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『大阿弥陀経』訳注（九）

辛　嶋　静　志

はじめに

　今回訳出したのは，『大阿弥陀経』下巻，大正蔵第12巻，312c27‒313b25であり，いわ

ゆる「三毒段」と「五悪段」の間の部分にあたる。次のような内容からなる。

釈尊を讃嘆し敬う

　上で仏が「三毒」について説き，それを聞いた阿逸菩薩は，仏の徳を讃嘆し，仏を敬

い，「阿弥陀仏」という名前を仏から聞いたことを喜ぶ。

仏を敬い，念ぜよ

　仏は阿逸菩薩が仏を敬い念じることを喜び，仏の徳を自讃する。

阿弥陀仏の名を聞き，輪廻を厭い，心身を清めよ

　衆生が無数劫以来輪廻して来て，今日仏に会い，やっと「阿弥陀仏」の名前を聞くこ

とができたからには，輪廻を厭い，心身を清め，精励刻苦して，阿弥陀仏国へ生まれる

基本を整えよ，と仏は語る。

阿弥陀仏国に生まれて，苦しみ・煩悩を離れる

　一瞬にすぎないこの人生の間に善業をなし，来世に阿弥陀仏国に生まれて，苦痛・煩

悩を離れて，永久（とわ）に快楽に暮らすことを説く。

阿弥陀仏国は涅槃の境地に近い

　阿弥陀仏国では，好きなだけ長生きでき，自由に食べ物が現れ，まるで涅槃の境地の

ようだという。

疑いをもつな

　阿弥陀仏国に生まれようと願い求めよ。疑いや後悔を懐いて，仏国辺地にある七宝の

城（いわゆる「疑城胎宮」）で五百年留まらなければならないような結果を招かないよ

うにと，仏は語る。阿逸菩薩は「疑いなぞ懐くはずがありません」と答える。

　底本には高麗蔵再雕本を用いた。注では，本経の読みと，『平等覚経』と訳者不明

『無量寿経』との読みの違いを逐一指摘した。
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　三毒・五悪段の語彙・語法は，支婁迦讖や支謙の時代，すなわち二世紀後半から三世

紀のものであることは間違いない。常識的には，『平等覚経』の訳者（支謙）が『大阿

弥陀経』のこの部分を踏襲したと考えられる。しかし，次の様な可能性も否定できない。

（ 1 ）二世紀後半に支婁迦讖によって『大阿弥陀経』が訳出された後に，ある人物が三

毒・五悪段を訳し（或いは作文し），それを『大阿弥陀経』に挿入した。『平等覚経』も

それを踏襲した。（ 2 ）三世紀に支謙訳『平等覚経』で三毒・五悪段が初めて訳され（或

いは作文され），それが『大阿弥陀経』にも挿入された1）。（ 3 ）『平等覚経』が訳出され

た後，時をあまり隔てずして別の人物が三毒・五悪段を訳し（或いは作文し），それが

『大阿弥陀経』と『平等覚経』の両方に挿入された。

　筆者は目下，主に支婁迦讖訳『道行般若経』と支謙訳『大明度経』を材料に，この二

人の訳者の訳経経典の語彙・語法の比較研究を進めている。この研究が完成した上で，

改めて，三毒・五悪段の訳者（あるいは作者）が誰であるのか検討したいと思う。なお，

仏典の語彙・語法の比較研究においては，踏襲されやすい仏教語彙を対象にするのでは

なく，「わたし（たち）」「あなた（たち）」「すべて」「すべき」「はなす」「泣く」という

様な訳者個人の時代・地域が反映される常用詞の比較が重要なのである。仏典を材料に

した常用詞の研究は，主として中国の漢語史研究者が，近年めざましい成果を上げてい

る。この方面の研究が進めば，三毒・五悪段がいつ書かれたかを明らかにすることがで

きるかも知れない。

　さて，今回訳出した部分に対応する『平等覚経』では，大正蔵本の底本である高麗蔵

再雕本と宋版・房山石経本・聖語蔵本との間で読みが相違している場合が少なくなかっ

た。そしてその場合，高麗蔵再雕本の読みは，『大阿弥陀経』のそれに概して一致して

いる（注44，69，71‒75，77，79，83，85，91，94，96，97，99，100，106，109参照）。残念ながらこ

の部分，高麗蔵と同じく開宝蔵の系統に属する金蔵本が欠けている。また最近存在が明

らかになった高麗蔵初雕本の読みをまだ確認できていない。高麗蔵再雕本（あるいはそ

の元になった版本）の編者は，この部分，『大阿弥陀経』の読みを参照にして，『平等覚

経』本来の読みを変えた可能性を否定できない。

　また『無量寿経』の三毒・五悪段は，明らかに原典からの翻訳ではなく，漢訳古訳の

それの翻案である。おそらく，『大阿弥陀経』ではなく，『平等覚経』の読みに基づき

（注4，5，24，27，44，56，71参照），それに見える難解あるいは（『無量寿経』の訳者から見

 1）　（ 2 ）に類したことが鳩摩羅什訳『妙法蓮華経』で起きている。その『普門品』の偈頌は羅什
訳（406年訳出）には本来なく，601年に訳された『添品法華経』から挿入されたものである。
詳しくは拙論 “The Omission of the Verses of the Samantamukha-parivarta in a Kanjur Edition,”『創
価大学国際仏教学高等研究所年報』11（2008），p. 373f.参照。
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ると）古風な表現を，より分かりやすい表現に置き換えたり，四字句表現をより徹底し，

読みやすくしている。従って，『無量寿経』の三毒・五悪段は，『大阿弥陀経』・『平等覚

経』の読みを参考にして，はじめて前後関係が理解出来る場合が少なくない（注101参

照）。

　原稿に目を通して，誤りを指摘して下さった佐々木大悟氏に深く感謝致します。

和　訳

（大正蔵第12巻，312c27～313b25）

（釈尊を讃嘆し敬う）

　阿逸菩薩が膝立ちし合掌して申し上げた2）。

　「仏は威厳があり，とても尊い。説かれる教えはすばらしい3）。私たちは，教えのお

言葉を聞いて4），それらがみな心にぴったりきます5）。世間の人は実にその通りで，仏

の仰る通りで，相違ありません6）。いま仏は（313a）私たちを哀れんで7），大いなる道

を示され8），生きる道を語りお教え下さった9）。（お蔭様で）はっきり見聞きできるよう

になり，永遠に度脱を得ました10）。いままるで生まれ変わったかのようです11）。12）私た

 2） 阿逸菩薩長跪叉手言　　『平等覚経』（以下『平』と略す）（294c13f.）は同じ。『無量寿経』
（以下『無』と略す）（275b9）では「彌勒菩薩長跪白言」と変えられている。「長跪叉手」は訳
注（一）注（9）参照。

 3） 所説經快善　　『平』（294c14）も同じ。『無』（275b10）では「所説快善」と変えられている。
「經」は「教え」の意味。訳注（一）（19），Krsh（2010）当該項を参照。「快善」は訳注（一）
注（18）を参照。

