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skad gsar bcad（語改定）以前の翻訳の特徴
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序
西暦814年をその編纂時期の歴史上のメルクマールとする Mahavyutpatti 翻訳名義大集 （以下 Mvy）ならびに sgra sbyor bam po gnis pa
⑴

⑵

二巻本訳語釈 （以下 sGra sbyor）が世に知らされて以降，サンスクリッ
ト原典のチベット語への翻訳は，原則的にこの二つの欽定の指南書に遵っ
てなされることになった。この公的な権威をもつ基盤のうえで展開された
チベットの訳業は，サンスクリット原典の個々の語，そして文の意味をか
なり忠実に写すものとして，現代のインド学および仏教学の研究者の文献
学的な仕事に多大な恩恵をあたえてきた。
上記二書の編纂理由の一つに当時のチベットでの訳語の混乱が挙げられ
⑶

るが，どのような翻訳が実際になされていたのかについては，これまでの
文献学的研究のなかで十分につまびらかにされてきたとは言いがたい。こ
⑷

の問題を意識しつつ，本論文において筆者は，skad gsar bcad（語改定）
以前になされたとみられる翻訳の例として，Āryasura 作とつたえられる
⑸

Paramitasamasa 完 全 性 の 綱 要 （以 下 ParSa）の Vairocanaraksita に
よるチベット訳（以下 ParSa(tib)）を取りあげ，その翻訳のいくつかの特
徴を示してみたいとおもう。
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なお Vairocanaraksita は，Blue Annals および Bu ston の仏教史のな
かの記述，またチベット大蔵経に収録されている，かれの翻訳作品に付さ
れているコロフォンなどから，Khri sron lde btsan（西暦742‑797年）の在
世に活動したチベット人翻訳官であろうと推測される。かれは，779年に
́
Santaraksita から灌頂をうけた，６人のチベット僧のなかのひとりであ
⑹

ったとされる。チベット大蔵経中に，かれの著書が二つあり，翻訳書は19
⑺

をかぞえる。

Vairocanaraksita の翻訳
Vairocanaraksita の翻訳から引きだすことのできる特色はさまざまで
はあるが，大略的にみれば，1) 翻訳年代の古さ，2) 翻訳の自由度の高さ，
3) 文脈に即した解釈，の三つに要約される。これらの特色にかんして，
個々に順をおって解説をくわえていこう。

1

翻訳年代の古さ

まず，翻訳の時期の古さは，歴史書にみられる Vairocanaraksita にか
んする伝承などの外的な情報からだけでなく，その翻訳中の訳語，あるい
は複数を表すとされる rnams の用法によっても裏づけられる。たとえば，
ParSa(tib）には M vyに対応のみられない訳語が数多く使われている。
紙幅の制限上，いくつかの例だけを以下に列挙する。なお，括弧内の数字
と記号は，その語が現れた章，

文ならびに行を表す（以下同様）。ただ

し，サンスクリットテキスト内とチベットテキスト内の箇所がことなるば
あいのみ，両方の語のあとにそれぞれの箇所を記した。スラッシュのうし
ろに示された語は，Mvyにおける対応語である。
dhana (2.16a)＝skyid lons/M vy:nor
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naraka (5.24b, 5.41b)＝nan ʼ
gro/dmyal ba
guna (6.22d)＝stobs (6.22c)/yon tan
⑻

