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は じ め に

今年度（2000年度）の日本仏教学会学術大会のテーマは， 仏教をいか

に学ぶか 仏教研究の方法論的反省 であり， 広島大学からの趣旨説

明 の中に，

一方，近年目覚ましく進歩・普及したコンピュータを利用すること

により，膨大な仏教文献を一挙に瞬時に調査・研究することが可能に

なった。果たして，コンピュータは仏教研究の新しい方法を開拓する

のであろうか？

という問題が提起されていた。漢訳仏典の訳語研究に関心を寄せ，その一

端の研究に従事してきた筆者にとって， 大正新脩大蔵経 （以下 大正蔵

という）の，訳語研究に必要な仏典が今やコンピュータに入力されていて，

それを無視して研究を進めて行くことはできない状況である。そこで本稿

の前半では，最も単純な事柄であるが，漢訳仏典の訳語に関して，自分の

眼と索引類で調べてきたものと，コンピュータによって検索したものと，

どれほどの差が出るのかということについて，拙論を材料にして比べてみ

ることにした。
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１ 衣 という語について

阿弥陀経 における 衣 という語について という拙
⑴

論（以下

拙論 という）の中に 衣 という漢訳語・出典一覧表 （以下 一覧

表 という）を掲出しておいたので，試みにコンピュータより とい

う語の前後の語句を検索して見比べてみ
⑵

た。その結果，自分の眼と索引類

によって行った調査には見落としのあることが判明した。そこで，早速，

阿弥陀経 における 衣 という語についての再検討 という論
⑶

文

（以下 改訂・拙論 という）によって， 拙論 の訂正と再検討を行い，そ

こに 改訂・ 衣 （ を含む）という漢訳語・出典一覧表 （以下

改訂・一覧表 という）を掲載した。以上のような経緯に基づき，筆者の

研究分野の範囲において，コンピュータの利用は漢訳仏典の訳語研究にど

のような結果をもたらすかということについて，率直に述べてみたい。

鳩摩羅什訳 阿弥陀経 （以下 阿弥陀経 という）に，次のような箇所

がある。

其国衆生，常以清旦，各以衣 ，盛衆妙華，供養他方十万億仏。即以

食時，還到本国，飯食経
⑷

行。

極楽国土の衆生たちは，毎朝，おのおの 衣 にもろもろの妙華を盛

れて，他方の十万億の仏国土へ出かけて行く。諸仏に散華・供養するため

である。この文から，一応， 衣 とは花を盛るものということは読み

取れても，具体的に何であるかについては，これまで諸説があってはっき

りしていない。そこで，一例として， 望月仏教大辞典 （以下 望月辞典

という）の 衣 の
⑸

項を見てみると，その用例は 法華経 ・ 化城喩

品 ， 阿弥陀経 ， 諸仏境界摂真実経 巻上から採られていて， 法華

経 ・ 化城喩品 相当箇所の梵
⑹

文が引かれ， 衣 の梵語は putaであ
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ること，中国における 法華経 と 阿弥陀経 の経疏類の解釈と 玄応

音義 の所説が引かれ，これらの文献より導かれる意味として，⑴衣の裾，

⑵花を盛るもの，華を盛る箱，⑶衣箱，⑷衣の前衿，衣襟，衣衿とあり，

putaより導かれる意味とし，⑸木の葉をもって作られた容器，⑹囊，⑺

身に纏う一種の巾とある。多義にわたるためか，最後のところで 未だ詳

ならず とある。

そこで，梵文経典の和訳において，puspaputaという語（puspa(花・華)

