐がこの世に任して群生を済度されんことを請うことので

きる者はいないか｣と｡このとき比丘の慧海 ･菩提 ･法解,居士の普成ら八人が命をうけ,

比丘の法如と居士の賓月の二人は宙づりになって燈火となった (鈎身懸燈)｡大士はさらに

言う,｢誰か耳を切り割いて血を流し,香と和えて地を掃き清め,普く一切衆生のために三

賓を供養することのできる者はいないか｣と｡このとき比丘の智雲ら十二人と沙滴の慧普

ら十人,普知や慧矩ら二十三人,子供の善覚ら十七人の総勢六十二人が謹んで命を受けて

耳を割き血を出して香に和えて地を掃き清めた｡云々｡

侍はまだ緩くが,停会敦圏の紹介はもう十分であろう｡なんとも凄惨な光景である｡弟

子たちが行なった,指または髄ぜんぶを焼いて自分が燈火となる,耳を割いて出した血で

地を洗い清める,自らの身を責って奴となって労働し,それによって得た賃金で三賓を供

養する等の行為のひとつひとっこそ,本稿の主題とする｢捨身｣にはかならない｡44この翌

年 (558)には南赦慧恩が 『立誓願文』のなかで ｢年四十四に至ったいまは末法の百二十五

年である｣と言い,世が末法に入って久しいとの歴史認識を示した｡停会が生きたのは,

まさにそんな不安で荒れ果てた,併教流にいえば末世そのものなのであった｡そして,そ

んな世の中であればこそ,俳が降りたち,普く衆生を救済してくださるようにと備に働き

かけるために行なわれた行馬- それが博大士救国における捨身の意味であった｡彼の

教囲関係者がこうした血を流し火傷を負う捨身を繰り返した事例は,相嘗な数にのぼる｡

賓際に命を落とした人も少なくない｡たとえば梁朝の滅びる直前の紹泰元年 (555)には,

六月二十五日に停会の弟子の花難陀が讐林山頂で ｢焼身滅度｣し,九月十五日には比丘の

法境が天台山下で ｢焼身滅度｣し,翌太平元年 (556)三月一日には優婆夷 (女性の在家者)

の子巌が隻林山頂で ｢赴火滅度｣したという｡六朝時代に興り,その後も連綿と行なわれ

(13)吉川忠夫 『侯貴の乱始末記- 南朝貴族敢合の命運』(中公新書,1974)0

(14)このような捨身の種類については後述 ｢2.1種類と典接｣参照｡
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た捨身 には, こうした酸鼻な一面があることを忘れてはならない｡

*
さて以下に,西暦 581年の階の成立以前 における捨身記線の-覚を示そ う｡惰以前 に限

定する理由は,何 より私の関心が六朝儒教史 に存する鮎にあるが,事例の蒐集 を障唐 にま

で贋げる際の繁雑 さを恐れるか らで もある｡表中に捨身嘗事者 の人名を掲 げたが,在家者

には下線を施す ことにより,出家者 と匿別 したO捨身の種類については,史料 にみえる語

をなるべ くそのまま記 した｡身髄の全部 または一部を損なう捨身ではない,物品布施等の

象徴的な意味における捨身 については,これを行なった人物名 に Tを付 した｡地域の欄 に

建康 とあるのは,便宜上,建康城内および郊外周遠地域を含む ものとす る｡

表 1 障以前の主な捨身
下線 :在家者 †:象徴的捨身 (後述) 停会数園は除く(15)

人 名 年 次 地 域 捨身の種類 主な出典

(1)搾僧群

(2)樺曇構

(3)慧玉尼

(4)樺法進
(5)揮僧富

(6)樺法羽
(7)慧壌尼

(8)揮慧紹

(9)秤僧稔

(10)秤曇弘
(ll)善妙尼

(12)樺僧慶

(13)秤慧益
(14)道綜尼

(15)樺道海
(16)慧耀尼

(17)同
千(18)南奔南郡王

千(19)監墨塵
I(20)文意太子粛惣

I(21)文宣王茄子良

)
)
)
)
)
)
)

2
3
4
5
6
7
00

2
2
2
2
2
2
2

(
(
(
(
(
(
(

揮法凝

樺法光

輝法存

曇簡尼

辞珪尼

巴陵王粛昭胃

＼ノW甘九一.q

ノヽ

4

9
･

ー＼

)

育

初

7
4

7
1
5
5

9
3
3

東

宋

43
44
一
一
44
45
45
45
一
45
46
46

･171頃
477
480頃
建元中
482
482頃

山

城

陵

昌

郡
坂

容

川

山
祉

山

陵

陵

康

康

康

康

冨
彰

江

高

魂
蒲

句

臨

慮

交

萄

萄
鍾

江
江

萄

萄
建

建

建

建

絶食 高僧侍 12
虎に施身 高僧博12
焼身 比丘尼博2
飢鯉時人民に施身 高僧侍 12
童子の身代わり 高僧博12
焼身 高僧侍 12
追憶を鳥獣に施す 比丘尼侍2
焼身 高僧侍 12
焼身 高僧侍 12
焼身 (二回) 高僧侍 12
焼身 比丘尼侍2
焼身 高僧侍 12
焼身 高僧侍 12
燃身 比丘尼侍2
燃二指 名僧樽24
焼身 (貴現せず) 比丘尼侍2
焼身 同
捨身 康弘明菜28
捨身賓 南賛書 31
捨身 虞弘明集19
捨身 (数回?) 贋弘明集19

身

身

身

身

身

身

身

捨

焼

焼

焼

焼

焼

捨

麻

康

西
豊

山

山

康

建

萄
牒

始

自

白

建

靭帯武

末

暫

7
明

4
4

一
雨

48
永

49
49
一

出三蔵記集12
出三蔵記集 12
績高僧博27
高僧侍 12
高僧侍 12
比丘尼侍3
比丘尼侍3
出三蔵記集12

(15)停会の弟子たちが何度も捨身を行なったことは上述のとおりであるが,唯一の例外として,義

1ではそれらを除外した｡前注 12参照｡
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†(29)樺僧柘
千(30)蓑椿の母夏侯氏
(31)曇勇尼
(32)渇尼

†(33)堕塾
千(34)樺智戒
(35)樺僧満

(36)搾僧明
(37)優婆塞某

(38)樺道度

永明以後

501

509
519
梁初

天監中

526

7
9
3
4

りん
り
一りJU
3

5
5
5
5Iヽ人道二

圏

魯
固

閲

ーヽ

′ヽ
ノヽ
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9
0
1
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3
4
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4
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†
†
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)
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)

3
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6
7
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9
0
1
2
3

4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

†

I

†
†
■II

†

)
)
)
)
)
)

4
5
6
7
8
9

5
5
5
5
5
5

(
(
(
(
(
(

崖

帝

僧

文

同
商

同
陳

値
囲

請

洪
普

静

搾
揮

樺

す掃酒で寺り

憾

粛
な

指

大

身

と
身
六
身
身
身

捨
蝉
焼
焼
拾
拾
焼郡

康
州
山
昌
康
康
沙

建
濠
白
高
建
建
長

濠州招義蘇 焼身
交州卒陸解 焼身
若耶山 焼身

康
康
康
陽

建
建
建
洛

546 建康
546 建康
547 建康
547 建康
547 建康
547 建康
558 建康
558 建康
559 成都

559(?) 成都

563 建康

564 建康
北周時代 薙州
578 終南山

捨身 (第一回)
捨身 (第二回)
布施 (無遮大倉)
火事の俳塔に投身

捨身 (第三回,施身)
刺血書経,穿心然燈,等
捨身 (第四回)
身を割いて鳥に布施
繊鈎に懸かり燃燈す
捨身
捨身
捨乗輿法物
焼指
焼身
捨身 (大拾賓位)

屍陀林葬
断腕等
捨身

樺彰淵 (静淵?) 北周時代 終南山か 眼を剃る
終南山 蚊虻に血を施す等

579 梅嶺 刺血寓経を偽る

高僧侍11
魂書71
比丘尼侍3
比丘尼侍4
虞弘明集28
線高僧侍5
法華侍記2
法華文句記8ノ 4
弘賛法華侍5
弘賛法華侍5
弘賛法華侍5
法苑珠林96
梁書武帝紀

同
展弘明集19
績高僧侍1
洛陽伽藍記1
南史実武帯紐

同
梁書武帝紀
南史梁武帝紀
同

梁書武帝紀
陳書高阻紀
同

緯高僧侍27
同

展弘明集28
俳阻統紀37
績高僧侍7
横高僧侍27
緯高僧侍23
緯高僧侍11
績高僧倖27
陳書叔陵侍

遺漏や若干の修正 は免れないであろうが,重要なものは上 にほぼ網羅 しえたか と思

う｡事例 はほぼ六十 に及び, これと,表中に除外 した博大士の数圏関係者の捨身行を加

え るな らば,捨身の事例 は隔以前の段階に限 ってもゆうに百を超える｡相嘗な数 という

べ きである｡史料か ら窺 う限 り,捨身が行なわれたのは殆 ど五世紀の初め以後である｡

この ことは後述す る捨身 の典接が賓質上場摩羅什葦か曇無誠葦であることと密接 に関

連する｡

1.2 ｢捨身｣の四義

上 の一覧 (表 1)をみて直ちに気づ くのは捨身 に幾つかのパ ター ンが存す ることで

あ ろ う｡ ごく大 まかに分類 して出家者の場合 と在家者 の場合 とで傾向が二分 され る

ほか,出家者 の場合に も死に至 る場合 と,命に別状ない行馬を捨身 と栴す ることがあ
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る｡化0また,後述するが,｢捨身｣という同じ語句をもって上記のリストには登場しない事

例をさすこともある｡本節では以下の議論に見通しを輿える意味もかねて,まず,｢捨身｣

という漢字二文字がどのような行馬をさすかをおさえておきたいO結論を先取りすると,

｢捨身｣にはほぼ四つの異なる意味がある｡それを簡単にまとめると表2のとおりである｡

表2 捨身の四義

①

②
③
④

霊悪謁琵豊 ::gBa霊芝悪霊 ((il譜 夏雲)) 二 二ゝ いわゆる捨身に相雷
死の同義語としての捨身
隈想法としての捨身

① (原義的捨身)と② (象徴的捨身)

捨身という語は,出家者のばあいは,自分の身髄 (の一部)に火をともす,肉髄 (の一部)

を鳥獣や他者に布施するなど,肉健を捨てて顧みない行馬を指 し,他方,在家者のば

あいは賓物や衣類等の物品を喜捨することを意味することが多い｡後者の端的な例

として,梁の武帝が三度ないし四度にわたり ｢捨身して奴と薦｣ったのは周知のとおりで

ある｡

つまり捨身という語は,まず,① "命や髄を榔っ"という意味を原義とする｡その結

果は命を落とす こともあれば,肉髄の一部を損傷するにとどまり命に別状なき場合

もある｡この意味での捨身を,本稿では以下,原義的捨身と呼ぶ｡これとはぼ同類の

行為を示す別な表現としては,亡身,焼身,焚身,自焚,白焼,白燈,棄拾身命などがあ

る｡

捨身という語はまた,② "命や健に準じるものを榔っこと,喜捨すること"を二次的 ･

比職的に意味する｡これを象徴的捨身と呼ぶことにしよう｡ふたっの意味のうちで①を原

義とみる理由は,中国係数がもとづくところのインド語からの翻評価典にみえる ｢捨身｣

がもっぱら①の意味であって,象徴的捨身は中国における語の特義的用法と考えられるか

らである｡

翻弄語としての ｢捨身｣すなわち①原義的捨身は,いかなるサンスクリット語に封鷹す

るかといえば,次に掲げるものをもっとも代表的な封鷹語と考えてよいであろう｡

(16)別な言い方をすれば,象徴的捨身にダガー†を付し,在家者には下線を付した表1のうち,ダ

ガーと下線が共に付されるか,どちらも付されていないかのいずれかが殆どであるが,例外も

ある｡すなわち表1(29)搾僧蕗や (34)樺智戒のように出家者が物品喜捨に閲輿することもあ

れば,博大士の弟子たちのように在家者が文字通りの身を捨てる行為をおこなうこともある.
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svadeha-parityaga"自分の身髄をすっかり投げ捨てるこど'

〔菩薩地持経 ･施品,大乗荘厳経論 ･功徳品〕

atma(bhava)-parityaga"自分自身 (の基盤)をすっかり投げ捨てるこど'

〔金光明経 ･捨身品,悲華経 ･檀波羅蜜品〕

下の表現では,｢捨｣の目的語が atman(自己)の場合もatmabh畠va(自己存在,自分自

身の基盤;身髄のことOn)の場合 もあり,特に後者の場合は,『法華経』薬王菩薩本事品では

atmabhava-parityagenapnj豆+1√kr"自己存在をすっかり投げ捨てることによって (価

に封する)供養を行なう''という言い方にもなる｡これは鳩摩羅什の諸では ｢以身供養｣に

封鷹する｡いずれの場合にも ｢拾｣に相嘗する動詞語根はpari√ tyaj̀ す̀っかり投げ捨て

る,すべて榔っ''である｡なおこの語が文艦によって布施 (舶na)の同義語 としても用いら

れることは,捨身が布施行であることを語句 レヴェルで謹明する.u砂

さらに 『法華経』には,漢茅としては ｢捨身｣とはならないが,ほぼ同じ行為をあらわ

すサンスクリット語表現が幾っかある｡

畠arirarpnik!iptam "身髄が捨て置かれる"〔提婆達多品〕

- 羅什詳 ｢拾身命｣

utsrsta-kayab‥ _tatha(a)j王viteca"身健と命をうち遣った人々"〔誓愉品〕

- 羅什謬 ｢不惜身命｣

anarthikabkayenaj王vitenaca"身髄と命を求めない人々"〔勧持品〕

- 羅什詳 ｢不愛身命｣

svarPkayarpprajvalayam畠sa"自らの身髄を (燃やして)光 り輝かせた''〔薬王品〕

(17)畠tmabhava-parityaga,atma-parityaga,svadeha-parityagaは厳密な区別なく,言い換え可

能な場合がある｡同一テキスト内にatmabhava-とatma-,sva畠arira-のいずれもが用いられ

ることもあり, その例に 『悲華経』 がある (e.g.,I.Yamada (ed.),Karp砂u申darika,

London,1968,Vol.2,Danaparivarta,p.362,1.16f.;p.366,1.2;p.368,1.1)Oatmabhava

とは,本来の意味やニュアンスはともかく用例からすれば,捨身の文肱においては身髄を意味

する.F.Edgerton,BuddhistHybridSanskritGrammarandDictionayy(New Haven,

1953),Vol.2,p.92S.V.atmabhava.この語の意味の詳細は次を参照｡L.Schmithausen,

A-layavij虎dna(Tokyo:TheInternationalInstituteforBuddhistStudies,1987),PartIl,

p.558f.

(18)たとえば曇無誠等 『菩薩地持経』巷四･施品は,布施の封象となる事物 (deyavastu)を内的

なもの(adhyatmika,身健の一部)･外的なもの (b畠hya,身髄以外のもの)の二種にわけ,布

施を内施(kevaladhyatmikavastu-parityaga)･内外施(adhyatmikabahyavastu-dana)･外

施 (bahyadeyavastu-parityaga)に分頬する｡ここに,parityagaとdanaの意味的重なり

がみてとれる｡pari-を付さないtyagaがdanaと同義となる用例も,『倶合論』第四章 ･業品

や 『稔伽師地論』馨聞地など,少なからぬ箇所に見受けられる｡
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- 羅什謬 ｢自然 (燃)身｣

これらは ｢捨身｣に準 じる債値をもつ表現とみなしてよかろう｡

③ (軍に死を意味する捨身)

本稿が考察封象とする捨身の原義 と頼義は上記の通 りであるが,それとは別に,同じ

｢捨身｣が単純に "この世における死"を意味することもある｡死亡 ･死去と置き換え可能

な捨身といってもよい｡そしてこの場合は,しばしば ｢捨身受身｣という表現をとり,価

数の通常の文献 (下記参照)や碑銘u9)のみならず,道教の碑銘鞘こすら登場する｡また道教と

俳教をっなぐ用例としては,梁の陶弘景が昇仙を意固して作成 した墓碑軌に ｢勝力菩薩捨

身｣という墓碑がある｡これは,わたくし勝力菩薩 (こと陶弘景)が,今生を閉じて (仙界

に蒋生いたします),といったニュアンスの表現であったと解搾できよう｡物

比較的早い時代の翻鐸文献における用例としては 『法句経』生死品 ｢捨身復受身,如輪

蒋著地｣(T4,574b;原文不明)のはか,曇無識詳 『菩薩地持経』巻五 ･戒品の ｢捨身受身｣

という表現がある｡後者は,諸本を封照すると次のようである｡

(1)菩薩地持経 :無有捨身受身失菩薩戒,乃至十方在所受生,亦復不失｡(T30,913b)

稔伽師地論 :若諸菩薩,難復樽身,遍十方界在在生庭,不拾菩薩浮律儀戒O(515C)

Dutted.脚log,15-17:nacaparivrttajanma'pibodhisattvabbodhisattva畠ila-

sarpvarasamad豆nalpVijahati.adhanrdhvalptiryaksarvatropapadyamano

(19)俳敬の造像銘にみえる ｢捨身｣の比較的古い用例として,たとえば,永年四年 (511)紀年の

｢撃州刺史安定王壁造石窟石像記｣(龍門古陽洞)の ｢□便捨此塵躯,即彼虞境,□趣六通,明

喝無碍,値遇□口,早登十地｣がある｡塚本善隆 ｢龍門石窟に現われたる北貌儒教｣(塚本善

隆著作集金二)318頁｡北涼の縁禾三年 (延和三年,434)の紀年を有する銘文中にみえる

｢.･-･.願以此栢報,便国王主元弟,善心純口,□□□三賓,現在師僧,謹菩提果,七世父母,

兄弟宗親,捨身受身,値追捕勤.--･｣を参照｡佐藤智水 『北魂沸教史論考』(岡山大撃文学

部,1998)161頁｡口はそれぞれ不明の一字をしめす｡

eO)道教の造像銘における ｢捨身｣の古い用例としては,北魂･太和二十年 (496)｢桃伯多造皇老

君像碑｣に ｢毒身捨身｣という表現がある｡紳塚淑子 『六朝道教思想の研究』(創文社,1999)
499貢と502亘によれば,｢毒｣は ｢受｣に通C,"何度も身髄を受けて生まれ変わること"杏

意味する｡

CZl)変谷邦夫 ｢梁天監十八年紀年錯墓碑と天監年間の陶弘景｣(砺波護編 『中国中世の文物』,京都

大学人文科撃研究所,1993)0
C2)｢陶弘景と係数の戒律｣(吉川忠夫編 『六朝道教の研究』,春秋社,1998)の355貢において,私

は ｢なお墓碑にみえる ｢捨身｣の語は興味深いが,その具髄的内容は明らかでない｣と書いた

のを補正したい｡その時鮎では十分認識していなかったが,軍に死と同義の捨身とみてよい｡

C3)NalinakshaDutt(ed.),Bodhisattvabh虎mi卓.IBeingtheXVthsectionofAsaカgaPdda's
Yog虎Cdrabhilmib,Patna,1978.
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yenabodhisattvenaprapidhanalpnatyaktarpbhavati.

