﹁大智度論﹂の著者について
１国．属胄ご旦尉．︽︵口臼ぐ閏註閉曾．烏の

ご息号笛匡且開昌①Ｃ巨呂ｇ︶︾Ｉ

玉井

而るにその後︑我が国では先の平川博士の書評を除いて︑

この問題について何ら新しい見解を述兼へんとするもので

われる︒ここで筆者がこの問題を取り上げんとするのは︑

これに対する反響は公けにはほとんど無かったように思

既に周知の如く︑ラモート教授の大智度論の著者につ

教授が今度はドイツ語で再び同趣旨の↓↑己①Ｈぐ日甘のの①Ｈ

もなく︑またそのような知識も持たないが︑近時ラモート

①

いての新説は︑教授の労作﹁大智度論フランス語訳註﹂

第三巻の序文に於いて発表されており︑またこれについ

Ｑのｍｄも色：獣ｐｐｑの⑦旨①Ｃ巨里庁口︾︺︵﹁ウパデーシャと

②

ては既に平川博士が︑その本に対する書評の中で詳細に

その出典﹂︶なる一論をものされ︑最近︑筆者はこれを一

読する機会を得たので︑以下これを紹介し︑併せて智度論

③

せられているが︑果して本書が龍樹の真撰であるか否か

紹介された︒大智度論の著者は言うまでもなく龍樹に帰
については︑同じく龍樹に帰せられている十二門論︑十

の著者の問題を整理︑再考してみたいと思うのみである︒

第一章は﹁ウパデーシャの著者と中論の著者とは同一

一一

住毘婆沙論と並んで︑我が国の学界に於いても以前から
問題とされてきた点であるが︑ラモート教授の所論は中
精査して明確に論証した点で注目す綴へきものであった︒

〜 上

論の著者と大智度論とは別人であることを豊富な資料を

ワ1

威

⑨

取り上げたのは︑前述の己の目野苣のが最初であり︑ラ

⑩

であると推定することも出来るが︑この問題を自覚的に

点である︒ここに言うウパデーシャとは大智度論を指す︒

モートの発見は︑この問題に終止符を打つほどの重要な

人ではない﹂と題するもので︑教授の最も強調せんとした

大智度論は従来︑その題名を胃四目冒旦目圃国目詳胤剖︲

ものであった︒

目洋山︲暑胤の＄︹︲断異国︺ではないかと推定した︒更にラ

を提起し種々の写本を調査した結果︑旨四目ｌ冒豊目凰国︲

ラモートの大智度論仏訳第二巻に対する書評の中で疑義

龍樹の真作かどうかという点について︑また少くとも中

られておらず︑漢訳しか存在しないため︑それが果して

が︑インドやチベットの伝承では︑一度もその存在が知

さて大智度論は言うまでもなく龍樹に帰せられている

④

茸色と還梵されて来たが︑これに対し勺︐ロ①日諒く旨①は

モートは︑大智度論そのもの中にウ・ハデーシャであるこ

の文があるが︑この﹁般若波羅蜜論議﹂こそは︑大智度

た研究はなかったようである︒かって平川博士は大智度

あったが︑ラモートの所論のように明確にこの点を論じ

⑪

との証跡を見出した︒即ち大智度論の巻二○︵大正二五・

について我が国の学界でも早くから疑問視されることが

論の著者と大智度論の著者とが同一人かどうかという点

論そのものを指すとラモートは言う︒そしてその他︑種

論と十住毘婆沙論との著者が別人であることを︑両者の

⑤

二○八ｂ︶に﹁問日︑是般若波羅蜜論議中但説諸法相空﹂

食の証拠を示して︑大智度論の原語は冒四厨冒旦目目国︲

法相や教理上の相違点をいくつかあげて論証された︒し

⑥

目８園：蟹に相違ないことを論証した︒本論稿に於い

かし同時に両者の共通点︑両論と中論との思想的なつな

がりも見られるので︑十住毘婆沙論は龍樹の著作ではな

⑫

てもラモートはそれを用いている︒
龍樹にウ︒︿デーシャの著作があったことは︑鳩摩羅什

それによれば十二門論第八章﹁観性門﹂冒頭の偶頌︵中

⑬

の翻訳と伝えられる﹁龍樹菩薩伝﹂の﹁広く摩訶術を明

二門論と中論との著者が別人であることを論証された︒

いと断定された訳ではなかった︒更に安井広済博士は十

れるが︑またこれは大智度論の僧叡の序にある﹁論の略

論第十三章第三偶に相当︶の諸註釈をめぐって︑青目や安

⑦

して︑優波提舎十万偶を作る﹂とあることによって知ら
本十万偶有り﹂とも相応し︑この論をまた﹁摩訶術経﹂

慧はこれを龍樹主張の偏頌とするのに対して︑﹁無畏註﹂

⑧

とも訳すことがあることから︑大智度論はウパデーシャ

句の

空色

として扱っていること︑また月称等の有力な諸論師の中

の著者︑佛護→清弁︑月称はこれら反対論者主張の偶頌

別人説の論拠となることが多い︒

干潟博士の指摘された加筆の部分は︑まさにそのために

を認めているが︑ただ別人説に立つラモートから見れば︑

は予想されるところである︒ラモート自身も羅什の加筆

による限り反対論者︵毘婆沙師︶の主張の偏頌であるにも

た︒即ち︑中論の観業品第二十偶は＄清弁や月称の註釈

論に対しても︑龍樹の著者性を疑う一つの論点を示され

るし︑罰○亘口の○口は明確な言明は避けながらも︑智度論