-putaという合成語）がどのように表されているのかを調べてみると，梵文

法華経 では，⑴華
⑺

囊，⑵花
⑻

弁，⑶花のうて
⑼

な，⑷花（華）〔を盛った〕
⑽

器とあり，梵文 十地経 では，⑴花 ，⑵花鉢，⑶華籠とあり，梵文

無量寿経 では，⑴華束，花束，花の束，⑵華聚，⑶花を盛った器とあ

る。このように，puspaputaの和訳も混乱していることが分かった。梵文

阿弥陀経 と玄 訳 称讃浄土仏摂受経 には 衣 に相当する語は

ないが，ナルタン版などの版本のチベット語訳 阿弥陀経 には，me
 

tog skun buと訳され，それは puspaputaの訳語であり，その和訳は，⑴

花……籠，⑵華籠とある。仏教辞典類及び和訳において以上のように，ま

ちまちに理解されいる現状であるので，もう少し明らかにならないかと調

査・研究を進めて，まとめたのが 拙論 であり，以下のような要結にし

ておいた。

１）ナルタン版などの版本のチベット語訳 阿弥陀経 に見出される

me tog skun buは puspaputaと還梵できる。とすれば，鳩摩羅什訳

阿弥陀経 における 衣 の梵語は putaである。

２）チベット語訳 阿弥陀経 にme tog skun bu，そして 阿弥陀経

に 各以衣 ，盛衆妙華 という文の中に 衣 という語があるこ

とから推して，鳩魔羅什が漢訳するのに用いた原本 阿弥陀経>には，
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puspaputaという語句があったであろう。

３）putaは 容れ物，器 の意であり，puspaputaは 花〔を盛る〕

器 のことであり，putaはそこに容れる物によって 〔花を盛る〕皿

や籠 ，〔衣を入れる〕箱 などの意となる。

４）その 花〔を盛る〕器 には複数の木の葉で作られたものがある。

木の葉で作られていて軽いからであろうか，散華されるとき花〔を盛

った〕器もろとも投げられることがある。

５）仏典には散華を表す定型表現においてしばしば puspaputaという

語句が用いられている。従って， 阿弥陀経 における 各以衣 ，

盛衆妙華，供養他方十万億仏 は，それら定型表現の一つである。

そして， 大正蔵 の，経と律関係の仏典（第１～24巻）に見出される

衣 という漢訳語を 一覧表 にして掲出した。ところが，その 一

覧表 とコンピュータに入力されている 大正蔵 より検索した，

という語の前後の語句を見比べてみると，次のような仏典に 衣 とい

う語のあることが判明した。

１）支婁迦 訳 真陀羅所問如来三昧経 （以下 真陀羅所問経 と

いう。147～188年訳出）

２）竺法護訳 仏昇 利天為母説法経 （以下 仏昇 利天経 という。

265～274，或いは280～289年訳出）

３）安法欽訳 道神足無極変化経 （280～289年訳出）

４）那連提耶舎訳 徳護長者経 （583年訳出）

５）義浄訳 毘奈耶破僧事 （以下 破僧事 という。695～711年訳出）

以上の五つの仏典を追加し，他にも増補，訂正して，次頁のような 改

訂・一覧表 となった。 一覧表 とこの 改訂・一覧表 と最も異なる

のは，初めに 真陀羅所問経 が加えられたことである。
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改訂・ 衣 （ を含む）という漢訳語・出典一覧表

仏典名 訳出者 訳出年(A.D.) 大正蔵 (頁，段)

真陀羅所問経 支婁迦 147～188 15（355，上)

須真天子経 竺法護 266 15（111，下)

仏昇 利天経 竺法護 280～289 17（793，中)

道神足無極変化経 安法欽 280～289 17（806，中)

密迹金剛力士経 竺法護 288 11（ 63，中)

漸備一切智徳経 竺法護 297 10（492，中)

阿差末菩薩経 竺法護 307 13（586，中)

無量清浄平等覚経 12（288，中)

阿弥陀経 鳩摩羅什 402 12（347，上)

法華経 鳩摩羅什 406 9（ 12，中)

9（ 23，上)

9（ 23，下)

9（ 24，上)

9（ 24，中)

自在王菩薩経 鳩摩羅什 407 13（932，中)

千仏因縁経 鳩摩羅什(？) 397～418 14（ 67，上)

不思議光菩薩所説経 鳩摩羅什(？) 397～418 14（673，上)

大荘厳法門経 那連提耶舎 583 17（832，上)