 4） 我曹聽經語　　『平』（294c15）には「我曹聽佛經語」とある。『無』（275b10）では「聽佛經
語（［v.l.］←者）」と変えられている。『無』の読みは『平』を踏まえている。

 5） 皆心貫之　　『平』（294c15）には「皆心貫思之」とある。『無』（275b10）では「貫心思之」
と変えられている。『無』の読みは『平』を踏まえている。

 6） 如佛所語無有異　　『平』（294c15f.）は同じ。『無』（275b11）では「如佛所言」と変えられ
ている。

 7） 今佛慈哀我曹　　『平』（294c16）は同じ。『無』（275b11）では「今佛慈愍」と変えられている。
 8） 開示大道　　『平』（294c16）の高麗蔵再雕本・宋版には「開視天道」とあり，房山石経本に
は「開示天道」，元・明版には「開示大道」とある。『平』の「天道」は「大道」の誤写。同じ
誤りは『平』の別の箇所にもある。訳注（八）注（91）を参照。『無』（275b11）では「顯示大
道」と変えられている。

 9） 教語生路　　『平』（294c17）は同じ。『無』（275b11）では省かれている。「教語」は訳注
（八）注（99）を参照。「生路」はここでは「生きる道」の意味。この意味は辞書類に採られて
いない。HD.7.1511a参照。

10） 耳目聰明，長得度脱　　『平』（294c17）は同じ。『無』（275b12）では「耳目開明，長得度
脱」と変えられている。

11） 今若得更生　　『平』（294c17）には「若得更生」とある。『無』（275b12）では省かれている。
12） 我曹聽佛經語，莫不慈心歡喜踊躍開解者。及諸天・帝王・人民・ 飛蠕動之類皆蒙恩，無不
解脱憂苦者　　『平』（294c18f.）には「……開解者。我曹及諸天・帝王……」とあり，「我曹」
が加えられている。これは誤り。『無』（275b12f.）では「聞佛所説，莫不歡喜。諸天・人民
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ちは，仏の教えのお言葉を聞いて，誰もが（仏への）敬愛の心をもって13）踊らんばか

りに歓喜し，はっきり理解しました14）。神々・帝王・人々・飛ぶ虫・這う虫など（一切

衆生）15）までみな恩恵を蒙り，苦悩から解脱しないものはいません。

　仏の語られた教えと戒めはとても奥深く，とても良く，はてなく，極みがありませ

ん16）。仏が智慧で見知なされる17）八方上下，過去・現在・未来のことがらは18），縦横無

尽です19）。仏は大変（出会い難く，教えはとても）聞くことが得難いものです20）。私た

ちはみな仏を敬愛しています21）。いま私たちが度脱することができたのは22），すべて仏

が前世でさとりを求めておられた時23），刻苦して学問をなされ，ひたむきであられたお

 ・蠕動之類皆蒙慈恩，解脱憂苦」と変えられている。
13） 慈心　　『平』（294c18）は同じ。『無』（275b13）では「皆蒙慈恩」と変えられている。ここ
の「慈心」は『無』の訳者が誤解したように，仏の「慈悲心」ではない。衆生の仏に対する
「敬愛，尊敬の念」の意味である。「慈」は古代漢語でも時々「父母に対する孝敬」の意味で使
われる。HD.7.647a（4）には『荘子・漁父』「事親則慈孝」，『礼記・内則』「父子皆異宮，昧爽而
朝，慈以旨甘。」に対する後漢代の鄭玄の注「慈，愛敬進之也。」，また南宋代の王応麟『困学
紀聞・左氏傳』「子之於親亦曰慈」を引いている。「孝敬，敬愛する」の意味の「慈」「慈孝」
「慈心」は支婁迦讖訳の『道行般若経』やそれを踏襲した支謙訳『大明度経』に多出する（Krsh
［2010］当該項を参照）。例えば，『道行般若経』大正 8 巻，No.224，477c14f.「佛語阿難：“汝敬
我所語，敬我法。若敬愛承事我。汝自敬身於佛。汝有慈於佛。汝有孝於佛，一切恭敬於佛所。
汝持是慈孝恭敬於般若波羅蜜中。如是，阿難！汝恭敬於是中，悉爲供養諸佛已。……”」同
468c20f.「今佛現在。有慈心佛恩徳，欲報佛恩，具足供養者。汝設有慈心於佛者，當受持般若
波羅蜜，當恭敬，作禮，供養。……　汝慈孝於佛，恭敬，思念於佛，不如恭敬於般若波羅蜜。」。
本経でも，「我曹皆（←比）慈心於佛所」（313a07），「佛告阿逸菩薩：“若言是實當爾。若有慈心於
佛所者，大喜。實當念佛。……”」（313a16f.），「佛言：“師開導人耳目，智慧明達度脱人，令得
善合泥 之道。常當孝慈於佛（v.l. 佛如）父母，常當念師恩，常念不絶，即得道疾。”」（317c12f.）
と出る。最後の例の「孝慈」は明らかに仏を父母同様に「敬愛する」ことを示している。

14） 開解　　訳注（一）注（5），Krsh（2001）. 151を参照。
15） 飛蠕動之類　　Skt. sattva（衆生）の訳。訳注（一）注（14）を参照。
16） 佛語教戒甚深善，無極無底　　「教戒」は宋版・房山石経本などには「教誡」とある。「甚深
善」は宋版などには「甚深甚善」とある。『平』（294c20f.）には「佛諸（「諸」は「語」の誤
写）教戒甚深，無極無底」とある。『無』（275b14）には「佛語教誡（v.l. 戒）甚深甚善」とある。
この読みは本経に近い。「教戒」は HD.5.446bに『呉子』などでの例が挙げられている。同義
の「教誡」は HD.5.450bに『風俗通』などでの例が挙げられている。

17） 佛智慧所見知　　『無』（275b14）では「智慧明見」と変えられている。
18） 八方上下去來現在之事　　『無』（275b14f.）では「八方上下去來今事」と変えられている。
19） 無上無下，無邊無幅　　「幅」は「はて」の意味。訳注（七）注（57）を参照。『平』
（294c22）には「無上無邊幅」とある。『無』（275b15）では「莫不究暢」と変えられている。
20） 佛甚難得〈値，經道甚難得〉聞　　「値，經道甚難得」は『平』（294c22f.）により補う。
『無』（275b15）ではこの一文が省かれている。この文は，本経のすぐ後に「今我曹得與佛相見，
得聞阿彌陀佛聲」（313a14f.）とあるのと対応している。

21） 我曹皆（←比）慈心於佛所　　『平』（294c23）により「比」を「皆」に改める。「於…所」
は「…に対して」の意味。Krsh（2001）. 434，Krsh（2010）当該項を参照。「慈心」は注（13）
参照。『無』（275b15）ではこの句が省かれている。『無』の訳者が「慈心」（敬いの心）の意味
を理解できず，削った可能性がある。

