
モンゴル人伝統学者による蔵訳経典の真偽判定

ダワードルジ プルブドルジ

1．モンゴル人によるチベット語文献

17世紀初期にモンゴルの地にチベット仏教のゲルク派が伝えられると多くの

モンゴル人が出家しチベット語を学び、チベット語訳経典やチベット人撰述の

仏教文献を通して仏教を理解するようになった。そして、数々のチベット語訳

経典がモンゴル語化されるが、実際はモンゴル語で読経されることはほとんど

なかった。当時のモンゴル人学僧らのチベット語の能力は非常に高く、彼らは

単に翻訳に限定されておらず、翻訳経典やチベット人撰述の文献に対して様々

な註釈書や批判書を著した。

また、モンゴル学者であるVladimirtsov、Heissigをはじめ、多くの学者

らの研究において、モンゴル人によるチベット語作品の数々が紹介され、現在

もその実体が徐々に明らかにされつつある。

第１回モンゴル学会において、20世紀に活躍していたモンゴル仏教の大思想

家でもあるゴンブドルジ（Gombodorj）氏は「モンゴル人が著作したチベッ

ト語作品について」という論文の中で、208人のモンゴル人僧によるチベット

語文献を紹介している。１)

また、2005年にビンバー（Byambaa）氏の著書２)によれば、この数は500人

に達しているという。これらの文献の多くは、現在モンゴル国中央図書館３)や

１） ） ” .1961

２）R.Byambaa，The Bibliographical Guide of Mongolian Writers in Tibetan Language
 

and Mongolian Translators,UB，2011

３）Publications of Mongolian Learned Lamas Published in Tibetan Language,Volume
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ロシア科学アカデミー東洋学研究所などの国内外の様々な研究所や図書館に保

管されている。

モンゴルの先学者たちが残した研究業績は、チベット本土においても名は高

くこれらの作品に基づいて学ぶ学問寺も出現し、モンゴル人学僧らの著作群を

チベットで出版し、チベット人がそれらの文献に対して様々な書評を著してい

る。

2．モンゴル人学僧が著作した「カンギュルの書評誌」

本発表では、カンギュル研究に欠かせない資料となる二種のカンギュルのシ

ュタク zhu dag（批評書）文献を紹介したい。この二種の作品は、19世紀に活

躍していたふたりのモンゴル出身の伝統仏教学者によって著作されたものであ

る。

これらの作品はチベット語によるものであり、一つ目は、中国・青海省出身

のスンパ・ケンポ・イシ パルジョル（Sum pa mkhan po Yeshes dpal’byor

1704-1788）によって著されたものであり、４)他方は、ハルハ・モンゴル出身の

シャドゥプ・ダンダル（bShad sgrub bsTan dar1835-1915）によって著作さ

れたものである。５)その他、ダムディンスレン・ガブジ（Damdinsuren
 

gabj1854-1943）著の bKa’’gyur rin po che’i bklags lung gnang skabs su nye
 

bar mkho ba’i kha skong chad pa bsno pa lhag pa bri ba sogs kyi shog grangs

と、19世紀に活躍していた青海省出身のセルトク・ロブサンツゥルテム

（gSer tog bLo bzang tshul’khrims）著 rGyal ba’i bKa’’gyur ro cog lung

1,The National Library of Mongolia,Ulaabaatar,2013.
４）Sum pa mkhan po Ye shes dPal’byor,gSung rab rnam dag chu’i dri ma gsal byed

 
nor bu ke ta ka zhes bya ba bzhugs so, Collected Works of Sum-pa-Mkhan-po,

Reproduced by Lokesh Cabdra from the original xylographs of Raghu Vira,Interna-

tional Academy of Indain Culture,New Delhi, 1979,Śata-pit・aka Series, Indo-Asian 
Literatures,pp.881-906.