徳護長者経 那連提耶舎 583 14（846，下)

破僧事 義浄 695～711 24（198，中）

諸仏境界摂真実経 般若 781～810 18（271，上)

＊ とある。 ＊＊ 麗版 （ 大正蔵 の底本）には とあるが，

宋版 ， 元版 ， 明版 では 衣 とある。
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この経典の訳出者が支婁迦 とすれば，彼の訳経期間は 漢桓帝・霊帝

時 （147～188）とされていて，この経典に 衣 という語があるので，

現存する漢訳仏典の中において 衣 という訳語は支婁迦 が初めて

用いたことになる と訂正しなければならなくなった。そして， 無量清

浄平等覚経 の訳出者問題も白紙に戻さなければならないことになり，こ

の点について， 改訂・拙論 では 筆者にとっては今後の課題として保

留したい と訂正することにした。

以上のように，漢訳仏典の訳語調査については，コンピュータを利用す

ることによって，見落としや過失を訂正することができた。正確さが要求

される文献学などにおいてはコンピュータの活用は，今後，更に重要性を

益すことであろう。

２ 共命鳥 について

鳩摩羅什訳 阿弥陀経 に次のような箇所がある。

復次，舎利弗，彼国常有種種奇妙雑色之鳥。白鵠 ・孔雀・鸚鵡・舎

利・迦陵頻伽・共命之鳥。是諸衆鳥，昼夜六時，出和雅音。

＊ 宋版 ， 元版 ， 明版 の三本では，鵠＝鶴。

極楽国土に常に存在する鳥として，白鵠・孔雀・鸚鵡・舎利・迦陵頻伽

と共に 共命之鳥 ，すなわち 共命鳥 が挙げられている。梵文及びチ

ベット語訳 阿弥陀経 には 共命鳥 は出てこないが， 阿弥陀経 の

異訳である玄 訳 称讃浄土仏摂受経 には 命命鳥 と訳されている。

ところでこの 共命鳥 は，一般的な辞典，例えば 広辞苑 （1998，

第５版）では，〔仏〕一つのからだに頭が二つあるという，想像上の鳥。

命命鳥 とあり， 日本国語大辞典 や 大辞泉 も全く同じ説明である。

それでは，仏教辞典はどのように記述しているのであろうか。 望月辞
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典 を見てみると，次のようにある。

耆婆耆婆 jıvajıva動物 梵名。巴梨名同じ。西蔵名 san-san-tehu.。

又梵名 jıvajıvaka，jıvamjıva，jıvamjıvaka，耆婆耆婆迦，耆婆耆波

迦，時婆時婆迦に作る。命命，生生，又は共命と訳す。雉（或は

）の一種。其の鳴声によりて名づけられたるものにして，（以下，

慧林音義第四，翻訳名義集（法雲編）第六，大唐西域記第七，善見律毘婆

沙第二，仏本行集経第五十九，阿弥陀経通賛疏巻中，阿弥陀経疏鈔（ 宏）

第三之一を引用。善見律毘婆沙以下の記述は，―筆者註）共に亦二首一身

を実在の禽鳥となせる者にして，恐らくは悉く不可ならん。……

広辞苑 などの，一般的な辞典類が 一つのからだに頭が二つあると

いう，想像上の鳥 とするのに対して， 望月辞典 では， 雉（或は

）の一種 という説を解説の最初に出しているように，仏教辞典類にお

いては 共命鳥 は必ずしも 想像上の鳥 ということだけに限定される

ものではなく，インドでは実在の鳥であるとする。これは恐らくインドや

ヨーロッパなどから出版された梵語辞典に拠っていると思われる。次に，

近年，日本で出版された，漢訳や梵語経典の和訳本とその註釈を見てみる

と， 供命の鳥は命命鳥ともいい，人面禽形で一身二頭という。 とか，

命命鳥―jıvaka jıvakaの訳。生生，共命とも訳され，その鳴声によって

名づけられたもの。雉の一種で，尼波羅国（ネパール）等に産すという。

仏本行集経には，一身二頭の鳥として神話が述べられている。 とか，

とかあって，まちまちである。なお， 阿弥陀経 や 無量寿経 な

どによれば，極楽国土には三悪趣の名（または三悪趣という言葉）すらなく，

畜生に属する鳥たちはすべて阿弥陀仏によって教えの言葉を宣流するため

に化作されたものであるという。極楽国土における 共命之鳥 はもとも

と実在の鳥として説かれているのではない。しかし， 阿弥陀経 にある
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ような， もろもろの鳥たちが和雅の声を出す という箇所だけに限って

