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夜の王  

―nagaraguttika-「都市の守護者」考―  

笠松直  

 

 

 

1. 問題意識  

裁判官をはじめとする司法職はふつう，社会的威信が高く，望ましい職業と

みなされる。しかしひとを拘束し，甚だしい例では死を結果させるその職掌か

ら，人々に恐れを抱かれもする。例えば古く R̥ g-Veda でも，Varuṇa 神は約定を

違える者に罰を下す司法神の性格を示し，畏怖の対象ともなっている。  

古代インド社会における法曹の地位を推知させる例をヴェーダ文献中に探す

なら，Śatapatha-Brāhmaṇa（Mādhyandina 伝本）XIV 巻（Br̥ had-Araṇyaka-Upaniṣad 

IV 巻）に見られる prátyenas-「裁判官，法務官」の例は，最も良く知られたも

ののひとつであろう。  

ŚBM XIV 7,1,43 （ = BĀU IV 3,43 ）  tád yáthā  rājānam āyántam úgrāḥ 

prátyenasaḥ  sūtagrāmaṇyó ’nnaiḥ  p ā́ nair āvasatháiḥ  pratikálpante .. .   

それは例えば，王がやって来る際に，武官（ úgra-）たちが，法務官

（prátyenas-）たちが，御者・村長たちが，食べ物たち，飲み物たち，宿舎

たちを設えて迎え応じるように…。  

この言及順は行幸する王を出迎える際の席次に対応するものと思しい。武官

たちを最上席とし，法務官たちはこれに次ぎ，御者・村長より上位を占める。

この席次は社会的評価の高低によるだろう。  

しかし同じく司法に携わる職とはいえ，実務に携わる刑吏（ないし警吏）の

地位はしばしば低く，悪い。時に明らかに卑賤視されもする。もちろんこれは，

職業的に身体刑を行うことから，古代インド通有の基本的徳目たる不殺生に反

するためだろう。たとえば『長老尼偈（Therīgāthā）』は次のように述べる：  

ko nu te idam akkhāsi ajānantassa ajānato / 

 udakābhisecanā  nāma pāpakammā pamuccati / / 240 //  

saggaṃ  nūna gamissanti  sabbe maṇḍūkakacchapā /  

 nāgā  ca suṃsumārā  ca ye c’aññe udakecarā .  // 241 //  
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orabbhikā sūkarikā macchikā  migabandhakā  / 

 corā  ca vajjhaghātā  ca ye c’aññe pāpakammino /  

 udakābhisecanā  te pi pāpakammā  pamuccare. // 242 //  

sace imā nadiyo te pāpaṃ pubbekataṃ  vaheyyuṃ / 

 puññaṃ  p’imā  vaheyyuṃ tena tvaṃ  paribāhiro assa. // 243 //  

240 一体誰が君にこのことを物語ったのだ，知りもせずに，知りもしない

者に。「水浴に基づいてこそ，罪ある行為から解放される」［などと］。  

241 天界へ行くことだろう，全ての蛙・亀たちは，竜たちと鰐たちとは，

またおよそ他の水中に動く者たちは。  

242 屠羊業者（ orabbhika-）たち，屠豚業者（ sūkarika-）たち，漁師たち，

猟師たち，盗賊たちと死刑執行人（ vajjha-「殺されるべき者」を殺す者）

たちと，またおよそ他の罪ある行為をなす者たちであれ，水浴にもとづい

て，彼らも罪ある行為から解放される［ことになってしまう］。  

243 もしもこれらの河川たちが，君がむかし為した罪を運ぶのなら，福徳

をも，これら［の河川たち］は運ぶだろう。それ（水浴）によって，君は

［罪からも福徳からも］局外者となるだろう。  

もしも水浴（udakābhisecana-）に罪を「水に流す」効果があるのなら，水中

の生物はそれだけで罪悪から解放されることになろう。家畜を屠る業者たちも

漁師・猟師も，盗賊も死刑執行人だって救われてしまうではないか― 1。  

こうして水浴，すなわちバラモン教的な潔斎の効果を否定する一連の議論を

引用したのち，中村は当然の帰結のように「盗賊はいうに及ばず，たとい合法  

 

 

                                                        
1
 こうした職業人たちが死後，苛まれるべき罪びとであることは当然の前提と

される。Saṃyutta-Nikāya II: 254－262 の Lakkhaṇa-Saṃyutta は，屠牛者

（goghāṭaka-）は死後，骨の鎖となって空を飛び，これを鷲や烏や鳶が啄み，

苛むという。以下，捕鳥者（ sākuṇika-）や屠羊業者，屠豚業者も類似の罰を受

ける。さらに猟師（māgavika-）・懲罰者（体刑者 kāraṇika-）・動物の調教者（ sūcaka-

又は Sūci-sārathi）は死後，それぞれ小刀・矢・針を体毛とする男となり，その

体毛の刃が体に刺さって苦しむとされる。  

他方，密かにあるべき裁きを曲げた裁判官（ gāmakūṭa-）は死後「水瓶の如き

睾丸を持つ男（ kumbhaṇḍa- purisa-）」となるという。つまり裁判官は，適切に

業務を執行する限りは罪とされない。これは業務に従事するだけで罪とされる

刑吏とははっきりと異なる。  



3 

 

