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日本における西域研究
―仏教に関連する近年の動向を中心として―

山　口　弘　江

　＊ 本稿は、2015年 3月 27・28日に韓国扶余で金剛大学校仏教文化研究所（韓国）と
陝西師範大学中国西部辺疆研究院（中国）の共催によって開かれた「シルクロー
ド：宗教と民族」という学術会議で発表した内容に基づくものである。この分野に
関心を寄せつつも不勉強であった筆者にとって、会議唯一の日本人発表者という立
場はあまりに負担が大きかったが、研鑽の機会を得たことは望外の喜びであった。
今回ご縁を与えてくださった金剛大の石吉岩、韓枝延両 HK教授に、衷心より感謝
の意を表する次第である。なお、内容の大部分は、日本の研究者にとっては周知の
ものである。よって今回の投稿にあたっては大幅に書き改めることも考えたが、門
外漢なりの視点を提示することで諸先学からのご叱正を賜ることを願い、あえて論
旨に手を加えず掲載することとした。

1　はじめに

　仏教の影響を多分に受けた日本において、自国の文化背景を知るために、そ
の淵源を仏教の聖地へと求めてゆく努力は古くよりなされてきた。近代以前に
おけるその具体的な行動は、外国人僧の招来や仏典の将来、また中国への留学
などにとどまっていたが、時代とともに求法の範囲は広げられ、その方法も多
様化していったことは、自然の成り行きに他ならない。
　本稿で主題とする西域の仏教に関する研究も、その表れの一つと言えよう。
中国の正史や仏典などの記述を通じて、西域に対する知識は日本でもそれなり
に学ばれてきてはいたが、明治時代（1868-1912）以降になると欧米諸国の発
掘調査に触発されるようにして、多くの学者が関心を寄せ、新たな西域研究を
構築した。その結果、今日に至るまで蓄積された研究成果は少なからざるもの
となっている。ただし、後にも言及するように、研究対象自体が有する複雑な
要因により、専門外の者にとってその内容は、学術的に極めて有意義な成果で
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あることを窺い知ることはできても、どこか立ち入りがたい雰囲気に満ちたも
のに映る。西域とは密接な関係にある中国の仏教を専門とする筆者ですら、正
直そのような思いは未だ拭いきれてはいない。
　ただ幸いなことに、このような状況を打開すべく、日本では近年、関連分野
の研究の最前線を伝える良書の刊行が相次いでいる。このような経緯から、今
日の日本において、筆者のような門外漢でも西域研究の動向を把握できるよう
な環境が整えられているのである。そこで、これらの研究成果に導かれつつ、
以下に日本における西域研究、特に仏教に関連した研究の動向について概観し
てゆきたい。

2　定義にまつわる諸問題

　まず、本題の日本の西域研究の動向に入る前に、筆者自身が当初困惑した用
語の複雑さについて、日本での議論を中心に整理しておきたい。そこで以下に
列挙するのは、2010年以降に日本で刊行された、近年この分野において研究
進展の目覚ましい《ソグド》に関連する刊行物の書名である。
　　『ユーラシアの交通・交易と唐帝国』（2010年）
　　『ソグド人の東方活動と東ユーラシア世界の歴史的展開』（2010年）
　　『新アジア仏教史 05 中央アジア―文明・文化の交差点―』（2010年）
　　『西域―流沙に響く仏教の調べ』（2011年）
　　 『ソグドからウイグルへ――シルクロード東部の民族と文化の交流―』
（2011年）