と中論頌の作者と同一であるとは信じられないとしてい

きた︒例えば︑弓己当は大智度論のような著作の作者

西洋の学者の間でも︑この点は以前から問題とされて

⑰

の龍樹真撰が疑われたのであった︒また安井博士は智度

論釈に十二門論が関説されないことなどから︑十二門論

かかわらず︑大智度論によると︑この偶頌は龍樹の主張

を龍樹の著作とは見ておらず︑また羅什の加筆を認めて

⑭

の偶頌となっている点である︒安井博士も指摘しておら

いる︒弓騨己閏はインド佛教史上に複数の龍樹があった

⑲

⑱

れる様に︑漢訳のみに伝承される龍樹の著作に対しては︑

ことは︑十分に確かなことであるとして︑三人の龍樹を
⑳

その著者性を問う慎重な考察が必要であろう︒

るものの三つに分けられ︑結局大智度論は本来︑大体龍

という特色のはっきりしているもの︑どちらとも考えう

視された︒ターラナータ史にナーガフヴァャ︵ｚ凋昏ぐ沙︲

ィと言い→それがしばしば師のナーガールジュナと同一

考えられると言う︒そして名をナーガ或はナーガボーデ

門論などの著者で︑提婆と並んで第一の龍樹の直弟子と

十論偶などの著者であり︑第二の龍樹は大智度論や十二

樹の作で︑ただ漢訳の際︑羅什がかなり加筆改変した部

冒︶或は夕ターガタバドラ︵目鼻冒咽冨喜且国︶として挙

想定している︒即ち第一の龍樹は中諭偶︑廻諄論︑空七

分があると結論された︒大智度論は周知の如く大品般若

げられているのがその人であると言う︒そして第三の龍

一方︑干潟龍祥博士は大智度論の内容を精査された結

経九十品の註釈害であるが︑僧叡の序文および後記によ

樹として︑囿凰ｏ島国目勢やｏ具日日且副画誌︒騨冨の作者

果︑訳者羅什の言と思われるもの︑龍樹の言に相違ない

れば︑羅什は初品を註釈した最初の三十四巻は全訳し︑

たる密教の論師を挙げている︒ナーガフヴァヤ及び密教

⑮

以下は﹁秦人簡を好むが故に﹂の理由のもとに抄訳し︑

凹

⑯

結局百巻に止めたと言われているから︑羅什の加筆改変

ワq

相承中の龍樹について最初に関説したのは︑寺本腕雅氏

が︑彼の同一巻︑二巻では﹈．固︻○口答もその書評の中

のは︑前述の如く大智度論仏訳第三巻に於いてであった

であるが︑氏によれば智度論︑十二門論なども古龍樹

の相違を指示するにとどまった︒続いてラモートは羅什

で指摘するようにラモートは中諭と大智度論との教義上

⑳

︵第一の龍樹︶に帰せられており︑急四ａの儲の言う第二

⑳

の龍樹は別立されていない︒ナーガフヴァャ︵夕ターガ

らによって中国に伝えられた年代を種左に検討して龍樹
⑳

タバドラ︶はターラナータ史や︒︿クサムジョンサンにょ

の年代を計算した︒即ち︑吉蔵は彼の百論疏の中で中国

えた年代﹁佛滅後三百五十年馬鳴出世︑五百三十年龍樹

⑳

る限り︑提婆と同時代人で共に龍樹の弟子とされるもの

モートは︑その中の羅什の言として僧叡が成実論序に伝

に伝えられた龍樹の年代を整理して記述しているが︑ラ

出世﹂を検討した︒そして龍樹の五三○年という数字を

︒⑳

であるが︑彼には三身讃及び三身讃疏なる著作があると
を説く大智度論の古龍樹とは別人であるとされる︒また

佛滅後の年数としないで︑馬鳴以降の年数と解して︑佛

⑳

されている︒寺本氏によれば︑ナーガフヴァャは二身論
・ハクサムジョンサンにはナーガフヴァャは唯識中道の教

減八八○年を意味するとした︒羅什らは佛滅を周襄王十

⑳

義を持したとあるから︑大智度論の著者と同一かどうか

五年甲申︵紀元前六三七年︶としていたと考えられるから︑

これにより滅後八八○年は西紀二四三年となる︒本論稿

⑪

ヴァャとナーガポディは別人と考えられている︒梵文娚

問題が残るところである︒また寺本氏によればナーガフ
伽経の偶頌品中にあるナーガフヴァヤ︵竜叫︶の懸記文は︑

手がかり︵鈩目騨岸︑冒巳鼻︶とし︑それをウ・ハデーシャの著

でもラモートはこの羅什の報告にもとづく年代を唯一の

伝承は︑この論耆に関しては沈黙しており︑まだ一度も

者に関して所有する︒と言うのは︑インドとチ︑ヘットの

⑳

漢訳︵七巻本︑十巻本︶では龍樹の懸記となっており︑龍

には懸記文のある偶頌品はなく︑かつ娚伽経の原型の成

その存在が知られてないように思われるからと言う︒龍

⑮

樹と龍叫の混乱が見られるが︑古型を示す四巻本娚伽経

立が龍樹以後と考えられているので︑これでもって両者

樹の出世を滅後八八○年とすると︑僧肇や慧遠の言う年

代に大体近い︒つまり僧肇は提婆の出世を八○○余年と

⑫

が同一人であると見なすことは出来ない︒閃○冒昌⑳○口も
⑳

両者を別人と見ている︒

ラモートが智度論の著者について最初に新説を述令へた
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断３３冨口餌王朝の出である最後のデカン王の一人の寵

