
Offprint from:

『三康文化研究所年報』37号, 2006, pp. 17–83.

Sankō Bunka Kenkyūjo Nenpō [= Annual of The Sanko Research Insti-

tute for the Studies of Buddhism] 37, March 2006, pp. 17–83. 

工藤順之・吹田隆道　訳

「ジャン・ナティエ著『般若心経』は中国偽経か？」

 "Hannya shingyō wa Chūgoku gikyō ka?" = Japanese translation

of "Jan Nattier, “The Heart Sūtra: A Chinese Apocryphal Text?”"

trans. by KUDO Noriyuki and FUKITA Takamichi

[Jan Nattier, “The Heart Sūtra: A Chinese Apocryphal Text?”

originally published in The Journal of the International Association of

Buddhist Studies  15-2, 1992, pp. 153–223.]



『般若心経』は中国偽経か?

ジャン・ナティエ
(]an Nattier) 

(工藤順之吹田隆道訳)

三康文化研究所年報第 37 号
抜刷

平成 18 年 3 月 30 日発



" 

『般若心経』は中国偽経か?

153.1 序論

ジャン・ナティエ ム

(]an Nattier) 日

工藤順之一

吹田隆道一

『般若心経J(l)は間違いなく東アジア全域で最も好まれている仏教経典の一

つである。それは大乗仏教のいくつかの主要な教義を簡潔にまとめたものとし

て，また計り知れない超自然力を持つダラニとして重んじられ，仏教教義の金

字塔のーっとして一般にも僧侶にも尊ばれてきた。聡伽行派，中観派，あるい

は禅宗というような種々の立場からおこなわれた豊富な注釈が証明するように，

さまざまな宗派の学僧達によって尊重されてきたのである。この経典が一般に

どれほど浸透しているかは，現代の日本で他のどの仏教経典よりも多く，湯飲

み，手拭い，ネクタイにプリントされていることによって証明される。

153.16 r般若心経J は現代の仏教学者たちの視野からも外れたことはない。

Ed ward Conze はこの経典の党本に関して相当な関心を寄せていたω。また漢

文のテキス卜は日本の学者たちによる膨大な数の研究の対象になっているω。

最近では(そして最も注目すべきものが)福井文雅によってなされているo さ

らに， Donald Lopez の最近の研究でチベット訳とインドやチベットの註釈書

類の重要性が考察の対象とされる一方でω，インドと中国の註釈書がそれぞれ

David Eckel と John McRae によって研究の主題とされている∞。

153.26 さらに言うならば，アメリカの大学の仏教学の入門課程に入った学生で『般

若心経』にまったく出会うことなしに免れられる者はほとんどないといっても

過言ではない。なぜなら，それが(色即是空 空即是色などの)それ以前の仏

- 17 一



教的分析のすべての範時を端的にくつがえしていることによって，実質的にど

のような仏教文献の選文集でも地位を占めているからである。要するにこの経

典は，伝統的な大乗仏教の社会と現代の学界との両方で，最もよく知られてい

る仏典の一つなのであるo

154.4 ところが，その伝承に関して色づけのない構図を得ようとすることを妨げて

いるのは，まさしくこの経典に対するわれわれの親近感である。現代の学者，

現代の仏教徒はこの経典を頻繁に読み，聞き，唱えているために，その形式や

内容がもはや見知らぬものとは思われなくなっている。しかしながらこの短い

経典は， (以下に詳しく検証されるが)その原型に関する重要な手掛かりをわ

れわれに提供してくれる多くの特徴を含んでいるのである。

154.11 しかも，この重要な経典の再検証を現代の学者たちにまったくさせない理由

は，その内容が周知のものであり過ぎるということだけではなさそうである。

付け加えなければならない理由として，この経典の党本の検討(時には相当漢

訳への言及を伴う)，あるいは漢訳の検討(多かれ少なかれ必要に応じた党本

の対応句に対する言及を伴う)のいずれかに偏るという仏教の専門家の傾向も

考えられる。言い換えれば， r般若心経』には膨大なサンスクリット本のみの

研究，あるいは漢訳のみの研究があるにもかかわらず，適正な経典の比較〈そ

して言語交差的な}分析が無いのである。

154.21 本研究は，これら両方の欠点を改善すること，すなわち，まず第一に，その

文献的背景内で(一般的には大乗経典類という範鴎のー経典として，より特定

すれば般若経類に含まれる文献として) r般若心経』に取り組むこと，第二は

漢訳とサンスクリット語両者の最初期の資料すべてを完全に比較検討すること

によって見直すことを意図しているo そうすることによって，このあまりにも

よく知られている経典の固有の特徴だけでなく，それが編纂された時期と場所

に関する〈ふり返って見ればすべて容易に理解できる〉手掛かりにも焦点、を当

てることが出来るであろう。
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154.31 r般若心経.ß:小本

『般若心経』には二つの伝本がある。すなわち本稿での主たる対象である

「小本J (より古いもの)と，そして比較的後代の漢訳数本はもちろんのことイ

ンド(=サンスクリット〕やチベット本として知られている「大本」であるo

これらの相対的年代は以下で詳しく論ずるが，さしあたりこの経典の形式と内

容について概略を得ておく。

155.3 小本『般若心経』は，三つの部分からなっているo つまり

(1)簡潔な序論部分 ここでは観自在菩薩の(智慧の完成を実践すること

に基づく) r五趨皆空J という観察が紹介されているo

(2) 本文 自在(この部分にはその名前が現れないが，暗示的語り手とし

て)が(長老)舎利子に一連の観察について語る。「色は空と異ならな

い」という有名な文句に始まり，実質上仏教分析の最も基本的な範鴫の

すべてとも言うべき人間〔五識・十二処・十八界)，因果関係〔十二支

縁起)，道〔四諦説〕についての一連の否定に終わるo そして，

(3) 結論部分 ここには智慧の完成に住する菩薩が述べられ，知慧の完成

があらゆる仏陀の悟りの根源としてほめ称えられる。そして有名なマン

トラ (gate gate p縒agate p縒asal1lgate bodhi svãhã) がすべての苦し

みを滅する手段として勧められている。この『般若心経』はこのマント

ラで結ばれるが，そのマントラはサンスクリット本以外のすべての諸本

でもインドの形式を保持している(つまり翻訳されるよりも，音写され

ている)。

155.21 さて，この経典の簡潔さゆえに，サンスクリット小本の翻訳すべてをここに

挙げることが可能であるo それはこれからの考察に対する参照として役立つと

考える。

155.24 序論部分:聖なる観自在菩薩は[彼の]甚深なる智慧の完成 (praj白ãpã

ramitã) を行じている時に観察した (vyavalokayati sma)o [そして]

彼は五趨を空とみなした。
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155.29 本文:さて，舎利子よ，色形は空である，空性そのものが色形であるo 色形

は空性と別でなく，空性は色形と別ではない (5a)。そして，感受作用

(vedanã)，表想作用 (sarpj白ã)，形成作用 (samskãra)，認識作用

(vij白ãna) も同様であるo

さて，舎利子よ，すべての法は空性の相を持つ。それらは，生じず，

減せず，汚れず，浄からず，減少せず，増加しなし」

それゆえ，舎利子よ，空性においては色形は無く，感受作用は無く，

表想作用は無く，形成作用は無く，認識作用は無い。目，耳，鼻，舌，

身体，意は無い。形，音，香，味，触の対象， [もしくは]意の対象

(dharma) も無い。眼の領界 (caksur-dhãtu) は無く，乃至，意識の

領界 (manovijñãna-dhãtu) も無い。無明は無く，無明の滅は無く，

乃至，老死無く，老死の滅も無い。苦は無く， [苦の]生起， [苦の]滅

もしくは，道[は無い]。知 (j白ãna) は無く，達成 (prãpti)も無い。

156.17 結論部分:それゆえ，舎利子よ，達成が無いから，菩薩は心の障害 (cittã

varana) が無く，智慧の完成に依って住している。心の障害が無いか

ら，彼は恐れなく，過失を乗り越えて，そして[彼の]達する所は浬繋

である (nisthã・nirvãna)。

三世の諸仏すべては，智慧の完成によって，比類なき完全なる悟り

(anuttara-samyaksarpbodhi)に目覚める (abhisarpbuddha)。

それゆえ，智慧の完成の偉大なマントラが知られなければならない。

すなわち，偉大な呪文 (vidyã) のマントラ，最高のマントラ，比べる

ものの無いマントラ，すべての苦を鎮めるマントラo それは真実で，偽

りでないが故に (satyam amithyatv縟 [sicJ)，そのマントラは，智慧

の完成の中で説かれるのである。

次の知くである (tadyathã)。

gate gate p縒agate p縒asarpgate bodhi sv緝� 

157.1 この短い経典を文献上の観点から， (すなわち，大乗経典類のーっとして，

さらに特定すれば般若経典として挑めると)，すぐさま数多くの特徴が認めら
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れる。その第一は，無論，その簡潔性である。大乗経典一般と比較しても，

『般若心経』は極端に短い経典である o しかしながら，この特徴は特異なもの

ではない。なぜならそれと同等の長さの大乗経典が，特に般若経類の中には多

少存在するからであり. Conze はその種の諸経典(比較的に後期に編纂され

たもの)のグループ全体を，それ以前の諸経典の「簡略版」と名付けている(6)0

157.l1 われわれの主題にとってより重要なことは. (まずは〕大乗経典としてまっ

たく異例な他の二つの特徴である。その一つはこの経典が〔仏典として〕適切

な始まり方(すなわち. íある時私はこのように聞いた。世尊は…に居られた」

という，その説法の場所と状況を特定する定型句〔序分)) (7)を欠いている点，

そして二つ目は適切な結部(聴衆の反応、についての幾らかの言及がなされる部

分〔流通分))を欠いている点である。第三はまったく意外な特徴であるが，

仏陀自身がまったくこの経典に現れないことであるo (この欠点は大本で形式

的に修正されたが，小本の編纂者には関心がなかったと恩われる〉。

157.22 大乗経典類の代表的なものとしてだけでなく，さらに限定して般若経典のー

っとして『般若心経』を検討すると，第四の特徴が明らかになるo なぜなら，

この経典における主たる(そして事実ただ一人の)語り手が，般若経典類では

通常は何の役割も持たない観自在菩薩であることである (8)。逆に最初期の般若

経類のすべてで主たる語り手となる須菩提が. r般若心経J ではまったく姿を

現さない。言い換えれば，まったくわれわれの予想に反して仏陀自身と須菩提

の両者が姿を消し，一方，よそ者とも言うべき観自在菩薩がたった一人せりふ

を持つ役柄を与えられているのであるo この経典では観自在菩薩に呼びかけら

れる聞き手でしかないが，確かに長老舎利弗の名前が般若経類の本文中と同様

に現れる。しかし. (以下にみるが》このことは偶然の一致ではない。という

のはこの一節はもう一つの般若経典 (=f二万五千頒般若経.JI)に完全な平行句

があるからである。

158.2 最後となる第五の特徴は，結論部分にマントラが存在することであるo この

ことはこの『般若心経』を般若経類全体からではなく(この種の文献では比較

的後期の経典が同じ特徴を共有しているため).この種の文献の最初期にして
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最も広く用いられている諸経典から区別するものであるo 仏陀に対する聴衆の

反応に言及する以外の終わり方をすることが，大乗経典にとって異例であるこ

とはすでに述べた。すなわちまったく唐突にマントラで終わることは，その様

な典籍には特に異例のことである。なぜなら，般若経文献がそのような形式を

まったく持っていなくはないとしても，それら〔の形式〕はこの種の文献中，

比較的限られた役割しか果たさないからである。そしてそれらが最初にこの種

の文献に現れた時，マントラではなく，救済もしくは魔除けの定型句というよ

りは，むしろ記憶を助ける方法を指し示す(初期段階での)用語であるダラニ

と呼ばれたからである (9)。言い換えれば，般若経典におけるマントラの存在は

《それが経典の結部に孤立させることによって強調させることは言うまでもな

いが〉われわれが留意しなければならない点である。

158.19 このように『般若心経』はこの種の経典の中では特異な，多くの特徴を含ん

でいる。それらは，少なくとも，この経典の編纂の状況が，膨大な般若経典を

生み出すに到った状況とは明らかに異なるかもしれないことを示唆しているの

である。したがって，われわれの検証は，何処で，そしてし、かなる状況のもと

で，この異例な文献が生みだされのかを確定しなければならない。

158.25 r般若心経』と『大品般若経J(1 0)

『般若心経』の起源についての最も重要な手掛かりは，この経典のさらに別

の特異性によって与えられる。すなわち本文(シャーリプトラに向かつて「色

は空とは異ならず，そしてその逆も同様にJ という主張から，空においては

「智無く得無し」という言説まで)が実際に他の般若経典の一節と一致すると

いう事実である。東アジアの仏教を専門とする学者たちが既に気づいていたよ

うに. r般若心経』の中心部分(すなわち，最初と最後の部分を除くすべて)が

『大品般若経J (the Large S皦ra on the Perfection of Wisdom，中国音では

Mo-ho po-jo po-lo-mi ching，党名 Pa白cavi l1lsatisãhasrikã-prajñãpãramitã

sûtra, r二万五千(頒)般若波羅蜜経J1)の一節とほぼ一字一句合致するので

ある(11)。
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159.2 この二つの経典に含まれる「本文」をただ単に対照するだけで，この類似は

中国学者でない者(=漢字を知らない人〕でも判るほど著しい。

羅什訳『大品』 『玄奨訳(とされる)心経』

(大正 No. 223， 8 巻.223a13・20) (大正 No.251 ，8巻.848c4・ 10)

舎利弗 舎利子

色不異空空不異色 色異空空不異色

色即是空空即是色 色即是空空即是色

受想行識亦如是 受想、行識亦復知是

舎利弗 舎利子

是諸法空相 是諸法空相

不生不滅 不生不滅

不垢不浄 不垢不浄

不増不減 不増不減

是空法非過去非未来非現在

是故空中無色無受無想行識 是故空中無色無受無想行識

無眼耳鼻舌身意 無眼耳鼻舌身意

無色聾香味燭法 無色聾香味燭法

無眼界乃至無意識界 無眼界乃至無意識界

亦無無明亦無無明議 無無明亦無無明壷

乃至亦無老死亦無老死謹 乃至無老死亦無老死壷

無苦集滅道 無苦集滅道

亦無智無得 無智亦無得

このような逐字的な一致は偶然ではありえない。〈両方の典籍が， まだ立証さ

れていない共通の原型に基づくと仮定しない限り〉それらの経典のどちらかが

直接他方を模造したはずだと結論する必要があろう。
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その相応漢訳との(そし『般若心経』のサンスクリット本に目を向けると，160.4 

て，結果的に，羅什訳『大品』の対応句との)類似点もまた顕著であるo 事実，

E. Conze によって校訂された党本『心経』と玄奨に帰属される『心経』との

聞には，実質上逐語的な一致があると言っても間違いではないだろう。それら

二つの『般若心経」に含まれる本文の比較はそれらの類似点を明白に表す(附E

a
 

』
廿
経
川

丸
山
】
・
n

r
E
-
a
 

.

.
'
c
u
 

づ
，h

刃
u

林
凡
出

1) 
。

漢文『心経』

舎利子
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受想、行識亦復知是

舎利子

sarvadharmäり sünyatä・lak開nä(3)是諸法空相

anutpann� aniruddha 不生不滅

amal� avimal� 

an�� aparipürI)äり(1 4)

tasm緜 Ch縒iputra s�yat繦緡 na 

不垢不浄

不増不減

是故空中無色無受無想、行識

r�am na vedan� na sarpj� na 

sarpsk舐�I:t na vij白änam

na cak?uり毛rotra-ghrãI)a-jihvä-無眼耳鼻舌身意

k艙a-man舐psi 

na rüpa・sabda-gandha-rasa-無色聾香味燭法

spra計avya・dharmãり

na cak手ur・dhãtur y舸an na 
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161.12 

161.14 

manovij白ãna-dhãtuり

na jihvãvijñãna-dhãtuり

無無明亦無無明壷 n縋idy� nãvidyã・k手ayo

乃至無老死亦無老死壷 y縋an na jar緡araI)am na 

jarãmaraIJa-k~ayo 

無苦集滅道 na duりkha-samudaya-nirodha-

marga 

無智亦無得 na j�nam na pr縣tir 

以上のように二つの典籍はどちらかが一方の翻訳と解釈されるほど類似して

いる。

党本『大品』 の問題

しかしながら党本『大品』に目を向けると， われわれがこれまで見てきたー

字一句の対応形式が崩れる。もし，党本『心経J の本文と党本『大品j (すな

わち. r二万五千頒般若経』で， ここではギルギット写本からローマ字翻刻し

たもので， その中には仏教混清党語の確かな特徴が認められる)(1 5)の対応箇所

とを比較するならば，内容〈すなわち，概念とそれらの並べ方〉に関しては，

全般的に類似していることが明かである。 しかし，両者のサンスクリット本を

比較すると， その相違の程度はサンスクリットの専門家でない者たちにも読み

取れるほど充分に明白であるo

党本『大品』

na hi S縒advatiputra-(l6) 

-anyad r�am any� sunyat�(l8) 

n縅ya sunyat縅yad r白pam
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党本『心経』

iha S縒iputra 

r白paql 釦nyam(l7)釦nyataiva

rupam 

r�縅 na prthak s�yat� 

急白nyatãya na prthag r白pam



[r猤 pam eva sunyat� 

sunyat(ai)va r皂arp 

eval11 n�(ny)� vedan縅y� sunyat� 

n縅ya sarpj� n縅y� sunyat� 

n縅ye sarpsk縒� anye sunyat� 

n縅ya vij白ãnam any� sunyat� 

nãnyaり sunyatãnyad vij�narp 

vij白ãnam eva sunyat� sunyataiva 

v勀�nal11 

ya S縒advatiputra sunyat� 

na s� utpadyate 

na nirudhyate 

na sarpsklisyate 

na vyavad繦ate 

na hiyate 

na vardhate 

n縟it� n縅緘at� na 

pratyutppann�(20) 

y� notpadyate na nirudhyate na 

sal11sklisyate na vyavad繦ate na 

hiyate na vardhate n縟it� 

n縅緘at� na pratyutpannãり

na tatra r皂arp na vedan� na 

na sal11j白ãn na sal11sk縒縅 

na VIJ白ãnarp

- 26 一

[yad r皂am s� s甁yat� 

y� s甁yat� tad r皂am(9
)] 

evam eva vedanã-sarpj白ã-

sarpsk縒a-vij白ãnam

iha Sãr匂utra sarvadharmãり

sûnyatã・lak手anã

anutpann� 

aniruddha 

amal� 

avimal� 

anuna 

aparip白閉め

tasm緜 Ch縒iputra s甁yat繦緡 

na r白pam na vedan� 

na sarpj白ã na sarpsk縒緲:t 

na vij�nam 



na cal匂ur na srotrarp na ghr�l)am 

na jihv� na k繦e na manaり

na r�arp na sabdo na gandho 

na rasa na sparso na dharm緲:t 

(na) tatra skandh� na dh縟avo 

n繦atan縅i 

na cak手uり-srotra-ghrãl)a-jihvã

k繦a-man縒psi 

na rüpa・sabda-gandha-rasa

spra科avya(21)-dharmãり

na tatra cak手urdhãtu na r�adh縟ur na cak手ur(22)-dhãtur y縋an 

na cak手urvij白ãnadhãtu na manovij�na-dh縟uQ 

na (sro)tradh縟u na sabdadh縟ur 

na srotravij�nadh縟ub 

na ghr�I)adh縟ur na gandhadh縟ur 

na ghrãI)avijñãnadhãtuり

na jihv綸h縟ur na rasadh縟ur 

na jihvãvijñãnadhãtuり

na k繦adh縟ur na spra手tavyadhãtur

na k繦avij�nadh縟ur 

na manodh縟ur na dharmadh縟ur 

na manovij白ãna[dh緇 tUQr [sic] 

na tatr縋idy� n縋idy縅irodhaQ 

na samsk縒縅 na samsk縒anirodhah 

na vij�narp na vijñãnanirodh幼

na n緡ar�arp na nãmarüpanirodhaり

na satv繦atanam(23) na 

satv繦atananirodhaQ 

na sparso (na) sparsanirodhaり

na vedan� na vedan縅irodhah 
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n縋idy� nãvidyã-k~yo 



na trsn� na trsn縅irodhah 

nop綸縅arp nop綸縅anirodha1) 

na bhavo na bhavanirodhah 

na j縟iCr n)a j縟inirodha1) 

na jar緡aral)arp 

na jar緡aral)anirodha1) 

na duりkharp na samudayo na 

nirodho na m縒ga1) 

na pr縣ti n綯hisamaya1)(24) 

yavan na ]aramaral)am 

na jarãmaral)al王将yo

na du1)kha-samudaya-nirodhaｭ

ロlarga

na j�nam na pr縣tir 

163.13 この二つの聞には，明らかな相違が数多くあるが，その最も顕著なものは，

党本『般若心経』と比べた場合の党本『大品般若経』の長さである。しかしこ

れは『般若心経』にまったく欠けている概念もしくは観念が『大品般若経』に

存在しているということではなし単に『般若心経』の中でより要約された形

をとっている範時を『大品般若経』がより詳細に説明するという，その徹底に

よるにすぎないのである。例えば. r大品般若経』は「色は空性と別のもので

はないJ Cna ... anyad r�am any� sünyatã) と言うだけに留まらず，残る四

つの菰それぞれについても同様の言い方を繰り返す Cí受は空性と別のものでは

ないJ. 云々 )0 r般若心経』は対照的に，単に他の趨についても同様であると述

べるだけである Cevam eva vedanã・sarpjñã-sarpskãra-vij白ãnam)。同じ様に

『大品般若経』が「空性に，眼はなく，耳はなく等」と述べるときも，十八界

の一つず.つを列挙しているのに対して. r般若心経j は簡潔な仕方で最初の十

二項目〔十二処) C諸感覚器官〔根〕とそれらの対象〔境J) を並べ上げ，そし

て残る界を省略して要約する Cí限界なく乃至意識界なし J. na caksurdh� tur 

y縋an na manovij白ãna-dhãtub)。言い換えれば. r般若心経』は『大品般若

経』に見出される同じ項目をすべて含んでいるが，可能な限り簡潔な方法でそ

れらを表現しているのである (25)。
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もうひとつのタイプの相違点でこの相違よりももっと特異なのは，しかし，163.36 

