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『佛典漢語詞典』の構想
辛嶋靜志（創價大學國際佛教學高等研究所）
一、はじめに
漢訳仏典を子細に研究すれば、それは、漢語史、とりわけ漢語口語史の重要な資料と
してのみならず、漢訳に比べ成立の遅い梵語仏典からだけでは分からない仏典の成立・
発展の問題に手掛かりを与える重要な資料としての面貌も示す。
今日まで伝わる初期大乗仏典や部派仏教経典・律典の梵本には、本来中期インド語で
伝えられていたものが、時代とともに徐々に梵語化されたと推定されるものが少なくな
い。絶えざる梵語化、言葉の置き換え（さらには付加挿入）の営為の結果である梵語写
本の研究だけから、仏典の原初の姿を復元しようとしても自ずから限界がある。これに
対して、漢訳仏典、とくに後漢・魏晋代のいわゆる古訳・旧訳仏典は、梵語写本──少
数の断簡を除けば、古くて五、六世紀、殆どは十一世紀以降に書写──よりも遙かに古
い原典の姿を反映していると考えられる。同一の経典が、時代を隔てて何度も漢訳され
ている場合は、原典のいくつかの発展段階を年代別に跡づけることも可能である。従っ
て、例えば大乗仏教の成立の問題を研究する際に、古訳・旧訳仏典はもっとも重要な資
料である。しかし、漢語・梵語・チベット語仏典の正確な読解に基づく本格的比較研究
はまだまだ少ない。
二、古訳仏典の原語
古訳仏典の中には、その基づいた原典が中期インド語や中央アジアの言語の要素を含
むものであったと推定される場合が少なくない。
例えば、支婁迦讖訳から見える「彌勒」(Maitreya)は梵語とは対応せず，トカラ語の
1
Maitråk, Metrak と一致する 。支婁迦讖訳『道行般若経』（大正第 8 巻、No. 224）に見
える「怛薩阿竭」(429a27 など; tathågata)の「薩」(MC. sât )は Skt. -th-が弱化して[z]に
2
近づき-s-と筆写されるという西北インド方言 Gåndhår¥の特徴を反映している 。さらに
同じ経典に見える「首呵」(435a12; Íubhå)、「波栗多修呵」(435a13; Par¥ttaßubha)、「首
訶迦」(439c25; Íubhak®tsna)、「阿波摩首訶」(439c24; Apramåˆaßubha)の「呵」「訶」（い
ずれも MC. xâ) は中期インド語の-bh- > -h- という音変化を反映している。同じくこの
経に見える「漚拘舍羅」(433c7 など； upåyakaußalya)、「和夷羅洹」(455b28; Vajrapåˆi)、
「波耶和提」(431a1; Prajåpati)の「」「和」(いずれも MC. γuâ)は中期インド語の
-p- > -v- という音変化を反映している。このことから『道行般若経』の原典は、部分的
3
に中期インド語の要素を含んだものであったことが分かる。
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Cf. H. W. Bailey "Gåndhår¥," Bulletin of the School of Oriental and African Studie 11 (1946), p. 780;
『季羨林文集』第十一巻「吐火羅文『彌勒會見記』譯釋」, 南昌 1998年(江西教育出版社), pp. 57f.
他方、竺法護訳『光讃経』(大正第8巻No. 222)に見える「多阿竭」(148c)「多呵竭」(150c24, v.l.)
「多訶竭」(151a28)はいずれも、同じくtathågataの-th-が-h-に変化したことを示している。この変化は
Gåndhår¥以外の中期インド語で一般的な音変化である。
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支婁迦讖が中期インド語の知識で梵語を誤って解釈した例もある。彼は、『道行般若経』440b11,
440c6, 448a23などでSkt. dhyånaを「禪」と音写している一方Skt. p®thag-jana（凡夫）を、「悉逮得禪」(428c7~8)、
「逮得禪具足」(428c10)、「逮得禪者」(454b-13)と訳しており、これは、Skt. jana (人)を、dhyånaの中期イ