prayoga (6.54d)＝thabs/sbyor ba
つぎに，複数不変化詞 rnams の特殊な用例を紹介しておこう。名詞＋
⑼

属格の不変化詞＋rnams という形式は，Beyer 1992, 9.3.1.1.1.2.4.の記
⑽

述によれば，中央アジアで発見された古写 本にみられるものであり，
rnams のもともとの意味をとどめた古い用法とみることができ る。以下
に示される ParSa(tib）中の訳語はいずれもサンスクリットの単語の複数
形を写したものではあるが，dag の用法においてもみとめられるとおり，
チベット語では複数がしばしば集合的な概念として表現されるということ
をかんがみれば，これらの用例も，その形式の用法に準ずるものと見なさ
れうる。
chos kyi rnams (2.45b)＝°
dharmah
nad kyi rnams (5.19a)＝°
vyadhi°
tshig gi rnams (5.48b)＝°
aksarah (5.47b)
man tshogs kyi rnams (6.32c)＝anekani
うえに示されたように，M vyには対応のみられない，もしくは意味的
に自由な訳語の選定，および複数表示の古い形式の使用などが，ParSa
(tib）に多くみられる。このことはその翻訳がなされた年代の古さを示唆
するものであり，それがこの翻訳文献の一つのおおきな特徴をなしている，
といえるであろう。

2

翻訳の自由度の高さ

第二の特徴として挙げた翻訳の自由度の高さというのは，訳語の拡張あ
るいは簡略化，動詞の補足，構文の組みかえなどに表れている。ここでは，
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動詞の二重化と構文の組みかえがおこなわれている典型的な例文を，一つ
だけ以下に取りあげてみよう。
ParSa 3.18:
mithyavikalpo hrdayajvarasya
krodhasya hetur dhrtidurbalanam
samyagvikalpas tu samadadhati
ksantiprakaram manasah prasantim ‖
あやまった分別（概念化）は，堅固さにおいて力のおとるものたち
にあっては，心のなかの炎たる怒りの原因となる。しかし，ただしい
分別は忍耐として顕れる，心の平静をもたらす。
ParSa(tib)3.17:
brtan pa nam chun sems kyi skyon gyur paʼ
i
khro ba log pa rnam par rtog las byun
yan dag rtog pas yid la zi skyed cin
bzod paʼ
i rnam pa mnam par gzag par byed
堅固さのおとった心が（犯す）過ちたる怒りは，あやまった分別か
ら生じる。（しかし，）ただしい分別は，心に静寂をもたらし，忍耐と
いう様相を（心の全体に）
Vairocanaraksita は，この
れかえではなく
分別
別から

しく定着させる。
文の翻訳で構文の組みかえ

をおこなっている。主語 mithyavikalpo あやまった

は，文中の補語とされ，log pa rnam par rtog las あやまった分
と訳された。それにともなって述語 hetur 原因

byun 生じる

は意訳され，

という動詞となっている。主語にかかる形容詞

jvarasya 心のなかの炎

hrdaya-

も sems kyi skyon 心が（犯す）過ち

う表現に言いかえられている。
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とい

サンスクリットの

の後半部では，prasantim 平静，静寂

samadadhati もたらす，定着させる

が述語

にかかる唯一の目的語であるにも

かかわらず，訳者はその目的語にかかる Bahuvrı
hi の複合語 ksantiprakaram 忍耐の様相をもった，忍耐として顕れる

をも，独立した目的

語として文中に組みこんでいる。そのため，samadadhati は二つの動詞，
すなわち skyed もたらす と mnam par gzag par byed

しく定着さ

せる という二つの動詞に置きかえられた。
このように，構文を組みかえたり，述語を二重化して文をわけて表現す
るような方法が，Vairocanaraksita の翻訳のなかにはしばしば見うけら
れる。このような例においては，原文を忠実に再現しようというよりも，
原文の意味は捉えながらも，チベット語の韻文のなかで，それをいかに平
明に表現するかということに腐心しているような，翻訳者の態度がうかが
える。

