
チベット訳『宝篋経』―和訳と訳注（４-１)

五 島 清 隆

１ はじめに

本稿は、五島［2013］［2014］［2015］の続編であり、全４巻のうちの第４最

終巻の和訳と訳注である（紙幅の関係で今回はその前半のみとなる）。先の第

３巻の末はプールナ・マイトラーヤニープトラの回想であるが、そこでは、マ

ンジュシュリーが、ヴァイシャーリーに住むニルグランタ（裸形行者）のサテ

ィヤカのもとに自らが化作した五百人とともに赴き弟子として帰依してみせ、

時期を見計らってサティヤカの弟子たちに仏陀の教えを説き、その結果、彼ら

が仏陀への帰依を表明したところで終わっていた。この第４巻はそれを受けて、

帰依した異教徒たちがマンジュシュリーとともに仏陀のもとに行くところから

始まる。

２ 和訳と訳注

第４最終巻（bam po bzhipa ste thama１)）

IX-3プールナ・マイトラーヤニープトラの回想（３）化作比丘による説法

１）翻訳の資料として用いたチベット大蔵経（写本：KPhT、版本：CDHNP）及び漢訳大

蔵経（Ch1,Ch2）の詳細については、五島［2013］47-48頁の注(1)参照。使用したチベッ

ト大蔵経の第４巻の丁数は以下の通り。

C:321a1-333b7,D:279a7-290a7,H:435a5-451b4,K:224b5-238b8,N:442b6-460b3,

P:305b7-316b4,Ph:293b2-310a2,T:239b1-254b7.
このうちH（ラサ版）とP（北京版）の丁数のほかに、『中華大蔵経・甘珠爾』（蔵文

版対勘本、全108冊、2008年）の第51冊の当該部分（727頁10行目～752頁９行目、本文は
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「さて、マンジュシュリー法王子は多くの会衆に取り囲まれ、恭敬されて２)、

(３→カレーリ樹の前の集会所←３)、世尊のおられるところにやって来ました。や

って来ると、世尊の両足に頭を付けて［P306a］礼拝し、〔集会所の〕一角に

坐りました。(４→ほかに、外道の会衆たち［H435b］も←４)〔シャクラ神から供

養の品として与えられた〕マンダーラヴァの華を世尊に捧げ、世尊の周りを三

回まわって一角に坐りました。

その時、マンジュシュリー法王子の加持力（ adhis・t・hana）によって化作さ

れた彼ら五百人の者たちは世尊にこう申し上げました。『世尊よ、如来は法身

なので、私たちは仏陀〔のお姿〕を見たいとは思いません５)。世尊よ、教法は

言葉で表現できるものではないので、私たちは世尊の教法を聞きたいとは思い

ません。世尊よ、世尊［Zh728］の弟子たちによる僧団は(６→無為として表示

（顕示）されるもの（ prabhavita）なので←６)、私たちは僧団を敬したいとは

D版の読み、Zhと表記）の頁数を本文に記入した。『中華大蔵経』については五島［2014］

46頁注(2)を参照。

２）Tib:mdundubdar.Ch2:恭敬.Mvy6274puraskr
・
tah
・
:mdundubdarba’ammdungyis

bltas.
３）Tib:smig (D:smyig)ma’i ldum bu’i’khor gyikhyamsga la ba dang.Ch1: 梨羅講

堂.この部分はK,T 及びCh2には存在しないが、そのような形になっているのは、プー

ルナ・マイトラーヤニープトラの回想がヴァイシャーリーを拠点とする異教徒サティヤカ

の話であり、前節最後において教化された異教徒にシャクラ神が仏陀に捧げる供養の品と

してマンダーラヴァの華を渡しており、その通り、彼らはそれを仏陀に捧げているからで

ある。これに従えば、仏陀はヴァイシャーリーの重閣講堂におられたと考えられる。しか

し、以下に述べられる会座から退出した二百比丘のエピソードを見ると、この時仏陀がお

られたのはシュラーヴァスティー郊外の祇園精舎であるから、異教徒たちは、萎びること

のない天華を持って、ヴァイシャーリーからシュラーヴァスティーまで移動していたと考

えるべきであろう。

４）Tib:gzhan mu stegs can gyi’khor dedag gis kyang .KT:mu stegscan gyi’khor

gzhandedag giskyang (repeatedinK).Ch1:諸外異道及衆弟子.Ch2:爾時尼乾外道弟子.

５）Tib:don dumignyerro ( na prarthate).Ch1:不欲(敬)見佛.Ch2:不爲見佛.以下、文

脈に応じて「～たいとは思いません」「～を望みません」と訳す。

６）Tib:’dusmabyaskyisrab tu(omitted inKT)phyeba ste.Ch1:無合會行.Ch2:修無

爲故.rabtuphyebaを「表示（顕示）」と訳すことに関しては五島［2014］48頁注50参照。

Cf.VKN III-51:「なぜなら、真如は二として表示（顕示）されることはなく、多として

も表示（顕示）されることはないからです」tat kasya hetoh
・
.na hi tathata dvayaprab-

havita nanatvaprabhavita.(Tib:deci’i phyir zhena.debzhin nyid ni gnyis kyis rab

tu phyebamayin,tha dadpasrab tu phyebamayinpa’iphyirte.玄 訳：夫眞如者

非二所顯,亦非種種異性所顯.)なお、 伽行学派の諸文献におけるprabhavitaの語義に

ついては、Schmithausen［2014］pp.507-568参照。
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思いません。世尊よ、法界は功徳も利益（ anusam・sa）もないものなので、

私たちは功徳を望みません。(８→世尊よ、一切の法はまったく生起することが

ないので、私たちは生起７)を望みません。←８)世尊よ、解脱は葉・花・果実〔と

いう因果関係〕を離れているので、(９→私たちは〔果を〕獲得することを望み

ません←９)。

世尊よ、完全なる理解は〔対立する〕二つを離れているので、私たちは苦を

完全に理解することを望みません。世尊よ、(10→一切の法はまったく生起する

ことがないので←10)、私たちは［H436a］集起（ samudaya結果を引き起こす

因）を断ずることを望みません。世尊よ、一切法は完全に滅しているので、私

たちは滅を直証することを望みません。世尊よ、道は有と無とを離れているの

で、私たちは道を修習することを望みません。

世尊よ、(11→一切の法は止
とど
まる場合にも〔真に〕止まることはないので←11)、

私たちは念を止
とど
め〔て瞑想す〕ること（四念住）を望みません。世尊よ、解脱

は福・非福・不動の行為（ sam・skara）を離れているので、［P306b］私たち

は正しく〔煩悩を〕断ずること（四正断）を望みません。世尊よ、(12→どこか

らも来ることなく、どこにも行くことがないことを行動基準（ praman・a）と

するので←12)、私たちは神通の基盤（四神足）を望みません。世尊よ、能力

（ indriya）は意義・目的とは無縁なので、私たちは〔悟りへの〕能力（五

根）を望みません。世尊よ、一切の法は働き（ bala）がなく［Zh729］脆弱

なものなので、私たちは〔悟りへの〕働き（五力）を望みません。世尊よ、こ

こには、勝義（ paramartha究極的な意味）という点でいかなる悟りもない

７）CDHNPPh:’byung ba.KT:sdug bsngal’byung ba.
８）Ch1:我等不用世尊妙御,一切諸法永寂無御.Ch2:世尊,我等不爲修道.何以故,一切

諸法究竟道故.