(2)菩薩地持樫 :捨身受身,範不憶念従善知識敷敷更受,猶是本戒,不名新得｡(913b)

稔伽師地論 :若諸菩薩,蒋受験生,忘失本念,値遇善友,薦欲覚悟菩薩戒念,雌数

重受,而非新受,亦不新得｡(515C)

Dutted.109,19f.:mu!itasmrtistuparivrttajanma御bodhisattvabkalyap a-

mitrasamparkam agamyasmrtyudbodhan畠rthalp punab punaradanarP

karoti.natvabhinavasamadanam.

以上によって,曇無識謬 ｢捨身受身｣が玄突背 ｢韓身｣｢特受鈴生｣に封厳 し,サンスクリッ

ト語のBahuvr王hi複合語 parivrttajanma-"坐 (誕生)が樽換 した者"の意帯であったこと

が判明する｡要するに ｢捨身受身｣の四字は輪廻特生と同義なのであって,"この世で死ん

で来世に生まれかわること"を意味する｡そこには,身を供養する ･布施するといった意

味は認められず,善い状態に生まれ撃わるとも限らない｡朗 したがって本稿が考察封象と

する捨身とは自ずから意味が異なる｡なお,同じ意味の捨身は,翻諾のみならず,中国撰

述文献においても,とくに時代を限定せずにひろく使用される｡eO

④ (隈想法としての捨身)

｢捨身｣にはさらにもうひとつ,一風壁わった用法がある｡『樗伽師資記』の道信の候に

みえる ｢捨身｣である｡これは隈想法の一形態であり,肉髄的束縛からの自己解放を意味

する｡柳田聖山氏の葦によって確認 しておこう｡

いったい,肉身を拾てるには,まず心をおちつけて空なる心をさらに否定 し,心境を

徹底的にしずめて,想念を暗 く静かな奥底に追いこみ,他に動かぬようにすること

だ｡こころそのものが静かにおちっくと,やがて封象的な心の動きを絶ちきって,何

ともいえずはのぐらく,浮らかにまとまって心がからっばになると,すべてが一様に

おさまってしまって,死んだように呼吸が断え,浄らかな泉質の身となり,輪廻の宿

伽 Cf.parivrttajaty豆"坐 (誕生)の樽換によっで という異講もある｡

Q5) 捨身受身の結果は善趣のことも悪趣のこともある｡意趣に生まれる例として,北魂･菩提留文

辞 『大薩遮尼乾子所説経』巷五 ･間罪過品 ｢現在未来世,受苦及打縛,捨身生地獄,受苦常無

巣｣(T9,340a)や ｢借財不布施,戒積恐人知,捨身空手去,餓鬼中受苦｣(T9,340b)をあ

げることができる｡

倍6)たとえば 『高僧侍』巻十･杯度樽 ｢(栄)文殊謂 (柿)度云,弟子脱捨身没苦,頗見救済,

在好虞,願薦法侶｣(T50,391a).梁･武帝撰 『出家人受菩薩戒法』(ペリオ2196番)

｢捨身受身,不遇不失｣｡『付法戒因縁侍』巻六 ｢迦邪提婆未捨身時｣云々 (T50,319C)

命終｣(T50,321C)0『占察善悪業報経』金下 ｢捨身己入地獄｣等 (T17,906b)｡義浮

寄蹄内法侍』金一 ｢捨身速生薬叉之内｣(T54,209b)0
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命を感受せぬのである｡(-ヰ略･･･)身を捨てる方法というのは,つまり身健なるもの

を想定して,心の内奥の明るさを見つめるもの,つまり精神の輝きをうかがう方便に

すぎない｡qn

このうち ｢肉身を捨てる｣｢身を捨てる｣の原語が ｢捨身｣である｡こうした用例は恐らく

インド儒教に遡ることは不可能であって,歴史的形成過程も不明であり,中国儒教にあっ

ても極めて特殊な事例かと想像するが,①原義的捨身からの派生的用例とみなすのは可能

であろう｡以下に章をあらためて論ずるように,原義的捨身は,時に,現今の肉髄からみ

ずからを解放して自由たらしめ,清らかなる法身の獲得に人をみちびくとされる｡そうし

た境地をめざす賓習法として想定されるのが,この④隈想法としての捨身と考えられる｡

第二章 原義的捨身

2.1 種類と典接

六朝時代に書際に行なわれた捨身を,目的ないし動機の面から分類 しておこう｡すでに

幾度となく指摘されているように,捨身は,布施という最も基本的な教説を前提とする｡

捨身は布施の特異な一形態なのである｡布施にあたっては ｢不惜身命｣- 求める者がい

れば,もの惜しみすることなく,何であれ必要とされるものを,たといわが妻子やわが肉

健の一部,命そのものであったとしても,求められるがままに輿えるべきこと,が強調さ

れる.この意味で捨身は ｢難拾能拾｣- 捨てがたきを捨てる行為とも言われる｡

捨身の種類については,夙に名畑氏榊が中国における捨身にかんして,捨身供養 ･捨身

施輿 ･捨身往生 ･捨身護法という匡分を行ない,近年では岡田氏脚が,中国における賓例

の分横ではないが,インド係数捨身欝の動機による分類として,救難捨身 ･求法捨身 ･供

養捨身の三系統を区別 している｡それらを参考としながらさらに補足を加えるならば,六

朝沸教の原義的捨身は表 3のように分類できる｡

即 柳田聖山 『初期の稗史･稗の語録2』,筑摩書房,1971,pp.2601263.『梯伽師資記』道信侍

｢凡捨身之法,先定空空心,使心境寂静,鏡想玄寂,令心不移｡心性寂定,即断琴線,落窃冥

実,凝浮心虚,則夷泊惜乎,混然気重,佳清浄法身,不受後有,(..･中略･=)捨身法者,即傾

想身根,看心境明地,即用神明推策｣(T85,1289a)｡途中の省略は船山｡

御 名畑鷹順 ｢支那中世に於ける捨身に就いて｣(本稿注1)｡

㈹ 岡田兵美子 ｢捨身と生命倫理｣(本稿注6)｡

〔53〕 346



東 方 学 報

表 3 原義的捨身の目的 ･動機

(a) 他者を救助するための捨身--･他者を飢えや病気等から救う
捨身としての屍陀林葬--死後の身を鳥獣に施す

(b) 三賓を供養するための捨身
焼身 ･焼腎 ･焼指,刺血寓経,自責身など

(C) 求法のための捨身,または,求法の決意をしめす捨身

(d) 肉鱒の束縛からの解放
厭身厭世 (消極的動機)と捨身往生 (積極的目的)

(a)他者を救助するための捨身- 飢餓や病気等からの救済

他者を救助することを企囲する捨身は,ジャータカに頻出する,身命を惜しまない布施

行としての捨身であり,岡田氏の指摘によれば,飢餓から救う型 ･病気から救う型 ･その

他に細分し得るという｡『金光明経』に説かれる捨身飼虎の話や法進 (?-444)が高昌で飢

健が聾生 したとき股肉を割いて人々に食らわせた話捌などは飢餓救済型であり,病気をな

おす薬として自らの肉や血を他者に布施する話は後者の型である｡仇)さらに,従来の捨身

研究で論述されることのなかった中国特有の捨身行に屍陀林葬があるが,これについては

紙幅を要するため,後に項を改めて論述する (｢2.4捨身としての屍陀林葬｣)｡

(b)三賓を供養するための捨身- 焼身 ･焼腎 ･焼指,刺血寓経,自責身など

三賓を供養 (pBja)するタイプの捨身は,すでに一部を引用して紹介 した 『法華経』薬王

菩薩本事品を典型とする｡これにもとづいて中国で貫際に行なわれた事例も少なくない｡

このタイプが先の (a)と異なる鮎は,(a)が他者救済のために自らを犠牲とするに封し

て,(b)型は自らが捨身しても,はかの誰かが助かるわけではない鮎である｡(b)はもっ

ぱら併ないし併法僧の三寮を供養する- すなわち三賓を尊敬 し建坪する行為として行

なわれるのである｡ただし (a)(b)は無関係ではなく密接に関わる｡このことは,(b)焼

身供養型を説明する 『法華経』薬王菩薩本事品中に ｢王国や妻子,三千大千世界の国土や

山林,河や池,諸々の珍しい賓物｣といった (a)他者救済型に典型的な表現がもちいられ

ることからも明らかである｡また疑経 『究網樫』巻下の第十六軽戒は,｢若し身 ･腎 ･指を

焼きて諸俳を供養せずんば出家菩薩に非ず｣脱 と出家者は必ず焼身焼指等を賓践すべきこ

(30)法進侍の検討は,拙稿 ｢六朝時代における菩薩戒の受容過程- 劉宋 ･南西期を中心に｣
(『東方学報』京都67,1995)の第一章第二節を参照｡

(31)薬の布施として捨身する事例については岡田虞美子 ｢血の布施物語 (2)｣ (本稿注3),H.
Durt,Twointerpretationsofhuman-fleshoffering(本稿注3)などを参照｡

(32)『党網経』巻下 (第十六嘩戒)｢若不焼身腎指供養譜価,非出家菩薩｣(T24,1006a).この経
典の成立については次の拙稿を参照.｢疑経 『究網経』成立の諸問題｣(『係数史学研究』39/1,
1996)0
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とを説く鮎で大いに問題のある候であるが,そこには (a)型と (b)型が併記されている｡

なお中国では後代,焼指とならんで頭頂に香をたくこと (焚頂,焼頂,煉頂などという)

が行なわれ,現代の東アジアにはそれを受戒儀程に取り入れる地域もあるが,舶 こうした

行馬は六朝の文願には見嘗たらない｡

『法華経』の焼身 ･焼腎 ･焼指と類似する行馬として ｢身を則って千燈をともす｣場合

もある｡『菩薩本行経』食中によれば, これは,自分の身肉を大鏡ほどの深さに千箇所削

り出し,池を注ぎ入れ,鮎燈するという凄まじい行馬である｡伽)『賢愚経』竜一 (T4,349C),

『大方便併報恩経』巷二 ･封治品 (T3,133C-135a)等にも説かれる｡これを賞際に行

なった人物としては 『南史』巷七 ･梁武帝本紀に ｢繊鈎に髄を挫け,以て千燈を然やす｡

一日一夜,端坐して動かず｣と記される梁末の沙門智泉がいた｡『大智度論』巷四十九 (T

25,412a)に,金堅王が ｢身を割きて五百虞に燈蛙を薦｣したというのも類似の行為であろ

う｡

これらと盃ぶもう一つの典型的な捨身供養に ｢刺血罵経｣がある｡すなわち自らの皮を

剥いでそこに血で経典を書き記 し,俳法を宣揚するという行為である｡その典接としてし

ばしば指摘されるのは 『焚網経』舶であるが,類似の話は 『浬紫綬』聖行品,88『大智度論』

巻十六 (T25,178C),巻四十九 (T25,412a),『菩薩本行経』巻下 (T3,119b),『賢愚経』金

一 (T4,351b)にもある｡陳の始興王叔陵は,母の彰氏が亡くなったとき,哀悼を償って

『浬紫綬』を刺血寓経したと自ら構 したという(『陳書』奄三十六)｡これは,そのころ刺血寓

経ということが篤信の行馬として贋 く認知されていた讃按とすべきであろう.なお,出血

してその血で経を書寓するのと類似の行2割こ｢刺血演地｣がある｡これは,般若経系統の

諸典籍に記される,サダー ･プラルディタ(薩陀液冷)菩薩がダルモードガタ(曇無渇)菩薩

の座に境がたたないようにと自らの血で洗い清めたという話にもとづく｡耶 これを責際に

行なった記録は 『南史』巻七 ･梁武帝本紀にみえる (｢或刺血癌地,或刺血書樫,穿心然燈,坐

禅不食｣).停会教圏もこれを行なったことは既に述べた｡

(33)詳細は本稿注1に引用したBenn論文に検討されている｡

(34)失謬 『菩薩本行経』巻上 ｢於是大王即便持刀,授輿左右,政令細身作千燈虞,出其身肉,探知

大鏡,以噺油濯中而作千燈｣(T3,113b)0

(35)『究網経』金下 (第四十四軽戒)｢若併子,常鷹一心受持讃涌大乗経律,剥皮薦紙,刺血烏墨,
以髄烏水,折骨烏筆,書寓併戒｣云々 (T24,1009a)｡

(36)『浬禦経』巷十四 (南本巻十三)｢迦葉菩薩自悌言O･-･世専我於今者,賓能堪忍,剥皮薦紙,
刺血馬墨,以髄烏水,折骨馬筆,書寓如是大理築経,書己讃言乱 令其適利,然後鳥人虞説其
義｣(T12,449a;T12,691a)0

(37)『放光般若経』巻二十 (T8,146a),羅什葦 『般若経』巻二十七･法伺品 (T8,422C),『小品
般若経』巻十･曇無喝品 (T8,585bc),『大智度論』巻九十九 (T25,749bc)など参照｡
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さらに捨身供養の形態としては,自らの身を責って得た財貨によって併法僧の三賓また

はそのいずれかを供養するという場合もある｡自らを責るとは奴隷 (男ならば｢奴｣,女なら

ば ｢牌｣)となって労役に就くことを意味する｡これを説く経典としては 『般若経』金二十

七 ･常時品およびそれに封鷹する 『大智度論』巻九十八や,『浬柴経』巻二十二などがあ

る｡以上の経典において自己責却は三賓供養を目的とするが,これとは別に他者救済とし

て自己を責却する場合が羅什詳 『大荘厳論経』巻十五 (T4,341C-342C)や北涼 ･法盛葦 『菩

薩投身飼餓虎起塔因縁経』(T3,425ab)などにみえる｡そして両方の意味がひとつの典籍に

説かれる例としては 『焚網経』がある (巻下･四十八軽戒中,第一軽戒と第二十六軽戒)｡六朝

時代に賓際に行なわれた事例としては,『魂書』巻七十一 ･裳叔業侍に,糞植の母の夏侯氏

が七十歳を越えてから ｢身を以て蝉と罵り,自らを三賓に施し｣て寺の掃除にあたったと

いう記録がある｡牌このほか,北魂の年坂をしるす敦塩寓本の政文として,スタイン四五二

八番が,｢大代建明二年 (531)四月十五日｣に優姿塞の元柴なる人物が ｢身及び妻子,奴蝉

六畜｣を三賓に布施し,金銭による買い戻し(｢腰｣)をしたことを記していることにも注目

したい.89また梁の武帝の有名な捨身も奴隷となったという意味で自己責却のひとつと理

解することが可能である｡なお他者救済としての自己責却の例としては,東青菜に沙門の

曇稀が八十歳の老人とその婦人が惟俸しているのを見たとき,｢拾戒して奴と為り,累年

執役｣したことを畢げることができる (『高僧侍』金十二･亡身第･曇稀停).ちなみに拾戒と

は,戒を守ることができないとき,儀躍的に正嘗な手練をふんで具足戒を捨てること｡今

のばあいは還俗を意味する｡

(C)求法のための捨身,または,求法の決意をしめす捨身

求法としての捨身は,『浬築経』金十四 (-南本巻十三)･聖行品に説かれるところの,｢諸

行撫常,是生滅法｣に緩く残りの牛偏を聞きたいがために,羅利にわが身を施した雪山童

子の話を典型とする｡帝の第二租慧可の ｢断腎｣も求法のための捨身行なのであった｡(40と

ころで慧可の噺腎のごときは決意表明としての一面が顛著である｡類似の先行事例として

は,梁の武帝に師の白書を届けんが馬に,侍唯 (停会の弟子)が大柴令何呂に封して ｢心に

誓いを立て,御路の側に於て手を焼｣拠山いたことが撃げられよう｡求法のために苦行を行

(謝 吉川忠夫 『中国人の宗教意識』(創文赦,1998)239-240責.

(39)原文および評は次を参照｡LionelGiles,DatedChinesemanuscriptsintheSteinCollec-
tion(BulletinoftheSchoolofOrientalStudies.UniversityofLondon7,1933-35)p.820.
JacquesGernet,BuddhisminChinesesociety.'Aneconomichistoryfromthef%lfthtothe
tenthcenturies(tr.byF.Verellen),NewYork:ColumbiaUniversityPress,1995,p.244.

