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『敦煌寫本研究年報』第二號（2008.03）165-175頁

フランス國立圖書館所藏のナム語文獻

池田 巧

はじめに

敦煌發見のチベット文獻には、チベット文字を用いて他の言語を表記した寫本
が少量ながら含まれている。このうちF.W.Thomasが研究し、Nam語と命名した
大英圖書館所藏の寫本（IOL Tib J 736）と同じ言語を記録した資料が、フランス
國立圖書館所藏の敦煌文獻中に２點（P.t.1241/1246）存在する。本稿はフランス
國立圖書館所藏の當該資料の紹介を中心に、これらNam語寫本の相互關係につい
て論じ、解讀の基礎となるテキストの復元を試みる。

1. ナム語寫本研究小史

大英圖書館が所藏するNam語文獻 IOL Tib J 736は、もと India Office Library

所管の文書であり、イギリスのチベット學者 F.W.Thomas教授が早くから着目し
て研究を行なった。この文獻への最初の言及は 1926年にThe Journal of the Royal

Asiatic Society誌上に發表したTwo Languages from Central Asia (pp.505-506)に
見える。この紹介を受けてA. H. Franckeがベルリン所藏のトルファン文書のなか
にも同種の文獻が存在することを 1927年に發表1、それを見たThomasは翌 1928年
の JRAS 誌上 (pp.630-634)にThe Nam Languageと題する短文を公表し、Francke

が報告したベルリン所藏の文獻（以下ベルリン本）とロンドン所藏の文獻（以下ロ
ンドン本）が同じ未知の言語を記録していることを論述してNam語と命名した。

1ベルリン所藏のナム語文獻について報告したFranckeの論文はつぎのとおり。Francke, August
Hermann. Ein Dokument aus Turfan in tibetisher Schrift, aber unbekannter Sprache. Sitzungs-
berichte der preussischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. 1927.
pp.124-130. この論文にはローマ字轉寫の録文が記載されているが、寫本の書影はない。陳宗祥教
授のもとに關係者から送られたという寫眞版のコピーを目にしたことがあるけれども、わずか 25
行の斷片で破損もひどく、判讀は容易ではない模樣である。2008年１月現在、原資料の確認がで
きておらず、殘念ながら本稿で紹介する敦煌本との關係を論じられるだけの準備がない。



それから 11年後の 1939年、Thomasは再び JRAS 誌上 (pp.193-216)にThe Nam

Languageという同じタイトルの研究論文を發表する。この論文は 24頁にわたる
本格的なもので、ロンドン本の書寫特徴を紹介し、記録された言語の分析を行なっ
ている。Thomasは、この論文を基礎にさらに研究を深め、1948年にその成果を
總合的に論述した專著 Nam, an ancient language of the Sino-Tibetan borderland

(London, xi, 469p., with 10 plates & 1 map)を公刊した。本書の反響は大きく、刊
行直後から少なからぬ書評が現れたが、解讀の方法論よりもむしろ命名の根據と
なったこの言語の歴史的背景および社會環境の考證に批判が集中した。
なかでも Thomasがこの未知の言語を古代の羌系民族の言語であると考えた點
について、漢文史料を精査して考證を進めたのがWên Yu（聞宥）である。聞宥
は 1950年にT’oungPao 40 (pp.199-207)に掲載した書評で、漢文史料に見える羌
系民族に關する記述のなかにNamに對應する族稱や地名を探索した。さらには現
代チアン（羌）語の現地調査の豐富な經驗をもとに、書評の補編ともいうべき論
文〈論所謂南語〉を《民族語文》1981年第１期（16-25頁）に掲載し、チアン語と
Nam語の語彙データを比較して Nam語が今日のチアン語の直接の祖先ではあり
得ないという主旨の批判を展開した。