22） 今（←令）我曹得度脱者　　『平』（294c23f.）の高麗蔵再雕本には「今我曹得度脱者」とあり，
その他の諸本には「念我曹……」とある。『無』（275b15）では「今我衆等所以蒙得度脱」と変
えられている。本経の「令」を『平』・『無』により「今」に改める。

23） 皆是佛前世求道時　　『平』（294c24）は同じ。『無』（275b16）では「皆佛前世求道之時」
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蔭です24）。（仏の）恩徳は万物に行きわたり，なされた福徳（の結果である）福々しい

お姿はとてもすばらしい25）。光明は輝きわたり，遮るものなくどこまでも照らし26），涅

槃（の世界に）まで貫き入る27）。（仏は）教えを授け，（すべてを）つかさどり28），（他

の）威力を制圧し29），消し去り30），八方上下の果てしなく極まりない31）（人々の心を）

改めさせます32）。仏は師としての鑑であり33），尊さにおいてあらゆる聖人を凌駕してい

て34），仏に及ぶ者は全くいません35）。仏は八方上下の神々・帝王・人々の師となられ36），

彼らの願いの大きさに応じて，それぞれ（悟りへいたる修行）道を得させます37）。

　いま私たちは仏にまみえることができ38），『阿弥陀仏』という名前をお聞きすること

 と変えられている。
24） 勤苦學問，精明所致　　『平』（294c24）には「慊（元版・明版には「勤」）苦學問，精進所
致」とある。『無』（275b16）では「謙苦所致」と変えられている。「勤苦」「慊苦」「謙苦」は
いずれも「苦しみ；苦労する；刻苦する，苦行する，頑張る」という意味。Krsh（2010）「勤
苦」「謙苦」の項を参照。『無』の読みは『平』のそれを踏まえている。「精明」は「ひたむき，
ひたすら」の意味であろう。訳注（一）注（107）を参照。

25） 恩徳普覆，所施行福徳相祿巍巍　　『平』（294c25）は同じ。『無』（275b16f.）では「恩徳普覆，
福祿巍巍」と変えられている。「相祿」は「姿と福禄；福々しい面相，福相」の意味であろう。
HD.7.1156bには『太平廣記』での用例が挙げられている。「巍巍」は高いさま，崇高なさまを
示す。本経の別の箇所に類似の表現がある：「其世間帝王・人民・善男子・善女人前世宿命作
善所致相祿巍巍。」（317b21f.）。

26） 光明徹照，洞虚無極　　『平』（294c25f.）は同じ。『無』（275b17）では「光明徹照，達空無
極」と変えられている。「洞」は「到達する，透徹する」の意味。「洞虚」で「遮るものがなく，
（光が）透徹する」という意味か。HD.5.1146bには「深幽」という意味で使われた唐詩の例を
引いている。

27） 貫入　　『平』（294c26）と『無』（275b17）には「開入」とある。
28） 攬典　　『平』（294c26）には「經（おそらく「攬」の誤写）典」，『無』（275b18）には「典
攬」とある。「攬」（一手ににぎる）「典」（主管する）は類義語。

29） 制威　　『平』（294c26f.）は同じ。HD.2.664bには「権威・権力を握っている」の意味で使わ
れた『管子』での用例が挙げられている。『無』（275b18）では「威制」と変えられている。

30） 消化　　HD.5.1200bには『釈名』などでの用例が挙げられている。
31） 無窮無極　　訳注（七）注（59）参照。
32） 改動　　元・明・清版には「愍動」とある。『平』（294c27）には「愍動」（房山石経本と聖
語蔵は「改動」），『無』（275b18）には「感動」とある。「改動」は同義語を重ねた表現。「動」
にも「思想が影響を受けて改変する」の意味がある（HD.2.799a［7］）。この「改動」の意味を
理解できずに，「改」を「 」の誤りと見て，さらに「心」を加えて「愍」という読みができ
たのであろう。『無』の編者は「愍」をさらに「感」に改めたと思われる。

33） 佛爲師法　　この「師法」はよく分からない。一応「師の模範」と解釈した。『無』（275b19）
では「佛爲法王」と変えられている。

34） 尊絶群聖　　『無』（275b19）では「尊超衆聖」と変えられている。
35） 都無能及佛者　　『無』（275b19）では削られている。
36） 佛爲八方上下諸天帝王人民作師　　『無』（275b19）では「普爲一切天人之師」と変えられて
いる。

37） 隨其心所欲願大小，皆令得道　　『無』（275b20）では「隨心所願，皆令得道」と変えられて
いる。「欲願」は類義語を重ねた表現。Krsh（1998）. 563参照。ここの「道」は，「阿那含道」
「阿羅漢道」「菩薩道」など「覚りあるいは涅槃へいたる道，修行」の意味。訳注（一）注
（23）参照。
38） 今我曹得與佛相見　　『無』（275b20）では「今得値佛」と変えられている。
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ができ39），私たちはうれしくてたまりません40）。だれもがみな智慧を得て，ものごとが

はっきり分かるようになりました41）。」

（仏を敬い，念ぜよ）

　仏は阿逸菩薩に仰った42）。

「おまえの言うことは事実であり，そのとおりだ43）。おまえが仏（わたくし）に対して

敬いの気持ちを持つのは，たいへん喜ばしいことだ44）。どうか仏を念じなさい45）。久し

ぶりにやっとまた世界に仏があらわれたのだ。いま私は（この）苦しみの世界46）で仏

となり，（自ら考え）出した教義を無碍自在に教え47），（人々の）疑いを断ち48），心と行

いを正し49），もろもろの愛欲を取り去り50），諸悪の根本を断ち51），融通無碍に（世界

を）歩き回り52），智慧を把握している53）。あらゆる境涯の表裏は54），根本を掌握するこ

39） 得聞阿彌陀佛聲　　『平』（295a1f.）では「得聞無量清淨佛聲」，『無』（275b20f.）では「復聞
無量壽（v.l. 壽佛）聲」と変えられている。漢訳仏典では「聲」は概して梵語 śabda（音，声；
名前，名称）の訳語として使われる。ここでは「名前」の意味。

40） 我曹甚喜　　『無』（275b21）では「靡不歡喜」と変えられている。
41） 莫不得黠慧開明者　　『無』（275b21）では「心得開明」と変えられている。「黠慧」は同義
語を重ねた表現。Krsh（1998）. 484および Krsh（2010）当該項を参照。「黠」（賢い）は古訳で
はよく現れるが，羅什以降使われない。「開明」は古典から見える表現（HD.12.47a参照）。

