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シャーンティヮ~― ヴァの< >廻向 |

して 一―新旧『入菩薩行論』最終章を中心と (1)

はじめに 一問題の所在一

よく知 られるように、シャーンティデーヴァ (Santidcva,690‐ 750頃)の主著

『入菩薩行論』には新旧のテキス ト伝承がある D。 これノら新旧の両伝承に関 1/て 、

すでに判明 tノ たのは、大要、以下のような諸点である。

旧本は敦建出士のチベット語文献にのみ伝承され′、総計で 712.5偶 、著者名l

も大アクシャヤマティ (Bk〕 gr()sm(y)i Zad pa,*Aksayamati)と ありか、こ■の旧本が、

現行のチベ ッ ト語訳大蔵経 。テンギュル (論書の翻訳)内 の『入菩薩行論』の

コロフォン (奥書)が伝える、ペルツェク訳の第 1次翻訳の原本に相当する。

これに対 して、サンヌ、クリット本、漢訳、チベ ッ ト語訳 (版本 )、 モンゴル語

訳 が伝承 す るテ キス トはいずれ も新本 系統 で あ る。 サ ンス ク リッ ト本

(Bθttjεαッルα′′rα,以下 BCAと 略称)お よびチベ ット語訳版本では 一一部の

出入 りはあるものの 一 いずれも総計 913偶からなり、著者名はシャーンティ

デーヴァで、現行のチベ ット語訳コロフオンうが以 下のように伝える中の、ロデ

ンシェーラプによる第 3次翻訳の原本の系統に属する。3度の翻訳の経緯は、

第 1次翻訳 :9C初頭 dPJ biscgs tt SarvttiadCVa(以 下、BSA‐ 1と 略称)

第 2次翻訳 :10()後 半～1lC前半頃 Rin chcn bzallg po,Sakya b10 gros十

Dhalma`rbhadra(以下、BSA‐ 2と 略称)

第 3次翻訳 :11()後 半頃 Blo ldan shcs rab l Sl11■ ati`ni(以 下、BSA-3と 略称)

とい うものであるが、第 1次翻訳はカシミールの写本に拠 り、第 2次翻訳はイ

ン ド中部地方 (=ガ ンジス河中流域)由 来の写本に拠つたこと()示 されている。

前者は旧本系、後者は新本系のサンスクリット写本にそれぞれ依拠 したと推定

される。。ロデンシェージプによる第 3次翻訳は、後者の リンチェンサンポによ

る第 2次翻訳を 「再訳 し、完成 させたJと い うう。

さて、新旧両本の概要は、以下のとお りである。 (以 下の表内で、BCAは現行

のサンスクリッ ト本を、BSA‐ 3はそれに対応
｀
ケるロデンシェーラブ'訳 の第 3次

チベ ット語訳本を、BSJへ‐]は敦爆本が伝承するペルツェク訳の第 ]次チベ ット

語訳本をさす。)

論

斎 藤 明
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早            _̈__(昼妊弦Q _____
1.苦提心の讃嘆(Bodhicittinu`amsa)

2.罪悪の懺悔(Pipadesan5)

3. 菩提心σ)把捉(Bodhicattaparigraha)  (33)  3. (33.5)

4.菩 提心への専念(Bodhicit愕 pra11li(la)(48)4.(48)
5,正 知の保持(Sattprajanyaraksatta) (lo9)5.(109)

BSA‐ 1

1.(36)

6.忍 耐の完成 (Ksttlltipユ ratrxlit晨 )

7.  精励σ)完成 (Ⅵryaparalniぬ )

8.瞑 想の完成 (Dlly晨 1laparainit晨 )

9.智 慧の完成 (Pralittpttranliti)

_=LttQ量 n鯉二)__

偶頌総数 9]_3

(66)2.(65)

(134)  6.(134)

(75)  7. (76)

(186)  8.(187)

(168)  9。 (167)

■9_■o,_雄二D_
913

2. (98)

3. (48)

4. (941)

5.(1_27)

6. (84)

7. (59)

8. (90.5)

