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印度撃併教撃研究第 52 巻第 2号平成 16 年 3 月 ( 105 ) 

Mahãkarmavibhangα 写本再読による

「仏教党語J 語棄の再考察

工藤順之

O. 本稿で考察対象とするテキストは Sylvain Lévi によって二本のネパール写本を

基に校訂出版された Mahãkarmωibhañgα (= MK内ヒ Karmavibhañgopadda ← KVU)

である. しかし，その校訂作業は原写本ではなく転写ノートを用いて行われた.

その後 Franklin Edgerton は同校訂テキストや注記された写本の異読情報に基づい

て多数の語棄を BHSDIG の見出し語或いはレフアレンスとして記録した.

1.0 MKVIKVU から採集された語葉は BHSD におよそ 250 項目ある.その内，両

テキストのみを典拠として挙げる見出し語は 30 程である1) ここでは全ての事例

について取り扱う余裕がないので，極めて限定された範囲で語葉の問題を扱う.

即ち ， MKV と KVU から BHSDIG に採録されている所謂[仏教党語J のうち，原

写本を再読する中で明らかになる，写本に支持の無い語葉・ Lévi の注記で間違っ

て読まれている形・ Lévi の注記にないものの幾っかを対象とする 2)

1.1. asmantaka. BHSD p. 81 (ref: MKV 22.3, 5). 

upadh縅a (2). BHSD p. 135 ; [up綸h縅a]. BHSD p. 146 (ref: MKV 22.5). 

kaJpsa-p縟�. BHSD p. 163; k�Jpsa. BHSD p. 175 [no ref. ωMKV]. 

MS [B] is not available (folios are missing) 

(1) L騅i 22.3: #asmantakopadh縅繦緡 k�Jpsyap縟ry�Jp s緲im縒psodanam bhullkte. 

# L騅i 22, fn. 1 : AαsmattaropO et de m麥e deux lignes plus bas 

r(白狗 3) は)竃の上に置かれた立i塑型企旦主肉飯を食べていた J ')

A2r.2: asm縟tarodhy縅繦�Jp[a scribal e町orforopadhã"] k縱ap� [tr� s緇 lim緤lsodanarp bhuilkte 

(2) L騅i 22.5. asmantakop綸h縅繦�Jp k�Jpsyap縟ry緡 paribhu�anam 

A2r. 3: asm縅taropadh縅繦� (rp) kãrpsap五tryã paribhu町五nari1

(3) L騅i 27.9寸 O. 'smantakopadh縅繦aJp k�Jpsyap縟ry緲ll s緲im緲llsodanarp paribhuilkte. 

A4r. 4: 'sm縅taropadh縅繦 (�) [Jp] (..) sa {Jp}p縟ry� s緲im� (1ll) sodanalll paribhu白kte

(4) L騅i 28.6-7 必mantakopadhãnãyãlll k�!llsyap縟ry緲ll s緲im緲llsodanalll paribho�;yate. 

A5v. 1: 縱m縅taropadh�t;l繦緲ll k縱ap縟ry� s緲im� (1ll) sodanalll paribhok~yate 

(5) L騅i 28.15-16. asmantakopadh縅繦�Jp k緲llsyap縟ry�Jp sãlim孟rpsodanarp . paribhuktav縅 
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( 106 ) Mahãkarmavibhαnga 写本再読による「仏教委E語j 語黛の再考察(工 藤)

A6r. 1: 縱m縟aro<pa>dh縅繦�!p k縱apatr� s緲im�!psodana!p paribhuktav縅* 

先ず asmantaka について Edgerton は「竃J (stove) という訳を挙げているが，こ

れは Lévi の仏訳 (foumeau) に基づいたものだろう.そして“Skt. Lex.; whether it 

occurs in this sense in Skt. literature seems doubtful" とする .

複合語の前分である asmantakaーは， この写本では頻出する a/ã， tt/nt, Sls という

誤写例を示すが，全てが asmãntara- と書かれていると考えられ， Lévi 校訂の as

mantakaーという形はない ra/ka の交替例は文字の形から見て誤写であるとは考え

にくく，単語としては Skt. asmãntaraーであったと考える方がよい.