みれば， 極楽の光景に類似する描写 の一部分として，インドにおける，

仏教内・外の諸文献にしばしば出てくるものである。それはいわば定型表

現の一つであり，それらの定型表現を検討することによって， 阿弥陀経

の 共命之鳥 をめぐる諸問題について えてみることができる。そこで，

阿弥陀経 における 共命之鳥 について という論文において，定型

表現として鳥たちが列名されている中の，あるいは単独で出てくる 共命

鳥 （‘jıvamjıvaka’， 命命鳥 ， 耆婆耆婆鳥 など）という語を有する箇所

を取り出し，検討してみた。その結果，次のようなことが判明した。

鳥たちの列名表現におけるジーヴァンジーヴァカ（本稿では，梵語

名はジーヴァンジーヴァカと表す）は，インド（以下において述べる，

雑宝蔵経 や 根本説一切有部毘奈耶 の成立に関わりがあると見られる

時代の西北インドを除く）において実在の鳥であり，雉の一種であり，

一身二頭の想像上の鳥ではない。したがって，鳩摩羅什が漢訳するの

に用いた原本 阿弥陀経>にもこのような列名表現があって，ジーヴ

ァンジーヴァカがその中に入っていたと思われるから，それはやはり

実在の鳥であった。それを何故敢えて 阿弥陀経 において 共命之

鳥 と訳したのか。西暦402年に 阿弥陀経 が鳩摩羅什によって訳

される直前の383年に，西域に近い涼州出身の竺仏念によって訳出さ

れた 阿毘曇八 度論 において初めて 共命鳥 が現れる。鳩摩羅

什はこの訳語を手がかりに阿弥陀仏によって化作された極楽の鳥に限

って 共命之鳥 と訳したものと思われるが，それには他にも理由が

あったと見たい。既に干潟龍祥博士が 阿弥陀経の焰肩仏について

（山口博士還暦記念 印度学仏教学論集 所収）という論文において， 焰

聚 とでも訳すべき arciskandhaを，鳩摩羅什は彼の故郷である西
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域において見ていた，肩から焰の出ている仏像にヒントを得て 焰肩