９）Ch1:我等不用如來土地之義.

10）Ch1:一切諸法眞無有習.Ch2:諸法究竟無和合故.

11）Tib:chos thamscadnignasna(Ph:nas,KT:su)mignaspaste.Ch1:一切諸法住無所

住.Ch2:一切諸法離處非處故.

12）Tib:gang nas kyang mchi(Ph:mtho) ba ma(omitted in Ph)mchis pa (KT:par,

omitted in Ph), gang du yang mchi ba(omitted in CNP) ma mchis pa(DKT:par,

omitted in Ph)tshadmarbgyis te.Ch1:無猶豫行亦無狐疑,無往來起生.Ch2:一切諸法

無去來故.
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ので、私たちは悟りへの要素（七覚支）を望みません。［H436b］世尊よ、(13→

行くとしても世間の果てまで行くことはないので←13)、私たちは道（八正道）

を望みません。

世尊よ、寂静の領域には動揺がないので、私たちは〔動揺を抑止する〕寂静

の境地（ samatha止）を望みません。世尊よ、出世間の智 はどんな些細な

ものも見ることがないので、私たちは観察（ vipasyana観）を望みません。

(14→世尊よ、そのように〔善法を〕取ることも〔悪法を〕捨てることもまった

くないので、私たちは努力を望みません。←14)(15→世尊よ、法界を正しく悟る

（ samyaksam・buddha）ことはないので、私たちは解脱を望みません。←15)世

尊よ、沙門はすべての執着から離れて〔しまって〕いるので、私たちは沙門

〔となること〕を望みません。世尊よ、(16→婆羅門はすべての罪悪（ papa）

から離れて〔しまって〕いるので←16)、私たちは婆羅門〔となること〕を望み

ません。世尊よ、法の本性（ dharmaprakr・ti
17)）は分割されないものなので、

私たちは〔法を分割する〕比丘になること（ bhiks・ubhava）を望みません。

世尊よ、このように18)六つの認識領域（六処）は滅するものですから、私た

ちは彼岸に到ることを望みません。世尊よ、このように壊れるものはどんなに

小さいものでも称讃〔に値〕しないので、私たちは欲望の小さい者（少欲）

〔など〕ではありません。世尊よ、このようにどんな法も求め〔るに値し〕な

いので、私たちは満足する者（ sam・tus・t・a知足）ではありません。
(19→世尊よ、

13）Tib:’grobas’jig rtengyimthar’grobamamchiste.Ch1:無數無世亦無求非利.Ch2:
無有去盡世間邊故.

14）Ch1:我等亦不求識義.Ch2:世尊,我等不爲三明.何以故,彼所(此)明處畢竟無故.

15）Ch1:如是爲常有解脱義法界而無縛.Ch2:世尊,我等不爲解脱(＋法).何以故,法性無

(性法善,法性善)繫故.

16）Ch2: 諸形色名婆羅門.

17）Tib:choskyirang bzhin.Ch1:其自然者.Ch2:法性.Asp :「一切の法は本性として清

浄であるから、般若波羅蜜は近づくべきである」sarvadharmaprakr
・
tiparisuddhitah

・

prajnaparamita anugantavya.(235.10-11)VKN VIII-22:「仏陀には法があり、僧団は

その法を本性としている」buddhasya hi dharmah
・
,dharmaprakr

・
tikas ca sam

・
ghah

・
.

18）Tib:’di ltar.「このように」と直訳しておくが、漢訳では該当箇所にCh1:如也、Ch2:
何以故とあるので、理由を表す語（yatas,yasmat）の訳語と考えられる。

19）Ch1:於言亦無言.如也,無有身無意無説.Ch2:世尊,我等不爲寂靜.何以故,身心無

失故.
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このように身体と心は〔言葉で〕表現できないので、私たちは遠離する者

（ vivikta）ではありません。←19)［H437a］［P307a］世尊よ、(20→このように

〔有情は〕三界には［Zh730］住しないので←20)、私たちは無漏の者21)ではあり

ません。世尊よ、このように〔対立する〕二つ〔のもの〕を見る（ sama-

nu pas）ことはないので、(22→私たちは混合しないもの（ avyamisra）では

ありません←22)。世尊よ、このように三界のすべては地獄の住人にとっての阿蘭

若（ aran・ya荒野）なので、私たちは阿蘭若（ aran・ya 人里から離れた比丘

たちの修行の場）を望みません。(23→世尊よ、このように相手（ pratipaks・a）

が存在しない以上、論争（ vivada）は存在しないので、私たちは論争のない

者（ aran・aviharin無諍）ではありません。
←23)世尊よ、このように鉢に受けた

食物（ pin・d・apata）への想いは捨てているので、私たちは托鉢に依る者

（ pin・d・apatika）ではありません。世尊よ、
(24→このように真実には輪廻を見

ることはないので←24)、私たちは輪廻を怖れません。世尊よ、このように構想

すること（ kalpana）もなく分別すること（ vikalpa）もないので、私たち

は貪り・怒り・愚かさを捨てることをしません。世尊よ、このように諸法の本

性として煩悩は存在しないので、私たちは煩悩を断つことに努力しません。世

尊よ、このように自らの身体は身体ではないので、(25→私たちは自らの身体か

20）Tib:’diltarkhamsgsumdumignaspaste.Ch1:如是三界皆平等.Ch2:不與三界共住

止故.

21）Tib:zag pa med pa.Ch1:無住.Ch2:知識.

22）Tib:bdag cag ma’drespamalagsso.Ch1:吾等亦非無所習.Ch2:我等不近親友.Cf.

