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『枳橘易土集』の原語比定（8）

松　本　照　敬

波部　三

鉢（鉢孟、鉢多羅、波多羅、鉢和蘭、
鉢和羅）

pΣtra（恣食、応器）

鉢塞莫（波塞莫） ?（数珠）

般籌緘婆羅石 ?

跋折羅（跋闍羅、波闍羅、伐闍羅、
跋日羅、髪闍羅、跋闍羅、伐折羅、
縛可羅、跋折多、 馹囉）

vajra（金剛杵）

波拏 pan.a（銭）

頗梨色（頗胝迦、頗 色、破置迦） sphat.ika（水精、水玉、白珠）

鉢羅摩禍囉 pravΣla, pravΣd.a（珊瑚）

唄（唄匿、婆陟、婆師） bhΣn.aka（讃頌、讃歎）

鉢陀（播陀、波陀、鉢曇、跋娜） pada（跡、句）

縛迦 varga（章、言）

鉢刺迦羅 prakΣra（章）

馹囉阿避 經 vajrôttis.t.ha（?）（金剛起経）

波羅婆尼經 ?（樹葉）

波流沙書 ?（悪言）

般闍提利劔 ?（三昧経）

婆羅 提伽（波羅娑提伽） ?（清浄経）

婆羅小闍藍 ?（梵経）
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波羅 大尼 ?（一浄経）

般闍優波陀那肝提伽 pañcôpadhΣna-chedaka（除却五受経）

婆藪斗律（跋窣堵律） vastu-vinaya（品類律）

跋渠（伐伽） varga（部）

波羅延 pΣra-yΣna（過道経）

伐地迦經 ?（語論）

婆羅呵波帝 br.has-pati（広主経）

婆差盧 ?

發磔迦 ?

波帝 悉陀波伴底 ?

舍（ 羅拏、皤旋迦羅拏） vaś∏karan.a

鉢羅拏摩合掌 pran.ama（帰命合掌）

波羅薩羅摩尼矩 摩訶母陀囉 prasara-man. i-guhya-mahΣ-mudrΣ

（広大摩尼秘密印）

婆竿揭唎印 ?（大瞋印）

皤唎 ?

般那摩印 padma（蓮華印）

跋折羅母瑟知印 vajra-mus.t.i（金剛拳印）

婆羅 （anupari）varta（随心咒印名）

跛字 pa（＝跛字門、一切法第一義諦
不可得）

頗字 pha（＝頗字門、一切法不堅如聚沫）

麼字 ba（＝麼字門、一切法縛不可得）

婆字 bha（＝婆字門、一切法有不可得）

字 va（＝ 字門、一切法語言道断）

褒波陀泥 apΣdΣna（＝八転声之第五）

跋陀羅邪尼部 bhadra-yΣn∏ya（賢胄部）
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婆收婁多柯部 bahu-śruta（多聞部）

跋私弗多羅部（婆蹉富羅部、婆麁
富羅部、跋私弗底利與部、婆蘇富
羅部、婆蹉富多羅部、婆 子部）

vats∏-putr∏ya（犢子部）

鉢蠟若帝姓那那部 prajñapti-vΣdin（説仮部）

鉢羅（波羅、波賴 他） pala（四両）

般陀 ?（＝二十八肘）

般遮（半者） pañca（五）

鉢羅廋多（鉢羅由多） prayuta（数十万億）

婆喝那 vΣhana〔数名〕

跋藍 balam.〔数名〕

跋邏 balΣks.am.〔数名〕

婆訶麻 vΣha〔量名〕

婆訶那 vΣhana〔数名〕

婆羅極叉 ?

鉢邏薩他 prasara（?）

半者捺舎 pañca-daśan（十五）

波那縛舍（1） pañcΣśat（五十）

跛麼儞（2） ayuta

縛戸儞 bahu（多）

鉢羅薩陀 prasΣda（亦（3））

般陀（般荼迦、半擇迦、博 般荼迦、
博 半擇迦）

pan.d. aka, paks.apan.d. aka（黄門、半月
黄門）

般若（般羅若、鉢羅枳孃、波若、
鉢若、斑若、般賴若、波賴若、鉢
羅賢禪、鉢刺若）

prajñΣ（慧、智、智慧）

波差憂波差 upΣsaka, upΣsikΣ（近事男、近事女）
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鉢羅吠舍 praveśa（入）

波羅夷（波羅闍已迦、波羅市迦） pΣrΣjika（堕在不如意処、他勝処、
堕不如処）

般舟三昧 pratyutpanna-samΣdhi（仏立定）

波利婆沙 parivΣsa（別住）

婆羅提木 （波羅提木 、鉢喇底
木 、波羅提毘木 ）

prΣtimoks.a

婆南（槃談、煩淡、伊談） vandana（敬礼）

般闍于瑟（般遮于瑟、般遮跋利沙、
般遮婆栗史迦、般遮婆瑟、般遮跋
瑟迦、般遮之會、般遮越師）

pañca-vΣrs.ika（五年、五歳会）

褒羅那地耶 ?（衆具、第二）

鉢 多里荼 ?