42） 佛告阿逸菩薩　　『無』（275b22）では「佛告彌勒（v.l. 彌勒菩薩）」と変えられている。
43） 若言是實當爾　　『無』（275b22）では「汝言是也」と変えられている。
44） 若有慈心於佛所者大喜　　『平』（295a3f.）の高麗蔵再雕本は同じだが，他の諸本には「……
大善」とある（金蔵と房山石経本はこの部分欠損）。『無』（275b22f.）では「若有慈敬於佛者，
實爲大善」と変えられている。本経や『平』で「なんじ」の意味で使われている「若」は，
『無』では「汝」と変えられている（例えば前注の例）。しかしここでは変わっていない。『無』
の訳者は，ここの「若」を「もし」と誤解したと考えられる。「慈心」は注（13）参照。

45） 實當念佛　　『無』（275b23）では削られている
46） 苦世　　『無』（275b23）では「此世」と変えられている。
47） 所出經道教授洞達　　『無』（275b24）では「演説經法，宣布道教」と変えられている。本経
には「其智慧教授所出經道，布告八方上下」（308c24f.）という類似の表現がある。「經道」は
訳注（一）注（4），（19）を参照。「洞達」は「スムースに；融通無碍に」の意味。HD.5.1147a
には漢代の賦などでの用例が引かれている。

48） 截斷狐疑　　『無』（275b24）では「斷諸疑網」と変えられている。
49） 端心正行　　『無』（275b24）では削られている。
50） 拔諸愛欲　　『無』（275b25）では「拔愛欲之本」と変えられている。「愛欲」は漢訳仏典か
ら見える語。Krsh（1998）. 2，Krsh（2001）. 6，Krsh（2010）当該項参照。

51） 絶衆惡根本　　『無』（275b25）では「杜衆惡之源」と変えられている。
52） 遊歩無拘　　『無』（275b25）では「遊歩三界，無所拘 」と変えられている。「遊歩」は，

HD.10.1050aに漢代劉向『列仙伝』などでの例が挙げられている。また HD.5.1501a.「游歩」に
は『三国志』などでの用例が挙げられている。「無拘」は，HD.7.115abに宋・明代の「無拘無
束」「無拘無縛」「無拘無礙」などの表現が挙げられている。

53） 典總智慧　　『無』（275b26）では「典攬智慧（衆道之要）」と変えられている。「典總」は同
義語を重ねた表現。HD.2.119aには宋代の用例が挙げられている。本経の「總領道智，典主教
授」（309a15f.），「典主智慧，總領教授」（309a21）という表現を参照。

54） 衆道表裏　　資福蔵と磧砂蔵には「衆諸表裏」とあるが誤写。『無』（275b26）では「（典攬
智慧）衆道之要」と変えられている。「衆道」は「輪廻における生存の状態，境涯」と考えた。
訳注（一）注（23）参照。
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とで55），すっかり明らかになる56）。（仏は）五種の境涯を明らかに示して57），生死輪廻

の道と涅槃への道とをきちんと区別する58）。」

（阿弥陀仏の名を聞き，輪廻を厭い，心身を清めよ）

　仏は仰った59）。

　「おまえたちは60），無数劫以来，数え切れないほどの劫の間61），菩薩道を修め62），神々

や人々や飛ぶ虫・這う虫など（一切衆生）を（輪廻から）救済しよう63）と実に長い間

願ってきた64）。おまえ（たち）から（仏）道を学び，（輪廻を）度脱した人間は無数に

いる。涅槃にいたる道を得るに至った者もまた無数だ65）。

　おまえたちと八方上下の神々・帝王・人々あるいは比丘・比丘尼・優婆塞・優婆夷た

ちは66），過去世から無数劫以来ずっと67），これら五種の境涯を転々としてきた68）。（家

族と）死に別れる時，互いに声を出して泣き，涙を流し，互いに恋々として69），深く憂

55） 攬持維綱　　『無』（275b26）では「執持綱維」と変えられている。「攬持」は「一手に握る，
掌握する」の意味。Krsh（1998）. 262参照。「維綱」の「維」は「繋いで物を安定させる大づな」，
「綱」は「網の太い綱」。「維綱」で「大綱，要点；根本；綱紀」を意味する。HD.9.898aには
『儀礼』『塩鉄論』などでの用例が挙げられている。「綱維」も同じ意味（HD.9.892b参照）。
56） 照然分明　　『平』（295a8）と『無』（275b26f.）には「昭然分明」とある。「照」と「昭」は
通じる（GH.1024c，1368a参照。訳注［五］注［110］にも「照照」と「昭昭」の交替例がある）。
「照然」は辞書類に採られていないが，「昭然」は HD.5.689aに『礼記』などでの用例が挙げら
れている。「分明」は古典から見える表現。

57） 開視五道　　宋版などには「開示五道」とある（この部分房山石経本は欠損）。『平』（295a8）
には「開示五道（v.ll. 開示道，開視道）」，『無』（275b27）には「開示五趣」とある。「示す」の
意味で「視」を使うのは古い用法。訳注（八）注（121）を参照。「開示」は Krsh（1998）．251，
Krsh（2001）．151f.を参照。

58） 決正生死泥 之道　　『平』（295a8f.）・『無』（275b27f.）も同じ。「決正」は類義字を重ねた
表現。HD.5.1018bには『漢書』での用例が挙げられている。ここでは「きちんと正す」の意味。

59） 佛言　　『無』（275b28）では「彌勒當知」と変えられている。
60） 若曹　　『無』（275b28）では「汝」と変えられている。
61） 從無數劫以來，不可復計劫　　『無』（275b28）では「從無數劫來」と変えられている。「不
可復」は Krsh（2001）．417（可復），Krsh（2010）当該項を参照。

62） 若曹作菩薩道　　『無』（275b28f.）では「修菩薩行」と変えられている。
63） 過度　　訳注（一）注（36）を参照。
64） 欲過度諸天人民及 飛蠕動之類已來甚久遠　　「已來」は宋版には「以來」とある。『無』
（275b29）では「欲度衆生，其已久遠」と変えられている（「其」は本経＝『平』の「甚」を見
誤ったか）。

65） 人從若得道度者無央數，至得泥 之道者亦無央數　　『無』（275b29f.）では「從汝得道，至
于泥 ，不可稱數」と変えられている。

66） 若曹及八方上下，諸天・帝王・人民，若比丘・比丘尼・優婆塞・優婆夷　　『無』（275c1f.）
では「汝及十方諸天・人民・一切四衆」と変えられている。

67） 若曹宿命從無數劫已來　　『平』（295a14）も同じ。『無』（275c2）では「永劫已來」と変えら
れている。「若曹」は余分。「宿命」に関しては，訳注（一）注（96）を参照。

68） 展轉是五道中　　『無』（275c2）では「展轉五道」と変えられている。
69） 死生呼嗟，更相哭涙，轉相貪慕　　『平』（295a15f.）の高麗蔵再雕本は同じだが，それ以外
の諸本には「生死呼嗟」とある。『無』（275c2）では省かれている。本経（312b29f.）には「或
時家室・中外・父子・兄弟・夫婦至於死生之義，更相哭涙（←泣），轉相思慕，憂念憤結，恩
愛繞續，心意著痛，對相顧戀，晝夜縛礙，無有解時。」という類似表現があった（訳注［八］，
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い愁いて，言い表せないほど苦しむ70）。（こうして）今世まで（313b）絶えず輪廻しつ