DBh :「たとえば、仏子たちよ、汚れかつ清浄な世界と純一に清浄な世界との二つの世界

の境界は偉大な神通力に依らない限り超越しがたいように、仏子たちよ、〔汚れと清浄と

が〕混合した菩薩行と純一に清浄な菩薩行との境界は超越しがたく、偉大な誓願・方便・

智 ・神通力に依らない限り、あるべきように超越することはできない」tadyathapi

nama bho jinaputra dvayor lokadhatvoh
・

sam
・
klis

・
t
・
avisuddhayas ca lokadhator

ekantaparisuddhayas ca lokadhator lokantarika duratikramanyatra mahato ’bhij-

nabaladhanat,evam evabho jinaputra vyamisraparisuddhabodhisattvacaryantarika

duratikramana sakyayatha tathatikramitumanyatramahapran
・
idhanopayaprajnab-

hijnabaladhanat. (118.11-14)（下線部をvyamisraparisuddhabodhisattvacaryantarika
と読む。)

23）Ch1:吾等亦不行空亦無所行.如也,所 (譽)爲者亦空.

24）Tib:’di(KT:de)ltar’khorba nyid yang dag par(omitted in K)namimthong ste.

Ch1:審諦平等見.Ch2:不見實故.

25）Tib:bdag cag rang giluslas(KT:la)mig’yobarbgyi’o.Ch1:我等亦無有身亦無所出.
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ら離れ出ることはしません←25)。世尊よ、このように［H437b］如性（ tathata

真如）は不動をその特徴としているので、(26→私たちは見解をもつ（ dr・s・t・ikr・ta）

ことを〔も〕不動と考えます←26)。世尊よ、このように解脱は常・楽・我・浄

を本質（ svabhava）としているので、私たちは顚倒〔した見解〕（ viparyasa

四顚倒）を捨てることはしません。世尊よ、このように此岸から彼岸を観察す

ることはないので、私たちは〔輪廻の〕激流（ ogha 四暴流）を渡ることは

しません。世尊よ、このように解脱は覆われることもなく分別されることもな

いので、私たちは覆い（ nıvaran・a 五蓋）を捨てることは［Zh731］しません。

世尊よ、このように真実の極点（ bhutakot・i実際）は纏わりつくもの（ par-

yavasthana纏）ではないので、私たちは纏わりつくもの（八纏）を超え出る

こと（ vikranti）はしません。世尊よ、(27→このように沙門は罪過（ apatti）

がないので←27)、［P307b］私たちは後悔〔の念〕（ kaukr・tya悔）を除くこと

はしません。世尊よ、このように最初から（ aditas）信解し確信しているの

で、私たちは疑念（ vicikitsa）を捨てることはしません。世尊よ、このよう

に信解によって解脱を理解するので、(28→私たちは懐疑（ kan・ks・a）を除くこ

とはしません←28)。世尊よ、このように一切の法は完全に涅槃している（ ati-

parinirvr・ta）ので、私たちは完全な涅槃（ parinirvan・a）を望みません』

IX-4プールナ・マイトラーヤニープトラの回想（４） 二百比丘の退出29)

この教説が説かれた時、二百の比丘たちは執着が［H438a］なくなり

（ anupadaya）、その心は煩悩（漏）から自由になりました（ asravebhyas

cittani vimuktani）。四禅を得、最後身であり、(30→『未だ得ていないものを得

た』と思い上がっている二百人の比丘たちは座より立ち上がり←30)、『ああ、こ

Ch2:我等不出我見.

26）Tib:bdag cag lta bas bgyis pa mibskyod par bgyi’o.Ch1:吾等亦不 (＋諸)往見亦

無.Ch2:我等不淨諸見.

27）Tib:’di ltardgesbyong ninongspamamchispa ste.Ch1:亦不疑於寂志.Ch2:不悔

眞諦名爲沙門.

28）Tib:bdag cag nemnurselbarmibgyiddo.Ch1:亦不欲 言説.Ch2:我等不 憂箭.

29）増上慢の比丘が会座から退出するエピソードは『法華経』の「五千比丘起去」を始めと

して大乗経典にいくつか見られる。詳細は五島［1986］参照。

30）Cf.SP ch.2:「〔世尊の究極的な教えを説く決意を聞くや、思い上がった（abhimanika）
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れらの人たちは、世間のすべてと矛盾した法を説いている。以前、我々は、世

間に随順して法が説かれるのを聞いたが、今は法でも律でもなく、教主

（ sastr・）の説でもないものが説かれている』と言い放って去って行きました。

具寿（ ayus・mat）シャーリプトラよ、私はマンジュシュリー法王子にこう

言いました。『マンジュシュリーよ、これら二百人の比丘たちは座から立ち上

がり、説かれたこの法は世間のすべてと矛盾している、と言い放って去って行

きました』

マンジュシュリーが言いました。『大徳（ bhadanta）プールナよ、この説

かれた法は世間のすべてと矛盾しているのです。なぜなら、大徳プールナよ、

世間〔の人々〕は(31→〔五〕蘊・［Zh732］〔十八〕界・〔十二〕処←31)に執着して、

輪廻を捨てることで涅槃を〔得ようと〕求めており、輪廻を実体のあるものと

して見ないことが涅槃に他ならないという風には理解していないからです。こ

の場合、輪廻する人も涅槃する人もまったく存在しません。そのように

［H438b］容認（ ks・anti）することが矛盾のないことなのです。教示された

四諦の確立に執着することは矛盾のあり方そのものです。勝義諦（究極的な真

実）においては四諦の確立など存在せず、それが矛盾のないことなのです。

［P308a］道という因に従うことと〔滅という〕果を得ることとが二であり、

二であるものは矛盾なのです。道の平等性故に一切の法が平等であること、こ

れが二のないことであり、およそ二のないものは矛盾しません。我を構想する

こと（ aham・kara）、我に属するものを構想することに懸命になる限り慢心

（ abhimana増上慢）があり、慢心がある限り、矛盾があります。(33→何もの

も滅する（下げる）ことなく増やす（上げる）ことなく、(32→平等であっても

平等とせず、不平等であっても不平等とせず←32)、作ることなく変化させるこ

五千人の者たちが〕その集会から立ち去ってしまった。というのも、〔彼らは〕思い上が
りと不善の行為によって、まだ得ていないものを得たと思い、まだ理解（到達）していな
いものを理解（到達）したと思っていたからである」tatah

・
pars

・
ado ’pakramanti sma,

yathapıdam abhimanakusalamulenaprapte praptasam
・
jnino ’nadhigate ’dhigatasam

・
-

jninah
・
.(38.14-39.1)

