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空性表現から見た『般若心経』の成立

渡 辺 章 悟

はじめに

『般若心経』の成立については、さまざまな議論が続けられているが、

未だ確定的な説はない。その原因はこれまでの心経研究が、拡大般若経

の中から幣理 されて成立した状況を |^分 に踏まえていないことによる。

近年ではJ.ナ テイヤや原田和宗の研究なども刊行され、飛躍的に研究状

況は進展 したが、相変わらず不十分な状況に変わ りはない1。

今回の論

破の日的は、この点の反省に立って、心経の骨格を為す空性表現に焦点

を当て、心経と拡大般若経の諸資料を比較検討 しつつ、その成 立過程を

再検討することである。

本稿で検討資料 とするのは、心経の梵・蔵・漢諸本の他に、その空性

説に対応する筒所 を有する拡大般若
2、

特に『 |^万 頌般若』の梵・蔵・

漢訳、『二万五千頌般若』 (PV)の Gilgit MS、 経部 と論部の二種チベ ッ

ト語訳、■ιカグsαπのα′
`″

力″″などである。 これ らの資料の検討か ら、

心経が直接ソースとした拡大般若の記述 と心経自体の成立と展開、いわ

1 
筆者が初めてこの問題を扱ったのが、[渡 辺章悟 1990.199]]で あった_その直後、

[Nattier 1992]が 刊行された。Nattierの 論文は玄奨〔訳〕心経からサンスクリット文

が作成されたことを 〕i張するもので、心経と拡大般若経との影響関係を論ずる本格

的な文献研究である。本論文は拙論の検討方法と類似 した研究であったが、 F人明呪

経』の真偽を論ずる筆者の結論とは大きく異なっていた。その後、筆者は [渡 辺

2009]を 公削したが、それは雑誌に連載したものをまとめたもので、原文を用いた文

献資本ヽ|の検討は出来なかった。次いで [原 ‖12010]ら がNatticrの説に反論を試みた.

[原 田 2010]は豊富な資料を駆使して心経の成立を論ずる力作であるが、翻訳があま

りに独自であり、また資料を用いる意図が明確でない傾向がある。一方、欧米では

[Jayarava 2007]に みられるように、Nattier論文は相変わらず支持され続けている。
2拡

大般右という般若経の分類については、 [ャ|ま 辺 2009a:28f]を 参照されたい。
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ば心経内部で略本 (小本)か ら二種の広本 (人 本)/ヽ ェ|:121;|ll的 (11'||||ヽ

れてゆく状況を解明しようとするものである.

特に、従来見落とされていた心経の異本の相違に清 ||し 、人 4、 心紆に

見られる前段 (序分)の記述から、空性表現に至るまでの文脈を検 rl l

る。次いで、その筒所に対応する拡大般若経の記述を確認 し、般才
li経

の

成立に伴った心経の成立経緯を明らかにするつもりである。

1.『般若心経』の文献資料

最初に本稿の分析に使用する『般若心経』の諸資料について述べてお

く。梵本は大本・小本の二種類、チベ ット語訳 (大本 )、 漢訳は広略 (大

小)併せて八種類を記 してある。

(1)サ ンスクリット資料

サンスクリット資料は以下の六つの |:」 本をあげておきたい「

[1]Edward Conze ed"The P/″ 力″″″′″″″―カイ″″l'″ ヽゞ′7′″,`ソο″″α′ζ,′

′乃
`五

:οyαノ.4s2α′グ
`Sο

εがιち,''1948,pp.33-51.RcI)rintcd in/J″ ″α/″ Cο′′z′

Bレ″ご乃雰′S′″″グ
`s1934-1972,Brun()Cassircr,1967,pp.148-167.

[2]中村元校訂「『般若心経』サンスクリッ lヽ 原本テクス ト」『般岩心経・

金剛般若経』 (中村・紀野共著)岩波書店、 1960年 、171-174貞 (〕

[3]|¬ 石壽子編 『白石真道仏教学論文集 |1京 提出版社、1988年 、462-

538了T。

[4]鈴木広隆「『般若心経』のネパール写本」 1印 度哲学仏教学』 10、

1995年 、167-182アで。

[5]渡辺章悟 『般若心経― テクス ト・思想・文化』大法輸閣、2009年 .

本書には大本系のサンスクリット校訂テクス トとその翻訳を含む。

[6]P/α′″αρク/α″
"′`7カ

″″αyαs″′/α′夕z,ed.by P.L.Vaidya,1イ lα乃′,,α″α―

s′ ′/α―sα′?zg/α力α々 ,Part l.Darbhanga:Thc Mithila lnstitute,1961

(Buddhist Sanskrit Texts,17).本 書には大本と小本の両方を含むこと

から、本稿ではこのテクス ト [6]を使用した。
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(2)漢訳資料

漢訳では以下の八種類 (大正蔵、第人巻所収No250～ 257)が現存する。

このうち [1]と [2]が小本で、[3]～ [8]が大本である。

[1]∫ 摩言可般若波羅蜜大明‖)ι経』 (伝)鳩摩羅什 (350～ 409年 頃)訳

[2]『般若波羅蜜多心経』玄芙 (649年 )訳

[3]『普遍智蔵般若波羅蜜多心経』法月 (668～ 743年 )重訳 利言 開

元27年 (739)訳

[4]『般若波羅蜜多心経』般若・利言等 (790年 )訳

[5]『般若波羅蜜多心経』智慧輪 (861年 )訳

[6]『般若波羅蜜多心経』法成 (856年 )訳

[7]『唐梵翻対字音般若波羅蜜多心経』不空 (746～ 774年 頃)訳

[8]『聖仏母般若波羅蜜多経』施護 (1000年頃)訳

(3)チベット語訳資料

チベ ット語訳『般若心経』 ([?力α邸 ″ ]ιεθπ ノ滋″ `″αs,,2α s力′s″み

ゎが少力α″ο′″ pカソ″pα 'メ sη′′′g″)は、西蔵大蔵経 (ジ ャンサ タン版

No498,チ ョーネNo■ 65,北 京版No■ 60,デルゲ版No21,No531,ナ

ルタン版No26,No.475, ラサ版No.26,No.499)等 に収録される。敦性

から回収されるチベ ット語訳写本には小本がみられるが、チベ ット大蔵

経に収録されるものはいずれも大本である。さらに、西側の大蔵経系統

には般若部と密教部とに二種類の訳が収録される。本稿ではラサ版の二

つの系統を検討する
3。

なお、校訂出版された文献については、以下の

二書を参照されたい。

[1]Sonam Gyamtsho,新 井慧誉共編 『チベ ット語訳般若心経』世界聖

典刊行協会、1983年 .

[2]J.A.Silk,r力 ι正ぷι″′́′S″′/α ′″ r′らαα″ri C/J″ιαたEどグ′グο″
`l′

′′2ι

r″θ Rιει″sグο″s Cθ″た″
「
″ι″′″′′?′ K「α″′

・
″ろ Iγグθ″ι/S′

“
″ノ′″ rグらι

"ノ

οgグι

π′zご 」Bグググカιs′′2″ s力″′′″ι34,lVicn,1994.

3東
西の二系統 と二種のチベ ット語訳心経については、 [S‖ k1994]及 び [渡 辺

2009b:61∬ ]を 参照されたい。
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2.心経異本の関連箇所

以 下に引用するのは心経の序文から空性表現にかかわる前半部分であ

る。この筒所こそが拡大般若経をソースとするものであり、心経の多様

性の背景となる ‐連の文脈として検討対象にすべきだからである。

本稿ではその重要性に鑑み、東アジアに絶大な影響を与えた玄美訳『般

若波羅蜜多心経』と羅什訳 『摩言可般若波羅蜜大明呪経』と伝えられる二

つの小本系統の漢訳心経と、その対応筒所を羅什訳 『大品般若』 (摩言可

般若波羅蜜経)か ら取 り出した対照表を掲げておくが、検討の便立上、

心経の内容全体を以下のようにOか ら⑩まで |´ 区分した。本稿で考察す

るのは、そのOか ら0ま でである。なお、検討の中心となる0は、内容

L(1)か ら(3)ま で三区分した。相違する訳語には ド線を施してある。

<図衣1>
玄美訳『般若心経』・羅什訳 1大明呪維』・羅什訳『大品般若紅』の比較

〃し′争,人
スツti蔵  ル」↓)卒 キイ「イ|||| ′,`茶 1lζ

yおkl:劇 :'lt l峙「

'ヽ

キTlイ ll出「

サ1繁 lil」 般若波維蜜人明呪組

(人 Ili fl()25(),

.1‐ 凱 |IL吉 :|キ 1性  イl深 般才'|,皮

羅蜜時_

照見川会空.度 ‐切片|し

摩|:IJ般 若′lk羅蜜紅

(ノ(11i11()223)

ll欠

<習応 |キ |1籍 1>

・2・ 金利弗色空故無11ヽ 収相,

2.金 利弗.色空故無′
1嵩壊相.

受空故無受 ||「 想空故無矢||‖ 1_ 受空故無受相.想空故無知相 .

行空故無作相.識空llit無 魔相. 行空故無作相.識空故無覺相.

何以故. 何以故.

.11金 利弗非色具空_非 空異

色.

般若波羅蜜多心紅 摩訂般若波羅蜜大明呪組

上記の衣のようにここで引用 した二つの心経の漢訳を見ると、『大品

般若』の中にそのソースをたどれない箇所がある。また後述するように、

漢訳心経の小本と大本の漢諸訳には、冒頭①部分に大きな相違がある。

特にその相違は、サンスクリット本やチベット語訳にも見られない大き

さである。この問題については第 4章以後にて検討する(,

中 (1)色 即足空.空即足色
`.

受想行識亦復如是.

14,(1)色 即足空.,空即姓色.

(2)金利
「

_是諸法空相.

(3)不 生不減_不 [r不
,′i不

受想行識亦如是〔.

(2)金利弗足諸法空相.

イくl曽イく減.

(3)不 生不減。不垢 不 i'。
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・51足空法非過去非米末非現

現在. 在 .
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3.大明呪経の位置づけとこれまでの研究

筆者はすでに心経に於ける『大明呪経」の特異性を指摘し、その羅什

訳に疑義を唱える二つの論文 【渡辺 19901【

'1更

辺 19911を 発表した1。

筆者はそれらの論文で、『大明呪経』が羅什訳でない理由を、経題・経録・

内容の観点から次の三点にまとめた。

[1]経題 :

大明呪経 という経題からして羅什訳 とは考えられない。羅什はvidya

を「明」あるいは「明呪」と訳 し、lnantraや mantra― padaは 「呪」と訳

す
°.なお、チベ ット語訳でもrig sngags(P ed"vo121,Mi44a4∬ )であ り、

原文がmantra(sngags)の げ能性はない.こ れは大品系般若経でも全 く

同様である
6。

1 この主張は F般若心経」の成 アヽをめぐって公HIし た 1つ の論文から現在まで変わっ

ていない。そもそも『般若心経 |の 成 、アを考察する柱は二つある。,一つは翻訳年代

からの米ヤ1卜 であり、もう一つは内容 11の 分析である1、 第一の基準は、やはり翻訳年

代がたも古い漢訳からもとの原本の成 /年代を推定するものであり、そのためには

漢訳の「般若心経』類本を分析する必要がある。そこで歴史的根拠を検討するため

に経典漢訳の記録 (経録)か ら 1般 若心経 ||の 翻訳状況を分析 した。それが第 ¬命

文 【渡辺 1990】 である。

本論文ではそれまで最占の 1般若心経 |と してしばしは言及されてきた支謙訳 1摩

.I般 若波羅蜜神呪経』 と、現存する最占の 1般若心経」とされる羅什訳 『摩訂般若

波羅蜜人明呪経』を、いずれも文献 11の 根拠がないことを明示し、翻訳からごえば 1般

若心経』の成立は玄英訳以上にはたどれないことを証明したものである1,

第二論文 【渡辺1991】 は『般若心経」の内容 11の検討であり、『般若心経』のソース

を拡大般丼経文献にたどって影響関係を考察したものであるて,こ の第二の論文は拡大

般若にまで検討を広げて「般若心経」の成立を解明しようとした最初の研究であると自

負している。この分析によって F般若心経』が大品系般若を背景として成立したことを

証明し、且つ羅什訳 |「 人明呪経』と『人品般若経」の特別な関係を指摘し、『人明呪経 ||

が他の『般若心経』類本とは異なる特殊な経典であることを明らかにしたものである.

5例
えば羅什訳で見ると、『小品般若』大 lF8,543b(AS V cd,p36,〃 30∬)に指摘で

きる。
(' PV 

Ⅱ・Ⅲ,K cd,p70,′′1611『 人品般若』人正8,286b:Kg,vol.18,Ti 175b4ff、  また

Tg,vo189,Nya 78b7∬ .