づけ71），72）やっと今日仏にまみえ，たまたま出会えた。こうしてやっと『阿弥陀仏』

の呼び名を聞くことができたのは，73）とてもすばらしいことだ。わたしはおまえたち

とともに喜ぶ。

　（おまえたちは）輪廻の苦痛を自ら厭うべきである74）。生まれる時には，とても痛く，

とても苦しく，とてもつらい75）。大きくなってからも，苦しく，つらい76）。〈飢える時も，

 p. 11f.）。「死生」は「輪廻する」あるいは「生と死に分かれる，幽明境を異にする，死に別
れる」の意味であろう。「呼嗟」は類義字を重ねた表現。HD.3.291bには『漢書』での用例が挙
げられている。「哭涙」は訳注（八）注（115）を参照。「更相」・「轉相」は「互いに」の意味。
訳注（八）注（62），（115）を参照。「貪慕」は類義字を重ねた表現。HD.10.109bには『後漢
書』での用例が挙げられている。

70） 憂思愁毒，痛苦不可言　　『無』（275c2f.）では「憂畏勤苦，不可具言」と変えられている
（「畏」は本経＝『平』の「思」を見誤ったか）。「憂思」は古典から見える表現。HD.7.687bに
は『礼記』などでの用例が引かれている。「愁毒」は訳注（八）注（59）参照。「痛苦」は同義
字を重ねた表現。HD.8.324bには後漢代『論衡』などでの用例が引かれている。

71） 至今世死生不絶　　『平』（295a16f.）の高麗蔵再雕本も同じ。『平』の房山石経本や宋版など
には「至今世生死不絶」とあり，『無』（275c3）でも「乃至今世生死不絶」と変えられている。

72） 乃今日與佛相見共會値，是乃聞阿彌陀佛聲　　『平』（295a17f.）の高麗蔵再雕本には「乃至
今日與佛相見共會値，是乃聞無量清淨佛聲」とあるが，『平』の房山石経本や宋版などには「今
日與佛相見共會，乃聞無量清淨佛聲」とあって，「乃至」と「値，是」が省かれて理解しやす
いし，リズムもいい。本経の「乃」よりは『平』高麗蔵再雕本の「乃至」のほうがいい。『平』
房山石経本・宋版の「相見共會」だと，「相」と「共」が同義，「見」と「會」が同義の構造。
「會値」は辞書類に採られていないが，同義字を重ねた表現で，「たまたま出会う」の意味。漢
訳仏典には，しばしば出る。例えば，支謙訳『大明度経』大正 8 巻，No.225，490b14f.「是輩
人有求經不求者，會値經法，願不離經」，元魏代吉迦夜・曇曜共訳『雑宝蔵経』大正 4 巻，
No.203，474b16f.「有長者女，早起掃地，會値如來於門前過。見生歡喜，注意看佛。」など。「是
乃」という表現は分かりにくい。「こうしてやっと」の意味であろうか。「相見共會。値是，乃
……」（まみえ，出会えた。これにであって，やっと）という解釈は困難。『無』（275c3f.）で
は「與佛相値，聽受經法。又復得聞無量壽佛」と変えられている。

73） 甚快善。我助汝曹喜　　『平』（295a18）には「甚快善哉。助汝（高麗蔵再雕本以外はすべて
「若」）曹喜」とあるが，おそらく「甚快善。我助汝曹喜」の誤写。『無』（275c4f.）では「快哉
甚善。吾助爾喜」と変えられている。本経（317b23）には後に「（乃當聞阿彌陀佛聲者，）甚快
善。我（［＝ v.l.］←哉）代之喜」という類似した表現が出，それに対応する『平』（299b25）
には「（迺當聞無量清淨佛聲），慈心歡喜，我代之喜」とある。「甚快善」という表現は，本経
の別の箇所で「今現在所居國土甚快善」（301a18），「甚快善無比」（303c4f.）と出る。「快善」
は訳注（一）注（18）を参照。「助…喜」は羅什訳以降の「隨喜」に同じく，anumodateの訳。
「他人の行為を見て，喜び，よしとする」の意味。訳注（二）注（36）を参照。Krsh（2010）
の「助歡喜」，「助…歡喜」の項目も参照。

74） 亦可自厭死生痛痒　　『平』（295a18f.）の高麗蔵再雕本は同じだが，宋版などには「……生
死痛癢」とある。「痛痒」は本経でも宋版などには「痛癢」とあるが，単に異体字。文字通り
には「痛みと痒み」だが，梵語 vedanā（感受，感覚，苦痛）の訳語として，安世高訳以来古訳
で使われる。羅什以降は「受」を使う。Krsh（2010）の「痛痒」の項目を参照。ここでは，「苦
痛」の意味。『無』（275c5）では「汝今亦可自厭（生・死・老・病痛苦）」と変えられている。

75） 生時，甚痛，甚苦，甚極　　『平』（295a19）の高麗蔵再雕本は同じだが，宋版などには「……
甚痛苦，甚極」とある。『無』（275c5）では「（汝今亦可自厭）生・（死・老・病）痛苦）」と変
えられている。「極」は「困」と同義で「困窮する；困窮させる；疲れる」の意味で，使われ
ることが多い（GH.1125c，HD.4.1135a［14］，訳注［三］注［43］「困極」，訳注［七］注［38］
「懈極」を参照）。ここでは「痛」「苦」と類義的に使われており「つらい」の意味と解釈した。
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痛く，苦しく，つらい。病の時も，痛く，苦しく，つらい。〉77）　死ぬ時も，痛く，苦し

く，つらい78）。（身は）とても悪臭がして，不潔で，まったくいいところがない79）。

　仏（わたし）は，だからおまえたち皆に言う80）。おまえたちも，自分できっぱりと臭

さや汚い体液を断ち切るべし81）。おまえたちは，また，心身を正し，大いに善行をなし

なさい82）。そこで常に（体の）内と外を整え，身体を清潔にし，（煩悩という）心の垢

を洗い落とし83），規範を守り，内心と態度とを一致させ，まごころと誠実さをもって話

し行動しなさい84）。人は（こうして）自ら度脱し，次々に（他の人を）手助けすること

76） 至年長大，亦苦，亦極　　『平』（295a19f.）は同じ。『無』（275c5）では「（生・死）・老・
（病）痛苦」と変えられている。
77） 〈飢時，亦痛，亦苦，亦極。病時，亦痛，亦苦，亦極。〉　　本経と『平』（295a20）の高麗蔵
再雕本にはないが，本経と『平』の諸本にはある。『無』（275c5）にも「（生・死・老）・病痛
苦」とあり「病の苦しみ」がある。

