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『スマーガダー・アヴァダーナ』ギルギット写本：
写本A

工藤　順之

　ギルギットで発見され、現在はニューデリーのインド国立公文書館に保存されて
いる「ギルギット仏教写本」(Gilgit Buddhist Manuscripts = GBM)の「デリー・コレ
クション」には、これまでのところ、幾つかの写本整理番号にまたがって『スマー
ガダー・アヴァダーナ』(Sumāgadhā-avadāna)の写本断片が存在していることが知ら
れていて、筆者は以前、このアヴァダーナのサンスクリット写本に三種類の写本が
あることをあらためて確認した1。とは言うものの、写本が三種類であることは、こ
れらの写本の同定を行ったゲッティンゲン大学の Chandrabhāl Tripāṭhī博士2によって
既に明らかにされていたものである（後述するが、写本を裏打ちした台紙の余白部
分に博士のものと思われる手書きメモが残っている）。しかし、その博士の同定に
基づいて行われた、この写本に関する数少ない研究の１つである Uwe Groth氏の研
究（1981,未出版）では、どういう理由からか写本をA，Bの二種類としてテキスト
が呈示され3、他方、同氏の研究のうち、唯一公刊されている Groth 1989では、写本
Bについては Tripāṭhī博士が二つの異なる写本からなると考えている、と記してい
る4。つまり「写本A」と「二つの異なる写本からなる写本B」がある中で、合わせ
て３種類あることが知られていたことになる。
　残念ながら Groth氏の研究は共に極めてアクセスのし難いものであったため、こ
のアヴァダーナに関する研究はほとんど知られることがなかった。本稿筆者が知る
限りでは、Markus Görtz氏の研究が Groth氏の研究を唯一用いているものの (Görtz
1993)5、これもまた未出版であり、その研究の中心はネパール本テキストとその詩形
改稿本である Kṣemendra, Bodhisattvāvadānakalpalatā § 93のサンスクリットテキスト
とそれらのチベット訳にあったため、同論文ではギルギット写本についての記述が
ほとんどないと言って良い。そのため、Tripāṭhī博士によって同定され、三種類の写

1. 工藤 2014b 参照。
2. Oskar von Hinüber 1981: No.7, No. 10c, No. 51の項目下にそれぞれ (C.T.)の略号を以て同定者が記
録されている、即ち Ch. Tripāṭhī 博士である。
3. Groth 1981: 1–4 [“Hs A” (= Handschrift A)], 6–8 [“HsB”]. 転写テキストはそれぞれ、pp. 26–37, pp.
44–52にあり、復元テキストが pp. 53–68にある（pp. 38–43には “Hs B”の白黒写真が転載されてい
る）。この論文については後掲脚注14参照のこと。
4. Groth 1989: 85, ll. 35-36: По егомнению, «B» состоит иэдву различх ркописых рукописей (According
to him, "B" is composed of two different hand-written manuscripts) [English tr. by N.K.]ロシア語論文の和訳
については川崎建三氏のお手を煩わせた。ここに記して感謝する。
5. Görtz 1993. Marburg大学に提出された修士論文。この論文の複写を入手するにあたって、ゲッ
ティンゲン大学アカデミーの Klaus Wille 博士にお世話になった。ここに記して感謝する。
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本が存在することが分かっていたにも拘わらず、その内容が詳しく知られることが
今日までなく、校訂テキストも未だに出版されていないのである。
　本稿では「デリー・コレクション」に含まれる、これまで知られていた本アヴァ
ダーナの三種類の写本に加え、最近筆者が同定した写本整理番号 59に含まれる４枚
のほぼ完全なフォリオ（これは写本Ｃに分類される）6、そしてデリーのものと同じ
くギルギット・ナウプールから発見され、現在は「スリナガル・コレクション」と
呼ばれる写本群の中に含まれる、新たに発見されたこのアヴァダーナの断片（これ
も写本Cに分類される）7について紹介し、これら三種類の写本に関する概略と今後
の校訂テキスト作成に向けての資料を提供したい。

１．『スマーガダー・アヴァダーナ』の研究
　このアヴァダーナの研究は常盤井尭猷（鶴松）博士によるものが最初である8。そ
の学位論文は博士がドイツ・シュトラスブルク大学で Ernst Leumann博士の下で研究
を行い、纏められたもので、その中ではパリのサンスクリット写本についての概略
を述べ、次いで『スマーガダー・アヴァダーナ』の過去因縁譚とその中に含まれ
る「クリキン王の夢占い」に関しての各種所伝を比較し、最後に T 130『佛説給孤
長者女得度因縁經』の英訳 (pp. 17–40), T 129 『佛説三摩竭經』(pp. 40–52), T 128
『須摩提女經』の英訳 (pp. 52–63)を載せている9。
　その後、岩本裕博士によって、常磐井博士の研究を引き継ぐ形での総合的な研究
がなされる。1959年には６本のネパール写本を用いて作成されたサンスクリットテ
キストが出版され（Kṣemendra, Bodhisattvāvadānakalpalatā § 93 のテキストを含
む）10、その後ラサ版に基づくチベット訳テキストを発表（1964年）、そして独文で
梵・蔵・漢訳の諸テキストをまとめた総合的研究によって（1968年）、ほぼこの文
献についてのテキスト形成史、伝承史を網羅し終えた（岩本博士はその後、独文の
研究書を日本語で出版し、同時に増補改訂を行った、即ち、1968b『スマーガダー＝
アヴァダーナ研究』；新版1979年。以下、岩本『研究』と呼ぶ）11。

6. Kudo 2014: 518.
7. 工藤 2014b: (200)–(201).
8. 詳しくは岩本『研究』pp. 1–3 参照。
9. 常磐井博士はその後パリ写本を用いて原典を出版したとのことであるが、本稿筆者は未見であ
る、G. Tokiwai 1918。
常磐井博士が師事した Ernst Leumann博士の蔵書は現在ハンブルグ大学 Institute of the Culture and

History of India and Tibetに所蔵されており、そのカタログも公刊されている：Plutat 1998。その中の
Item 398 (Plutat 1998: 63)には “Zu der mit Dr. Tokiwai geplanten Ausgabe der Sumāgadhāvadāna”として27
冊のノート（475頁と51枚のリーフ）が残されている。9冊は Leumann博士のノートで “Yaśomitra's
Abstract”と “Parallel Passages for the Sumāgadhāvadāna and Glossary”であり、残りは常磐井博士の手に
なるものである。その内訳は以下の通り：1冊 = “CūḷaSubhaddā-Geschichte zum Sumāgadhāvadāna”; 5冊
= “Glossary”; 1冊 =チベット訳テキストからの仏語訳; 4冊 =「舍衞国王夢見十事経」[T 146]（「仏説
舍衞国王十夢経」[T 147]）; 5冊 =「佛説給孤独長者女得度因縁経」[T 130]の英訳; 1冊 =「阿難七夢
経」[T 497, vol. 13, 758~]の英訳; 1冊 =「増壱阿含経」（卷二十二）の英訳; 1冊 = “An extract from the
Sūtra on Yüye” の英訳。また Item 191 (Plutat 1998: 39) には “Indische Handschriftenphotographien zu
Viśeṣāvaśyakabhāṣya und andere”とある中に “Nämlich zum Sumāgadhāvadāna”がある。これらは常磐井
博士による本アヴァダーナ研究の原資料と言って良い。
10. 岩本『研究』にはその後確認されたものとして、合計８本の写本についての情報がある (pp. 5–
9)。九州大学、岡野潔博士がインターネット上に公表している『インド仏教文学研究史９：中世の
Avadāna文献の研究史と写本』B. Avadānamālā 類 7. Vratāvadānamālā, d. Sumāgadhāvadāna にはこのア
ヴァダーナの研究史、及び岡野博士が調べ上げた他の写本に関する情報が掲載されている (http:/
/homepage3.nifty.com/indology/vratavadanamala.html, [25.2.2016 last access])。
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　博士によるテキスト形成史を簡単にまとめておこう。その研究に用いられた資料
は以下の通りである：

・サンスクリット本（ネパール写本。古いもの[B写本]で13世紀、他は19–20世紀のもの）
・チベット訳（ラサ版、翻訳は９世紀頃）
・漢訳 Ch1: 『佛説三摩竭經』, 竺律炎譯 (230), T 129, Vol. 2, 843a28-845b29.

Ch2: 『須摩提女經』, 支謙譯 (240), T 128, vol. 2, 835c19-837c6.
Ch3: 『増壹阿含經』, 僧伽提婆譯(397) (曇摩難堤?(384-5)), T 125(30.3),

Vol. 2, 660a-665b10.
Ch4: 『佛説給孤長者女得度因縁經』, 施護譯 (980~), T 130, vol. 2, 845c-854a.
Ch5: 『分和壇王經』, 沮渠京聲譯 (455), (經律異相 T 2121, vol. 53, 155c-156a [240]

・Kṣemendra, Bodhisattvāvadānakalpalatā § 93: Sumāgadhāvadāna (11 c.)

ギルギット写本に関する言及がないとは言え、博士の纏めた原典成立史には今のと
ころ大きく修正すべき点はない。テキスト相互の関係についての博士の考察を箇条
書きで示す（岩本『研究』 pp. 187–8）。議論を先取りするが、ギルギット本の特徴
も括弧内に付け加えておく：

(1) ネパール本と Ch4 は同じ系列。
(2)ネパール本の写本Bにはブッダの姿を黄金であると比喩する箇所があるが、これはチベット訳
のみにあるが（→ギルギット本にもある）、他の点では Ch4と共通で、この写本はチベット
訳と Ch4 の中間に属する。

(3) チベット訳は BAK に近く、これらはカシミール伝本である。（→ギルギット本もそうなる）
(4)クリキン王の十夢の挿話は、チベット訳、ネパール本、BAK、Ch4にある。（→ギルギット
本にもある）

(5) Ch3 はいくつかの異伝が含まれていて、Ch4 からは遠く、またチベット訳からも遠い。
(6) Ch2は Ch3とほぼ同系。両者には不完全ながら因縁譚としての過去物語があり、異教徒教化
物語だけの Ch1, 5 に比べればネパール本、チベット訳に近い。法蔵部の所伝。

(7) Ch1, Ch5 はピンドーラが登場する古い伝承に基づく。原本は説一切有部所属。

この考察では各テキストの伝承過程でのグループ化がされているが、ギルギット本
はチベット訳、BAK § 93 と同じカシミール伝本に属するものである。
　そして、テキストそのものがどのように形成され、発展してきたのかについては
次の様な段階を想定されている（岩本『研究』 pp. 188-195）。それを要約する：

元々のスマーガダーの異教徒教化物語（Ａ段階）から、彼女の過去因縁譚が加えられた物語を成
立のB段階とし、さらにクリキン王の物語がその因縁譚として差し替えられた時期をC段階とす
る。そして次のD段階までに黄金によるブッダの比喩が書き加えられ、D段階では『ジョーティ
シュカ・アヴァダーナ』からの引用を抱含したとする。チベット訳と BAKはC段階から分かれた
伝承に基づくものとする。ネパール写本のうち、もっとも古いB写本（コルカタ、アジア協会
本、十三世紀）はこのD段階からのテキストであるとする。また、ネパール写本を基にしたサン
スクリットテキストはD段階から派生したものである。Ｅ段階において黄金の比喩が削除され、
貧女の誓願・銅銭二銭の寄進のエピソードが挿入される。