(31)

[2]経録 :

経録の記録からみると、『人明呪経」は、羅什『大品』訳 rの 弘始 6(404

年)か ら320年 以 11経過して、さらには玄美 1般若心経』訳 rの貞観23(649

年)か ら80年 を経過して初めて経録に記載されるようになるという不白

然さが指摘できる
7。

[3]内容 :

梵本『般若心経』には、その写本まで見ても『大明呪経』に対応する

ものはない。特に、②と0の筒所は『般若心経』諸本すべてに対応箇所

が見られない。つまり、心経としての成立が疑われる。一方、大品系の

対応箇所を見ても『大明呪経』と同じく羅什訳とされる『人品』には対

応箇所があり、それも ^字一句相違することがない。

この点に関 して、先の論文 【渡辺 19911で は、それが 卜大明度経』

羅什訳を根拠づけるのではなく、逆に後代において 『大品』からカット

&ペース トして作成されたためであるという可能性を指摘 した。

今回、この部分をさらに関連する般若経全般まで広げて見直すことに

より、拡大般若すなわち『十万頌般若』梵本、チベット語訳、漢訳 『人

般若波羅蜜多経』「初会」、『二万五千頌般若』梵本、チベ ット語訳の二

系統、『大般若経』「二会」「三会」、『放光』『光讃』にも見られることを

明らかにするつもりである。このことによって、『大明呪経』②の文脈が、

もともと心経に関係するのではなく、拡大般若に直接由来することを指

摘したい。以下は拡大般若経の関連部分である。

F例
えば僧祐 (445-518年 )の FIII:蔵 記集』等をはじめ法経「衆経日録』 (594年 ,、

費長房 F歴 代三宝紀」(597年 )、 彦球 F衆経 II録」(602年 )、 静泰「衆経 Ll録」(663-665

年)、 道宣『人唐内典録」 (664年 )、 靖遇『占今訳経図紀|(7C)、 明伶等『大用刊定

衆経 11録」 (695年 )な ど多くの経録には記載がなく、智昇『開元釈教録』 (730年 )

に至って初めて記載される。それを受けて円照『貞観新定釈経日録』 (800年 )も こ

れを引用するようになる。
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(32)

4.拡大般若経の対応箇所

ここでは拡大般若経諸本を引用することは不可能なので、心経が直接

成立する根拠 となった大品系の梵本 (『 二万五千頌般落』)の該当箇所を

引用 してお く。その他の対応筒所は、資料編を参照されたい。

(1)『二万五千頌般若』Pa″cavimζ al′saゎas″綸 ル効帝ρa“ m′

“

I-1,

ed.丁akayasu Kimura(丁 okyo:Sankibo Busshorin,2007)=PvsPl-1

(サ ンスクリット原文は「資料編」を参照。丸数字は先の十区分の番号

である。)

〔和訳〕

なぜならシャーリプトラよ。色形の空性、それは色ではない。感受

の空性、それは感受ではない。想念の空性、それは想念ではない。

意志の空性、それらは意志ではない。識別の空性、それは識別では

ない。それはなぜか.②なぜなら、色形の空性、それは色形を表さ

ない。感受の空性、それは感受されない。想念の空性、それは想念

しない。意志の空性、それらは意志を為さない。識別の空性、それ

は識別しないからである。0なぜなら、シャーリプトラよ、色形と

空性は別のものではないし、空性と色形は別のものでもない。● (1)

色形はまさに空性であり、空性はまさに色形である。感受と空性は

別のものではないし、窄性と感受は別のものでもない。感受はまさ

に空性であり、空性はまさに感受である。想念と窄性は別のもので

はないし、空性と想念は別のものでもない。想念はまさに空性であ

り、空性はまさに想念である。意志と空性は別のものではないし、

空性と意志は別のものでもない。意志はまさに空性であり、空性は

まさに意志である。識別と空性は別のものではないし、空性と識別

は別のものでもない。識別はまさに空性であり、空性はまさに識別

である。<以上、集諦の教示>

④ (3)シ ャーリプ トラよ、空性は生ぜず、減せず。汚れず、浄ま

らず。損減せず、増大せず。(D過去のものでなく、未来のものでな

く、現在のものでない。10そ してこのようなもの (空性)に は、(1)

(33)

色形はなく、感受はなく、想念はなく、意志はなく、識別はなく、(2)

地界・水界・火界・風界・識界はなく、(3)限処・色処、・…意処・

法処はなく、(4)限界・色界・眼識界はなく、・̈ 意界・法界・意

識界はない。(5)無明の発生もなく、無明の消滅、一老死・憂愁・

悲嘆・苦痛・落胆・絶望の生起もなく、消滅もない。苦集減道もな

く、〔四聖諦を〕得ること。現観もない。

(2)動詞旬による空性表現

まず、『大明呪経』に特有の②「色空故無悩壊相…」(羅什訳『大明呪』・

『大品経』)であるが、『二万五千頌般若』PVの 上記対応箇所に見ると、

以下のようになっている。

「〔なぜなら実にシャーリプトラよ、〕色の空性、それは色ではない。

…なぜならば色の空性は色形を表わさないからである。一」(tatha

hi sariputra ya ripasya sinyati na tad ripall■  ・・・ tatha hi ya

ripa`inyati na sa ripayati8..."PV Kilnura I-1,p.64,″ 2-3)

云々といい、五蘊の空性を動詞句によって述べている。

この箇所は、心経全体では『大明呪経』にのみ特有の表現であるが、

大品系には<図表 1>「玄美訳 『般若心経』・羅什訳 『大明呪経』・羅什

訳 『大品般若経』の比較」 ("頁以下)の ように完全に一致する箇所が

見られるのである。

さらにその箇所を、拡大般若経の対応箇所に探ってみると、『十万頌

般若』、『二万五千頌般蒼』 (Gilgit MS,PV)・ 同チベット語訳・漢訳 (『放

光』・『光讃』・『大品』)、
『大般若波羅蜜多経』 (初会・二会・三会)と す

べて含まれている (資料編22頁以下を参照)。 このことから、『大明呪経』

に見られる②の空性表現は、拡大般若をソースとしたものであることが

わかる。一方、玄英訳その他のすべての心経には、この②の箇所が見ら

8動
詞v/~rupは 「暴力を受ける、 片悩を受ける〕などの意味であるが、E.Conzeも こ

れをmOlest(片 しめる、悩ます)と 訳す (ぅ チベ ット語訳 (Ca 62a3)は 、thogs par

mi byed doと 訳す。
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(34) (35)

[第二段]0色は空性と別ではなく、空性は色と別ではない。

[第 二段]4(1)お よそ色、それが空性であり、空性、それが

色なのである。これと同じように、感受作用 (受 )・ 表象作用 (想 )・

意志作用 (行 )・ 認識作用 (識 )も 、空性なのであるっ(2)実にシャー

リプ トラよ、すべてのものは空であり、特質がなく、(3)生 じた

ものではなく、減したものでもない。汚れがなく、汚れを離れたも

のでもない。不足したものではなく、充足したものでもない。

c)evatt may五
`rutam l ekasmin samaye bhagavin rilagrhe

viharati SI・ la grdhrakite parVatC lnahata bhik,usal■lghena

sardha111 11lahati ca b()dhisattvasalnghena l tena khalu sarnayena

bhagavin gambh■ ivasattbodha"n■ na samidhitt samapannab l

tena ca salllayena aryiva10kite`varo b()dhisattvo nlallasattv0

gambhiraya m prajnaparamit,lyam cary ah evam

v_y4va!q\4y ati sma I paiica $q4]y+{l,l.ic a sva b h4va^(unvary

vyavalokayati ll

athayusman Sdriputro buddhanubhavena ztryavalokiteSvaram

btldhisattvametadavocat - yah kascit kulaputrr'r Iva ku]aduhita va

asyary1 gambhlrayam prajnapdramitayam caryam cartukamall,

katham Siksitavyah? evamukte zrrl'avalokiteSvaro bodhisattvo

mahasattvall ayusmantam Szlriputrametadavocat - yah

kaScicchariputra kulaputro va kuladuhita va Iasyarl]
gambhrrAyam prajiiaparamitayam caryam cartukamab, tenaivam

vy a v aloki tavy am - pqlfe q\e4!4!\!4!D94 !Ie!!4I4!g!
samanupaSyati sma I

rup,ary S[ny4tA, S[nya14]yql!pq!q/

G)rlpAn na prhak StinyatA, SunyatAyzl na prthag r[rpam/

aO ( 1 ) yad rupam sa Sunyata, ya Slnyatl tad rtpam/ evam

vedanasamjflasamskaravijnanani ca Sunyata/ ( 2 ) evam Sariputra

sarvadharmah S[nyatalaksana ( 3 ) anutpanna aniruddha amala

vimala anuna asamp[r!al]

ここに見られるように、卜̂記梵本は●から直接0へと続いており、『大

れない。つまり心経成立に至って、拡大般若の●相当筒所が簡略化のた

めに省略されたとみられる。この大品系の要素こそが心経成立への相型

と言える第一段 |`|'い である。

5.梵文心経の分析

(1)サ ンスクリット文『般若心経』の空性表現

次に梵文大本心経の空性表現にかかわる部分の翻訳を示しておこう.

①このように私は聞きました。あるとき世尊は王合城 (raagrha)の

霊鷲山に (grdhrakile parvate)比 Eと 吉薩の大サンガとともに滞

在しておられた。

その時また世尊は、「深遠な光輝」(gambhiravabMsa)と いう名

の法門を説き、三昧に人られた。

そのとき、聖なる観白在苦薩摩言可薩は、深遠な智慧の完成を実践

しつつ、次のように見通された.「 [存在するものの]五つの構成 |力災

素 (五蘊)があ り、そ して、それらはもともと空 (向 性空)である」

と見られたぃ

そこで実に、シャーリプトラ (合利子)長老は仏の力を受けて、

聖なる観自在菩薩 〔摩liI薩 〕に次のように言った。

「もしもある誰かヽ

'派

な家柄の男子 (善 男子)や立派な家柄の女

子 (善女人)が、この深遠な神慧の完成を実践したいと願ったとき

には、どのように学んだらよいのでしょうか」と。

このように述べたとき、菩薩にして偉人な方である聖なる観白在

は、シャーリプトラ長老に次のように言われた.)

「シャーリプトラよ、もしもある誰か立派な家柄の男 F・ や立派な

家柄の女子が、〔この〕深逮な智慧の完成を実践したいと願ったと

きには、次のように見通すべきなのです。“〔存在するものの〕五つ

の構成要素がある。そして、それら (/i蘊 )は もともと空であると

見た"と ぃ

[第一段],実にシャーリプトラよザ色は空性であり、空性こそが

色なのであるc[②欠]

n
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(36)

明呪経』や『大品』に含まれる②に相当する空性表現は見られない。

(2)空性の教説の構造分析

サンスクリット文『般若心経』の空性表現は、①の末尾からのにかけ

て見られるが、多くは次のような三段形式で説かれる。

第二段

rこ pall■

`inyati,`inyataiva ripa111/
ripan na prthak`inyati,`inyatiya na prthag ripall1/

⇒③

yad ripa11l S5 `inyat5, y履  `inyati tad rLlpan1/ eVar,

vedanisattjiasamskaravilianini ca`inyati/ :⇒ (4)(1)

この形式の概要は小本も大本も同じである。ところが、この三段を十

IX分に対応させると、第一段は末尾の ド線部以外は対応 しないが、第二

段はOに対応 し、第二段は0(1)に 対応する。

ただし、第一段では多くのネパール写本はripam`inyam,`inyataiva

ripalnと し、 チベ ッ ト語訳 もgzugs stong pa'0//stOng pa nyid gzugs

soと して、この読みを支持する9。

インド系の多くの註釈者すなわちヴィ

て
'『二万五千頌般若』 (PV)ではripa■l ttnyanlは 通常の空性表現で枚挙にいとまが

ない。『般若心経』のこの箇所に対応する記述としては以 ドの用例がある。tena kha―

lu punar na ripalll Sinyam iti vikalpayi,yanti, na `inyatilll ril)anl iti vikalpay_

i,yanti.na vedanim lla samjiain na sanlsk]rill lla vijiinam sinyam iti vikalpay_

i,yanti,nそヽ
`inyatinl vijiinam iti vikalpayヽ

yanti.(T.Kimura cd"PV Ⅱ―Ⅲ,p.16,

116)こ れ に対 応 す る記 載 は『十 万頌 般 若 1(SsP:Takayasu KIMURA ed"

協 励
^″

″′P′″″′″′″′′′″′Ⅱ-3(山 喜房佛書林、2010)で も見られる.

1la ripalll`inya11l iti Vikalpayi,yanti,na Sinyatiin ripalrl iti vikalpayisyanti,(SsiP

II-3. ′.11), tena kllalu punar na ripal■ l Sillyanl iti vikalpayi,yanti, na Sinyatirn

ripanl iti vikalpayi,yallti, na vedaninl `inyeti vikalpayisyanti, na Sinyatinl ve―

daneti vikalpayisyanti,na san■ jllinl Sinycti vikalpayiSyanti,na Sinyatilll sanljieti

VikalpayiSyanti, na salllskirin Siny5 iti vikalpayisyallti, na Sinyatill■ sa11lskiri iti

vikalpayisyanti,na viji]nanl Sinyanl iti vikalpayisyanti, na Sinyatillll vijiinanl iti

vikalpayisyanti,(SsP II-3,ノ .20).