ある o (つまり〕二つのテキストの全体的な意味が同じであるにもかかわらず，

用いている語誌が異なっていることであるo 二つの典型的な例を示す。

党本『心経』

r�縅 na pç生生釦nya凶

s�yat繦� na prthag r�am 

党本『大品』

(na) anyad r�am any� sunyat� 

n縅ya sunyat縅yad r白parp

y縋an na jar緡araI)am 

na jarãmaraI)a盗塁yoh
H
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この二つの場合，両者ともに同じことを言っているのだが，別の(そして，164.8 

まったく関係しなしリ語集を含んでいるo 第一の例では，党本『大品』はサン

スクリッ卜表現の na anya X anya Y，すなわち rx は Y 以外のものではな

を用いて「色は空いJ (逐語的には rx 以外のものは Y 以外ではないものJ)

性に異ならず，空性は色に異ならないJ と言う。対照的に，党本『心経』は X

すなわち rY は X と異ならないJ (逐語的には rx より別の Yna p輻hak Y, 

したがって，X は奪格形である)という表現を用いている。はなし、」であり，

二つのテキストは本質的に意味において同一であるが，表現方法で著しく異なっ

ている。同様に第二例では，両テキストは， í老と死はないJ (na jar緡araI)am) 

しかし r(党本〕大品般若経』が老と死の「滅J (もしくはことを主張する。

nirodha) がないと述べているのに対して， f(党本〕般若心経』はそ

の代わりにサンスクリット語の k~aya (破壊〉を用いる。ここでもまた本質的

な意味は同じであるが，表現方法が異なっているのである。

「停止J，

空性と見なされる諸法 (dharmas)

の性質を記述する有名な一節に見出されるo その平行部分を以下に示す。

- 29 ー

この二経聞のさらに顕著な相違例が，164.24 



党本『大品』 党本『心経』

na ... utpadyate anutpann� 

na nirudhyate aniruddh� 

na sarpsklisyate amal� 

na vyavad艙ate avimal� 

na hiyate anuna 

na vardhate aparip�rI)� 

165.3 このように党本『大品』は一貫して動調単数形を用いているo すなわち，

[それは]生じず (na ... utpadyate)，減せず (na nirudhyate)，汚され

ず (na sarpklisyate)，浄められず (na vyavadäyate)，減りもせず (na

hiyate)，増えもしない (na vardhate)。

対照的に党本『心経』は，形容詞的語句の複数形を使っている。

[それらは]生じず (anutpannä)，減せず (aniruddh�) ，汚されず

(amalä)，浄められず (avimalä)，減りもせず (anünä)，増えもしない

(aparipürIJ.劫)。

この二つの表現で・は用語そのものが異なっているだけでなく，それらの文法

上の形(動詞に対して形容詞，単数に対して複数)も一致していない。したがっ

て，全体の意味は同じでも，言い回しはこれ以上異なりょうがない(26)。

165.18 こうした二種の相違〈党本『大品』のもつ繰り返し表現に対して党本れ乙経』

の簡潔性， もう一つは語誌と文法形での両者の違い〉は，この二つのテキスト

それぞれの歴史に関わるまったく異なったこつの証拠を提示するo まず第一に，

インドの大乗仏典は絶え間ない増広と拡大にさらされて， (例えば般若経文献

の場合)それは『十万頒般若経J (Sata-sähasrikä-praj白äpäramitä-sütra) の

ように，大抵，終わりなき繰り返しによって生まれる巨大な文献で頂点に達す

るo 本来は『般若心経~ (むしろ，その本文)の様に短くて簡潔なテキストが，

文献上の増広を経て， r大品般若経』に見たような形にまで， いともたやすく

成長したと考えることも可能である。
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165.31 しかし，われわれは今はここで一旦立ち止まって，次のことを思い起こさな

ければならない。つまり般若経研究では最も権威のある西洋の学者 Edward

Conze は， r般若心経』が『大品般若経』よりも以前のものではなく，後のも

のであると考えており，大きな経典の(原形としてでなく)要約を表している

と考えているのである (27)。漢訳とチベット語訳の資料によって与えられる証

拠は， Conze の仮説を確かなものにすると思われる。党本『大品』は 3 世紀

末までには漢訳されていたけれども， r般若心経』はもっと後，最も早ければ

5 世紀に，あるいは 7 世紀にならないと現れない可能性もある (28)。同様に

『般若心経』に対する現存するインドの注釈(サンスクリット原典は存在しな

いが，チベット語訳として残っている〉は 8 世紀から 11 世紀にその年代を位

置づけられるのだが(29) ， r大品般若経』に対する注釈書は〔それらより〕数世

紀前には現れる (30)。したがって， r大品般若経』が『般若心経』よりもかなり

古いものであると考える Conze の見解に従うべきであることは明らかであろ

う。それゆえ，ここで説明されねばならないことは，短い経典から長いものへ

という発達(つまりインド仏教文献史においてはまったく普通の過程である)

ではなく，その逆がおこっていることである。

166.18 しかし，いかにして膨大で反復の多い文体をもっ『大品般若経J から，簡潔

で省略された形式をもっ『般若心経』に辿り付けるのであろうか。もちろん，

(Conze のように) r般若心経』は初期般若経文献の内容全般の略説を意図し

たものあり，そしてそのようなものとして，不詳のインド人作者側で故意に行

われた要約を示していると仮定することもできる。たとえそれが，仏典は(縮

小するのではなく)増広するという通常のインド的習慣に背いているとしても，

この仮定は，初めはまったく合理的に恩われる。しかし『大品般若経』と『般

若心経』とに見られる一連の諸概念の完全な対応〈二経典の漢文の逐語的一致

も言うまでもなく〉は『般若心経』が般若経文献一般の略本ではないことを明

らかにするo つまり『般若心経』は『大品般若経』に見出される特定の一節の

前後に序説と結末を付加して作られたものなのである。したがって，問題は

『大品般若経』のように発達した経典から， r般若心経』のような簡潔な表現に
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至ることができた文献展開のプロセスの説明にある。

166.36 ここでこの〔問題を考えるに〕当たり，前述の〔二経聞の〕相違の第二に戻

らなければならない。すなわち，それら〔二つの経典〕が持つ概念(そしてそ

れらの結果)が同一であるという事実にもかかわらず，二つのサンスクリット

本に見られる語録の違いであるo 言い換えれば. r大品般若経』のサンスクリッ

ト本から党本『心経』を得るためには，増広したものから簡略されたものが出

現したことを仮定しなければならないだけでなく，動詞に対する形容詞の代用，

単数形の代りに複数形，そして確かな仏教用語に対する同義語の代用(例えば

nirodha に対する k~aya) をも説明しなければならない。

167.9 たとえ長い経典から短い経典への発展が小さな(しかも克服できなくはない)

問題であるとしても，これら語最上の違いはまったく違った類の問題を含んで

いる。なぜなら，そうした改変はまったくテキス卜変選の一般的な規則に従っ

ていないからであるo インドの編纂者が既存の経典を伝承する際に，ある表現

や用語を付加(あるいは，さほどあるわけではないが，削除)することはあり

得ても，新しい概念の導入が加えられないにもかかわらず，経典中のあらゆる

語(確定された専門用語，例えば五趨・十八界・四聖諦の名称、などは除いて)

を「差し替えるJ ことは，少なくとも筆者が知る限り前例がない。言い換えれ

ば，党本『心経』と党本『大品』の並行文を比較する時に見たような差し替え

について，目的も慣例も確認することは出来なし、。手短に言えは党本『大品』

から党本『心経J. あるいはその逆を引き出す単純な方法はないのであるo

167.24 原典の伝承:再分析

では，漢訳における二つの経典の事実上の同ーをどのように説明すべきか。

これまでなされてきた通常の(そして理解しやすい)憶説は，党本『大品』か

ら『漢訳大品J. そして党本『心経』から漢文『心経』という伝承の道筋であっ

た。しかしながら，この方法で問題に取り組むということは，二つの漢文テキ

ストの一致を二次的な類似性によって説明しなければならないことを意味する。

すなわち，それらが偶然にか，もしくは故意に同調させられたということであ
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る。さらに党本『心経』と漢文『心経』の間にある言い回しの完全な相互関係

を説明していくためには，以下のような仮説を作り上げなければならないであ

ろう。すなわち，鳩摩羅什による『大品般若経』漢訳の完成後のある時期に，

『般若心経』が玄実によって漢訳された。この時に，ある中国人編纂者が漢訳

『般若心経』の本文と〔漢訳) r大品般若経』の一節とのある類似点に気づいた。

二つの経典を調和する目的で，二つのうち(羅什訳『大品』か玄奨訳とされる

『心経』のいずれか)一方を他方に適合するように改変した。しかし，同様の

修正はより古い『大品般若経』の諸漢訳にはなされなかった。

168.10 しかし，このような仮説は複雑に入り組んでおり， (私の知る限り)中国仏

教文献史の中のどこにも確認されない文献〔伝承〕上の仮定を設けることを必

要としている。この中核となる一節の実質的に同一な二つの漢訳(一つは「漢

訳大品J. もう一つは『般若心経J) が個別に作られたという確率は《特にその

基となる党本が一致しないという事実を念頭に置けば》実際上ゼロにちかいこ

とは言うまでもない。しかし， もし「漢訳大品』の原形が党本『大品』であり，

漢文『心経』の原形が党本『心経』であるという一般的な前提を受け入れるな

らば，まさに〔漢訳二本が一致し，党本が相違するという文献上の〕証拠を説

明する手段はまったくない。それゆえ，われわれはこの前提を捨て，最も古い

文献を出発点として，最初からやり直すべきであろう。

168.24 党本『大品j] (特にギルギットで発見された写本に見られるような，現存す

る中で最も古いもの)の一節を鳩摩羅什訳『大品般若経』の対応箇所に比較す

ると，両者はほとんど完全に一致するo (ただし鳩摩羅什が翻訳に際しである

程度の原文の省略をしていたと考えられる〉。けれどもこのことは， まさに漢

訳者，そして特に中国人の美意識に訴えることのできるインド仏教文献の翻訳

を作ったことでよく知られている鳩摩羅什にとっては当然のことであろう。中

国文学の世界においては，繰り返しの多い表現は最も嫌がられるものの一つで

ある。なぜなら簡潔さ《喋々しい繰り返しではなく》は中国の美的原則では美

徳と見られているからである(まさにインド人好みの正反対である)(3九中国

の文学的晴好に関して知られていることと，他の漢訳仏典に実際に見出せるこ
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との両方を考慮にいれれば，党本『大品』とその相応漢訳との相違は，まさに

われわれの期待通りのものである(制。すなわち，現存の写本に近い党本『大

品』の伝本から鳩摩羅什の『漢訳大品』に伝承されたという流れを想定するこ

とに何の問題も無い。

169.7 (少なくともその立場が主としてインド学にある学者にとっては)たぶん予

想外かもしれないが，羅什訳『大品』と玄英訳とされる『心経』との類似の度

合いを見ると，われわれの考察の次の段階が必要となろう。((すなわち)東ア

ジアの仏教学者がすでに気づいていたように弘後者の本文が前者から抽出さ

れたものであると仮定しなければならない(33)。言い換えれば，漢文『心経』

は漢訳『大品J の抽出から成り， r大品』に何ら平行句を持たない「枠組み」

要素(冒頭と結部)を伴っているo

169.17 これまでに，党本『大品」→漢訳『大品』→漢文『心経』という経過をなんら

問題なく確定し得た。しかしどのように党本『心経』をこの構図に組み入れる

ことができるのであろうか。その答えは驚樗するにたるものである。党本『心

経』は漢文 cr心経~)からの翻訳である。

169.23 このような一見異端ともなりかねない主張をするには強力な証拠で補強する

ことが要求されるが，そのような証拠はすぐに手に入る。われわれは二つの角

度から問題に取り組むことになる(すなわち)第一は経典自体に見出されるこ

の伝承経路に関する証拠，第二はそうした事柄の歴史的可能性(と蓋然性)で

ある。

169.29 内的証拠: t 、かにして還党を解明するのか

『般若心経』の漢文と党本の分析を進める前に，他の状況で見られる還党

(すなわち，別の仏教言語からサンスクリットの用語を復元すること)の実例

を考えてみることは有用であろう。そうした還党の例はモンゴル版大蔵経の中

に多く見出すことができる。これはチベット人に好まれていた〔原文の〕翻訳

化より，モンゴル人が長い間インド起源の語を〔そのままにしておくことを〕

好むことの結果である。元(1280-1368) 時代とそれ以降モンゴルはチベッ
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トの強い影響の下に入り，膨大な量のチベット語仏典をモンゴル語に翻訳しは

じめたが，彼らはチベット語の仏教用語に代えて妥当なインド起源の対応語を

見つけ出すか，あるいはチベットのやり方を踏襲して単純にこれらの用語をモ

ンゴル語に訳すかという問題に直面した。特に人名と地名の場合，モンゴル人

は， (可能であればいつも札それに対応するインドの原語に還元しようとし

たのである。

170.11 無論，元々のサンスクリット語形が何であったのかということに関して，そ

の結果はモンゴル人の側でなされた正しい，あるいはまた間違った推測の交じ

り合ったものとなった。間違った推測を示す例が， rアールヤマイトリースー

トラ(・ λrya-maitri-sütra)~ という未来仏弥紡 (Maitreya) の物語の中に見

出すことができる (34)。弥紡が出現するとされるインドの都市は，常にサンス

クリット文献では，ケートゥマティー (Ketumatï) と呼ばれ， チベット語で

は〔逐語的に) Rgyal-mtshan blo-gros と訳されるo そこでの Rgyal-mtshan

(直訳すると「王の旗J) は，サンスクリット語の ketu í旗J のチベット訳で

あり， blo-gros (í心J) は接尾辞-matï の苦心の訳である (35)。しかしながら，

Rgyal・mtshan blo・gros の元のインド原語を再現しようとして，モンゴル人の

訳者はその最初の要素を ketu ではなく，同じく「旗」を意味する別のサンス

クリット語 dhvaja と還元した。その語はチベットでは常に rgyal-mtshan と

訳されているからである。言い換えれば，モンゴル人は，たぶん蔵党辞典(=

翻訳名義大集〕を使って，根拠はあるが，間違った推測をしたのである (36)。

170.27 そこで，サンスクリットの語句に対応しないが， (その〕同義語〔が存在す

ること〕が還党をはかる主要な指標のーっとなるo しかし別の指標もある。間

違った語JI頂，介在する言語の構造に起因する文法上の誤り，誤読(介在する言

語における文字の視覚的混乱によるもの)はすべて， もともと原典に保たれた

ものではでなく，還元が行われたことの証拠を提供するo 端的に言えば，還党

した者たちの不注意な間違いを通して，この経過(=還究〕を辿ることが出来

るのであるo

170.36 もちろん，先に挙げた用例では，モンゴル経典全体の内で行われた，個々の
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インド語(特に固有名調)の還元を問題にした。ところが，まったく同じ論法

が党本『心経』の系統を見極めることに援用できるo もし媒体として漢文『心

経』を介在させることで，党本『大品』と党本『心経』の相違が説明できるな

らば(そしてこれ以外の方法では説明は困難であるか，不可能であるが)，そ

れら〔の相違〕は党本『心経』が実は漢文 (r心経J) からの還党であるという

証拠となるであろう。

17l.9 まず， r大品般若経』と『般若心経J の党本の相違を論じた際に引用した最

初の二つの例をそれぞれ見ていくことにしよう。第一は，党本『大品』が na

anyad r侊am any� sunyatã, (つまりわかりやすく訳せば) r色は空性と異

ならない」としている点であるo 羅什訳『大品』では「色不異空J (色は空性

と異ならない)と訳されており，サンスクリットに完全に合致した訳である。

玄奨の『心経』は羅什訳『大品』の表現に正確に従っていて，それは経典の本

文全体にわたってほとんど例外はない。しかし党本『心経』は党本『大品』の

表現に合致しない。その代わりに〔党本『心経』では) r侊縅 na prthak 

s佖yat� (r空性は色とは別でないJ) とし，漢文の「色不異空」に(幾分非慣

用的ではあるが)完全に合った訳である。言い換えれば，ここにわれわれはサ

ンスクリット語の ketu→チベット語の rgyal mtshan→サンスクリット語の

dhvaja という〔先に挙げた実例と〕正確に相応する例を見る。そこではサン

スクリットの用語が《第二の言語を媒介とした還党を経て〉同義ではあるが，

まったく異なった表現に換えられているのである。

17l.29 同様の転換は第二例にも見ることが出来る。そこでは党本『大品』が na jar罸

marananirodhah r老死の滅 (nirodha) はない」とあるのに対して，党本

『心経』は na jarãmaral)ak手ayo r老死の破壊 (k手aya) はない」となってい

る。中国語が介在した結果が〔この相違の〕明白な説明を与えてくれるo なぜ

なら『大品般若経』と『般若心経』のこの部分の表現に現れる「尽」という文

字は nirodha もしくは k~ya のどちらにもに用いられる〔訳語〕であるから

である(後者の方がより一般的であるが)。要するに，鳩摩羅什はサンスクリッ

ト語の nirodha を中国語の「尽」として翻訳することを選択したようであり，

- 36 ー



それは玄奨の『心経』でも保持され，その後 k~ya と還党されたのである。

172.5 しかし，最も注目すべき証拠は前掲の第三の一節に含まれているものである。

ここで一連の否定表現は党本『大品』では動詞の単数形で，一方党本『心経』

では形容詞の複数形で表されている。しかしこれは一般的には中国語には表記

されない類いの情報に他ならない:複数であることは，必要ならば〔文字を使っ

て〕示されるが，一般には数は文脈内に暗示されるのであり，一方(中国語

〔を学ぶ〕学生達が充分味わっているように)ある語は文脈に応じて名詞，形

容調，あるいは動調として様々な働きをしうるのであるo 以下にそれらの対応

句を挙げておく。

党本『大品』 『漢訳大品』 党本『心経』

(=漢文『心経jJ

na ... utpadyate 不生 anutpannã(り)

na nirudhyate 不滅 aniruddh� (b) 

na saI11klisyate 不垢 amal�(b) 

na vyavad繦ate 不浮 avimal�(b) 

na hiyate 不増 an��(b) 

na vardhate 不減 aparipürl，lã(り)

