
『モンゴル佛教史』著作の寺院を訪ねて

窪　田　新　一

1.	『モンゴル佛教史』とは

　大正大学図書館蔵「橋本コレクション」の一つである、写本yeke mongGul orun-a degedü 

nom-un eki yambar metü  GaruGsan yosun ba shasin erdeni delgeregsen yosun-i nomlaGsan 

GayiqamsiGtu shastir『モンゴル佛教史』（ツェンベル・グーシ著）1は、モンゴル佛教史とし

て19世紀までに著されたものの中では、唯一といってよいモンゴル語史料である。19世

紀以来世界にそのチベット語版が紹介されてきたが、1992年初めてモンゴル語版の紹介

を行って以来、現在もその翻訳研究を進行中である。以下、本写本の表題の日本語訳、『大

モンゴルに於いて正法の源が如何に出現し、如何に仏教が流布したかを記述せし畏れ多き

書』を『モンゴル佛教史』と表記する。

　本写本は、大正大学図書館に所蔵されている橋本コレクションの一つで、故橋本光寶師

（1995年9月1日逝去）が将来した写本である。故橋本光寶師が如何なる経緯で入手招来し

たかについては、現時点（2017年3月）において不明である。

　橋本コレクションについては、チベット語の資料は、『綜合佛教研究所年報』第16号

（1994.3）に、クンチョク氏とソナム氏によって作成された目録（The Descriptive list of 

Hashimoto Collection ）がある。また、モンゴル語資料については、1996年5月の日本モン

ゴル学会において窪田と高野によって報告され、「日本モンゴル学会紀要」第27号で紹介

されている。大正大学図書館に所蔵されているこれらの目録によっても、橋本コレクショ

ンの概要を知ることができる。

　

　以下はコロフォンについて紹介する。

　本写本の第160葉・最後の4行、第199葉の最後の2行及び、第261葉・最後の3行が相当

する部分であると考えられる。ただし、書写に関する記述のみである。モンゴル語によっ

て著された原写本を書写した際のコロフォンである。以下はコロフォンに相当する部分の

全文の訳文である。
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1 モンゴル語原題ローマ字転写。以下、本論文でのローマ字表記は、大正大学綜合佛教研究所所
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　160葉  「大満州国康德11（1944）年の旧暦正月の16日の吉祥なる日に、メイレン・エルヘ

インゲの私が忠心より祈願し、信仰し、後世の人々が見知るに便利であるようにと、71歳

の老いぼれた身体の疲れを顧みず、自らの手で、謹んで書写したものである。」

　199葉 「大満州国康徳11年（1944年）正月26日の吉祥なる日、書写した。」

　

　261葉 「大満州国の康徳11（1944）年（旧暦）

 2月9日の吉祥なる善き日に書写し、

 書き終えた。

 一切の有情に救いと安寧があらんことを。」2

　この三箇所から、現時点においては分かるのは、1944年の旧暦正月16日から、2月9日

にかけて、「梅林」（メイレン）という清朝の官職にあったエルヘインゲという人物が書写

したものである、ということである。ただ、160葉のコロフォンの正月16日に書写したと

いう記述は、その前から書写し始め、16日に160葉まで、書写し終わったということであ

ると思われる。また、彼が、どこの人物であるか、生没年などの人物を特定できる記述がな

いので、現状では不明である。いずれにせよ、1944年の旧暦年初に1ヶ月程度で書写した

ことは間違いない。

　なお、戦前の橋本光寶師の内モンゴル滞在は、第1回が1933年から1935年までの3年間

で、第2回は1942年11月から1943年3月の視察旅行である。コロフォンにある日付を考え

ると、直接橋本師が直接内モンゴルから招来されたものでない可能性が高い。1940年に出

版されたチベット語版『蒙古喇嘛教史』の翻訳の解題をみると、「蒙語蒙古喇嘛教史の件に

関しては何等の報告をなさず、又現存するや否やも聞かない。」とある。この写本が橋本コ

レクションの中に含まれている点に関しては調査する必要があり、今後の課題である。な

お、中国内モンゴル社会科学院図書館にモンゴル文の『モンゴル佛教史』があるというウ

ルジー氏の報告もある。

　本写本中の著者等に関する記事を見ると、執筆が完了したのは、1819年8月3日と記さ

れている。また、チベット語とモンゴル語の両語で書かれた写本が存在したという記述が

本文中にある。したがって『モンゴル佛教史』には、チベット語版、モンゴル語版の写本が
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あり、また、その翻訳は、チベット語版からの翻訳が存在する。翻訳された言語は、古い順

