
ウダーナヴァルガのギルギット写本

松 田 和 信

〔抄 録〕

矢田修眞師およびスリナガルのSir Pratap Singh Museum所蔵のギルギット写本

コレクションから、ギルギット・バーミヤン第２型文字で書写された、一葉の表裏を

構成する樺皮写本断簡を取り上げ、それを梵文『ウダーナヴァルガ』第26章「涅槃の

章」に同定した上で、さらにその断簡が、二つのヴァージョンで存在したことが推定

されている『ウダーナヴァルガ』のテキスト伝承において、従来写本のほとんど知ら

れていなかったRecension 2に相当する写本断簡であることを示した。

キーワード ウダーナヴァルガ、ウダーナ、法句経、ギルギット写本、涅槃

まえがき

本年（2010年）６月下旬、浄土宗高徳寺（東京都港区北青山）の住職矢田修眞師より連絡が

あり、1986年に同師がラダックのレーとカシュミールのスリナガルで入手した樺皮写本の断簡

22点の写真提供を受けた。大部分はレーで購入されたものではあるが、元の所有者はギルギッ

ト在住の貿易業者であったとのことであり、書写に用いられた文字や写本のフォーマット等か

ら判断しても、いわゆる「ギルギット写本」の範疇に入るものと考えて差し支えない(１)。さ

らに同時に、スリナガルのSir Pratap Singh Museumにおいて、同師自身によって同じ1986

年に撮影された同類のギルギット写本の写真約200点の提供も受けた。写真には、ギルギッ

ト・バーミヤン第１型文字（６-７世紀）で書写されたほぼ完全な大乗経典の貝葉写本の束が

１点、さらに多数の樺皮写本の断簡が撮影されている。重複して撮影されている断簡も多いの

で、何点の断簡が撮影されているのか一概には言えないが、少なくとも200点以上の雑多なギ

ルギット写本の断簡が含まれているように見える。ただ大きなサイズの断簡は少なく、大部分

はギルギット・バーミヤン第２型文字（８世紀以降）で書写された樺皮写本の小さな断片であ

る。

スリナガルのSir Pratap Singh Museumが所蔵するギルギット写本については、フライブ
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ルク大学のオスカー・フォン・ヒニューバー教授によって出版されたギルギット写本の書誌情

報の中に、『法華経』１点、Sam･ghat･a-sutra３点、さらに Āryadharmaという暫定的なタイト

ルがつけられた経典の、計３種の大乗経典写本が紹介されている(２)。矢田修眞師によって撮

影された写本のうち、大乗経典の貝葉写本１点はヒニューバー教授によって Āryadharmaの

タイトルで紹介されているものであるが(３)、他の雑多な断簡類は、この時点ではヒニューバ

ー教授によっては同書の序文の中で多少触れられているだけである。なお同ミュージアムの写

本類は、1979年に同地を訪れた佛教大学の調査チームによっても撮影されている(４)。その時

撮影された写真に基づいて、Sam･ghat･a-sutraに対する研究と、写本のローマ字転写の一部が

真田康道教授によって公表されている(５)。さらに『法華経』の写本については調査チームの

一員であった並川孝儀教授によって研究されたが、ほぼ同時期にフォン・ヒニューバー教授が

写本の写真とローマ字転写を出版した(６)。筆者は並川教授より、教授が保管していた写真の

ゼロックスコピーを提供していただいたが、その中には矢田師の写真に含まれる断簡類も多く

見られる。ただ本稿で取り上げる断簡は佛教大学の写真には含まれていない。なお残念なこと

に、佛教大学の調査チームによって撮影された写真のオリジナルとそのネガフィルムが佛教大

学のいずこの部署あるいは研究室に現在保管されているのか明らかでない。また矢田師からは、

これらの写本類はその後カシュミール大学に移管されたと伺ったが、現在の保存状況について

筆者自身が正確な情報を得ているわけではない。

写本断簡のローマ字転写

本稿で取り上げる断簡は、矢田師のコレクション中の一葉、および矢田師から提供された写

真に含まれるSir Pratap Singh Museumの一葉である。これら２点はいずれも樺皮にギルギ

ット・バーミヤン第２型文字で書写され、ほぼ原形をとどめる一葉である。ただいずれも片面

の断簡である。一面は７行よりなる。樺皮写本は数枚の樺皮を貼り合わせて写本用紙とするが、

時間が経つと表（recto）と裏（verso）は容易に剥離する。書かれている内容と写本の外観か

ら判断して、この２点は、同一フォリオの表と裏である。矢田師所有の一葉には、向かって左

側の欄外に「177」の頁番号が記されている。ネパール・チベット系写本と異なり、ギルギッ

トを含む中央アジア系写本は表に頁番号を記すのが普通である。内容から見ても矢田師の一葉

が表、ミュージアムの一葉が裏である。写本の内容については、この断簡が梵文『ウダーナヴ

ァルガ（Udanavarga）』を書写した写本の一葉であることが判明した。ただ書かれている文

章はベルンハルトの校訂本で知らる『ウダーナヴァルガ』のテキストとは明らかに異なる。こ

れについては後で述べる。一葉が片面づつ二つに剥離して泣き別れとなり、表面は市中に出回

って矢田師に購入され、裏面はミュージアムの収蔵品となっているのである。以下にまず両面

のローマ字転写を提示する。なお誤写と思われる箇所については転写中に注記する。
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folio 177,recto (Yada Collection)

