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はじめに
初期大乗仏典を代表する法華経は、梵文法華経（Saddharmapundarīka: SP）の漢訳と
4

4

される鳩摩羅什訳『妙法蓮華経』
（妙法華）の出現によって、東アジアの多くの地域に
流布し、多くの仏典・思想・文化の形成・発展等に甚大な影響を与えてきた。だが、
妙法華以前の梵文法華経写本が現存せず、この漢訳の底本は不明である。この解明に
は現存 SP 写本と妙法華の厳密な対照が必要であるが、漢訳法華経の対照研究として
学術的要望を満たす SP 写本の言語学的実証研究が途上にある。
現存 SP 写本における膨大な語彙・語形・語法等の精査（言語学的実証研究）を推
進 す る た め、筆 者 は 共 同 研 究 者 と と も に コ ン ピ ュー タ 技 術 活 用（Information and
Technology: IT）による言語解析プログラム（解析ツール）を独自開発してきた。
本稿は、この解析ツールによる現存 SP 写本すべての言語学的実証研究成果と妙法
華との厳密な対照により、SP 写本の編纂・伝承過程や妙法華の底本解明等に新たな視
座の提供を目的とした研究方法を提示する。第１章では、妙法華の底本究明における
問題の所在を示唆する。第２章で現存 SP 写本研究の現状を概観し、第３章で本研究
の目的と研究方法を提示する。第４章では、これまでの本研究の進捗状況を紹介する。
第５章で SP 写本の言語学的実証研究成果と妙法華を対照した一例を挙げ、第６章で
本研究の推進課題と今後の展望について議論する。
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問題の所在

梵文法華経は初期大乗仏典で最古の一つとされる。漢訳には以下の３経典が現存す
る（[ ] 内は訳出年）。
⑴

竺法護訳『正法華経』１[286年]（正法華）：本文が難解・晦渋なため正確

⑵

鳩摩羅什訳『妙法蓮華経』 [406年]（妙法華）

⑶

闍那崛多・達摩笈多共訳『添品妙法蓮華経』３[601年]（添品法華）：

な解読が不能とされる。
２

この序文に『正法華経』と『妙法蓮華経』の編纂事情の記述があり、
『妙
法蓮華経』を補遺したとされる。
このうち⑵妙法華は多くの仏典・思想・文化の形成・発展等に甚大な影響を与え、
東アジアの多くの地域に流布したため、爾来、多くの注釈家・研究者による漢訳法華
研究の中心であった。このことから、一般に『法華経』といえば妙法華を意味する。
このような妙法華であるにもかかわらず、発見された膨大な SP 写本中には妙法華訳出
年以前の書写年代 SP 写本が現存せず、妙法華の底本が依然として不明のままである４。
妙法華底本の究明には、まず厳密な現存 SP 写本と妙法華の対照研究が不可欠であ
るが、漢訳法華経の対照研究として学術的要望を満たす SP 写本の言語学的実証研究
が未だ途上にある。

２

梵文法華経写本研究の現状

イギリスの外交官・ネパール駐在大
使であった Hodgson, B. H による初の
SP写本発見[1821年]以来、仏典中最多
の67種 SP 写本・断簡が現存する。最
古の書写年代 SP 写本は５世紀半ばの
中央アジア（CA）伝本旅順本Lü５とさ

図１

１

『大正新脩大蔵経』第９巻、No. 263：63 134。

２

『大正新脩大蔵経』第９巻、No. 262：１ 62。

３

『大正新脩大蔵経』第９巻、No. 264：134 196。

現存する梵文法華経写本伝本系統

妙法華訳出年以前の SP 書写年代写本・断簡が現存しない。これを解決に導くべく、多くの研究
者によって SP 写本と漢訳法華経の対照研究が試みられてきたが、いかなる SP 写本等に基づいた漢
訳法華経であるのかは未だ不明である（西 [2013] ほか）
。

４

SP 写本の略号・書写年代については、本研究のホームページ、A Study of the Sanskrit and Chinese
Lous Sutra：https://www.cari-saddharmapundarika.com/sp-1、また本紀要の拙稿「梵文法華経における
prajñā」の「梵文法華経写本一覧（書写年代・略号・出土地・所蔵場所）
」を参照されたい。

５
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れる。初の校訂本はKern, Hと南條文雄による写本混淆本（KN[1908 1912]、様々な地
域から出土・書写年代写本の校合本）である。KN が史上初の SP 写本校訂本であるた
めに SP 研究の標準テキストとなっているが、辻 [1970] は「異写本の別を考慮してい
ない校訂本のため、SP写本と漢訳法華経の対照研究の基礎資料として学術的要望を満
たすことができない」と指摘した（辻の指摘）。

oṁ namaḥ sarvabuddhabodhisatvebhyaḥ | namaḥ sarvatathāgatapratyekabuddhāya śrāvakebhyo 'tītânāgatapratyutpannebhyaś ca bodhisatvebhyaḥ || evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavān rājagṛhe viharati sma || gṛdhrakūṭe parvate mahatā bhikṣusaṃghena sārddhaṃ dvādaśabhir bhikṣuśataiḥ sarvair arhadbhiḥ kṣīṇāśravair niḥkleśair vaśībhūtaiḥ
suvimu(kta)cittaiḥ suvimuktaprajñair ājāneyair mahānāgaiḥ kṛtakṛtyaiḥ kṛtakaraṇīyair apahṛtabhārair anuprāptasvakârthaiḥ parikṣīṇabhavasaṃyojanaiḥ samyagājñāsuviyuktacittaiḥ | sarvacetovasiparamapāramiprāptaiḥ | abhijñātâ'bhijñātair mahāśrāvakaiḥ || tad yathā āyuṣmātā c' ājñātakauṇḍinyena : | āyuṣmatā câśvajitena | āyuṣmatā ca bāṣpeṇa | āyuṣmatā ca mahānāmnā | āyuṣmatā ca bhadrikeṇa : | āyuṣmatā ca (mahā)kāśyapena | āyuṣmatā ca uruvilvākasyapena | āyuṣmatā ca
mahākāsyapena | āyuṣmatā ca gayākāśyapena | āyuṣmatā ca śāriputreṇa | āyuṣmatā ca mahā[sa]maudgalyāyanena | āyuṣmatā ca (mahā)kātyāyanena | āyuṣmatā ca 'ni-