段

段

一　

二

第

第
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マラミトラ、ジュニヤーナ ミトラ、アテイシヤ、シュリーマハージャナ、

ヴアジュラパーニなどもこの読みを支持する。

また、第三段はCI(1)に 対応するが、『般若心経』ではほぼすべて

のネパール写本に欠けているばか りか、チベット語訳にも見られない。

したがってプラシャーストラセーナを除き、大部分の註釈者もこの第二

段には言及していないЮ
。

しかし、拡大般若では『般若心経』第三段の用例に非常に近似した文

例が見られる。例えば『二万五千頌般若』には二箇所ある。一つは従来

から『般若心経』のソースとみなされている箇所であるが、ここではそ

の少し前に出てくるもう一つの文例を以 ドに引用しておきたい。

まず、シャーリプトラが世尊に菩薩摩言可薩の般若波羅蜜の実践とは何

かを問い、L尊がそれに答えるという場面である。

般若波羅蜜を実践する書 F;童 は、書薩こそがそのまま菩薩であると見

ない。菩薩の名称も見ない。菩薩行も見ない。般右波羅蜜も見ない。

色も見ない。同様に受想行識も見ない。それは何故かというと、菩

薩摩言可薩は苦薩の自性が空だからであり、般若波羅蜜は般若波羅蜜

の自性が空だからである。それは何故かというと、これ (空性)が

その本質だからである(prakⅢr asyai頭 )。 なぜなら色は空性によっ

て空なのではなく (釦 nyataya na rapam Sinyam)、 受想行識は空

性によって空なのではない。色と空性は別なのではなく (nanyatra

ripac chinyata)、 受想行識 と空性は別なのではない。それは何故

かというと、色こそが空性であり (rこ pam eva mnyata)、 受想行

識 こそが 空性 なの で あ る。 空性 こそが 色 で あ り (`inyataiva

ripam)、 空性こそが受想行識なのである。[中略]〔すべてを〕幻

とみる自性には、生ずることなく、減することなく、汚れなく、清

浄でない (notpldo na nirodho na sattkle`o na vyavadanam)。

のように般若波羅蜜を実践する菩薩摩訂薩は、生ずること、減する

こと、汚れ、清浄さえも見ない。 (PVl― I pp.53～ 54)
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(38)

この箇所を梵本『般若心経』と比較すると、①の最後の「五蘊があり、

それらが自性空であると見た」が、PVでは「色も見ない。l司 様に受想

行識も見ない。それは何故かというと、書薩摩言:J「′塵は菩薩の自性が空だ

からである」(tatha hi bodhisattvo mahisattvO bodhisattvasvabhavena

`inya与
)と いうように、<菩薩は五蘊を見ない>と する否定的表現に

なっているが、結果的に「〔その〕自性が空」とする内容は等しい。

続いて『般若心経』の第一段 :「 色が空性であり、空性こそが色である」

(ripa撃
`inyata,`inyataiva ripam)と

いう文脈は、PVでは第二段の

後にあって順序こそ異なるが、「色が空性であり、感受・表象・意思・

識別作用こそが空性である。空性こそが色であり、空性こそが感受・表

象・意思・識別作用である。」(ripam eva`inyata,vedanaiva mnyati,

sa11ljiaiva Sinyat5, sa11lskiri eva`inyati, vijianarn eva `anyat5,

`inyataiva ripa111,`こ
nyataiva vedani,`inyataiva sallljil,`inyataiva

samskar“ ,釦nyataiva vijMnam.)と あり、よく一致する。ただその間

に、五蘊のそれぞれについて同様の繰 り返しがあるだけである。

また、『心経』の第二段 :ripan na prthak`inyati,`inyataya na

prthag ripamは 、PVで は「色 と空性 は別なのではな く (ninyatra

ripac chinyata)、 〔受想行識 と空性 は別なのではない〕」 とあ り、

prthakと anyatraと 用語が異なるだけで、内容は一致する。ただし、そ

の記述の順が異なっている点は重要である。なぜならその違いは他の拡

大般若も同じだからである。このような伝水の相違をどのように考える

べきであろうか
H。

6.漢訳心経の空性表現の分析

(1)空性表現の入れ替え→「大本 1」

上記の問題を整理しておこう。まず、0「色形は空性と別ではなく、

11な
お、空性表J'こ の最後に出てくる否定は、.4滅床α′′′の,ク に影響を受けている新しい

PV資オ|で は、 四不 (notpido na nirodho na sanlkle`O na vyavadinanl)で ぁるが、

Cil MSで はより簡潔な表現になっているにもかかわらず、六不 (an utp]dah ani―

rOdah na hnir na vrddhih na samkle`o na vyavadinam)と なっていて興味深い。

(39)

空ツliと 色形は別ではない」(ripan na prthak`inyat5`inyatiyi na

prthag rapam色 不異空・空不異色)12と 、これに続く0(1)の 「色形

こそが空性であり、空性こそが色形である」(PV:ripam eva`inyata

`inyataiva riparn, Hrdaya:yad ripalll Si Sinyati, yi `inyati tadripam色即足窄・空即是色)であるが、これは大品系諸本の対応箇所で

もすべて0。 ● (1)の |1貞 に変わりはない。玄美訳をはじめ多くの漢訳

心経でも同様である。

・ 合利弗非色異空。非空異色。色即是空。空即是色.受想行 i子it亦 如是。

合利弗是諸法空相.不生不滅。不垢不浄。不増不減。 (伝羅什訳 )

・ 合利 ∫■,色不異空。空不異色。色即是空.窄即是色.受想行識亦復

如是 (〕 舎利子。是諸法空相。不生不滅。不垢不汗不増不減。(玄失訳 )

・ [於斯告合利弗。諸苦薩摩言可薩應如是′F聾 。色性足空空性是色c]色不

異空空不異色。色即是空空即是色(,受想行識亦復如足()識性是空空

性是識。識不異空空不異識.識即是空空即是識。合利子.足諸法空

相.不生不減不垢不浄不増不減。 (法 月訳 )

・ [親 自在 11薩 摩言可薩答具壽舎利 r‐ 言。若善男 1及 善女人。欲修行甚

深般若波羅蜜多者。彼應如是観察。五蘊催性皆空.]色即是空。空

即是色。色不異空。空不異色。如是受想行識()亦復皆空_是故合利

F・。 ・切法空性。無相無生無減。無垢離垢。無減無増。 (法成訳 )

。[爾時親 白在苦薩摩言可薩告具壽舎利弗言。合利 r‐。若善男子善女人

行甚深般若波羅蜜多行時。應槻五蘊性空。]合利 チ。色不異空空不

異色。色即是空空即是色。受想行識亦復如足.合利 r^。 是諸法空相。

不生不減不垢不浄不増不減。 (般若・利言訳 )

・ [舎利子。若有善男子.善 女人。行 T[落 深般若波羅蜜多行時。應照見

五蘊 白性皆空。離諸 苫厄。舎利 子.色空.空性見色.]色不異空。

空不異色。是色即空。是空即色。受想行識。亦復如是。合利 ■。′Fき

諸法性相空。不生不滅。不垢不浄。不減不増。 (智 慧輪訳 )

・ [告尊者合利子言。汝今諦聴篤汝宣説。若善男子善女人.業欲修學

此甚深般若波羅蜜多法門者。営槻五蘊向性キf空。何名五蘊自性空耶。]

12た だし、人品系諸本のSktは prthakを anyadと 表記する.
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(40)

所謂即色是空即空是色。色無異於空。窄無異於色。受想行識亦復如

是。合利子。此一切法如是空相。無所生。無所滅。無垢染。無清浄。

無増長.無損減.(施護訳 )

しかし、大小のサンスクリット心経、大本チベット語訳と法月、智慧

輪の二つの漢訳は、①の末尾 (0の前)に、[第 ^段 ]「色形は空性であ

り、空性 こそが色形である」(ripam Sinyata,師 nyataiva ripam:

gzugs stong pa'o,stong pa nyid kyang gzugs so:法 月訳「色性是空空

性是色」 (849a28);智慧輪訳「色空。空性見色」 (850a21))の一文が添

加されている。これは主として大本にて付加された序文の繰 り返 し部分

の最後に据えられた結論であるのこの語があることにより、「実にシャー

リプ トラよ、“色形は空性であ り、空性 こそが色形である"。 色形は空性

と異ならず、空性は色形と異ならない」 (Skt)13と いうように、① と0
が一体化し、理解しやすい教説となっている。このグループを使宜上「大

本 1」 としておく。

(2)空性表現の削除→「大本 2」

さらに次の段階になると、この添加された一文「色性是空空性是色」

と① (1)「色即是空空即是色」の内容が重複することから、それを避

けるために先の「色形は空性であり、空性こそが色形である」を削除し

た。その形がチベット語訳大本と般若・利言訳、法成訳、施護訳の三つ

の漢訳である。これらは比較的後代の翻訳に限られている。また、玄美

訳や智慧輪訳に見られる「度 (離 )一切古厄」に対応する語句もみられ

ないことから、大本の第二段階の発達系「大本 2」 とみなすことが出来

る
H。

以上のことから心経の空性表現に、[1]大品系・小本心経、 [2]

「 亜憂藝II【麗覆≡¬:夏丁≡話こ:三百要コ岡平話E「T¬三百三「F禾平不三E爾憂:2「三,T,三不「ラII五麗因

13法
月訳「諸菩薩摩訂薩應如是學ぅ色性是空空性是色。色不異空空不異色」 (人正

849a27-29」 )

11た
だし、般若・利言訳は「離 一切苦厄」を踏襲し、この語句については明確にグルー

プ分け‖1来 ない。

(41)

医正三量藍訳・覆匡訳三施護1置)1と
いう三段階の変化が指摘できる。

この分析にもとづいて、大本 1(法月訳・智慧輪訳 )、 大本 2(施護訳)

といった代表的大本の二つの漢訳全文を比較したものが以下の図表 2

「心経漢三訳の段階的発展」である。

<図表 2>
心経大本系漢三訳の段階的発展

普通智蔵般若波維蜜多心経

(大正No 252)

般若波羅蜜多心組

(大 [|:No 254)

佛説聖佛母般若波羅蜜多組

(N0257)

摩掲提回三蔵沙門 法月詳 唐 11部大興善寺三戒沙門

神意輪辞

西天F早 紅三蔵 施護謂

′
II如足我問。一時佛在王合大

城重鷲山中.興 人比丘衆満

百 T‐ 人`,昔 薩摩訂薩七高七千

人倶.其名国醜世青菩薩。文

殊師利書薩ti」爾勒菩薩等。以

,311首.皆得三味組持.住 不

思議解脱

爾時漑自在書薩摩訂薩在彼敷

坐.於其衆中即′
1と 座起。詣世

尊所.面向合掌曲男恭敬.晴
仰尊顔而白佛言.世 尊。我欲

於此含中.

説諸菩薩普遍智蔵般若波羅蜜

多心.唯願世尊聴我所説。,3

諸菩薩宣秘法要.

爾時 IIt尊 以妙梵青.告観自在

菩薩摩ii」薩言.

吉哉善哉 兵大悲者.聴汝所

説じ典諸衆生作人光明.

於是漑自在吉薩摩言可薩蒙佛聴許.

佛所護念.入於意光三昧正受。

入此定已.

以=味 力行深般若波羅蜜多

時.照見′i蘊 自性皆空。

彼 J´ 知五蘊白性皆空。従彼三

味安詳|“起.

即告慧命合利弗言.善 男子。

吉薩有般若波羅蜜多心.名 普

通智蔵.汝 今諦聴善思念之.

吾営鶯汝分別解説。作足語已.

慧命令利弗白観自在書薩摩訂

薩言.唯 大i,者 .順 篤説之。

今正足時。於斯告合利弗。諸

書薩摩訂薩應如足學.色性是

空 空性是色.,

・1)如 是我聞. ―時薄誠梵。住

■1合 城鷲峯山中.興大必錫衆。

及人書薩衆倶.爾時L尊 .入
:摩地,I名 度大甚深照見。

時衆中有 ‐書薩摩I河 薩、,名 観

世音自在。行甚深般若波羅蜜

多行時.照見五蘊自性皆空.

即時其壽舎利子ご承佛威神。

合掌恭敬.白 競世青自在菩薩

摩訂薩 :=。 聖者。若有欲學甚

深手]を 若波羅蜜多行.云何修行.

如足問巳_

爾時配 L音 自在菩薩摩11薩 .

告其壽舎利子言。合利 r。 若

有善男 ■.

善女人.行 甚深般若波羅蜜多

行時.應 照見五蘊自性皆空.

離諸吉厄っ舎利子。色空。空

性見色。

、1)如是我聞。一時世尊。在:[

舎城鷲峯山中.典 大芯傷衆

千二白五「́人倶.丼諸菩薩摩

ii」 薩衆.["共 日続爾時 |■ 尊。

即人甚深光明宣説正法三摩

地.

時親自在書薩摩河薩.在佛會

中.而 此吉薩摩言可薩.已能修

行甚深般若波羅蜜多.慨見ブi

蘊 自性皆空 爾時尊者合利

子。承佛威神.前 白観自在書

薩摩訂薩ご,若善男子善女人.

於此甚深般若波羅蜜多法門.