仏 と訳したのではないかという見解が出されているが，それは 共

命之鳥 にも当て嵌まるように思われる。すなわち，西アジア起源の

双頭の鷲が，イラン高原からパキスタンに伝わり，シルカップの仏教

祠堂（一世紀前半）に表され，その双頭の鷲の造形表現がシルクロー

ドの仏教国であったコータンにおいて，紀元三～四世紀頃に作られた

と見なされている，一身二頭人面のテラコッタ製の 共命鳥像 （東

京博物館）となっているというのである（杉山二郎 共命鳥についての

一 察 足利惇氏博士喜寿記念 オリエント学・インド学論集 参照）。鳩

摩羅什は，絵画，造形，物語によって見，聞きしていた一身二頭の鳥

のイメージを極楽にいるジーヴァンジーヴァカに重ねて訳したもので

あろう。なお，インドでは実在の鳥であったジーヴァンジーヴァカが，

一身二頭の鳥として仏教の説話に登場する 雑宝蔵経 （472年訳出）

は，ミリンダ王やカニシュカ王の記事が採録されていることなどによ

って， 北方仏教徒の所伝に係る経 と見られていること，同じく一

身二頭のジーヴァジーヴァカの説話が見られる 根本説一切有部毘奈

耶薬事 と 破僧事 を伝持してきた有部の根拠地の一つが北西イン

ドであったことなど，一身二頭のジーヴァンジーヴァカの成立の時代

や成立の地域を える上で注目すべき点ではないかと思う。

以上のような要点を得ることができたのは，コンピュータに入力されて

いる 大正蔵 （第１巻～32巻）より検索したジーヴァンジーヴァカの漢訳

語であるので，その 一覧表 を最後に掲出しておくことにする。なお，

Ｔとあるのは 大正蔵 ，次の数字は巻数，ｎは仏典番号である。Ｔ以下

の各一行はコンピュータ（中華電子仏典協会製作 大正蔵 ）から検索した

ものである。参 とさせていただく。
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Jıvamjıvaka漢訳語・出典一覧表

仏典名 訳出者 訳出年(A.D.) 漢訳語

応弁会（大宝積経） 道真(?) 280～312(?) 命命

T11n0310 p0557b07 拘那羅鳥音 命命拘吉羅

八 度論 竺仏念 383 共命鳥

T26n1543 p0773b25 鳥鴛鴦雁鶴孔雀鸚鵡千秋共命鳥 能飛

阿弥陀経 鳩摩羅什 402 共命之鳥

T12n0366 p0347a13 白鵠孔雀鸚鵡舎利迦陵頻伽共命之鳥

十誦律 鳩摩羅什 404 命命鳥

T23n1435 p0243b27 鸚鵡舎利鳥鳩耆羅鳥命命鳥 雀 向中

法華経 鳩摩羅什 406 命命（jıvakajıvaka)

T09n0262 p0048a18 命命等諸鳥 悉聞其音聲

弥 大成仏経 鳩摩羅什 397～418 命命之鳥

T14n0456 p0429c11 而有八功 水 命命之鳥鵞鴨鴛鴦 孔雀鸚

自在王菩薩品（大集経) 曇無 397～418 命命鳥

T13n0397 p0020c22 聲 秋月孔雀聲 拘枳羅聲 命命鳥聲 干

T13n0397 p0138b18 事牛者即現牛像 事命命鳥現命命像 有

無想経 曇無 397～418 命命鳥

T12n0387 p1080c11 復有無量命命鳥王無礙王等 亦於晨朝

地持経 曇無 397～418 命命鳥

T30n1581 p0898b16 聲 拘耆羅聲 命命鳥等 鳥之聲

大般涅槃経 曇無 421 耆婆耆婆鳥（jıvajıva）

T12n0374 p0369a22 鳥 耆婆耆婆鳥 如是等諸鳥持諸花果來至

共命

T12n0374 p0432c21 犬 猴孔雀鸚鵡共命及拘枳羅 豺狼虎

命命鳥

T12n0374 p0396a23 然 善男子 如迦蘭伽鳥及命命鳥 其聲清

T12n0374 p0570a18 青雀飲雄雀尿而便得娠 如命命鳥見雄

神通変化経 求那跋陀羅 424～453 命命

T09n0271 p0300b21 命命諸鳥出種種音 多諸 蜂出妙音聲
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浮陀跋摩・道泰等毘婆沙論 439 共命（八 度論と同文)

T28n1546 p0044c29 共命等諸鳥 而能飛行乃至廣説 然神不勝

雑宝蔵経 吉迦夜・曇曜 472 共命（一身二頭)