⑭

と友好を享受した︒そして即弓閏ぐ幽冨︵吉祥山︶即ち

⑬

みるから︑龍樹は八○○年ぐらいになるだろうし︑慧遠

属忌目川の岸にある山の僧院で彼の生涯を終えた︒

龍樹がシャータヴァーハナ王朝の一王と親交があった

⑫

っている︒一方︑羅什訳の龍樹伝には龍樹の死後一○○

は大智度論抄序で龍樹の出世年代を﹁接九百之運﹂と語

ことは︑西域記の記述や現在も残っている国王に与えた

⑬

年にして南インドの人々が彼をブッダの如くうやまって

教訓的害翰︵普耳胃冨騨︶からうかがわれる︒ただその王

⑮

いるという記述があるが︑これは羅什の時代が龍樹の死

がこの王朝の誰にあたるかは学説がまちまちで︑まだ決

⑭⑮

四一三年とすると︑それから一○○年遡った時を

一○四年ま

に一世紀遅れていることを暗示する︒羅什の年代を三四
○年

定をみない︒例えば閃い日四国四国は西紀八○

⑯

龍樹の死と考えれば︑龍樹は三世紀から四世紀の人とい

たは一○六

⑰

一三○年のいずれかに存在していたと考え

うことになる︒日本では既に宇井伯寿博士がラモートと

られている①沙ロ３目冒可騨３国冨黒日に比定しているし︑

二○二年頃在

或は西紀一七○

は文学上の資料からみて国巴四に比定した︒以上︑いず

⑲

急自前目詳園やラモートもそうである︒また本田義英氏

⑬

一九九年または一七三

同じ資料を用いて龍樹の年代を約一五○

二五○年と推

定された︒一般にはこれが支持されている︒ただし→こ

位した↑と考えられる唱餌甘鼠風に比定する学者もいて︑

⑯

れは中論の著者と智度論の著者とを同一人と見ての推定
である︒

れも確証はなく推定の域を出ないが︑この王朝との関係

⑰

さて龍樹については多くの伝記が献じられたが︑それ
らは冨四〆弓巴庁の①Ｈ︑そして近年になってからはぐ①口丙胃凹

を重視する時︑龍樹は既に二世紀には活動していたと考

一シカ王と同時代人と見られているが︑もしそう

⑳

閃凹日餌画ゅロによって精査された︒しかしそこから明らか

えねばならない︒また二︑三の後期の資料によると︑龍

⑱

になったことは︑ラモートが言うように︑矛盾に満ちた

だとすると龍樹は一・二世紀の人ということになる︒た

樹は力

⑲

伝承の構造であって︑彼の生涯に関しては近代の学者は

だ力

一シカ王の年代については︑西紀七八年︑二一八年︑

ぐ昼四号厨︵今日の中央インドの国の国剖︶に生まれた︒彼は

⑳

ほんの二︑三の学説を提示し得たに過ぎない︒即ち彼は

一四四年︵即位年︶などが推定されており︑まだ多くの意

⑪

生涯の大部分を南インドのアンドラ国で過した︒そこで
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︑

見の相違が支配的である︒ラモートは龍樹と力

一シカ王

が発見されない限り︑依然として推測の域にとどまる︒

との連関を非常に不確かなものとして疑問視している︒

は中論の著者であり︑その他同種の著作︑例えば国巳ａ︲

ただラモートの言うように中観派の創始者としての龍樹

笛答圃︵六十頌如理論︶︑の目百国印ｇ菌は︵空七十論︶︑

そして佛教年代記の編者たちは︑いつも自分達の偉大な
賢者と有名な王とを連関させようと試みた︑と述べてい
羅什の説明に従えば︑龍樹は西紀一世紀でも二世紀で

れらの短編の著作は＄あまりにも非個人的で︑短く表現

ぐ侭国冒ぐ菌ぐ肖国目︵廻諄論︶などの著者でもあるが︑そ

もなく︑第三世紀の中頃に生きたことになるが︑ラモー

き出すことは出来ない︒しかしウパデーシャの場合には

されているので︑我盈はそこから著者に関する何物も引

マ︵︾Ｏ

︑

トは更に︑西域志における道安の証言もなお顧慮されね
正五三・五八九ａ︶に引用されるものである︒出三蔵記集

ばならないとする︒西域志は道世の法苑珠林巻三八︵大

著作の内容を批判的に考察するならば︑彼のおおよその

事情は別である︑とラモートは言う︒そしてこの大部な

③

巻五︵大正五五・四○ａ︶に釈道安の著作として﹁西域志﹂

よってラモートは︑ウ・ハデーシャの著者を中論の著者と

人柄も境遇も思想も描けるとしている︒こうすることに
③

一巻を挙げているので︑彼に西域志のあったことは確か

った著者であると結論するのである︒その論拠は第二章

⑭

は同一の見解の範囲に属するにもかかわらず︑二人は異

に引くものが︑道安の西域志かどうかは吟味が必要であ

以下に示されている︒

であるが︑しかし平川博士も言われるように︑法苑珠林
る︒この西域志は︑龍樹の活動圏を南インド・アンドラ
国ではなくて︑北コーサラ︵中心都市野習騨昌︶やカーシ
ー︵国のロ胃＄︶の王国にみている︒ラモートは道安の年代

