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はじめに

仏国経（Aksobhyavyuha-sutra＝AV ） は，阿

国土の特徴，そこでの声聞・菩薩の修行方法，阿

仏の誓願，阿

仏

仏の涅槃の様子等を描

いた初期の大乗仏教経典である。サンスクリット原典は現存せず，漢訳２
種類とチベット語訳（＝AVtib）が残されている。AVtib には碑文・文献
⑴

の２種類があり，碑文については TROPPER（1996）に詳しい。筆者は文
⑵

献について主に古文書学的な視点から調査を行った。本論文では，各資料
の歴史的背景や特徴を概観しながらその調査報告・

２

察を行う。

資料の種類と概要

文献には写本と木版印刷本の２種類があり，現在，写本７本，木版本７
本を確認している。これらのうち，前伝期に編纂されたのは敦煌写本のみ
であり，同写本は残りの後伝期編纂諸本と様々な点で異なる。後伝期編纂
の AVtib は，奥書や目録から，全て，ジナミトラ，スレンドラボーディ，
イェシェデによる翻訳（＝JSY）であり，伝承の系譜は，ａ) 系統不明
⑶

ｂ) テンパンマ系

ｃ) ツェルパ系

ｄ) 混合，の四つに分類される。こ

れらの系統分類は，歴史書や目録・奥書などの客観的記述（外的要因）と，
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同一経典における各本の綴り字・訳語などの差異（内的要因）の両方を加
味した上で決定されなければならない。以下では，この内外の両要因を比
較しながら系譜を再検討していく。
＜前伝期編纂文献＞
Dh 敦煌写本 ca. 800，スタイン本 No.244II, 244IV（３フォリオ）２種類

敦煌写本群のうち，チベット語資料は，吐蕃王国が敦煌を支配していた
８世紀末から９世紀半ばにかけて書写されたものであり，Dh は AVtib 諸
本中，現存する最古の文献である。３フォリオほどの断片で，完全な形で
は残っていない。１ページ７行で，きれいなウチェンで書かれている。訳
者は不明である。第１章前半に相当し，JSY と大意は同じであるが，訳
語や綴り字などは相違点が多い。例えば，阿

仏の発心時に繰り返される

定型表現では，JSY は，
thams cad mkhyen paʼ
i sems bskyed pa rin po che ʼ
di bskyed de /
一切智者の心を生じるというこの宝を生じて，

と，発心することを宝にたとえて表現しているが，Dh では，
thams cad mkhyen paʼ
i sems ʼ
di bskyed nas /
この一切智者の心を生じてから，

として，宝にたとえていない。さらに，JSY では，そのように生じた発
心を

無上菩提に回向して（bla na med pa yan dag par rdzogs paʼ
i byan

chub tu bsnos sin） と説くが，Dh では，発心を

確かに求めていきまし

ょう（yons su tshol bar bgyid de） という意気込みだけを述べる。
また，阿 仏が，綺語を使うなどの禁止事項を行うまい，と誓願を述べ
る時に，JSY では，
chos kyan ston paʼ
i sans rgyas bcom ldan ʼ
das de dag bslus par gyur
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cig /
⑷

法をも説く人である彼ら諸仏世尊を〔必ずや〕欺くことになるだろう。

というように chos ston pa, sans rgyas bcom ldan ʼ
das が並記され，定型
化されているのに対し，Dh では，
chos ston pa rnams bslus par gyur cig /
法を説く人々を〔必ずや〕欺くことになるだろう。
sans rgyas bcom ldan ʼ
das thams cad la bslus par gyur cig /
一切の仏世尊に対して〔必ずや〕欺くことになるだろう。

などのように，２種類以上の表現が見られ，表現が定型化されておらず，
⑸

chos ston pa と sans rgyas bcom ldan ʼ
das も並記されていない。これは
一例にすぎず，他にも誓願の数や順番などに相違があり，Dh と JSY と
では同じインド原典からの翻訳とは