(40)吉川忠夫 『三飴録』(中外日報牡,1996)84-87頁 ｢雪中断腎｣｡

(Al)徐陵 ｢東陽隻林寺博大士碑｣(全陳文巻十一)｡張勇 『博大士研究』(本稿注1)32貢｡
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なって意志の堅さを示すという鮎でさらに注目してよいのは,求法のために身髄に千の繊

釘を打ち込んだ昆榎萄梨王の本生雫である｡この話は『賢慮経』巻- (T4,350abc)にみえ,

さらに 『賢慮経』金四 (T4,377b),『菩薩本行経』巻下 (T3,119b)にもごく簡単に言及さ

れる.また,固有名は記されないが,『大智度論』巻二十六 (T25,250b),『同』巻四十九

(T25,412a),『浬紫綬』金三十二 (-南本巻三十,T12,557C;T12,803C)に言及される ｢釘

身｣(身髄に釘を打っ)という表現も同じ事象をさすのであろう｡ただ,このような行ない

は,捨身の本義からやや逸脱する面を備えており,たしかに併法が間接的に関係する鮎で

(b)の三寮供養型に類するとはいえ,同列に扱うのはむしろ適切ではあるまい｡悌法から

蓉する捨身というよりも,併法を獲得する烏の捨身である｡ある種の併法至上主義といっ

てもよい｡法の馬ならばなにも惜しまない覚悟を示さんがため,本来は併法とは関係のな

い苦行が行なわれるのである｡なお,北周の廟併期には顧俳を契機として,護法を為し遂

げられないわが身を悲観して捨身した者がいた｡そうした事例をこの (C)の求法型捨身と

みなすことも可能であろう｡ちなみに今世紀にも行なわれた,俳法に反する国政に封する

抗議としての焼身自殺と関係するのは,こうした捨身であろう｡

(d)肉髄の束縛からの解放をめざす捨身- 厭身厭世と捨身往生

以上,原義的捨身を三つに類型化したが,これらは全て備ないし俳法が閲輿する鮎で共

通する｡偶や悌法と関連をもたない行馬は捨身とは呼び得ない｡(a)は備法の貫践そのもの

としての布施行であり,(b)は併法を敬い穫拝し構揚讃歎する形態としての供養であり,

(C)は併法を求めるためには身の危険すら厭わない覚悟を表明する行馬なのであった｡こ

れらに加えて,さらにもう一つの型として,わが身の肉髄的束縛を離れて自由となること

を特に目指して行なう捨身がある｡ただし誤解をさけるため急いで補足しておくと,この

意味での捨身は上記の三種と全く別個というわけではなく,肉髄的束縛からの解放は捨身

のもたらす結果として一般に認めてよいものである｡たとえば 『大智度論』には捨身を行

なうと,最終的には無生法忍を獲得して法身を得ると言われる｡岨北涼 ･道泰謬 『大丈夫

論』巻上 ･拾一切品にも｢捨身する者は法身を得｡法身を得る者は一切種智を得｣(T30,261

b)と説かれる｡捨身が身命を惜しまぬ布施行である以上,その苦行は善業であり大いなる

功徳があるから,最終的には解脱を得て自由になるのは理論として富然である｡

このタイプの捨身には,見俳や極楽往生を求める積極的なものと,肉髄ないし現世を厭

(42)『大智度論』巻十二 ｢菩薩末後肉身得無生法忍,拾肉身得法身,於十万六道中愛身鷹適,以化
衆生.種種珍賓衣服飲食,給施一切,又以頭目髄脳,囲財妻子,内外所有,轟以布施｣云々
(T25,146b)｡
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うが故に捨身を欲するという滑極的なものがある｡積極的意義づけの捨身は 『高僧侍』巻

十二の僧慶や曇弘に認められるが,もっとも典型的なのはいわゆる捨身往生であろう｡有

名な例をひとっ撃げる｡時代は下るが,唐の善導 (613-681)とかかわる話である｡ある者

が長安の光明寺にいた善導に ｢いま (阿禰陀)価の名を念ずれば,きっと浄土に生まれます

か｣とたずねた｡善導はそうだと答えた｡それを聞くや,彼は阿禰陀俳の名をとなえなが

ら寺門を出て,柳の樹にのぼり,身を投げたという話である｡㈹命を絶つ行為それ自髄は衆

生救済でも三賓供養でもないであろう｡こうした捨身往生の蓉想の淵源がどこにあるかと

いえば,捨身の文艦で阿禰陀備園に生まれることを説く文献の存在が考えられる｡たとえ

ば,『法華経』薬王菩薩本事品朋や 『要行捨身経』の屍陀林番願文他などにおいて,捨身と阿

禰陀俳園が関係づけられているのが参考となろう｡

同じく自由をもとめる捨身のうち,わが身の肉髄的束縛を厭って捨身を企固した者に,
お も

僧稔がいる｡『高僧侍』巻十二 ･倍稔侍によれば,｢稔は常に以馬えらく｡三塗に累を結ぶ

は情形の故なり｡情は婿に轟きなん｡形も亦た宜しく指つべし｣として,薬王菩薩を範と

して焼身を行なったのであった｡類似の例として,『績高僧侍』巻二十七 ･台通博は,唐の

貞観の初め頃,剃州に ｢深く形器を厭い,倶に捨身せんと欲｣して,『法華経』を常に詞し,

絶食 し香油を飲んだ後,最終的に焼身を遂げた比丘尼姉妹がいたことを侍える｡

(a)～ (d)合健型

さて以上の論述では,行論の都合上,(a)(b)(C)(d)を別個に立てたのであるが,し

かしながら,中国における賓際の捨身には,目的動機を一つに限定できない,複合的意

味あいのものもある. たとえば 『績高僧俸』巷二十三 ･静藷侍では,北周法難の時代に

巡り合わせ,北周の宣政元年 (578)に,終南山の山中で自ら内臓をえぐり出し,最後は壮

絶にも ｢刀を以て心を割き,之を捧げ,而うして卒｣したという静藷の場合,彼の言葉と

して,｢吾は三つの因縁を以て此の身命を拾っ｡一には身に過多きを見ればなり｡二には法

(43)『綬高僧侍』巻二十七･食通侍 ｢近有山俗書尊者,周遊窒芋,求訪道津,行至西河,遇道締部,

惟行念悌禰陀浮業｡既入京師,康行此化｡--時在光明寺説法,有人告導日,"今念俳名,定

生浄土不''｡導日,"定生定生"｡其人躍押詰,口涌南無阿禰陀俳,馨撃相次,出光明寺門,上

柳樹表,合掌西望,倒投身下,至地逐死｡事聞蔓省｣(T50,684a)｡『大乗俳典中国H本篇14
高僧博』(中央公論社,1991)100貢 〔諏訪義純葦〕｡

㈱ 本稿注2に引く明神洋 ｢中国併教徒の焼身と道教｣42貢｡

(45)屍陀林蓉願文は 『要行捨身経』の末尾に付されるものであるが,その最後- すなわち経典

全髄の最後でもある- の文言は ｢又以此善板,願共法界衆生,臨命終時,身無痛惜,心無

錯乱,正念成就,知人禅定,皆悉往生無量毒園｣である.牧田諦亮 『疑経研究』(京都大学人文

科学研究所,1976)333頁｡この経典については後述 ｢2.4捨身としての屍陀林葬｣も参照｡
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を護る能わざればなり｡三には速やかに燐に見え,轍ち古聖と同にせんと欲すればなり｣也0

とある｡第二 ･第三の鮎についてはさらに,｢願わくは,此の身を拾 し己りて,早やかに

身をして自在ならしめん｡法身は自在となり己りて,在在の諸趣中に,利益ある虞に随い

て法を護り衆生を救わん｣抑)とも言われる.静藷の意園としては,直接的には周武の廟俳を

阻止できなかったことが捨身の動機であったが,護法が叶わなかった理由はわが肉身の答

に蹄せられ,肉身を捨てて法身となり自由を得たならば,(峨 あらゆるところに化身として

現われて衆生済度を行なうことができると考え,捨身がなされたのであった｡

2.2 周囲の反鷹

焼指焼腎は指が焼け欄れるなどするが,命まで脅かされることはない｡それに封 して焼

身供養をすれば嘗然ながら死を招 く｡それを意囲的に行なうのは,周囲の人々にとっても

-大事件である.突聾的なケースは例外として,焼身を企てる出家者たちには,多くの場

令,ある程度一定の儀樽的手順があったようだ｡以下それを列撃 してみよう｡

(準備段階)

･僧侍にはしばしば,焼身供養者がかねてより焼身の意圏があったことが記される｡

･日程 (しばしば粛日が選ばれた)が決まると,それを周囲の人々に知 らせた｡(4甜

･穀物績取を絶って,死の準備を整える｡

(焼身昔日)

･見物人 (出家者と在家者)が集まって来る｡その際,在家者たちが衣服や貴重品を教

圏に喜捨すること- 原義的捨身に伴う象徴的捨身- もあったようである｡伽)

･焼身の過程 :薪を積み上げる ･髄を布でくるむ ･池を注 ぐ･油を飲む (薬玉菩薩本

地品)など- こうして末期の涌経のうちに火がともされる｡讃経 したのは 『法華

経』薬王菩薩本事品や 『金光明経』捨身品が多い｡

(46)『績高僧侍』巻二十三 ･静藷侍 ｢吾以三因縁,拾此身命.一見身多過,二不能護法,三欲速見

俳,靴同古聖｣(T50,627b).
(47)同 ｢願捨此身己,早令身自在,法身自在巳,在在詩趣中,随有利益虞,護法救衆生｣ (T50,

628a)｡
(48)静諸侍には ｢捨此磯形,願生浄土,一念花開,禰陀悌所,速見十方,諸併賢聖,･･････法身自

在,不断三有｣云々 (T50,627C)とあるから,彼の意識としては,捨身して阿禰陀併園土に

生まれ,そこで悟りを開いて法身を得るという順序が想定されていたようだ｡

(4g)焼身には土地の政治家や皇帝などの許可を務め必要とする場合もあったようである｡その代表

として,自己の焼身供養のことを梁の武帝に再三奏上してやっと許可を得たという僧明がい

る｡『弘質法華侍』巻五 (T51,24C)｡
(50)別な言い方をするならば,原義的捨身は時に象徴的捨身を伴ったように思われる｡たとえば慧

盆侍に ｢道俗士庶,山谷に填満し,衣を投じ賓を棄せしこと,勝げて計うべからず｣とある｡
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･後日談 :焼身が終わると,その後 しばしば,瑞群が饗生 したことや,塔が建立され

たことなどが記され,捨身儀程の記録が完結する｡

さて,焼身の賓施を告げられた周囲の人々の中には,反封する者や露骨に嫌な顔をする

者もいた｡たとえば慧益侍には,彼の焼身の知らせを受けると ｢衆人の聞く者は,或いは

穀り,或いは讃｣えたと言われる｡

焼身に非難の眼を向ける人々の中には土地の統治者もいた｡ 『高僧侍』巻十二 ･法羽侍

によれば,かねてより薬王菩薩 (法華経)にならって三賓への供養を果たしたいと思ってい

た法羽は,彼のいた井州の滞坂を平定した後秦の桃緒に,6D焼身の意園を告げた｡すると桃

緒は,｢修行の仕方はいろいろあるだろうに,なにも焼身することはなかろう｡わたしは敢

えて反封しないが,どうか思いとどまってください｣岱カと言った｡ しかし法羽の意志は固

かったので,すぐに香油を飲み,からだを布でくるみ,『(金光明経)捨身品』を讃涌し,謹

言而し終えると自らの身健に火をともして焼身を果たしたという｡なお同様の事柄を権力者

が述べて僧侶の焼身をひきとめたことは,すでに何度か引用した慧益侍にもみえる｡すな

わち大明七年 (463)の四月八日の費目に鍾山の南で焼身をおこなおうとした慧益に封 し

て,末の孝武帝は,｢修行の仕方はいろいろあるだろうに,なにも死ぬことはなかろう｡ど

うか思いとどまり,なにか別な方途をとるように｣脚 と言って,翻意を促したという｡

同様に,認可を下すべき統治者が焼身を思いとどまるよう説得する構圏は 『弘賛法華

樽』巻五 ･揮道度侍にもみてとれる｡

天監十七年 (518),道度禅師はみずから 『法華経』百部を作り,朝な夕なに ｢薬王品｣

を讃話した｡その後,華林殿で武帝に啓上して言った,｢からだは毒樹であり,焼き義

くすのがよろしい｡この形骸を厭離してより,久しく時が経ちました｡願わくは (薬王

菩薩品に説かれる)一切衆生書見菩薩と同じように諸俳を供養したいと思います｡(どう

か御認可ください)｣｡武帝は赦旨を下して答えた,｢どうしても寓民のためになりたい

というなら,情況に鷹じて様々な修行の道があろう｡この身髄が死滅 したら屍陀林に

捨て置き,鳥獣に施しなさい｡そうすれば布施披羅蜜は成就するのであって,それも

(58 この記事は時期が問題である｡ツユルヒャ氏は,『青書』巻百十七載記･桃興侍によって,挑

緒が蒲坂を鎖せし時を西暦396年かその直後と推測し,法羽の焼身を五世紀以前とする.

ErikZtircher,TheBuddhistconquestofChina,Leiden,1959,p.282.しかしこの推定は 『高

僧侍』奄十二の排列順序とも合わないし,法羽が末期に ｢捨身品｣を讃涌したという記錠とも

矛盾する｡捨身品は曇無識讃 『金光明経』捨身品以外に想定し難いから,法羽の焼身供養は東

育代ではありえまい｡

(5診『高僧俸』巷十二･法羽侍 ｢入道多方,何必焼身,不敢国連,幸願三恩｣(T50,404C)0

(53)『高僧侍』巻十二･慧盆侍 ｢道行多方,何必禎命,華厳三恩,更就異途｣(T50,405b)0
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また善業である｡わが身に宿る八寓の義朗を焼き殺すわけには行かないから,(焼身は)

勧められない｡｣脚

このようなやりとりの末にも結局焼身は決行された｡武帝はこの後十年足らずのうちに自

らが ｢捨身して奴と鵠｣ ったのであるから (後述3.21参照),焼身供養との因縁も漢からぬ

ものがあるが,焼身を避けようとする彼の心理は劉宋 ･孝武帝や桃緒 らに近いものであっ

た｡

このように周囲の者たちが焼身をひきとめようとする心理は,けだし単純である｡彼 ら

にとって焼身はまざれもない自殺行為であり,彼 らは人の自殺に荷捺 したくなかったの

だ｡その典型は北周 ･武威元年に焼身 した僧崖の事例に認められよう｡僧崖が薪をたかく

積み上げた中に入って油をかぶり経典を讃涌 しっつ鮎火を待つ傍 らで,施主として儀程を

金銭的に支援 し,最後の鮎火役を擦った王撰という人物は,最後の最後になって,怖じ気

づいてこう言ったという- ｢わたしがもし火をつけたならば,聖人を焼き殺すことにな

るから,(殺人の)重罪をかぶってしまう｣.蜘

さらにもう少 し複雑なケースを紹介 しよう｡『比丘尼樽』巷二 ･慧耀尼侍によれば,萄の

永康寺の尼であった慧耀は,若 くして出家してからいっも,きっといっか焼身を行なって

三賓を供養しようと誓いを立てていた｡泰始年間 (465-471)の末,焼身を賓施する旨を益

州刺史の劉亮附に申し出て,許可が下 りた.慧輝は,趨虞恩 (適度恩)紬という男の妾であっ

た王氏が市街に建立 した塔にのぼって,そこで焼身 しようともくろんだ｡王氏はそれを許

諾 した｡さて事件はここから始まる｡その後の経緯を,侍はこう記す｡

正月十五日の夜,慧堰は弟子たちをひきっれて,油と布をもって塔のところまでやっ

てきた｡身支度が整わないうちに,劉亮が使者をっかわして,尼僧たちに ｢もし慧耀

尼が焼身を遂行するならば,永康寺に属する尼の全員が重罪佑叫こあずかることになろ

(54)八高畠については後述 ｢2.3捨身と自殺｣参照.

(55)『弘質法華俸』巻五 ｢天監十七年,禅師自造法花鰹一百郡,暁夜謂持薬王一品｡後於花林寺覚

殿,啓梁武日｡身烏毒樹,章宜焚滅,厭此形骸,鳥目己久,願同書見供養諸価.救旨答云.必

欲利益蒼生,自可随縁修道,若身命無常,棄F陀林,施以鳥獣,於檀度成満,亦薦善業｡八寓

戸畠不容焼焼,非所敏也｣｡(T51,24C)
(56)『績高僧侍』金二十七 ･倍崖博 ｢有施主王撰,催日｡我若放火,便焼聖人｡将獲重罪｣(T50,

679b)0

(57)劉亮の侍は 『宋書』巻四十五にみえる｡彼は泰濠元年 (472)に益州で仙薬を服用し,その毒

性の故に命を落とした道教信者であった.KathrynAnnTsai,LivesoftheNuns,Honolulu:

UniversityofHawaiiPress,1994,p.136n.131.
(58)宋元明三本は適度恩に,麗本は趨虞恩に作る.いずれが正か不明｡名は 『宋書』にも見えな

い｡
(59) ここで重罪とは四彼羅夷の一つとしての殺人罪のこと｡自らが手を下して人を殺すのはもちろ

ん,死を讃美したり死を勧めたりすることも罪に嘗たる｡
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う｣と言ってきた｡慧輝は焼身を中止せざるを得なくなった｡すると王氏が怒り出し

てこう言った,｢あんたは名前を責りたくて奇特なことをするふりをしてだまし,裏

では内部の人閲に金をっかませてこんなことをしたのでしょう｡そうでなけりゃ,夜

半に街の人閲が (焼身のことを)どうして知ることができますか｣｡慧輝は言った,｢奥

さん,煩悩をふくらますだけの無茶苦茶を言ってはいけません｡捨身のことは私の問

題｡どうして周りの人が知りましょう｣｡こうして寺にもどって穀物を絶ち,香油を飲

んで (準備をととのえ),昇明元年 (477)になって永康寺で焼身したO脚

ここには一人の尼の焼身に封して認可をためらう刺史の心理と共に,焼身の中止に不

満をぶつけた人物が措かれる｡六朝時代の捨身者は数多いが,それと同じくらい,捨身

をすると償って注目を集めようとした者たちも多かったのであろう｡ 『高僧侍』金十二 ･

亡身篇の論において撰者の慧鮫は,｢一時の名草欲しさに(捨身する)者もいれば,名を末代

まで残そうとして捨身する者もいるが,火が薪に燃え移る段になると後悔と恐怖が交々

迫り乗る｡しかしもう大勢に言いふらしてしまったからには今さら節を曲げられぬ｡そ

こで無理矢理に我慢して事に向かい,苦 しみに苛まれるばかり｡こんな輩は言語道断であ

る｣佑Vと述べている｡上の慧耀もこんな連中の一人とみなされて非難をぶっけられたわけ

である｡

焼身供養を是とするか非とするかは,けだし個人の資質によるところが大きい｡いっの

世にも賛否の両論がありえたと思われる｡『高僧侍』 に亡身篇を設けて捨身行を栴揚 した

慧陵でさえ,捨身には功罪の南方があると考え,必ずしも手放しで認めてはいない｡(6カ

その後の時代に焼身供養をっよく批判 した人物としてひろく知 られるのは義浮 (635-

713)であろう｡彼は 『南海等蹄内法侍』の中で,具髄的に何を念頭におくかは定かでない

が,｢聞 くところでは近頃は血気盛んな若造が轡勇を起こし,焼身すれば悟れるのだと

思って,次々に人の真似をして,髄を軽んじて捨てている｣脚として,焼身の非を説 くのに

｢焼身不合｣｢傍人獲罪｣の二幸を費やしている｡これよりさらに百徐年産っと,法門寺の

悌骨が三十年に一度公開された時には葦に多くの人々が供養と栴して指を焼いたり,頭の

(60) 『比丘尼樽』巻二･慧耀尼俸 ｢正月十五日夜,将諸弟子,斎持油布,往至塔所,装束末託,劉

亮通信,語諸尼云｡若耀尼果焼身者,永康一寺,盛典重罪｡耀不得巳,於此便侍｡王氏大眠

云｡尼要名利,詐現奇特,密貸内人,作如此事｡不爾,夜学城内,邪知｡曜日｡新婦勿横生煩

悩o捨身閲我｡傍人豊知.於是還寺,噺穀服香油,至昇明元年,於寺焼身｣(T50,941b)o
(61)『高僧侍』巻十二･亡身篇･論 ｢或欲遊馨一時,或欲流名寓代,及臨火就薪,悔怖交切,彰言