78） 死時，亦痛，亦苦，亦極　　『平』（295a20）は同じ。『無』（275c5）では「（生）・死・（老・
病）痛苦」と変えられている。

79） 甚惡臭處，不淨潔，了無有可者　　『平』（295a20f.）の高麗蔵再雕本も同じ（他の版本・房
山石経本には「惡臭處，不潔淨，……」とある）。『無』（275c5f.）では「惡露不淨，無可樂者」
と変えられている。「臭處」は後にも「若曹亦可自決斷臭處惡露」（313b5f.），「長生阿彌陀佛國，
……亦無復有諸惡臭處」（313b14f.）と出る。この表現は仏典に多出する。「臭い場所；体の臭
い部分」という意味以外に，「臭い；臭み；臭いもの」の意味になる場合も少なくない。Krsh
（2010）当該項および汪維輝「佛経詞語考釈四則」『浙江大学学報（人文社会科学版）』第35巻
第 5 期（2005年 9 月），157～159頁参照。「了」は「終」とおなじく後に否定語をともなって
「まったく～ない」の意味。Krsh（2010）「了無」「了不」の項を参照。「可」は「よい」という
意味。

80） 佛故悉語若曹　　『平』（295a21）も同じ。『無』（275c6）では省かれている。
81） 若曹亦可自決斷臭處惡露　　『平』（295a21f.）の高麗蔵再雕本のみ「若曹」を欠く。他の諸
版本は本経と同じ読み。『無』（275c6）では「宜自決斷」と変えられている。「決斷」は「すっ
ぱり断つ」の意味。訳注（八）注（124）を参照。「臭處」はここでは「臭さ」ではなく「体の
臭い部分」の意味かもしれない。「惡露」は人体から出る排泄物，分泌物，月経，羊水などの
意味（李 2004: 104－106）。女性に関する場合が多いが，男性のそれらの例もある（例えば，大
正 3巻，No.184『修行本起経』466b-10f.「難提和羅化作老人……惡露自出，坐臥其上。」）。支婁
迦讖訳『道行般若経』には本経と類似の表現がある：「與婦人交接，念之：“惡露臭處，不淨潔，
非我法也。盡我壽命，不復與相近。”」（大正 8 巻，No.224，455b20f.）。

82） 若曹亦可端心正身，益作諸善　　『平』（295a22f.）も同じ。『無』（275c6）では「端身正行，
益作諸善」と変えられている。「益」はここでは「大いに」の意味。訳注（三）注（51）を参照。

83） 於是常端中外，潔淨身體，洗除心垢　　「洗除」（房山石経本も同じ）は宋版などでは「洒
除」とある。『平』（295a23f.）の高麗蔵再雕本は本経のそれと一致するが，房山石経本には「於
是當端中外，……洗除心垢」とあり，宋版には「於是當端中外，……洒除心垢」とある。『無』
（275c7）では「修己潔體（v.l. 淨），洗除心垢」と変えられている。「潔淨」は同義字を重ねた表
現。HD.6.117aには後漢代『論衡』などでの用例が挙げられている。「心垢」は「煩悩」のこと。
仏典から始まる表現。

84） 自相約撿，表裏相應，言行忠信　　『平』（295a24）も同じ。『無』（275c7）では「言行忠信，
表裏相應」と変えられている。「自相」は「たがいに」の意味。訳注（三）注（85），Krsh
（2010）当該項を参照。「約撿」は同義字を重ねた表現。「撿」（HD.6.920b参照）は「檢」と同
音同義。「約撿」は辞書類には採られていないが，「約束・規則を守る，我が身をひきしめる」
の意味か。HD.4.1341b.「檢約」（「引き締める，約束」の意味）を参照。本経の「適得其中，中
表相應，自然嚴整，撿歛端直，身心清潔，無有愛欲，無所適莫（←貪），無有衆惡瑕穢。」
（311c7f.），「當自端身，當自端心，當自端目，當自端耳，當自端鼻，當自端口，當自端手，當
自端足，能自撿斂，莫妄動作，身心淨潔，倶善相應，中外約束，勿隨嗜欲。」（315c5f.），
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ができる85）。様々な愛欲を断ち，ひたすらに懸命に，退転することなく願いを追い求め，

善き境涯（善道）への根本を固めよ86）。

（阿弥陀仏国に生まれて，苦しみ・煩悩を離れる）

　一生涯，精励刻苦したとしても，それはわずかのあいだのことである87）。この世で善

業をなし，来世には阿弥陀仏国に生まれて，まったく極まりのない快楽を得88），明るさ

という点において覚りそのものと永久（とわ）に等しくなり89），そのまま（その覚り

を）よく保ち続け90），永く悪しき境涯（悪道）の苦痛の憂いと悩みを離れ91），苦しみと

悪業の根源を抜きとり92），愛欲と愛情とを断じて93），とわに阿弥陀仏国に生まれ（住

む）94）。（そこでは）苦痛もなく，またもはや厭わしい臭みもなく，またもはや苦しみも

 「家室・内外・親屬・朋友轉相教語，作善爲道，奉經持戒，各自端守，上下相撿」（316a4f.），
「和順義理，歡樂慈孝，自相約撿」（316a7）と類似の表現が出る。「表裏相應」は本経の「適得
其中，中表相應，自然嚴整，撿歛端直，……」（311c7f.; 訳注［七］，p. 5 ）を参照。

85） 人能自度脱，轉相扶接　　『平』（295a24f.）の高麗蔵再雕本も同じ。他の諸本には「…，轉
自相接扶」とある。『無』（275c8）では「人能自度，轉相拯濟」と変えられている。「轉相」は
「互いに」の意味もあるが，ここでは「次々に」の意味であろう。訳注（三）注（20）・訳注
（五）注（96）・訳注（八）注（89）を参照。「扶接」は類義字を重ねた表現。HD.6.354bには漢
代の『白虎通』などでの例が挙げられている。

86） 拔諸愛欲，精明至心，求願不轉，結其善道根本　　『平』（295a25f.）も同じ。『無』（275c8）
では「精明求願，積累善本」と変えられている。「精明」は「純粋な真心で，ひたすらに」の
意味。訳注（一）注（107）を参照。「善道」は仏典では Skt. sugati（よい境涯，よい生存，善
趣）の訳語として使われている。訳注（八）注（46）を参照。

87） 雖精苦一世，須臾間耳　　『平』（295a26f.）には「雖精進苦一世，……」とあるが，本経の
読みの方が本来的であろう。「精苦」は「精励刻苦する」の意味で，仏典にしばしば出る。
HD.9.218bには『世説新語』などでの用例が挙げられている。『無』（275c8f.）では「雖一世勤
苦，須臾之間」と変えられている。この「勤苦」も「精勤刻苦する，苦行する」の意味。注
（24）と Krsh（2010）当該項参照。
88） 今世爲善，後世生阿彌陀佛國，快樂甚無極　　『平』（295a27f.）は「無量清淨佛國」となっ
ている以外は同じ。「甚無」で「まったく～ない」の意味。訳注（五）注（100）を参照。『無』
（275c9f.）では「後生無量壽佛（v.l.-）國，快樂無極」と変えられている。
89） 長與道徳合明　　『平』（295a28）の高麗蔵再雕本には「長與道合明」とあるが，他の諸本は
本経と同じ。『無』（275c10）も本経と同じ。同じ表現はすでに出た（311c17）。訳注（七）注
（75）を参照。
90） 然善相保守　　『平』（295a28f.）の高麗蔵再雕本には「然善極相保守」とあり，他の諸本に
は「然善極相保」とある。『無』（275c10）では省かれている。本経の別の箇所に類似の表現が
ある：「長與道徳合明，自然相保守」（311c18）。訳注（七）注（76）を参照。