どの事例でも漢文は党本『大品』に含まれる術語を充分に翻訳したものであ

り，一方党本『心経』は逆に漢文の充分な翻訳であることを示している。この

場合でも党本『心経』は， もしそれが漢文からの還党であるならば当然と思え

るような同義語転換をしているのである。

172.30 要約すれば，党本『心経』に見られる一連の概念はまさに党本『大品』のそ

れに適合するのだが，これら二つの経典にある(趨，処，界の名称のように固

定された仏教用語を除いて(37)) íほとんどどの単語」も異なるのである。この

ような内容上の著しい額似性が語奨の著しい相違と結び付けられると，選発の

結果， (すなわち漢文からの党本『心経』への翻訳としてのみ説明がつくので
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ある〉。

173.4 r般若心経』の出現:インドと中国の証拠

ここまでに見直してきた文献学上の事実は「般若心経』の漢文からサンスク

リットへの還元を説得する証拠として充分であるが，さらに裏付けられている

歴史的証拠を見直すことも少なからず意義のあるものである。そのような証拠

は経典の伝搬経路に関するわれわれの仮説を支持(あるいは， もし必要である

なら修正)するのに役立つばかりでなく， r般若心経』が独立した経典として

初めて作られた時代，場所，それを取り巻く状況に関して具体的な情報を与え

ることも出来る。

173.l4 単独経典としての『般若心経』の出現を明らかにするための最も確かな方法

の一つは，この経典に対する最も早い注釈書の年代を確定することであるo し

かし，インド側ではそうした著作はかなり遅れて現われる。前述のように，現

存最古のインドの注釈は8世紀以降のものである (38)。また，この年代以前にイ

ンドにおいてこの経典が存在したことを示すその他の証拠(例えば，他の著作

によるこの経典の引用， もしくはインドに行った中国人によるその存在の報告)

は依然としてない(39)。要するに， 8 世紀以前のインドにおける『般若心経』

の存在を証明する証拠はないのであるo

173.24 ところが中国資料に目を向けると，それとは対象的にこの年代 (8 世紀〕以

前から，中国仏教徒たちによってこの経典が熱心に用いられていたという証拠

が豊富にある。現存する注釈には，玄奨の主要な弟子，窺基と困視.tl によるもの

(共に 7 世紀後半)，同様に教燈出土写本からのみ知りうる，三つのお互いに

密接に関係した典籍の一群があり，そのうち少なくとも一つは 645 年より前

に成立したとされている (40)。そうすると， 7 世紀後半より遅くない，おそら

くそれより数十年早い時期に，中国において『般若心経』の注釈が存在してい

たという確実な証拠があることになるo

173.34 漢本の『心経』自体の存在の証拠に関しては，問題が幾分複雑になってくる。

現代の目録は， 5 世紀から 11 世紀初頭にかけての合計 8 本の漢訳『心経』を
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挙げている (41)。しかしながら，これらの諸漢訳の最初の二本の帰属〈鳩摩羅

什と玄奨によって訳されたとされている二本》に関しては極めて問題が多い。

所謂「鳩摩羅什訳」は 8 世紀の目録. r開元縛教録J において初めて彼の名前

が付され，なおかっ同目録に先だって玄奨訳を記載したものはない (42)。しか

も，玄奨の伝記は彼が『心経』を翻訳したことについて述べず，助けた病人に

その経典を授けられたと伝承している点は注目にあたいする (43)。

174.12 r心経』のこの二つの漢訳の起源については後述するとして，さしあたり注

目すべき最も重要な点は. r般若心経』の存在が，インドで最も早く確認され

る時期よりも，少なくとも 1世紀前に中国で認められていることである倒)。し

たがって. r般若心経』が中国とインドで最初に出現した年代は，党本『心経』

が漢本からの還党であるという仮説に矛盾せず，さらに，それを支持するに充

分であることを教えてくれるo

174.20 枠組み部分:文脈の再構成

すでに見てきたように. r般若心経』の本文は『大品般若経』に完全な平行

句を持ち，さらに東アジアの註釈者逮は早くとも 7 世紀後半には前者が実は

後者からの抽出であると理解していた。しかし，漢文『心経』の「桝且み部分」

とわれわれが呼ぶ部分についての考察がまだ残っている。すなわち. (漢文

『心経』の〕序論部分と結論部分は『大品般若』にまったく対応してい芯いの

である。もし実際に『般若心経』が中国において独立した経典として作られた

のだとすれば，これらの部分は純然たる偽作でなければならず. (すなわち，

中国の土壌において，そこで手に入る資料のみを使いながら創作されたのでな

ければならない》。

174.32 ここで，上述の『般若心経』の形式と内容に見られる特異な点に戻って考察

しよう。第一点は. r般若心経』が本来あるべき冒頭部分を持っていないこと

である(すなわち. rある時私はこのように聞いた〔如是我問。一時)J という

定型句で始まらないことである)。第二は. (般若経文献にはほとんど出てこな

い》観自在菩薩がここで重要な役割を果たしている一方で，仏陀はまったく省
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かれ，そして同様に須菩提(般若経類本流の主たる対話者)もまったく現れな

いことである。第三は，この『般若心経』は(仏陀に対する聴衆の反応につい

ての記述がそこに示される)あるべき結末を持たず， しかも単にサンスクリッ

ト語のマントラで終わっていて，それは(本来の経典の体裁に慣れたものにとっ

て)本当の結末でない感じを持たせる (45)。これらの特異な例のすべては，文

脈上，本文に関係付けて読むことが出来るが，実際には経典の枠組み部分にし

か現れない。(例えば，観自在菩薩は本文の中で名指しされないが，序論部分

での彼の存在が読者に彼が経典の本文の語り手であると推測させる。)したがっ

て，般若経典のあるべき形式と内容から逸脱するそれらの相違は，枠組み部分

の成立の場所に関して，そして独立した経典としての『般若心経』そのものが

作成された時期と場所に関して多少の手掛かりを与えてくれるだろう。

175.19 では，これは中国で作られたと考えてもいい類の経典であろうか。中国偽経

の作者は，インドの聖典に似せようとして，ありとあらゆる工夫を凝らすとい

うことが中国偽経の特徴であるから，最初はこの主張がまったく怪しいものに

思えるかもしれない。つまり，中国偽経の作者は一般に，インド特有の形式

(序に当たる「私はこのように聞いた」から結末まで 〔序分から流通分まで))

を作り，それに加えて，新しく作った経典に本物らしく見えるインド名を散り

ばめながら，細心の注意を払ってきているからである (46)。もし『般若心経』

が本当に中国偽経ならば，作者がこの経典にインド様式に合うような努力をほ

とんど払わなかったように見えるのは何故であろうか。

175.31 この点で，福井文雅氏の論考は重要な手掛かりを与えている。と言うのも福

井氏の研究は次のような結論を導き出しているからであるo r般若心経』は，

実際には「経典」ではなく，むしろ「心経J. 英訳では一般に Heart Sütra は

「ダラニ文献J. (すなわち読諦目的のものであって. (これまで想定されてきた)

般若思想の「心髄J. 本質ではないとして理解されるべきである) (47)。もしこ

れが本当に事実であるなら(そして福井氏の論証はこの点については非常に説

得力がある).この経典の最初期の漢訳に正式な経典としての体裁が欠けて

いることに戸惑う必要はない。この文献は真正なるインド経典を模するより，
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むしろ読調的な使用(つまり唱えられるダラニとして)を意図されていたのだ

から，偽作者(たち)がその産物に外来の装い〔インド的な様式〕を凝らさな

かったのは驚くことではない。さらに，この文献がほとんどの中国偽経が持つ

別の特徴，つまり中国固有の思想の流入(例えば，非インド的・非仏教的なも

の)を含んでないことも驚きではない(48)。

176.12 しかし， r般若心経』の序論部分と結論部分が中国で創作されたと主張する

ことが妥当であるのか否かは，依然として考察されなければならない。この点

について考えられるべき最たるものは， r般若心経』の二つの要素である。第

一は，般若〔文献〕のあるべき語り手である須菩提と仏陀自身が観自在菩薩に

入れ替えられている点。第二は完全なサンスクリット語のマントラが結論部分

に存在する点である (49)。両者は，明らかにその本文が生まれてきた『大品般

若』に相応文が存在しないし，また般若経文献一般では極めて異例の特徴なの

であるo したがって，観自在菩薩と結論的マントラの両者は，理由なく，いわ

ば『大品般若』とは無関係の事情に基づいて，枠組み部分に導入されたものと

思われる。

176.25 そうした事情は， r般若心経』が最初に現れた時代と場所(すなわち，七世

紀の中国南西部)に見出しうるであろうか。その答えは断固として「ある」で

ある。観自在普薩の存在は少しも意外ではない。なぜならこの菩薩は，文献的，

美術的な証拠によって証明されるように，当時の中国で最も人気がある菩薩で

あったからである (50)。事実長きにわたって，中国仏教徒の中でのその信者の

数はインドにおけるその人気をはるかに凌いでいたと言っても，たぶん過言で

はない(51)。それゆえ中国において，観自在菩薩を新しく創作された仏教読調

経典の中心的人物として選択することはまったく妥当であっただろう。

176.36 しかしながら， r般若心経J (小本)がマントラそのもの〈有名な gate gate 

p縒agate p縒asaIJlgate bodhi svãhã) で終わっていることはどうであろうか。

もしマントラが『般若心経』の本文(すなわち， r大品般若』に含まれる要素

を写し取った部分)にあったとしたならば，なんの問題もなかったであろう。

なぜならこの〔中核〕部分は明らかにインドで編纂されたからである。しかし，

- 41 ー



マントラはここではなく枠組み部分にあるのだから， Cもし上に説明した推論

が正しいとすれば)純粋に中国創作として見なすべきである。では，中国で仕

立てられた経典の中に完全なサンスクリットのマントラが存在することを，ど

のように証明すべきであろうか。

177.10 ここで最近 MacRae と福井の両氏によって明らかにされた点が相当な重要

性を持つ。なぜなら『般若心経』に見られるマントラの一部，あるいは全体が，

少なくとも漢訳大蔵経に収録されている三つの文献にも見出せるからであるo

そのうちの一つは 653 年に漢訳されたと言われるマントラの目録で(52)，残り

二つは大乗経典である (53)。したがって，元となる漢文『心経』の編纂者が

〔その時〕存在していた文献から問題のマントラを採用し，それを自らのテキ

ストにそのまま挿入したということは確実にありえそうである伽)。さらに，

マントラそのものだけでなく，それに先行する一連の賛辞 Cf最高のマントラ，

無比のマントラ」等)が，現在，他の漢訳経典に別個に見出せることも明らか

にされている (54a)。したがって，純粋なサンスクリット語のマントラが(経典

内に〉存在することが，単独経典としての『般若心経』を中国固有の産物であ

るとする仮説の何ら妨げとはならないのであるo

177.25 枠組みの要素がその起源において完全に中国で作られたという可能性を考え

れば，党本『心経』の文献上の問題にまったく新しい光を投げかけることにな

る。なぜなら，党本に見られる問題点のほとんどが，本文ではなく，この枠組

み部分に見出されるからである。もし〈党本よりも〉漢訳の方を原典と見なす

ならば，多くのことを明らかにすることが出来る。なぜならここで(特にマン

トラの賛辞の部分で)用いられている言葉が，サンスクリット対応語をすぐに

判断しかねる中国的用語を含んでいるからである。例えば， r般若心経』がマ

ントラは「真実で虚ではないJ (真貨不虚)と述べるとき， その語順は中国語

としてはまったく自然であるが，一方そのサンスクリット相応文“satyam

amithyatv縟[sic]" (Conze による独特の訳では f[それは]真実である。何

が誤りであるのかJ) は，多くの読者を困惑させているo 同様のことは， f大神

児J (字義，偉大な神の冗文)の中にある典型的な中国的用語「神」がサンス
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クリットには対応しない。 Conze の校訂版では単にマハーマントラ Cí偉大な

マントラ J) とあるだけである o そして，この(マントラの賛辞の)部分の他

のどの場合もサンスクリット語「マントラ」は漢字「冗」一文字だけに対応し

ているo このことは，サンスクリット語への翻訳者がこの文脈内の「神」とい

う，特に仏教用語でないものを表す仏教特有の用語を見出しかねたためである

と言えるであろう (55)。最後に， í究寛浬繋(究極的な浬繋)J という漢訳表現は

他の多くの仏教文献に見いだされ，仏教漢文の定句(慣用的でさえある)とし

て呼んでもよいだろう。しかしサンスクリット表現 ni~thã-nirvãna Cそのうち

最初の語は「状態J. í完全」または「終末」という意味を持つもの)は無理に

省略されたような印象を与え. Conze の英訳中のみならず，いくつかのサン

スクリット写本そのものの中でさえ，ある一定の文献的補足を必要としてきて

いる (56)。したがって語奨と文法的構造の両者に関して，党本『心経』を漢文

からの翻訳として理解する方が，その逆よりもはるかに簡単である。

178.22 これまで. r般若心経』の枠組み部分について，サンスクリットで〔読む〕

より漢文〔で読む方〕が，意味が通じやすいことがわかった。しかしよく見る

と，党本『心経』の本文にすらインドの文章として期待するほど慣用的ではな

い要素が確認できる。例えば，六つの感覚器官を否定する表現形式 <r心経』

の na cak$Uか針。tra-ghrã似てfihvã-kãya-manã11JSi} は，サンスクリット語によ

く慣れた耳には「ピン」とこない(つまり慣用的ではない)(57)。むしろ， ここ

にあるべき構文は党本『大品』の一節に見出せる否定辞の na が，順にそれぞ

れの感覚器官〔名〕の前で繰り返される形式(ギルギット写本では na caksur 

na Srotra1rJ, na ghrã加1rJ， na jihv� na k繦e na mana与)である。したがって，

党本 f心経』は本来あるはずのサンスクリット語の用法と相違し，その代わり

に漢文の『般若心経』の語順にしたがった正確な置き換えであることを示して

いる。

179.1 上に見てきた証拠が，漢文 (r心経JJ は党本に確かに先立つものであるとい

う仮定を支持するように見えたとしても，なお重要な歴史上の問題が残される。

すなわち何時，誰によってその文献〔漢文『心経JJ がインドに持ち込まれ，
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サンスクリット語に翻訳されたのかということである。これに対する議論は必

然的に推測の多いものになるだろう。なぜなら党本『心経』の起源に関わるサ

ンスクリット語の奥書も，その伝搬を記述している外的な歴史的資料もないか

らである。それにもかかわらず，それがある人物の役割であることを指し示す

強力な状況証拠がある。すなわち，それはよく知られている中国の仏教学者，

翻訳者，そして求法僧なる玄奨である。

179.11 歴史的証拠:玄奨の足跡

上述の検討の中で， r般若心経』に関する中国撰述の註釈書が， インドのも

のよりもかなり以前に現われはじめていることをすで1こ述べた。しかしながら

中国の註釈と，方やインドとチベットのものとの間にある著しい相違について

はまだ何も述べてはいない。現存するすべての漢文註釈書はいわゆる玄英訳と

される『般若心経』ただ一つの版(大正 No.251)，すなわちこのテキストの

小本 (Conze の言う ST) にのみ基づいている。これとは対照的にインドとチ

ベットのすべての註釈は明らかにより後の伝承本である大本 (LT) に基づい

ている倒)。すなわち，最初期の註釈書は漢文で書かれているだけでなく，そ

のすべてが玄奨による「翻訳」と一般に言われているものに基づいていること

になる。

179.24 玄撲の『心経』がこのように注目されると，二つの問題が浮き上がってくるo

すなわち，どこで玄奨はこのテキストの写本を得たのか，そして彼がその後の

流布にどんな役割を果たしたのかであるo 玄奨が西域に向かつて出発する以前

に『般若心経』を知っていたことは，彼の伝記によって明らかであるo 彼の経

典との初めての出会いは次の様に記されている。

以前，師が四川にいた時，汚いおできを患い櫨被服を纏った病気の男に

出会った。哀れみをもって彼はその者を自分の寺へ連れて行き，その者に

食物と衣服を与えた。思返しに病気の男は，師にこの経典を教え，それを

彼[玄奨]は度々暗唱した。 (59)

その後，玄奨はかれの旅路の様々な場所で危険に出会う度にその経典を暗唱
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したと言われ，観音菩薩に祈るよりもはるかに功徳があることを知った。 (60)

言い換えれば，この経典はすぐに玄奨の心酔するところとなり，だからこそ彼

は多くの命を脅かす状況において，それに自らを委ねたと理解できるのである。

それゆえこの逸話は，その経典に対する玄奨の帰依と，その内容をインドに伝

えた(少なくとも口述の形で)という，二つの具体的な証拠を提供してくれる。

180.10 では，インドに到着後，玄奨がもしインドの仏教徒たちがこの経典を知らな

かったことに気づいたとしたら，彼は何をしたであろうか。彼の伝記によると，

まさに同じような事情が他の文献，すなわち一般に中国偽経とされる『大乗起

信論』に起ったのである。恵立が伝えるように，ナーランダ学問寺に滞在中，

玄提はこの重要な文献がインドの同朋たちに知られていないことに気づいた。

そして彼はそれに答えて，その文献をサンスクリッ卜語へ翻訳したと言われて

いる。(61)したがって，玄奨はインド仏教修学の受動的な受容者としてだけで

なく，外国への中国仏教文化の積極的な伝道者と考えられる明らかな前例があ

るのである。

180.21 もちろん，玄奨が『般若心経』をサンスクリット語に翻訳したという伝承は

なく，また仮に玄奨と彼の伝記の作者たちがそうした事実があったことを知っ

ていたとしても，その事実が記録されていると望むべきではない。なぜなら中

国では，仏教経典の真正さに関する基本的な判断基準がインド起源にあること

である o したがって，玄奨が『般若心経』を中国語からサンスクリット語に翻

訳したとあからさまに述べることは，その経典の正統性に疑問を投げかけるこ

とになり，その結果それはインドの文献ではなく. (中国仏教の基準では)偽

経であるという疑惑を引き起こすことになるからである。宗教典籍としての

『般若心経J の真正さを確信し，その超自然的な守護力を直接経験した玄奨が，

単純にインド原本は失われてしまったと結論したであろうことは容易に想像で

きる。こうした状況の中で，彼が密かに『般若心経』を再びサンスクリット語

にもどす還元訳をしたとしても，彼の行動は充分想像できる。

180.35 インド仏教経典の偽造者としての玄奨の姿が滑稽に(またはおそらしある

者にとってはショッキングに)見えるならば，それは標準的な仏教史がわれわ
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れを導く期待に矛盾しているからである。中国人は仏教経典の〈創造者ではな

く〉受容者であり. r経典の伝搬」はもっぱら西から東に行われたと教えられ

ている。しかし，中国人が仏教経典の使用者であると同時に熱心な制作者でも

あり，東アジアで最も人気のある聖典のいくつか《例えば『仁王経』と『大乗

起信論J )が中国人の手によるものであることがすでに明らかになってい

る (62)。さらにより顕著なものは最近 Robert Buswell によって明らかにされた，

後に西方に向かつて中国とチベットにもたらされた『金剛三昧経』が韓国起源

であるという説得力をもった説である。(側

181.13 したがって，仏教経典が東から西へ伝わったことについては前例がないわけ

ではない。事実，唐時代末期以降，束中央アジア[タリム盆地地域]に与えた

中国仏教の重要な逆流の証拠が増えてきているo すなわち『般若心経』がこの

東から西へ伝えられたもののーっというのも，決して不可能なことではな

。

、
.
，

a
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，
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181.19 r般若心経』が選党される際の玄奨自身の果たした役割を決定的に証明する

ことはもちろん出来なし」解決にあたって，われわれは状況証拠のみを知るの

であり，確信を持って真相を決定するには不充分である。玄奨が単にインドで

彼の同朋にこの経典を残しただけで，そこで最終的にサンスクリット語に訳さ

れるまでに他の中国求法僧の翻訳を待っていたこともありうるだろう。いずれ

にしろ，この経典のサンスクリット訳を取り巻く状況が何であれ，この経典に

対する最初のインドの諸注釈書が，玄奨の訪れた後およそ 1 世紀半後に現れ

ることに留意しなければならない。この経典をサンスクリット語に訳したのが

玄奨自身でなかったとしたら，この仕事はほぼ同時期にインドを訪れていたと

思われる他の中国人渡来者，すなわち遠路はるばる西方にその経典を運んだほ

どにそれを敬愛し，それをインドの「原本」と言われるように還党できる(も

しくは翻訳を監修する)ほどサンスクリット語に通じていた者の手によるとし

なければならない。少なくとも他の可能性を示すさらなる証拠が出てくるまで

は，玄奨がこの中国の創造物をインドへ伝達した最も有力な候補者であると考

えなければならない。
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182.3 中国における『般若心経J: 玄奨の役割