Thomasが行なったテキストの分析と解讀については、書評はいずれも部分的な
指摘に止まり、全面的な批判は現れなかったが、R. A. D. Forrestがその書評で寫
本に見えるいくつかの語彙を漢語からの借用語ではないかと指摘したことを受け、
Thomasが專著Namを刊行してから 15年後の 1963年、カリフォルニア大學の漢藏
語研究家Robert Shaferが、Clews to the Decipherment of the “Nam” Languageを
Monumenta Serica. Vol.XXII. (pp.169-184)に發表、テキストの綴字の特徴を檢討
して敦煌文獻中のチベット文字による漢語の音寫資料との類似を指摘した。不幸
なことに、Shaferの文章が現れたのち、チベット＝ビルマ語研究者の間にThomas

の研究したNam語文獻とは、實は漢語の音寫資料であったという誤解が廣まり、
Nam語文獻に注目する者はほとんどいなくなってしまった。
中國では寫眞資料を利用することも容易ではない状態が長く續いた。原資料の
書影を附載したThomasの研究書も中國國内には所藏者がほとんどなかったため、
聞宥を引き繼ぐ研究はなかなか現れなかった。2003年になってようやく民族學者
の陳宗祥の監修のもとThomasの專著Namの中國語譯：［英］陶瑪士著、玉文華
／楊元芳譯、陳宗祥審校《南語 漢藏民族走廊的一種古代語言》（麗江普米文化研究
室）が刊行された。陳宗祥は西南中國の羌系諸語のひとつであるプミ（普米）語
とその民族文化の現地調査に基づき、獨自の見解によるNam語文獻の再解釋を行
ない、すでに數編の論文を發表している。民族學的見地からの考證と解釋には傾
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聽すべき見解や考證も少なくないものの、寫本の文獻學的あるいはテキストの言
語學的な分析における影響は大きくない。

2. フランス國立圖書館所藏のナム語文獻

フランス國立圖書館所藏の敦煌チベット文獻のなかにもThomasの研究したNam

語と同じ言語で記録された文書が存在することについてはMarcelle Lalou女史が
1939年の Journal Asiatique 231 (p.453)の彙報で言及しており、テキストには多
數の古典チベット語の單語あるいはその交替形と思われる語を含むこと、また藥
學文獻ではないかという印象を持ったと述べている。ただし文獻の具體的な紹介
はなく、當該文獻の番號も明らかにされていない。

Lalou女史が編集した國立圖書館所藏の敦煌チベット文獻目録：Inventaire des

Manuscrits tibétains de Touen-houang conservés à la Bibliothèque Nationale II.

(Fonds Pelliot tibétain) Nos 850-1282.には、當該文書と考えられる P.t.1241と
P.t.1246を收録しているけれども、テキストの言語については何も述べておらず、
Thomasの研究したNam語との關係についても言及はない。目録のP.t.1241の解
題にはLong texte en transcriptionとあるだけで、まずテキストの最初の行のロー
マ字轉寫を掲げたあと、首尾が缺けていること、紙背の漢文がSaddharmapun.d. ar̄ıka

（＝妙法蓮華經：後述）の一部であること、卷子本で大きさが（25.5x1m40+49）であ
り、評點符號は音節ごとに一重線で區切られていることを述べ、P.t.1246はこの文
書に繋がる一部であろうと指摘するに止まる。次の P.t.1246の解題には quelques

lignes fragmentairesとあり、やはりテキストの最初の行のローマ字轉寫を掲げた
あと、背面の漢文が佛典であり、大きさが（14x11.5）の斷片で、おそらくP.t.1241

に由來するものであろう、と解説している。王堯主編《法藏敦煌藏文文獻解題目
録》（民族出版社 1999年）の當該文獻の解題には、わずかに追加情報があるもの
の基本的に Lalou目録の翻譯にすぎない。
兩文書の書影は 1979年にパリで刊行されたA.Macdonald et Y.Imaeda編Choix

de documents tibétains conservés à la Bibliothèque Nationale, Tome 2に收録され
たので、比較的容易に參照することができる。しかし選集附録の解題には texts en

langues étrangères non identifiéesと記すのみである。研究にあたり、まずこの選
集に收録された兩文書の寫眞をもとにチベット文字をローマ字に轉寫した録文を
作成した。P.t.1241のテキストは 165行にわたるが、ここでは破損のある卷首の
18行目までを示す。Lalou目録の解題が予測するように、もしP.t.1246がP.t.1241