波逸提（波藥致、波羅逸尼柯、波
羅夜質胝柯、波質胝柯、波逸底迦、
波夜提）

pΣyattika（応対治、能焼熱）

波羅提々舍尼（波胝舍尼、鉢喇底
提舍尼、鉢喇提舍尼）

pratideśan∏ya（向彼悔、対他説）

波囉帝提舍耶寐 ?（我対説、浄住）

防那 vΣya（＝刺繍・裁縫等の業）

波薩提 ?

婆羅必利迦闍那（婆羅必栗託仡那、
婆羅必 他仡那）

bΣla-pr.thag-jana（毛道、小児別生、
愚異生、嬰愚凡夫）

婆邏 ?

鉢羅底婆娜 底 pratibhΣnavat（辨才具）

般遮旬 pañcâbhijñΣ（五通、五神通）

婆逹喃　婆逹尼、婆逹 ?
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播磨 upamΣ（喩）

伐窣都 vastu（事）

鉢里勿多 ?（品）

波利 pari（皆、偏）

婆哆 bhat.a

波利戍提 pariśuddhi（偏清浄、極清浄）

波利婆羅 parivΣra

播尼（4） pΣn. i（手掌）

婆雌 ?（守護）

婆羅 ?（刀）

鉢羅奢佉（婆羅捨佉、鉢羅 佉） praśΣkhΣ（枝々、支節、支分）

鉢披祗 ?（棄家）

鉢利婆蘭拏 pravΣran.Σ（隨意、自恣）

波演檀越 ?