3

文脈に即した解釈

上掲の特色のうちの最後のもの，文脈に即した解釈は，現代の学者の翻
訳と比較するときにあきらかになってくる。一つの

文の前半の一部のみ

を，問題となる例として取りあげる。
ParSa 6.60ab :
ity etad udbhavati kevalam eva duhkham trsnavimudhamanaso ...
このように，これ（まで述べられてきたこと）は，渇望によってく
るわされた心をもつものにとっては，ただ苦としてあるのみだ。
M eadows :
“Thus, there arises unmitigated su ering because the mind is
stupeﬁed by thirst ;”
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したがって，心が渇望に冒されているために，容赦ない苦痛におそ
われる。
ParSa(tib)：
de ltar ʼ
di ni sred rmons yid ldan la
sdug bsnal ʼ
baʼzig byun bar gyur pa yin
このように，それ（すなわち上述の事柄）は，欲にくらんだものに
とっては，ただの苦痛にすぎないものとなるにちがいない。
この部分の翻訳にかんしては，etad と trsnavimudhamanaso の解釈が
問題になる。この直前の第55 から第59 では五蘊および自我の無常性と
非実体性とが説かれていた。M eadows は etad を duhkham と同格の指示
代名詞と捉え，duhkham に意味的な主語としての位置をあたえている。
その解釈は文法的には誤りではないが，この文脈においては，そして接続
詞 ityのここでの機能を
を先行する

慮すれば，Vairocanaraksita のように，それ

文で説かれた諸命題の内容の全体をうける主語として立て

なければならない。Ferrari の “
esiste soltanto questo dolore” ただこの
苦だけがある

という訳も同様にただしくない。また，英訳者は

trsna-

vimudhamanaso を従格ととっているが，これも誤りである。Vairocanaraksita はこれを Bahuvrı
hi の属格と解釈して，sred rmons yid ldan la
欲にくらんだものにとっては

という適訳をほどこしている。

以上，翻訳の例を挙げながら Vairocanaraksita の翻訳の特色の一部を
紹介したが，これだけではその翻訳の妙味のようなものまでをもつたえる
にはあまりにも不十分といわざるをえない。ParSa(tib）においてはほか
にもさまざまな翻訳上の特徴や技術を見いだすことができるということ，
そしてそれは，全体としてみれば，原典のいわんとする意味までをもたく
みに写しえた翻訳となっているということを，付けくわえておきたい。
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摘

要

Scherrer-Schaub が指摘するように，チベットの為政者ならびに仏教徒
たちは，ある時期にいたって，Dharma 教え

のただしい伝承のために

は，確固たる権威をもった，翻訳のための規範・基準が必要であるとかん
がえた。そもそも，恣意的な意訳あるいは誤訳は世俗の秩序をみだすばか
りではなく，Dharma をけがすものになるという思いが，その規範作成の
精神的な基盤となっていたはずである。sGra sbyor の序文には，訳語に
たいするきびしい制限が勅命として述べられており，それを知る翻訳者が
その意にあえてそむくとはかんがえにくい。Vairocanaraksita の翻訳は，
そのような規範による締めつけのない，自由な翻訳がまだゆるされた時代
になされたものであった。
Vairocanaraksita の翻訳の自由闊達さは，その翻訳能力の欠如を示す
ものではない。むしろ逆に，かれはサンスクリットのテキストの意味を十
分に咀嚼したうえで，それをいかにしてチベット語らしい表現に組みなお
すことができるかに腐心したであろうということが，その翻訳をよく読ん
でみればあきらかになってくる。単語の訳が規範にかなっていないという
ことは，たんにかれの時代には規範を教示するような文書がまだ確立され
ていなかったということにすぎず，かれのサンスクリットにたいする理解
度とはかかわりがないとかんがえるべきであろう。サンスクリットの構文
をそのまま踏襲せず，その内容が翻訳者によって組みかえられているよう
な

文も，例外的なものをのぞけば，すべてサンスクリットで表現された

概念を的確に写したものであるといってよい。ばあいによっては，サンス
クリットの表現の曖昧さを削りおとし，すくなくともチベット人の読者・
聴者にとってはより明確な表現にあらためられているような例もみられる。
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準拠すべき範型が確立される以前にのこされた翻訳であっても，その翻
訳者の語学的力量や 教え

のただしい伝承にたいする情熱などがすでに

高い水準に達していたのであれば，その価値が過小に評価されることはな
い。Tson kha pa の Ram rim chen mo のなかに現れる，ParSa(tib）か
らの57の完全な