さてここで，徹底的な究明は当然中国学者の分野であるが，中国における

『般若心経』の普及に玄突が果たした役割という問題を簡単に考察しておこう。

この問題に関する綿密な研究が極めて必要とされており，中国仏教の専門家が

将来これに取り組んでくれることが期待されるが，取り敢えず，この問題につ

いての予備的な見解を提示しておく。

182.10 ここまでは，ただ一種類の『般若心経j，つまり一般に玄奨に帰せられてい

る小本の漢「訳J (今となっては rJ っきでしか使用できない用語だが〉と，

そのサンスクリット対応本に焦点を合わせてきた。しかしながら， r大蔵経』

の中に見出せる他の漢訳も存在するo r大正蔵経』所収の八本のうち，三本は

『般若心経J の小本 (ST) に相当し，残り五本は大本 (LT) の異本である (65)。

さらに現存する漢訳『般若心経』八本に加えて，そのテキスト自体は存在しな

いが，ある学者たちによって初期の漢訳であると考えられてきた (66L 経録に

見出される二本の経にも注意が必要であるo

182.22 大本『般若心経』諸漢訳の五本すべてが玄奨のものより数十年から数世紀後

のものであるo しかしながら，ここでわれわれの関心を呼ぷものは，よりはや

い時代の漢訳『般若心経』であるo なぜなら玄奨がこの経典 (r般若心経J) に

関与するに先だって中国で流布していた翻訳があったのかを確かめなければな

らないからであるo さらに特定するならば，われわれが直面している問題は次

のようなことである。すなわち，第一に，何時どのような『般若心経』が中国

に現れたのか。第二に，玄奨が四川に滞在している聞にどのようなテキストを

得たのか。第三に，その後に玄奨が(もしあるのなら)どんな変更をそのテキ

ストの内容に加えたのかで・ある。

182.33 r般若心経』の「閥本」

ある学者たちが『般若心経』漢訳の閥本と考えているこつの経名は，道安の

『綜理衆経目録J (それ自体は現存しないが， 515 年に完成した僧祐の『出三蔵
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記集』に大部分再収されている)を通してのみ知られている (67)。両者ともに

そこには失訳(すなわち，訳者不明)として記載されている。これらの訳の帰

属が後の目録の中でそれぞれ支謙と鳩摩羅什にさせられていることは事実無根

あり，信頼にたりない(68)。しかしながら，それらの経名は後の『般若心経』

諸本の経名と面白いほど類似しているo それぞれ『摩詞般若波羅蜜神児一巻』

と『般若波羅蜜神児一巻』と題され，両者ともに般若経典に基づいた〈あるい

は少なくとも係わる》マントラ(神児)として構成されることを明らかに意図

している。これらの題名のうち前者の場合，一見すると特に『大品~，経名は

(鳩摩羅什訳では) r摩詞般若波羅蜜経』を指しているようにみえる。しかしよ

く考えてみると，この連想には根拠がない。なぜなら， もし実際にこの経名で

ある文献が道安の元の目録に含まれていたとするならば，それは羅什訳『大品

般若経』の出現より数十年先立つはずである (69)。究文の経題でいう『二万五

千頒般若経』の初期の漢訳は「摩詞般若波羅蜜」の用語を用いていなく，無文

羅 (Mok臼la) 訳が『方光般若経J (大正 No. 221)と題され， また法護

(Dharmarak手a) 訳は『光讃経j (大正 No.222) と名付けられている。した

がって，鳩摩羅什以前の漢訳『大品』に「摩詞般若波羅蜜」はもちろんのこと，

「般若波羅蜜」という用語を用いることはむしろ時代錯誤であり， これら二つ

の経典名が『般若心経』初期漢訳本の本当の資料であるという見方は疑わしい。

その二本のいずれのテキストも現存写本がないから，内容については何かを述

べる立場ではない。新しい資料が現れるまで，そして現れない限り，これらの

題名で呼ばれるテキス卜が，やがて『般若心経』と知られるようになった経典

とどのような関係を持っていたのか，という結論は保留しておかなければなら

ない。

183.34 一方，現存する三本の小本系訳には充分な注意が必要である。その第一は，

もしその帰属が正しければ，鳩摩羅什の訳(大正 No.250) であり，それは玄

奨のものより約二世紀半前の時代のものとなる。第二は，漢字音写本(大正

No.255) で，少なくともある現代学者によれば玄奨自身に帰せられる。第三

は，ここまで論じてきた漢訳本(大正 No.251)で，伝統的には玄奨によって
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サンスクリットから翻訳されたと考えられているものであるo

184.7 r鳩摩羅什訳J (大正 No.250)

いわゆる「鳩摩羅什訳J r般若心経』の素性に関しての徹底的な解明がこれ

までも必要とされてきたが，この問題については最近，日本と西洋の学者たち

による目覚ましい進歩がある。それらの研究結果を要約すると，鳩摩羅什の弟

子達(特に僧肇)は羅什訳『大品』に見られる『般若心経』の本文を読んで注

釈を施していることがはっきりしている (10)。しかし，彼らが単独経典として

の『般若心経』の存在を知っていたという証拠はなく，また鳩摩羅什自身が自

らの名前が付された「翻訳」作業に何らかの役割を果たしていたという証拠も

ない。彼の訳業を記録した最も古い目録には，そうした翻訳は記載されておら

ず，この理由ひとつを取ってみても後代の目録の中にこの経典が鳩摩羅什に帰

属させられていることに極めて疑問が残るのである (1 1)。

184.21 この翻訳の内容自体には，それの編纂過程に関するいくつかの注目すべき問

題点が含まれているo この経典の大部分は玄奨の『心経J (大正 No.251)に

一字一句一致しているが， しかし両者には重大な相違点があるo その相違は次

のように要約できるo

(1)経典の冒頭部分(大正蔵経8巻 847c，5・7) で羅什訳『心経』は玄奨のも

のに相当しない三十七文字を含んでいる。

(2) 経典の本文の中(大正蔵経 8 巻 847c， 10) に羅什訳『心経』は「是空

法非過去非未来非現在」という行を含む。これは玄奨のものにはない。

(3) 本文の中のもう一つの重要な点，すなわち「色と空が異ならないJ と

いう最初の句は，羅什訳『心経』は玄奨のものとは違う表現をしている。

(4) 本文と枠組み部分の両方に一貫して，二つの経典は特定の仏教用語

(例えば. praj白ãpãramitã. skandha, bodhisattva や. Avalokitesvara, 

Sãriputra という名前)に対する訳語が違っているo

これらの相違は，両者の関係だけでなく，二つの訳の系統についても最も役

に立つ手掛かりを与えてくれると考える。
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185.10 第一点から始めると，福井が指摘しているように，羅什訳『心経』の冒頭部

分には玄奨のものにまったく対応しない(また，他のいかなる漢訳や党本にも

対応しない(72)) 三十七文字がある。〈すなわち， í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。識空故無党相。何以故(大正

8.847c5・7)J)。しかし，これらの文字は羅什訳『大品』の中の一部分と正確

に一致するσ3)。

185.24 また福井は，上に挙げた第二番目の相違，すなわち羅什訳『心経J の〈これ

にしかない》句， í是空法非過去非未来非現在」に注意を向けているo しかし，

福井が正しく指摘しているように，この部分も羅什訳『大品』の一部分とー字

一句一致し (74)，他の『般若心経』諸本には(さらには，どんな言語の『般若

心経』にも)見出されない。

185.31 福井は上記(1)， (2) の特徴にだけ基づいて議論を進め， (r般若心経』諸本

の中で)羅什訳『心経』のみに特徴的で， しかも羅什訳『大品』にも見出され

るこうした要素の逐語的な一致は，この漢訳『般若心経』が鳩摩羅什自身の訳

である証拠だと結論付けている。しかしこの主張は， もし一個人(例えばこの

場合は鳩摩羅什)が， r般若心経』と『大品般若経』の両者をサンスクリット

原本から漢訳していたならば，たとえサンスクリット本が一致しなくても，二

つの漢訳はー字一句一致するはずであるという疑問の残る仮定に基づいており，

問題であるo 既に見てきたように， r般若心経』と『大品般若経』の党本は多

くの点で相違しているから，二つの漢訳がほとんど逐語的に一致することはか

えって疑いを引き起こす。さらに.たとえ決まった訳者が二つの完全に同ーの

経典を二度の別々の機会に他の言語に翻訳したとしても，各々の場合にその人

がまったく同じ語を選択する可能性は非常に低い。そして，このことは鳩摩羅

什のような翻訳者に特に当てはまるo なぜなら彼はサンスクリット原文に対す

る杓子定規な忠実さでなく，流麗で文脈に神経を使う翻訳で知られているから

である。したがって，鳩摩羅什訳『大品』と彼に帰せられる『般若心経』との

聞の逐字的一致は， (むしろこの帰属を証明することよりも)，反証する証拠

として見なすことができる。むしろ，こうした密接な相応は，二十世紀のわれ
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われが言うところの盗作，すなわちある人による他の者の表現の借用の証拠と

言えるだろう。

186.21 第三の相違， (いわゆる羅什訳『心経』が非色異空。非空異色と表現する冒

頭の文で玄奨のものと異なっていること〉は羅什訳『心経』の素性に関して最

も貴重な手掛かりを与えてくれる。ここの部分では羅什訳『心経』は羅什訳『大

品』の訳と一致せず，むしろそれは彼の「大智度論~ (‘ Mahãpraj白ãpãr amit罸

鈎stra) に一致しているからである (75)。玄突の『心経』と羅什訳『大品』は

両者とも「色不異空J (色は空に異ならず)とし (76)，羅什訳『心経』と『大智

度論』は「非色異空J (色が空に異なることはない)としている (77)。この相違

をどう説明すべきであろうか。

186.35 その答えは単純であると思う。もし先に述べた(11"般若心経J と『大品』と

がほぼ一致することは，第三者の盗用によるべきものであり，同一個人による

連続した翻訳ではないという〉事実をこの結果と結びつけたならば，次のよう

な結論が引き出されることになる。すなわち，羅什訳『心経』は『大品』に直

接基づくのではなく『大智度論』中のその経典の引用文に基づいているのであ

る。言い換えると， r般若心経』は『大品般若経』そのものではなく， このよ

り広く流布した注釈書に見られる『大品』を熟知した中国人の著作として見な

す方がよいのであるo

187.10 いわゆる羅什訳『心経J (大正 No.250) が『大智度論』を基にして作られ

たという仮説は，上述の第四の，すなわち最後の相違ともつじつまが合う。多

くの場合，この訳は嫡摩羅什の翻訳に精通した用語〔旧訳〕を用いており，玄

奨(と彼に帰せられる「心経~)が後に用いた，より学術的な用語〔新訳〕を

使っていない。言い換えれば，もし大正 No.250 が鳩摩羅什の翻訳を熟知し

た者(達)の創作であるとすれば， skandha を「趨J (玄奨の翻訳と彼に帰さ

れる『心経』の語)ではなく， r蔭」と訳していることに何の不思議もない。

さらに鳩摩羅什訳では Avaloki tesvara が「観世音J (玄奨では「観自在J) ，

Sãriputra が「舎利弗J (玄撲では「舎利子J) ， prajñãpãramitã が「般若波羅

蜜J (玄奨では「般若波羅蜜多J)，そして bodhisattva が通常の漢訳では「菩
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薩J (たった一度だけ玄奨の『心経』はかなり約子定規な音写「菩提薩唾」と

している)とそれぞれなっていることにことさら驚く必要はない。言い換えれ

ば，大正 No.250 は鳩摩羅什に一般的な訳語を持っているからといって，鳩

摩羅什自身の訳でなくてもよいのである。本文は単に『大智度論』からの引用

であり，枠組み部分は仏教用語に対する彼の訳語に精通した集団， もしくは個

人が作りさえすれば充分なのであるo

187.33 では，もしこの漢訳が鳩摩羅什自身の手によるものでないとすれば， いつ

(そしてどんな状況のもとで)作られたのであろうか。大正 No. 250 が『大智

度論』を模していると考えられることは，少なくともその成立の上限年代を教

えてくれる。すなわち， r開元釈経録』が 406 年とする『大智度論』の成立に

先立って完成することはできないが(78)，この〔いつまでに作られたかという

下限年代〕問題となると簡単には答えられない。ところが，下限年代を照合で

きるものは何もないのにもかかわらず，少なくともある一人の学者は羅什訳

『心経』が，玄奨自身のものより後のものであろうと提示している (79)。それゆ

え，確実な証拠がない以上，いわゆる羅什訳『心経』が初めて中国に流布した

のはいつかという最も解りやすい問題に調査を限定しよう。しかし，これに対

する答えは意外なものである。なぜなら(玄奨に帰されるわ心経』とは違って)，

この羅什訳『心経』は決して中国では流行しなかったのである。中国でこの訳

に基づ‘いて書かれた注釈はただの一つもなく(この点に関しては玄奨のもの以

外のどれに基づいたものもないのだが)(80)，また，中国，韓国，日本を通して

読調されたのは玄英訳といわれるものである。このことを考慮すれば，鳩摩羅

什が『般若心経』のこの訳にまったく関与していなかったことを最も加実に表

していることになるだろう。なぜならそれ以外に，中国仏教史の中で玄英訳が

鳩摩羅什訳を凌ぐなどということは例がないからである。玄奨の冗長で， (中

国の基準からすれば)極めて逐語的な文体，それに加えて仏教用語を学術的に

改訂したこと(その改訂のほとんどは限定された学問的集団以外に決して受け

入れられなかった)は，中国の人々のほとんどを遠ざけてしまったように思え

る。だからこそ鳩摩羅什のなした様々な翻訳が，玄奨による新しい(そして学

。
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問的には正確な)翻訳があるにもかかわらず，今日に至るまで最も普及してい

るのであるo もし鳩摩羅什訳とされる『般若心経』が玄英訳とされるものの出

現より前に中国で流布していたのならば，玄奨のものがそれに取って代われた

はずがない。

188.31 そこで，現時点で手に入る証拠に基づく限り，鳩摩羅什訳といわれる『般若

心経』がいつ作られたのかという確なことは調べようもないが， しかしこの羅

什訳『心経』が鳩摩羅什自身によるものではなく，第三者による羅什訳『大品』

(より正確には『大智度論』に引用される羅什訳『大品，JD を基に作ったもので

あると結論してもまったく差し支えないだろう。羅什訳『心経』と玄奨に帰せ

られるものとの聞の関係は後にまた考察するとして，そこでは上述の第四の相

違，鳩摩羅什と玄奨に結ひeつけられている二つの『般若心経』に見られる用語

の違いを再度取り上げるつもりであるが，少なくとも現時点で確信をもって言

えることは，羅什訳『心経』が鳩摩羅什のものでも，サンスクリット語からの

直訳でもないということである。

189.10 玄奨「訳J

しかしながら，玄撲に帰せられる漢文 cr心経J) に関しても同様の問題を提

起すべきであろうか。すでに見てきたように，それが中国で担造されたことが充

分示されているから，この典籍に対しては「訳J という用語を当てはめるわけに

はいかない。さらに，玄奨の伝記は彼が経典を翻訳したということを語らず，

四川で初めてこの経に出会ったという。しかし現在われわれに伝承されるような

文献になるために，玄突がいくつかの編集上の手直しをした可能性は依然考察

されなければならない。では現在まで伝えられている形での文献を構成し，編集

し，あるいは普及させる際に玄柴の果たした役割は何であったのであろうか。

189.21 振り返ると，実際この「経典」は本来あるべき所，すなわち玄奨の代表作，

『十万頒般若経JI (Satasãhasrikã-prajñãpãramitã・siltra) から『善勇猛所閉経』

(Suvikrãntavikrãmi-pariprcchã-siltra) に及ぶ般若経典類の集大成(81) r大般若

波羅蜜多経』の一部にふくまれていないから，この文献は後の世代が見なして
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きたような〈すなわち，玄奨によるサンスクリット原典から漢訳された〉もの

ではありえないことに気づいたはずである。この訳では様々な般若経類が各々

独立した経典としてではなく，一つの文献の「会J として扱われていて，他に

類を見ない配列であり，どちらかと言えば，玄奨自身に由来するかもしれない。

大蔵経の中では玄撲によって訳された般若経典がこの集成以外のどこにも現れ

ない。〈ただ一つの例外は玄英訳とされる『心経』で，これは通常の般若部に

含まれている〉。このことはそれ自体がこの文献の歴史について次のことを示

唆するo つまり，最初は単なる般若経典として分類され，その際まず間違いな

く「訳者不詳」として挙げられ，その後， (玄奨との密接な関係と，それを普

及させる時の彼の行動を通して〉彼に帰せられるようになったということであ

る。

190.5 では，玄奨は単にこの文献を受け取ったとおりに伝えただけなのであろうか，

あるいはその文献に何かの編集上の痕跡を残したのであろうか。多くの点から

見て，たぶん玄奨がインドを旅した後に，この文献を改訂したという証拠が見

出せるo

190.9 ほとんどの点で玄奨の『心経J は羅什訳『大品』と一致する語句を含んでい

るが， しかし，ある用語の訳(もしくは音訳)では異なっている。主なものと

しては， Sãriputra を「舎利子J C羅什訳『大品』と間違って彼の訳とされた

『般若心経』では「舎利弗J) ， Avalokitesvara を「観自在J C対して「観世音J)，

そしてはandha を「誼J C対して「蔭J) とする。玄奨に帰される『心経』と

羅什訳『心経』との聞にはもっと細かな違いもあるが， この三例が最も一般的

であり，また最も調べやすいから，これらに限定して検討を加えたい(82)。

190.20 大正蔵経における舎利子，観自在，趨 Cskandha の意味として)という語

の用例は際立って一貫する傾向を表わしているo なぜならそれら三つの用語す

べては玄奨自身によって中国仏教文献の中に導入されたと思われるからである。

それらのどれーっとして玄奨以前に活躍した訳者の訳には現れず，そしてその

後，それらの訳語を取り入れた中国人の訳者・注釈者たちは著しく少ない (83)。

したがって，七世紀中葉までに確実に流布していた漢訳の中にその用語三っす
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べてが現れていることは，玄突の編集活動の事実上の痕跡となる (84)。

190.31 では，玄突がこの文献の編集を行っただけでなく，枠組み部分そのものの構

成にも関わったと仮定すべきであろうか。そこまで言うと言い過ぎと思われる。

彼の伝記は彼のこの文献に対する帰依と，その読舗がどれほどであったかにつ

いて述べているが，仮に玄提自身がその文献の著者(もしくは部分的な著者)

であったならば，その帰依はそれほど強烈なものでなかったように恩われる。

もっとも可能性が高いのは，完全な形の文献に出会った後，たぶん玄奨がイン

ドでの長期にわたるサンスクリッ卜語録の研究によって，ただ小さな編集上の

手を加えたことであるo

191.5 現在手に入る証拠に基づく限り，四川で玄奨に与えられた文献と伝統的に鳩

摩羅什訳とされるものとが，どれほど類似していたのか確定することは出来な

い。玄奨自身が導入した専門用語に対する改訳に加えて，仮に大正 No. 250 

に似ている文献が実際には原型であって(後に作られたものでない)とすれば，

玄奨のものから「大品」の冒頭にある三十七文字が欠如していること，そして

「是空法非過去非未来非現在」という部分が欠落していることを説明しなけれ

ばならない。言い換えれば，玄奨の『心経』は，いわゆる鳩摩羅什訳，あるい

はまた，羅什訳『大品』そのものに見出される『般若心経』の本文と比較する

と，省略されたものである o 仮にそれらの部分が玄奨本人によって省かれなかっ

たならば，それらは彼が文献と出会う以前のある時期に取り除かれていなけれ

ばならない。

191.20 玄漢の『心経J と，それに先行する可能性のある唯一の異本(大正 No.250)

との相違を説明するには，少なくとも三つの筋書が想定されうる。

(1)大正 No.250 は玄奨の『心経』が流布した後に，おそらく玄撲による

仏教用語の新訳が気に入らない保守主義者たちによって作り上げられた。

(2) 玄奨が四川で手に入れた『般若心経』は，現在大正 No. 250 として分

類された文献と本質的に一致し，玄奨自身はその専門用語を「改訂」し

ただけでなく，その一部分を削除した。

(3) 玄撲が与えられ文献は，彼がそれを手にする前に既に省略されていて，
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玄奨が導入した改訂は専門用語に関わる特定なものに限定されていた。

