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大英図書館所蔵夏蔵対音資料 Or. 12380/3495 について  

 
荒川 慎太郎 

 
 

０．はじめに 
イギリス，大英図書館には，Stein の Innermost Asia1，『英蔵黒水城文献』2の

図版で知られる西夏文字・チベット文字対音資料 Or. 12380/1842 の他に，Or. 
12380/3495 という小断片が保存されている。『英蔵黒水城文献』四巻3でも図版

が公開されているが，チベット文字はやや判読しがたい。筆者は 2007 年 7 月，

本資料を実見する好機を得た4ので，西夏文字の録文とチベット文字の翻字を資

料化し，音写の特徴などを報告したい5。 
 
１．資料の様態 
 本資料は現在，大英図書館では Asian & African Studies セクションの管轄に

あり，Or. 12380/3495 の番号を与えられて整理されている。資料はセルロイド

のケースに収納されているため，裏面の状況も知ることが出来る。裏面の左下

には小さな手書きで，「K.K.II 0280.S」とある。K.K.の略号（=Khara-Khoto）
で分かるように，同セクションが所蔵する他の西夏語資料同様，黒水城（カラ

ホト）遺跡出土品である。 
 資料は縦 15.3 センチ，横 9.8 センチが残る。紙の左右端は断裂し，左上部が

西夏文字３文字分まで欠損する。手書きで２本線の天地線と，左端に枠線が確

認できる。西夏文字も含め全て書写によるものであるが，この写本はあたかも

版本のような体裁で作られている。残存する姿から，本資料は一枚の紙のほぼ

                                                  
1 Stein（1928: plate CXXXIV）に掲載される。そのチベット文字の転写は Wolfenden（1931）
参照。 
2 西北第二民族学院他編（2005a: 224 上）の図版。「藏文字母注音佛經」として掲載される。 
3 西北第二民族学院他編（2005b: 198 左下）の図版。「注音佛經」として掲載される。 
4 本調査は，科学研究費補助金（基盤研究（S））「チベット文化圏における言語基層の解明

‐チベット・ビルマ系未記述言語の調査とシャンシュン語の解読」（研究代表者：長野泰彦

教授）の援助によるものである。長野泰彦教授，また現地でご支援いただいた岩尾一史博

士に心から御礼申し上げる。 
5 本稿には『京都大学言語学研究』匿名査読者の方々から貴重なご意見をいただいた。この

場を借りて御礼を申し上げたい。ご意見を取り入れ内容を一部修正したが，本稿の内容は

もちろん筆者が全て責任を負う。 
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左半分に相当すると考えられる。天線は上から 1.7 センチ，地線は下から 1.3 セ

ンチのところから引かれる。紙の上下端の残存状況から，紙の高さはおそらく

16 センチ弱であったと考えられる。紙の右端の断裂のため，綴じ目のようなも

のは確認できないが，この断片は本来何枚かの用紙からなる冊子本の１頁に相

当していたと筆者は推定する。 
 本資料は，１行目のみ双行を含む箇所があるため 13 文字6，他の行は全て９

文字，計５行の西夏文字が残る。字間，行間ともに，書写される西夏語文とし

ては一般的な間隔である。ただし，２～５行目の行頭は１行目と比べ１字下げ

が行われているように見受けられる。これは西夏語刊本の仏典頌に見られる体

裁に近似する。 
２～４行目の西夏文字にはそれぞれ，右側にチベット文字による音写が付さ

れる。資料右端の断裂のため，西夏文字１行目右側の余白は全てが残るわけで

はないが，チベット文字の音写が付された形跡は確認できない。そもそも双行

部分の行間隔の狭さではチベット文字を書き入れることも難しい。また，西夏

文５行目の右側にもチベット文字の音写は見られない。すなわち，本資料は，

全ての西夏文字にチベット文字による音写を付すことが当初から予定されてい

たものとはいえない。いかなる理由から当該の３行のみに音写が加えられ，他

の行ではそれがなされなかったのかは判然としない。 
 西夏文字は手書きであるものの比較的楷書に近く，判読は難しくない。西夏

文字は縦横ほぼ同比率の字形，縦 1.2 センチ，横 1.2 センチほどである。チベッ

ト文字は基字が 0.4 センチ四方くらいの大きさで記される。 

この他，資料右上，天線の上あたりに のような図像（マニ宝珠か），左上に

横書きのチベット文字が３センチ程度残る。このチベット文字は，西夏文字の

音写に現れる字体と同じ字体である。文末と思われる箇所しか残っていないが，

筆者が判読する限りでは， 
 

 s[t?]e / ’dzwang / ’jo / te 
 
のように記され，チベット語としては内容が取れない。西夏語，あるいは漢語

固有名詞の音写とも考えられるが，現時点では結論が出せない。 
 
 