T04n0203 p0464a08 但今日 昔雪山中 有鳥名為共命 一身二

善見律毘婆沙 僧伽跋陀羅 489 耆婆鳥

T24n1462 p0687c01 華杖 鳥杖者 鷹 耆婆鳥 耆毘迦

尼乾子経 菩薩留支 520 耆婆耆婆鳥

T09n0272 p0362c05 頭摩花以覆水上 昆崙遮鳥耆婆耆婆鳥 常

正法念処経 瞿曇般若流支 534or539 命命鳥

T17n0721 p0302c11 倶翅羅 名命命鳥 名孔雀鳥 名鸚鵡鳥 名

得無垢女経 瞿曇般若流支 541 命命

T12n0339 p0106a12 大梵天王聲 命命之音聲

月灯三昧経 那連提耶舎 557 命命（jıvanjıvaka）

T15n0639 p0567a11 拘翅頻伽及孔雀 命命等鳥妙音聲

除障滅罪経 那 多 587 命命

T21n1348 p0862b10 亦如迦陵頻 命命等諸鳥

仏本行集経 那 多 591 命命鳥

T03n0190 p0660c14 鸚鵡孔雀拘翅羅鳥命命鳥等 無量無邊

命命之鳥

＊ T03n0190 p0773b28 命之鳥 五百白象 皆悉六牙 五百白馬 頭（筆者補足）

観察諸法行経 那 多 595 命命鳥

T15n0649 p0742a21 中 鴈 孔雀鴛鴦 迦羅類迦命命鳥

大威徳経 那 多 596 命命鳥

T21n1341 p0785c22 (命命鳥) 娑( )拘 安遮(穀禄鳥)摩由邏(孔雀鳥)求求

護国会（大宝積経） 那 多 585～604 命命鳥（jıvamjıvaka）

T11n0310 p0466b02 羅鳥 迦陵頻迦鳥 命命鳥 彼等諸鳥若欲

大乗荘厳経論 波羅頗蜜多羅 632 命命鳥（jıvamjıvaka）

T31n1604 p0619c21 者 韻清亮故 梵聲者 出遠去故 命命鳥聲

菩薩蔵会（大宝積経） 玄 645 命命

T11n0310 p0231c24 語 音語 命命音語 鴈王音語 鹿王

29仏教研究の一，二の問題（畝部俊英)



伽師地論 玄 646，647，648 命命

T30n1579 p0494b07 明咒 風鈴樹響鸚鵡 百舌 命命

称讃浄土経 玄 650 命命鳥

T12n0367 p0349b04 鸚鵡 羅頻迦 命命鳥等 如是 鳥 夜六

順正理論 玄 654 命命鳥

T29n1562 p0441c17 命鳥等 不可一處二身根生 如是便違有對

大毘婆沙論 玄 659 命命鳥（八 度論と同文）

T27n1545 p0059b18 命命鳥等 雖如意自在飛翔 空 而神力威

発智論 玄 660 命命鳥（八 度論と同文）

T26n1544 p0919c14 非餘 如 鴈孔雀鸚鵡舎利命命鳥等 雖如

集異門足論 玄 661，663 命命鳥

T26n1536 p0403b23 何 如 鴈孔雀 鸚鵡春鸚離 命命鳥

大般若経・初会 玄 663 命命鳥

T06n0220 p1060c27 羅頻迦命命鳥等 音聲相和遊 其中 是諸

百福相経 地婆 羅 683 共命鳥

T16n0661 p0330a07 孔雀王像 二十六者共命鳥像 二十七者迦

百福荘厳相経 地婆 羅 683 共命鳥

T16n0662 p0332b11 五十九者迦陵頻伽像 六十者共命鳥像 六

方広大荘厳経 地婆 羅 683 命命（jıvamjıvaka）

T03n0187 p0584c16 鴈鴛鴦命命諸鳥出和雅音 有八萬四千

命命鳥（jıvamjıvaka）

T03n0187 p0587b09 如迦陵頻伽聲 如命命鳥聲 如殷雷聲

共命之鳥（jıvamjıvaka）

T03n0187 p0565c27 鴦 孔雀翡翠迦陵頻伽 共命之鳥出和雅音

根本説一切有部毘奈耶 義浄 703 命命鳥

T23n1442 p0639a14 舎利倶［打－丁＋只］羅鳥命命鳥等 便以種種諸

一字仏頂輪王経 菩提流志 703 共命之鳥

T19n0951 p0230a27 上又畫白鶴孔雀迦陵頻伽鸚鵡舎利共命之

不空 索神変真言経 菩提流志 703 命命鳥（jıvamjıvaka）

T20n1092 p0249c17 子頭口印 命命鳥印迦陵頻伽鳥印 共命鳥
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芻尼毘奈耶 義浄 710 命命鳥