的な職業であっても，死刑執行人は人を殺すのであるから，やはり「悪を行な

う者」なのである。また屠殺業すなわち殺生を職業としているものも，同様に

悪業を行なう者なのである」と述べる（中村元『原始仏教の社会思想』p.255）。

さらに別の注で『倶舎論』巻十五の「但恒有害心名不律義者」を引きつつ，「こ

こでは生きものを殺す職業がすべて悪と見なされているので，それからの論理

的帰結の一つとして，国王という職務は罪悪であると主張しているのである」

（同上，p.259, n.23）とも言う。  

もし「害心」の有無が基準であるなら，盗賊は意図的・習慣的に他者に損害

を与える者であるから，これは「いうに及ばず」悪と判定できる。国王は殺生

を結果する行為，すなわち戦争や刑罰を自ら決断・命令する主体性があり，そ

れ故にその罪を問われることになろう。  

しかし死刑執行人は特段の「害心」をもって処刑を行なうわけではない。な

ぜチャールダッタを殺すのかと問われて刑吏ゴーハは言う，「おやおや，それは

王さまのご命令で，俺たちには罪はないですぜ」2。刑吏たちは，確かに殺人を

も生業とするが，命令なくしては人を殺さない，または殺せない 3。ならば刑吏

を罪悪とする根拠はそれだけ減じることになるだろう。  

殺生行為に従事するために罪悪とされるというなら，戦争に動員されたジャ

イナ教徒の kṣatriya の例を参照できるかもしれない。河﨑によれば，国王・共

同体など高位の存在の命令，ないしグルなどの保護の必要に基づき，また先制

攻撃に対する反撃であれば，敵を殺害することも許容されるという 4。刑吏の実

力行使もこれに準じはしないだろうか。彼らは共同体秩序維持のため，上位者

の命令に従ってことを為すのだから 5。  

                                                        
2
 岩本裕訳，シュードラカ『土の小車』第十幕（『インド集』筑摩書房，p.263）。  

3
 彼らは職業的に殺人をするものの，特にそれを好むわけではない。あえて言

えばその職を選んだこと，その職に居続けることが罪とされるのかもしれない

が，ジャーティ制のもとでは酷な判定だろう。  
4
 河﨑豊「出征するジャイナ教在家信者」『印度学佛教學研究』第 53 巻第 1 号，

436(45)－432(49)。  
5
 D īgha-Nikāya III: 80－ 98 の Aggañña-suttanta では，ある種の創世記が説かれる。

原初世界において罪（盗み，非難，虚言）が発生し，処罰として私刑が発生す

る。そこで見目麗しく落ち着きのある人物を王として選出し，司法権を委任す

る。これは非組織的な暴力を抑制する，非常に賢明な社会契約説と評価できる。

ここには実務を担う実力装置については言及されないが，当然，その存在は前

提されていよう。  
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ところで中村は，上掲引用箇所の後，国王の強権や国王からの強圧について

縷々述べるものの，その現実の，あるいは末端の執行者としての刑吏を主題と

しない。  

これは彼に限ったことではない。刑吏やその歴史，実情さらに差別について

語られることは多くない。阿部謹也『刑吏の社会史』が画期的だったのはこの

点にあろう。刑罰とその組織は，我々が“健全な”社会生活を営むに際して不

可欠的に必要とする。しかし我々が司法の，しかも実務の領域に目を向けるこ

とは少ない。我々は無意識的に，あるいは慎重に，この領域から目を逸らして

いるのかもしれない。ならばあえてここに焦点をあてることは，我々の社会を

支える根底を問い直す機会となるだろう。こうした問題意識のもと古代インド

の刑吏の歴史を見直す試みは，古代インドの生活史の解明の一助ともなろう。  

 

2. nagaraguttika  「都市の守護者」  

nagara-guttika は，字義通りには “Guardian of the City”，「都市の守護者」「都

市の護り手」を意味する。次節以降に扱うように，『ジャータカ（ Jātaka，以下

略号 Jā）』の枠物語部分や註釈文献を中心に用例が複数知られるものの，具体

的な内容はやや不分明で，翻訳語は一定しない。  

例えば，古く CHILDERS の辞書は “governor of a city”とする。この「都市の施

政官」との解釈は，出典箇所（Mahāvaṃsa X 81，→3.1）に依存して類推され

たもので，他の用例箇所には適用しがたい。  

RHYS DAVIDS  and STEDE は “superintendent of the city police”とする。この「都

市警察長官」の解釈であれば，出典箇所の多くに適合的である（→ 2.1）。他方

CONE は “a member of the watch ; constable”，すなわち夜警・警官とする。FICK

（1897: 28）の “Stadtwächter”も同様の理解であろう（→2.3）。  

訳語は都市警察の長官に始まり，夜警・巡査たちまで広がるものの，この警

務職との理解が用例に即して最も穏当な，いわば最大公約数かと思われる 6。以

下，実際の用例に即して確認する。  

 

                                                        
6
 日本語の辞書もこれらと同様。水野弘元『増補改訂パーリ語辞典』は「警察

官」，村上 -及川『パーリ仏教辞典』は「都城の警備隊長」とする。雲井『新版  パ

ーリ語佛教辞典』はやや説明的に「都城を守護するもの．都市警護の管理者」

とする。AMg. nagara-guttiya- ,  m. “the guard of a town”も同様の理解と見える。  
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2.1 都市警察の長官，警備隊長  

『ミリンダ王の問い（Milindapañha）』に徴すれば，nagaraguttika の用例は二つ

見出せる。双方とも警備に関わる職であることが明らかであるが，以下に見る

例では都市の監視・治安維持業務に従事するものと判断できる。  

Milindapañha 62,8－14 
[8 ]

 Bhante Nāgasena, kiṃlakkhaṇaṃ  viññāṇan-ti.  --- 
[9 ]

 

Vijānanalakkhaṇaṃ  mahārāja viññāṇan-ti. --- Opammaṃ  
[10 ]

 karohīti.  --- Yathā 

mahārāja nagaraguttiko majjhe nagare  
[11 ]

 siṅghāṭake nisinno passeyya 

puratthimadisato purisaṃ 
[12 ]

 āgacchantaṃ ,  passeyya dakkhiṇadisato purisaṃ 

āgacchan-
[13 ]

taṃ,  passeyya pacchimadisato purisaṃ āgacchantaṃ ,  pas-
[ 14 ]

seyya 

uttaradisato purisaṃ  āgacchantaṃ  . . .  