図２

梵文法華経写本写真版（大英図書館所蔵本 B：上段）と
ローマ字転写校訂本による電子化テキスト（下段）の一例

KN の校訂編集が、底本として取り扱った８写本６の書写年代・出土地域の区別を考
慮しない問題点を指摘したのである。この後、写本ローマ字転写校訂本（ローマ字本）
が陸続と刊行された。写本ごとに写本写真版や写本ローマ字本の刊行がなされ、SP写
本研究が大いに進捗した（図１・図２を参照）。SP 写本と妙法華の対照研究がいくつ
かあるが、KN／CA 伝本（旅順本 Lü・カシュガル本 O）など数本と正法華／妙法華／
添品法華の対照研究のみで全 SP 写本を用いて厳密な言語学的対照研究が途上にあり、
かつ研究者によって見解が異なっている。Bechert[1976] は正法華が CA 伝本カシュガ
ル本 O、妙法華が G-N 伝本に、塚本 [1986] は妙法華が CA 伝本 O に各々対応し、辛嶋
[1992] は CA 伝本旅順本と正法華／妙法華、G-N 伝本ギルギット本と添品法華が各々
に一致するとし、また渡辺 [1970] は漢訳底本とされる SP が推定不可能と結論づけて
いる。

６

KNの８底本写本は、⑴ O：カシュガル出土ペトロフスキー将来・レニングラード化学アカデミー
所蔵本（９ 10世紀書写）、⑵ A1：アジア協会所蔵本（1680 1681年書写）
、⑶ B：大英図書館所蔵
本（11 12 世 紀 書 写）、⑷ Ca(=C4) ： ケ ン ブ リ ッ ジ 大 学 図 書 館 所 蔵 本 Add.1683（1039 年 書 写）
、
⑸ Cb(=C5)：ケンブリッジ大学図書館所蔵本 Add.1684（1065年書写）
、⑹ K(=T8)：河口慧海将来・
東京大学図書館所蔵本 No.414（1069 1070年書写）
、⑺ W：Watters 将来本（この写本は所在不明）
、
⑻ P(=P3)：Ed. Foucaux によって出版された石版刷りのテキスト（19世紀書写）である。このうち
⑴が CA 伝本、⑵ ⑻が G-N 伝本であり、かつそれぞれの出土地・書写年代が異なっている。
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本研究の目的・研究方法

本研究の目的は SP 写本の
言語学的実証研究結果と妙法
華の厳密な対照により、SP編
纂・伝承過程や妙法華底本の
解明等に新たな視座を提供す
ることにある。
妙法華と厳密な対照研究を
行う準備として、本研究では
辻の指摘を満たす SP 写本の
言語学的実証研究（基礎資料
の構築へ向けて）に以下の研

図３

本研究の目的と研究手法関連図

究手法を行う：SP 写本の
3.1

ローマ字本電子化テキスト作成

3.2

ローマ字本索引の作成

3.3

ローマ字本韻律解析

3.4

ローマ字本集成テキスト作成

3.5

言語学的実証研究（辻の指摘を満たす SP 写本基礎資料の構築へ向けて）

本研究手法3.5の成果が辻の指摘を満たすSP写本の基礎資料構築をした結果である。
これによって妙法華との厳密な対照研究が可能になり、本稿の問題の所在に対する解
答導出が期待できる。以下に本研究の研究手法3.1 3.5を述べる（図３を参照）。

3.1

ローマ字本電子化テキスト作成

SPは仏教混淆梵語（Buddhist Hybrid Sanskrit：BHS）代表経典の一つであり、中期イ
ンド・アリアン（Middle Indo-Aryan：MIA）語が頻出する。MIA とはパーリ語（Pāli）
など古典梵語（Skt.）に対する Pkt. を総称する言語で、本稿では BHS と区別する。
Edgerton[1953] は Pāli や Skt. に存在しない大乗仏典に出現する特有な言語を BHS と
定義し、大まかに３分類した：⑴ 第１類 『マハーヴァスツ』（Mv：偈文と散文にMIA
を含む）
、⑵ 第２類

SP（偈文に MIA、散文に Skt. との混合）、⑶ 第３類 『梵文八

千頌般若経』
（AsP：偈文が存在せず、散文に Skt.）。Kern[1912] と Edgerton[1953] は、
初期の SP が MIA で編纂され、伝承の間に梵語化されたと提唱した（Kern-Edgerton の
提唱）
。
辻 [1970] は SP 第３章に限定し、数本の SP 写本を検証して、Kern-Edgerton の提唱
をさらに深化させている（辻の深化）：
260

