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先に筆者は「法華経の梵語写本 発見 。研究史概観」を著 した。本稿

は、その後に発見された法華経の梵語写本や研究情報に関する補遺であ

る。

1。 梵語写本の発見 と出版

(1)写本断片の整理と発見

20世紀初頭に中央アジア各地から出土した法華経写本の多 くは、既に

研究資料として利用できる状況にあるが、一部未整理の断片が眠ってい

た。2005年 にそのことに気づいた辛嶋静志は大英図書館と協力し、大英

図書館所蔵梵語断簡のデジタル化と解読研究を企画した。これは同館所

蔵のスタインおよびヘルンレ・コレクションに含まれる、これまで未整

理のまま保存されていた中央アジア出土梵語写本文献を整理し、番号を

つけなおして、順次解読公開しようとするものである。現在までに、両

コレクションの中に新たに約80枚の写本断片が法華経に同定され、一部

はローマ字化 して出版されている。またこれに先だって、2004年 に10

枚、2005年 に 3枚の中央アジア出土断片が法華経に同定されている。新

たに同定された上記の断片の中には、すでに他の機関に所蔵されている

断片と同一のフォリオの一部であるものも複数あることが分かった。

以上のスタインおよびヘルンレ・コレクションに含まれる断片には、

初期 トルキスタン・ブラーフミー乃至南 トルキスタン・ブラーフミー文

字が使われているため、これらは 5～ 9世紀にまたがる資料であると考

えられる。これらは文字通 り断片であるものが多 く、ほとんどはすでに

知られている中央アジア出土写本の別行資料とでもいうべき性質のもの



である。しかしこれまで一写本の特例 (あ るいは写誤)にすぎないと思

われていたフレーズの同一部分が新たに回収されることにより、新同定

の断片が、先行して知 られている資料の補強材料 となる点で価値があ

る。プロジェクトは現在進行中であり、さらに新たな断片が発見される

と考えられる。

(2)テ キス トおよび写真版の出版

先の拙稿で、現在もっとも利用されている梵文校訂本であるケルン・

南條本が底本としたネパール写本のローマ字及び影印本出版が待たれる

と述べた。東洋哲学研究所は、二つのネパール写本、すなわち、上記ケ

ルン・南41■本の底本である英国・アイルランド王立アジア協会所蔵写本

と、初の現代語訳であるビュルヌフによる仏訳の底本となったパリ・ア

ジア協会所蔵写本のローマ字本を相次いで出版し、続いて大英図書館所

蔵 (旧 大英博物館所蔵)写本の写真版を世に送った。これらの出版はケ

ルン・南條本およびビュルヌフによる仏訳を読む場合に座右に備えるべ

き資料になるであろう。

2.翻訳 と研究の情報

(1)現代語訳

法華経の現代語訳は、梵本からの完訳としては、ビュルヌフのフラン

ス語訳 (1852)・ ケルンの英訳 (1884)の後、1998年 までの約一世紀の

間に数種の和訳が出版された。本稿読者にはそれらは新たな情報ではな

いと思うので、いまは触れない。その後、1999年にスペイン語訳、2001

年にイタリア語訳、2006年 にポル トガル語訳 (ス ペイン語訳からの重

訳)があいついで出版された。これによって、対象 となる読者はヨー

ロッパのみならず中南米にまで広がったことになる。またもっとも近 く

は植木雅俊による和訳 (2008)がある。

漢訳からの現代語訳は数多いが、近年のものとしてはロベール仏訳

(1997)、 デーク独訳 (2007)お よびリーヴス英訳 (2008)が出版されてい



る。これら漢訳からの現代西洋語訳は、必ずしも専門家を対象としたも

のではなく、広く一般読者を予想したものであるが、参考になることが

少なくない。

(2)法華経成立論の新説

ここでは研究に関する情報として、最近発表された特に注意すべき異

説を紹介する。

それは法華経の成立に関して「『方便品』の散文部分を最古層とする