1 m agatigatir bhavati｜agatigatau satyam ayatyam･ cyutyupapado bhavaty ayatyam･

cyutyupapade sati｜evam ayatyam･ jatijaravyadhimaran･asokaparide-

2 vaduh･khadaurmanasyopayasas sam･bhavam･ty evam asya kevalasya mahato duh･kha-

skandhasya samudayo bhavati｜｜nisrite asati caritam･ na bhavati carite asa-

3 ti ratir (Ms. natir) na bhavati｜ratav (Ms. natav) asatyam･ prasrabdhir bhavati
 

prasrabdhau satyam agatigatir na bhavati｜agatigatav asatyam ayatyam･ cyutyupapado
 

na

4 bhavaty ayatyam･ cyutyupapade asati｜evam ayatyam･ jatijaravyadhimaran･asokapari-

devaduh･khadaurmanasyopa(ya)sa nirudhyam･te e-

5 vam asya ke［vala］sya mahato duh･khaskandhasya nirodho bhavati｜｜asti bhiks･avo

’jatam abhutam akr･tam asam･skr･tam asamutpannam ｜asti jatam･

6 bhutam･ kr･tam･ sam･［skr･t］am･［patitam･ pra］tıtyasamutpannam ｜｜no ce［d bhi］ks･avo

’jatam abhutam akr･tam (Ms. utpannam) asam･skr･tam asamutpannam･ bhaven naham･

(jatasya bhutasya kr･taysa)

7［sam･］(skr･tasya patita)sya pratıtyasamutpannasya nissaran･am astıti vadeyam ｜yas-

mat tarhi bhiks･avo’sty ajatam abhutam a(kr･tam asam･skr･tam asamutpannam･ tasma-)

verso (Sir Pratap Singh Museum Collection)

1 (j jatasya bhutasya)［kr･］tasya sam･skr･tasya patitasya pratıtyasamutpannasya
 

nissaran･am astıti vadami｜｜jatam･ bhutam･ samutpannam･ kr･tam･［sa］(m･skr･tam adhru-

vam ｜jaramara-)

2n･asam･gha［tam･ mos･adharma］(pra)［lo］panam ｜｜aharahetuprabhavam･ nalam･ tad abhi-

nanditum ｜tasya nissaran･am･ santam atarkavacaram･ padam (｜)nirodho duh･khadharma-

n･a(m･)sa(m･-)

3 skaropasa［mah･ su］kham ｜｜abhijanamy aham･ bhiks･avas tad ayatanam･ yatra na
 

pr･thivıpratis･t･hita napo na tejo na vayur nakasanantyayatanam･ na vi-

4 jnananantya［ya］(tanam･) nakim･［cany］ayatanam na naivasam･jnanasam･jnayatanam･

nayam･ loko na paraloko nobhau suryacandramasau (Ms.surya-)apratis･t･hitam a-

5nalam･banam eva tat ｜｜tatraham･ bhiks･avo nagatim･ vadami na gatim･ na sthitam･ na
 

cyutim･ nopapattim･ es･a evanto duh･khasya｜｜pr･thivıyatra apas ca tejo

6 vayu［r na］gahate｜［na ta］tra［sukl］a dyotante tamas tatra na vidyate｜na ta［tra
 

candra］ma bhati na cadityah･ prakasate｜yatas tam a［tman］a veda mauneyam･

brahman･o［mu-］
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7［ni］h･｜atha rupad arupac ca sarvaduh･khat pramucyate｜nis･t･hagato hy asam･trasıavi-