　　『ソグド人と東ユーラシアの文化交渉』（2014年）
　　『東西ウイグルと中央ユーラシア』（2015年）1

　このように、《ソグド》については、《西域》《中央アジア》《ユーラシア》
《東ユーラシア》《中央ユーラシア》《シルクロード東部》といった数多くの地
域名のもとに論じられていることがわかる。ここではあえて限定せずに《ソグ
ド》としたが、本来はそれが広く《ソグド人》を対象とするのか、《ソグド
語》に限定されるのか、《ソグディアナ》という地についてなのか、はたまた
時代はいつごろなのかにより、含意が異なることが前提となる。したがって、
ここに挙げた 7冊の表題に掲げられた地域の表現が異なるのは、各書で主眼が
異なっていることが、まず理由として考えられる。
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　ただ、それ以上に我々をして困惑させるのは、それぞれの呼称が示す地理的
な範囲も、「狭義の～」「広義の～」といった具合に一定しないことである。時
代によってその範囲も変化し、かつ民族の盛衰興亡も複雑である。したがって、
いずれの語をとってもその定義を具体的に論じることは容易ではない。
　例えば、本稿でも主題に掲げる《西域》は、周知のごとく前漢の時代より使
用された伝統的な用語であるが、その定義がはっきりとしていないことも、常
に指摘されるとおりである。『漢書』西域伝などに基づき、中国の西の関門と
された玉門（現・甘粛省敦煌）・陽関より西とすることは古来より一致した理
解とされるが、西の果てをどことするかは時代によって見解が相違するごとく
である。
　また研究者個人でも、その時々で範囲が異なって提示される場合すらある。
その顕著な例が、日本の西域研究の金字塔ともいうべき羽田亨（1882-1955）
の『西域文明史概論』（1931）と『西域文化史』（1948）に掲げられる《西域》
である。両書は 1992年、一冊にまとめられて平凡社東洋文庫というシリーズ
から刊行され、今日も名著として広く読み継がれているが、そこに付された解
題は、『西域文明史概論』はいわゆる東トルキスタンのみを扱うのに対し、『西
域文化史』は東西トルキスタン、つまり中央アジアの全体を扱うといった具合
に、両書で題に掲げられた《西域》が意味する範囲は異なっていると、読者に
注意を促しているのである 2。
　同様に《中央アジア》もその範囲は流動的である。日本の報道など一般では、
旧ソビエト連邦の 5つの共和国、つまり西トルキスタンと称される地域を指す
が、これに加えて中国の新疆ウイグル自治区やアフガニスタン、パキスタンの
一部、更にはチベット文化圏を加える場合もあるとされる 3。
　このような定義の曖昧さは、日本に限ったことではないようで、ロシア語に
おいても Inner Asiaと Central Asiaに相当する語が混用されたという 4。また、
《中央ユーラシア》についても、その主唱者であった D. Sinorは Central Eurasia

と Inner Asiaとを恣意的に用いたことが指摘されている 5。つまり、日本だけ
の問題でなく、国際的に見てもその定義は揺らいでいるのである。
　このような複雑かつ難解なイメージを払拭する概念が、日本人にも広く知ら
れる《シルクロード》である。周知のごとく、シルクロードとは、アジアと
ヨーロッパおよび北アフリカとを結ぶ東西交通路であるが、大別してステップ
路、オアシス路、南海路の三つがあり、それらを結ぶ南北の連絡路もある。ま
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た狭義には、中央アジアを東西に横断するオアシス路を指すと説明されるもの
である 6。
　中国ではその起点を西安とするか洛陽とするかで論争が起こったことを仄聞
するが、日本においては奈良の正倉院にシルクロードを経て遠くペルシャから
伝えられた文物などが残されていることから、シルクロードの終着点は日本で
ある、という認識が実感をもって浸透している一面もある。日本人一般に《シ
ルクロード》とは、先に挙げたような定義を超えて、異国情緒あふれる情景と
ともに、淡い郷愁をも感じさせる不思議なイメージをもって認知されているの
である。こういった風潮は、NHK「シルクロード」（1980-1981年放送）、「新
シルクロード」（2005年放送）といった人気ドキュメンタリー番組などが大き
く影響したものと言えよう。
　一方、日本の学界においては、1970年代以降に繰り広げられたいわゆる「シ
ルクロード史観論争」もあって、学術的な場における《シルクロード》の扱い
は慎重を期すべきものとされている 7。その論争の発端となったのが、間野英
二（1939-）が講談社現代新書の東洋史シリーズの一書である『中央アジアの
歴史』（1977）に開陳したシルクロード史観に対する批判である。その主張は
間野自身によって 2008年に要約されているため、誤解のないようにそのまま
引用して示せば、以下のとおりである。
　　 （一）中央アジア史は、漢文史料などの外国の史料ではなく、中央アジアで、中央