５）bShad sgrub bsTan dar,dKa’’gyur zhus dag,gsung ’bum bShad sgrub bstan dar,

(Collected Works by 19th century Khalkha author Shedrub Tendar Ngarampa,

Includes his notes comparing various redactions of the Kangyur,probably connected
 

with the work on the Urga edition.),Sharada Rani,New Delhi,1982.
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rgyud sNar than dpar ma’i steng nas spel skabs su nye bar mkho ba’i hor
 

khongs bsabs tshul gyi brjed tho mdo tsam bzhugs so rgyab yig canと、20世

紀に活躍していたハルハ・モンゴル出身のズンドィ・オイドゥプ（Zundui
 

Oidob）著 bKa’’gyur dang bsTan ’gyur gyi zhus tho等の作品もカンギュル

研究の重要な資料である。

スンパ・ケンポは、著作の中でカンギュルに所収される非仏説といわれる文

献群と翻訳経典の訳語、訳文の誤りや不正な点を取り上げ、チベット人訳経僧

を強く批判している。一方、シャドゥプ・ダンダルの作品はデルゲ版やテンパ

ンマ写本カンギュルを底本として、ナルタン版や北京で出版された版本との対

照を行い、両版本の訳文・訳語の不足を付け加え誤りを正すなどの作業を行っ

ているが、スンパ・ケンポの作品のようにカンギュル所収の「非仏説」といわ

れるものに対して、触れていない。

本発表では、スンパ・ケンポが著した nor bu ke ta ka―詳しくは gSung
 

rab rnam dag chu’i dri ma sel byed nor bu ke ta ka//『清らかな教え、水

の汚れを取り除く“宝のケタカ”』という作品を取り上げたい。この著作は、

一般に nor bu ke ta kaと呼称される。nor buを和訳すると「宝珠、宝」、ke
 

ta kaとはサンスクリット語のketakaの音写であり、チベット語でdwangs
 

byed（清澄する、澄んでいて清らかにするもの）の意味である。以下は、当

作品を『ノルブ・ケタカ』と呼ぶことにしたい。

スンパ・ケンポが著した『仏教史』や『自伝』に関しては、福田洋一氏と石

濱裕美子氏等の研究の成果がある。６)

スンパ・ケンポの『自伝』によれば、彼は純粋なモンゴル人であり、父はオ

イラト族出身でドルジ・ダシ、母はジュンガル出身でダシツォの子として誕生

したという。スンパ・ケンポと呼ばれたのは、グンルンのそばにあるSum pa

村生まれのSum pa zhabs drungの転生者とされたためであるという。７)

６）福田洋一，石濱裕美子著 ―トゥカン『一切宗義』モンゴル章―，『四蔵仏教宗義研究』

第四巻，STUDIA TIBETICA No.11，1986.
７）―トゥカン『一切宗義』モンゴル章―，p.18
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3．スンパ・ケンポ著の『ノルブ・ケタカ』の構成要素