kanthıakaukr･tı｜acchetta bhavasalyanam antimo’sya samucchrayah･｜

テキストと和訳

この断簡一葉に含まれる梵文『ウダーナヴァルガ』の文章は、ベルンハルトによる校訂本で

言えば、第26章「涅槃の章（Nirvan･avarga）」の第20 より第28 に対応する。ただしこの

断簡では、第20 、21 、24 、25 に相当するウダーナは韻文ではなく、散文で現れる。数

としては、この一葉には６項目のウダーナの句が含まれる。仮にそれらをudana-Aから

udana-Fに分け、対応するベルンハルト本『ウダーナヴァルガ』の 番号、さらにパーリ語

の三蔵に含まれる『ウダーナ』『イティブッタカ』『法句経』に対応箇所がある場合は、それが

韻文（verse）であるか散文（prose）であるかを示してテキストを再構成し、和訳と必要最小

限の注解を加える。テキストの再構成にあたっては、句読点を内容から判断して取捨した。さ

らにサンディ規則等も読解に影響を与えない範囲である程度は正規形に改めたが、写本の語形

をそのまま残した部分も多い。転写中に用いた括弧のうち、鉤括弧（部分的に欠損した文字の

推定）および一音節あるいは一文字のみに用いた丸括弧（写本の破損等によって失われた文字

の想定）は削除した。

udana-A (prose) Udanavarga 26.20,Pali Udana VIII.4 (prose)

(nisrite sati calitam･ bhavati｜calite sati ratir bhavati｜ratau satyam･ na prasrabdhir
 

bhavati｜prasrabdhav asatya)(r1)m agatigatir bhavati｜agatigatau satyam ayatyam･ cyu-

tyupapado bhavati｜ayatyam･ cyutyupapade saty evam ayatyam･ jatijaravyadhimaran･a-

sokaparide(r2)vaduh･khadaurmanasyopayasas sam･bhavanti｜evam asya kevalasya ma-

hato duh･khaskandhasya samudayo bhavati｜｜nisrite asati calitam･ na bhavati｜calite
 

asa(r3)ti ratir na bhavati｜ratav asatyam･ prasrabdhir bhavati｜prasrabdhau satyam
 

agatigatir na bhavati｜agatigatav asatyam ayatyam･ cyutyupapado na (r4) bhavaty
 

ayatyam･ cyutyupapade asati｜evam ayatyam･ jatijaravyadhimaran･asokaparidevaduh･kha-

daurmanasyopayasa nirudhyante e(r5)vam asya kevalasya mahato duh･khaskandhasya
 

nirodho bhavati｜｜

（依存するものがあれば、動揺がある。動揺があれば、愛著がある。愛著があれば、安らぎ

がない。安らぎがなければ、）来ること（agati）や行くこと（gati）がある。来ることや行く

ことがあれば、将来（ayati）、死ぬこと（cyuti）や生まれること（upapada）がある。将来、

死ぬことや生まれることがあれば、すなわち将来、生、老、病、死、憂い、悲しみ、苦しみ、

悩み、不安が生じる。このようにして、あらゆる苦しみの大きな集まりが生じるのである。依
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存するもの（nisrita）がなければ、動揺（calita）はない。動揺がなければ、愛著（rati）は

ない。愛著がなければ、安らぎ（prasrabdhi 軽安）がある。安らぎがあれば、来ることや行

くことがない。来ることや行くことがなければ、将来、死ぬことや生まれることがない。将来、

死ぬことや生まれることがなければ、すなわち将来、生、老、病、死、憂い、悲しみ、苦しみ、

悩み、不安が消滅する。このようにして、あらゆる苦しみの大きな集まりが消滅する。

注解 断簡から回収される最初のウダーナである。前のフォリオから続く文章を想定して補っ

た。後半は前半の逆を言ったものであるから想定は容易である。対応するパーリ語の『ウダー

ナ』と同様、このウダーナは散文で綴られる。ただしパーリ語ヴァージョンの方が文章は簡素

である(７)。チベット語訳も散文であり、梵文と完全に一致する(８)。現行ベルンハルト本の第

26章20 (９)はこの散文ウダーナを韻文に作り替えたものであり、その逆は考えられない。つ

まり、散文の方が古形を伝えているのである。古バージョンを伝えるスバシ写本でも、この部

分は断片的に残存しているが、韻文ではなく散文で現れる(10)。なお文中の「動揺（calita-）」

は、想定部分も含めて４度現れるが、写本に現れる二箇所は、どちらもcarita-と書写されて

いる。パーリ語ヴァージョン、ベルンハルト本、スバシ写本のいずれもcalita-とする。ただ

しチベット語訳（spyod pa）から推定される原語はcarita-である(11)。これは誤写ではなく、

この系統の写本ではcarita-と伝承されていたと思われる。ただ、梵文テキストとしては他の

資料にあるようなcalita-が正しいと思われる。ここでは写本を訂正した。

udana-B (prose) Udanavarga 26.21,Pali Udana VIII.3 (prose)

asti bhiks･avo ’jatam abhutam akr･tam asam･skr･tam asamutpannam｜asti jatam･ (r6)

bhutam･ kr･tam･ sam･skr･tam･ patitam･ pratıtyasamutpannam｜｜no ced bhiks･avo’jatam abhu-

tam akr･tam asam･skr･tam asamutpannam･ bhaven naham･ (jatasya bhutasya kr･tasya) (r7)

