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( 134 ) 印度撃例数事研究第 53 巻第 2 号平成 17 年 3 月

サンスクリット本『カルマ・ヴイバンガ』テキスト
形成の一考察

工藤順之

0 はじめに 業とその果報を列挙して説く代表的な文献群「鵬鵡経類j は究巴

漢蔵以外にも多くの中央アジア言語に翻訳され，内容も拡大しながら時代・地域

をまたがって伝承されてきた.特に党本『カルマ・ヴイパンガj (=KV) は業報を

例証する為に数十種類の他文献を引用することでもよく知られている . 本稿では

初期段階の僅か 14 項目の業報を説く「購鵡経j 第一類から KV に代表される 80

項目以上の第二類に至るこの文献群のテキスト形成史について検討したい.

1. 第一類文献第一類には漢訳 4 本 (Ch-l-4)とパーリテキスト (MN 135) ，そ

して数葉の中央アジア写本が含まれる.パーリテキストはその構成が最も簡略で，

おそらくは初期段階のテキストを反映していると思われる .

[漢訳]漢訳三本は順次発展したものと考えられてきたが，三者は全てが「中

阿合経j の異訳である . Ch-l は僧祐撰『出三蔵記集』巻第三 (510引8 年， T 2145, 

vo 1.55, 17b19) に今は現存していない道安目録に基づいて『中阿合経J の一つの経

典であると記載されている. この訳の内容は Ch-2. :1と大差ないが，例えば因縁

謹での登場人物名，世尊が主人公の父の死後の運命について語る部分でこの経以

外では韻文によってまとめがされている等の違いはある.全体としては Ch-l の

内容は簡略で，他の二経がそれより増広されたテキストを反映していると考えら

れるが，内容として同系のものと結論付けてよい Ch-3 には訳者同定の問題があ

り，記録にある求那蹴陀羅による訳ではなく， どうやら曇摩難提訳になる第一訳

『中阿合経』の一部であった可能性が高い. この点は水野弘元博士の論考による

が，博士は賓唱撰『経律異相』巻四十七 (5 1fì 年， T 2121 、 vo1. 53 ， 249b-) に引用され

る「中阿合経・輯鵡章j の文と現存『中阿合経』のそれとを対照し， この経は求

那政陀羅訳ではなしこれこそが失われた曇摩難提訳『中阿合経』の当該経であ

ろうとする 1) 訳者同定が確定しないものの，漢訳の訳出年代から見ると第一類

漢訳の展開は Ch-l → {Ch-3 → Ch-2} となるが，これは地域を隔てて共存してい

た[中阿合経l の幾つかのヴァージョンの相対的関係に過ぎず，時間的或いは発
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展上の前後関係を示すものではない

[サンスクリット写本2)]中阿合経の究語写本も存在する 僅か二葉だが，ヘル

ンレ・コレクションに含まれる Sukasütra である (No.149， x/!-2). KV~S7-12 に対応

するテキストが残されている この中央アジア写本が阿合系「覇鵡経J であると

すると，テキスト発展という観点から言えば第一類に属する他の文献とは異なる

位置を占める.それはこの写本のテキストでは各節で業を十ずつにまとめて列挙

しているからである.第一類所属になる他テキス トでは業をただ列挙するだけで

十ずつに整序していない という共通点がある.他方，第二類では業報は十ずつに

纏められており，こちらは明らかに内容が整備されている . つまり，中央アジア

写本は第一類に属し， また中阿合経に含まれるものでありながら，漢訳の『中阿

合経』のテキストより整理され，テキスト構成上では第二類に共通する特徴を有

しており，北伝の中でも伝承の違いが生じていた ことを窺わせる資料である.

以上まとめると，第一類では説かれる業報は全てに共通Lて 14 項目であった.

おそらくパーリテキストのような簡単な導入の話から業報を挙げていく テキスト

であっ たと思われるが，その導入部分はその後(特に北伝では)現在見られる よう

な長く詳細な因縁語へと展開したり.業報項目 は次第に整備され，各節のテーマ

である業報をもたらす業が単なる列挙ではなく 十項目ずつに揃えられる.この

段階では KV に見られるような他文献の引用は当然のことながら一切なかっ た.

2 第二類文献 ここには漢訳二本， KV (四種の写本)， Tibl-3 が属する 4) この

類は節の付加と引用文献の挿入が行われた諸テキス ト である .

