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敦煌

天祝

古チベット語史料を読む
古代の失われた記憶を求めて

特別企画

◆古代チベット史と古チベット語史料
　私が研究しているのは古代チベット帝国の歴史
である。古代チベット帝国とは、6世紀末から7世
紀初頭にチベットで成立した初めての統一王朝で
あり、当時の中国（唐）からは吐蕃と呼ばれた強
国である。この時期は、チベットの伝統的歴史観
では「前伝期」（ガダル）と呼ばれる。前伝期は
仏教がチベットに伝播した時期によって分けるチ
ベット独特の歴史区分の一つであり、9世紀半ば
に終わる。その後1世紀ほどの暗黒期を経て、11
世紀頃から「後伝期」（チダル）が始まり現在に
続くのである。
　チベットといえばダライ・ラマや仏教を思い浮
かべる人が多いのではないだろうか。実際にチ
ベットと仏教とは切っても切れない関係にあり、
仏教思想はチベット社会の隅々まで広がっている
のである。しかし本当の意味でチベットに仏教が
浸透したのは後伝期からであって、では前伝期は
どうかというと、仏教の信奉者は皇帝一家や一部
の貴族たちが中心で、庶民がどの程度仏教を信奉
していたのかは疑問である。
　いずれにせよ、チベット社会は後伝期に入って
から仏教化が進み、仏教が社会のあらゆる局面に
影響を及ぼした。歴史もその例外ではなく、前伝
期のチベットで起こった出来事はすべて仏教的視
点から「上書き」や再解釈がなされ、軍事国家で
あったはずの帝国の歴史は、仏教の伝来と伝播の
歴史へと書き換えられたのである。書き換えられ
た歴史は現在にいたるまでチベット人の間で「古
代史」として受け継がれているが、実際には史実
というよりもむしろ歴史物語や伝説の類と考えた
方がよいだろう。
　ところが20世紀初め、今の新疆や甘粛省の敦
煌莫高窟で大量の古いチベット語文書が発見され
た。そしてそのほとんどが古代チベット帝国期か

サムイェ寺院前の古チベット語碑文。彩色は最近のもの。
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古チベット語史料は忘れ去られた古代チベットの情報の宝庫である。
ヨーロッパで史料を探し、チベットでフィールドワークをすることで、
ようやく全体像がつかめてきた。
探索中に出会った数々の喜びや苦労について紹介したい。

四 川 省

チ ベ ッ ト 自 治 区

中 華 人 民 共 和 国

甘 粛 省

青 海 省

ラサ

玉樹 石渠 成都

蘭州西寧
青海湖



25FIELDPLUS  2015 07  no.14

それに続く時代に記されたことがわかったのであ
る。さらに、古代チベット帝国期に石碑や岩壁に
刻まれた文字が、チベット自治区だけでなく四川
省や甘粛省、さらにパキスタンでも見つかった。
これらはいわば仏教的再解釈が施される前の生の
史料であり、突然出現したこの史料群を研究する
ことによって、古代チベット史はようやく歴史学
の仲間入りを果たしたのである。我々はこれら出
土・石刻史料を、後代の古典チベット語史料と区
別するために、古チベット語史料と呼んでいる。
　古チベット語史料から古代チベット帝国という
国家を復元する、それが私の取り組んでいること
である。史料からかすかに見えるその姿は、伝統
的歴史が伝える仏教国からはかけ離れた軍事国家
であり、また広大な地域と様々な民族集団を高度
な行政システムを利用して統治した一大帝国なの
である。ただし、一つ一つの断片的な文書の記録
は行政システムの一部や末端を伝えるに過ぎず、
こういった小さな記録を大量に積み重ねなけれ
ば、全体の構造がみえてこない。そういうわけで、
日々文書の断片や碑文の画像を眺めている。