■_塁 __
702.5

テキス トに関 lノ て 1日 本 (13SハL-1)か ら新本 (13SA‐ 3,BCA)を 見るとき、全体

の偶頌総数が 702.5偶から9]_3偶へ、すなわち 3害1程度増えたことになる。た

だヒノ、これまでに考察 tノ たように、両本を詳 t/く 比較 してみると、いくつかの

興味深い事実が浮かび上がってくる。まず、第 1章の偶頌数に相違はないが、

冒頭に置かれた帰敬偶には、旧本および新本それぞれの性格 とともに、両者 と

『学処集成』

'ぉ

おα
“
νσθのノθ

'1の

関係を考える上で興味深い相違がある 0。

次にまた、「菩提心の把捉」と題する 1日 本第 2章を新本では、前からおよそ 3

分の 2に あたる 65偶 (Skt.本 =I〕CAでは 66偶 )音る分を後ろの 33偶 と切 り離

t/、 前者に 「罪業の懺悔Jの 章題を与え、後者を元の全体の章題である 「菩提

心の把捉Jで呼ぶ。こ_れ により、新本は結果 と lン て論全体を 10章 立てに lノ てい

る 7)。

旧本 と新本には、このlLに 1)、 偶頌数の相違 とは別に、偶頌内容の部分的な

相違、偶頌の出入 り、偶頌の順序や配置の相違、一群の/PJ頌 の章を越え_た 移動
うなどが見̀ら ねノる。このような両本の相違とその背景をめぐっては、全章に及ぶ

詳細な分析 と比較考察が期待 さねノるが、本稿では、最終 「廻向」章に焦点をあ

てて考察を加え_た い。

とくにこの最終第 10章 (1日 本第 9章 )は、先の対照表にもうかがえ_る ように、

新本の偶頌数が、 1日 本に比べて唯一少なくなっている点が注 目されノる。対照表

が示すように、新本の第 4章 (=1日 本第 3章)ま では偶頌数に差異はなく、こ

れに対 して、第 5章以降の偶頌数については、新本が全体 として旧本をかなり

増広 1/て いることが分かる。その例外 とt)い えるのが
"、

この最終 1廻 向J章で

ある。これlノ は~体なぜなのであろうか。本稿では、この問題に焦点を当て、新
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旧両本のテキス ト

新旧『入菩薩 (菩提)行論』 (BSA―
-1,BCA)1の 最終 「廻向」章の

写本 とテキス トについて

敦違出上チベ ット語写本には、 1日 本『入菩薩行論』 (BSA‐ 1)第 9「 廻向J章

を収載する写本が 3点 あ Z311)。 その 1つ は、Steirl N().628(Ka 22a3‐ 23b8)1お

よびこれノと元来一体の写本で、最終の 1業のみに相当ける Pelliot NO.794(Ka

24al‐b8)で ある。第 2は Stein No.629で 、40枚 中の 24枚のみが伝わる部分写

本であるが、最終章の一部に相当する 4葉 (Ka 37‐ 40)は、全体で 66偶からな

る最終第 9「 llnl向 J章の第 12偶 (第 3詩節)以降のテキス トを伝える。第 3は

SteiII No.630… I(Ka(〕lla)で 、当該章のみの完本である。 (以下、Stci11お よび

Pelliot収 集チベ ット語写本は、それぞれ St,Pt.と 略称する。)

紙幅の制約もあるため、本論文は複数回に分害1ヒノヽ (1)旧本 66偶 のテキス ト

および和訳、(2)新本 57.5偶のテキス トおよび和訳を提示 tノ た うえで、(3)両者

の内容を分析 tノ 、そねノぞれノに関連する諸注釈が示す理解を参照 1/な がら、比較

考察するとい う手順をとりたい。

テキス トについては、 1日 本は St.628+I)t,794を 底本 として提示 し、St.629

あるいは St.630-Iに 照 らヒノて読みを訂正する必要があると判断される場合には、

その異読と典拠を注記する。なお、St.630-1は本稿末尾に [付録]と して示す。

また、和訳に際 ヒノては、基本的に上記のテキス トに拠るが、新本 と内容が重

なると推定される場合には、新本のサンスクリット本 (Minayev校訂本 10)を

参照 し、旧本が依拠 t/た と推定されるサンスクリッ ト語テキス トをアステ リメ

ク(★)を付 tノ て後置する。なお、部分的な語句の相違が想定される場合には、そ

の箇所を太字で記す。

ただ し、Millayev校訂本に関し Cは、問題箇所が少なくない。本稿では東京

大学総合図書館所蔵写本 (松涛 Nos.260‐ 264)の 中の、第 10「廻 1旬 J章部分を

伝える Nos.260,261,264を 照合 t/て 部分的な修正を力uえ _、 その旨を注記する 19。

(当 該の 3写本は、そねノぞれ「F260,T261,T264と 略称
‐
ケる。)

旧本『入菩薩行論』 (BSA l)第 9「廻向」章 ―テキス トと和訳一

さて、以下では第 1偶から第 15偶 までの旧本の和訳、テキス ト、依拠 ヒ/た と

推定されるサンスクリッ ト語テキス ト、および注記を順に示す。各詩頌の訳文

の前に置く番号は旧本 13SA‐ 1の偶頌番号で、その後に新本 BCAの番号を( )

内に記す。
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No.(Skt.No.)