ンド語形På. jhåna, Pkt. jhåˆa, Gåndhår¥ jana, jaˆaと混同したことを示している。
3
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同じく支婁迦讖の訳になる『大阿弥陀経』(大正第 12 巻、No.362；経録が支謙訳とす
るのは誤り)に出る「提竭羅」(300b21; D¥paμkara)からは*D¥vagara という俗語形が、
また「須摩題」(303b18; Sukhåvat¥)からは*Suhåmat¥あるいは*Su'åmad¥という俗語形が
推定される。
また、『法華経』提婆達多品の異訳本『薩曇芬陀利經』（大正第 9 巻、No. 265; 西
晋代，失訳）に見える「抱休羅蘭」(197a15; Prabh¨taratna)の「休」(MC. xj∂ u)は Skt.
bh¨と対応しており、これも中期インド語での-bh- > -h-という音変化を反映している。
4
大乗仏典以外からも一例を上げよう 。竺佛念が長安で建元十九年（383 年）に訳した
とされる『鼻奈耶』(大正 24 巻、No.1464)というおそらく説一切有部に属する律典は、
疑問の語気詞「婆」（後の時代の「磨」「麼」に対応）が多出するなど、漢語史研究か
5
ら見ても注目すべきテキストであるが 、この律典で使われている音写語も中期インド
語形を反映していて興味深い。例えば、「菩提」(852b10)は Skt. bhavati に対応するが、
おそらくその中期インド語形 bhoti あるいは bhodi (= Gåndhår¥)の音写である。「宿呵」
(870a20)は、Skt. Íubha に対応するが、おそらく中期インド語形 Íuha あるいは Suha の
音写である。
この様に古訳仏典は、梵語仏典よりも古い形を今日に伝えていると推定されるのであ
る。従って、大乗仏典の成立と展開の問題など仏教思想史の研究にとって、古訳仏典は
重要な資料である。
三、正確に漢訳仏典を読む必要性
しかし、その重要性にもかかわらず、漢訳仏典はきちんと読まれて来なかった。日本
の仏教学者には「漢訳仏典は所詮翻訳であり、梵語・パーリ語仏典に比べれば二次資料、
しかも別に難しいものではない」という認識があって、正確に読もうという気風はあま
りない。蓋し、思想は言葉で表わされ、言葉で伝えられるものである以上、思想はそれ
を表現する言葉の向こうにあるのではなく、言葉そのものに存するのである。言葉を正
確に捉えずして、思想を正確に理解することは不可能であろう。資料を正確に読解でき
てはじめて、思想史的な研究が可能になるのである。
以下に、平川彰博士の最も古い大乗仏典に関する説を紹介し、同時に漢訳仏典を正確
に読むことの重要性を示そう。
支婁迦讖訳『大阿弥陀経』には次の様な表現がある。
「第七願："使某作佛時，令八方、上下無央數佛國諸天、人民、若善男子、善女人有作
菩薩道，奉行六波羅蜜經，……"」(301b27f.)
「最上第一輩者，當去家，捨妻子，斷愛欲，行作沙門，就無爲之道；當作菩薩道，奉行
六波羅蜜經者，……」(309c-4f.)
「諸菩薩、阿羅漢及諸天人民無央數，都不可復計，皆飛到阿彌陀佛所，爲佛作禮，却坐，
聽經。其佛廣説道智大經。皆悉聞知，莫不歡喜踊躍心開解者。」(307a22f.)
これらの文に基づき、平川博士は次の様に推論している：「この『道智大経』と『六
波羅蜜経』とは、この当時存在した古い経典を示すものとみてよい。すなわち『大阿弥
ガンダーラ語などの中期インド語の要素の濃厚な『長阿含経』(大正第1巻 No.1)については、
辛嶋静志『「長阿含経」の原語の研究–––音写語分析を中心として–––』，東京 1994年 (平河出版社)およ
び、同「漢訳仏典の漢語と音写語の問題」高崎直道・木村清孝編『シリーズ・東アジア仏教』, 東京 1996
年(春秋社)，第五巻, 213~216 頁を参照。
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例えば、「阿難……便懷孤疑："我不犯墮婆？"」(889a3。詳しくは、辛嶋静志「漢譯佛典的語
言研究、附篇： 佛典漢語三題───關于語氣詞"婆"、關于貝多、關于†賓」『俗語言研究』第4期，京都
1997年45~47頁馮春田『近代漢語語法研究』済南 2000年 (山東教育出版社), 524~526頁を参照。
5