波帝々々婆利耶々々々 pati pati bhΣryΣ bhΣryΣ

波羅迦羅 prakΣra（?）

槃遮 vΣc（説）

播娜 pΣda（足）

鉢喇室縛 pΣrśva（肋）

鉢力瑟 （5） pr.s.t.ha（背）

波底 ?（ ）

鉢舍也 ?（者）

鉢叨他迦 pr.thak（異）

鉢囉瑟 pras.t.ha（正）

鉢囉捨哩也 prasΣrya（舒）

鉢闥也 ?（邪）

鉢羅舍 ?（薄）



6

vΣla（髪）

鉢羅底磨 pratima（像）

鉢哩曼拏 pariman.d.ala（圓（6））

囉拏 varn.a（色）

縛拏 vΣda（語）

播 舍（7） palΣśa（緑）

路迦耶 avalokya（覩）

鉢羅底輸多迦薩 羅 pratiśrutkΣ-śabda（響）

捨也 paśya（見）

鉢羅底喩多 pratyuta（応（8））

戍曩 praśna（論）

畔闍 bhañja（打砕）

鉢羅拏底 pran.ati（殺（9））

跛者 （10） pacana（煮）

畔陀（11） bandha（縛）

跛羅訶儞 prahΣra（撃）

跛羅 pΣla（護）

跛里 羅 paripΣla（養）

鉢哩車茗 pr.cchΣ（問）

鉢訖縛 pakva（孰）

鉢羅馹曩比也帝 prajñapti（施設）

鉢羅鉢多 prΣpta（得）

跛底多 patita（落）

跛他 patha（如）

跛室制磨 paścima（西）

跛娜 pada（歩）

鉢羅 plava（浮）
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鉢羅尾捨 praveśa（入）

駄 bahirdhΣ（外）

鉢禮沙也 pres.ya（送）

鉢羅曩 prΣn.a（命）

跛哩泥 parideva（悲）

鉢羅戰拏 pracan.d. a（暴）

鉢羅底喩捺 磨曩 pratyudgamana（迎）

婆哩慈儞 parijñΣna（識）

鉢囉鉢底 prΣpti（得）

婆野 bhaya（畏）

鉢也 priya（愛）

bala（強）

鉢囉庾惹那 prayojana（須）

播半憍末陀 ?（罪）

囉 vara（願）

波尼多 pan.d. ita（聡明）

波史 ?（患罪）

梅士曩 ?（姪）

鉢縛麼拏 pramΣn.a（限）

波羅麼拏史也 para-manus.ya（他人）

鉢羅他門 prathama（最初）

縛薩覩 vastu（物）

播曩迦 pΣnaka（飲）

縛疑儞婆 bhagin∏（姉妹）

婆哩耶 bhΣryΣ（婦）

婆囉多 bhrΣtr.（兄弟）

跛儞 羅 parivΣra（眷属）



8

縛 van. ij（商）

鉢喇沙地 pars.ad

跛憺哩 mantrin（臣）

婆多囉 bhartr.（夫）

波底 pati（主）

鉢羅麼曩迦里也 pramΣn.a-kriyΣ（奉事）

囉 ?（婉）

拏 ?（老）、惹囉（jarΣ）

鉢囉迦羅 prΣkΣra（墻）

縛娜舍 ?（梁）

鉢羅娑羅 prasΣra（店）

縛 拏 ?（頸）

波哩賀也 ?（箸）

縛哩多 vr.ddha（盛）

跛舍囉 ?（廳）

婆迦底捨理 bhakta-śΣlΣ（厨）

縛折矩理 vaca-kuri（厠）

婆者羅 ?（動）

縛羅弭也制曩 ?（仏）

波補 ?（跳）

波里尾瑟 pravis.t.a（纒）

鉢囉娑疑 prasΣrita（申）

波底多 patita（倒）

婆 bhan.ga（破）

波曬縛 plava（浮）

鉢（12）囉揭沙 也 praks.Σkan.a（滌鉢）

鉢囉訖沙門叟 praks.Σlan.a（濯）
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波賛 ?（鑽）

縛麼 vΣma（左）

跋 寧娜 ?（漂）

跛 賀囉 ?（溺）

波哩歩多 paribhπta（軽毀）

波哩賀沙也 parihΣsa（戯）

比部

毘盧遮那 vairocana（日）

毘摩羅婆皤娑佛 vimala-prabhΣva（?）（無憂徳仏）

毘鉢尸佛（微鉢尸佛、毘婆尸佛、
婆尸佛、毘婆沙佛）

vipaśyin（勝観、浄観、種種観）

彼勿多羅陀那賴比 pramukta-ratna-ravi（?）（宝放光明）

毘舍浮（毘 婆部、 怒婆附、毘
攝浮、毘攝羅、毘舍符、毘怒婆符、
毘舍婆、 舍）

viśva-bhπ（遍一切、一切有、一切勝、
広生）

微誓耶 vijaya（最勝頂、勝無勝＝五仏頂の
第三）

微吉羅拏 vikiran.a（捨除頂＝五仏頂の第五）

俾沙闍羅所 bais.ajya-rΣja（薬王）

比羅羅耶摩提 ?（鏡明無垢）

婢侈遮羅那三般那（毘侈遮羅、
多遮羅那）

vidyΣ-caran.a-sam. panna, vidyΣ-caran.a

（明行足＝仏十号の一）

尾補羅 怛野怛他蘖哆野 vipra-gΣtrΣya tathΣgatΣya（広博如来）

毘實稟多 vijr.mbita（頻申）
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毘野 囉拏跛哩鉢囉跋 vyΣkaran.a-parivartana

（獲得授記）

毘俱胝（毘俱知） vikr.ti（?）（瞋目）

彼牟提陀 pramuditΣ（悦予＝十住の第一住）

彼披迦羅 prabhΣ-kar∏（与先＝十住の第三住）

辟支佛地（ 勒支底迦佛、辟支迦佛） pratyekabuddha-bhπmi（独覚、縁覚）

畢鉢羅（ 鉢波羅延） pippala（＝樹名）

賓頭廬頗羅墮 pin.d.ola-bharadvΣja（走閇門）

陵伽波蹉（畢藺陳筏蹉、畢陵伽
婆蹉）

pilindavatsa（余習）

毘盧折那 virocana（遍照＝阿羅漢の名）

耨 陀尼子（ 耨 陀弗、 祁
陀弗）

pπrn.a-maitrΣyan. ∏-putra（満厳飾女子、
満見子）

賓伽羅（13） pin.gala（青目＝論師の名）

毘世沙蜜多羅 viśes.amitra（勝友＝十大論師の一）

毘末羅蜜多羅 vimalamitra（無垢友、無垢称＝論
師の名）

卑摩羅 vimalΣks.a（無垢眼＝三蔵の名）

毘尼多流支 vin∏taruci（滅喜＝梵僧の名）

毘目智仙 vimoks.a-prajñars.i（＝北印度の沙門）

毘戍陀僧訶 viśuddha-sim. ha（浄師子＝大乗僧の名）

彼周羅（14）波尼夜 vajra-pΣn. i-yaks.a（金剛手）

毘紕舍（15）那夜 bh∏s.an.a-yaks.a（可畏）

賓頭盧伽 ?（立不動＝鬼神王の名）

氷伽羅（畢里孕伽羅） pin.gala（蒼色＝訶利帝の愛子）

毘那夜迦（頻那夜迦、毘那也迦、
毘那耶迦、毘那怛迦、毘那 迦）

vinΣyaka（障礙神＝人身象頭の鬼神）
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毘首 磨天 viśvakarman