から出た斷片であるなら、この部分に繋がる可能性がある。P.t.1241は全文わずか
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11行の斷片なので全文を採録した。
ローマ字轉寫は基本的にWylieシステムによるが、Louis Ligetiの方式に倣い’a-

chungを ’ で標記するのに對し、”a-chenを ” で標記して區別する。また tshegは
寫本のチベット文字では縱棒に近いけれども、見やすさを考慮して空白にしてお
き、nyis shadは // で標記する。綴り字が途中で切れている場合には … で連續
する可能性を示すとともに、文字が不鮮明な部分には、代わりに字數相當の * を
打っておいた。

P.t.1241 (Recto)

　 [001]　　　…ng // na // gsom ’…
　 [002]　　　…m ’gu’u ’ngag … …y…
　 [003]　　　… wa ’keg sko ’yang ’sa’ ’kyi ’rtsa …
　 [004]　　　… ti rkya ’pa’ ’kwa’ dze ’sa’ ’na’ ge ’c…
　 [005]　　　… ’lda’ /// re ’ya’ ’ldong ’lda’ // na

　 [006]　　　… ’be’i ge ’shang shing ’lda’ na …
　 [007]　　　…sa’ rgyang ’brang ta gsom wa …
　 [008]　　　… ’dzo’o // ’shang ’kyim ’lda re ’tsa ’sli …
　 [009]　　　… dong ’ldyang ’shang ’shing re ’ma’i …
　 [010]　　　...r ’rgyang // ’rgya’ ’nyi ’ke ’rim re …
　 [011]　　　…ng / ’rgya’ ’nyi ’ke’e dze ’khrug re ’kyang …
　 [012]　　　… lda’ ’prom // ’rgya’ ’nyi ’ke’ dze /

　 [013]　　　…re ’rgyo’o // ’stong ’nyi ’ke ri ’i …
　 [014]　　　… ’she’e ’da* …
　 [015]　　　… r* ’*o ’*…
　 [016]　　　… je’e ’lda* …
　 [017]　　　… ja ’twang gti’i …
　 [018]　 glo’o // ’ldyang ’yang *** dang ’twang ’ra’ ’sho je ’ldyim no’u …

P.t.1246 (Recto)

　 [001]　　　　　　　　　　**

　 [002]　　　　　　’grang // // rta ’ran

　 [003]　　　　　　 dze gsom ’wa ”a ’yo’o ’*

　 [004]　　　　　　* gyo dong gna’ ’ngo //

　 [005]　　　　　　*d ’dzo’o /// ’ldyang yang ’yo’o

　 [006]　　　　　　’rgya’ ’nyi ’ke’e dze gyog
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　 [007]　　　　　　 rgya’ ’nyi ’ke ’dze ’krug re ’kya

　 [008]　　　　　　*** re re ’o // ’rgya’ ’nyi ’ke dze ’pyi

　 [009]　　　　　　*m re ’ras // ’rgya’ ’nyi ka dze ’byog

　 [010]　　　　　　’ldyang ’mo’o ’krang // ’* / *o ’*i* na ’*

　 [011]　　　　　　*’ ’so*

　P.t.1241とP.t.1246の兩文書ともテキストはいずれもチベット語の知識では讀解
できない未知の言語で書かれており、單語の綴りや語順などの特徴から見てThomas

の研究したロンドン本と同じ種類のNam語文獻であると考えて間違いない。具體
例を擧げるなら、いずれの文書にも’ldyangといったチベット語では存在しない綴
りの單語が散見するほか、テキストの全體を通じて語頭に ’a-chunのついた單語の
使用頻度がきわめて高いという共通の特徴がある。