10

6

陀経』に先行する大乗仏典である。」といい 、これらの経典を最古の大乗仏典と結論
づけている。
平川博士は「六波羅蜜經」と「道智大經」を経典の名前と解釈している。しかし、果
たしてそうであろうか。古訳仏典では、「經」が「経典」の意味ではなく、「（仏の）
教え、教説」の意味で使われている場合が多々ある。例えば、支婁迦讖訳『道行般若経』
には「諸天子心念："……今是尊者善業(Subh¨ti)所説經道了不可知。" 善業知其心所念，
語諸天子："是經難了難了。………"(482c20)とあるが、この「是經」は、梵本の yat Subh¨ti˙
sthaviro bhå∑ate pravyåharati deßayaty upadißati (長老スブーティの話し、語り、説き示すこ
7
と)に対応しているし 、『正法華経』「所可演經」の「經」は梵本の dharma(法)に対応
8
している 。また同じ『大阿弥陀経』でも、「其樓夷亘羅(Lokeßvara)佛，…… 即爲曇
摩迦(Dharmåkara)菩薩説經言："譬如天下大海水，一人斗量之，一劫不止，尚可枯盡，
令空，得其底泥。人至心求道，何(←可)如？當不可得乎？求索精進，不休止，會當得心
中所欲願爾。" 曇摩迦菩薩聞樓夷亘羅佛説經如是，即大歡喜踊躍。」(301a2f.)では楼
夷亘羅仏が曇摩迦菩薩に説いた比喩が「経」と表現されている。また直後には、曇摩迦
菩薩が仏のこの教えを聞いて、「二十四願經」をまとめたとあるが、これもこの様な名
前の「経典」があるのではなく、二十四の願文のことを指す。
従って、「六波羅蜜経」もその様な名前の経典があったのではなく、「六つの波羅蜜
という教え」すなわち「六つの波羅蜜」そのものを意味している。また「道智大経」も、
特定の経典の名前ではなく、「さとりへの智慧に関する大いなる教え」あるいは、いわ
9
ゆる「大乗の教え」と意味していると考えられる 。
古訳経典での「經」のもつ幅広い意味を認識せずに、『六波羅蜜経』や『道智大経』
とはいかなる経典かを空しく考察したり、『大阿弥陀経』の原型の一つとしての『二十
四願経』を想定する研究者も少なくないのである。
上の例は、仏教思想を研究するにせよ、仏教思想史を研究するにせよ、文献を正確に
読まずしては、砂上の楼閣を築くに終わることを明らかに示している。
四、漢梵対照研究
漢訳仏典──特にいわゆる古訳・旧訳仏典──を読む人は誰でも、その漢語が中国の
それと随分異なっていることに気付くであろう。これは、第一には、インドや中央アジ
アから来た翻訳者たちが古典漢語に慣れておらず、破格の表現を使ったり、当時の中国
にはなかった思想・概念を表現するのに新語を多量に造ったり、既成の語でも従来の意
6



  
1989), 214~215



1968), 120~121 
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Abhisamayålaμkår'ålokå Prajñåpåramitåvyåkhyå : the work of Haribhadra, together with the text
commented on, ed. U. Wogihara, Tokyo 1932: The Toyo Bunko; Reprint: Tokyo 21973: Sankibo Busshorin, p.
153, l. 28.
8

