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南アジア古典学（SouthAsian Classical Studies) 11, 2016 

Haribhatfaja旬kamata第11話『鹿ジヤ｝タカ』和訳

九州大学 岡野潔

『ハリバッタ・ジャータカマーラー』 (Haribhanaja地細ala）第11話の『鹿ジャータ

カ』 （附・gaja肱 a）は、 Indicaet Tibetica叢書から1983年に出版された MichaelHAHNと

Konrad也.AUS共著の研究書があり（1にそのおかげでこの第11話はハリパッタのテクスト

の中で最も学びやすい章の一つになっている。私はこのテクストを丸式での演習の授業

に使うことを考えて、和訳を作成した。授業で使用する際に便利なように、各韻文・散

文ごとに H必耐とKu.us両博士が校訂した原文に和訳を付けたかたちにし、また平易な

An時卯bh(Sloka）以外の韻律には、韻律名を記した。拙い翻訳であるが、亡き HAHN先

生が愛した、このインド仏教文学史上の最高作である美しいテクストが日本で読まれ

るために役立つことを期待する。

注意： この和訳では、発文と合わせて読む際の参考になるように原文に出来るだけ近い翻訳

を心がけたため、特別に使った記号がある。・＋と・の記号である。これらニつの記号は原文に見

られる修飾と被修飾の関係を示すものである。吟の記号の直前にある修飾表現が、その後方にあ

る、・の記号の産前の語に懸かることを示す。例を示すと、 「まるで親友であるその鹿を失った

かのようであり吟、風によって打たれて揺れる小枝があり吟、至るところに拡がったコオロギの

音色をもっ吟その森・は、心配し悲しみ、泣いているかのようでした。（11.25）」ーこの文では、

三つの修飾表現（吟）が、被修飾語（・）の rその森」に懸かっている。

Mfg司毒阻kar鹿ジヤ｝タカ』（11)

吟平紅niva jiv1tam i号何時1

karu辛抱uga地 par；盈由細吋ah.卸崎j

ka:φ血am姐錨面napi mano 

nay；祖.tim.rdu窃平maha図書naQ.// [11.1] (Arya) 

I. Michael HAI王Nund Konrad也 AUS(1983): Das Mrgajii.taka (Haribha!fa-jii.takamiilli XI) Studie, 

Texte, Glossar, lndica et Tibeti伺 Verlag,Bonn. 



憐れみをそなえた偉大な者たちは、他者のために、草と同じほどに愛しい［としか

恩わない自分の］命を捨てることによって、頑な心をもっ人々の心にも、柔らかきを得

させる。

ぬdya白anus品yate I svacchasalilataya candrikayeva dra河bhiitayaIDf<lupavanapreri匂匂Z組－

g出aip.慎重勉1yacakravakamithunopaSobbitapulinaya var両部aya凶mnagay五bhyal咽討tacal an飽re

vividhat紅uccb五yap:治itajal誕ayajalesukumお話adval油.aritabhiibbiigekvacid a珂yebodhisattvo 

mrgayiith剖hipatirbabhiiva I 

次の様に語り伝えられています。とても澄んだ水のせいで、まるで月光が液状化した

かのような時、また柔らかな風によって動かされる波の群がある時、またチャクラ

ヴァーカ烏の夫婦によって飾られた岸辺をもっ吟ヴァーナラサー河・によって飾られた

山の内奥において、様々な樹々の影が湖の水を覆っている、また柔らかな草やぶによっ

て緑になっている地所のある、或る森において、鹿の群のかしらとして、菩薩がおりま

した。

k~irodaphenadhavalena tanii也re明

P!1号・lllenaca bhramaras叫由ati血舵akena/

領ravilas誕abal舗ph町itagra戸~ma

reje kata勾aivayog油翻antabhiimel}.II [11.2) (Vas胡凶瑚）

乳海の泡のように白く、すらりとしたお腹により、また蜜踏の群のように黒色をし

た背中によって、 ［その鹿のかしらの姿は］森の奥の場所で、瞳に［無数の］燦めきの

斑点があり崎、震えるまつげの先端をもっ時、 ［女の］流し目・の［限の］ように見え

ました。

tasyaiv.創μvidh槌.yabodhisattvasya kiipcid riipalav勾yapr組向.anukandevada般車Stats姐 lipac栢

natim油atomrgayii也asy剖hipatyaip.cakara II 

そのようなかの菩薩に、姿の美しきのほどでは多少類似しているデーヴァダッタは、

その近隣に生きる巨大な数ではない庫の群を治める［鹿の］王でした。

tabbyおnac出.patibhy盈pte同lite明細taSnatI I 

Sa位制yoga吋srabdha平町gayiitbevicera叫 II[11.3) 