Ⅰ．mchod par dam bca’（供養の ）［p.882.1］

Ⅱ．zhu sgrig pa’i gsal byed（理由を述べる言葉）［p.882.1-884.5］

Ⅲ．bod kyi chos las dag ma dag gi khyad par’byed pa（チベットの法の中

から浄なるものと不浄なるものの違い）

Ⅲ．1．1．gsung rab yang dag（真実の教え）［884.5-887.4］

1．2．dag ma dag bsres pa las ltar snang ngos bzung ba（浄や不浄の

混入されたものの中から誤りを判別すること）［887.4-888.3］

Ⅲ．2．1．gzungs’dus su grags pa de ko sngar la las bka’’gyur gyi nang
 

nas kha ton dang rim gro la nye par mkho ba mdo dang sngags phran

’ga’zhig zung du blangs pa（以前にある人がカンギュルの中から読経

と祈禱に必要な経典とダラニをいくつかを付録として付加したものであ

る gzungs’dusと呼ばれているもの）［p.888.5-889.5］

Ⅲ．2．2．rgyud las blang ba（タントラの中から引き出したもの）

［p.889.5］

Ⅲ．2．3．ltar snang dang the tshom can（ 誤りのあるものと疑いあるも

の）［p.892.3-899.7］

Ⅲ．2．3．1．gsang sngags rnying ma’i gzhung（ニンマ派密教の文献）

［p.899.7-900.7］

Ⅲ．2．3．2．u rgyan padma la rdzun khag bkal pa sna tshogs（パドマ

に仮託したもの）［p.901.1-903.2］

Ⅲ．2．3．3．bon chos ni（ボン教の教え）［p.903.2-904.1］

Ⅳ．スンパ・ケンポによる、当作品の著述理由。［p.904.1-906.5］

Ⅴ．結語［p.906.6-7］

スンパ・ケンポは、作品の中で顕密の経典群はサンスクリット語からチベッ

ト語に翻訳されたが、その中には原典と大きく異なるものが多数存在すると指

摘している。彼はこの『ノルブ・ケタカ』を自身が80歳の時に、つまり1782に

― 20―

仏教学会紀要 第22号



著した、と作品の最後に綴っている。８)作品の冒頭は、

bden gsungs rgyal dang de’i bka’lung tshad ma la//’dud de rnam dag
 

gangs ri las byug ba’i//chu klung bod gyi ma dag btsag dmar chus//

rnyogs bgyis dwangs byed ’di longs//p.882

勝者の真実の教えと彼（その）の教えを規範徒とし、尊重して雪山から流

れた清らかな水は、チベットの不浄な泥水によって濁された（が、それ

を）浄化するためにこのケタカを使われたし。

という 文ではじまる。つづいて、

om・ med pa yi gsang sngags la//gyo can gyis ni om bcug pa//sngags
 

kyi nus pa nyams pa mthong //de bzhin swa’ha’hum pat sogs//yod pa
 

rnams la phri ba dang //med pa rnams la bsnan pa dang //gzhan yang
 

sngags kyi gnad rnams la//gyo can rnams kyis bcos pa yis//gsang
 

sngags dag gi nus pa rnams//nyams shing ’gyangs pa mang po
 

mthong //p.883

オムが存在しないマントラの中に、似非賢者によってオムが挿入されたか

ら、マントラの効能が低下するのが散見される。同様に、スゥワ・ハ・フ

ム・ペッなどはあるべき個所に入れなかったり、ないはずのところに付け

加えたり、その他にもマントラの重要な箇所等に、似非賢者たちによって

修正されているから、真言の効能が低下し薄められているのが多く見られ

る。

更に、

skyes bu rdzun mas sbyar ba yi//mdo rgyud tshad mar bzung mi bya//

nas//gzhan yang gsang sngags gsar rnying la’ng //bod kyis sbyar ba’i
 

rgyud sde mang //de’dra’i rang bzo’i mdo rgyud la//mkhas pas yid

８）ces gsung rab rnam dag chu dwangs la ma dag dri mas rnyogs pa sel byed legs bshad
 

nor bu ke da ka zhes pa ’di ni sum pa mkhan pos bshol bcas rang lo brgyad cu lon
 

pa’i chu sdag lo’i dpe zla’i yar tshes.....la dge sems..rnam par dag pas bkra shis rtse
 

khri ri khrong du sbyar ba’i yi ge ba ni kho bo’i nye gnas rig pa’i gnas la mig yangs
 

dar han rtsis ram pa dge legs bsam ’grub dang/par yig pa ni dpyod ldan dka’bcu
 

bstan pa dar rgyas so////
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brtan mi bya’o// p.883

嘘を言う者が著した、顕密（経典）に準拠すべきではない、その他新旧の

密教（経典）にも、チベットで著された密教書が多い、そのように（似非

賢者によって）偽造された顕密（文献）に対し、賢者は依拠しないのであ

る。

と記されており、チベット人仏教者の一部を強く批判した。

スンパ・ケンポの『自伝』の中に、ニンマ派文献を学ぶのを拒否していたと

いう記述が見られるのはそのような彼の言動に基づくものであろう。９)

周知の通り、カンギュルとは「仏の教えの訳」という意味を持ち、いわゆる

釈尊が説いた教えの集大成である。スンパ・ケンポはカンギュル所収の典籍群

の中には非仏説いわゆる偽経は少なからず存在し、その他 ボン教文献やチベ

ットの俗信仰になどに関する文献が多数収められていることを指摘し、それら

の文献をカンギュルに入れるべきではないと主張している。従来、チベット及

びモンゴル仏教界においてカンギュルは信仰の対象となっており、カンギュル

所収の経典すべてが「仏説」と考えられ、批判研究の対象にならなかったが、

西洋の学者によってはじめられたカンギュルの研究の成果により各写本や版本

カンギュルの実体が徐々に明らかにされてきている。

スンパ・ケンポは、作品のはじめにカンギュルの各目録が作成された年代や

制作者について詳細に記述している。彼はカンギュルの種々の目録の中からプ

トゥン・リンチェンドゥプ （Bu ston rin chen ’grub）が作成した目録10)とケ

ドゥプ・ジェー（mKhas’grub rje）が著した rGyud sde spyi’i rnam bzhag 11)と

いう作品は非常に優れており、信頼できるものである、と強調している。12)