複合語の第二成分の upadhãna について ， BHSD は Lévi 22.5 [上記事例 (2) ]を

もって upãdhãna を一つの見出し語としているが， Edgerton 自身この形を疑わしい

と見て upadhãna の誤植と指摘する.何故そう指摘した単語を辞書の見出し語に残

したのかは不明だが，いず、れにせよ写本の指示を得られない形である.従って，

第二成分は upadhãna (Onãyãrp，くf>.sg . Loc) で一貫している.

さて，この複合語をどのように解釈できるか.格変化としてf.sg. Loc . をとって

いることから， bahuvrjhi として kãrpsapãtryãm にかけ， r銅製の皿J が置かれてい

る (upadl血a) 何かを指し，その何かが asma(n) -antara- という単語の指示内容であ

ろう . すると，訳としては「別の石/石と石の間j となる.

ここでチベット訳を見ておきたい. MKV 冒頭の因縁語は Lévi が用いたナルタ

ン版には無かったが， W. Simon によってシェルカル写本カンギュルには残ってい

ることが最初に指摘された 5) それ以外の諸カンギュル等を調べると，デルゲ，北

京，ウルガの各版本には無く 他方トクパレス プタクの両写本カンギュルとラ

サ版には残っていることが判明した 6) 対応する箇所は次のようになっている.

'khar [S: 'khar; F, L: kharJ gzhong rdo ba'i [F: ba'i; L, S: baJ khar blangs pa Ia 17) 

最初の 'khar gzhong は凶rpsya-pãtrj に対応し ， rdo ba が asman に対応する.問題は

次の kha (r) である. Skt. mukha r 口・顔， 表面，縁J 等にあたると理解できる

が， rdo ba と結びつけると[石の表面/石の縁(の上に置かれた) J の意味であろう.

Skt. -antara幽とはニュアンスが異なっており 正確なその様態は判らない.いずれ

にせよチベット訳には[竃J と訳せるような単語は無く， Lévi 校訂のおmantakaー

を支持しないから，写本通り asmãntara- r石で出来た何かj と 読んでおく .

更に kãrpsyapãtryãm であるが，写本では kãrpsa- 或いは kãsaーと 書かれ， rp の脱

落という，この写本では極めて日常的に見られる筆写癖を考えれば，用例全ては

kãmsa- を意図したものと考えてよい • BHSD には見出し語 kãmsa- があって，他文
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Mahãkarmavibhanga 写本再読による f仏教党語j 語重量の再考察(工 藤) (107 ) 

献での用例を考慮すると，正規形の kã!psya- に全てを校訂する必要はなく，写本

通りに kã!psapãtryã!pで構わない.この形に関して Lévi は一切脚注を付しておら

ず\校訂本からはこの読みが得られない(よって BHSD に記載されなかった). 

1.2. parid緘ha (2). BHSD p. 325 (田正: MKV 37.19 (ms)). 

L騅iS 5. 37.19. krodhah. upan緝ah. rnra~ah . prad抑制 的.

# L，とvi37. fn. 2: Aparid.函'ghaIJ

[(顔色を悪くする業とは)怒り.恨み.嫉妬.慎悩つ . J 

A15v. 2 parid綸yah [a scribal e訂or for parid緘haIJ]; B folio missing 

Lévi は T ('chig pa [= 'tshig pa) [p. 185)) を基に pradãねりと校訂しているが， BHSD 

pradãsa の項で Edgerton が疑問を呈しているように，この読みは写本に支持がな

い. mrak号a， j~ya とセットになった語であり，また他文献に同様の表現が見られる

以上，写本に従って paridãdya く paridãgha (paridãha) とした方がよい.

1.3. pratipudgalika. BHSD p. 365 (ref.: MKV 156.13 [= KYU)). 

L騅i 156.13-1 4: etad agram Ananda pratipudgalik縅絆p dak~il)ãnãJ11. 

#L騅i 156, fn. 3: ・ letermep占{ipuggalika = pratipudgalika y est rendu par私 (privé [oppos� 

� public). individuel} 

I これが，個人に対する布施のうち，第ーのものである J 9) 

A63v. 4-5: pr縟ipudgalik縅�J11 da~il)ãnãJ11; B does not have the KVU 

この形は Daksinãvibhαngasütra からの引用部分に見られ，そのソースが元々どの

ようになっていたのか不明であるから 10)，伝えられていた本来の形は確定できな

い . P緲i pãtipuggaIika に対応するので， hyper-Skt.化した prãtipudgalika と読んだ可

能性を捨てきれない.語形として， pratipudgaIika が正規のものであることは確か

であるが，僅か一例とは言え写本の読みには我々の誤読の余地無く prãtipudgaIika

と筆写されている以上， この形を記録すべきであろう.