アジアの人々によって書き残された、中央アジアの現地語史料を中心に据えて構築

されるべきである。

　　 （二）中央アジア史は、シルクロードを利用しての中央アジアと中国・西アジア・

ヨーロッパとの交流（東西の関係）よりも、中央アジア内部に存在した草原の遊牧

民とオアシスの定住民の相互関係（南北の関係）を基軸に考察すべきである。

　　 （三）つまり中央アジアは「シルクロードの世界」としてよりも「草原とオアシス

の世界」として把握すべきである。8

　このような主張に対し、日本の学界では、護雅夫（1921-1996）や長澤和俊
（1928-）らによる反論が繰り広げられた。近時も、森安孝夫（1948-）が継承
し意識的に《シルクロード》を用いるのに対して、間野による再論が加えられ
るといった具合に、議論は平行線のままである。
　このような状況から積極的に自らの主張を発信するのが森安である。森安は
《北アジア》を分離した《中央アジア》という区分に異議をとなえ、やはり学
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界で定義の曖昧だった《中央ユーラシア》と《内陸アジア》の再定義を主張し、
以下のように結論付ける。
　まず《中央ユーラシア》とは「ユーラシアのうちで草原と砂漠とオアシスの
優越する乾燥地帯であり、住民としては遊牧民とオアシス農耕民・都市民を主
とし、森林草原地帯の半牧畜半狩猟民や半農半狩猟民を従とする地域世界であ
る。そこに満洲と東ヨーロッパのかなりの部分やチベット高原全体は含まれる
が、西アジアの大部分は含まれず、また泰嶺・淮河線以北の北中国でも関中盆
地や中原や河北平原等の大農耕地帯は含まれない」とする。その上で《内陸ア
ジア》は、《中央ユーラシア》から東ヨーロッパの部分を除いた地域の名称と
することを提唱する 9。
　また、森安はこれらの定義をふまえ、「シルクロードを線でなく面で把握し、
シルクロードをシルクロード＝ネットワークに覆われた地域とみなし、しかも
シルクロードという術語に前近代（近代以前）という時代性をもたせ」た《シ
ルクロード世界》という概念を打ち出し、この《シルクロード世界》が《前近
代中央ユーラシア世界》のことだとの主張を展開するが 10、このような力説は
各種用語をめぐる議論が決着をみていないことを如実に物語るものである。
　以上、特に複雑に展開する議論の一端を紹介したが、これらの用語をはじめ
とした夥しい地名や地域名の把握は、西域を学び始める者の前に第一のハード
ルとして立ちはだかる現状が知られよう 11。また、日本人にとってこの分野の
理解を困難にさせるのは、この地域において、その場に属する民族・言語が非
常に流動的だという事実である。
　日本においては、歴史的に範囲の拡大縮小はあるものの、日本人がほぼ唯一
の民族であり、その言語は日本語だと単純明快に示すことができ、また日本と
いう国の歴史はそのまま日本人の歴史になる。一方の西域では、歴史上、様々
な民族が行き交い数多くの国が興亡を繰り広げており、民族に焦点をあてれば
対象とする地域も時代により異なるといった具合である。日本のような状況は
世界の中ではむしろ異例であるが、西域もまたその対極に位置づけうるほど複
雑である。そのため、研究も自然と国際的かつ学際的とならざるを得ず、他地
域の研究以上に関係分野に対する意識を高めておく必要があることも、分野外
の者に敷居を高くしてきた要因といえよう。
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3　日本における西域仏教研究の流れ