９）―トゥカン『一切宗義』モンゴル章―，p.19

10）E.Obermiller,History of Buddhism by Bu ston,Part Ⅰ(1931),bDe bar gshegs pa’i
 

btsan pa’i gsal byed chos kyi ’byung gnas gsung rab rin po che’i mdzod ces bya ba,
11）rGyud sde spyi’i rnam par bzhag brgyas par bshad pa mKhas grub dge legs dpal

 
bzang pos mdzad pa bzhugs so//mKhas grub gyi gsung ’bum,Volume Nya,pp.443-

630.
12）bye brag tu snyigs dus kyi thams cad mkhyin ba Bu ston rin chen grub kyis dpyad

 
gsum gyis dag ther mdzad de rang nyid kyi...chos’byung gsun rab rin chen gter mdzod

 
du dkar chag gnang par the tshom ma mdzad pa rnams phal cher dang/rje mKhas

 
grub dge legs dpal bzang gi rgyud sde spyi rnams su rang lugs la mdo rgyud dang de
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ここで、プトゥン、ケドゥプ・ジェー、スンパ・ケンポ等の三法輪の配列順序

を見てみたい。

Ⅰ）プトゥンによる三法輪の配列順序13)

第一法輪（四諦の法輪を転じる経典）

Ⅰ．戒律類（’dul pa）

２．小乗経類（theg chung mdo）

３．末得経典類（ma rnyed pa）

第二法輪（無相の法輪を転じる経典）

４．般若経類（sher phyin）

第三法輪（勝義決択（了義）の法輪を転じる経典）

５．華厳経類（phal chen）

６．宝積経類（dkon brtsegs）

７．大乗諸経類（theg chen mdo）

８．廻向文・誓願文・吉祥 類（bsngo ba・bsmon lam・bkra shis）

９．末得経類（ma rnyed pa）

※（プトゥンは目録の中で密教経類を挙げていない）

Ⅱ）ケードゥプ・ジェによる三法輪の配列順序14)

第一法輪

１．小乗経典類（theg chung mdo）

２．戒律経類（’dul pa）

第二法輪

３．般若経類 （ sher phyin）

４．華厳経類（phal chen）

５．宝積経類（dkon brtsegs）

dag gi dkar chag ni yid rton pa’i gnas ’khrul pa med pa’o//p.887

13）西岡祖秀『プトゥン仏教史』第三章「訳経目録」,東京大学文学部・文化交流研究施設

研究紀要,第４号,1980

14）スンパ・ケンポが引用したものに基づく。Sum pa mkhan po Ye shes dPal ’byor,

gSung rab rnam dag chu’i dri ma gsal byed nor bu ke ta ka zhes bya ba bzhugs so,pp.
887-888,Śata-pit・aka Series,1979.
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第三法輪

６．如来蔵経（de bzhin gshegs pa）

※密教経類（rgyud）（三法輪の最後に密教経類を挙げている）

Ⅲ）スンパ・ケンポによる三法輪の配列順序15)

はじめに密教類を挙げ、つづけて第二法輪・第三法輪・第一法輪という順序

に成っている。

※密教経類（rgyud）

第二法輪

１．般若経類（sher phyin）

第三法輪

２．華厳経類（phal chen）

３．宝積経類（dkon brtsegs）

４．大乗経類（theg chen mdo）

第一法輪

５．戒律経類（’dul pa）

６．廻向文・誓願文・吉祥類（bsngo ba・bsmon lam・bkra shis）

上記の通りであり、各目録の三法輪の配列順序が異なっていることが確認でき

る。

スンパ・ケンポは、カンギュル所収の仏典の内、どれが釈尊の教えであるの

か、そしてどれがチベット人撰述の著作であるのかということについて検証し、

カンギュルの中から浄なるもの【仏説】と不浄【非仏説】なるものを区別し、

問題のある20数点以上の典籍を取り上げ、カンギュル所収の仏典の中にはサン

スクリット原典と異なるものが多く存在する他、ニンマ派文献やボン教文献16)