毘商蜜多 vis.n.umitra（?）（＝仙人の名）

毘目瞿沙（毘目多羅、毘目多羅涅
沙）

vimoks.a-ghos.a（＝仙人の名）

賓跎羅（濱頭） pin.d. a-rΣga（?）(集欲）

卑帝 （卑帝 耶、俾禮多、畢帝利） preta（祖父鬼、餓鬼）

毘舍闍（畢舍遮、毘舎遮、辟舍柘、
臂奢柘）

piśΣca（顚鬼、癲狂鬼、噉精気、噉
人精気鬼）

毘利差餓鬼 vr.ks.a-preta（樹）

臂卑履也（比臂里迦） pip∏lika（蟻子）

比數迦 ?（蚤）

毘囉梨 ?

毘荼羅（16） bid.Σla（猫）

毘諶林婆龍王 vijr.mbha-nΣgarΣja（奮迅）

毘摩質多（毘摩質多羅、毘摩質怛利） vemacitra（綺羅画、妙機）

毘沙門（ 室羅 囊、 舍囉婆拏、
毘舍羅婆拏、 沙門、薜室羅末拏也）

vaiśravan.a（多聞、離聞、普聞）

毘紐天（毘瑟 天、毘捜紐天、毘
痩紐天、微瑟紐天、毘瑟怒天）

vis.n.u（遍同、遍勝天）

毘流波天（毘留博 、毘樓博 、
鼻溜波阿 、髀路波阿迄 、毘嚕
波博吃 ）

virπpΣks.a（雑語、醜眼、醜目、不好眼）

毘溜璃（ 留勒 、 流離、毘樓
勒迦、鼻溜荼迦）

virπd.haka（増長）

苾 吃 知 ?（＝摩醯首羅の子）

皮闍延多 vaijayanta（勝徳＝帝釈樓）

毘婁眞王 abhiruci（愛楽）
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毘摩羅闍 vimala-rΣja（無垢王）

柯摩羅阿秩多 vikramΣditya（正勤＝王の名）

毘流離王（毘廬釋迦王　毘婁勒王
毘訖羅摩阿逸多）

vaid.πrya

vikramΣditya（超日王）

毘多輸 v∏taśoka（除憂＝阿育王の弟名）

頻婆娑羅王（頻毘娑羅王） bimbisΣra（影堅、摸実、形牢、色
像殊妙）

毘舍佉（鼻奢佉） vaiśΣkha（＝二月の星名、長養、鹿母、
光解、沸星、黒鹿、別枝、鹿子母）

微沙落起多 bhΣsaraks.ita（?）（光護＝阿音王第
一夫人の名）

頻頭娑羅 bindusΣra（遍実＝王子の名）

毘濕飯怛囉 viśvΣntara（?）（衆異＝復逹拏太子
の別名）

毘膩多鉢 婆 vin∏ta-prabha（調伏光＝北印度の王
子の名）

毘闍耶 vijaya（難勝＝大臣の名）

毘摩羅詰帝隷（毘摩羅詰、毘摩羅
詰栗致、鼻摩羅雞刹帝）

vimalak∏rti（浄名、浄無垢称）

比羅逹 varada（?）（威施＝長者の名）

毘蘭多 ?（＝長者の名）

荼 vinda（＝大富人の名）

毘闍柯 b∏jaka（種子＝人名）

披者 ?（辨辞＝人名）

比安佗末 śuddha-mati（?）（浄意＝人名）

比耆陀羨那 ?（勝軍＝児名）

畢鉢羅耶那 pippala-jΣna（樹下生＝童子名）
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廬 （毘羅 、毘盧持、 羅遲、
比盧持、毘羅 、毘羅知、毘羅柢子、
毘羅 子）