架欲修学者.常 云何學時醜自

在菩薩摩訂薩_,

告尊イ金利 r占 。汝今諦聴,3

汝宣説,若 善男 r善女人.槃
欲修學此甚深般若波羅蜜多法

門者ぅ営観五蘊自性皆空。何

名五蘊自性空耶。

● 欠 ●1欠 ‐2,欠
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(42) (43)

ただし、1般若心経』の梵本では前段までの空説を総括 して「このよ

うにあらゆる存在は空性という性質を有 し (`inyatilak゛ a“ )」 云々と

説 くが、多 くの ネパール写本にはsvabhiva`iny'h alaksan疇 または

svabhivena ttny5 alaksttr)他 、 svabhavamn預 l alak,an5と するもの

など、多くの異読がある。

また、チベ ソト語訳心経では「諸法空相 (輛 nyalak,a■ a)」 は、「一切

のものは空性であって、無相である」(stong pa nyid de,mtshan nyid

med pa:`こ nyati alasanⅢ )15と ぃう二語のコンパウンドで解釈 してお

り、チベット大蔵経に伝わる本経の副:釈者たちは、皆この解釈 (無相 )

を取っている
16。 このように漢訳「空相」とチベット語訳「空性で無相

であり」では解釈が異なる〔)こ の点も中国とチベットの伝統が相違する

顕著な例である。

8.三時の空性表現

また、次のOは空性を過去・未来 。現在の三時に及んで説くものであ

り、この表現は『人明呪経」 と『大品般若』に共通するものの、他の『般

若心経』には見られない。この表記と一致するのは、大品系の漢訳 (『放

光』・『光讃』・『大品』・『大般若波羅蜜多経』初会・ l会・二:会 )の他、

15因
みに、詳細は筆者の校訂テクス 1ヽ ([渡 辺 2009b:29])を 参照されたい。なお、

本書の註14を はじめ何力所かでsinyaを
`unyaと

誤記 している。ここに慎んで訂正し

ておきたいぅチベット語訳については [Slk]994:122-123]を 参照

16註
釈の翻訳は、 [渡辺 2016]を参照されたい^

1'『
十万頌般若』や F二 万五千頌般若』 (Gilgit MS)、 チベット語訳 (PVKG)に は、

さらにこの三時の空性説をもう一度繰 り返して説いている。ただし、心経はこの繰

り返しを省日′やしたというより、この展開以前に定型化していったのであろう。

18 Largcr Prajiiparanliti:Ragll Vira&Lokesh Chandra(cds),G′ ′gJ′ β″グごノ,′ s′

ゴlfα″″sr/ゎた,Satapilaka v。 11()(3-5),New Dclhi,1966-1970.Stefano Zacchetti,∫ ″

物 バご2/‐ ′′,′ L′gノ2′ r」 C/′″r″′.Sy″ ο沙′′rど′′″ο′′″J″ ″″H″″ο
`′

たど 7レ″″s′α′′ο″′
`,′

C力″″″″sl-3。/のヵク/′ ,2″′α々sα 、G″α′′g之″″′′″g,3`″′′g′力′ど″″′たs′ Cカル′′、ど7/ク″s′α‐

″ο′′ο/ル′五α/g′″P/″′′p′′α′′′グ″ (Bibliotheca Philologica et Philosophica Buddhi―

ca.8),Tokyo 2005,pp.4-30.
1'こ の写本は常にSinyaぬ を

`tinyatiと
記す。

色不異空空 不 ,(色 .

(1)色 即 是空 空即 足色_

.3・ 色不異空_十不

'(

.4・ (1)所謂即色足空即空足色.

1,色 無叫於空_空無異於色ロ

(2)合 利 ■,此 ‐切法如足空

|‖ .

(3)無所生´無所減。無垢染.

無 , 無増長.無 1員 減.

14,一 (1, 空 .足牢 色 .,

識性足空

空性是識t識不共空空不異誠..

識即足空空即是識.

(2)合利 ■.足諸法空相.

(3)不生不減不垢不汗不増不減.

ソ

^ィ

くナ曽…

i哉…無Πlt耳 |"`身 よ,無色r
香味憫法.無 限界.乃 至無意

識 界_無 無 明.亦 無無 Hり 1■ .

乃 企無 老死格。無 苫集
`′

道ヽ.

∫|111llド登共!〔 イli.(‐

(2)金利子Ⅲ姓諸法性相空_

(3)イく
`liイ

く

'I茂

` イく垢イく

''. 

イく
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15・ 欠

● 足故空中.,1‖ t色 .111:受 想行

■.欠

金利 r● 是故空中無色…無

受想行誠_無 ‖I(‖ 鼻所身意_

無色昔香味鯛法.無 限界,無
眼識界.乃 至無意界 .」ll(L載

界.無無明.無 無明恭…ノリ至

無老死.亦無老死帯.11111+,こ

減道 .無智`,無 所得.,亦 無無件

利 ■.|ll是 無得故. 111片

摩訂薩.依チ|え 片波羅蜜多相地i

行故.心 無所著し亦無 'I徹

以無著無礎 I!に 。lt有恐怖.li
離一切顛 想 .

.=,所有 :lIL諸 ,L.依此般岩波

羅蜜多故.得阿褥多羅 :兜 :

芋提_

● 足故應知.般若波器蜜多

是贋大明.是 無上明Ⅲ足」|11等

等明.,而 能息除 ‐切苦悟て,足
即員賞無虚妄法.

以 卜のように、心経の前段●に着Hし、その後に続く空性表現0と 14‐

の記述の相違によって 卜̂記のような二つの系統に分かれることが確認で

きたと考える。

7.諸法空相について

また●―(2)「諸法空相」は心経には共通しているが、サンスクリット

文の『
|‐万りヽrミ 般若』、『二万五T・頌般若』 (新・旧=Gil MS)対 応箇所に

は見られないし、漢訳でも大品系の『放光』『光讃.|に は見られない。

ところが、これより後代の漢訳『人品般若』 F大般若波羅蜜多経』 (初会・

二会・三会)に なって見られるようになり、この系譜が梵蔵漢すべての

心経に踏襲されたものと考えられる。『三万五千頌般若』では、④―(1)

とO― (2)は 、多くの空性を様々な法相で詳細に説くのみで基本的な思

想に変わりはない。
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・5・ 欠

・6・ 走故空中無色。無受想行識.

無限耳鼻舌身意.無 色臀香味

鯛法.無 限界乃至無意識界_

無無明亦無無明幕.乃 至無老
死亦無老死帯.‐ 無苦集 ,tヽ 道,

無智亦無得.

ケ,以無所得故.♯提薩りlF依般

若波羅蜜多It支 心無塁礎.無 電

擬故無イ
`恐

怖.遠 離顛倒夢想.

究克涅槃.

17● 以無所得故_杵提薩址.依
般若波羅蜜多住.心 無障債 ..

心無障礎故,.無 有恐怖,遠離

顛倒夢想 究蒐寂然.,

.81三 ‖諸佛 (1に 般若波羅蜜多

「lt.得 阿褥多羅 i狙 _i吉提.

屯.二世諸佛.依般若波羅蜜多

1与交.得阿褥多羅t,三 規三苫提.

現成正覺、

●・ 故知般若波羅蜜多足大神
呪.′1人明 )1.是 無上呪.,姓

無等等呪゛能除一切昔兵賞不
虚.

・。1故知般右波羅蜜多.足大員

f■、足大明員言t.走 無 11員 占.

是無等等員「■‐能除 ‐切■ ,

員賞不虚、,



(44)

サンスクリットの『二万五千頌般若』と『 |^万頌般若』、及びチベット

語訳に見られるように、拡大般若の共通表現であったr。
心経は六不

(①―(3))に 続くこの箇所0を 省略して、(0「 その故に、そこ (空性)

において五蘊はない」と結論を示したのであろう。ここに心経としての

完成形を見ることが出来るし、心経成立について一定の年代上の基準を

付与することが出来るだろう。なお、『人明呪経』に限定されるOの記

述は、前述したように、後代に『大品』から適用したもので、心経の翻

訳とは考えられない。

結論

これまで検討してきたように、心経には小本と大本の二形態があり、

小本から大本へと発展した。その祖型である小本は大品系般若にもとつ

いて成立したものである。本稿では心経の中心思想である空性表現に右

Hす ることにより、拡大般若が心経の成立に与えた外部からの影糾と、

心経の内部の展開を読み取った。

そこで明らかにしたように、大品系般若から『十万頌般右』等の般若

へ発展するなかでも、『般若心経』に対応する空性表現を見る限り、こ

の文脈は大きな変化を被ることなく、般若経としての規格化・定型化を

保っていた。

一方 『心経』においては、小本の経典としての特異性を鑑み、ある経

典作者が序文を付加することによって、通常の経典の形態が備えられて

いった。それが大本であるcま た、その大本の序文も、大品系統 (『 二万 71l T‐

頌般若』の祖型)を 素材にして形成された。その序文の文脈が整えられ

てゆく過程で、再び拡大般若の空性表現を依用し、それを整理して、 ||∫

構成された。それが大本の変化である。

本稿ではそれを大本の二系統 (大本 1・ 大本 2)に分類し、梵本心経、

及び法月訳・智慧輪訳などの<大本 l>から、チベット語訳と漢訳の般

若訳・法成訳・施護訳の<大本 2>と 設定した。そして拡大般若経諸本

及び心経諸本の空性表現を分析した結果、心経は小本→人本 1→大本 2

という三段階を経て展開したことが判明した。
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I.心経の空性表現に対応する拡大般若文献

1.『 |^万頌般若』、gα′″sα′zαs万姥―P/″カクルシα″″ι″aP.Gh osa ed"

Bグι′′θ′′2′θαノ″″グεα Ncw Series,no.1007(Calcutta:Asiatic Society of

Bengal,1902).Part l,Fas.2,p.139,′ .19-p.141,115.

2y履

`iradvatlputra Sinyati na tadripa11l tathi hi y5 ripasya`inyat履
na si rupayati, ya vedani`inyata na si vedana, tatha lli y五

vedani`inyata na sa vedayati,yi sa11ljia`inyati na sa sarnina tatha

hi yi saI1ljia`inyati na sa sal〕 jiniti, ya sar1lskarasinyata na te

sa11.slkaras tath履  :hi yi salnskaraSinyata, na sabhisal1lskarOti, yら

vijianasya`inyata na tad vijiana‐11l tathi hi ya vijllana`inyata na si

vijanati,tat kasya hetOr
_́ヽ /

(1111)ha hi `aradvatiputra anyad ripalll any履
`inyati niny五

 `通 nyati
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(46)

nzlnyad rupam,

l1-r ( 1 ) r[pam eva Sunyata SDnyataivzr r[pam, nanya vedana
ninya`inyati, niny履 `illyati ninyi vedani vedanaiva sinyati

sinyataiva vedana,ninya sallljlli n5ny履

`inyati ninya`inyata ninyi
samina sinyataiva samini sattjiaiva`inyata,ninye salnskirih

ninya sinyata nany履
`inyata ninye salllskaral SarnSkari eva`inyati

`inyataiva sa口
skara与,ninyad Vijianatt nillyュ

`■

1lyati nany履

`1lnyati ninyad vijllana111,vijllinanl eva`inyati`inyataiva vijiananl,
(3)y履  `5radvatiputra`inyata na si utpadyate na nirtldhyate na

sa11lkli`yate,na vyavadiyate na lllvate na varddhate

t3)1la si atita ninigata na pratytltpanna yi na utpadyatc rla

nirudhyate na salllklisyate na vyavadayate lla hTyate na barddh〔 ltc

nitlttt ninagati na pratyutpanna

cC)1・a tatra ripa単 1la vcdana lla sattjil lla sapskarah na viliina早 ,na

tatra CakSur na`rOtram na ghr5,am na lihvi na kiyo na mana与 ,na

tatra ripanl na `abdO na gandhO na raSO na SpraStaVyalll na

dharlllnlah, na tatra prthiVTdhitur nabdhitur na teiOdhittir na

vayudhitur llika`adl15tur na vijianadllitul,na tatra Caksurdllatur na

rupadhatur na cakourvlJnanadhituり , na tatra SrOtradhatur na

`abdadhatur na srotravijianadl15ttlh, na tatra ghrinadhatur nagandhadllitur lla ghra■ avlJnanadhittlり , na tatra JlhVidhitur na

rasadhatur na lihvavilianadhatul na kayadhatur na sprastavya

(p.141)dhatur na kayavijllanadhituり , na tatra lllanodhatur na

dharllladhitur na l■ lanOvijllinadhatul,na tatra`Vidya niVidyinirOdh0

na tatra sal.lskara na sa11lskaranirodho na tatra viji5nalll na

vijllinanirOdhO na tatra ninilaripall■  na ll履 11■ aripanirodho na tatra

sadiyatanall・ na sadayatananirOdhO na tatra spar`。  na spar`anirodh。

na tatra vedani na vedananirOdl10 na tatra trsna na trsnanirodllo na

tatr〔l upadana11l na upidananirodho na tatra bllavo na bhavanirodh。

na t,atra litir na jitinirodho na tatra iarimara■ att na

larimara■ anirOdhO na tatra dubkham na dullkhaparili5,am,na tatra

sarntldayo na sall■ udayaprahi■ arp, na tatra nir()dl10 nirOdhasik,at

(47)

kriya, na tatra margo na margabhavanl na tatra praptir
nabhisamayah, na tatra srotaapannab na srcltaapattiphalam, na tatra
sakrdAgamr na sakrdagAmiphalam, na tatranegamr nanagamiphalarn
na tatrarhannarhatphalam, na tatra pratyekabuddho na
pratyekabodhih, na tatra bodhisattvo na margakzrrajnata na tatra
buddho na tatra bodhih, evam khalu Sdradvatrputra bodhisattva
rnah-sattvah prajnaparamitayam caran yuktad iti vaktavyal.r. (p. 141,

t.1s)

2.チ ベ ッ ト語訳 『十万頌般若』:Sルs/`7ら わノタカα/θ′勿 ♪力yル pα

S′θ′zg夕″αg ι″gyα pα,Lhasa Kanjur nO.9,e―texts ioln ACIP.