三八五とみて︑これは文献中︑最も古い言及

第二章は﹁ウ︒︿デーシャは北西インドに起源を持つ﹂

と題するもので︑まず紀元後の最初の三世紀間にイラン

を三一二

だと言っている︒もしこれが正確な資料なら龍樹は少く

ナ王国中︑インドの領域とウ︒︿デーシャは密接な関連を

・インド・中央アジアの広大な地域を包含したクシャー

以上のように龍樹の境遇については︑決定的な新資料

とも三五○年以前の人となろう︒

⑤

三

n ハ

色、

示しているとし︑この事は次の三つの事実より引き出さ

なく︑単なる臂えとして説かれているにすぎないように

直接のクシャーナ王朝との関連の上で言われたものでは

モートによれば︑これは尊崇の一形態にすぎないであろ

碑銘や貨幣に見られる記録通りの肩書で呼んでいる︒ラ

ぐ開且のぐＰ︶を名前では呼ばず︑天子ｅのぐ名目目︶という

はクシャーナ王朝の諸王︵悶四鳥冨︾ぐ騨協の匡国︾国戸島富ゞ

Ｈ鳥目国に言及しているが︑奇異なことにウ︒︿デーシャ

第一に︑ウ・ハデーシャはしばしば大月氏︑小月氏や

ると答えている︒この場合︑天子は必ずクシャーナ王を

るのをもまた単に天子を供養すると言うようなものであ

書えば天子を招いた時︑同時に臣下に対しても食事させ

の訳は残り三諦はみな滅諦に属するからであると答え︑

いう問に対して︑四諦の中で滅諦を上となすからで︑そ

って生ずるのに︑何を以ってただ滅諦のみを説くのかと

思われる︒一例を引けば︑諸賢聖の智慧はみな四諦によ

＠

れるとしている︒

うが︑むしろ外国人の支配者に対するインドに深く根づ

からすれば羅什の補足説明とも考えられる︒

指すかどうか問題であろう︒或は天子という中国的表現

の外︑﹁大王﹂︵旨四目﹃且四︶︑﹁諸王の王﹂︵且四目且瀞︶等

いる︒その中には目巳肉目国︵兜咳羅︶やの○魁冒口四や

る辺国︵陣騨ご沙固旦自騨冒§︶を弊生処と呼び蔑視して

またウ︒︿デーシャの著者は中国︵旨昌耳昌①轡︶に対す

⑩

いた反感の表現として解され得るとしている︒中村元博

が碑文などによって知られるが︑それらのうちで﹁大王﹂

勺①刷尉ロや目①日前月沙ロ言①黒①ロなどのような外国のみ

⑬

士によれば︑クシャーナ諸王の称号には︑この﹁天子﹂

はインドに本来存する呼称で︑﹁諸王の王﹂はイランか

＠

ら︑﹁天子﹂は中国から取り入れられたものと考えられ

ならず︑インド内部でも蛮族の支配する蟹ぐ沙国やドラ
︑

ている︒このように称号が多種多様であることは︑近隣

ヴィダ人の住む炉目︒胃秒︑そして混合人種の住むシぐ四画は

国︵中心都市ロ着贄昌︶も含まれた︒ウパデーシャの著者

③

の諸民族の帝王観を全て摂取包容したことを示している︒

ド人が天子と呼んで反感を示したことがあったかも知れ

確かにラモートの言うように外国人種の王に対してイン

に限られたのである︒

にとって真に佛教的な旨昌彦冒烏獣はアーリヤ人の国

第二に︑ウパデーシャの著者は北西インドに精通して

ワワ

ないが︑智度論に出て来る﹁天子﹂は果してそうであろ
うか︒ラモートの指摘するところに出てくる﹁天子﹂は

＝ 0

︑

いることである︒例えば︑勺口烏胃剖騨酋︵今日の豐目︲

の行為はインダス上流で︑ｚ凋騨の行為は園響唇︵厨︲

ｂ冨国︶を当時最も人口の多い豊かな町に数え入れている

以上の点からラモートは︑ウ・︿デーシャの著者はクシ

びつけられるのである︒

月氏の国であったと報告していることなどである︒また

ある︒

ャーナの時代に北西インドで生存した︑と推定するので

目乱ロ︶でなされる︒このように北西インドの地理と結

彼は非常に詳細にヒマラヤの大湖シごゆく胃砦冨と︑そし

こと︑ｚ紺胃沙目国︵﹈の回︲号目︶での癩病患者の治療を大

てそこに源を持った北部の四つの大河ｏ目渦︵①騨品のの︶︶
②

段目︒ロロ︵旨目︑︶︾ぐ己窃ロ︵○ｘｐｍ︶︶四国角胃目︶を描写し

ている︒これらの地理の親近性は確かにウパデーシャの

の佛伝や本生話は︑具体的な地理と結合して考えられる

北弓①且号の地域に置かれているが︑ウ︒︿デーシャ所引

菩薩の前生の行為の主たる舞台は国旨目冒の号の南と

ダーラ地方を舞台にしているということである︒即ち︑

ナから取られており︑そしてそれらはカシミール・ガン

第三に︑ほとんどの物語や比嶮がジャータカやニダー

ころ不可能であるが︑次の根拠によって彼は第二クシシ

デーシャの著者の決定的な年代を決めることは現在のと

うむった敗戦でその終局をみた王朝のことである︒ウ︒︿

三○年にササーン朝のシ己騨の宮国︲国号①渦目によってこ

の前半にカニシカ王が始め︑そしてぐ剖邑①ぐ四月が二

第二のクシャーナ王朝とは︑西紀一世紀の終りか二世紀

も新しい﹂と題するものである︒ここでラモートの言う

第三章は﹁ウ・ハデーシャは第二のクシャーナ王朝より

と言うわけである︒例えば︑のロ日且冨の行為はｚ秒鴨︲

ャーナ王朝よりも後に査定されるゞへきであるとラモート

王の行為は冒騨目くゅ国四︵普昌四画目︶で︑梵行者己ｇＲ︲

閃冨群首唱の行為はりご興国のの冨亨﹈肉ｇで︑蟹Ｈぐゅ目

ている︒例えばウ・ハデーシャはしばしば根本有部律から

この王の伝説が既に完全に定型化されている害を引用し

第一にウ・︿デーシャは︑カニシカ王に言及し︑そして

⑬

国目愚で︑ぐ豚ご鯉口３国の行為はぐ自笛目目︵普豐目Ｎ︲

⑯
は言ニフ︒

日胃鳥冨の行為は旨閉胃閉自嗣目３日ゆで︑冒騨目の四＃ぐゅ

︑

︑閏目︶で︑凹豆の行為は甸口降胃副国威とＱＨ胃豊で︑

北西インド起源を思わせる︒

四
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一シカ王に関する懸記文

合があるからである︒引用経典の成立時期は勿論不明で