「尊者，Nāgasena よ，識別作用（ viññāṇa-）は何を特質としますか？」と

［大王は言った］。  

「大王よ，識別作用は識別すること（ vijānana-）を特質とします」と

［Nāgasena は答えた］。  

「喩えをせよ」と［大王は言った］。  

「あたかも，大王よ，nagaraguttika が都市の真ん中で，四辻に坐りこんで，

東の方角から男がやって来るのを見るとしよう，南の方角から男がやって

来るのを見るとしよう，西の方角から男がやって来るのを見るとしよう，

北の方角から男がやって来るのを見るとしよう…。  

ここでは nagaraguttika は，都市中心部の大通りに位置を占め，往来する人々

の動向を監視してその何者であるかを判別する，警察・警備の職務にある。  

王は盗賊の追捕を nagaraguttika に命じることがある。以下の二つの挿話によ

れば，nagaraguttika は王の下命をうけるほどには高位にあり，相当数の下僚に

対する指揮権を持っている 7。その任務は犯罪者の捕縛とその処刑にある。この

点から見れば「警備隊長」「都市警察の長官」といった理解が適切であろう。  

『ジャータカ』第 318 話「カナヴェーラ花本生」には以下の如くある。  

Jā III 59,8－11 Rājā tassa gahaṇatthāya nagaraguttikaṃ  āṇāpesi. 
[9 ]

 So  

 

                                                        
7
 この意味では『実利論』の伝える都市長官 nāgarika に近い： samāhartr̥ van 

nāgariko nagaraṃ  cintayet  / 「主税官のように，都市長官（ nāgarika）は都市に

ついて考察すべきである」（ II 36,1）。この II 36 に縷々述べられるその職責の中

核は都市の治安維持・監督にある。  
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rattibhāge tattha tattha vaggabandhanena manusse ṭha-
[10 ]

petvā naṃ sabhogaṃ 

gāhāpetvā  rañño ārocesi. Rājā “sīsam 
[11 ]

 assa chindathā”’ti nagaraguttikaṃ  

ñeva āṇāpesi. 

王は，彼（盗賊）を捕えるため，警備隊長に下命した。彼は夜分に，そ

こここに分隊を配置することで，人々を立たせて，当の者をその財物ごと

捕えさせてのち，王に告げた。王は「［お前たちは］当の者の頭を切れ」

と，他ならぬ警備隊長に下命した。  

第 419 話「遊女スラサー前生物語」にも同様の描写が見られる。  

Jā III 436,2 － 4 Nāgarā  sannipatitvā  rañño upakkosiṃsu. 
[3 ]

 Rājā 

nagaraguttikaṃ  āṇāpetvā  “tattha tattha gumbaṃ ṭhapetvā  
[4 ]

 coraṃ  gaṇhāpetvā 

sīsam assa chindathā”’ti āha. 

市民たちは集まって王に申し立てた。王は警備隊長に下命して「そここ

こに部隊を立たせて，盗賊を捕えさせ，［お前たちは］当の者の頭を切れ」

と言った。  

同様に第 486 話「動物たちの友情前生物語」の冒頭の枠物語に曰く，とある

零落した家に生まれた在俗信者が良家の娘に求婚した。すると，まずは頼れる

朋友を得よと言われ，彼は交友関係を広げ始めた。  

Jā  IV 289,3－7 “tena hi mitte tāva ganthetū”  ti vutte tasmiṃ  
[4 ]

 ovāde ṭhatvā 

paṭhamaṃ  tāva catūhi dovārikehi saddhiṃ  mettiṃ  akāsi.  
[5 ]

 Athānupubbena 

nagaraguttikagaṇakamahāmattādīhi saddhiṃ  mettiṃ  
[6 ]

 katvā  senāpatināpi 

uparājenāpi saddhiṃ , tehi pana saddhiṃ  ekato 
[7 ]

 hutvā  raññā  saddhiṃ  akāsi 

「ならば，まずは友人たちを得られよ」と言われて，その教示に立脚して，

最初に，まずは四人の門衛たちと共に，友好関係を作った。そして続いて，

警備隊長（ nagaraguttika）・財務官（ gaṇaka-mahāmatta）をはじめとする者

たちと共に，友好関係を作ってのち，軍司令官とも，副王とも，共に［友

好関係を作った］。また一方では，彼らと共になってから，王と共に［友

好関係を］作った。  

出身階層に相応しい社会的認知を得るため，この在俗信者はまず都市の門衛

と親しく付きあい，順次ステップアップするが，警備隊長は財務官と同格で，

軍司令官（ senāpati-）ないし副王（ uparājan-）には及ばない地位にあることが

分かる。  
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2.2 典獄職  

盗賊などの犯罪者は捕縛後，すぐさま処刑されるわけではない。逮捕者は監

獄に収容される。この監獄の管理も nagaraguttika の業務の一つでと見える。先

に引用した第 419 話「遊女スラサー前生物語」で遊女スラサーは，盗賊が街路

を引き回されているのを見かけると彼に心奪われ，生活を共にしたいと思って

しまった。  

Jā  III 436,7－13  Tadā  Sulasā vātapāne ṭhatvā  antarav īthiyaṃ  olo-
[8 ]

kentī taṃ 

disvā  paṭibaddhacittā hutvā . . . 
[11 ]

 heṭṭhā Kaṇaverajātake vuttanayen’eva 

nagaraguttikassa sa-
[12 ]

hassaṃ  pesetvā  taṃ mocetvā tena saddhiṃ 

sammodamānā  
[13 ]

 samaggavāsaṃ  vasi.  