A: スマーガダーの異教徒教化物語
B: スマーガダーの異教徒教化物語 + 彼女の過去因縁譚
C: スマーガダーの異教徒教化物語 + 彼女の過去因縁譚（クリキン王の物語に差し替え）

＜ブッダの黄金の比喩の挿入＞

11. 岩本 1967では「第一章　スマーガダー＝アヴァダーナ」としてこのアヴァダーナの原典史・成立
史等を既に扱っている。岩本『研究』1968b; 21979はその増補に当たる。
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D:スマーガダーの異教徒教化物語 +彼女の過去因縁譚（クリキン王の物語）+『ジョーティシュ
カ・アヴァダーナ』からの引用

E: 黄金の比喩の削除、貧女の誓願・銅銭二銭の寄進のエピソード挿入

このようなテキスト間の関係をまとめると次の様になるが、ここにもギルギット本
を組み込んで表してみよう（岩本『研究』 p. 189 を基に略号で表記した）：

　岩本博士はチベット訳本が中でも最も古い段階のテキストを保持していると考
え、その伝承をカシミール伝本と呼ぶ。ギルギット本は大筋においてチベット訳本
と一致する。そのカシミール伝本のチベット訳本が BAKと共通に持つ記述（即ち
ブッダの黄金の比喩、クリキン王の夢占い）12をギルギット本も同じように共有して
おり、これは明らかにC段階、もしくはそこから派生したC’段階の伝承を受けてい
る。その中でチベット訳本、BAKがそれぞれ九世紀、十一世紀のものであることか
らすると、ギルギット本は写本の年代から見て（Gilgit/Bamiyan Type I）、遅くとも
六～七世紀には書かれていたことになるので、他のカシミール伝本の基になったＣ
段階のテキストである可能性がきわめて高い。Ｄ段階で混入した他のアヴァダーナ
からの要素はギルギット本には見当たらないので、Ch4 (980年以降)、ネパール本
（早くても十三世紀以降）写本Bの基になったD段階のテキストより前の段階のテキ
ストである可能性が高い。即ち、ギルギット本はチベット訳本、BAK、ネパール
本、Ch4の、更に基になったC段階或いはそこから近い段階でのテキストであること
が確実である13。

12. クリキン王の十夢 (過去物語 Tib.§§ 80-101,夢 83-99: MS A. 10c.1420–24; MS C. 59a.3245–48)；ブッ
ダの黄金の比喩 (Tib. § 16: MS A. 7b.1285, folio 26r2).
13. ギルギット本と他のヴァージョンとの相違、チベット訳との一致と差異、については工藤
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　テキストの展開史とテキストが成立した部派との関係から岩本博士は再度検討を
加えているが、ギルギット本に関連する要点を取り上げておこう(同 pp. 200–202)：

④西暦二世紀にはスマーガダーがブッダを招いたことと異教徒教化の物語がガンダーラ地方に広
がっていたこと；

⑤スマーガダー伝説は説一切有部の伝承の中に成立したこと。また、「クリキン王の十夢」もほ
ぼ同じころに説一切有部の中に成立したこと；

⑥西暦二世紀の末ごろに、スマーガダー伝説に「クリキン王の十夢」の物語が因縁譚として結合
され、説話としての「スマーガダー･アヴァダーナ」が編述された；

⑦この伝本の一つがカシミール地方に伝承され、後に九世紀におけるチベット訳および十一世紀
におけるクシェーメンドラ詩形改稿本の原本となった；

⑧他資料（ディヴィヤ・アヴァダーナ）に含まれる伝承や関連資料が付加され、ネパール写本Ｂ
の祖型が成立；

⑨Ch4 はサンスクリット本（ネパール本）に極めて違い伝本の一つ；
⑩西暦三世紀の前半にはＢを除く他のネパール写本の祖型であるβ写本が経量部の手によって固
定される；

⑪写本βに由来するネパール写本Ｃは経量部所属；
⑫写本Ｔは根本説一切有部の伝承である。

　したがって、この岩本博士の研究成果に当てはめるならば、ギルギット本とはカ
シミール地方に伝わった説一切有部のアヴァダーナであり、拡大されたネパール写
本に見られる現行サンスクリットテキストより遙かに古い段階のテキストを保持し
ていることになる。
　残念ながら岩本博士はギルギット本を全く扱っていない。ギルギット写本を用い
た研究は次に紹介する Groth 1981 になって初めて行われた。

２．ギルギット写本研究　
２．１　Groth 1981, 1989
　ギルギット写本のこのアヴァダーナについて、これまでのところ唯一の研究であ
る Groth 1981では写本を三種類としながらもAとBとの二本として研究を進めてい
る14。その後、ギルギット写本についての短い解説と「クリキン王の夢占い」のサン
スクリットテキストをロシア語の論文で発表したものが Groth 1989である15。簡単

2014b（特に (198)–(200)）に扱った。
14. 彼の修士論文とされる Groth 1981は von Hinüber博士によって初めて言及された（v. Hinüber 1981:
*9.ここでは Tripāṭhī博士の下で研究がされているというものであったが、その後 v. Hinüber 2014: 97–
98に修士論文としてのタイトルが記載された）。von Hinüber博士ご自身も彼の修士論文は未見であ
るとのことであったが (personal communication through e-mail, 2013/4)、その後、日本学術振興会特別
研究員の山崎一穂博士を通して，九州大学の岡野潔博士が複写したマールブルク大学インド哲学研究
室図書室所蔵の同論文（写し）を入手することが出来た。更に、K. Wille博士からも複写を送って頂
いた。ここに三人の先生方に深く感謝申し上げたい。
15. 公刊されている唯一の論文はロシア語で書かれているが、参考のため、その内容を簡単に紹介す
る（前掲注4参照）。
　論文は大きく二つに分かれ、前半ではギルギット写本の発見の経緯について触れ、本アヴァダーナ
の出版テキストとして岩本 1964 (1968)と BAK No. 93を挙げた上で、このアヴァダーナのギルギット
写本二種（Ａ，Ｂ）についての情報をまとめている。後半でアヴァダーナの主人公スマーガダーの過
去物語で登場するクリキン王の十夢部分のテキストを提示している。
　二種類の写本については、Ａ写本が「樺皮７枚、後期グプタ文字」であること、写本Ｂは「Tripāṭhī
博士から提供された写真で、樺皮、プロト・シャーラダー文字」で書かれていること、そして写本Ｂ
がＡよりも新しい、Ａから作られた「コピー」であると述べている。また Tripāṭhī博士からの情報と
して、この写本Bには二つの写本が含まれているということであるが (Groth 1989: 85, 35-37)、それら
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に彼の研究を紹介しよう。但し、既に述べたように、写本はＡ，Ｂの二本ではな
く、Ａ，Ｂ，Ｃの三本に区別されなければならないので、その研究の一部は訂正が
必要である。
　彼が用いた写本は GBM整理番号の 7, 10, 51, 52, 60に含まれる断片である。彼の
区分に合わせて示すと以下の通りである16：

Manuscript A:
No. 7b: FE 1285/1284, 1 folio; folio no. (26), id. by Ch. B. Tripāṭhī.
No. 10c: FE 1414–1425, 6 folios = folio nos. 28, 30-34, id. by Ch. B. Tripāṭhī.

Manuscript B:
No. 51c: FE 3268R/L, 3270–3275, 3277/3278, 5 folios, id. by Ch. B. Tripāṭhī.
No. 52c: FE 3303/3304, 330517, 3310L/R; 3 folios, id. by Ch. B. Tripāṭhī.
No. 60c: FE 3358/3359, 1 folio = folio no. 163, id. by Ch. B. Tripāṭhī.18

写本Ｂとされた断片の中には、フォリオ番号が残る第162, 163葉があり、そのため
Groth氏はこれら全ての断片が一つの写本を構成していると考えて、逆算して他の断
片を第 156, 158, 159, 161葉に当たるものと推定した19。その順序を示そう（{ }で同
一面であることを示す; / で表／裏を表す）20：

folio no. (156) = 52c.3305
folio no. (158) = 51c.3268R/L
folio no. (159) = {51c.3277+ 52c.3304}/{51c.3278+52c.3303}
folio no. (161) = 51c.3272/3273
folio no. 162 = {52c.3310L+51c.3274}/{52c.3310R+51c.3275}
folio no. 163 = {60c.3358+51c.3271}/{60c.3359+51c.3270}

　写本Ａは「後期丸形グプタ文字」(“runder, ornamentaler Gilgit-Schrifttyp, Spät-Gupta,
Federstrich”)21、或いは Gilgit/Bamiyan type I で書かれたもの、写本Ｂは Proto-
Śāradā、或いは Gilgit/Bamiyan type II で書かれたものである22。
　彼によれば、文字の年代から見ればＡの方が古いものとしてみなすことができ、
更に以下のような３点が指摘できるという：

が実際には第３の写本、即ち写本Cとして別個のものとすべきであるとまでは述べていない。テキス
トとしては岩本 1964に提示されたチベット訳と類似していることを指摘しているが、ネパール本や
漢訳についての言及はない。前半部分最後ではこのアヴァダーナと他の仏教文献との関係が指摘さ
れ、５世紀末に書かれたこのアヴァダーナが内容的には大乗への移行期の思想を反映していると述べ
る。後半のテキストはロシア語訳が最初に置かれ、写本Ａの “31a5” (= 31v5; FE1418)から “34a2” (=
31v2; FE 1425)まで、即ちアヴァダーナの終わりまでのサンスクリット文が出版されている（異読、
註などは無い）。
16. Groth 1981: 1–8 参照。但し、写本の同定者の情報などを加えてある。
17. FE 3305 の裏面は FE1, FE2 に出版されていない。
18. 同定者に関しては von Hinüber 1981: *9*参照。von Hinüber 2014: 108には No. 51c, 52c, 60cの断片
を写本Ｂを構成するものとしてその順序を示しているが、写本Ｂが実際にはＢとＣの二種類に分けら
れなければならないことがはっきりしているので、その順序はもはや利用できない。
19. Groth 1981: 6, note 1. “die engeklammerten Blattzahlen wurden von Bl. 162 rücklaufend errechnet.”
20. 言うまでも無いが、彼の言う「写本B」は、正しくは写本BとCであり、これらが混ざっているた
めに、この逆算して振られたフォリオ番号のうち 156, 158, 159は誤りである。第156, 158, 159葉とさ
れたものは写本Bの一部であり、尚且つフォリオ番号は不明、第161葉とされる番号の断片は写本Cに
属する。また写本Cの第160葉は「スリナガル・コレクション」にある（後述）。
21. Groth 1981: 1.
22. Ibid., p. 6.
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(1)写本ＢではＡに見られるような混乱した箇所が訂正されている。即ち、Groth § 3523において
Pūrṇa Maitrāyaṇīputraがやって来た時に、彼の事について問答がある箇所で、Ａではそれが不自然
に中断されて、次の弟子の登場へとテキストが続いているが、Ｂでは他の弟子の場合と同様に問
答がされている。このことはテキストをＢの筆写者が訂正したものである24。
(2) 筆写上のミスが写本Ａの方に少ないこと。
(3)使われている文字が写本Ａでは三本鈎の形を持つ yaであるのに対して、写本Ｂの yaはより新
しい形（中に隙間を作る）であること。

以上のことから、写本Ａの方が古く、写本ＢはＡの「コピー」(Kopie)25（Ａの不備
を知っていて訂正をしているので）である、と結論付ける。（繰り返すが、 Grothで
は写本BとCの区別がされていない。(1)でＢと呼ぶものは、実際には写本Ｃであり、(3)で言
う写本ＢとはＢとＣの両者である。）
　年代の異なる写本が同じ場所から発見されたことから、一方が他方を写したもの
である可能性は高い。したがって、彼のいう「ＢがＡのコピー」であるとの見解は
確からしく思える26。
　尚、彼の研究ではチベット訳との対応が全く考慮されていない27。