1(1)

「さとりへの行 (菩提行)|こ入ることを思念する私の浄善、 これによって、す
べての生類はさとりへの行に入る者であれノOJ

bdag gis byang cub spyod pa la〃 jug pa rnaln par bsams pa yi//

dge ba gang des'gro ba kun〃 (a4)byang clll)spyod la itlg par shog//
*bodhisattvacalyravatara■ lm(3 yad vicintayatah`ubhaln/

tella saⅣ cianatt santu bodllicavavatarillall1//

(l BCA―宙bllisanab)

2(2)

「すべての方位 に、身心の苦難に悩 まされ る者がいるかぎ り、かれ′を)は私のも

ろもろの善行によ り、安楽 と歓喜の海 を得 2)れ′よ。J

phyogs rnalns kuI〕 na lus dang selΥIs〃 sdug bsngal nad pa ci snyed pa〃

de dag bdag gi bsod nallls kyis〃 bde dgatrgya rntsho thob par shog//
*salvasu diksu yavantab kayaCittavyatllaturah/

tc prapnuvallttl matputtyaih sukllapramO(lyasagaran//

3(3)

1仏 の安楽を得 るまでは、かオ1ノ らの安楽は消え うせ ることなかれ。世の人は、

絶えることのない至高の安楽を得:ら れ よ。

de dag sangs rgyask)de t1lob gyi〃 1)ar(lu bde ba nyams malgyllrd//

(a5)'gro ba bla na nlyed I)a yi//bde ba rgyudl myi'cha(1 lthol)shog//
■2abuddhasaukhyaptillljyanir2 1na bhtlt tesanl sukhyasya ca3/

4allll■
arasllkllam praptul■ bhavatv4 aViratattjagat//

(l Read rgyun=St.630-I;2 BCA asattsara11l sukhttyallir;3 BCA kadacalla;

4 BCA bodhisaivasukllam*pぬ 1)tam bhavaty*[*tO be emended as prapttlm

bllavatv=T260,261,2641)

4(4)

iL間 に、なスノであれ諸々の地獄があるかざ り、そこに生 きるものた

')は

、安

楽国の安楽 と歓喜 をもつて喜ばれ よ。J

jig rten khanls na dlnyal ba daК //gang dag ci snyed yo(l pa rnanls〃 1

de dag(ll■ 1lilus can rnal〕■s〃 1)(le()all b(lc dgals dga'bar s1log//

*yravanto llarak:五
尊kcCid Vidyantc lokadhattlsu/
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sukhavalsukhamodair2 1■ odantatt testl dchinah//

(l HerC k・ 6ai ral gyi l()nlati nags tsllal yar13//was wrongly copicd and insertcd by

the scribc.21〕CA―sukhamodyair,to bc cmcndcd as― sukhamodair=′「 264.Cil

T260,261-sukllamodai。 )

5(5)

「寒 さに悩まさヤlノ るものた主)は暖熱を得よ。熱に悩まさ才lノ るものたちは清涼で

あれ。菩薩の大雲から生 じた海のくミうな水によつて。」

(a6)grang bas nyalll thag d【
.()thob shog〃 byang cub s()rrls dpali spyinl

chen las〃

byung bali chu bo lntsho yas kyis//tsha l)as nyaIIl thag bsill)ar shog//

*`ltaltab prapnuvanttlsttam tlsttartan santu Sitalaly

bodhisattvamahameghasattbhavairjalasagaraiv/

(l Rcad sprin=St.630-1)

6(6)

「刀葉の森 も、か才lノ らには歓喜の森の輝 きであれ。 また、束1の ある綿の灌木は

如意樹 となれ。|

ral gyi lo lnali nags itshal yarlg//de la dg〔 li tshal s(lug gur sh()g//

shal lna lili sdong po dag//(a7)dpag bsallll shillg(lu lkllrungs par shog/ノ

*asipatravanallll tesanl Syan nandanavanadyutily

kllta`alinalivrksa`2 cajalyantarll kalpapadaptth//

(1=T260,261,264;BCA―pattra- 2=T260,261,264;BCAス alnlalT― .)