3. 紙背文書によるテキストの復元

P.t.1241とP.t.1246のテキストがどのように繋がるかは、未解讀の言語で記述さ
れているために、その内容や文法からは判斷ができない。テキストの確定はむしろ、
内容や文法の分析に先立って愼重に行なわれるべき重要な基礎作業である。文書の
復元には斷裂の形状が手掛りになるのはもちろんであるけれども、斷裂部の破損の
状況によっては完全に繋がらない可能性もある。そこで着目したのが紙背の漢文で
ある。Lalou目録のP.t.1241の解題は、背面の漢文について Saddharmapun.d. ar̄ıka,

chap.́siks.a.と註記しており、これは大正大藏經 262所收の鳩摩羅什譯『妙法蓮華
經第四』五百弟子受記品第八に相當する2。ここではまずP.t.1241裏面の卷首の破
損部分からテキストの整う 14行目までの録文を掲げる。いっぽう斷片のP.t.1246

は、背面の漢文テキストの全録文を掲げておく。

P.t.1241 (Verso)

　 [001]　　　　　　　　　□□□　□□□
　 [002]　□□□□□　教諸千億衆　令住大
　 [003]　未來亦供養　无量无數佛　護助□
　 [004]　常以諸方便　説法无所畏　□
　 [005]　供養諸如來　護持法寶□

2大英圖書館所藏の IOL Tib J 736もフランス國立圖書館所藏の P.t.1241/1246の紙背の漢文文
書もまだデジタル化されておらず、これまで刊行された寫眞資料等にも收録されていないため、參
照するのが容易ではない。本稿で作成した録文は 2005年 10月に兩圖書館を訪れ、原資料の寫本を
閲覽して確認した調査ノートに基づくものである。
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　 [006]　其國名善淨　七寶所合□
　 [007]　其數無量億　皆度大神通
　 [008]　聲聞亦無數　三明八解□
　 [009]　其國諸衆生　婬欲皆已
　 [010]　　　　□食　更无餘食
　 [011]　　　　　丘　功徳悉
　 [012]　　　　□事　我今但略説
　 [013]　爾時千二百阿羅漢心自在者作是念我等
　 [014]　歡喜得未曾有若世尊各見授記如餘大弟

P.t.1246 (Verso)

　 [001]　　　度不可計衆
　 [002]　藏　其後當作佛　號名
　 [003]　成　劫名爲寶明　菩薩衆
　 [004]　通　威徳力具足　充滿其國土
　 [005]　脱　得四无礙智　以是等爲僧
　 [006]　斷　純一變化生　具相莊嚴身
　 [007]　想　无□□□□　亦无諸惡道

　つぎに大正藏所收の鳩摩羅什譯『妙法蓮華經』「五百弟子受記品第八」（Vol.9,

p.28b）を基礎にして、P.t.1241とP.t.1246の紙背の漢文テキストが如何に繋がる
かを示す録文を作成した。復元にあたっては P.t.1241の７行目に繋がる P.t.1246

の 4行目のテキストが特に注目された。當該部分のテキストは [007] 其數無量億
　皆度大神通　威徳力具足　充滿其國土 [004]のように復元でき、斷裂の境界に
「通」の文字がある。原文の縱書きの漢文では、斷裂の上に位置するP.t.1241の側
に「通」の旁の「甬」までが鮮明に殘り、下に位置するP.t.1246の 4行目の上端に
は「通」の下部のしんにゅうが見えている。復元の結果は次頁を參照。便宜上録
文は横書きとしたが、原文は左が上になる縱書きである。左端には P.t.1241の行
番號、右端には P.t.1246の行番號を表示しておいた。

P.t.1241(Verso)　　　　　　　　圍みは破損による欠落部分
　 [001]　　　　　　　　　□□□　□□□
　 [002] 　□□□□□　教諸千億衆　令住大乘法　而自淨佛土
　 [003] 　未來亦供養　无量无數佛　護助宣正法　亦自淨佛土 P.t.1246 (Verso)

　 [004] 　常以諸方便　説法無所畏　度不可計衆　成就一切智 [001]

　 [005] 　供養諸如來　護持法寶藏　其後當作佛　號名曰法明 [002]
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　 [006] 　其國名善淨　七寶所合成　劫名爲寶明　菩薩衆甚多 [003]