︑

引用しているが︑この律には力

あるが︑ただ漢訳初訳の年代は最も古いので一七九年︑

＠

があるので︑この律の成立はクシャーナ王朝成立以後で

最も新しいので五○三年であることが知られる︒すなわ

けではウパデーシャの成立時期を確定し得ないが︑ラモ

︑

ある︒従ってこの律を引用するウパデーシャの成立は︑

ち漢訳の時期が三世紀以上にわたっている︒勿論これだ

︑

それより新しいということになる︒

ートはウパデーシャはある時期つまり大乗経典が三百年

またウ︒︿デーシャはしばしば大毘婆沙論に言及してい

る︒そして大毘婆沙論にはカニシカ王が引用されている

以上にわたって知られてきた時に編纂されたと推測する

が中論の著者と大智度論の著者とを同一視する有力な根

挙げないで龍樹の中諭偶を引用している︒従来︑この点

⑧

第三にウ︒︿デーシャは︑しばしば名を挙げて或は名を

＠

ので︑その成立は三世紀以降に見なければならない︒ウ

ことが出来る︑としている︒

⑳

パデーシャそのものにはカニシカ王は引用されていない
が︑婆沙論を引用するウパデーシャは婆沙論より更に成
更にウパデーシャはカニシカ王に言及する二つの文献

拠であって︑中論を龍樹の初期の著作とし︑智度論を彼

立が遅れるわけである︒

を引用している︒雑宝蔵経と民巴冨口幽冒沙且旨圃︵大荘

の後期の著作とみなしたのであった︒しかしラモートの

⑪

以上の点より︑ウ・︿デーシャはカニシカ王の時よりも︑

に出て︑その影響を受けたと見ることも出来るわけであ

見解からすれば︑ウパデーシャの著者は中論の著者の後

厳論経︶とである︒但し王の名は記されていない︒

はるかに後に造られたとラモートは言う︒

の状態である︒ウパデーシャには多くの大乗経典を引用

の四百論︵８目尻鼻凹冒︶を引用している︒更にウ・︿デー

またウ︒ハデーシャは少くとも一回︑提婆︵淘昌且のぐ餌︶

づ︵︶ｏ

しているが︑ラモートはおよそ三十三種の経典を確定す

シャは羅脹羅︵園呂巳四ｇ自国︶の讃般若波羅蜜偶︵ 且副︲

第二の論拠はウ・︿デーシャに引用されている大乗経典

ることが出来たとしている︒しかしこの引用経典の数に

園３日﹄画︑８曾騨︶の全文を引いている︒月称やチベットの

⑤

ついては︑ラモート自身も述寺へているように︑完全なも

伝承によれば︑羅脹羅は龍樹の師とされているが︑中国

⑯

のではない︒経典の略名や経名を示さないで引用する場

29

龍樹ｌ提婆ｌ羅喉羅の著作を引いているのであるから︑

としている︒ウパデーシャはこれら中観派の初期の学匠︑

っている︒というのは︑それに言及している中国の最初

い事柄を含むとは言え偽作であるように思われる︑と言

ョンにみちている︒ラモートは︑この伝記は二︑三の古

波乱と冒険に富んだ龍樹の生涯を伝えており︑フィクシ

時間的には彼らの後に置かねばならない︑とラモートは

の経録は﹁歴代三宝記﹂︵五九七年に編纂︶であるからと

＠

⑫

言う︒しかし平川博士も言われるように︑ラモート説に

言う︒即ち羅什の翻訳だとすれば︑この経録以前の﹁出

⑤

の資料の示すところによると︑一致して彼を提婆の弟子

⑬⑳
反対する立場からは︑この三人が同時代に生存したと考

三蔵記集﹂等にも載せられて然る・へきである︑という訳

⑨

えることも出来るし︑或は四百論や讃般若波羅蜜偶の文

であろう︒両○冨口の○口はこの龍樹伝の形式からみて︑典

⑳

は羅什の加筆と見ることも可能であろう︒

作の成立は紀元四世紀すなわちヒンドゥークシュ山脈の

シャの起源は北西インドに求めねばならないし︑その著

リジナルを表わしていない︒もしそれが本物であるとす

賞讃のきまり文句は純粋に中国的で明らかにインドのオ

れから幼児期の早熟Ⅱ良い教育を述べる冒頭がそうで︑

型的に中国的であると言う︒特に人の出生地︑出自︑そ

南で最後のクシャーナ王がササーン王朝の権力の下で︑

れば︑それは羅什の口頭の説明からなっており︑弟子に

この章の終りに︑ラモートは以上の諸点からウ・︿デー

多かれ少なかれまだ持ちこたえることの出来た時代にお

よってそれが書き記されたものに違いないと言う︒羅什

＠

かれなければならないと結論する︒

がインドの長老たちを知っていて彼らについて語ったと
⑬

いうことは﹁注維摩詰経﹂に録された馬鳴の改宗の話に

ャの時代における北西インド﹂と第五章﹁著者の人格﹂

また僧叡の大智度論序にある﹁天竺伝﹂は前にも述守へた

樹菩薩伝﹂に出て来る同一の〒一ピソードを語っている︒

⑳

よって知られる︒また同じ﹁注維摩詰経﹂で羅什は﹁龍

の二章が含まれているが︑紙数の都合で第五章の最初に

伝の幾分かは羅什の口頭の説明を記しているであろうし︑

如く羅什によって語られたものと考えられるから︑龍樹
羅什の翻訳とされるこの﹁龍樹伝﹂は︑周知のように︑

言われる﹁龍樹菩薩伝﹂についてだけふれておきたい︒

ラモートの本論稿には︑この外︑第四章﹁ウパデーシ

五
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︑

当時の人々の間にあった龍樹のイメージを伝えたもので
あろう︒羅什訳とされる龍樹伝に二本あって︑細部に相

︾︵︾０

違のあることも︑インドに原典があったことを疑わしめ

一ハ

略す︶︒ラモート教授より本学の佐食木現順教授に恵与

された抜刷を用いる︒

︑

目胃四目風︲圏黒国或は冒四圃冒且目忌３日︺国︲の旦国︲

④例えば南条目録ｚｏ・巨諺・干潟龍祥博士は旨騨冨冒色司︲

Ｊ萬丙Ｈ叫旨合凹ご時吊脚口目Ｉ弔凹風もＨＯＣ宮口弓Ｈ旦凱脚も脚Ｈゆロ︺詳寧④ロ茸四︺

ぐぎロ倒閣とサンスクリットに還元される︵罰・西涛四国加ロ︲