Saddharmapuˆ∂ar¥ka, ed. Hendrik Kern and Bunyiu Nanjio, St. Petersburg 1908-12 : Académie
Imperiale des Sciences (Bibliotheca Buddhica X); Reprint: Tokyo 1977 : Meicho-Fuky¨-Kai, p. 65, l. 14.
この点に関しては、辛嶋静志「法華経における乗(yåna)と智慧(jñåna) ––– 大乗仏教におけるyåna
の概念の起源について–––」，田賀龍彦編『法華経の受容と展開』，京都，1993年(平楽寺書店), 168頁を
参照。同じく、平川博士が最古の大乗仏典の一つと考える「三品経」も（平川前掲書123頁以下＝217頁以
下）、ある特定の経典名ではなく、礼仏の作法を述べる簡単な教えを指すと考えられる。この点に関して
は、Jan Nattier, A Few Good Men: The Bodhisattva Path according to The Inquiry of Ugra (Ugraparip®cchå),
Honolulu 2003: University of Hawaii Press (Studies in the Buddhist Traditions), pp. 118-119. n. 29; 櫻部 建
「『三品の懺悔』について」『同朋大学佛教文化研究所報』第17号(2004), 2頁を参照。
9
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味の枠を越えた意味を持たせたせいもあろう。しかし、より大きな原因は、その基づく
原典自体が、説話・譬喩・会話表現を豊富に使って、日常生活を描いており──これは、
大衆に説き聞かせることを目的とした経典のみならず、大衆に見せてはならないとされ
ている律典でも同様である──、漢訳者たちもそれに応じて当時の口語表現を使ったか
らであると思われる。しかし、漢訳仏典に見える特殊なあるいは口語的な語彙・語法が
漢語辞典や文法書に引かれるのは稀で、このことが漢訳仏典を正確に読むことを困難に
している。
近年、中国語学の方面から漢訳仏典の語彙・語法を研究する機運が高まり、とくに最
近、中国本土と台湾から仏典資料を含んだ語彙・語法史研究や辞典が次々と発表されて
いる。しかし、中国語学からの仏典漢語研究は概して、用例を集め意味を帰納的に明ら
かにするか、外典(仏典以外の文献)での類似の用法との比較に終始しており、漢訳仏典
の特徴が生かされていない。すなわち、漢訳仏典は"翻訳"であり、梵語・パーリ語・チ
ベット語などのテキストや異訳との比較対照が可能であるという点である。例えば、明
治時代に新しく造られた"権利"(right)"科学"(science)など翻訳語の意味が、それらの原
語あるいはこれら訳語が定着するまでに現われた別の訳語と比較することで明確にな
るのと同様、漢訳仏典の語彙・語法も梵語などのテキストあるいは異訳と比較すること
でその意味がより定かになったり、今まで見えなかったものが見えてくる場合が少なく
ない。
以下に、難語の例として「衣裓」、そして仏典に特徴的な語法の例として「已」を取
り上げ、仏典の語彙・語法を正確に把握するには、梵本を参考にすることが必要なこと
を示そう。
（ 一 ） 衣裓
裓
鳩摩羅什訳『妙法蓮華経』(大正第 9 巻、No.262)に「各以衣裓盛諸天華」(23a28 など)、
「當以衣裓若以机案，從舍出之」(12b24)という表現があるが、この「衣裓」という語
は、伝統的に「花を盛る器」「衣の衿」などと解釈されているが、語義がはっきりして
いなかった 。前の文 は梵本に 対応文 がないが 、後の例は 中央アジ ア出土の 梵本に
p¥†hakena vå utsaμgena vå-m-ådåya（「〔子供たちを〕椅子か前垂れで持って〔この家か
10
ら出そう〕。」）とあり 、「衣裓」が、梵語の utsaμga に対応していることが分かる。
この梵語はふつう「膝」の意味であるが、物を運ぶのに使うある種の「前掛け、前垂れ」
を意味する場合もある。従って「衣裓」という漢語も「前垂れ」の意味であると考えら
11
れる。
（二）已
漢訳仏典では、句末に用いて「……して」という意味を表す「已」が無数に見られる。
例えば、竺法護訳『正法華経』(大正第 9 巻、No.263)にも「五百億百千梵天………適見
佛已，尋時即往。」(90b16)、「賢者阿難自念言："我寧可蒙受決例乎？" 心念此已，
發願乙密，即從坐起，稽首佛足」(97c29)、「比丘尼説此頌已，白世尊曰："唯然，大聖！
……"」(106c13)などなど枚挙に暇がないほど出る。一方漢訳仏典以外の文献に、この用
法の「已」が出ることは極めて稀である。このことから、この用法は原語となんらかの
関係があるのではないかと推測される。そして実際に梵語仏典にあたってみると、この
用法の「已」の大多数が梵語の絶対分詞（Absolutive, Gerund)と対応していることが分

10

Hirofumi Toda, Saddharmapuˆ∂ar¥kas¨tra, Central Asian Manuscripts, Romanized Text, Tokushima
1981, 1983 (Kyoiku Shuppan Center), p. 40, 78a2. なお、このp¥†haka椅子は恐らくpi†aka籠の誤った伝
承。
1