　 [007] 　其數無量億　皆度大神通　威徳力具足　充滿其國土 [004]

　 [008] 　聲聞亦無數　三明八解脱　得四无礙智　以是等爲僧 [005]

　 [009] 　其國諸衆生　婬欲皆已斷　純一變化生　具相莊嚴身 [006]

　 [010] 　法喜禪悦食　更无餘食想　無有諸女人　亦无諸惡道 [007]

　 [011] 　富樓那比丘　功徳悉成滿　當得斯淨土　賢聖衆甚多
　 [012] 　如是无量事　我今但略説
　 [013] 　爾時千二百阿羅漢心自在者作是念我等
　 [014] 　歡喜得未曾有若世尊各見授記如餘大弟

　以上のような漢文テキストの復元作業によって P.t.1246 の斷片がP.t.1241 に接
續する位置が確定できた。
この位置關係を固定して表側のNam語テキストの接續を檢討し復元した結果を
示す。Nam語テキストは漢文の書かれている紙背とは文書の左右が逆になるので、
右端に P.t.1241の行番號、左端に P.t.1246の行番號を表示する。斷裂の境界には
縱線を插入した。Nam語のテキストの復元にあたって注目されたのは P.t.1241の
11行目に繋がる P.t.1246の 7行目のテキストである。

[007] … rgya’ ’nyi ’ke ’dze ’krug re ’kya—ng / ’rgya’ ’nyi ’ke’e dze ’khrug re ’k

yang … [011] 境界の語’kya—ngは、左の P.t.1246側に ’kya 、右の P.t.1241 の側
に ng のチベット文字が見え、’kyangという音節に復元できる。この復元が正し
いことは、同じ P.t.1241 の 11行目の右端に、おそらくこの ’kyangを含むフレー
ズ ’krug re ’kyangとの重複に氣づいて削除したと思しき取消線のついた 3音節の
フレーズ ’khrug re ’kyangがあることが有力な證據となるだろう。

P.T.1241

…ng // na // gsom ’… [001]

…m ’gu’u ’ngag … …y… [002]

… wa ’keg sko ’yang ’sa’ ’kyi ’rtsa … [003]

P.T.1246 … ti rkya ’pa’ ’kwa’ dze ’sa’ ’na’ ge ’c… [004]

[001] ** | … ’lda’ /// re ’ya’ ’ldong ’lda’ // na … [005]

[002] … ’grang // // rta ’ran — ’be’i ge ’shang shing ’lda’ na … [006]

[003] … dze gsom ’wa ”a ’yo’o ’—sa’ rgyang ’brang ta gsom wa … [007]

[004] …* gyo dong gna’ ’ngo | ’dzo’o // ’shang ’kyim ’lda re ’tsa ’sli … [008]

[005] …*d ’dzo’o /// ’ldyang yang ’yo’o | dong ’ldyang ’shang ’shing re ’ma’i … [009]

[006] … ’rgya’ ’nyi ’ke’e dze gyog | *r ’rgyang // ’rgya’ ’nyi ’ke ’rim re … [010]

[007] … rgya’ ’nyi ’ke ’dze ’krug re ’kya|ng / ’rgya’ ’nyi ’ke’e dze ’khrug re ’kyang … [011]

[008] … **’ re re ’o // ’rgya’ ’nyi ’ke dze ’pyi | ’lda’ ’prom // ’rgya’ ’nyi ’ke’ dze / … [012]
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[009] … *m re ’ras // ’rgya’ ’nyi ka dze ’byig | re ’rgyo’o // ’stong ’nyi ’ke ri ’i … [013]

[010] … ’ldyang ’mo’o ’krang // ’* / *o ’*i* na ’* | ’she’e ’da* … [014]

[011] … *’ ’so* | … r* ’*o ’*… [015]

… je’e ’lda* … [016]

… ja ’twang gti’i … [017]