IT 言語解析による梵文法華経写本と漢訳法華経の対照研究

BHS 文法の整理の必要性
偈文 BHS と散文 Buddhist Sanskrit の厳密な区別
もともと散文が MIA で編纂され、後に梵語化されたとは思われない
伝承間に種々の程度の梵語化が起り、hybridity に程度の差をきたし、こ
こに現存写本が生じた。
Kern-Edgerton の提唱と辻の深化には見解の相違が見られ７、この調査にはすべての
SP 写本の語彙・語形・語法や SP 写本ごとの言語学的特徴等の言語解析が必須である
が、写本言語情報が膨大であるため多大な時間と労力を要する。これを効率よく進捗
させるために、筆者は共同研究者とともに、独自に ICT の言語解析プログラムツール
を開発した（山崎・逢坂 [1994 2017]、逢坂・西 [2012 2017]）。このための現存するす
べての SP 写本ローマ字本電子化テキストが必要不可欠となる。
KN と同種の写本混淆校訂『ヴァイドヤ本』[1960] ローマ字化電子化テキストのみ
Web公開がある８。これ以外の個々SP写本ローマ字本電子化テキストが未公開である。
そこで筆者は、O（CA 伝本）と KN（G-N 伝本）の電子化テキスト作成を完了させ
ている。他 SP 写本ローマ字本電子化テキストは推定書写年代が古いものから作成中
である。断簡２写本（CA 伝本旅順本 Lü と G-N 伝本ギルギット本 O）ローマ字本電子
化テキストの作成も完了している。
SP 写本は２つに大別できるため CA 伝本には O を、G-N 伝本には KN を基準にし
て、他のローマ字本電子化テキストを作成できる。正確な電子化テキストを得るため
には、以下の作業が必要である：
解析ツールによる語彙索引作成
の結果を用い、電子化テキストのエラーチェックを行う
エラーがなくなるまで

、

の作業を繰り返す。

の作業を他の電子化テキストに適用し、現存 SP 写本の正確な電子化テキストす
べてを作成する。
ローマ字本電子化テキストはIT解析に適している。これを介した解析ツールを本格
的に取り込むことにより、以下の本研究手法3.2 3.4が大いに進捗する。まず、このた
めの現存67種 SP 写本ローマ字本電子化テキストを作成する。本研究手法には正確な
電子化テキスト作成が最優先・重要事項である。
辛嶋 [1992 2006] は、SP 写本と３つの漢訳法華経を対照させている。固有名詞に着目し、漢訳の
音写語から、初期の SP が MIA で編纂され、時代とともに編纂されるに従って梵語化されたとする
が、部分的論証である。

７

The Sanskrit Buddhist Input Project (the Digital Sanskrit Buddhist Canon Project of Nagarjuna Institute,
Nepal and University of the West, Rosemead, California, USA)により電子化テキストが作成されており、
GRETIL - Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages にて公開されている（URL：http://
gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/1_sanskr/4_rellit/buddh/bsu036_u.htm）。

８
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KN 44.1
śrāvakās tasmin kāle tasmin samaye parinirvṛte tathāgata eteṣām evaṃrūpāṇāṃ sūtrāntānāṃ dhārakā vā deśakā vā bhaviṣyanti | anyeṣu punaḥ śāriputra tathāgateṣv arhatsu samyaksaṃbuddheṣu
niḥsaṃśayā bhaviṣyanti | imeṣu buddhadharmeṣu śraddadhādhvaṃ me śāriputra pattīyatāvakalpayata | na hi
śāriputra tathāgatānāṃ mṛṣāvādaḥ saṃvidyate | ekam evedaṃ śāriputra yānaṃ yad idaṃ buddhayānam ||
atha khalu bhagavān etam evārthaṃ bhūyasyā mātrāya saṃdarśayamānas tasyāṃ velāyām imā gāthā
abhāṣata ||
athābhimānaprāptā ye bhikṣubhikṣuṇyupāsakāḥ |
upāsikāś ca aśrāddhāḥ sahasrāḥ pañcanūnakāḥ ||38||
saṃpaśyanta imaṃ doṣaṃ chidraśikṣāsamanvitāḥ |
vraṇāṃś ca parirakṣantaḥ prakrāntā bālabuddhayaḥ ||39||
parṣatkaṣaṭu tāñ jñātvā lokanātho 'smi dhvaṃsi tān |
tat teṣāṃ kuśalaṃ nāsti śṛṇuyur dharma ye imam ||40||
śuddhā ca niṣpalāvā ca susthitā pariṣan mama |
phalgu vyapagatā sarvā sārā ceyaṃ pratiṣṭhitā ||41||

図3.1 『ケルン・南條本』ローマ字化した電子化テキストの一例（第２章 upāyakauśalya の一部）

3.2

ローマ字本索引の作成

すべてのローマ字本には該当する KN 対応箇所の明記があるため、最初に KN 電子
化テキストを作成した。これに独自開発の解析ツールを適用し、語彙・詩脚索引作成
（西 [2019b]・西 [2019c]：図3.2.1、西 [2011]：図3.2.2）と韻律解析を行なった（図3.3）。
この結果による SP 写本間の同義語出典分布調査から、辻の深化

を支持する SP 編纂

伝承過程の３例証を得ている（西 [2015 2019]）。
辻の指摘を満たす現存 SP 写本の基礎資料を構築するためには、個々SP 写本すべて
の言語分析が必要である。このためにローマ字本語彙・索引の作成と韻律解析を行う。
江島惠教ら [1985 1993] の KN（妙法華・チベット語訳対照）語彙索引や塚本啓祥ら
[1986 1988]のローマ字本第１ ２章語彙索引があるが、現存の全SP写本の全章ローマ
字本索引は未完で、韻律解析の詳細な検討結果も公開がなされていない。
上記の正確な電子化テキスト作成をした KN 詩脚索引（西ら [2011]）を刊行してお
り、
O ローマ字本 Th と KN の正順・逆順語彙索引を出版した（西 [2019b]、西 [2019c]）。
作成途中の電子化テキストを解析ツールに適用させ、この語彙索引結果を得ており、
これらの電子化テキストの校正中（上記作業