(2)slla radwa ti'i bu/gzugs kyl stong pa nyld gang yln pa de lli/gzugs

llla yin te/'di ltar/gZugS kyi StOng pa nyid gang 【Kal17B】 yin pa de

tllogs par byed pa llled do//tshOr ba'i stong pa nyid gang yin pa de

ni/tshOr ba llla yin te/'di ltar/tshor ba'i stong pa nyid gang yin ba

de/tshor bar mi byed dO//'du shes kyi stong pa nyid gang yin pa de

ni/'du shes 11la yin te/'di ltar/'du shes kyi stOng pa nyid gang yin

pa de/'du shes su rni byed do//'du byed kyi stOng pa nyid gang yin

pa de ni/'du byed rnarns llla lyin te/'di ltar/'du byed kyi stOng pa

nyid gang yin pa de/1■ lngOn par'du llli byed do//rnarn par shes pa'i

StOng pa nyid gang yin pa de ni/rnalll par shes pa llla yin te/ 'di

ltar/rnal■l par slles pa'i stOng pa nyid gang yin pa de/rnarn par slles

par l■ li byed dO//de ci'i phyir zhe na/

CIsha radwa ti'i bu/gzugs kyang gzhan ma yin la/stong pa nyid

kyang gzhan lna yin/st()ng pa nyid kyang gzhan llla yin la/gzugs

kyang gzhan llla yin te/

11111)(1)gzugs nyid kyang stOng pa nyid la/stong pa nyid kyang

gZugs sO//tshor ba'ang gzhan nla yin la/stong pa nyid kyang gzhan

l■la yin/stOng pa nyid kyang gzhan llla yin la/tshOr ba'ang gzhan lna

yin te/tshor ba nyid kyang stOng pa nyid la/stOng pa nyid kyang

tshor ba'0//'du slhes kyang gzhan ll■ a yin la/stong pa nyid kyang

gzllan ll■a lyin/stong pa nyid kyang gzl■ an rna yin la/'du slhes kyang
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gzllan nla yin te/'du shes nyid kyang stong pa nyid la/stOng pa nyid

kyang'du shes so//'du byed rnarns kyang gzllan nla yin la/stong pa

nyid IKal18A】 //kyang gzhan lna yin/stOng pa nyid kyang gzhan

rna yin la/'du byed rnarns kyang gzllan ina yin te/'du byed rnarIIs

kyang stOng pa nyid la/stOng pa nyid kyang'du byed rna11ls so//

rnanl par shes pa'ang gzhan llla yin la/stong pa nyid kyang gzllan

llna yin/stong pa nyid kyang gzllan ll■ a yin la/rnanl par shes pa'ang

gzllan llla lyin te/ rnanl par shes pa nyid kyang stong pa nyid la/

StOng pa nyid kyang rnarn par shes pa'o//嘔 )(3)sha radwa ti'i bu/

stong pa nyid gang yin pa de ni rni skye llli'gag cing/kun nas nyon

rnongs par'gyur ba llled/rnanl par byang ba llled la/'grib pa l■ led

cing'pllel ba llled pa ste/

111115 de ni'daS pa'ang ma yin/ma'OngS pa'ang ma yin/da ltar byung ba'

ang ll■ a yin no//gang rni skye lα li'gag cing/kun nas nyon l■ 10ngs

par'gyur ba llled/rnanl par byang ba rned la/rni'grib rni'phel te/

'das pa'ang 11la yin/1na'ongs pa'ang rna yin/

(61111da ltar byung ba'ang ina yin pa de la ni gzugs nled do/tshor ba

llled d()/'du shes llled([10//'du byed llled dO//rnaln par shes pa l■ led

dO//de la lli l■lig llled dO//rna ba nled dO//Sna n■ ed dO//1Ce Flled

do/ /1us l■ led d()/ /yid ill()d d()/ /dc la lli gztlgs ined do/ /sgra llled

do//dri lllcd(1()//r()111(ヽ d d()//rcg l)y〔 1 11lc(ld()//cl■ os llled do//de

la ni mig gi khanls nle(1(lo′ ′gztlgs kyi【 Kal18Bl khams med do//

rnig gi rnalll par shes I)a'i kllallls illc(l d()/ /dc la ni rna ba'i kllarns

nled do/ /sgra'i klla11ls lllc(l d()′ /rilを 1 1)a'i rllanl par shes pa'i kllallls

llled dO//de la ni Sna'i kha11lS nl()d(1()| ldri'i kharns llled do//sna'i

rnall■ par shes pa'i kharns llled d()//〔 1(ヽ la lli lce'i khanls llled do//ro'i

kllalns lned do//1ce'i rnalll par sllcs I)a'i kharns llled do//de la ni lus

kyi kharns llled do//reg bya'i khallls lllcd d()//1us kyi rnarn par shcs

pa'i kllarns lned dO//de la ni yid kyi kllallls l■led do//chos kyi kllarns

lned do/ /yid kyi rnalll par shes pa'i kllan■ s lned do/ /de la ni sa'i

kharns rned do//chu'i kharns rned do/′ nle'i kharns lned do//rlung

gi kllarns llled do//narll nlkha'i kllanls 1lled do//rnalll par shes pa'i
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khams med do//,/,/ shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag

brgya pa/ bam po drug pa,/ de la ni ma rig pa med do/ /ma rig pa '

gag pa med do/ ,/de la ni 'du byed med do,/ /'du byed 'gag pa med

do/ /de la ni rnam par shes pa med do/ /rnam par shes pa 'gag pa

med do,/ /de la ni ming dang gzugs med do/ /ming dang gzugs 'gag

pa med do/ / de la ni skye mched drug med do,/ ,zskye mched drug '

gag pzr med do./ ,/de la ni reg pa med do,/ ,/reg pa 'gag pa med do/ /
de la ni tshor ba med do/ ,/tshor ba 'gag pa med do/ /de la ni sred

(f<attgA) / /pamed do,/,/sred pa'gzrg pa med d<t/ /de la ni,/ len pa

med do,/ ,/len pa 'gag pa med do/ /de ltr ni/ srid pa med do,/ ,/srid pa '

gag pa med do/ /de la ni/ skye ba mcd do,/ ,/ skye ba 'gag pa med

do/ /de la ni/ rga shi rned do/ irga shi 'gag pa med do/ /de la ni/
sdug bsngal med do,/ ,/sdug bsngal yongs su shes pa med do/ /de la
ni,/ kun 'byung ba med do,/ /kun 'byung ba spang ba med do/ /de la
ni,/'gog pzr med do/ /'gog pa mngon du bya ba med do/ /de la ni/
lam med do/ /Iam bsgoms pa med do/ /de la ni,z thob par bya ba

med do,/ ,/mngon du shes par bya ba med do,/ ,/

3.『二万五千頌般落』R″
"2,グ

″動′,、sα力俗″ル″P/″″′,α/απグ′α系

[1]Larger Praliaparamita,in Facsimiles of the N′ IS in CBIM 175-675,

fols. 1-27v1 : LPGr8 (ed. by Stefano Zaccheti)

ya Saradvatiputra rtpaSunyatare na sa r[pam ya vedanaSunyata na sa

vedana I ya samjnaSunyata na sa samjna I ya samskaraSunyata na te

samskara I ya vijnanaSunyata na sa vijianam I

Q)tatha hi Saradvatrputra ya rupaSunyata na sa rupayati I ya

vedanAsunyata na sa (LPG 21v) vedayati I ya samjflaSunyata na sa

samjAnati lya samskAraSunyata na sAbhisamskaroti lya
vijnanaSunyatd na sa vijanati I tat kasya hetolr

&na hi Saradvatrputranyad rtpam anya Sunyata nanya Sunyatanyad

_rupam

G)( 1 ) r[pam eva Sunyata Sunyataiva r0pam * evam ndnya

vedanlnya Sunyata I nanya samjira nanya Sunyatl nanye samskarA
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anya Sunyata I nanyar/ vijnanam anya Sunyata I nanya Sunyatanyad

vijianam I vijflAnam eva Sunyatl Sunyataiva vijflanam | ( 3 ) va
Slradvatrputra Sr-rnyata na sA utpzrdyate na rrirudhyate lna
samkliSyate na vyavadayate I na hryate na vardhate I

Glnatita nanagatzr na pratyutpanna ya notpadyate na nirudhyate na

samkliSyate na vyavadayate na hryate na vardhate I natita nAnagata

na pratyutpannd :

G-)na tatra r[pam na vedanzr na samjna na samskztrzr na vijfranam na

caksur na Srotram na ghralam na jihva kAyo na manah na rtpam na

Sabdo na gandho na raso na sparSo na dharm:th n:r tatra skandha na

dhatavo nayatanani na tatra caksurdhAtur na rupadhzltur na

caksurvijflAnadhatur na Srotradhatur na Sabdadhatur na

Srotravijflanadhatuil na ghraladhatur na gandhadhatur na

ghranavijianadhatur na jihvadhatur na rasadhatur na
jihv5vijnanadhatuh na kayadhatur na sprastavyadhdtur na

kayavijiianadhatur na manodhatur na dharmadhatur na

manovijiizrnadhatur na tatravidyl navidyanirodhall na samskarl nna

samskAranirodhah na vijrlanam na vijnananirodhah na namarupam na

nAmarupanirodhah na sadAyatan:rm na sadiryatananirodhah na sparSo

na sparSanirodhah na vcdan:l n:r verdananirodhah na trsla na

trsfanirodhah nopildilnuur noltzlcl an:rnirodl"rah na bhavo na

bhavanirodhal,r na jatir n:r jatinirodhal.r na jaramaralam na

jaramaralanirodhah na dtrhklrarrr rrzr s:rrntrda),rl na nirodho na mdrgall

na prAptir nAbhisarnayah ul srotulll)itnno ua srotaapattiphalam na

sakrdagarni {LPG 22r)

I 2 1 Paiicauimiatistthosrihd I' raj irl frtrrtmita I- l, ed. Tzrkayasu

KIN,{URA (Tokyo : Sankibo Russhorin, 2007) : PvsP I -1
tatha hi Sariputra yA rupasya S[rnyala na tad rupam, ya vedanayah

Sunyata na sd vedana, yA (I'vsl']I I :64) sarr-rjnAyAh Stnyata na sa

samjna, ya samskAralam Slnyatrl na te sainskarah, yA vijiianzrsya

S[nyata na tad vijiianam. tat kasya hctoh?
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(2).(PvsP I-1:64, 7.2)tatha hi yi ripa`inyati na sa ripayati, y5

vedani`こIlyati na sa vedayati,yi saI1ljlla`inyata na s5 sa11ljinite,ya

sa11lskiraSinyati na sibhisarIIskarOti,ya v巧 Ilina`inyata na si vijttlliti,

tat kaSya hetOい
'

(3り tatha :hi sariputra nanyad ripall. anya`inyata, ninya sinyata

anyad ripalll,

(1)(1)ripanl eva sinyata`inyataiva ripanl,ninyi vedani any5

`inyat5, ninya`inyati anyi vedalli,vedanaiva sinyati`inyataiva
vedani, ninya sallljia any晨

`こ

1lyati, nanyi`inyata anya sallljl15,

sar1ljllaiva`inyata`inyataivasanljl15, ninye salllslkarら  any履
`inyati,ninya sinyata anye sarnskaraい . Sa11lSkara eva`inyata`inyataiva

SaI1lSkiri与 , ninyad Vijllinanl any履  `こyata, nanya `inyati anyad

vilianalll,vijianalll eva`inyati`inyataiva vijllanalll.

iti SallludayaSatyiVaVidab

(3)`anyati Sariputra notpadyate na llirudhyate, 1la sall■kliSyate na

vyavadiyate,na hTyate na vardhate,

(う

'1litTti n5nigati na pratyutpanni,
(6)yi ca Tdr`T na tatrを l ripalll na vedani na salllJlla na salllskari na

Vijllina■l na prthiVldhattlr nabdhitur na tejodhitur na viyし ldhitur

nika`adh5ttir na vijianadllitur na caksurayatanalll na rapayatanarn

na srOtrayatanarn na `abdayatanarll na ghri.ayatanalirl na

gandllayatana11l na jihv5yatana"rasayatanam na kiyiyatana平

sprastavyayatanalll na ll.anaiyatanarn dharlllayatanal.1, na

cakotirdllitur na ripadhatur lla caksurvijllinadllituり ,na`rOtradhitur

na `abdadl・ itur na `rotravijiinadllatuh, na ghra.adhatur na

gandhadhatur na ghra.avijiinadhattl与 ,na lihVadhitur na rasadhatur

na jihvavijiinadhitu与 , na kayadhatur na sprastavyadhatur na

k5yavijllanadhatui na l・lanodhatur na dharllladhitur na

rnanOVlJninadhitu与,niVidyOtpadO nividyanirodha与 ,na Sar1lSkirOtpado

na sarnskaranirOdhah, na vijllanOtpadO na viliinanirodha与 , na

nalnaripOtpadO Ila nal.laripanirodhah, na ,aOayatanOtpado na

,adayatananirodha与 , na Spar`Otp5do na spar`anir()dhal, na
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vedanotpado na vedananirodhall, na trsnotpado na trslAnirodhall, na

upadanotpado nopadAnanirodhah, na bhavotpado na (PvsPl-1 :65)

bhavanirodhall, na jatyutpado na jatinirodhah na jarlmaralaSokaparid

evaduhkhadaurmanasyopayasotpado na jaramaral aSokaparidevadull k
hadaurmanasyopayasanirodhah, na dubkham na samudayo na nirodho

na margo na praptir nabhisamayo ..... iti nirodhaszrtyavavAdah.