91） 長去離惡道痛痒之憂惱　　『平』（295a29）の高麗蔵再雕本は同じ，他の諸本には「長去離諸
惡痛癢之臭處」とある。『無』（275c10）では省かれている。「去離」は同義字を重ねた表現。
HD.2.835bには漢代の『白虎通』などでの例が挙げられている。「痛痒」は注（74）参照。「憂
惱」は同義字を重ねた表現。Krsh（1998）．552，Krsh（2001）．340を参照。

92） 拔勤苦諸惡根本　　『平』（295a29f.）も同じ。『無』（275c10）では「永拔生死根本」と変え
られている。ここの「勤苦」は「苦しみ，苦しみを受ける」の意味。訳注（二）注（22），
Krsh（1998）. 330，Krsh（2001）. 419f.を参照。

93） 斷諸愛欲恩好　　『平』（295b1）も同じ。『無』（275c10）では省かれている。「恩好」は，夫
婦・家族・友人などの間の愛情・よしみ・むつまじさ。訳注（六）注（125）を参照。

94） 長生阿彌陀佛國　　『平』（295b1f.）の高麗蔵再雕本・房山石経本は「長生無量清淨佛國」，そ
の他の諸本には「長生無量清淨國」（誤写）とある。『無』（275c10）では省かれている。
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なく95），また婬欲・怒り・愚かさもなく96），また憂いや嘆きもない。

（阿弥陀仏国は涅槃の境地に近い）

　阿弥陀仏国に生まれれば，一劫，十劫，百劫，千劫でも万億劫でも97），好きなだけ長

生きしてとどまることができる98）。無数劫でも，計り知れない劫でも99），好きなだけ長

生きすることができる100）。食べたかろうと食べまいと，思いのままで，（食べ物は）す

べて自然に（現われ），誰もがみな食べることができ101），涅槃の境地に近い102）。

（疑いをもつな）

　みなそれぞれ心の願いをひたすら追求しなさい103）。疑心や後悔を懐いてはならな

い104）。（阿弥陀仏国に）往生しようと欲するものは，その（疑心・後悔の）過失によっ

て105），阿弥陀仏国の端にある，自然の七宝でできた城で，五百年間処罰を受けないよ

95） 亦無有諸痛痒，亦無復有諸惡臭處，亦無復有勤苦　　『平』（295b2f.）の高麗蔵再雕本・房山
石経本は同じだが，その他の諸本には「……亦無復諸惡臭處……」とあって「有」が欠落して
いる。『無』（275c10）では省かれている。「痛痒」は注（74）参照。「臭處」は注（79）参照。

96） 亦無淫 ・瞋怒・愚癡，亦無有憂思愁毒　　『平』（295b3f.）の高麗蔵再雕本は同じだが，そ
の他の諸本には「亦無有……亦無復有」とある。『無』（275c10f.）では「無復貪・恚・愚癡・
苦惱之患」と変えられている。「淫 」は「婬 」「婬佚」とも書かれる。「憂思愁毒」は注
（70）参照。
97） 欲壽一劫・十劫・百劫・千劫・萬億劫　　『平』（295b4f.）の高麗蔵再雕本は同じだが，その
他の諸本には「……千劫・萬劫・億劫・萬億劫」とある。『無』（275c11f.）では「欲壽一劫・
百劫・千億萬劫（v.l. 千萬億劫）」と変えられている。

98） 自恣意欲住止　　高麗蔵再雕本・房山石経本・聖語蔵本などにはこうある。宋版などには
「……住上」とある（誤写）。『平』（295b5f.）には「自恣若意欲住止（v.l. 上）」とある。『無』
（275c12）では省かれている。「自恣意…」は「隨意…」と同じ意味をもつ古い表現。すぐ後に
は「恣若（←汝）隨意……」（313b19）とある。「住止」は「とどまる」という意味の同義字を
重ねた表現。Krsh（1998）. 606，Krsh（2001）. 369，Krsh（2010）当該項を参照。

99） 壽無央數劫・不可復計數劫　　『平』（295b6）の高麗蔵再雕本は同じだが，その他の諸本に
は「……・不可復數劫」とあって，「計」を欠く。『無』（275c12）では省かれている。

100）  恣若（←汝）隨意皆可得之　　『平』（295b6f.）の高麗蔵再雕本も「恣汝…」とあるが，そ
の他の諸本には「恣若…」とある。おそらく「恣若…」が本来的で，「恣汝…」は誤り。「恣若
隨意」で「おもうがままに」の意味。本経の「皆有自然萬種之物，百味飯食……比如第六天上
自然之物恣若自然，即皆隨意」（303c5f.），「恣若隨意所欲好喜」（305c3），「欲食不食，恣若其
意」（313b19f.）および訳注（三）注（96）を参照。『無』（275c12）では「自在隨意皆可得之」
と変えられている。

101）  欲食不食，恣若其意，都悉自然，皆可得之　　『平』（295b7f.）も同じ。『無』（275c12）で
は「無爲自然」と変えられているが，これでは何のことか分からない。本経には「所居舍宅・
被服・飮食都皆自然，皆如第六天王所居處」（301b5f.），「皆有自然萬種之物，百味飯食。意欲
有所得，即自然在前；所不用者，即自然去，比如第六天上自然之物，恣若自然，即皆隨意」
（303c5f.）という類似の表現がある。「恣若其意」は「隨意」と同義。前注参照。「都悉」は類
義字を重ねた表現。訳注（五）注（11），Krsh（2010）当該項を参照。

102）  次於泥 之道　　『平』（295b8）・『無』（275c12f.）も同じ。訳注（三）注（72）を参照。
「次」は「～に次ぐ，～より劣る」の意味であろう。訳注（六）注（70）参照。
103）  皆各自精明求索心所欲願　　『平』（295b8f.）は同じ。『無』（275c13）では「汝等宜各精進，
求心所願」と変えられている。「精明」は訳注（一）注（107）を参照。「欲願」は注（37）参照。

104）  勿得狐疑心中悔　　『平』（295b9）は同じ。『無』（275c13f.）では「無得疑惑中悔，（自爲過
咎）」と変えられている。「中悔」は訳注（六）注（36）参照。

105）  欲往生者，無得坐其過失　　『平』（295b9f.）は同じ。『無』（275c14）では「（無得疑惑中
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うにせよ106）。」