　日本における西域研究は、ヨーロッパの列強諸国が 19世紀後半から探検隊
を派遣したことに促されるように、一気に高まりをみせてゆく。
　まず東洋史の分野では、東京大学教授や東洋文庫理事長も務めた白鳥庫吉
（1865-1942）がその開拓者とされる。1900年から西域関係の論文を発表しはじ
め、その一連の成果は後に『西域史研究』上（1941）・下（1944）にまとめら
れている。一方、京都大学には当時、内藤湖南（1866-1934）や桑原隲蔵
（1871-1931）など当時の東洋史を代表する学者が所属し、東京大学の白鳥と多
くの論争を展開した。
　次いで重要な先駆者に、羽田亨（1882-1955）がいる。羽田は東京で白鳥に
学び、京都では内藤に師事し共に京都大学の東洋史を牽引した。代表的著書で
ある『西域文明史概論』（1931）と『西域文化史』（1948）は、当時から大きく
研究が進展した今日も読み継がれている名著である。また、羽田といえば、近
年一挙に目録とともに影印が公開され大きな注目を集めている杏雨書屋蔵『敦
煌秘笈』（2009-2013）についても、付言しておかなければならないであろう。
長らくその存在が噂されながらも秘密のベールに隠されていた敦煌秘笈は、も
とは李盛鐸（1859-1937）の所蔵であったものが、羽田の親友であった武田製
薬社長で杏雨書屋の創設者でもある五代目武田長兵衞（1870-1959）の援助に
より収集された、貴重な敦煌古写経コレクションである 12。それらが、数十年
の時を経て開示され、西域研究に新たな息吹をもたらしている。
　さて前述の東洋史研究の流れを受け、仏教学としての西域研究の専著として
さきがけとなるのが、羽渓了諦（1883-1974）の『西域之仏教』（1914）である。
もともとインド哲学の専門であった羽渓は前述の羽田に多く教示を受けたこと
が自序に記されているように、京都大学の東洋史学の流れに位置付けられるこ
とがまず特徴であるが、仏教を主題にすることにより、その問題意識はインド
から中国へと伝えられた仏教伝播史の闇を明らかにするという点に置かれたこ
とは、後に触れる大谷探検隊と同様である。また興味深いのは、特に中国仏教
と密接な関係を有したものとして、大月氏（トカラ）・安息（パルティア）・康
居（ソグディアナ）・于闐（ホータン）・亀茲（クチャ）・罽賓（カシミール）
を挙げ、これらをインド仏教と中国仏教の媒介的地位を保つものとして重点を
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置いた一方で、健駄羅（ガンダーラ）・疏勒（カシュガル）・高昌（トルファン）
は、中国仏教にとってはさほど直接的な関係はないが、西域における重要な仏
教国であるので概説にとどめたと緒論に明言する点である 13。このような線引
きは、日本人としての関心が日本仏教において主流となった大乗仏教にもっぱ
ら向けられ、中国からインドへとその直接的な淵源を求めようとする意識が多
分に働いたことでなされたものといえよう。
　以上は文献学的な研究の初期の流れであるが、これらの研究に呼応して日本
人によって行われた最も大きなプロジェクトとして後に大きな影響を与えたの
は、1902年より計 3回にわたって派遣された大谷探検隊の現地調査および文
物収集である。欧米の探検隊が国策によって派遣されたのに比して、大谷探検
隊は浄土真宗本願寺派第 22代門主となった大谷光瑞（1876-1948）が宗派の資
金を投じた私的な派遣であることがまず特徴である。仏教東漸の道を明らかに
するという目的をもった、いわば使命による派遣だと指摘されるように 14、探
検調査そのものは諸国に後塵を拝したものの、篤い信仰に支えられた粘り強い
調査により、その成果は少なからざるものがあり、後世にその功績が讃えられ
ている。
　さて、その後の日本における西域に関する仏教学研究は更に大きな発展を遂
げる。まず、矢吹慶輝（1879-1939）は、敦煌写本の研究を進め現存文献から
は審らかでなかった三階教の研究や、編著『鳴沙余韻 燉煌出土未伝古逸仏典
開宝』（1930-1933）を残したが、これらの研究がベースとなり『大正新脩大蔵
経』85巻（1932）には古逸疑似部が立てられ、多くの新出資料や異本が収録
された。このことは、日本における近代仏教学の成果として特筆すべき事績と
いえよう。かなりのスピードで編集されたこともあり、その翻刻は今日からす
れば多くの問題を残すものの、後に登場する方広錩編『蔵外仏教文献』のシ
リーズ（1995-）や金剛大学校仏教文化研究所『蔵外地論宗文献集成』（2012）・
同『続集』（2013）などを生む素地となっており、その学術的価値は計りしれ
ない。
　このようにして進んだ敦煌文献の研究は、三階教や地論宗のように歴史の中
で消えていった諸派の実態を浮上させただけでなく、現存する宗派の歴史をも
塗り替えることとなった。最も大きな影響が及んだのは禅宗史であろう。宇井
伯寿（1882-1963）や鈴木大拙（1870-1966）が先鞭をつけた新たな禅宗史研究
の詳細はここで割愛するが、近年この分野を牽引した田中良昭（1933-）は、