1.4. [pratis縒in). BHSD p. 373 (ref.: MKV 65.4; 66.7) ; vipratis縒in. BHSD p. 492. 

(I) L騅iS 33. 65.4: dattv� ca khalu pratis胝# bhavati 11). 

#L騅i 65 , fn. 3: A ripuりisãri.

[布施した後で，実に(そのことを)悔やむj

A38v.3: datv� ca khalu (ni)punis胝 bhavati; B21 v.l; datvã 拙alu vipratis胝 bhavati 

(2) LéviS33 , 66.6-7: evamanenapürvaJ11 kりradhenuh prasãd勾亙tenadatt� pasc綸 vipratis胝 saJ11-

vf(tah 

「このようにこの者は始めは浄信から乳牛を布施したが，後になって後悔したJ

A39r.4: evam anena p�vaJ11 godhenu (h) pra(39r.4)s綸aj縟ena datt� pasc綸 vipratis胝 saJ11vf(ta 
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( 108 ) Mahãkarmaνibh仰ga 写本再読による[仏教委E語J 語裳の再考察(工 藤)

B2Iv.6: evam anena p�va(Q1) k頃radhenurj縟al;t pras綸ena datt� pasc綸 vipratis縒aQ1121 saｭ

(Q1)V口taQ1

Edgerton は事例(1)の Lévi の注記にある写本の ripUl).isãrï から推定して，テキス

トの pratisãrï が“巴町oneous reading" であると考え， vipratisãrï と読むべきとする.

写本を確認すると， MS[B] の読みが vlpratísãrï であり， MS[A] の読みには文字

上の類似性による誤記 (v-/n- ， pra-/pu-, t-/nーの混同と nln の交替)が含まれているが，

ni (<vi) という挿入文字が示すように， vipratis縒� (osãrin) と読もうとしていたこと

は明白であり， Edgerton が述べているように，両写本の支持のある vípratísãrï と読

むべきである.従つて ， MKV は見出し語 p戸ra討叩t“i“sã訂加rm のレフアレンスでで、はない ω

1.5. s鈎aQ1prahãrηγa(付て寸f帰舟a討t旬ωaω). BHSD p. 579 (ref.: MKV 87.1ロ2). . 
L騅iS 65, 87.12: nityaQ1 samprahãry句ãto# bhavatil41 

# L騅i 87, fn.6: ... T a la m麥e liste que A; mais, en regard de samprahã，ゅのãto ， il porte : 

rab tu dga' bar 'gyur ba (il est extr麥ement content> traduction qui suppose la lecture samｭ

prahar~ao. 

I常に論戦の準備ができている j

A53r. 3: saQ1praharyaj縟o; B31 r. 3? not have [omittedつ]

写本では -praharyaーとあって， Lévi の校訂である -prahãrya・に部分的根拠を与え

ている. しかし， Lévi 自身が注記し，また Edgerton が述べているように，イ号a・が

-rya・と誤写されたものと考えた方がよい(漢訳参照).基写本で中央部分の斜め線

が薄いか消えていた為に， ~aーを yaーと読んでしまったのかも知れない (yaーは線が

やや直線的であり，切ーはもう少し丸みを帯びている). -prahãrya- とある -hãーに関して

は，長音は右側に縦線が加えられるのに，この部分にはそれが全く書かれておら

ず，間違いなく -haーである.つまり saJ'!1prahãrya- という単語は写本には存在せず\

saJ'!1praharya- と書かれているが saJ'!1prahar~aーの書き間違いと見なせる.

1.6. saq凶yate . BHSD p. 559 (ref.: MKV 27.27); BHSG g37.3，合1. 1; g37.27; g43. 

MS [B] is not available (folios are missing). 