7(7)

「雁、鴨、鵞鳥、自鳥などの愛 らしく美 しい鳴き声をともない、大きな蓮の香

りにみちたもろ t)ろ の池により、地獄の諸方は麗 しいく)の となれ。」

rnthing ril ngur pa dag dang gang l)a dang〃

gshad stsogs skad snyan'byind p〔■s ln(lzes gyurd Cig//

pad llla dri bsung()he ldan lllts1lo dag gis〃

dmyall)ali sa I)1lyogs dag lli nyains(lgar shog//

*kadambakarattdaVacakravakaha■ lsadikOlahalararnya`obhaiV

sarobhir uddamasar9jalgandhair bhavantu hrdya narakapradc`ab//

8(8)

「炭の堆積は宝珠の堆積であオ1ノ0熱地は、水品の床であれ。衆合 [地獄]の 山々
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は、書逝にみちた供養の殿堂 となねノOJ

sol phtlng d()yang rin(a8)cen I)hung porigyurd//

sa bsregs sheld kyi gzhil)stard par sllog〃

bsdus lolns ri bO rnams kyang 11lchod pa yi//

gzhallnyod khang'gyllrcl bdo gsllOgs garlg bar shOg//

*so'Agara`ir inaniraSir astll tapta ca bhib spl〕 5tikakuttilllaln Syat/

bhavantli salnghatalllahT(lhaliS ca pljavir115nab sugataprapllrtta137/

9(9)

「炭火に焼かれ′た石 と貪1の 雨は、今か らは花の雨であれ。またこの、僕1に よる

相互の闘いは今、遊戯のための花の闘いであれ。J

mdag lna rdo bsregs nltshon gyi chard pa dag//

deng nas bsung ste rlle tog(bl)chard par gyurd//

phan tshurl lntshOn gyis'(lebs pa d()yang ili//

deng nas rtse phyir llle tolg l'I)hel barl s1log//

(l Read'phen par=St.630‐ I)

*angarataptopala`astravstir〔 ldyapral)1llty astll ca pllspavlttin/

tac chastl・ aン■lddhanl ca parasparc,a klI(1夙■hanl adyasttl ca puspaン電d(lhall1//

10(10)
「
すべての肉が落ち、ジャス ミンの (1う に白い骨の身体で [地獄の]ヴ ァイタ

ラニー河の火のよ うな水に沈む者たちは、私の善行の力によつて、神の身体

を得て、神の妃たちと [天 上のガンジスたる]マ ンダーキニー河に住む者 と

なれ/。 」

chll bo rab lllyed inye danR'dra na'angl)ying ba dag//

sha kull zhigs gyurd rus kog llle tOg klln dali nl(,11()g//

bdag gis(lge bati stobs kyis lhali lus thob rlas〃

(b2)lha lllo rnanls dang lhan cig dal gyis'bab gnas shog〃

*patitasakalamamsab kulldavarttasthi(lella

dahallasalnaalayal.vaitarttlllya11l nilnagnah/

mallla kuSalabalena praptadiゃ yatnlal〕 havtth

saha stiravanitabhih santu lllan(1五 killisthtth//

11(11)

「ヤマ (閣魔)の従者や、恐ろしい烏と禿鷲は、ここにおいて突然、間があま

ねく消えさつたのを、恐れ慄きながら見1る であろう。『この、楽しみと歓びを
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1)た らす光明は誰の tぅ のか。』といって上方を眺め、虚空の中で光り輝く金岡J

手 [菩薩]を見て、歓喜の衝撃により悪業が消え_う せ、そ [の金剛手菩薩]

とともにあるであろう。」

ci phyir ldir ni gshin rieli lllyi d〔ing khwa dang bya rgOd lnyi bzad

rnam sgrag(」∂byel,//

kun nas lnun bsald bde bali(lgaiskyed byed palilnthu bzang'di khO

suli snyalll ste//

gyen du bltas na rl〔 ,trrl lrlkhali dkyil(b3)rla I)llyag na r(lo巧 o ibar l)a

bzhugs IIlthong ilas〃

rab tu dgalba'i shugs kyis s(lig l)ral bas〃 (si∂ (lc dang lhan cig
igro bar shog〃

*trastab pa`yantv akasnlad iha yallnapllrus履
いkakagrdlll・ 5`Ca ghora

dhvantatt dhvastatt stlrnantat sllkharatttananl kasya saumya prabhcyam/

iサ irdhVanl preksam]rll gaganatalagatatt varapttlimjValanta叩

drstVa pram()dyavcgttdi vyapagat〔 lduritay五単tu tenaiva sttrdhanЪ //

(l BCA pramodya― ;rcad prttin()dya― =T260,261,264)