２．２　Ch. Tripāṭḥī [手書きメモ]
　本アヴァダーナの写本を３種類とする記録は、現在インド公文書館に保存されて
いる状態で言えば、写本を裏打ちした台紙余白にメモ書きの形で残されている。こ
のメモがいつの時点で、誰によって残されたのかは何の記録も残っていないので断
定的に言えることがないのであるが、写本のマイクロフィルムが作成された1952–3
年には書かれていなかったものである28。
　状況的には、このメモは公文書館を直接訪れて写本を調査した Ch. Tripāṭhī博士に
よる同定であろうと思われる。博士は 1979, 1982, 1987 年に New Delhi, Srinagar,

23. この分節は彼が独自に振ったものである。本稿ではギルギット本がチベット訳の元になった系統
のテキストであることから、分節はチベット訳の分節を採用しているので Groth氏のそれとは異な
る。彼の分節に合わせると § 46 = Groth § 35 である。
24. 実際のテキストで見てみよう。繰り返すが、 Groth氏の言う「写本Ｂ」は正しくは「写本Ｃ」で
ある。写本Ｃに下線を付した部分が修正されたとされるところである。

Ms A: § 46. tataḥ ◯ sa gṛhapati pṛcchati • sumāgadhi ayaṃ te śāstā • yo (’)yaṃ garuḍarathenāgacchati •
[Groth §35] sā kathayati nna : § 47 [= Groth §36]: atrāntare(1415;28v5)nāyuṣmān aśvajit
praśānteryāpathenābhyāgacchati •
Ms C: § 46. /// + + [g].[hapati] p. c. [ti] s. māgadhe ayaṃ te sa śāstā yo (’)yaṃ garuḍarathenāgacchati •
[Groth § 35] sā kathaya(yati na) /// (ayaṃ Pūrṇo nāma) (3273;161v2) /// (bhi)[kṣu](r) bhagavatā dhar-
ma[ka]th[i]kānām agro [n]ir[i]ṣṭa sa eṣa garuḍarathenābhyāgata(ḥ) • || § 47 [= Groth § 36] atrāntare
āyu[ṣ](mā) /// (n aśvajit praśānte) (3273;161v3) /// (ryā)bhyāgaccha◯ti •

25. Ibid., p. 15.
26. ギルギット写本が発見された場所についての結論はまだ確定していないが、例えば、Schopenが
言うように、そこが写本の書写室で、発見された写本とは、既に支払いが済んで引き渡すだけになっ
ているもの、何らかの理由で引き渡されず或いは返却されたもの（発注者が死亡したため）などの理
由によって残されたものである、とするならば、一方が書写元であった可能性もある。Schopen 2009
参照のこと。
27. チベット訳を中心にこのアヴァダーナの研究を行ったのが、Görtz 1993である。彼はこのアヴァ
ダーナのネパール写本テキストと Kṣemendra, Bodhisattvāvadānakalpalatā § 93のサンスクリットテキス
トとそのチベット訳を校訂し、独訳した。ギルギット写本に触れているのは、論文第４章「伝承史」
第６節に各ヴァージョンの対応表がまとめられている中で Groth 1981を引いて、他のテキストとの違
いを指摘している箇所にとどまり、テキストとして独立して論じられていない。 (pp. 198–201)。
28. マイクロフィルム化については Clarke 2014: 2 参照。
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Ujjainを訪れ、所謂「ギルギット写本」を調査している (Tripāṭhī 1995: 11)。その時の
どこかの時点で書きこまれたのではないかと推測できる。この手書きのメモ部分
を、Tripāṭhī博士が撮影した「スリナガル・コレクション」を引き継いで研究されて
いるWille博士に見てもらったところ、おそらく Tripāṭhī博士の筆跡であろうとの返
事を頂いた (2014.8.23付け E-mail)。その際に送って頂いた、「スリナガル・コレク
ション」の断片に書き込まれた博士の手書き文字の写真（ “Sumāgadhā-avadāna”と
いうメモ書きが残っている）と比べると確かに同一と言ってよい。
　写本は保存のための処置がとられ、表・裏面に剥ぎ、台紙の表裏に貼り付け直さ
れている。メモはその台紙の余白部分に書かれている。全ての断片に書かれている
わけではないが、残されているメモは以下の通りである：

No. 7b: FE 1285 左余白 “Sumāgadhā-/Avadāna. A / Fol. (26)”
No. 51c: FE 3268L 右余白 “Sumāgadhā-/Avadāna, B”
No. 51c: FE 3278 右余白 “Sumāgadhā-/Avadāna, B”
No. 51c: FE 3274 右余白 “Sumāgadhā-/Avadāna, C”
No. 51c: FE 3270 右余白 “51 Sumāgadhā-/Avadāna, C”
No. 51c: FE 3272 右余白 “51 Sumāgadhā-/Avadāna, C”
No. 52c: FE 3310L 右余白 “52 Sumāgadhā-/Avadāna, C”
No. 52c: FE 3303 左余白 “Sumāgadhā-/Avadāna, B”
No. 52c: FE 3305 左余白 “Sumāgadhā-/Avadāna, B”
No. 60c: FE 3358 右余白 “60 Sumāgadhā-/Avadāna, C / Fol. 163”

僅か数行の断片を含め、No. 59の４フォリオを除く全ての断片が正しく同定されて
いる。このような情報が何故その後の研究に反映されなかったのかはわからない。

２．３　GBM 写真版 [FE1, 1974; FE2, 1995]
　こうした写本のテキスト同定に関しては GBM (FE1, FE2) の Raghu Vira / Lokesh
Chandra 博士による Preface にはほとんど盛り込まれていない。順に見ていこう。
　No. 7, FE 1285/1284については、part 1の “Contents of parts 1–10”の中に次のよう
に記されている：

GBM (FE1, part 1, p. 1; FE2, vol. I, p. 26)
6: 1166–1284 Mahāsannipāta Ratnaketusūtra
7: 1285–1288 un-identified
[FE2: 7. Ratnaketu-parivarta (fac. 1166–1288)]

FE 1285/1284という一枚が、一面は未同定 (1285,表面)、もう一面が別テキストに同
定されている(1284, 裏面)。FE2 では未同定フォリオについて記述していない。
　No. 10については以下のように同定がなされている。これはテキスト内に現れる
Sumāgadhāという名によってそう名付けられたに過ぎない。テキストとして何か他
にパラレルを指摘しているわけではない：

GBM (FE1, part 7, p. 3= FE2, vol. I, p. 28)
10(3) [Sumāgadhāvadāna?], folios 28, 30–34. The vocative Sumāgadhi occurs repeatedly in the text. ...

　Nos. 51, 52 であるが、次のようにある：
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GBM (FE1, part 10, p. 9 = FE2, vol. I, p. 53): “51, 52 FRAGMENTS OF MANUSCRIPTS. They con-
tain fragments of various sizes belonging to different manuscripts. Is 3306 Bhaiṣajyaguru-sūtra? Are
3318, 3323 Saṅghāṭa-sūtra?”

Nos. 51 (FE 3261–3301), 52 (FE 3302–3325)に含まれる写本はほとんどが断片で、写真
版ではテキスト同定がなされていない。数葉について推測されているが正しくはな
く、例えば FE 3306 は Bhaiṣajyaguru-sūtra ではなく Saddharmapuṇḍarīka-sūtra であ
り、そして FE 3318 は Prajñāpāramitā の断片であり、そして FE 3323 が Saṃghāṭa-
sūtra であることだけが正しい29。
　No. 60 についての Preface の記述は以下の通り：

GBM (FE1, part 10, p. 10 = FE2, vol. I, p. 53): “60. FRAGMENTS OF MANUSCRIPTS. Manuscript
no. 60 contains three differnt texts as it appears from a physical examination of the original folios.” 

具体的なテキストに関する情報はないものの、複数のテキストからなることだけは
わかっていた。これらは現在、Mahāpratisarāvidyārājñī (2 folios), Pradakṣiṇagāthā (one
folio), そして Sumāgadhā-avadāna (one folio) であると判明している30。

　次いで最近同定できた No. 59 であるが、 Preface には次のようにある：

GBM (FE1, part 10, p. 9 = FE2, vol. I, p. 52): “59. PRESENAJID-GĀTHĀ. It has six folios with origi-
nal numbers 164, 165, 166, 167, 143, 24(?). On folio 24b(?) the colophon reads: // ◎ prasenajid
gāthās samāptā // ◎ Also compare ms. no. 21 which is Prasenajid-gautama-gāthā.”

フォリオ番号が分かっているもののうち、第164–167葉は番号が正しく読まれてい
て、これらが新しく同定できた『スマーガダー・アヴァダーナ』の写本である。こ
の整理番号に含まれるテキストとしてタイトルが分かっていたのは一つだけであっ
たが、現在では全てが同定されている31。143とあるのは 243の誤りで、この第243
葉に含まれるテキストは Nandika-sūtra （の終わり）と Pradakṣiṇa-gāthā （の始ま
り）が含まれており、Prasenajid-gāthāは第24葉とされる一葉のみである（この 24
という葉番号も 25 の誤りである）。

　尚、出版された写真版には掲載されていないメモであるが、現在インド国立公文
書館に保存されている No. 10の写本はテキストごとに別々の紙で包まれていて、そ
の包み紙に写本に関するメモ書きが残されている（No. 10の写本全体は三つの紙包
みをまとめて上下二枚の板で挟み、紐で縛ってある）：

10(1) Vajracchedikā leaves 5, 7–12 / Published by N. P. Chakravarti, in Minor Buddhist Texts, pt. 1 /
(Rome 1956) pp. 175 ff.
10(2) Bhaiṣajyaguru-sūtra / leaves 13, onwards (sic.!) 15–23 / Ms. ‘C’ of Dutt, Gilgit Mss., vol. I, p. 47
10(3) leaves 28, 30-34, Avadāna of Sumāgadhā (?) (6 leaves);
10(4) leaves 35, 37, 38 Sucandrāvadāna (cf. C. Bendall, Catalogue of the Buddh. Skt. Mss., Add. 1400,
p. 84) 3 leaves.

29. von Hinüber 2014: 107–109 を参照のこと。
30. von Hinüber 2014: 111 を参照のこと。
31. von Hinüber 2014: 110 を参照のこと。
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これらの手書き文字はおそらく Lokesh Chandra博士のものであると思われるが、
“10(1)”とあるのは No. 10a: Vajracchedikā写本 (FE 1380–1393)であり、“10(2)”とあ
るのは No. 10b: Bhaiṣajyaguru-sūtra写本 (FE1394–1413)であり、“10(3)”とあるのが
No. 10c, d の Sumāgadhā-avadāna と Sucandra-avadāna 写本 (FE 1414–1431) である。
現在の所蔵状況で言えば、他の整理番号の写本で、複数のテキストが混在している
場合に、このように別々の紙にくるまれて区別されているものはない。

　以上のように、写真版の出版段階では知られていなかったが、出版後の様々な調
査・研究によって『スマーガダー・アヴァダーナ』には三種類のギルギット写本があ
ることが知られていたことになる。それにも拘わらず、為された研究へのアクセス
が困難であったこと、写真版そのものの画質が良くなかったことなど、いくつかの
問題によって、このアヴァダーナの資料の全体が明らかにはならなかったばかりで
なく、研究も進められていなかったのである。

３．　三種類の写本の確定
３．１　新同定写本
　さて、最近になってこれまで何のテキストであるか同定されていなかった GBM
No. 59の４枚の写本がこのアヴァダーナの写本であることが明らかになった32。これ
は写本Cの fol. no. 164–167にあたる。あらためてこのアヴァダーナの写本の内訳と
順序を示そう。同一の葉を構成する断片は { }でまとめ、テキストの順によって並
べ替えてある：

写本A：6 lines, Gilgit/Bamiyan Type I.
7b.1285/1284 [= fol. no. 26]; 10c.1414–1425 [= fol. nos. 28, 30–34]

写本B：4–5 lines, Gilgit/Bamiyan Type II.
52c.–/3305 [fol no. ?]; 51c.3268R/L [fol no. ?]; {51c.3277+52c.3304}/{51c.3278+52c.3303} [fol
no. ?]