冒肖禽○ｇｐｏ８Ｈ国国の︑餌制やＦ目︾吋口戸口○汽騨︾岳認︶．

⑤︺○目ロ巴藍厨酋名①︾ごｇ︺ご哩鼠ロ．﹈．

⑥Ｈ国嚴Ｈ目﹄やく員．

も﹁広開分別摩訶術義︑造優波提舎十有万偶﹂︵大正五

⑦大正五○・一八四ｃ︑一八六ｂ・付法蔵因縁伝巻五に

以上︑ラモートの所説を中心に紹介しつつ卑見を述︑へ

て来たが︑智度論の著者に関する問題はラモートの智度

○・三一八ｂ︶とある︒なおターラナータ佛教史にも龍

論仏訳第三巻序文に︑この論稿より詳細かつ広範に論ぜ
られている︒ラモートの新説に対しては︑いずれ専門の

る命ｏ巨興ロ①Ｈ︶印同具や罠○ｓ︒

樹にウ・ハデーシャの著作のあったことの知られる文があ

③大正二五・五七ｂ・

立場からの反響を期待したい︒
註

については説明されていない︒因．ぐ①ロ富国罰④目曾昌口

⑩望月佛教大辞典︵三三二一頁下︶では冒騨目目且副︲
圃国目８冨号＄と還梵されているが︑その還梵の理由

二頁︶参照︒

⑨真野正順﹁大智度論解題﹂︵国訳一切経︑釈経論部一︑

︑

留曲①閉①Ｑ①ｚ揖胃看己Ｐ四・ぐ①○口ロ①ロ○︲ロ︲ぐ①二①冒倖ＣＱｐＯ︲

①国．Ｆ四日ｏ洋︒︼間①目周昌急号旨⑦掛目のくのＨ目号
は○口﹄目○日①ロ﹇﹄５○口くい目︾ご弓．︵以下目吋昌駄目﹇と
Ⅲ肌﹄︑

塔す︶︒

ながらも︑ご冨烏轡やく制ご凱開茸騨・とい湯︵ノタイトル

は大智度論の梵語を冒昌目且目圃国目薗獣黒国とし

②平川彰︒Ｅ・ラモート教授の﹁大智度論フランス語訳
註﹂第三巻について﹂印度学佛教学研究第一九巻二号︑

国．ｓｏラモートは目尉呂融再々目では旨Ｐ言画冒騨百脚も胃酔︲

言ｐ負い弓巨さ︑○℃ぽぎ閃①己吋冒庁国昌︾己Ｃ巨罠︾忌引．や路回

を持っていたとすることも可能であると言う︵ｚ凋習︲

開﹈ロ①Ｃ巨巴肩口 ﹄ ︑ ｚ Ｐ ｏ ご 乱 ︵ 旨 訂 目 Ｑ ① 吋 俸 丙 騨 ︒ ① 日 蔚 ． ︒ ① Ｈ ダ 罰 ？

目３段の曾四としているが︑彼の思降○胃①自国巨呂言︑日︒

︑

昭四六年︑日本印度学佛教学会︑東京︒

の①ロのｏロ旦甘口旨の算武Ｈ侭①ロ︾月．勺冨﹈○旨唱︑Ｃ宮︲ご騨○風いｏｐＯ

D上

③同Ｆ四日○耳の．︹︽ロ関く自箭いい閂号︑ごロ
且①殴画且
卜

嵐冨のの①︺詩．ご国︾ｚＨ︐蝉もや臼１９︸︵以下︹ざ色①蟹と

m 1

旨冒昌のｐＰｏロぐゅ旨︾后認︶では常に昌昏苔且副凰︲
Ｈ色目房薗自も且の蟹としている︒

三且ぼく四目四戸鼠留茸閉白武６画①昌切同×茸①日扁消減︾ご総︾

⑪○．月月巳によって梵本の発見された９且国冨昌の
弓．ミー忠︶に龍樹の著作八種を挙げるが︑智度論はそ
の中に含まれていない︵門吋凰融冒目︸ロ〆目目︶︒

十二門

⑫平川彰﹁十住毘婆沙論の著者について﹂︵印度学佛教
学研究第五巻二号︑昭三三年︶︒

⑬安井広済﹁十二門論は果して龍樹の著作か

第六巻一号︑昭三二年︶︒﹁中観思想の研究﹂︵京都︑法

論﹁観性門﹂の偶頌を中心として﹂︵印度学佛教学研究

所収︶参照︒

切目︹旨⑩目﹂︵﹁佛教学セミナー﹂第一六号︑昭四七年︑

⑳寺本椀雅﹁新龍樹伝の研究﹂京都︑大正十五年︒

﹁印度佛教史﹂︵東京︑昭三年︶一三五頁︑二一九頁参

⑳園国風昏四窃○亘①曾のＨ︸砂両ｅも．急・や露．寺本椀雅

照︒口冨叩冨四日言ロー冒目詞＄︶や９．︵寺本﹁新龍

樹伝の研究﹂七○︑七一頁︶︒チベット大蔵経中には︑

る︵悶冨侭呂・﹄念．ｚ○．曽田﹄Ｚ︒．ｇ息︶︒プトン佛教

三身讃と三身讃疏の二言は龍樹︵丙冒︲の唱号︶造としてあ

史も龍樹の著作とする︵寺本︑前掲害七一 二頁︶︒漢
訳の﹁三身梵讃﹂と﹁佛三身讃﹂は共に著者名を記して

巻︶大正一六・六二七ｃ・入傍伽経の懸記文は多くの経

八頁︒

⑳寺本︑前掲書七七

いない︒

⑭安井広済﹁中観思想の研究﹂三八三頁︑三八九頁︒

樛伽経﹂︵七巻︶大正一六・五六九ａ︑﹁入傍伽経﹂︵十

②Ｆ且冨ぐ凹薗３︲の貝３﹄︵ｚ凹昌○国員︶詞函盟．﹁大乗入

三八三頁にも所収︶︒

⑮干潟龍祥﹁大智度論の作者について﹂︵印度学佛教学

蔵館︑昭三六年︑三七四

研究第七巻一号︑昭三三年︶︑両．閏冨３︐段ご時３口３︲
ざｑ国協いざも固耐目ｌＦｘ〆ぐ︾司巳ハロ○屏四︾ご認．

く房３日間も餌凰胃８毎脚勺国蔵脚も胃凹日昇尉昇国・冒可８口︒︲

五一頁参照︒

論に引用されるが︑それについては︑寺本︑前掲害三二

⑮樗伽阿賊多羅宝経︵四巻︶︒

⑯大正二五・五七ｂ︑同七五六ｃ・
⑰目国鼠胃目︾己〆ロ〆．

︒﹄︺︺ロ四・や函﹄﹈︾ローい

⑳罰．国．両○画ｐｍＯｐ︾同胃辱冨且匂い目冨旨冒昌四四且

︑具．国ご臣の昏︺旦昏①呼冒巳旦昏の○国のロ３﹈四且

い︑鱒昌．岸

⑬Ｐ・急巴昌﹄目扁両の巴弓号拝巴国﹄Ｆｏ且︒弓︾岳圏︾固
⑲国︒冒己国．両○冒口︑○口﹂両目々旨且耳四目冨旨目呂曾

シヰ旨自︺煕口目①のゞ〆﹇目︾口昌ぐ①勗岸冒旦ＦｏｐＱｏ邑︾后ｇ︺

⑳阿伊四目○＃①﹄巳①易︒芦唱の日⑦具号量目巴騨罰昌・Ｆｏ色︲

③﹈吟再呈弓吋ｐ岸か目︾ロ﹃四鰐口．

己宅．﹃︑④ｌ﹃④つ．具．同．Ｆ四日○ヰ①︾目周凰融胃︶己．﹈﹄Ｃ口．﹀己．

四弾
画のｌ函司︒

いロｇｏ冨邑四︑冨皀夛国ロ丙①①四目ｇＦｏｐＱｏ口﹀﹈④ｍ﹃︾己詞四饅

雪︑と題﹄畠や﹄＄・桜部建﹁少．肉．ぎゆａの耳目島四国

⑳炉．属．言閏号Ｈ︾旨昌騨口圃ご目巨の日︾ロ巴冨﹄岳ご﹄弓．

Qワ

J と

くゅ︺ロ︺ＨむつＰも勺・司Ｃｌ司式

鳴興正法之末︑龍樹起像法之初﹂︵大正四二・二三三ａ︶

後︶五三○年に龍樹出世と言う羅什の言と相応する︒

とあるから︑それは佛滅後三五○年に馬鳴出世︑︵佛減

⑮龍樹菩薩伝︵大正五○・一八五ｂ︑一八六ｂｌＣ︶︒

⑳大正四二・二三三ａｌｂ︒中観論疏︵大正四二・一八
ｂ︶にも︑この記述がある︒吉蔵はまた三論玄義︵大正

死後一○○年というのは羅什の長安での滞在︵四○一