T23n1443 p0920a22 鸚鵡舎利鳥倶［打－丁＋只］羅鳥命命鳥等 便以種種

薬事 義浄 695～711 共命鳥（一身二頭)

T24n1448 p0069c26 有菩薩 在不定聚 傍生之中 作共命鳥 一身

破僧事 義浄 695～711 共命之鳥（jıvajıvaka）

T24n1450 p0195b05 近此海邊有一共命之鳥 一身両頭 一鳥名

三律儀会（大宝積経） 菩提流志 706～713 命命

T11n0310 p0002b19 鴈鴛鴦命命等類 依之而住 是諸 生 以佛

輸波迦羅(善無畏)蘇婆呼童子請問経 726 共命鳥

T18n0895ap0731a19 諸天修羅薬叉龍等 伽路羅共命鳥等

菩提 荘厳陀羅尼経 不空 746～774 共命之鳥

T19n1008 p0669b24 陵頻伽共命之鳥及餘吉祥諸鳥 金嘴金髻

理趣経 般若 788 命命

T08n0261 p0866c04 鸚鵡舎利迦陵頻伽 拘枳羅拘那羅命命等

般若・牟尼室利守護国界主陀羅尼経 790 命命之鳥

T19n0997 p0529b02 鴈鴛鴦 拘枳羅鳥命命之鳥 迦陵頻伽種種

心地観経 般若 790 命命鳥

T03n0159 p0293a26 復有無量無 禽 諸王 命命鳥王 鸚鵡鳥

護国尊者所問大乗経 施護 994 命命鳥（jıvamjıvaka）

T12n0321 p0009c14 伽 命命鳥等 如是 鳥倶善人言 毎群飛

妙吉祥菩薩所問大乗法経 法護 994 命命

T14n0473 p0517b27 命命佐沙鳥 拶倶 鴛鴦

給孤独長者女得度因縁経 施護 1006 命命（jıvamjıvaka）

T02n0130 p0851a08 鴈鸚鵡孔雀舎利 倶枳羅命命等種種異鳥

如来不思議秘密大乗経 法護 1037 共命鳥

T11n0312 p0719c22 者如梵王聲 三十九者如共命鳥聲 四十者

大乗菩薩正法経 法護 1041～1048 命命鳥

T11n0316 p0817b11 雀王遊 聲 如拘枳羅聲 如命命鳥聲 如鹿

大乗智印経 吉祥等 1095 命命

T15n0634 p0483a20 命命頻伽及鸚鵡 如是 鳥皆和鳴

31仏教研究の一，二の問題（畝部俊英)



註

⑴ 同朋仏教 第35号，同朋大学仏教学会，1999年７月，114-89頁。

⑵ 中華電子仏典協会製作の 大正新脩大蔵経 より検索。

⑶ 同朋大学論叢 第83号，同朋大学同朋学会，2000年12月，114-101頁。

⑷ 以下の漢訳仏典についての 大正蔵 巻数，頁，段は，本稿に掲出する二

つの 一覧表 を参照。

⑸ 望月仏教大辞典 第１巻（世界聖典刊行協会，1971年，第５版）273-274

頁。

⑹ Saddharmapundarıka-sutram,Romanized and Revised Text of the Bib-

liotheca Buddhica Publication by Consulting A Skt.Ms.& Tibetan and
 

Chinese Translation.,by U.Wogihara and C.Tsuchida,Tokyo,1934,p.

148,l.18.,p.149,l.6.