◆出土文書を読む
　生の文書を見るということは、ただそこに書か
れているテキストを読むということだけでなく、

このテキストの書き手が誰か、どこで記されたの
かということを見極めるということでもある。チ
ベット語だからといってチベット人が書いたとは
限らないし、そもそも偽物の可能性もあるのだ。
ではどうやって判断するかというと、テキストの
内容だけでなく、訂正箇所、書き間違い、文字の
癖、裏の落書き、罫線の有無や、紙の形、厚さ、
色などあらゆることに注目するのである。慣れて
くると、この紙は何処産のものかとか、この筆跡
は何年頃のものだなとか、書き手は中国人だなと
か、様々なことが何となくわかってくるのである。
　文書を見るのは地味な仕事だが、生の史料には
いわく言いがたい迫力があり、写真で見飽きるほ
どみた文書でもいざ本物を前にすると必ず何かし
ら新しい発見がある。発見は小さいものから大き
なものまで様々であり、文書の小さな切れ端であ
ろうと油断ができない。
　新疆や敦煌で発見された古チベット語文書の
大半は、現在ヨーロッパの図書館に所蔵されてい
る。その1つの大英図書館に私が2年間ほど滞在し
ていたときのこと、敦煌から出土したチベット語
文書のカタログを作るために、図書館職員のヴァ
ン・シャイク氏と地下の収蔵庫で毎日文書をみて
いた頃があった。ある日、文書の断片上に短い物
語を発見した。どうやらチベットに来た仏教僧の

歴史を研究する際に最も重要となるのは年
代の確定である。しかし年代はいつも数字
で表されているとは限らない。碑文の詩句
に隠された年代を誰もが簡単に計算できる
よう、パソコン上で動くプログラムを作っ
てみた。

敦煌文書の中で見つけたチベット最古の歴史書『バシェー』の断片。ⒸThe British Library。 大英図書館で文書を調査する。右がヴァン・シャイク氏（大英図書館）、
左が筆者。Imre Galambos撮影。

眼を皿にして敦煌文書を読む筆者。Vic Swift撮影。

古代チベット帝国の命令文書。敦煌文書の1つ。ⒸThe British Library。

話だが、なんとなく見覚えがあるようだ。早速上
階にあがってチベット仏教史を数冊確認してみる
と、なんと『バシェー』という書だけにほぼ同じ
内容の文章が見つかった。
　『バシェー』はチベット史書のなかでも特別な存
在である。ほとんどのチベットの史書は後伝期以
降に書かれたが、唯一『バシェー』のみが例外で、
前伝期に成立した、少なくともチベット人たちの
間ではそのように信じられてきたのである。しかし

『バシェー』が本当に古い書であるという証拠がな
く、それが研究者たちを悩ませてきたのである。
　さて、我々が物語を発見した断片は、敦煌莫高
窟で発見されたいわゆる敦煌文書である。敦煌文
書の書かれた年代の下限は11世紀初めだから、こ
の断片はそれより前に写されたにちがいない。し
かもテキストの文字は古形をよくとどめており、
ひょっとすると9世紀に遡るかもしれない。これ
はチベットの前伝期に属する。つまりこの切れ端
は、今まで見つかっていなかった証拠になり得
るものだったのだ。もちろんこの断片だけで『バ
シェー』全体が前伝期に成立したことまでは証明
できない。しかし、少なくとも『バシェー』の一
部が実際に前伝期まで遡り得ることが確認できた
のである。
　これはうまくいったときの話だが、大発見はそ
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うあるものでない。やはり大英図書館に滞在して
いたとき、敦煌発見のチベット語仏教経典を集中
して見ていた。経典自体というより、誰が写経し
たかに興味があったのである。しかし敦煌出土の
経典は大量にある。来る日も来る日も見通しがつ
かない作業が続き、文書を見るのが苦痛になり始
めた。ある日、図書館5階の部屋で大判の経典を
あてもなくめくっていると、冬のロンドンの早い
夕陽が窓から差し込んでくる。ふいに何もかも嫌
になって、研究なんかやめようと思った。幸いに
してその後、幾ばくかの成果を残すことができた
からなんとか続けているが、出土文書の研究とい
うのは地味な作業の連続であり、しかも上手く結
果がでるとは限らないものである。

◆碑文を写真から読む
　石や岩に刻まれた碑文は、文書と全く異なるア
プローチが必要である。中国の金石学（中国では
金属や石に刻まれた文字の研究を金石学と呼ぶ）
では、何はともあれとりあえず拓本をとり、それ
から文字を読むのがセオリーだが、チベットの場
合、碑文の拓本をとることは本当にまれだ。多く
の場合、古い碑文はチベット人にとって崇拝の対