現在知りうる限りでは，それらの筋書の内どれが正しいのかを確信をもって

決定することは出来ない。しかしながら作業仮説としては，第三の可能性がもっ

とも有力だと恩われるo

192.1 í玄奨」の音写(大正 No.256)

さて，大蔵経に所収されている最も異質な『般若心経』を見てみよう。これ

はインド語の発音が漢字で音写されている党本である (85)。玄実に帰せられる

漢文『心経』に比べて，この音写されたものは中国では広く流布しなかったよ

うに恩われる。なぜならそれは少なくとも遼から清朝まで(10-19 世紀)に

作られた大蔵経に含まれていないからであり， 20 世紀になって西洋の学者に

よって初めて敦燈で発見されたからである (86)。

192.10 もちろん， この文献は翻訳ではなし、から，大正大蔵経の中では(さらにまた

文献自体にも)訳者が明記されていない。それにもかかわらず，この音写本の

年代とその筆写に関わった人，あるいは人々の正体を知ることが出来れば興味

深い。最近 Leon Hurvitz は論文の中で，この音写本， もしくは(彼が呼ぶ)

「党本 (brahmanical text) J が玄奨自身によって筆写されたものであると示

唆した(87)。しかしながら，最近まったく異なった論説を発表した福井は， こ

の文献がまったく玄奨の手によるものでないことを論じ， 8世紀の密教僧，不

空金剛 (Amoghavajra) に帰せられるべきであると主張している (88)。

192.21 この点に関する福井の論証は非常に説得力があるので，詳細については彼の

画期的な研究を参照されたいが，ここでは彼に検討されなかった補強証拠の一

つを挙げておく。すなわち音写本はいくつかの点で、玄奨に帰せられる『心経』

と相違しているということであるo 例えば，玄奨の『心経』で「度一切苦厄」

(8， 848c4) となっている箇所では，音写本は， (現在までに発見されたこの経

のすべてのサンスクリット本と同様に》これに相当する箇所を持たない (89) 。

さらに音写本が rf1parp 釦nyam sf1nyataiva rf1pam とあるところでは，玄奨
の『心経』にこれに相当する部分が欠けている (8， 851b29・cl)。同様に音写
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本の na vidy� na vidyãk~ayo n縋idy� nãvidyãk~ayo という表現は，単に

「無無明。亦無無明蚤J (8， 851cI7・ 19) となっている玄奨の漢文『心経』と一

致しない。最後に，玄奨の漢文『心経J が「無智亦無得J (8， 848cl0) として

いるのに対して，音写本は(すべてとは限らないが)いくつかの党文写本に見

られる増広した表現，すなわち na j白ãna na pr縣ti(r) nãbhisama(yaり) (8, 

852a2・3) を含んでいる。言い換えれば，二つの経典は(言い回しだけではな

く)内容のいくつかの点で相違していることになり，それゆえこれらが同一人

物の手によるものであったとは極めて考えにくい。特にそれらが言語的・文献

的な正確さについては伝説的で，その様な矛盾に気づかなかったはずがない玄

提のような人物の仕事であったことはまずないだろう (90)。

193.13 しかし， もしその二つの文献が同一人物によって作られたものでないのなら

ば， (どちらかを選ばねばならないなら〉どちらを玄奨に帰すべきか。もちろ

ん，その答えはある程度，玄奨と一般的に彼の名が付せられている文献との聞

にどれだけの関係を付けることができるかによるo ところが，既に見てきたよ

うに，大正 NO.251 (一般に玄奨「訳」と言われる)は，実に玄奨による別の

翻訳と彼自身の著作に出てくる独特な専門用語を含んでいる。さらに，玄奨の

主たる弟子，窺基と固測が注釈書の基としたものもこの経典である。筆者の見

解では，こうして積み重ねられた証拠が，この経典こそが玄実によって用いら

れたのものであることを示すのに充分だと思われれる。

193.26 玄奨と中国における『般若心経』の受容

玄英訳といわれる『心経』を編集する段階での玄奨の役割がどれほどのもの

であれ，確実に言えることは，中国で最初に幅広い支持を得たのは他のどれで

もなしこの『般若心経』であり，それは東アジアで現在に至るまで実際に読

まれ，読調され，注釈されている唯一のものであり続けていることである。そ

してこの状況は，唐代にすでにはっきりと現れていた。福井が指摘しているよ

うに， r般若心経』に対する唐時代の呼称は大部分が「多心経」というもので

あるo その最初の文字「多J (現在の北京語では to と発音するが，唐代の中国
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語では ta) は，サンスクリット語の prajñãpãramitã の音訳〔般若波羅蜜多〕

の最後の文字に相当する (91)。ところが，それら三文字が玄奨のものの経題の

最後の三文字であるのに対して，鳩摩羅什のものとされる『般若心経』の題に

は現れていない。(さらに初期の『般若心経』であったと一般的に考えられて

いる現存しない二つの経題にもない)(92)0 (今まで目立つほど流布しなかった)

後の何本かの漢訳『般若心経』がそれら三文字で終わっていることは， (これ

は明らかに玄奨のものを真似たものであろうが)，次のような明かな結論を出

すことに何ら妨げとならない。すなわち唐代の「多心経」という呼称は特に玄

英本を指しているということであるo

194.13 それゆえ，確実に中国で『般若心経』が民衆に幅広い人気をかちえたこと，

さらにおそらくはそれを最初にインドに伝播したこと(そしてたぶん還覚した

こと)の担い手は，玄奨であった。インドとチベットの仏教徒たちの手に渡っ

たこの中国偽経がその後どうなったかが，最後に残された問題である。

194.19 インドとチベットにおける『般若心経』

『般若心経』には多くの党文写本があることが知られているが，そのことが

今まで中国選述であることを不明瞭なものにしてきた。しかし，一旦インド文

化圏に取り入れられても，その展開が止まったわけではない。それどころか，

他のすべてのインド仏教経典と同様に『般若心経』も一連の増広，改変の支配

から逃れられなかったのである。それは「大本」として一般に知られている明

らかな異本の制作に最も顕著にあらわれている。

194.28 インド人の手になるとされる『般若心経』の注釈書が 8--11 世紀の期間に

集中している事実は既に述べた(93)。しかしさらに別の共通項もある。つまり

現存する七本の注釈書すべてが『般若心経」の大本を基にしていることであ

る (94)。同様のことがチベットにおける『般若心経』注釈書にもあてはまる。

それらもすべて大本に基づいている。ところが中国ではその状況はまったく逆

であり，中国では現存するすべての注釈書は『般若JL経』の小本に，しかもたっ

た一つのもの， (すなわち玄奨に帰される『心経j (大正 No. 251))に基づい
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ているのである。

195.3 どのようにこの著しい相違が説明されるべきであろうか。(根本教理が説か

れている) r般若心経』の本文は大本も小本も同じであるから，確かに二つの

系統には重要な教義上の違いはない。唯一違うところは，玄奨の小本に関する

検討の中で既に確認した「欠落部分J (序分と流通分の欠知と全体に仏陀が登

場しないこと)が少なくとも形式的に大本の中で修正されている点である。二

つの聞にはうわベ上の小さな違いがあるだけなのに，すべての中国の注釈書が

小本を用いているにもかかわらず，何故インドとチベットの注釈書すべてが大

本に基づかなければならないのであろうか。

195.16 もちろん仏教史上のすべての出来事が簡単に確認できる単純な理由を持って

いる訳ではない。残るか，流行るかというためには，付帯的な要素が重要な役

割をもつことも見失ってはならない。例えばある文献の中で，ある特定のもの

を普及される場合に， (現在では知られていないような名前の)カリスマ的な

説法者が，想像も出来ないほどの影響力を残したこともありうるのである。し

かし，この注釈書上の傾向を説明出来る，少なくとも確認できる一つの要因が

ある。すなわち何が正統な仏教聖典を構成するかという中国とインドの概念の

相違であるo

195.25 経典の正統性:中国側の見解

中国において仏教に改宗した初期の者たちが直面したジレンマ，すなわち，

ほとんど毎日のように西域地方からもたらされる膨大な数の仏教聖典(その多

くは互いに矛盾するように思われたもの)によって持ち上がったジレンマは，

現代の学者たちによく知られているo そしてまさにこの正統典籍であると自称

されたものの寄せ集めが，智頭と彼の追従者達の複雑な「教相判釈J (それら

種々の典籍すべてをただ一つの一貫した枠組みの中に統合しようとした)から，

日本の鎌倉時代に行われた様々な「専修J (その時代に最も適合するものとし

て単一の経典もしくは実践を精選することに依っている)に至るまで，確かに

東アジア仏教の最も創造的な発展のいくつかを導いたのであるo
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196.3 しかしながら，こうした〔智頭や鎌倉時代と〕まったく別の努力の中にも，

正統性のための唯一の根本的な基準が指摘できる。すなわちそれは，仏教聖典

が真正であるためにはインド起源でなければならないという事実である。偽経

の編者が中国や，あるいは韓国で新しい典籍を創造し始めた時，新たに作られ

た経典に真性という響きを与えるために彼らが初めに考えたものの一つは

(Robert Buswell によって明らかにされたように (95)) 個人名や地名のような

インドらしく聞こえる要素をとけ込ませることであった。言い換えると，中国

では聖典の正統性の第一の基準は地理的なものであった。なぜならインド起源

を示していないどのような典籍も，これを根拠にするだけで疑われたからであ

る。

196.14 経典の正統性:インド側の見解

それとは逆に地理に関する基準はインドでは不要である。なぜなら仏陀自身

の説法を伝える伝承と，より後代の担造を含む諸文献の伝承が，両者ともにまっ

たく同ーの地理的環境に出現したからである。この場合，伝承された文献が本

当に仏説であるかどうかを決めるためには，別の方法が用いられなければなら

なかった。そして初期の仏教徒たちは疑わしい事例を決めるための一連の方法

を作り出したのである(これについては以下に論ずる)。膨大な数のいわゆる

大乗経典と，最終的には確実な密教の典籍でさえも仏教徒たちの大部分により

純正なものとして認められてきたという事実によって〈96L 現代の学者は， こ

れらの方法が「仏説J (buddhavacana) の資格を主張する後代のものを取り

除くためには不充分であったことを充分に証明している。もちろん，それらが

抵抗なく受け入れられたのではなく，そしてやがては大乗仏教と結び付けられ

た初期の聖典のいくつかには正統性を与えようとした努力の跡が残っているの

である仰}。

196.31 しかしながら，少なくとも初期にはインドの仏教徒たちは文献の真正さを見

定める整然とした方法を持っていた(その方法は書写の形で仏教典籍を記録す

る以前に発展したものである)。すなわちそれは，まず仏陀の別の教説と一致
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することと (98)，そしてもう一つは信頼できるものから「聞かれた」ものであ

るということである倒)。この後者の方法こそが真正性に関する唯一の暗黙の

基準となる定型句を導びきだしたと考える。すなわち，正統な経典は次のよう

な仏教文献の形式に関する唯一認められた様式に適合しなければならない。つ

まり，それが「ある時私はこのように聞いた。世尊は…に住していた」という

文で始まり(100)，聴衆の反応を示す文で終わらなければならなかった。〈大乗

経典が幅広く証明しているように)，それ以外はすべて許容されるのである。

197.9 そこでこのインドの基準により， r般若心経』大本に注釈者の関心が集中し

ているのかという理由が明らかになる。『般若心経』における小本と大本の違

いは〈率直にいうと〉大本が経典であり，一方，小本はそうでないのである。

197.14 要するに，インド仏教徒にとって最初にすることは容認できる経典形式に転

換することであった。-ß_このことが行われると，それの正統性が確立され，

注釈を書く作業が始められるo 言い換えれば， r般若心経』の大本に見て取れ

るのは，中国産の文献をインドの仏教徒の要求にあった様式になじませようと

した結果なのであるo

197.20 チベットでの経典の正統性と『般若心経』

チベットはもちろんインドと中国の中間に位置しているので，仏教聖典の純

正さに関するチベットの基準が，インドと中国の規範を組合わせたものになっ

ていても意外ではない。第一に，そして最も重要なことは，正統聖典はインド

起源が保証されていなければならない。そして第二には， (唯一確認できるイ

ンドの基準にしたがって) íあるべき」様式ものでなければならない。したがっ

て， r般若心経』の小本が敦爆という中国・チベットの境界地域に非常に流布

していたことが知られている事実にもかかわらず，大本のみがこれまでチベッ

ト大蔵経に入蔵していたということは至極当然である(101)。

197.31 しかし，チベットで書かれた『般若心経』の諸々の注釈書の傾向には，イン

ドよりもむしろ中国からの影響を受けた証拠があるかもしれない。なぜなら，

これらの著作は明らかに二つの別々の時期に集中しているからであるo すなわ

ち，時期的に早いものは帝政時代 (7--9 世紀)及びその後しばらくの聞に著
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され，遅いものは清朝(1644--1912) の時代になる(102)。しかしそれらの二

つの時期は，チベットの歴史の中で，チベットへの中国の影響がそのピークに

達した時である。この顕著な傾向を見ると， r般若心経』に対するチベット側

の関心の程度が，チベットが中国と接触したことに直接に結び、ついているので

はないかという疑問が起きて当然であるo さらにここで何を理解しなければな

らないかというと，チベット仏教の中で『般若心経』に関心をもっていた証拠

でなく，中国でそれが重要視されていた証拠であるo

198.1 0 結論

この論文で筆者が証明しようとしたことは， まず，文献的証拠に基づいて

党・漢の『大品般若経』及び『般若心経』の相関関係を表す図式が合理的に一

つの系列しか描けないということである。すなわち，党本『大品』→羅什訳

『大品』→玄奨の『心経』→党本『心経』の流れである。それ以外の伝承経路を

仮定することは解決不能な難点を生むことになるか， (あるいは最終的に(そ

のあまりの複雑さの故に)ほとんど現実にはあり得ないと思われる極めて絡み

合った経路を想定しなければならなくなる〉。

198.21 議論の第二段階は， <r般若心経』が漢文からサンスクリットに伝承されたと

いう仮説を確定するために必ずしも容認されなくてもよいものだが上漢文

『般若心経』のインドへの伝承において，そしておそらくは『般若心経』の還

党に際しでも玄奨が何らかの役割を果たしていたことを支持することに費やさ

れているo この文献に対して彼がどれ程関与していたか(そして特にインドへ

向かう途上でこの経典を読諦していたこと)を示す状況証拠は，彼がこれを西

へと携えていった最も可能性の高い人物であると確信させるにたる。とは言え，

党本『心経』が間違いなく漢文からの還党であることを結論するためには，こ

の部分の論証を認めなくても構わない。

198.32 しかし，問題の余地なく言えることは， r般若心経』がインドで注釈の対象

となる遥か以前から中国で流布していたこと， さらにそれが 7 世紀から今日

に至るまで東アジア仏教の中で中心的役割を維持し続けたという事実である。
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『般若心経J が学術的見地から「偽経」だとしても， (すなわち，中国で独立し

fニ一つの経典として作られたのであり， (その内容は〕中国で作られた序論部

分と結尾部分が付加した， r党本二万五千頒般若経』の鳩摩羅什訳からの引用

から成っているという立場を認めるとしても)，このことは『般若心経』が仏

教徒に対して保ってきた価値を損なうものでは決してない。〈仏陀が彼の弟子

たちに言ったとされているように) r解脱のためになり，繋縛にならないもの

は何でも私の教えであるJ(l 03)。数百万の東アジアの仏教徒， さらに同様に数

えきれないほどのインドとチベットの仏教徒にとって， w般若心経』はまさに

そういう役割を果たしてきているのである。

199.12 John McRae は，最近本誌(JIABS) に発表した論文の冒頭に rr般若心経』

CPraj白ã-pãramitã-hrdaya) は中国の文献である」と記した(104)。彼はこの表

明が文字通りのことを意味しないことを明らかにした上で，中国仏教思想と実

践の中でこの文献が中心的地位を占めていたこと，そして仏教の注釈者達がそ

れに関わっていた様々な方法に関して鍛密に実証された分析を提示した。しか

し，今から思えば John McRae の発言は予言的であった。仏教経典の編纂者

と， (時には)仏教学者の著作の非神話化に多くの年月を費やしてきた今，筆

者は，比喰的でなく文字通りの意味でこのことを受けとめてもらいたいと言わ

ざるを得ない立場にいる o r般若心経』は本当に〈文字どおり〉中国文献なの

であるo
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(1) Skt. Praj�p縒amit緝rdaya. (sütra という語は現存するどのサンスクリット写

本にも現れない)。ネパール，中国， 日本で発見された写本に基づくサンスクリッ

ト語校訂本については Edward Conze,“The Prajñãpãramitã-hrdaya-sütra," 

Thirty Years 01 Buddhist Studies (London: Bruno Cassirer, 1967) , pp. 148-

167. (同一ではないが類似した論説と原典版は Conze， ]RAS [1948J , pp.38-51。

両者ともに互いに無い部分が含まれており，両者を併用するのが望ましい)。党

本には小本 (Conze の用語では ST) と大本(同， LT) が知られており， Conze 

は彼の校訂本で両者を融合している。

この経典の漢訳(小本，大本ともに)はさまざまな題名で「大蔵経』に収録

されている。小本は Nos. 250, 251 , 256 (後者はサンスクリットからの音写本)，

大本は大正 Nos. 252, 253, 254, 255, 257 (このうち No.255 はチベットからの

訳)。漢文『心経』を扱うにあたって筆者は Gil Fronsdal が用意している未発

表の漢文諸本対照本に多くを負っている。

チベット大蔵経は大本のみを伝え.通常カーギュル般若部とタントラ部の両

者にある(デルゲ版 nos. 21, 531; ナルタン版 nos. 26, 476; ラサ版 nos.26，

499)。しかし，北京版ではタントラ部だけにある (No.160)。また， チベット

語小本の写本は敦煙から多数発見されている。蔵内版(大本)に関しては，

Jonathan Silk によって優れた校訂版が用意されており，近い将来出版の予定で

ある(附1:2)。チベット語小本のテキストは John McRae と筆者自身によって出版

を予定した研究が進められている。しかし，当面は上山大峻による予備的ノー

トを参照。『印度学仏教学研究J 第 26 巻， 1965, pp. 783-779 (しかし， ここで

は敦燈本は実質的に古典チベット語の正書上の慣用に合わせて修正されている)。

モンゴル版カンジュールはチベット北京版の様式に従ってタントラ部だけに収

録している(Ligeti No. 162)。

ソグド語の『心経』はサンスクリッ卜からのひどい音写とともに， Benveniste 

によって校訂されている ， Textes sogdiens, Part 1 (Paris: Paul Geuthner, 
1940) , pp. 142-144。不完全であるがコータン語版は最近 Prods Oktor 

Skjaervo によって校訂，翻訳された。“The Khotanese Hrdayasütra," in A 

Green Leal: Papers in Honour of Professor Jes P. Asmussen, Acta Iranica, 

Series 2, No. 28 (Leiden: E.1. Brill, 1988), pp. 157-171.ウイグル語(トルコ

語)のテキストはベルリンのトゥルファン・コレクションから最近発見された

が，未発表である。 Peter Zieme によれば，このテキストは不完全なもので漢訳

からウイグル語に訳されたが，おそらくチベット本も参考にしている(前掲

Silk からの引用， p. 71, n. 78)。

これ以上の書誌学的な概説については E. Conze, The 1切rjñãpãramitã

Literature, 2nd revised ed. (Tokyo: The Reiyukai, 1978) , pp. 67-74 を参照。

(2) Conze による前掲 Thirty Years 01 Buddhist Studies と ]RAS 所収のもの(前註

1) を参照。英訳および注釈については，同じく Conze の Buddhist Wisdom 

Books, 2nd ed. (London: Allen and Unwin, 1975) , pp. 99-129. 
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(3) 福井文雅『般若心経の歴史的研究』東京，春秋社. 19870 

(4) Donald Lopez, J r., The Heart S�ra Explained: lnd抱n and Tibe仰t Commenωries 

(Albany: State University of New York Press, 1988). 