L騅i 27.27 : asm緻am pit� ya is\ay句白a 緝it緘nir ucchritay�al;t sann�ate# 

# L騅i 27 , fn.11 : Sic A. Peut勧ètre r騁ablir samj�yate 

[我が父は祭把を行い，祭火を点じ，祭柱を高く立てた者と知られている」

A5r. 2 : [a] sm緻aQ1 ([pゆ t孟 ca yonau I istay勾ña ãh凶gnir ucchritay� {pa> l;t s3Q1DﾏyataQ1. 

この語形は受動形としては孤立したものである. Edgerton は(Q1)jn-> nn- とい

う音韻変化 (SHSG S 2.15) を想定し，語根 dふ， dhã-, sthã- 等から受動形を作る際

に語末の長音 -ã ~こ対して導入される -ï が類推から導入された中期インド語である
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Mahãkarmaνibhaizga 写本再読による I仏教党語j 語乗の再考察(工 藤) (109 ) 

と考えている(本来は複子音の後の -ã は保持され，ありうべき形は sal!1 -J筒yate) . 

写本では m が明白に見えており， sal11-niyate とある.意味的にも sal11j踊yate で

問題なく，また sam-Jñj- の Pass. 形では通じないから，この samniyate には何らか

の音韻変化を想定しなければならない. Edgerton の説明に併せて写本の・m・を説

明すれば，・nn・と変化したにも拘わらず一方を叩ーで代用し (saf!1-jñãyate > *sa-nnｭ

尋問te/sa-nniyate> sa-!p1Üyate) ，或いは -mーは保持されたまま，す白>-nn->-nーという変

化を推定することになる (saf!1-jñãyate> *saf!1-nn�yate/saf!1-nniyate > saf!1-niyate). 

また，母音の・1 も元々そうであったかは確証がもてない.この写本では -ã， -Ï の

母音が間違えて筆写される箇所が見られ，これもその一例である可能性は否定し

きれないから，類推による十代用導入でなく sal11-nãyate であったかもしれない 1 5)

この形には他に用例がないので今は Edgerton の解釈に留保付きで従っておくが，

写本では sa脚jyatam とある語を注記もなく sanniyate と校訂することは過修正と言

えるだろう.

2. 小結:写本校訂者が提供する当該写本に関する情報，即ち批判校訂上，欠く

べからざる注記 (critical apparatus) 自体に誤り或いは欠落があった場合，原写本を

参照しない限り，不備の多い情報を基にして[校訂J された語集が恰も嘗て使用

されていた特異な形として認定されてしまう可能性がありうる.本稿はそうした

校訂上の問題点が，そこに収録されている MKい'KVU をレファレンスとした語裳

を通して，仏教文献学の出発点とも言える BHSD/G にもあることを指摘した MKV

に関して言えば全体としてのテキストが校訂できる写本が現在までに僅か二本し

かない以上，原写本の異読情報を正確に読解し提示することで，伝承上の或る時

点、での姿を明らかにすると同時に 個別テキストの精度の高い語葉集成を蓄積し

ていくことで文献学上の資料を供給出来ればと願っているからである.

略号・ BHSD/G: F. Edgerton, Buddhist 1かbrid Sanskrit Dictionary and Grammar, New Haven, 

1953; L騅i: Mahãkarmaνibhaizga (La Grande Classification des Actes) et Karma-vibhaizgopadda 

(Discussion sur le Mahãkarmavibhaizga) , Paris, 1932; Ch-5: W例主主首迦長者説業報差別経』

濯曇法智訳， T No. 80, vot. 1; Ch-6: r分別善悪報嬢経』天恵、災訳， T No.8 1, vot.ト l

1 ) ここで挙げた数字には見落としもあることをお断りしておく 尚，本稿で言う[仏教

焚語j 語糞とは単純に BHSD/G に掲載されている単語という程の意味でしかない 2) 

