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AⅧdanakalpala樋舛-97章とSMRAM23章

-YaSomitra,VyaghriHastin,Kacchapaの校訂・和訳一

略号（1）

SMRAM=Subhasitamaharatnavadgnamglg

Av9=Avadanagataka

九州大学岡野潔

本論文は第一部として、Ksemendra作Bodhisattvadanakalpalat3の四つの章の校訂と翻●

訳を行う。その後、第二部として、有部の仏説説話集AvadananaSatakaの、中世ネパー

ルにおける受用と再創造を示す再話説話集SMRAMの第23章YaSomi伽の校訂・翻訳・

研究を行う。

第一部

Avadanakalpalat屈舛-97章の校訂と翻訳

前年と前々年の拙稿におけると同様に、今回もドイツ・マールブルクのMichael

HAHN先生と出本充代夫人は、この第一部の四つの章の校訂と和訳の原稿に対して、厳

しい批判の仕事を引き受けてくださり、多数の綿密な訂正と再考のための意見をくだ

さった(2)。お二人の御親切に心から御礼申し上げる。また御夫妻によればMartin

STRAuBE博士も特に第95章の原稿の全体に目を通して、修正案を追加してくださったそ

うで、博士の御親切にも感謝する。

94章と95章の二つの章は平成18年度の九州大学人文科学府大学院での私の演習の授

業で訳読を行ったが、片岡啓准教授も授業に参加され、しばしば有益な御意見をいた

だいた。また修士課程の山崎一穗君は熱心に授業に参加された。ここに記して感謝の

意を表したい。

(1)これ以外の略号はSTRAuBE(2006)に従う:B=GNQ;6=DT;Ed.=editioprincepsofD3s&

Vidyabm3apaなど。ただし全部の版GNQDTを意味する大文字のオメガの記号は、私の現在の作

業環境では出せないので、β6と記した。

(2)御意見により訂正または再考しえた箇所のなかで、特にHAHN御夫妻の意見であることを示

したい場合にはその箇所の文末に[Sugg.HAIE,I]と記している（お二人の意見を区別することはし

なかった）。
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AⅧ曲nakalpalata,MYa§omitravadana

Q:Ge331a6-332a2D:Khe259a3-260b30:Ge331a6-332a2N:Ge299bl-300a3

G:Ge425a3-426aST:556bl-557b6

Skt・Mss.:A*365b2-366bl;B128al-b3;E127a-128a3

/taralatarataraligodgaragamblliratoye

dadhatijagatikecittaptatambhagnabhagyah/

kllaramaruparitapekecidutsiktapunyall

sallajasalilasaraistrVrat"namtyajanti"94.1"

1cutsiktaluts[i]ktaA(postcorr.)[itseemsthatasmallhookasivowel-signis

added],confirmedbytib.rgyaspa(cfNEGI789a):utsaktaA(antecolT.)BET.Cf.de

JONG.

/{D259a3,T556bl}taralatarataramgodbharagambhrratoyedadhatijagatike

cittaptatambhagnabhagyah//kharamaruparitapekecidutsaktapupyahsahajasalilasa

raistrbrat鱒pamtyajanti/[1]

激しく流動する波を吐く、深い水を湛えた世界（海など）においても、幸運を失った

或る者たちは、熱に苦しみ続ける。［またしかし］満ち溢れる福徳をもつ或る者たち

は、過酷な砂漠の熱苦の中でも、生まれつき与えられている甘露の水によって、激し

い喉の渇きをいやす。

/skalbanyamspakhacigrabg・yorbarlabsskyedpayi//zabmo'ichuldan

'grobadagtugdungbanyid'dzincing/

/bsodnamsrgyaspakhacigmyangamdragporyongsgdungla//lhanskyes

chuyitshogskyismbZadsredpagtongbarbyed/

1arba]6:dba'6.1cngam]6:ngan611dragpor]6:dragpos6.1dkyis]

6:kyi6.

/sravastyamp叩yamitrasyasnnurgmapaterabhnt/

yaSomitraitikllyatanpratimanamyaSasvinam"94.2"

/Srabastyampupyamitrasyasnnurgrhapaterabhnt-(')//yaSomitraitikhyatapratima

namyaSasvi(namD:namT)/[2]

(1)Viramaisdenotedbythesign_hereinafter.
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シュラーヴァスティー（舎衛城）のプンヤミトラという富豪にひとりの息子がい

て、ヤショーミトラといい、名声ある者たちの範であった。

/mnyanyoddunikhy伽gyibdag//bsodnamsbshesgnyendaggibu/

/gragspa'ibshesgnyenzhesbyaba//gragspacangyitshadgyurbyung/

2czhes]6:ces6.

/tasyajamnak5anepunyai心pey面号akiranatvi9ah/

av"iprabhava*varbhi"asﾖmavigamavipat"94.3"

3bpeynga]AT:paiyngaBE:Piyn5aEd.3c*varbhih,exconi(HAHN):[vag]bmA

:vagbhihBE(=Ed.):babhihT:tib.chuyis.

/tasyajanmak5allepupyaiりpeyngakirapatviSaP//ab"iprabhabababhihSaSama

ba5amabipata/[3]

甘露の光をもつもの（月）の輝きをもって彼が生まれるや否や、福徳の力によっ

て［生じた雨］水によって、無雨に起因したひどい災厄が終息した。

Note3a*varbhih]三写本ABEのvagbhm「言葉によって」は文脈に合わず、明らかに誤りであ

るが、editioprincepsのEd.もそれに従う。蔵訳のchuyis「水によって」の意味に沿って梵文を

訂正すべきである。写本Aのvagb肋はcadbhij(ca+adbhiP,pl.mst.ofap)の字形によく似ている

が、むしろvarbhij(pl.mst.ofvar)と読むのが自然であろう。

/bdudrtsi'izergyi'odzercan//deskyestshenabsodnams*kyis/

/c伽yischarmedlasskyespa//mibzadrgudpazhibargyur/

3agyi]6:gyis6.3b*kyis]exconi:kyi66.3Cyis]6:yi6.

/sa*yuvaivavaSIgatvabhavabhogaparalimukhan/
● ー●

●

jinamjetavanasmamsi9evekuSalodyatah"94.4"● ● ●

4a*yuvaiva]eXconi(Ed.):yuvevaABEIIvaSrgatv3]A:vaSIbhntvaBE.[Here

deJoNGproposestoleadva庇b〃"".HebrienyreferstotheTibetantranslation("Readv"ji
〃一

b伽､ノグ,cf．T.'').ButfromthecorrespondencewiththeTibetantranslationvMrgα"〃is
〃一

preferabletowWb加加面,becauseva虚gcmncorrespondstotib.肋α"ggyJ".c加g//[...]so"g""

(1).］

/pra{D259b}sabai(daD:baT)baSTgatvabhababhogaparadmukhaり//jinamjenaba

nasrnamsiSebekuSalodyatah/[4]●

彼は若者になるとさっそく、［欲望を］制御し、生存の享楽から顔を背け、善行に

励む者として、ジェータヴァナに居られる仏陀のところに行き、お仕えした。

－97－



/gzhonnunyidladbanggyurcing//sridpa'ilongsspyodlasphyirphyogs/

/dgelabrtsonpadesongnas//rgyalbargyalbyedtshalbzhugsbsten/

－

/dharmadesmayﾖ§ﾖstullpravrajy豆曲atpadamSritam/

tulyakaiicanapa"nanso!bhnnmuktapriyapriyan"94.5〃

/dhannmadeSanaya兎StuりprabrajyarhatpadamSritai//tulyakaficanab""aDso

bhnttyaktapriyapriyaり/[5]

師（仏陀）の法の教示により、出家を［得て、さらに］阿羅漢の境地を得た。彼は

石と黄金が同じ［価値に見える］者となり、人の好き嫌いを離れた者となった。

Note5bpravrajyarhatpadam]これに似た表現は89.27dにもある:pravr"yarhatvamayayuり．

/stonpaschosnibstanpayis//rabbyungdgrabcomgnaslabrten/

/denigserdangrdomtshungsshing//dga!dangmidga'btangbargyur/

5ayis]6T:yiD.

/damStrabhyamsarasamtasyadrutasphalikaninnalam/

susravavariyenasauvTtatIWansadabhavat"94．6//

6bsphalika]AT:sphatikaBE.

/dam9鯛bhyamsarasamtasyadrutaspali{T557a}kaninnmalam//SuSrabacariyen3

saubrtastraSnahsadabhabata/I6]

彼の［口中の］両の牙歯から［極上の］味のある、液体の水晶の［ような］清らか

な水が流れ出ており、そのおかげで彼はいつも喉の渇きを免れていた。

/deyimchebadaglaschu//roldandrimedshelgyini/

/khubazagspagangzhiggis//denirtagtusredbralgyur/

/kadacidbhik5avahsarvebhagavantamkumhalat/

t鱒navyuparametasyapapracchuhpunyakaranam"94.7"

/kadacidbhik5ababsarbbabhagabantamkutmhalata//t"pabyuparametasyapa

pracchuhpupyakaraPam/[7]

ある時、すべての比丘たちは好奇心から世尊に尋ねた。「彼に喉の渇きが止んでい

ることには、いかなる福徳の原因があるのでしょうか。」

/namzhigdgeslongthamscadkyis//dgemtshanlasnibcomldanla/

/deyisredpabralbayi//bsodnamsrgyunirabtudris/

7csled]6:srid6.
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/so､braVitk53yapakhyasyaSastuhkﾖsipurePura/

abhntpravrajita"re5thisutahsundarakabhidhah"94.8"

/sobrabnk園§yapa肋yasyaSastuhkaSipul℃pura//abhntprajitabS唖伽sutahsunada

rakabhidhaり/[8]

かの［世尊］は説いた。過去世にカーシーの都城にスンダラカという大商人の子が

いてカーシャパという師（仏）のもとで出家した。

/desgsungskashi'igrongdusngon//mdzespazhesbyatshongdponbu/

/stonpa'odsrungszhespayi//rabtubyungbanyiddugyur/

/sakadacitt"krantansamtapamantavigrallatl/

nidaghecatakaivanakvacijjalamaptav加〃94.9"

/sakadacitt"akrantahsantapaklantabigrahah//nidaghecatakaibanakvacijjala

maptabana/[9]

ある時、炎暑によって［彼の］身体はやつれ、まるで夏のさなかにどこにも水を得

ることが出来ない一羽のチャータカ烏のように、彼は喉の渇きに苦しんだ。

Note9ccatakaiva]チヤータカ鳥は雨滴だけで生きていると伝えられる。Cf.R"sα加版rall3;

Rag伽vα加血V17.

/namzhigskompasgzirgyurcmg//gdungbasnyenpa'iluscandes/

/soga'itsatakabzhindu//'garyangchunithobmagyur/

9bpa'i]6:pas6.9ctsa]6:tsa6.

/Snnyatamtoyap肋mknpanirjalatamapi/

srotamsisallasa§oSamtasyapullyainsamayayun//94.10"

10bkmpaniljalatam]BE(=Ed.):kmpaniIjalatamAT.

/SnnyatamtoyapatrapiktipaniIjalatamapi//sro{D260a}tamsisahapaSogamtasya

pupyaihsamayayuh/[10]

水がめは空になり、井戸も水が尽き、川の流れも彼の福徳のなさのおかげで、突然

洞れた。

/deyibsodnamsmayinPas//chusnodstongpanyiddangni/

/khronpayangnichumeddang//iugngogs!phrallabskamspargyur/

10bdang]6:du6.10dbskams]6:skams6.
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/dehatyagodyatasyathatasyat騨覗pralapinah/

upadhyayenasalilamdattamprayadadrSyatam"94．11"

/dehatyagodyatasyathatasyad騨頓pralapinaj//upadhyayenapalilamdattampra

yadadrSyatram/[11]

喉の渇きをつよく訴え、捨身（自殺）しようとする彼に、親教師（和尚）が与えた水

は、不可視となった（消えてしまった）。

/denasskompaschongesmras//lusnigtongbarbrtsondela/

/mkhanposchunibyinpadag//mthongbaminpanyiddugyur/

/§ﾖsanatka§yapasyathasaSasturjalabh"anam/

akgayatvamivayatamsamgheciramacarayat"94.12"

/Sasanatka§yapasyathapaSastuljalabhajanam//ak5ayatvamibayatamsamghecira

macarayatam/[12]

その時、師（仏）であるカーシャパの指示に従い、彼は長い間、まるで［水が］尽き

ないものになったかのような、水壺［の水］を僧伽［全員］に配った。

Notel2c]AvSii.87.9によれば水壺の水が尽きなかったというのは響嶮ではなく、人天を驚かせ

た、現実に起こった奇跡である。しかしその場限りの奇跡であり、永遠に水が無尽蔵になったわ

けではないから、ivaで表現したのであろう。

Notel2dacarayat]この動詞の目的語がjalabhajanamであるが、単数なので、一つの水壺から水

を配ったという意味になる。carayadはBHSで「配る」という意味である(cf・BHSD,s､v・

carayati,"handsout,dismbuteW)｡AvSの相当箇所では、「愛しい子よ、この水を僧伽に配りなさ

い」(vatsaetatpanIyaInsamghecarayeti.SPEYERed.ii.87)という文になっている。

/denasdeyisstonpani//!odsrungsbka!yischuyisnod/

/mizadpanyidbzhingyurpa//dge!dundaglayunringbrims/

12dring]6:rings8.

/karunyattasyabhagav珈kﾖsyapa"reyasmnidhill/

*prasannaljPanipadmenacahevaripratigraham"94.13"

13c*prasannamexconi(deJoNG),inferredfTomtib・rabtudangbas:prasanna

ABET(=Ed.).

/karupyattasyabhagaban-nka§yapahgreyasannidhih//prasannap"ipadme{T557b}

nacakrebaripratigraham/[13]

彼を憐れんで、幸せの宝蔵である方、恵み深い方である世尊カーシャパは、蓮のよ
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うな手をもって、水を受け取った。

/deyichunibcomldanidas//'odsrungsdgelegsdaggigter/

/rabtudangbasthugsrjenas//phyaggipadmosrabbzhesmdzad/

/"tvasavismayastatrajanasamghallsamagatah/

toyamakSayatamyatamsatyadarSanamaptavan"94.14"

/d"vasabismayastatrajanasamghasamagamah//toyamakSayatamyatamsatya

darSanamaptabana/[14]

その場に集まり来た人々の群は、水が尽きない状態になったのを見て驚き、真理を

見る［境地］を得た。

/derniskyebo'itshogs'ongspas//chunizadpamedgyurpa/

/mthongnasyamtshandagdangbcas//bdenpamthongbathobpargyur/

/tatpunyapranidhanenaso'yamkuSalamnlav剛／

yaSomitra"ritahSantmdam9irodbhntapayobharaM94.15"

15ddam5!ro]B:dra9!roA:dram"oE.llpayobharai]T(=Ed.),cftib.chuyi

tshogs:payodhnrahA(butinthemarginofA,bhaiswritteninsteadofdhn):

payodharallBE.

/tatpupyaprallidha(neD:naT)nasoyamkuSalammlab加a//yaSOmitrahSrita"anti

damStradbhutapayobharai/[15]

［前世の］その福徳と誓願によって善根を得た彼が、［今世の］このヤショーミト

ラであり、牙歯から多量の水を生じる者となり、寂滅に至った者（阿羅漢）となった。

/deyibsodnamssmonlamgyis//gragspaiibshesgnyendgertsaldan/

/zllibabsten'dimchebalas//chuyitshogsni!khrungspargyur/

15dgyur]6:'gyur6.

/iti*janmantarodantamyaSomitrasyasadaran/

jinenakathitamSmtvabhikSavovismayamyayun"94.16"

16a*janmantarodantam]exconi(Ed.):janmantaroda伽mAB:janmamtarodattam

E:janmantaradattamT:tib・skyebagzhanlabyinpani(Skt.fjanm珈伽edattam)

/itijanmantaradattamyagomitrasyasada"//jinenakathitamSrutvabhik9a

{D260b}bobismayamyayuh/[16]

このように仏陀が話された、ヤショーミトラの前世の報告を、敬意の心をもって間
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き、比丘たちは驚いた。

/deltargragspa'ibshesgnyen*gyi//skyebagzhanlabyinpani/

/rgyalbasgsungthosguspayi//dgeslongrnamsniyamtshangyur/

16a*gyilexconi:gyis86.16cyil6:yis6.

Notel6bskyebagzhanlabympam]蔵訳は*janm加taradattam(cfT)あるいは筍anmantaredattam

と読んだらしい：「ヤショーミトラが前世で与えられたものを」。

/samsaramaruparibllrama-

t騨血ﾖpamt刑加tijinasevam/

sukllavimalasalilakalilam
●

samahimakallolinmprapya"94.17"

17atyajanti]AT:tyajamtiBE:tyajatiEd.17bjinasevamABET:jinasevaEd.Cf.

deJoNG.17csalilakalilam]A(postcorr.)BE,confirmedbyT(salilakalilam)andtib.

chusgang:salilakalitamA(antecorr.):salilamkalitamEd.CfdeJoNG.[Onaccountof

theanuprasaofl,kalilamispreferabletokalitam.]

/samsaramaruparibhramat騨皿面pamtyajantijinasebam//sukhabimalasalilaka

lilamSamahimakallolindiprasya/[17]

人は、仏陀に仕えることを得て、幸福(sukha)という清らかな水を具えた、寂静

(Sama)という氷雪の河を獲得して、輪廻という沙漠での坊復による喉の渇きと熱苦

を捨て去る。

Notel7bjinasevam]もし文の主語として*jinasev油と訂正して読むなら、「仏陀に仕える者た

ちは、幸福という清らかな水を具えた、寂静という氷雪の河を獲得して」という意味になる。し

かし写本の読みに従ってjinasev伽をprapyaの目的語としても十分意味が通るので、写本通りに

読む。

Metre:Arya.

/bdebadrimedc伽sgangzhibani//khaba'irlabsldanrgyalbabstenpadag/

/thobnas!khorbamyangamthanglani//yongrkllyamsredpa'igdungba

gtongbarbyed/

17achus]6:chu6.17cngam]6:nganβ、17dyongs]6T:yangsDIIsred

pa'i]BT:sridpa'iD.

/itikSemendraviracitayambodhisattvavadanakalpalatayam

yaSomitravadanamcaturnavatitamaljpallavaM
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/itik5emendrabiracitayambodhisatvabadanakalpalatayamyaSomitrabadanam

catumnabatitamahpallavah"

以上、クシェーメーンドラ作『菩薩のアヴァダーナの祈願成就の蔓草』におけ

る「ヤシヨーミトラのアヴアダーナ」という第94の小枝（章）。

/cespadgeba'idbangposbyaspaiibyangchubsemsdpa'irtogspabrjodpa

dpaggsamgyi'khrishinglasgragspa'ibshesgnyengyirtogspabrjodpa'iyal

idabstedgubcurtsabzhipaio"

(Col叩hon:)ces]6:zhes611bshes]6G:gshesNQ.

第舛章の非重要な異読の報告

1．チベット訳の諸版の正字法上の異読

以下，］｝という特別な記号を用いるが，その記号より前にある語形が，校訂テキストの語形で

あり，その記号の後ろにある語が，或る版の正字法上の異読を示すb

None.

2．チベット訳の諸版の特殊な異読(Sonderlesungen)

以下，］]の記号より前にある語形が，校訂テキストの語形（正しい語形）であり，その記号の

後ろにある語が，或る一つの版の特殊な異読を示す。例えば,largyaspa]]rgyalbaG.という記

述はlargyaspalDNQT:rgyalbaGと表現するのと全く同じであり，それはSTRAuBE(2006),S.

245の記述の仕方ならblabsst.dabsGと表現される。

1crgyaspa]]rgyalbaG.2amnyan]]mtanD.4cdgela]]dgebalaG.6amche]]cheG.6c

gis]]giG.7cbayi]]bayisG.8akashi1i]]kashiiiT.9bluscan]]lusnacanG､10diug]]

1ugsG.11asmras]]smraG.11dminpanyid]]minpadag/mthongbaminpanyidG.17d

dgungbaom.Q.

3．梵文写本における特殊な異読(Sonderlesungen)

以下，］]の記号より前にある語形が，私の校訂テキストにある語形（正しい語形）であり，そ

の記号の後ろにある語形が特殊な異読を示す。これは写本の中に沢山ある無意味な書き誤り等の

異読をすべて本文の異読注として挙げると、真に重要な異読がそれらの無視してよい異読の中に

埋もれてしまい、見えづらくなってしまうので、そうならないようにする配慮として、本文の異

読注とは別に記するものである。本文の異読注には重要な異読のみを挙げた。

1atarala]]taralamB.1cparitape]]pari/tapeE､5dmuktapriy3]]mukta<<pri>>y3E.6a

dam鞭abhyam]]draS"bhyamA.6cyenasau]]yainasauA.7ckarapam]]k謝りamA.9a
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kadacit]]kadacitA:kadaciE.9civana]]iva<<na>>E.10csrotamsi]]grotasiA.16cSrutva]]

§mtvaB.(Colophon)]]om.viracitayambodhisattvavadanakalpalatayamBllom.

caturnavatitamaりpallavahB.

Avad屈皿akalpalata,DSVyaghryavadana

Q:Ge332a2-333a2D:Khe260b3-262b30:Ge332a2-333a2N:Ge300a4-301a4

G:Ge426aS-427b3T:557b5-559b4

Skt.Mss.:A*366b2-*367b3;B128b4-129a9;E128a4-129b3

/utsaryapapavipulamtimiravataram

sadyanprakrmakarunakiranaprakaSah/

dogapahaScaparitapaharaScako'pi

sanmargamadiSatibuddhasahasraraSmill"95.1"

/{D260b3}utsaryapapabipiilamtimirabataramsadyahprakimpakaru"kirallapra

kMah//do"pahaScaparitapaharaScakopisanmargamadiSatibuddhasahasraraSmiP"

95.1/[1]

慈悲の広大な光明をもち、黒闇として現われる『悪』の広がりを、ただちに追い

払って、罪過を減し、苦しみを取り去る方、言葉では言いえぬ、仏陀という太陽（千

の光線を有する者）は、［生ける者すべてに］正しい道を示す。

Notelcko!pilこのapiを「言葉では言いえぬ」"indescribable''の意味に取る。Cf.APIE:TVze

S"""歯g"j""Sms虎廊ICbﾉ"pos"jo",p.93.

Metre:Vasantatilaka

/rgyachesdigpaIimunpariugpadagnirabspangsnas//'phrallasnyingXie'i

iodzersnangbarabturgyaspayis/

/skyonselciyangyongssugdungbadagkyang!phrogbyedPa//sangsrgyas

'odstongldanpasdampa'ilamnistonparbyed/

/purepur圃呵agrllebhagavanvenuk加ane/

kalandakaniv印圃肋yevUaharatathagatan"95.2"

2apurepura]A,confinnedbyT(puripura):purapureBE(=Ed.).[HereThaspl"･j

〃耐,butmetrically〃河川耐isnotpermitted(cf.Pihgala'sChandaPsntl･a5.10,""αpJrJ肋α"1m
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s"""").Ahas"re〃厄andBp"m〃だ;deJoNG'sdescription,"AandBhave〃彫〃瓶",is

notcorrect.IIead〃だp"mwithA,becauseitisprobablethatAistheancestoroflater

NepalesemanuscriptsincludingB,andAisfarmorereliablethanB・DeJoNGisoftheopinion

thatp""〃だispreferable,however,IwouldliketopointtothebeginningofBAKL28､2

whereK5emendrausestheexpression〃花p"瓶呵α9ylie[...1.]