これら 2匹のかしらの統治によって守られたこつの群は、草を食みつつ、恐れなく安

心して生活していました。
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atha kadacit s五回曲hfitam括ayavy描 anobrahmadatto nama riija凶rgamyavar初出yas曲yagu-

r功sthalavi凶ve&itadhanvav可ivar剖hirohIsa併anuy五回sturag.紘bur部amuddhata戸中suparidhii-

sar四 ayanap試写madivasakaras叫踊paj旭 国vedak咽紘r福山lalaiacle§al;isasainyadhv加 1isaqitrii-

sotpatitamayiiratittiricakoravanalqkav誌面ivi号館10nna錫ninimnabh白nibhiig盈1ikvacitpada-

ti car碍郁伺1位置sit油相手北hura吋nyasac池itasphuriJ凶 apha地ulavimuktasrav阻 .tita伊saliliinimatta-

gajapatikapolanika伊平出縄lkriin匂mad剖hivasitaぬruskan品asamipabhr面白madhukaraga.Qiini

ta!aVi!apis紘hiivalagn誕U事kakakubh紘号aphalamadgubalilipicchaparimi§r北誕誌u勾V創p8ataru幽

part).錨 aqicay出 iicy組曲1acir謝訂面白伊isaritpiir匂ipalvalapailkavinimagnavyaghrapadiini 

pakvodumbaragan1伽ぬivasi時 油v拘 ipavanacalita凶 upa批紘u世油hujag鎚 .ftibhir姐kitamar胸

gap.句siinivanantaral)i vilokay.紐魁平cidatikramya凶 mrgayii血advayaqivisrabdh酪 thit縄I

sainyena p組ve~!aY加iasaI 

或る時、狩猟という悪徳を習慣にしたプラフマダッタという王が、ベナレスから［猟

に］出かけました。弓を斜めに胸の上につけて、最高の馬に乗り、似た［装備の］お

供を引き連れており、目のまつげは馬たちのひずめが巻き起こす壊で汚オL、額のところ

は太陽の焦熱かち生じた汗のしずくに覆われた［王は］、軍の［立てる］物音に怖がっ

て飛び上がった孔雀・ヤマウズラ・チャコーラ烏・野生の鶏がいる、平坦ではない高

かったり低かったりする土地がある時、ーあちこちで歩兵の歩みに驚かされた鹿たち

の蹄が［水中に］踏み下ろされることで標えわななく小魚たちの群が逃れ去る川の岸

辺の水がある時、一一発情した象王が額を擦りつけることで染み込んだ発情液の香りが

ついた樹の幹の近くを飛び回っている蜜蜂の群がいる崎、一一岸辺の樹々の枝に［未

だ］くつついている干溜らびたカクパやアクシャの実や［更に］マドグ水鳥や鷺たちの

尾羽が混じりあう、カーシャ草やクシャ草や竹の、茎や葉の集積によって、久しい［前

にそこに］溢れ出た山の河流の洪水が［有ったことが］示唆されている吟、一ーまた沼

の泥にはまり込んだ虎の足跡がある時、一一熱したウドゥンパラの香が染みついた調林

がある時、一一風に動かされた細長い旗［のように］ぐねCね曲がった蛇たちの［這っ

た］跡によって道標が付けられた［かのような］道の塵がある時［そのような］森の内

部・を観察しながら、少し奥に進み行き、そして安心した状態にいるその二つの鹿の群

を、 ［彼の］軍で包囲させました。

atha vilokya伺 mii:rp.品向k盈mu祖母

cal誌:halinasa皿uccbritanisv組組／

a8ar明劫parib版nnaka白mbak道

bhayava§ena mrg碕paridudru叫 II[11.4］伽Uta吋1姐蜘｝

揺れるくつわによって騒音を立てる、弓を手にした軍を見て、鹿たちはよりどころな

く逃げ回りました、恐怖のあまり群が散り散りになって。
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前 alokya阻 皿組tata抑1aritan

叫P槌拙yena m摺ansa恥品isa従vf!Q/

saradhehs釘姐Iuddhar組組血arad

av組 Isa:ipsamupetya sa:ipbabh旬eII [11.5] σ-1'.alabh酎輯

王の軍によって鹿たちが八方を固まれたのを見て、かの菩薩は、速くで矢筒から矢を

抜き出しつつある王に近づき、語りかけました。

卵1gap，姐m店舗a平均ay五ya

kasmaddh組 町etatkriyate tvaya sab拘細／

divasediv錨em油in描 aqlte 

lllfg組 iekaikam aha噂 visarjayi~ye// [11.6］側filabh副lfi)

「何故、一斉に鹿たちを滅ぼそうとして、あなたはこの弓に矢をつがえるのですか。

毎日、あなたの台所に私は一匹ずつ鹿をゆかせましょう。」

凶~agadamal証patis 旬ぬs taJ:μ 

yadi錨tya早m括atat ta白昼kari号ye/

na kari~yasi 偲dim!ilp. vyavas也君m

pr油ari~y面ri tato IDfge~u bhuya与II[11.7］似通labhari幕。
すると王は彼に答えました。 「鹿よ、もしその［言葉］が真実であれば、私はそ