そのときスラサーは窓辺に立って路地を眺めていたが，彼（盗賊）を見

ると，その心は束縛された者となって…（中略）…以前「カナヴェーラ花

本生」で述べられた方法でもって，警備隊長に千金を贈って，彼（盗賊）

を解放させてから，彼と一緒に喜びあいながら，一緒の住居で過ごした。 

ここに参照される「カナヴェーラ花本生で述べられた方法」は概略以下の通

りである：遊女サーマーが刑場に曳かれる盗賊に一目ぼれし，生活を共にした

いと願った。そこで警備隊長を千金で買収しようとしたが断られる。「この盗賊

は有名だ。彼をこのように解放することはできない。しかし別の男を得たなら，

［盗賊の代りに］この者を覆い付きの乗り物に坐らせて［刑場に］送ることが

できるのだが（ Jā III 60,1－4 “ayaṃ 
[2 ]

 coro pākaṭo, na sakkā  etaṃ  evaṃ vissajjetuṃ, 

aññaṃ  pana  
[3 ]

 manussaṃ labhitvā  imaṃ  paṭicchannayānake nisīdāpetvā  pe-
[4 ]

setuṃ 

sakkā”）」。そこでサーマーは自分のもとに足繁く通う客の男に，“死刑になる盗

賊は実は我が兄弟だ，すでに警備隊長に，千金と引き換えに解放するよう話を

つけた，ついてはこの千金を持っていってほしい”と依頼する。警備隊長は千

金を受け取り，盗賊の代りの数合わせとしてこの客の男を処刑する。  

Sutta-nipāta の一節，「Āḷāvaka-sutta」の註に曰く，独行したうえ，アーラヴァ

カ夜叉が支配するニグローダ樹に足を踏み入れてしまった王は，解放の条件と

して毎日人と鉢一杯の供物を捧げることを約した。王はこの件について，他の

者には話さぬまま都城に帰り，警備隊長に相談する。  

Paramatthajotikā  II 218,13－23 Nagaraguttiko “kiṃ  deva
 [14 ]

 kālaparicchedo 
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kato”  ti āha. Rājā  “na kato bhaṇe”  
[15 ]

 ti (āha). “Duṭṭhu kataṃ  deva, amanussā 

hi paricchinnna-
[16 ]

mattam eva labhanti, aparicchinne pana janapadassa b ādhā 

[17 ]
 bhavissati; hotu deva, kiñcāpi evaṃ  akāsi, appossukko 

[18 ]
 tvaṃ  rajjasukhaṃ 

anubhohi, aham ettha kā tabbaṃ  ka-
[19 ]

rissāmī”  ti.  So kālass’ ev’ uṭṭhāya 

bandhanāgāraṃ gantvā,  
[20 ]

 ye ye vajjhā honti, te te sandhāya “yo jīvitatthiko, 

so
 [21 ]

 nikkhamatū” ti bhaṇati. Yo pa ṭhamaṃ  nikkhamati, taṃ 
[22 ]

 gehaṃ netvā 

nahāpetvā  ca bhojetvā  ca “imaṃ  thālipā-
[23 ]

kaṃ  yakkhassa neh ī” ti peseti.  

警備隊長は「王よ，時の区切りはしましたか」といった。  

王は「確かにしていない」と（言った）。  

「王よ，拙くなさいましたな。人ならざる者たちは区切りがなされた分だ

けを得るものなのです。しかし区切りがないと，人民の障害となりましょ

う。さあれ，王よ，何であれこのようになしてしまったのです。君は懸念

せず，王の楽を享受なさい。私はこの際，すべきことをしてみましょう」

と［言った］。彼はまさしく早朝に起き上がると，牢獄に行き，死刑囚た

ちの，そのめいめいに向かって「命が惜しい者は出てくるがいい」と話す。

最初に出てくる，彼を家へ連れて行って，沐浴させ，食事させもしてから，

「この皿の供物を夜叉のものとしてもって行け」と送り出す。… （ ~ 

Sārattha-ppakāsinī  I: 317,31－318,10）  

こうして警備隊長は，王の身代わりに死刑囚を次々夜叉に供して当座を糊塗

した。こののちこの都城では監獄の盗賊が尽き，この件に関する噂が流れ，夜

叉の餌食となることを恐れて市中で盗みをする者もなくなった。  

この挿話によれば nagaraguttika は，内密の相談をされるほどに王と親密であ

るほか 8，監獄を管理し，死刑と決まった囚人を随時処刑する権限をもつ。  

 

2.3 夜警・巡査たち  

他方で「長官」「隊長」とは理解できない用例も見られる。複数形で言及され

る諸例がそれである。『ジャータカ』第 201 話「牢獄前生物語」によれば，

nagaraguttika たちは夜間の都市の警備に従事する。  

                                                        
8
 この点さらに戯曲『シャクンタラー姫物語』第六幕冒頭を参照したい。漁夫

を打擲する二人の巡査（ rakṣin-）を従える警視総監（ nāgarika）は「王の義兄

弟（ śyāla）」とされる。  
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菩薩が Bārāṇasī で貧しい家門に生まれた時のこと。その父が死去すると，母