/puripurarajagrhebhagab珈bepukanane//kalandakanibasakhyebijaharatatha

gataり/[2]

かつて王舎城で、栗鼠給餌所という名の竹林精舎に世尊は滞在しておられた。

/grongkllyerrgyalpo'ikhabnasngon//kalandaka'ignaszhespa/

/'odma'itshalnabcomldan'das//debzhingshegsparnamparbzhugs/

/tasminpuresarthapaterarthadattasyadarakau/

abhntamniSitakhyayamjayayamyugapad*yamau"95.3〃

3barthadatasya]A:ratnadattasyaT:donbyingyiT(Skt.*arthadattasya).3d

jay風yamyugapad]A:yugapadE(om.jayayam):<<yugalam>>yugapadB(inthe

marginyugalamiswritteninsteadofjayayam)ll*yamau]exconi(deJoNG),

confinnedbytib.mtshemanyiddubyungbargyur(Skt.*abhntamyamau):yayau

ABET:yathaEd.

/tasminpuresarthapateratnadattasyadara{D261a}kau//abhn塩mniSit豆肋yay町jヨ

yayamyugapadyayau/[3]

この都城で、隊商長アルタダッタの、ニシターという妻に二人の男の子が双子とし

て一緒に生まれた。

/grongderdeddpondonbyingyi//chungmarnonmozhespala/

/bugnyisdagnidusgcigtu//mtshemanyiddubyungbargyur/

3ader]6:khyer6.3bpala]6:byaba6.3Cgnyis]6:nyid8.

/tauSankusamdmdatta肋yauyatepitariPaiicatam/

kSmedhaneparijanematrakrccllrenavardhitau"95．4〃

/tauSamkuSandhidattakhyauyatepitaripaiicatam//kSipedhaneparijanematra

kI℃chrenabardhatau/[4]

シャンクとサンディダッタというそれら二人［の子］は、父が死に、財産も尽き、

従者たちもいなくなった時に、母によって苦労して育てられた。

/phanilngapanyidgyurcing//nordang!khornizadpa'itshe/
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/shangkumtshamsbyinzhesbyaba//dedagmayistshegskyisbskyed/

4dyis]6:yi6.

~一

/taumaturvacasabalauSanakaihprativeSmanam/

cauryapravrttausvalparthabhan"namcakratunkSayam"95.5"

5bprativeSmanam]AT:prativeSminamBE:prativeSinamEd.Cf.deJoNG.5d

kSayam]T:{k5a]yamA:svayamBE.

/taumaturbbacasabalauSanakaihpratibeSmanam//cauryaprablttausvalpartha

bh加janamcakratuhkSayam/[5]

母の言葉に従い、二人の子供は次第に泥棒行為をなし、近隣の家のわずかな金や物

を消失させた。

/mayitshiggischomrkunla//rabzhugsbyispadedaggis/

/khyimzladagginorchungdang//snodmamsdalgyisbrlagParbyas/

/matunpituScaniyamenabhavantiyogyan

息vabllrepatantyavinayetadupekSayaiva/

pnrvoditasvajanavasanayaivavid曲a

balastilaivaparaprakrtimbh"ante"95.6"

6Cviddha]ABE(=Ed.):baddhaT・CfdeJoNG.

/matuhpituScaniyamenabhabantiyogyahSvabhrepatamtyabinayetadupekSayai

ba//pUrbboditasvajanabasanayaibabaddhabalastilaibaparaprakrtimbhajante/[6]

父母の膜けによって［子供たちは］適正な者となる。彼らに放っておかれると喉け

がなされず［破滅の］淵に落ちる。先に生まれた親族の薫り（薫習）と結びつくこと

によって、胡麻のように、子供たちは別の［後天的に獲得した］本性をもつのだ。

Note6cvid曲圃］蔵訳のdang'brelbaを根拠にdeJoNGはviddh目を*baddh豆と訂正することを提

案するが、しかしviddh豆の読みは最良の写本Aも伝えるlectiodifficiliorであり、またvid曲a

は「～を具えた、～と結びついた」の意味をもち(cf.pw,s.v.viddha''versehen,verbundennt

(Instr.)'')、蔵訳はそれを訳したと推測できるので、あえて*baddh3に変える必要はない[Sugg.

HAHN]o

Metre:Vasantatilaka｡

/madangphayidulbayisnirungbanyid'gyurzhing//deyibtangsnyoms

nyidkyis!dulbammpa'ig.yanglalhung/

/ranggiskye*bosngonbskyedbagchagsdagdang'brelbalas//byispamams
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nitilbzhingzhangyirangbzhinstenparbyed/

6ayis]6:yi6.6cskye*bo]exconi(HAHN):skyeba66.

/kramenavardhamanautauprauJhacauratvamagatau/

unalighasamdhicchedadyaillpaurmmjallraturdhanam"95.7"

7cullangha]exconi(Ed.),infeITedfromtib.'dzeg(''toclimbup"):ullambaAT:

ullamvamBE.7csamdhi]AT:samviBE

/{T558b}kramenabardhamanautausrau(JhaD:bhaT)cauratvamagatau//ullamba

samdhicchedadyaihpaur珈加jahn(tuldbhaD:turddhaT)nam/[7]

しだいに彼ら二人は成長し、一人前の泥棒になった。［塀を］跳びこえたり、［壁

に］穴を開けたりの仕業により、都城の住民たちの財産を奪った。

/rimgyisdedagcherskyeste//chomlkundarbabnyiddugyur/

/!dzegdangmtshams'bigslasogskyis//grongkllyerpayinorrnamsblangs/

/ajataSatrunar可繭carairvijfiayatatkriyam/

vis"auvadhyavasudhamtaumatrasahitaukSanat"95.8"

/ajataSatnlllarajiiacarairbbijMyatatkryam//bis"aubadhyabasudhataumatrasa

hitaukpap豆t-/[81

アジャータシャトル王は密偵たちにより、彼らの［なした］行為を認識し、母親が

付添う彼ら二人を、ただちに処刑場へと送った。

/dedagbyabanyanmayis//shesnasrgyalpomaskyesdgras/

/dedagmadangbcaspani//skadcignyidkyisgsod*sarsprings/

8cgsod*sar]exconi(HAHN):gsodpar66.

/yadbhUjyateparadhanenaniPIyateyat

saukhyaSayavi5ayavartmavigahyateyat/

tasyavicararamamyasukhadarasya

pranavasanapanadarunaevapakah"95.9"

9bviSaya]ABE:biSayaTandtib.yul(Skt.*viSaya):vi9amaEd.9c

sukhadarasya]A,confirmedbytib・bdelaguspa(Skt.*sukhadara):sukhodarasyaBE

(=Ed.)CfdeJoNG.

/{D261b}yadbhujyateparadhanenaniPryateyatsaukhyﾖ§ayabiSayabartmabiga

hyateyata//tasyabicararamamyasu肋adarasyaprapabaSanapapadarunaebap3
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kap/[9]

他人の財によって飲み食いをし、また快楽への欲求から、感覚対象への道にのめり

込むというような、後先を考えぬ快い悦楽への専心には、命の終わりという代価［の

支払い］が恐ろしい、結実のみがある。

Metre:Vasantatilaka.

/gzhangyinorgyisgangzhigzabyedgangzhig!thungbarbyed//bdeba'i

bsampasyulgyilamnigangzhignyamsmyongbyed/

/madpyaddga'barbyaba'ibdelaguspadenyidni//smmpargyurpasrogni

nyamsbyedmbzadzongdagyin/

9agyis]6:gyi6.9cbyaba'i]6:byedpa'i6.9dbzad]6:zad6.

Note9bnyamsmyongbyed]逐語訳ではないがvigahyateに相当する。

Note9d]ここではやや自由な訳がなされており、「結実するものは［己の］命を損失する恐ろ

しい商品（取引で得た代価たるもの）となる」という意味。

/samjayatevi5ayapanamadakul加ﾖm

yaScauryadallavadhalabdhadhanenaragan/

niryatyasauparinatankarapadapata-

§面ladhirohanaparisrutaraktapnrain//95.10"

10apana]T,confilrmedbytib.btungbas(=Ed.):papaABE.10cpataA(post

corr.)BE(=Ed.):[bheda](?)A(antecolT.):bhedaT:tib.bcad.

/samjayatebiSayapanamadakulanamyaScauryadahabadhalabdhabhanenaragaり／

/niryatyasauparinatahkarapadabheda§pladhirohallapariSrutaraktap[ireh/[10]

強盗・放火・殺人によって得た財産によって感官の対象に酔いしれて惑乱した者た

ちに、欲望の赤(raga欲望に赤く染まること）が生じるが、手足の切断、串刺し［の刑］

から流れ出る血の河によって、それ（欲望の赤）は熟し切った姿で外に現われる。

NotelOa]写本ABEはp園ﾘaの読みを伝え、その「賭博の掛金」という意味で解釈も出来なく

はないが、梵蔵併記版の梵文Tと蔵訳ならびにAv-klpの他詩節における類似の表現

panamadottarangavicalad-9.82c(tib.btungbasmyosshingrabrgyugmamparg.yo)から判断しp町aで

はなくp血a「飲酒」と読む。

NotelOckarapadapata-]ここで異読のpataかbhedaのどちらを採るべきかの難しい判断を迫ら

れる。両者の意味の違いは、pataが受刑者からの立場、bhedaが処刑者の立場で描くことであろ

うが、後のadhirohanaという表現は、adhiropapaではないことから、受刑者からの立場で描かれ

ている。また蔵訳のbcadは語根cmd-に対応し、bhid-の訳とは思えない。またpadabにdh音、
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padadにr音が多いことから、anuprasaの技法でpadacにはp音が集められているのではないか

と推測できる。以上の三点から判断してpataの読みに分がある[Sugg.HAInw]o

Metre:Vasantatilaka

/yulgyibtungbasrgyagsshing'kllrugspamamskyichagspagang//rkudang

sregdanggsodpasthobpa'inorgyisrabbskyedpa/

/deniyongssminrkanglagbcaddanggsalshinglazhonpas//yongszags

khraggirgyungyisPhyiroldagtu'byungbar'gyur/

/tatastauvadhyamalalikaunilaraktambaravrtau/

prekSagatajanakmauvadhyasthanamupagatau"95.11"

11cpl℃k53]A:prek5yaBE.

/tatastaubadhyamalamkaunTlaraktambarabrtau//prek5agatajanalmmllaubadhya

sthanamupagatau/[11]

そして処刑される者の花輪の徴をつけ、青く染めた(nIlarakta)衣服に覆われ、見物

に来た群衆に取巻かれた彼ら二人は、処刑場に近づいた。

Note95ab]AvS(i.102.8;ii.182.5)によれば、KaravEaの花輪を首につけられ、青い(ma)衣

服を着させられた死刑囚は、武器を手にした死刑執行人に曳かれて街路を歩み、群衆の見る中を

処刑場に向かう。

/denasgsodpa'i'phrengbasmtshan//sngondmargoskyisg.yogsdedag/

/ltaru'ongspaiiskyebosbskor//gsodpaiignassunyebarsong/

11cbskor]6:bskur6.

/jfiatvadayavansarvajiiansvayamabhyetyatambhuvam/

prasadanugrahenaivacakrevigatabandhanau"95.12"

/jMtvadayabansarbbajiiah{T559a}svayamabhyetyatambhubam//prasadanugrahe

llaiba(cakeD:cakreT)bigatabandhano/[121

憐れみ深い一切智は［それを］知って、自らその地へ赴いて、慈愛心の恵みを施し

て、［彼ら二人を］拘束から解き放った。

/brtseldankunmkhyengyismkhyennas//rangnyidsadermngonphyogste/

/rjessugzungbaiibka'drmgyis//bcingspadagdangbralbarmdzad/

12cgzung]6T:bzungD.
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/sarvajfiasyajfiayar可禰tautyaktaumuktapatakau/

pravrajyayabhagavataMasane!rhattvamapa地〃95.13"

/sarbbajfiajiiayarajiiatautyaktaumuktapapa{D262a}takau//prabrajyayabhagaba

tahSasanerhatvamapatuh/[13]

一切智の教令に従い、王は二人を釈放して無罪となした。出家して、世尊の教えを

受けて、二人は阿羅漢たることを得た。

/kunmkllyenbka'yiSdedagni//rgyalposbtangzhingsdigpagrol/

/bcomldan'daskyibstanpala//rabtubyungnasdgrabcomthob/

13ddgrabcoml6:bstanpa6.

/jananISahitaudnvataujii加avibhav可jvalau/

tatkathmkautukatp"obhik5ubhillsugato'bhyadhat"95.14"

14ctatkathamkautukatp"o]A,confirmedbytib.:tatkathakautukatp"oBE:

tatkathakautukatp"tauEd.CfdeJoNG.

/jananasihitaudl･5!vataujfianabibhabojvalau//tatkathamkautukatp"aubhikSu

bhihsugataubhyadhata/[14]

母に付き添われ、智慧の偉大さによって輝く彼ら二人を見て、比丘たちにより好奇

心から尋ねられた善逝は、その［前世の］話を語った。

/yeshes!byor!bardedagni//madangbcaspamthonggyurnas/

/dgeslonggisdrisdgemtshanlas//degtambdebargshegspasgsungs/

/mayaivarakSitavetaupnrvasminnapijanmani/

etayorjananIvyaglmghorampatadabhavat"95.15"

/mayebarak5itabetaupUrbbasminnipijanmani//etayorjananTbyaghrrghorarnpata

dabhabat_/[15]

この二人は前世においても私によって守られたのであった。その時、彼らの母は恐

ろしい姿の雌虎であった。

/sngongyiskyebadaglayang//!didagbdaggisrabtubsrungs/

/detshe!didagnyidkyima//stagmoljigsrunggzugsldangyur/

Notel5abdaggisrabtubsrungs]梵文mayaivarakSitavを蔵訳者はmaya*prarakSit3vあるいは

maya*samrakSitav(cf､95.18drabtubsrungs)と読んだ可能性があるものの、rabtuは単に韻律の穴

埋めかも知れない。
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/tasminkalelqpabandhurbodhisattva"arrrinam/

ahamkarunarenva肋y池kgitipalasuto'bhavam"95.16"

16ckaruqarenvakhyamAE,confIrmedbytib.snyingIjeiirdulzhesbyabayi:

karuparelJvakhyaB:karuParekh夙肋yaりEd.CfdeJoNG.

/tasminkalokrpabandhurbbodhisatvaSarmnam//ahamkamparepvakhyahkgitipa

lasutobhabam/[16]

その時、生類にとっての憐れみ深い友として、菩薩であった私は、カルナレーヌと

いう名の王子であった。

/dedusbyangchubsemsdpafni//brtsebasluscanrnamskyignyen/

/snyingXjeiildulzhesbyabayi//saskyongburninganyidgyur/

/kadacidetaukSutk"mapotakaubhoktumudyata/

svaSalrrammayadattvavyaghrrsavinivarita〃95.17"

/kadacidetaukgutk5amapautakaubhoktumudyatm//svaSaITrammayadatvabyaghri

satuniba面面/[17]

ある時、雌虎が飢えによって痩せ衰え、これら二人の仔を食べようとしていた。私

は自分の身体を与えることで、それが［子を食べるのを］阻止した。

/namzhigbkrespasnyenpayis//phruggu'didagzartsompa'i/

/stagmodeniranggilus//byinnasbdaggismamparbzlog/

17bphruggu]6:phrugu6.

/adyatavevacauratvamkannaSe53dupagatau/

mayasamrakSitauvyagllrrm説asaiveyametayon//95.18"

/adyatabebacauratvamkannmaSeSadusagatau//mayasamrak5itaubyagmmヨ面

saibeyame{T559b)tayoり/[18]

今世で業の残余により彼ら二人は盗人となったが、私によって守られた。その雌虎

が、彼らのこの母である。

/laskyilhagmasdaltayang//'didagchomlkunnyiddugyur/

/stagmodenima'diste//'didagbdaggisrabtubsrungs/

18amas]6:ma6.

/ityuktvakamnasindhurbhagavanbhntabhavanan/

bhikSusalighenasahitahprayayaujetak珈加am"95.19"
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/ityuktvakarupasindhurbhagab加bhutabhabanah//bhikSusam{D262b}ghenasahi

tahprayayaujetakananam/[19]

慈悲の海、［常に］生類のことを心にかけておられる方、世尊はこのように説かれ

て、比丘たちと共にジェータ林に去られた。

/zhesgsungsbcomldanthugsIjeyi//rgyamtsho'byungpoladgongspa/

/dgeslongtshogsdangbcaspadag//rgyalbyedtshaldurabtugshegs/

19arjeyi]6:rjesyis6.

/amrtarasavrstirista

drstirani部apahasatamjayati/

patitaivapatitamapiya

kumtepunyonnatiSlaghyam"95.20"

20cpatitaiva]ABET,cf.tib.1hungbas:patitevaEd.CfdeJoNG、20d

pupyonnatiSlaghyam]ABE,confinnedbytib.bsodnamskyismthoba'ibsngagspar'os

par:p叩yonnatimSlaghyamEd.CfdeJoNG.

/amrtarasab"ari""!arani"pahapatajayeti//patitaibapatitamapiyakuru

tepupyonnataglaghyam_/[20]

不死の甘露水を雨降らし、［世の］悩苦を排除する、善良な者たちの美しい視線

よ、万歳！［世界に］落とすその視線は、堕落した者（罪人）をすら、福徳の増大に

よって称賛すべき者（阿羅漢）に変える。

Note20blこのpadabは「善良な者たちの悩苦（望まないものanista)を排除する、［釈尊

の］美しい視線よ、万歳！」とも解釈できなくもないが、「［世の］悩苦を排除する、善良な者

たちの美しい視線よ、万歳！」と解釈する立場を採った。その読み方のほうが文として自然であ

るし、またこの詩句は、死刑場に曳かれてゆく母子三人あるいは雌虎が、釈尊あるいは王子の視

線にとまって救済されたことを示唆するものであり、母子三人も雌虎も、仏に救済された時点で

はまだ「善良な者たち」であったとはいえないから、前者の解釈ではそれが難点となる。後者の

解釈では「善良な者たち」とは仏・菩薩たちを意味することになる。

Metre:Arya．

/bdudrtsiroyicharbzhinmi'dodsel//!dodpadampaiigzigspaganglhung

bas/

/1hungbarnamskyangbsodnamskyismthobaii//bsngagspar1osparmdzad

pargyalgymcig/

Note20cbsodnamskyismthoba'i]どの版もこの読みを伝え、「福徳によって高い」という意味
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になるが、むしろ梵文に合わせてbsodnams*kyimtho*bas「福徳の増大によって」と訂正して読

むべきかもしれないISugg.HAHN]。ただし蔵訳者がチベットに伝わった梵文写本をunnatiではな

くu皿ataと読んでこのように訳した可能性が全く無いわけではないので(cf.pupyonnataT)あえ

て訂正せずに伝承のままにした。

/itikSemendraviracitayambodhisattvavadanakalpalatayam

vyagllryavadanampaficanavatitamanpallavan"

/itikSemendrabiracitayambodhisatvabadanakalpalatayambyaghryabadanam

paiicanabatitamahpallavah"

以上、クシェーメーンドラ作『菩薩のアヴァダーナの祈願成就の蔓草」におけ

る「雌虎のアヴァダーナ」という第95の小枝（章）。

/cespadgeba'idbangposbyaspa'ibyangchubsemsdpa'irtogspabrjodpa

dpaggsamgyi'kllrishinglasstagmo'irtogspabIjodpa'iyal'dabstedgubcu

rtsalngapa'o"

(Col叩加n:)mo'i]6:molalusbyinpa'iNQ:momalusbyinpa'iG.

第少5章の非重要な異読の報告

1．チベット訳の諸版の正字法上の異読

3bmon]DT:moGNQ.11a'phrenglDT:phrengGNQ.12crjessu]]IjesuG

2．チベット訳の諸版の特殊な異読(Sonderlesungen)

9cbdela]]bdebalaG.10dkhraggil]khragdangG.12anasom.G.13ckyi]]kyisG.20a

rtsi]]rtsi'iG.

3．梵文写本における特殊な異読(Sonderlesungen)

5ccaurya]]cauraE.6dpralqtimb"ante]]prakrtibhamjateB.8acarair]]corairA.10d

parisruta]]pariSrutaABE.14dbhik5ubhiり]]bhikSabhihB.17bpotakau]]potakoB.

(Colophon)]]om.racitayambodhisattvavadanakalpalatayamBIIom・paficanavatitamah

pallavaPB.
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Avadanakalpalata,%Hastyavadana

Q:Ge333a2-b6D:Khe262b3-264a30:Ge333a2-b6N:Ge301a4-302al

G:Ge427b3-428b3T:559b3-561a2

Skt.Mss.:A*367b4-*368b3;B129alO-130al;E129b3-130b4

こ-二

/hladahSa§ankasyaravehprakaSas

tapankr§ﾖnonpavanasyavegan/

paropakarankamnaratanam

mahajananamsahajahsvabllavan//%.1"

/{D262b3}hladahSa§湖kasyarabeりprakaSastapabkrSanoりpabanasyabegaﾛ//paro

pakarahkaruIJaratanammahajananamsahajaisvabhabai/[1]

月は悦びを与える。太陽は輝きを与える。火は熱を与える。風は推進力を与える。

偉大な者たちは、慈悲を喜びとし、他の人々に役立とうとするが、それも生来の性質

である。

/zlaba'ikundga'nyima'irabgsaldang//meyitshabarlunggimgyogspa

dang/

/snyingXjeladga!skyebochernamskyi//gzhanlaphanpalhanskyesrang

bzhinyin/

1aba'i]6:ba6.lckyi]6:kyis6(alsocorrect?).

/udyanekelirasika"r加珈udayananpura/

avantivisaye呵圃vijaharavadhnsakhan"%.2"

/udyanekelirasikaiSITmanudayanahpura//abantTbijayorajabijaharabadh[ipa

khah/[2]

過去世にアヴァンテイ国の光輝あるウダヤナ王が、娯楽に没頭し、女たちを伴っ

て、園林に滞在していた。

/iphagsrgyalskyedmostshaldusngon//rgyalpodpalldan'charbyedni/

/rtsedga'irodangldanpadag//btsunmorbcasparnampargnas/

2asngon]6:mngon6.

Note2a'phagsrgyal]この'phagsrgyalの語は都市Ujjayim(orlIjayanr)の訳語として普通使われ

るが(cf.Mvy4127)、ここではavantiviSayaの訳語として使われている。助ayinI(=UjjenI=

Ujjain)はAvanti国の首都なので、同義語として間違いではない。
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/tasyapu5poccayasahahkant"kuvalayek5anall/

yadrcchayagatairdr"munmampaiicabhihSataill"%.3"

/tasyapu9poccayasaktaPkantahkubalayek9anah//ya(d!℃chaD:drSchaT)yaga

tert騨画mu{D263a}nrnampaiicab肋sataih/[3]

彼の、睡蓮のような目をもつ美しい女たちは、花を摘むことに熱中していて、偶然

［そこに］やって来た五百人の聖者たちに見られた。

/deyimdzesmautpalang//metog!thulachagsparnams/

/thubpabrgyaphraghgamamsni//!doddgar'ongspadaggismthong/

3b'thu]6:thu6(alsocolTect).3d'ongspa]6:'ongba6.

/t珈priyanyastanayananrrSyamanyuparayanall/

sacakrepanicaranacchedasrkpalikaSaymah"%.4"

／樋叩riyanyastunayanam5yamanyuparayallah//sacakrepapicaragacchedas!kpam

kaSayinai/[4]

彼らが愛する女たちを見つめたことに嫉妬し怒りにわれを忘れたかの［王］は、手

足を切断させて、彼らを血の泥に横たわらせた。

/phragdogkhrobaskyongbades//dga!marmgbkoddedagmams/

/Ikanglagbcadpa'ikhraggisni//idamlanyalbadagtubyas/

4bmar]6:barNQ.