説」で、2008年 9月 の日本印度学仏教学会におけるパネル「法華経解釈

学の諸視点」において松本史朗により提出された。それによれば、「梵

本による限り、『方便品』散文部分は「一乗 =仏乗」を説くが、菩薩や

大乗という語を全く使用していない。これが『法華経』最古層の根本的

立場だと思われるが、『讐喩品』ではこの両者が使用され、『舎利弗とい

う声聞も、実は過去世から菩薩行を行じてきた菩薩である』という理解

から舎利弗に授記がなされる。これは “菩薩だけが成仏できる"と いう

差別的な大乗の考え方であり、『方便品』の一乗 =仏乗の立場から変化

したものである。『方便品』韻文部分にも、この『讐喩品』の考え方等

が認められるから『警喩品』散文部分以後の成立と思われる」という。

この所説は、法華経全体の成立史を論じるものではないが、法華経に

おける散文部分と韻文部分との不一致をどう解釈するかという問題と、

仏乗と大乗 。菩薩乗との関係を如何に理解するかという問題、さらに法

華経における菩薩の概念の理解に関する問題とを含んでいる。

第一の問題に関しては、法華経における散文部分と韻文部分との関係

が一様でないことはよく知られている。すなわち、韻文が散文の再説で

ある章とそうでない章があり、また同一の章の中でも韻文が散文の再説

である部分とそうでない部分がある。この韻文と散文の内容の相違が生

じた理由として成立の先後が考えられ、はじめビュルヌフが経の全体に

ついて散文が韻文に先行するとしたのに対し、ケルンは全体として韻文

が散文に先行すると主張した。そののち布施浩岳が韻文先行説をとって

以来、中村元、岩本裕ほかの学者がこれを支持し、松本文三郎ほか一部



の学者が散文・韻文一体説を主張 した。近年では1993年 に、成立論を再

考して散文と韻文の先後関係を改めて論じた勝呂信静が、韻文が散文の

再説でない場合の韻文を散文の補足と考え、全体として散文と韻文の一

体成立を主張している。つまりこれまではビュルヌフを例外として、韻

文先行説か散文・韻文一体説が主張されてきたわけである。

松本説は、これまで一般的であった以上の二説に対 して一石を投 じる

ものである。また近年フェッターとナテイエは、それぞれ個別に讐喩品

の三車火宅の喩に関して散文の先行を推測 しているが、この部分につい

ては勝呂信静も、「長行 (散文)が先で偶 (韻文)は それに基づいたも

の」 (括弧内筆者註)と 述べている。ともあれ、部分的であるにせ よ散

文先行説が複数現れてお り、今後の法華経成立論はこれらの見解にもこ

たえるものでなければならない。ただしその際には、これまで行われて

きた内容からの考察のみでなく、近年大きな進展がみられる言語学的側

面からの検討をも加えて、より確度の高い論証を試みる必要がある。

第二、第三の問題、すなわち仏乗と大乗・菩薩乗との関係、および菩

薩の概念の理解については、経全体にかかわる大きな問題であるため、

この短信で細部に立ち入ることはできない。ここでは松本説が、法華経

における仏乗と大乗・菩薩乗の関係を整理する上で示唆に富む視点であ

ることを指摘するにとどめる。

以上の問題はいずれも、法華経の成立を探求し、その思想を理解する

上できわめて重要な課題である。近年、大乗仏教運動に関する研究がお

おきく進展 し、大乗仏教と部派仏教を対立関係で見ることに対する疑問

が提示されるようになっていることよりすれば、「菩薩」や「大乗」の

語を持たず、「一仏乗」を標榜する仏教運動を考慮 してみるべ きかもし

れない。梵語写本の分類整理が進み、漢訳の正確な読解のための資料が

整ってきた現在、われわれは関連分野の研究成果をも手掛かりとして、

既成概念にとらわれずにこれまでの学説を再検討するべき時を迎えてい

るように思われる。
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