に列挙すると、

・ モンゴル語訳（上記、モンゴル語版。チベット語版が成立した時期とほぼ同時期の19

世紀初めと考えられる。）

・ ドイツ語訳（1892年）、フート氏による。

・ 日本語訳（1940年）、橋本光寶氏による。

・ 現代中国語訳（1990年）、ウルジー氏による。

・ 現代モンゴル語訳（1997年）、ビャンバ、テルビシ両氏による。

の5種が存在する。また、現在、大正大学綜合佛教研究所で翻訳が進んでいるのは、モンゴ

ル語訳（モンゴル語版：本文中ではチベット語、モンゴル語の両語によって作成されたと

記述されている。）を現代日本語に翻訳する作業である。チベット語原典と比較すると、明

らかにその内容が異なる部分があり、翻訳の違いと言うより、写本の違いと推察されるも

のや明らかに違う表現が存在する。

　著者については、橋本光寳氏とフートはジグメ・ナムカとしている。しかし、1946年

にG.M.Roerichの論文 “The auther of the Hor-chos-’byung” （The Journal of the Royal Society of 

Great Britain and Ireland, No.2, Dec.1946, pp.192-196） において、フートのチベット語からの

誤訳によるものであるとされている。そして、正しくはジグメ・リグパイ・ドルジェである、

としている。モンゴル科学アカデミーのビラ教授もこれを支持しており、現在、これが定

説となっている。本写本の著作に関する記述（261葉07行～ 14行）によっても同様の記述

があり、筆者もジグメ・リグパイ・ドルジェ説を支持する。

　また、ジグメ・リグパイ・ドルジェなる人物は、モンゴルでは、ツェンベル・グーシの名

で有名である。ビャンバ氏ほかによれば、18世～ 19世紀初頭に活躍した、トメド旗の学僧

である。

　表記の特徴より、本写本に限って言えば、チベット語からの文字をそのままモンゴル文

字に写している点、もともとモンゴルの人名をチベット語表記している点などから、原写

本はチベット語でかかれたもので、それをモンゴル語版に翻訳したと筆者は考えている。

本写本はそれを前述の、メイレンのエルヘインゲ氏が1944年に1カ月余りで、書写したも

のであるとしてよいと思われる。

　本写本の著作に関する記述（261葉07行～ 14行）によれば、著作が完了したのは、1819

年8月（ウルジー訳7月）3日と記されている。トメト旗の貝子ノヤンの寺院に招かれ、そこ

で完成したとある。この寺院がどこの寺院か特定されていなかったのである。これまで執
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筆された場所について、チベット語原本のチベット名は明確であったが、ドイツ語訳、モ

ンゴル語訳、中国語訳の何れにもチベット語を音写した寺院名のみが存在していた。今回

は、記述されている内容、特に内モンゴルの東北地方で活躍したラマたちの業績が多く記

述されていることと当時の寺院の規模などから考えて、遼寧省阜新県モンゴル族自治旗の

瑞応寺或いはその塔頭ではないかと仮説を立て、訪問した。

2．	今回の調査

　調査は内モンゴル大学と共同で行われ、現地での交通費、宿泊費、食費などは全て内モ

ンゴル大学が負担してくれた。調査メンバーは

大正大学（9名）

団長 窪田新一

 阿部真也（途中参加）

 藤本良子

 三浦順子

 新藤篤史

 岩田勘次

 米山良子

顧問 坂本正仁

 佐々木倫朗

内モンゴル大学（4名）

団長 エルデニバヤル

 趙　勇

 エルデニバータル

 梅花　　　　　　　　　　　　　　　（以上敬称略）

である。

　調査は、2016年8月23日から30日にかけて実施された。24日内モンゴル大学で学長表

敬を行い、広大になった学内の施設を視察した。午後は、市内の大召、シレート召などの寺

院を見学し懐かしいラマたちの歓迎を受けた。僧侶が随分増えたとのこと、巨額の修復費

が投入されつつあること、研究や教育はフフホトではあまり行われていなくて、北京で行

われることが多くなっていることなどの説明を受けた。

　