象なのであり、おいそれと拓本をとるわけにいか
ないのである。ではどうするかというと、碑文の
写真をもとにテキストを読むのである。
　写真より本物を見に行けばいいのではないか
と思う人もいよう。しかしラサ周辺にある碑文な
らまだ見に行くこともできるが、辺鄙なところや
国境付近にあるものとなると、近づくのも難しい
のである。そもそも現在では現物がなくなってし
まったものもある。そうなると、発表された写真
だけが手掛かりである。カラー写真があるのはま
だましで、1950年代以前にチベットを訪れた西
洋人が撮った写真しかない場合もざらである。不
鮮明な白黒写真を穴の開くほど見つめてテキスト
を解読する、それが標準的なチベット碑文の研究
方法であった。
　2008年、私は現存する古チベット語の碑文を
集めて出版するプロジェクトに関わっていた。そ
の時点で判明している碑文の情報を全て集め、ま
た重要な碑文については解読テキストも作成する
ことが目的である。大した作業ではないだろうと
誰もが考えていたが、しかしそれはとんでもなく
甘い見通しであった。解読テキストを作ることが
思いの他困難だったのだ。公開されている写真を

スキャンしてパソコンの画面いっぱいに引き伸ば
しても文字は不鮮明で、解読は困難を極めた。
　私が忘れられないのが、中国四川省カンゼ・チ
ベット族自治州石渠県にあるダクラモと呼ばれる
碑である。崖に文字や線画が彫られた、いわゆる
磨崖碑と言われる碑文であるが、頼りになるのは
1997年発表の論文に付いていた2枚の不鮮明な
写真だけである。論文には解読テキストが載せら
れていたが、見れば見るほどにどうも信用できな
い。では、ということで写真から解読しようとし
たのだが、写真が不鮮明でまことに読みにくい。
わずか11行ほどの文に1週間を費やしたが、それ
でも満足のいく結果にならない。
　苦しい解読の間、私の胸の内に幾度となく去来
したのが「本物を見たい」という思いである。本
物さえ見れば、文字が読めるはずである。そもそ
も、碑文は実際にどんな環境にあるのか、現状は
どうなっているのか、我々はそれさえはっきりと
知らない。何としてもこの眼で見たい。不鮮明な
写真を見るたび、その思いはますます強くなった。

◆フィールドの中で碑文を読む
　そのダクラモ碑を見ることができたのはそれか

念願のダクラモ碑文の前に立つ。 碑文調査の合間にピクニック休憩。

碑文調査。写真真ん中の白い石が碑文の断片。



27FIELDPLUS  2015 07  no.14

ら5年後、2013年夏のことである。武内紹人教
授（神戸市外国語大学）の主宰する大型プロジェ
クトによって、チベット研究者と学生の総勢6人
で現地を訪れることができた。宿泊していた青海
省玉樹チベット族自治州から碑に到着するまでに
往復8時間を要する。未舗装の道と高度4000m以
上の峠を越す難しいルートで、車の脱輪とタイヤ
交換というアクシデントもあったが、玉樹出身で
日本に留学しているツェジさんとそのご家族の手
厚いサポートを得てようやく実現したのである。
　復路を考慮すると、滞在は2時間ほどしか許さ
れない。時間を最大限に活用すべく、急いで碑文
テキストを読んだ。ダクラモは巨大な岩画と刻文
で構成されており、今でも信仰の対象であるから、
むやみによじ登ったりするわけにはいかない。照
り返しの強い陽光の中、双眼鏡で文字を確認し、
議論を交わしながら辛抱強く1字ずつ読解を進め
ていく。せわしなく決して楽ではない作業であっ
た。しかし、なんと幸せな時間であったろうか。
何度となく夢見たダクラモが眼前にあるのだ。し
かも、もう一人ではない。信頼できる研究仲間と
ともに解読を進めることができたのだ。
　チベットの碑文調査は、文字どおりのフィール
ドワークである。道無き道を進んで行う碑文調査
は、研究チームがサポートしあい、さらに現地の
人々の協力を得てはじめて可能になる。孤独な

「机上の学問」を行ってきた私はすっかりフィー
ルドの魅力にとりつかれてしまった。
　フィールド調査中、興味深い経験をした。我々
がある磨崖碑を前にして読解を試みていたときの
ことである。景勝地でもあるので地元のチベット
人たちも遊びに来ており、我々が古い文字を前に
呻吟しているのを興味深げに覗きにくる。そのう
ちの一人が何をしているのかと話しかけてきた。
我々が古い文字を読んでいることを知るや、「こ
うやれば良いんだよ」と飲みかけのペットボトル

