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編集後記

『インド学チベット学研究』の最新号をお届けします。

前号に引き続き内藤昭文氏の『大乗荘厳經論』第 9 章の研究が巻頭を飾っています。その後

に二つのアビダルマ関係の論文が続きます。那須円照氏の論考は 20 世紀を代表する仏教学者ド

ゥ・ラ・ヴァレ・プサンの『婆沙論』と『順正理論』の仏訳の和訳研究であり、那須良彦氏の

論考は前々号に引き続き『倶舎論』根品の「心不相応行」を扱う部分の諸注釈の和訳研究であ

ります。さらに、五島清隆氏には前号に引き続き『梵天所聞經』のチベット訳からの和訳研究

を、岡崎康浩氏には音楽書『サンギータラトナーカラ』第１章の和訳研究の第 3 部を寄稿して

頂きました。

昨年龍谷沼田研究奨学金の受給者として龍谷大学に滞在した、オーストリア科学アカデミー

のエルチンジャー氏は、同僚のラティエ氏と共著で、ダルマキールティの『プラマーナ・ヴァ

ールティカ自注』に見られるプドガラ批判の研究を寄稿してくださいました。また、シデリッ

ツ氏と編集子の共著である『中論頌』の英訳研究も今回で最終章に到達することができました。

近い将来、しかるべき出版社から全体の改訂版を公刊するつもりであります。

最後になりましたが、本号もまた創刊者である神子上恵生先生の全面的な経済的支援によっ

て刊行されたことを記して感謝の意を表します。また、いつものように乗山悟氏の献身的な努

力により本誌の編集作業が完了したことに深く感謝いたします。このような形で本誌を刊行す

るのは次号（第 15 号）が最後になることと思います。それ以後はネット上の雑誌として継続し

ていくかどうか関係者各位と相談の上決めていきたいと思います。（SK 記）

『インド学チベット学研究』入手のご案内

本誌の入手を希望されます場合は、実費で頒布いたします。住所氏名および入手希望号・冊数

を編集者の桂紹隆までご連絡ください。折り返し発送するとともに、費用の支払い方法につい

てご案内いたします。費用は各号いずれも本体 1000 円+送料実費となっております。

<バックナンバーのご案内>

第１号（品切れ）神子上惠生／唯識学派による外界対象の考察(2)—Tattvasaṁgraha と Tattvasaṁgraha- 

pañjikā の 23 章外界対象の考察— 若原雄昭／仏教徒のジャイナ教批判(2)—— 藤田祥道／『五百

頌般若経』について—試訳（承前） 那須円照／有部の形実有論と経量部の形実有論（上） 原田和

宗／＜経量部の「単層の」識の流れ＞という概念への疑問(I)
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(3)(pp.11,4－17,23)— 那須円照／Pratisaṁkhyānirodha—"Documents d'Abhidharma traduits et annotés

par Louis de La Vallée Poussin: Textes relatifs au Nirvāṇa et aus Asaṁkṛta en général II." Bulletin de

l'École Française d'Extrême-Orient 30: p. 272.11-292.17 和訳— 岡本健資／王弟ヴィータショーカの

物語—Divyāvadāna第 28 章Vītaśokāvadāna和訳— Mark SIDERITS & Shoryu KATSURA／Mūlamadhya-

makakārikā I-X

第 11 号 藤田祥道／大乗の諸経論に見られる大乗仏説論の系譜 III—『解深密経』: 三無自性という

一乗道の開示— 那須円照／『倶舎論』とその諸注釈における作用をめぐる論争—試訳 那須良彦／

倶舎論根品心不相応行論—世親本論と諸註釈の和訳研究(2)— 志賀浄邦／Tattvasaṁgraha 及び

Tattvasaṁgrahapañjikā 第 18 章「推理の考察(Anumānaparīkṣā)」和訳と訳注(1) 岡崎康浩／サンギー

タラトナーカラ第一章試訳・その 1 Peter SKILLING／Mṛgāra’s Mother’s Mansion: Emptiness and the 

Śūñyatā Sūtras
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— 那須円照／『アビダルマ・ディーパ』における心不相応行の研究(1) 那須良彦／倶舎論根品心
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