                                                  
6 おそらくこの行に前接する部分にも９文字程度で字数の揃った行が連なっており，西夏文

字の書き手は，他と同様の大きさの文字では１行に収まらないと判断したのだろうか，行

末近くで２文字ずつ双行としている。 
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２．本文の訳注 
 はじめに当該断片の西夏文7，逐字訳，翻訳と注を挙げる。 
 
line 
1. 

跳友 孤   祖哘峠楾 剪 剳 剞    哘聘 坩 

如来  従う  応平等覚8  善 名  挙げる 功徳  仏 
如来に従い，応平等覚，善名を挙げる功徳仏 
 
2. 

糎炊 貽速    教 雄  釜   計 侠 

煩悩  調伏する  三 業  悉く  間  勝る 
煩悩を調伏し，三業悉くの間に勝る 
 
3. 

諂伐 厶   梵  教 茖  頂 慟9 淙 

真諦  知る  悟る 三 界   身 主   者 
真諦を知り，悟る，三界身を司る者 
 
4. 

豊  茅 兔 偶  冓筈 耆 胼踴 

譬え 宝 珠 如き 威儀  光  燃焼する 
譬えれば，宝珠の如き威儀，光明が燃焼する 
 
 
 
 
                                                  
7 [ ]：テキスト破損部分の復元を示す。？：文字が書いてあることは確認できるが，判読

不能であることを示す。『夏漢字典』西夏文字コード番号は（李 xxxx）のように示す。 
8 李（1997: 332）より，この４字で「応平等覚」。 
9 惻「全て，具える」（李 3240）の可能性もあるが，慟「主」（李 3266）と読んだ。 

荒川慎太郎

– 205 –



 

5. 

[跳 友]10 ？ 騒 渣 杉 罍    試亀 

［如来］ ？ 幡  王 を  讃える 敬礼する 
［如来］？幡王を11讃え，敬礼する。 
 
 本稿では内容比定まで至らなかったが，チベット語仏典から西夏語に翻訳さ

れた頌，あるいは願文の一部ではないかと筆者は考えている。 
 
３．チベット文字による西夏語音の音写 

西夏文字，その所属韻12，推定音13，チベット文字のローマナイズを以下に挙

げる。本稿では，チベット文字の「添前字＋基字」はハイフン（-）で，「添頭字

＋基字」はハイフンなしで，両者を区別する。 
 
2. 

糎    炊   貽   速     教   雄   釜    計    侠 

1.67   2.29   1.76   2.73    1.70   1.42   2.10   1.17    2.5 
zi:q   nyI’   ryur  ’ar?    soq   syen  zi:     kha    bu’ 
g-zhi  nag   ru    ’-gyar  so    b-se   g-za14 kha   ’-bu 
 
3. 

諂   伐   厶    梵  教   茖     頂   慟    淙 

1.34  2.60   1.27   2.33  1.70   2.53    2.52   2.3    2.68 
’ye   ji:q   nwI   tse:  soq   kyeq   lyuq  dzyu  myeq’215 
’-ge  ’-ji    nag   tse   so    ke     le16   ’-dzu  rme 

                                                  
10 「旁」の一部しか残らないが，特徴的な字形と，本文の内容から，筆者は 跳友「如来」

を復元する。 
11 西夏文字が一部欠損するが，「…王」を「讃える」の目的語と解釈した。 
12 所属韻は荒川（1997）にしたがう。西夏文字の所属韻は韻母番号で示す。「1.」は平声韻，

「2.」は上声韻，「?」は所属韻不明を表す。 
13 表記は筆者による最新のもの，荒川（2002: 58-61）による。ただし，所属韻の表記で声

調は判明するので，推定音部分の声調表記（1 or 2）を割愛する。 
14 基字の上に小さな穴があり，あるいは記されていた母音字 i が欠けた可能性もある。 
15 この数字「2」は「上声」を表すものではなく，別の韻母の推定音（-yeq’）と区別するた

めの表記である。 
16 母音字 e は他の字に比べ，やや薄い線である。 
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4. 