付法蔵因縁伝にはこの記述は無い︒ロビンソンは龍樹の

四五・六ｂ以下︶においても︑傍伽経や摩訶摩耶経を引
用して龍樹の年代を討議している︒

三世紀にみる︒これはラモートの数字解釈八八○年つま

四一三︶の間のいつかであろうとして︑龍樹の活躍を第

⑳三論遊意義︵大正四五副二九ａ︶では成実論序の五
の年数とも解し得る︒

四弐

⑲ご富：蟹﹄頃闇．

己宅．画切

⑬閑．ぐ①ロ冨冨屍色目四口騨口．ｚ樹胃百口Ｐ﹄ｍＵ目︵︶釦：ご︾

ぐ○旨目①︺Ｆ○コＱｏｐ．ご巴︺もや侭﹈１割．

四目︒○巨己①の①の○二門８ｍゞ缶印画巨且○局﹀国耳目シ口昌くの展魚ｑ

︑冒秒×弓農①の①Ｈ︸Ｈ胃犀の＆ｚ掛目言目時○日目旨の国ロ

ＦｏｐＱｏｐ︺﹈①﹈刃宅や陰画ｌ鱒

大正十一年︶︒９．国．目︺目冒ぐ騨威①ぃ時いも目○ｍｇご﹄

⑳宇井伯寿﹁三論解題﹂︵国訳大蔵経︑論部第五巻所収へ

門口Ｑ﹈四四口Ｑ○ゴー口包︾己も．四ｍ１画・︶︒

り西紀二四三年と一致する︵両目与旨且耳四目冨旨

三○年を﹁後五百三十年﹂として引いており︑馬鳴以降
︑広弘明集︵大正五二・一四二ａ︶︒
＠両．Ｆ四日○津⑦﹄ご冨号蟹︾や巴．

⑬百論序︵大正三○・一六七Ｃｌ一六八ａ︶︒
この﹁接九百之運﹂の中の﹁運﹂を茸抄ロめ岸又は昌巳①

②出三蔵記集︵大五五・七五ｂ︶所収︒ロビンソンは︑

九百内に解すれば︑僧肇の記述と両立するとする︵両目々

の意味にとり︑これより伊もｇ具旦陸日①よりむしろ
秒胃且８日武日①であるとする︒従って九百中または
昌画・冨冒四日房■旨冒昌砂四国ｇｏ宮口少︾回国雪目．Ｅ︐︶・

⑳龍樹に関する伝記のほとんどは︑一致して龍樹が南イ

中観論疏︵大正四二・一八ｂ︶では九百年と解す︒なお
於二正法之余↓龍樹生﹀於二像法之末一﹂︵大正二五・五七

僧叡の大智度論の序文では馬鳴と龍樹の出世を﹁馬鳴起し

ットの伝承︵プトン佛教史︑．︿クサンジョンサこでは︑

ンド︑バラモンの出身であることを記しているが︑チベ

龍樹の出身地をぐ筥烏号冒︵Ⅱぐ丘胃９国︶としている︒

ａｌｂ︶とし︑また同じ序文中には﹁故天竺伝云︑像正
・五七ｂ︶とある︒これは羅什の伝えたインドの伝承を

た土地として僑薩羅国があげられている︒ここに言う僑

＠大唐西域記︵大正五一・九二九ａ︶には龍樹の止住し

之未︑微二馬鳴龍樹︽道学之門其倫渭溺喪芙﹂︵大正二五

記したものと考えられる︒正像を各五百年とすれば︑ラ

薩羅国とは舎衛城のある僑薩羅国ではなくて︑慈恩伝

｡nか

モートの言う八八○年は像法の末となり︑大智度論序の
記述と一致する︒ただ成実論序には羅什の言として﹁馬

勾 勾

︵大正五○・二四一ａ︶に言う南僑薩羅国︵ロ島哩箇︲
冒蟹医︶のことである︒そこは中インド南辺にあたり︑

である︒

し︑市演得迦という名の王に害を送ったとしている︒本

王頌について記している︒それによると娑多婆漢那と号

⑯義浄は﹁南海寄帰伝﹂︵大正五四・二二七Ｃ︶で勧誠

﹁王の阿闇梨耶としての龍樹﹂︵大谷学報第四九巻三号︑

龍樹の出身地ぐ巨肖ｇ夢もこの地方である︵佐交木教悟

田義英氏によると︑市演得迦も︑求那政摩訳にある禅陀

⑳嗣巴冒口図の崗且胃肖目唱昌は国扁冒皀届冨︾嗣騨巳鞭︲

⑲本田﹁密友書の研究﹂︒

函吟︑︒

国履詐○尉旦具門口昌自︺伊洋①Ｈ四首目①︑目﹄○巴︒ｐ芹騨﹀旨や四界壱

⑬国・伊騨日○洋の︶勗己諒目︶詞〆目胃典昌．言自前目岸侭︺シ

函酌︒

⑰閑．ぐ．園砂冒凹ロ騨巨﹀ｚ凋腎旨﹈国︾ぃ勺巨○い§ご︶弓．胃︲

都城の訳語であるとする︵﹁密友書の研究﹂参照︶︒

迦王も特定の個人名ではなく︑己冨昌色冨冨冒という

昭四五年︑所収︶︒

︑ターラナータ史︵砕冨の曾①Ｈ菅の同昌弔認・︶によれば︑

龍樹は晩年に陣巷閏く鼻寧に行き︑そこで修禅して初歓
喜地を証したと記している︒

＠大唐西域記︵大正五一・九二九ａｂ︶では娑多婆訶す
なわち引正︹王︺と訳されている︒引正と訳された理由

ロ§冒口餌王とする命︒旨の旨のＨ−ｍ同昌毛矧︶︒︒︹訂厨邑四

については︑本田義英﹁密友書の研究﹂︵﹁佛典の内相
と外相﹂所収︑昭九年︑一四 一六頁︶参照︒齪目乱︲
冨冒Ｐの語学的説明は︑中村元﹁インド古代史﹂下︵昭
四一年︑二五 二六頁︶に詳しい︒ターラナータ史は
王については︑寺本腕雅﹁新龍樹伝の研究﹂参照︒

に統治した︵嵐・ぐ・屍胃ロ四口秒匿ゞｚ樹胃旨邑騨︺

句冒さ⑳名ご︾

富と同時代人として龍樹を語っている︵罰且呉胃：四日
胃ロ﹈囹鯨︶︒この力 一シカ王は二世で︑西紀二九年

王説法要偶﹂︑僧伽賊摩訳﹁勧発諸王要偶﹂︑義浄訳﹁龍

⑭漢訳に三本︑すなわち求那賊摩訳﹁龍樹菩薩為禅陀迦

同時代とみている︵﹁大唐西域記﹂大正五一・九四二ａ︶︒

や路・︶・玄英は龍樹を馬鳴︵カニシカ王と同時代人︶と

旨．乏昌①⑩日は︑龍樹は三世紀に生存したに違いない︒

樹菩薩勧誠王頌﹂とチベット訳が現存している︒

⑮鈩目肖曽四節における最近の考古学上の発見も︑蟹３︲

ことはあり得ないことではない︑とする︵門馬Ｆ黙①ｇ

その時︑カニシカ王と留国乱冒ロＰと共存したという

︑ご冨号蟹︾や篭．

属Ｐ口攝〆四︾Ｆ①Ｅ⑦ロ︾旨＠つ陣

︑ｇｏ毎．Ｆ︐醇勗盲目︵且︒︶︾弓筈曾叩・邑呂︒︵頁ｃｇ

ｚ侭胃盲目Ｐ・や億巴︒

乱冒口色王と親交があったこと︑彼の後半生が切言餌目四︲
く．両④日四目四口︑ｚ樹胃旨口段のもござ︑○℃彦誤固囲︶やい患

国嘔臥︵岬冒肖ご四国︶の僧院にあったことを実証する︵厨．

旨．ｅ︒少し時代は下るが︑龍樹に言及した碑文として
ｚ攪且ロ国鳥○且鰐は︑まさしく龍樹の名をとどめた地名

﹈Ｐ龍畠名①苗で発見されたものがある︒南インドの
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⑨前掲書評四四三頁︒