の［提案の］とおりにしよう。この取り決めをもしあなたが実行しない時は、その

後、再度また私は鹿たちを攻撃することになろう。」

pratipadya gate 'tha bhfimipiile 

dhava加 cha位相iv面白rkatape/

nijagada s細 etyabodhisattvo 

h紅i平砲S笛npun訂 eka筒mupe伽 II[11.8] ゆ｛fil油踊句。

白傘蓋をもって太陽からの熱苦を防いでいる王が、約束して立ち去った時、再び一つ

に集合したその鹿たちに、菩薩は近づいて、言いました。

yugapat samupagate vin誕e

yadi labhyeta pun均kramf!Qsa s!idhul). I 

kramam etya ciraya s面白etwp

bha泊五n!imakad!icid anyad eva II [11.9］ 倒iilab油相〉
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「もし、一挙に［われらが］全滅しそうな状況において、しかし［それを回避す

る］正しいやり方が得られるのであれば、平和の原因として［その］やり方を長い間

用いることによって、いつか他の［もっとよい状祝］が現れるでしょう。

gajakumbha・吋bhedapa亭c.titan拘1

bal加.atμkes姐草加aがd吻組地f

qapayantis紅相槌iinnarendr碕

幽皿U白rbh如ョbh吋祢V組 emrg五平amII [11.10] 側事labh剖判

象の額の隆起を引き裂くことに長けた、力あるライオンたちの命すら、 ［彼らを〕

敵視する玉たちは、矢をもって滅ぼすのです。まして、森で草の葉先を食べている鹿た

ちは問題になりません。

si匂manisucibhistamo vibhindafi 

jagad avabhasya mancibhi与語誕拍b与j

patati vigatakantir槌 taS必lat

k~a平a吋sariirava eva s釘vabhiiv碕II[11.11] 0叫がtiigr置）

真白な宝玉の［ように］燦めく光線をもって、黒閣を打ち砕く月は、世界の生き物を

照ちしてから、日没山から沈んでゆきます、美しさを失って。あらゆる存在は瞬時にも

ろく滅びるのです。

sal辺阻削町岨g明1f.抑加ak号obhayitva

haratijala他国制hyiitp組 nagaiμvainateyaJ;i I 

組.patatinak政itk釘mai;t旬 kovido・pi
pra由itagurubalo'pi pr紘凶a.naipvi戸k佃 i// [11.12] 倒祖国）

素早く、大波の水を乱して、ヴァイタネーヤ（ガルダ鳥）は海中からナーガを奪い取

ります。 ［そのように］何者も、前世の業の異熟を免れることはできません、どんな達

人であっても、偉大な力で有名なる者も。

itik紅maga師 j甑MivijiianapaJavo bu曲碕／

pra写iityaye・pinay面.tivi容量darμdhirace回 at}II [11.13] 

このように業の働きを知って、知性の鋭い、堅固な心をもっ賢者たちは、命が失われ

る時にも、絶望に至ることはありません。」

a th a y弛 apatidvay拙 amiide8iit偏bhy.盈μy拍車bhyii血 ah組 yah組 yekaiko mrgas tasya r司自obho-

janapaktikale mahan槌 am砲五tI evarμ ca katipaye~v ah均sva地rant句udevada出 y柚 av紅白y劫
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S細 草 戸 血 制 御ayah紅i早yal}.p均 tog組組avara.QI ta崎 sasva内出apa伽 agam抑制lSV加担

niya簡単語vaJ.ipr邸側回bha＇吋錨smiI tat拘戸田町avane m詔<IBavaip活必匂ipyag組曲milmaya 

凶alutatra戸加組事mぽ旬mlnai蹴 1ag紅・bhas也.ena血vakene討ldevadatto yiithapa位 uvacaI tat 

katamo’nyo mrg鵠匂.vav匙eprapte g組向yatiI s鉱vathatvayaiva gantavyam組事国aj踊 bhavatI

ya m細 郁 旬lailghayatitiI tena y紬 apa出草山bb帥 i偏 siipas町aIDfgI cintayiim iisa I yo’Y抑

制鉦yoyii伽，patiray組組踊m体錨 tasmiidenam api tiivad油by紅伽向yeI gatva ca bo胸

dhisattvam uv雇cal

二匹の群のかしらの指示により、彼らの［二つの］群から蕗が毎日一匹ずつ、かの

王の食事を料理する時間になると、台所に行きました。このようにして幾日が過ぎた

時、デーヴァダッタの群にいる妊娠した雌鹿が行く番になりました。すると彼女は自分

の群のかしらのところに行って、言いました。 「わが主よ、間違いなく明日、私は出産

しそうです。そこで、産んでから、森に鹿の仔を置いて、私は［王の台所に］行くこと

にします。私が其処で死ぬのはよいのです、しかしお腹にいるこの子と一緒には行けま

せん。」群のかしらであるデーヴァダッタは答えました。 「それでは他のどの鹿が行く

のか、お前の番が来ているのに。どうしても、お前自身が行かなければならない。私

の命令に背こうなんて、お前は身の程をわきまえない奴だ。」その鹿のかしらから罵倒

されたその離麗は、引き下がりながら、考えました。 「第二の鹿の群のかしらである

方は、とても憐れみ深いお方だ。それ故、今はあの方にお願いしましょう。」

［彼女は］行き、菩薩に言いました。

mama yiithapa総 vira.Q凶 p加 g組印刷1waJ.ayamI 

iis細胞戸槌avaciis凶凶enaiprak号a~iivakam// [11.14] 