の水を碑文にバシャッとかけたのである。しかつ
めらしい顔をして碑文を仰々しく読んでいた一同
は不意を突かれたが、なんと碑面がキラキラと輝
き出し、反射の具合で文字が浮かび上がってきた
のである。
　また、留学中のチベット人で我々に同行してい
たジョマさんが、刻まれた文字を指でなでながら
読む方法を開発した。これも私には全く考えもつ
かない大胆な方法で驚いたが、なかなかどうして
意外に効率がよいのだ。ジョマさんはみるみるう
ちに読解が上達し、古チベット語の文字解読に密
かに自信をもっていた私の読みをどんどん訂正す
るまでになったのである。以来我々は事あれば、
水をかけつつ指でなぞりつつ読解を進めることと
なった。実践的な方法の獲得もまたフィールド調
査の醍醐味である。

◆点と点をつなぐ
　こうして集めてきた史料は、そのままでは使え
ない。マクロな視点から編纂された伝世史料とは
異なり、出土文書や碑文は生の情報であり、大き
な歴史の流れの中の小さな一点でしかないのであ
る。そこでこの一点一点を正確に解釈した上で、
歴史の波の中に位置付けなければいけない。しか
しいかんせん、古チベット語史料は肝腎の読解が
難しい。意味が不明な単語や表現が頻出し、しか
も大概は断片である。例えば手紙だと、延々と時
候の挨拶文が続き肝心の本文はわずか1行という
こともあるが、その1行の意図がわからないこと
などざらである。当人たちが生きていた時代には
説明不要の当たり前のことだったのだろうが、そ
の当たり前が我々にはわからないのである。
　このようなときに役立つのが、テキストデー
タベースである。一つ一つの例では意味のわか
らない単語や表現も、用例を集めて前後の文脈
を見れば、ある程度意味を類推できるようにな

る。であるからこそ、古チベット語のデータベー
スの実現は、研究者たちの長年の夢なのであっ
た。その夢を実現したのが、「古チベット語文書
オンライン（Old Tibetan Documents Online）」 

（http://otdo.aa-ken.jp/）である。研究者たちに
はOTDOの略称で知られているこのプロジェクト
は、ウェブ上における古チベット語テキストデー
タベース構築と運営を目的としており、東京外国
語大学アジア・アフリカ言語文化研究所を本拠地
にしている。
　このデータベースの特徴は何と言っても、任意
の語で検索すると、前後の文脈付きで検索結果
を出力できるところにある。どんな語であっても
検索結果が前後の文脈とともにリストアップされ
るので、その語がどのような使い方をされている
かが瞬時にわかるという仕組みであり、意味が確
定していない単語や表現の意味を類推するために
は最適のツールである。研究者個人の経験と勘に
頼っていた従来の読解方法は、このデータベース
の存在によって完全に時代遅れとなった。今や世
界中の古チベット語研究者は日々OTDOを訪れる
ようになったのである。

◆史料探索は続く
　史料の公開やデータベースの出現によって、私
が研究を始めた時と比較すると、史料状況の充実
度はまさしく雲泥の差となった。ただし古チベッ
ト語史料の多くはいまだ「点」の状態に置かれ
たままである。これからはこの点と点をつないで

「線」あるいは「面」にしていく必要があるのだ
ろう。
　しかも、嬉しいことに「点」の数は増え続けて
いるのだ。ここ数年でも東チベットの石渠県にて
新たな磨崖碑が発見されているし、また甘粛省天
祝チベット族自治県で古チベット語が刻まれた古
鐘が発見された。報告論文によると古鐘は8世紀
前半のものだというから、現存する中ではチベッ
ト語で記された最古の史料ということになる。中
国では古代チベットへの関心が高まっているから、
碑文についてはこれからも新発見が期待できよう。
　出土文書についても最近大発見があった。なん
と、ラサで未知の敦煌チベット語文書が存在する
ことがわかったのである。もともと民間の商人が
所有していた文書らしく、この商人が文書を手に
入れた経緯は一切わからないが、その内容は古代
チベットの軍事規律に関するものであり、軍事力
を誇った古代チベット帝国の秘密に迫る情報を含
む。敦煌文書が発見されてから百十余年、大体の
文書は把握されていると考えられていたので、こ
の発見は大きな驚きである。史料探索の道はまだ
まだ続きそうだ。

OTDOの検索結果。
検索した言葉を中心に、
結果がずらりと並ぶ。