既虞,恥奪其操,於是漆俊従事,空嬰甫苦｡若然非所謂也｣(T50,406b)0

(62)後述 ｢2.5捨身と孝｣も参照｡

(63) 『南海寄蹄内法侍』巻四･三十八焼身不合 ｢比聞少年之輩,勇猛沓心,意謂焼身便登正覚,逮

相鍾習,軽棄其躯｣(T54,231b)0
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項に香をともしたりしたが,伽同時に一方では,そんなお祭 り騒ぎのような焼指供養を

嫌って 『論併骨表』を奏 した韓愈 (768-824)のような人物もいたわけである｡しかしどん

なに反封されようと,指を焼いたりするのをよしとする人々は後を絶たない｡いわゆる三

武一宗の法難の最期,後周の顛徳二年 (955)に蓉布された係数粛正の敏にも腎を焼いたり

指を焼いたり,手足に釘をうつこと等の捨身行為を禁止する文面があるのは,その頃そう

した人々が賓在 した護である｡さらに明の寓暦年閲になっても状況は基本的に同じで,何

ら奨わらなかったようであるO脚っまり,五世紀初頭以降,焼身焼指をおこなう人々が登場

したが,同時に,焼身を嫌悪する人々も連綿と存在したのである｡嫌悪する人々は焼身批

判の論陣を張るが,それによって焼身が取りやめになったこともなかった｡それは,焼身

供養が論理とは別な次元で行なわれていたからかもしれない｡

2.3 捨身と自殺

焼身供養は自殺か｡前項で検討 したことと繋がるが,焼身供養を讃美する者たちは自殺

とは異なるといい,焼身に眉をひそめる者たちは自殺と恩うからこそ嫌がる傾向がある｡

本項では初めに併教の自殺観の概略をみた上で,捨身と自殺の関係を検討してみよう｡

自殺については賓に多くの論文6蹄があるが,概して言えば,原始儒教のごく早い時代に

は自殺は一部認められていたことと,律文献においては部波によって罪の嘩重はあるけれ

ども集圏生活の面から禁止されるに至ったこと,の二鮎に注意が向けられることが多い｡

第一鮎については,先行研究の多くは,ヴァッカリやチャンナ,ゴーディカ等初期係数

の自殺者を引き合いに出しつつ,それらはあくまで解脱者の自殺という例外であって,自

殺は原則的には否定されていたと解搾しようとする如くである｡初期係数の場合,自殺の

是非を問題とするより,解脱の方を重蔵したのは恐らく革質であろう｡鮒 未解脱者の自殺

(64)『併租統紀』巷四十一･元和十四年 (819)正月 ｢王公士庶,臆稽合施,百姓煉頂灼膚,以馬供

養｣(T49,381C)｡法門寺の価骨に封しては幾度となく焼身焼指などが行なわれている｡本稿

往1に引用したKieschnick,pp.35-37,41参照｡

(65)牧田諦亮 ｢謝学制の併教観｣(同 『中歯係数史研究第二』,大東出版社,1984)200-201頁.

(66)代表的研究として, 次の諸論文と, そこに引用される先行研究を参照oJeanFilliozat,La

mortvolontaireparlefeuetlatraditionbouddhiqueindienne (本稿注1). Id.,

L'abondondelavieparlesageetlessuicidesducrimineletduh6rosdamslatradition

indienne,ArtsAsiatiques15,1967.丘tienneLamotte,Letraitedelagrandevertude

sagessedeNL2garjuna(Mahdylaj元(抄LiramitL25Listra).TomeII,Louvain,1981,pp.740-742
n.1.藤田宏達 ｢原始併典にみる死｣(『併教思想10死』,平楽寺書店,1988)の ｢自殺につ

いて｣の項｡闘稔 ｢自殺考｣(『藤田宏達博士還暦記念論集 インド哲学と係数』,1989)0
(67)かかる解脱至上主義は,阿羅漢の拾多毒行や恩法という後の思想に繋がってゆく.藤田上掲論

文79頁｡
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はむなしく輪廻の回数を増すだけなのである｡

第二鮎の律文願における自殺については,自殺者の罪は,『摩討僧砥律』や 『パー1)律』

のように突吉羅 (心で憾悔すればよい,最も軽い罪)榊であるとする文献と,『五分律』の

ように倫蘭遮 (未遂罪)掛とする文献とがあって,部波によって一定 していない｡突吉羅と

する文戯すら存在するということは,自殺は禁止とはいえ,禁止の度合いはさほど強 くな

かったわけであり,律文献において自殺は,もっぱら敦圏生活を高LL他者に迷惑を及ぼす

行馬として否定されたにすぎないことが判る｡

しかし儒教の自殺戦はこれに轟きるわけではない｡とくに漢謬併典と中国係数にはもう

少 し複雑な問題が絡んでいる｡『大智度論』巻十二は,｢律では,自らの身髄を殺 しても殺

人の罪とはならず,愚痴 ･食欲 ･暁恵の過失がある(にすぎない)｣として,自殺は殺人罪と

ならないという見解を示す｡榊 これについては一定の解樺がないようであるが,同じ鳩摩

羅什が詳出にかかわった 『十滴律』に類似の見解が見られることけDも併せて考えるならば,

律では自殺に封 しては波羅夷罪としての殺人罪 (他殺の罪)は適用されないという意味にと

るのが自然ではないかと思われる｡打診

もうひとつの興味深い鮎は六朝備教徒の自殺に封する一般的概念である｡ 『末書』巻五

十二 ･樽叔度侍によれば,劉宋 ･武帝の即位の一年後に,司馬徳文すなわち東哲の恭帝

(位 418-420)は,妃が部屋を空けた隙をついて聞入したテロリストから,服毒自殺を勧め

られる｡徳文は,｢プッダの教えでは,自殺者は二度と人間に生まれ襲われない｣(俳教自殺

者不得復人身)と言って,毒を飲むのを拒否する｡その結果,布圏で首を絞められて殺され

るのである｡打劫また,ほぼ同じく ｢併教自殺不復人身｣と言って劉義康 (409-451)が服毒

(68)一般に,実害羅は悪作とも課され,口に出さずとも心で儀悔すればよい程度の軽罪である｡詳

細は平川彰 『原始儒教の教圃組織1』(平川彰著作集11,春秋社,2000)309-314貢を見よ｡

(69)倫蘭遮 (未達罪)については,前柱中川_320-324頁に一般的な説明があるのを見よ.
(70)『大智度論』巻十二 ｢毘尼中言｡自殺身無殺罪,有意癖食欲賦意之答｣(T25,149a)｡
(71) 『十滴律』巻五十二 ｢間｡頗比丘奪人命,不得波羅夷耶｡答O有｡自殺身無罪｡若比丘戯笑打

他,若死,得突吉羅｣云々 (T23,382a)｡杉本卓洲 『五戒の周遠- インド的生のダイナミ

ズム』(平楽寺書店,1999)28頁｡

(72)『大智度論』金十三には,注E]すべきもう一つの考え方として,肉屋の息子が家業を准ぐのを

肯んぜず,羊を殺すかわりに不殺生戒をまもって自殺した例が紹介される (T25,156a)｡こ

れは在家の場合であって出家者ではないが,もし億に自殺が戒律違反であるとしたら,戒律を

守るために戒律違反をしたことになり,矛盾が生じるから,この話でも自殺は罪にあたらない

ことが前提されていると患われる｡戒律と自殺の関係についての別な話として,『賢愚経』巻

五 ｢沙爾守戒自殺品｣も比較参照｡

仔3)ErikZ也rcher,TheBuddhistconquestofChina,Leiden,1959,p.158.吉川忠夫 『劉裕』(中

公文庫版,1989;初版は人物往来牡,1966)187頁｡
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自殺を拒否した話が 『末書』巻六十八 ･彰城王義康博にある｡こうした考えは,このころ

係数の自殺観として,ある程度通行 していたのであろう｡ただ残念なことに,こうした六

朝俳教徒の自殺観の典接が異能的に何かは特定できない｡考えようによっては,服毒拒否

の理由としてでたらめを言った可能性も皆無ではないが,どうやらインド文化にたどるこ

とのできる蓉憩のようではある｡インド法典文献に関する最大最良の研究書として馨れ高

いカネ-の 『法典の歴史』によれば,極度の自負心 ･怒り･愛欲 ･恐怖によって首をくく

る者は六寓年のあいだ地獄に堕ちると説 く婆羅門敏文願があるという｡糾)こうしたことか

ら推測するに,中国かインドか,併教か婆羅門教かの匝別とは無関係に,輪廻を信 じ地獄

があると思う人々の閲に,自殺をすると地獄に堕ち,その結果,人間に生まれ襲われなく

なってしまう打力という通念があったとしても不思議ではないのである｡

さて自殺にかんする一般事項はこれくらいにして,次に捨身と自殺の関係を検討するこ

とにしよう｡捨身を是とする人々は概して捨身は単なる自殺とは異なり,至極係数的意義

の高い行為であると考える傾向があるが,しかし必ずしもそれは正 しくない｡まず第一

に,サンスクリット語の表現として ｢自殺｣と ｢捨身｣を戟然と区別するのが難 しいこと

がある｡既にみたように,捨身に相嘗するサンスクリット語にatma-parity急ga(自己を

すっかり投げ捨てる)があるが,ほぼ同じatma-tyaga(相違はpari-"すっかり"の有無のみ)

が自殺という意味で用いられることがあるのだ｡け0第二に,再びカネ一によれば,冊係数と

の直接的関係はないけれども,インドの侍銃的な法典文献は,基本的に自殺を認めない立

場をとりながらも,自殺が許容される場合があることも示すという｡すなわち,

(1)婆羅門 (ブラーフマナ)殺 しなどの大罪を浄化するための購罪的自殺

糾)P.Ⅴ.Kane,mstoryofDharmaSdstra(Poona,1968-77;firstpublication1930-62)γol.
ⅠⅠ,PartII:924.

仔5)ちなみに自殺とは直接関係しないが,『放光般若経』巻十九には憎しみや怒りの心を起こすと

人間にすら生まれ襲われず,まして俳のいます世に生まれることはないと説く箇所がある (T

8,134C｢起怨患者間不得復人身,況値悌世｣)｡また 『濯頂経』巻十の 『渡頂究天神策樫』(失

帯? cf.T55,31b) には,殺生をすると早死にして人閲に生まれ襲われなくなると説く箇所

がある (T21,526C｢精進莫殺生,殺者心不仁,後罪短命死,不得復人身｣)｡また,後代の文

献には,殺生をすると,死後,地獄･餓鬼･畜生の世界に生まれ壁わって苦悩を受けると説く

ものがある (義浮薄 『根本説一切有部毘奈耶』巻三十,T23,790b)0
仔6)たとえばインドのもっとも侍統的で有名な法律書 『マヌ法典』(紀元前後に成立)の第五章八

九詩節に ｢自らを捨てる 〔自殺〕者に封しては戯水の儀式は行なわれない｣という一節がある

(渡瀬信之等 『サンスクリット原典全詳 マヌ法典』,中公文庫,1991,173貢)0｢自らを捨て

る者 (たち)｣の原語は畠tmanasty豆ginam (atman+1′tyaj)である｡ちなみに自殺を意

味するもう一つ別な一般的表妻削まえtman+I/Than(自分を殺す)である｡

ぐm Kane,oP.cit.,Vol.II,ParttlI:9241929.Vol.lII:939,958f.Vol.ⅠⅤ:603-617.
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(2)死後の繁栄を願って,老後の林任期の婆羅門が自殺すること

(3)病気などにより法典の定める身髄浄化儀程を行なえなくなった老人の自殺

(4)輪廻からの解放の免 特定の聖地で入水 ･断食 ･投身 ･焼身等を行なうこと

その他である｡㈹ これらそれぞれについて, いかなる僚件をみたせば自殺が許されるかが

ある程度明確に規定されている｡候件つきであるにせよ,自殺を認める場合がインドの侍

統文化の側にあること,そして,その中には (2)や (4)のように宗教的自殺と辞 し得

るものが含まれることは看過できないであろう｡

とりわけ,(4)の定める自殺の聖地としてもっとも有名な場所のひとつが,ガンガーと

ヤムナ-河の合流地軸に位置するプラヤーガ (Pray畠ga,現在のアラ-バード)であることは

重要である｡史料としては唐に下るけれども,『大唐西域記』巻五はプラヤーガに憂験あら

たかな天両があることと,有名な大施場があることを紹介する｡まず天両については,

--この両に一銭を喜捨するならば,その功徳は他所に千金を寄付するにまさり,さ

らに自らの生命を軽んじて,この両の中で命を断っものは,天の稲築を受け 〔天界に

生まれ〕,永劫に生き永らえる,という.打切

と,法典文献と同様に,侍統宗教側から宗教的自殺の名所とみなされていたことが記され

る｡ここで自殺と金銭布施- 象徴的捨身につながる- が同じ文艦内でとりあげられ

るのも興味ぶかいが,さらに注目すべきは,同じ街のなかに,諸王や豪族たちの閲で有名

な ｢大施場｣があり,戒日王もそこで五年に一度の無遮大倉を行なったと記されることで

ある｡六朝悌教史に即して考えるとき,無遮大合という儀薩は,梁の武帝が象徴的捨身に

先だって行なった儀穫なのである｡つまりプラヤーガという聖地は,捨身と関連する,イ

ンド侍統宗教と併教のさまざまな要素がひとつに集まる場所と考えることができるので

ある｡このように見てくると,係数における原義的捨身とは,要するに宗教的自殺のひと

つの在り方と言ってよく,それは中国における局所的事象ではなく,恐らくはインドでも

賓際に行なわれたのであり,しかも係数特有というよりも,汎インド的宗教現象の一形態

であった可能性が浮かび上がる｡

『西域記』巻五 ･鉢羅耶伽園の候は,戒日王の布施を係数の行馬として紹介 しながら,同

(78)カネ-はこのほかにも二三の場合を畢げるが今は省略する｡なお宗教の絡む自殺行馬として

もっとも磨く知られ,かっ問題をふくむのは,寡婦が夫を火葬する薪に身を投ずるサティー

(sat王,"正しさ女")であろうが,これは純粋な宗数行馬である以前に,社食的意義の方が大きい｡

U9)水谷虞成葦による｡玄英･水谷虞成諸法 『大唐西域記2』(平凡社東洋文庫版,1999)223瓦

｢四･三 天両と食入鬼の迷信｣の項O原文は ｢能於此嗣指捨-鍾,功愉他所恵施千金.復能

軽生,耐中断命,受天福楽,悠永無窮｣｡さらに天岡の傍らには有名な菩提樹 (vata)があ

り,解脱を求めてそこから飛び降りる者も多かった｡
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時にこうも言う｡

大施場の東の合流口では,日ごとに数百人の人が自ら溺れて死ぬ｡かの園の土俗の言

い侍えに,天に生まれることを求めようと思えば,ここで絶食 して河中に身を沈め

〔溺死す〕ればよく,中流で休浴すれば罪障は滑滅するとのことである｡こういうわけ

で,外囲や遠方から人々がやって来て集まり止まり,七日聞断食をし,伽)その後,命を

絶っのである｡剛)

これはカネ-が法典文献に即して述べる事柄とほぼ同じである.プラヤーガにおける宗教

事情は,儒教 ･ヒンドゥー教の区別なく,そこで死をとげると福徳がもたらされるという

鮎において,シンクレティックな様相を呈していることが判る｡宗教上の目的から自らの

命を絶っことはインド文化の根底にある考え方といえるのだ｡さきに我々は本稿第一章に

おいて,『法華経』薬王菩薩本事品を作成した人々は賓際に焼身をおこなった ｢狂信の徒

輩｣だったのではないと主張する先人の見解を紹介した｡しかし現賓はどうやらさにあら

ず,薬王品を作成 した首の人々が焼身を賓践したかどうかはともかく,中国にもインドに

も ｢狂信の徒輩｣は賓在したとみなさねばなるまい｡唐の義浮 『南海寄蹄内法樽』は中国

における焼身供養の賓態を批判する文願として名高いが,そのなかで義浮は,｢しかるに

ガンガーの中では一日に何人も自殺 しているし,ガヤー山のあたりで自ら命を落とす人の

数も(一日に)何人もいる｡食を断って餓死する者もいれば,樹にのぼって投身する者もい

る｡これらの者たちは (解脱の)方途を誤っている｡だから世専はかれらを外道としている

のだ｣脚という｡捨身は本来の係数行為ではないと言おうとするこの一節は,皮肉な見方を

するならば,七世紀後年頃の中インドに,捨身をおこなった俳教徒が責際はかなりたくさ

んいたことを傍讃する史料とも言えるのだ｡

本項を閉じるまえに捨身を認める場合の経典上の典接と認めない場合のそれをみてお

きたい｡まず,捨身を認めない理由としては,上述 ｢2.2周囲の反鷹｣の項で言及した道度

樽に,焼身をおこなうと健内にすむ八寓の畠を殺すことになるから焼身供養は認められな

いという議論があった｡捨身は他殺を伴うから認められないという論法である｡慧鮫も,

(80) 宗教的自殺の準備段階で絶食が行なわれることは六朝併教徒の焼身儀頑と共通する｡

(81)水谷同書227頁 ｢四･五 戒EI王の大施と外道の苦行｣の項｡原文は ｢大施場東合流口,日数

百人日商而死｡彼俗以烏欲求生天,嘗於此虞絶粒自沈,休浴中流,罪垢滑滅｡是以異国遠方,

相趨挙止,七EI断食,然後絶命｣｡ちなみに,宗教的自殺としての溺死は,ヒンドゥー教徒の

行雷として頻出するのに封して,断定は博られるけれども,捨身を説く併教の正統な文願には

あらわれないようである｡

(83 『南海寄蹄内法侍』巷四 ｢然恒河之内,日殺幾人,伽耶山遠,自損非一.或餓而不食,或上樹

投身｡斯等迷途,世専剰馬外道｣(T54,231C)0
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『高僧侍』巷十二 ･亡身篇 ･論に ｢また併設にいう｡身髄のなかには八寓の畠がいて,人間