文と13の

文半分の引用が，その一つの証となっている

といえよう。
しかしながら，Vairocanaraksita のたくみな翻訳がチベットにおける
古い翻訳の典型であるのか，あるいは例外的なものであるのかを判断する
ためには，他の翻訳文献とサンスクリット原典との厳密な比較校合と分析
の集積をまたなければならない。さらに，Mvy 編纂ののち，チベットの
訳業に質的な変化が現れたかどうか，またそうであるとしたら，どのよう
にそれが変質していったのかという問題も，翻訳という営為の歴史的な意
義を量るために，今後の研究によってあきらかにされるべきであろう。
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二 （芳村 1958）がある。石川 1993，p.3，注⑴参照。Simonsson は書名
の訳を保留し，他の学者の訳語を紹介するにとどめている。かれによれば，
Huth の “
Die Herstellung des sprachlichen Ausdrucks:zwei Abteilung”
（言語表現の確立：二部門）が穏当な訳であり，Laufer の “
Sprachwissens（二部門からなる言語学）は原語との意味の隔
chaft in zwei Abteilungen”
たりがおおきすぎるとされる。Cf. Simonsson 1957, p.238, fn 1.
⑵ 814年という両書の成立時期を巡って，チベット研究者からいくつかのこ
となった見解が提出されている。たとえば Simonsson は，文献の正確な成
立年の断定に疑問を呈し，skad gsar bcad（語改定）が Khri lde sron btsan
とその息子 Ral pa can の二代にわたる治世を通じて継続的におこなわれた
可能性を強調している。Cf.Simonsson 1957,pp.214‑215.年代確定のための
客観的な証拠となりうる資料が発見されていない現状においては，Simonsson の推測は妥当なものである，と筆者はかんがえる。両書の成立時期にた
いするその他の見解にかんしては，Ishikawa 1990, pp.⑻‑⑼を参照。
⑶ Cf. Obermiller 1932, Pt. 2, p.196.
⑷
新定語 決定訳語 などの訳がある。Cf.Ishikawa 1990,p.⑼.Simonsson はこれに die große Revision 偉大なる改定 という訳をあたえてい
る。Cf. Simonsson 1957, p.210.
⑸ サンスクリット校訂テキストは二度発表されており，それぞれに現代語訳
が付されている。Cf. Ferrari 1946;Meadows 1986.
サンスクリットテキストにかんする詳細は，2001年中にドイツでの出版が
予定されている拙著 Vairocanaraksitas tibetische ̈
Ubersetzung des Kompendiums der Vollkommenheiten (以下 Saito 2001)の Einleitung 2を参照さ
れたい。なお Meadows の校訂テキストおよび英訳は 非常に多くの不備
があるものとして，de Jong によって二度にわたって辛辣な批判をくわえら
れていること (cf. de Jong 1989, 1991）
，ならびに 筆者が チベット訳の
分析とそのサンスクリット・テキストとの比較校合などを通じて，Meadows
の校訂テキストの81箇所の読みを訂正しえたこと，の二点を注記しておく。
⑹ Bu ston の仏教史や Blue Annals などの記述によれば，sad mi mi bdun
試みの七人 とされるが（cf.Obermiller 1932,Pt.2,p.190;Roerich 1953,
，山口瑞鳳氏は，論文 rin lugs rBa dPal dbyans
p.44）
bSam yas 宗論
をめぐる一問題 のなかで，より古い伝承にもとづく sad mi mi drug 試
みの六人 という記述に，史実としてのよりたかい正当性をみとめるべきで
あることをあきらかにされた。Cf. 山口 1975, p.647 .
⑺ なお，翻訳者 Vairocanaraksita の年代や著訳書の詳細についても Saito
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2001の Einleitung 3を参照されたい。
⑻ このような名詞類ばかりでなく，のちの翻訳ではその対応がほぼ固定化さ
れた，サンスクリットの接頭辞の副詞的再現も，ParSa(tib）の訳では，規
則に反したものがみられる。
pra(vrtti-)(1.45d)＝rgyun du (ʼ
byun ba)(1.44d)
pra(vartate)(3.35c)＝kun tu (ʼ
byun)(3.33d)
sam(nicaya-)(5.27c)＝man du (bsags pa)
sam(avadhuya)(6.65d)＝gtan du (spans byas sin)
⑼