）である。他65種類の電子化テキス

トも同様に作成する。
この語彙索引では、SP 写本に見出される BHS, Pāli, Skt. などの語彙の区別が容易に
できるほか、それらの語形・語法が写本ごとに分析でき、書写年代不明写本における
語彙・語形・語法などの特徴から、大まかな年代が推定の可能性が期待できる。また
詩脚索引では、他経典との並行詩脚が見出される可能性がある。
本研究では、独自開発 IT 言語解析プログラムツールにより、相当に困難であった
SP 全写本の語彙・語形・語法・韻律等の分析結果が得られることが期待される。
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eka-m-ekā : O(Th) 56a2
ekaṃ : O(Th) 54a7; 54b3 6; 56a2; 59a1; 59b3;
150b6 7; 152a1; 189a4 4; 192b7; 210b5; 254b1 :
KN [2]46.11 .14; [2]47.4; [2]48.14; [2]49.2 .7;
[2]52.4; [2]53.14; [2]58.6 .13; [3]90.10; [5]132.13;
[7]156.7 .8; [7]157.13; [7]198.4; [8]202.2; [9]222.5;
[11]256.6; [15]316.7 .8; [20]387.4; [22]420.5
(ekaṃ) : O(Th) 304a1
ekaka : O(Th) 67a4
ekakaraṇīyaṃ : O(Th) 47a1 3 : KN [2]40.2 .8 .10

upāsikā: O(Th)211b5; 331b2;
449a2
bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikā: KN[1]6.11;
[2]33.6; [3]69.5;
[13]276.8;
[18]367.13;
[19]375.3; [19]380.1
vopāsikā: KN[17]345.9;
[26]476.1
(bhikṣu)bhikṣuṇyupāsakôpāsikā: O(Th)27a1
bhikṣubhikṣuṇyupāsakôpāsikā: O(Th)14a4; 73b5;
264b5; 354a4
savaijayantīkā: KN[16]338.9
jalamaṇḍukā: O(Th)59b1
aupapādukā: O(Th)193a7

ekakāle : O(Th) 339a5; 345b2 : KN [17]351.10;
[18]359.8
ekakāḥ : O(Th) 293a4
ekakulagotrāṇāṃ : O(Th) 24b3 : KN [1]18.5
[ekakṛtyam] : O(Th) 47a1 3

図3.2.1 中
 央アジア伝本カシュガル本ローマ字本と『ケルン・南條本』ローマ字化の正順（左図）
・
逆順（右図）語彙索引の一例

saṃpaśyanta imaṃ doṣaṃ [2]44.39d
varṣiṣyate dharmam anantavarṣaṃ [1]28.99c
māndāravāṇāṃ ca mahantavarṣaṃ [1]8.2a
mamāpi co varṣatu dharmavarṣaṃ [5]130.36a
māndāravāṇāṃ ca pravarṣi varṣaṃ [16]331.9a
niḥsaṃśayaṃ bheṣyi tathāgato 'haṃ [3]64.22a
anyehi sattvehi puraskṛto 'haṃ [15]324.8a

saṃpaśyanta imaṃ doṣaṃ [2]44.39a
saṃpaśyamāno idam eva cārthaṃ [3]97.136a
saṃpūjitā naramaruyakṣarākṣasaiḥ [1]15.46d
saṃpūjitān naramaruyakṣarākṣasaiḥ [1]12.29b
saṃprati tiṣṭhati sattvasārathiḥ [24]455.30d
saṃprasthitā uttamam agrabodhim [2]59.143b
saṃprāpayāmi ima teṣa prāṇinām [2]45.44b

図3.2.2 『ケルン・南條本』ローマ字化の正順（左図）
・逆順（右図）詩脚索引の一例

3.3

ローマ字本韻律解析

SP写本の本文には偈文と散文の２種類の文体がある。SP偈文はŚlokaのほかTristubh
44

や Jagatī などが主に散見されるが、このほかに韻律上判別不能な偈文も見つかってい
る。この解析をローマ字本電子化テキストと解析ツールを用い、膨大に現存するSP写
本の偈文を精査することで、この特徴を見出し分析していく。

KN §44.7
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
athābhimānaprāptā ye bhikṣubhikṣuṇyupāsakāḥ ||
pada1 = athābhimānaprāptā ye pada2 = bhikṣubhikṣuṇyupāsakāḥ
Syll = ¶∞¶∞∞∞∞∞ : Syll. No = 8
Syll = ∞¶∞∞¶∞¶∞ : Syll. No = 8
Neuro Metre for pada 1 = Sloka(Ma);
for pada 2 = Sloka(EvP)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
upāsikāś ca aśrāddhāḥ sahasrāḥ pañcanūnakāḥ ||38||
pada1 = upāsikāś ca aśrāddhāḥ pada2 = sahasrāḥ pañcanūnakāḥ
Syll = ¶∞¶∞¶∞∞∞ : Syll. No = 8
Syll = ¶∞∞∞¶∞¶∞ : Syll. No = 8
Neuro Metre for pada 1 = Sloka(Pa);
for pada 2 = Sloka(EvP)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
saṃpaśyanta imaṃ doṣaṃ chidraśikṣāsamanvitāḥ ||
pada1 = saṃpaśyanta imaṃ doṣaṃ
pada2 = chidraśikṣāsamanvitāḥ
Syll = ∞∞∞¶¶∞∞∞ : Syll. No = 8
Syll = ∞¶∞∞¶∞¶∞ : Syll. No = 8
Neuro Metre for pada 1 = Sloka(Pa);
for pada 2 = Sloka(EvP)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
vraṇāṃś ca parirakṣantaḥ prakrāntā bālabuddhayaḥ ||39||
pada1 = vraṇāṃś ca parirakṣantaḥ
pada2 = prakrāntā bālabuddhayaḥ
Syll = ¶∞¶¶¶∞∞∞ : Syll. No = 8
Syll = ∞∞∞∞¶∞¶¶ : Syll. No = 8