「群のかしらよ、王の宮殿にゆく私の順番が来たのですが、私は出産間近です。それ

故、この子をお護りください。

pr；部百回狛組組Inamavalihya ca jihvaya I 

S筒m単位payayitv油相lsav叫lcafical担 etrakam//[11.15] 

生まれたばかりの、限をきょろきょろさせて掘っている子を私は舌で甑め、乳房

で［お乳を］飲ませてやり、

V組 副.teS拍抽<IBakalacchay位 dcIB姐 aku411lalail)I 

SPfS組組Ip街dval誕訟hmp吋lokyacap町al.is也i絢皿II[11.16] 

森の奥で、貝殻のかけちのような色をした、芽のような［小さな］歯で、若草の先端

に触っている、自の前にいる［わが子］を見てから、
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mama y抽 apa総 yiithebha民ny訓 kaniyasi/

gami~y加ih宿命油a早協y鞠i~ipya putr；山ml/[11.17] 

群のかしらよ、私の群には妹がいますので、彼女に子供を預けて、目的を遂げた私

は［王宮へ］行きます。」

iti putralaJ.槌 3Ip偏Ip

hari頃mabhidhiiyini:ql sam滋okya/

yii伽 pa陶磁<J.ha平

SU加担組uk細：payabfday姐 II[11.18) (Arya) 

このように語る、子を希求するその鑑鹿を見て、群のかしらの心は憐れみによってた

いそう一杯になりました。

aparici1飽’pyanukampa

d時出凶SU臨海Ipvivardhaぬsa品o与／

jalasiktamUl吋五Ia

1栂：va可~mpsamaJ.ambya// [11.19] (Ary量）

見知らぬ者であっても、苦しむ者に対しては、気高い者の憐れみは激しく増大する。

あたかも樹に抱きつき、水に濡れた棋をもっ蔓草のように。

y槌 yaivasty佃嘘ampa 

他 mp§釘叫.iigatatμsamaJ.okya I 

ぬdvy部組abha砲油e加Ip

sa eva kurute parrup. yatnam II [11.20] (Arya) 

庇護に求めて頼ってきた、囲苦する者を見て、憐れみをいだいたその者こそが、その

不幸を滅ぼすために、最大の努力をする。

t祖語civiina血amrgiiμ mrgay抽組紬o

bhadre parityaja釦ca平 m組出isphur：組也n/

tv仰向!bani”がmupetyav組 ecar岨.ti

yasy加 y油咽narapa時 svayameva ve§ma II [11.21) (Vasantlli副御）

さて鹿の群のかしらは、その雌鹿に言いました。 「よきご婦人よ、 ［あなたの］心

に満ちている悲しみを捨てなさい。あなたは［ここに］留まっていなさい、完全な幸福

に至り、森の中を歩きながら。私が自ら、王の宮殿に行きます。

balmμ §i均abaritatμ明組組砥組1叫

一 7 -



candr旬何百lavimalarp組副抑pib組 tam/

S仰 b時 細面amihapu住akamei:ia重量v地

S注品卸cinup.s個別alokayacafical耐 amII [11.22] (Vas佃 tatilaka)

シリーシャ樹の［花のように］緑いろの、新鮮な葉っぽを噛んだり、まるで月光の

集積のように浄らかな水を飲んだり、ここで［他の］鹿の子たちと一緒に遊んだりして

いる、きょろきよろした自の［あなたの］幼子を、 ［あなたは］いつまでも観ていな

さい。」

誕vasya偏miti Illfgl単純jag五dad加 as

仕草笛ya:由adyahari写Imara平副mayeyam/ 

du悼hatpunarbhav北fffijjana:錨司ntathaiva 
trayeya marajayin匂 S組 iav盃pya加dhimII [11.23] (V山岨血）

そのように、かの心堅固な者（群のかしら）は雌鹿を安心させてから、 ［蓄顕を］述

べました。 「今日私がこの離鹿を死から救ったように、それと同じ様に、私は［いつ

か］マーラ（魔）に勝てる悟り（菩提）を得てから、輪廻によって作られる苦しみから

生類を護ることができますように。」

ity uktva sa yfi伽 patirudar紘rantibaddho事.nl.81}.8与kb町apu!otk協同ajas.回nIllfgaroman也姐0・

jjhi句cbad釘面白泊icitap鉱y粗飯d vasatisthanat prlig eva s佃 1U拍車ya 吋m組 asa

y拙 en抱.ugamy；細書novむ匂鎚：Imabhi地 pra協 theI 

このように言ってから、 ［鹿たちの］腹部が置かれたことで熱がこもった時、 ［沢山

の］蹄が［踏んで］掘り起こした塵換がある時、鹿たちが反拐して吐き出したナツメの

実の種が周辺に積み重なっている峰、 ［彼らが］棲む地所．の前方で、かの群のかしら

は立ち上がって、ベナレスに向かって出発しました、憂い悲しむ［腐の］群に後続され

なカまら。

吋kosapu号戸st担nathakul政ul五年

kalair alinfuμ吋ru飽irvis勧ibhi.Q/

vidhfi凶珪hagrakaranabhasvatli 

回v醐；yamas町 ivacala世uma.J;i//[11.24] (V抑制伽）

聞いた花々をもち時、蜜蜂たちの拡がる甘い羽音によって充ち満ちた吟、風によって

枝の先という手を震わせる吟、山の樹々・が、彼を引き留めようとするかのようでし

。
た

vimucyamanarp suh:rdeva tena tan 
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mrget;1.a v草笛batalolapallavamI 

vis副 cirI吋m鎗ms姐 1組 tato

V担 m:prurodeva samutsukotsukam II (11.25] (V昭島拙a)