[節の増加] 節の増加の仕方については，各ヴァ ージョンの lIddesa から段階的

に付加されてきたことが或る程度確認できる. uddesa を有するテキス ト では KV

962 以降に相当する節の見出しを記載するものは僅かに KV と Ch-5 だけで， Tibl 

は uddesa そのものが無い. しかし， 実際の各論部分では Ch-6 も Tibl-:l も 962 以

降の節を有している.この点から も仏塔への寄進に関する 5位以降が後から付加
されたもので， lIddesa にはその手直し (節見出しの追加) がなされなかったこ とが

分かる.また，十不善業道を主題とした ss5ト61 の節見出しを挙げる際に，いず

れのヴァージョンもそれまでの節見出しの列挙とは文脈を異にして当該節に言及

しており， 950 までの見出しの列挙部分とは別になっている . 残念ながら uddesa

からは 950 までの節がどのように付加されたのかは分からないが，大きな括りで

言えば前半部分 (*50 ま での世俗的業報を取り扱う節) に 995ト6 1 の十不善業道を扱

う部分が付加され， そして後半部分 (*62 以降の仏塔への布施， 或いは出世間的な内容
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を扱う節)が付加されるというようにして，内容自体が発展しながら順にテキス

トが拡大されてきたと推測できる.そして第一類が果報を主題としてそれをもた

らす種々の業を列挙していくのに対して，第二類で付加された節では業を主題と

してそれによってもたらされる果報を挙げていく等の記述の違いも見出される.

[引用文献の挿入]或る程度の時期までに後半の節が付加された後で，別途に

他文献からの引用を挿入することが行われる.

テキストに引用を含む KV の写本 AB は，その読みに若干の違いがあったり，

幾つかの小節が一致しないが，基本的には同系統である また写本 D は写本 A

のバンドルに附随した片面一枚の貝葉で A 写本の読みと完全に一致する.

それに対して，写本 B に附随している二枚の貝葉からなる写本 C はテキストの

構成が全く異なる.この写本では他文献の引用或いは言及を一切欠く . また，そ

こに挙げられる業報の順序・その内容の違い，また各節の官頭と末尾に現れる定

型句の違い，写本 C 第 7 節 (=KVg71) r避難所の施与j における長大な記述(写

本 AB ではー洲，二洲，等の転輪聖王となる云々の十の功徳を挙げて，その後引用があるの

に対して，写本 C では四大洲，六欲天から色界十七天，そして無色界の四天の一つ一つを

列挙し，そこに生まれることの誓願がかなうという多くの功徳を挙げる)といったテキ

ストとしての違いが顕著である.つまり，この写本は ~62 以降の後半部分を持ち

ながら他文献の引用が存在しない KV のテキストを伝えており，それは引用を含

まないこと以外の相違を内在させているのである.

従って，党本には少なくとも二つの伝承が時間的に前後しつつ，共存していた

ものと思われる.引用を合まない方の伝承は{写本C， Ch号、 6、 Tib2・:1}であり，

{KV, Tibl}が増広された伝承になる.

[伝承の分岐]引用を挿入することで新たに伝承が分かれ，増広された方の伝

承は順序・内容にかなりの改変を受けた.引用を含む方の伝承は現在の KV であ

る.このテキストはかなりの意図的な改編を施され5) 並川孝儀・岡野潔両博士

の研究によって正量部所属説が有力であり，正量部版 KV と呼べるかもしれないü)

この系統には Tibl が入る. (KV と Tibl との関係については KV の方がより多くの引用

文献等を含むことから Tibl が整理されて KV に発展したと考えられている 7) しかし Tibl

には十善業道・五戒による果報が加えられ， Tib3 と Ch-6 も同様である . この点は本来無

かったものが付加されたか {KV • Tib:l. Clr6司 Tibl}，それとも元々あったものが削除され

たか {Tib3， Ch-6, Tibl → KV} のいずれかであろうが，チベットテキストでの分量は片面 3

枚に及ぶものであり，後者であったとは考えにくい.チベット訳の原本自体が KV の原本よ
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サンスクリット本 『カルマ・ヴイパンガ』 テキスト形成の一考察 (工 藤) (l37) 

り更に増広されていた可能性もある.) 

他方，写本Cはテキスト構成上 KV より前の段階にある伝承を受けていると考

えられ， Ch-fì と Tib:lも同系になる これら三者は節の順序がほぼ一致するのみ

ならず，その内容も近い . Ch-5 と Tib2 も引用を含まないという点、でこちらの系

統に属すると思われるが 節の対応から見て発展段階的には別のク+ループになる

ようである.写本Cに残る色界十七天の列挙が有部系の主張に一致するとの指摘

を考慮するとおl ， KV とは明らかに部派が異なる. この系統では特に十不善業道に

関する果報の記述が KV に一致するより有部系の文献に対応するので，こちらは

KV より前の段階にあった，おそらくは有部系の伝承であった可能性がある.