12(12)
「香水と混ざることにより、蓮華の雨はム珈ノ。『幸せに』と、[そ の雨が]地獄

の火を消すのが見」られよ。『これは何ごとだ』と、突然の幸せに歓喜する雌1獄

に住む者たちに、蓮華手 [菩薩]の示現あれ。J

rnen tog chard pa sp()s chu dang'dres l)ab pa yis〃

dmyal bali lllllye dag chil chil gsod pa ththongl gyur nas//

glo bur(b4)1)de bas chirll pa ldi ci bsarns pa dang//

selns dmyal rnams kyis phyag rla pad lna lnthong bar shog〃
*patatu2 kamalavrStir gandhapanlyallli`rac

cham iti narakavahnillo dr`yatal,3 ili`ayant1/

kiin idam iti 4sukhCnahladitanarn akasmad4

bhavatu kamalapancr dar`anatt narakrrtttanЪ //

(l Rcad IIlthong tt St(53()― 1  2 BCA,T26 1 patati,rcad patatll t´ 1｀260,264.

3 BCA dr`yatC,rcad(1lSyata卑 =′ 1・261.(り fi′「 260 drSyata,・ T264(lr`yatan.

4 BCA stlkhcnahladitarn nakaSmad,tO bc cmclldcd as abovc=′ I｀260,261,264)

13(13)

「友 らよ、来 られよ。速やかに来られよ。怖れを除かれよ。わねノわれは生きて

いる。かの、われわれのためにや
`)て

来た、火を怖ねノさせない有髯の童子 (=
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文殊師利童子,妙音菩薩)は誰か。その威神力によりすべての災難が消え う

せ、歓喜の奔流が起 こった。菩提心 と、すべての生物の救いの母である同情

心 とが生 じた。J

grogs(lagり igs I)a lor la llings par tshllr sheg yu buli thad(lll lli〃

gaFlg gis inthu yis s(lllg bsngal tllal■ ls cha(11)ral zhing dgal bali sllugs

phyind pa'〃

(b5)igro ba kun skyob byang cub sems(lang'od dangk)rtse ba skyer(sic)

gyurd I)haソ /

gzhon ntl zur phlld can lbar jigs pa nlyed par byed l)a ci zhig phyin〃

*五ycrltayata`Tghrain bhayanil apanayata bhrataro_1lvitah smab

SalnpraptO'snlakaln esaivalttldabhayakarall ko'pi cilakllmarall1/

salwatt yasyanubhavad vyasそ ina11l apagatam ptttivcgatt pravrttah

jatatt sattbodhicittaIIl sakabjanaparitrattamata daya ca//

(l BCA cIIkumarah=T260,261,264)

14(14)
「
君たちはこの方を見よ。その蓮華の (kう な脚は幾百の神々の宝冠によつて供

養 され′、その‖艮は憐憫によって潤み、頭 Lに は、賛歌に巧みな幾千の天女の

心地よい歌声 ひび く楼閣か ら、多 くの花が激 しい雨 とふ りそそ ぐのを。 この

ような妙音 [菩薩]を見て、地獄の者た
｀
そ)に は今、歓声あねノOJ

khyed kyis lha brgyali cod pand dag gis zhabs kyi phad IIla la ll■ (〕hOd

cirlg//

thugs ries brlan spyan(lbu la IIle tog(lu lna'i tshogs kyt(1)6)chard phab

phal〃

khang brtsegs yid iollg lhta nlo stollH phrag bstod(lbyangs sgrogs ldan idi

ltos slles//

baln dbyangs dol(lra lnthollg llas da ni senls snlyal ku(〕 o'dond I)ar shog〃

*pa`yantv cnal■ bhavantab s,ul・ asatalnukutair ipijyalnal15即hripa(lmanll

karu,yad ardradrotiin`irasi llipatitanckapuspaughavlstinЪ /

kitagarair inandiaih stutimukllarasul・ astlsallasr()pagitail‐

drs"Cttha1112 mattughOsanl bhaVatu kdak」 碑 豆印1)ratalll narakallrallb//

(l BCA arcyamanll■lripadIIlain;2B(〕 A dl・ stvagre,read drStVettha■ lri T260,264;

drstvaittham T261 Cil Tib.de'dra‐ BSA I,HI)