Note4askyongba]梵文のparayapahの語にあたるこの訳語は、「支配された」の意味か。Cf.

NEGI246b,skyongba=adhikrtalj.このKalpala圃蔵訳は他の箇所でもparayanaをskyongbyedと訳

す:dhyanaparay叫曲=bsamgtanskyongbyedpa33.3b;caturdhyanaparayapaSca=bsamgtanbzhipo

skyongbyedcing65.19a.

/t加artanadinastrVramannacchedavyathaturan/

dadarSabhagav加buddhankarunasnigdhalocanah"96.5"

／樋順rttanadinastrbramannacchadabyathaturana//dadarSambhagabanbuddhaPka

rupasnigdhalocanah/[5]

苦悶の声をあげ、断末魔の痛苦に苦しむ彼らを、慈悲に濡れたやさしい眼をもつ

方、世尊は見られた。

/mbzadgnadbcadchongeyis//gzircmgchongeldandedag/

/sangsrgyasbcomldanthugsrieyis//snumpa'ispyangyisrabtugzigs/
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＝

NoteSachongeyis]ここでvyathaの訳語としてのchongeは奇妙である。

/tadd"yamrtav"yevasp騨恒stedhrtajiVitan/

samSli5脚迦icaralmsamuttasthurgatavyath池〃96.6"

/taddnamrtabnyabasp卿astedhrtajrbitaP//samSIMapapicarapahsamuttasthurga

tabyath"/[6]

かの［仏の］視線によって触れられた時、まるで不死の甘露の雨［に触れられた］

かのように、彼らは命を保ち、手足はくっつき、苦痛は失せて、起き上がった。

/deyigzigspabdudrtsiyi//charltarregpasdedagmams/

/srogbzungIkanglaglegspar'byar//gdungbadangbralyangdaglangs/

/tataste"mprapannanmbhagavandhannades肌豆m/

vyadhadyayaSuteprapuranaganphalodayam"96.7"

/tataste53mprasannanambhagab加dharmmadeSanam//byadhadyayasuteprapura

pagamiphalodayam/[7]

それから［仏の］庇護下に入ることを求めた彼らに、世尊は法の教示をなされ、そ

れによってたちまち彼らは不還果の生起を得た。

/denasrabrdzogsdedagla//bcomldanidaskyischosbstanmdzad/

/ganggismyurdudedagrnams//phyirmi'ong!brasdarbathob/

/taddrStvabhikgubhihp騨仙sﾖ§caryairbhagavanjinan/

jagadapnⅣamapyetedayayaivamayoddhrt魂〃96.8"

8ddayayaiva]T(=Ed.):dayayevaABE.

/tadd"!vabhik9ubhihpnahsaScaryerbhagabafijinah//jagadapIirbbamasyetedayayai

bamayoddhr助/[8]

これを見て、驚樗した比丘たちによって尋ねられた世尊、勝者は語った。過去世に

おいてもまた私はこれらの者たちを憐れみにより救済した。

/demthongdgeslongmtsharbcaspas//drisshingbcomldanrgyalbayis/

/gsungspasngonyang'didagmams//bdaggisbrtsebanyidkyisbzung/

/varanasyampura呵樋brahmadattenamantrinam/

satanipaiicabhinnmamnirast即ikrtagasam"%､9〃

/ba(rapaD:rapﾖT)syampururajabrahmadattenamantripam//Satanipaficabhinna
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namnirastani{D263b}krtagasam/[9]

過去世にベナレスにおいて、ブラフマダッタ王は、離反し罪を犯した五百の大臣を

追放した。

/baranasmagtusngon//rgyalpotshangsbyindaggisni/

/!byedbyedSdigpabyaspayi//blonpolngabrgyangesparbskrad/

9abaralJasr]D:barapasi6T.9Cyi]6:yis6.

/terajabmyasamtaptamarumargapravasinah/

g"menirudakacchayenipemstiVrat騨早ayヨ〃M.10"

10bmargalABE:margeT,cf.tib.lamdu.

/terajabhityasantaptamarumarge{T560b}prabasinah//gITSmenirudakacchayane

petustrbrat鱒paya/[101

王を恐れて、砂漠の道を通って国外に旅する彼らは、熱苦に焼かれ、水や日陰が得

られない酷暑の中、ひどい渇きのために倒れた。

/rgyalpoiijigspasyangdaggdung//myangamlamdubgroddedag/

/sogagribmachumedpar//mibzadskompaslhungbargyur/

10apo'i]6:pos6.

/vilokyabodhisattvast加bhadronamamahadvipam/

tatpralapeSunirbhinnankarunyatsavyatho'bhavat"%､11"

/bilokyabodhisatvastanabhadronamamahadvipah//tatpralape9unirbhinnahkaru

pyatsabyathobhabata/[11]

［その時に］菩薩はバドラという名の大象であったが、彼らを見て、彼らの嘆き声

という矢に［心を］射ぬかれて、同情の故に、苦しみを共にした。

NotellctatpralapeSunirbhmnamDas本はtatpralapeSunirbmnnahとするが、deJoNGが指摘するよ

うに、tatpralapa+iSu+血bhinnahという複合語である。

/byangchubsemsdpaignyis1thungche//bzangpozhespasdedagmthong/

/dedagchongeiimdasphugnas//snyingljesgdungbadangbcasgyur/

11cmdas]6:'das6.

/d面曲salilamadayasahastenamalliyasa/

tanVItatrSnanvidadhepayomnlaphalapradan"%.12"

/dnratsa(leD:liT)lamadayasahastenama価yasa//tanabrtatIWanabidadhepayo
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mnlaphalapradah/[12]

彼は巨大な鼻で水を遠くから運び、水・根・果実を与え、彼らの飢渇を癒した。

/chudangrtsaba'brassterdes//ringporingpodagnaschu/

/lagpashmtuchebasblangs//dedagskompadangbralbyas/

/tenaivasatatam++nnirdi5抑ranadharanm/

viSrantimtatrateprapunpraSantavipulaSraman"%.13"

13atenaiva]B:tenevaA:tenaivamE.13ab++nnildi"al++nnirddi5!a(ablank

spacefbrunwrittentwoak9arasisplacedbefOrennirddi5!a,andp騨恒iswritteninthe

margin)A:p鯉珈nirdiSIaB:p騨恒mnnildi5!aE:p騨伽nnirdi5!aEd.:prityanildaSla

T.

/tenaibasatampprityanirda5iaprapadharalm//biSrantimmtrateprapujpraSanta

bipulaSramah/[13]

彼によって常に・・、生命が維持できるように指示されて、彼らは大きな疲労が消

え、安息を得た。

Notel3a++n]deJoNGは蔵訳のデルゲ版系(6)の異読dga'baにより、ここで*hrst3という語

を推測する。しかしチベットの蔵文梵文併記版(T)では梵文のその箇所がprityaとなってお

り、*pmyaと見るなら、蔵訳の別の北京版系の異読(8)yidga'basと合致するから、チベット

に伝わった梵語写本の伝承では*hrst3ではなく*pmy豆であったと思われ、deJoNGの*hrs画は採

用できない。しかし代わる読み*pmyaも本当らしい読みとは思えない。チベット系の梵語写本

の伝承に生じた誤りではないか。最も信頼できるネパール写本Aではnnirddistaの前のこの語の

箇所が空白で、2字分がわざと空けられているが、その空白の上の写本のマージンにはp騨頃と

記されている。このp騨恒は、写経生がこの2字分の空白を埋めたいが埋められず、ついに読み

を決められずに一応彼が見た写本の字をメモしておいたものかと思われる。このp騨頓の字は、A

の子孫である新しい写本にも機械的に継承されてp興珈nirddistaと記されるが、意味不明であ

る。Das出版本は*p"IhannirddiSiaと訂正して読むが、その読みでも意味が前後の単語とうまく

繋がらない。HAHNは一応*pu噸の読みの可能性を考えるが、現時点では確実な復元をするのは

困難と判断する。岡野もそれに同意するが、今後の再考察に備えるため*p"hyanirdiSIaという読

みも一応提案しておく：「常に背負われた彼らは、彼によって生命が維持できるよう［食料を得

る方法を］指示されて」｛難点:pUhyaという形容詞はpwによれば「背負った」(aufdem

RUckentragend)の意味をもつが、「背負われた」という受動的な意味で使われるかは用例が未

確認である｝。

/deyisdga'basrtagtuni//sroggigzungsdagngesparbstan/
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/rgyachengalbarabzmba//dedagderningalbsosthob/

13adeyis]6:deyi611dga'bas]6(cf.Tpritya<*plTtya):dga'ba6.13b

gzungs]6:zungs61ibstan]6T:bstenD.

/kalenatyaktadehasyatatastetasyadantinan/

krtvMarrrasatkarampmamcakrunsurocitam"%.14"

14ckItva]ABET:krtyaEd.CfdeJoNGIIsatkaram]AT(=Ed.):satkaraBE.

/kalenatyaktadehasyatatastetasyadantinah//krtva§alrrasatkarampIijacakruhsu

rocitam/[141

その後しばらく経ってその［人々］は捨身したその象の遺体を恭しく弔い、神に相

応しい供養を行った。

/denasduskyissoldanpa//lusnibtangbadenyidkyi/

/lusdagsbyangsnasdedaggis//lllala!ospa'imchodpabyas/

14bkyi]6:kyis6.

/kufijarenamayaranyetaetemantm血pura/

krccllratsamtaritastasm加munayaScadyavaiSasat"%.15"

15btaeteABET:*tatra*teexconi(deJoNG).IHeredeJoNGnotedthatAhas"""

insteadof"ere,buthisdescriptionisnotcorrect.Althoughtheletters〃ImieinAresemble

closely"ere,Ican'tread""Q"insteadof"ereinA.Asconjecturewecanadmithisreading

*""*re,butlprefermere.1

/kufijarellamayarapyataetemanmahpurm//krcchratsamtaritastasmanmunayaSca

(byaD:dyaT)baiSasata/[15]

過去世にこれらの者は［五百の］大臣として荒野において私であった象によってそ

の苦境から救われたが、今世でも［五百の］修行者として災難から［救われた］。

/dgonparbdagniglmgpoyis//sdugbsngaldelasblonponi/

/sngonbsgraldedagdaltayang//thubpadedagmi!dodlas/

15cda]6:la6.16ddedag]6:'didaggi6.

Notel5dthubpadedaglこのdedagの訳語に相当する語を梵語に探すなら、taeteのeteの語か

も知れない。もしそうなら、deJoNGがtaeteを*tatra*teと読もうとする試みは、蔵訳によって

否定されることになる。
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戸一一

/ityuktvabhagavansarvasattvasaIntaranavratan/

pmjyamanomuniganairjagamasvatapovanam"%.16"

16dsvatapo]ABET:svamtapoEd.

/ityuktvabhagabansarbbasatvasamtarapabrataP//{D264a}p[ijyamanomuniga

DaiXjagamasvatapobanam/[16]

あらゆる生きとし生けるものを救済する誓願をもたれる世尊は、このように説い

て、修行者たちと共に供養を受けた後、自らの苦行林に去った。

/zhespagsungsnasbcomldan'das//semscankunsgrolbrtulzhugscan/

/thubpa'itshogskyismchodbyedcing//ranggidka!thubnagssugshegs/

/akhilasukhakuSaladntr

bhavamarusamtapaSrtalacchaya/

jayatijananIVajanam

karunamrtavallimSastuh"%.17"

17dvahim]A(=Ed.),confirmedbyT(bahillr)andtib.bdudrtsi'ichubo:vadinT

BE.

/akhamlasukhakuSaladn面bhabama{T561a}rusantapacchaya//jayatijananibaja

nanrkarunamrtabahill耐astuh/[17]

師（仏陀）の憐れみ(janam)よ、万歳！それはあらゆる安楽と善の使節たる、母

(janam)である。またそれは生存という砂漠の熱苦にとっての冷たい木陰、慈悲とい

う不死の甘露を流す［河］である。

Notel7cjayatijananrvajanam]この句の二つのjananIをそれぞれ「母」、「憐れみ」と訳し分

けたが、後者の意味(''Mitleid")はpwではアステリスク付きの扱いで、つまり辞書などにしか

典拠がない意味である。もし用例が乏しい後者の意味を避けて「産み出す」という意味にとれ

ば、「母の様に(jananIva)産み出す(jananr)慈悲よ(karuna)万歳」となる。チベット訳はそ

のように解釈している。

Metre:Arya.

/stonpa'ithugsljebdudrtsiIichuboni//malusbdedangdgeba'iphonyaste/

/sridpa'imyangamgdungbsilgribmadang//mabzhinskyedparbyedpa

rgyalgyurcig/

17cngam]6:ngan6.

/itikSemendraviracitayambodhisattvavadanakalpalatayam
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hastyavad加amSalmavatitamanpallavam//

/itik5emendrabiracitayambodhisatvabadanakalpalatayamhastyabadanam;ama

batitamahpallavah"

以上、クシェーメーンドラ作『菩薩のアヴァダーナの祈願成就の蔓草』におけ

る「象のアヴァダーナ」という第96の小枝（章）。

/cespadgeba'idbangposbyaspa'ibymgc加bsemsdpa'irtogspabXjodpa

dpaggsamgyi|khrishmglasglangpoIirtogspabrjodpa'iyal|dabstedgubcu

rtsadrugpaio/

第％章の非重要な異読の報告

1．チベット訳の諸版の正字法上の異読

None.

2．チベット訳の諸版の特殊な異読(Sonde,lesungen)

1adga']]dguN.4crkang]]rkangpaG.4d'dam]]'damG.5agnadbcad]]gnodbcudN.7b

kyischos]]kyimchosG.10ajigs]]1igG.14blusni]]luskyiG.

3．梵文写本における特殊な異読(Sonderlesungen)

1bpavanasyavegai]]pavana<<sya>>vegahE.2dsakhamsakhaB.3cyadicchayagatair]]

yadlcchayarE.4dpahka]]pakaE.6abtaddrWam!tav"!yevaspr"s]]tadd"yamlta～E:

taddl<<5!yamrtavl>>5!yevap騨恒sB.6dsamu伽sthur]]samu伽<<sthu>>rE.8atadd"v51]

tad!･5!v3E.8bsaScaryair]]saScaryerE.11abodhisattvastan]]bodhisattval加B.11d

karupyat]]karuqyatA.12Ct鱒p加]]t鱒り肋aB.13asatatam]]samtatamB.13dSramai]]

§rayahB.16cpUjyamano]]pUjyamanauE.(Colophon)]]om.viracitayam

bodhisattvavadanakalpalatayamBIIom.9amavatitamahpallavaりB.

Avadanakalpalata,WKaCChaPaVadana

Q:Ge333b6-334b6D:Khe264a3-266a30:Ge333b6-334b6N:Ge302al-302b7

G:Ge428b3-430alT:561a3-563a2

Skt・Mss.:A*368b4-*369b5;B130a2-b8;E130b4-132a4
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/vidvesadosavisadnsitamanas珈圃m

y血s豆曲ubadhanavidhauniSitahprayamah/

syaccettadUijvalagulmukrtausaeva

tatkobhavetprthuparabhavav剛bhave'smin"97.1"

1byah]ABET,confinnedbytib.gang(andwordorder):yatEd.CfdeJoNG.

/{D264a3,T561a3}bidveSado5abiSadn5itamanasanamyahsadhubadhanabidhau

niSitahprayatnal"syaccettadujvalagupanukrtausaebatatkobhabetprthuparabhaba

banbhabesmina/[1]

愼りという悪徳の毒によって毒された心をもつ者たちは、聖人(s5dhu)を苦しめる

行為をなすことに、激しい努力をもつが、もしその［努力］がかの［聖人の］燃え輝

く徳を模倣することに向けられるならば、その時この世界において、誰か大きな敗失

をなす人がありえようか。

/rnamsdangskyongyiduggisyidnisunphyunggyurrnamskyis//dampa

daglagnodpabsgrubla!badparabrnogang/

/denyidgaltedeyiyontanrab'barIjesbyedpar//gyurnasrid'dirsuzhig

rgyachergnoddangldanpar'gyur/

1aphyungl6:phyugs611kyis]6:kyi6.1bbsgrub]6:sgrub6.1dna]

6:nas6II'gyur]6:gyur6.

/jinerajagrhopantevelluvijanacami/

vidveSaddevadattenapreritastapasanpur3〃97.2"

/jinerajagrhopantabepukananacami//bidve"ddebadattanapreritastapasahpu

rah/[2]

過去時、王舎城の近郊にある竹林［精舎］の寂しい地を勝者（仏）が歩まれていた

時、憎悪によりデーヴァダッタは苦行者たちを煽動した。

/rgyalbargyalpo'ikllabdangnye//'odmaiitshalnargyubana/

/lhasbyingyisnisdangbassngon//rabtubskulba'idka!thubpa/

2Cbyin]6T:sbyinD.

/bhrnbhangabllimavadanastaddattavividhayudhan/

abhyadravansusanabdhankrodhavidhvastasamyam曲〃97.3"

3csusanabdhah]A:sasamrabdhahBE.

/bhrmbhamgabhTmabadanastadda伽{D264b}bibidhayudhah//abhyndrabanpusam
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rabdhakrodhabi5vastasamyamah/[3]

眉を逆立てた恐ろしい顔をして、彼（デーヴァダッタ）からもらった様々な武器をも

ち、甚だ激高し、憤怒によって［心の］抑制が崩れ落ちた彼らは、［仏陀めがけて］

襲いかかった。

/deyisbyinpaiimtshonchacan//snn､khyogjigssurungbaiibzhin/

/khrobasdulbanyamsgyurpa'i//rtsompachenposInngonpargtses/

/paiicabllistapasaSataink9iptaste'straprav"ayah/

yayurbhagavatankayekamalotpalajalatam"97.4"

/pancabhistapasaSataiite"mk9iptastairb"ayaj//yayurbhagabatah{T561b}kayaka

yakamalotpajalatam/[4]

Note4bk5iptaste!strapravlWayah]HereT(teSamk5iptastairb"ayah)suggestsadiffel℃nt

reading,te"m*kSiptastairvmayah.

五百の苦行者たちが投げたそれらの武器の雨は、世尊の体の上で、無数の紅蓮や青

蓮に変わった。

Note4b]チベットの梵蔵併記版の蔵字転写された梵文を見ると、padabにおいてネパール梵語

写本とかなり違いがあり、古い時代にpadabにおいて伝承の混乱が生じたと思われる。ネパール

写本テキストにあるpravMiという語はpwなどの辞書に記載がなく、用例が他にない語である

ため、このpraは韻律の穴埋めのために後代に付加された可能性がある。つまりある時代に恐ら

く重字脱落(haplography)のためにp圃曲bにおいて1音の脱落が生じ、その脱落に気づいた後代

の写字生たちによって、ネパール梵本とチベット伝承梵本では別々に勝手に付加が加えられたた

め、一応韻律的には整えられたが、両者の梵文が異なる結果になった可能性がある。その場合に

は、どちらが伝承する梵文も誤った付加を行っている疑いがあり、重字脱落の時点まで遡って原

文を推測してみる必要がある。HAHNは本来のpadabのかたちはtaihkSiptaastrav"ayahもしくは

tailJkSiptaste'stravnayahではなかったかと考える。前者のほうが蔵訳と合致するので（蔵訳には

teにあたる訳語がないため）、より良い。ただしこれは推測であるため上の本文テキストではネ

パール写本にある形をそのまま挙げておいた。

/brgyaphraghgayidka'thubcan//dedaggis'phangsmtshongyichar/

/bcomldan'daskyiskulani//padmautpaltshogsnyidgyur/

/niSitanyapiSastraniSrayantesatsumardavam/

vidveSavi9adigdhaninatucittanipapmam"97.5"

5bsatsumardavam]ABET,confirmedbytib.damparnamsla[…]ljampa:yat
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sumalddavamEd.Cf.deJoNG.

/niSitanyapiSastrヨリiSrayantisatsumardabam//bidve9abi5adigdhaninatucittanipa

pinam/[5]

尖った武器さえ、善人たちに対しては、柔らかくなる。しかし憎悪という毒が塗ら

れた悪人たちの心はそうではない。

/damparnamslarnonpoyi//mtshonyangjampastenbyedde/

/sdangba'iduggisbyugsgyurpa//sdigpacangyisemsnimm/

/pradurasmmanimayammagaramnabhanprabham/
§arrracchadanam§ﾖsturnatudrstinivaranam"97.6"

/praduraSitmaPimayamkp画garanabhaPprabham//SaITracchadanamSasturnatu

dManibarapam/[61

［透明な］天空の輝きをもった、宝石で出来た楼閣が出現した。それは師（仏陀）

の身体の覆いとなったが、視線を遮ることはなかった。

/stonpa'iskunisgribbyedpa//norbu'irangbzhmkhangpabrtsegs/

/nammkhaii!odnirab'khrungste/lmbadagnibzlogmagyur/

/tatastetapas池§r加talajjavanamitananan/

nipetuhpadayo肥屈stunkSamasindhollprasadinan"97.7"

/tatastetapasaSr珈圃剛ﾖbanamitananab//nipetuhpadayohSastuhkgamasindhoP

prasadinah/[7]

すると疲れ果てたそれらの苦行者たちは恥ずかしさに顔をうつむけ、忍耐の海であ

る、［心が］鎮まり澄んでいる師の、御足を頂礼した。

Note7d】形容詞pmsadinaPは、苦行者頂pas麹にかかると見ずに、師詞stuhにかかると解釈す

る[Sugg.HA剛。次詩節でもう一度出てくるprasadinは苦行者の方にかかるが、二詩節連続で同

じ形容詞が同じ意味でかかるなら、その無技巧さはあまりKavyaらしくない。

/denasdka'thubcandedag//ngalzhingngotshabzhindudpas/

/bzodpaiirgyamtshorabdangba//stonpayinizhabslagtugs/

7cmtsho]DGQT:mtshorNIIba]6bas6.

/bhagavanapiputr加amivateSam*prasadinam/

nikarenapinirmanyurvidadhedharmades加圃m"97.8"

8b*prasadinam]exconi(Ed.),confirmedbyT(prasadinT)andtib.rabtudang
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ldan(Skt.*prasadin):praIsa]dinamA(deJoNGreadpramadinaminA,butlamnot

sureoftheakSaramainsteadofsa):pramadinamBE.8cnikarepapi]AT:niSkarenapi

BE.

/bhagabanapiputrapamibate"mprasadim//nikarepapinirmmanyurbidadhe

dharmmadeSanam/[81

危害にもかかわらず(nikarepapi)怒りのない世尊は、それらの浄信の心をもつ者た

ちに、まるで息子に対するように、法の教示を行った。

/bcomldngyiskymgbulabzhm//rabtudangldandedagla/

/gnodbyedlayangkhromedpas//chosnirabtubstanpamdzad/

/aksobhavibllramasukllamSamamaSrit副i
●

punyakSamasalilanirmalaSrtal珈i/

nomanasanimallatﾖmahitapravrtta-

durvrttmanyur"asakaluSIbhavanti"97.9"

9dkalu5I]AT:kalu53BE.

/akSobhabibhramasukhamSamamaSritanipunyak5amasamlaninnmala{D265a}

SItalani//namanasanimahﾖ面hitahiprabrttantatprasyamanyurajapakalu"bhabanti

/[9］

偉大な人々の心は、かき乱されず混乱せず(vibhrama)安穏である静けさに住し、福

徳の忍耐の水によって澄んで冷涼であり、害をなす者による悪行(durvrtti)への怒り

という塵芥によって濁らされることがない。

Metre:Vasantatilaka.