図3.3 『ケルン・南條本』ローマ字化偈文の韻律解析結果の一例
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韻律解析では、上記の語彙・詩脚索引とともに用いることにより、他経典との並行
詩脚、偈文・散文の成立の新旧などや、散文が偈文の句であった可能性の検討ができ
ることが期待される。

3.4

ローマ字本集成テキスト作成

中村瑞隆ら [1977 1986] が32種写本全章を写本影印版で集成し出版している。この
ローマ字本第１ ２章集成（塚本啓祥ら [1986 1988]）や、戸田 [1977 2002] の数十種
類のローマ字本集成があるが、現存するすべての SP 写本全章ローマ字本集成は未完
である。

図3.4

ローマ字本集成テキストの一例

集成テキストとは、SP 写本ローマ字本を図3.4の形式に並べたものである。これに
より SP 写本間の異読（写本間で読みの異なる語彙）を容易に発見できる。集成テキ
スト作成は本研究手法3.1と解析ツールを活用する。これと索引・韻律解析結果を併用
すると、すべての SP 写本における語彙・語形・語法等の比較検討など徹底した言語
解析ができる。さらに SP とパーリ聖典（初期仏典）、BHS 経典（『マハーヴァスツ』、
『梵文八千頌般若経』、
『梵文維摩経』等の大乗仏典）の相互間に類似性が散見されるこ
とを確認している（西 [2010]）
。
既存のパーリ聖典・BHS 経典電子化テキスト（西・逢坂 [2018a]）を用いた解析ツー
ル結果から、SP と他仏典の類似並行詩脚・類似定型語句等を検証できる。これにより
SP 編纂事情等の新たな知見を獲得でき、辻の指摘を満たす SP 写本の基礎資料構築の
準備ができる。さらに SP と他仏典の類似並行詩脚・語句等を検証でき、SP がいかな
る仏典に基づいて編纂されているか等の新たな知見の獲得や、SP 成立編纂・伝承過程
を探求できる可能性がある。
筆者は、個々SP 写本言語学的実証研究の途中で O krīdāpanaka- に気がついた：
4

①関連行の語彙のうち krīdāpanaka- だけが判別不能で、他語彙は言語学的説
4

明が可能である。
②Edgerton[1953] は krīdāpanaka- を krīdanaka-（Skt.）から派生した BHS と定
4

4

義している。
③O と KN 全章上記２語彙の出典分布が、krīdāpanaka-（BHS）→ krīdanaka4

4

（Skt.）へ遷移している。
この結果は辻の深化

を支持する１例証である（西 [2015]、図3.3.2を参照）。
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O(Th) 77b2
KN
72.12

api tu khalv ime [3]mama putrā bāladārakā
bahava(ḥ) svesmin
niveśane
api tu khalv ime [13]mama putrā bālakāḥ
kumārakā
asmin eva niveśana

O(Th) ādīpte prajvalite abhyantarībhūtās tai[4]s tair vividhai · (krrīḍāpanakaiḥ) krrīḍaṃti ramaṃti
KN
ādīpte
taistair [14]
krīḍanakaiḥ krīḍanti ramanti
O(Th) paricārayaṃti
KN
paricārayanti

図3.3.2

中央アジア伝本カシュガル本 O（ローマ字本 Th）krīdāpanaka（MIA）と『ケルン・南條
本』ローマ字化 KN krīdanaka -（Skt.）の出典対応箇所の一例
4

4

上図から以下のことがわかる：
１）krrīdāpanakaih は O に存在せず（写本の欠損）、Th に krrīdāpanakaih の挿入の
4

4

4

4

理由が不明である（Th は欠損した O の箇所に krrīdāpanakaih を挿入したと考
4

4

えられる）。
２）上記の個々の単語のうち、krrīdāpanakaih だけが語彙・語形・語法の判別が不
4

4

能である。
３）BHSD 197, 1には、異読 +krīdāpanaka-（Th）、krīdanaka-（KN）が同義語（BHS
4

4

krīdāpanaka-、Skt. krīdanaka-）とある。

+

4

4

４）O(Th) 散文 krrīdāpanaka- の KN 散文対応箇所すべてが krīdanaka- である。
4

4

１）の結果を作表した：Kern-Edgertonの提唱と辻の深化

を支持する例証が得られ、

SP における異読（MIA, BHS, Skt.）を捜索する契機となった９。
さらに他の異読を見出し、現存 SP 写本の異読対応箇所出典分布調査から辻の深化
を支持する他の２例証を得た（西 [2017]、西 [2019 02]）。KN を基準に全 SP 写本
ローマ字本集成テキストを作成すれば、SPすべての異読を見出し、そのいくつかの異
読を用いて辻の深化

を検証でき、SP 写本の全言語情報一覧が可能となる。筆者は、

OとKNローマ字本集成テキストの作成を第２ ３章で作成途中である。他SP写本ロー
マ字本電子化テキストを作成後、本研究方法3.4を進捗させる。
このようにして、全 SP 電子化テキストに解析ツールを適用させ、語彙／詩脚索引
作成・韻律解析を行い、集成テキストを作成する予定である。

3.5

言語学的実証研究

辻[1970]はSP写本研究について「一挙に最終目的に達することばかりに走らず、基
本的資料を一つ一つ精密に整理していくことが肝要」と示唆している。これを念頭に
個々SP ローマ字本第３章散文の言語学的実証研究を行なった（西 [2014 2015]）。さら
に本研究では各 SP 写本にこれを進捗させ、辻の指摘を満たす SP 写本の基礎資料構築
９