えがたい。さらなる証拠として以下

に綴り字に関する違いを列挙する。
【表１】綴り字の違い

舎利弗のサンスクリット表記には，́
Sariputra, ́
Saradvatı
putra, ́
Saradvata の３種類があり，́
Sariputra が最も頻繁に使われる。́
Saradvatı
putra は Divyavadana（pp.361, 395）などに見られる。AVtib では，Dh
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́
́
は sa ri bu (
，JSY は sa/a ra dwa tiʼ
Sariputra）
i bu (
Saradvatı
putra）
と転写している。この転写方法からも，Dh と JSY とでは底本にしたイ
ンド原典が違っていることが予想される。また，myiʼ
khrugspa(阿 ）の
/bıのように，gi gu を逆さにした母音記号（gi gu logs）
ya btags や，baʼ
ı
は，９世紀初頭の第二次

定（bkas bcad gnis pa）以前の旧い綴字（brda

⑹

rnin pa）であ る。anuttara（無上）のチベット語訳は， Ma havyuttpatti

No.9, 2512, 1573‑1579 で，“
bla na med pa”と確定されているので，bla
na ma mchis pa の語を用いる Dh は訳語統一（814年）以前に作られたか，
この統一を知らない人の手による翻訳と思われる。spyod pa（行）のよう
な，sa mgo と基字が並列に書かれる例は，Ａにも見られた。また，JSY
の de ltar は，Dh では必ず der と書かれている。サンスクリット原語が
異なっていた可能性もあるが，de ltar の短縮形とも えられる。
＜後伝期編纂文献＝JSY＞
a) 系統不明
⑺

A タボ写本 13c?，４種類 Nos.37(Aa), 250(Ab), 252(Ac), 265 (Ad)

完全な形では残っていない。いずれも８行体である。タボ写本の研究は
10年前に本格化したばかりで，編纂時期もまだ明らかではないが，おそら
⑻

く13世紀初頭以降と思われる。myi ʼ
khrugs pa（ya btags の保持），sa ra
dwa tıbu (gi gu logs）などの第二次

定以前の綴り字（古形）が見られ

る。
⑼

F プダク写本 ca. 1697‑1705，［49］（38）kha 1b1‑10α, 10β‑101b2

完全な形で残っているが，非常に誤字脱字が多く，基本的には８行体で
⑽

あるが９行で書かれたページもあり，出来のいい写本とは言えない。目録
から1700年頃に編纂されたものである。綴り字に他本にはない多くの特徴
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が見られる。
短縮形では，sans rgyas を

と書いたり，bcom の m を

の

ように anusvara にするなどの特徴が見られる。また，bsags の代わりに
bstsags, la sogs pa の代わりに la stsogs pa, lstsogs と記すような例がいく
つも見られる。このような，s＋ts-の形は古形である。第二次 定で s＋tsは全て -ts-が省略され，-s-のみに改正された。18世紀に編纂されたＦが
９世紀初頭の古形を残しているのは，興味深いことである。
【表２】綴り字の特徴一覧表

b) テンパンマ系
L ロンドン/シェルカル写本 1712，［89］（643(6)) kha 1a1‑82b8

完全な形で残っており，基本的に８行体である。Ｌ所蔵の ʼ
Phags pa
［110］
（647）
）の奥書によ
ses rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad ston pa (
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ると，テンパンマ写本のコピーであるシェルカル写本を底本にしている。
go cha（鎧）を go ca と記すなどの古形を残している。これは，第２音節
の無気音を有気音化する第二次