15(15)

「このように、私の諸々の善行により、かねノら地獄の者たちは、心地よく涼 ヒノ
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く香 りよい風 と雨をともな う、普賢 [菩薩]を筆頭に現れた諸菩薩の群雲を

メ.て 歓喜せ よ()」

de ltar bdag gi dge l'tsas kun tu bzang las stsags(sゴ ∂1//

byang(〕 ub selrls dpal(b7)sgrib I)a nlyed sprin l)de ba dang//

bsil zhing dri zhinl nlJa(i ldallg chard pa il)cbs lnthong rlas〃

sems cad dmyal bをl de dag lnngon par dgar gyurd cig//

(l read stsogs,cf.St.630-I bsogs)

*iti matku`alaih SamantabhadrapramukllanttvrtabO(lhisattvalncghan/

sukha`ltasllgandhavatavlsln abhirlandantu vil()kya narakas tc//

Ⅲ 小結

以上が、 1日 本 66偶中の冒頭 15偶である。最初の 3偶が廻向 (parinamam)

の総論、すなわち 自らの善行に (Iり 、他の有
｀
晴の安楽が結果す ることを祈願す

るとい う廻向の基本形 を示す。 この後シャー ンテ ィデー ヴァは、地獄 に苦 しむ

者か ら餓鬼、畜生、そ して さまざまな苦難に遭 う人々、出家者 、さらには菩薩

や仏に対す る廻向へ と進む。本稿で扱った 15偶は、いずれ t)地獄で苦 しむ者の

苦難 を和 を)げ、その災厄か らの救済を廻向す るとい う内容である。第 11偶以降

は金剛手、蓮華手、文殊 (=妙音 )、 普賢 とい う大乗の諸菩薩による救済を祈願

する。

これ らの 15偶 に関 しては、新 1目 両本のテキス トに出入 りはないものの、一部

の詩′5ミ (第 1,3,13,14イ楓I)|ご |ま 吉5う)白勺に言吾イ可σ)本日〕皇が うかがえる。

また、依拠 ヒノたと推定されるサンスクリット語テキス トの韻律は、新本 との

対応から判断するかざり、matri‐ ccllandasの 一種である Aupacchandasika韻律

の第 15偶 をのぞき、いずれ t)aksara_cchandasで 、第 1‐6偶は Sloka(=Anustubh,8

音節 ×4),第 7‐ 9偶 は Inttavara(11× 4),第 10,12偶はMminT(15× 4),第 11,13,

14偶 は Srag(lhari(21× 4)で ある。これ らの複数の韻律から成る詩頌を旧本チベ

ット語訳 BSA-1は 、各四半偶をそねノぞねノ7,9,H,15音 節で訳出するが、第 11偶

だけは例外で、15でなく 17音節を充てている。

[注 ]

1)拙論
「
敦違出土アクシャヤマティ作『入菩薩行論』とその周辺J『り ベ`ットの仏教と

社会』 (山 口瑞鳳編)春秋社,1986,pp.79‐ 109参照。

2)拙論「アクシャヤマティとシャーンティデーヴァJ『木村清孝博士還暦記念論集 。東

アジアク、教―その成立と展開』春秋社,2002,pp 533‐ 551参照。なお、漢訳は「聖龍樹

菩薩集頌/天虐、災訳l(大正 No.1662)と す
~る

。
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3)前掲拙論 嗽 燿出土アクシ。こヤマティ作『人菩薩行論』とその周辺」pp.82-83参照。

4)Tabo寺チベット語写本に保存される BSAは 1()章本系統の訳本の写 t/で あるが、そ

の内容は BSA-3以前で、今に伝わらないリンチェンサンポ訳 (BSA‐ 2)に近似すると

推定されノる。A.Saito,"Remarks 01l the Tabo Ma111lscril)t of tlle Bθ ごねisa ιι昭―

θ22り石
"ι

万
“

",lbわθ Stこ1ごosI」ソhnus(〕Fip`s,7bx`s,Ls3ripι ゴοns andノしιs(Seri。

Orientale Ronla 87),Rollle,1999,pp 175-189;石 田智宏 「タボ写本『入菩薩行論』に

みられ′るテキス ト変容の痕跡」『坂輪宣敬博士古稀記念論文集・″、教文化の諸相』山喜

房佛書林 ,2008,pp.739‐ 756参照。

5)プ トゥンも指摘す るよ うに 、ロデ ンシェーラプによる現行 のチベ ッ ト語訳 (BSA‐ 3)