従って，伝承の分岐は部派による違いを反映していることになる.その存在を

確定することは困難であるが，部派に共有されていた或る程度発展したテキスト

がかつては存在し (Ch一久 Tib2?) ，それから有部系 (MS [C] . Ch-(i, Tib3?) ，その後正

量部系テキストがより増広されて成立した (KV， Tibl). というのが今のところ資

料的に裏付けがとれる伝承過程である.対応関係が一律で、はないので一つの伝承

内でも異なる段階にあるテキストが複数存在していたものと思われる.

さて，このように二つの伝承が部派的な相違を内在させた形で区別されるとし

ても，写本BCがある時期から共に一つの写本ノfンドルに保持されてきたという

事実が問題となる.二つの写本の左端は欠損しているのだが，その欠損状態はほ

ぼ同じでかなり長期にわたって共に梱包されていたことが明らかである . しかし，

両者のテキストが直接関わっていたことを窺わせるよ うな対応関係は見出せな

い. 二つの異なった伝承が 「同時にj 存在していたこと，それらが共存しながら

偶々まとめて保持されていたとしか考えようがないのである .

このような消極的な推測でも，三種類のチベット訳が存在していることによっ

て受け入れ易くなるだろう . Tibl には他文献からの例証が含まれるのに対して，

Tib2 と Tib:lには例証が一切な く ， また Tibl -;Jは相互にそこで説かれる節の順序

を異にす る. Tibl は党本の写本 A .B と同系統で. Tib2 は業報項目数，引用の無

いことから Tibl より前の段階のテキストを反映していると思われるが，直接対応

するサンスクリット語のヴァージョンはない. Tib3 は写本 C に対応する. このよ

うにして，例証を含まず，節の順序も異なるこつ以上のテキストが，より発展し

たものによ って更新されてそれによって取って代わられるのではなく， 共に存在

していた こ とを資料的に確認出来る . 但し カ ンジュールの系統で、は残されたテ

キストに明らかな違いが見える点に注目したい.即ち， Them spang ma 系では引
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( 138 ) サンスクリット本『カルマ・ヴイパンガ』テキスト形成の一考察(工 藤)

用による増広がなされないテキスト (Tib2-:{) が保持され，他方 Tshal pa 系では

引用を合むもの (Tibl) がそうでないもの (Tib:{) に入れ替えられたのである 日)

勿論，チベット訳のケースは党本の写本ノf ンドルに二つの伝承を受けたテキス

トが共に保存されてきたことを完全に説明するものではない. この保存は偶然的

な出来事であったかもしれない 段階的に発展するテキストの二つの異なる段階

を反映している写本が一つにまとめられていたことは極めて稀な出来事であろ

う.尚，部派による複数の伝承がいつの時点から存在したのか，引用を合むもの

とそうでないものがいつ頃分かれたかについては資料的な裏付けが全くない.

3 スコイエン・コレクションの断片 さて，最近になって引用等を一切合まな

いサンスクリット・ヴァージョンが発見された.そこには写本 C とも異なると思

われるテキストが残されている.小さな断片からなる一枚の断簡ではあるが. rス

コイエン・コレクションJ として保存されている膨大な写本群の中にそれは存在

する.詳しくは別の機会に扱う予定であるが，この sc 断片に残るテキストは，

節における冒頭・末尾の定型句，説かれる業報の最後の三つが第二類文献に共通

することから，この類に属するテキストの一つであると考えたい 各節で KV の

それに類した定型句を有し 全体として業報を列挙しながら説く文献は「鴎鵡経

類j 以外に今のところ確認できていないからである しかし，残されたテキスト

の節順序はどのヴァージョンにも一致しない.もしこの判断が正しければ，我々

が想定した究本の二つの伝承以外に，節の順序，その業報の内容が異なる更に別

のテキストが見出されたことになる.勿論，二つの伝承と言っても，引用文の有

無が区別の最大の規準であったから その意味では引用を持たない方の伝承に組

み入れることは出来る.節の順序等の違いは地域的なものかもしれないが，資料

的にそれを裏付けることは今のところ無理で、ある.先に，写本 C に代表される引

用を含まないテキストの系統は有部系の伝承を反映しているのではないかとの推

測を述べた.そうすると. sc 断片もまた有部系であるかもしれないし，或いは

業報を説く文献として共通に保持されていたテキスト(未だ部派的な改変を受けて

いないもの)であるかもしれない.写本の文字 (Gilgit/Bamiyan Type 1) から，第二

類分岐の相当早い時期のテキストである可能性が高く，資料的に貴重である.