定の例である。Ｆほどではないが誤字脱

字が多く見られる。また，サンスクリットの題名をＬだけが他と異なる書
き方で記している。tathagata と aksobhya の順序が入れ違っている上に
意味不明な文字 “
ta sa”が見られる。
【表３】サンスクリットの題名
1) 属格＋属格：arya-aks/sobhyasya tathagatasya byuha-nama-mahayanasutra → AaAdF
2) 属 格＋位 格？：arya-aksobhyasya tathagatasu byuha-nama-mahayanasutra → TSN
3) 格な し＋属 格：arya-aksobhya-tathagatasya byuha-nama-mahayana-sutra
→ JCDUPH
4) 逸 脱：arya-tathagata-aksobhyasya ta-sa-bhya-ha-nama-mahayanasutra → L

この他にも，冒頭部分や奥書に，同様にＬ特有の綴り字の違いや異読が
見られる（表４・表５）。Ｌは，続いて述べるトクパレス写本（S）・東京写
本（T）と同じテンパンマ系統であるにも関わらず，ここでは ST と一致
していない。
【表４】冒頭部分（DhAbAc データなし）
1) 表記なし → AaFTSPNH
2) ʼ
phags pa dkon mchog brtsegs pa chen poʼ
i chos kyi rnam grans leʼ
u ston
phrag brgya pa las leʼ
u drug pa ste /de bzin gsegs pa miʼ
khrugs paʼ
i bkod
pa / bam po dan po //→ JCDU
3)‑1 …(省略)… /leʼ
u drug pa ste /de bzin gsegs pa myiʼ
khrugs paʼ
i bkod pa
bstand pa / bam po dan poʼ
o //→ Ad
3)‑2 …(省略)… /leʼ
u drug pa ste /ʼ
phags pa de bzin gsegs pa mi ʼ
khrugs pa
bkod pa bstan pa / bam po dan po //→ L
40
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【表５】奥書に記された経典名と章数（DhAaAbAd データなし）
1)‑1 mi ʼ
khrugs paʼ
i bkod paʼ
i leʼ
u zes bya ste drug pa rdzogs so // →
SJCDUH
1)‑2 miʼ
khrugs paʼ
i bkod paʼ
i leʼ
u zes bya ste drug pa rdzogs sho //→ FTPN
2)‑1 mi ʼ
khrugs paʼ
i bkod pa zes bya ba ste / leʼ
u drug pa rdzogs sho //→
Ac
2)‑2 mi ʼ
khrugs paʼ
i bkod pa zes bya ba las /leʼ
u drug pa rdzogs sho //→ L

S トクパレス写本 ca. 1729 ，［36］（11.6）kha 1b1‑102b6

完全な形で残っており，基本的に７行体である。目録によると，ブータ
ン写本から18世紀前半に書き写されたもので，その後，1975‑80年にかけ
てオフセット印刷で出版された。筆者が参照したのは近年出版されたもの
である。目録の配列とヴァリアントからテンパンマ由来と

えられている。

T 東京写本 1858‑78，［52(1）］（33(5））kha 1b1‑86a5

完全な形で残っており，基本的に８行体である。河口慧海がダライラマ
13世から託された写本で，現在東洋文庫に所蔵されている。河口の報告書
にテンパンマ由来との記載があ る。題名（表３）・奥書（表５）・舎利弗の
転写（表６）では，ＴとＳはほぼ一致している。
【表６】舎利弗転写方法
1) sa ri bu → Dh
2) 短母音：sa ra dwa tiʼ
i bu → AFDU
長母音：sa ra dwa tiʼ
i bu → TSLJCH
混合：sa/a ra dwa tiʼ
i bu → PN

M ウランバートル写本 1671，［49］（37(6））kha 1b1‑56a5? 未入手

ジェツン・ダンパ王（1635‑1723）の伝記によると，Ｍは，彼が1671年に
ダライラマ５世から贈られたもので，ギャンツェのテンパンマ写本に由来
するものである。現在のところ，入手不可能なため調査できていない。
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c) ツェルパ系

以下に述べるのは，いずれも1347‑51年にかけて蒐集されたツェルパ 本
を原本にして開版された木版印刷本である。その後，明の永楽帝による開
版とジャンサタム版の２系統に分かれる。
P 大谷北京版 1717/20，［22］（760(6））dzi 1b‑80a4