2
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辛嶋静志「漢訳仏典の漢語と音写語の問題」（注4を見よ, 204~205頁を参照

12

13

かる 。上で挙げた「適見(佛)已」は梵語 d®∑†vå("見て") に、「念(此)已」は cintayitvå("
14
15
考えて") に、「説(此頌)已」は bhå∑itvå("唱えて") に対応している。梵語の絶対分詞は、
一人の動作者が行う二つの行為のうち最初の行為を示し（「～して」）、正しく漢訳仏
典の「已」と一致する。おそらく、「～して」を意味する絶対分詞を漢語に置き換える
際、漢訳者は「已」を使ったのであろう。梵語仏典には絶対分詞が多量ﾉ使われるから、
漢訳仏典でも「～して」の意味の「已」が無数に現れるのである。
以上の二例で、仏典の語彙・語法を正確に把握するには、梵本を参考にすることが必
要なことを示した。しかも、特に古訳経典は難解で、梵本（あるいはパーリ本・チベッ
ト訳）ないし異訳経典を参考にしなければ、内容が理解できないだけでなく、意味を誤
解してしまう可能性がある。下に竺法護訳『正法華経』から三例を挙げ、この点を説明
しよう。
「告諸比丘 我聲聞備 所行具足 於億千佛 以欲救護 斯佛正法 覺了禪思 而求
於度」(96b2f.)
梵本を参考にして初めて、「備」が仏弟子 P¨rˆa の翻訳と分かり、また次のように句切
るということが分かる。
「告諸比丘 我聲聞備(P¨rˆa) 所行具足 於億千佛 /
以欲救護 斯佛正法 覺了禪思 而求於度 //」
また、
「告舎利弗 吾聽省彼 尋時往詣 波羅奈國 便即合集 諸比丘衆 身子欲知 佛善
權法」(72c4)
これも梵本を参考にして初めて、「身子」が仏弟子 Íårisuta (= Íåriputra 舍利弗)の翻訳
であり、また次のように句切るということが分かる。
「告，舎利弗！ 吾聽省彼 尋時往詣 波羅奈國 /
便即合集 諸比丘衆 身子！欲知 佛善權法 //」
また、『正法華経』では、梵本の Íloka 韻律の偈は五言四句で訳され、Tri∑†ubh-Jagat¥韻
律の偈は四言八句で訳されている。また、これら韻律の偈は、二つの半偈が一偈を構成
しているが、竺法護も原文の偈の構成に従って翻訳している。この経典ではこの原則が
ほぼ例外なく守られている。例えば：
假使獨自行 而諷誦翫習 / 不被無惡聲 質直遊閑居 //
其人在彼行 晝夜一己身 / 吾遣與共倶 爲伴説此典 //
其人辯才 無所遺罣碍 多能明了 随順之法 /
可悦人民 億百千 猶如佛聖 之所建立 //
假使有人 不依此法 則爲名曰 諸菩薩逆 /
學者遊行 及有所坐 得見諸佛 如江河沙 // (102b11f.)
もし、梵本を参照しなかったら、これらの偈を正しく句切ることさえ難しい。

Cf. Seishi Karashima, A Glossary of Dharmarak∑a's Translation of the Lotus Sutra 正法華經詞典,
Tokyo 1998 : The International Research Institute for Advanced Buddhology, Soka University (Bibliotheca
Philologica et Philosophica Buddhica I), pp. 535~536; do., A Glossary of Kumåraj¥va's Translation of the Lotus
Sutra 妙法蓮華經詞典, Tokyo 2001 : The International Research Institute for Advanced Buddhology, Soka
University (Bibliotheca Philologica et Philosophica Buddhica IV), pp. 327~329.
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H. Kern and B. Nanjio, Saddharmapuˆ∂ar¥ka（注8を見よ), p. 169, l. 3.

14

ibid, p. 215, l. 2.