－348－



日本における西域研究（山口）（54）

弟子の程正（1971-）とともに、文献ごとの詳細な研究史を整理し、『敦煌禪宗
文獻分類目録』（2014）という一書にまとめ刊行しているので、そちらを参照
されたい。また敦煌からは、これまで目録や逸文によってのみ存在が窺われて
いた仏典の写本が発見され、数多く新出資料がもたらされたが、これにより天
台学のような東アジアの地域性が極めて強い研究分野にも、新たな進展をもた
らした例もある 15。
　このような敦煌の写本の研究については、榎一雄（1913-1989）や池田温
（1931-）らが編集した『講座敦煌』全 9冊（1980-1992）が日本における一つ
の到達点と言えよう。その中にはチベット仏教の碩学、山口瑞鳳（1926-）の
責任編集となる『敦煌胡語文献』（1985）の一書があるが、チベット語の他、
ウイグル語、コータン語、ソグド語文献が紹介されており、担当者には今日の
研究を牽引する森安孝夫（1948-）や吉田豊（1954-）の名も見える。
　近年では、敦煌のみならず西域の各地で出土した各国に点在する写本に対す
る研究が進んでいるが、特に仏教学研究に大きな衝撃を与えたのが、1996年
に発表されたガンダーラ語写本の存在である。写本は大英博物館が所蔵し、研
究そのものはアメリカの Richard Salomonが中心となって進められたが、その
写本が注目されるにいたった発端は、1990年頃、日本のカメラマンが撮影し
た写真がインド仏教研究者の定方晟（1936-）の手に渡り、最初期の法蔵部の
資料として報告されたことがきっかけとなっている 16。これらの写本に関して
は、日本では松田和信（1954-）がさまざまな国際的研究プロジェクトに参画
しており、数多くの成果が報告されている 17。この他、漢訳と諸言語を対照し
新たな切り口からこれまでの仏典研究を次々と塗り替えていく辛嶋静志
（1957-）をはじめとして 18、各地より出土する写本研究の進展により、仏典研
究は新しい段階に入っていることも国際的な動向として特筆すべき点である。
　その他にも言及すべき研究成果は少なくないが、近年の動向をたどっていく
と、《ソグド》というキーワードの周囲が最も活発であることは、前節に列挙
したここ 5年間に陸続と刊行された出版物の数からも容易に首肯されよう。無
論、これらに関する研究が盛んであることは、日本に限った現象ではない。西
域という地がそうであるように、様々な国や分野を超えた国際的かつ学際的に
研究が進展しており、日本での活況は日本人研究者もその一翼を担ってきたか
らと言えよう 19。
　ただ、そこには日本独自の理由も存している。ソグド関連の資料は、ソグド
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語よりも漢字によって残されたものが圧倒的に多い。よって、欧米の研究者よ
りも漢文文献に基づいた研究の蓄積が古来よりある日本人に分があった。この
ような長所を背景に白鳥、羽田、桑原らが 1920年代より研究に着手し、日本
における基礎を築いたのである。近年の日本におけるソグドブームは、直接的
には 1980年代以降、中国で次々と刊行された金石史料やトルファン出土文書、
そしてソグド人の墓石の発見などによるものであろう。先学らによる礎により、
大きく前進した中国における研究の流れに後れを取ることなく、先述の吉田を
はじめとしたソグド語研究が進んだことなどもあり 20、一層の進展を見せてい
る。その最新の成果は、曽布川寛（1945-）・吉田豊の共編により 5名が執筆す
る『ソグド人の美術と言語』、森安孝夫の編集により 10名の論攷が連なる『ソ
グドからウイグルへ』（2011）、森部豊（1967-）の編集のもと 14名が寄稿する
『ソグド人と東ユーラシアの文化交渉』（2014）など、関連する研究者が一堂に
会した編著に集約されている 21。
　これと関連して、《ウイグル》に関する研究も、仏教学関連では極めて重要
な成果が続いている。代表的なものとしては、百済康義（1946-2004）や庄垣
内正弘（1942-2014）らによる一連の研究が挙げられよう。また前述の森安は、
自らの研究を総括すべく先ごろに 824頁にも及ぶ『東西ウイグルと中央ユーラ
シア』（2015）を刊行したが、そこには日本国内外の関係する諸研究を網羅し
た文献目録が付されており有益である 22。
　さて、日本の仏教学において、この地域に対する研究はどのように位置づけ
られていたのであろうか。この問いに関連して、ここでは日本の仏教学界にお
いて近年で最も大規模なプロジェクトの一つであった『新アジア仏教史』全
15巻（2010-2011）の構成に着目したい。当シリーズでは「中央アジア」に一
巻があてられており、近時における西域仏教研究の最前線の成果がその中に集
約されていることが出色であるが、その冒頭に付された奈良康明（1929-）と
石井公成（1950-）の連名による序に述懐された以下の一文は、端的にその経
緯を物語っており興味深い。
　　 旧版の『アジア仏教史』のうち、中央アジアの仏教を扱った第十巻が中国編のうち