写本C：6 lines, Gilgit/Bamiyan Type II.
51c3272/3273 [= fol. no. 161]; {52c.3310L+51c.3274}/{52c.3310R+51c.3275} [= fol. no. 162];
{60c.3358+51c.3271}/{60c.3359+51c.3270} [= fol. no. 163]; 59a.3241–3248 [= fol. nos. 164–
167]

　こうして３種類の写本が確認されたわけであるが、断片は同じ写本に属するにも
かかわらず異なった整理番号に分類されているものもあり、しかも同じ一つの葉で
あるにもかかわらず異なった整理番号に分けられているものもあり、写本の出土状
況やその後の整理の中で混乱があったことをうかがわせる。更に後述するように、
最初に「ギルギット写本」として発見された時 (1931年)の写本（「デリー・コレク
ション」）と同じ写本に属する断片が別の時期 (1938年)に発見される（「スリナガ
ル・コレクション」）など、「ギルギット写本」がどのように発見され、調査さ
れ、資料が保存されてきたのか、という問題をもう一度最初から調べ直さなければ
ならないことは確かであろう。

　写本Aはこれまで指摘されていたように、Nos. 7b, 10cにまたがって、第26, 28, 30–
34 葉が残る。

32. Kudo 2014: 518.
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Manuscript A [Ser. No. 7b, 10c] (Gilgit/Bamiyan Type I):
Folio no. recto/verso Serial no. FE no. corresp. to Tib.

(26) recto 7b 1285 15-20

(26) verso 7b 1284 20-27

28 recto 10c 1414 36-42

28 verso 10c 1415 43-49

30 recto 10c 1416 60-65

30 verso 10c 1417 65-69

31 recto 10c 1418 70-75

31 verso 10c 1419 76-80

32 recto 10c 1420 80-83(7)

32 verso 10c 1421 83(10)-87

33 recto 10c 1422 87-91

33 verso 10c 1423 92-98

34 recto 10c 1424 99-101

34 verso 10c 1425 102-103

この写本Aはテキスト § 15から始まるが、そのフォリオは第26葉である。第34葉で
テキストが終わることを考えると、この写本には複数のテキストが含まれていたこ
とになる。事実、同一の写本Aを構成する No. 10写本では更に第35, 37, 38葉までが
続くが、ここには Sucandra-avadānaが筆写されている（第36葉は No. 7写本に含ま
れている）33。

　写本Bは、一覧して分かるように、Nos. 51, 52の写本からのいくつかの断片からな
り、異なる整理番号に含まれる断片が一つのフォリオ内で接合する：

Manuscript B [Ser. No. 52c, 51c] (Proto-Śāradā or Gilgit/Bamiyan Type II):
Folio no. recto/verso Serial no. FE no. + Serial. no. FE no. corresp. to Tib.

(1?) recto 52c 3305 1-3

(1?) verso 52c no img. 3-6

? recto 51c 3268R 7-10

? verso 51c 3268L 11-13

? recto 51c 3277 52c 3304 29-32

? verso 51c 3278 52c 3303 32-36

33. Sucandra-avadāna: fol. 35 [10d.1426/1427], fol. 36 [7c.1286/1287], fol. 37 [10d.1428/1429], fol. 38
[10d.1430/1431].
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no. 52c.3305はテキスト冒頭を記したフォリオだと推測されるので、もしもこの写本
がこのアヴァダーナの単独写本だとすれば、この断片は第一葉ということになる。

　写本Cは三つの分類番号にまたがった断片が互い違いに同じフォリオを構成してい
る：

Manuscript C [Ser. No. 51c, 52c, 59a, 60c; #Srinagar Collection] (Proto-Śāradā or Gilgit/
Bamiyan Type II):

Folio no. recto/verso Serial no. FE no. + Serial. no. FE no. corresp. to Tib.

(160) recto #A86.2 #C153.1+2 32-34

(160) verso #A86.1 38-40

(161) recto 51c 3272 41-45

(161) verso 51c 3273 46-50

162 recto 52c 3310 51c 3274 51-55

162 verso 52c 3310 51c 3275 55-57

163 recto 60c 3358 51c 3271 57-62

163 verso 60c 3359 51c 3270 62-67

164 recto 59a 3241 67-69

164 verso 59a 3242 70-74

165 recto 59a 3243 75-78

165 verso 59a 3244 79-82

166 recto 59a 3245 82-84

166 verso 59a 3246 84-87

167 recto 59a 3247 87-90

167 verso 59a 3248 90-97

(168) recto #A86.3 100-102

左側一部しかない No. 51c; FE3272/73が第161葉に当たり、Nos. 51, 52あるいは 60,
51に含まれる、相互に接合される断片がその後のフォリオを構成し、更に整理番号
59aの写本が続く。したがって、現在までに判明している限りでは、写本Cは第161–
167葉の７葉から成ることが分かる。断片で残っているテキストなので、全ての読み
が得られるわけではないが、この写本のテキストは内容が最も近いチベット訳に対
応させると全体の約5分の3に相当する。尚、フォリオ番号から分かるように、この
写本は複数のテキストを筆写したかなり大きな写本である。そのような大きな写本
の中で、このアヴァダーナが筆写されている部分だけが残っているということは、
ギルギット写本の中に３種類の写本が残されているという事実と合わせて考えるな
らば、このアヴァダーナテキストがこの地域において何か特別な事情の下に伝承さ
れていた可能性があるといってよいだろう。テキストを伝承した部派、写本を残し
てきた人々など更に多くの問題を検討する必要があるが、それについては稿をあら
ためたい。
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　写本ＢとＣとは、「デリー・コレクション」の断片だけ見ると、テキストとして
重複していないので、Groth氏がそうしたように一体のものとしてまとめることがで
きるかもしれない。ただ、その場合でも片面に書かれる行数が異なるので、その説
明が必要になる。しかし、今では写本ＢとＣが分けられなければならない決定的な
理由が明らかになっている。それが次項で取り上げる「スリナガル・コレクショ
ン」の断片である（既に上掲の写本Ｃの一覧表には含めてある）。

３．２　「スリナガル・コレクション」の断片
　ここまで扱った写本はギルギット写本の「デリー・コレクション」に含まれてい
る。一方、同じくナウプールで発掘されたギルギット写本の一部はスリナガルに保
存されている。この「スリナガル・コレクション」は1938年に考古学者カウル・
シャストリ (Madhusudan Kaul Shastri)によってわずか一週間だけ行われた、正式な発
掘調査によって発見されたものである34。写本は他の写本と同様に遺構Ｃからのみ発
見されている。
　このコレクションについては、これまで法華経と Saṃghāṭasūtraのみが研究されて
いたが、最近 Wille 博士によって全体像を明らかにするリストが公表された35。
　それによると、この「スリナガル・コレクション」は、1982年に Ch. Tripāṭhī博士
によって撮影され（写真はA、B、Cのグループに分けられ、それぞれの中で番号付
けがされていた）、1987年の第２回目の訪問では、Aの断片が再度撮影され、1982
年の段階で記録されていなかった断片も撮影された（それらはDとして番号化され
た）。尚、この第２回目の撮影時にはAに含まれる30断片がもはや博物館には無い
こと、それ故失われていたとのことである。
　さて、これまでアヴァダーナ文献の写本は「デリー・コレクション」だけに含ま
れていると思われていたが、このWille博士のリストによれば、「スリナガル・コレ
クション」にもアヴァダーナ写本が含まれていて、その中に『スマーガダー・アヴァ
ダーナ』が記載されていた：“Sumāgadhā-avadāna: A86.1, 2, 3 (CT), C153A, B (CT)36”。
　この資料について Wille博士にお尋ねしたところ (2014.8.23, E-mail)、A 86.1がど
うやら写本Ｃの第160葉に相当するようであるとの情報を頂いた37。その後、博士と
やりとりする中で、「デリー・コレクション」に含まれる写本のローマ字転写テキ

34. M. S. Kaul Shastri, “Report on the Gilgit Excavation in 1938,” in: The Quarterly Journal of the Mythic
Society 30. 1939, p. 1–12 and 15 plates.（その概要は Fussman 2004: 112-13にも引用されている。）発掘
状況をまとめると次のようになる。発掘は 1938. 8/20-26に行われた；20日は遺構Ｃの発掘に費やさ
れ、小さな土のストゥーパがいくつか出ただけであった；翌21日は同じ遺構を調査し、摩滅した樺皮
写本ともう一つの完全な写本 (No. 1 Samghāṭasūtra)が中央の柱の下、約２ｍのところから発見され
た；22日には、遺構ＣとＡとで発掘が行われ、Ｃから小さなストゥーパがいくつかと写本 (No. 2
Saṃghāṭasūtra)が発見され、それより深い場所で他の写本 (No. 3 Saṃghāṭasūtra)も発見された；23日
には遺構Ｃから貝葉写本 No. 4 *Āryadharmaが、そしていくつかの写本断簡が発見された；24日、25
日と遺構Ｃでの発掘がおこなわれたが、何も発掘されなかった；26日に遺構周辺を発掘したが何も発
見されなかった。こうして発見されたものが現在の「スリナガル・コレクション」である。
　この報告に従う限り、このコレクションに含まれる断片は1938年8月23日に、遺構Cから発見され
たことになる。所謂「ギルギット写本」はどのコレクションの写本も遺構Cから発見されている。
35. von Hinüber 2014: 111–112及びそれに付された “Additional Note on the Srinagar Collection by Klaus
Wille” (pp. 112–113) を見よ。
36. (CT) とは Ch. Tripāṭḥī 博士のことで、同定者である。KW とは Klaus Wille 博士である。
37. 同コレクションに含まれるこのアヴァダーナの写真、その転写テキストを送って下さり、またこ
うして発表する許可を下さった Wille 博士に心より感謝したい。
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ストと「スリナガル・コレクション」の断片の転写テキスト、更にそれぞれの写真
を突き合わせた結果、およそ以下のようなことがわかった。
　テキストの対応を見ると、A 86.1–3は全て片面のみの断片で、A 86.1は § 38–40
に、 A 86.2は § 32–34、A 86.3は § 100–102に相当するテキストを残している。また
C 153A, B [= C 153.1, 2]38 は A 86.2 と同一断片を構成するものであった。
　A 86.1はその文字からも「デリー･コレクション」の写本Ｃと同じ写本に属するこ
とがほぼ明らかなので、コンテキストから第160葉裏に相当する（§ 41から写本Ｃの
第161葉表が始まる）。またテキストの続き方としては A 86.2は A 86.1の表面にな
ることが明らかなので、{A 86.2 + C 153.1, 2}は写本Ｃの第160葉表となる。更に、A
86.3 [= §§ 100–102]が写本Ｃと同じ写本に属するとすれば、第167葉が § 97で終わっ
ているので、第168葉表ということになる。
　写本Ｂとの関係で言えば、{A 86.2 + C 153.1, 2} [= fol. 160 recto]はテキストの §§
32–34に相当し、写本Ｂの {verso: 51c.3278 + 52c.3303}が §§ 32–36に相当するので、
ここで重複している。したがって、写本ＢとＣとは別であることが確定する39。
　尚、「スリナガル・コレクション」にはこのアヴァダーナ以外に二つのアヴァ
ダーナ写本 (Divyabhojana-avadāna(?)/Candana-avadāna: A61 [KW]；Viśvantarāvadāna:
A133.a, b, c [KW]) がある。Wille 博士からの情報では、後者の Viśvantarāvadāna
は「デリー・コレクション」の写本40とは別のものであるとのことである。また、こ
れまでのところ、「スリナガル・コレクション」のうち、「デリー･コレクション」
と同じ写本に属するものは無いとのことであり、したがって、この『スマーガ
ダー・アヴァダーナ』の写本Ｃが例外的な事例であるといってよい。