完全な形で残っており，最初のページから８行体である。永楽帝版は，
まず，1606年に明の万暦帝によってわずかに加筆校訂されて再版された。
続いて，康 帝（在位1661‑1722）によって1684‑92年に開版され，1700年，
1717‑20年の２回再版されている。筆者が参照した大谷大学所蔵の北京版
は，1717‑20年にかけて再版されたものである。その後，1737年に乾隆帝
によっても再版されている。
J ジャンサタム/リタン版 1608‑21，［79］（305）kha 1b‑77b3

完全な形で残っており，最初から８行体である。雲南省北部のジャンサ
タムにおいて1621年に開版された。ツェルパ本をもとに校訂・加筆された
チンワ・タクツェ本を原本にしている。この版木は，17世紀末に四川省の
リタンに移されたので，リタン版とも呼ばれるようになった。
C チョネ版 1721‑311，［84］（1029(6））kha 1b1‑79a6

完全な形で残っており，基本的に８行体である。ＣはＪを底本にしてい
ると言われているが，ＤやＰとの類似も指摘されており，系譜を決定する
には注意を要する。なお，AVtib では，JC は全て一致（表3‑6）したので，
ＣはＪを底本したと思われる。

d) 混合
D デルゲ版 1733，［15］（50）kha 1b1‑70a7

完全な形で残っており，基本的に７行体である。Ｊを底本にしていると
42
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言われているが，それに加えてテンパンマ系のロゾン写本を用いて校訂し
たものではないかと推定されている。
U ウルガ版 1911，［40］kha 1b1‑70a7

完全な形で残っており，基本的に７行体である。Ｄの覆刻である。
CD は，題名と奥書は細かな綴り字に至るまでＪと完全に一致する。Ｕ
も奥書に一カ所 dzi na mi tra を dzi na mi ta と記す綴り字の違いが見ら
れるだけで，後は全て一致する。以上の点から，CDU がＪを底本にして
いた可能は高い。
N ナルタン版 1730‑32，［42］（38）kha 1b1‑112a1

完全な形で残っており，基本的に７行体である。チンワタクツェ本を底
本にしたと推定されているが，AVtib では題名・奥書・舎利弗転写方法
はいずれもＪとは異なり，同じものを見ていた可能性は低い（表３，表5‑
6）
。

H ラサ版 1934，［36］（50）1b1‑115a1

完全な形で残っており，基本的に７行体である。Ｎを底本にしつつ，Ｄ
で修正を加えたと言われているが，AVtib では確たる証拠は得られなか
った。
まとめ

以上の点から，まず，Dh と JSY とでは底本を異にする可能性が高く，
おそらく翻訳者も違っていたと思われる。また，JSY 諸本の系譜につい
て，サンスクリットの題名・冒頭部分・奥書・舎利弗転写方法から，従来
の説と符合したのは，以下の３点であり，
1) ＣはＪを底本にしている → 表3‑6
2) DU はＪを底本にしている可能性が高い → 表３，表５
3) TS が同系統の可能性が高い → 表3‑6
阿
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符合しなかったのは，以下の２点である。
4) ＮとＪの底本が同じである可能性が低い → 表3‑6
5) Ｌが TS と別系統の可能性が高い → 表3‑6
なお，これらの点を踏まえた上での諸本の系統図を末尾に附した。

３

おわりに

AV は，これまでチベット語訳資料の入手が困難であったこともあり，
漢訳資料を中心に般若経や浄土経典などの大乗経典との比較で論じられる
ことがほとんどであった。しかしながら，幸いにも筆者は実に多くの版本
や写本を手に入れることができたので，今回はチベット語訳資料を中心に
した新しい視点での研究を行った。チベット大蔵経の伝承過程については，
近年長足の進歩を遂げるカンギュル研究により次第に明らかになってきて
いるものの，いまだ不明な点は多い。今後も，従来の研究を視野に入れつ
つ，テキストの校訂・和訳作業を通して，各版本写本の関係や特徴をさら
に明確にし，それらを明かす一助としたい。