31）Ch1:身五陰四大六入.Ch2:陰界諸入.
32）この部分は蔵訳に従った意訳であるが、「平等性に等しい（ samatasama）ともせず、
不平等性に等しい（ asamatasama）ともしない」とすべきであろう。asamatasamaを
蔵訳は、asamata-asama (mimnyampanyiddang mimnyampa)としているが、二つ
目の否定辞は不要であろう。
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とがないこと、それが慢心のないことです。←33)慢心のないことが矛盾のないこ

とです。矛盾のないこと、それが二のないことなのです。そのことを意図され

て世尊は「私は世間と言い争わない。世間が私と言い争うのだ」34)とそのよう

に仰ったのです。なぜなら、如来は争いの根を断っているからです。如来が断

っている争いの根とは何か言えば、即ち、「これは真実である。これは虚妄

（ mr・s・a）である」35)［Zh733］ということです。［H439a］それに関して、世

尊はこのように仰っておられます。「バラモンよ、真実という言葉は何か。何

故に虚妄だと言うのか。〔そもそも〕平等と不平等がない場合、一体誰が論争

を仕掛けたりするだろうか」36)と仰っておられるのです』

その時、マンジュシュリー法王子がそれらの〔二百人の〕比丘が通って逃げ

るその道をすべて火でいっぱいになるように加持（ adhis・t・hana）したので、

彼らは行く所行く所どこもすべて火でいっぱいになっているのを見、その火の

33）Tib:gang yang chad parmibyed,lhag parmibyed,mnyam pa nyid dang mnyam

parmibyed,mimnyam pa nyid dang mimnyam parmibyed cing,byed pamayin,

rnamparbyedpamayinpa.Ch1:設使不有所著非有所作,亦無等造亦無邪作,亦不作亦

非不作,亦不 度亦非不 度.Ch2:若不作上亦不作下,是平等中不作上下,無作無不作,

若如是者,名無増上慢.

34）Cf. SN 3.1.5.2:「比丘たちよ、私は世間と言い争わない。世間が私と言い争うのだ。

比丘たちよ、法を論ずる者は世間の誰とも言い争わない」naham bhikkhave lokena

vivadami loko ca maya vivadati. na bhikkhave dhammavadıkenaci lokasmim
・

vivadati.(vol.3138.27-29)
35）Ch1:是誠信此欺詐.Ch2:所謂是實是不實是正是邪.Cf.Sn :「ある人々が『真実である、

真理である』と言うその同じことを、他の人々は『虚偽である、虚妄である』と言う。こ

のように彼らは〔それぞれの立場に〕固執して言い争いをする。どうして、沙門たちは同

一のことを語らないのであろうか」yam ahu saccam
・
tathiyan ti eke, tam ahu anne

tuccham
・
musa ti,evampiviggayhavivadiyanti,kasmanaekam

・
saman

・
avadanti.(v.

883)
36）Tib:bram ze,bdenpa zhesbyaba’itshig kyang (repeated inPh)ci(omitted inK).

ci’i phyir (K:＋zhe)na rdzun(DKPhT:brdzun)pa zhes kyang brjod.gang la mnyam

pa dang mimnyam pamed na,de la su zhig rtsod pa sbyor bar byed.Ch1:誠諦之語

有何言,欺詐語者爲何説.其有無平等無偏邪(漏耶),彼有何言説謂有清淨.Ch2:婆羅門

所言實者於汝意云何.爲是虚妄非是實耶,正也邪也.若是倶無,汝以何事而得知也.Cf.

Sn :「〔真の〕バラモンたる人がどうして『〔これこそが〕真実だ』と言うだろうか、彼は

『〔それは〕虚妄だ』と言って誰と言い争うだろうか。平等とか不平等とかいうことを持

たない人が誰に論争を仕掛けたりするだろうか」saccan ti so brahman
・
o kim

・
vadeyya,

musa ti va so vivadetha kena,yasmim
・
samam

・
visaman capi n’atthi,sa kena vadam

・

pat
・
isam

・
yujeyya.(v.843)
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塊から逃れることは出来ませんでした。彼らは神通力によって上の空間へと逃

げ〔ようとし〕ましたが、鉄の網によってこの空間内のすべてがすっかり覆わ

れているのを目にしました。下の方を見てみると、大きな水の塊が見えました。

(37→方角を見失った彼らは身の毛がよだつほどの（ romakupahars・an・a）〔恐怖

心を〕抱き←37)、［P308b］ジェータ太子の森に至る道の方を見てみると、(38→青

蓮華（utpala）・赤蓮華（padma）・赤睡蓮（kumuda）・白蓮華（pun・d・arıka）

ですっかり覆われており←38)、その道を通って多くの人の群れが世尊から法を

聞くために行くのが見えました。見てのち、彼らはそこから引き返して、ジェ

ータ太子の森であるアナータピンダダの園林のあるところ、カレーリ樹の前の

集会所、世尊のおられるところに［H439b］行きました。行って、世尊の両足

に頭を付けて礼拝し、世尊の周りを三回右繞して一角に坐りました。

(39→彼らが一角に坐ると、私（プールナ・マイトラーヤニープトラ）は彼ら

にこう言いました。←39)『具寿たちよ、どこに行っていたのですか。どこから来

たのですか』40)

彼らは言いました。『具寿プールナよ、私たちは阿羅漢であり、漏を

［Zh734］尽くし、禅定を得ています。神足の究極に到達しています。私たち

がこのマンジュシュリー法王子〔が化作した五百人の者たち〕から〔世間に〕

随順していない法を説くのを聞いて座から立ち去ったとき、私たちはこの仏国

土がすべて火によって満たされているのを見ました。その火の塊を越えること

は出来ませんでした。41)私は世尊にお伺い致します。かの漏の尽きた阿羅漢の

地とはどういうものですか』

37）Tib:dedag phyogsbsladcing (KT insert:ba)spu’ikhung buzing (Ph:zin)zhesbyed

par gyur nas.Ch1:恐懼衣毛爲竪.Ch2:不知方所驚怖毛竪.

38）Tib:metog utpaladang padmadang kumudadang padmadkarposyog cing.Ch1:
遍布青蓮華白蓮華黄蓮華紅蓮華.Ch2:以 蓮華而莊嚴之.TSD yog pa:paryakulıkr

・
ta.

AD paryakula:fullof,filledwith (compound);disorderd confused,excited,bewilder-

ed. 蔵語yogの語義については五島［2014a］49頁注(69)参照。

39）Ch1: 問此諸比丘衆.Ch2:富樓那言,我時即問彼諸比丘.

40）Cf.KP sec.145:その時、具寿スブーティは、彼ら〔会座から退出し、世尊が化作した

二人の化人に説得されて戻って来た五百人の〕比丘たちにこう言った。「具寿たちよ、い

ったいどこに行っていたのですか。どこから来たのですか」athayus
・
man subhutis tan

bhiks
・
un etad avocat.“kva nu khalv ayus

・
mam

・
to gata［h

・
］.kuto va agatah

・
.”