vairati-putra（無勝髪＝外道の名）

微末底 vimati（＝外道の名）

賓多楡柯 pin.gala-vatsΣj∏va（蒼犢＝外道相師
の名）

頻闍阿婆娑 b∏jakΣvΣsa

毘羅婆羅婆 v∏ra-balavat（?）（大天＝一摩那婆の名）

蹉 pratyanta（?）（辺地）

比實 墳 ?（容受＝世界の名）

毘提何 videha（非正体＝国土の名）

毘提訶 videha（東洲＝四大洲の一）

鐸佉（毘鐸佉） ?（嚼楊枝）

微麼囊 vimΣna（楼閣）

毘訶羅（鼻訶羅、尾賀囉） vihΣra（遊行処、寺）

貧陀婆那 s.an.d. avana（叢林）

毘耶離（毘舍離、 舍離、 奢隷夜） vaiśΣr∏（広博厳浄、好稻、好成、好
道、広厳、広博）

尾沙野 vis.aya（国）

敏俱理 ?（高麗）

毘羅若園 ?（不閑静）

毘羅那女園 virohan.a（?）（生）

眉伽園（眉履伽園） mr.ga-vana（鹿）

毘羅林 v∏rya-vana（勇）

毘利 毘林 ?（木林）

紐婆那 ven.u-vana（竹林）

比羅婆絡山（比羅婆洛山） p∏lu-bala（?）（象堅）
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毘富羅山（ 浮羅山） vaipulya（大）

毘那夜迦山 vinΣyaka（障碍（17））

陀 山（毘駄羅山、毘陀山） vidala（?）（種々持（18））

毘那耶山 vinaya（?）（他（19））

婆羅跋恕薩多般那求呵（毘婆羅
跋差薩多般羅那求呵）

vibala-vatsa-saptaparn.a-guhΣ

（少力犢七葉穴＝山の名）

毘陀山 vida（智）

毘婆羅山 vibala（無力）

比尸陀山 piśita（?）（他（20））

毘提訶山 videha（＝国名）

毘那多迦 vinataka（犍与＝山名）

頻闍山（頻陀山） vindhya（射的＝山名）

脾舒離山（毘舍離山） vaiśΣl∏（広博）

眉沙迦山 miśraka（雑）

比那山（比那多山） h∏natΣ（不高）

毘尼江（毘尼多江） vin∏ta（聞静）

毘德多（毘 多） vitastΣ（?）（無勢＝江の名）

毘多羅子（ 多羅尼） vaitaran. ∏（?）（下流＝江の名）

毘摩（毘摩羅） vimala（無垢＝江の名）

毘婆舍耶河 ?（無濁）

毘壽波婆河（毘壽波摩訶） vidyudupimΣ（電譬 ）

毘婆舍那河 vipaśyanΣ（無 ）

毘藍風（毘藍婆、毘嵐、 嵐、
藍婆）

vairambha-vΣyu（迅猛風）

鉢羅風 pippala-vΣyu

毘濕婆風 viśva-vΣyu（不巧風）

毘毘梨洟 vivaran.a（?）（開示）
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毘脂多婆多 viśis.t.a-vΣta（勝者）

毘楡遮囉那 vicΣran.a（観者）

尾女縛 vidyud-vΣta（?）（霹靂）

尾儞庾 vidyud（電）

尾迦 vikΣla（暮）

比拏 pan.a（賚銭）

比拏 phena（沫）

畢鉢羅樹（ 鉢羅樹、必鉢羅樹、
卑鉢羅樹）

pippala（菩提樹の類、似菩提樹、
榕樹）

洛 樹（ 利 樹） plaks.a（高顕）

醯勒（ 醯勒、 梨勒、 得迦、
尾吠怛迦）

vibh∏taka（不畏、無畏）

敏羅 ?（蘿蔔）

尾囉細曩 ?（柰）

賓洲曼荼羅 ?

比疑縛多 ?（柰）

毘 婆木 bilva（其木）

必立皤木 pΣlevata（?）

頻婆果（頻螺果、毘羅婆果、避邏果、
頻蠡果）

bimba（相思）

必栗迦香（ 力迦番） spr.śa（?）（触香）

頻婆羅香 bimbara（?）

畢哩體瞿摩夷 pr.thu-gomaya（?）（牛糞）

毘伽摩 vigama（＝雪山中の良薬の名）

臂 （21） peja（粥）

畢哩孕過 priyan.gu（栗）

蓽 利（蓽 畧） ?
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殺社社鉢利色迦羅 bhais.ajya-paris.kΣra（薬（22）資具衣）

頻伽陀藥（畏 摩藥） vigata（?）（除去）

畢喇樣 priyan.gu（＝薬名）

毘濕縛藥 viśva（＝種々功能薬）

毘敏社 bhes.aja（薬）

比鉢理 pippal∏（畢鉢）

頻婆帳 bimba

庇尼 p∏t.hikΣ（机）

毘闍耶多 vijaya-ratha（最勝好車）

毘瑠璃 virπd.haka

毘婆沙論（毘婆沙論、鼻頗沙論） vibhΣs.Σ（広説、勝説、広解、種種説、
分分説）

毘伽羅論（毘邪 刺 論） vyΣkaran.a（記論、字本論、声明記論）

比摘迦 ?