詳細は西・逢坂 [2018 02] を参照されたい。
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を推進させる。この結果を用いて、妙法華と厳密な対照研究が可能となる。本研究手
法3.1 3.5により、これまで未解決であった SP 編纂・伝承過程や妙法華の原典解明に
つながる新知見が得られ、新たな議論の展開が期待できる。また他大乗仏典において
本研究手法を適用することで、多くの研究者に新たな研究手法・知見を提供でき、飛
躍的な研究促進ができる。
個々の現存 SP 写本ローマ字本の厳密な現存 SP 写本言語学的内容実証研究が未完
（渡辺 [1977]）なため、本研究を推進してきている（西 [2014 2015]）。本研究方法3.1
3.3の結果を用い、この続編を進め、現存全 SP 写本の言語学的実証研究（SP 最古層第
２ ３章）を推進させる。SP第２ ３章を本研究の対象として選択した理由は、言語学
的にも思想的にも SP の最古層とされることによる（西 [2010]、平岡聡 [2012]）。
辻の示唆を満たす SP 写本の基礎資料構築が未完であるため、これを解決に導いた
研究成果と本研究手法3.3により、SP 写本伝承過程の一部が解明できた。筆者は SP 写
本第３章後半散文が完了（西 [2014 2015]）し、SP 写本第２章の前半までの言語学的
実証研究を進捗させており、塚本啓祥ら [1986 1988] の32種 SP 写本を含めたすべての
現存 SP 写本集成・索引を、SP 写本ローマ字本電子化テキストを作成次第、刊行予定
である。
SP 写本の言語学的研究や翻訳は主に KN や KN と同様な写本混淆校訂本が主であっ
た10。KN 編集上の言語学的な問題点などを解決すべく、本研究は上記の成果を用い、
現存 SP 写本すべてについて辻の示唆を満たす言語学的実証研究を推進させる。
また、この結果と妙法華最古層（SP 第２ ３章）を厳密に対照させ、SP 編纂・伝承
事情や妙法華の底本解明等に新たな視座を提供する。以上の得られた成果は学会発表
や学会誌・紀要などの出版物、Web 上で発表・公開する。
上記の成果によりはじめて妙法華との厳密な対照研究が可能となる。本研究の問題
の所在である SP 編纂・伝承過程や妙法華底本の解明に新たな視座が提示できること
が期待される。

４

これまでの本研究の取り組み

本研究の目的・研究手法3.1 3.5と中央学術研究所ホームページ内 A Study of the
SP（主にKN）の代表的な翻訳は以下がある：⑴Burnouf, E.[1852]（フランス語訳）
、⑵Kern, H.[1884]
（英訳）
、⑶南條文雄・泉芳璟共訳『梵漢対照新訳法華経』[1913]、⑷岡教邃訳『梵文和訳法華経』
[1923]、⑸河口慧海『梵蔵伝訳妙法白蓮華経』[1924]、⑹坂本幸男・岩本裕訳注『法華経』[1962
1967]、⑺松濤誠廉・長尾雅人・丹治昭義共訳『法華経』[1976 1977]、⑻渡辺照宏訳『法華経物語』
[1977]（抄訳）、⑻中村瑞隆訳『現代語訳 法華経』[1995 1998]、⑼中村元訳『法華経』[2003]、⑽
植木雅俊訳『梵漢和対照・現代語訳 法華経』[2008]。

10
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Sanskrit and Chinese Lotus Sutra の研究業績（URL：https://www.cari-saddharmapundarika.
com/research-and-achievements）やresearchmap、Ciniiなどを参照。筆者は研究協力者と
随時協働して、言語学的研究と独自開発IT言語解析プログラムツールを融合した強力
な研究手法（図３を参照）により本研究に関連する下記の研究を遂行し、研究を推進
させてきた。以下に本研究の関連する研究活動状況の概要を述べる。

4.1

本研究手法3.1－3.4の進捗

これまで IT 言語解析ツールを作成・活用し、正確な多くの仏典電子化テキストを作
成して、語彙索引・詩脚索引等を求めて、数多くの刊行物を出版している。これらの
研究業績・総括・研究方法等と今後の展開について論文⑵にまとめている。また、KN
正順逆順詩脚索引⑶、O と KN との正順・逆順語彙索引⑴を刊行した。
⑴ 西康友 [2019b]

Saddharmapundarīka, Central Asian (Kasgar Manuscript) and Gilgit4

4

Nepalese (Kern-Nanjio’s Edition) Recensions of Transcription in Roman Script Word
Index, Philosophica Mahāyāna Buddhica Monograph Series 1. 中央学術研究所. 283p；
西康友 [2019c]

Saddharmapundarīka, Central Asian (Kasgar Manuscript) and Gilgit4

4

Nepalese (Kern-Nanjio’s Edition) Recensions of Transcription in Roman Script Reverse
Word Index, Philosophica Mahāyāna Buddhica Monograph Series 2. 中 央 学 術 研 究所.
321p.
⑵ 西康友・逢坂雄美 [2018a]「全パーリ聖典総語彙索引作成の研究 ―パーリ文献協
会編纂文献に基づいて―」．『中央学術研究所紀要』第47号．pp.137 150.
⑶ 西康友ほか[2011]．Saddharmapundarīka Pāda Index and Reverse Pāda Index．中央学
4

4

術研究所．203p.

4.2

本研究手法3.1－3.4の進捗

個々SP写本第３章の後半散文ローマ字本言語学的内容実証研究⑷、および⑸を行な
った：判別不能な語彙・異読がある場合には写本写真版や KN 脚注・写本混淆『荻原・
土田本』とその脚注を参照している．
⑷

西康友．2015．「中央アジア系写本の梵文「法華経」訳注研究−Upamā-parivarta−
⑵」
．
『中央学術研究所紀要』第43号：145 159.

⑸

西康友．2014．
「中央アジア系写本の梵文「法華経」訳注研究−Upamā-parivarta−」．
『中央学術研究所紀要』第42号：73 82.