(5) 以下の二つを参照。 David Eckel,“Indian Commentaries on the Heart S�ra: 
The Polotics of Interpretation," ]ournal 01 the lnternational Association 01 

BuddhistStudies, vol. l0, No. 2 (1987) , pp. 69-79，及び John R. McRae,“Ch'an 
Commentaries on the Heart S�ra: Preliminary Inferences on the Permutation of 

Chinese Buddhism," ]IABS, vol. 11 , No. 2 (1 988) , pp. 87-115. 

(5a) 少数のサンスクリッ卜語写本にのみ現れる付加文はここでは訳していない。註

19 を参照。

(6) E. Conze, The 1切ijñãpãramitã Literature (2nd edよ pp.56-74.

(7) この定型句については John Brough, "Thus have I heard ...," BSOAS, 13 (1950) , 

pp.416-426 を参照。

(8) Lopez, The Heart S�ra ExPlained, p. 7 と n. 14 を参照。

(9) 一般に最初期の般若文献として考えられている Ratnagu~asa11'Jcayagãth ã と

Astasahãsrikãタrajñã-pãrami信-sütra ではこうしたマントラあるいはダラニの

使用例はない。 この文献群でこうした定型句が最初に現れる例は

PañcavimSatisãhasrikä-praj伽タãramitã-sütra である(以下の註を参照のこと)。

ここではこれらの定型句が arapacana と呼ばれる音節ごとに配列されている。

この表記はカローシュティ一文字で脅かれた，あるいは元々編纂された文書に

広く認められる形式である (Richard Salomon,“New Evidence for a G縅dh縒i 

Origin of the Arapacana Syllabary," ]AOS, vol. 110, No. 2 [1990] , pp. 255-

273 を参照のこと)。もちろん mantra という語はインドの宗教では一般に広く

用いられており，その起源はヴェーダ期に遡る。それに対して dhãrani という

語は仏教表現特有のものと思われる。これら二つの形式の呪文に明確な区別を

つけることはそう簡単ではないが(そして事実，仏教の歴史の中でこれら二つ

は次第に同じものとなったようであるが)， dhãrani という語はある仏教教義を

記憶に留める (Skt. .r dhr-r保つJ) ために用いられた記憶法として用いられ，

一方 mantra は音そのものが正確に唱えられた時には極めて効果的と考えられ

た語，あるいは句を指して用いられた。仏教文献と実践における mantra と

dhãrani の両者の用法についてはもっと根本的な研究が望まれるo

(10) Large S�ra (r大(品)経J) という呼び名は(以下に説明する)最も流布した

漢訳の題名から採っている。そしてここでは便宜上， いくつかの言語に

わたるこの経典を指し示すものとして採用している。党本の題名は

PañcavimSatisãhasrikã-praj:伽-pãramitã-sütra (r二万五千頒般若経J) である。

この経典のいわゆる「再編集版J (Conze のいう 2a 型)の党本，それは

Mai treyanatha の A bhisamayãla泊kära の様式に合わせて大体 9 世紀頃に編集

されたものであるが，近年のネパール写本(19 世紀頃)に基づいて N. Dutt が

出版しているo 彼の The PañcavimSatisãhasrikä-praj:伽-pãramitã. Edited with 
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Critical Notes and an Introduction. Calutta Oriental Series No. 28 (London: 

Luzac & Co., 1934) 参照。『般若心経』の中核部分との対応句については同書，
p.46.2・p.47.3 を参照o より古い党本(再編集を受けていないもの， Conze のい

う 2 型)は Gilgit 写本にあり.およそ 6 世紀のものであるo これらは写真版で

Raghu Vira と Lokesh Chandra によって出版されている。 Gilgit Buddhist 

Manωcripts， Parts 3-5, SataPitaka Series, Vol. 103 (New Delhi: International 

Academy of Indian Culture, 1966). r般若心経』の中核部分との対応句につい

ては同書， folio 21 v 2-11. 

般若経典は，基本的にはその党本(とそれに対応するチベット訳)において，

その行数によって名前が付けれているが，漢訳の場合はそうではない。『大正大蔵

経』は四種の漢訳を収録している。大正 No.220 (第二会， 7 巻， la-426a)<訳:1: 3) , 

大正 No. 221 <Dm 4)，大正 No.222 (部分訳)(陥 5)と大正 No.223 である。これ

らのうち最も流布したものは鳩摩羅什に帰せられる(大正 No.223) r大品般若

波羅蜜経J (・ Mahã-prajñãpãramitã・sütra，すなわち「大般若経J) であり，一

般に『大品般若』として知られている。

チベット大蔵経に残されている唯一の[大品般若]の訳は再編集を受けてい

ない党本 (Conze のいう 2 型)と対応する。北京版 No.731，デルゲ版 No.9 ，

ナルタン版 No.10， ラサ版 No.10 を参照。対応するモンゴル版はLigeti nos. 

758-761。

筆者の知る限り， r大品般若』の写本は中央アジアの主たる言語(トカラ A， B，

コータン，ソグド， ウイグル)では確認されていない。しかし，他の般若経

(r十万頒』と『一万八千頒J) のサンスクリッ卜断片は新彊で発見されている。

Lore Sander,“Buddhist Literature in Central Asia," Encycloped句 ofBuddhism

(G. P. Malalasekera edよ vol. 4, facs. 1 (Colombo: Government Press, 1979), 

pp.52-75, (特に p.68 を参照)。

これ以上の議論と書誌については Conze. The Praj�p縒amit� Literature, 

(2nd ed.) pp. 34-40 を参照。

(11)最初のそうした言及は明らかに 7 世紀になされている(註 33 参照〉。

(1 2) すべての漢訳にないこの行 (Skt. r�arp s�yarp s�yataiva rüpam) は現存

するほとんどのサンスクリッ卜語写本にここに引用した形で見られ(詳細につい

ては Conze の校訂本[前掲註1] p. 150, n. 10)，チベット訳大本でも同様である

(gzugs stong-pa'o)。しかし， Conze は「色は空であるJ (rüparp 釦nyatã) と

いう読みを相応しいと考え， (写本では明白な少数派である)この読みを標準と

して採用している。

(1 2a) 註 19 を参照。

(13) ここでこの行に対する中国での伝統的理解とチベットのそれとの聞に大きな食

い違いがある。『漢訳心経』は「是諸法空相 すべての法は空の相を[もつ]J

と読み，一方チベット本では chos thams-cad stong-pa-nyid-de/mtshan-nyid 

med-pa (すべての法は空であり[それらは]相を欠く)とある。文法的にサンス
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クリット語はどちらの解釈も許容する。つまり ， sarvadharm緝 sunyat�-laksan� 

(すべての法は空の相をもっ)とも sarvadharmãhsunyat�-alaksan� (すべての

法は空であり， [そしてそれらは]相をもたない)とも読みうる。 Conze の英訳

は漢訳に従っているが，もう一方の読みについてふれていない。

(14) この句に関して両党本 (r心経』と『大品J) は「減せず，増えず」とするが，

漢訳では「減」の前に「増」とあることに注目したい。どのように伝承の方向

性が仮定されるとしても，この語抵の逆転を説明することは難しい。この相違

はそれら二つの言語における固定化した語順に従っているというのが妥当な説

明である。つまりサンスクリット語ではより自然な語順が「誠一増J であり，

一方中国語ではその逆が自然であったというものである(英語では“waxing

and waning" r月の欠け満ちJ (日本語表現としては「月の満ち欠けJ) という

のが普通で，その逆ではない。「満ち欠けJ と読む言語においてもこの語順は変

わらない傾向にある)。漢字の視覚的な印象もそれに拍車をかけたであろう。す

なわち「減」という語を最後に置くことによって，いわゆる「六不」の第二，

四，六がさんずい扇からなる字となり，第一，三，五はそうではない。もしそ

うではなく党本『大品』に見られる順序に従っていたならば， さんずい扇は視

覚的に配置されず，詩情に乏しい第二，四，五に並べられたことになったであ

ろう。しかし，どの示唆も今のところ仮説にすぎない。

(15) r党本大品』からの引用すべては Raghu Vira と Lokesh Chandra の写真版に

出版された Gilgit 写本に基づいている(前掲，註 10)0 r党本心経』の中核部分

に対応する一節の写真とローマ字転写は Gregory Schopen より供与を受けた。

筆者は転写を正規化しないという彼のやり方に従う。より重大な誤筆写と異読

のいくつかは以下の註で扱われる。

(1 6) 党本『大品』の Gilgit 写本は常に Sãradvatiputra とあり，一方ネパール写本
(とチベット訳)は Sãriputra とある。この固有名調とその他の異読に関する議
論は Andre Migot,“Un grand disciple du Buddha Sâriputra," Bulletin de 

l'Ecole Francaise d'Extreme-Orient, 56 (1954) , 405-554 (p.411) を参照。
(1 7) 上記註 12 参照。

(18) Gilgit 写本は釦nyatã があるはずの所に一貫して鈎nyatã とある。

(19) yad rOpaql sã 釦nyatã y� sOnyat� tad rOpam (色であるものは空であり，空

であるものは色である)という文は Conze が彼の校訂版で見たサンスクリッ卜

写本の多くでは，チベット大蔵経の訳(大本)と同様にない。ただし敦燈写本

(小本)にはそれらが gag gzugs-pa de stong-pa-nyid/ / gag stong-pa-nyid-pa 

de gzug-te [sic] とチベット語に直されて見出される。したがって.先に挙げ

た (p. 155) サンスクリット文の英訳からはこの文の訳は省いてある。

(20) この行 (r非過去非未来非現在J) は，模訳と同様に『大品』の Gilgit 写本と

Dutt の使った後代のネパール写本の両者に見出される。しかし， この帰属には

極めて問題があるが，嶋摩羅什に帰せられる漢訳を除いた(どの言語の) r心倒

にも欠けている。より詳しい議論は本文 pp.184-189 と註 71-73 を参照。
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(21) r心経』は spra~tavya とあるが， r大品』は sparSa とあることに注意せよ。こ

の文脈(すなわち，処と界の列挙)では spra科avya (触れるべき)という読み

の方が sparsa (触れる)よりも標準的である。 Bruce Hall, Vasubandhu on 
-Aggregates, Spheres, and Componentsで Being Chapter One 01 the 

“'A bhid，加m昭たosa，" Ph. D. thesis, Harvard University, 1983, p. 62 (1, � 9a-b) 
と p.80 (1, � 14a-b) を参照。

(22) r大品J では caksudhãtu とある所に『心経』は一貫して caksUI世lãtu とある。

(23) Gi1git 写本では na satv繦atanarp na satvãyatananirodhaり(衆生処はなく，

衆生処の誠もない)とあるのに対して， Dutt では na 回çlãyatanã na 開çlã

yatananirodha (六処はなく，六処の滅もない)とあり，こちらの方が相応しい

読みであるo

(24) 党本『大品』が「得 (prãpti) J と「智 (abhisamaya) J を否定する一方で，

『心経』のほとんどのサンスクリット写本では prãpti は一番目より二番目に置か

れ，智 (abhisamaya) ではなく智 (j白ãna) が否定される。この点について党

本『心経』は玄奨に帰せられる漢訳と羅什の『大品』と一致する。

(25) 比較的後代の写本に基づいている Dutt 校訂の党本『大品J (かなり後期の写本

に基づく)は更に反復的で，経典に一貫する拡大傾向をよく表している。

(26) r大品』における単数形の使用から『心経』における複数形の使用への移行は.

サンスクリッ卜文での主語の転換，すなわち「空J (鉛nyatã) (r大品J) から

「すべての法J (回rvadharmål)) (r心経J) の転換に対応している。しかし， こ

の転換は羅什による『大品』の漢訳作業中で生じた移行の結果として簡単に説

明できるo 党本『大品』が「空性であるもの，それは生じないJ (ya 釦nyatã na 

sa utpadyate) とあるのに対して.漢訳『大品J は「是諸法空相不生・・・」

とあり，この表現は玄提に帰せられる漢訳に完全に踏襲されている。この文脈

では，漢訳では明白な主語がないが，読者がここでの主語を「すべての法」と

推定するのは極めて自然であり， (それこそが党本『心経』に見出されるものな

のである)0 (漢訳と党本についてはそれぞれ前述 p. 159 と p. 102 を参照のこ

と)。

(27) Conze, The Praj�p縒amit� Literature, pp. 10-12 を参照。

(28) 最も早い完全な『大品』の漢訳は無文羅訳 (r放光般若波羅蜜経J) (大正 No.

221) 291 年であり，部分訳として竺法謹訳 (r光讃般若波羅蜜経J) (大正 No.

222) 286 年がある。玄提に帰せられる『心経』は 649 年に翻訳されたと言わ

れ，羅什訳は 402-412 年とされている。しかし，この両者の帰属は極めて問題

がある。詳細は本文 pp.184-191 を参照。

(29) インドの注釈書の年代については Lopez， The Heart S�ra Explained, pp. 4, 8-13 

と Eckel，“Indian Commentaries," p. 71 を参照。
(30) 龍樹(間違いなく彼の手になるものではない)と弥勅(この帰属も問題である)

に帰せられる注釈書類のどれもが，前者は中国で，後者はインドで，五世紀初

頭には現れる。詳細は Conze， The Praj�p縒amit� Literature, pp. 35-36 と 39-
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40 を参照。

(31)中国とインドの噌好性についての違いに関する古い時代の記述は道安の『般若

心経講話J (382 年)がある。そこではインド原典からの漢訳の「五失」と「三

不易」が列挙されている。これら八つについてと.道安がその八つの何れか，

あるいは全部をインド原典から許容されうる変更として見なしていたかどうか

についての考察は Richard H. Robinson, Early M綸hyamika in lnd抱 andChina 

(1967: rpt. Delhi: Motilal Banarsidass, 1976) , pp. 77-88. 仏教漢訳の方法につ

いての簡便な解説は Kenneth Ch'en, Buddhist in China: A Historical Survey 

(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1964). pp. 365-372. Ch'en が註
記しているように，玄奨たちによる学問的には優れた〔訳語の〕改訂にもかか

わらず， r最終的には羅什によって立てられた原則が勝ったJ (p.372)。

(32) この方法の例外は玄撲である。彼の学問的な鴎踏が中国語での噌好に打ち勝ち，

結果として， (ある学僧たちからはその正確さを賞賛されるが).中国仏教徒た

ちには広く好まれなかった翻訳を生むに到った。中国語の文学的な噌好に気付

いていながら，一方でサンスクリット原文の正確〔な訳〕を望む彼の苦悩につ

いて，痛烈な物語が慧立による彼の伝記に残されている。

「第五年 (A. D. 660) の春，第一の月の第一日目，彼は『大般若経J

[Saωsãhasrikãprajñäpäramitäsütra] の翻訳を開始した。 ・・・それはあまり

に膨大な経典であったので彼の弟子たちはそれを省略した形で訳を行うことを

提案した。師はその願いを聞き入れ，羅什がしたように長大で反復的な部分を

省略しながら訳を始めようとした。彼がこの考えを心に抱いたとき，あたかも

彼に警告するような恐ろしい夢を見た。断崖絶壁の山に登り，滞猛な猷が彼を

狙っていた。彼は冷汗を出しながら震え，その危険な状況から逃れようとした。

目覚めたのち彼はこの悪夢を人々に伝え，経典を省略することなく訳すること

に決めた。その夜，彼は仏陀と普薩たちが眉間より光を発し，彼の体を照らし，

彼を安楽にしている夢を見た。・・・目覚めたとき，彼は心地好く， そして二

度と省略することを考えずに党本そのままに翻訳した。J

(英訳は LI Yung-hsi. The Life of Hsuan-tsang [Peking: The Chinese 

Buddhist Association, 1959] , pp. 260-261 より)。

(33) 大正 No. 1710, 33, 524a25-bl.窮基が次のように書く。

rr心J [心，あるいは心髄]とは堅牢で実質的であり， しかも微妙にして偉

大なものである。その[もともとの]聴衆の能力に応じて， r大経』は広大なる

意味と内容を持っているのである。しかし，それを受し，持し，伝授し，修習

するとき，それは怯退を生ずる。法を伝授する聖者はこの cr大経』の〕堅牢で

実質的であり，しかも微妙にして偉大な内容を伝えるためにこの [r心経J] を

別に作った。したがって[その著作の]伝統的な三つの分と二つの序は.その

本質をより良くまとめ，その見出し語，すなわち， それらの無数の像に見いだ

すものはすべて色をもち，同様にすべて空であるという[教え]をより強調す

るために削除された。道というものは干の入り口をもつが，そのすべてが無智
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をとおりぬけ. [すべてのものは色であり，そして空である]という両面の悟り

にいたる。この経は広がった経典が示しているその要旨のすばらしい趣旨を分

析する。そしてそのために. [般若波羅蜜]の心という名を与えられた(訳註 6) 。

(英訳は Alan Sponberg. この論文は Donald Lopez 編集の翻訳された『心経』

注釈書に所収予定)(以往 7)0 r心経』についての窮基の記述の中で我々にとっては

最も注目すべきことは. r心経』が{仏陀自身によって別に説かれたのでなく>.

「法を伝える賢者たち」によって「別に作られた」という部分である。玄奨の弟

子(そして Sponberg が指摘しているように，現存する最初の注釈を書いた人

物)がこのような言明をしていることは重要である。玄奨の別の弟子園測によっ

てなされた. r心経』と本来長大な経典の一部でありそれから抽出され別個に立

てられた『法華経』の「観音品」との対比も同様のものと思われる(大正 No.

1711 ， 33， 543b を参照のこと)(駅位 8)。要約すれば，窮基と困測の記述は，少な

くともある仏教徒たちは既に七世紀には『心経』が仏陀によって説かれた独立

した教えではなく，ある「法を伝承する賢者によって」羅什訳の『大品』から

抽出されたものと考えていたことを示している。

(34) モンゴル資料についてはLigeti No. 1105, Qutuγ・tu asaraqui neretu sudur (モ

ンゴル版カンジュール vol. 90, eldeb XXXI), folio 437b と passim を参照。モ

ンゴル版は 'Phags-pa byams-pa'i mdo zhes-bya・ba という題名のチベット文献

の翻訳である(北京 No. 1010. ナルタン版 No.328. ラサ版 NO.349. これはデ

ルゲ版には入っていない)。サンスクリッ卜語の題名はチベット語の転写に

λrya-maitñ・sütra とあるが，・ λrya-maitreya-sütra というのが予想される。

チベット語では maitreya と maitri が共に byams-pa と訳されるということは，

このサンスクリット語の題名がサンスクリット起源ではなく，チベット人によっ

て復元されたことを示唆する。これのサンスクリット語本は現存していない。

しかし，未来仏弥紡に関する予言を融合した形を表しているこの特定の文献は

韻文でバーリ語にもあり (Pal i. MeUeya). rアングッタラ・ニカーャ』に対す

る Buddhaghosa の散文注釈がある。詳しくは，筆者の Once Upon a Future 

Time: Studies in a Buddhist Prophecy 01 Decline (Berkeley: Asian Humanities 

Press,1991), p. 56 と n.81 0 同書の他のモンゴル版 (Ligeti No. 783，北京版 No.