佛畧（裴佛畧、毘佛畧、毘富羅） vaiplya（方広、広破、無比法、希法、
未曽有）

頻毘娑羅 bimbisΣra（円実）

毘若底摩 喇多憑始迦奢薩 羅 vijñΣpti-mΣtratΣ-vim. śati-śΣstra（唯識
二十論）

毘多荼書 vetΣd.a（起屍＝書典名）

毘耶寐奢羅書 vyΣmiśra（雑＝書典名）

毘多悉底書 vitasti（人＝書典名）

毘棄多書 ?（食残＝書典名）

頻波 羅波羅時伽摩南 ?（ 沙迎経）

毘尼母論 vinaya-mΣtr.kΣ

波陀（毘陀） veda

畢多耆呵 ?（＝咒名）
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畢梨帝囊攴富敷 ?（＝咒名）

毘尼波啄 ?（断結）

毘睇陀羅必得家 vidyΣdhara-pit.aka（明咒持蔵）

毘社富囉迦印 ?（甘果子印）

毘居刺多印 ?（瞋印）

毘闍耶印 vijaya（最勝印）

微鉢哩多合掌 vipar∏ta（反 合掌）

毘鉢囉哩曳薩哆合掌 viparyasta（反背互（23）相著合掌＝
十二合掌の第九）

毘灑勒沙尼 bhis.ars.an∏（?）（去声）

毘婆闍縛地（毘婆闍婆提） vibhajya-vΣdin（分別論師）

尾舍 vim. śa（二十）

頻婆羅（頻跋羅） bimbara（十兆）

毘婆訶 ?（＝十大阿蒭婆＝数名）

毘歩多 vibhπta（＝十大珊若＝数名）

毘婆娑 ?（数十万兆）

卑婆娑他那波若帝 ?（数千万京）

毘薩闍波帝 ?（数千攘）

毘浮登伽摩 ?（数千万壤）

比部餘

比丘比丘尼（苾蒭苾蒭尼、 芻
芻尼、比呼比呼尼）

bhiks.u, bhiks.un. ∏（勤事男、勤事女）

毘那耶（毘尼、鼻那夜、毘奈耶、
泥迦）

vinaya（調伏、清涼、守信、離行、
化度、律、善治）

霏那 pun.ya（福徳行）
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毘羅尼河 ?（難度）

毘播迦 vipΣka（異熟識）

臂 犍 hata-ghan. t.Σ（打木）

毘闍南（毘若底、毘闍那） vijñΣna（識）

毘舍 vaiśya（商＝四姓の一）

微麼麗（尾麼 ） vimala（無垢）

毘木底（毘目 、毘木 ） vimukti, vimoks.a（解脱）

毘鉢舍那（毘婆舍那） vipaśyanΣ（観、見）

毘梨耶（24）（毘離耶） v∏rya（精進）

賓荼波底迦（儐荼波多、賓荼夜、
賓荼波多）

pin.d. a-pΣtika（常乞食）

毘沙拏 vis.Σn.Σ（角）

毘怛迦毘遮羅 vaitarka-vicΣra（尋伺）

毘訶羅莎弭 vihΣra-svΣmin（寺主）

微吃哩 多 vikr∏d. ita（踴躍、遊戯、神変）

毘質多羅 vicitra（端厳、種子）

毘訶羅波羅 vihΣra-pΣla

俾尸 peś∏（肉団、成団）

疎黎沙 ?（無染著）

毘婆毘婆舍那 ?（観苦空無常）

苾力 慕里迦 vr.ks.a-paryan.ka（樹下坐）

毘陵伽馬色 ?

鼻鼓迦 ?（種）

毘尼生折邪 viniścaya（決擇）

比縛 pibati（飲）

比始 p∏d.ayati（押）

比微 ?（打）
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尾鉢羅枳喇曩 viprak∏rn.a（散）