2017年3月
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　25日から、車で内モンゴルの草

原を西北に横断し始めた。百霊廟、

シャルムレン・スム寺院や風力発

電のプロペラを見ながらシリンホ

トを目指した。草原には至る所に

風力発電のプロペラが見え、実用

に供している様子を見せていた。

スニド旗での食事までは順調で

あったが、ガソリン補給にしくじ

り、草原のど真ん中にある工場に近いガソリンスタンドまで道なき道を進むという80年代

さながらの走行も堪能できた。工場は一見してレアメタル（希土類）関連の精錬工場と見

て取れた。中国の資源開発は内モンゴルの大草原まで着実にやってきていると痛感できる

いい機会であった。

　おかげで シリンホトには夕方到着し、貝子廟についた頃にはほとんど日が落ちていた。

しかし、ハンボ・ラマは平服であったがお待ちになっておられ、寺院内を案内してくれた。

1986年に招来された活仏は健在とのことで、寺院内のお堂は当時に比べ見違えるほど綺麗

になっている。現在の修復された寺院の様子からは文革で弾圧された様子は想像できない。

　

　翌26日は、これもすっかり整備された13オボーで道中の平安を祈念した。その後、ケシ

クテン旗への道中で元朝最後の首都とされる応昌府の発掘現場を見せてもらった。順帝時

代の考古学上の研究が進展することが期待される。共同研究として、大正大学の考古学の

先生にも参加してほしい状況のようである。

　ケシクテン旗で昼食をごちそうになり、その後さらに牧民のゲルでモンゴル式の歓迎を

受けた。顧問の坂本先生、佐々木先生は日本史の先生で、モンゴル式の歓迎に幾分の戸惑

いがあるものの、充分に、且つ、

しっかりと楽しんでおられたのに

は驚いた。道を究めることの意味

を改めて認識させられた。また、

我々を案内してくれたモンゴル人

の話によると、よく見かける、ナ

ンバープレートが外された車は腐

敗告発対策との説明であった。習

近平の反腐敗政策への対策は内モ
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ンゴルの大草原においてもかなり浸透

しているようであった。

　ケシクテン旗の熱烈な歓迎からやっ

とのことで脱出した我々は、遅れてやっ

てきたモンゴル仏典研究会代表阿部真

也氏を赤峰空港近くで出迎え、市内のホ

テルで互いに移動の苦労を語り合い、こ

こでも80年代さながらのサバイバルな

調査旅行であることを再確認した。23

時をすぎてから同行の趙勇内モンゴル

大学外事弁公室主任に呼び出され、夜の

街に繰り出した。出迎えてくれたのは、

82年級の教え子二人であった。穆建軍と

王世古の両君は、赤峰市で公安局と旅行

社で偉くなっていた。教師冥利に尽きる一晩であった。

  翌27日は、今は博物館になっているカルチン王府跡を訪れ、グンサンノルブの事績を偲

んだ。午後遼寧省阜新市モンゴル族自治県に到着し、現地のモンゴル語文委員会のメンバー

と合流した。翌日の瑞応寺訪問の打ち合わせをするうちに、筆者が30年前に瑞応寺を訪ね

た時も当該委員会が対応したそうで、30年前から窪田の名前は知っていたと言われた。縁

とはこういうものである。この日は体調を崩したので、何も食べずに休んだ。胃が疲れた

と悲鳴をあげていたのである。

    