には、サンスクリット本との対応で問題点が多い。A.Saito,"Bu stoll orl tlle sJシ ο″グug

(βθごぬゴsa`′寝2ca4)組
"ι

JD",■8ns盟ゴssゴθ″θF ιハcaゎθιa12 θanθ■1(Proceedings of the

7th Senlinar of the lnterllational Asso()iati()11 lbr rllibetan Stu(lies, Graz, 1995,

Vol.III),Osterreichische Akadeini()der Wissellschafl;en,Philosophisch‐ Historischc

Ⅲ asso,Denkshriten,257.Band,ヽ Vien,1997.4,pp.79‐ 85(esp.81-84)2参丹貝。

6)拙論「Bοどんゴ6aιι″たar"vaιガ1'aと 島たs″sarrlHβcayaJ『 印度哲学″、教学』16,2001,

pp.326‐ 353(esI).335-339)参 照。.

7)拙論 「セルリンパが伝承する『入菩薩行論』とその思想」『阿部慈恩博士追悼論集・

仏教の修行法』春秋社,2()()3.1,pp 372‐ 406(esp 335‐ 339)参照。

8)前掲拙論 「敦違出土アクシャヤマティ作『入菩薩行論』とその周辺J pp.88‐ 90;石

田智宏 「『入菩薩行論』における自他平等の思想一精進章の構成について-1『 日本仏

教学会年報』64,pp(71)― (89)i同 「Bοごんゴθ2■y膚
"ι

万
“

の自他:平等論はなぜ禅定章に置

かれたかJ『丹治昭義博士古稀記念論集』関西大学哲学会,2003,pl).(53)‐ (74)参 照。

9)注 8)に挙げた諸論稿が指摘するように、自他平等性(I)aritmasamat晟 )を論じる旧本

の総計 52偶は本来第 6「精励の完成 (精進波羅蜜)」 章に置かれていたが、新本では、

総計 84偶に増広されたうえで、全体と lノ て次章 (力i本 では第 8)「 瞑想の完成 (禅定波

羅蜜)」 章に移されている。 したが
`)て

、この点を考慮すれば、新本が 1日 本に比べて偶

頌数を減らヒノているのは最終
「
廻向J章のみである。

10)['入菩薩行論』″ο濯2isだ 2ιォフaca4ガ
"ι

″́ と『入書提行論』BθごぬicalyttvaιJ“ とい

う論名の異同につい では、前掲拙論
「
敦爆出士アクシャヤマラ・ィ作『入菩薩行論』と

その周辺J pp.108-109(n.43)参 照。

11)前掲拙論「敦違出土アクシャヤマティ作『入菩薩行論』とその周辺」1)p79‐ 89参照。

12) I.P.A/1inayev,‖ Bollhicaryllvat,晨 ra",Zaprs女ゴフosιθθ力『lagο Oι∂θfelliya

r122ρθraιθrs力ag()RIIssttagり Ar力ねθοf()gi(〕 fles■ agο Oわ s力 ches″ソ√24,1890,pp.153‐ 228

13)βθ曲 ゴθalyJ″ ιJz2の サンスクリッ ト語写本は

'~Cに

30数点の存在が確認 されてお

り大
、今後、チベ ッ ト語訳ととt)に 諸註釈をも参照 1/た うえで、信頼に足に5再校訂本

の公刊が期待 される。
*塚本啓祥他編『梵語仏典の研究』平楽寺書店,1990,pl)255-258。
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[イ寸録]No.630‐ 1ロ ーーマ字テキス ト (kk_1… 15)

IX. Yongs su bsngo ba'i le'ul

(l Cf.Pt,794(=St.628)and St.629:bsllgo l)a)

NO.(Skt.NO.)

1(1)

bdag gis byallg chul)sI〕 yod pa la

jug pa darl■ (siの 1)ar b,salns pal1//

dge ba gang des'gro ba kun〃

byang chub spyod la jug par shog//

2(2)

phyogs rnams kun r18tllls(lang sems〃

sdug bsngを ll na(l pa(〕 i snyod(a2)pa/

de dag bdag gisl)so(l nams kyis〃

bde dga'rgya lllltsho t,hOb pal.shOg//

3(3)

de dag sangsl.gyas l)(le thOb gi〃

bar du bde ba nyarns inalgyur//
1gro bas bla na inye(il ipai1//

bdo ba rgyun lnyi'chad thOb shOg//

4(4)