4.3

妙法華の諸問題研究

下記の論文で横超 [1986] 等が示唆した妙法華の諸問題の論拠を言語学的に議論して
いる。
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西康友．2016． On the Skilful Means in Saddharmapundarīka: Centered on Chapter II ．
4

4

三友健容博士古稀記念論文集：（544）（556）．
KN 中の upāyakauśalya- の用例から、この語彙の意義について議論した。また、
KNと妙法華（「方便」、「善巧方便」等）との漢訳対応箇所が一致しないことを確
認している。さらに CA 伝本 O を調査し、同様な議論をしている。
⑺ 西康友．2014．
「法華経における samdhābhāsya- なる用語の再検討」．『宗教研究』
4

4

87巻別冊．325 326.
KN（samdhābhāsya-）と妙法華（「随宜所説」、
「第一方便」、
「随宜説法」、
「方便
4

4

随宜所説」等）との漢訳対応語彙が一致せず、漢訳用語の使用も不統一である。
一方で法華研究者による samdhābhāsya- の語義解釈も「秘密のことば」、「意図を
4

4

もつことば」
、
「ある意図に基づく所説」等で、統一見解がなされていなかった。
この問題を議論してこの語源に遡り、samdhābhāsya- の語義を明らかにしている。
4

4.4

4

SP 写本伝承過程研究

CA伝本とG-N伝本間の異読のうちで同義語（MIA(BHS, Pāli), Skt.）を調査して、辻
の深化

を支持する３例証を見つけた。下記論文でこれらの研究を議論している。

⑻ 西康友．2019a． Examining the Sanskritization of the Saddharmapundarīka- −A Study
4

4

of Synonyms in the Text−. Journal of Indian and Buddhist Studies 67(3): 1106(64)
1111(69)．
⑼

西康友・逢坂雄美．2018b．「梵文法華経写本編纂過程における梵語化の検証法−
全写本総索引の必要性−」．『中央学術研究所紀要』第47号：119 136.
辻の深化

⑽

を支持する同義語出典分布の抽出・調査法を提示した。

西康友．2017．「梵文「法華経」における sāntika- / santika- / antika- の用例」．『印
度学仏教学研究』第66巻第１号：（103）（107）．

⑾

西康友．2015．「中央アジア系写本の梵文「法華経」におけるkrīdāpanaka-につい
4

て」
．
『身延山大学東洋文化研究所所報』第19号：（1）（18）．

4.5

SP 成立・他仏典の関連研究

SP 成立や SP と他仏典との関連研究について、以下で議論している。
⑿

西康友．2013．「法華経の成立過程についての一試論」．『宗教研究』86巻４輯：
954 955.
KN における śūnya-, śūyatā- に着目して SP が歴史的段階を経て成立編纂された
ことを支持する一傍証を得た。

⒀

西康友．2011．
「法華経における根源的概念」．『大正大学大学院研究論集』第35
号：92 86.
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SP 成立編纂過程や初期仏典最古の経典の一つ『スッタ・ニパータ』と SP との
関連性を論じ、SP の根源的概念は他仏典には例を見ない tathāgata-jñāna-darśanasamādāpana- であることを論証の糸口としている。
4

⒁

西康友．2010．『法華経における方便思想の研究』．博士学位論文（大正大学）．
初期仏典で最古とされる『スッタ・ニパータ』（Sn）第884偈と SP 第２章69 70
偈には思想的な類似性が知られているが、Sn 第884偈と SP 第２章69 70偈が言語
学的にもほぼ同一であることを議論している。

５

梵文法華経写本の言語学的実証研究の一例

以下は SP 第２章 upāyakauśalya の冒頭である。CA 伝本には O(Th)、G-N 伝本には
KN を代表させ、出典対応箇所を明示し、妙法華の対照箇所を挙げてある。現存する
他すべての SP 写本を参照し、言語学的実証内容に問題があれば、その都度に注記＊し
ている。
atha khalu bhagavān smrtah [2] samprajānas
tatah samādher vyatthāsīd
[KN 29.1]
atha khalu bhagavān smrtimān samprajñānas
tatah samādher vyutthito
dhyutthāya ca bhagavān āyusmamtam [3] śāradvatīputram āmantrayāmāsa · ＊１
vyutthāyāyusmantam
śā-[2]riputram āmantrayate sma |

[O(Th) 36a1]

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

【妙法華】[5b25] 爾時世尊從三昧安詳而起。告舍利弗。
【書き下し文】爾の時に世尊、三昧より安詳として起ちて、舍利弗に告げたまわく11、
【試訳】そこで（atha）実に（khalu）、世尊（bhagavān）は想起（smrtah＊２）し、完全
4

4

に目覚めつつ（samprajānas＊３）
、その瞑想から、立ち上がった（+vyutthitah＊４）。そし
4

4

て立ち上がってから（utthāya）
、世尊は śāradvatīputra＊５尊者（āyusmamtam＊６）に語り
4

かけたのであった（āmantrayāmāsa
＊１

＊７

4

4

）のだ（hi）。

O に・なる点が存在する。伝承上、何らかの一区切りを示すものと考えられるが、管

見では不明である。
＊２

O(Th) smrtah: KN, C1, C2, C6, N1 smrtimān「想起したまま」；C5 smrtimā 以外はすべて
4

4

4

4

smrtimām と読む。 mant の sg.m.nom. が mām となっているのは、恐らく写本ごとの書写法
4

4

4

（sandhi）によると考えられる。
＊３

O(Th) samprajānas: sam-pra-√jñā- pres.pt.(BHS 577,1) KN samprajñānas と 読 む。KN 29,
4

4

note 1) A(=R), B, Ca(=C4), Cb(=C5), O, K(=T8) samprajānas tatahで、W samprajñānasとあり、
KN
4