まるで親友であるその鹿を失ったかのようであり吟、風によって打たれて揺れる小枝

があり吟、至るところに拡がったコオロギの音色をもっ時その森・は、心配し悲しみ、

泣いているかのようでした。

athab叫hisa伎vovarai;i.部：isan証pamag：掴iyaki早cid吋I細，bya凶 m穏ay紬細ityuvaca I nivar-

tya筒mi調副担isulabbaviyog加ihilok出向lg紙面iI suciram. aがvasanぬkalarama頃yamara・由 da-

vanam upasya him槌咽ayap制mlanapalasak回訂広町kamapaga句g組曲.amapahaya gacchaty 

eva pralqticaficala s崎 lavabhasya ca pra可剛司aladapafavaguQ剣刷digvadhiim幽如i

lasyam iva ca白血yitva吋raktiiiva vesy.泊g組 E単位a師 lavigalitasalilalaghiina伊ga飽.vibhaviin

k狛1ukiinivap組tyajantijalad.hariin aciraprabh碕i~碍叫anmkhavi~akaQ.Si.Siriilps町 api

prabha凶 amaye伊rityajyatesahajaya臨時五lsarva悩 natat陶 cijjagati. vidyate yan niinyo・

nyaviyogi syad iti vicintya dhannaparaya判ryu号mabhirbhii.tvii s姐 iyag五回ap組palani'yaiti I 

包ccam詔ayfi也m:ps出tviib叫his鉱tvamii c誌写町vi号ayadgacchan飽mavalokyapi町viyogiidiva 

soka8aly向 ata同也ym:p釦nyamivatadV姐却pratyajagiinlaI bodhisattva 'pi ca h創平a-

V紅滋iam油i~ajas白血icayela伊a8vagaQ紘al油abh尋問amutpatitiivalin描 araghiikula.miilpsape-

位佃iup組 制 句ni語takar凶 iikarpmrgag組ianapra回~ibhiraurabhrik泊ra防 l].3Siinas曲面am

ag細 yava加 theI te ca tadvadh制組柄拘m頃 y抽 ap：甜madaya利益ed凶 ay祖 asu年l

きて菩薩がベナレスの近くに来た時、少し歩みを止めて、その鹿の群にむかつて語り

ました。 「今ここで、引き返しなさい。世界において、結合したものは容易く分離する

ものです。本性上移り気な「美」たちは、春の季節には美しい蓮の群に久しく留まって

いますが、冬の季節には花弁・花糸・花托が萎れて香りを失った［蓮の群］を捨てて、

立ち去ってしまいます。 ［夏になると］光輝いて現才l、雨期の間は雲という衣に包まれ

ていて［見えなかった］天女の顔を示し、踊りも見せてくれたのに、っかのまの［彼女

たち「美」は］、まるで情を失った娼婦たちが財産を蕩尽した愛人たちを捨て去るよ

うに、秋の季節には雨水を流して軽くなった雨雲たちを捨て去ります。夜［の女神］の

顔にある［赤い］額の印である月ですら、夜明けになると、生来の「美」から見捨て

られます。世界には互いに別離することがないところのものなど、全く何一つ存在しま

せん。このように熟慮して、あなた方は法に専念しながら、正しく自己を護るべきで

す。」

その鹿の群は［そこに］立ったまま、普薩が視界から消え去るまで見つめてから、

まるで父親と別れたかのように、悲しみの矢に傷ついた心をいだいて、空虚に見える森

に戻りました。
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きて菩薩は、庫・猪・水牛・山羊の骨が山と積まれている場所にたむろする犬の群の

喧騒が恐ろしい時、飛び立ったり降りたりしている蝿に充ちた肉の塊がある時、鋭い

包丁が置かれている時、鹿がやって来るのを待ち受けている屠殺人たちによって一杯で

ある時屠殺場町こやって来ると、 ［そこに］立ち止まりました。彼の屠殺をとりしきる

その男たちは、 ［鹿の］群のかしらをとらえて、王に見せました。

a th.ab ha号atatat:μ r司ahari亭aip.hariQ.e~a早a与F

ap剖k拘 ayii曲部tva平 vadakiip svay細 agata与II[11.26] 