　翌28日は、いよいよ瑞応寺訪問である。自治県に入ると、遠くからでも大きな寺院であ

ることが確認できた。山門は威容を誇り、30年代はかく有りという、修復というより再建

された瑞応寺を見ることになった。86年にきた時は、トウモロコシ畑の中に小麦粉倉庫に

なっている本堂など僅かな建物があるだけだった。当時『瑞応寺』という貴重な本が出版

されたばかりだったが、その著者の一人アルタンガルディ氏が案内してくれた。一人のラ

マからお話を聞くことができ、当時の様子を『于寺寺誌』3という文章にして発表すること

ができた。ヒャルガンタイという塔頭の名前を確認できたのも氏のおかげである。今回は

遼寧省阜新市モンゴル族自治県モンゴル語文委員会主任のナスンバヤルさんらが案内して

くれた。

2017年3月
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　到着するや否や、エルデニバヤル

内モンゴル大学教授が、瑞応寺のチ

ベット語寺院名 4の表記の微妙な違

いに気づいた。つまり、これまで『モ

ンゴル佛教史』が執筆された寺院が

特定されなかった理由は、この表記

の違いであるというわけである。結

論として、氏の指摘は後ほど別の事

実からも証明されることになった。

寺院は再建され多くの大きなお堂が建立されているが、その中に比較的古い建物が博物館

になっている。その中に入った瞬間、展示されている写真を見て筆者は感動した。我々モ

ンゴル仏典研究会がこの24年間、見慣れたモンゴル文字の写本の写真である。瑞応寺で著

作されたモンゴル文モンゴル佛教史という説明を見なくても、筆者には、24年間ずっと見

続けてきた書体を見れば、その瞬間に自分のライフワークともいうべき写本の原典がここ、

瑞応寺で執筆されたという紛れもない証拠と確認できた。

　

　その後、地元の若者から選ばれたという瑞応寺の活佛に謁見し、福徳を積んだ。お昼は

興奮してしこたまビールを飲んで、また、胃を疲れさせた。午後、大都市赤峰に戻り、市内

にいる82年級の教え子が集まって宴会を開いてくれた。先の二人に尹君を加え、内モンゴ

ル大学の82年級の趙勇、エルデニバヤル氏らも共に瑞応寺の仏縁に深く感謝しつつ、完全

に胃を疲れさせた。

　翌日は赤峰で内モンゴル大学の諸先生と別れ、北京に向かい、北京では便宜坊で北京ダッ

クを堪能した。今回のメンバーは坂本顧問を始め、全員が健啖家であった。筆者はその後、

ウランバートルに向かい、そこでもワチルダラー活佛の甥御さんにお会いした。どうして

も、小生には橋本光寶師の仏縁があると言わざるを得ない。2016年は不思議な年であった。

　本年（2017年）瑞応寺を再訪し、詳しく調査する予定である。詳細は、次回報告にゆだね

たい。

『日本とモンゴル』第51巻第2号（134号）
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・ 大正大学綜合佛教研究所モンゴル佛典研究会訳注、窪田新一監修『モンゴル佛教史』研

究〔四〕（ノンブル社、2015年3月）

・ スルッグ、ナムサライ著『簡明蒙古仏教史』（内蒙古文化出版社、1999年）

・ 内蒙古文史資料委員会編『内蒙古喇嘛教紀例』（内蒙古文史書店発行、1997年）

・ 岡田英弘訳注『蒙古源流』（刀水書房、2004年）

・ チョイジ著『モンゴル佛教史』（内蒙古人民出版社、2008年）

・ 樋口康一著『蒙古語訳『宝徳蔵般若経」の研究』（渓水社、1991年）

・ デルゲ、オヨンゴア著『内蒙古喇嘛教近現代史』（遠方出版社、2004年）

＊本報告は筆者が1992年より始め、大正大学綜合佛教研究所モンゴル佛典研究会において

他のメンバーたちとの亀のあゆみのような共同研究成果のうち、今回は執筆された寺院

を特定しようとして内モンゴルを再訪した際の内モンゴル大学との共同調査報告であ

る。本調査は内モンゴル大学の支援によってなされた。

（大正大学文学部歴史学科教授）

2017年3月
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