は望まぬ菩薩に嫁をとらせたが，母も死去した。そこで菩薩は妻に出家の意向

を伝えるが，妻は妊娠しており，せめて子を見てから出家してくれと願った。

子が生まれると，妻は子が乳離れするまで待ってくれ，という。そこで―  

Jā II 140,5－7 So cintesi: “imaṃ  sampaṭicchāpetvā gan-
[6 ]

tuṃ na sakkā ,  imissā 

anācikkhitvā  va palāyitvā  pabbajissām īti” .  
[7 ]

 so tassā  anācikkhitvā  rattibhāge 

uṭṭhāya palāyi. Atha naṃ 
[8 ]

 nagaraguttikā  aggahesuṃ.  

彼は考えた：「この女を納得させたあとでは出てゆけない。わたしはこ

の女に話さないまま，逃げて，出家しよう」と。彼は，彼女には話さない

ま ま ， 夜 分 に 立 ち 上 が っ て ， 逃 げ た 。 す る と こ の 者 を ， 夜 警 た ち が

（nagaraguttikā）捕えた（~ Dhammapada-aṭṭhakathā  IV: 55,6－9）。  

夜間外出する怪しい人影を摘発する者たち，これははっきりと都市の夜間警

備を任務とする者たち，夜警たちである 9。『ミリンダ王の問い』においては，

夜間も修行に怠りない比丘を比喩的に nagaraguttika たちであると評価する。  

Milindapañha 345,3－8 Ye pana te mahārāja  
[4 ]

 bhikkhū  pubbarattāpararattaṃ 

jāgariyānuyogam-anuyuttā 
[5 ]

 nisajja-ṭṭhāna-cankamehi rattindivaṃ atināmenti, 

bhāva-
[6 ]

nānuyogam-anuyuttā  kilesapa ṭibāhanāya sadatthapasutā,  
[7 ]

 evarūpā 

kho mahārāja bhikkhū  Bhagavato dhammanagare  
[8 ]

 nagaraguttikā  ti vuccanti.   

また大王よ，およそかの比丘たちが，初更から後更まで，目覚めている

という実践を実践して，座ること・立つこと・経行することによって夜も

昼も過ごすのであれば，修習の実践を実践して煩悩の排除のために己が利

益を追求する，このような比丘たちは，大王よ，世尊の法の都では「夜警

たち（nagaraguttikā）」と言われる。  

 

                                                        
9
 都市の治安維持の実務にあたる点では，『実理論』がいう rakṣin-（字義通り

には「守護者」）に等しい。Arthaśāstra II 36,40 rakṣiṇām avāryaṃ  vārayatāṃ  vāryaṃ  

cāvārayatām akṣaṇadviguṇo daṇḍaḥ / 「制止されるべきでない者を制止する，そ

して制止されるべきものを制止しない警官（ rakṣin-）たちには，非時徘徊罪の

二倍の罰［金］が［科される］」。続く 42 節の文脈では，rakṣin-たちが夜警の任

に当たることが示唆される： cetanācetanikaṃ  rātridoṣam aśaṃsato nāgarikasya 

doṣānurūpo daṇḍaḥ ,  pramādasthāne ca /  「生物・非生物に関わる夜間の罪

（ rātri-doṣa-）を都市長官（ nāgarika-,  cf. 前掲注 7）に報告しない［警官］には，

罪に応じた罰が［ある］。怠慢の場合も同様である」。  
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不寝番をする捕吏・夜警たちの階級は高そうではない。隊長・長官と同じ

nagaraguttika-の語で名指されてはいるが，恐らくこの nagaraguttikā という複数

形は，単数の警備隊長（ nagaraguttika）と彼に従属する下僚たち皆をいう省略

表現， elliptische Plural であろう。  

さてここに見られるように，nagaraguttika 職には，その職務権限を夜間に限

るという特殊な条件が付せられる。その由縁を伝える起源説話は二つ伝わる。  

 

3.1 夜の王権―nagaraguttika 起源説話α  

スリランカ王 Paṇḍuvāsudeva には 10 人の息子と 1 人の娘があった 10。長子

Abhaya は副王となり，のちに王位を継いだ。末の娘は Ummāda-Cittā という名

で，その誕生に際して，将来彼女に生まれる息子は伯父たちを滅ぼすと予言さ

れた 11。それゆえ兄たちに殺されようとするが，長兄 Abhaya は彼女を塔上の小

部 屋 に 幽 閉 す る に と ど め た 。 監 視 の 目 を 逃 れ ， 釈 迦 族 の 後 裔 と い う

Dīghagāmaṇī
12が彼女と交わって生まれた子が Paṇḍukābhaya（394-307 B.C.）13で

ある。  

後に自立した Paṇḍukābhaya に対して，Abhaya 王は宥和政策を採った。この

長兄を脅迫し，王位を強いて譲らせた Tissa
14以下の母方の伯父たちを打ち破っ

た Paṇḍukābhaya は，新王都アヌラーダプラを建設した。その守護のため，彼は

先々代の王である Abhaya を nagaraguttika 職に任じた。夜間の都市を支配する

この職の，Abhaya がその濫觴なのだという 15。  

rattirajjaṃ adā tassa, ahu nagaraguttiko;  

tadupādāya nagare, ahuṃ nagaraguttikā. Mahāvaṃsa X 81  

［Paṇḍukābhaya は］夜の王権（ ratti-rajja-）を彼（Abhaya）に与えた。［彼  

 