4

4

が W の読みを採用したのかは不明である。
KN samprajñāna- はこの箇所だけの用例である。
4

SMSR に よ る と、K, C2, C4, C5, B, A1, N1, D1 samprajānas; Pk, R, P1, P2, P3, T4, T9, A2, A3, N3
4

11

多田 [1996：12] による。
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samprajānams であり、写本の書写年代が新しくなるにつれて、Skt. の sandhi 規則に従うこと
4

4

が想定されるが、本稿では O と KN の sandhi の異同を指摘することに留め、O の特徴的な
sandhi や書写等の議論は別稿で論じることとしたい。
＊４

O(Th) vyatthāsīd. この語は解読不能である。vi-√sthā, 3.sg.s-aori.Act.(vyasthāsīt)の不正規

形と考えられる。KN と同様に vyutthito と読むのが C4, C5, B, R, P1, P2, P3, T4, T5, T8, T9, A1,
A2, A3, N1, N3である。このほか K, C1, C2, C3, T6, D1 vyutthitah と読む。本稿でも KN 等と同
4

様に +vyutthitah と読む。
4

＊５

O(Th) Śāradvatīputra.「秋
（季節）
に富む女性の息子」
はŚāriputra
（see G. P. MALALASEKERA.

1998. Dictionary of Pāli Proper Names Vol. III. PTS. Oxford: 1108; BHSD 526, 2）
「舎利弗」のこと
である。Śāriputra の同義語の分布状況は以下の通り：O(Th) śāriputra- が偈頌で12箇所、散文
で６箇所に出現する。O(Th) śārisuta- が偈文で７箇所に出現し、散文で出現しない。O(Th)
śāradvatīputra- が偈文で韻律が崩れているが１箇所に出現し、散文で154箇所に出現する。
O(Th) śāradvatīsuta- が偈文で１箇所に出現し、散文に出現しない。KN śāriputra- が偈頌で10
箇所に、散文で144箇所に出現する。KN śārisuta- が偈文で10箇所に出現し、散文に出現しな
い。KN śāradvatīputra-, śāradvatīsuta- が全く出現しない。O(Th) śāradvatīputra- が散文のほと
んどに散見することから、O(Th) の偈文に出現する śāriputra-, śārisuta- は m.c. による借用で
あると考えられる。śāradvatī°
はD1, D2, D3, D4にも出現しており、SP２伝本（CA伝本とG-N
伝本）における関連性を解く語彙の一つの可能性がある。この語の詳細についてはKarashima
and Natter [2005] を参照されたい。
＊６

本稿では ayusmat- について「尊者」を訳語にする：参照、中村 [1983]．

＊７

O(Th) では複合完了になっているのに対し KN では「過去＋sma」で歴史的現在の表現

をとる。この議論については別稿で論じる予定である。

上記研究の成果は一部であり、この続編は今後の学会誌・中央学術研究所などの学
術刊行物、Web 上12などで発表予定である。

６

本研究推進の課題と今後の展望

従来の PC を使って、IT 解析ツールの独自開発を言語解析に最適な Mac 上で推進し、
これを適用させて言語解析等に活用してきた。本研究を推進させるための基本的な研
究施設・設備は完備しているが、SP 写本ごとのローマ字本電子化テキスト作成・解析
ツールの開発・更新・活用をより一層効率的に推進するためには、最新式のデスクト
ップ Mac とソフト等の更新・購入を必要とする（IT 解析ツール等の頻繁な使用によ
り、Mac の劣化が激しい）。SP 写本は67種という膨大な数である。人的作業を最小限
12

A Study of the Sanskrit and Chinese Lotus Sutra: URL: https://www.cari-saddharmapundarika.com/
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度に抑え、解析ツール等の Mac 活用により、本研究が推進可能となる。
SP 写本ローマ字本の資料はすべて収集してあるが、本研究には IT 解析ツールに必
要な67種の SP 写本ごとのローマ字本電子化テキストの正確な作成が必要不可欠であ
り、最優先・重要事項である。電子化テキスト・索引・集成テキスト作成や韻律解析
等の作成や解析ツール開発等の討議には言語学上の緻密な内容となるため、電子メー
ル・電話等だけでは十分な討議は得られず、研究内容の混乱・中断の可能性が高い。
これを回避するため、情報工学者である研究協力者（黛千洋・中央学術研究所特別研
究員）との直接討議の場が必要で、その際に以下の設備を必要とする：ノートMac（会
合討議時の解析ツール結果・写本画像情報閲覧等。また、カメラ標準装備の最新型
MacBook Pro は COVID 19感染防止対策としてオンライン討議（メール・SNS・テレ
ビ電話 等）
にも有効であり、本研究の進捗が大いに促進される）。このための解析ツー
ルを制作した謝金が必要である。また、SP 研究・大乗仏典等の最新写本・研究情報に
は日本国内はもとより世界の研究者との討議や学会発表等での質疑応答から得られる
ことが多い。このため、国内外学会発表等での研究者との討議が必要である13。海外学
会発表のためには英語スピーチ原稿・論文のネイティブチェック・英訳（翻訳・校閲
料）を必要とする。
得られた研究成果は学会誌・所属研究機関学術刊行物等で発表する。国内外の研究
者との討議をスムースにするため、Web 上でも発表・公開する。このための刊行物製
作費や発送費、また Web 作成・サーバーコンテンツライセンス契約料を必要とする。
本研究によって明らかにされるSP写本の言語学的実証内容は、妙法華の思想的・歴
史的研究に信頼できる資料基盤を提供でき、かつ妙法華を所依の経典とする日本伝統
仏教・新宗教教団へ、より具体的で実践的な意義を提示することが大いに期待できる。
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