4.チベット語訳『二万五千頌般若』経部,Lhasa ed¨ nO■0,rKTs― K9.

(2)'diltar gzugs kyi stOng pa nyid gang yin pa de thogs par byed pa

rned do//tshOr ba'i stong pa nyid gang yin pa de tshor par l■ li byed

do//'du slhes kyi stOng pa nyid gang yin pa de'du shes su rni byed

do//

1Ka69A】 //'du byed kyi stong pa nyid gang yin pa de mngon par

'du rni byed dO//rnalll par shes ipa'i stong pa nyid gang yin pa de

rnalll par shes par llli byed do//de ci'i pllyir zhe na/

(3)sha rad、va ti'i bu/ gzugs kyang gzhan rna yin la/ stong pa nyid

kyang gzhan llla yin/stollg pa nyid kyang gzhan rna yin la/gzugs

kyang gzhan ll■a yin te/

1111111ユ1)(1)gztigs llyid kyang stOng pa nyid la/stOng pa nyid kyang

gzugs s()//tsh()r bそ l yarlg gzllall l■la yill la/ st()ng pa nyid kyang

gzhan l■la yil1/ st()ng l)a llyi(l kyallg gzllal1 11la yin la/ tsllor ba'ang

gzhan l13a,yin te/tsI〕 ()rbそ 1 1lyi(l ky〔 11】 g st()1lg I)a nyid la/stong pa nyid

kyang tSh()r ba'()/ /'dLl Sll()S kyallg gZllarl 11la yin la/StOng pa nyid

kyang gzhan llla yin/st()ng l)をl ilyi(l kyallg gzhan I■ la yin la/'du shes

kyang gzllan llla yin tc/'dtl sllc)s rlyid kyそ inll st()ng pa nyid la/stong

pa nyid kyang'du shes s()//'dtl byc(l rilallls kyang gzhan ll■ a yin la/

stong pa nyid kyang gzha11 11la yi11/st()1lg pa nyid kyang gzllan lna

yin la/ 'du byed rnallls kyaniJ gzllal〕 nlそ l yin te/'du byed rnan■ s

kyang stOng pa nyid la/st()ng pa nyid kyallg'du byed rnarns sO//

rnalll par shes pa'ang gzllan rna yin la/st()ng pa nyid kyang gzllan

l■la lyin/stOng pa nyid kyang gzhan llla yin la/rnalll par shes pa'ang

gZhan ll■ a yin te/ rnalll par shes pa nyid kyang stOng pa nyid la/
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StOng pa nyid kyang rnanl par shes IKa69B】 pa'0//sha radwa ti'i bu/

StOng pa nyld gang yln pa de nl

lll14)(3)Ini skye nli'gag cing/kun nas nyon n10ngs bar'gyur ba

rned/rnalll par byang ba rned la/'grib pa rned cing'phel ba rned pa

ste/de ni'das pa'ang rna lyin/11■ a'Ongs pa'ang rna lyin/da ltar byung

ba'ang rna yin no//gang llli skye l■ li'gag cing/kun nas nyOn nlongs

par'gyur ba n■ ed/rnanl par byang ba ll■ ed pa la/rni'grib rni'phel

te/'das pa'ang llla yin/11la'Ongs pa'ang rna yin/da ltar byung ba'ang

ma yin pa Odela ni gzugs med dO//tshor ba med d。 //'du shes med

dO//'du byed rlled dO//rnanl par SheS pa rned dOIlde la ni nlig rned

do//rna ba nled do//slla 11led do//1ce ll■ ed do//1us llled do//yid

rned do//de la ni gzugs llled d()/ /sgra 11■ ed dO//dri rlled do//rO

llled dO//reg bya llled d()//Ch()S nled dOIlde la ni sa'i kharns llled do/

/chu'i khanls llled do//nle'i kharns llled do//rlung gi kharns llled dO/

/narn l■kl■ a'i khanls lned dO//rnarn par shes pa'i kharns lned do//de

la nl lllig gi khalns lned do//gzugs kyi khanls ined do//nlig gi rnaln

par shes pa'i khal■ ls llled do//rna ba'i khanls rncd do//sgra'i khalns

rned do//rna ba'i rnalll par shes pa'i kharns lned do//sna'i khal■ ls

lned do//dri'i kharns llled do//sna'i rnarn par shes pa'i kharns llled

do/ /1ce'i kllal■ ls llled do//rO'i kllal■ ls ll■ ed do//1ce'i rna11■  par slles

pa'i khamS med do//1us kyi【 Ka70A1 //khams med do//reg bya'i

klla11ls llled do//1us kyi rnanl par shes pa'l khallls l■ led do//yid kyi

kharns rned do//chOs kyi kharns lned do//yid kyi rnal■ l par shes pa'i

kharns ined do//de la ni lna rig pa llled dO//11la rig pa'gag pa l■ led

do//'du byed lned do//'du byed'gag pa llled do//rnaln par shes pa

nled do//rnanl par shes pa'gag pa lned do//1ning dang gzugs llled

do//1ning dang gzugs'gag pa rned do//skye rnched drug llled dO//

skye rnched drug gag pa lned do//reg pa rned do//reg pa gag pa

rned do//tsl10r ba llled dO//tshor ba'gag pa rned do//sred pa rned

do//sred pa'gag pa llled do//1en pa llled do//1en pa'gag pa lllcd

do//srid pa rned do//srid pa'gag pa rned do//skye ba llled do//

skye ba'gag pa 11led do//rga shi rned dO//rga shi'gag pa llled do/
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,/de la ni sdug bsngal med do,/ ,/sdug bsngal yongs su shes pa med

do,/ /kun 'byung ba med do/ ,/kun 'byung ba spang ba med do/ /'gog
pa med do/ /'gog pa mngon du bya ba med do/ /lam med do,/,/lam

bsgom pa med do/ /de la ni thob par bya ba med do/ ,/mngon du

shes par bya ba med do/ /

5.チベ ット語訳『
~1万

五千頌般若』論部,Peking ed"vo188,Ga 62a3-

63b4.

(11:)(3)de ci'i phyir zhe na/si ri'i bu stong pa nyid ni llli skye llli

`gag cing kun nas nyon lllongs pa llla vin/ rnanl par byang ba llla

yin/`grib pa lna yin/`phel ba llla yin/

(D`das pa llla yin/1na.ongs pa lna yin/da ltar byung ba n■ a yin no/

(61:)gang yang`dri`dra ba de la ni gzugs 11led/tshor ba llled/`du shes

rned dang/`du byed rnarns llled/rna11l par shes pa rned do/

6.漢訳拡大般若

[1]『初会』 (T22005.22a29～ 22b17)

何以故。(2,金利 ∴〕諸色空彼非愛凝相.諸受空彼非領納相。諸想空彼非

取像相。諸行窄彼非造作相(,lirli哉 空彼非 J´ 別相。何以故。10舎利子.色

不異空.空不)[!色 _14,(1)色 ltlj足 空て,空即′し色(,受想行識不異空.空

不異受想行識。受想行識ltlj足 空`空即足受想行識.何以故。C)(3)舎
利子。是諸法空相不生不減.不染不注 ,不増小減。15,非過去。非未末。

非現在。|(o,金 利 ∫■,女‖足空||!中 無色t,無受想行識.無地界。無水火風空

識界。無眼庭。無」1鼻「1身 意慮 |∫111色 慮 |∫ll(鮮 香味鯛法庭。無限界。無

耳鼻舌身意界。無色界。無瞥香味′1'サ 法界 ,111[1眼 識界。無耳鼻舌身意識界。

無眼鯛。無耳鼻舌身意角蜀。11:|1民 郷j篤縁所′li諸受t,無耳鼻舌身意鯛篤縁所

生諸受。無無明生。無無明減(,無行識名色六庭鯛受愛取有生老死愁歎占

憂'1饉 生。無行乃至老死愁歎 l:F憂 悩減で,111t ll:!:ユ l:1諦′)無集滅道聖諦。無得。

無現槻。

[2]『 _1会』 (T22007■ 4a08～ 14a23)

何以故。②舎利子。諸色空彼非愛擬相c諸受空彼非領納相。諸想空彼非
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取像相。諸行空彼非造作相。諸識空彼非 r別相。何以l!丈 。0)合利子。色

不異空。空不異色。CI(1)色即是空。空即是色。受想行識不異空.空
不異受想行識。受想行識即是空。空即是受想行識。0(2)合 利 r・。是

諸法空相。(1)(3)不生不減。不染不浄。不増不
'I口

it。 0非過去非未末非

現在。(●如是空中無色無受想行識.無眼庭無耳鼻舌身意虎。無色虎無啓

香味鯛法庭。無|IJl界色界眼識界。無耳界啓界耳識界。無鼻界香界鼻識界.

無舌界味界舌識界。無身界鯛界身識界。無意界法界意識界。無無明亦無

無明減。乃至無老死愁歎苦憂惟|(l,亦 無老死愁歎苦憂悩滅。無苦黎諦無集

減道聖諦。無得無現槻。

[3]『・ 1会』 (T22007435b25～ 435c09)

●舎利子。諸色空彼非愛擬相.諸受空彼非領納相.諸想空彼非取像相.

諸行空彼非造作相。諸識空彼井 r別 相。何以故。 3舎利子。色不異空。

窄不異色。 1(1)色 即足空.空即足色t、 受想行識亦復如足。● (2)

合利 r・。是諸法空相。0(3)不 生不減不染不浄不増不減。(〕非過去非

未末非現在。(●如是空中.無色無受想行識。無限庭無耳鼻舌身意庭(,無

色庭無啓香味鯛法庭。無地界無水火風空識界。無限界無耳鼻舌身意界.

無色界無撃香味鯛法界。無限識界無耳鼻舌身意口)1ヽ 界.無無明亦無無明滅.

無行識名色六庭鯛受愛取有生老死.無行乃至老死減。無苦聖諦無集減道

聖請。無得無現慨。

[4]『放光』(T221.080006a03～ 6a12)

●合利弗。用色空故篤非色〔,用痛想行口iヽ 空故篤非識.色空故無所見。痛

空故無所覺.想空故無所念。行空故無所行〔)識空故不見識。何以故。 3)

色典空等無異。所以者何。(4(1)色 則是空空則是色。痛想行識則亦是

空。空則是識。0(3)亦 不見生亦不見滅c亦不見著亦不見断。亦不見

増亦不*見減。〔5)亦 不過去営末今現在。0亦無五陰亦無色啓香味細滑法.

亦無眼耳鼻舌身意.亦無十二因縁亦無四諦。亦無所逮得。

[5]『光讃』(T222080153c04～ 153c20)

舎利弗。其篤空者。無有起者無有減者の(D侵使色空則無有色。侵使痛痒

思想生死識空則無有識
`)設使色空則不有見。設痛痒空則無所患。設思想
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空則無所念。設使行空則無所造。設識空者無所分別。所以者何。(D舎利

弗。色者則異不典空同。空不篤異色不篤分別。0(1)色 自然空色則篤

空。痛'|:思想生死識.不篤別異空亦不異。設空不異識亦不異。識自然空

識則篤空。佛語舎利弗。其篤空者。0(3)不起不減無所依薯無所識訟。

無所増無所損。IЭ無過去無営末無現在。0彼亦無色痛痒思想生死識。亦

無眼耳鼻*舌身心。亦無色蜂香味細滑。所欲法彼則無。無路不滅無路不

行。不識不名色不六入不細滑不痛不愛不受不有不生不老不病不死亦不滅。

除生老病死。彼亦不苫亦無*習亦無所書亦無所由。彼亦無得亦無有時.