751 に相応)は弥勅の住む市の名を単純にモンゴル語に訳しているだけである。

(35) しかし. blo-gros ï心」という語はサンスクリットの mati でなく mati (党本の

Ketumat1に一貫して現れる)との対応語である。後者はおそらく〔所有の〕接

尾辞-mat ïもつ，有する」の女性形である。したがって，都市名は「旗を持つ

者 (f.)J であって，チベットで解されるような「旗の心」ではない。

(36) モンゴル人がチベット語から仏教経典を翻訳する時に用いられた種々の蒙蔵党

辞典は次の論文で詳細に論じられている。 Vladimir Leonidovich Uspensky, 

“ Buddiiskaya terminologiya v mongol'skom perevode. Istochniki dlya 

izucheniyai puti formirovaniya" [“Buddhist Terminology in Mongolian 

Translation. Sources for their Study and their Means of Formation"] (未出
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版の修士論文， Leningrad University, 1981) , pp. 8-27. これらの文献の中で最

も重要なものの一つは Mahãvyutpatti の蒙古本である。 Alice Sarkozi,“Some 
Words on the Mongolian Mahãvyutpatti," Acω Orien加l抱 (Budapest) ， vol. 34 

(1980).pp.219-234 を参照。

(37) これらの経典では「界」の一つの名称ですら異なっている(前掲註 2 1)。

(38) 前述 p. 166 と註 22 参照。

(39) 複数の英文の研究(例えば Eckel，“Indian Commentaries," p. 70 や Lopez， The 

Heart Sutra Exþlained, p. 13) に引用されている挿話によれば，玄撲がインド

に滞在している時に収集した逸話の一つが仏教哲学者 Bhavaviveka のものであ

り，彼は観音菩醸の姿を出現させるために『心経』を唱えていたとされる。も

しこの逸話が本当ならば，七世紀初頭にインドを訪れた玄奨以前にインド圏内

で『心経』が用いられていたことの証拠となるだろう。しかし， Samuel Beal 

による「西域記』の翻訳 (Si-yu-ki: Buddhist Records 01 the Westem World 

[1884; rep. New York: Paragon Reprint Corp・. 1968] , vol. 2, pp. 223-225) 

によるこの推定は，それは Beal の誤訳の産物である。問題の文献は『心経』で

はなく，いくつかの漢字が『心経』の題名にあるものと同じであるような別の

文献である(すなわち，智通訳の『観自在菩薩但縛多利随心陀羅尼経J，約 650

年，大正 No.ll03b)。

インドにおける早い時期での『般若心経』流布に関する証拠としてしばしば

引用されるものは，法隆寺に所蔵されていた 609 年に招来されたと言われてい

る党文貝葉写本の存在である。この主張は最初 Max Müller によってなされ，

その後，西洋の文献では広く引用された(例えば Conze， Thirty Years 01 

Buddhist Studies, p. 155)。この時 Müller は実は日本人の共同研究者〔南条文

雄〕によって間違って導かれたのである。つまり〔南条は〕日本の資料によっ

てこの写本が招来された年代を 609 年と報告したのである (F. Max Müller, ed. 
Buddhist Texts介'Omjapan [Oxford: Clarendon Press. 1881] , pp. 4-5 を参照ふ

確かにそのようには書かれているのだが，その問題の資料『斑鳩古事便覧』と

いう地方史は実は 1836 年に編纂されたもので，古代の年代については極めて信

頼性に欠ける。その一例を挙げれば，この『般若心経』の貝葉と共に〔階から

の〕使者たちは(とりわけ) Bodhidharma のものである袈裟と鉢を持ってきた

というが，これらの物は神舎の時代 (684-758) 以降に始めて中国人に象徴的

な意義を持つようになった。換言すれば，この伝承はどんなに早くても 730 年

頃に作られたのであり，したがって Bodhidharma の袈裟と鉢が 609 年に日本

にもたらされたという主張は完全な作り話であり，同様に写本が同じ者たちに

よってもたらされたという主張も証拠としては全く価値がない。この写本がい

つ日本に招来されたかについて具体的な年代を示すことの出来る他の資料(す

なわちインドで何時までに書写されたかを定める資料)がない以上. (確実なも

のではないが)写本の文字型から判る〔年代推定の〕証拠を暫定的に採用する

しかないだろう。 G. Bühler の主張するところでは (M� ller, Buddhist Texts 
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from Japan , p. 90) , í もし法隆寺貝葉写本の年代に関していかなる歴史上の情報

[斑地史の情報]がないとすれば，どの古文書学者も上述の事実から (r心経』

写本が) 8 世紀初頭に属するものであるという推定を下すであろうと信ずる」。

彼が『心経』の具体的な年代として思い込んだものに縛られて， Bühler はこの

文献をインド古文書学史の再評価にあてた (pp.90-5)。しかし.容易に判るよ

うに，そうした歪曲は無用であり，実際の流れはむしろ逆であった。

(40) MacRae,“Ch'an Commentaries," pp.93-94 と p. 109 の n.23 を参照。筆者は

同定し易いように「窺基」という名を用いている。しかし， Stanley Weinstein 

はこの呼称の正当性を問題視している。“A Biographical Study of Tz'u-en," 

Monumenω Nipponica 15, 1-2 (1 959), pp. 119-149. 

(41) これについては註 1 を参照。

(42) この翻訳を羅什に帰属すことの根拠の薄さについては MacRae，“Ch'an

Commentaries," p. 88 と p. 106 の n.6 を参照。玄英訳とされるものについて

は，福井『般若心経の歴史的研究J， p. 188 (しかし福井はこの帰属を問題とし

ていない)。この周知の経典の訳者がこれら二人の翻訳者に初めて帰されたのが

数世紀後(羅什の場合)あるいは数十年後(玄奨の場合)であったという事実

は，彼らの同時代の伝記的記述に彼らの翻訳の記事が見られないこととあわせ

て，この帰属の妥当性に相当な疑義を投げ掛ける。

(43) 玄撲がこの経典を受け取ったという逸話は，明らかな神話的要素を伴いながら

伝承中さらに詳細を極めていく。固照の『貞元新定稗教目録』によれば，玄提

はこの経典を病の老人から授けられたのではなく， í聖人」から授かったのであ

り(大正 No. 2157, 55, 893c-894a)，玄撲の旅行記 (r西遊記J) ではこの無名

の授与者は剣山の「烏巣神師」として同定されている (Anthony Yu, trans. 

Monkey [Chicago: University of Chicago Press, 1977]. vol. 1, pp. 392-394 を

参照)。この逸話の最も早いものは，慧立が述べているごとくである。本文の p.

179 を参照。

(44) 玄提伝は彼がこの経典を得たのは 618-622 年にかけて訪れた浮屠山であったと

しているが，インドにおけるこの経典の存在を最も早く証明するものは八世紀

末とされる {Kamala釘la に帰される注釈書》である (Lopez， The Heart Sutra 

Explained, pp. 4, 11 参照〉。

(45) これら第一と第三の項目はこの経典の大本では少なくとも形式上は訂正され，

同時に仏陀はそこに僅かであるが姿を見せる。しかし，小本が古いことは明白

であり， したがって，これこそがこの経典の起源を探索するのにもっとも関心

を引くべきものである。大本と小本との関係については本文 pp. 194-7 を参照。

(46) Robert E. Buswell, Jr., ed., The Fonnation ofCh an ldeology in China and Korea:・
The Vajrasam綸hi-sutra (Princeton: Princeton University Press, 1989) , pp. 

16-17 を参照。

(47) 福井『般若心経J pp.20ト70 r心経』が本来は祭記に使用， {すなわち唱えられ

るダラニとして使用〉するために作られたということが，羅什訳『大品J (同様
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に『大品』の党文写本)に見出される í[空法]非過去非未来非現在J (大正 8，

223a16。対応する党文は Dutt， Pa元cavimSati， p. 46, 11) という一行が，以下に

論ずるただ一つの例外を除いて，あらゆる言語で脅かれた現存するすべての

「心経』から欠けていることを証明するかもしれない。この箇所の回りのものす

べては二つの部分に分けられるが〔例えば，不生・不滅など)，この一行だけは

〔非過去・非未来・非現在という〕三つの部分をもっている。したがって(これ

は確実だとは言えないが)この三つの部分が読調に使われるリズムを崩すもの

であったので，この経典が[大品から]抽出されダラニへと変容されていくに

つれて，この行が削除されたという可能性がある。もしこの理由付けが正しい

とすれば，いわゆる「羅什訳」が(彼の「大品』と『大智度論』と一致して，

しかも他のあらゆる言語の『心経』とは一致せずに)この行を含んでいるとい

う事実は， í羅什訳」が別の(そして異質な)歴史， (すなわち「羅什訳」が，

玄撲に帰せられる『漢訳心経』に似たものが流布した後に『大智度論』から抽

出された}を経ていることの更なる証拠を提供することになるだろう。

(48) 1992 年1 月 21 日付けの Robert Buswell の手紙に示唆される所では， r心経』

がある種の抄訳 (í凝縮経J)，つまり「初期中国仏教における教義関係の著作の

かなり一般的な分野であり，諸大乗経典からの中心的な節を，それらの文献を

わかりやすくするために抽出されたものである」という可能性もある(この分

野に関する議論としては Kyoko Tokuno,“The Evaluation of Indigenous 
Scriptures in Chinese Buddhist Bibliographical Catalogues," Buswell, 
Chinese Buddhist Aproa抑ha， pp. 31-73，特に p.39)。もしこのような解釈が

出来るとすれば， (Buswell が示唆するように) r心経』とは(福井が考えてい

るような)ダラニではなく「要点の経」であり，これは伝統的な解釈にしたがっ

た解し方となる。

(49) 最近の『心経』のマントラに関する議論に関しては Donald Lopez, J r., 
“ Inscribing the Bodhisattva's Speech: On the Heart S�ra's Mantra," History 
01 Rel抱1・on， vol. 29 [1990] , pp. 351-372 を参照。

(50) 塚本善隆は中国北部の竜門石窟の図像学研究に基づいて，北貌時代以降(およ

そ 500-540 年)の仏教図像学における本尊としての釈迦牟尼と弥勅が，後代

(およそ 650-720 年頃)には阿弥陀と観音に移行していたことを記している。

彼の研究の英文要旨は Ch'en， Buddhism 仇 China， pp.171-172 を参照。事実.

中心仏としての観音の出現は塚本の収集した資料によれば，早くても {530 年

頃》には行われていたらしい。観音の普及はその時以降浸透し，今日に至るま

で彼(あるいは彼女)が中国における最も主たる菩薩である。

(51)伝統的な文書から，そして中国仏教専門の近代学者たちからの事例的証拠に明

らかに基づいているこの主張に，文献上の支持を見出すのは困難である。にも

かかわらず，観音が多数の中のー菩躍で在り続けたインドと，少なくとも同等

のものの中で第一のものとなっていた中国というこつの社会においては， こう

した状況の特徴づけは正しいと，恩われる。
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(52) McRae,“Ch'an Commentaries," p. 107, n. 10 を参照。 McRae が参照した文献

は『陀羅尼集経J (大正 No.901 ， 18, 785a-897b) である。『心経』のマントラ

については 807b20-21 を参照。注目すべきはこのダラニ集成が智愈の完成に関

して，一つではなく三つの「心陀羅尼」を挙げていることである。完全なリス

トについては大正 18， 807b19-c9 を参照。智慧の完成に伴う他のダラニが更に

その直前に挙げられている(18， 804c-807b) 。

(53) 福井『般若心経J. p. 192 は『大方等無想経J (Skt. Mahämeghasutra， 大正 No.

387) と『東方最勝燈王陀羅尼経J (Skt. Agraþradfþadhäranlvidyärãjä， 大正 No.

1353) に言及している。福井前掲書には頁数が示されていないが，おそらくそ

れぞれ大正 12， 1084c7， c12 と大正 2 1. 867c12, c22 である。これら文のどれも

『心経』に見られるマントラの完全な写しを含まないが，それらの著しい類似性

はこのマントラが『心経』の文脈を離れた所で流布していたであろうことを示

唆する。大正 NO.1353 は六世紀末に漢訳されたが，大正 NO.387 は早くとも

五世紀 (r古今稗経圃記』大正 NO.2151 ， 55， 360b24 によれば 414-421 年の問)

には Dharmak関tra によって訳されている。

(54) もちろん，マントラが口承の形で四川，そして，おそらく中国の他のところで

流布していたということもあり得る。

(54a) この論文の印制中に，他の漢訳経典にマントラの調句の呼び方 (r呪」あるいは

「明呪J) が多数あることを二人の同僚から教えられたぽ住 9)。最も近い(事実，

全く一致する)対応は『金剛三昧経j (Skt. * Vajrasamãdhisütra) で. r般若

波羅蜜是大神呪。是大明呪。是無上呪。是無等等呪J (大正 NO.273， 9， 371bI2-

14) で，これは玄奨の『心経J (大正 No. 251 , 8, 14-15) に見出される調句の

呼び方に (prajñãpãramitã の〔音写〕表記は異なるが)逐語的に一致する。し

かし，この経典の遅い〔成立〕年代 (Buswell によれば 685 年)と，元来は高

麗起源であることを考えると，この一節は『心経』の相応句〔の由来〕に何ら

示唆を与えないばかりか，その逆のことを示している。すなわち『金剛三昧経』

の編者が，普及していた『般若心経』から，これらの一節を借用してきたこと

を示しているのであるo (このことは Buswell， The Formation 01 Ch 'an ldeology, 

p.22 と n.28 に示唆されている。この点について筆者の注意を喚起してくれた

Gil Fronsdal に謝意を表する)。

したがって，よく似たもので， しかも明らかに玄提以前に現れているものが

より興味を引く。最近山部能宣によって同定されたこれら一節の一群は以下の

通りである(彼はこのことを 1992 年 10 月 1 日 .11 月 7 日付けの私信で教示

してくれた)。

1) r観悌三昧海経J (仏陀政陀羅訳およそ 420-422 年。大正 No. 643, 15, 

647b4-6)0 r般若波羅蜜是大明呪。是無上呪。無等等呪」。これの党本は

現存しない。

2) r八千頒般若経J (A~tasãhasrikã-prajñãpãramitã-sü tra 羅什訳 408 年。

大正 NO.227， 8， 543b25-27 と 28-29 に繰り返し )0 r般若波羅蜜是大明q足。
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般若波羅蜜是無等等呪」。相応党文は mahãvidyeyarp Kausika yad uta 

praj白ãpãramitãl apram�I)eyarp Kausika vidy� yad uta praj白ãpãramitãI 

aparim�I)eyarp Kausika vidy� yad uta prajfi縣縒amit� I niruttareyarp 
Kausika vidy� yad uta prajfi縣縒amit� I anuttareyarp Kausika vidy� 

yad uta prajfi縣縒amit� I asameyarp Kausika vidy� yad uta prajfi罸

p縒amit� I asamasameyarp Kausika vidy� yad uta prajfi縣縒amit� (P. 

L. Vaidya, ed., Astasãhasrikã-prajñãpãramitã, p. 36, 30-p. 37, 7 による。

また， Conze, The Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines, pp. 

108-9 参照のこと)。明らかに判るように，現存党本は漢訳よりもはるか

に反復がなされている。

3) r二万五千頒般若経J (Pañcavirpsati-sãhasrikã-prajfiãpãramitã-sutra 羅

什訳 404 年。大正 No.223， 8， 283b9-10)o í是般若波羅蜜是大明呪是無上

明呪Jo (Conze, The Large St2tra on Perfect Wisdom , p. 229 参照のこと)。

『二万五千頒J の相応党文は手に入らない(この引用は第 28 章に現れるが，

Dutt の Nepal 写本に基づく刊本は第 21 章で終わっている。そして Conze

によればこの部分の Gilgit 写本は失われている。 The Praj�p縒amit� 

Literature, 2nd. ed., pp・ 34-37)。

これに加えて，山部は玄奨自身の訳の中に多くの平行句を見出している

(大正 7， 151a-29-b3, 156aI7-19, 551bl0-13, 556a23-25, 580b27-29, 
580c4-6，875a3-4)<叩t 10)。

この山部によるリストに羅什訳からさらに二つの出典を追加で・きる。こ

れは山部による発見が直接の契機となって筆者が特定したものである(上

記 2) と 3) 参照)。

4) r小品〔般若経)J (羅什訳。大正 No.227 8, 542b5-6)o í般若波羅蜜是大

呪術。無上呪術」。相応党文は mahâvidyeyarp Kausika yad uta prajfi罸

p縒amit� I apram�I)eyarp Kausika vidy� yad uta praj�p縒amit� I apari・

m縅eyarp Kausika vidy� yad uta prajfi縣縒amit� I anuttareyarp Kausika 
vidy� yad uta prajfi縣縒amit緲 asameyarp Kausika [vidy� yad uta prajfi罸

p縒amit� I asamasameyarp Kausika vidy� yad uta praj白ãpãramitã

(Vaidya, Astasãhasrikã , p. 27, 29-32 による。また， Conze, Eight 

Thousand， p.l04 参照)。羅什訳では vidyã í学問，知識，呪文」という

語の読みが一貫していないことに注意せよ。上記 2) では「明呪J (あるい

は単に「呪J) とあるが，ここでは「呪術J とある。

5) r大品〔般若経)J (羅什訳。大正 No. 223 8. 286c2-3)o í是般若波羅蜜

・・是大明呪。無上明呪。無等等明呪J (Conze, The Large S t2tra, p. 237 

参照のこと)。相応党文は手に入らない(上記 3) 参照)。

これらの用例は(おそらく他にもあるであろうが) r心経』に含まれる

ような諦句の呼び名に関して，中国には豊富な見本が存在していたことを

証明するに充分であるo
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しかし，それ以上に重要なことは山部によって与えられたもう一つの結

果である。(比較のために挙げた現存する文献の)漢訳「呪」に対応する

元のサンスクリッ卜が (r心経』のように) mantra ではなく vidyã であ

ること， (すなわち還覚のもう一つの証拠になること}である。要するに，

サンスクリットの用語 vidyã は元来は漢訳「明呪J (あるいは単に「呪J)

と訳された。しかし， この〔訳〕語を含む一節が『心経』に導入された後，

これがある程度同義語である mantra という語を用いて還党されたのであ

る。

(55) 漢字の「神」はしばしばサンスクリット語の rddhi í神通力」を訳するのに用い

られ， deva í天」を訳するのに用いられることは然程ない。しかし， これらの

読みのどちらも当該文脈では適切なものではない。この経典を還覚した人物が

この文字に対応する語を含まないことを選択したというのが筆者の仮説である。

(56) 例えば Conze のネパール写本の大部分は nisthã-nirvãna に続けて prãpnoti

(í到達するJ) を加えている (Conze， Thirty Years 01 Buddhist Studies, p. 152 

と n.44 を参照)。同様にチベット(大本)訳でも mya-ngan-las 'das'pa・i mthar 

phyin-to (í彼は浬柴である終わりに到達するJ) とある。おそらく Conze は彼

の英訳でこの不可解な一節にこの語を加えることが必要であると考えた。すな

わち彼の訳では「最後には彼が浬繋に到達する」とある。

(57) 問題となる「耳」は私のものではなく，この表現が不適切であると私に教えて

くれた Richard Solomon の「耳」である。

(58) サンスクリットの大本とその漢訳.蔵訳については本文 pp. 194-197 と n.65 を

参照。

(59) Li, Lile 01 Hsuan-tsang, p. 23. 

(60) Loc. cit 

(61) Arthur Waley, The Real Tripi.抱初 and Other Pieces (London: Allen & Unwin, 

1952) ， p.53 を参照。

(62) これらや他の偽経については Buswel， Chinese Buddhist Apocrッ'Pha， 特に pp. ト

29 を参照。

(63) Buswell, Vajrasamädhi， 特に pp.3-40 を参照。

(64) この問題についての予備的な論説に関しては Jan Nattier, "Church Language 
and Vernacular Language in Central Asian Buddhism," Numen , vol. 37 

(1990) ， pp.195-219 を参照。

(65) r大正蔵経』に含まれる大本は大正 No.252 (法月訳， 741 年)，大正 No.253

(般若訳， 790 年)，大正 No.254 (智慧輪訳， 861 年)，大正 No.255 (法成訳，

856 年，チベットからの訳)，大正 No.257 (施設訳， 1005 年)である。小本は

大正 No.250 (羅什訳)，大正 No.251 (玄英訳)，大正 No.256 (漢字音写党本

帰属不明)である。

(66) これらの題名に関する議論は John McRae,“Ch'an Commentaries," p.88 と nn.