︑冒菖・﹂喝．総土犀胃Ｈｇ融月目︾壱〆〆〆昌員．

＠国冨烏＄ゞ回患．では一七九年

︑ご冒号＄︾も＆野同巴芯胃目﹄弓．〆〆冒ｌ〆〆ぐ．

⑳例えば︑大正二七・五九三ａ︒

とする︒しかし︑自国愚目凋唱．閣〆〆冒ｌ〆〆桝ごロに

四三○年の間の翻訳

②口冨号蟹︺やい騨弓昌融胃目﹄垣〆〆〆昌員．

五○三年に曼陀羅仙によって訳された宝雲経︵園鼻口四︲

引用リストがあって︑そこでは最も新しい翻訳として︑

②ご君号３﹄ロ圏．
⑬弓巨︒︑固い玲目Ｈ昌芯﹇目︺や〆目．

目品冒鰯目国︶を挙げている︒

＠号ａ・︾や筐．

八六頁参照︒

⑨中村元﹁インド古代史﹂下︑一六七頁︒一七八頁︑一

枝充恵教授に詳しい研究がある窃言目の﹈﹈曽目旨酌目︲

③ご目３３﹄や題．大智度論の引用経典については︑三

ａ等︒また智度論には四種の天の説明がある︒その第一

⑳大正二五・三一二ａ︒その外︑同三○六ｃ︑同二七

域・︶︒

も引旦副脚宅画ＨＰ日弄脚︵ロ尼ＰＱ鼠騨︶恥脚︑茸寧︾目巳肉蛍○﹀﹈⑮︑や︾や④

品﹂は提婆の﹁四百論﹂の第十章の破我品を指すとする

正二五・三三ｂ︶とあるが︑ラモートはこの﹁破我

⑤厚︺且①蟹︺ロ獣︸論の巻一三に﹁如破我品中説﹂︵大

ムエ︑

一迄ｌ〆︒

諸経典について﹂印度学佛教学研究第一巻二号︑昭二七

いたことを物語る︑と言われる︵﹁智度論に引用された

ば︑中論と智度論の製作の間にかなりの年数が経過して

むしろ智度論原典にあったのではないか︑もしそうなら

余り早いことから︑偶の相違は維什によるものてはなく︑

羅什の翻訳年代を見ると智度論の完成が中論よりも四年

される︒しかし引用偶の相違は智度論の龍樹作を疑わし
める根拠となり得るほど強力ではないとされる︒そして

かに一六偶︑類似するものがあるが︑全く同一はないと

引用の仕方について︑三枝充息教授は︑羅什訳中論のな

③ご圃烏３︺や淫︾句①嚴閂目︾己〆閣〆門〆︐中諭偶の

は国王を天子と名づけるものであるとしている︵大正二
五・二二七Ｃ︶︒

︑国を数えている

︑ご己且①餅︾も國貯ＨＨ呂芯目胃︶や〆胃．

︑辺国として龍樹の止住した崖目胃

三頁︶︒

のは︑智度論の龍樹真撰を疑う論拠となる︒干潟博士は
これを羅什の加筆と見る︵前掲論文︑二

や︐四ｍ﹄

⑨己冨号笛﹄回置﹀９．口①目酔昌①︼﹈・巨旨巴鈩の国庁臼巨①﹄

九○ｂ︑三四八ｂ︑四八七ａ︑六二ｃ・

︑号昼・︾や匿軸国昌融目目ゞ固〆〆〆目胃．大正二五・二

＠ご鷺号箇﹂弓．置士即園巴威月目︾弓．〆〆目甲減〆冒．

⑭ご冨烏蟹︾ロ誤
⑰引用リストは門閂昌融目﹇．ｐ撚昌目にある︒

⑬根本説一切有部毘奈薬事︵大正二四・四一ｂ︑国喧斤
冒騨昌匡砂ｏＨ君厨︶冒胃︾弔酔昇昌︶やｅ・

＠昆騨晟口胃︾や×ぐ員．
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迦夜と曇曜の共訳︵四七二年︶とせられている付法蔵因

えている︒龍樹伝はこの中の伝記から摘出別蟇したもの

縁伝巻五にも︑龍樹伝よりも少し詳しい同様の伝記を伝

︵目ＨＢ融胃員や〆Ｆ︶︒

⑯大正二五・一九○ｂｃｌ一九一ａ︒このことは︑宇井

⑯大正三八・三三九ａ︒天と阿修羅との闘争を示現させ

冨目巴四間Ｈ堂︾回巴ヌロ．畠︸大正三八・三九九ｂ︒

︑

⑮弓菖．︑詞誤可旦．同園目○ヰ①ゞ目のロ︑①揖口のｇ①具号

︑間詳口四︾巳︐四回

③同．国．罰○匡︺耐︒目ゞ両胃ご冨且ご四目冒旨冒呂四四且

⑨口圃月掛︺己と．

昌心や︶︒

庁呂○口四口︾﹄︾冨凹四口鴨︑の種ぐゅ目Ｆ習一︸勺胃尉︾ご国﹄勺

旨︒四斤①⑦庁﹈︾蝕巨庁彦①旨は︒岸か︒ｐ司○巨坤騨尉⑳ロ叩旨胃口思口四口

作であるとし︑インドにオリジナルはないとする︵↑小目

編纂したことになる︒国．旨い名野︒は付法蔵因縁伝を偽

という説もあるが︑その場合は羅什の名を借りて後人が

博士によって既に注意されている︵﹁印度哲学研究第こ
三四一頁以下︶︒

⑰津巴融昌胃︾詞畠置に多くの資料を挙げている︒
⑬ご冨号３﹄や忠．
⑳平川彰︑前掲書評四三八頁︒
⑳吉蔵は﹁百論疏﹂︵大正四二・二三三ａｌｂ︶で︑龍
樹と提婆は互に相見ることがあったかどうか討議してい
マ︵︾Ｏ

⑪己圃号殴﹄壷麓．大智度論が北西インドに関連が深い
ことについては︑既に己の目雪昌︒がラモートによって
目周巴融目の中で提示された註記をもとに次のように述
こと︑そして恐らく有部或は根本有部の伝統の中で育っ

ゞへている︒即ち︑大智度論は北西︵インド︶で書かれた

四四年︑一四頁︶参照︒

⑰梶山雄一︑上山春平﹁佛教の思想３﹂︵角川書店︑昭

ワ︵︺Ｏ

た話がここに出てくる︒提婆菩薩伝にもこの話が出てく

ｐＨロ己缶の旨陣色匡①︶弱い︑巴︒

た︵一人または複数の︶著者によってである︑とＱｃ︲

⑫大正四九・七九ａ・大唐内典録︵六六四年︶と開元釈
経録︵七三○年︶には羅什訳として載せられている︒吉
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