豊     茅    兔    偶   冓     筈   耆   胼    踴 

1.72    1.69     ?       2.3   1.59    1.77   1.11   2.76    1.21 
dzonq  lyi:q’   nwi?   syu   pyuq  wir    bi:   dwIr    jya: 
g-zo    glu    b-rnu   su   pu     we17  ’-bi   ’-dwar  ’-rbu18 
 
４．資料の検討と他の資料との比較 
4.1 声母 
 先行研究で推定される西夏語の諸声母の音価と，この資料に見られるチベッ

ト文字の音写はおおむね対応する。最小対立の例は少ないが，無気音・有気音

の対立なども明瞭に示される。 

Tang. 計 kha 1.17  －Tib. kha 

Tang. 茖 kyeq 2.53 －Tib. ke 

 一方，注意を要する転写例も見られる。西夏語の有声音系列の転写と，声門

音声母（西夏語音韻学にいう「喉音類」）の転写である。 
 まず，有声音声母についてである。わずかな分量の断片であるが，軟口蓋音

声母（「牙音類」）以外の声母系列に属する，各種有声音声母の転写が確認できる。 

Tang. 侠 bu’ 2.5    －Tib. ’-bu 

Tang. 茖 dwIr 2.76 －Tib. ’-dwar 

Tang. 慟 dzyu 2.3  －Tib. ’-dzu 

Tang. 伐 ji:q 2.60  －Tib. ’-ji 

 これらの例では，西夏語の有声音声母とチベット文字の「添前字 ’＋対応する

有声音字母」との対応が見られる。先行研究では西夏語の有声音声母は前鼻音

化が指摘されており19，添前字の「’」もそれを意図した表現と考えられる。た

だし，添前字が g である音写例も認められた。 

                                                  
17 基字に先立ち，添前字の位置に，汚れあるいは r のような字があるようにも見える。 
18 あるいは ’-dwu である可能性もある。いずれにしても，このチベット文字のみ，西夏語

音の声母，韻母ともに全く対応しない。 
19 例えば西田（1989: 409r）など。 
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Tang. 豊 dzonq 1.72  －Tib. g-zo 

 次に，声門音声母についての転写例を見る。西夏語音韻学でいう「喉音類」

は声門音と推定される。この声母系列は，「’-」，「h-」という推定音表記で区別

される２種類を基本とするが，本資料では，このうちの声母「’-」に対して次の

ようなチベット文字転写が見られた。 

Tang. 諂 ’ye 1.34  －Tib. ’-ge 

 このチベット文字に音写された西夏語の声門音は，明瞭な「声たて」として

認識されていたと考えられる。ただし本資料には，西夏語の有声音声母 g- の音

写が見られないため，西夏語の g- : ’- の書き分け，そもそも対立を示す表記が

あったのかも不明である。 
 
4.2 韻母 
 先行研究で推定される西夏語の韻母と，本資料のチベット文字転写とが対応

しない例もいくつか観察できる。主母音の系列（普通母音，緊喉母音，捲舌母

音），渡り音（-y-, -w-），個々の母音，という観点の順で見ていきたい。 
 西夏語の韻母は声調の対立を除くと，105 種類に分類される。それらは「普通

母音，緊喉母音，捲舌母音」と推定される３種類の系列に分類される。このう

ち，緊喉母音系列についてはチベット文字によるいかなる書き分けも認められ

なかったが，捲舌母音については，チベット文字添後字の -r で表記した例が確

認できる。 

Tang. 茖 dwIr 2.76 －Tib. ’-dwar 

 一方，西夏語の r- 始まりの音節については，この添後字は認められない。 

Tang. 貽 ryur 1.76  －Tib. ru 

 渡り音 -w-，すなわち西夏語の合口韻音節がチベット文字 -w- で転写される

例，転写されない例がともにある。しかも後述するように，この韻母の母音対

応にはやや問題がある。 

Tang. 茖 dwIr 2.76 －Tib. ’-dwar 

Tang. 厶 nwI 1.27  －Tib. nag 

 一方渡り音 -y-，すなわち西夏語の二等韻と推定される音節がチベット文字の

-y- で転写される例は確認できなかった。 
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 本資料には特徴的な，そしてある種の規則的な対音の例外がある。それは西