/chenpomamskyiyidni!khrugspa'imam'phrulmedpayi//bdedangzhiba

labrtenbsodnamsbzodpadaggichu/

/drimedbsilbadagdangldanpaphanminiugpani//dethobkhroba'irdul

gyismyogpadagtuyongmi!gyur/

9apomamskyi]6:po'i611yi]6:yis6.9cphanmin]6:phanmi611

nil6:min6.9dyong]6:yongs6.

Note9ddethob]この訳語demobの位置にdurvrttiに相当する訳語が来ることが期待される。こ

の場合(1)訳者が彼の梵文写本にdurv伽とは違う字を読んだか、(2)翻訳後に大蔵経の伝承

の途中で誤記されたかの、どちらかの可能性が考えられる。（2）の場合、durvrtnを直訳すれば

spyodtshulnganpaあるいはtshulnganとなり(cf､44.27;44.35;64.299)、誤記にしてはあまりに

dethobからかけ離れている。むしろ(1)の可能性が疑われるべきで、蔵字による梵文音写
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(T)を見るとこの箇所をtatprasyaと伝えているので、チベットに伝わった梵文は*tat*prapya

という形になっていたのかもしれない。

Note9dyonglyong=yongye,cf.M.STRAuBE(2006),S､46-47,1.3.l.6.dieVerbindungyong+

Negationspartikelmi/ma+Verbalstamm.

/dharmadeSanayﾖ蝿stunpravrajyonmaIjitaSayan/

tesarvasravanmnuktamarhattvampratipedire"97.10"

10a§剛uり]A:§ﾖstuBE.10csarvasrava]A,confinnedbytib.zagpakunlas:

sarvaSramaBE(=Ed.).CfdeJoNG.

/dhannmadeSanayﾖ蕊staPprabrajyonmaljitaSayah//tesarbbMrabaninnuktamarha

tvampratipediram/[10]

師の説法により、出家して心が拭き清められた彼らは、あらゆる煩悩から解き放た

れた阿羅漢の境地に至った。

/stonpaschosbstanrabbyunggis//bsamparabphyisdedaggis/

/zagpakunlasrnamgrolba'i//dgrabcomnyidnirabtuthob/

10aston]6:stan6.

/atrantaresamayatairbhik9ub肋§rutatatkathailj/

kimetaditisaScaryai卯皿astanavadajjinah"97.11"

/atranta{T562a}resamayatairbhikSubhiMrutatatkathaih//kimetaditisascaryaii

p"astanabadaijinah/[11]

この間、比丘たちは集まってその話を聞いていたが、稀有な事であるという思いか

ら、「どうしてこのようになったのでしょうか」と尋ねたので、勝者（仏）は彼らに

語った。

/skabsder'ongspa'idgeslongni//gtamdethosshingngomtshardang/

/bcaspas'dicizhespadris//rgyalbasdedaglagsungspa/

/kmpak証ahsutarampnrvasnnnapijamnani/

mayaitenirvikarenaprasadadavalokit油〃97.12"

12cmayaite]T:mayeteA:sadyaiteB:sayaiteE.

/kr(tvaD:traT)pakar"sutarampurbbasminnapijanmani//mayaitenirbbikarena

prasadadabalokita/[12]

前世でもこれらの者たちは［私に］ひどく危害を加えたことがあったが、私は心情
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の変化なく、清く澄んだ心で［彼らを］観た。

/sngongyiskyebadaglayang//shmtugnodbyas'didagla/

/rnam'gyurmedpabdaggisni//rabtudangbasngesparbltas/

/etesamudray町ayamvamjahkaSide鋤恥／

bhagnepravahaneprapunpurajTvitasamSayam"97.13"

13bkaSi]AT:kuSiBE.

/etesamudrayadrayambaPijahkasideSajah//bhagneprabahapeprapuhpurajrbi

tasamdaSayam/[13]

過去時にこれらの者たちはカーシー地方出の商人であったが、航海中船が難破し、

命が危うくなった。

/rgyamtshodagtu'grobala//gzingsnichagpargyurtshesngon/

/'didagkashi'iyulskyespaii//tshongpassroglathetshomthob/

/kacchapenamayatatrap"hamaropyataritah/

paramasadyaviSrantimbhejirelabdhajIVi鋤〃97.14"

/kacchapenamayatatrapMhamarosyataritaP//paramasadyabiSrantimbhejire

labdhajIbitah/[14]

その時、亀である私によって背中に乗せられて救われ、命を得た彼らは、岸辺に到

着して、休むことが出来た。

/delabdagnirussbalgyis//rgyabtubkodnasrabtubsgral/

/!tshobathobcingpharoltu//phyinnasngalbsosrnamparbsten/

14agyis]6T:gyiD.14dbsos]6:gso6.

Notel4dngalgsomamparbsten]これはviSrantimbhejireの訳であるが、mampar(Skt.*vi-)の位

置が動詞bsten(Skt.*bhejire)の前に移動するという現象が見られる。

/tattaranapariSrantemayinidravrtekSanam/

manmamsaharakamastesarvemamhantumudyayun"97.15"

15apariSrante]AT:pariSramtiBE(anteco汀.):pariSramtaE(postcorr.).15dmam]

ET,confirmedbytib.bdagni:"mA:maB.

/uttarallapariSrantema{D265b}yinidrabrtekSaljam//manmamsamharakamaste

sarbbamamhantumudyayuh/[15]

その救出に疲れ果てて、私が一瞬眠った時、彼ら全員が、私の肉の食事を欲して、
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私を殺しにかかった。

Notel5dhanmmudyayuh]このudya-(+infinitive)はudyam-(+infMtive)「～にとりかかる」の

同義の動詞として、BAKLに頻出する。

/rabtubsgralbasyongsngalte//bdagniskadciggnyidlogtshe/

/bdagshaza'doddedagrnams//thamscadbdagnigsodparbrtson/

/taduts""mav"yapimahatyapinJitakrten/

kayed"hakapatasyanamekacidabhntkSatin//97.16"

/taduts""mab"yapimahatyapipjitakrteり//kayed"hakapalasyanamekacida

bhntkatiり/[161

彼らが投じた激しい石の雨によっても、丸い形をもち、甲羅の戸を固く閉ざした私

の体には、傷一つ生じなかった。

Notel6ckapalasyalcfBHSDs.v・kapaia.

/Idoyicharchenrabsproskyang//kllogparabtubrtanldanzhing/

/gongbu!idbyibscanbdaggini//lusninamyangnyamsmagyur/

16ayi]6:yo6.16bbrtan]6:bstan6.16dnamyang]6:dagcing6.

/tatastank5utpari鱈ﾖmandrstvallamkarunakulah/

svayamtebhyastanumdattvapraya助krtakrtyatam"97.17"

/tatastankSatparik9amant"vahamkarullakulaj//svayamte(bhyestaD:bhyastaT)

numdatvapraya{T562b}taりkrtakrtyatam/[17]

その後、飢えに痩せた彼らを見て、憐偶に満たされた私は、彼らのために自ら身体

を与えて、［救済のため］なすべきことをなした。

/denasbkrespasyongsnyende//mthongnassnymgriesbdag|khrugspas/

/ranggisdedagrnamslalus//byinnasbyababyasnyidgyur/

17ade]6:te6.17cgis]6:gi8.

/taetevanijanpnrvamadyatapasatmgam/

krtagaso'pikarunyatprapitankuSalammaya〃97.18"

/taetebapijaPpUrbbamadyatapasatamgatah//krtagapopikarupyatprapitaりkuSa

lammaya/[18]

前世における、その商人たちが、今世において苦行者たちになったのだ。［私に］

罪をなした者たちであったとしても、憐れみによって私は平安（阿羅漢果）に到達せ
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しめた。

/sngongyitshongpadedagdmg//dka'thubcanni'didaggyur/

/gnodpabyaskyangsnyingIjeyis//bdaggisdgebadaglabkod/

/te§豆Stu肥asanepnrvamkaSyapasyamallatm肌血／

pravrajyamprapyasa刺誠astatphalasyadyabhagmaM97.19"

19bmahatmana叩T(mahatmanaり),confilrmedbytib.bdagnyidche(Skt.

*mahatman):mahamunellABE.[Heremahamunehisananotheroptionalreading,butI

prefermahatmanah,becauseKSemendrausedthesameexpressionmahatmanahfOrKa§yapa

Buddhain61.21ab:anyajanmanivipro,yamkaSyapasyamahatmanaり(tib.:skyebagzhenla

bramze'dis/bdagnyidchenpo[…]/'odsrungskyisni[…1).]

/te§剛uh"sanepiirbbaInkasyapasyamahatmanah//prabrajyamprasyasamja

tastatphalasyadyabhaginaり/[19]

前世に彼らは師（仏）である偉大な方カーシャパの教令のもとで出家することを得

て、今世にその果を受ける者として生まれた。

/dedagsngontshebdagnyidche//stonpa'odsrungsbstanpala/

/rabbyungthobnasdeyi!bras//daltaskalldandagtuskyes/

/tathagatenakatmtamSmtvaitadbhikSavahk9amam/

praSaSamsuhparamtasyakSamamivabharakSamam"97.20"

20bkSamam/]ABET,confinnedbytib.bzodpa(andwordorder):kSamah/Ed.

CfdeJoNG.

/tathagatenakathitamSmtvedamtadbhik9abahk5amam//praSaSampuhparammsya

ksam豆mbharakgamam/[20]

比丘たちは如来によって語られたそのことを聞いて、重荷を耐え忍ぶ大地のよう

な、彼がもつ堪忍の心をとても称賛した。

/debzhingshegspasgsungspaidi//thosnasdgeslongrnamskyisni/

/deyibzodpasagzhibzhm//kllurdagbzodparabtubsngags/

/yeSamnirmalaSrlaSrtalajalasattvaSaya§v颪s節

nityamvairarajahpramarjananadrkS加地sthitacetasi/

durvararinikarakopadah肌珂v豆lavaliViplava-

ploSodbhntaprthuvyathaparicitmnayantitevikriyam"97.21"

－129－



21dploSodbhnta]ABET,confimedbytib.bsregparrabbskyed(Skt.*ploSodbhnta)

:pl5vodbhntaEd.CfdeJoNG.

/ye"mninnmalaSIlaSItalajalasatva§aya{D266a}Svasinrnityambairarajajpra

maljananadrkSantihsthitacetasam//durbbararinikarakopadahanajvalabalrbiplaba

ploSodbhutaprthubyathaparamcitamnayantitebikriyama/[21]

生類の心に慰安を与え、清らかな『戒律」という冷たい水を湛えた、『憎悪』とい

う微れを拭き清める河である『堪忍』を、もしつねに心にもつならば、その［気高

い］人々は、我慢し難い敵による危害への『憤怒』の燃焼する炎の一群をも

つ(jvalavalr)、『災禍』(viplava)の火災(ploSa)から生じる、大きな苦に満ち

た『激昂』(vikriya)へと赴くことがない。

Metre:Sardnlavikrrdita.

/gangzhigtshulkhrimsdrimedbsilba'ichuldansemscanbsampadbugs!byin

byed//khongyirdulnirabtudagbyedbzodpa'ichubosemslartaggnaspa/

/dedagzlogdka'dgrayignodlakhroba'ime!barphrengbasmambsladpas//

bsregparrabbskyedrgyachergdungbasyongs'drismam'gyurdagtu!gyurma

yin/

21czlog]6:bzlog611pas]6:par6.21dbsl℃g]6:sred6.

/itikSemendraviracitayambodhisattvavadanakalpalatayam●

kacchapavadanamsaptanavatitamanpallavan"● ●

(Col叩加n:)kacchapavadanam]A:kacchapavadanamnamaE.●

/itikSemendrabiracitayambodhisatvabadanakalpalatayamkacchapabadanam

saptanabatitamahpalla{T563a}(vaりD:baりT)"

以上、クシェーメーンドラ作『菩薩のアヴァダーナの祈願成就の蔓草』におけ

る「亀のアヴァダーナ」という第97の小枝（章）。

/zhespadgeba'idbangposbyaspa'ibyangchubsemsdpa'irtogspabljodpadpag

gsamgyi'khrishinglasrussbalgyirtogspabljodpa'iyal'dabstedgubcurtsabdun

paio"

第97章の非重要な異読の報告

1．チベット訳の諸版の正字法上の異読

21cphreng]GNQ:!phrengDT
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2．チベット訳の諸版の特殊な異読(Sonderlesungen)

6cnammkha'i]]namkha0iGII'od]]'diD.9a'khrugs]]'khrusQ.10agis]]giG.10clas]]

lusQIIgrolba'i]]grolbaG.13ckashi'i]]kashi'iT.21ckhroba'i]]khrobasG.

3．梵文写本における特殊な異読(Sonderlesungen)

1ado9a]]dau5aE.3abhmbhangal]bhrubhaligaAIItaddatta]]taddarttamE.4aSataiり]]

§ataiE.4ckaye]]kallalA(butinthemarginofA,kayeiswritteninsteadofka[lal).4d

jalatam]]jalamE.6amaPimayam]]manimayam"E.6ccchadanam]]cchadamnaB.7c

nipetuh]]nipetuA.7dsindhoh]]simddhohB､9avibrama]]vibrameA(metricerror!).9b

salila]]SalilaA.11ckimetad]]kimmatadA.13cprapuh]]prapuE.14cparamasadya]]

parama<<sa>>dyaAIIviSrantim]]viSrantiA.15dudyayuh]]udyamuりB.17atatastan]]tatas

tanaB.17bkar叩akulam]kar叩akdahA:karukulahE.17ctebhyas]]tebhyusB.18d

ku5alaml]kuSaleE.19dphalasyadya]]phalasyayaE.20aSrutvaitad]]SrutvetadA.20b

bhikSavah]]bhikSuvahA.21bvairarajah]]vairavajahB.21cdahana]]dahanamE.21d

nayanti]]namyatiB.(Colophon)]]om.viracitayambodhisattvavadanakalpalatayamBIIom.

saptanavatitamahpallavahB.

APPENDIX

Avadanakalpalatヨ梵文と蔵訳の語の対応関係の確認

将来の索引作りのために、最後に付録として、梵蔵を一字一句対照させておきたい。以下の表

記に関する注意：梵文と蔵訳の語の対応関係を示す際に、代名詞と動詞は、語尾変化が付いた活

用形で示すb副詞も不変化辞でなければ、活用形で示す｡しかし名詞と形容詞については、語尾

変化形をいちいち出さ萩基本的に語幹の形で示し、語幹の後につけた1～8の数字で梵語の八つ

の格を示す。例:aSval=aSvah,aSva2=aSva(voc.),aSva3=aSvam,aSva4=aSvena,aSva5=aSvaya,

aSva6=aSvat,aSva7=aSvasya,aSva8=aSve.両数と複数の場合も、格の表現には単数と同じ数字を

用いる:aSval=aSvau,aSvah.

第94章YaSomitra

/skalbanyamspa(=bhagnabhagyal)khacig(=kecit)rabg.yo(=taralatara-)rbarlabs

(=taranga-)skyedpayi(=udgara-)//zabmo'ichuldan(=gambMratoya8)'grobadagtu
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(=jagat8)gdungbanyid(=taptata3)'dzincing(=dadhati)//bsodnamsrgyaspa(=utsikta-

pullyal)khacig(=kecid)myangam(=mam-)dragpor(=khara-)yongsgdungla(=paritapa8)//

lhanskyes(=sahaja-)chuyitshogskyis(=salilasara4)mibzad(=tTvra-)sredpa(=tIW34)gtong

barbyed(=ty"anti)"94.1"

/mnyanyodduni(=Sravasti8)khyimgyibdag(=grhapati7)//bsodnamsbshesgnyendaggi

(=pulJyamitra7)bu(=snnul)//gragspa'ibshesgnyen(=yaSomitral)zhesbyaba(=itikhyatal)/

/gragspacangyi(=yaSasvin7)tshad(=pratim即al)gyurbyung(=abhnt)"94.2"

/bdudrtsi'i(=peyn§a-)zergyi'odzercan(=kirapatvi97)//de(=tasya)skyestshena

(=janmak5apa8)bsodnams*kyis(=p叩ya4)//chuyis(=ap4)charmedlas(=avl･Sti-)skyespa

(=prabhaval)//mibzad(=vigamal)rgudpa(=vipadl)zhibargyur(=Sa§ama)"94.3"

/gzhonnunyidla(=yuvanleva)dbanggyurcing(=vaSinl)//sridpa'i(=bhava-)longsspyod

las(=bhoga-)phyirphyogs(=paranmukhal)//dgela(=kuSala-)brtsonpa(=udyatal)de(=sah)

songnas(=gatva)//rgyalba(=jina3)rgyalbyedtshal(3etavana-)bzhugs(=5sma3)bsten

(=sigeve)"94.4"

/stonpas(=Sastr7)chosnibstanpayis(=dhannadeSana4)//rabbyung(=pravrajya-)dgrabcom

gnasla(=arhatpada3)brten(=Srital)//deni(=sa巾)gserdangrdomtshungsshing

(=tulyakaficanap噸pal)//dga'dangmidga!(=priyapriyal)btangbar(=mukta-)gyur(=abhnt)

〃94．5〃

/deyi(=tasya)mchebadaglas(=dam9嘘6)chu(=varil)//roldan(=sarasal)drimed

(=ninnalal)shelgyini(=spha!ika-)//khuba(=druta-)zagspa(=susrava)gangzhiggis(=yena)

//deni(=asau)mgtu(=sad3)sredbralgyur(=Vrtatr"al)"94.6"

/namzhig(=kadacit)dgeslong(=bhik5ul)thamscadkyis(=sarval)//dgemtshanlasni

(=kutnhala6)bcomldanla(=bhagavat3)//deyi(=tasya)sredpabralbayi(=t鱒p面vyuparama8)

//bsodnamsrgyuni(=punyakaralla3)rabtudris(=papracchuh)"94.7"

/des(=sah)gsungs(=abravTt)kashi'igrongdu(=kaSipura8)sngon(=pura)//mdzespazhes

bya(=sundarakabhidhal)tshongdponbu(=5re"hisutal)//stonpa(="str7)'odsrungszhespa

yi(=kaSyapakhya7)//rabtubyungbanyiddugyur(=pravrajitalabhnt)"94.8"

/namzhig(=kadacit)skompas(=t"1)gzirgyurcing(=3krantal)//gdungbas(=samtapa-)

nyenpa'i(=klanta-)luscan(=vigrahal)des(=sai)//soga'i(=nidagha8)tsataka(=catakal)

bzhindu(=iva)//1garyang(=kvacit)chuni(=jala3)thobmagyur(=aptavanna)"94.9"

/deyi(=tasya)bsodnamsmay加pas(=apupya4)//chusnod(=toyap3伽1)stongpanyid

(=§nnyat33)dangni//khronpa(=k[ipal)yangni(=api)chumed(=niljalat33)dang//1ug

ngogs(=srotasl)'phralla(=sahasa)bskamspargyur(=Sogamsamayayuり)"94.10"
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/denas(=atha)skompas(=t騨皿-)chongesmras(=pralapin7)//lusni(=deha-)gtongbar

brtson(=tyagodyata7)dela(=tasya)//mkhanpos(=upadhyaya4)chuni(=salilal)byinpadag

(=dattal)//mthongbaminpanyiddugyur(=adrSyatamprayat)"94.11"

/denas(=atha)deyis(=sah)stonpani(=SastIF7)//'odsrungs(=kaSyapa7)bka'yis(=Sasana6)

chuyisnod(=jalabhajana3)//mizadpanyidbzhingyurpa(=ak5ayatvamivayata3)//dge'dun

dagla(=samgha8)yunring(=ciram)brims(=acarayat)"94.12"

/deyi(=tasya)chuni(=vari-)bcomldan'das(=bhagavatl)//'odsrungs(=ka§yapal)dgelegs

daggi(=Sreyas7)gter(=nidhil)//rabtudangbas(=prasannal)thugsIjenas(=karullya6)//

phyaggipadmos(=papipadma4)rabbzhes(=pratigraha3)mdzad(=cakre)"94.13"

/derni(=tatra)skyebo'itshogs(=janasamghal)'ongspas(=samagatal)//chuni(=toya3)zad

pamedgyurpa(=ak5ayatamyata3)//mthongnas(=d"")yamtshandagdangbcas

(=savismayal)//bdenpamthongba(=satyadarSana3)thobpargyur(=aptavatl)"94.14"

/deyibsodnams(=tatpupya-)smonlamgyis(=prapidhana4)//gragspa'ibshesgnyen

(=yaSomitral)dgertsaldan(=kuSalamiilavatl)//zhiba(=Santi3)bsten(=Srital)'di(=saり)mche

balas(=damS!ra-)//chuyitshogsni(=payobharal)'khrungspargyur(=udbhnta-)"94.15"

/deltar(=iti)gragspa'ibshesgnyen*gyi(=yaSomitra7)//skyebagzhanla(=janmantara8)

byinpani(=datta3)//rgyalbas(=jina4)gsung(=kathita3)thos(=Srutva)guspayi(=sadaral)/

/dgeslongrnamsni(=bhik5ul)yamtshangyur(=vismayamyayuh)"94.16"

/bdeba(=sukha-)drimed(=vimala-)chus(=salila-)gang(=kalila3)zhibani(=Sama-)//kha

ba'i(=hima-)rlabsldan(=kallolinT3)rgyalba(=jina-)bstenpadag(=seval)//thobnas

(=prapya)!khorba(=samsara-)myangamthanglani(=maru-)//yongs'khyam(=paribhrama-)

sredpa'i(=tr柳ﾖ-)gdungba(=tapa3)gtongbarbyed(=tyajati)"94.17"

第95章Vyaghrr

/rgyachesdigpa'i(=papavipula3)munpar(=timira-)1ugpadagni(=avatara3)rabspangsnas

(=utsarya)//'phralla(=sadyas)snyingrje1i(=kar叩ﾖ-)'odzer(=kir叩a-)snangba(=prakaSal)

rabturgyaspayis(=prakma-)//skyonsel(=do"pahal)ciyang(=ko'pi)yongssugdungba

dag(=paritapa-)kyang(=ca)'phrogbyedpa(=haral)//sangsrgyas(=buddha-)｢odstongldan

pas(=sahasraraSmil)dampa'i(=sat-)lamni(=marga3)stonparbyed(=3diSati)"95.1"

/grongkhyer(=pura8)rgyalpoiikhabna(rajagha8)sngon(=pura)//kalandaka'ignas

(=kalandakanivapa)zhespa(=akhya8)//'odma'itshalna(=vellukanana8)bcomldan'das

(=bhagavatl)//debzhingshegspa(=tathagatal)mamparbzhugs(=vijahara)"95.2"
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/grong(=pura8)der(=tasmin)deddpon(=sarthapati7)donbyingyi(=arthadatta7)//chungma

(=jaya8)monmo(=niSita-)zhespala(=akhy38)//bugnyisdagni(=darakal)dusgcigtu

(=yugapad)//mtshemanyiddubyungbargyur(=yamauabhn面m)"95．3〃

/phani(=pitr8)lngapanyidgyurcing(=paficatamyata8)//nordang(=dhana8)'khorni

(=parijana8)zadpa'itshe(=k5ma8)//shangku(=Sanku-)mtshamsbyin(=samdhidatta-)zhes

byaba(=akhyal)//dedag(=tau)mayis(=matl4)tshegskyis(=k!℃chrepa)bskyed(=vardhita)

〃95．4〃

/mayi(=matr7)tshiggis(=vacas4)chomrkunla(=caurya-)//rabzhugsbyispa(=pravrtti8)de

daggis(=tau)//khyimzladaggi(=prativeSman7)norchungdang(=svalpartha-)//snodmams

(=bhapja7)dalgyis(=Sanakaih)brlagparbyas(=k5ayamcakratuh)"95.5"