[6]『大品』(T22308.0223a10～ 223a20)

②舎利弗。色空故無悩壊相。受空故無受相。想空故無知相。行空故無作

相。識空故無覺相。何以故。O舎利弗。色不異空 (空不=非空)空不 (色

不=非色)異色。0(1)色即是空空即是色。受想行識亦如是。0(2)
合利弗。是諸法空相 (空相=相空)。 0(3)不ノL不滅。不垢不IT不不減。

0是空法非過去非未末非現在。0是故空中無色無受想行識。無眼耳鼻舌

身意。無色瞥香味鯛法。無限界乃至無意識界。亦無無明亦無無明蓋(,乃

至亦無老死亦無老死書。無苦集減道。亦無聟亦無得。

7.拡大般若経の近似 した空性表現

[1]Facsinliles oF the MS in(lBM=LPC(|「 1万 ノ|:千 頌般若』ギルギッ

ト231本 ) (ed.1)y sicfall()za(ヽ (ヽ 1〕 (、 ti)

(LPG 17v)cvanl tlktc iytisll〕 員ill(｀ C:|〕 iradvatiputro bhagavantaln etad

aVOCat* kathanl ptinar bllagavall l)()dllisatvena nlahasatvena

praliaparanlitiya11l caritavyal11* l)llagavill 履hを、l iha saradvatiputra

bodhisatv0 11■ ahasatva, prajう ]piralllitayiin caran bodhisatva iti na

Sal■lanupaSyati l bOdhisatvani11lApi lla san■ anupa`yati l

bOdhiSatVaCarylln api na Sanlallt11)a`yati l prail15pttrarniteti na

salllantlpa`yati l prttiapiralnitinilllipi lla sal.lanupa`yati l carat■ i na

San■ antipaSyati l na caratTti na sa11lalltlpa`yati l ripalll api na

Samanupa`yati l Vedan履 11l Samininl sa.lskirin vijianam api na

Sanlanupa`yati l tat kasya hetoh tathi hi sa bodhisatv0

14-!qu-a!!aygfq !qtI4l, na Sunyataya rtpam Sunyam na vedanl
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sa na na SunyatayA
`unyaln*0)ninyatra ripacchunvatl nanyatra vedan ayi与 nay samskdre bhyO nan

vijiAnac chun yata l Gl(1) Sunyatlrivq rtpam Sunyataiva vedana
samjird samskarAh Sunyataiva vijnanam tat kasya hetoh tatha hi
namamatram idatt yad uta bodhib namamatram idatt yad uta

bOdhiSatVab nimamatram idam yad uta cchunyata l namamatram

idam yad uta ripa“ vedana sattjia sattskara vijiana即 l tath5 hi

mayOpamatt ripam vcdani samjii Sanlskari mayopamam vijiana早

nlaya ca n511la11latralll na desasthi na prade`asthi:asad abllitarrl

VitathaSamatt mayadar`anam SVabhaVarahitatt aSVabhava`④
(3)

Cinutpadab anirOdah na hanir llそ l vrddhi1 1la sanlkle`o na vyavadinanl

evam caran bodhisatvo utpadam na saman upaSyati 
I

nirodham na samanu pasya ti l slllin na samanupaSyati 1la

Sanlanupa`yati l(LPG 18r)vrddhinl na samanupaSyati I samkleSan na
sanlanu aSyati I vyavaddnan na sarlan upaSyati I rupan na
samanupaSyati I vedanam samjiiam samsklrAn vijrianam na
samanupaSyati I bodhir iti bodhisatva iti yad ucyate tad api na
samanupasyati I tat kasyzr hetoh krtriman nama pratipratidharman te
kalpita agantukena namadheyendbhutaparikalpitenzr vyavahryante,/,/
vyavaharac cabhinivisyantc I tad bodhisatvo n.rahasatvalr
prajiAparamitayam caran sarvadharman na samanupaSyaty
asamanupaSyan na manyate I nabhiniviSate | // (ed. by Stefancr
Zacchetti, p.388)

l2) tr-n t;.+i$iftTi'.i pv I -1, ed. Takayasu Kimura, Tokyo,2007.
evam ukte Syusman sariputro bhagavantam etad avocat : kathaqr
bhagavan bodhisattvcna mahasattvena prajiraparzrmitAyam
caritavyam?

evam ukte bhagavan dyusmantam S-riputram etad avocat : iha
sariputra bodhisattvo mahasattvah prajnaparamitryam caran
bodhisattva eva samano bodhisattvam na samanupaSyati,
bodhisattvanamapi na samanupasyati, bodhisattvacarydm api na
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samanupaSyati. prajirapzlramitAm api na samanupaSyati, r[pam api na

samanupaSyzrti, evam vediinam samjnam samskaran vijiiSnam api na

samanupaSyati, tat kasya hetoh? tatha hi bodhisattvo mahasattvo

ah p rajiapzrramita
prajlliparalnitasvabhivena`inyah.tat kasya hetOI?prakrtir aSyaiSi,

tatha hi `inyataya na riparll sinya■ 1, na vedani na sanlilli na

sattskari na vijiina早

`inyataya`inya即
.3)ninyatra ripic chinyata

nanyatra vedanayah Sunyata, nanyatra samjiizryah Sunyata, nanyatra

samskarebhyah Sunyata, nanyatra vijnanac ch[nyata. tat kasya hetoh?

if ( I ) ry!4q tyq ,iU1v4!4, vedanaiva StnyatA, samjnaiva S[nyatl,

samskara eva Slnyata, vijiianam eva Slnyata, Stnyataiva r[pam,

Stnyataiva vedana. Slnyataiva samjna, S[nyataiva samskarah,

Stnyataiva vijnanam. tat kzrsya hetoh? tatha hi namamatram idam y:id

idam bodhisattva iti, namamatram idam yad idam prajiiaparamiteti,

namamatram idam yad idam rtpam vedana samjia samskara

vijnanam. tatha hi mayopam:rm rupam vedana samjna s:rmskara

vijnanam, maya ca namametram na deSastha na pradeSastha

asadasambhutam vitathadarSanasamam, mayadzrrSzrnasvabhavasya hi

'.f ( 3 ) notp-tdo na nirodho na samkleSo na vyavadanam, evam

prajiApararnitzryzrnr caran bridhisattvo nrahasattva utpadam api na

samanupaSyati, nirodharr api na samzrnupzrSyati. samkleSam api na

samanupaSyati, vyavadanani api nzi szimanupaSyati. tat kasya hetoh?

tath;r hi krtrimam nAma pratidharmam, te ca kalpit-rlr, agantukena

nAmadheyena vyavahriyante, tani bcldhisattvab prajnAparamitayam

caran sarvanAmani na samanupzrSyati asamanupaSyan nzibhiniviSate.

(PV I-1:53-54)

[3]『放光』

合利弗 |¬ 佛言。書薩営云何行般若波羅蜜。佛告舎利弗。菩薩行般若波羅

蜜者。不見有菩薩亦不見字。亦不見般若波羅蜜。悉無所見亦不見不行者。

何以故。苦薩空字亦空 空無有五陰。何謂五陰。色陰痛陰想陰行陰識陰。

`)(1)五
陰則是空 空則是五陰。何以故。4「 1字耳。以字故名篤道。以
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字故名篤苦薩。以字故名篤空。以字故名篤五陰。其賓亦① (3)不生亦

不減。亦無著亦無断.菩 |lξ 作如是行者。亦不見生亦不見滅r)亦不見著亦

不見断〔,何以故。但以空篤法立名侵暁篤字耳。菩「′墓行般若波羅蜜c不見

諸法之字。以無所見故無所入 (大正8,221,4c17f)

[4]1光讃』

舎利弗向佛.唯天中天。云何菩薩摩言可F;菫 行般若波羅蜜c佛告舎利弗。菩

薩摩言可薩行般若波羅蜜。不見菩薩()亦不見菩「;蓬 字。亦不見般若波羅蜜.

亦不見行般若波羅蜜字。亦不見非行。所以者何。菩薩之字自然空。其篤

空者無色。無痛痒思想生死識。(31不復異色空。不復異痛痒思想生死識空.

如色空痛痒思想生死識亦空.● (1)所謂空者色則篤空。痛痒思想生死識

亦自然。所以者何。所訓:杵 薩イ|[似 暁耳。所謂道者則亦イド見暁。所謂空者則

亦俄暁。●(2)共法自然 141(3)不起不減。亦′〔座勢無所依椅無所:争訟c

若有苦薩所行如是.不見所起亦不見所滅()不 見所狩不見所訟。所以者何。

証許立字 lプ]遊 客想。或想念故而致此法。従何立字但託虚「.(,暁 F如足 c

苫薩摩言i∫ 薩則篤行般若波羅蜜一切不見有名脱也已無所見 亦非不見。則

無所狩。員1篤行般若波羅蜜 (大正8,222,162a15“ )

[5]1大品」

舎利弗自li帰 ilc菩「|さ 摩言可薩云何應行般若波羅蜜じ佛告舎利弗。菩「;争 摩言可

薩行般若波羅蜜時。不見苦薩不見菩薩字。不見般若波羅蜜亦不見我行般

若波羅蜜。亦不見我不行般若波羅蜜()何以故。菩「;竜 菩「;奎 字性窄。0空中

無色無受想行識。10離色亦無空。離受想行識亦無空。0(1)色即是空。

空即是色。受想行識即是空。空即足識。何以故。合利弗。但有名字故言胃

馬許提。但有名字故言胃篤菩薩1)但 有名字故i渭 篤空。所以者何。0(2)
諸法賞性。0(3)無生無減無垢無浄故。菩薩摩言|」 薩如是行。亦不見生亦

不見減。亦不見垢亦不見浄。何以故。名字是因縁和合作法。但分別憶想

恨名説〔,是故菩薩摩言可「,と 行般若波羅蜜時。不見一切名字。不見故不著(人

正8,223,221b24ff)

[6]『第二会』 (大正7,220,1lb25r)

爾時舎利子白佛言。世尊。諸苦薩摩言可薩應云何修行般若波羅蜜多。佛言。
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舎利子。苦薩摩言可I)罷 修行般若波羅蜜多時。應如足親。賞有菩薩。不見有

菩 |;重 。不見菩薩名。不見般若波羅蜜多。不見般若波羅蜜多名。不見行。

不見不行。何以故。舎利子。菩薩自性空.菩薩名空。所以者何。色自性

空。不由空故。色空非色。0色不離空。空不離色。●(1)色即是空。空

即是色。受想行識自性空.不由空故。受想行識空非受想行識。受想行識

不離空。空不離受想行識。受想行識即是空。空即足受想行識。何以故。

舎利子.此但有名謂篤菩提。此但有名謂篤薩妊。此 IΠ 有名謂篤菩薩。此

但有名謂之篤空。此但有名謂之篤色受想行識。① (3)如 是自性無生無減

無染無浄。菩薩摩肩可薩 如是修行般若波羅蜜多。不見生。不見滅。不見染。

不見浄。何以故。但慨立客名。分別於法。而起分別。侵立客名。随起 言

説。如如 言説。如是如足。生起執著。菩薩摩言可薩修行般若波羅蜜多時。

於如是等一切不見。由不見故不生執著

Ⅱ.般若心経の諸資料

1.梵本心経 Pra′万aρttmたわrdayaSarra

[1]大 本 P/α′″αp″″α夕,2グ ′″力/どの αS″′/α″,ed・ by P・ L.Vaidya in:

■,`α力α:ッα″α―s″′/α―Sαタフ2g・/α力α力,Part l.1)arbhanga:The卜 4ithila lnstitute

1961(Buddhist sanskrit Texts,17)

l namab SarValilya‖

① evatt mayら
`rutam l ekaSmin Samaye bhagaVin raiagrhe Viharati

slna grdhrakite parVate i・ lahati bhik'tiSanlghCna Sirdharll rnahata ca

bOdhisattvasarnghena l tena khalu Sa11layena bhagaVin

gambhiravasattbodhanl nima San15dhitt Samipannaい l tena Ca

san.ayena aryavalokiteSvar()bodllisattvO nlahiSattVO gal■ lbhir51yarn

praliaparamitayatt caryatt caram履 ,al eVam VyaVa10kayati Sma l

paica skandhar1lstarn`ca svabhiva`こ 1lyarll vyaVa10kayati ll

athayusn■ an `ariputro btlddhinubhavena aryivalokite`v arar11

bodhisattvar〕 :letadavocat _ yal ka`Cit kulaputr()[va kuladuhita vi

asyi印 ]gambhirayam praliaparamitiy履平 caryim Cartuk5mah,

kathanl `iksitavyah? evalllukte aryivalokite`varo bodhiSattVO

mahasattval iyuSmantam `ariputrametadavocat― ya与
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kaScicchariputra kulaputro va kuladuhita va Iasyam] gambhrrayam

prajflaparamitayam caryAm cartukamah, tenaivam vyavalokitavyam -
panca skandhamstdmSczr svabhavaSunyan samanupaSyati sma

r[rpam Stnyata, Stnyataiva rtpam,/ (3)rupan na prhak Stnyata,

Stnyataya na prthag r[pam,/ (c ( t ) yad r[pam sa Shnyata, ya

S[nyata tad rupam,/ evam vedanasamjiiasamskaravijnanani ca

S[nyata,/ (2) evam Sariputra sarvadharmlh Sunyatalaksana (3)
anutpannA aniruddha amala vimzrla anunA asampurmah G)tasmat tarhi

Sariputra Stinyatayam na r[,rpam, na vediinA, sa samjnzr, na samskardh,

na vijnAnam, na cakgur na Srotram na ghrAlam na jihva na klyo na

mano na r[rpam na Sabdo na gandho na raso na sprastavyam na

dharmah/ na caksurdhatur yivan na nranodhatur na dharmadhatur

na manovij franadhatuh,/ na vidya navidya na ksayo yavanna
jaramaraf am na jarAmara!aksayall, na dullkhasamudayanirodhamarga

na jiiSnam na praptir napraptih/

l2) ,l'4Prajiia\arnmitahrdayosutrom, ed. by P. L. Vaidya in :