4-7，福井文雅， r般若心経の歴史的研究J， pp.17ト185 を参照。
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(67) 道安の訳経録は 374 年まで完成しなかったが; 4 世紀初頭までに中国で入手可

能であった著作だけを含んでいたと考えられる。漢訳仏典のこの目録，および

他の目録についての現時点での理解の要綱としては; Kyoko Tokuno,“The 
Evaluation of Indigenous Scriptures in Chinese Buddhist Bibliographical 

Catalogues" (前掲， n.48) を参照。

(68) 詳細については McRae，“Ch'an Commentaries," p. 106 と nn.5， 6 参照。

(69) 羅什訳は 404 年に完成した。

(70) McRae,“Ch'an Commentaries," p. 89 と n.9 参照。玄奨以前の注釈書におけ

る， r心経』の中核部分を構成するために『大経』から抽出された一節「即色是

空。受想行識亦復加是J の他の使用例は智顕『摩詞止観J，大正 No. 1911 , 46, 

5b20 参照。

(71)福井によれば(前掲書 p.177)，この訳は『開元釈教録J (730 年〉になって初

めて羅什に帰せられる o McRae，前掲論文 p.89 と n.9 参照。

(72) 福井前掲書， p.178。

(73) これらの文字は順番に党本『大経』にこの観点で見出される一節に明らかに基

づいている。 (Conze の英訳では) íなぜなら，色の空性は悩まさず (does not 

molest [sic.])，受の空性は感じず，想の空性は知覚せず，行の空性は共起せず，

識の空性は顕れずJ (Skt. tath緝i y� r�as�yat� na s� r�ayati y� vedan罸

s�yat� na s� vedayati y� saI'Jlj�經�yat� na s縱aI'Jlj縅ite I y� saI'Jlskãrasü ・

nyat� na s綯hisaI'Jlskaroti y� vij�nas�yat� na s� vijànàti)。英訳は Conze，

The Large Sütra , p. 61，党文は Dutt，前掲書， p. 45, 14-p. 46, 2。

(74) 福井前掲書。

(75) これに関して『大智度論』に注意を向けさせ， この表記の違いの意義について

の疑問を抱かせてくれたハーバード大学の永富教授に感謝する。『大智度論』に

見出される読みは『大正蔵経』の編者たちが参照した羅什の『大経』の内，よ

り新しい版本にも現れている(すなわち，宋，元，明本及び宮内庁本〔旧宋本))。

現時点では，これら比較的成立の遅い版本は『大智度論』の権威に基づいて導

入された編集上の修正を反映しているというのが筆者の仮説である。

(76) それぞれ大正， 8.848c4-5 と 8. 223a13 を参照。

(77) それぞれ大正， 8.847c7-8 と 25.327c22 を参照。

(78) 大正 No.2154， 55.513a4。

(79) McRae，前掲論文， p.89。

(80) 本文 p.179 を参照。この規則の唯一の例外は(一見したところ)羅什訳に基づ

いて注釈をしたという空海の注釈(大正 No.2203a) であるかに見える。しか

し.実際に空海の註釈の内容を検討してみると，羅什訳ではなく玄英訳を用い

ている。

(81)大正 No.2200 r大正蔵経』の五~七巻にまたがる。

(82) 大正 No.250 が大正 No.251 と異なるそれ以外の点はサンスクリット語の

praj�p灑ami tà が前者では「般若波羅蜜」と訳されること(後者では「般若波
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羅蜜多J)o bodhisattva が後者ではただ一回「菩提薩多」と訳されること(前者

ではこの訳は決して出てこない。一貫して一般的な「菩薩J とある)。経の末尾

(大正 8. 847c20-21 と 848c1 8-19) にあるマントラの音写に用いられるある文

字の相違。〔すなわち〕後者の経典名に心〔を意味する)，あるいはむしろ〈福

井が主強しているように}ダラニ〔を意味する)， r心j という語が使用されて

いること。これに対し前者は「明呪」となっている。

(83) その訳経の中で玄撲に帰せられる『心経J (大正 No.251)に見られるものと同

じ形で三つの用語(観自在，舎利子，砲)を使っている訳者たちはDivãkara (活

躍年代 680-688) ， Bodhiruci 11 (活躍年代 693-727) ， Amoghavajra (活躍年

代 723-774) ， * Devasãnti，別名・ Dharmabhadra (活路年代 980-1000) , 

D縅ap緲a (活閥年代 928-1017) ， Dharmap緲a (活路年代 1004-1058) と， も

ちろん玄奨自身である。しかし，これらの訳者の一人として玄提に先立つもの

はいない。したがって， (そのすべてが既に確立していた用語をより学問的に置

き換えようとしたものである〉これらの用語が玄奨自身によって導入されたと

いう可能性が高い。(この年代的な順番のただ唯一の例外は Bodhiruci 1 (活躍

年代 508-540) に帰せられる二つの訳経で，その一つは「諮」を含み[大正 No.

675]，もう一つは「観自在」という名を用いている[大正 No.587]0 しかし，

この第ーの Bodhiruci の翻訳のどこでも「陰」と「観世音」という訳が一貫し

て用いられている。したがって，ここに挙げた二つの用例は何らかの文献上の

混乱によるか，後代の Bodhiruci との混乱によるか，疑うに充分である)。

(84) 玄奨自身の弟子.窮基と固測ですら Avalokitesvara 菩薩の名前としては「観自

在」よりも「観世音」の方を選び， しかも一方で彼らの師の発案となる「舎利

子」と「砲J を採用していることは注目すべきである。

(85) 大正 NO.256 を参照。これは現在は Stein 2464 と目録化されている敦健写本に

基づく。この文献について近年出された研究は Leon Hurvitz,“Hsuan tsang 
(602-664) and Heart Scripture," in Lewis Lancaster, ed.. Praj�p縒amit� and 
Related Systems: Studies in Honor 01 Edward Conze (Berkeley, CA: Berkeley 
Buddhist Studies Series. 1977), pp. 103-121.参照。そこに挙げられたサンス

クリット転写には，二つのわずかな訂正がなされるべきである。活字を組む時

点で， p. 11 l. 1 には鈎nyaataiva の前にあるべき釦nyam が抜けている(大正

8. 851b29 参照)0 p. 112.2 で Hurvitz が na siddhitvãd と読んでいる五つの

ak~ra はおそらく nãstitvãd と読むべきだろう(大正 8.852a8 参照)。敦燈写

本による漢字音写の完全なローマナイズは，福井前掲 pp. 127-138 を参照。

(86) r大正蔵経』の典拠として用いられた文献資料は Stein No. 2464 である。しか

し，福井は他の二つの敦僅写本の存在について注意を喚起している (Stein 5648 

と Pe1liot 2322)。福井前掲書， pp.98-990
(87) Leon Hurvitz,“Hsuan t泊ng (602-664) and Heart Scripture," p. 108. 
(88) 福井『般若心経』参照。特に， pp.92-115。

(89) このことは，大正 Nos. 250, 251 , 254 を除くすべての漢訳と同様にこの経典の
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チベット訳(小本と大本)にも当てはまる。

(90) 福井は，音写本と訳本の相違について議論しないが，音写本が玄換が西域へ向

かう前に得た経典，つまり一般には「神授本J (p.93) と知られているものと対

応することを示唆している。

(91) r蜜」という文字は唐時代の中国語では末尾に -t を伴って発音されており， し

たがって prajñãpãramitã とし、ぅ語の語末 -mitã 全体に対応することができた

(Bernard Karlgren, Analytic Dictionaη 01 Chinese and Sino-Japanese [1923; 

rpt. New York, 1974] , No. 617 を参照。またその語の日本語での発音は「ミツ」

である)。唐代の中国語における大正 NO.251 の題名に見られる ta の発音につ

いては Karlgren， Analytic Dictionary, No. 1006 を参照。

(92) 本文 pp.182-184 を参照。

(93) 上述 p. 166 と註 22 を参照。サンスクリット語にも漢訳にもーっとしてこれら

の注釈書が残っていないことが注目される。インド人に帰せられる注釈書はチ

ベット大蔵経のみに現存し，実際それらのいくつかはチベットで編纂されたで

あろう。(この点についての詳細は註 94 と 102 を参照のこと)。反対に漢訳に残

されている注釈書のすべて(大正 Nos. 1710-1714 と Nos.2746-2747 [大正蔵

経では「偽作J として分類されている]，そして Nos. 2202-2204 [日本人学僧

によるもの])は東アジアの学僧の著作である。

(94) 北京版 Nos.5217-5223 とデルゲ版 Nos.3818-3823 を参照。(デルゲ版には北

京版 NO.5221 に対応するものがないことに注意せよ。これは Shes-rab-kyi

pha-tol-tu phyin-pa・i snying-po shes-bya-ba 'grel-pa という題名の Kamalasila

に帰せられる『心経』の注釈容である)。

(95) Buswell, Vajrasamãdhi, pp. 16-17. 

(96) しかし大乗経典ですら多くのインド仏教僧には真正のものとして受入れられな

かったということは，例えば玄撲の旅行記からも充分に確認できる。玄奨の算

定によれば，彼が旅行中出会った仏教僧のうち大乗仏教徒は 50%以下であった

(七世紀半ばの数値でこれである〉。彼の調査値に関する便利な要約については

Etienne Lamotte, Historie du bouddhisme indien (Louvin: Institut Orientaliste, 

1958; rpt. 1967), pp. 596-601 を参照。

(97) 例えば Conze の『八千頒般若J (A~tasãhasrikã-prajñãpãramitã-sütra) の訳を

参照。この第一章には， r仏陀の威力を通じてJ (buddhãnubhãvena) 行われ

るものとして(仏陀自身によりもむしろ)仏陀の弟子たちによ勺て作られた教

説の擁護が記されており， したがって法の本質には矛盾しない (p.83)。ここで

意図されていることは明らかに，仏陀自身に帰せられ得ない経典でも，ある意

味では buddhavacana (仏説〕と呼ぶための擁護に他ならない。同様に『法華

経』にも，仏陀が『法華経』を説こうとした時に， この「新しい教え」に反発

する五千人もの四衆が集団から立ち去ったことを記述している話の中に伝えら

れている (H. Kern, trans., SaddharmapU7協付加 orthe Lotω 01 the Tn� Law 

[1884; RPT. New York: Dover, 1963] , p. 38 ff.) 。
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(98) 仏陀の教えが同一性をもつものであったという仮定は，現代の学者の立場から

は極めて注目すべきことであるo この同一性をもっという考え方は，必然的に，

後代になってチベットと中国では放棄される。

(99) Etienne Lamotte,“La critique de l'authenticite dans le bouddhisme," in lnd臼

Antiqua (Leiden: E. J. Bri11, 1974) , pp. 213-222. 仏教経典が正統であるために

は，それらが権威あるものから「聞かれた」ものでなければならないという考

え方は， もちろん， ヒンドゥーの sruti という考え方に極めて近いものである。

この対応について(私の知る限り)充分に研究しているものはない。聖典の正

統性についての最近の研究(大乗と金剛乗のこの問題についての立場の検討を

含めて)は Ronald M. Davidson “An Introduction to ther Standards of 
Scriptural Authenticity in Indian Buddhism," in Buswell. Chinese Buddhist 

Apocη'Pha， pp.291-325 を参照。

(1 00) いくつかの(決してすべてではないが)密教系の文献ですら， この定型句から

始まる。例えば， Hevajra Tantra , ed. and trans. by David Snellgrove (London: 

Oxford University Press, 1959), vol. 1, p. 3 を参照。

(1 01)チベット語の小本系の数十にものぼる写本が敦健で発見されているが，それら

は直接漢文『小本』から，あるいは漢訳からのかなりの〔内容の〕流入を受け

ている党文『小本』から翻訳されたかのいずれかである。現在主に Stein

(London) と Pelliot (Paris) コレクションに保存されているこれらの写本は，

John McRae と筆者が取り組んでいる研究の主題である。前述註 l 参照。

(1 02) インド人に帰せられるがチベット語にのみ残っており，そしてチベット帝政時

代中，もしくはそのすぐ後に(多分チベット人の要求によって)著作された注

釈書には， (インド出身であるが}中国で修学し，チベットへ遠征した後中国に

戻った Vimalamitra (8 世紀)， Kamalasila (8 世紀)， Atisa (1 1 世紀)， Mah罸

jana (1 1 世紀)のものがある。(後二者に帰せられる注釈舎は明らかにチベット

で著作され， Vimalamitra と Kamalasila のものも，それより確立は低いが，

同じようにそこで脅かれたかもしれない。 Vajrapãl) i [10-11 世紀]によって書

かれた五番目の注釈書は，その奥書によりネパールで脅かれたものである

[1992 年の Lopez との個人的連絡による])。これらの著作の後.チベットにお

ける注釈書の制作に関しては中断があったようであるが，その後，清時代に注

釈活動が再開された。(この記述は Donald Lopez との個人的連絡 [1987] に基

づいている。彼はこの文献のチベット語注釈書について精力的な調査に着手し

ている。しかも. Lopez は未だ知られていない他の注釈書が存在していたかも

しれないと指摘している[彼との個人的連絡 1992 による])。インド人による著

作で，チベットに残る注釈容に関する大蔵経資料の完全な一覧については註 94

を参照。

(103) このよく引用される文を含む一節は Vinaya (Cullavagga, X，4) と Ailguttara

nik繦a (lV, pp. 280-281)の両者に現れ，その文脈は仏陀が彼の継母 Mahãpra

jãpat1と論じ合う場面である。「ダルマを一言で説明すると ?J と継母に諦われ
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た仏陀は，何が仏陀の教えと考えられるべきで，何が仏陀の教えと考えられる

べきでないのかを判断する多くの基準を示す。個々の項目は最初否定的に(す

なわち，ダルマでないものの用語で)述べられ，そして次いで以下のように肯

定的に説かれる。

「ゴータミーよ，どんな教えであれ，それらの教えが食欲を離れることに導

いて，食欲に導かず，繋縛を離れることに導いて，繋縛に導かず， t員減に導き，

積集に導かず，少欲に導き，大欲に導かず，満足に導き，不満に導かず，独居

に導き，集団に導かず，勤勉に導き，慨怠に導かず，扶養しやすいものに導き，

扶養しにくいものに導かないならば，ゴータミーよ，確実にそれは法であり，

それは律であり.それは師の教えであると思え。」

したがって仏陀のこの返答は，ダルマと言われるものを評価するための尺度

をあたえ，同時に，ダルマの特定の表現にしがみつき，他の表現を排除する極

めて人間的な傾向を崩す。(この動向は仏陀の教えの「閉ざされた正典」という

概念に対立するものであると指摘できる)。

(104) McRae,“Ch'an Commentaries," p. 87. 

訳註

r般若心経』ははたしてインドで編まれた「経典」か?学問上の理解に従えば， イン

ド(あるいはインド亜大陸)以外で編まれた経典は偽経とされるが，学界のみならず一

般的にも，この「経典」が偽経であるとの主強は少なくとも非常識に属する類の安信と

してしか受け取られないだろう。それほどまでにわれわれはこの『般若心経』を「経典」

として認知してきていたのである。しかし，アジア文化圏に永年培われてきたこの理解

は，そのように認知されてきたという事実とは別に，仏教文献学からの調査・分析に耐

えうるほどの.疑い得ないものなのであろうか。今回邦訳した論文は，この間いに答え

ようとしたインディアナ大学教授 Jan Nattier による“The Heart S�ra: A Chinese 

Apocryphal Text?," The Journal 01 the International Association 01 Buddhist Studies, 
Volume 15, number 2, 1992, pp. 153-223 である。
邦訳にあたって，論文末にあるList of Characters (p. 220) と Appendix: The Core 

Passage of the Heart S�ra in the Gilgit and Nepalese Manuscripts of the Sanskrit 

La7宮e S�ra (pp. 221-223) は本和訳から省いた。List of Characters は英語論文に付け

られた漢字用語の一覧表であるから，和訳には必要としない。 Appendix は『大品般若

経』の Gilgit 写本(おそらく 6 世紀以降)と Nepal 写本(19 世紀以降)の『般若心経』

の「中核部分」を対照させたものである。それについては原論文を参照されたい。

また，原論文で著者は挿入句(あるいは語)のために二種類の括弧()， []を使用

している。前者は一般の挿入，後者は引用，あるいは挿入のなかでの挿入に使用されて

いる。邦訳としては見にくくなるが，可能な限りそのままの形を踏襲した。また，括弧

とは別に，ーで区切って挿入される文があるが，強調の意味合いを含む場合が多々

あり，本訳ではりを使用した。さらに訳者が日本語としての理解を促すために必要と

考えた挿入に関しては， ()を使用した。その他の翻訳上の情報は以下の訳註を参照さ
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れたい。

ナティエ原論文に対する学界で、なされた批判は仏教学会での福井文雅(早稲田大学教

授)の講演が公のものの最初と思われる (1994 年 7 月 6 日付け『産経新聞J (関西版))。

当該記事では原論文の掲載誌，すなわち TheJournal 01 the International Assoc臼tion 01 

Buddhist Studies に福井教授の反論が掲載される予定とあったが，実際には『仏教学』

第 36 号(1994 年， 12 月， 79-99 頁)に「般若心経の研究史ー現今の問題点-J とし

て掲載された。われわれの知る限り.これ以外のナティエ原論文に対する論評は，今の

所ない。(なお，工藤による原論文の要点のみをまとめた資料紹介 rr般若心経』研究の

新展開J r東方雑華』第9号〈山口恵照博士古希記念号). pp.29-49，東方学院[東方研

究会]関西教室， 1995 年 1 月があり，大和国平(東京基督教大学共立基督教研究所研

究員)による rr般若心経』偽典説J r共立研究J Vol. 11, No. 1, pp. 6-8，東京基督教大

学共立基督教研究所， 1996 年 3 月としても紹介されている。)

この論文の和訳を公表するに至った経緯については， 1994 年夏にナティエ教授が来

日し，京都でこの論文について話をかわす機会も得たことから，さらには悌教大学大学

院の院生など数名(熊谷泰直，森野泰一郎，エドワルド・ R. 佐々木.西泰仁)の興味

もあって，われわれ主催の輪読会という形で原論文を読み始めることとなった。その後，

工藤，吹田で再訳し，最終的な形にした。誤訳あるいは何らかの不備があるとすれば，

それは工藤，吹田の買任である。また，友人 Thomas 雄峯 Kirchner (花園大学国際禅

学研究所)は今回の公表にあたり，最終的な訳を見直し，訳文から受ける細かなニュア

ンスの違いにいたるまで，時間を費やして確認してくれた。ここに謝意を表したい。そ

して，さらなる識者の御叱正と御教示をお願いするとともに，活発な議論が行われるこ

とを切に希望する。

最後に，ナティエ教授に和訳の許可を頂いたことを感謝すると同時に，和訳発表の許

可を頂いてからその公表までに長い時間を費やしてしまったことをお詫びしたい。また，

和訳の公表については石上善臆教授の手を煩わせ.本誌に掲載される運びとなった。石

上教授，ならびに三康文化研究所に，この和訳を掲載して頂くことについて感謝の意を

表したい。

1) 以下， Nattier 論文では玄英訳『心経』と党本『心経』の英訳が対照して提示され

ているが，それらを邦訳することにあまり意義を見出せない。そこで本訳ではそ

れぞれの原文を対照させておく。

2) この研究は現在では既に出版されている。 Jonathan A Silk, The Heart Sutra in 

Tibe白紙: a ctぜtical edition 01 the two recens白ns conωined in the Kanjur. 

Arbeitskreis f� Tibetische und Buddhistische Studien at the University of 

Vienna, 1994. 

3) r大般若波羅蜜多経』第二会，玄奨訳， 660-663 年。

4) r放光般若波羅蜜経』無文羅訳. 291 年。

5) rr光讃般若波羅蜜経J 竺法護訳. 286 年。

6) 原文は以下の通り。「心者堅貫妙最之柄。大経随機義文倶腐。受持停習或生怯退。
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停法聖者録其堅買妙最之旨別此鰹。三分二序故皆遣闘。車綜精徴纂堤網蹟。事雄

高像統即色而為空。道縦千門貫無智而兼得。探鹿文之秘旨標貞心以為稿。」

7) 現時点での公表は確認されていない。

8) 原文は以下の通り。「翻自在菩躍。第四判文解縛。於此鰹中線有三分。初明能観智

次舎利子下縛所観境。後以無所得故下顕所得果。所以無序及流通者於諸般若簡集

綱要。故唯正宗無序流通如観音経不具三分。」

9) 原文ではこの後に iC以下，この註に挙げられる用語の対応漢字が〔巻末の漢字用

語表に〕ないことを読者にお詫びしなければならない。印刷の段階で更に一覧表

に追加することは不可能であった)j という謝罪の文があるが，邦訳では対応する

漢字用語を使用したので，上記の文章を削除した。

10) それぞれの原文は以下の通り。 151a i如是般若波羅蜜多是大神呪。如是般若波羅

蜜多是大明呪。知是般若波羅蜜多是無上呪。如是般若波羅蜜多是無等等呪。如是

般若波羅蜜多是一切呪王。j. 156a i如是般若波羅蜜多。是大神呪。是大明呪。是

無上呪。是無等等呪。是一切呪王。j. 55tb í如是般若波羅蜜多是大神呪。如是般

若波羅蜜多是大明呪。如是般若波羅蜜多是無上呪。如是般若波羅蜜多是無等等呪。

如是般若波羅蜜多是一切呪王。j. 556a i甚深般若波羅蜜多是大神呪。是大明呪。

是無上呪。是無等等呪。是一切呪王。j. 875a i甚深般若波羅蜜多是大神呪。是大

明呪。是無上呪。是無等等呪。J (580b,c には相当する文がない。おそらくミスプ

リント〕。

キーワード 般若心教，偽経，玄奨，還党
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