                                                        
10

 MALALASEKERA ,  Pāli Proper Names ,  s.v. Paṇḍuvāsudeva. 
11

 MALALASEKERA ,  Pāli Proper Names ,  s.v. Ummāda-Cittā .  
12

 MALALASEKERA ,  Pāli Proper Names ,  s.v. D īghagāmaṇī.  上述の「塔上の小部屋

に幽閉された美貌の少女と王子の密通・出産」というモチーフはグリム童話「ラ

プンツェル」に通じる。  
13

 MALALASEKERA ,  Pāli Proper Names ,  s.v. Paṇḍukābhaya. 
14

 MALALASEKERA ,  Pāli Proper Names ,  s.v. 21. Tissa.  
15

 MALALASEKERA ,  Pāli Proper Names ,  s.v. 6 Abhaya. “Abhaya was made 

Nagaraguttika  (Guardian of the City), administering the government by night; he was 

the first holder of that office”.   
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は］〈都市の守護者〉となった。それを由縁として，都市には，〈都市の守

護者たち〉が［任ぜられることと］なった。  

この『大史（Mahāvaṃsa）』が伝える史話によれば，nagaraguttika は権力基盤

が未だ不安定な新王のための監国職のように見える。一族の長老 Abhaya は先々

代の王でもあり，副王としては降格人事となるため，特別な称号を案出したの

かもしれない。しかし Paṇḍukābhaya は戦場で先王 Tissa の一党を撃破し，王朝

交代を成しとげた武王である。例えば周の成王が周公旦を必要としたのとは事

情が異なる。職務分担の必要があるなら，旗揚げ前からの参謀 Canda を任用す

れば事足りよう 16。そもそも Abhaya は残存する旧勢力中最高級の実力者である。

もはや老境にある宥和論者とはいえ，彼に王の半座を分かつほどの実権を付与

するのは危険だろう 17。といって旧勢力の慰撫のための名誉職と理解するには，

職権を夜間に限定する規定は具体的・実務的に過ぎる。これ以後常設の職とさ

れたのは相応の実際的な職務があったからこそであろう。  

 

3.2 夜の王―nagaraguttika 起源説話β  

『ジャータカ』第 309 話「下層民前生物語」（ III: 27,10－30,15）は以下のよう

な説話を伝える：Brahmadatta 王が Bārāṇasī を統治していたころ，菩薩はチャン

ダーラ（ caṇḍāla，旃陀羅，不可触賤民）の母胎に生まれた。長じて妻を娶るが，

その妻は妊娠すると，マンゴーを食べたがった。時期外れではあるが，王の禁

苑には常に実を生らせるマンゴー樹があった。菩薩は禁苑に忍び入るが，品定

めするうちに夜が明けてしまい，樹上に隠れることにした。この樹下で翌朝，

王は師たるプローヒタを下座に坐らせて学習を始めた。これを見て菩薩は，王

は上座に座って学習する点で，プローヒタは下座に坐って教授する点で，自分

は女人の指示に従って己の命を危険にさらす点で道理を弁えていないと考え  

                                                        
16

 Paṇḍula の息子 Canda は Paṇḍukābhaya の学業の師であり，Paṇḍukābhaya が伯

父 Girikaṇḍasiva の娘 Suvaṇṇapālī を娶った際，これを取り戻そうと来襲した彼

女の五兄弟をすべて殺害，後にプローヒタ職を得た（Mahāvaṃsa X 23cd, 42cd

－43ab, 79ab）。彼は宰相職に充分な文武の能力をもつ人物として描写されてい

ると判断できる。  
17

 前節に見る如く，nagaraguttika は刑罰の権を司る。この権限にまつわる懸念

については，例えば『韓非子』第七篇「二柄」に説かれる戦国時代の宋の人，

司城子罕を想起したい。彼は桓公に，褒賞は民の喜ぶところであるので君が行

なえ，殺戮刑罰は民の憎むところなので自分が担おうと進言し，後に桓公を弑

して自ら宋公となった。  
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て樹下に降り，これら三者に過失があると断言した。王が理由を問うと，菩薩

はプローヒタと偈をもって問答した。すると―  

Jā.  III: 30,4－10 
[4 ]

 Ath’ assa dhammakathāya rājā  pasīditvā  “bho purisa, 
[5 ]

 

kiṃ jātiko sīti”  pucchi. “Caṇḍāro ahaṃ ,  devā”  ti.  “Bho, 
[6 ]

 sace tvaṃ  

jātisampanno abhavissa, rajjaṃ  te adassaṃ,  ito 
[7 ]

 paṭṭhāya pana ahaṃ  divā  rājā  

bhavissāmi, tvaṃ  rattiṃ rājā 
[8 ]

 hohīti” , attano kaṇṭhe 

pilandhana-puppha-dāmaṃ  tassa g īvāya 
[9 ]

 pilandhāpetvā  taṃ nagaraguttikaṃ  

akāsi. Ayaṃ  nagaragutti-
[10 ]

kānaṃ  kaṇṭhe ratta-pupphadāma-labhanassa vaṃso.   