の一冊として刊行されたのは、昭和五十年のことである。その巻には、敦煌・チ

ベット・モンゴルの仏教も含まれていた。仏教史といえば、インド・中国・日本の

三国伝来の歴史を指す伝統がまだ根強かった当時にあって、仏教史のシリーズ中に

そうした巻を立てるというのは、まさに画期的な試みであった。23
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　ここに言及されるインド・中国・日本という三国偏重の仏教史観に対する疑
義と西域仏教研究の重要性は、羽渓の『西域之仏教』に付された松本文三郎の
序の中で既に訴えられていたものである 24。その後、昭和五十年、つまり
1975年刊行の『アジア仏教史』では、一書が与えられ、それだけでも当時と
しては画期的なことであったものの、まだそれは中国仏教に付随した、いわば
辺境の地の仏教という地位にとどまっていた。このような状況を踏まえてであ
ろうか、中央アジアの仏教の独自性を主張した百済は、1994年に発表した学
界の回顧や展望を述べる一論攷において、中国や日本では「中央アジア仏教は
中国仏教の一変形としてとらえられ、現地出土の仏教資料は中国仏教への『漢
文資料の補完』という意味で評価されてきた感がつよい」と苦言を呈している
25。2010年に至り『新アジア仏教史』の中央アジアの巻が他の地域の一部分と
してではなく単独で発刊されたことは、このような過渡期を経て、ほぼ 100年
をかけて独立した分野として仏教学研究の中に位置づけられた西域仏教の研究
史における象徴的な事項と言えよう。
　研究者の動向として注目されるのは、近年、日本人研究者が海外を拠点に研
究活動をしている点であろう 26。日本における先行研究が特に欧米において正
しく理解されていないといった嘆きも見られるが 27、海外で活躍する研究者の
存在が、このような現況を変えていくことが期待されるのである。

4　東アジア仏教との関連より見る西域仏教研究の可能性

　以上にみた西域研究の動向には、東アジアの仏教を学んだ筆者にも裨益され
るものが少なからずあり、非常に興味深いものがあった。そこで、ここでは今
思いつくままに 4点を取り上げて、雑感を述べおきたい。

（1）西域を出自とする僧が中国仏教思想へ与えた影響　―吉蔵と安息―
　中国三論宗の吉蔵（549-623）といえば、中国仏教史において必ず語られる
べき人物の一人である。吉蔵伝については従来、『続高僧伝』などの記述に基
づき、吉蔵の俗姓を安といい、その祖先が安息国、つまりパルティアの出身だ
とするのが定説であった 28。それに対し、近年安息国の定義やソグド人の姓に
ついて論究する斉藤達也は、隋唐代には過去の安息国（パルティア）が、サマ
ルカンドと並んでソグディアナを代表する都市国家のブハラを称した安国と混
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同されていった過程を明らかにし、結果、吉蔵の祖先も定説のようなパルティ
アではなく、ブハラ系のソグド人だとする見解を示している 29。これが事実と
して、吉蔵の教学研究に大きな改変が生じるわけではなかろう。しかし、斉藤
も付言するように、吉蔵が幼少のころ真諦三蔵（499-569）に出会ったとする
背景に、新たに判明した吉蔵の出自が関係するとすれば、この点は決して軽視
できないであろう。
　また、吉蔵と同時代には筆者が研究する天台大師智顗（538-597）がいるが、
智顗は全く胡族の血筋にない。いわば典型的な漢民族である智顗と、東西交易
の象徴ともいうべきソグド人の血を引く吉蔵という対比により、南北朝末期か
ら隋唐初期の中国仏教思想史の潮流を捉えるという視座や、つとに知られてい
る華厳宗の法蔵（643-712）、禅宗の浄衆寺神会（720-794）などのソグド人系
の僧の共通項を探る試みは 30、新たな課題としての可能性を秘めているように
思われる。