/ma(=matr7)dang(=ca)phayi(=pitr7)dulbayisni(=niyama4)rungbanyid'gyurzhing

(=bhavantiyogyal)//deyi(=tad-)btangsnyomsnyidkyis(=upek"4)'dulbaminpa'i

(=avinaya8)g.yangla(=Svabhra8)lhung(=patanti)//ranggiskye*bo(=svajana-)sngon

bskyed(=pUrvodita-)bagchagsdagdang(=vasan34)'brelbalas(=viddhal)//byisparnamsni

(=balal)til(=tilal)bzhin(=iva)gzhangyi(=para-)rangbzhin(=praklti4)stenparbyed

(=bhajante)"95.6"

/rimgyis(=kramepa)dedag(=tau)cherskyeste(=vardhamanal)//chomrkundarbabnyiddu

gyur(=praudhacauratvamagatal)//'dzegdang(=ullangha-)mtshams'bigs(=samdhiccheda-)la

sogskyis(=adya4)//grongkhyerpayi(=paura7)normams(=dhana3)blangs(3ahratuh)"

95.7〃

/dedagbyaba(=tatkriy33)nyanmayis(=cara4)//shesnas(=vijiiaya)rgyalpo(=rajan4)ma

skyesdgras(=ajataSatru4)//dedag(=taul)ma(=matl4)dangbcaspani(=sahital)//skadcig

nyidkyis(=kgapat)gsod*sar(=vadhyavasudh33)springs(=visrS!al)"95.8"

/gzhangyinorgyis(=paradhana4)gangzhig(=yat)zabyed(=bhUjyate)gangzhig(=yat)'thung

barbyed(=niPryate)//bdeba'ibsampas(=saukhy話ﾖ4)yulgyilamni(=vigamavartmanl)gang

zhig(=yat)nyamsmyongbyed(=vigahyate)//madpyad(=avicara-)dga'barbyaba'i

(=ramaprya-)bdela(=sukha-)guspa(=3dara7)denyidni(=tasya)//sminpargyurpa(=pakal)

srogninyamsbyed(=pr恥圃vasana-)mibzad(=darupal)zongdag(=papa-)yin"95.9"

/yulgyi(=vigaya-)btungbas(=p加a-)rgyagsshing(=mada-)'khrugspamamskyi(=akula7)

chagspa(=ragal)gang(=yah)//rkudang(=caurya-)sregdang(=daha-)gsodpas(=vadha-)

thobpa'inorgyis(=labdhadhana4)rabbskyedpa(=sa刺ﾖyate)//deni(=asau)yongssmin

(=paljpatal)Ikanglagbcaddang(=karapadabheda-)gsalshinglazhonpas(=§nladhirohapa-)//

yongszags(=parisruta-)khraggi(=rakta-)rgyungyis(=pUra4)phyiroldagtu'byungbar'gyur
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(=niryati)"95.10"

/denas(=tatas)gsodpa'i(=vadhya-)!phrengbas(=mala-)mtshan(=ankal)//sngon(=ma-)

dmar(=rakta-)goskyis(=ambara-)g.yogs(=3vrtal)dedag(=tau)//ltaru(=pI℃k"-)!ongspa'i

(=agata-)skyebos(=jana-)bskor(=3kimal)//gsodpa'ignassu(=vadhyasthana3)nyebarsong

(=upagatal)"95.11"

/brtseldan(=dayavatl)kunmkhyengyis(=sarvajfial)mkhyennas(=jfiatva)//rangnyid

(=svayam)sa(=bhn3)der(=tam)mngonphyogste(=abhyetya)//Ijessugzungba'i

(=anugraha4)bka'dringyis(prasada-)//bcingspadagdangbralbar(=vigatabandhana3)mdzad

(=cakre)"95.12"

/kunmkhyen(=sarvajfia7)bka'yis(=可甑4)dedagni(=tau)//rgyalpos(=r"an4)btangzhing

(=tyaktal)sdigpagrol(=muktapatakal)//bcomldan､daskyi(=bhagavat4)bstanpala

(=Sasana8)//rabtubyungnas(=pravrajya4)dgrabcom(=arhattva4)thob(=apatuり)"95.13"

/yeshes(=jfiana-)'byor(=vibhava-)'bar(=Uijvala3)dedagni(=tau)//ma(=jananr-)dangbcas

pa(=sahita3)mthonggyurnas(=dMv3)//dgeslonggis(=bhikSu4)dris(=pnal)dgemtshan

las(=kautuka8)//degtam(=tatkath33)bdebargshegspas(=sugatal)gsungs(=abhyadhat)"

95.14"

/sngongyi(=p町va8)skyebadagla(=janman8)yang(=api)//'didag(=etau)bdaggis(=maya)

rabtubsrungs(=*prarak9itau?,v.note)//detshe(=tada)'didagnyidkyi(=etayoh)ma

(3anaml)//stagmo(=vyaghIT1)1igsrunggzugsldan(=ghorarnpal)gyur(=abhavat)"95.15

〃

/dedus(=tasminkale)byangchubsemsdpa'ni(=bodhisattval)//brtsebas(=krpa-)luscan

mamskyi(=Sam･in7)gnyen(=bandhul)//snyingIje'irdul(=karuparepu)zhesbyabayi

(=akhyal)//saskyong(=k9itipala-)burni(=sutal)nganyid(=aham)gyur(=abhavam)"95.16

〃

/namzhig(=kadacit)bkl℃spas(=k9udh-)nyenpayis(=kSamal)//phruggu(=potaka3)!didag

(=etau)zartsompa'i(=bhoktumudyatal)//stagmodeni(=vyaghrrsa)ranggilus

(=svaSaITra3)//byinnas(=dattva)bdaggis(=maya)rnamparbzlog(=vinivarital)"95.17"

/laskyilhagmas(=kannaSeSa6)dalta(=adya)yang//'didag(=tau)chomrkunnyiddugyur

(=cauratvamupagatal)//stagmode(=vyaghIrsa)ni(=eva)ma(=matrl)!di(=iyam)ste//'di

dag(=etau?,cf.etayoh)bdaggis(=maya)rabtubsrungs(=samrak9ital)"95.18"

/zhesgsungs(=ityuktva)bcomldan(=bhagavatl)thugsIjeyi(=kar叩ﾖ-)//rgyamtsho

(=sindhul)'byungpola(=bhnta-)dgongspa(=bhavanal)//dgeslongtshogs(=bhikgusangha4)

dangbcaspadag(=sahital)//rgyalbyed(=jeta-)tshaldu(=kanana3)rabtugshegs(=prayayau)
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"95.19"

/bdudrtsi(=amrta-)royi(=rasa-)chal･bzhin(=v"1)mi'dod(=ani"a-)sel(=apahal)//'dod

pa(=i5!al)dampa'i(=sat7)gzigspa(=d"!il)gang(=ya)1hungbas(=patital)//1hungbamams

(=patita3)kyang(=api)bsodnamskyis(=punya-)mthoba'i(=unnati-,v.note)//bsngagspar'os

par(=Slaghya3)mdzadpa(=kurute)rgyalgyurcig(=jayati)"95.20"

第96章Hastin

/zlaba'i(=SaSarika7)kundga'(=hladal)nyima'i(=ravi7)rabgsal(=prakaSal)dang//meyi

(=kmnu7)tshaba(=tapal)rlunggi(=pavana7)mgyogspa(=vegal)dang//snyingljeladga'

(=karu"rata7)skyebochemamskyi(=mahajana7)//gzhanlaphanpa(=paropakaral)1han

skyes(=sahajal)rangbzhin(=svabhaval)yin"96.1"

/'phagsrgyal(=avantiviSaya8,v.note)skyedmostshaldu(=udyana8)sngon(=pura)//rgyalpo

(=rajanl)dpalldan(=Smnatl)'charbyedni(=udayanal)//rtsedga'i(=keli-)rodangldanpa

dag(=rasikal)//btsunmorbcaspa(=vadhnsakhal)mampargnas(=vUahara)//96.2"

/deyi(=tasya)mdzesma(=kantal)utpala(=kuvalaya-)mig(=ikgapal)//metog'thula

(=pu5poccaya-)chagsparnams(=asaktal)//thubpa(=muni7)brgyaphraglngamamsni

(=paica4Sata4)//'doddgar(=yad!℃chaya)'ongspadaggis(=3gata4)mthong(=d"al)"96.3

〃

/phragdog(="ya)khroba(=manyu-)skyongba(=parayapal)des(=sah)//dga'mar(=priy3-)

migbkod(=nyastanayana3)dedagrnams(=tan)//rkanglag(=panicarapa-)bcadpa'i(=cheda-)

khraggisni(=asﾛ-)//'damla(=panka-)nyalbadagtu(=93yin3)byas(=cakle)"96.4"

/mibzad(=tivra-)gnad(=mannan-)bcad(=cheda-)chongeyis(=vyatha-)//gzircing

(=atura3)chongeldan(=3rtanadin3)dedag(=tan)//sangsrgyas(=buddhal)bcomldan

(=bhagavatl)thugsIjeyis(=kar叩ﾖ-)//snumpa'i(=snigdha-)spyangyis(=Iocanal)rabtu

gzigs(=dadarSa)"96.5"

/deyi(=tad-)gzigspa(=d"i4)bdudrtsiyi(=amlta-)//char(=vMi4)ltar(=iva)regpas

(=sp"!al)dedagmams(=te)//srogbzung(=dhMjVvital)rkanglag(=pヨリicarapal)legspar

'byar(=samSliS!a-)//gdungbadangbral(=gatavyathal)yangdaglangs(=samuttasthuh)"96.6

〃

/denas(=tatas)rabrdzogs(=prapanna7)dedagla(=te"m)//bcomldan'daskyis(=bhagavatl)

chosbstan(=dhannadeSan33)mdzad(=vyadhat)//ganggis(=yaya)myurdu(=aSu)dedag

mams(=te)//phyirmi'ong!bras(=anagamiphala-)darba(=udaya)thob(=prapuり)"96.7"
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/demthong(=tadd"")dgeslong(=bhikgu4)mtsharbcaspas(=saScarya4)//drisshing

(=pMal)bcomldan(=bhagavatl)rgyalbayis(=jinal)//gsungspa(=jagada)sngonyang

(=ptirvamapi)|didagmams(=ete)//bdaggis(=maya)brtsebanyidkyis(=day34)bzung

(=uddhrtal)"96.8"

/barallasrdagtu(=v証apasI8)sngon(=pura)//rgyalpo(=rajan4)tshangsbyindaggisni

(=brahmadatta4)//'byedbyed(=bhinna7)sdigpabyaspayi(=krtagas7)//blonpo(=manmn7)

lngabrgya(=Satalpancal)ngesparbskrad(=nirastal)"96.9"

/rgyalpo'iiigspas(=rajabmi4)yangdaggdung(=samtaptal)//myangam(=maru-)lamdu

(=marga-)bgrod(=pravasinl)dedag(=te)//soga(=glTSma8)gribmachumedpar

(=nirudakacchaya8)//mibzad(=tiVra-)skompas(=t騨鯛4)lhungbargyur(=nipetuP)"96.10"

/byangchubsemsdpa'(=bodhisattval)gnyis#thungche(=mahadvipal)//bzangpo(=bhadral)

zhespas(=nama)dedag(=tan)mthong(=vilokya)//dedagchonge'i(=tatpralapa-)mdas

(=i9u-)phugnas(=nirbhinnal)//snyingIjes(=karupya6)gdungbadangbcas(=savyathal)

gyur(=abhavat)"96.11"

/chudang(=payas-)rtsaba(=mnla-)'bras(=phala-)ster(=pradal)des(=sah)//ringporingpo

dagnas(=d[irat)chu(=salila3)//lagpa(=hasta4)shintuchebas(=ma町as4)blangs(=adaya)

//dedag(=tan)skompadangbral(vTtat"pa3)byas(=vidadhe)"96.12"

/deyis(=tena)dga'ba(=hMal)rtagtuni(=satatam)//sroggigzungsdag(=prapadharapal)

ngesparbstan(=nirdi"a-)//rgyache(=vipula-)ngalba(=Sramal)rabzhiba(=pras加ta-)//de

dag(=te)derni(=tatra)ngalbsos(=viSr珈ti3)thob(=prapuh)"96.13"

/denas(=tatas)duskyis(=kalena)soldanpa(=dantin7)//lusnibtangba(=tyaktadeha7)de

nyidkyi(=tasya)//lusdagsbyangsnas(=krtv訂§arrrasatkaram)dedaggis(=te)//lhala'ospaIi

(=surocita3)mchodpa(=pUj33)byas(=cakmh)"96.14"

/dgonpar(=arapya8)bdagni(=maya)glangpoyis(=k咽ara4)//sdugbsngal(=lq℃chra6)de

las(=tasmat)blonponi(mantrinl)//sngon(=pura)bsgral(=samtarital)dedag(=te)dalta

(=adya)yang//thubpa(=muni)dedag(=ete?)mi'dodlas(=vaiSasa6)"96.15"

/zhespagsungsnas(=ityuktva)bcomldan'das(=bhagavatl)//semscankun(=sarvasattva-)

sgrol(=samtaralla-)brtulzhugscan(=vrata)//thubpa'itshogskyis(=munigana4)mchodbyed

cing(=pUjyamanal)//ranggi(=sva3)dka'thubnagssu(=tapovana3)gshegs(=jagama)"96.16

〃

/stonpa'i(=SasU7)thugsIje(=kar叩圃1)bdudrtsi'i(=amrta-)chuboni(=vahinrl)//malus

(=akhila-)bdedang(=sukha-)dgeba'i(=kuSala-)phonya(=dntrl)ste//sridpa'i(=bhava-)mya

ngam(=maru-)gdung(=samtapa-)bsil(=§rtala-)gribma(=chayal)dang//ma(=jananrl)bzhin
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(=iva)skyedparbyedpa(=janaml)rgyalgyurcig(=jayati)"96.17"

第97章Kacchapa

/mamsdang(=vidve5a-)skyongyi(=doga-)duggis(=vi9a-)yidnisunphyunggyurrnamskyis

(=dnSitamanasa7)//dampadagla(=sadhu-)gnodpa(=badhana-)bsgrubla(=vidhi8)'badpa

(=prayatnal)rabrno(=niSital)gang(=yall)//denyid(saeva)galte(=ced)deyi(=tad-)yon

tan(=g叩a-)rab'bar(=Uijvala-)Ijesbyedpar(=anukrti8)//gyurna(=syat?)srid(=bhava8)'dir

(=asmin)suzhig(=kah)rgyacher(=plthu-)gnoddangldanpar(=parabhavavatl)!gyur

(=bhavet)"97.1"

/rgyalba(=jina8)rgyalpo'ikhabdangnye(=呵agrhopanta8)//'odma'itshalna(=vepuvijana-)

rgyubana(=carin8)//lhasbyingyisni(=devadatta4)sdangbas(=vidve5a6)sngon(=pura)//

rabtubskulba'i(=prerital)dka'thubpa(=tapasal)"97.2"

/deyis(=tad-)byinpa'i(=datta-)mtshonchacan(=5yudhal)//smin(=bhrn-)'khyog

(=bhaliga-)1igssurungba'i(=bhrma-)bzhin(=vadanal)//khrobas(=krodha-)dulba

(=samyamal)nyamsgyurpa'i(=vidhvasta-)//rtsompachenpos(=susamrabdhal)mngonpar

gtses(=abhyadravan)"97.3"

/brgyaphraglngayi(=paica4Sata4)dka!thubcan(=tapasa4)//dedaggis(=*taiり,v.note)

'phangs(=kSiptal)mtshongyichar(=astraprav"1)//bcomldan'daskyi(=bhagavat7)skula

ni(=kaya8)//padma(=kamala-)utpaltshogsnyidgyur(=utpalajalatamyayui)"97.4"

/dampamamsla(=sat8)monpoyi(=niSital)//mtshon(=Sastral)yang(=api)ljampa

(=mardava3)stenbyedde(=Srayante)//sdangba'i(=vidveSa-)duggis(=viSa-)byugsgyurpa

(=digdhal)//sdigpacangyi(=papin7)semsni(=cittal)min(=na)"97.5"

/stonpa'i(=Sastr7)skuni(=Sama-)sgribbyedpa(=chadanal)//norbu'irangbzhin

(=maPimayal)khangpabl･tsegs(=kmgaral)//nammkha'i(=nabhas-)'odni(=prabh31)rab

!khrungste(=pradurasTt)/ltabadagni(=d"-)bzlog(=nivaraDal)magyur(=na)"97.6"

/denas(=tatas)dka'thubcan(=tapasal)dedag(=te)//ngalzhing(=Srantal)ngotsha(=laija-)

bzhin(=ananal)dudpas(=avanamita-)//bzodpa'i(kSama-)rgyamtsho(=sindhu7)rabdangba

(=prasadin7)//stonpayini(=Sastr7)zhabsla(=pada8)gtugs(=nipetui)"97.7"

/bcomldangyis(=bhagavatl)kyang(=api)bula(=putra7)bzhin(=api)//rabtudangldan

(=prasadin7)dedagla(=teSam)//gnodbyedla(=nikara4)yang(=api)khromedpas

(=nirmanyul)//chosnirabtubstanpa(=dhannadeSana3)mdzad(=vidadhe)"97.8"

/chenpornamskyi(=mahat7)yidni(=manasal)'khrugspa'i(=kgobha-)mam'phrulmedpayi
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(=a+vibhrama-)//bdedang(=sukha3)zhibala(=gama3)brten(=a§rital)bsodnams(=pu9ya-)

bzodpadaggi(=kgama-)chu(=salila-)//drimed(=nimala-)bsilbadagdangldanpa

(=§Ttalal）phanmin1ugpani(=ahitapravma-)／／dethob(=*皿＊prﾖpya？v,note)khroba，i

(=manyu-)rdulgyis(=rajas4)rnyogpadagtuyongmi'gyur(=nakalugrbhavanti)"97.9"

/stonpas(=息屈str7)chosbstan(=deSan34)rabbyunggis(=pravrajyﾖ-)//bsampa(=3Sayal)rab

phyis(=unmaIjita-)dedaggis(=te)//zagpa(=3srava-)kunlas(=sarva-)mamgrolba'i

(=n加nukta-)//dgrabcomnyidni(=arhattva3)rabtuthob(=pratipedire)"97.10"

/skabsder(=atr珈伽e)'ongspa'i(=samayata4)dgeslongni(=bhikSu4)//gtamde(=tatkath34)

thosshing(=Sruta-)ngomtshardang//bcaspas(=sa§carya4)'dici(=kimetat)zhespa(=iti)

dris(=p"al)//rgyalbas(Winal)dedagla(=tan)gsungspa(=avadat)"97.ll"

/sngongyi(=p[irva8)skyebadagla(=janman8)yang(=api)//shintu(=su町3m)gnodbyas

(=kmpakaral)!didagla(=ete)//mam!gyurmedpa(=nirvikara4)bdaggisni(=maya)//rabtu

dangbas(=prasada6)ngesparbltas(=avalokital)"97.12"

/rgyamtshodagtu(=samudra-)'grobala(=yatr38)//gzingsni(=pravahana8)chagpargyur

tshe(=bhagna8)sngon(=pura)//!didag(=ete)kashi'iyulskyespa'i(=kaSideSajal)//tshong

pas(=vamjl)sroglaHIVita-)thetshom(=samSaya3)thob(=prapuh)"97.13"

/dela(=tatra)bdagni(=maya)mssbalgyis(=kacchapa4)//rgyabtu(=p"ha3)bkodnas

(=aropya)rabtubsgral(=tarital)//'tshobathobcing(=labdhajTvital)pharoltu(=para3)//

phyinnas(=5sadya)ngalbsos(=viSranti3)mamparbsten(=bhejire,v.note)"97.14"

/rabtubsgralbas(=tattaralja-)yongsngalte(=paripariahr加ta8)//bdagni(=mayi)skadcig

(=k5apam)gnyidlogtshe(=nidravrta8)//bdagsha(=manmamsa-)za'dod(=aharakamal)de

dagmams(=te)//thamscad(=sarval)bdagni(=mam)gsodparbrtson(=hantumudyayuh)"

97.15〃

/rdoyichar(=aSmav"4)chen(=mahat4)rabspros(=uts"a-)kyang(=api)//khogparabtu

brtanldanzhing(=d"hakapa!a7)//gongbu'idbyibscan(=pi叫瓶krti7)bdaggini(=me)//lus

ni(=kaya8)namyang(=kacid)nyams(=kSatil)magyur(=nabhiit)"97.16"

/denas(=tatas)bkrespas(=k9udh-)yongsnyen(=parik"ma3)de(=tan)//mthongnas

(=drSM)snyingIjes(=karu"-)bdag(=aham)'khrugspas(=akulal)//ranggis(=svayam)de

dagmamsla(=tebhya｡)lus(=tanu3)//byinnas(=dattva)byababyasnyidgyur(=krtakrtyatam

prayatal)"97.17"

/sngongyi(=p町vam)tshongpa(=vanUl)dedag(=te)ding(=adya)//dka'thubcanni

(=tapasata3)'didag(=ete)gyur(=gatal)//gnodpabyas(=krtagasl)kyang(=api)snyingrjeyis

(=kampya6)//bdaggis(=maya)dgebadagla(=kuSala3)bkod(=prapital)"97.18"
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/dedag(=te)sngontshe(=ptirvam)bdagnyidche(=mahatman7)//stonpa(=Sastr7)'odsrungs

(=kaSyapa7)bstanpala(=§asana8)//rabbyung(=pravrajy33)thobnas(=prapya)deyi'bras

(=tatphala7)//dalta(=adya)skalldandagtu(=bhaginl)skyes(=samjatal)"97.19"

/debzhingshegspas(=tathagata4)gsungspa(=kathita3)!di(=etat)//thosnas(=Srutva)dge

slongmamskyisni(=bhik5ul)//deyi(=tasya)bzodpa(=kSama3)sagzhi(=k9ama3)bzhin

(=iva)//khurdag(=bhara-)bzodpa(=k5ama3)rabtubsngags(=praSaSamsuh)"97.20//

/gangzhig(=ye"m)tshulkhrims(=SIla-)drimed(=ninnala-)bsilba'i(=Srtala-)chuldan

(=jalal)semscan(=sattva-)bsampa(=画§aya-)dbugs'byinbyed(LC=asvasinl)//khongyi

(=vaira-)Idulni(=rajas-)rabtudagbyed(=pramaIjana-)bzodpa!i(=k"ntil)chubo(=nad71)

semsla(=cetas8)rtag(=nityam)gnaspa(=sthital)//dedag(=te)zlogdka'(=durvara-)dgrayi

(=ari-)gnodla(=nikara-)khroba'i(=kopa-)me'bar(=daha呵vala-)phrengbas(=3valF)mam

bsladpas(=viplava-)//bsregpar(=ploSa-)rabbskyed(=udbhnta-)rgyachergdungbas

(=prthuvyatha-)yongs'dris(=paricita-)mam'gyurdagtu(=vikriy33)'gyurmayin(=3yantina)

"97.21"

第二部

生きながら餓鬼の業苦を味わった比丘の話

1．序

今年の『南アジア古典学』4号で出本充代が訳すAv936章Maitrakanyaka(昨年の拙

稿が扱ったAvadanakalpalata第92章のソース）の、貿易商マイトラカンヤカの話は、そ

の貿易商が生きながらにしていつの間に天界と地獄とに入り込む話である(')。彼が体験

した天界と地獄はともに地上にあった。またこの論文の第一部の中で校訂・翻訳を

行ったAvadanakalpala圃第94章YaSomitravadanaの過去話は、人として生きながら餓鬼

の業果を経験した或る比丘の話である。ヤショーミトラの前世にあたるその比丘は、

死後に餓鬼になるのではなく、生きながら餓鬼の苦しみを経験した。本人が気づかぬ

うちに餓鬼の業が熟し、餓鬼になりかけたのである。

(1)このMaitrakanyakaの話に似ている話として、ある貿易商が隊商からはく、れて道に迷い、生

きながら餓鬼界に入り込んで12年遍歴して、様々な餓鬼たちの姿を見て、また故郷に戻ってくる

話が、Divyavadanaの第1章Kolikamavadanaである。
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人として生まれたからといって人であることが自明とはいえない。人と神、人と地