すると，彼の法話（ dhammakathā）に王は心静まって，『君，男よ，［君は］

何のジャーティの生まれかな』と問うた。  

「私はチャンダーラです，王よ」と［彼は答えた］。  

「君，もしも［君が，よき］生まれを具えている者であったなら，［私は］

君に王位（ rajja）を与えたのだが。ではこれ以後，私は昼に王となろう。

君は夜に王となれ」と。［と言って］己の咽喉に［あった］装飾の花の輪を，

彼の頸に飾ってやって，彼を〈都市の守護者 nagaraguttika〉となした。こ

れが，〈都市の守護者たち〉が咽喉に赤い花の花輪を得ることの由来である。 

この説話が説く，夜間に限られた王権を〈都市の守護者〉に与えるとの趣旨

は『大史』が伝える Abhaya をめぐる伝承と共通する。両者は，その起源説話

を異にしてはいるものの，同一の職であろう。そしてその職務は 2.1－2.3 節に

述べたように警務と刑務にあったに違いない。そもそも夜間に行なわれる「都

市の守護」とは実際上，治安維持任務に他なるまい。  

さて一方「下層民前生」は nagaraguttika 職について新たな情報を付け加える。

この職の始祖がチャンダーラであること，この職にある者たちが花環で特徴づ

けられること，この二点である。花環は，ここでは褒賞とも顕職の標章とも理

解可能だが，恐らくこれらの条件はこの職を累代，チャンダーラたちが担った

こと，そしてその職にあることを赤い花環で明示していたことを示唆する。  

 

4. 赤い花環  

nagaraguttika たちの頸に飾られる赤い花環は，社会的には被差別の標章とし

て機能したものであろう。『ジャータカ』第 313 話「忍耐論者前生物語」で死刑

執行人が赤い花環を身につけることを参照したい。  
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Jā  III : 40,28－41,3  Rājā  “passissāmi dāni te khantiyā  atthibhāvan” 
[41 , 1 ]

 ti 

coraghātakaṃ  pakkosāpesi. So attano cārittena pharasuñ ca 
[2 ]

 kaṇṭakakasañ ca 

ādāya kāsāyanivāsano rattamāladharo āgantvā  
[3 ]

 rājānaṃ  vanditvā  “kiṃ  

karom īti”  āha.   

王は「現に見てやろう，お前に忍耐が存在するか［否か］を」と［言っ

て］「盗賊殺し（ i.e. 死刑執行人）」を呼ばせた。彼（死刑執行人）は，己

の習慣に則って，手斧と棘付きの鞭 18とを取って，褐色の着物を着，赤い

花環を身につけてやってきて，王に礼をして「何をしましょう」と言った。  

ここで「盗賊殺し」即ち死刑執行人は，習慣に則って「赤い花環を身につけ

て（ ratta-māla-dhara-）」いる。「下層民前生物語」で nagaraguttika たちが，そ

の始祖以来「赤い花の花輪（ ratta-puppha-dāma-）」をつける例であることを思

い合わせれば，単語自体は異なるとはいえ，この共通項は意味深い。加えて「褐

色の着物を着る（ kāsāya-nivāsana-）」者であることは，この者たちがチャンダ

ーラであることを示唆する。褐色の（ kāsāya-または kāsāva-）着物は，仏教僧

の袈裟となるばかりでなく，チャンダーラの徴表でもありえるからである 19。

これも「下層民前生物語」の述べるところと共通する。  

そもそも警備隊長たる nagaraguttika は，盗賊の追捕だけでなく，その処刑を

も職務とする。ならばここでいう「盗賊殺し（ coraghātaka）」は，警備隊長と

しての nagaraguttika の下僚たる nagaraguttika たちの一員をなしていよう。す

ると赤い花の花輪は，一般公衆たる「我々」と区別し，nagaraguttika たちない

し死刑執行人であることを示す徴表としての機能を持つこととなる。謀反人  

 

 

                                                        
18

 これで罪人を鞭打って肌を破る。前掲注 1，Lakkhaṇa-Sutta に述べられる体

刑者への死後の責苦の例を参照。体毛が矢と化し，その刃が肌を苛むのは，生

前に為した行為と鏡写しのように類似する。  
19

 民衆が悪王をチャンダーラの身分に落として追放する際，褐色（ kāsāva-）の

衣を着せるとの表現が見られる。Jā VI: 156,2－7 Mahājano 
[3 ]

 “jīvitaṃ tāva etassa 

pāparañño dema, chattaṃ pan’ assa na-
[4 ]

gare ca vāsaṃ  na dassāma, caṇḍālaṃ  katvā 

bahinagare vāsā-
[5 ]

pessāmā”  ti vātvā rājavesaṃ haritvā kāsāvaṃ nivāsāpetvā  
[6 ]

 

haliddapilotikāya sīsaṃ  veṭhetvā  caṇḍālaṃ katvā  caṇḍālavāṭa-
[7 ]

kaṃ  pahiṇiṃsu 「大

衆は，「命ばかりはこの悪王に与えよう。しかし傘蓋も住居も，当の者には，こ

の都市の中には与えまい。チャンダーラとして市外に住まわせよう」と［言っ

て］王の衣装を奪って，褐色の［衣］を着させて，ウコン色の布片で頭を包ん

で，チャンダーラとして，チャンダーラの囲いに送った」。  
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ないし死刑囚の頸に赤いキョウチクトウ（ Pāli カナヴェーラ kaṇavera-， Skt. 

karavīra-） 20の花環が掛けられることも考えあわせたい。『ジャータカ』第 472

話 「 マ ハ ー パ ド ゥ マ 前 生 物 語 」 で ， 王 の 後 妻 は 誘 惑 し て も な び か ぬ 王 子

Padumakumāra（菩薩の前生）を陥れようと王に讒言した。王は下男たちに王子

を連行するよう命じた。  

Jā  IV: 191,7－12  Rājā  anupaparikkhitvā  
[8 ]

 āsīviso viya kuddho purise āṇāpesi: 

“gacchatha, Paduma-
[9 ]

kumāraṃ  bandhitvā  ānethā”  ti.  Te nagaraṃ 

avattharantā 
[10 ]

 viya tassa gehaṃ  gantvā  taṃ bandhitvā paharitvā 

pacchā-
[11 ]

bāhaṃ gāḷhabandhanaṃ bandhitvā  rattakaṇaveramālaṃ 
[12 ]

 gīvāya 

paṭimuñcitvā  vajjhaṃ  katvā paharantā ānayiṃsu.  