sam･(skr･tasya patita)sya pratıtyasamutpannasya nih･saran･am astıti vadeyam｜yasmat
 

tarhi bhiks･avo ’sty ajatam abhutam a(kr･tam asam･skr･tam asamutpannam･ tasma(v1)j
 

jatasya bhutasya) kr･tasya sam･skr･tasya patitasya pratıtyasamutpannasya nih･saran･am
 

astıti vadami｜｜

比丘たちよ、生じた（jata）のではないもの、現れた（bhuta）のではないもの、作られた

（kr･ta）のではないもの、形成された（sam･skr･ta）のではないもの、生起した（samutpan-

na）のではないものがある。〔さらに一方〕生じたもの、現れたもの、作られたもの、形成さ

れたもの、起こったもの、縁起したものがある。比丘たちよ、もし生じたのではないもの、現

れたのではないもの、作られたのではないもの、形成されたのではないもの、生起したのでは

ないものがないならば、『生じたもの、現れたもの、作られたもの、形成されたもの、起こっ

たもの（patita）、縁起したもの（pratıtyasamutpanna）を離れること（nih･saran･a 出離）が
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ある』と私は説かないであろう。ところが比丘たちよ、生じたのではないもの、現れたのでは

ないもの、作られたのではないもの、形成されたのではないもの、生起したのではないものが

あるから、だから『生じたもの、現れたもの、作られたもの、形成されたもの、起こったもの、

縁起したものを離れることがある』と私は説く。

注解 このウダーナも散文で綴られている。チベット語訳も同じ(12)。パーリ語ヴァージョン

も同様である(13)。スバシ写本も、この部分は断片的にしか回収されていないが、散文であ

る(14)。ハンブルク大学のシュミットハウゼン教授によって、このウダーナと同文の経文が

『 伽師地論』の本地分「無余依地」に引用されることが指摘され、未出版の『 伽論』写本

からテキストが回収されたが(15)、その後、同教授によって本地分の有余依・無余依地全体の

校訂テキストが出版されている(16)。ベルンハルト本では、Aと同様、韻文に改作されて現れ

る(17)。このウダーナＢも古いバージョンを伝えているのである。なお文中の「起こったもの

（patita）」の語は、この断簡とチベット語訳のみに現れ、他の資料には見られない(18)。

udana-C (verse) Udanavarga 26.22-23,Pali Itivuttaka 43(verse)

jatam･ bhutam･ samutpannam･ kr･tam･ sa(m･skr･tam adhruvam｜

jaramara)(v2)n･asam･ghatam･ mos･adharma(pra)lopanam｜

aharahetuprabhavam･ nalam･ tad abhinanditum｜｜(22)

tasya nih･saran･am･ santam atarkavacaram･ padam｜

nirodho duh･khadharman･am･ sam･(v3)skaropasamah･ sukham｜｜(23)

生じたもの、現れたもの、生起したもの、作られたもの、常住ではないもの（adhruva）、

老いと死が積み重なった（sam･ghata）もの、迷妄（mos･a）を性質（dharma）として壊滅す

るもの（pralopana）、食物（ahara）を原因（hetu）として生じるもの、その〔ようなもの〕

は楽しむに適さない。その〔ようなもの〕を離れること（nih･saran･a）は、思弁の領域（tar-

kavacara）を離れた寂静なる境地（pada）であり、苦しみを性質とするものの滅尽であり、

形成作用（sam･skara）の寂滅であり、安楽である。

注解 このウダーナはベルンハルト本と同様に韻文二 で綴られている(19)。チベット語訳も

同様に韻文二 で訳されている(20)。パーリ語の『ウダーナ』にはこれら二 は存在せず、全

同ではないが、パーリ語の『イティブッタカ（Itivuttaka）』43において、先のウダーナＢと同

じ散文に続いて二 が現れる(21)。第22 の pada eに見られるaharahetu-に対応する語は、

ベルンハルト本ではaharanetrı-と校訂されている。『イティブッタカ』もベルンハルト本と

同じで、この断簡には一致しない。ただ意味としては、aharanetrı-は理解困難であるが、こ

こに見られる一連の語は、苦なる人間存在を表現したものであるから、aharahetu-の方は理
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解し易い(22)。