41）Ch2は次の一節を加える：即以神力上昇虚空,復見鐵網籠遮於上下見大火.

― 9 ―

チベット訳『宝篋経』―和訳と訳注（４-１）



それに対して世尊は私にこう仰せになられました。『プールナよ、(42→貪り・

怒り・愚かさ〔という煩悩〕の火を〔みずから〕熾
おこ
している者が火の塊を越え

ることはありえない←42)。〔邪〕見の網に覆われている者が鉄の網を断ち切るこ

とも、渇愛（ tr・s・n・a激しい欲望）の水に浸かっている者が水の塊を越えるこ

ともありえない。なぜなら、プールナよ、このようにこれらの比丘たちは貪

り・怒り・愚かさ〔という煩悩〕の火を〔みずから〕熾しており、〔そういう〕

彼らが火の［H440a］大きな塊を越えることは出来ないからである。彼らは

〔邪〕見の網に覆われており、鉄の網を断つことはできない。(43→彼らは渇愛

の河（ tr・s・n・anadı）に浸かっており←43)、水の塊を越えることは出来ない。

［P309a］プールナよ、たとえば、火の塊たるもの、鉄の網たるもの、水の塊

たるもの、それらのもの（ dharma）すべては、どこからもやって来ず、ど

こにも行かず、そのいずれでもなく（ anyatha）、マンジュシュリー法王子の

加持力によって現れたのである。プールナよ、ちょうどそれと同じように、貪

り・怒り・愚かさ、〔邪〕見、輪廻的生存への渇愛（ bhavatr・s・n・a有愛）とい

うそれらのもの（ dharma）はどこからもやって来ず、どこにも行かず、そ

のいずれでもなく、顚倒〔した見解〕に先導された構想（ kalpa）・［Zh735］

分別（ vikalpa）・妄想（ parikalpa）から、〔真実には〕我（ atman）もな

く我に属するものもなく執着もないのに、〔それらを〕我やその他のものとし

て提示すること（ samaropa増益）が生じるのである。そのような時には、

ヨーガを修することによって散乱した心を専一にする。専一になった心によっ

て止（ samatha寂静の境地）を完成させる。止を資糧として禅定を生じる。

禅定を獲得すれば慢心することなく、執着することがない。禅定によって柔軟

（ karman・ya 堪能）になった心によって［H440b］諸法を観察し、法は何が

その因となり縁となっているのか、と観察・吟味（ pratyaveks・a妙観察）す

42）Tib:gang ’dod chagsdang zhesdang dang gtimug gimela spyod pasme’iphung

po las’da’ba ni gnasmayin no.Ch1:若不自在供事於火欲得度火者,此則不得過.Ch2:
若有大火能避大火,無有是處.

43）Cf.DBhch.2:「〔有情たちは〕輪廻の激流に押し流され、渇愛の河に身を任せ、大奔流

の中に〔呑み込まれて〕いる」sam
・
sarasroto’nuvahinas tr

・
s
・
n
・
anadıprapanna mahavega-

praptah
・
(Takakusu MS:grastah

・
).(44.1)
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るときに、ありのままに観察・吟味するのである。すなわち、無明を縁として

諸行があり、行を縁として識があり、識を縁として名色があり、名色を縁とし

て六処があり、六処を縁として触があり、触を縁として受があり、受を縁とし

て渇愛があり、渇愛を縁として取があり、取を縁として有があり、有を縁とし

て生があり、生を縁として老死、憂、悲、苦、愁、悩が生じる。そのようにし

て、この苦の大きな集合（大苦聚）のみが生じることになる。(44→これは間違

った活動（ mithyapratipatti）を形成する道と言われる。←44)

〔また、〕無明の滅によって諸行が滅し、行の滅によって識が滅し、［P309

b］識の滅によって名色が滅し、名色の滅によって六処が滅し、六処の滅によ

って触が滅し、触の滅によって受が滅し、受の［Zh736］滅によって渇愛が滅

し、渇愛の滅によって取が滅し、取の滅によって有が滅し、有の滅によって生

が［H441a］滅し、生の滅によって老死、憂、悲、苦、愁、悩が滅する。その

ようにして、この苦の大きな集合（大苦聚）のみが滅することになる。(45→こ

れは正しい活動（ samyakpratipatti）、無為への悟入である。←45)その場合、無

明〔について言えば、そ〕の滅は過去でもなく未来でもなく現在でもないが、

(46→非理作意（ ayonisomanasikara根源的でない不正な思惟）が生じること

によって無明が生じるのである←46)。それ（無明）は、如理作意（ yonisoma-

nasikara根源的な正しい思惟）によって観察・吟味すれば生じないであろう。

生じないということは、完全に滅しているということである。それ故、無明の

滅と言われるのである。その際、如理作意とは、四つの元素（四大種）から生

じるこの身体について、たとえば、「この身体は感覚がなく、草・木・壁・石

44）Tib:’di ni log par bsgrub(P:sgrub,Ph:bsgrubs)pa’i (KT:log pa’i nan tan gyi(T:

gyis))’du byed kyi(Ph:kyis) lam zhes bya’o. Ch1:是謂從癡得長養身.Ch2:是名 邪.

Cf. SN 2.1.1.3:「比丘たちよ、これが間違った修行（道）と言われる」ayam
・

vuccati

bhikkhavemicchapat
・
ipada.(vol.24.32)

45）Tib:’diniyang dag parsgrub pa’dusmabyassu ngespar’jug pa’o.Ch1:爲得平等

逮無爲,無合會得寂寞.Ch2:是名正見,是無爲正位.Cf.SN 2.1.1.3:「比丘たちよ、こ

れが正しい修行（道）と言われる」ayam
・
vuccati bhikkhavesammapat

・
ipada ti.(vol.2

5.4-5)

46）無明の因を非理作意とする経典、論書は少なくないが、これに関しては光川［1984］が詳

しい。経量部と有部による非理作意をめぐる議論については楠本［2007］96-105頁を参照。

― 11―

チベット訳『宝篋経』―和訳と訳注（４-１）



の如きものである」47)と観察・吟味することである。「(48→心、あるいは意ある

いは識と言われるものは、形体がなく、指示することができず、障碍性がなく、

知の働きのないものであり、幻、夢の如きものである←48)。内と外とその両者

でないものを〔対象として〕見ることはない」と、そのように如理作意するこ

とに努力する比丘は49)、一切諸法は本性として不生であると理解する［H441

b］であろう。不生ということが勝義（ paramartha）なのである』

この教説が語られた時、彼ら二百の比丘たちは、執着がなくなり、その心は

諸々の煩悩（漏）から自由になったのです」50)