(a3)り ig rten ikhams rla dmyal ba dag//

gang dag ci snyod yOd pa rnams//

dc dag du nilus can rnams〃

bde can b(le dga's(lBlal bar shOg//

o(5)

grang bas nyam thag dro thOl)shOg/

byang chub selns dpai sprin(a4)(〕 hen l〔ls//

byung bali chu l)o lntsho yas gis〃

tsha bas nyam thag bsil bar shOg//

137
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6(6)

ral gyi lo lnali nags tshal yallg//

de la dgaitshal sdug gur slhog//

sllal ma lili s(10ng po dag〃

dpag bsaln shing du(bl)'khrungs par shOg〃

7(7)

Inthing ril ngur pa dag dallg llgang pa dan3//

gshad stsOgs skad silyan il)yill pas lndzes gyur cing//

pad rlla dri gsurlg cllo ldall llltshogs dag gis〃

dmyal bali sa phyogs dag rlil〕 yanls dgall shog//

8(8)

(b2)sol phung do yang rill cell phung por gyur〃

sa bsregs shel kyis gzhi bstar l)ar shOg//

bsdus gzholn ri bo rnanls llyang lllchod l)ali//

gzhal myed khang'gyur bde gshegs gang l)ar shog〃

9(9)

Indag nla rdo(b3)bsregs n■ tsh01l gyi char pa dag//

deng nas bsung st,c lno tog cllar bab gyur(1〃

phan tshun intshon gyis((lcbs pa d()yang lli/

deng nas● e(Si∂ phyir lne tog'1)hen par shog/

10(10)

chu bo rab nlyed lllye darlg'dra llanピ 'byillg ba dag/

sha(b4)kun zhigs gyllr rtls khog nlon tog kurl da'i lndog/

bdag gi dge bali stolns(sゴ (う gis lhali 11ls thob nas/

111a lno rnanls dang lharl cig rlal gyis il)ab gnas shog/

11(11)

ci phyir idir ni gshin ttO rnyi dang khwa dang bya rgod llllyi bza(1

rnaln sgrag byer/

klin llas lllun bsal bde bali dgal skyed by(〕 d pali nlthu bzang'(li go

sll'i snyalll ste/
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野
‐
en du bltas na rlをllrl rnkali dkyil na phyを lg na r.d()lje'1)ar[)a

bzhugs lnthO1lg nats〃

{I【ha,al)rab du dga11)ali shugs gis sdig dttllg bl・ al nas de dang lhag
igro bar shog/

12(12)

1lle tog char pa spos chu(lang'dres'1)abs pa yis/

111a/(sゴ∂l dnlyal bali rnye dag cllil chil gsod pa rnthong'gyur nas/

glo bur bde bas chilllipa'(li ci(a2)bsanls ba(sゴ υ pa dang/

senls dmyal rnams gis/phyag nas I)a(l rr10 rl■ thollg l)を lr shog/

(1"ma/H seems to have beerl inserted llerc by the scril)c tO shO、 ・

thc change of scripts,viz.11'oΠ l dわ υ call to″ わこz r12θ d.)

13(13)

grogs dag jigs pa'01'la rヽ ings I)ar tsllul shcg yi(si∂ bllli thad dtl llL'

gang gi rnthulis sdug bsngal thallls ca(l bral zlling clgall〕 a'i sllllgj

phyind'pa/

(a3)'gro ba kun skyob byang()hub serns darlg'od clang l)1'tse bcl

skyes gyuI`dI)a1/

gzho nu zur phud can barり igs pa rllyed F)al.byc(11)a ci zhig ph卜 ‐
il■

14(14)

khyod kyis lha bl'gyali coll pan dag gis zllabs k)・ il)a(1 llli lttl lllcl10d Cillg/

thtlgs rje(a4)brlarl spyan dbll la rne tog du nla'i tsho=s hi,i=har'lDab pa/

khang bl.tscgs yid'ollg lha I1lo stong phrag bstod dbl allご ぎき」rigS l〔lall

'di ltos shes/

jaln dbyarlgs de'dra lnt1long llas(1(1 1li serns slll)‐ al ll‐.l[][l、 二111〕 ar shog/

15(15)

de ltar bdag(a5)gi dge l'tsas kun llt1 1)zang las bstご き

byang chub sems dpa'sgrib pa ll■ ye(l spllin btlt lPa li■ llぎ

bsil zhing dloi zhiln llElad ldang char pa lbebs llltil■ llぎ ll i S

serns cad(llnyal ba(1()dag lnngon par dgal・ g}‐ lll(1[if
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