これら二つのウダーナの がパーリ語の『ウダーナ』の中に存在せず、『イティブッタカ』

の方に含まれていることから類推されるのは、説一切有部教団が伝承したと推定され、その後

失われた梵文『ウダーナ』には、この二 がウダーナの句として含まれ、逆に同じ説一切有部

教団の伝承した『イティブッタカ』（梵文では Ityuktakaあるいは Itivr･ttaka）には、この二

が存在しなかったことを物語っているのではないか。説一切有部教団では、これら二 が『ウ

ダーナ』の方に含まれていたことから、後に『ウダーナヴァルガ』の編纂にあたってその中に

組み込まれたのであろう。説一切有部教団ヴァージョン『イティブッタカ』の漢訳と見なされ

る『本事経』（大正765）では、二 に対応する は見られないようであり、筆者の推定を補強

しているように思われる。説一切有部教団の三蔵では、最初から『法句経』と『ウダーナ』が

個別には伝承されず、『ウダーナヴァルガ』のみが伝承されたということではないであろう。

udana-D (prose) Udanavarga 26.24-25,Pali Udana VIII.1 (prose)

abhijanamy aham･ bhiks･avas tad ayatanam･ yatra na pr･thivıpratis･t･hita napo na tejo na
 

vayur nakasanantyayatanam･ na vi(v4)jnananantyaya(tanam･) nakim･canyayatanam na
 

naivasam･jnanasam･jnayatanam･ nayam･ loko na paraloko nobhau suryacandramasau
 

apratis･t･hitam a(v5)nalambanam eva tat｜｜tatraham･ bhiks･avo nagatim･ vadami na gatim･

na sthitam･ na cyutim･ nopapattim･ es･a evanto duh･khasya｜｜

比丘たちよ、私はその場所（ayatana）を知っている。そこには支えとなる（pratis･t･hita）

地面（pr･thivı）もなく、水もなく、火もなく、風もなく、空無辺処もなく、識無辺処もなく、

無所有処もなく、非想非非想処もなく、この世（ayam･ lokah･）もなく、あの世（paraloka）

もなく、太陽も月もなく、まさにそこは〔何かに〕支えられているところではなく

（apratis･t･hita）、寄りかかられているところでもない（analambana）。ここで比丘たちよ、

私は〔そこに〕来ることも説かず、行くことも、留まることも、死ぬことも、生まれることも

〔説か〕ない。それこそが苦しみの終わり（anta）である。

注解 パーリ語の『ウダーナ』では第８章の最初のウダーナで、パーリ語でも散文で綴られて

いる(23)。チベット語訳も散文で、これに完全に一致する(24)。ベルンハルト本は同内容を二つ

の に作り替えている(25)。このウダーナについても、Ａ、Ｂと同様、断簡から回収される散

文ウダーナの方が古形を伝えていると思われる。

udana-E (verse) Udanavarga 26.26-27,Pali Udana I.10(verse)

pr･thivıyatra apas ca tejo (v6)vayur na gahate｜

na tatra sukla dyotante tamas tatra na vidyate｜｜(26)

―23―

佛教大学 仏教学部論集 第95号（2011年３月)



na tatra candrama bhati na cadityah･ prakasate｜

yatas tam atmana veda mauneyam･ brahman･o mu(v7)nih･｜

atha rupad arupac ca sarvaduh･khat pramucyate｜｜(27)

地面も水も火も風も入ってこないところ、そこでは明るい〔光も〕輝かず、そこには暗闇も

ない。そこでは月も照らさず、太陽も輝かない。聖者（muni）である婆羅門（brahman･a）は、

聖者たること（mauneya）を自ら知り、形あるものから、形なきものから、すべての苦しみ

から解放される。

注解 このウダーナはベルンハルト本と同様に韻文二 で綴られている(26)。チベット語訳も

同じ韻文で訳されている(27)。パーリ語『ウダーナ』1.10でもこれら二 が連続して韻文で現

れる(28)。ウダーナＣの場合と事情は似ているが、これら二 は説一切有部教団の『ウダーナ』

でも韻文で綴られていたのであろう。ウダーナＤと同様、このウダーナの内容は、ニルヴァー

ナ（涅槃）を何らかの空間的なものに擬して描いたものであることは容易に理解できるが、問

題は27 の pada c, dである。写本では確かに上記テキストのように読めるが、特にpada c

については、ベルンハルト本はyatha tv ihatmana vettiと校訂し、パーリ語『ウダーナ』も

yada ca attan’avediとあって、この断簡とは一致しない。ただベルンハルトが校訂に用いた

写本の中にはyatas ca atmana ved［a］という、この断簡に似た読みを伝える写本もある(29)。

ただ、この断簡のみに見られる男性形対格の tamが何を指しているのか理解しがたい。現時

点でこれは筆者には解決できない問題であり、ここでは tamは訳していない。この語を含む

pada c, dの内容は難しく、上記の和訳は現時点での暫定的な翻訳であることを述べておきたい。

udana-F (verse) Udanavarga 26.28,Pali Dhammapada 351
 

nis･t･hagato hy asam･trasıavikanthıakaukr･tı｜

acchetta bhavasalyanam antimo’sya samucchrayah･｜｜(28)