Mahaydna-sutra samgrohah, Part 1. Darbhanga : The i\4ithila Institute

l96l (Buddhist Sanskrit Texts. l7)

namah sarvajiiaya ll

SryavalokiteSvarabodhisattvo gambhlraylm prajflaparamitayam

caryam caramano vyavalokayati sma i paiiczt skandhah, tamSca

svabhdvaSlnyan paSyati sma ll

iha Sariputra rlpam Sfinyata, S{inyataiva rlpaml (Ornpan na prthak

`inyata,`inyatayi na prthag ripal・
11 1(1)|(1)yadripaI1l si Sinyati,

y履

`inyata tadripanl‖
evameva vedanasamii5SamSkaravijianini‖

(2)evanl`ariputra sarvadharll15与
`inyatilaksa,a(3)anutpanna

aniruddhi amah na vimali nOna na paripir,all C)tasmacchariputra

sinyat5yim na ripam,na vedana,na samiia,na sattskaraり ,na

vijianini l na caksul`rOtraghranajihvikaya11lana11lsi,na rapa`abdaga

ndharasaspra,tavyadharlll履 ユl na Caksurdhituryavanna 11lanOdhatuい ‖
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na vidya navidya na vidyaksayo navidyaksayo yavanna jaramaralam

na jaramaralaksayo na duhkhasamudayanirodhamarga na jianam na

praptitvamll

2.チベ ッ ト語訳 『般若心経』 Sわes rab kyf ρ力a ro′ lυ ρ力y′β ρa'′

sry“g ρo,rKTs― K529,H26(ラ サ版)in S力 er ρわyわ snaおわOgS,ka,

259.a.6-261.a.3==Silk ed.,Recension lB

【259a1 //rgya gar skad du/irya bha ga ba ti pra dznyi pa ra lni ta

hri da ya/ bod skad du/ 'pllags pa bcorn ldan 'das llla shes rab kyi

pha rol tu phyin pa'i snying pOl barn pO gCig gO/SangS rgyaS dallg/

byang cllub serns dpa'thallls cad la phyag'tsha1 lo//・ di skad bdag gis

thOs pa'i dus gcig na/ bc01■ l ldan 'das rgya1 1259bl bo'i khab na bya

rgod phung p()'i ri la dge slong gi dgc 'dun cllen pO dang/ byang

cllub sellls dpa'i dge'dun chen po dang thabs cig ttl bzhugs te/de'i

tslle bc()IIl ldan 'das zab rno sllang ba zlles bya ba'i chos kyi rnarn

grangs kyi ting nge 'dzin la snyorns par zhugs so//yang de・ i tshe

byang chub serns dpa'serns dpa'chen po'phags pa spyan ras gzigs

dbang phyug slles rab kyi pha rol tu phyin pa zab nlo spyod par

rnalll par blta Zhing/pllLlng p0 1nga pO de dag la yang ngO bO nyid

kyis stOng par rnain par blla'o//de llas sallgs rgyas kyi rnthtis tslle

dang ldan pa sha rad、 v之l ti'i btls l)yallg cht11)scl■ ls dpa'serns dpa'chen

po'phags pa spyan ras gzigs dballg pllytig la'di skad ces srnras so//

rigs kyi bu'all1/ rigs kyi bt1 111()gallg la la shcs rab kyi pha rol tu

phyin pa zab 11lo'i spyod pa spyad I)ar'd()d pa des il ltar bSlab par

bya/de slkad ces snlras pa dang/ byallg chub serns dpa'serns dpa'

chen po'phags pa spyan ras gzigs dbang phyug gis tshe dang ldan pa

slla ri'i bu la'di skad ces srnras so//sl15 ri'i bu/rigs kyi bu'al■ 1/rigs

kyi bu lllo gang la la shes rab kyi plla r()l tu pllyin pa zab nlo'i spyOd

pa spyad par'dod pa des'di ltar rna11l par blta bar bya ste/phung po

lnga pO de dag kyang ngo bo nyid kyis stong par rnarn par rieS Su

blta'0//(4)(1)gztlgs stOng pa'0//stOng pa nyid gzugs sO//(3)gzugs

las stOng pa 【260[1】 //nyid gzhan rna yin/stong pa nyid las gzugs
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gzhan ma yin no/ /de bzhin du tshor ba dang ,/ 'du shes dang / 'du

byed rnams dang,/ rnam par shes pa rnams stclng pzt'o/ /Q-'; (2 ) sh1

ri'i bu/ de 1ta bas na,/ chos thams cad stong pa nyid de,z mtshan nyid

med pal (:1) ( 3 ) ma skyes pa/ ma'gag pal dri ma med pa/ dri ma

dang bral ba med pal bri ba med pa ,/gang ba med pa'o/ /(Q)sha ri'i

bu,r de lta bas na stong pa nyid la gzugs med,/ tshor ba med,/ 'du shes

med,/ 'du byed rnams med./ rnam par shes pa med/ mig med,/ rna ba

med,/ sna med,/ lce medl 1us med/ yid med,/ gzugs med,/ sgra med,/

dri med,/ ro med,/ reg bya med/ chos med do,/ /mig gi khams med

cing / mig gi rnam par shcs pa'i khams med pa nas yid kyi khams

med cing / yid kyi rnam pzlr shes pa'i khams kyi bar du yang med

do/ /ma rig pa med cing ,/ ma rig pa zad pa med pa nas rga shi med

cing ,/ rga shi zad pa'i bar du yang med dol lsdug bsngal ba dang ,/

kun 'byung ba dang ,/ 'gog pa dang ,/ lam med,/ ye shes med,/ thob pa

med./ ma thob pa yang med do,/ ,/

3.『般若心経』漢訳類本の対照

[1]羅什訳『人明ll夕ι経』(T250080847cll～ 847c20)

槻世音苫薩。行深般若波羅蜜時。照見五陰空。度一切苦厄。(2,舎利弗色

空故無悩壊相。受空故無受相。想空故無知相。行空故無作相。識空故無

覺相。何以故。(3)合利弗非色異窄。非空異色。O(1)色即是空。空即是

色。受想行識亦如是。|● (2)合利弗足諸法空相。①(3)不生不減。不

垢不浄。不増不減。0是空法。非過去非未末非現在。(0足故空中。無色

無受想行識。無眼耳鼻舌身意.無色啓香味鯛法。無眼界乃至無意識界。

無無明亦無無明幕.乃至無老死無老死蓋。無苦集滅適。無智亦無得。

[2]玄美訳『般若波羅蜜多心経』 (T25■ 080848c07～ 848c13)

軌自在菩薩。行深般若波羅蜜多時。照見五蘊皆空。度一切苦厄。(D舎利

子。色不異空。空不異色。0(1)色即是空。空即是色。受想行識亦復如

是。0(2)合利子。是諸法空相。0(3)不生不滅。不垢不浄不増不減。

O是故空中。無色。無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色啓香味鯛法.無

限界。乃至無意識界。無無明。亦無無明蓋.乃至無老死。亦無老死帯。
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無昔集滅道。無智亦無得 .

[3]法 月重訳『普遍智蔵般岩波羅 蜜多心経』(T25208.0849a27～
849b07)

如是我聞。一時佛在iE合大城霞鷲山中。典大比丘衆浦百千人。菩薩摩訂
薩七萬七千人倶。共名卜」観世青菩薩。文殊師利菩薩.爾勒菩薩等。以篤
上首。皆得三味組持。住不思議解脱。爾時親自在菩薩摩訂薩在彼敷坐。
於其衆中即従座起。詣世尊所。面向合掌曲男恭敬。暗仰尊顔而白佛言。
世尊。我欲於此含中。説諸菩薩普遍智蔵般若波羅蜜多心.唯願世尊聴我
所説。篤諸菩薩宣秘法要。

爾時世尊以妙梵音。告観自在菩薩摩言」薩言。善哉善哉具大悲者。聴汝所
説。典諸衆生作大光明。於是親自在菩薩摩訂 |;曇 蒙佛需許。佛所護念。人
於慧光三昧正受。入此定已。以三味力行深般右波羅蜜多時。照見だ蘊自
性皆空。彼了知五蘊自性皆空.イ′栓彼三味安詳而起。

即告慧命舎利弗言。善男子。菩 |夕曇有般若波羅蜜多心。名普遍智蔵。汝今
諦幕善思念之。吾営篤汝分別解説。作是語已。慧命舎利弗自観自在菩薩
摩訂薩言。唯大浄者。願篤説之。今正是時。於斯告合利弗。諸菩薩摩訂
薩 |′顔如是學。色性是空空性是色。③色不異空空不異色。④ (1)色 即是空
空即是色.受想行識亦復如是。識性是空空性是識。識不異空空不異識。
識即是空空即是識。0(2)合利子。´Fl諸法窄相。0(3)不生不滅不垢不
浄不増不減。0是故空中無色。無受想行識.無眼耳鼻舌身意。無色啓香
味鯛法。無限界乃至無意識界。無無明亦無無明■。乃至無老死亦無老死
蓋。無苦集滅道。無智亦無得.

[4]般若共利言等訳 『般若波羅蜜多心経』 (T253.080849c06～849c12)

如是我聞。一時佛在王舎城者閣岬山中.典大比丘衆及菩薩衆倶。時佛世
尊即入三味。名廣大甚深。爾時衆中有洋薩摩訂薩。名親自在。行深般若
波羅蜜多時。照見五蘊皆空。離諸苦厄。即時舎利弗承佛威力(,合掌恭敬
白醜自在菩薩摩言可薩言。善男子。若有欲學甚深般若波羅蜜多行者。云何
修行。如是問已」

爾時槻自在菩薩摩訂薩告具壽合利弗言。合利子。若善男子善女人行甚深
般若波羅蜜多行時。應軌五蘊性空。
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③舎利子。色不異空空不異色.0(1)色即是空空即是色。受想行識亦復
如是。④(2)舎利子。是諸法空相。0(3)不生不減不垢不浄不増不減。
(D是故空中無色。無受想行識。無|1艮耳鼻舌身意。無色啓香味鯛法。無眼
界乃至無意識界。無無明亦無無明檻。乃至無老死亦無老死幕。無苦集減
道。無智亦無得。

[5]智慧輪訳『般若波羅蜜多心経』(T254.0&0850a20～ 850a27)

如是我聞。一時薄識梵。住王合城鷲峯山中。典大芝勿衆。及大菩薩衆倶.

爾時世尊。人三摩地。名廣大甚深照見。時衆中有一菩 |`塵 摩言可薩。名観世
音自在。行甚深般若波羅蜜多行時。照見五蘊白性皆空。即時具壽合利子。
承佛威神。合掌恭敬。白槻世音自在菩薩摩訂薩言。聖者。若有欲學甚深
般若波羅蜜多行。云何修行。如足問已.爾時観世音自在菩薩摩訂薩。告
具壽合利子言。舎利子。右有善男 F^。 善女人。行甚深般若波羅蜜多行時。
應照見五蘊自性皆空。離諸苦厄。

②舎利子。色空。空性見色。0色不異空。空不異色。④(1)是色即空。
足空即色。受想行識。亦復如是。④(2)合利子。是諸法性相空.0(3)
不生不滅。不垢不浄。不減不増。0是故空中。無色。無受想行識.無眼
耳鼻舌身意。無色整香味鯛法。無眼界c乃至無意識界。無無明。亦無無
明檻。乃至無老死檻。無昔集減道。無智證無得。

[6]法 成訳『般若波羅蜜多心経』厳性石室本 (T255Ю&0850c04～
850c12)

如是我聞。一時薄伽梵住]:合城鷲峯山中。典大法殉衆。及諸菩薩摩言可薩
倶。爾時世尊等人甚深明了=i摩地法之異門。復於爾時。親自在菩薩摩言可
薩。行深般若波羅蜜多時。観察照見五蘊性性.悉皆是空。時具壽合利子。
承佛威力。白聖者醜自在書薩摩言i∫「′菫日。若善男 ■。欲修行甚深般若波羅
蜜多者。復営云何修學。作是語巳。親 自在菩薩摩訂 |;雲 答具壽合利子言。
若善男子及善女人。欲修行甚深般若波羅蜜多者。彼應如是観察。五蘊世
性皆空。

1(1)色即是空。空即是色。③色不異空。空不異色.如是受想行識。亦
復皆空。0(2)是故舎利子。一切法空性。無相④(3)無生無減。無垢離
垢。無減無増。O合利子.是故爾時空性之中。無色。無受。無想。無行。
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亦無有識。無眼。無耳。無鼻。無舌。無身。無意。無色。無撃。無香 c

無味。無鯛。無法。無 lllξ 界.乃至無意識界。無無明。亦無無明帯。乃至

無老死。亦無老死書。無 昔集滅道。無智無得。

[7]施護訳『聖仏母般若波羅蜜多経』 (T257Ю&0852b21～852b28)

如是我聞。一時 l吐 尊。在 li合城鷲峯山中。典大芯勿衆 T・ _■ 百五 十人倶。

丼諸菩薩摩言可薩衆.而共同続。爾時世尊。即入甚深光明宣説正法三摩地。

時期自在菩薩摩言可薩。在佛含中。而此菩薩摩訂薩。已能修行甚深般若波

羅蜜多。観見五蘊自性皆空。爾時尊者含利子。承佛威神(,前 向現自在書

薩摩訂薩言。若善男子善女人。於此甚深般若波羅蜜多法門。槃欲修學者.

営云何學時槻自在菩薩摩言可薩。告尊者合利 チ言D汝今諦聴篤汝宣説。若

善男子善女人。槃欲修學此甚深般若波羅蜜多法門者。常槻五蘊白性皆空。

何名五蘊自性空耶
`)

0(1)所謂即色足空 4即空是色。0色無異於空。空無異於色()受想行識

亦復如是。0(2)合利 f^。 此 ・切法如足空 5相。(0(3)無所生。無所減。

無垢染。無清浄。無増長。無損減。(●合利 r・。是故空中無色。無受想行

識。無限耳鼻舌身意。無色瞥香味鯛法。無限界。無眼識界。乃至無意界()

無意識界。無無明。無無明蓋。乃至無老死。亦無老死#。 無昔集滅道。

無智。無所得。亦無無得。
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