15

ibid, p. 270, l. 5.
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五、「専書詞典」と標点符号付き校訂本
すでに述べた様に、最近、中国本土と台湾から仏典資料を含んだ語法史研究や辞典が
ぞくぞくと発表されている。しかし、その殆どが多数の仏典の中から特殊な語彙・語法
を抽出して列挙し解釈するという傾向にある。その結果、幾つもの研究書・辞典が、同
じ表現を繰り返し取り上げ、それ以外の数千にも及ぶ難解な表現はいまだ解釈されない
ままになっている。この状況は漢語史研究からも仏教研究からも理想的とはいえない。
また、中国語学研究者の仏典漢語研究の研究のもう一つの重大な問題は、大蔵経に付
せられた訳者及び訳出年代を往々にして鵜呑みにしまうことである。安世高訳に関して
16
は、Erik Zürcher の研究論文が中国語訳されており 、中国語学研究者もそれに依拠し
て研究を進めているから問題は少ない（Paul Harrison は『雑阿含経』[大正第 2 巻、
17
No.101]も安世高訳であることを最近明らかにした ）。しかし、例えば、大蔵経で支謙
訳とされている『撰集百縁経』(大正第 4 巻、No.200)は明らかに六世紀以降のものであ
18
るが 、漢語史研究者はこれを三国時代の文献としてしばしば引用している。また大蔵
経は『大阿弥陀経』(大正第 12 巻、No.362)を支謙訳に、同本異訳の『平等覚経』(大正
第 12 巻、No.361)を支婁迦讖訳としているが、『大阿弥陀経』こそ支婁迦讖訳であり、
19
『平等覚経』はおそらく支謙訳と考えられる 。漢語史研究者もこの方面に関する仏教
学研究者の研究を参照する必要があるし、また後者も、最近の漢語史研究の成果を参考
にする必要がある。
そこで、筆者は、漢語史研究者と仏教学研究者が協力して、代表的な古訳・旧訳仏典
一部一部に対して、新たに標点を加えた校訂本を作成すると同時に、異訳あるいは梵
本・パーリ本・チベット本の対応語を併記した詞典(glossary)を作ることを提案したい。
その詞典には、理解できた語彙・語法のみならず、理解できないものも併せて載せるこ
とが肝要である。この様な方法は、時間と忍耐力を要するが、このようにして編纂され
た標点符号付き校訂本と「専書詞典」は、漢語史研究にしっかりとした材料を提供する
のみならず、仏教研究にとっても堅固な基礎となるはずである。
筆者はこの方向の研究の手始めとして、すでに『正法華經詞典』(1998)・『妙法蓮華
20
經詞典』(2001)を出版し 、目下は、『道行般若經詞典』・『道行般若經校釋』を執筆
している。
この『道行般若經詞典』には、『道行般若経』の語彙のうち、従来の漢語辞典に出て
いない語彙、あるいは採録されていても後漢代以降の文献に拠るもの、仏教語、音写語、
口語的表現を収録した。各項目には梵本（ネパール出土校訂本および 1996 年にアフガ
ニスタンにて発見された紀元後一、二世紀に書かれたと考えられる梵本写本断簡）、六
種の異訳（呉、支謙訳『大明度経』；前秦、曇摩蜱・竺佛念訳『摩訶般若鈔経』；後秦、

16

Erik Zürcher, "Late Han Vernacular Elements in the Earliest Buddhist Translations," Journal of
the Chinese Language Teachers Association, XII, no.3, 1977, pp. 177-203; 許理和(Erik Zürcher)著、蒋紹愚譯「最
早的佛經譯文中的東漢口語成分」『語言学論叢』14, 商務印書館 1987年, pp. 197-225.
17

Paul Harrison, "Another Addition to the An Shigao Corpus?: Preliminary Notes on an Early
Chinese Saμyuktågama Translation," 『櫻部建先生喜寿記念論集 初期仏教からアビダルマへ』京都 2002
年(平楽寺書店), pp. 1-32.
出本充代「撰集百縁経の訳出年代について」『パーリ学仏教文化学』8 (1995), pp. 99-108同
『Avadånaßatakaの梵漢比較研究』（京都大学文学部博士論文 1998年；未出版)。
18

19

Cf. Paul Harrison, "Women in the Pure Land: Some Reflections on the Textual Sources," in:
Journal of Indian Philosophy 26(1998), pp. 556-557.
20