３．３　現存写本の対応
　ギルギット写本の『スマーガダー・アヴァダーナ』は伝承上、チベット訳に最も
近い。そのチベット訳の分節（全105節）に合わせて、３写本に残されたテキストを
示すと以下のようになる（‘◦’ がテキスト有を表す）：

A:                     15◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦27              36◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦49                    60◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦103 

B: 1◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦13                       29◦◦◦◦◦◦◦◦36 

C:                                                   32◦◦◦34 38◦◦◦41◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦97  100◦◦◦102 

　もっとも近いチベット訳とつきあわせると、各写本が残しているテキストの全体
が見えてくる。上に示したように、どの写本にも対応せず、テキストとして欠落して
いるのは § 13–15, 27–29, 34–36, 104–105になる。また、写本Ｂが冒頭部分 §§ 1–13に
対応しているが、この写本は二つの断片が接合し、しかも完全な形では残っていな
いために、テキストも断片的である。とはいうものの、こうしてほぼ全体は確保で
き、後半では二本のほぼ完全な葉でテキストが手に入ることになる。しかもその二
本は異なる文字で書かれたもの、即ち同じテキストでありながらおそらくは筆写さ
れた時期が異なるものであることが極めて注目に値する41。

38. von Hinüber 2014 出版後に、Wille 博士が番号付けを変更したとのことである (personal
communication)。
39. 我々が採用するチベット訳本の分節。これは Groth §§ 25–27 に相当する。
40. Ser. No. 8, 52f; FE 157–174 = 1332–1348, 3314–3315.
41. 同じテキストが異なった文字で書かれたという観点でギルギット写本全体を見ると、
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３．４　他のヴァージョンとの相違
　ギルギット本は大筋についてチベット訳本と一致する。そして、これらは同じサ
ンスクリットテキストであるネパール本や BAK § 93と幾つかの点で異なる。それに
ついては既に別稿で指摘した42。また、ギルギット本とチベット訳本とでも少ないな
がら差異が見いだせるが、これについてもその同じ稿で扱ったのでここでは触れな
い。一つだけギルギット本とチベット訳本のテキスト末尾が大きく異なる点を指摘
しておきたい。
　これは世尊による夢占いを聞いたクリキン王とカーンチャナ・マーラーが善根を
植えたと語る部分にある。

Tib. § 100. bcom ldan ’das kyis bka’ stsal ba | gang bcom ldan ’das yang dag bar rdzogs pa’i sangs rgyas
’od srung la ’ang rgyal po Kṛ kī dang gser phreng can gyis thar pa’i cha dang ’thun pa’i dge ba’i rtsa ba
rnams pa skyed ba yin no ||
「世尊がこのように語った。そのとき完全なる悟りに達したカーシャパ仏に供養して、クリ
キン王と王女カーンチャナ・マーラーは数々の善根をことごとく植えた」

Gilgit [Ms A]: yāvad Bhagavatā Kāśyapena samyaksaṃbuddhena rāja Kṛkes tādṛśī dharmade .. + + /// + +
(FE1424; 34r4) yāṃ śrutvā rājā Kṛkiṇā anekaiś ca vārā◯ṇaṣīyakaiḥ brāhmaṇagṛhapatiśatasahasraiḥ
satyadarśanam āsāditaṃ dvitīyo *1dharmac[a] + + /// (FE1424; 34r5)rtitaḥ Kāṃcanamālā yā ca mokṣa-
bhāgīyā[n]. kuśalamūlāni ropitāni •
*1. Ms C. A86.3a: /// .. [dh]. [m]. [c](a)krapravarttit. .. .. + + + [y]ā [c]. + + + + + ///
「完全に悟りに達したカーシャパ仏によってクリキン王に法の教え ...を聞いたクリキン王に
よってバラナシに住む多くのバラモン、人々に真実の教えが見られた。第二の法輪（を回し
て）カーンチャナ・マーラーは解脱の種を植え、善根を積んだのである。」

写本Ａの読みを写本Ｃによって補えるが、クリキン王について述べる前半部分はむ
しろネパール本 § 259: tato bhagavatā tasya rājñas tasya ca mahājanakāyasya tādṛśī
caturāryasatyasaṃprativedhikī dharmadeśanā kṛtā, yāṃ śrutvā caturaśītyā prāṇiśatasahasraiḥ
satyadarśanaṃ kṛtamに近い。この後、テキストはギルギット本・チベット訳本共に
過去物語の人物が現在物語の主人公であることを教える連結があるが、チベット訳
本には更に、黒白業によって黒白斑の異熟があることを説く、アヴァダーナの定型
句があって、物語が終わる。ギルギット本は写本Ａのみが末尾を持つが、黒白業
云々という定型句の部分を欠いている。

　以下では、将来的に予定している校訂テキストの基礎資料として各写本の転写テ
キストを提示したい。対応するチベット訳本の分節を [Tib. § **] として差し込む
が、このチベット訳本は岩本博士のラサ版テキストを用いる43。紙面の都合で今回は
写本Aのみを掲載する。

Bhaiṣajyaguru-sūtraがそうである。このテキストは５本の写本があるが、そのうち整理番号32番 (one
folio = Dutt’s A and Schopen’s V)だけが Gilgit/Bamiyan Type II或いは Protośāradāで書かれ、他の写本
(Ser. nos. 10b, 31, 34, 51a) は、Gilgit/Bamiyan Type I である。あるいは、Saṃghāṭasūtra (No. 39, fifteen
folios)が Gilgit/Bamiyan Type II或いは Protośāradāで書かれ、他の写本 Ser. nos. 16, 36, 37, 38aはGilgit/
Bamiyan Type Iである。これはギルギット写本が発見された場所が写本の書写室であった、或いは僧
侶たちの持ち物、或いは新たに作成されて納められたものという、いまだ確定していない発見場所の
特定の問題に絡む。Fussman 2004および Schopen 2009 (前掲注26参照)。（複数の写本があるというこ
とだけで言えば、法華経や般若経写本などがある。しかし、それらは同じ文字、例えば　Gilgit/
Bamiyan Type I だけで書かれているという違いがある。）
42. 工藤 2014b 参照のこと。
43. Görtz 1993 にはチベット校訂本として、Berlin, Derge, Lhasa, Narthang, Peking, Tog Palace, Tokyo
(Kawaguchi)のカンジュール写本／版本が参照され、テキストの分節は岩本博士によるものに準じて
いる。尚、以下ではチベット訳本の異読に関しては扱わないこととする。
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The Sumāgadhā-avadāna (Gilgit version):
Transliteration of Manuscript A

Folio 26 recto, Ser. no. 7b.; FE 1285
1 /// + + 44vidhā .. [kṣ]. [ṇ]īyā45 vāmā kīdṛgvidhā bhaviṣyanti46 • [Tib. § 15] sā tayā proktā

asti cchāstā ato vi
2 /// .. carācarake loke dakṣiṇīyaḥ kevaṃvidhā47 [Tib. § 16] sa te śāstā sā prāha • śāstā hi me

campaka48

3 /// + .. .. [v]iś. ddhaprajñas trailokya-m-apratisamo jagato viśiṣṭaḥ [Tib. § 17]
sahaśravaṇa49 prahṛṣṭamanāḥ

4 /// + + + + + [Tib. § 18] + + [g]. dhā50 prāha • bhaktaṃ sadyaṃ kuruṣva • śvo
bhagavaṃtam ānayiṣyāmi yāvat taiḥ

5 /// [Tib. § 19?] + + + + + + + + + + [s]yāṃ diśi bhagavān viharati tāṃ diśam aṃjaliṃ
praṇamya51 bhagavato gu52

6 /// + + + + + + + + + + + [Tib. § 20] evaṃ ca ku + [tī] vacanāni kathayati • bhagavān
mahākāruṇikaḥ

Folio 26 verso, Ser. no. 7b.; FE 1284
1 /// + .[y]. māḥ sva ihāgamanaṃ kartavyaṃ sa śrāvakasaṃghena • [Tib. § 21] āmā ca

viśuddhaś[ī]laḥ aviśuddha
2 /// + .[vā] kṛpām āgamanaṃ kuruṣva53 • [Tib. § 22] yāvat taṃ puṣpadhūpaṃ

bhṛṃgārodakaṃ cākāśena saṃprasthitaḥ bhaga
3 /// + .[v]. [ś]. [yat]i • [Tib. § 23] tac ca bhṛṃgarodakaṃ bhagavataḥ purato

vaiḍūryadaṇḍavad avasthitam* puṣpākāśe54 bhagava55

44. = Tib. § 14.
45. Read (evaṃ)vidhā (da)[kṣ](i)[ṇ]īyā.
46. Cf. Skt(N) § 17: sa provāca: ārye yady evaṃvidhā dakṣinīyāḥ. pāpakāriṇaḥ punaḥ kīdṛśā bhavantīti.
47. For kaivaṃvidhā.
48. hi me campaka: read hemacampaka. According to Iwamoto 1968b: 74, Ms B of Nepalese recension has a
following description which is neither found in other Nepalese manuscripts nor in Chinese translastions: asti
Śrāvastyāṃ pitur me mahāvihāre śāstā hemacampakaśairo [< -śailo] nirdhāntahemaparatimaḥ
kanakāvadātraḥ viśuddhaśīlaḥ suviśuddhaprajño tri[< trai-]lokyāprati mokṣa[ṇa]trātā. viśiṣṭaḥ sa Bhagavān
upeto mātṛtaḥ pitṛtaḥ saṃśuddhaḥ ... 
49. For sahaśravaṇena.
50. Read (sumā)[g](a)dhā.
51. Cf. Skt(N) § 29: tataḥ sumāgadhā bhavanapṛṣṭham abhiruhya maṇḍalakam upalipya puṣpāṇy avakīrya
bhagavantam abhinamasya yasyāṃ diśi prativasati tasyāṃ diśi ... 
52. For gu(ṇān). Cf. Skt(N) § 29: ... puṣpāṇi kṣipat, dhūpaṃ ca dadāti, bhṛṅgārodakaṃ ca bhagavato
nimantraṇakaṃ preṣayati.
53. Divyāvadāna § 20. Pūrṇāvadāna, C/N. ed. p. 43, 22–24: viśuddhaśīla suviśuddhabuddhe bhaktābhisāre
satatārthadarśin | anāthabhutān prasamīkṣya sādho kṛtvā kêpām āgamanaṃ kuruṣveti ||
54. For puṣpā(ṇy ā)kāśe.
55. Cf. Skt(N) § 30: tatas tāni puṣpāṇi buddhānāṃ buddhānubhāvena devatānāṃ ca devatānubhāvena
haṃsapaṅktir ivākāśe jetavanābhimukhāni saṃprasthitāni, dhūpo 'bhrakūṭavad vaiḍūryaśalākovedakaṃ
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4 /// [Tib. § 24] +56 yuṣmān ānando bhagavantaṃ pṛcchati • bhagavan kutaḥ idaṃ
nimantraṇam āgatam* bhagavān āha • pūrṇa