　阿逸菩薩は申し上げた107）。

「仏の厳格明確で重要な教えを頂きました108）。みなひたすら精進して，（教えの実現を）

追求します109）。これを実行致したく存じます110）。疑いなぞ懐くはずがありませ

ん111）。」

略号表
注で使用した略号は次の通り：
GH＝『故訓匯纂』宗福邦・陳世鐃・蕭海波主編，北京 2003（商務印書館）．
GHX＝『古代漢語虚詞詞典』中国社会科学院語言研究所古代漢語研究室編，北京1999（商務印書
館）．

HD＝『漢語大詞典』，全13冊，上海，1986‒1994（漢語大詞典出版社）．
Krsh （1998） = A Glossary of Dharmaraks

˙
a’s Translation of the Lotus Sutra 正法華經詞典, Seishi Karashima, 

 悔），自爲過咎」と変えられている。「坐」は「…によって，…のせいで」の意味。
HD.2.1040b（15），ZXYL.683f., Krsh（2010）当該項を参照。

106） 　在阿彌陀佛國界邊自然七寶城中， 五百歳　　『平』（295b10）には「在無量清淨佛國界邊
……」とある。『平』の高麗蔵再雕本は本経と同じく「 」とあるが，宋版・聖語蔵・房山石
経本などには「適」とある。「適」は「 」に通じる（GH.2310a参照）。『無』（275c14f.）では
「生彼邊地七寶宮殿，五百歳中受諸厄也」と変えられている。上に「悔過者小差少，無所復及，
其人壽命終盡，即往生阿彌陀佛國，不能得前至阿彌陀佛所，便道見阿彌陀佛國界邊自然七寶城
中，心便大歡喜，便止其城中，即於七寶水池蓮華中化生，則受身自然長大在城中，於是間五百
歳。」（310b5f.; 訳注［六］，p. 11）とあるのを参照。「國界」は「国」の意味。訳注（六）注
（46）参照。
107）  阿逸菩薩言　　『平』（295b11）は同じ。『無』（275c15）では「彌勒白佛（v.l. 佛言）」と変え
られている。

108）  受佛嚴明重教　　『平』（295b11f.）は同じ。『無』（275c15）では「受佛重誨」と変えられて
いる。本経の別の箇所で「受佛重教，請展轉相教，不敢違犯。」（316b21f.）とあるのを参照。
「嚴明」は「厳格にして明確な，厳格公正」の意味。HD.3.545bには『後漢書』などでの用例が
挙げられている。「重教」は辞書類に採られていない。

109）  皆當精進一心求索　　『平』（295b12）の高麗蔵再雕本は同じだが，他の諸本には「皆精進
求索」とある。『無』（275c16）では「專精修學」と変えられている。

110）  請奉行之　　『平』（295b12）は同じ。『無』（275c16）では「如教奉行」と変えられている。
「請」は古い用法で，話し相手に対して尊敬を示す。例えば『論語・顏淵』「子曰『非禮勿視，
非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動。』　顏淵曰『回雖不敏，請事斯語矣』」（回は賢くはありません
が，お言葉を実行致します）。」。また古訳・旧訳仏典にしばしば出る「請問」は「質問申し上
げます」の意味。GHX.434～435参照。

111）  不敢疑怠　　『平』（295b13）の高麗蔵再雕本は同じ。『平』の房山石経本は「不○○怠」と
二字欠落して不明だが，おそらく同じ読み。『平』の聖語蔵本には「不敢疑」，宋版などでは
「不敢孤疑」と変えられている。『無』（275c16）では「不敢有疑」と変えられている。「不敢」
は「はずがない」の意味。可能性がないことを示す。「疑怠」は辞書類にとられていないが，
同義字を重ねた表現。「疑う」の意味。古く「怠」は「殆」に通じ，「疑う」の意味になること
がある。HD.7.467b（4）には『公羊伝』での用例が引かれている。また支婁迦讖訳『道行般若
経』にも「汝設見，愼莫疑，愼莫怠。」（大正 8 巻，No.224，472a11）とあり，それを支謙は
「若所聞見，愼莫疑殆（v.l. 疑怠）。」と変えている（大正 8 巻，No.225『大明度経』，504c1）。
HD.8.514aには『史記』における「疑殆」（疑う）の例が引かれている。
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Tokyo 1998, The International Research Institute for Advanced Buddhology, Soka University （Bibliotheca 

Philologica et Philosophica Buddhica I）.
Krsh （2001） = A Glossary of Kumārajı̄va’s Translation of the Lotus Sutra 妙法蓮華經詞典, Seishi Karashima, 

Tokyo 2001, The International Research Institute for Advanced Buddhology, Soka University 

（Bibliotheca Philologica et Philosophica Buddhica IV）.
Krsh （2010） = A Glossary of Lokaks

˙
ema’s Translation of the As

˙
t
˙
asāhasrikā Prajñāpāramitā 道行般若經詞

典, Seishi Karashima, Tokyo 2010, The International Research Institute for Advanced Buddhology, Soka 

University （Bibliotheca Philologica et Philosophica Buddhica XI）.
Zhu＝朱慶之『佛典與中古漢語詞彙研究』，台北 1992（文津出版社）．
ZXYL＝董志翹・蔡鏡浩『中古虚詞語法例釋』，長春 1994（吉林教育出版社）．
『平』＝『無量清浄平等覚経』
『無』＝『無量寿経』
訳注（一）＝辛嶋静志「『大阿弥陀経』訳注（一）」『佛教大学総合研究所紀要』第 6 号（1999），

pp. 135‒150.
訳注（二）＝辛嶋静志「『大阿弥陀経』訳注（ 2 ）」『佛教大学総合研究所紀要』第 7 号（2000），

pp. 95‒104.
訳注（三）＝辛嶋静志「『大阿弥陀経』訳注（三）」『佛教大学総合研究所紀要』第 8 号（2001），

pp. 133‒146.
訳注（四）＝辛嶋静志「『大阿弥陀経』訳注（四）」『佛教大学総合研究所紀要』第10号（2003），

pp. 27‒34.
訳注（五）＝辛嶋静志「『大阿弥陀経』訳注（五）」『佛教大学総合研究所紀要』第11号（2004），

pp. 77‒96.
訳注（六）＝辛嶋静志「『大阿弥陀経』訳注（六）」『佛教大学総合研究所紀要』第12号（2005），

pp. 5‒20.
訳注（七）＝辛嶋静志「『大阿弥陀経』訳注（七）」『佛教大学総合研究所紀要』第13号（2006），

pp. 1‒11.
訳注（八）＝辛嶋静志「『大阿弥陀経』訳注（八）」『佛教大学総合研究所紀要』第14号（2007），

pp. 1‒17.
李 2004＝李維琦『佛經詞語匯釋』，長沙 2004（湖南師範大学出版社）．

（からしま　せいし　創価大学国際仏教学高等研究所）

2009年12月25日受理





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.12500
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