尾娑悌 ?（緩）

尾戍麼 viśrama（息）

毘也 哆覧 vyantara（内）

尾布羅 vipula（広）

尾娑麼羅 vismaran.a（忘）

尾魯、怒瑟 viruddha, dus.t.a（悪）

比怛囉 p∏d.Σ（禍）

尾也蜜室羅 vyΣmiśra（和合）

尾沙 vis.a（毒）

毘輸 娑 viśvΣsa（委寄）

比拏多 gan. ita（算）

尾吉哩耶 vikr∏ta（売）

比多 pitΣ（父）

比多麼賀 pitΣmaha（祖）

尾縛賀 vivΣha（婚）

比拏 vinihata（災難）

尾惹 b∏ja（子）

比舍旨 ?（云）

毘底 ?（柱）

頻 ?（甎台）

砒拏 ?（脱）

毘沙麼 vis.ama（険隘）

尾歩底 vibhπti（楽）

比怛隷 ?（叔伯＝名）

比多麼 pitΣmah∏（祖母）

比咥哩也 pitrya（翁）
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辟陀 bheda（破）

不部

弗沙佛 pus.ya-buddha

不 婆麼里 prabhΣ-mΣlΣ（?）（光髪仏）

佛（佛陀、浮陀、仏駄、歩他、浮圖、
浮頭）

buddha（覚、知者、浄覚）

佛陀槃遮 buddha-bhΣs.Σ（仏説）

富樓沙曇藐婆羅提 purus.a-damya-sΣrathi（可化丈夫調
御師）

逋廬 底攝伐羅 avalokiteśvara（観自在、観世音）

扶薩（扶 、菩薩） bodhisattva（開士）

分那婆素（補 伐素、富那婆蘇） punarvasu（井宿）

富 那彌多羅尼子（富樓那彌多羅
尼子、富樓那彌室那尼子、富囉拏
梅低黎夜富多羅、補刺拏梅 利曵
尼弗 羅、布刺拏梅 麗衍尼弗
羅、富那曼陀弗多羅、富羅拏迷低黎
夜尼弗多囉、布刺拏梅怛利曳尼子）

pπrn.a-maitrΣyan. ∏-putra（満足慈者、
満慈子、満願子、満祝子）

浮曇衣 bhπta-dharma（?）（至誠意＝比丘の名）

佛陀僧伽 buddha-sim. ha（師子覚＝無着の弟子）

佛陀羅 buddha-dhara（覚取＝論師名）

佛陀駄婆 buddha-dπta（?）（覚使＝論師名）

佛陀蜜多羅 buddha-mitra（覚親＝婆薮槃豆の師
の名）

佛陀耶舍 buddha-yaśas（覚名、覚称）

佛大跋陀（佛陀跋陀羅、佛度跋陀羅） buddha bhadra（仏賢、覚賢）
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佛駄多羅 buddha-trΣta（覚救）

佛陀多羅 buddha-trΣta（覚救＝上記覚救とは
別人）

佛陀扇多 buddha-śΣnta（覚定）

佛駄什 buddha-j∏va（覚寿＝ 賓三蔵の名）

布如烏伐耶（25） pun.ya-prasava（福生＝那提三蔵）

弗若多羅 pun.yatara（功徳華＝ 賓の人）

浮陀跋摩（佛陀跋摩） buddhavarman（覚鎧＝西域の人）

佛駄 多 buddhagupta（覚蜜＝三蔵の名）

佛陀波利 buddhapΣli（覚護＝ 賓国の人）

奮拏逹多 pun.yadatta（徳施＝三蔵の名）

佛陀提婆 buddhadeva（覚天）

佛圖羅刹 buddharΣks.asa

佛駄斯那 buddhasena（仏将、覚将）

弗如檀 ?（法鏡、法 ）

部多（部多宮） bhπta（自坐）

弗婆呵羅 pus.pâhΣra（食花＝夜 の名）

部多伽那 bhπtagan.a（神衆＝夜 の名）

部摩 bhπmi（地＝夜 の名）

分那分那木珂夜 prapπrn.a-mukha（満面）

分那柯 pπrn.aka（満＝夜 の名）

富那跋陀 pπrn.abhadra（集成＝鬼神王の名）

不那羅陀 ?（不 喚＝天仙の名）

分陀黎鉢暮 pun.d.ar∏ka-padma（?）（藕華＝地獄
の名）

布怛那（富單那、富多那、富陀那、
布單那）

pπtana（臭穢、熱病鬼＝餓鬼の一種）
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婦佉囉 ?（鼠）