⑺ 南条文雄・泉芳 共訳 梵漢対照 新訳法華経 （平楽寺書店，1971年，第

６刷）187頁。

⑻ 坂本幸男・岩本裕訳注 法華経 （中）（岩波文庫，1964年，第１刷）35頁。

⑼ 松濤誠廉・長尾雅人・丹治昭義訳 法華経 Ⅰ（ 大乗仏典 第４巻，中

央公論社，1975年）194頁。

⑽ 中村瑞隆 現代語訳 法華経 上（春秋社，1995年）161頁。

龍山章真訳註 梵文和訳 十地経 （国書刊行会，1982年，再版）223頁。

川瀬光順 大乗道の実現 梵文十地経現代語訳註 冨山房，1942年）352頁。

荒巻典俊訳 十地経 （ 大乗仏典 第８巻，中央公論社，1974年）330頁。

南条文雄 支那五訳対照梵文和訳仏説無量寿経・支那二訳対照梵文和訳仏

説阿弥陀経 （平楽寺書店，1958年，第三刷）205頁。なお，マックス・ミュ

ラーの英訳は “bunches of flowers”となっている（The Larger Sukhavatı-

vyuha, translated by F.Max Muller,Sacred Books of the East,Vol.49,

Part II,Oxford 1894,p.47）。

中村元・早島鏡正・紀野一義訳注 浄土三部経 （上）無量寿経（岩波文

庫，1991年，改訂版）81頁。岩本裕 大無量寿経 極楽の素晴らしく見事な

景観 （ 仏教聖典選 第６巻 大乗経典 ⑷所収，読売新聞社，1974年，

130頁）。

藤田宏達訳 梵文和訳 無量寿経・阿弥陀経 （法蔵館，1975年）111頁。

大谷光瑞 梵文原本和訳 無量光如来安楽荘厳経 （京都，光寿会，1929

年）95頁。

山口益・桜部建訳 無量寿経 （ 大乗仏典 第６巻，中央公論社，1976年，

32 仏教研究の一，二の問題（畝部俊英)



63頁）。

河口慧海 蔵和対訳 阿弥陀経 の蔵訳（底本はナルタン版， 浄土宗全

書 23， 梵蔵和英合璧 浄土三部経 所収，山喜房仏書林，1972年，再版，

344頁，20行）。

The Smaller Sukhavatı-vyuha, Desciption of Sukhavatı, the Land of
 

Bliss,Collaterating Sanskrit,Tibetan,Chinese Text with Commentarial
 

Foot Notes,Part I, ed. by Hideo Kimura, Ryukoku University,Kyoto,

1943,p.21. のチベット語訳の脚註参照。

註 の前掲書，345頁。

寺本婉雅註 西蔵所伝 仏説阿弥陀経 （ 蔵漢和三体合璧 仏説無量寿経・

仏説阿弥陀経 所収，国書刊行会，1981年，再版，96頁）。

大正蔵 55巻，６頁，中段。

金沢篤 共命鳥（耆婆耆婆鳥）―善悪具現の双頭の鳥 （中村元編著 仏

教動物散策 （東京書籍，東書選書，1988年，241-242頁）参照。

註 の前掲書， 浄土三部経 （下）（ワイド版岩波文庫，1991年，第１刷）

171-172頁。

註⑻の前掲書， 法華経 下（岩波文庫，1967年，第１刷）355頁。

同上書，97頁。

藤田宏達 原始浄土思想の研究 （岩波書店，1970年，第一刷）474-505頁

参照。

香川孝雄先生古稀記念論文集 に掲載される予定。

最近の解説（ 信祐爾 作品解説 （ 世界美術大全集 東洋編，15，中央

アジア，小学館，1999年，412頁）によれば， ６～７世紀 のものと見られ

ている。なお， 北海沿いのアスターナ382号墓（５世紀後半頃）から発掘さ

れた刺繡のほか，河南省西峡県からは一つの体に双頭の金銅共命鳥（北魏）

が出土して いるとも述べられている。

岡教邃 雑宝蔵経解題 （ 国訳一切経 本縁部一・二，大東出版社，1971

年，改訂発行，123頁，中段）。

33仏教研究の一，二の問題（畝部俊英)




	66号_部分546
	66号_部分545
	66号_部分544
	66号_部分543
	66号_部分542
	66号_部分541
	66号_部分540
	66号_部分539
	66号_部分538
	66号_部分537
	66号_部分536
	66号_部分535
	66号_部分534
	66号_部分533
	66号_部分532
	66号_部分531