と一緒に生きている｡人の命が轟きると畠も一緒に死ぬ｡だから俳は,阿羅漢の死後に身

髄を焼 くことを認めたのだ｣脚と同じ理屈を述べている｡この典接は律,とくに 『十滴律』

巻三十九に求めることができる｡剛)これに封して,まったく反射に,捨身は何の罪にも相富

しないという主張が唐 ･道世 『法苑珠林』巻九十六 ･捨身篇にみえる0

質問｡菩薩は捨身すると自殺の罪を得るか｡

答え｡『律』によれば,まだ命が轟きていない時鮎では,便宜上,倫蘭速という小罪を

得るが,命が轟きてしまえば何の罪にも嘗たらない｡だから殺人という大罪を得るこ

とはない｡(一方)大乗によれば,菩薩は (捨身を行なうことにより)生死を厭離 して俳を

供養するのであり,また一切衆生の烏に大悲の心を起こして (身代わりとなる)ので

あって,他者を害する意圏はなく,それどころか福徳を招 くのであるから,罪を得る

はずがない｡故に 『文殊師利問経』朗のなかで備はこう言っている,｢自分自身を殺 し

ても罪の報いはない｡なぜか｡たとえば菩薩はわが身を殺 しても専 ら功徳を得るばか

りであるのと同じである｡ わが身は我にもとづく鮒からである｡ もしもわが身は我に

もとづいて罪の結果を得るとするなら,爪を切ったり指を傷っけたりしたら罪を得る

ことになってしまう｡なぜか｡自ら身を害するからである｡菩薩の捨身はこうした無

記 (-善でも悪でもないもの)ではなく,専ら福徳を得るばかりであり,煩悩が滅するか

ら身が威 し,それ故,清浄なる身髄を得るのである｡ちょうど汚れた衣服を灰汁で洗

浄すると,汚れはなくなるが衣服は残るのと同様である｣｡即

(83) 『高僧侍』金十二･亡身篇･論 ｢又併読｡身有八寓戸島,興人同気｡人命既蓋,畠亦倶逝｡是

政羅漢死後,悌許焼身｣(T50,406a)0
(84)『十調律』巻三十九 ｢悌在舎衛園,有阿羅漢般漫柴｡諸比丘心念｡如悌所説,身中有八寓戸島｡

若焼身者,嘗殺是畠｡諸比丘不知云何｡是事白俳｡備言｡人死時諸島亦死｡諸比丘心念｡併聴

我焼阿羅漢身著書｡是事自価｡価言｡聴焼阿羅漢身｣云々 (T23,284b)0
(85)『文殊師利問経』とは梁･借伽婆羅鐸 『文殊師利間経』巻下･薙問品 (T14,503a)｡遁世は途

中を一部省略して引用しているが,趣旨は原典と壁わらない｡

(86) この正確な意味はつまびらかでない｡

(87)『法苑珠林』金九十六 ｢間日｡菩薩捨身,得自殺罪不｡答日.依律,未拾命前,得方便小罪倫

蘭遮｡若拾命己,無罪可属,所以不得殺人大罪｡若依大乗,菩薩厭離生死,馬供養俳,及一切

衆生,興大悲心,無害他意,反招共編,何容得罪｡故文殊師利閉経云.悌言｡若殺自身,無有

罪報｡何以故.如菩薩殺身,唯得功徳.我身由我故o若身由我得罪果者,勇爪傷指,便嘗得

罪｡何以故｡自傷身故｡菩薩捨身,非是無記｡唯得稲穂,是煩悩滅故身滅,故得清浮身｡誓如

垢衣以灰汁幹濯,垢滅衣在｣(T53,991bc)｡
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2.4 捨身としての屍陀林華

さきに｢2.2周囲の反魔｣の項でふれた道度侍に ｢この身髄が死滅したら屍陀林に捨て

置き,鳥獣に施せ｣という表現があった｡中国係数における死者の埋葬法は土葬ないし火

葬が一般的であるが,チベットの鳥葬よりはるか以前の時代,中国では死後のわが肉髄を

鳥獣に布施する方法として屍陀林葬がなされていたのであった｡その重要性については吉

川忠夫氏が ｢償債｣すなわち宿世の罪業をこの世で償わなければならぬとする罪の意識と

の関係,ならびに,薄葬の思想との関係から注目されている｡倒氏の観鮎を承けて捨身と屍

陀林葬の関係を検討するとき,屍陀林葬はまさしく捨身の一形態であったということがで

きる｡ちなみに屍陀林 (戸陀林)とは寒い林という意味である｡

屍陀林葬と捨身の関係をのべる中国成立の経典に 『要行捨身経』がある｡捨身という語

を題名に有する本鰹の主眼は屍陀林葬を勤めることにある｡牧田諦亮氏の研究があり,複

数の敦煙幕本にもとづく校本が作成されている｡牧田氏によれば,本鰹は 『大周刊定衆経

目録』には何も記されず,『開元揮散録』において初めて手厳しく批判されていることか

ら,730年頃にいたる三十飴年の閲に流行したと推定される｡ただしその原形はさらに古

くから存在していたのであり,すなわち 『法経線』(594年成立)で ｢屍陀林経一巻｣と言わ

れるのがそれであるという｡そして原形である｢屍陀林経一巻｣は,『要行捨身経』の末尾

に ｢屍陀林饗願文｣または ｢捨身蓉願文｣という名で付されているものにはぼ相嘗すると

いう｡69)以上によって我々は｢屍陀林蓉願文｣を隔境の状況を窺う資料として使用すること

ができるであろう｡

さて ｢屍陀林費願文｣は,自らの命がつきたら,身健を山林樹下に置いて衆鳥禽獣に食

べさせ,その功徳によって,現今の無常不浄の身鱒を捨てて常住清浄法身を獲得して自ら

が併如来となるとともに,一切の衆生をして無量毒園に往生せしめることなどを願うもの

である｡願文冒頭に次のようにあるのは注目に値しよう｡

十方三世の諸併よ首に讃知したまえ｡弟子某甲等,願はくは今身より未来際の壷きる

まで,恒に内財 ･外財を以て生きても施し死しても施し,今生既に轟きれば復た此の
お よ

分段の身の皮肉筋骨 ･頭目髄脳及以び手足を以て,一切の飢餓せる衆生に施興し,以

て宿債を償なわん08秒

㈱ 吉川忠夫 『中国人の宗教意識』(創文社,1998)176-177頁,236-237頁｡

(89)以上は牧田説にしたがう｡牧田諦亮 『疑経研究』(京都大学人文科学研究所,1976)の第十章

｢敦煙本要行捨身経について｣｡

(90)｢十方三世諸併首讃知｡弟子某甲等,頗従今身重未来際,恒以内財外財生施死施,今生既義,

復以此分段之身,皮肉筋骨頭目髄脳及以手足,施輿一切飢餓衆生,以償宿債｣(牧田前掲書

332頁)0
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とりわけ ｢以て宿債を償なわん｣(以償宿債)という表現は,｢死後の埋葬を行なわず,自分

の肉髄を鳥獣に布施するところのいわゆる屍陀林の葬法が,宿世から背負いっづけてきた

罪業にけりをつけ,来世にまで引きずらぬことを保護する償債の行烏と考えられていたこ

と｣飢)を簡潔明瞭に告げる補足資料の一つとして注目してよいであろう｡

屍陀林葬を宴際に行なった比較的初期の事例として慧壊尼がいる｡元嘉二十四年 (447,

-本は二十年に作る),合槽に向かう途中の太守孟顎に随行した慧壇尼は破岡までやって来

ると,そこで亡くなった｡末期の彼女は弟子に,｢わたしが死んだあと,埋葬する必要はな

い｡だれかに頼んで死髄を切り刻んでもらい,衆生 (鳥獣)に食らわすがよい｣と言い残し

た.附 しかし弟子はそうすることが耐えられず,すぐ隣の句容願にいって死髄を山中に捨

て置き,結局,鳥獣が食らうにまかせたという (『比丘尼侍』巻二･慧理尼倖)｡

末期の肉髄を施すことをよしとするのは,ある意味できわめて中国的なことかもしれな

い｡というのは,身健はヤドカリの殻の如きものであって,死後の身髄は自らともはや何

の関係 もないとみなすインド文化にあっては,死後の肉髄を布施することは布施には違い

あるまいが,そこに殊更重い意味はないように思われるのだ｡インド人と異なり,死後も

肉髄に意義を認める漢人にとってこそ,｢捨て難きを能く捨てる｣捨身行として,屍陀林葬

は大いに意義をもち得たのではないだろうか｡

2.5 捨身と孝

つぎに身鱒や命を損なう原義的捨身が孝と矛盾するかどうかを考察 してみたい｡もとよ

り孝とは 『孝経』開宗明義章 ｢身健髪膚は之を父母に受く,敢て穀傷せざるは孝の始なり｡

身を立て道を行ない,名を後世に揚げ,以て父母を頼すは,孝の終なり｣に明らかな,中

国文化固有の概念である｡併教とりわけ六朝時代の文願における孝の問題としては,出家

剃髪することの是非をはじめとする儒教と孝をめぐる議論が長い期間にわたって問題と

されたことを我々は知っている｡脚 本稿ではさらに問題を繰り込んで,孝と捨身の関係を

考えてみたいのである｡結論を先取りするならば,孝と捨身は相反するとする場合と,袷

身は孝であるとする場合とがある｡はじめに,捨身は孝に反すると明言する文献をみてお

こう｡『大智度論』金十六は,菩薩の行ずべき六披羅蜜のうちで,精進波羅蜜 (完全なる精励)

(91)吉川忠夫 『中国人の宗教意識』176亘｡

(92)出家者が旅行の途中で危篤状態となり,死後のわが身を鳥獣に施すようにと言い残したこと

は,『高僧俸』巷十･慧安樽にも見える(T50,393b)｡
(93) 吉川忠夫 『三線錠』(中外日報杜,1996)132-136頁 ｢孝と併数｣｡内雲撃 ｢中国併教封孝道

的受容及後果｣(『従印度沸教到中開併教』,墓北 :東大圏書公司,1995).
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とは何かについて,精進以外の五波羅蜜すなわち布施 ･戒 ･忍辱 ･禅定 ･智慧波羅蜜をあ

らゆる状況で同時に行なうことであるとした上で,次のようにいう｡

質問｡戒波羅蜜を行なっている時に,もし人がやってきて,あなたの三衣や鉢を私に

くれと言ったとする｡伽)もし輿えれば戒を犯したことになる｡なぜかというと,俳は

(僧侶が自らの衣鉢を他者に譲ることを)認めていないからである｡もし(逆に衣鉢を)輿え

なかったら,檀 (-布施)披羅蜜を破ってしまう｡精進 (披羅蜜)というのは,いった

いどのようにして五披羅蜜のすべてにわたって薯践することなのか｡

答え｡新米の菩薩は,五波羅蜜をすべて同時に算段することはできない｡たとえば,

菩薩が檀波羅蜜を賓践 している時,腹を空かした母虎が飢えに絶えきれなくなって,

わが子を食 らおうとしているのを見たなら,その時,かの菩薩は大いなる同情心をお

こして,わが身を差 し出すべきである｡伽)かの菩薩の父母は息子を失ったことで大い

に嘆き悲 しみ,(その結果)両目が見えなくなるであろう｡かの菩薩を殺 した雌虎も罪

を得るにちがいない｡ しかし (菩薩は)父母の悲 しみも雌虎の殺生罪もものともせず,

もっぱら布施を完遂 して自ら福徳を得ることを望むのである｡--loo

他者を救済するためにわが身をなげうつことが同時に親を悲 しませることにもなること

を認める上の一節をうけて,慧陵は 『高僧樽』亡身篇の論において次のように評樺する｡

･-･･このように一般の出家者は,もとより戒律にかなった撃動を行なうことによって

人々を導 くものであるのに,しかるにいま (捨身をおこなう僧侶は)肉髄を損傷 し,福徳

の田地 (としての僧侶)というあり方を破壊 している｡この鮎を考慮 して述べるならば,

(捨身には)良いところと悪いところがある｡良いところはわが身に執着 しない鮎であ

り,悪いところは戒律に連反する鮎である｡こういうわけで龍樹は,｢新米の菩薩は同

時にすべての披羅蜜を具備することができない｡ある場合は檀披羅蜜 (布施)を充足 し

て孝にそむくことがある｡たとえば王子がわが身を虎に投 じたように｡またある場合

は智慧を充足 して慈悲心からはずれることがある｡たとえば (太子が)他人の断食 (が

見せかけにすぎないこと)を調査 して (冷酷に暴いた)ように｡即)これらはみな,行ないが

(94)三衣と鉢の布施が問題となる以上,ここに意圏される菩薩は出家者であることに注意｡

(99 『金光明経』捨身品その他で有名な捨身飼虎の話｡

(96)『大智皮論』巷十六 ｢復次菩薩精進,通行五波羅蜜,是薦精進披羅蜜O関目.若行成波羅蜜時,

若有人来乞三衣鉢孟,若輿之則穀戒｡何以故｡併不聴故｡若不興,則破檀波羅蜜｡精進云何遍

行五事｡答日｡若新行菩薩｡則不能一世一時過行五波羅蜜｡如菩薩行檀波羅蜜時,見餓虎飢急

欲食其子,菩薩是時興大悲心,即以身施,菩薩父母以失子故,憂愁懐悩,両目失明,虎殺菩薩

亦鷹得罪,而不葦量父母憂苦,虎得殺罪,但欲満桓自得栢徳｣｡(T25,179bc)
(97)この箇所は上に紹介した 『大智度論』の一節の直後 (T25,179C)に説かれる事柄への言及｡
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まだ完全に素晴らしいとはいえず,一長一短があるのだ｡但紛

この一節で 『大智度論』の一節になかった ｢孝｣という文字をもちいて,慧鮫が ｢或漏檀

而帝孝｣- 或いは槙を満たすも孝に率 く,と表現する鮎は注意 しておくべきであろう｡

孝の立場よりすれば,親以外の他者にわが身を投げ出す行為は不孝以外の何者でもな

い｡しかし沸教の孝理解はこれにとどまらない｡すなわち,人閲存在をこの世に限定する

ならば捨身は孝にそむくけれども,一方,世界観を輪廻全鰹に押 し虞げるならば,何が孝

であるかは様相を一撃するのである.以下にまず,捨身と孝の関係を検討する前提となる

一般的事柄を少し確認 し,その後に孝の特殊なケースとして捨身における孝の問題を考え

よう｡

輪廻を表わす語は ｢始めなき｣(anadi-)という形容詞をしばしば伴う｡これは輪廻樽生

が過去世に無限回くりかえされたことを意味する｡このような無限の立場にたてば,この

世の親子関係など無限分の一回の関係にすぎないから,それ白燈なんら固定的なもので

はあり得ない｡そして無限の過去世にその都度かならず誰かを親としたはずである｡この

ような思所がもたらす締結が何かといえば,ひとりの人間には無限数の親がいるという

ことであり,それを表明するのが 『焚網経』などで廉 く知られる ｢一切衆生はわが父母で

あり,我は一切衆生の父母である｣というテーゼにはかならない｡これは,『論語』顔淵篇

の ｢四海の内,皆な兄弟なり｣と比較されることが多いとはいえ,『雑阿含経』,但鉢『郁伽長

者経』伽等のインド成立経典にみえるから,インド起源の言い回しである｡仙)このことは孝

とかかわるすべての要素を中国起源とみなさないためにも-鷹注意 しておきたい｡

一切衆生はわが父母,我は一切衆生の父母であるという考え方は,中国併教における

展開においては,壬に二つの異なる方向に饗屈 した｡第一の,主流 というべき方向は,

(98)慧鮫 『高僧侍』巻十二･亡身篇･論 ｢若是出家凡僧,本以威儀掻物,而今残穀形骸,壊福田

相｡考而馬談,有得有失｡得在忘身,失在達戒｡故龍樹云｡新行菩薩,不能一時備行諸度｡或

浦檀而帝孝,如王子投身｡或満慧而帝慈,如検他断食等｡皆由行末全美,不無盈映｣(T50,
406a)0

(99) 求郡蚊陀羅詳 『雑阿含経』巻三十四 ｢如是衆生過去世時,必馬我等父母兄弟妻子親展師友知

識｣｡(T2,242a)

(loo) 『法鏡経』｢衆生先世亦曽我子,吾亦曾薦衆生子｣(T12,18C)0『大賓積経』金八十二･郁伽長

者合 ｢一切衆生曾薦我子,我亦是披講衆生子｣ (Tll,475C)｡石井公成 『華厳思想の研究』

(春秋社,1996)353貢参照｡

(101) さらに言えば,この考え方は ｢衆生卒等観｣(一切衆生は本来区別なく中等であること,

sattvasamata)を基盤とする｡この語は,たとえば八世紀末のカマラシーラが 『バーヴァ

ナ一･クラマ』(修習次第,反復葺習の順序)で,敵味方なく一切の衆生に封して慈悲心 (kr-

pa)を起こすべきことを説く中に見られる｡GiuseppeTucci,MinorBuddhistTexts,Part2,

Roma:IsMEO,1958,p.189f.§2.こうした考え方は,かなり以前から存在していたと思われる｡
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一切衆生に封 して慈悲心を起こすべきであって,憎悪や反感などを起こすべきではないと