5 /// vy[ā] • [Tib. § 25] tīrthāvaṣṭabdhaṃ taṃ nagaraṃ ṛddhivikurvaṇaṃ kartavyām* yāvad
āyuṣmān ānando vṛddhānte sthitvā śalākāṃ57

6 /// [Tib. § 26?] .. hṇaṃ =58 tu59 pūrṇavardhanaṃ nagaraṃ gantavyaṃ tīrthāvaṣṭabdhaṃ tan
nagaram* [Tib. § 27] yāvad vṛddhāntā śalākā

[No. 27 folio missing; ≒ §§ 27–36] 

Folio 28 recto, Ser. no. 10c.; FE 1414
1 [Tib. § 36] d60 āyuṣmāṃc chāriputra siṃharatham abhinirmāya uparidhyākāśe61 (’)bhyā-

gacchati • [Tib. § 37] tataḥ sa gṛhapatiḥ pṛcchati sumāgadhi ayan te sa śāstā yo (’)yaṃ
siṃharathenāgaccha

2 ti • tataḥ sā kathayati nna : ayaṃ śāriputro nāma bhikṣuḥ bhagavatā prajñāvatānāgāgro62

nirdiṣṭaḥ [Tib. § 38] asya garbhagatasya mātā sarvajaṃbudvīpāvādino nigṛhītaḥ
3 ayaṃ dvitīyaḥ śāstā dvitīyagaṇārdha◯senapatir dha<rma>cakrānuvartakaḥ sa eṣa

siṃharathenābhyāgataḥ [Tib. § 39] tadanantaraṃ āyuṣmān mahāmaudgalyāyanaḥ airā
4 vaṇaprakhyaṃ nāgarājāna{ḥ}m abhinirmāya u◯paridhyākāśenāgacchati63 • [Tib. § 40]

tataḥ sa gṛhapatiḥ sumāgadhi{ṃ} ayaṃ te sa śāstā yo (’)yaṃ airāvaṇanāgarājapra
5 khyena hastināgacchati • sā kathayati nāyaṃ bhagavatā riddhimatānām agro nirdiṣṭam

[Tib. § 41] anena ridhyā śakrasya devendrasya vaijayantaḥ prāsādaḥ pādāṃguṣṭhena
saṃcālitaḥ an

6 na nandopanandau nāgarājau vinītau • sa eṣa hastirathenābhyāgataḥ [Tib. § 42] atrāntare
āyuṣmān aniruddhaḥ padmaṃ śakaṭīcakrapādamātraṃ divyaṃ vaiḍūryadaṇḍaṃ rupyake-
saraṃ64 sarva

Folio 28 verso, Ser. no. 10c.; FE 1415
1 sauvarṇam abhinirmāya ridhyākāśenābhyāgacchati • [Tib. § 43] tataḥ sa gṛhapatiḥ

pṛcchati sumāgadhi ayaṃ te śāstā sā kathayati nna : ayaṃ bhagavatā divyacakṣuṣāṇām
agro

2 nirdiṣṭaḥ [Tib. § 44] asya puṇyabalaparigṛhītasya paṃcasthālīpākaśatāni dvāre tiṣṭhanti •
anāyācitaṃ cīvaraṃ prāvarati • alpam anāyācitaṃ piṇḍapātāṃ

bhagavato 'grataḥ sthitam.
56. For (taṃ dṛṣt vā ā)yuṣmān.
57. For śalākāṃ (cārayann evam āha).
58. Avoidance of knots.
59. Read (gṛ)hṇaṃtu.
60. For (yāva)d.
61. For upa<ri> riddhyā- [ri < ṛ].
62. For prajñavatānām agro [< prajñavatām agro], see also 28r5: riddhimatānām [< ṛddhimatām] agro; 28v1:
divyacakṣuṣānām [< divyacakṣuṣām] agro. Skt(N) § 47: prajñavatām agro nirdiṣṭaḥ.
63. For upa<ri> riddhyā- [ri < ṛ].
64. For rūpya-.
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3 śayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyaṃ pari◯bhuṃje65 • alpam anāyācitaṃ sa eṣa padmara-
thenābhyāgataḥ [Tib. § 45] atrāntare āyuṣmāṃ pūrṇo maitrāyaṇīputraḥ garu

4 ḍa<ra>tham abhiruhya ridhyākāśenābhyāgacchati [Tib. § 46] tataḥ◯ sa gṛhapati pṛcchati
• sumāgadhi ayaṃ te śāstā • yo (’)yaṃ garuḍarathenāgacchati • sā kathayati nna :66 [Tib. §
47] atrāntare

5 nāyuṣmān aśvajit praśānteryāpathenābhyāgacchati • [Tib. § 48] tataḥ sa gṛhapatiḥ pṛccha-
ti sumāgadhi ayaṃ te sa śāstā yo (’)yaṃ pātravyagrapāṇiḥ sā kathayati nna :

6 ayam aśvajin nāmnā bhikṣuḥ ayaṃ īryāpathena praśāntena mattāṃ dviradāṃ damayati •
[Tib. § 49] asya praśāntaṃ īryāpathaṃ dṛṣṭvā śariputra67 dṛṣṭasatyaḥ saṃvṛttaḥ

[No. 29 folio missing; ≒ §§ 49–59]

Folio 30 recto, Ser. no. 10c.; FE 1416
1 [Tib. § 60] anena nadī gaṃgā uttatukāmena68 pravaṃtyoktā69 : vṛṣale tiṣṭha asya ca va-

canasyāvasāne parvatakūṭa iva sthitāḥ sarvathā na pranahati • aṃkaśavevaratā[ḍ]ite70

2 va dvinadavadhūḥ71 sa eṣa sāra sarathāvasthito72 (’)bhyāgataḥ [Tib. § 61] atrāntare
cāyuṣmāṃ groṇakoṭīvi(ṃ)śaḥ73 vanagahanacaṃkramāvasthitaś caṃkramaṃ <a>bhyā-
gacchati • [Tib. § 62] tataḥ sa gṛhapa

3 tiḥ pṛcchati sumāgadhi ayaṃ te sa śāstā◯ yo (’)yam asmin vāne drumaśatākīrṇe caṃkra-
maṃto (’)bhyāgacchati • sā kathayati nna : ayaṃ groṇo74 nāma bhikṣuḥ bhagava

4 tā ārabdhavīryāṇām agro nirdiṣṭaḥ [Tib. § 63] asya ◯ jātamātrasya pitā jananaṃ śrutvā
viṃśatikoṭibhi{ḥ}r ācchāditaḥ yasya pādatalasyādhaś caturaṃgulaṃ romasya saṃ

5 jātaṃ yasya yūṣodane75 paṃcakarṣāpaṇaśatāni byayam76 upagacchanti • ayaṃ bhagavato
glānasyā[Tib. § 64]yuṣmatā mahāmaudgalyāyanenānīya bhagavatopanītaṃ yasya ga

6 ndhe sarvaṃ veṇuvanam āpūritam* yaṃ rājā biṃbisāro ghrāyāsvādya paraṃ vismayam
āpannaḥ [Tib. § 65] yasya pādau77 nikṣiptamātreyaṃ78 pṛthivī pracalitā yasya
pravrajitasya

65. For paribhuṅkte.
66. After this, some passages are missing. See Ms C, 161v1–2: /// + + [g].[hapati] p. c. [ti] s. māgadhe ayaṃ
te sa śāstā yo (’)yaṃ garuḍarathenāgacchati • sā kathaya .. /// (161v2) /// + [kṣu] bhagavatā dharma-
[ka]th[i]kānām agro [n]ir[i]ṣṭa sa eṣa garuḍarathenābhyāgata • ||
67. For śāriputro.
68. For uttartu- (Ms C: 163r3: uttartukāmena).
69. A scribal error for sravaṃtyoktā.
70. For aṃkuśavegatāditeva (Ms C. 163[FE335–3271]r3–4: aṃkuśavegatāḍiteva).
71. For dvirada-, cf. Ms C, 163[FE3271]r4. dviradavadhū.
72. A scribal error for haṃsa-rathā°, cf. § 59. Ms C, 163[FE3271]r4. sa eṣa {{sāra}} <<haṃ>>sa-
rathenāvasthito.
73. For śroṇa-.
74. For śroṇo.
75. For yūṣaudane [yūṣa + odana]?, cf. Skt(N) § 124. sthālīpākārthe; Tib. 'di dang po'i zan (at this first meal).
76. For vyayam.
77. For pāde.
78. For nikṣiptamātra iyaṃ.
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Folio 30 verso, Ser. no. 10c.; FE 1417
1 caṃkramamāṇasya pādebhyaḥ śoṇitaṃ pragharitaṃ bāyasā{ra}79 pibaṃti sa eṣa

caṃkrame caṃkramamāṇo (’)bhyāgataḥ [Tib. § 66] etasmiṃn antare āyuṣmān rāhulaś
cakravartiveṣam a

2 bhinirmāyābhyāgacchati • [Tib. § 67] tataḥ sa gṛhapatiḥ pṛcchati • sumāgadhi : ayaṃ te sa
śāstā yo (’)yaṃ cakravarti80 sā kathayati nna • śuddhodanapautraḥ eṣa hi bhagava

3 taḥ putraḥ śikṣāgauravāṇām agro nirdiṣṭo ◯ bha<ga>vatā • [Tib. § 68] eṣa pitur
ujjhītāśṛyaṃ81 dyotayamāno (’)bhyāgacchati cakravartiveṣeṇa • saptaratnasamanvāgataḥ
putra 

4 sahasraparivṛtaḥ sacivaiṣya82 grahanakṣatra◯tārāgaṇair iva śaraccharvatīkaro rā-
jamārgāṃbaram avagāhate narapati rajanīkaraś caturudadhisalilava

5 satāṃ vyapagatabhayarogaśokaharaṇāriraṇāṃbarayuvatiyati mṛgavihagā<nā>ṃ garuḍa
iva divasakarapathakaraś caturdvīpeśvara cakravartī daśaśatana

6 yana iva sudharmāṃ dharmeṇa bāmāno83 (’)bhyāgataḥ [Tib. § 69] evaṃ kaiś ca jvalanti •
evaṃ vicitrāṇi prātihāryāṇi darśayamānāgacchati • [Tib. § 70] gāṃ bhitvā utpataṃty eke
nipa .[y].ṃ ..[e]84

Folio 31 recto, Ser. no. 10c.; FE 1418
1 ke nabhastalāt ī ānā85 nirmitā hy eke paśca86 riddhivatāṃ balam*87 [Tib. § 71] tataḥ sa

bhagavāṃ śiṣyeṣu gateṣu prasthitaḥ atha bhagava<tā> tādṛśā + +88 utsṛṣṭā{ya} ya[th]. ..89

2 yā sarvaś cāyāṃ jaṃbudvīpaḥ dravakavarṇayā prabhayāvabhāsitaḥ adhīmātraṃ śrāvastyā
yāvat pūrṇavardhanam atrāntare mahāprabhamaṇḍalam utsṛṣṭaṃ yad atra cakṣu