夏語の -I に対するチベット文字転写 -ag, -ar の対応である。主母音が -I と推

定される音節の例は３例確認できるが，いずれもチベット文字の基字の上下に

母音文字が確認できない。すなわち当該の西夏語音節の母音は -a で音写されて

いることになる。次の例において，西夏語の韻母に注目すると，前二者が第４

摂20，最後が第 17 摂に属するが，それぞれの主母音は共通するものが推定され

ている。 

Tang. 炊 nyI’ 2.29  －Tib. nag 

Tang. 厶 nwI 1.27  －Tib. nag 

Tang. 茖 dwIr 2.76 －Tib. ’-dwar 

 他の西夏文字・チベット文字対音資料では，このような例は確認できなかっ

た。筆者は -I で表記する西夏語の主母音に対して，高舌かつ -i ～ -u の中間

的な音 [] を想定していたが，本資料に見られる西夏語21に限っては，当該の主

母音はあるいは [] のような，若干中舌寄りの音であった可能性も検討するべ

きかもしれない。 
 
4.3 声調 
 荒川（1999）で扱った資料ほど転写の例が多くないため，西夏語の声調に関

して議論できる材料は限られるが，「同じ声母かつ異なる声調」という最小対立

の例が確認できる。声母が流風音類（l-），韻母が平声 69 韻（yi:q’）に属する，

茅のチベット語音は glu である。声母が流風音類（l-），韻母が上声 52 韻（yuq）
に属する，頂22のチベット文字転写は le である。この状況は，荒川（1999: 38）
の統計によって明らかにされた傾向「声母が流風音類（l-）で韻母が平声韻であ

る音節初頭は子音＋l で，韻母が上声韻である音節初頭は l-のみで表される」と

一致する。したがって，本資料は，声調に関しては荒川（1999）の結論を傍証

するデータとなる。 

Tang. 茅 lyi:q’ 1.69  －Tib. glu 

Tang. 頂 lyuq 2.52  －Tib. le 
                                                  
20 「摂」は主母音を同じくする韻母群の呼称。荒川（2002: 60）などでは，第４摂，第 17
摂の主母音をそれぞれ -I, -Ir とする。 
21 とはいえ，他の資料との地域差・時代差を論じる情報は見出せない。 
22 ロシア所蔵対音資料の注音例は，lu’など。荒川（1999: 38）参照。 
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4.4 音節の一部が不明な文字の音価推定 
 西夏語韻書の不備など，さまざまな事情により，先行研究で推定音の一部ま

たは全てが不明の西夏文字がある。本資料にもそれらの音写例が２つ確認できる。 

Tang. 速 ’ ar? 2.73  －Tib. ’-gyar 

Tang. 兔 nwi? ?     －Tib. b-rnu 

 前者 速（李 1346）は声母が不詳であり，後者 兔（李 2583）は韻母が不明

である。速 は「調伏」を意味する語彙の第二要素などに使われる文字だが，漢

字対音の例を持たない。兔 は「珠，計都星」などに使われる字で，『文海』な

どの見出しに確認できないため韻母が不明であるが，漢字による音写例を持つ。

『番漢合時掌中珠』では「溺。」（掌中珠 082）である。「溺」の右下の小さい円

「。」の解釈が問題となるが，合口韻 -w- と見なすのが妥当だろう。 
 
５．おわりに 
 本断片資料は，特定の文字のチベット文字注音について注意を要するものの，

同種の他の資料と比較すると興味深い特徴も確認でき，西夏語音の研究に資す

る材料の一つといってよい。いくつか解決できなかった問題点もあるが，引き

続き検討したい。 
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Abstract 
 

A small Tangut Buddhist fragment Or. 12380/3495 is preserved at the British 
Library, London, UK. A remarkable feature of this material is that in three out of the 
total five columns the Tangut characters are provided with phonetic transcriptions in 
Tibetan script. 
     In this paper a brief description of the morphological features of the manuscript is 
followed by the edition of the Tangut text with comments discussing the readings of 
characters and other linguistic problems. The phonetic transcriptions in Tibetan scripts 
are also discussed from the viewpoint of Tangut phonology; in particular initial 
consonants, rhymes, and tones are compared with the forms reconstructed in previous 
studies including that of the present author. Some transcriptions betray intriguing 
features which have not been observed in the other materials. 
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