する方向である｡この典型が唄想法としての慈悲戟 (いわゆる ｢五停心親｣の一つ)であ

る｡(1吻また,同じ論理を押 し進め,｢一切衆生悉有価性｣なる如来戒説がくわわると,そこ

に結果として成立するのは肉食禁止論である｡無始以来の輪廻蒋生において他者は必ずわ

が両親や兄弟となっているから, いかなる肉であれ食 してはいけない｡(lm)何であれ生物の

肉を食することは親の肉を食すこと,そして可能態としてのブッダの肉を食すことに等し

い,という理屈である｡0叫『浸薬経』にも ｢食肉は大憩の種を噺ず｣といわれる｡そしてこ

れとまったく同じロジックは ｢放生｣- すべての魚や鳥などの生物を,とらえた網や龍

から解放すべLという思想ともつながる｡『兜網経』の第二十軽戒にいう｡

慈悲心によって放生という行為を行なえ｡一切の男はわが父であり,一切の女はわが

母である｡我は輪廻輪生のたびにいつも彼らから生を受けてきた｡それゆえ六道の衆

生は嘗すべてわが父母なのであって,彼らを殺 して食することはわが父母を殺すこと

であり,わが身のもとを殺すことである｡一切の地 ･水 ･火 ･風は皆わが前身であ

り,過去のわが身そのものである｡それゆえ常に放生を行なえ｡云々(個

ところでこうした方向の饗展は,一切衆生を卒等なものとみて慈悲と憐偶を注 ぐことを勧

めるものであって,自らの命を危険にさらす捨身のような行馬とは結びっかない｡捨身と

孝には,膏はもう一つ,これとは別な輪廻戦が関わるのである｡それは,一切衆生はわが

父母であるから一切のわが父母のために捨て難さを捨てよ,というロジックであり,失謬

『大方便併報恩経』巻一 ･孝養品に次のような一節がある｡

如来はむかし生死のなかにあった時,それと等しい移しい数の不可思議なる形態をそ

なえた一切の衆生としての肉髄を受けた,肉髄を受けたことにより,一切の衆生はか

っては如来の父母となり,如来もまたかつては一切の衆生にとっての父母となった｡

(102)慈愛の封象を親にむけるのではなく子に向けるなら同じ考え方は,ブッダは一人息子 (ラーフ

ラ)を愛おしむように一切の衆生に平等に慈悲をかける,という表現ともなる｡

(103)求那扱陀羅苛 『央掘魔羅経』巻四 ｢一切衆生有如来戒,一切男子営為兄弟,一切女人皆薦姉

妹｡･･--一切衆生,無始生死,生生輪韓,無非父母兄弟姉妹,猶如伎鬼襲易無常.自肉他肉則

是-肉｡是故諸併悉不食肉｣(T2,540abc)｡求郡枚陀羅葦 『楊伽阿政多羅賓経』金四 ｢併告

大慧｡有無量因縁,不磨食肉O然我今昔薦汝略説.謂｡一切衆生従本己来展蒋因縁常薦六親,

以親想故不慮食肉｣(T16,513C)0

(lu)ただし,過去世において親であった存在 (厳密には誠の連績)の肉を現世で食することが親の

肉を食することになるという論法は,肉髄と諭が無関係であるとは認めないこと (肉健と精神

の同一性)を前提としてはじめて成り立っのであるから,厳密には理論として問題があろう｡

(lob)『究網経』巻下 (第二十軽戒中)｢以慈心故,行放生業｡一切男子是我父,一切女人是我母,我

生生無不従之受生｡故六道衆生皆是我父母,而殺而食者,即穀我父母,亦殺我故身｡一切地水

是我先身,一切火風是我本鰹,故常行放生｣云々 (T24,1006b).
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一切の父母のために,つねに難行苦行を修行 し,捨て難さを捨てた｡頭目髄月乱 国城

妻子,象馬七賓,肇輿車乗,衣服飲食,臥具腎葉など一切を布施 した｡精進に勤 しみ,

戒と布施と多聞,禅定 と智慧とを行ない,(個々の善)行にいたるまでの全てを倦まず

弛まず行ない,父母に孝養をつ くして恩を知り愚に報いたからこそ,今すみやかにこ

の上なく完全な悟 りを成就することができたのである｡(16)

世界を現世のみに限定する限りにおいては捨身はときに孝と矛盾することもあるけれど

ら,一方,無始以来の無限の輪廻蒋生ぜんたいを議論の封象とするならば,一切の他者存

在は何 らかの形で一度はわが父母となるから,捨身とは,父母の恩に報いるために父母に

わが身健や命を布施する行為にはかならない｡だから捨身は孝に反するどころか,孝の賓

践そのものであるというのである｡こうした論理が中国で成立 したものかインド起源かは

『大方便併報恩経』の成立問題(1巾と絡んで目下結論を下せないが,しかし一つ注目すべき鮎

として,成立がどこであれ,上述のごときロジックが託桝の誹 りを免れないのは確かであ

ろう｡というのは,捨身が過去世におけるわが親への孝行だとしたところで,だからと

いって,そのことが現世の親を悲 しませる不孝 (上述 『大智度論』参照)を是認する理由とは

ならないからである｡これに封する答えが提出されない以上,捨身を親への孝とみなすこ

とにあまり説得力はあるまい｡

(106)『大方便併報恩経』金一 ･孝養品 ｢如来本於生死中時,於如是等微塵数不思議形類一切衆生中,

具足受身｡以受身故,一切衆生亦曽薦如来父母,如来亦曾烏一切衆生而作父母｡馬一切父母

故,常修難行苦行,難拾能拾,頭目髄脳,圏域妻子,象馬七賓,筆輿車乗,衣服飲食,臥具草

葉,一切給輿,勤修精進,戒施多聞,禅定智慧,乃至具足一切寓行,不休不息,心無疲倦,馬

孝養父母知恩報恩故,今得速成阿持多羅三或三菩提｣｡(T3,127C)
仰 『大方便悌報恩経』七巷の成立問題は今後の課題であるが,漢詩そのままのテキストがインド

に存在したわけでないことは確かである｡夙に指摘があるように (内藤龍雄 ｢大方便悌報恩経

について｣,『印度撃悌数学研究』3/2,1955), この経典には他の漠欝から蒋寓された文章が

少なくない｡典型は金六 ･優波離品の大半であり,これは失詳 『薩婆多昆尼昆婆沙』竜一 (T

23,503C-510b)からの蒋篤である｡同じ文献からの蒋寓の跡は金一の一都 (T3,128a;cf.T

23,533C-534a)にも認められ,さらに巻七･親近品第九には,431年成立の求郡扱摩諾 『菩

薩善戒経』と同一の文章群がかなり大量に確認される｡これも 『菩薩善戒経』が先行し,『大

方便併報恩経』の編集者がそれを流用したと解秤すべきであろう｡またこのほか,『浬紫綬』

や 『法句誓愉経』と密接に関わる部分もある.本経の抄経として ｢抄報恩経二巻｣が南奔･責

陵王粛子良によって作成されたことも考慮するならば,本経成立の上限は431年,下限は南奔

時代といえる｡関連議論として次の拙稿も参照｡｢『日蓮間戒律中五百軽重事』の原形と変遷｣

(『東方学報』京都70,1998)204亘,280頁｡
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第三章 象徴的捨身

3.1 理論的側面

3.11 拾財は何故に捨身たり得るか

すでに述べたように,中国悌教においては賓物や衣服などの物品を布施することを捨身

と栴することがあった｡これは,インド文献にはぴったりと封鷹する事例を見出すことの

できない,象徴的で蒋義的な捨身なのであった｡では命や髄ではなく,財産を布施すること

を捨身と呼び得たことに,インド併教にもとづく理論的説明をあたえることは可能であろ

うか｡すなわち,原義的捨身と象徴的捨身をっなぐ理論的根接は何かという問題である｡

布施の分類としては,財施 ･法施の二種分類や財施 ･法施 ･無畏施の三種分類が一般的

であろうが,(1W)布施の区分はこれにとどまらない｡いま注目すべきは,内施と外施という分

類であるOこの区別は 『大智度論』巷十一にみえ (T25,143b),そこで内施とはジャータカ

に繰々説かれるように身命を惜 しまずに衆生に輿えることであり,外施とはそれ以外のわ

が所有物を布施することであるとされる｡(1")ここに,皮膚を境界線として布施すべき封象

を内 (身髄,adhy畠tmika)と外 (所有物,b畠hya)に分ける蓉想があるのを知るが,さらに興

味深いのは,同じ 『大智度論』および 『成賓論』が命を二種に分類して内命と外命に分け

ることである｡とりわけ 『成責論』の二つのパッセージは,外命の説が成宴論作者が侍承

した阿含経典 (未同定)に説かれていたことを示唆する｡

『成賓論』奄二 ･論門品 :さらにまた,命の原因のことを (比愉的に)命という｡たとえ

ば ｢生きるために必要な物品をすべて外命という｡もし人の事物を奪うならば,それ

は命を奪うことであると言われる｣という (経輿の)詩節があるとおりである｡

『成案論』巻十五 ･智相品 :また (経典に)｢衣食などの事物はすべて外命である｡もし

人の財産を奪うならば,それは命を奪うことである｣と言われている｡

『大智度論』巻十三 :人命に二種ある｡-は内なるもの,二は外なるものである｡人の

財産を奪うならば,それは外なる命を奪うことである｡なぜかといえば,飲食衣服な

どに依接 して命は活動するから,それ (飲食衣服等)を劫奪することは外命を奪うこと

であると言われる.山o)

(108)羅什弄 『大智度論』巻十二･檀披羅蜜や羅什謬 『費菩提心経論』巻上･檀波羅蜜品などを参
照｡

(1m) さらに 『菩薩地持経』には,内施･外施･内外施という分類がある｡上述注18参照｡

(110 『成賓論』奄二･論門品 ｢又説命囲篤命｡如備中説,"資生之具,皆是外命,如奪人物,名馬奪
命"｣(T32,249a)｡『成葺論』巻十五･智相品 ｢亦説,"衣食等物,皆是外命｡若奪人財,即
是奪命"｣(T32,361b)0『大智度論』巻十三 ｢人命有二種｡一着内,二者外｡若奪財物,是篤
奪外命｡何以故｡命依飲食衣被等故活,若劫若奪,是名奪外命｣(T25,156a)0
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こうした,生きる糧としての物品財産を外命と呼ぶことが経典に記されているのみなら

ず,中国で賛際に普及 していた説であったろうことは,劉宋後車期に活躍 した道亮 (一名僧

亮)が,『浸紫綬』迦葉菩薩品の ｢求身求財｣という語を説明して,

身健は内命である｡財産は外命である｡山D

と述べることから知られる｡しかしより重要なのは,『梁書』巻二十五の徐勉侍に記される

徐勉 ｢誠子書｣に次の一節があることだ｡

そのうえ,搾氏の教では財物を ｢外命｣とよんでいるし,儒家の古典にも,｢何を以て

人を衆む,日く財｣とある｡ましてや汝ら凡俗の人情として,この財物のことを放念

できはすまいO(ub

儒家の古典として引用されるのは 『易』繋解下侍｡(1n)それと併教の外命説が併記される

ということは,外命の説がかなり知 られていたことを窺わしめるに十分である｡財産

は外なる命である｡それ故それを捨てることは廉い意味で命を捨てることの一つとな

る｡そしてこのことが,象徴的捨身と原義的捨身をつなぐ理論的基盤と考えられるのであ

る｡

内命 ･外命と類似するもうひとっ別な分類基準に,｢内財｣(身髄)と ｢外財｣(通常の意味

での財物)がある｡これは,内命 ･外命の匝別よりも僅かに遅れて成立 した概念のよう

に思われる｡たとえば菩提流文が東魂の天平二年 (535)に洛陽で葦 したと侍えられる

金剛般若経論の注樺 『金剛仙論』奄五には ｢内財｣｢外財｣という語句が一度ならず用いら

れる｡伽カまた 『要行捨身経』の屍陀林蓉願文にも ｢内財外財｣O15)がみえるはか,さらに後の

時代になると,侍鳩摩羅什撰 『大乗菩薩入道三種観』(唐代成立)が,六波羅蜜の第一とし

て ｢拾行｣むめを撃げ,それを拾財 ･拾法 ･捨畏(uDの三種に分類 し,そのうちの拾財について,

伽 『大般浸紫綬集解』巻六十九 ｢借亮日｡"求身求財"者,身是内命,財是外命也｣(T37,603
a)0

㈹ 『梁書』巻二十五･徐勉樽 ｢且持氏之数,以財物謂之外命,儒典亦栴 "何以衆人｡日財"｡況汝

曹常情,安得忘此｣｡帯は,吉川忠夫 ｢梁の徐勉の ｢誠子書｣｣(『東洋史研究』54/3,1995,p.
402)による｡

(113)本文に引用した一節については,前後の文艦など全髄の解樺を含めて,前注吉川論文を参照の

こと｡

(114) たとえば ｢明拾外財則易,拾内財則難｣(T25,835b)など｡なお同名には ｢菩薩大士,捨有

二種,一着内拾,所謂身命,二者外拾,謂財賓等｣(T25,833a)という一節もある｡既に確

認したように ｢捨｣の原語と推測される (pari-)ty豆gaは ｢施｣(檀,dana)を意味し得る

から,内拾･外捨は,内施･外施 (『大智度論』巻十一)とほぼ同じ意味であろう｡

(凋 ｢2.4捨身としての屍陀林葬｣参照｡

(116) 捨行は,より一般的な用語としては檀披羅蜜に相嘗する｡すなわち捨行とは布施行のことo

(117) 捨財･捨法･拾畏は,より一般的な用語としては,財施･法施･無畏怖施に相嘗する｡
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｢財有二種,-是外財,所謂田宅,金銀象馬,園城妻子,所有資財,是名外財｡内財者,頭

目髄脳,眼耳鼻舌,手脚支節,牌腎肝臓,所有成身,是名内財｣細と明快に説明する｡すな

わち所有財産は,命という鮎からいえば ｢外命｣であり,財という鮎からいえば ｢外財｣

なのであって,それを布施することを ｢外施｣というのである｡このように身命と財には

内と外という相違があるが,裏返 していえば,この鮎以外は同じと見なせることが,捨身

と構して物品布施を行なうことの可能な理由である｡

3.12 身命と身命財

身髄や命を布施することと財産を布施することに連緯性を認めようとする考え方はも

うひとつの観鮎を呼び起 こす｡一般に捨身は ｢不惜身命｣の教えといってよいが,｢身 ･

命｣と同じくらいの頻度で,諸経論に ｢身 ･命 ･財｣という組み合わせが登場する鮎も注

意される.(ug)この鮎でも,捨身と拾命の二者 (内施に相富)と捨財 (外施に相嘗)は不可分の

関係にある｡吉戒 『勝墨賓窟』奄中本は,これを次のように明快に説明する｡

問｡捨身と拾命,拾財の違いは何か｡答｡捨身して奴隷となるならば,捨命とは無関

係である｡また,頭目肢節 (など身髄の一部)を人に輿えることが捨身であり,人のた

めに死をえらぶことが拾命である｡また,次のような解樺もある｡捨身とはすなわち

拾命である｡しかし本来の意園が異なるから両者は別なのである｡身を投 じて虎を救

うような場合は,命は保てない (から拾命ともいえる)けれども,わが肉を虎に施すとい

う鮎で,意圏は身を布施する (捨身)ということにある｡(-途中省略-)菩薩が人のた

めに命を落とすことは,身は存績 しないけれども (捨身とはいわず)もっぱら拾命とい

う｡身命の外なる王国や妻子 (など)をすっかり人に輿えることが拾財である｡梁の武

帝は,これについて小さな専論を作成 し,OR)解樺をほどこしたO(ほ0

(118) 牧田諦亮監修･落合俊典編 『七寺古逸経典研究叢書5 中国日本撰述経典 (英之五)･漢等経
典』(大東出版社,2000)345頁｡

(119)劉宋･求都政陀確等 『勝葦経』轟受章 ｢善男子善女人,馬掻受正法,拾三種分｡何等薦三｡謂
身･命･財｡善男子善女人,捨身者,生死後際等,離老病死,得不壊常任無有壁易不可思議功
徳如来法身｡捨命者,生死後際等,畢尭離死,得無通常住不可思議功徳,通達一切甚深併法.
拾財者,生死後際等,得不共一切衆生無蓋無滅畢尭常任不可思議具足功徳,得一切衆生殊勝供
養｣(T12,218C-219a).『注維摩詰経』巷四 ｢"於身命財而修堅法"(-維摩経文)O･･･(僧)
撃日｡"堅法",三堅法,身･命･財賛也｡若忘身命,棄財賓,去封累而修道者,必獲無極之
身･無窮之命･無毒之財也｡此三,天地焚而不焼,劫歎終而不義,故名堅法也｣(T38,365C)0

(lm)『陳書』巻三十四･杜之偉侍に,｢中大通元年 (529),梁武帝幸同泰寺捨身,赦 (袷)勉捷定儀
註,勉以茎閣無此薩,召 (杜)之偉革具其儀｣とあるのを参照.

(121)吉戒 『勝等賓窟』巷中本 ｢問O捨身命財,何異｡答.若捨身薦奴,則不閲拾命｡又捨頭目支節
施人,馬捨身.鳥人取死,雷拾命｡又搾｡捨身即是拾命,但本意不同,故成両別O如投身救
虎,命雄不存,以肉施彼,意在施身也｡(.･r省略-A)菩薩薦弦残命,身難不存,是只拾命｡自
身命外,開城妻子,悉以施人,烏拾財.梁武別樺此,馬-小科義｣(T37,36bc).
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3.2 歴史的側面

3.21 梁武の捨身

直前 にみた吉戒 の説明 に梁 の武帝への言及があ った｡象徴的捨身 の典型が梁 の

武帝 に認 め られることは,すでに多 くの先行研究が指摘 している｡㈹ 武帝 は生涯 に

三度ないし四度の捨身を行なった.(a)そのすべてが全 く同じ形式をとったとも思われない

が,(功し､ま中大通元年 (529)年のいわゆる第二回捨身を例にとるならば,武帝の捨身は,お

よそ次のような手順をふむものであった｡

(1)まず垂城より寺 (同泰寺)に赴き,無遮大倉を開催｡

(2)｢清浄大拾｣を行ない,帝位を捨てて ｢私人｣となる｡

御服から法衣に着替え,粗末な生活に甘んじて就役 (以上一日で終了)

(3)みずから経典 (浬紫綬)を講義する｡開始 (覆講)から終了 (解講)まで数 日｡

(4)群臣が皇帝の買い戻 しを寺に願いでて,僧衆がそれを ｢獣許｣する｡

(5)壷城に蘇 り,大赦と改元を賓施｡

いわゆる ｢捨身｣とはこれら纏豊の謂であるが,あえて限定をくわえるなら,皇帝の位

を捨ててわが身を併奴とする (皇帝の消失)の場面と,皇帝の身髄を臣下が金鏡によって

購 う (皇帝の復活再生)の場面,この二つをクライマックスとする｡

武帝が捨身をすべて同泰寺で行なったことは,捨身の象徴的意義を演出するのに最高の

効果をもたらした.同泰寺の建立は普通二年 (521)九月にはじまり,(a)六年後の普通八年

(527)三月に完成 した｡ それを記念 してあたかも落慶供養のごとき意味合いでなされたの

822)湯用形 『漢魂雨音南北朝沸教史』(商務印書館,1938)446-448頁｡横超慧日 ｢中幽係数にお

ける国家意識｣(同 『中国併教の研究』法蔵館,1958)347-350貢.森三樹三郎 『梁の武帝』

(平楽寺書店,1956)142-148頁.顔同文 ｢梁武帝受菩薩戒及捨身同泰寺輿 ｢皇帝菩薩｣地位

的建立｣(『東方宗教研究』1,1990)66-69頁.