鹿を見た王は、かの鹿に言いました。 「群が全滅していないのに、あなたはなぜ自

ら来られたのか、語ってください。 J

bodl語路ttvauvaca I 

garb hi頃h制。－deva知 叫aip.m加 upagatli/

putr.叫紅白nak柏均勾yastasya vおe’h細 iga崎 II[11.27] 

普藤はいいました。ー

「王よ、妊娠した雌鹿が私に救いを求めて来ました。子を見たいと願う彼女の［殺

される］番に、私が来たのです。

pu住akmp.命酒害伊血icchanty碕p加 yitvamanora自制／

句yastasy~p釘叫ipritom佃 ye’h叫lID何umuおav組 iII [11.28] 

子を見たいと望んでいる、その雌鹿の希望を満たすことができて、私はこの上なく嬉

しい。私は死を祝祭と見なします。

hari頃Ip.h副写.arp.cat:ra y蜘 ma.J.okya nqtyave I 

y姐 mes翻 abhavadd崎油arp鈎dadya na bba・吻yatiII [11.29] 

［これまで］雄鹿や雄鹿が死ぬために此処へゆくのを見て、私には苦しみがありま

したが、その［苦しみが］今やもうありません。

tasmat pramapaya m吋vara踊 mid盈llm

2. 第26詩節倒aaは次のllAHN(2仰 7）副itioMi悶版により、 I訂版(1983）を修正した。 Michael

HA町（2伎町 Haribha,伊 inNepal. Ten Legends from His J動向n叫－ and t加 Anon)'1即 m

Sakyasirfihaj伽恥回＇itioMi初or.Studia P凶ologicaB凶ぬi伺 Mono伊 1phSeries X溜， τb.eh町制.on叫

Institute for Bud品加Studies,Tokyo. 
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a町油ihrikai与kathayadeva吋l細加ekim/

atyayat四 ak制写紘avai回 nab詞dh咽

ceto bhin制 navi持制arom阻 .eel姐 II[11.30] (V鎚 血 凶aka)

それ故、王よ、今や私を屠殺人たちによって殺させてください。お命じください。王

よ、何を購購っておられるのですか。とても大きな『憐れみ』という鎧をつけた私の

心を、 『意気消沈』 （気後れ）という矢が突き通すことはありません。」

atha sa r司a加，ya偏Ip.p.ぽお血相ati抑制.paμyasim姐 ukam:悼平 vicintyavis凶畑組ru戸labdha

iva lajjaya bo品isattvamuvaca I s剖bus剖buyii也apatel

かの王は、驚得した心で、その［鹿］がもっ、他者に利益を得させることに敏感な同

情心を洞察すると、肇恥心に捉われたかのように、菩薩に語った。 「何とすばらしい

ことでしょう、群のかしらよ。

parむ出m向patti凶b叫db即 eta

町 g誌ftistvatp. p脚号apradhanaキ／

伊ropaghataya倒防凶dhayatna

vayatp.ld凶uvyalam沼地sam泊碕II[11.31] (Upendrava同）

他者の利を成就させることに懸命な心をもつあなたは鹿の姿をしていますが、人間の

最高者です。 ［逆に］他者を害するために、懸命に努力する私たちはまったく野獣と同

じです。」

a也a加dhisa伽 ovipratisaravanぬIPr司an細 avetyajata.visr姐 bhamu油細ityuv加 l

さて菩薩は王が後悔を抱いているのを理解し、信頭の念いを起こした顔をした［彼

に］、次の様に言いました。

知 町amup唱紙叫訂舗paradhaip.

ripum aが悼si恒lavyud踊 yako戸ml

ka血ayakath組組事g描還平m詔 均 値

upari pa:価値 tave~avo 凶錨地II [11.3幻向尚瞬）

「［自分に］保護を求めに来た者には、罪を犯した敵であっても、怒りを捨てて、あ

なたは保護すると聞きました。おっしゃってください。どうして罪のない鹿たちの上

に、あなたの鋭い失が射かけられるのですか。

戸泊拘:qina tvaya yuddhe d吻atyapi par勉m嘘:he/

瓜ha:ip.sibhayavitr~錨血h創平副凶ya叫k柚細II [11.33] 



戦場においてあなたは、背中を向けて逃げる者には、仇敵であっても攻撃しません。

どうしてあなたは恐怖におびえて逃げ去る鹿たちを攻撃するのですか。

jahihi m揺ay詑ricJ面 iasatsaipkalpavardl曲面i/

n釘北高伊e与sphuradd静岡bhavi国 yeyamahutil:;l II [11.34] 

妄分別によって育まれている、狩猟という娯楽をやめなさい。それは［来世で］燃え

あがる焔をもっ地獄の火のために捧げられる供物になります。」

a血asa r司apr.姐 udi加 1anastatp y帥 apa也事m油atis均白昼sanaaropya savinaya平 mcairas卸 価

adhi~!haya pro卸aviinI aho subh:匂加:ipkriya錫:ipme moha也nirap紐吋泊－ dharmade8aneti I tato 

bodhisattva]}. sakalayii riijap的 adiivalokyam副 都ta:q:tr可iinru:p.s叫凶dhay剖 nity uviica I 