究極に到達し（nis･t･hagata）、恐れるものなく（asam･trasin）、驕慢もなく（avikanthin）、

後悔もなく（akaukr･tin）、生存（bhava）の矢を断ち切った人（acchettr･）、彼にとっては

〔これがもはや輪廻しない〕最後のからだ（samucchraya）である。

注解 ウダーナＦは断簡から回収される最後のウダーナである(30)。ベルンハルト本と同様に

韻文で綴られている。チベット語訳も同様(31)。パーリ語の三蔵では、これに対応する句は

『ウダーナ』ではなく、『法句経』に見られる(32)。説一切有部教団が伝承した三蔵では、パー

リ語の三蔵と異なり、この は『法句経』ではなく、『ウダーナ』の方に含まれていたのであ

ろう。
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二つのヴァージョン

全体で33章より構成される『ウダーナヴァルガ』は、『法句経』と『ウダーナ』が説一切有

部教団（あるいは根本説一切有部教団）において編集され、一書とされたものと見なされてい

る(33)。さらに東京外国語大学の中谷英明教授が示唆したように、そのうち第26章から33章の

末尾８章は専ら『ウダーナ』に由来するようである(34)。本稿で紹介した一葉は、第26章「涅

槃の章」に対応する断簡であるから、その内容の出自は『ウダーナ』に求めることができると

言ってよい。ただこの断簡は、失われた梵文『ウダーナ』の断簡ではなく、梵文『ウダーナヴ

ァルガ』の断簡である。パーリ語の『ウダーナ』のように、ウダーナの句に先立つ因縁物語は

見られず、散文、韻文にかかわらず、すべてウダーナの句のみで構成されている。さらにこの

一葉の頁番号は177である。この頁番号からも、もし残っていたとしたら、本写本が『ウダー

ナヴァルガ』全体を書写した写本であったことが容易に推定されよう。しかし本稿で紹介した

ように、ベルンハルト校訂本の梵文『ウダーナヴァルガ』が全編韻文で綴られているのに対し

て、この一葉の断簡に含まれるウダーナの句の過半は散文で記されている。これはパーリ語の

『ウダーナ』の対応部分と一致する。この断簡の中で散文で現れるウダーナの句は、パーリ語

の『ウダーナ』でも散文で綴られているのである。

かつてシュミットハウゼン教授によって明らかにされたように、梵文『ウダーナヴァルガ』

には、原初的な古いバージョンに加えて、新たな二つのヴァージョンが存在した(35)。古いバ

ージョンから展開して、全編が韻文で綴られた、東トルキスタンの説一切有部教団に伝承され

たヴァージョン（Rezension 1, Recension 1）、もう一つは、古いバージョンを引き継ぎ、チ

ベット語訳に一致し、部分的に『 伽師地論』等に引用され、根本説一切有部教団が伝承した

ヴァージョン（Rezension 2, Recension 2）である。後者は専らガンダーラやカシュミールに

伝承されたものであるらしい。中国領中央アジアの東トルキスタンを中心とする地域から多く

出土する写本類に基づいたベルンハルト校訂本は、このうちの Recension 1の諸写本を底本

として校訂された梵文テキストである。これに対し、本稿で取り上げた一葉はチベット語訳に

一致し、さらにシュミットハウゼン教授が紹介する『 伽師地論』における引用にも一致する。

しかもそれらはパーリ語の『ウダーナ』と同様、散文でウダーナの句が現れる。また二つのヴ

ァージョンに先立つ古バージョンの写本、そのような写本のひとつと見なされる『ウダーナヴ

ァルガ』のスバシ写本も、第26章「涅槃の章」は完全には回収されていないが、この断簡に対

応する部分では、散文でウダーナの句が現れる。以上のような事実から、この写本断簡が属す

る『ウダーナヴァルガ』は、ベルンハルトの校訂出版したRecension 1の断簡ではなく、古

い伝承を伝え、今ではわずかな梵文写本の断片だけが残り、チベット語訳あるいは他の文献に

おける引用でしか知られていなかったRecension 2の断簡であると結論づけられる。たった

一葉の断簡ではあるが、『ウダーナヴァルガ』の成立過程、あるいは古いバージョンのテキス
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ト伝承を考察する上で重要な資料である。

〔付記〕

矢田修眞師より資料提供を受けてから時間的余裕がなく、本稿では断簡に含まれる各ウダーナに

ついて、漢訳に残る関連資料の細部、あるいは『ウダーナヴァルガ』をめぐる内外の研究成果の詳

細にまで目を通すことができなかった。また短時間では内容的に解決できない点も一部残されてい

るが、矢田師が所有するギルギット写本断簡類の重要性の一端は本稿で明らかにすることができた

と思う。貴重な資料を提供いただいた矢田修眞師には本稿を借りてあらためて御礼申し上げたい。

提供していただいた他の断簡については、今後機会があれば紹介してゆきたいと考えている。
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⑺ nissitassa ca calitam･,anissitassa calitam･ n’atthi,calite asati passaddhi,passaddhiya sati
 

rati na hoti, ratiya asati agatigati na hoti, agatigatiya asati cutupapato na hoti,

cutupapate asati n’ev’idha na huram･ na ubhayamantare, es’ev’anto dukkhassa ’ti.