補刺拏伐摩王 pπrn.a-varman（満胄＝無憂王の玄孫）

佛陀毱多王 buddha gupta（覚護）

富那奇 ?（満願＝児の名）

不蘭迦葉（布刺拏迦葉波、富蘭那
迦葉、補刺拏迦葉、布賴那迦葉）

pπran.a-kΣśyapa（満飲先）

補羯娑（26） pukkasa（垢濁種、典獄）

補羅縛尾禰賀 pπrvavideha（身勝）

弗婆勢羅 purva-śaila（東山＝伽藍の名）

富婁沙富羅（富留沙富羅） purus.a-pura（丈夫国、丈夫宮）

補陀落迦山（補陀洛迦山、補陀洛
迦山、逋多羅山、補怛落迦山）

potalaka（小花樹山、海島、小樹蔓
荘厳山）

不婆尸羅山 kalΣpa-śaila（?）（東石山）

富囉拏 底 pπran.avat∏（?）

布沙迦羅儞 pus.karin. ∏（池）

弗沙星（沸星、佛星、孛星、富沙星） pus.ya（鬼宿）

富那婆蘇星 punarvasu（井宿）

富 避陀那 put.a-bhedana（?）（斥破）

布史 paus.a（十月）

浮地（27） bhπ（地）

馥力 vr.ks.a（樹）

分陀利（芬陀利、奔荼利迦、分陀
利伽、分荼利迦、分荼利伽）

pun.d.ar∏ka（白蓮花、百葉花）

布利迦 pπpalikΣ（著鑑餅）

蒲闍尼食 bhojan∏ya（正食）

蒲繕尼食（蒲膳尼食、蒲膳尼食） bhojan∏ya

布儞阿喝 pπtyΣhΣra（?）（腐爛食薬、残葉薬）
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補莫迦 ?（帳 ）

福羅（布羅（28）、腹羅、富羅） pπlΣ（短 ＝靴）

富羅跋陀羅 pπlΣ-bhadra（?）（＝革履の飾）

富數波書 pus.pa-lipi（＝花書名）

富沙迦羅仙人書 pus.karars.i-lipi（蓮花＝書名）

浮摩提婆書 bhπmi-deva-lipi（地居天＝書名）

補薩多迦 pustaka（書）

補盧沙（富樓沙、浮溜沙、富留沙、
富盧沙）

purus.a（士夫、大夫）

補盧衫 purus.am. (所作士）

補盧沙拏 purus.en.a（能作士）

補盧沙耶（29） purus.Σya（所為士）

補盧沙須 purus.Σt（所従士）

補盧殺沙 purus.asya（所属士）

補盧鎩 purus.e（依士）

醯補盧沙 ?

分衞 pin.d. apΣta（乞食）

布薩（布薩陀婆、布沙他、逋沙他、
布灑他）

uposatha（浄住）

普莎訶 phπh. -svΣhΣ（言祥）

覆沙 bhram. śa（壊色）

補伽羅（補特伽羅、福伽羅、富伽羅、
富特伽耶（30）、弗伽羅）

pudgala（数取趣）

布野 pπya（膿）

布刺喃 pπrn.a（満）

布囉以 Σpπrita（?）（吹）

布 ?（束）
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補哦曳 pun.ya（?）（福）

布始多 mus.ita（盗）

補怛羅 putra（児）

布羅 （31）、布囉曩 pπrva（旧）、purΣn.a

補羅 pura（宮）

布羅縛賀拏 pravΣhan.a

【注】
（1） 音写文字不適合。
（2） 同上。阿由他か。
（3） 訳語不適合。「浄信」
（4） 播麼を脚注により「播尼」に訂正。
（5） 「婉」を「 」に訂正。
（6） 「国」を「圓」に訂正。
（7） 「含」を「舍」に訂正。
（8） pratyataは「反対して」の意の副詞。pratyutlaraならば「応答」の意となる。
（9） pran.atiは「服従」、「殺」ならば prΣn.âtipΣtaとなる。
（10） 「 」を脚注により「 」と訂正。
（11） 「施」を脚注により「陀」と訂正。
（12） 「揭」を脚注により「鉢」に訂正。
（13） 原本「賓羅伽」を脚注により「賓伽羅」に訂正。
（14） 脚注では「波闍羅」を金剛としており、「彼・周」は二字共に誤か、と記

している。
（15） 「含」を「舍」に訂正。
（16） 原本「毘羅荼」を「毘荼羅」に訂正。
（17） vinΣyakaは（障碍の）除去者の意。
（18） vidalaは破片の意。
（19） vinayaは除去の意。「他」は意味不適合。
（20） piśitaは肉の意。「他」は意味不適合。
（21） 原本「介」を訂正。
（22） 原本「楽」を訂正。
（23） 原本「平」を訂正。
（24） 原本「那」を訂正。
（25） 原本「不如鳥伐耶」を p. 311下「那提」の脚注により訂正。
（26） 原本「婆」を脚注により「娑」と訂正。
（27） この語は「禅定」（禅が音写字、定が意訳字の合体であるのと同様に「浮」

（音写字）と「地」（意訳字）の合体と推定される。
（28） 原本「市羅」を「布羅」と訂正。
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（29） 原本「製廬」を「補盧」と訂正。
（30） 原本「邪」を「耶」と訂正。
（31） 原本「布 羅」を脚注により訂正。