注
⑴ K. TROPPER (1996), Die Aksobhyavyuhasutra-Inschrift in Alchi, Diplomarbeit zur Erlangung des Magistergrades an der Geisteswissenschaﬂichen Fakultat der Universitat Wien. 碑文は第２章の一部（P26b7‑
30b2）である。トロッパー氏はその研究の中で，碑文と大蔵経テキスト
（AFLSPJN）の該当部分との校訂・ドイツ語訳を行っている。翻訳者は明
記されていないが，内容から Jinamitra, Surendrabodhi, Ye ses sde による
ものと推定される。ラダックにあるアルチ僧院の壁面に，ウメ体で書かれて
いる。序文では，AV 碑文の書体の一覧表など，古文書学的

察を詳細に

述べている。インド文献の古文書学は，G. B̈
UHLER (1962), Indian Paleography (reprinted),Calcutta を始め，まとまったものが出版されているが，
チベット文献に関するものはなく，Dh とＺについては，以下の論文にまと
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められている。C.A. SCHERRER-SCHAUB (1999 ), Towards a Methodology
for the study of old Tibetan Manuscripts: Dunhuang and Tabo, Tabo
Studies II , Roma, pp.3‑36.
⑵ ここで言う古文書学とは，文字の形や綴り字，記号などの表記上の細かな
特徴に関する研究を指す。
⑶ この４種類の分類方法は，P.SKILLING (1997a), Mahasutras, Oxford,
Vol.I, pp.xxv‑xl を参 にした。
⑷ gyur cig は本来 意志・命令 を表すが，ここでは，条件（禁止事項をな
すならば）に対する結果（欺くことになってしまう）を示す意味で使われて
いると思われる。
⑸ 漢 訳 ２ 訳 は，JSY と 同 様 に

仏

説 法 者 を 並 記 す る（大 正11，p.

752b, p.102b）。
⑹ 綴り字や訳語の改訂については以下の論文に詳しい。西田龍雄（1987），
チベット語の変遷と文字 （ チベットの言語と文化 ）
，冬樹社，pp.121‑
122.
⑺ No. はハリソン氏が便宜的につけたものである。カタログは未出版。
⑻ E.STEINKELLNER (1994),A Report on the Kanjurʼof Ta pho,East and
West, IsMEO, pp.115‑136.
⑼ ［巻数］（経典番号）セクション番号フォリオ番号の順に示している。略号
は，基本的に P.HARRISON & H.EIM ER (1997),Kanjur and Tanjur Sigla :
A Proposal for Standardisation, Transmission of the Tibetan Canon :
Graz 1995, Wien, 1997, p.xi‑xiv. に基づいている。
⑽ 第５章の F66b は９行になっている。また，F82a7‑83b3 と F81a4‑82a7
は，PDL と比較すると順序が入れ違っている。
ダライラマ６世に贈呈されたとの記述が，dKar chag rin chen ʼ
phren ba
［120］（776）8b3 にあるとの報告が J. SAM TEN (1992), Preliminary Notes
on the Phug-brag bKaʼ
-ʼ
gyur:A Unique Edition of the Tibetan Buddhist
Canon, Tibetan Studies : Narita 1989 , p.114 になされている。
チベットの仏教文献には，最初のフォリオは文字が大きく，１行あるいは
２行などの少ない行数で始まり，定数行（７か８行）に至るまで，１フォリ
オごとに１行ずつ増加する形式のものが多い。この傾向は特に写本に多く見
られる。
Rwa-rgya-dkar-chag （2a‑2b）によると，テンパンマ・カンギュルは，古
ナルタンカンギュルを底本にしたそうである。1431年に，ギャンツェの法主
Si-tu Rab-brten-kun-bzan-ʼ
phags-pa (1389 ‑1442）の保護のもと，Lo-chen
阿