獄、人と餓鬼とのはざまに生きる人々がいる。説話が語るこのような境界例（ボーダー

ライン的事例）を知ることは、アビダルマ的に教義が固定化する前に仏教徒が抱いてい

た初期の世界観を解明する上で重要である。初期聖典にも、大悪人が生きながら地面

が割けて地獄に堕ちたということがしばしば説かれているように、初期の仏教徒は、

死による転生が五趣・六道の各世界をきちんと隔てていると必ずしも考えていたわけ

ではないらしい。五趣・六道の世界は相互に地続きであって、業果が熟すれば生きな

がら別の世界に入ることがありうる。あるいは二つの世界をまたがって生きるという

こともありうるらしい。アビダルマ的な思考法として、五趣・六道の各世界が別個に

実体的に存在すると考える固定的な世界観が支配する以前は、もっと柔軟に、五趣・

六道のあり方の本質を、人の生き方の問題、人の心のあり方の問題として捉えていた

のではないだろうか。アビダルマ的な分割思考にとらわれない初期仏教のこのような

柔軟な世界の見方は、のちの大乗仏教の新たな世界の捉え方（特に、六道を含む十界の一

つ一つの世界が互いに他の世界に入り込んで分かちがたいという、天台教学の十界互具の世界観

に代表されるような世界の捉え方）につながってゆくと思われる。

この第二部では、第一部のAvadanakalpala面のテキスト中にも含まれるこのヤショー

ミトラの説話に特に的を絞って、Avadanakalpala極の第94章YaSomitravadanaのソース

であると思われるAv§の第85章Yagomitraの和訳と、そのAvsの再話文献である

SMRAMの第23章YaSomitravadanaの梵文と部分訳を示す。これら三つすべてのヴアー

ジョンの翻訳が本論文においてなされることにより、読者は容易にインド仏教文化圏

で受容されたヤショーミトラ説話の内容を把握することが出来るであろう。

またこの第二部の研究の一番の目的は、YaSomi伽の話を扱った文献の中で最も詳細

な、これまで学界に知られなかったSMRAMの第23章YaSomitravadanaの梵文を示すこ

とにある。このSMRAMという文献と、その現存する唯一の写本については、『南ア

ジア古典学』第1号（2006年）の拙論で先に報告した。

SMRAMは全41章から成る、中世ネパールで作られたAvsの再話文献の一つである

が、私はまずこのYaSomitraの章を紹介することで、この再話文献がもつ面白さを学界

に紹介したいと思う。そのソースであるAvsは古い説話集として権威があるものであ

るが、一話一話が短すぎ、しかも語り口が紋切り型であるという欠点をもっている。

聞いて楽しむためには作られていない。そこで中世ネパールではそのAv§の欠点を克

服するため、恐らく説法の一環として聴衆が耳で聞いて楽しめることを意図した説話

集が作られた。SMRAMなどの梵文説話集は、もともと読まれるために作られた文献
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ではなく、在家者を集めて一種の法話として聞かせることを目的として作られた文献

であると私は推測する。SMRAMはウパグプタ長老が師から聞いた法話を在家信者で

あるアショーカ王に再話するという形式を取るために、話の内容が全体的に在家信者

向きになっている。その再話という形式には、Av§のような聖典に無い自由さがあり、

編集者による法話化のための勝手なアレンジを可能にしている。

Av§は有部独自の伝承において伝わっていた説話・譽嶮話を経律などから抜粋し集め

て編集された後に、ある時代から準聖典の扱いを受けるようになったもので、特にネ

パールでは大乗経典同様に、聖典として尊重された。全部で約百章あるが、どの章も

話の粗筋しか示さないテキストであるために、聴衆が聞く楽しみを味わう間も無く、

あっけなく話が終わってしまう。繰り返し出てくる定型句をテキストから取ってしま

うと、話の実質として残されるものが貧しい話が多い。Divyavadanaなどの律蔵系の説

話集と比べて、Av§ではあまりに話が凝縮されている。Avsは格調高い凝った文体で形

式的な定型文を多用するので、僧侶の暗唱用にはよいであろうが、これを昔話のよう

に耳で聞かされるのはつらい。話の要となる箇所では、かなり意識を集中させないと

意味が掴めずに終わってしまう。耳で聞く説話であるためには難しい語彙を避け、平

易な文体にしなければ、在家者を多く含む聴衆が膝をくずして楽しんで聞けるように

はならないが、そのような配慮はこの教団内向きの文献には無い。

説話を聖典的な調子にするために古い鋳型にはめ込み、その際に中身を切り詰め

て、最小限の内容しかもたないこと、それゆえ聴聞に向かないこと、これがAv§の最

大の欠点であるといってよい。その欠点を補うことを目的として、再創造の仕事が中

世のカトゥマンドゥ盆地でなされ、アヴァダーナ・マーラーという文学的ジャンルの

中核となる作品群としてのAv§再話文献群が作られた。再話文献の作者は、まるで骸

骨に再び肉付けをするように、Avsから受け取った話の粗筋に対して、脚色という肉付

けを行ない、一種の法話であることを逸脱しない範囲で自由に内容を膨らませた。AvS

の凝縮性が、逆に自由な創作の可能性を中世人に与えた。再話文献のおかげで、Avsの

各話は蘇り、人にそれを聴聞する喜びを与えてくれるものとなった。再話文献の出現

を待って、「聞いて面白く，ためになる」という説話の本来の機能に戻ることが出来

たように思われる。従って、技巧的な文体や、修辞学の高度さなどの玄人向けの文学

判断の基準だけによって，アヴァダーナ・マーラーという宗教文学を評価するべきで

はないように思われる。

Av§には、繰り返される様々な、しばしば冗長に感じられる定型句を取り去ると、か

なりあっけなく話が終わるような話が多く、その一話が一席の法話を占めるには物足

りないように思われる。もし場を設けて人を集めて聞かせる演題としての役割をこの

－142－



Av§の各話に勤めさせるには、何よりも個々の話を長くする必要があった。聴衆に話の

展開を追いつつじっくり聞く喜びを与えるためには、適正な長さと感じられる長さま

で話を伸ばすことが必要である。聴衆が期待する説話を聞く喜びは、一話があまりに

あっさりと終わってしまうのでは満足されない。時間が余ったからといって二つ三つ

別の話をしても、食いたらなさ、不満足感が残る。話というものには、その話がなさ

れる場に応じて、適正な長さというものがある。もし法話の場を設けてわざわざ人を

集めるならば、最低1時間くらいの長さが欲しい。SMRAMの話は200詩節程度の長さ

のものが多く（このYaSo皿匝aの話は全部で225詩節）、その全部をゆっくりと聞かせると

1時間以上はかかったはずであるが、これは、一座の教法を聞くために集った聴衆に

充分な満足感を与えてくれる、話としての適正な長さと思われる。

話を適正な長さまで長くする際には、語りかたを平易にするばかりでなく、もとも

との種本になかった話のディテールを自由に補って追加する必要があるが、その際に

SMRAMの作者は、元の説話には無かった真理言説を付け加えたり、強調したりし、

より宗教的に滋養に富んだ話にする努力もしているようである。Av息など権威ある仏説

説話集を種本としつつ、それを長めに平易な形に直した「法話用の説話集」として

SMRAMなどの再話文献が中世ネパールで形成された理由は、当時の仏教信徒社会に

とってそのような文献が有用であったためであろう。そこには恐らく王家や知識人を

含む上流から中流の在家信者向けに、仏教説話を仕立てて説いて聞かせる行事が祭日

や斎戒の日などに寺院などで行われていた事情があったと考えられる。SMRAMなど

の再話文献はその性質上、仏教教団による在家向けの教法の宗教文献として位置づけ

られよう。

2.SMRAM第23章Yagomitravadana

では以下にSMRAM第23章の梵文テキストを示したい。SMRAMは、チベット訳も

漢訳もなく、西暦1892年頃にネワール文字で書かれた1本の紙の梵文写本しか世界に

現存していない(NGMPPB101/3;注記にMs.と記した写本）。写経生の書き誤りをかな

り含んだ1本の写本しか利用出来ないという事情のために、難読の箇所で悩むことも

あり、今回ひととおり転写テキストが出来たとはいえ、少なからぬ箇所で訂正上の疑

問を残している（末尾のapparamscriticusでの注記を参照）。

この校訂梵文テキストの中で、アステリスクの印が付けられた箇所は、写本の読み

を推測conjectureによって私が訂正した箇所である（注記にはexconiと記した）。ただ

しかなり単純な誤りの修正にはいちいち推測のアステリスクの印を付けることはしな
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かつた（その場合、区別して注記にはexcomではなくcorr.と記した）

角形括弧の数字は、写本の行を示す。また各詩節の末尾には、

には詩節番号はなく、私が便宜上付けたものである。

23YaSomitravadana

。［2],[3],[4]…という

番号を付したが、写本

[178b7]athaSokomaharajansaiijalinsampramoditalJ/

upaguptamgurumnatvaprarthayadevamadarat"1

bhadantaSrotumicchamipunaranyatsubh35itam/

tadyatllagummdiSIamtathade9!umcame!rlla[179a]ti"2

itisampr耐mtamraj甑srutvaso!rhanmahamatill/

upaguptonarendramtamsamalokyaivamabravIt"3

sad加息mumaharajayathamegurupoditam/

mhahamte[2]pravak5yamilokanamp叩yaWddhaye"4

tadyathabhagavanbuddh血頭kyasimomumSvaraり／

sarvajiio'rllanjagacchastadhannarajastathagataり〃S

ekasn血samayeta[3]traSravastyaupakall!hike/

viharejetakody加evijaharasasamghikah"6

tadatatramahapury加§ravastyampaurikomahan/

sarvasampatsanddho!bhntsarthava[4]homahajanah"7

tasyapatnIsatrkantasvakuladhannacarim/

abhnt[s]apannasattvasadohadalakSalmvita〃8

tadatatrasurajye､pilokapapasamutthitam/

[5]abhnddurbhikSak剛namsarvasamarakarakam"9

devodvadaSavar"nivarSayennatrabhntale/

itinaimttikai哩仙yatamSrutvalokavi"di""10

n卯豆[6]dayo!pitesarvesvasvakuleSiadevam/

samaradhyasamabhyarcyasuv"msamyayacire"11

nadh･adata"gadijala§rayasam屈息ritan/

sarvannagansamabhyarcya[7]suv"mprarthayanmuhun"12

tathasamprarthyamane!pitadvi5ayesamantatah/

suvMilakSanamkificmmeghenaivabhya"yata"13

tadabhnpadayalokallsarve!pya[8]tiniraSitall/
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hapapamnihatallsaweyaddurbhikSamvartate'dhuna〃14

ityuktvavilapantastesarvelokan瓶§i助／

mrtyuSamkabhimohandhaniSe[179b]dus伽s瓶§ay魂〃15

tadasasarthavahasyabharyasampUmagarbhika/

samaye!sntasarvaligasampUmadarakamSiSum"16

tasmimjateSiSautatrasa順vMirvibha[2]9nita/

suvrstilaksanaliko'bhndvarivahallsamutthitah"17
●●● ●● ● ●

§rutvatamdarakamjatamjanakansapramoditah/

sahasapatyad"vainam*naivasalmpt加ayayau"18

[3]剛atadmamarabhyasadatatranirantaram/

varivahahsamutthayasuvMmsamakarayan"19

tenatatrapure(1)tasyadarakasyasamantatah/

tatsuv"isa[4]mudbhntad(1)yaSasaparyapnryta"20

tatahsarve|pilokastasyaSiSo"ubhatmanan/

babhnvurhitavaktaromtravaddhitavanchmah"21
●

tatastasyap瓶sre9血[5]jfiatibandhusullXijanan/

samadaransamahnyajatikannaakarayat"22

tatastetad苛繭tayallsarvesummitre51abandhavah/

samalyamsammatamkrtvasarthava[6]hamtamabravan"23

§musarthapatesadhoyajjatasmimtavatmaje/

meghavarSantisarvatratadyaSo'syaprasaritam"24

itisarve､pilokammitravadabhinanditah/

[7]tenan加mayaSomitraitikllyatobhavatvayam"25

itisarvaihsama肋yatamSrutvasajanakomuda/

tathetipratibhaSitvatamamaprathitamvyadhat"26

tatahsa[8]darako'"bhirdhatrrbhihpratipalitan/

paripu"anpravrddho'bhndhradasthamivapamkajam"27

kramadvTddhallkumaratvapraptansamadanopamah/

tadagurnnsamara[180a]dhyavidyaparamyayaudrutam"28

tadaikasmmdinetatrapuresasaciv加vitah/

*ramanpuradbahirgacchafije伽amamupacarat"29

tatrasasamupasmanbhikSUndMvapramoditalJ/

[2]prallatvatankramadgatvaviharesamupaviSat"30
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tatrasabhasanasmambhagavantammumsvaram/

dv町坤sallakSanaSrtivyafijanaparimalljitam"31

satasUryatiriktabham[3]vyamaprabhabhyalamkrtam/

saumyampamsubhadrangampradrakSItsakumarakan//32

sam"yaSrighanamtamsayaSomi伽埠pramoditah/

natvapradakSmkrtvasafijalinsamupa[4]carat"33

tatrapatyakumaro'sauSastustasyajagadguroh/

padambUjesamanatvasabhaikantesamaSrayat"34

tada§akradayodevadaityaScapimaharddhikan/

sarvaloka[5]dhipa§capiyakSagandharvakimarah"35

siddhavidyadharanagagarujarak5asaapi/

"ayobrahmanavijfiarajano|pinaradhip魂〃36

vaiSyarajakum諏詑cama[6]nma"reSIhinojanan/

gmasthanpaurika"ndrahsarthavahamahajanah"37

vapij血§ilpinaScapigramyaj加apadadayall/

yatayoyogmaScapi[7]tirthikaScatapasvinan"38

evamanye!pilokaScasarvetesamupagatah/

vihareparSadammadhyebhadrasanasamaSritam"39

bhagavantamjagam説hambhik5usamghaihpuraskrtam/

[8]cailakairbhikSumbhiScaSravakaiScapyupasakaih"40

.卿vasarve'pitelokanatvasaiijalayomuda/

tridhapradak"ikrtyasamabhyarcyapranemire"41

tatahsarve!piteloka[180b]Scaparivrtyasamantatah/

tatsaddharmamrtampatumupaSrayansamahi鋤〃42

tadasabhagavand"vasarvamstansamupaSritan/

gryasatyamsamarabhyasaddharmamsamu[2]padiSat"43

tatsaddharmamrtamPitvasarvelokaljprabodhitah/

triramabhajanamkrtvasvasvalayamyayurmuda〃44

伽順so!piyaSomitrahSrutvataddhannamuttamam/

sam[3]saradoSasamdarSInirvanasukhamaicchata"45

tatahsasahasotthayasafijalihpuratovrajan/

bhagavantamtamanamyapravrajyamsamayacata"46

bhagavannatllasarvajiia[4]bhavatamSaraljamvraje/
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tatpravrajyavratamdattvasaddharmemamniyqjaya"47

ititenakumarenaprarthitesamunISvarall/

tamdarakamyaSomitramsamalokyaivamadiSat"48

[5]kumaraSasanebauddhepravrajitumyadICchasi/

pitrorajiiamsamasadyaprehidasyﾖmitevratam"49

ityadi"mmunmdrenaSrutvasadarakomuda/

tathetiprati[6]vijfiapyapranatvasvagmamyayau"50

tatragmepragatvasayaSomitranpramoditah/

safijalihpitaraunatvapuransthitvaivamabraVrt"51

tatambahamvihare'dya[7]gatvagacchamisampratam/

tatra"!omayabuddhobhagavansamunISvaralj"52

tatsamgha§camayad餌abodhisattvahSu肋anvitah/

suddhas繭isubhadr*angansaumya[8]rUpajitendriy池〃53

tatsaddharmamrtamcapimayaPitamapUrvakam/

taddhannamrtam3svadyanaivatmtimvrajamyaham"54

tat噸mparidagdho!hamnatraSantisu[181a]kllamlabhe/

tadbhnyo!pyahamicchamisamyakpatumsudhamrtam"55

tasmattasyajagacchastuhSasaneSaranamgatall/

pravrajyasamvaramdha伽micchamisampratamkhalu"56

ta[2]danUjiiaprad珈enakrpastiyadivammayi/

anuj繭Ⅲgrahamkrtvamambodhayitumarhathah"57

itiputroditamSrutvapitarautauhatasayau/

viyogasnehadullkha[3]rtaunipeturbhuviv加nrchitau"58

tatahputraPrayatnenacirattaulabdhacetanau/

sarnu肋ayatamalokyaputramvilepatuSciram"59

tatallsajanakod"!vatamputram加呵am[4]priyam/

bodhayitvaprayatnenanivarayitumabravTt"60

hap町akathamevamtvampravrajitumihecchasi/

pravrajitogghamtyaktvabahirdeSevasetsada〃61

sampratamtvam[5]kumaro'sidaharatisukamalah/

Srtava掴tapakrantaduhkllanitvamkatllamsahen"62

v"idharabhisampatekutravasenkathamcareh/

kSutpipasagnisamtaptan[6]kiyatkalamsahenkatham"63
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iyaddravyasanddhastevidyantesampadogme/

kathame"svayamtyaktvayacitvaharamaSnuyah"64

ekZkIm叩Jitobhik5uhkanthacI[7]varapravrtah/

svadeSeparadeSeSubllikSartmvibhramenkatham"65

niIjanedurgame!ranyecaurasamghanivasite/

anekajantusamcarekathamdhyatvavaseikuha"66

[8]Smas加e'nekasamdagdhasvinnaklinnaSavakule/

bhntapretanrmamsadapiSacarakSasakule"67

svaSrgalagdhrahikakolnkadivasite/

bhairavamat水a刺181b]kaJakinIgapanrtyite(1)"68

kathamtaillsahatisthestvamtandrstvanottrasehkatham/
●● ● ●●●

ekakidhairyamalambyakathamtiS!herdivaniSam"69

nivasegcakathamgnnyegehebhn[2]tanivasite/

§ayrtha§cakathamv"amUle1ranyecaniljane"70

evamsarvatraduhkll伽ivividhanibhayanica/

pravrajatamsukhamkificitkvapinaivakadacana"71

[3]evammatvamahatka"ampravrajyavratasadhane/

malqthancaritumvaiichamsarvathatyajatanmatim"72

kimcaPijiyateduhkhamtavanadrSyatemaya/

k加arthamhetuna[4]kenapravrajyavratamicchase"73

yatpravrajyavratamsarvavratanamatiduSkaram/

tatkimatratikaS!enavratena*tyajestadratim"74

pravrajya§obhatelokevIddhatvehida[5]ridrite/

tadyavatyauvanamtavatkamamb加ktvasukllamrama"75

yadivafichastitedharmadanamdattvayathepsitam/

kuleSadevamaradhyacaranityamSubhev"e"76

yavajjI[6]vamyahamputratavanmagankuhapica/

yathakamamsukhambhuktvakuladhannesamacara"77

tathatemaligalamnityamihamutrasukhambhavet/

itimatvagmesthi[7]WayavaijIVamsukhamdhara"78

itipitroditamSrutvayaSontralJkumarakah/

prav呵yavighnaSamkartahpitaramtamsamabraⅧ〃79

§mumevacanam[8]tatayadabhiprayamucyate/
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msarvamsamviditvatratadanUjiiamprademme"80

anityamkllalusamsaramvidyutsampatasamnibham/

k5anadhvamsiSanramcaml82a]vitamcanavasthitam"81

sampadovipadantaScapatanantahsamucclnfayah/

dujkharthahkamabhogya§camaranantamhijiVitam"82

kojiathb加dhavankaScakaiS帥kah[2]suMbhave/

komitramkampurlokekanparansvajano!pikah"83

ksanattesuhrdolokahk5anaccaripavo!pite/

sarve'pisvajanalokahparascaikatma[3]sambhav油〃84

*evammatvatrasamsarecaritumnaivamutsahe"
● ●

tadbhadresaugatedharmecaritumutsallesada〃85

dhannaevajagaqjfiatirdhannaevapibandhavan/

dharmaeva[4]jagatsvi"dhannaevabhavesuhrt"86

dhannaevasadamitramdhannaevasallanugan/

tadatrasaugatamdharmamicchamyahamsamaljitum"87

samsaresarvasattvanamsarvatrapi[5]jagatsvapi/

santisu仙珈idunkllanibhayanivividhanyapi"88

yatrayatrapigacchantidharminodharmarak5itah/

tatratatrapisarvatramanyantesarvadehibm"89

[6]dharmi"hasyajagallokesarvantranib珈dhavah/

sallayahsuMaSce"bhavanti*vidviSo!pihi"90

dharmmamnabhayamkvapiduPkhamcapinavidyate/

sarva[7]trasarvadasaukhyamnirbhayamnirupadravam"91

sarvepambhavibhavahisarvatrapibhavalaye/

bhavantinanyathakvapikathamcanakadacana"92

tasmaddhannematilJka[8]ryakartavyamdharmasadhanam/

dhannamvinatrasamsaremanugyajanmanisphalam"93

dhannarthambhavasamsaremanu5yajanmajIVitam/

dehadi*kllanjanamsamyakk5anamvTyambalam[182b]Subham"94

dharmamvinatrasamsarejIVitenapikimgunam/

sarvegamapijanmnamavaSyammaranamdhruvam"95

varamevadyamemrtyurnamithyacirajIVitam/

yataSciramapi[2]sthitvamrtyudullkhamtadaivahi"96
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evammecittam副okyabhogye'pinabhivafichati/

sarvanparigrahamstyaktvapravrajitumsamcchati"97

tadahamprarcayamye[3]vamsambuddhadhannasadhane/

yadyastivamSubhevafichatadanUjiiampradryatam"98

evamnomaligalamnityamihamutrapisarvada/

tad町asarvathamahyamanUjiiamdatuma[4]rhatha"99

yadimedIyate|nUjiiasambodhidharmasadhane/

naivatrajiVitumlokemartumicchamisarvatha〃lOO

tadatrayadivamtatak卯astisvatmajemayi/

tada[5]nUjiiampradattammeprav画yavratasadhane"101

etatpunyavibhagenayuvamcavimalaSayau/

kramadbodhimsamasadyasambuddhapadamapsyatha"102

itimatvapitarbo[61dhauvaiichastiyuvayoryadi/

tadanUjiiapradanammedatumarhathasarvath3〃lO3

itiputroditamSrutvapitasaparibodhitan/

tamatmajamsamalokyacire[7]naivamsamabravrt"104

satyametattvayakllyatamtathapisnehayogajam/

duりkhamsojhumnaSaknontanmayatranivaryase"105

avaSyamevasambodhivratamcaritumiccha{8]si/

tmamabhajanamkrtvacaranityamsamahitah"106

itibhartroditamSrutvama恒saparimohita/

*sucirodvegatamprapyad"vatamvyalapatsutam"107

ha[183a]putrakathamutsXjyagantumicchasimamprasmm/

tvamevamamap町o!stina*canyahsvatmasambhavah"108

tadatrasahasamagayavajjIvamyahamghe/

tavatkulevra[2]tamdhrtvavasapaScadvanepsite"109

tvamvinatragIhesthatumSaknuyamkathama伽aja/

bhoktumcapinaSknomivismartumSayane'pica"110

tadatramamparityajya[3]kvapimagastvamatmaja/

kamabhogamghebhuktvavratamcarayadicchasi"lll

yadiCchasimunmdrasyapatumdharmanmamsada/

nityamgatvavihare!piSmudharmamyathecchi[4]tam"ll2

mmmabhajanamkrtvab加ktvacapigillesukham/
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yavajjIVamkule§加amsamaradhyavratamcara"113