(PTS ed.,p.81,ll.6-10)以下パーリ語テキストについてはすべてPTS版を用いる。
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ト本とヴァージョンが異なることが推定されるため、ウダーナの番号はベルンハルト本の 番
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atthi bhikkhave ajatam･ abhutam･ akatam･ asam･khatam･, no ce tam･ bhikkhave abhavissa
 

ajatam･ abhutam･ akatam･ asan
･
khatam･, na yidha jatassa bhutassa katassa san

･
khatassa
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nissaran･am･ pannayetha. yasma ca kho bhikkhave atthi ajatam･ abhutam･ akatam･
asan

･
khatam･,tasma jatassa bhutassa katassa san

･
khatassa nissaran･am･ pannayatı’ti.(p.80,

l.23-81,l.3) これと同文は Itivuttaka,43(p.37)にも現れる。

中谷英明［1987］Tome I,pp.75-76,［1988］pp.259-260.

Schmithausen［1970］p.77.

Schmithausen［1991］特にp.706参照。
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すると思われる。
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jaramaran･asam･ghatam･ mos･adharmapralopanam｜aharanetrıprabhavam･ nalam tad abhi-

nanditum｜｜26.22｜｜ tasya nih･saranam･ santam atarkavacaram･ padam･ ｜ nirodho
 

duh･khadharman･am･ sam･skaropasamam･ sukham｜｜26.23｜｜

Zongtse［1990］pp.265-266,Nos.26-27に対応。

jatam･ bhutam･ samuppannam･ katam･ san
･
khatam addhuvam･｜jaramaran･asan

･
khatam･

roganıl･am･ pabhan
･
gun･am･ ｜ aharanettippabhavam･ nalam･ tad abhinantitum･ ｜｜ tassa

 
nissaran･am･ santam･ atakkavacaram･ dhuvam･｜ajatam･ asamuppannam･ asokam･ virajam･
padam･｜nirodho dukkhadhammanam･ san

･
kharupasamo sukho ti｜｜(pp.37-38)

中村元［1978］348頁、注22は、チベット語訳で rgyudと訳されていること、『ウダーナヴァル

ガ』の漢訳『法集要頌経』では「因縁」と訳されていること（大正４巻791a13）を指摘して、

「原因」という理解を示唆する。確かに漢訳からはこの部分がhetu（原因）であったことが推

測されるが、そもそもhetuのチベット語訳は rgyuではあっても、rgyudではない。ただ

Udanavarga-vivaran･aのチベット語訳では、この部分は rgyuと訳されている。Balk［1984］

Vol.II,p.720,l.33.

atthi bhikkhave tad ayatanam･, yattha n’eva pat･havına apo na tejo na vayo na 
akasanancayatanam･ na vinnan･anancayatanam･ na akincannayatanam･ na nevasannanasan-

nayatanam･ n’ayam･ loko na paraloko ubho candimasuriya, tad amham･ bhikkhave n’eva
 

agatim･ vadami na gatim･ na t･hitim･ na cutim･ na upapattim･, appatit･t･ham･ appavattam･
anaramman･am eva tam･,es’ev’anto dukkhassa’ti.(p.80,ll.10-16)

Zongtse［1990］pp.266-267,Nos.28-30に対応。

Bernhard［1965］p. 329, abhijanamy aham･ sthanam･ yatra bhutam･ na vidyate｜nakasam･
na ca vijnanam･ na suryas candrama na ca｜｜26.24｜｜naivagatir na ca gatir nopapattis

cyutir na ca｜apratis･t･ham analambam･ duh･khantah･ sa nirucyate｜｜26.25｜｜

Bernhard［1965］p. 330, yatra napo na pr･thivıtejo vayur na gahate｜na tatra sukla

dyotanti tamas tatra na vidyate｜｜26.26｜｜na tatra candrama bhati nadityo vai pra-

kasyate｜yatha tv ihatmana vetti munir mauneyam atmanah･｜atha rupad arupac ca 
sarvaduh･khat pramucyate｜｜26.27｜｜

Zongtse［1990］p.268,Nos.31-32に対応。

yattha apo ca pat･havıtejo vayo na gadhati,na tattha sukka jotanti adicco na ppakasati,

na tattha candima bhati tamo tattha na vijjati. yada ca attan’avedi muni monena
 

brahman･o,atha rupa arupa ca sukkhadukkha pamuccatıti.(p.9,ll.4-8）

Bernhard［1965］p.330,Var.lect.,27c,EC44.