3 r na pratihanyate sarvaṃ paśyanti • [Tib. § 72] bhagavāṃś cā◯kāśe (’)vasthitaḥ va-
jrapāṇiḥ pṛṣṭhato (’)nubaddhaḥ upari śuddhāvāsā adhastāt kāmāvacarā vāme pārśve śakra
dakṣiṇe brahmā 

4 [Tib. § 73] tathā paṃcaśikhasapṛyanāladattaprabhṛta◯yo90 91madhuramadhuraṃ
vīṇāveṇupaṇavamṛdaṃgādibhir vāditraviśeṣair madhuramadhuraṃ vādyamāna92 puṣpa-
gandhamālyaiś cāva

79. For vāyasā.
80. For cakravartī, cf. Ms C: 164r1. cakravartive(ṣe)ṇāgacchati.
81. For ujjhitā(ṃ) śriyaṃ or ujjhita-śriyaṃ, Ms C: 164r2. ujjhitāśriyaṃ, cf. Skt(N) § 210: ujjhitāṃ śriyam
uddyotamānaḥ.
82. For sacivaiś ca = Ms C 164r3.
83. ? Ms C: 164r5. pālayamāno.
84. Read nipa(t)[y](a)ṃ(ty) [e]ke.
85. A scribal error for āsane, see Ms C. 164v1.
86. A scribal error for paśya.
87. Divyāvadāna § 20. Pūrṇāvadāna, C/N ed. p. 46, 1–2.
88. Fragment in this place is broken.
89. Read ya[th](ā ta)yā.
90. For -supriya-.
91. Ms C. 164v5 adds: gaṃdharva (< gandharvāḥ) (Tib. dri za rnams).
92. For vādyamānā.
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5 kīryamāṇaḥ93 mahāvibhūtyu94 [Tib. § 74] bhagavān ākāśena saṃprasthitaḥ vicare ca bha-
gavataḥ saptabhiḥ prāṇasahasreḥ95 prathamataḥ supathe pratiṣṭhāpitāḥ tataḥ paścāt
pūrṇavardhana

6 m adhigataḥ [Tib. § 75] tatra caryādhiṣṭhāne aṣṭādaśāni dvārāṇi tatra bhagavatāṣṭā-
daśabuddhā nirmitāḥ dvāre dvāre buddhaḥ yāvad bhagavaṃ sumāgadhābhavanam
adhigataḥ

Folio 31 verso, Ser. no. 10c.; FE 1419
1 [Tib. § 76] tataḥ sa janakāyaḥ buddhaṃ na paśya{ṃ}ti te kṣubdhās tad gṛhaṃ bhettum

ārabdhāḥ tato bhagavatā sarvaṃ tad adhiṣṭhānaṃ sphaṭikamayaṃ nirmitaṃ yatra
sarvagṛheṣu ca buddhavigraho

2 dṛśyate [Tib. § 77] yāvat pūrṇavardhanakāyaiḥ sumāgadhāpramukhaiḥ prāṇaśatasahasraiḥ
bhagavato gandhamālyapuṣpadhūpaiḥ pūjā kṛtā [Tib. § 78] bhagavatā ca sumāgadhā-
pramukhasya 

3 tasya janakāyasya tādṛśī dharmadeśanā kṛ◯tā yāṃ cchrutvā sumāgadhapramukhair
aparimāṇaiḥ satvāśatasahasrai96 satyadarśanam āsāditaṃ sarvā ca sā parṣadbu

4 ddhanimnā dharmā pravarṇā saṃghaprāgbhārā vyavasthā◯pitā : [Tib. § 79] bhikṣavaḥ
sa(ṃ)digdhāḥ sarvasaṃśayānāṃ cchettāraṃ sarva<pra>śnānam97 antakṛt*
sarvānuśayānāṃ kuśalaṃ buddhaṃ bhagavantaṃ

5 pṛcchanti • āścaryaṃ bhagavan* yāvad iyaṃ sumāgadhām āgamyānekaḥ prāṇaśatasahasrā
sugamo kṛparāyaṇāḥ saṃvṛttaḥ buddhakāryaṃ cānayā kṛtaṃ • [Tib. § 80] bhagavān āha •

6 na kevalam idānī(ṃ) yad atīte (’)dhvani buddhakāryam anayā kṛtaṃ tac chruṇudhvaṃ •
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo (’)tīte (’)dhvani : viṃśavarṣasahasrāyuṣāyāṃ prajāyāṃ kāśyapo
nāma sa

Folio 32 recto, Ser. no. 10c.; FE 1420
1 myaksaṃbuddho98 lok[a u]dapādi • [Tib. § 81] tasmiṃś ca samaye vārāṇasyāṃ nagare

rājā kṛkir nāma rājyaṃ kārayati • tasya ca duhitā jātā kāṃcanamālābdhā99 tasyāṃ
kā(ṃ)canamālikā 

2 nāma sthāpitaṃ [Tib. § 82] yāvat sā dārikā maha{ṃ}tī bhūtā sā ca paṃcabhir
vayasikāśatai100 sarvābhiḥ kumārībhiḥ parivṛtā : kāśyapaṃ samyaksaṃbuddhaṃ
paryupāsate tayā bhagavata 

3 ś cāntike • prasādaḥ pratilabdhaḥ kāśyapa101 sa◯myaksaṃbuddhaḥ tayā yāvajjīvaṃ
cīvarapiṇḍapātaśayanāsanaglānapratyayabhaiṣajyapariṣkāraiḥ [Tib. § 83] tasmiṃś ca kāle
rā

93. For kīryamāṇāḥ.
94. For mahāvibhūtyā (Tib. ’byor pa chen pos). “with such great majesty” (Groth: Mit solch grosser Majestät).
95. For -sahasraiḥ.
96. For satvaśatasahasraiḥ.
97. For sarva<pra>śnānām, Ms C. 165v1: [sa]rva[p]r[a]śnānāṃ.
98. In the Gilgit version, buddha's ten epithets are not described (Skt(N) § 243 and Tib. have).
99. For kāṃcanamāla(la)bdhā [omission by hapolology].
100. For vayasikāśataiḥ.
101. For kāśyapaḥ.
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4 jñā kṛkinā ekarātryā daśasvapnāni dṛṣṭā◯ni sa paśyati [Tib. § 83(1)] hastināṃ102 ca
vātāyanena {na} nirgacchataḥ103 tasya paśyataḥ pucchaṭo lagnaḥ [Tib. § 83(2)] triṣita-
sya104 paś[c]ā105 k[ū]po dhāvati 

5 [Tib. § 83(3)] saktuprasthena muktiprastho vikrāyati106 • [Tib. § 83(4)] candanaṃ
k[āṣ]ṭh[e]na samānīkriyate107 • [Tib. § 83(5)] āramaḥ puṣpaphalasaṃpannaḥ adattādāyib-
hi108 hṛyati • [Tib. § 83(6)] kaḍabhena ga + + [s].[iv]i .[r].109

6 syate • [Tib. § 83(7)] aśucimrakṣito markaṭaḥ parām anumaliṃpati • [Tib. § 83(8)]
markaṭasya rājābhiṣekaṃ paśyati • [Tib. § 83(9)] paṭo aṣṭādaśabhir janaiḥ kaḍhyate110 • na
ca phuṭati [Tib. § 83(10)] + + + + + +111 

Folio 32 verso, Ser. no. 10c.; FE 1421
1 ś caikadeśe sannipatya kalahabhaṇḍanavigrahavivādenātināmayati • [Tib. § 84] tataḥ sā112

rājā pratibuddho bhītaḥ trastaḥ saṃvignaḥ mā me rājyā113 cyutir bhaviṣyati • jī .. + + +114

2 ntarāya tena svapnakādhyāyakā nimittajñāś ca brāhmaṇā sannipatitāḥ • teṣāṃ svapnāni
niveditāni • [Tib. § 85] te ca kāṃcanamālāyā vidviṣṭāḥ te kathayaṃti • yajñaṃ te ya[ṣ]ṭ.
.[y]. + +115

3 te sarvapṛyo116 bhavati • śatasya hṛdayena ◯ agnir hotavyāṃ117 tataḥ sa rājā saṃvignaś
cintayati • sarvapṛya118 me kāṃcanamālā [Tib. § 86] tayā ca kāṃcanamālayā śru

4 taṃ sā viśāradā rājñaḥ sakāśam upasaṃkrāntā : upasaṃkramya kathayati • deva sūrye
udite kiṃ dīpena prayojanaṃ eṣa bhagavān kāśyapaḥ samyaksaṃbuddha riṣivadane

5 viharati • mṛgadāve tam upasaṃkramya pṛccha yathā te sa bhagavān vyākaroti tathā tvaṃ
dhāraya • [Tib. § 87] atha kṛkī rājā vārāṇasyāṃ nagare ghaṃṭām udghoṣitavān* eṣo
(’)haṃ bhagava

6 t sakāśam upasaṃkramāmi • so (’)nekaśatasahasraparivāraḥ sārdhaṃ tayā kāṃ-
canamālayā yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ upasaṃkramya bhagavataḥ pādava

Folio 33 recto, Ser. no. 10c.; FE 1422

102. For hastinaṃ.
103. Read nirgacchantam, see also 33r2: hastināgaṃ vātāyanena nirgacchantaṃ.
104. For tṛṣitasya.
105. For paś[c]ā(t).
106. Pass. form?, cf. BHSG. s.v. krī-, “(4) Pass. vi-krāyati (or -te?)”; BHSD. s.v. vikrāyati.
107. For samānīkrīyate.
108. For adattādāyibhir.
109. Read ga(ndhaha)[s](t)[i](r) [v]i(t)[r](ā)syate, Ms C. 166r4: gaṃdhahasti vitrāsyate.
110. Unknown verbal form but see BHSG s.v. kaṭṭa-ti (draw), BHSD s.v. kaṭṭati: (correspnds to Pali kaḍḍhati,
Skt. kṛṣ-). A passive form derived from kaṭ + ya? (be drawn). Cf. Abhis. III. s.v. kaḍḍha- (p. 183).
111. Read (mahājanakāya)ś, see Ms C 166r5; Skt(N) § 249(10).
112. For sa.
113. For rājyāc.
114. read jī(vitasya cā)ntarāya(ḥ), see Ms C. 166v1; Skt(N) § 250.
115. Read ya[ṣ]ṭ(av)[y](aṃ yaś ca), see Ms C. 166v2.
116. For sarvapriyo.
117. For hotavyaḥ.
118. For sarvapriyo.
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1 ndanaṃ kṛtvā bhaga[v]. [t]. [ḥ]119 purato niṣaṇṇo dharmaśravaṇāya • [Tib. § 88] yāvad
rājā kṛkī utthāyāsanā120 yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇamya bhagavant[a]m .t[a]d121

uvāca • iha mayā bha
2 gavaṃn ekarātryāṃ daśasvapnā dṛṣṭāḥ pūrvāntan me bhagavān vyākuruṣva svapnaphalaṃ

• ihāhaṃ bhagavaṃn adrākṣaṃ hastināgaṃ vātāyanena nirgacchantaṃ tasya paśyataḥ
pucchaṭo

3 lagnaḥ [Tib. § 89] bhagavān āha • mā bhair mahārājā na ◯ te rājyā cyutir bhaviṣyati •
nāpi jīvitasyāṃtarāya122 [Tib. § 90] api ca {r}mahārāja bhaviṣyati varṣaśatāyuṣi prajāyāṃ
śā

4 kyamunir nāma samyaksaṃbuddhaḥ tasya paści◯me kāle śrāvakā bhaviṣyanti abhāvi-
takāyā abhāvitaśīlā abhāvitacittā abhāvitaprajñā te bandhuvargam a

5 pahāya pravrajiṣyanti te vihāreṣu gṛhasaṃjñā cittam upasthāpayiṣyanti • tasyaitat pūrva-
nimittaṃ [Tib. § 91] ya123 tvam adrākṣī124 tṛṣitasya paśyataḥ kūpaṃ dhāvantaṃ sā .. .[i] ..
..ṃ .[e]125

6 + .[i] ..ṃ .. g. hiṇāṃ ca126 • dharmaṃ deśayiṣyaṃti • teṣāṃ śrotukāmatā na saṃsthāsyati •
[Tib. § 92] ya127 tvaṃ mahārāja svapnam adrākṣī128 saktuprasthena muktiprastho vikrā[y].
+ + + + + + + 

Folio 33 verso, Ser. no. 10c.; FE 1423
1 + + .. t. y.129 saktuprasthasyārthāya indriyabalabodhyaṃgaratnāni prakāśayiṣyanti • [Tib.