X 裸形行者サティヤカと遊行者ジャヤマティ

さて、サティヤカ・ニルグランティープトラ（ Satyaka Nirgranthıputra

裸形行者の女性の息子であるサティヤカ）は、(51→その会衆〔の数〕が減って

しまい、五百人ほどの取り巻き（眷属）［Zh737］とともに意気消沈した状態

で←51)、ジェータ太子の森であるアナータピンダダの園林のあるところ、

［P310a］カレーリ樹の前の集会所、世尊のおられるところに行った。行って、

(52→世尊と挨拶を交わしてのち←52)、世尊に対してこう申し上げた。「ああ、ガ

47）Cf.VKN II-11:「この身体は草・木切れ・壁・土塊・幻影に似て感覚がない」jad
・
o

’yam
・
kayas tr

・
n
・
akas

・
t
・
hakud

・
yalos

・
t
・
apratibhasasadr

・
sah
・
. 羅什訳：是身無知,如草木瓦礫.

48）Tib:gang sems sam yid dam rnam par shes pa zhes bya ba de’ang gzugsmed pa,

bstan dumedpa,thogspamedpa,rnamparmirig pa,sgyumadang rmilam ltabu

ste.『大樹緊那羅王所問経』の一節には、本経の前注の箇所と下線部を施した部分とが連

続してまったく同じ形が見られる（DKP 67.8-11）。羅什訳：身癡無知,如草木瓦石.心

無形色,不可 見,無有 礙,不可宣説,猶如幻化.（Taishovol.15371c27-28）この身

心に関する一連の表現は、『大樹緊那羅王所問経』では「音声（ sabda）とは、身体や心

からではなく、有情の如理作意から生じるものである」という文脈の中で用いられている。

49）Tib:dgeslong gis(omitted in Ph,CDNP:gi).
50）村上［1994］も指摘しているように（237頁）、プールナ・マイトラーヤニープトラの回想

はここで終わる。ヴァイシャーリーで六万人もの弟子たち（IX-1節）を率いていたサテ

ィヤカであるが、そのうち八千五百人がマンジュシュリーに教化され（IX-２節）、彼は

その抗議のためにシュラーヴァスティーの祇園精舎までやって来たのである。

51）Tib:’khordmas(Ph:dma)pargyurte,g’yog (Ph:g’yogs,KT:’khor)lngabrgyazhig

dang spa gong (C:bkong)bar gyur cing (P:cig). Ch1:失(共)其衆弟子,與五百眷屬倶.

Ch2:失諸徒衆愁憂不悦.Cf.Mvy7271avasadam apadyate:spa gong ba’am yid bsad

par’gyur.
52）Tib:bcom ldan’dasdang lhan cig (P:＋tu)kun dga’badang (KT:mngon sumdu,
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ウタマよ、『沙門ガウタマは、他人の会衆を連れ去る53)幻術によって連れ去

る』54)と何回も聞いていましたが、それを今、目の当たりにしました。このよ

うに、マンジュシュリー法王子は私の会衆を分断して沙門ガウタマの所に連れ

て来ました。沙門ガウタマもまた、邪悪なもの（鬼霊）に取り かれています。

彼らはもはや私のもとに戻っては来ません。〔私を〕尊敬することもしません。

(55→耳を傾けて聞くこともしません。よく理解しようという心を整えることも

しません←55)」

その時、遊行者（ parivrajaka）ジャヤマティ（ Jayamati 勝志）がその

集会にいた。(56→〔彼は〕遊行者「月をもつ（月に照らされる）者」の一族

（ salohita）である。←56)(57→そこにいた彼は、サティヤカ・ニルグランティー

N:dga’bo dang)mgu bar ’gyur ba(P:gyur pa)dang dga’bar ’gyur ba’i gtam sna

tshogs byas nas. Ch1:與世尊揖讓談語.Ch2:共相問訊.蔵訳は文字通りには「世尊とと

もに、喜びに満ちた（面と向かって）、楽しくなごむような種々の話をしてのち」の意。

Cf.SN 4.10.10:atha kho vacchagotto paribbajako yena bhagava ten’upasan
・
kami.

upasan
・
kamitva bhagavata saddhim

・
sammodi. sammodanıyam

・
katham

・
saran

・
ıyam

・

vıtisaretva ekam antam
・
nisıdi.(vol.4400.10-13)

53）Tib:kha ’dren pa ( apakars
・
ati).Ch1:轉.Ch2:奪.

54）Cf.『増一阿含経』「善悪品第47」:王（プラセーナジット王）は仏に申し上げた。「ニル

グランタが私のところに来て『沙門ゴータマは幻術をよく知り、それで世間の人を変えて

しまう』と言いました。世尊よ、この言葉は本当ですか、間違いですか」仏は王に言う。

『その通りです、大王よ、その言葉の通り私には幻術がありそれで世間の人を変えること

ができるのです」王復白佛言.「尼 (健)子來語我言．『沙門瞿曇知於幻術能 轉世人』世

尊,此語爲審乎,爲非耶」佛告王曰．「如是大王,如向來言,我有幻法能 轉世人」(Tai-

sho vol.2781b6-10)下線部はシュラーヴァスティーにおいて多くの異教徒（裸形行者）

が仏教に転向したことを示す言葉である。後に続く仏陀の言葉によれば、「 轉」とは罪

を犯した者が布施などによって福徳者になることであり、「幻術」とはそれを可能にする

仏陀の教えのことである。

55）Tib:rna blags teminyan,kun shesparbyaba’isemsnyebarmi’jog go.Ch1:不用

吾語言亦不受命著心.Ch2:不受我教 用在意.この言葉は前巻 IX-1節におけるプール

ナ・マイトラーヤニープトラの言葉とほぼ同じである :「彼らは、私が説く法を、聞きた

いと思うこと（ susrus
・
akara）なく、耳を傾けて（ avahitasrotra）聞くこともなく、よ

く理解すべきだとの心をもつ様子もみせず、私をからかい、嘲笑し、ひどい言葉を口にし

たのです」Cf.SN 2.1.9.7:「（未来世において比丘たちは如来所説の経が語られても）よ

く聞こうともしないし、耳を傾けることもしないし、知ろうという心を起こさないでしょ

う」nasussusissantinasotam
・
odahissantinaannacittam

・
upat

・
t
・
hapessanti.(vol.2267.