王は悦んだ心で、かの群のかしらを大きな王座に昇らせてから、恭しく下の座に坐

り、言いました。 「ああどうか、暗愚の聞を追い払う、法の教示たる『善説』 （すぐれ

た講説）を私にお示し下さい。」

すると菩薩は、すべての王の徒衆に見つめられながら、そして王の願いを聞き入れな

がら、次の様に語りました。

subh語学tap剖 r姐 .unna助制yii

par紅白組i~pa凶.papyasIkriyii I 

gu平均va匂pt註伊平avatsuciidaro 

吋rUφmetac carita早m拍車困祖語m//[11.35] (Va騨as伽）

『善説』を好み、栄光によって高慢にならすえ他者に利を得させることに最も適した

行動をして、もろもろの徳性［を集めること］に飽きることなく、徳性をもっ者たちに

敬意を示す一一これが、偉大な者たちがもっ、大人の振舞です。

ni'伽畑 制 釘蜘Iigatej錨T

ubhe m組 U符部yam岨u~yalak写m呼II

adainyam apatsv api cittag副 raviid

apatrapii ciiryapathaprak誕iniII (11.36] (V明知tha)

はなはだ明瞭で気高い光輝がある時、人間にとって人間たるしるし（標識）であると

ころの吟、二つのもの・があります。ー (1）不幸の中でも、心［の偉大さ］を重んじる

故に、みじめな気持ちにならないこと、（2）そして聖者たちの遵を指し示す、 「悌じる

心」です。

khal碕pralqtyaivamal加錨誕ayii

内
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可制pare~am aya8al)su jagrati I 

svacitta釦ddhauV泊ivi号tabuddhayo

budh碕pun鎚 te号ubbf血平daya』av油II(11.37] (V抑制由a)

俗悪な人々は本性上積れた心をもち、無用に、他の者たちの［犯す］不名誉を監視し

ています。しかし賢者たちは、知性［の方向性］を自分の心の清浄さの上に置いてお

り、彼ら（凡俗の人々）に対しても、つよく同情をもちます。

n釘e抑制lyodayapa町 U興事vapi 

kriya na sarvasya paropak副項／

parisphur司jyoti~i 血gh姐enabhasy 

ag部 tyaevambu karoti nirvi~am II [11.38] (V咽ぬ地a)

社会的成功と男らしい偉業とが等しい、 ［立派な］人々においてすら、なす行為は

すべての他者を益するものではありません。雲なく、燦めく星々を有する天空におい

て、アガステイヤ星（カノープス星）のみが水から毒を消します（地上のあらゆる水を浄

めます）。

vicinty姐福田’pik紅otivismay；咽

visお均五saccaritenasajj姐時／

yad表組c尚u与pathameti dehin.匂

同調mrtenevaman詞isisificati II [11.39] (V抑制伽）

高貴なる人々は、 ［周囲に］ふりまく善行によって、考慮（予想）されつつも、驚嘆

の念を引き起こします。彼らが人々の視界に入るとき、あたかも不死の甘露によるかの

ように、 ［人々の］心を［浄め］濡らすのです。

y描 yay祖 i伊ro戸 臨 郎 副 部.rotona vicchidya飽

dhica匂凶caviyogi yasya胸部advav eva tau jagra崎 f

叩 ye持mpa§udh紅ma平均ipar油itavyaparadunnedhas句1

tulye rii町ah叩 Iprama出 m祖師事majfian組制va信ID//[l 1.40] （紐dtilavikriQj.1飽）

或る者がもっ『他者への助け』という長い［善行の］水流が途切れることがなけれ

ば、また或る者の r智慧』という眼が［暗愚の］聞から離れていれぽ、一一彼らニ者だ

けは、 ［輪廻の長夜において］目覚めています。しかし他の者たち一一家畜のような生

き方をもち、利他の活動に関して暗愚な者たち、怠惰な心をもち、無知という眠りにい

る（智慧の眼をもたない）者たちにとって、昼も夜も同じです（昼も夜も間じ不覚醒の中に

います）。
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sm:psare bhramato m油面伽胸部eSatp向。E細泳iasyava 

sadhol) s剖huphaleni伽鈎m油ati'dve eva te matp. prati I 

yatra pro.ijhya grha早tapov.組制abhi pr＇泊町yate的 y描 e

yas凶nva kriyate vivekapa!lJbhi与saka早ka伽 s耐 b地 II[11.41] (S制国avikr補包）

私が思いますに、大暗黒の閣である輪廻の中を迷いつつある者（凡俗の人〉、また

は［そこに］留まっている善人にとって、 ［次の］二つのことだけが、とても大きな善

果をもちます。ーは、 ［彼が］家を捨てて、至福のために苦行林に出発することです。

またこは、 ［彼が］判別の学に明るい賢者たちと共に会話することです。

bhujyante svagrh白血itaiva sukhatp yasy訂曲ibhil].satppada与

patyiy鎚yacad.J:耳stamal}仰 hatayedvav eva tau F匂i臼与／

y部 tva回 rupbh釘irunnate 'pi vibhave hina8伺 vidvattaya

tasyale凶y旭町eriv耐 tibhftal}sattapy掛 at信n組 uII [11.42] (Sard国avikrIQita)