(123)すなわち大通元年 (普通八年,527)三月,中大通元年 (大通八年,529)九月,中大同元年

(大同十二年,546)三月～四月,太清元年 (中大同二年,547)年三月 (または三月～四月)0

このうち中大同元年 (546)の事例は,『南史』はこれを捨身であるとするが,『梁書』は捨身

とは明記しない｡これを捨身と教えるかどうかで梁武の捨身は三度とも四度とも言われる｡捨

身の場所はいずれも同泰寺であった｡詳細は前掲の森 『梁の武帝』ならびに次を参照｡諏訪義

純 ｢梁武帝沸教関係事蹟年譜考｣(同 『中国南朝係数史の研究』,法蔵館,1997).
(124)大通元年の第一回捨身は無遮大食を先行要素とせず,また経典講義も行なわれず,期間もわず

か四日間であった｡また,武帝の身を臣下が金鏡をもって購ったということも記されていな

い｡つまり,第一回捨身は総じて簡素であり,形式より捨身を行なったという尊貴そのものに

意味があった如くである｡捨身が形式的に整備されるにあたっては,第二回捨身の行なわれた

中大通元年に梁武の赦をうけた徐勉が杜之偉に下書きさせたという同泰寺捨身の ｢儀註｣(『陳

書』巻三十四･杜之偉樽,本稿注120)に意義があったであろう｡

(125)『歴代三賛紀』金三 (T49,45a),諏訪前掲論文54頁｡

321 〔78〕



捨身の思想

が,普通八年三月八日より十一日の四日閲にわたる第-回捨身なのであった｡

いわゆる｢南朝四百八十寺｣の中でもとりわけ華麗をきわめた同泰寺は,墓城 (宮城)の

すぐ北に接して造営され,行幸の便をはかるため,毒城の北にあらたに大通門をこしらえ

て,そこからそのまま同泰寺の南にぬけられるように設えられた｡墓城と寺を結ぶ門が大

過 (taitong)門と命名され,寺名の同泰 (tongtai)と封になる音であったこと(捕)には大きな

意義があった｡すなわち俗空間としての毒城から聖なる空間としての寺へ赴いて捨身を行

なうことによって,世俗の統治者たる皇帝がいったん消失 して聖なる空間に入 り込み

(taitongからtongtaiへ :皇帝滑失),経典講義の終了とともに捨身が完了すると臣下の

三度の奏上をうけて,皇帝が聖なる空閲から世俗に立ち戻り,再生がはたされる (tongtai

からtaitongへ:皇帝復活)｡その際,同泰寺は,墓城と好封照の別なひとつの世界を表象し

ていたのであり,(WOそれが｢君子南面｣として北から南を見下ろすべき皇帝の毒城より更に

北に置かれたことは,係数を中華世界の世俗権力に勝るとする考えのあらわれなのであろ

うか｡武帝はしばしば溺価の皇帝といわれるが,その傾向を急速につよめたものこそ,同

泰寺における捨身なのであった｡

武帝の儀樽的捨身を真筆な菩薩行 とみるか,壮大なワンマンショウとみなすか,は

たまた単なる茶番と言い切ってしまうかは,解樺する我々の問題であるが,その答え

を出す前に,ひとつ明らかにしておくべきは,武帝の捨身にどれ程まで猫自性があった

か,いいかえれば,武帝の捨身には類似の前例があるかどうかである｡これを次に検討し

たい｡

3.22 南賓時代の捨身

卑見のおよぶ限り,象徴的捨身の事例は少なくとも南斉初まで遡る｡それを告げる史

料は複数ある｡第一は,『贋弘明集』巻二十八に収める沈約 ｢南奔南郡王捨身疏｣(薦南郡

王捨身疏ともいう)である｡すなわち,南哲の粛長惣 (後の文恵太子)でが南郡王であったと

き,(a)彼のために沈約 (441-513)が代作した,捨身するにあたっての回状である｡沈約が

これを作ったのはおそらく建元二年 (480)のことであったと推定されている｡OB)そこから

南郡王が ｢敬しんで肌膚の外のもの凡そ百一十八種を拾し｣たことがわかる｡このばあい,

(a)吉川忠夫 『侯貴の乱始末記- 南朝貴族社食の命運』(中公新書,1974)25頁｡『南史』奄

七･梁武帝本紀 ｢初,帝創同泰寺,至是閲大通門以封寺之南門,取反語以協同泰｡自是農夕講

義,多由此門｣｡

(lTT)山田慶鬼 ｢梁武の蓋天説｣(『東方学報』京都48,1975)123-125貢,129-130頁｡

(uB)『南斉書』金二十一･文恵太子侍 ｢建元元年 (479)封南郡王｣｡

個 鈴木虎雄 ｢沈休文年譜｣(『狩野教授還暦記念支那撃論叢』,弘文堂書房,1928)10貢｡
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拾てるのが ｢肌膚之外｣のものであったということは,裏返して言えば,南郡王の捨身は

自己所有物資の布施であって,自分の身髄は捨身の封象ではなかったのである.

第二の事例は,『南賓書』金三十一 ･萄伯玉博にみえる張景寅である｡それによれば,南

賓の武帝がまだ皇太子であったとき,すなわち建元四年 〔482〕三月以前のとき,皇太子の

側仕えの官であった張景臣が,東宮所属の物品を勝手に虞理するのを任されていて,彼が

南潤等 (何伺之の拾宅)で ｢捨身欝｣を行なったとき手放した物品のなかに ｢元徴の紫皮の

袴袴｣が混じっていた,ということがあった｡(1m)この記事によって,南賓初期に ｢捨身碧｣

という物品布施の賓合が催されていたことが知られる｡この正確な年次は不明だが,先述

の捨身とほぼ同様に480年前後を想定可能であろう｡なお,これより僅かに遅れる同時代

の捨身を告げる資料に,沈約の ｢南賛皇太子解講疏｣と ｢尭陵王解講疏｣があるが,これ

には別な硯鮎が絡むため,項を改めて後述することにしたい (3.24)｡

南斉時代に捨身をおこなった人物ははかにも大勢いたと推測される0 『出三蔵記集』巻

十二 ･賛太宰責陵文宣王法集録序に ｢捨身記一巻｣や ｢妃捨身記｣,｢大司馬捨身井施天保

二衆一巻｣といったものが記録されることからすれば,その詳細は依然として不明ではあ

るけれども,粛子良の周連で,捨身は一度ならず行なわれたようである｡さらに,『同』巻

十二 ･賛責陵王世子撫軍巴陵王法集序によれば,巴陵王昭胃すなわち茄子良の息子もまた

｢捨身序井願｣ を残 しているから,粛子良の次の世代でも事情はほぼ同じと考えてよさそ

うだ｡だとすれば,南賛時代,皇族によって行なわれた象徴的捨身は,在家併教徒の宴践

形態として,かなり普遍的な性格のものだったと考えられる｡『出三蔵記集』巻五 ･新集抄

経線における ｢抄法華薬王品一巻｣(T55,37C)｢抄篤法捨身経六巻｣(T55,38b)の存在も,

抄経線末尾に付された ｢抄字在上,似是文宣王所抄｣という割注によれば,粛子良による

編集経典の蓋然性が高い｡茄子良および彼の周連では,捨身を恐らくは放生や貧民救済,

施薬などと共に一貫した菩薩行の賓機として意囲した痕跡がある.(131)

では物品布施を捨身と科 したことは南哲時代に始まったと結論 してよいであろうか.

この鮎は答えるのが難しい｡というのはまず第一に西暦480年のころ文恵太子は二十三

(130)『南哲書』巻三十一･萄伯玉侍 ｢世耐在東宮,専断用事,頗不如法｡任左右張景虞,使領東宮

主衣食官穀吊,賞賜什物,皆御所服用｡(張)景虞於南潤寺捨身奈,有元微紫皮袴摺,徐物構

是｣｡
(131) 『出三蔵記集』巻十二･南太宰責陵文宣王法集録序は,本文に示した ｢捨身記一巻｣と ｢妃捨

身記｣の直前に ｢施薬記一巻｣を奉げる (T55,85C)｡また 『同』巻十二･法苑経線原始集目

録序には,｢酉文皇帝文宣王焚穀苦網記第四,哲文皇帝給孤猪園記第五,責陵文宣王福徳合記

第六,･-･･責陵文宣王第内施薬記第十｣その他がまとめられている (T55,93a)｡粛子良の悌

敦貫操については,拙稿 ｢六朝時代における菩薩戒の受容過程- 劉宋･南賓期を中心に｣

(『東方学報』京都67,1995)第三章第四節 ｢粛子良における賓と菩薩戒｣を参照｡
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読,弟の子良は二十一歳 と若い｡それ故,この頃の彼 らが捨身の風潮をっ くりだ した

とは少々考えにくい｡むしろ記録としてははっきり残っていないが,劉宋後牛期の段階で

既に物品布施を捨身 と栴することがあったと想像することも不可能ではない｡ひとつ

の傍護は ｢2.2周囲の反廉｣の項で言及 した 『高僧侍』奄十二 ･慧益侍の一節である｡大

明七年 (463)の四月八日に慧益が鍾山の南で焼身供養をおこなったとき,孝武帝以下,

皇室の人々や道俗士庶が大勢集まり,物品布施をした様子が ｢衣を投 じ賓を棄てしこと,

勝げて計うべからず｣(投衣棄賓,不可勝計,T50,405b)と言われる｡象徴的捨身が原義的

捨身の現場から蔽生 したとは考えられないであろうか｡今は可能性の指摘にとどめておき

たい｡

3.23梁武以前の無遮大食

武帝が皇帝の位をすてるに先だって行なった無遮大台という儀樽は,元来,国王が国庫

をっくして,四部衆 (僧尼と在家の男女)に射 して ｢無遮｣- 無制限に,(18め食事や物品など

を布施する大集合である｡(a)無遮大台は梁武以前にも中国で行なわれていた｡『高僧侍』巷

十一 ･倍砧樽に,｢凡そ信施を獲れば,悉く以て定林 (守)･建初 (守)を治 し,及び譜寺を

修繕し,盃びに無遮大乗 ･捨身賓等を建て,及び経戒を造立し,巷軸を捜校す｣(朗とあるの

は,文章の繋がり具合が少々わかりにくいが,僧砧が ｢無遮大集｣すなわち無遮大台や ｢捨

身粛｣㈹すなわち物品布施を中心とする何 らかの儀曜集合に闘興し,その際,かなり大量の

(132)｢無遮｣に封鷹する原語はSkt.nirargala,BHSnirargaqa,Paliniraggalaであった可能性が

考えられる｡中村元 『備敬語大尉典』無遮合の項｡MaxDeeg,Originsanddevelopmentof

theBuddhistpaficavar!ika.PartII:China,NagoyaStudiesinIndianCultureandBud-

dhism.SambhdsLi18,1997,pp.67-73.
(133) ちなみに従来一般に ｢無遮大倉｣と ｢五年大台｣は賓態としては同一であるとの理解が示され

てきたが,武帝の行なった無遮大倉に限って言うならば,彼が無遮大合を五年に一度の大集合

と意識したとは思えない｡というのは,『南史』巻七･梁武帝本紀によれば,武帝は無遮大食

を頻繁に催している｡たとえば大同元年 (535)には三月に ｢無遮大倉｣が,四月 (五月)に

｢無碍禽｣が行なわれ,璽二年 (536)には三月に ｢卒等法合｣が,九月に ｢四部無遮法合｣

が,十月に ｢無碍大倉｣が行なわれ,次の年 (537)にも五月に｢無碍法合｣が,八月に ｢無碍

法喜食｣が設けられた｡これらは表現が微妙に異なるのであるが,いずれにせよ五年に一度で

はないから,定義として五年大倉ではあり得ない｡この鮎よりすれば,少なくとも武帝の場合

は,無遮大合の方が虞義の概念であり,五年大台は無遮大倉のひとつといえるかもしれない｡

(lu)『高僧侍』巻十一･倍柘侍 ｢凡獲信施,悉以治定林建初,及修繕諸寺,盃建無過大集捨身賓等,

及造立経戒,捜校巷軸｣(T50,402C)0
(135)捨身賓という語が 『南哲書』巻三十一･萄伯玉侍にもみえることは既にのべた｡捨身賓の賓態

は必ずしも明確でないが,八開欝を基盤とし,その上に捨身を壬行事として上乗せするような

形で,出家者と在家者が接解する賓合だったのであろうo沈約も｢捨身願疏｣のなかで,捨身

と百人僧へ食事供養と八開欝を複合的に行なったことを述べている.
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金銀が流れて寺院の運営を潤洋にしたこと細)を告げるものであるのはまちがいないであろ

う｡細7)さらに,これまた僧柘が絡むのだが,『出三蔵記集』巻十二 ･法苑経線原始集目録序

(僧砧撰)に ｢京師諸寺無遮賓講井勝集記｣という題名がみえる (T55,92C)｡僧砧の没年が

天監十七年 (518)であることを考え併せるとき,これら二件は,武帝の同泰寺捨身より以

前に無遮大台が (恐らくは捨身と関連して)行なわれていた護とすべきである｡

さらにいえば,無遮大倉よりも小規模ではあるが,捨身に先立 って譜合をおこなった前

例として沈約がいる｡かれは天監八年 (509),百人の僧侶を自宅に招き食事供養をした後に

捨身をおこなった｡㈹かれはその時の意園をこう記 している｡

飢えや寒さなど,さまざまの困苦による災厄はそれこそ切賓であり,州解に禰浸 して

いるが,それらすべてと縁をとり結ぶことはとてもかなわぬ｡力相鷹に,その場その

場にもとづきつつ,一 日また一年とやってゆくべきであろう｡頭目髄脳の肉鰹のすべ

てを捨てることはとても軽々に真似できることではない｡自分のものをけずって他を

足 らすこともただちに貴行するのはたやすくない｡そこで深さ併恩をあれこれと思念

し,些細なことを積み上げて頼著なものにしあげたく,布施の道をば何とか薫践 した

いものだと誓願する次第である.(a)

物品布施としての捨身が,肉髄を捨てることが難 しいため,その代わりに質されたことが

はっきりと判る｡そのような意識のもと,沈約は,布施行として,百人の僧侶に食事を供

養 し,同時に,身のまわりの服飾品百十七種を喜捨 したのであった｡

(136)梁武の身を購うといった顧鮎も加味するとき,捨身が高い経済効果をもたらしたことは否定で

きない｡さらにいえば,捨身と辞して在家が喜捨した物品には賛滞品が多い｡時代はやや下る

が,たとえば粛子顧 ｢衛黄金宇摩討般若波羅蜜経序｣(贋弘明集金十九)や陳文帝 ｢無磯合捨

身儀文｣(鷹弘明集奄二十八)に喜捨した賛洋品がリストアップされるのを参照｡ちなみに,

寺院において金銭が流れる現象は捨身に限らない｡もうひとつの大きな要因として ｢無蓋戒｣

がある｡これについては,山崎宏 『支那中世係数史の展開』(清水書店,1942)の ｢梁の武帝

の儒教信仰｣214頁を参照｡

(137)象徴的捨身に僧侶が閲興した例としては,僧砧のほか,開善寺智戒がいる｡『績高僧侍』念

五 ･智戒侍によれば,天監の末 (519?)の春,智戒は出家者と在家者をあっめて ｢捨身大儀｣

をおこなった｡そのとき同時に自ら『金剛般若経』を講義し,｢極悔｣(このうえなき儀悔を示

す儀穫)とした｡そして衣と鉢のみを手元に残して,それ以外の持ち物はすべて拾した｡この

とき,陳郡の謝幾卿が,衣を掛けるのに使われていた竹を指さし,おどけて ｢これをまだ手元

におくのは何か思念があるのか｣と訊くと,智戒は ｢身鱒すら末だ威していないのに,どうし

て思念を滅轟でさようか｣と答えたというェピソードが記録されている (T50,466C-467a)0
(138)『廉弘明集』巻二十八 ･捨身願疏 (沈約)o

(139)吉川忠夫諾 『弘明集 ･虞弘明集』(大乗併典中国日本篇4,中央公論敵,1988)268頁｡原文は

次のとおり｡｢飢塞困苦,薦患乃切,布満州麻,難悉経線,其嘗栴力国事-唐随年o頭目髄脳,読

難軽慕｡麟己贈物,未易噸行.誓欲虞念深恩,積微成著,施路檀門,巽或能践｣(T52,323C)0
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3.24 捨身と経典講義,買い戻し

無遮大食と密接な関係にある五年大食の際に,食事供養とならんで経典の解説が行なわ

れたことは,『法顛停』渇叉園 (タシクルガン)の候や 『大唐西域記』巻一 ･屈支園 (クチャ)