が多数混在していると、作品の中で繰り返して指摘し批判している。

例を挙げると、カンギュル所収の“gzungs ’dus”と呼ばれるものの中の浄

15）Sum-pa mkhan-po Ye-ses dpal-’byor,bPag bsam ljon bzang,Indo-Asian Iiteratures,

Volume8,New Delhi,1959.
16）ボン教は、一般的にチベットに仏教が導入される以前に土着宗教であったと見なされ、

ボン教固有のカンギュルとテンギュルが存在するが、その内容は十分に明らかにされてい

ない。
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なるものと不浄なるものや疑いのあるものを検討している。17)

更にスンパ・ケンポは、ウー・ツァン地方に広まった多くのカンギュル所収

のテルマの教え及びニンマ派文献について、以下のように記述している。

da ltar dbus gtsang du dar rgyas che pa’i rnying ma’i chos skor deng
 

sang gi bka’’gyur phal cher na yod pa’i po ti gsum du ci yod ’god pa/

gzhan ma dag pa dang som nyi can...chos min ngos bzung pa’o//p.888

現在のウー・ツァンに流布されたニンマ派の文献が今日の多くのカンギュ

ルに収録されている三巻に何があるのか。また不浄と不審なもの...法では

ないものを明らかにする。

phyis su bka’ma gter mar grags pa’ng mang du byung ba rnams so////

de’i nang nas phyis gyi gsang sngags rnying ma’i gzhung da lta’i bka’

’gyur phal cher na yod pa’i po ti gsum gyi nang du yod pa ni/theg pa
 

rim dgur grags pa’i gsum ste/de la de dgu ni a ti yo ga’i theg pa/de
 

bzhin du a nu yo ga/ma ha’yo ga/yo ga/u pa/kri ya/byang
 

sems/rang rgyal/nyang thos kyi theg pa rnams zer la/p.899

後に、テルマの教えとして有名のものが数多く現れたである。その中から

後のニンマ派の密教文献である三巻が今日の多くのカンギュルに収録され

でいる。その中に九乗の教判として有名な三つものがあり18)、その九乗に

は rzdos pa chen po atiyoga、lung anuyoga、bskyed pa mahayoga、

yoga、upa、kriya、bodhi-sattva、pratyekabuddha、sravakaなどが示

される。

プトゥンは、カンギュル・テンギュルの整理や編纂に深く関わり、旧ナルタ

ン・カンギュルを再度にわたって増訂を施した。彼は、ニンマ派の文献すなわ

ち「ニンマの十万タントラ」の三巻を、カンギュルに混入していないが、真偽

の判定に対して断定しておらず、校訂もしなかったという。19)

17）bka’’gyur las nyer mkho rnams zur du blangs pa’i gzungs ’dus su grags pa’i nang
 

gi dag ma dag the tshom can gyi khyad par ’byed pa/p.888

18）この教判は大きく三種に分けられる。①kha’thor ba’i tshul bu gsung pa，②kha gtam
 

pa’i tshul bu gsung pa，③rgyud rang gshug gi tshul bu bka’stsal ba.
19）金子英一「ニンマ派の埋蔵経典について」『疑経研究』昭和51年，p.373.
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ダライ・ラマ五世が著した、ニンマ派に関する作品の中でテルマに関する記

述が多く見られ、五世自身はニンマ派の教義が正しいと判断していたという。

しかし、ニンマ派文献またはテルマの教えなどに対して、チベットでは批判が

多くあり、真偽がつねに問題になってきた。20)