§ 93] ya130 tvaṃ svapnam adrākṣī131 candanaṃ kāṣṭhārgheṇa vikrāyamāṇaṃ tasyai + + + +
+ +

2 + + +132 [t]īrthavacanāni gṛhya buddhavacanena samānīkariṣyati133 • [Tib. § 95]134 ya135

tvaṃ svapnam adrākṣīt136 kaḍabhe{da}na gandhahastir vitrāsyate • tasyaiva śrāvakā bhav-
iṣyaṃti du[ḥ] + +

119. Read bhaga[v](a)[t](a)[ḥ].
120. For utthāyāsanād.
121. Read (e)t[a]d.
122. For jīvitasyāntarāya(ḥ).
123. For ya(t) tvaṃ.
124. For adrakṣī(s), cf. BHSG 25.4: aorist (endings -i, -ī) used for any person and either number.
125. Read sā(rdhav)[i](hārya)ṃ(t)[e], see Ms C. 167v1–2.
126. Read (vās)[i](nā)ṃ (ca) g[ṛ]hiṇāṃ ca, see Ms C. 167v2.
127. For ya(t) tvaṃ.
128. For adrākṣī(ḥ).
129. Read vikrā[y](antaṃ tasyaiva śrāvakā bhaviṣya)t(i) y(e), see Ms C. 167v3.
130. For ya(t) tvaṃ.
131. For adrākṣīś.
132. Read tasyai(va śrāvakā bhavi[33v2]ṣyaṃti) ye, see Ms. C. 167v4.
133. A scribal error for samānīkariṣya(n)ti.
134. § 94 in Ms A appears after § 99, 34r1–3. In Ms C § 94 is not found after § 93 but unfortunately
corresponding part of the folio no. 168 (in the Srinagar Collection) is broken; so we cannot say that § 94 appears
after § 99.
135. For ya(t) tvaṃ.
136. For adrākṣīḥ, cf. BHSG 25.5: ... the aorist, where the MIndic endings e, i, ī, and even the Sanskritizedet, īt,
are used very commonly as 1 and 2 sg. and 3 pl. ...
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3 + + +137 rmā ye ca bhikṣavaḥ śīlavantaḥ kalyā◯ṇadharmāṇaḥ te tāṃ parivadiṣyaṃti •
[Tib. § 96]138 ya139 tvaṃ svapnam adrākṣīd140 aśucimrakṣito markaṭaḥ param upaliṃpati •
tasyaiva

4 + + + kā141 bhaviṣyanti duḥśīlāḥ pāpadharmāṇaḥ te śīlavantā bhikṣava{ḥ}ś142 codayiṣyanti
smārayiṣyaṃti [Tib. § 97] yānyaṃ143 svapnam adrākṣīn144 markaṭasya rājābhiṣekaṃ tas-
miṃ sama

5 ..145 paṇḍakasya rājābhiṣeko bhaviṣyati • [Tib. § 98] ya146 tvaṃ svapnam adrākṣīd147 aṣṭā-
daśabhir janaiḥ paṭaḥ kaṭyate148 na ca pāṭyate • tasyaiva śāsanam aṣṭādaśākāraṃ nedaṃ149

gamiṣyati •
6 na ca vimuktipaṭaḥ śakṣyaṃti pāṭayituṃ150 [Tib. § 99] ya151 tvaṃ svapnam adrākṣī152

mahājanakāyam ekadhye sannipatitvā kalahabhaṇḍanavigraha[v]i[vād]e .. .i .. .. yanti153 •

Folio 34 recto, Ser. no. 10c.; FE 1424
1 tasyaiva śāsanaṃ kalahenāṃntardhāsyati • [Tib. § 94] ya154 tvaṃ svapnam adrākṣī155

puṣpaphalasaṃpannam udyānam adattādāyibhir ahyayate156 tasyaiva śrāvakā bha + + +
+157 ///

2 takāyā abhāvitaśīlā abhāvitacittā abhāvitaprajñās te sāṃghikāny agrapuṣpaphalājīvita-
hetoḥ158 saṃghā cācchidya gṛhiṇādāsyanti tasyai + + +159 ///

137. Read duḥ(śīlā pāpadha)rmāye, see Ms C. 167v5.
138. Ms C lacks § 96.
139. For ya(t) tvaṃ.
140. For adrākṣīr.
141. Read (śrāva)kā.
142. Read śīlavato bhikṣūn (pl.Acc.).
143. For yad anyam [< yânyam].
144. For adrākṣīr.
145. Read sama(ye).
146. For ya(t) tvaṃ.
147. For adrakṣīr.
148. For kṛṣyate? See above folio 32[FE1420]r6 = Ms C 166[FE3245]r5: kaḍhyate.
149. Apparently Ms reads: nedaṃ. Read -ākāraṃn idaṃ. 
150. Cf. Tib. § 98 (9): rgyal po chen po | khyod kyis ras gcig mi bcu brgyad kyis dras ��� kyang ma ral bar rmi lam
du��� mthong ba | gang yin pa de ni | de nyid kyi bstan pa sde bcu ��� brgyad du gyis par gyur te ��� | [rnam par grol ba’i
ras ni ral bar bya ba���r mi nus te |] ��� de’i snga ��� ltas [ni ’di]��� yin no || A sentence in square brackets is not found in
Lhasa (= Iwamoto’s text) but in other Kanjurs [text taken from, for example, Derge vol. 75, 297b5].
151. For ya(t) tvaṃ.
152. For adrākṣīr.
153. Read (nāt)i(nāma)yanti, see above folio 32v1, Ms C.166r6.
154. For ya(t) tvaṃ.
155. For adrākṣīḥ.
156. A scribal error for āhṛyate ? Cf. 32[FE1420]r5: hṛyati, Ms C. 166[FE3245]r4: hṛyate.
157. Read bha(viṣyanti abhāvi)takāyā = 33[FE1442]r4. There are two more akṣaras after this broken end.
158. For -phala-.
159. Read tasyai(tat pū)rvanimittam, cf. §90. 33[FE1422]r5. However, number of missing akṣaras are much
more than this reconstruction.
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3 rvanimittaṃ [Tib. § 99] evaṃ dāruṇo mahārājānāga◯taḥ kālo bhaviṣyati • [Tib. § 100]
yāvad bhagavatā kāśyapena samyaksaṃbuddhena rājakṛkes160 tādṛśī dharmade .. + +161 ///

4 yāṃ śrutvā rājñā kṛkiṇā anekaiś ca vārā◯ṇaṣīyakaiḥ brāhmaṇagṛhapatiśatasahasraiḥ
satyadarśanamāsāditaṃ dvitīyo dharmac[a] + +162 ///

5 rtitaḥ kāṃcanamālāyā ca mokṣabhāgīyā[n].163 kuśalamūlāni ropitāni • [Tib. § 101] bha-
gavān āha • kiṃ manyadhvaṃ bhikṣavaḥ yā sā kāṃcanamālā eṣā e[v]. +164 ///

6 gadhā tavāsy[u]na165 sā buddhakāryaṃ kṛtaṃ etarhy api etām āgamya buddhakāryaṃ kṛ-
taṃ [Tib. § 102] bhikṣūṇāṃ sandeho jātaḥ buddhaṃ bhagavanta(ṃ) pṛcchanti • kiṃ
bhadanta ka ..166 ///

Folio 34 verso, Ser. no. 10c.; FE 1425
1 kā(ṃ)canamālāyā baddhā{yā} jātā : [Tib § 103] bhagavān āha • anayaiva karmāṇi kṛṭāni •

bhūtapūrvaṃ bhikṣavo (’)nyāntarayā kārṣakabhāryayā pratyekabuddhastūpe nānā167 ///
2 nāṃ mālā kṛtvā stūpe āropitā • || ◎ ||168

CONVENTIONS:
(  ) restored akṣara(s)
[  ] damaged akṣara(s)
<  > omitted (part of) akṣara(s)
{  } superfluous akṣara(s)
{{  }} erased akṣara(s)
«  » interlinear insertion
+ one lost akṣara
.. one illegible akṣara
. illegible part of an akṣara
* virāma
’ avagraha
• dot-daṇḍa

ABBREVIATIONS:
Abhis = S. Karashima, Die Abhisamācārikā Dharmāḥ. Verhaltensregeln für buddhistische Mönche der

Mahāsāṃghika-Lokottaravādins. Band III. Grammatik, Glossar und Nachträge. Bibliotheca Philologi-
ca et Philosophica Buddhica XIII.3. Tokyo 2012 

BAK = Kṣemendra, Bodhisattvāvadāṇakalpalatā
BHSD(G) = F. Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary, 2 vols., New Haven 1953: Yale

University Press; Reprint: Delhi, 21970: Motilal Banarsidass.

160. Read rājñaḥ kṛkes.
161. Read dharmade(śanā kṛtā).
162. Read dharmac[a](kraprava)rtitaḥ, see. Ms C. A86.3a: /// .. [dh]. [m]. [c](a)krapravarttit. .. .. + + + [y]ā
[c]. + + + + + ///
163. Read -bhāgīyā[n](i).
164. Read e[v](a sumā)gadhā, see. Ms C. A86.3b: /// yā sā kaṃ[c]anamālā eṣā eva sumāgadhā.
165. For tadāpy anayā ? Cf. Saṅghabhedavastu, II. 41, 16–18: yāsau kinnarī eṣaiva sā yaśodharā; tadāpy anayā
mamārthāyātmā citāyāṃ muktaḥ; etarhy apy anayā mamārthāyātmā śaraṇapṛṣṭhān muktaḥ iti.
166. Read ka(rma yena sā).
167. Read nānā(puṣpā)nāṃ.
168. Rest is left blank.
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FE = Facsimile edition see GBM.
FE1 = GBM 1959–74 edition.
FE2 = GBM 1995 edition.

GBM = Gilgit Buddhist Manuscripts see Raghu Vira and Lokesh Chandra.
Skt (N) = Sanskrit text of the Sumāgadhā-avadāna edited by Iwamoto on the basis of the Nepalese manuscripts

[Iwamoto 1968: 7–44 (= 岩本 1968b: Appendix), 45–82 (critical apparatus)]
Tib. = Tibetan text of the Sumāgadhā-avadāna edited by Iwamoto on the basis of the Lhasa kanjur [Iwamoto

1964, 1968: 111–130 (= 岩本 1968b: Appendix)]
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