或る者がいて、もしその者が自分の家にある財を、乞い求める［貧しい］者たちに快

〈享受させるならば、また、或る者がいて、もしその者の明噺な知性が［暗愚の］闇を

打ち破るために向いているならば、その両者のみは、 ［本当に］生きているのです。し

かしもし或る者がいて、その者が莫大な財の中においても利己的であり、また学識を欠

いているなら、彼は容在するといっても、実は非存在をもっているのではありません

か。あたかも、形姿だけをもっ、絵に描かれた［だけの］宝去のように。

kfccbral labd.J:iam aがkramel}abhavati prabhr咽 sibhuyaJ;t s幽明1

tadbbrm:p§e p副舗p鎚neti p町時a8cittanal叫ijvalay；姐／

du悼hasyasyabhavlinuband.J:iajananI he旬与何回jalin.I

te V組組Ipsukhino m組咋SU凶hitayail}. samyag a恥cchataII [11.43] (Sard国側la'IQ.ita)

苦労して獲得した幸せがまた再び徐々に崩れ去ってゆく時、その崩壊にあたって、人

は心の火を燃え上がらせて、ひどく苦しみます。彼の苦しみの原因は、 ［輪廻的］生害

への結合を生じさせる、欺く女である『渇愛』です。もし：或る者たちが心において正し

く『小欲たること』を確立しているなら、その者たちは非常に幸せです。

mohacchedi subb両it抑吋nayatidravy問lvinaiva針組制

adrav抑制bhavantyapi sphuta戸davyarthopade§a前崎j

k紅mare胆伊.μy；剖還がvigh阻 aηomendr担貰acchavil;l

釘伊bhaJ;tkriyate kal姐幽1paru号車dgh叫位同nnayasal} II [11.判1csard臨叫la'IQ.ita)

暗愚の簡を切り裂く『善説』 （すぐれた講説）は、苦労なしに正しい事実に導きま

す。しかし不実な［教師］においては、明解な表現であっても、話す言葉は無益な教え
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となります。鍛冶職人は、最も有能であっても、雲一つない天空の［ような］サファイ

アの光沢をもっ万剣を、ベルを作る［ための］錆だらけの粗悪な鉄から製造すること

はしないのです。」

iti gul}agt碍加国avidam油arajenasa明白磁a向abhavi鈎.vyamiti I a伽 sarajaぬar-

m血血加rmsva白伊匂itam佃童相ぬ皿:rgabhaya];tsabahumiinam iti加ぬisa伽咽pra§a§咽 sal

このように偉大な王は、徳性と不徳性の区別を知り、正しい道に依る者にならねば

なりません、一ーと［鹿のかしらは］語りました。すると法話がもっ不死の甘露の味に

心楽しんだかの王は、鹿たちに安全［の約束］を与えてから、深い敬意をもって次の様

にポサツを称賛しました。
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「［命の］発生があれば、この世界［の生物］は死と病気と疲労によって苦しめられ

る。渇愛という紐縄に縛られている生類にとって、繰り返しそれら（発生）は苦悩であ

る。輪廻は、浬襲［か溺れる］まで、途切れのない再生の恐怖をもつものであるが、

［しかし輪廻は］あなたとの出会いの原因であると理解した。 ［すると］それ（輪廻）

は私たちにとって悪い欠点”ではない。 J
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さて菩薩は王座から降りて、王に別れを告げました。
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「王よ、私がいなければ、 ［私の］鹿の群は失意の気持ちをいだき、混乱するで

しょう。賊なく、大地を久しくお治めください。私は速い足どりであなたのもとにやっ

て来るでしょう。」
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それから、王から許可を得たその群のかしらは、その森に戻って行きました。
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速くから群のかしらを見つけ、歓喜したその庫の群は、逢いたさに満ちた眼で、若草

の東を歯の先に底えたまま、群がって急いで駆け寄ってきました。
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鹿のかしらが森の奥から去った時に、雌鹿は限を閉じたかのようでしたが、心堅固

な者がそこに近づいた時、ふたたび、眼をぽっちり見開いたかのようになりました。
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かの雌鹿は鹿のかしらのところにやって来ると、歓喜して大きな眼を揺らしながら、

このように言いました。 「あなた様のお助けにより、鹿王よ、私の心を楽しませてく

れるこの子は、森の中を遊びまわることでしょう。」

bodhisa町 0・pica凶 mrgayilthadvayamasvasya p踊思 prl出 lupajag.加 aI tad ev抑 par油ita-

P紅 ayal}功sabhagav.砲istiryagbhiito 'py asid iti vincintya taduparopitapr＇錨副 abhavata yilyam iti 

II 

菩薩はそのこつの腐の群を安心させてから、無上の歓喜を得ました。

このようにかの世尊は［前世に］動物であっても、他者を利するために懸命だったの

です。こう熟慮して、あなた方はかのお方への滞信を生長させてください。

II I鴫 aj絢 b早prath細胞II

［第2部類の］第I、 『鹿ジャータカ』 ［終わる］。
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円。