中期インド語の影響を受け，あり得る可能性を持った「仏教焚語j であるのか，それとも

単なる筆写者による不注意な 「誤写! なのかという疑問はいかなる規準を以てしてもなか

なか解決することは難しい.就中ネパール写本にはそうした校訂作業上の難点が常につき

まとう(この点については特に Brough の論文を参照のこと J. Brough, “The language of 
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( 110) Mahãk，αrmavibhaizga 写本再読による「仏教焚語j 語重量の再考察(工 藤)

the Buddhist Sanskrit texts," in: BSOAS 16, 1954, pp.35 ト375) .また Lévi の校訂がネパー

ル人パンディットによって転写されたノートで行われたことも事態をより複雑にする . そ

うした事情下で，問題となるのは他文献にトレース出来ず，写本の支持も無い語繋が I校

訂J されてそれのみを典拠とする辞書の見出し語となり，或いは他文献に現れる語会の別

用例として参照されているという点である.写本になくともその校訂の根拠が，例えば漢

訳やチベット訳に，或いはパラレルを持つ他文献に担保されていると考えるのが当然であ

るから，読みが Skt.本のみを典拠とする語黛，即ち Skt 本での読みが否定されると同時

に文献学的な根拠を失うような語重量のみに限定するということである 3) L騅i: SaIi.ｭ

khaku勾ara を写本に基つ川て saIi.kha-kukkura と訂正する . 詳しくは拙稿 fMahãk耳rn叩vibhaizga

と Karmavibhangasûtraーネノfール国立古文書館所蔵のサンスクリット写本 J (辛嶋静志，
吹田隆道との共著) r創価大学・国際仏教学高等研究所年報.1 2, 1999, pp. 98-9. 4) 因縁

語を持つ Pãli ， 漢訳にはこの語に対応するものはない 5) W. Simon, “A Note on the 

Tibetan Version of the Karmavibhaizga Preserved in the MS Kanjur of the British Museum," 
in: BSOAS 33- ], 1970, pp. 16ト 166. 6) 他の写本カンギュルを含めたチベット訳テキス

トは別の機会に公表し批判を仰ぎたいが，系統的には Them spangs ma 系写本カンギュル

に主として残ることを指摘しておく . 7) F157b2; L200b3-4; S716.2. (F: Phug brag No 

186$870 (vol. 71 , Tsha) [=IASWRMicrofichevol. 71]; L: BritishMuseum Or. 6724 (mDo, 
Ci, vol. 35) ; S: sTog Palace No.287 [= IASWR Microfiche vol. 86, LMpjOI4.307). 8) 

Cf. P緲i [204.18-24]; Ch-5. [892a27-bl]; Ch-6 [897a9-1O]. 9) C王 MN， No. 142 Dakkhiｭ

lJãνibhaizg，αsutta ， III. 297: ayal]l. patham� p縟ipuggalik� dakkhiI)�. 10) MKV/KVU に引用さ

れるこの経については拙稿“The Mah臾armavibhanga and the Karmaνibhangasütra (5) ," in 

ARJRJAB vol. 6, p. 64, fn. 1 に挙げた資料，論文参照のこと . 11) Cf. Ch-5 [893c23] 後

還追悔. ; Ch-6 [898a28-29] 施巳心侮故 12) Cf. BHSD, vipratisãra, m. , rarely nt 事
例 (2) は頃rin/'sãra に相応した構文となっている . Lévi はこの写本B の読みを注記してい

ないので， BHSD にも言及がない 13) C王 Oskar von Hinüber, “Origin and Varieties of 

Buddhist Sanskrit," in: Dialects dans les Litt駻atures Jndo-Aryαnnes， ed. C. Caillet, Paris, 

1989, pp. 341-367, esp. p. 359. Gilgit 写本のおmghätasûtra では，他の多くの写本が

vipratisãribhüto と読む所で或る写本 (F) が pratIsãri と置き換えている例がある.私が本稿

で指摘したいことは pratisãrin という語自体があり得ないということではなく，写本にそ

の読みが支持されていないMKVでの用例をレフアレンスとして出すことへの疑義である .

14) Cf. Ch引894c25-26] 七者面貌端巌. 見者歓喜; Ch-白6 [900a5] :五見皆歓喜

15) 更に誤写と理解するしかない形が語末に現れる.母音記号-e をアヌスヴァーラと読

み間違えてーte をーtal]l.と筆写したか(他の事例がこの写本自体に現れる)，元々ーtam で

あったかである . 後者であれば，それ自体構文としては破格になり，意味的にも更に説明

困難な語形を得ることになる.

(キーワード > Mahäkarmavibhanga， ネパール写本， BHSD/G 

(創価大学，国際仏教学高等研究所講師)
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