tathatesarvadanityamsarvatramangalambhavet/

yavaijIVamsu[5]khambhuktvapranteyamaljsuralayam"114

kimtepravrajyayabhadrambhavedduSkaracaryaya/

yasyakvapiratirnastisapravrajyavratamcaret"115

itimevacanamSrutvadattva[6]danamyathepsitam/

yathakamamsukhamb加ktvakuladhannamsamacara"116

itimatroditamSrutvayagomitrahsaatmajan/

viglmaSalikagnisamtaptahk9apamta[7]sthauviniScalall"117

tatastammataramd"vayaSontrahsasannnatih/

samsaragatisamcaramnmdayannevamabravrt"118

anityambhavasamcaramsamskarﾖscavighati[8]nah/

kamabhogamsukhamnaivakleSasamghakulain*saha"119

tanmatarbhavanedhannaIncaritumnatraSaknuyam/

tatpravrajyavratamdhrtvasamicchevaramrantummudﾖ〃120

sarva[183blthahamgamiSyamihyanivambhavedhruvam/

triramabhajanamkrtvacareyabrahmacarikam"121

kamﾖ樋kahpitakasyaputrankaScatmajodhruvan/

sarve'dhruv3[2]hisamsaredhannaevadhruvahsada〃122

adixuvasnehasamgenadllruvenatracaredyadi/

naSyantyevadhruvansarvedhruvo|picavmakSyate"123

evammatvadllruvamstyaktvadhru[3]vamicchamisampratam/

tadatramaviSldatvamprasidamekSamamkuru"124

itiputroditamSrutvamatasaparibodhita/

viyogaduhkhavegattatasthaudrSIvaivatam[4]sutam"125

tatoInatvasayampitroryaSomitransasanmatm/

sahasacarapannatva"Ivagehadbahiryayau"126

tatahsasahasagatvaviharetammumsvaram/

"!vopetyapra[5]natvaivasafijalillsamupaSrayat"127

tatastasya§ayamd"vabhagavansamumSvarah/

mUrdhidak"ahastenasamsp"vaivamsaadiSat"128

ellivatsakumaratracarasvabrahma[6]carikam/

ityuktvabhagavanbauddheSasanetamsamagrahrt"129
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emigaditeSastrayaSomitransamunaitalj/

khikkhmatrahasto|bhntsuraktacIVaravrtah"130

剛anl7]SastuhprasadatsapariSuddhatr加anJalah/

sarvamaragaPatmeSaiijitvarhattvamavaptavan"131

samadhidharanIVidyasamudyuktoviSuddhadm/

jitendriyo[8]mahabhijfioniwikalpo血afijanam"132

samsaralabhasamskaranmspmoninnalaSayan/

§加taSi1oviSuddhatmasarvasattvahitodyatan"133

sadevasuramartya[184a]nammdhatuvasmamapi/

vandyahpUjyo|bh伽anyo1bhntbrahmacarrsudhiryatill"134

tadatasyayaterbhik5ordam5!rabhyamamrtopamam/

ambhansyandatt"yenakadaci[2]nnabhyajatata"135

tadarabhyasadaso!rhansadamrtabhitoSitah/

nis蛎耐ojalampatumkadacidapinaihata"136

tasmimScasamayetatranidaghe!tikharatape/

[3]"nartabhikSavalJsarve釦ambuvanchino'caran"137

nadihradata"gadivaPIPrasravaqeSvapi/

sarvetebhikgava"rtapanIyabhilaSino|bhraman"138

ta[4]dasaekaevarhanyaSomitrallkuhapina/

tathaSmmrtampatumnabhyadhavatkadacana"139

tadd"vabhik9avastasyayaSomitrasyasanⅡnateh/

premakavismtahsa[5]rvepapracchurevamadarat"140

bhadantakimnatet"navidyatekenahetuna/

yadatragharmakale'pijalampatumnavafichasi"141

ititairbhikSubhinpUeyaSomitralj[6]sasanmatih/

sarvamstanpl℃mak加bhik"nsamalokyaivamabravIt"142

bhadantamamadantabhyama5”gagupasamyutam/

ambuprasyandatenityamtenatlWanamekvacit"143

[7]ititenoditamSrutvasarvetesamghikaapi/

vismitastamjagannathampapracchustatpurakrtam"144

bhagavankimpuranenayaSontrellabhikS叩a／

sukmmpra[8]krtamkutrayat""syanavidyate"145

dams鯛bhyamsyandate'"ngag叩ayuktamjalamsada/
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yenacayamsubhadrangahpravrajya巾anbhavatyapi"146

tatsarvamsamupadiSyasa[184b]rvallokansasamghikan/

tatkarmavismtand"vaprabodhayitumarhati"147

ititairbhikgubhihsarvaihprarthitesamumSvarah/

sarvmsasamghikallokan[2]samalokyaivamadiSat"148

smutabhik5avahsarveyadanenapuralqtam/

tatsarvamsamupakllyamisarvaloka*prabodhaye"149

tadyathabhntpⅢa伽ddhalJkaSyaponamasarva[31vit/

jagacchastamunmdro'rhandharmarajastathagatan"150

bhagavansatadakasyamlmgadavejinaSrame/

saddharmamsamupadiSyavijaharasasamghikalj"151

tadaka[4]SIPuretatraSreSthiPutroviragitan/

vIddhabhiksohsakasesapravrajito1bhavadya曲〃152

alasaPsayatinkvapicaritumnabhyavafichata/

samadhidharam[5]pa!hanirutsahonirudyaman"153

tatahsabhikSubhihsarvainsthavirasyamahatmanah/

samupasthayakodattallsamupasthanakannasu"154

tatapSaya血atmanammatvo[6]pasthayakamsvayam/

sarvegamapivIddhm3msamupasthityabhyasevyata"155

tatahkal珈taretasyapUrvakannavipakatah/

dehorogabhibhnto'bhndgl則itallpari[7]kheditan"156

tatansasthavirodMvatasyarogan加ittatam/

ghrtamrasayanampakvamdadautadrogaSanmye"157

taddattamgh江amadayasayatis"nayarditah/

sarvam[8]niPIyasuSvaparatrauSayyasamasrimh"158

tatahsa"itoratraupatumpimyamutthitan/

svakamkamanJalumgIhyadadarSatamnirambukam"159

tatansat"[185a]tobhnyallsthavirasyagurorapi/

kamamalumsamadayapamyampatumaicchata"160

tatrapitasyadaivenaSuSoSasahasabhrajam/

tadd"!vasaviSa卿甜na"natitapito[2]'carat"161

tato'nyeSamcabhik5nnamacaryanamkamanjalum/

pamyampatumicchansasam甜豆yasamaikSata"162
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tatrapitasyadaivenasarvegukarakegvapi/

§u5oSata[3]tkSanadevaniljSeSamudakamkramat"163

tadd"vasavi9amatma噸鯛gniparidahitan/

bhmyo'nyatrajalampatumnadyasmamupacarat"164

sapitaddarganadevani[4]rudakabhavatkSanat/

mdd"vasavibhagna§obabhnvatitrsarditah"165

tato'nyatrajalampatumicchanso'tipipasitah/

vaPnmpatajagadijalaSra[5]yamupacarat"166

tanyapicatathatasyadarSanadevatatkgallam/

jalaSrayapisarvﾖﾘiniXjalanyabhavamstada〃167

tad"!v3so!tivigaⅢ油､圃唾nagnipari[6]dallitah/

jalabmagito､dhavatsarvajalagrayegvapi"168

tathasamstanisarvaPijala§rayapisarvataP/

tadd"isp"amatre!piniXjalanyabhavankSa[7]卿〃169

tadd"vasasamudvignahnira兎parikheditam/

svapapasamprak話arthamsvayammartumsamaicchata"170

tatahsatannadnfepadape,timahattare/

Sa[8]!akenasvamatmanambaddhvatasthausvayamniSi"171

tato'nyadyuprabhatayamtatrabhikSurupagatah/

tamevampadapabaddhamdnvaivasamapI℃chata"172

bhadantatrakatham[185b]kenapadapetvamnibadhyase/

tatsatyamtvammamagre!travaktumarhasisarvat順〃173

ititenabhisamp"esabhikSurv"abandhitan/

tambrahmacamam"!v3vistarelaivama[2]braⅧ〃174

bhadantahamsvapapenaglanito!smitMrditaj/

pipasitojalampatumag伽msvamkamaPjalum"175

t加anastijalamkificidapaSyamSnnyamevatat/

[3]tatas噸輯gnisamtaptahpipasito'nyato'caram"176

sthavir加ﾖmcasarve"msarve5ukarakeSvapi/

apaSyannodakamkvapiniljalamevasarvatan"177

evampipa[4]sitogacchansarvajalaSraye5vapi/

sarvatraniXjal珈yevad"vanira3ito!bhavam"178

tato!tigaqhat孵り3gnisamdagdhahparimohitah/
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mⅢⅢr§uhsvayama[5]tm加ambadhvasmpadapestmtah"179

ititenoditamSrutvasabhikSuhk"ayalditan/

bandhanartamyatimmuktvasamadaya§ramamyayau"180

ta佃息ramesamasadyasa[6]teSambrahmacarinam/

sarve"mpurataScaitadvrtt加tamsamnyavedayat"181

tatpretakarallamSrutvasarvetebrahmacarinall/

udvignahsarvalokanametadvrttam[7]nyavedayan"182

tadvrttantamsamakamyatasyopadhyayaatmavit/

lqpayasahasatatrapanIyamsamupanayat"183

tadapicajalamnaivadadarSasaduraSayan/

tato[8]bhnyo1tit"nagnisamtaptahparyamUrchata"184

taddrSIvasaguruP§ﾖstatamsamu伽apyasatvarah/

viharekasyapasyagre'pyetadvrttamnyavedayat"185

tenoktamtatpravrtta[186a]ntamSrutvasakasyapojinan/

upa(ihivarikamPrahagammakolyatamiti"186

tadadeSammunIndrasyatathetyupadhivarikah/

prat城ayasam湖ﾖyaganjimako[2]!ayaddrutam"187

tadgall"abdamakamyasarvesamghaljsamagam/

viharesaugataramesannipatyani5edire"188

etatsarvapravrttantovaranasyamsamantatan/

[3]visrto'bhnttadakamyasarvedraS!umsamaga鋤〃189

tamstasyayate肥astasthavirahsamahamatih/

tamSiSyamsamup曲面yadattvakarakamabravit"190

vatsagaccha[4]munmdradisarvasamgheyathakramam/

idamkarakamadayaSuddhamrtampracaraya"191

etacchastrasamadiSiamSrutvasaparibodhitah/

tatkarakamsamadayasambuddha[5]syantikeyayau"192

tamd"vasamupayammbhagavansamunISvarall/

svahastam*samprasaryaivam"!vatambhik9umadiSat"1

ehitvamSraddhayavatsasarvasamgheyathakramam/

[6]Suddhamrtampradattvatrasadabhadrasamacara"194

ityadiS!emunmdrenasabhikSunsampramoditall/

karakamtammunmdrayasapranamamsamarpayat"195

193
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tadarpitamtada[71dayakaSyapallsamunISvaran/

tasyapapaviSuddhyarthepapaup叩yavivrddhaye"196

tatagcasatamadayasarvasamgheyathakramam/

sapraPamamsamarpyaivampracaraya[8]cchubhamrtam"197

sambuddhapramukhaillsarvainsamghamPlte!pitajjalam/

karakekificidnnatvamnayayaubharitamyat順〃l98

tadetyadrutamalokyasarvesattvahsuradayan/

[186blvismayakrantacittastadd"asatyababhnvire"199

tatahsabhikSurarogyapraptastatkuSalanvitah/

d"asatyoviSuddhatmasaddharmasadhanodyatal"200

伽迦prabhrti[2]sambuddhapramukhasarvasamghike/

dvada§abdasahasmiSuddhamrtaillsadabhajat"201

evamsabhiksuramajfiastmamamSarallamgamh/

satlqtyagraddhayanityamprabllaja[3]tsampramoditah"202

tatahsasamayemrtyohsmrtvaratnatrayammuhun/

manasaivamsamadhayapramdhanamvyadhattada〃203

yathanenamunIndreqakaSyapenayamutta[4]rah/

vyakrtalJs歌yasi勉akhyastathajinobhaviSyati"204

tadatasyamunmdrasyaSasaneSarallamgatap／

pravrajyarhattvamasadyanirvrtipadamapnuyam"205

[5]tada噸嘘gnisamtaptonabhaveyakadacana/

damstr加taraccameSItapanlyamnillsaredapi"206

itisapranidhanenasmrtvaratnatrayammuhun/

vihayama[6]nuSamkayamprayayausugatalaye"207

tatrasvargeciramsthitvasapadihasaagatah/

sreSthikulesamutpannoyaSomitro'yamatmavit"208

prapidhanamyatha[7]nenatadakrtamtathadhuna/

tadatrasiddhyatesarvamasyapunyavipakatah"209

evamhimanyatasarveynyamkannaphalambhave/

bhuktvabramantisarva伽号aJgatauja[8]ntavahsada〃210

abhuktamkSIyatenaivakannakvapikadacana/

yenaivayatkrtamkannatenaivabhUjyatephalam"211

nagnibhirdahyatekarmavayubhiScanaSuSyate/
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[187aludakailjklidyatenapik"atenaivabhnmigu"212

anyathapibhavennaivakarmakvapikadacana/

yathaivayatkrtamkarmatathaivatatphalambhave"213

krWakarmavipa[2]kehiduhkllataivasadabhave/

§uklakarmavipaketusukhataivasada肋alu"214

miSritakannapakecasuklladuhkhabh伽iSritam/

evamsarvatrajanmnam5ajgatau[3]karmasadhanam"215

napranaSyantikarmanikalpakoliSatairapi/

samagnmprapyakalehiphalantikhaludehinam"216

itimatvatrasamsaresarvadasukhavafichi[4]bhill/

mramabhajanamkrtvacaritavyamsusamVaram"217

triratnabllajanodbhntampulyamnakSmutekvacit/

sarvatramangalamkuryatsambodhimapicarpayet"218

i[5]tyadiS!ammunmdrelagrutvatesarvasamghikah/

lokaScabhyanumodantasmramaSarapamyayuh"219

ityakhyatam*munlndrenaSrutvatmananpuravrtam/

yaSo[6]mitraPsabuddhitvatriramamprabhaja[tsada]"220

itimegurunakhyatamSrutamtathamayocyate/

srutvarajantvayapyevamtriratnambhajasarvada〃221

praja[7]Scapitatha呵anbodhayitvaprayatnatah/

triratnabhajanotsaheniyUjyapalayada曲〃222

evamtesarvadabhadramsarvatrapibhaveddhruvam/

kramadbodhimsamasa[8]dyasambuddhapadamapnuy池〃223

ititenarhatakhyatamSrutva'Sokallsabhnpatih/

tathetyabhyanumoditvaprabhyanandatsapar5adan"224

idamyaSomitrayate[187b]rnaraye

'vadanamatrapratllitamprasannan/

§mvantiyecapiniSamayanti

teyantisarvesugatalaye'nte"225

"itiyaSomitravadanamsamaptam"23"
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Apparatuscriticus

8c[s]apanna］corr.：[sv]apannaMs､or*tvapanna？

14bnir誕瓶h]hereniragitaisapeculiarwordfOrm.=nira§aornir誠､？

14dHypermeter.

15cabhimohandhalawordabhimoha(sic!notati-moha)isnotfbundindictionaries.

l5dtrasi樋］heretrasitaisapeculiarwordfbnn.＝trastaor閥sita？

l7bvibhagn瓶］vibhagnitaisapeculiarwordfOnn.＝vibhagna？

18dnaivalexconi:naivamMs.

20atatrapure]sicMs.Obviouslyacorruptsyntax.Ireadtatra*puram(exconi)or

*bhadrapuram(exconi)insteadoftatrapure.

20csamudbhn面d］sicMs,Read＊samudbhnter(exconi;asBahuvrThiofdﾖrakasya)？

22djatikannaakarayat]sicMs.(Sandhi!)

23a埼崩tayal)]exconi:jiiatiyahMs.

29c*raman]exconi:ramatMs.

31cdvatrimSal]corr.:dvatriSalMs.

32dpradr恥亜]co汀.:PradrakSmMs.

41asarve!pi]sarve<<pi>>Ms.(piadd.marg.)

42asarve'pite]sarve<<pite>>Ms.(piteadd.marg.;consequentlythepadabhasaredundant

syllable).

46canamyalcoIT.:3nasyaMs.

53csubhadr*angah]exconi:subhadram鋤Ms.Cf,32csubhadrangam.

57darhathaP]coIT.:arhathaMs.

65bkanthacTVarapravrtah]corr.:kam!hacrvara<<pra>>vmりMs.(praadd.marg.)

67cmamsadalcorr.:matmadaMs.

68aOnesyllableislacking.

68d叩yite]sicMs.Read*叩yati(exconi;myati＝叩yam加e)？

71bvividhani]<<vi>>vidh訓iMs.(viadd.marg.)

71ckificit]corr.:kincinMs.

72cvaficham]corr.:vamchaMs.(AnusvarawantinginMs.)

74batiduSkal･am]corr.:atiduhkaramMs.

74d*tyajes]exconi:tyajaMs.Inpadadlthinkthisreadingofvratena*tyaiestadratimis

preferabletovratena<*na>tyajatadratim(hypenneter!),orvratenatyaja*tanmatim(Cf.72d

tanmatim).
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81asamsaram]thiswordsamsaraisaneuter.

82ckamabhogyaSca]kamabhogya<<Sca>>Ms.(Scaadd.marg.）

85a*evamlexconi:evaMs.

86ajfiatirlcorr.:jiiatiMs.(VisargawantinginMs.)

87bsah珈ugah］heresah加ugaisapeculiarword.＝sahﾖyaka？

90d*vidvi5o'pilexconi:viddhi"piMs.

93djanmalcorr.:jatmaMs.

94c*肋皿jaPamsamyak]exconi:[9ya]"a[r]lpa[り]samya[k]Ms・Orread*sampatinsteadof

samyak？CfRMA，TAKAHATA（1954)，p、212：manu5yelabhyam加e'pikSapasampat(1)

sudurlabhヨ〃24"

98bsadhane］read＊sadhanam(exconi)？

98dpradryatam]sicMs.(Ipv.=Opt.pradTyetam)

105csojhum]corr.:smhumMs.

107c*sucirodvegatamlexconi:suciradvegatamMs.(MaybethescribeofMs.readsucirad

vegatam.)

108d*canyah]exconi.:canyahMs.

112dyathecchitam]Ms.(postcoIT･.):yathecchatamMs.(antecorr.).Read*yathecchataP(ex

coni)insteadofyathecchatam?Cf.alsoyathepsitamoryathecchakam(=yatheccham).

119dakulaih*saha]exconi:akul[a]+haMs.(OneakSarabefOrehaisillegible.)

120ctatpravr"ya]coIT.:tanpravrajyaMs.

120dsamicchevaramrantummuda]Thescribedeletedcaritumicchamisamprataminpadad

andwroteinthemarginSamicchevaramratum(sic!)muda.Butthispadadhasaredundant

syllable.

122am颪圃]corr.:matahMs.

122bcatmajodhruvah]catmajo{{bhava}}dhruvallMs.(bhavaiscancelledbythescribe.)

128cdakSilJahastena]da<<kgi>>1JahastenaMs.(kSiadd.marg.)

128dsaadiSat]Ms.(postcorr.)(sawritteninmargin):madiSatMs.(antecorr.)

133bniisprholcoIT.:nisp!hoMs.

135bdamS"bhyam]corr.:draSirabhyamMs.

135cambhamcorr.:ambhoMs.

137bkharatape]corr.:khalatapeMs.

138dHypermeter.

140cpremakalhereawordpremaka=BHSsupremaka.
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146adam5"bhynm]corr.:dra"bhyamMs.

149d*prabodhaye]exconi:prabodhaneMs.

154csamupasthayako]hereawordsamupasthayaka=BHSupasthayaka.

155dHypemeter.

156bpUrvakanna]corr.:pUrvakarsaMs.

156dgl即itaり]glanitaisapeculiarwordfOnn.＝91珈a？

157b*rogalcorr.:ragaMs.

159ckamaPjalum]corr.:kama"arumMs.

162dsasamadaya]sa<<sa>>madayaMs.(saadd.marg.)

164avi5a叩珈胴]viSa叩圃<<tma>>Ms.(tmaadd.marg.)

164dtiramupacarat]corr.:masupacaratMs.

168aHypenneter.

169atathasamstani]corr.:tathasanstaniMs.

171cSalakenalcorr.:smakenaMs.

173csatyamtvam]satyam<<tvam>>Ms.(tvamadd.marg.)

l77cnodakam］herecoiswntteninmargin､Perhapsthescribereadcodakam？

178dniraSitolthiswordniraSitaisfbundinl4balso.

184atadapica]metre!

186apravrttantamlcorr.:pravrttattamMs.

189aprav江圃nto]awordprav虹珈ta＝vrt画nta？

193c*samprasaryaivam]exconi:samprasayaivamMs.

195dsamarpayat]Ms.(postcorr.):samarpayatMs.(antecorr.)

l98ctajjatam］read*taijale(exconi)？

206cdamS"ntarac]corr.:dram5!rantaracMs.

210amanyatasarve]metI℃1

210djantavaisada]jantavah<<sada>>Ms.(sadaadd.marg.)

215bduh肋且bhimiSritam]hereapeculiarwordabhimiSrita.Cf.AvSii､88.8:vy

216aprapaSyanti]coIT.:pranasyantiMs.

220aakhyatam*munmdrelJa]exconi:3khyatamnmdrellaMs.

220bpuravrtam]sicMs.metricausa?=puravlttam.

220cbuddhitva]sicMs.metricausa?=budhitva.