略号 Ch-l: r併説兜調経j T78、失訳 [265引6 年] ‘ Ch-2: r 中阿合経 J r鴎鵡経 J T2゚ 

(l70) ，僧伽提婆訳 [397-398 年 ] ; Ch-3・『併説携鵡経J T79, [求那政陀繕訳 4:{5-44:{ 年]

曇摩難提訳つ [384-5 年] ; Ch-4: r併説湾意優婆塞所閉経.1 T755，施護訳 [982-1017 年]ー
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サンスクリット本『カルマ・ヴイパンガ』テキスト形成の一考察(工 藤) (139) 

Ch-5: r悌矯首迦長者説業報差別経j T80司 法智訳 [582 年] ; Ch-6・ 『分別善悪報膝経.1 T81 、
天息災訳 [982-1000 年] ; Tibl: C977, D:n8, J278、 N323‘ QI005 ， Na#20.472 [5]_; Tib2: C978 , 

D:{!9. J279 , N:l24、 QIOOfì ， L213, S298, T295; Tib3: N784 (783?) '!:.盟主E左型壬 L202， S287, 

T284 [e: Cone司 D: Derge; J: Lithang; N: Narthang; Q: Peking令 L: London、 S: sTog Palace; T: 

Tokyo [Kawaguchi] ; F: Phug b問、 Na: Newark] (Tshal pa, Them spang ma， 盟主丞)
1) 水野(1989) r漢訳『中阿合経』と『増一阿合経JJ W傍教研究j 18, 1989，ト42 参

照. r中阿合経』は，第一訳がトカラ出身の曇摩難提によるもので，第二訳は東菅・建

康にいた僧伽提婆が腐賓出身の沙門・僧伽羅叉に胡本を請出させ，自ら漢訳したもので

ある.訳者それぞれの出身地は有部勢力の強い地域であった 2) 尚， Turfan 写本

にも日kasütra 断片があり (SHT Vl. Kat.Nr. 1210 (x 1718)) , KVssll-14 に相当する部分

が残る. しかし断片的で内容の対応は明確でない 3) P五li MN No. 135 には冒頭の

因縁語は含まれていないが，その注釈書 (Papalìasüdhani) には北伝に見られるのと同様

の因縁護が残されている 4) 党語写本については以下に全てテキスト化して公表

した : N. Kudo、別問 Karmaviblzañga: Tral1sliteratio /1s 削dA/1l1otα tio附 ofthe Original Sanskrit 

M刷出criptsfi υ111 Nepal. (BPPB VIl) , Tokyo: IRIAB , 2004. 5) 引用を含むこと，節の

順序が異なること以外にも，十不善業道による[外的事物の損嬢j という内容が有部系

資料のそれとは異なっている.そして邪見業道の最後に残された一節が正量部文献とパ

ラレルになっていることが指摘されていて(岡野潔 (2002a) r正量部の伝承研究(1) :胡

麻・砂糖黍・乳製品の劣化に見る人間の歴史J W棲部建博士喜寿記念論集・初期仏教から

アビダルマへ』平楽寺書店、 217-231) ，おそらくそのような特殊な内容を混入させる為

に十不善業道による果報の内容がかなり差し替えられたのではないかと思われる .

f�) 並川(1984c) r賜鵡経の展開一特に MahükarmανibhC/ligα を中心として J r傍教研究』

14‘ 27-4:l; 前掲岡野論文 ; 拙稿 (2004a) rKarmavibhailga 第 61 節の付加部分の検討 正量

部所属説有力資料とされる一節J W創価大学国際仏教学高等研究所年報』第 7 号喝 225-254

参照 7) 前掲並川論文， p.:l9. 8) T. Fukita (1 990) “Sanskrit Fragments of the 

Karl1lavibhαñgαCorresponding 10 the Canonical Tibetan and Chinese Translations," in: The Bukkyo 

BI川ka K四/り'usho Nω'po 7/8, pp.9-11 及び白 54-59 参照 9) 編集上の何らかの事情に

よってこのナルタン版には二つの補巻が追加され，第二の kha skot1巻に Tib3 が含まれて

いる . このソースは“rgyal rlse mdo ci pa nas phyuil ba" とあり，それは S287 [mdo ci (35) , 

:l58a5-:l85a:1]に相当する . カタログによれば，第一の補巻が 1752-63 年と 1831 年の聞に

加えられ，それより数十年遅れて kha sko白巻が加えられたという

(本稿は平成 Hì 年度科学研究費補助金(基盤研究 (C) (2)) による研究成果の一部であ

る)
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