14

注12を参照。

鳩摩羅什訳『小品般若波羅蜜経』；唐、玄奘訳『大般若波羅蜜経・第四会』；同『第五
会』；北宋、施護訳『佛母出生三法蔵般若波羅蜜多経』）およびチベット訳（北京版・
デルゲ版）の対応語を併記した。
支婁迦讖とこれら異訳の訳者たちは、いずれもそれぞれの時代を代表する漢訳者であ
21
る 。従って、『道行般若經詞典』を見れば、後漢から宋代に及ぶ漢訳仏典の訳語の変
22
遷を俯瞰することができる 。例えば：
弊魔(bi4 mo2)
"Måra, the Evil One"
《道行》. 434a1. ○○便作是念："怛薩阿竭、阿羅呵、三耶三佛與四部弟子共坐。
………… 我當行欲壞亂之。"
梵本 AS.39.11 = AAA.242.22. Måra~ påp¥yas~ ("Mara, the Evil One");
《大明度
経》. 484c1. 弊邪;
《鈔経》. 516a12. 弊魔;
《小品》. 544a4. 惡魔;
《大般
若・第四会》. 778b19. 惡魔; 《大般若・第五会》. 875b19. 惡魔; 《佛母》. 599a28.
蔵訳. 44b2. bDud sdig can
諸惡魔衆;
閲叉(yue4 cha1; MC. jiwät t∑ha) "a ghost, spirit" (a transliteration of Skt. yak∑a)
《道行》. 429c19. 諸天子心中作是念："諸○○輩尚可知所念。閲叉若大若小所語悉可
了知。尊者須菩提所語了不可知。"
梵本 AS.19.24 = AAA.153.16. yak∑a;
《大明度経》. 482c18. 鬼神;
《鈔経》.
512b13. 閲叉; 《小品》. 540b27. 夜叉; 《大般若・第四会》. 770b29. 薬叉; 《大
般若・第五会》. 薬叉;
《佛母》. 593a4. 夜叉
都盧(du1 lu2)
"all, the whole; (not) at all"
《道行》. 436b10. 釋提桓因言："但行般若波羅蜜，不行餘波羅蜜耶？" 佛言："○○
六波羅蜜皆行，菩薩、摩訶薩。般若波羅蜜於菩薩、摩訶薩最尊。………"(p)
梵本 AS.51.13 = AAA.280.20. sarva~;
《大明度経》. 485c11. 皆;
《鈔経》.
518a22.悉; 《小品》. 545c24. 皆; 《大般若・第四会》. 783a3.具;
《大般若・
第五会》. 878c11. 具;
《佛母》. 603a9. 皆;
蔵訳. 56b7. thams cad
六、『佛典漢語詞典』の構想
筆者は、中国の漢語史研究者及び欧米の仏教学者と共同で、安世高訳を中心とした『東
漢代非大乗經典詞典及校釋』の三、四年内の出版も計画している。このユニークな共同
作業がうまく行けば、同様の方法で、さらに支婁迦讖訳、支謙訳など訳者別の詞典とテ
キストを出版して行こ､と考えている。そして最終的にはこれらをまとめて『仏典漢語
詞典』を編纂したいと思う。

『道行般若経』の異訳のうち、『摩訶般若鈔経』の訳者が果たして前秦曇摩蜱と竺佛念である
かは大いに疑問。竺法護の翻訳と推定する学者もいるが、竺法護の訳風と『鈔経』のそれは一致しない。
この点に関しては更なる検討を要する。それ以外の五本の異訳と『道行』の訳者に関しては、目録の記載
を疑う理由がない。ただ、『大明度経』の第一品「行品」は、他の諸品と訳語・訳風が全く異なっており、
明らかに支謙訳ではないJan Nattier   
21

22 この点に関しては、すでに別の所で論じた：「『道行般若經』和"異譯"的對比研究」『漢語史
研究集刊』四川大學漢語史研究所、第四輯, 2001年9 , pp. 313~327; 「『道行般若經』和"異譯"的對比研
究───『道行般若經』中的難詞」『漢語史研究集刊』四川大學漢語史研究所、第五輯, 2002 11月, pp.
199~212;「漢訳仏典の言語研究 ──『道行般若経』と異訳及び梵本との比較研究── ()」 『櫻部建博士
喜寿記念論集・初期仏教からアビダルマへ』京都 2002, 平楽寺書店, pp. 171~183;「漢訳仏典の言語研究 ─
─『道行般若経』と異訳及び梵本との比較研究── 」『創価大学・国際仏教学高等研究所・年報』第5
号(2001), pp. 3-12.
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