属格の不変化詞

という文法用語は，インド・ヨーロッパ諸語の文法体

系の用語法にならったものである。チベットの古典文法家によれば，その不
変化詞は，ʼ
i lden gyi sgra ｉ字をもつ詞 とよばれ，ʼ
brel baʼ
i sa 結びつ
きを表す格 であるとされる。Cf. Hahn 1994, 7.4; 稲葉 1954， 140.
⑽ “
the archaic Central Asian manuscripts”
. 敦煌文献などを指すものとお
もわれる。
Hahn 1994,7.2.a)では，この rnams の用法は 非常にまれな例外 であ
り，この不変化詞の名詞形の語源，つまり 種類，等級 を意味する rnam
がまだ意識されていた，前古典期のなごりである，と述べられている。
Cf. Hahn 1978, pp.137‑147.
たとえば，
atanmayah syat それ（＝禅定）に浸りきってはならない ＝de la chags
par yon mi bya それ（＝禅定）にたいする欲望に入りこんではならない，
それ（＝禅定）にたいする執着をもってはならない (5.14）
(prajnapurogais ca balair amı
bhir) adhyasitam (nabhyupayatum ı
sa)
（智慧にみちびかれたこれらの力と結びついた）住処へ（はいることができ
ない）＝(ses rab ...gis)byin gyis brlabs sin yons su bsruns pa(s na) （智
慧によって）加持をうけよく護られている（がゆえに） (6.23）
adhı
radurgamam 怯懦なものには近づきがたい（大地） (5.71)＝brtan
pa 確固とした，強固な（大地） (5.69）
samadhiparisuddhataya ... drstih 極清浄な禅定を通じた洞察 ＝tin
ʼ
dzin 禅定 (6.60）
ParSa(tib）の355 のうちのおよそ60％に，意訳や構文の組みかえがふ
くまれている。
Cf. Saito 2001, Einleitung 7.2.5.
Meadows 1986, pp.256‑257.
Ferrari 1946, p.97.
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Cf. Scherrer-Schaub 1999, pp.68‑69.
Cf. Ishikawa 1990, pp.1, 4; 石川 1993, pp.4, 7.
たとえば，ParSa 6.10:
... tatah param ca bhumim visodhya prabhavan prabhayah ‖
Ferrari 1946と Meadows 1986では prabhavam.
再生の諸原因を（prabhavan）洗いきよめて，さらに（うえの，智慧
の）光輝（が顕わになる第三）の境位（発光地）にいたるであろう。
...de dag yan chad du ‖ses rab ʼ
od kyis rgyu rnams sbyans pas ʼ
thob
そのより高い（地位）に，（菩薩は）智慧の光によって再生の諸原因を
浄化することを通じて，身を置くことになる。
ses rab と ʼ
thob をおぎなったこと，ならびに prabhavan を visodhya の
目的語として捉えたことにより，翻訳において文意がより明瞭になっている。
二つの現代語訳はともに prabhavam の読みを訂正しえず，bhumim の属性
としており，visodhya が宙にういたままになっている。
Cf. Saito 2001, Einleitung 4.2.
Ram rim chen mo 中に引用された ParSa のテキストが，諸版本に伝承さ
れているものと基本的におなじ流れを汲むものであることは，ヴァリアント
の質と量からあきらかであり（cf.Saito 2001,Einleitung 5），したがって，
Tson kha pa が Vairoanaraksita によって翻訳されたテキストを読んでい
たことはまちがない。

132

Lo tsa ba（翻訳者）Vairocanaraksita（齋藤直樹)