4. 大英圖書館所藏本との關係

それでは、このフランス國立圖書館所藏本（P.t.1241/1246）と大英圖書館所藏本
（IOL Tib J 736）とは如何なる關係にあるのだろうか。兩文書は上述したテキスト
の言語的諸特徴が一致するのみならず、チベット文字の書き癖などにも共通する點
がきわめて多い。寫本を實檢した印象では、兩文書の書き手は同一人物であろうと
予想された。ロンドン本の紙背にも漢文が書かれており、パリ本とロンドン本の關
係を論ずるにあたっても、その内容を比較檢討することで、テキストが同じひとつ
の文書から分かれたものなのか、相互に關連のない別の文獻なのかを實證できる可
能性が高い。IOL Tib J736の紙背の漢文については Louis de la Vallée Poussin編
Catalogue of the Tibetan Manuscripts from Tun-huang in the India Office Library

(Oxford University Press, 1962)の編號 C31に記載がある（漢文の解題は榎一雄に
よる）。

Nam MS. (736); 283 columns.

妙法蓮華經, 卷四 Miao-fa lien-hua ching, fasc.4. (Sad-dharmapun. d. ar̄ıka-

sūtra.)

Nanjo, no.134 (Tr. Kumāraj̄ıva): Taisho, IX, no.262, p.30a(19)-34a(13).

The end of the Shou-hsüeh-wu-hsüeh-jên-chi p’in (chap.9) 授學無學人記品
第九，the whole of the Fa-shih p’in (chap.10) 法師品第十 and the main part

of the Chien-pao-t’a p’in (chap.11) 見寶塔品第十一．

　これによるとロンドン本の紙背の漢文は、パリ本と同じ妙法蓮華經である。原
資料の寫本を閲覽して確認し得た調査結果をもとに、ロンドン本とパリ本それぞ
れの紙背の漢文が、妙法蓮華經のどの部分に相當するかを大正藏に照らして檢討
してみたところ、フランス國立圖書館所藏本（P.t.1241）の末尾が大英圖書館所藏
本（IOL Tib J 736）の首部に數行先行することが判明した。兩文書は直接連結す
るわけではなく、間に 9行相當の欠損部分がある。文書ごとの漢文テキストの收
録範圍と欠損部分（ここでは網掛けで表示する）を次に示しておく。
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　　　　　　　　　　　　　　　　…阿
　　耨多羅三藐三菩提而阿難護持我法亦護
　　將來諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願　（P.t.1241 紙背漢文文書尾部）

　　……………………………………………　　　
　　如是故護斯記阿難面於佛前自聞授記及
　　國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即
　　時憶念過去無量千萬億諸佛法藏通達無
　　礙如今所聞亦識本願爾時阿難而説偈言
　　世尊甚希有 令我念過去 無量諸佛法 如今日所聞
　　我今無復疑 安住於佛道 方便爲侍者 護持諸佛法
　　爾時佛告羅 羅汝於來世當得作佛號蹈
　　七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間
　　解無上士調御丈夫天人師佛世尊當供養　下線部の漢字の一部が 736首行に見える

　　……………………………………………　　　　
　　□□□士調□□□□□師佛世尊當□□　（IOL Tib J 736 紙背漢文文書首部）

　　十世界微塵等數諸佛如來常爲諸佛而□　　（□：作）
　　長子猶如今也是蹈七寶華佛國土莊嚴壽
　　命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自
　　在…

おわりに

以上、フランス國立圖書館所藏のNam語文獻の概要を紹介するとともに、斷片
を接合してテキストの復元を行なった。また紙背の漢文の經文を檢討した結果、ロ
ンドン本とパリ本のナム語文獻は、もとはひとつの文書であった可能性が極めて
高いことが判明した。本稿の檢證により、まとまった量のテキストが記録された
Nam語文獻は、分斷された敦煌寫本を繋げると、實質ひとつの文書しか存在しな
いということになる。Franckeの紹介したベルリン本の斷片がこの文書と如何なる
關係にあるのか、果たして本當に同種の言語を記録した文書なのか否かについて
は、再檢討の機會を待ちたいと思う。
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