の候や巻五 ･掲若鞠開園 (カニヤークブジャ)の保に見られる｡梁の武帝も何らかの形でイ

ンド･西域の風習を知っており,それに習ったのかもしれない｡

経典講義との関連でいえば,武帝以前頃の現象として興味ぶかいのは,南賓時代の捨身

の様子をったえる資料のいくつかが ｢解講｣と結びっいていることである｡

武帝以前に象徴的捨身として身髄そのものを布施したことが記録から確かめられる事

例は少なくともふたっある｡ひとつは,先にもふれた沈約｢(烏)南斉皇太子解講疏｣(虞弘

明葉巻十九)である｡これによれば,南斉の文恵太子長想Om)は,建元四年 (482)四月十五日,

玄固園に僧侶を集めて安居を行なった｡安居は定例どおり三ヶ月っづき,七月の既望 (十六

日)になると太子は ｢敬しんで賓躯を拾し｣(敬拾賓躯),同時に九十九の所有物品を喜捨し

たようである｡疏は ｢願わくは此の力を以て普ねく幽明を被い｣云々と捨身の功徳を他者

にふりむける廻向の願文をもっておわる (T52,232ab)｡ここに,安居中に経典講義が行な

われ,安居の終わりと共に講義も終了し,その後,最大の行事として,施主檀越である皇

太子みずからがその身髄を ｢拾｣す儀産が行なわれたであろうことがわかる｡疏の文面に

は記されていないが,ここでも,武帝の場合と同様,側近によって賓躯が買い戻された可

能性が高い｡皇族の髄が教圏に布施されたまま放置されたとは考えにくいからだ｡

皇族がわが身を拾した記線に,もうひとつ,｢(篤)尭陵王解講疏｣(虞弘明集金十九)があ

る｡(1-1)作者は同じ沈約,そして同じく解講の疏であり,施主は文恵太子の弟にして南奔随一

の篤信の在家,責陵文宣王子良である｡この場合も,粛子良は ｢敬しんで躯服を拾す｣と

記される (T52,232C)｡また同様に,買い戻しが行なわれたと想定することが可能であろ

う｡

3.25 併奴ということ

直前にみたような,南斉の文恵太子や文宣王斎子良による｢解講｣(経典講義の終了)に伴

う｢敬拾賓躯｣｢敬捨躯服｣といった捨身が彼らの健や身分を教圏から買い戻すことにより

儀穫的に完結したと推測するのが誤りでないならば,後に梁の武帝が行なうことになる捨

身の各要素は,殆どみな南奔時代に先行して行なわれていたことになる｡南斉時代との相

(lid) ただし皇太子となるのは直後の建元四年六月であるから,厳密にいえば,この時鮎では太子で

ない｡

(lil)この疏も鈴木虎雄 ｢沈休文年譜｣において建元四年の作と推測されている｡
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蓮鮎は,武帝の場合には王位すら捨てて備奴化成)となったという鮎であろうか｡ しかしそれ

とて武帝海自の蓉案とは考えない方がよいように思われる｡

武帝の捨身の模範が僧伽婆羅謬 『阿育王経』に記されるアショーカ王の布施行であった

ことは,先行研究に繰り返し指摘されるとおりであるが,さらにもう一つの硯鮎を加えた

方がよいように思われる｡それは,梁武を遡る時代にはぼ同様の事柄がスリランカでなさ

れていた事賓である｡スリランカでは,早くも紀元前三世紀の段階で,デーヴァ-ナンビ

ヤ ･ティッサ王 (Devanaqlpiyatissa)が王位 (王権)を大菩提樹寺に捧げた｡紀元前一世紀

の ドゥッタガ-マニー王 (Dutthagamapi)は,自分のことを ｢サンガダーサ (教圏の奴隷)｣

と科 し,前後五回にわたって教圏に王位を布施した｡紀元後四五世紀頃には ｢プッダダー

サ (俳の奴隷)｣という名の王もいた｡ダーサ (dasa)とは奴隷であり,梁武が捨身して奴と

罵 ったことに封鷹する表現である｡このほかにも,一世紀のマ--ダーテイカ ･マ--

ナ-ガ王 (Mahadathikamahan畠ga)は,王妃と王子二人,王の象 ･馬とともに,王自身を教

圏にささげて ｢億の奴隷｣となり,その後莫大な金鏡で全てを買い戻 したという｡その後

も王位 (王樺)を敦圏に布施した王や ｢個の奴隷｣となった王はスリランカ併教史にしばし

ば登場するという｡仁畑こうした動向と,先行するインドのアショーカ王による布施行烏が

密接な関係にあることについても既に指摘がある｡(14D

こうした動きと六世紀前半の中国における動向がまったく無関係であったと解樺する

としたら,その方がむしろ不自然であろう｡スリランカから海路で南朝の都建康に到着し

た人々は既に劉宋元嘉年閲の頃から数多くいたし,貿易商人による口頭情報も考えられよ

う｡経典 レグェルでも 『書見律毘婆沙』はスリランカから虞州にもたらされて翻弄された

経典であり,なにより武帝は,『阿育王経』をもたらし梁室の家僧として近しい関係にあっ

た僧伽婆羅から南方ルートの係数情報を得ていたにちがいない｡かかる状況讃接から,武

帝が南奔沸教を継承した面と共に,係数を奉ずる世俗の統治者の範として,アショーカ王

-スリランカ諸王-梁の武帝という影響関係を想定すべきであろうと思うのである｡

しかしそれにしても,もし梁武捨身の各要素がすべて先行する時代に存在していたとす

るなら,なぜ梁の天監後の時期に武帝は捨身をしたのか｡なぜそれ以前ではなかったの

か｡

(142)捨身行として奴となることについては前述 ｢2.1種類と典接｣の (C)も参照｡

(143)中村元･早島鏡正 『ミリンダ王の問い3』(平凡社東洋文庫,1964)114貢の往12.片山-良

｢古代セイロンにおけるサンガとダーサ- 施輿の文化髪容｣(『パーリ儒教文化研究』第一

輪,1982)0
(144)田崎園彦 ｢インド係数教圏における ｢財産｣所有の問題- 土地･金鏡瑛･奴隷｣(『東洋大

学大学院紀要』27,1990)147貢｡
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これに答える税鮎としては,このころ武帝の心が係数信仰に急速に傾いていったことが

考えられよう｡その一つの大きなきっかけは,天監十八年 (519)四月八日における慧約か

ら菩薩戒を受戒 したことであった｡ このとき作成されたテキストこそ,｢出家人受菩薩戒

法金第一｣(ペリオ招来敦爆寓本二一九六番)(10である｡その中の ｢沌磨四｣と題する章は,出

家者 (比丘または比丘尼)が智者 (vijfia)とよばれる戒師から菩薩戒を受戒するにあたってな

すべき問答の文面を逐一記す｡菩薩戒は三発揮戒とも言って,律儀戒 ･掻衆生戒 ･擁善法

戒の三より構成されるが, このうち掲磨四は,｢衆生を端するの時｣に行なうべき菩薩行

と,｢善法を端するの時｣に行なうべき菩薩行について,その一々の項目を戒師が受戒者に

問いただす髄裁をとる.

このうちまず ｢摘衆生時｣ に行なうべき項目- すなわち摸衆生戒の具髄的項目とし

ては,十項目が列琴される｡たとえばその最初の項目では,戒師が,

善男子,縮衆生時,不惜身命,如歓喜菩薩 ･満月王菩薩,如是等無量諸大菩薩布施眼

時,修施眼心,善根廻向,令一切衆生得一切智眼｡汝能行不｡

と質問し,それに封して受戒者は ｢某甲能｣と答えよと解説する｡以上は眼を布施すべき

ことについてであるが,以下これと同様の形式の問答が,耳 ･鼻 ･舌 ･心 ･身命 ･頑 ･連

膚頂髪 ･支節骨 ･牙歯に関してもなされ,全部で十項目となる｡これらの箇所では,眼を

布施するに関して ｢歓喜菩薩 ･満月王菩薩｣の名を畢げ,耳を布施するに関して ｢勝王菩

薩 ･勝無怨菩薩｣の名を挙げるといった表現が特徴的であるが,その典接は 『華厳経』十

廻向品である｡たとえば上に奉げた箇所に封鷹する箇所は,『華厳経』十廻向品では,

菩薩摩討薩,布施眼時,如歓喜菩薩 ･満月王菩薩等無量諸大菩薩布施眼時,修施眼心,

修慧眼心,--･令一切衆生得浮慧眼,分別了知一切世間,-- (T9,508ab)

である｡このように東暫 ･併陀政陀羅謬 『華厳経』から梁 ･武帝赦寓 『出家人受菩薩戒法』

への影響関係が考えられるのであるが,さらに興味ぶかいことは,両者の関係が恐らくは

南奔 ･育子良の『浮佳子』を仲介すると推測される鮎である｡(1m)そしてもしそう考えてよい

(145) 諏訪義純 ｢梁天監十八年赦寓 ｢出家人受菩薩戒法巻第一｣について｣(同 『中国南朝係数史の
研究』,法蔵館,1997)｡土橋秀高 ｢ペリオ本 ｢出家人受菩薩戒法｣について｣(同 『戒律の研

究』,永田文昌堂,1980)0
(146)育子良が ｢浄住子｣二十巻 (秩)なる著作を摸したこと,それを節略したものが庸･道宣撰

｢統略啓佳子辞行法門｣(『虞弘明集』巷二十七所収)であることは廉く知られている｡そして,

茄子良 ｢浮住子｣の原形の一部と思われる敦塩寓本にスタイン七二一番裏 (S.721V)がある

ことは,堕入良道 ｢文宣王筋子良の ｢辞任子浮行法門｣について｣(『大正大学研究紀要』46,

1961)に指摘される通りである｡堕人民は,この寓本の尾題を ｢辞任子巻八｣とし,さらに録

文を作成しておられるが,道宣の ｢統略本｣との関連が見出せず,他の漢茅との関連も不明で

あるとして,｢ただ敦煙寓本の作者が中国人であるらしいことは, このような経論は見首たら/
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とすれば,ここにも南賓沸教から梁の武帝へという流れが認められる｡

さて 『出家人受菩薩戒法』の ｢掲磨四｣において次に記されるのは ｢轟書法時｣に行な

うべき十項目である｡すなわち摸善法戒の具髄的項目であるが,そこにも 『華厳経』十廻

向品を典接とすると考えられるものがある (五項目- いま内容は省略する)帥 はか, さら

に,以下に列撃するような五項目がある｡

･『浸紫綬』の法を聞 くためならば ｢肉を割き身を責る｣覚悟があるか

･法を弘めるためならば ｢皮を以て紙と為 し,血を以て墨と為 し,骨を以て筆と馬 し,

正法を書寓｣する覚悟があるか

･｢命を捨てて以て牛偏を求め,骨を破き以て一偏を寓す｣覚悟があるか

･｢自ら其の身を焼きて併法を供養｣する覚悟があるか

･｢五百の釘 もて身に釘 し,身を割き五百庭に燃燈｣する等の苦行をする覚悟がある

か

これらは｢2.1種類 と典接｣の項で指摘 したように,『大智度論』巷四十九その他に説かれ

る捨身行であるOなお,本来のテキス トではジャータカであったものが,この ｢出家人受

菩薩戒法｣では受菩薩戒儀確に取 り込まれている鮎に今とりわけ喚起を促 したい｡つま

り,ブッダの前世を褒める表現から,菩薩ならば誰でも自ら烏すべき書践項目へという,

原義的捨身の意義づけの質的襲化がこの中国撰述文願に窺われる｡係数文献史上,捨身の

意義がこのように比職から書換内容の規定へと蒋換 した意義は大きいというべきである｡

さて話はもどるが,武帝は菩薩戒の受戒の後,既にみたように,普通二年 (521)九月に

同泰寺の建立に着手 した｡恐 らくはこのとき,武帝の脳裏には落慶供養として自らが捨身

を行なう姿が措かれていたのではないか｡さらに注目したいのは,菩薩戒の受戒と同泰寺

建立開始のあいだの普通二年 (521)正月に,孤見や身よりなき老人などの社台的弱者を

＼ ないことや,丘衆国土豊楽之民･天下太平 ･不仁などの用語があることなどによって類推出来

るのみである｣と記す｡ところが,氏が見落としていた,本寓本とほぼ逐語的に一致する文願

が,しかも純然たる漠鐸併典のうちに存在する｡東育･併駄抜陀羅葦 『華厳経』の十廻向品が

それである｡堕入同論文末に附せられた政文の略競 (A)～ (E)に従うならば,(A)は六十

華厳十廻向品のT9,509abに,(ち)は509C～510aに,(C)は511a～Cに,(D)は512bc

に,そして (E)は512C-514Cに,ほぼ同一の字句を確認できる｡しかしながら,このよう

な漢謬 『華厳経』と逐語的に同一の文章に,つまり殆ど寓経のようなものに,｢辞住子｣とい

う尾題が付された理由は依然として未解明である｡これについては別稿を期す｡今は,捨身に

関する表現として,東背･悌駄扱陀羅謬 『華厳経』(十廻向品)-南哲･素子良 『浮住子』(奄

八)-梁 ･武帝赦寓 『出家人受菩薩戒法巻第一』(掲磨四)という影響関係が認められるべき

窯占を指摘するにとどめたい｡

(147)ただし『華厳経』十廻向品を典接とすると思われる ｢縮衆生時｣の十箇所と ｢積善法時｣の五

箇所の合計十五箇所のうち,二箇所は菩薩名を同定できない｡

313 L8til



捨身の思想

サポートする施設として ｢孤猿園｣を設置していることである｡(ld)諏訪義絶氏の指摘によれ

ば,(149)王者の徳政として孤猿なる者への養護は古代に遡るが, それを孤猟園と命名して設

置するのは,併教の影響とりわけ給孤猿長者紬に由来し,中国における先例を窺わしめる

言及としては,｢(南)暫文皇帝給孤範囲記｣(lWがある.くりかえLになるが,武帝は孤猪園

を設置したのと同年のうちに同泰寺の建立に着手するのだ｡

二つの事象は密接に関連している｡武帝の捨身の典接がいわゆる ｢阿育王施牛阿摩勘果

因縁｣(N)であって,武帝はアショーカ王にならってわが身を捨身したとすれば,アショーカ

王が習った手本こそ給孤猿長者の布施だったのであるから,まず給孤猪長者の布施慈善事

業行および南賛時代のそれを手本として孤猿園を設置し,ついで同じ年に捨身を行なう場

所として同泰寺の建立をはじめたのであろうと理解することができるのである｡

以上をまとめるなら,次のようになろう｡武帝の同泰寺捨身の背後には,南哲時代の育

子良と彼の周連の在家係数のありかたが前提されており,武帝自身の活動としては,菩薩

戒の受戒 ･孤鶴園の設置 ･同泰寺捨身が一連の菩薩行として目されていた｡その場合,南

賛時代には顕著ではなかった (皇帝が捨身して奴となる)という蓉想の素材としては,ス

リランカ諸王の布施行が武帝に知られていた可能性が考えられるのである,と｡

表4 梁武捨身の組型

*

最後に,本稿における検討結果を以下に簡略に記し,結びにかえたい｡

本稿では,まずはじめに,六朝時代における捨身の事例を一髪表で示し (表1),｢捨身｣

という言葉に,身や命を捨てる本来の捨身- 原義的捨身- と,それにかわるものと

(14B)『実害』武帝本紀 ｢(普通二年正月十二日詔日｡)又於京師置孤猫園,孤幼有齢,華髪不匿｣.

(149)諏訪義純 ｢梁武帝儒教関係事蹟年譜考｣53-54頁｡

(1別)僧妬撰 『揮迦譜』 に引く ｢揮迦顧垣精舎縁記｣ (賢愚経T4,418b) は, 給孤猿 (Skt.
anathapipqada,etc.寄るべなき人々に食を輿える者)という名の由来を,｢居家巨富, 財賓

無限,好喜布施賑済貧乏及諸孤老｡時人困行為其立戟｣という (T50,63b).

(151)『出三戒記集』巻十二･法苑雑縁原始集目録序 (僧蕗)｢酉文皇帝給孤猿園記第五｣(T55,93
a)｡

(152)劉宋･求邪扱陀羅謬 『雑阿含経』巻二十五 ｢阿育王施牛阿摩勤果因縁経｣,梁･僧伽婆羅謬

『阿育王経』巻五 ｢牛奄摩勤施僧因縁｣｡
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して自己の所有物を喜捨すること- 象徴的捨身- という二つの意味があること,さ

らには,死の言い換えに過ぎない場合や,肉髄の超越をめざす特殊な倶想法を表わすこと

もあることを指摘した (表2)｡また原義的捨身の細分を試み (表3),あわせて経典上の根

接がどこにあるかをみた｡こうした作業を通じて,象徴的捨身が五世紀初頭以後に俄に備

教史に登場したことが判明するが,その理由としては,鳩摩羅什詳 『法華経』『大智度論』

や曇無誠讃 『金光明樫』『大般浸薬樫』などが都課され,それらに説かれる捨身行が人々の

知るところとなった鮎を想定することができる｡ただし,不惜身命の菩薩行としての捨身

が羅什や曇無磯の詳経以前に全く知られていなかったわけではない.賓際,『高僧侍』亡身

篇の冒頭に記される樺僧群などは東酉の僧侶であったが,捨身という行為の特異性と意義

に多くの人々の関心が向けられ,壁例的な数の捨身行を生み出した背景としては,やはり

羅什諸と曇無識評の影響力の大きさを認めねばなるまい｡もしも 『法華経』薬王菩薩本草

品や 『金光明経』捨身品が存在しなかったら,慧鮫が 『高僧侍』に亡身篇を設けることも

なかったように思われるのである｡

一方,象徴的捨身は,南酉の初め以降,在家者を中心に行なわれ,それらが梁の武帝の

捨身の阻型ともなったO梁武の捨身は,皇帝が帝位すら捨てる捨身の始まりであるが,そ

こには南顛悌教の影響にくわえて,従来あまり注目されてこなかったが,武帝以前の時代

にスリランカ諸王が行なった布施行- 自ら奴隷となる･王権を救国に布施する等-

が何らかの形で影響を輿えた可能性を考えるべきである (表4)｡

このように末代には原義的捨身が俄に始まり (ただし捨身としての屍陀林葬はやや遅れる),

暫代には在家捨身が始まったのであるが,象徴的捨身はあるいは末代に既に行なわれてい

たと推測するのも全 く不可能というわけではない｡文献上の讃接が得 られないだけであ

る｡物品の布施を捨身と呼び得た理論的根接としては,｢内命 ･外命｣や ｢内財 ･外財｣と

いった表現に見られる,身髄と財産の閲に本質的な相違を認めない考え方があった｡

本稿では捨身と自殺の関係を考察することによって,中国係数に特有であるかのように

みえる捨身という行為が,インドで行なわれていたとしてもあながち不思議ではないこ

と,そして宗教の烏に自らの命を絶っという考え方が係数に限らず贋 くインド宗教文化に

根ざすものであった可能性のあることを指摘した｡ただ中国のばあい,恐らくはいっの時

代であっても基本的に同じと思うが,捨身を賞讃する人がいるのと同時に,捨身を自殺と

みなして嫌悪する人々もいたのであり,両者が併存したことは,論理としてどちらが正 し

いかといった問題ではなく,いっの時代にも入関には二つのタイプがあり得ることを反映

するものであろう｡
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