8-9)この肯定的表現が初転法輪における五比丘の描写に見られる（Vin I.6.16,vol.1

10.8-9）。

56）Tib:kun turgyuzlabacanzhesbyaba’isnag (P:gnag)gi(Ph:gis)gnyenmtshams.
２漢訳はこの部分を欠く。
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プトラにこう言った。←57)「サティヤカ・［H442a］ニルグランティープトラよ、

世尊や世尊の弟子たち、マンジュシュリー法王子に不信を抱いてはいけません。

君は、きっと、長い間にわたって利もなく、益もなく、苦しみ、悪道に落ちる

ことになるからです。ニルグランタよ、次のように、(58→私には比喩による話

がひらきました←58)。ニルグランタよ、たとえば、ある生まれつき愚かで頭の

良くない男が、(59→醍醐（ sarpirman・d・a）を欲して、〔その前に出来る〕熟

（ sarpis バターオイル）を求めた←59)としよう。彼は60)水を瓶の中に注いで攪

拌し、(61→どんなに無意味と中断を［Zh738］経験したとしても←61)、結果とし

て、熟 や醍醐は手に入らないであろう。ニルグランタよ、ちょうどそのよう

に、(62→これ（仏陀の教え）以外のあらゆる異学の者（ pas・an・d・a）
←62)たちのヨ

ーガ（瞑想）、修習、苦行（ tapas）、誓戒（ vrata）は、すべて間違って理解

したものです。彼らのことを、水の〔満たされた〕瓶を攪拌したようなもので

あると私は言うのですが、それだけでなく、〔彼らは〕如来が語られた法と律

とに対して［P310b］(63→害意を抱き←63)、地獄の深坑に落ちることになるでし

57）Ch1:是薩遮尼 親厚,於(＋中)道中謂尼 子言.Ch2:是勝志外道以親厚意語薩遮言.

58）Tib:ngas dpe bya bar spobs so.Ch1:今欲説譬喩.Ch2: 我説喩以明斯義.Cf.Asp
106.30-31:「世尊よ、私にひらめくものがあります。スガタよ、私に比喩による話がひら

めきます。たとえば、……」pratibhatimebhagavan,pratibhatime sugata aupamyo-

daharan
・
am.tadyathapi nama .....

59）Tib:mar gyi snying (D:nying)khu(K:ku)’dod cing (KT:la)mar’tshol la(KT:ba,

Ph:lo).Ch1:欲得醍醐行求 .Ch2:欲求索 .パーリ聖典に見られる、次の一節が参考に

なる。「それは例えば、比丘らよ、牛から生乳khıraが、khıra から dadhi が、dadhi か

ら navanıta が、navanıta から sappiが、sappi から sappi-man
・
d
・
a が［生じる］．それ

らの中で sappiman
・
d
・
a が最上と言われる」ここでいう sappiman

・
d
・
a（Skt.sarpirman

・
d
・
a）

が「醍醐」に相当すると考えられる。出典など、詳細については平田［2014］178頁参照。

なお、上記該当箇所の漢訳例として『長阿含経』をあげておく。「布 婆樓經」第九：譬

如牛乳.乳變爲酪,酪爲生 (蘇),生 爲熟 ,熟 爲醍醐.醍醐爲第一.（Taisho

vol.1112b1-5）同じ表現が『大乗涅槃経』にも見られる（Taisho vol.12449a6-8）。

60）Ch2は以下の一節を加える：持瓶往趣恒河,取水至於異處.

61）Tib:ji(Ph:ci)tsamnadonmedpadang chadpa’iskalba(Ph:bskalpa)candugyur

kyang.Ch1:終竟疲 厭極.Ch2:甚大疲苦.Mvy6581bhaginobhavanti:skalbacandu

’gyur.
62）Tib:’di las phyi rol gyiyamtshan can(omitted in CNP).Ch1:諸異外道.Ch2:汝諸

外道.Cf. Thag :「これ（仏陀の教え）以外の異学の者たちは〔間違った〕見解に依存し

ている」ito bahiddha pasan
・
d
・
a dit

・
t
・
hiyo upanissita.(Therıv.184ab)

63）Tib:sems gdug (Ph:gdugs)par(CHNPPh:pa)byas pas.Ch1:不奉.Ch2:起瞋恚.
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ょう。ニルグランタよ、たとえば、ある、生まれつき知恵があり頭の良い男が、

醍醐を欲して熟 を求め、(64→牛乳を瓶の［H442b］中に注いで攪拌したとし

ましょう←64)。彼は、わずかな労苦で、生 （navanıta 精製されたバター65)）

が得られるでしょう。生 から熟 （ sarpis）を、熟 から醍醐（ sarpir-

man・d・a）を得るでしょう。ニルグランタよ、ちょうどそのように、在家であ

れ出家であれ、如来が語られた、この法と律とに対して確信（ sraddha）を

持ち、(66→多くの信解（ adhimukti 志願・傾倒）←66)によって修行し、努力し、

勤めれば、熟 を望んでいた人が牛乳の〔満たされた〕瓶から〔望み以上の〕

醍醐が得られるように、彼らは速やかに聖なる解脱を得るのです。ニルグラン

タよ、たとえば、ある人が、別の人67)の、百・千もの粘土で出来た器を壊し

た68)としましょう。(69→〔その時、彼が〕それに相当する〔補償として〕宝石で

出来た器を与えたとしたら←69)、ニルグランタよ、それをどう思いますか。〔与

えた〕その人は相手の人を騙したことになりますか 」

〔サティヤカが〕言う。「ジャヤマティよ、そんなことはありません」

〔ジャヤマティが〕言う。「ちょうどそのように、粘土で出来た器のごとき

64）注(59)で示した生成系列において、実際に攪拌するのは、牛乳が自然発酵してできる凝

乳（ dadhi 酪）か、牛乳に凝乳を混ぜたものである。Tibが「牛乳（’oma ks
・
ıra）」と

するところを、Ch1は「乳酪」、Ch2は「純好乳」としているのはこのことを示しているの

であろう。このdadhiは、『実利論』の記述によれば「斑点のある」（KA 2.12.5）「酸味

のある液状の食品」（KA 2.15.19）であり「純銀の色をしたもの」（KA 2.13.14）である。

自然発酵については以下の記述が参考になる。『大乗涅槃経』:「世尊よ、牛乳は何らの助

けもかりずに必ず凝乳になりますが、〔精製された〕バターはそうではありません。必ず

何らかの条件、たとえば人の努力、水瓶、攪拌に使う縄などが必要です」世尊,如乳不仮

縁必当成酪,生蘇不爾.要待因縁,所謂人功水瓶鑚縄.（Taisho vol.12522b28-523a1）

65）Tib:mar sar(T:gsar). 本経や先に指摘した『長阿含経』『大乗涅槃経』では、この

navanıtaから sarpis（生 ）が出来るとしているが、『ミリンダ王の問い』などでは、

dadhi → navanıta → ghr
・
taの生成系列を挙げている（Mil 40.32-41.5）。この ghr

・
ta

（Eng.ghee）も sarpisと同じくバターオイルの一種と考えられる。ただし、前者は宗教

儀礼、医療、調理のほか、灯明にも用いられるのに対して、後者は主に飲用として用いら

れる。文献にしたがう限り、醍醐の材料とされるのは後者の sarpisの方である。

66）Tib:mos pa mang ba.Ch2:多有解向.Cf.Bbh :「菩薩はどのように多くの信解をもつ

のか」katham ca bodhisattvo ’dhimuktibahulo bhavati.(95.12)
67）Tib:skyes bu gnyis pa. 文字通りには「第二の人」の意。