Bernhard［1965］p. 330, nis･t･hagato hy asam･trasına vikanthına kaukr･tih･｜acchetta

bhavasalyanam antimo’sya samucchrayah･｜｜26.28｜｜

Zongtse［1990］p.268,No.33に対応。

Hinuber, Norman［2003］p.99, nit･t･han
･
gato asantası vıtatan･ho anan

･
gan･o, acchidda
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bhavasallani antimo’yam･ samussayo.

Bernhard［1969］この論文については、2010年４月より佛教大学に研究員として滞在し、現在

はカリフォルニア大学バークレー校のステファン・バウムス（Stefan Baums）博士に『ウダ

ーナヴァルガ』のテキスト伝承を巡る諸問題とともに御教示を得た。御礼申し上げる。

中谷英明［1973］

Schmithausen［1970］さらに榎本文雄［1980］も参照。

（まつだ かずのぶ 仏教学科）

2010年10月12日受理

追記 初稿を待つ間、本稿中の写本断簡のローマ字転写および梵文テキスト部分を切り取り、

矢田師のコレクション22点のカラー写真の複写も添えて、筆者の関係するヨーロッパと米国の

研究者たちの回覧に付しておいた。すると独ゲッチンゲン大学のクラウス・ヴィレー（Klaus
 

Wille）博士より12月15日付のメールで重要な情報が寄せられた。博士は今月（12月）の初旬、

ドイツの中亜探検隊が将来したトルファン（トルキスタン）出土写本の調査のため、ベルリン

の科学アカデミーで１週間を過ごしたが、同アカデミーに保存されている故チャンドラバー

ル・トリパティー（Chandrabhal Tripathi）博士によって1982年にスリナガルのSir Pratap
 

Singh Museumで撮影された多数の写本写真を、かつては不完全な形の複写では入手してい

たが、今回は完全な形で入手したという。本稿の注３でも触れたベルリンのトリパティー博士

は、トルファン写本に含まれる『雑阿含』の「因縁相応篇（Nidana-sam･yukta)」や、ギルギ

ット写本に含まれる『増一阿含』の梵文断簡テキストを校訂出版（前者は1962年、後者は1995

年）した研究者として我が国では知られている。ヴィレー博士の情報によると、今回入手した

それらの写真を眺めているうちに、本稿で紹介した『ウダーナヴァルガ』の断簡一葉の裏面

(verso）だけでなく、矢田師のコレクションに含まれる表面 (recto）の写真もその中に存在す

ることを発見したというのである。さらにそれから数日後に届いたメールでは、矢田氏のコレ

クション22点のうち、他の13点もベルリンに保存されている写真の中に撮影されていることが

判明したという。ヴィレー博士によると、トリパティー博士は1982年の後、1987年にも再び

Sir Pratap Singh Museumを訪れて調査を行っているが、２回の調査の後、いずれも短い調

査報告書（未公表）が作成されている。ヴィレー博士からは、これらの報告書２点（1982年は

英文で、1987年は独文で）も複写をメールに添付して送られてきたが、1987年の報告書では、

1982年の調査の時には存在していた断簡約30点が1987年の時点では見当たらなくなっているこ

とが述べられている。これらの情報から推定されることは、矢田師のコレクション22点の過半

は、1982年のトリパティー博士の訪問以降にミュージアムから何らかの事情で流出して市中に

出回り、最終的にラダックのレーあるいはスリナガルで1986年に矢田師によって購入されたミ

ュージアムの旧蔵品であったということである。

さらに本稿の内容に関わることであるが、トリパティー博士の撮影した写真は文献撮影に適
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した硬度の高いモノクロームフィルムが使用されているようで、筆者が矢田師から提供された

カラー写真では不鮮明な部分の読みを一部修正することができる。裏面１行目の最初の文字は

矢田師の写真ではつぶれて全く読めないが、モノクローム写真では、そこに子音のｐおよびそ

の前後の子音の一部が見える。従って、本稿中の筆者のローマ字転写は、その部分を表面７行

目の最後の部分と併せて、以下のように修正する必要がある。

r7...asamu-)

v1［t］p(an)［n］(am･ tasmaj jatasya bhutasya)...

この修正は、ヴィレー博士の指摘と、この部分を含むモノクローム写真の複写を博士に送って

いただいて明らかになったことである。ただし、これは破損等によって失われた文字列をどの

ように復元するかの問題であり、破損により、あるいは矢田師撮影の写真からは読めない部分

を想定して補った本稿中の校訂テキストについては、この箇所の文章自体を訂正する必要はな

い。なおヴィレー博士によると、ベルリンに保存されている写真に付されたメモ等からは、ト

リパティー博士によってこの一葉がすでに『ウダーナヴァルガ』に同定されていた形跡は見ら

れないという。貴重な情報を寄せていただくとともに、一般には未公表の資料を提供していた

だいたヴィレー博士に御礼申し上げたい。

（2010年12月24日)
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