（2）中国仏教思想が西域仏教へ与えた影響　―『法華玄賛』の流伝―
　前節で言及したように、百済康義は中央アジアの諸言語で記された写本の研
究を通じて、この地域における仏教の独自性に注意すべきことを喚起している。
その一例として、ここでは慈恩大師基（632-682）の『法華経』に対する注釈
書である『妙法蓮華経玄賛』（以下、『玄賛』）のウイグル語訳に関する研究に
着目したい 31。
　『玄賛』と西域については、先行して上山大峻（1934-）や平井宥慶（1943-）
が行った敦煌における『玄賛』の流行に関する考察がある。その上で百済は、
現存するウイグル語の『法華経』の註は『玄賛』のみであり、吉蔵や智顗の注
釈に比して「非正統的ともいえる玄賛がウイグル語訳」された背景には、中原
からの直接的影響よりも敦煌仏教に独自な『玄賛』の流行の影響を想定すべき
だと指摘する。
　また、これと関連して興味深いのは、『玄賛』が注釈書であるにもかかわら
ず、ウイグル語写本では単に「法華経」と称されている奥書が存在するという
点である 32。このことは、『玄賛』には抄訳ながらもチベット訳もあるという
事実と合わせて 33、中国仏教思想が西域の地に独自の形で受容された例を示す
ものとして注目されよう。
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（3）伝記史料の裏側を読み取る必要性　―サムイェ宗論と西域写本―
　チベット仏教に関連していえば、漸悟と頓悟、いわばインド仏教と中国仏教
の優劣を 794年に争ったとされるサムイェの宗論が有名である。チベット仏教
の伝統においては、インド僧のカマラシーラが中国僧の摩訶衍に勝利したとさ
れるが、その論争に別のシナリオがあったことが敦煌写本の研究により明らか
にされた。
　上山大峻は、摩訶衍が勝利したとする敦煌写本『頓悟大乗正理決』やその他
の文献の記述から、摩訶衍がカマラシーラに敗北して中国に帰ったとする伝承
は、摩訶衍の後世にチベットにおいてインド中観派が主流となったことが背景
となって作られたものだとする 34。
　歴史は時に後の趨勢の都合により書き改められる可能性があるが、その中心
地から離れた場では、事実をそのままに伝えた文献が失われることなく残る
ケースがある。サムイェの宗論の勝敗に関する記録はその好例であろう。
　また、先にも触れたように中原で早くに失われた三階教や地論宗の文献が敦
煌から出土したことで、これまであまり知られていなかった教理の実態が解明
されつつあることも、仏教思想史の隠された一面を再び描き出した例として重
要である。特に宗派仏教の伝統が根強い日本では、とかく今日まで信仰される
宗派の思想が淘汰されたものに比べて正しく価値のあるものだという観念が、
恐らくは無意識のうちに研究者の中にも働いている場合が多いように感じられ
る。『続高僧伝』などの史料を虚心に読めば、智顗の時代、思想界をリードし
ていたのは地論師たちであったことは明白である。それにもかかわらず、我々
は日本に伝わり今日まで法脈を伝える天台教学が、形成された当初から中国仏
教界の全体に強い影響力を及ぼしていたかのような錯覚につい陥りがちである。
　写本資料はそのほとんどが断簡で、それゆえにその価値が等閑視されること
があるが、西域仏教の研究は、わずかな断片を根気強く精査しながら部分を結
合させ、分断された情報を紡いでゆく作業により、徐々に成果を上げてきた。
今日、コンピューター技術の導入や国際的な画像データの共有が進められたこ
とにより、その作業は格段に効率化されている。今後も従来の認識を改めさせ
るような記述の存在が、更に報告される可能性があることを念頭に、直接的に
西域研究に携わることのない者も心して研究を進めていかなければならないで
あろう。
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（4）日本仏教と西域の接点　―日本古写経と西域出土写本と共通点―
　日本と西域は距離的には大きな隔たりがある。ところが、その両所をつなぐ
接点が古写経の中に見出されることが指摘されている。
　その最も有名な例は、聖徳太子の三経義疏の一つ『勝鬘経義疏』と中国国家
図書館蔵の北朝期の成立とされる敦煌写本の近似である。藤枝晃（1911-1998）
によりこの指摘がなされて以降 35、聖徳太子の存在と三経義疏の成立をどう考
えるかは、今日まで議論が紛糾している 36。
　また敦煌より更に遠いトルファンと日本の接点も知られている。百済康義に
よれば、『犯戒罪報軽重経』と『時非時経』には刊本系統と写本系統との間で
大きな差異があるが、漢文からの翻訳とみられるトルファン出土のソグド語仏
典である両経の形式や内容は、日本の正倉院に伝わる 8世紀の天平写経や、9