68）Tib:bcag (DHKT:bzhag).Ch1:破 .Ch2:破.

69）Tib:de snyed(CHNP:nyid)kyi(omitted in Ph,K:kyis)rin po che’i snod byin na.

Ch1:便以寶器還償其主.Ch2:以好寶器而用償之.
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異教徒（ tırthika）の弟子たち〔の思想・行動規則〕を壊して、〔彼らを〕如

来の教えに〔相応しい〕法宝の器70)に変えたとしても、それは異教徒たち

［Zh739］を一人といえども騙したことにはなりません。ニルグランタよ、た

とえば、自信だけは過剰にあるが方便（様々なことに対応できる具体的な知

識）には長けていない隊商の長が多くの旅人を間違った道に導いてしまっても、

道に関する知識も経験もある［H443a］方便に長けた隊商の長が〔旅人たち

を〕その間違った道から引き戻して正しい道へと導くようなものです。ニルグ

ランタよ、(71→君の六人の指導者（ sastr・）はすべて、道を知らず道に通じて

おらず、それゆえ、君たち多くの人々を間違った道へと導いています←71)。〔そ

れに対して〕如来は道を知り道に通じておられ、それゆえ、それらの人々（有

情）をその間違った道から引き戻して［P311a］正しい道へと導きます。とは

言うものの、ニルグランタよ、〔君は〕君のこれらの会衆を連れて行きなさい」

その時、一万二千のニルグランタ（裸形行者）たちは、サティヤカ・ニルグ

ランティープトラとともに立ち去って行った。残りの者たちは神通を獲得し、

(72→世尊に「来なさい、比丘よ（ ehibhiks・u）」と言われて出家したのだった
←72)。

（以下、次号に続く）

〔略号〕

AD The Practical Sanskrit-English Dictionary, by Prin. Vaman Shivaram Apte,

Revized & Enlarged Edition,Kyoto,1978(臨川書店).

70）Tib:snod( patra,bhajana). 器（patra,bhajana）には「～に相応しい（人）」という

意味があり、ここでもその意が含意されている。本経 II-1節「器と非器」（五島［2013］31

-33頁）参照。

71）Tib:khyed kyi(Ph:kyis)ston pa drug po thamscad kyang lammishespa lammi

mkhaspa ste,deskhyedcag semscanmang po rnams(omitted inT)lam ngan(P:la

mngon)par btsud do.Ch1:卿等諸師以於邪 不了道義,將無數人 於 道.Ch2:汝等如

彼自 爲師是不知道者,不善道者,不見道者,不能説道.是故汝等引導衆生趣於非道.

「六人の指導者」はいわゆる「六師外道」のことか。漢訳は、下線部にあるように、とも

に「君たち」を「（諸）師」と見ている。

72）Tib:dedag bcom ldan’daskyisdgeslong tshurshog cesbyabasrab tubyung bar

gyurto.Ch1:世尊悉下鬚 爲比丘也.Ch2:佛即告言「善來比丘」.皆成沙門.“ehibhiks
・
u

(Pali:ehi bhikkhu, 善来比丘)”は、初転法輪の時、世尊が五比丘にこう呼びかけて弟子

とした（Vin I.6.32vol.112.23-26）とされる言葉で、この表現を用いることによって、

仏弟子として正式に具足戒を授かったことを示している。
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Asp As
・
t
・
asahasrika Prajnaparamita,EditedbyP.L.Vaidya,Buddhist Sanskrit Texts

(BST)No.4,Darbhanga,1960.

BBh Bodhisattvabhumi : a statement of whole course of the Bodhisattva (being

fifteenth section of Yogacarabhumi),editedbyUnraiWogihara,Tokyo,Sankibo

Buddhist Book Store,1971(reprint).

DBh Dasabhumısvaro nama Mahayanasutram
・
, ed. by Ryuko Kondo, Tokyo, 1936;

reprint 1983.

DKP Druma-kinnara-raja-paripr
・
ccha-sutra,a critical edition of theTibetan text (recen-

sion A)based on eight editions of theKanjur and theDunhuang,International

Institute for Buddhist Studies,Tokyo,1992.

KA TheKaut
・
ilıyaArthasastraPart I Sanskrit Text with aGlossary,byR.P.Kangle,

Delhi.

KP Kasyapaparivarta,A.von Stael-Holstein (ed.),Shanghai,1934;The Kasyapapar-

ivarta Romanized Text and Facsimiles,M.I.Vorobyova-Desyatovskaya (ed.),

Tokyo,2002.

Mil Milindapanho, being Dialogues between King Milinda and the Buddhist Sage

Nagasena,ed.byV.Trenckner,London,1880 ;reprint Royal Asiatic Society,

London,1928.

Mvy Mahavyutpatti :『梵藏漢和四譯對校・飜譯名義大集』鈴木学術財団、1916。

Sn Suttanipata,edited byD.Andersen,H.Smith,PTS.,London,1913.

SN Sam
・
yutta-Nikaya,5vols,PTS.,London,1884-1898.

SP Saddharmapun
・
d
・
arıkasutra,Kern and Nanjio (eds.),St.Petersburg,1912.

Thag Thera-and Therı-gatha,PTS.,London,1883.

TSD Tibetan Sanskrit Dictionary,ed.byLokeshChandra,Newdelhi,1959;臨川書店,

1982.

Vin Vinayapiaka,edited byH.Oldenberg,5vols.,PTS.,London,1879-1883.

VKN Vimalakırtinirdesa, Transliterated Sanskrit Text Collated with Tibetan and

ChineseTranslations,edited byStudyGroup on Buddhist Sanskrit Literature,

TheInstituteforComprehensiveStudiesofBuddhism,TaishoUniversity,2004.
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