仏国経

チベット語訳資料について（佐藤直実)

45

Thugs-rje-dpel によって校訂された（SKORUPSKI (1985), pp.xvii‑xviii）。
P.HARRISON (1994),In Search of the Source of the Tibetan bKaʼʼ
gyur:
A Reconnaisance Report, Tibetan Studies : Oslo 1992, p.295, p.310 (注
５).
AVtib は独立した経典ではなく，様々な経典が蒐集された 大宝積経 の
第６番目に納められており，それについて，AaFTSPNH は何も述べない
が，JCDULAb は冒頭で述べる。
sTog-dkar-chag (2b)によると，宰相 bSod-nams-lhun-grub がブータンか
らカンギュルを入手し，ラダックの Ñi-ma-rnam-rgyal 王（治世1691‑1729）
の長寿祈願のために書写させたものである。
T. SKORUPSKI (1985), A Catalogue of the Stog Palace Kanjur, Tokyo.
pp.xvii‑xviii.
もともとヤルルンのタンポチェ寺に所蔵。ギャンツェのペルコル・チュデ
寺所蔵の写本を底本にしている。斎藤光純（1977）， 河口慧海師将来東洋文
庫所蔵写本チベット大蔵経調査備忘録 （ 大正大学研究紀要 第63輯，
p.405）
Dzaya pandita Blo bzan ʼ
phrin las (1642‑1715）の Thob yig gsal baʼ
i me
lon (1702）の一部。G. BETHLENFALVY (1982), A Hand-list of the Ulan
Bator Manuscript of the Kanjur Rgyal-rtse Them Spans-ma,Budapest,p.7.
ツェルパ本は，テンパンマ同様，古ナルタン大蔵経を底本にしている。14
世紀初頭のナルタン寺における大規模な仏典の蒐集・書写の詳細については
以下の論文に詳述されている。御牧克己（1987）， チベット語仏典概観
（ 北村甫教授退官記念論文集 チベットの言語と文化 ）
，冬樹社，pp.280‑
282，今枝由郎（1989）
， チベット大蔵経の編集と開版 （ 岩波講座・東洋
思想11 チベット仏教 ）
，岩波書店，p.329.
木版印刷本の詳細については，今枝（1989），pp.330‑333 に簡潔に述べら
れている。
今枝（1989）
，p.331.
ジャンサタム王 Karma mi pham tshe dbang bsod nams rab brtan (1589 ‑
1646）が施主となり，第６世紅帽カルマ派 Gar dbang chos kyi dbang
phyug (1584‑1630）の監修の下に開版されたものである。
H.EIM ER (1992),Ein Jahrzent Studien zur ̈
Uberlieferung des Tibetischen
Kanjur, Wien, p.181, P.HARRISON (1992a), Druma-kinnara-raja-pariprccha-sutra, Tokyo, p.xxiii, J. SILK (1994), The Heart Sutra in Tibetan,
Wien, p.23, SKILLING (1997a), p.xliv.
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J. SAM TEN (1987), Note on the Lithang Edition of the Tibetan bKaʼ
gyurʼ
, The Tibet Journal XII, No.3, p.18‑19, EIM ER (1992), p.181.
EIM ER (1896), Review of Imaedaʼ
s Catalogue, Indo-Iranian Journal,
Vol.29, No.2, pp.153‑156.
P. HARRISON (1992b), Meritorious Activity or Waste of Time? Some
Remarks on the Editing of Texts in the Tibetan Kanjur,Tibetan Studies :
Narita 1989 , p.79.
４カ所ほど奥書に綴り字の違いがある。rdzogs so S, rdzogs sho T ; dzi
na mi tra S, dzi na mi da T ;su ren dra bo dhi S, su ren dra bi dhi T ;
ban de S, ban dhe T.

※本稿は平成 12年度文部省科学研究費補助金による研究成果の一部である。
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