世紀中頃に翻訳され敦煌から出土したチベット訳写本との間に最も近い対応が
見られたという。そして、その理由を、「当時東アジア世界の文化の中心地・
長安で流行した仏典が、一方は東へ海を渡り日本の奈良へ伝えられ、他方は西
へ砂漠を越えて敦煌やトルファンへ移入されチベット語やソグド語に翻訳され
た」と分析する 37。このような現象は、先に挙げた『勝鬘経義疏』の問題にも
通じるものであろう。
　近年、日本における古写経研究の拠点となっている国際仏教学大学院大学は、
まさしく百済が指摘する観点から、日本の古写経を位置づけ、唐代の一切経の
姿を復元する意図をもって研究を進めている 38。先に挙げたサムイェの宗論の
例のような現存する文献の中には表現されなかった仏教史の様々な側面は、今
後これらの古写経研究の進展によって、一層の解明が期待される。

5　日本における西域研究の今後と課題

　以上に雑駁ながら日本における仏教学を中心とした西域研究の動向を概観し
たが、日本における西域研究の今後、という視点から最後に少しく述べておき
たい。
　筆者にはそもそもその答えを語るすべはない。ただ、研究史を振り返りつつ
諸研究を読み進めて漠然ながらも感じることは、距離的には遥か遠方の地のこ
とながらも、自らのルーツを探るような心情によって西域研究は日本に根付い
ており、我々に息づくこのような想いが失われない限り、飽くなき探究は続く
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であろうという楽観的な予想である。
　このことは、日本の西域研究の嚆矢ともいうべき大谷探検隊が、どれほどわ
ずかな断簡であっても、それを仏舎利ならぬ法舎利として大事に扱ってきたと
いうエピソードに最も顕著である 39。またその精神を受け継いだ龍谷大学は、
1953年に西域文化研究会を発足以後、日本における西域研究の一拠点として、
近年では 2004年に国際敦煌プロジェクトにおける日本の代表機関となり、
2011年には龍谷ミュージアムを開館するなど、弛むことなくその歩みを続け
ている。これらは何よりの証左となろう。
　また、大谷探検隊に関連して、西域研究の今日的な意義付けについての重要
な示唆があることも、ここでぜひ言及しておきたい。探検隊を派遣した大谷光
瑞は、探検隊が将来した中央アジアの文物の図版を収録した『西域考古図譜』
（1915）に序文をしたためているが、その中で中央アジアが仏教からイスラム
教に転じた理由を追求することを派遣の目的の一つとして挙げている 40。この
ような視座は、イスラム教にまだほとんど接触したことのなかった当時よりも、
イスラム教系テロ組織の脅威が中東や近隣の諸地域のみならず、東アジアにも
及んでいる今日において一層の重みをもって感じられる。
　昨今、偶像崇拝を禁じる教理を根拠にかざしたテロ集団により貴重な歴史遺
産が次々と破壊されているというニュースは、研究者たちに如何ともしがたい
もどかしさを感じさせていることであろう。更には、経済状況の劣悪な中央ア
ジアの若者が、よい給料につられ次々とテロ集団の兵士に転じているという記
事も目にする。今後もテロの脅威は拡大する一方であろう。現地に残る仏教遺
跡は、第二、第三のバーミヤンとなる危機にさらされている。
　少しく状況は異なるが、インド仏教に関してはその衰退をイスラム史料から
探るという試みがなされたように 41、この地にあっても仏教からイスラム教へ
と移行した歴史的事実を真剣に検討しなければならない時期が、もはや一刻の
猶予もないほど差し迫っているのである。もちろんそれは、対立的な意図によ
ることは許されないし、優劣を論ずるものであってもならない。そのような意
識に侵されることなく歴史を探ることは、単に過去を明らかにするだけでなく、
我々が歩むべき未来のあり方を見出すヒントにもなりうる。その点においても、
西域研究は大きな可能性を秘めるとともに極めて重い責務をも負っているとい
え、今後一層の発展が切実に求められているのである。
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