王は，調べてみもせず，毒蛇のように怒って，下男（ purisa）たちに下

知した：「行け，Padumakumāra を縛って連れてこい」と。彼らは，都市を

散り敷くが如く［大挙して］，彼の家へ行き，彼を捕縛し，打ち，後ろ手

に確と縄目を縛って，赤いカナヴェーラの花環を首に結び，殺されるべき

者（ vajjha，死刑囚）となして，打ちながら連れて行った。  

こうした赤い花環は死を連想させるものだっただろう。  

ここで下男と訳した「男（purisa）」たちとは，文脈上，王の身辺に侍って警

察・刑務活動に従事する者たちである。都市を覆い尽くすばかりに配備され，

罪人を捕縛し連行する彼らは，2.1 ないし 2.3 節で述べたような nagaraguttika

の配下たちとみて大凡間違いあるまい。  

 

5. 「夜の王」説話とその背景  

nagaraguttika は，単数で用いられた場合は「（都市の）警察長官・警備隊長」

“superintendent of the city police”を（→2.1），複数で用いられた場合は警備隊長

の指揮下にある「警官，夜警」 “a member of the watch; constable”たちを意味す

る（→2.3）と解して概ね間違いない。  

他方 nagaraguttika は，明らかに刑務官でもある。隊長たる nagaraguttika は

監獄を監督しており，収監された死刑囚の処理について広範な自由裁量権を  

                                                        
20

 全部位に強い毒性をもつ常緑低木。インドでは聖木ともされる。和久『仏教

植物辞典』26f.，マジュプリア『ネパール・インドの聖なる植物』199f.，SYED Die 

Flora Altindiens in Literatur und Kunst,  183－188 など参照。  
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もっている（→ 2.2）。死刑執行をも行なう都合上，下僚には「盗賊殺し」すな

わち死刑執行人たちが含まれよう。死穢に染まる彼らは―少なくともこうした

業務を担う下僚たちは―起源説話が言うように，チャンダーラ階級に属するこ

とであろう（→3.2）。  

彼らは『大史』が伝えるように，起源的には kṣatriya 階級に属する可能性が

ある（→3.1）。そもそも職務上，彼らは武装している必要がある。もとは下級

士族が宛てられて，不殺生の思想が卓越するに従って身分を下落させたものか

もしれない。  

結局のところ『大史』の言う「夜の王権 ratti-rajja-」とは，nagaraguttika に

言及する文献に徴する限り，都市の治安維持に関わる権限を意味する。人民を

逮捕して身体の自由を束縛し，刑罰を下すこの権限は，究極的には国王に帰す

る。これを特に夜間に代行する nagaraguttika はまさしく「夜の王」の如くある。

しかし彼に王たる資格はないし（→3.2），実際に王ではない。彼は真の王，昼

の王の下知に従って，主に夜陰に職務に従事するのみである。彼に付与された

権限は王権の影にすぎない。  

Abhaya に纏わる史話は，nagaraguttika たちと呼ばれた刑吏・警吏たちが，か

つては備えていたかもしれない kṣatriya としての地位と敬意を失い卑賤視され

るに至った時代に，王国創設の最初期に遡って仮託されたものではあるまいか。

自らは卑賤視される階級でありながら，良民を捕縛して罪人と化さしめ，殺害

することまで可能な特権。その起源を高貴に彩り，零落したその身の不幸を慰

める。しかしそうした構造を再話すること自体，その特権と共にこの地位を社

会的に固定化することにもなる。要は本邦における職人由緒書と同様の機能を

もった説話であろう。  

断片的な伝承を取り集めると，大略以上のような構造が浮かび上がるように

思われる。  
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King by night 

―notes on nagaraguttika-―  

Sunao KASAMATSU  

 

This paper discusses the meaning of nagaraguttika- . Only few attempts have 

so far been made at giving a definition to the word. The dictionaries give the word 

“governor of a city”  (CHILDERS) ,  “superintendent of  the city police”  (RHYS DAVIDS  

and STEDE) or “a member of the watch ; constable” (CONE). Where the pundits 

disagree in this way, there is room to argue.  

In conclusion, nagaraguttika- means “chief of guards ,  superintendent of the 

city police”  in singular (→2.1). He is also in charge of prison directorship (→2.2). 

When used in the plural, the word has the meaning “watchmen ; constables”  (→2.3). 

This could be regarded as elliptische Plural  of nagaraguttika-  “chief of guards” .  

Under the command of nagaraguttika ,  nagaraguttikā  would have included a lot of 

professionals, for example, coraghātaka-  “executioner” . Therefore, they are 

caṇḍālas. There is further evidence in support of this claim: they are characterized 

by red-colored wreath (→3.1 ,  4). The title “king by night  (ratti-rajja-)”  is thought to 

symbolize these police and prison responsibilities.  

 

 