テルマの教えを近代の学者は偽経と見なしている。テルマ（gter ma）とは、

テルネェ（gter gnas）にあるテルカ（gter kha）とされているものを、発掘

者テルトン（gter ston）が発見したものであるとみなしテルマと呼ぶのであ

る。

また、mchu bzhiという経典は『プトゥン仏教史』にあるのだが、奥書に翻

訳に関する記録がなく、この経典に多くの賢者が疑問を抱いているという。ま

た、ケドゥプジェーも、「rdo rje mchu」「rdo rje lcags mchu」「lcags mchu
 

nag po」などは仏説ではないと、と指摘する。

トゥカン・チューキドルジ（Thu’u bkwan chos kyi rdo rje）が著した、

rGyal spyi’i bod kyi ris med choi brgyud mthun tshog 21)という作品の中にカ

ンギュルに関する記事は頻繁に見られ、彼はスンパ・ケンポ著の『ノルブ・ケ

タカ』を度々引用している。

また、モンゴル国出身のチベット学者フレル・バートル（Khurelbaatar）

氏は論文22)の中で『ノルブ・ケタカ』はカンギュル研究の貴重な資料であるこ

とを主張した。

スンパ・ケンポは、カンギュルの中に多く釈尊の教えがあるが、その中にイ

ンドのパンディタや行者の論典もないかを検証すべきである。また、マントラ

の中にもボン教とチベットの一般人の偽りの言葉や呪い（まじない）お祓い

（はらい）などの無意味な話が多く混ぜられ、中国・ウイグル語に似ているも

のやインド・ホル・チベットのどこにも存在しない言葉が混入されていること、

20）金子英一「ニンマ派の埋蔵経典について」p.378

21）Thu’u bkwan chos kyi rdo rje, rGyal spyi’i bod kyi ris med chos brgyud mthun
 

tshogs,The International Association of Non-sectarian Tibetan Religious Tradition,
［online］www.iantrt.org (参照2016-6-4)

22） , “ ”

Aria and Culture Studies,Volume69,2004.
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原典と異なるものが非常に多いと、強く批判している。

二種目の「シュタク」文献は、ハルハ・モンゴル出身のシャドゥプ・ダンダ

ルという人物によって著作された。彼は、ナルタン版、チョネ版、北京で版本

されたカンギュル群をデルゲ版及びギャンツェ・テンパンマ写本カンギュルを

使って精密な校訂作業を行い、ナルタン・チョネ・北京版所収の典籍の異同に

ついて取り上げている。

シャドゥプ・ダンダルの作品は、版本カンギュル所収の典籍群の中から問題

のある箇所を取り上げ、デルゲ版やテンパンマ写本を底本として、訳文や訳語

の不足を付け加え誤りを正すなどの作業を行っているが、スンパ・ケンポの作

品のようにカンギュル所収の「非仏説」といわれるものに対して、何も指摘し

ていない。23)

以上見てきたように、「シュタク」と称される文献類は、カンギュル研究の

極めて貴重な資料であることが再確認できる。現在、「シュタク」文献に関す

る研究は少なく、更なる研究が必要とされており、筆者は、今後の研究課題と

して両学者が著作した「シュタク」文献を自身の研究に結びつけていきたいと

考えている。

23）Nar thang bar ma’i (ka)dum gyi shog bu gya bzhi’i nyin ngo’i thig ’phreng ’dun
 

par/de bzhin gshegs pa zang zing med pa’i kham shes pa/zhes pa’i mjug tu/’gog pa/

zhes pa chad/yang shog bu de’i rgyab gzigs kyi thig ’phreng gsum par/gal te ro myang
 

ba med par rjes su lta bar gnas pa’am/zhes pa’i mjug tu/gal te nyes dmigs su rjes
 

su lta bar gnas pa’m/zhes pa chad/thig ’phreng bzhi par de bzhin gshegs pa zang zing
 

med pa’i khams shes pa ’gog/ces pa’i mjug tu/par ’gyur ba’i lam/ces pa chad/de
 

rnams ’i rjes ’brang dpe dag pa las bris//p.310

bShad sgrub bsTan dar/“ ” /gsung ’bum/bshad sgrub bstan
 

dar/(Collected Works by19th century Khalkha author Shedrub Tendar Ngarampa.

Includes his notes comparing various redactions of the Kangyur,probably connected
 

with the work on the Urga edition.)gsung ’bum/bshad sgrub bstan dar;1volume;
［234］p..W19357.Sharada Rani,New Delhi.1982.Block Print
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of Indain Culture,New Delhi, 1979,Śata-pit・aka Series,Indo-Asian Literatures,pp.881

-906.

― 28―

仏教学会紀要 第22号