220dprabhaja[tsada]]thelastwordisnotclear.prabhajatsadaorprabhajanm

vyatimiSrai●

prabhajatsad豆orprabhajanmud豆？
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3．アヴアダーナ・シヤタカ第85章Yagomitra

このSMRAM第23章YaSomitravadanaのテキストの分析研究には、種本たるAv§第85

章との比較が必要である。Av§第85章は漢訳『撰集百縁経』の巻第九声聞品[85]耶舎

蜜多の縁(T4246b-c)にあたるが、梵文からの日本語訳はまだ無いので、ここで

SPEY皿校訂本により、和訳したい。この和訳は、チベット訳も参照しながらSPEYER校

訂本を訳したものであるが、出本充代のAv§の和訳のようにAvs梵文写本をも参照す

るほどの手間をかけることは出来ず、SMRAMの第23章との内容上の関係を明らかに

するために、一通りの和訳を行ったものである。なお#1,#2,#3,#4…というシャープ

記号付きの数字は、SMRAMの内容との細かな比較がしやすくすることを意図して私

がつけたparagraph番号である。

第85章和訳(SPEYERed.,ii.83.1-88.10)

#1仏・世尊は、王や大臣や財産家や市民や富商や隊商長や神や龍や夜叉や阿修羅や

ガルダやキンナラやマホーラガに敬意をもって遇され、重んじられ、尊ばれ、供養さ

れておりました。このように神や龍や夜叉や阿修羅やガルダやキンナラやマホーラガ

に崇められた仏・世尊は高名で、大福徳に恵まれた者であり、衣服・施食・臥具坐

具・病気治療のための薬といった生活の品々を得ており、弟子たちを有する僧伽とと

もに、シュラーヴァスティーにあるジェータ林のアナータピンダダの園林に滞在して

おりました。（開始部の定型句）

＃2［その頃］シュラーヴァスティーに一人の隊商長がいて、富裕で、大財をもち、

大資産をもち、莫大な所有物を有して、［まるで］毘沙門天の財をそなえて毘沙門天

と富を競うかのようでした。（富者の定型句）

＃3彼は相応しい家から妻を婆りました。彼は彼女とともに戯れ、娯しみ、悦楽の行

為をしました。（結婚の定型句）

＃4その頃、激しい飢饅が起こっていました。飢饅の中で乞う者も施食を得るのが困

難でした。占師たちは雨が降る見込みはないと予言しました。

＃5やがて彼の妻は子を孕みました。＃6彼女は八箇月か九箇月経つと出産しまし

た。男の子が生まれましたが、美しく見目よく端正で、五体満足でした。（妊娠出産の

定型句）

＃7男の子が生まれた日、無雨が消え失せました。その［子の］評判はシュラーヴァ

スティーに満ちました。

＃8彼が生まれたので誕生祭がなされ、名前が決められました。「子の名前は何がよ
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いだろうか。」親族たちはいいました。「この［子］の評判（ヤシャス）はいたる所に

広がっています。そこで子供の名はヤショーミトラ（栄誉の友）にしましょう。」（命

名の定型句）

＃9ヤショーミトラ少年は八人の乳母に預けられました．．（省略、八乳母の定型句が

続く）・・池に生えた蓮のようにすみやかに成長しました。（乳母の定型句）

#10ヤショーミトラが大人に成長した時、ある用事でジェータ林に出かけました。

#llその時、彼は仏・世尊を見ましたが、偉大な人物がもつ三十二相に飾られ、八十

の副次的な特徴（種好）で身体が輝き、［全身から発する］一尋の光で飾られており、

千個の太陽にまさる光輝をもち、動く宝石の山のように、どこから見ても美し

い［姿］でした。（仏の相好の定型句）

＃12見てすぐに、彼は［仏に対して］浄信を生じました。浄信を生じた［彼］は世尊

の御足を伏し拝み、教えを聴聞するため前に坐りました。#13彼のために世尊は輪廻

を厭わしめる説法を行いましたが、それを聞いて［彼は］輪廻の欠点を見る者、浬梁

のすぐれた性質（長所）を見る者となり、父母の許しを得て、世尊の教えのもとで出家

しました。

＃14彼は勤め励み努力して、五つの区分（五趣）から成る輪廻の車輪が動転しやす

い（安定の無い）ものであると知り、すべての造り出された現象（行）の行路を、滅び

や落下や散壊や破壊に導く法であるがゆえに、うち捨てて、すべての煩悩を滅するこ

とにより、阿羅漢の境地を見証しました。阿羅漢となり、三界より離欲し、士くれと

黄金とが等しい［とみなす］者になり、［無限の］虚空と［自分の］掌とが等し

い［と知る］心を有し、斧［で体を切られること］と栴檀［を体に塗ってもらうこ

と］が等しい者になり、明知によって殻を打ち割り、［三］明［六］通［四］無礪を

得て、生存［の欲求］・獲得し貧ろうとする心・尊敬［されたい欲求］から顔を背

け、インドラ神とインドラに準じる神（ヴィシュヌ）をふくむ神々によって崇められ、

尊ばれ、拝まれる者となりました。（阿羅漢果獲得の定型句）

#15彼の両の歯牙から八功徳水を具えた水が流れ出て、それによって彼は喉の渇きに

悩まされませんでした。

#16夏の時節、比丘たちが喉の渇きに苦しみ、飲物を得るため僧伽に集ってきた時、

彼はやって来ませんでした。＃17そのため、彼に親しい比丘たちは尋ねました。「ど

のような原因によって、あなたは喉の渇きに悩まないのですか。」彼は答えました。

「私のこの両の歯牙から八功徳水を具えた水が流れ出るので、それで私は喉の渇きに

悩まされません。」

＃18［それを聞いて］比丘たちは疑問を生じたので、あらゆる疑いを解いてくださる
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仏・世尊に訊ねました。「尊師よ、美しく見目よく端正であり、歯牙の間から八功徳

水を具えた水が流れ出る、また出家して阿羅漢の境地を見証した、あのヤショーミト

ラは、［先に］いかなる業を作ったのでしょうか。」

＊

＃19世尊は［次のように前世の因縁を］説かれました。－

比丘たちよ、まさしくヤショーミトラは、以前の他の幾多の生において、業を作り

積重しました。資糧を得て諸条件が熟すると、怒涛のように押し寄せてきて、避ける

ことは出来ません。ヤショーミトラが作り積み重ねた業を、［本人以外の］他の誰が

享受しうるでしょうか。比丘たちよ、作られ積み重ねられた業は、外にある地界で

も、水界でも、火界でも、風界でも、熟すことはありません。［本人、つまり］執持

された穂・界・処においてのみ、作られた業は熟すのです、善い［業］であろうと、

悪い［業］であろうと。

（偶頌：）十億劫たっても、業は滅びることはない。

［条件が］すべて集まり揃って、適した時を得た時、

［業は］生類に必ず果報をもたらす。（業報必然の定型句）

＃20比丘たちよ、昔、過去の時代、この賢劫において人寿が二万歳の時に、カーシヤ

パという名の正等覚、明知と行いとを具えた人、幸せな人（善逝）、世間を知る人、人

間を調練する無上の人、神々と人間の師、仏、世尊が世に現われました。（過去仏の定

型句）

#21かの［仏］は都城ベナレスの近く、リシパタナ（仙人堕処）の鹿野苑に住まわれ

ました。

＃22その頃、ある長者の子が、ある老比丘のもとで、出家しました。＃23彼は怠惰

(alasa)であり、人と共同して働くのを欲しませんでした。

＃24すると梵行を共に修する［仲間の］僧たちにより、一長老に給仕弟子（侍者

upasthayaka)として［彼は］与えられました（指名されましたdatta)。

＃2s彼は自らを給仕弟子であると思い、もっと年長の比丘たちからの給仕

(upasthana)を自分のものにしました(1)。彼の不善根は限りないものとなりました。

(1)原文saupasthayakamatmanammatvavld曲atar即豆mbhikSmamsak豆頭dupasthanaInsvikaroti/(T

debdagmbsnyenbkurbyedpayinnosnyaIndurgyacher!dzinte/dgeslongchesrganpamamskyi

bsnyenbkurlenparbyedpasna/).cf.SMRAMY155.すこし暖昧で解釈が難しい文である。その一

長老への給仕の仕事を彼が得て、もっと年長の比丘たちによるその長老への給仕を取って（年長

の比丘たちの奉仕を受け取って？）、自分のものにしたということであろうか。しかしそれが具

体的にどのような悪行であるのかは不明である。単に道徳上の傲慢と怠惰の罪なのか、それとも
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＃26その後しばらくして、彼は病に陥りました。医者の指示に従い、長老は彼に飲物

としてギー（翫油）を与えました。夜に彼は喉の渇きに悩まされ、「水を飲もう」と自

分の水瓶を手に取ると、水が無くなっているのを見ました。

＃27師や和尚たちの［水瓶も］同様でした。それから［彼は］僧伽の水飲用の小屋に

やって来ました。そこでも水が無いのを見ました。

＃28やがて［彼は］川の流路にやって来ました。それも、水が無くなっていました。

＃29彼は戦傑し、自分の［僧団の］梵行を共に修する［仲間の］僧たちにも［業報

に］戦傑させるため、『信仰による施し」(Sraddhadeya)の重要さを知らしめるため

に、川の流路の岸辺にある樹に布きれを縛り、［樹に］登ったままでいました。「こ

れが私の業である」と認識して、『業に依止して住する者』となりました。

＃3Oしばらくして翌朝の夜明けに［彼は］この出来事を梵行を共に修する［仲間の］

僧たちに知らせました。

＃3lすると修行者仲間たちは、彼の餓鬼の行為(p'℃takarana)を聞いて、戦懐し、あ

ちらこちらと知らせ回り始めました。

＃32それから彼の和尚が水を持ってゆきましたが、それも彼には見えませんでした。

＃33戦懐したその［和尚］は世尊カーシヤパに告げ知らせました。

＃34世尊カーシヤパはおっしゃられました。「銅鍵を打ち鳴らしなさい。」＃35寺

の管理人（守寺）が銅鍵を打ち鳴らしました。仏陀のもとに比丘僧伽が集合しまし

た。＃36この報知はベナレスの都城に遍く広がりました。そして数十万の生類が集

まってきました。

＃37［かの］和尚は長老の列座に［彼を］坐らせ、水を満たした甕(kundika)を手

渡して、命じました。「親しい子よ、お前はこの飲物を僧伽の人々に配りなさい。」

＃38［業の］結果を目のあたりに見た彼は、その戦傑のゆえに、仏・世尊と弟子たち

に浄信を起こし、強い熱意をもって、その水を僧伽に配りました。

＃39すると、恐れる者たちに慰めを与える方である世尊は、彼を助けるために、象の

鼻に似た腕を差し出して、水を受け取られ、また偉大な弟子たちも同じようになさい

ましたが、［彼の甕の水は］尽きませんでした。僧伽のすべての人に配られました

が、それでも［水は］尽きることがありませんでした。

＃40人と神々を信仰へ導引するその甚だ驚くべき奇跡を見て、幾十万の生類たちは真

理を見ること（見諦）を得ました。また彼の心のあり方において、不善根が抑止されま

長老への様々な供養物などをも私物化することを意味するのか。給仕弟子の立場を利用して怠惰

に耽り利養を貧ったことにより、渇苦の餓鬼になる業を蓄積したのか。

－164－



した。

＃41彼が病から癒えた時、仏陀を上首とする比丘僧伽は飲水に心を煩らわせることが

なくなりました。一万二千年の間、彼は僧伽に飲水を配りました。

＃42やがて彼は臨終の時に誓願を立てました。「私はこの善根により、発心により、

施物の全き喜捨により、［次のことを誓願します］・世尊カーシャパによって、かの

ウッタラというバラモン青年が、『バラモン青年よ、あなたは人寿百歳の時に、釈迦

牟尼という名の如来・阿羅漢・正等覚になるだろう』との予言を受けましたが、その

方（釈迦牟尼仏）を、私は［弟子となって］喜悦させますように。嫌な思いをさせませ

んように。そして私の歯牙の間から八功徳を具えた水が出ますように。」一

＊

＃43世尊は［聴衆に］語られました。「比丘たちよ、あなた方はどう思いますか。そ

の時にその比丘であった者が、彼（ヤショーミトラ）なのです。彼が［前世で］一万二

千年の間僧伽に飲水を配り、また誓願を立てたことの故に、今生において歯牙の間か

ら八功徳をもつ飲水が出ます。またそのおかげで、阿羅漢の境地を見証したのです。

＃44このように、比丘たちよ、完全に黒い行為（業）には完全に黒い果報が熟し、完

全に白い［行為］には完全に白い果報が熟し、［白黒］混じり合った［行為］に

は［白黒］混じり合った［果報］が［熟するのです］。それ故に、比丘たちよ、完全

に黒い行為と［白黒］混じり合った［行為］を避けて、完全に白い行為だけをなすよ

うに努力しなさい。このようにあなた方は学びなさい。」（黒白の業の定型句）

＃45このように世尊は説かれました。感激したそれらの比丘たちは世尊のお説きに

なった［教え］を喜んで受け入れました。（結語の定型句）

4.SMRAM第23章YaSomtravadana部分訳

以上がAv§第85章の翻訳であるが、筋の内容から判断して、その梵文テキストを直接

の種本にしてSMRAM第23章が作られたことは明らかである。ほぼ散文で出来ている

Av§第85章が、SMRAMでは225詩節から成る全く別の韻文テキストとして生まれ変

わっている。

SMRAM第23章の225詩節を全訳するとあまりに長くなるため、第23章の説話として

の核心部分を、以下に和訳して提示したい。そもそも業報物語avad加aの核心は、現在

話と過去話において業の因果が動的な展開を見せる場面にある。そこで、特に第5～26

詩節と第135～209詩節の箇所を選んで、訳した。この拙訳をとおして、Av§の再話文献

たるSWAMが、信者・聴衆の聞く立場に立った説話として、教団の僧侶向けに暗唱
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用に作られた作品であるAv§よりも、話の展開が詳細化した分だけ随分面白くなって

いることを読者に確認していただきたいと思う。Av§ではあまりに紋切り型の鋳型に嵌

め込まれて、本来その説話がもっていたであろう語り物としてのみずみずしい語り口

が失われてしまっているが、SMRAMではその語り物としての面白さを多少でも回復

するための試みがなされている。

以下の和訳についての注意。あちこちに置かれた、角形括弧bracketでくくられた数字は、

SMRAMの詩節番号である。その角形括弧の右横にしばしば置かれる丸括弧parentheseでくくら

れたシャープ記号(#)付きの数字は、先のAv§の和訳の中で私がパラグラフに設置した数字であ

る。シャープ記号付きの数字で示されるAvsのパラグラフ番号の箇所が、SMRAMの角形括弧の

詩節番号の箇所と内容的に相当していることを示す。ただし、もしAvsの相当箇所がSMRAM

の複数の詩節にわたる場合には、その初めの詩節だけにAv§の相当箇所を記した。つまり一つの

シャープ記号付きの数字が右横に付けられたSMRAMの詩節番号の箇所から、次のシャープ記

号付きの数字が出てくる、その直前の詩節までの、その間のすべての数詩節（長い場合は数十詩

節）にわたって、Avsの相当箇所が切れ目なく続いていることを示す(i)。この両テキストの対照

関係は、第5節の「Avad珈agatakaとSMRAMのYaSo皿tra章の比較」にある対照表をも参照せ

よ。

w.5-26

世尊・仏陀・釈迦族の獅子・牟尼の王・一切智・阿羅漢・世間師・法王・如来はあ

る時にシュラーヴァスティーの郊外にあるジェータ林に僧伽と共に滞在されておりま

した。［5-6](#1）

その時大都城シュラーヴァスティーに一人の大市民がおり、隊商長で、あらゆる財

と成功をそなえ、立派な人物でした。［7](#2）

彼の妻は自分の家法を正しく行う、美しい貞女でした。彼女は妊娠して、懐妊の徴

候を示しました。［8](#3,#5）

美しい国士であっても、世の悪から生じた、あらゆる破壊の原因である旱魅飢饅が

起こりました。［9](#4）

十二年間、天は雨を地に降らさないだろうと占師たちが告げるのを聞いて、人々は

落胆しました。[10]王を始めとするすべての人々は、各の家の守護神に懇願し礼拝供

養して、降雨を祈願しました。[11]川・湖・池など水の住処に棲むあらゆるナー

ガ（大蛇）たちを礼拝して、繰り返し降雨を祈願しました。［12］

(1)SMRAMのYaSo皿tra章の場合、冒頭と末尾の枠物語と終結詩節以外の、すべての部分は、
たとえ付加増広をふくんでいようと、必ずAv§のどこかの節と対応関係にあると見なしうる。
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このように祈願がなされても、その国のどこにも、雨雲による降雨の相は全く見ら

れませんでした。［13］すべての王を始めとする人々はひどく絶望しました。

「ああ、最悪だ、みんな滅びる！今や飢饅が起こった。［14]」

このように言って、嘆きながら、死の不安に惑乱し盲目となったすべての人々は絶

望して、怯えた心で坐しておりました。[15]

その時、隊商長の妻は十全な児を妊り、適正な時に五体満足な息子を生みました。

[16](#6）その子が生れた時に、その無雨が消え失せました。降雨の相を特徴として持

つ雨雲が起こりました。［17](#7）

その男の子が生まれたことを聞いて父は大喜びしてすぐに駆けつけ、その子を見て

見飽きることがありませんでした。[18]

彼が生まれた日からいつも絶え間なく雨雲が生じては、よい雨を降らせました。

[19］それ故、都城は(*puram)その降雨を起こさせた(*samudbhtiter)、その男の子

の名声に満ち溢れました。［20］世のあらゆる人々は、生まれつき美しいその子につい

て好意をもって話し、友の如く益することを欲しました。［21］

彼の父である富商は、等しく尊敬する親族・縁者・親友の人々を呼び集め、誕生の

行事を行いました。［22](#8）そのすべての、彼の親族、親友や尊敬すべき縁者たち

は、花輪をささげてその隊商長に敬意を表してから、次のように語りました。［23］

「聞きなさい、有徳な方、隊商長よ。あなたの子が生まれた時、雲がいたる所に雨を

降らせたので、その子の評判が広がっています。［24］このように、すべての人が友の

ように祝賀していますので、この子の名をヤショーミトラ（栄誉の友）にしなさい。

[251」

そのようにすべての人が言うのを聞いて、父親は喜んで「そうします」と答え、そ

の名前を公に知らせました。［26］

w.135-209

［阿羅漢となった］その時、かの出家・比丘［ヤショーミトラ］の両の歯牙から甘

露のような水が流れ出て、喉の渇きが決して生じることがありませんでした。[135]

(#15)その時以来、かの阿羅漢はつねに［口中に湧き出る］甘露に喜悦させられ、決

して渇きに苦しんで水を飲みたいと欲することはなかったのです。［136］

その頃、過酷な炎熱の夏の時節に、その地のすべての比丘たちは喉の渇きに苦しん

で、冷たい水を求めてさまよい歩きました。[1371(#16)川や湖や池など、また貯水池

や泉で、すべての比丘たちは冷たい水を欲して、さまよい歩きました。[138]

その時ひとり阿羅漢ヤショーミトラだけは、冷たい水を飲むために何処にも急ぎ来
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ることがありませんでした。[139]それを見て、かの賢者ヤショーミトラに親しいす

べての比丘たちは驚いて、態懲に次のように尋ねました。[140](#17)

「尊師よ、あなたはこの暑い季節に水を飲むことを欲しませんが、いかなる原因に

よってあなたに喉の渇きが無いのでしょうか。[141]」

このようにその比丘たちに尋ねられたかの賢者ヤショーミトラはすべてのその親し

い比丘たちを見つめ、次のように答えました。［142］

「尊師たちよ、私の両の歯から八功徳を具えた水が常に流れ出ていて、それで私には

喉の渇きが決して無いのです。［143]」

このように彼が語るのを聞いて、その僧伽に属する者すべてが驚樗し、世界の保護

者（仏）に彼の前世を尋ねました。[144](#18)

「世尊よ、前世のヤショーミトラ比丘によって、どこでいかなる善業が行われたた

め、彼に喉の渇きが無いのでしょうか。[145]どのような業により、両歯牙から八功

徳を具えた水がいつも流れ出て、またこの美しい体をもち、出家して阿羅漢となった

のでしょうか。［146］そのすべて［のわけ］を、彼の業を見て驚憎している、僧伽を

含むすべての人々に教示して、理解させてください。［147]」

このようにかのすべての比丘たちに懇請された牟尼の王（仏）は、僧伽を含むすべ

ての人々を見ながら、次のように教えられました。－[148](#19）

すべての比丘たちよ、聞きなさい。彼が前世で行ったこと、そのすべてを、一切の

人々に理解させるために、説きましょう。［149］かくの如くです。昔、カーシャパと

いう仏、一切智・世界の師・牟尼の王・阿羅漢・法王・如来がおられました。［150］

(#20）かの世尊は、その時カーシーの鹿野苑、勝者の園林で、正法を説かれながら、

僧伽と共に住まわれていました。［151](#21）

その時、カーシーのある長者の子が世を厭い、一老比丘のもとで出家して、出家者

になりました。[152](#22)その出家者は怠惰で、どこにいても行をなすのが嫌いで、

三昧・陀羅尼・読謂に不熱心で、不精進でした。［153](#23）

するとすべての比丘たちにより、給仕の仕事における、給仕弟子（侍者）として偉大

な一長老に彼は与えられました（指名されました)｡[154](#24)

するとその出家は自らを給仕弟子であると思い、すべての年長の比丘たちの給仕

(samupasthiti)によって、奉仕を受けました(abhyasevyata)｡[1551(#25)

その後しばらくして、彼の過去の業の異熟により、体が病にかかり、衰弱し、疲労

しました。［156](#26）

その時、かの長老は彼の病の症状を見て、彼の病を鎮めるためにギー(ghrta)つま

り熱いバターミルク(rasayana)を与えました。[157]喉の渇きに苦しんでいたその出
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ー

家は、彼に与えられたギーを受け取り、すべて飲み干してから、夜に寝台で眠りまし

た。[158]

夜中に喉が渇いた彼は水を飲むために起き上がり、自分の水瓶を手に取ると、水が

無くなっているのを見ました。［159］

いつそう激しく喉が渇いたので、彼は師たる長老の水瓶も受け取り、水を飲もうと

しました。［160](#27）すると彼の運命の力により、水が突然乾いて無くなりました。

それを見て彼は落胆し、渇きに苦しみながら歩き回りました。[161]

それから水を飲みたい彼はほかの教師たる比丘たちの水瓶を受け取って、［中を］

見ました。[1621その時も彼の運命の力により、あらゆる水瓶から次々にすべての水

が忽然と乾いて無くなりました。[163]

それを見て彼は落胆し、渇きの火によって焼かれながら、さらに別の場所で水を飲

むため、川岸に向かって歩きました。[164](#28)その［川］も、彼が見た途端に、忽

然と水が消えてしまいました。甚だしい渇きに苦しむ彼はそれを見て、希望を打ち砕

かれました。[165]

その後、ひどく喉が渇いている彼は別の所で水を飲もうと欲して、貯水池・井戸・

池など、水がある所をさまよい歩きました。［166］それらすべての水がある所も同様

に、彼が見るとたちまちに水が無くなってしまいました。[167]

それを見て彼はひどく落胆しましたが、渇きの火に焼かれ、水を欲して、あらゆる

水の場所に走ってゆきました。[168]それらのすべての水のある場所も同じ様に、至

る所で、彼の視線が触れた途端に忽然と水が無くなってしまいました。【1691

それを見て彼は戦懐し、絶望し苦悩しました。自らの悪を人に示すため、自殺する

ことを望みました。［170](#29）そこで彼はその川岸にある最も大きな樹に、布きれで

自分で自分を縛りつけ、自ら一晩中［樹の上に］いました。［171］

翌朝、夜明けに一人の比丘が来て、そのように樹に縛られている彼を見つけ、次の

ように尋ねました。［172](#30）

「尊師よ、ここであなたはどうして、誰によって、樹に縛られているのですか。その

ことをありのままにすべて私に話してください。[173]」

このようにその人に尋ねられると、樹に縛られたかの比丘はその梵行者を見て、次

のように詳しく語りました。[174]

「尊師よ、私は自分の罪悪のおかげで病にかかり、喉の渇きに苦しみました。渇する

私は水を飲もうとして、自分の水瓶を手に取りました。[1751そこに水が少しも無

く、それが空っぽであるのを私は見ました。私は喉の渇きの火に焼かれ、渇して、他

所を歩き回りました。［176］しかしあらゆる長老のすべての水瓶の中に、水が無いの
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を見ました。どこに行ってもどこにも水が無いのです。[177]このような次第で、渇

してあらゆる水のある所に赴いても、どこにも水が無いのを見まして、私は絶望しま

した。［178］その後、烈しい渇きの火に焼かれて、私は迷乱し、死にたいと思い、自

分で自分を縛って、樹の上にいるのです。[179]」

このように彼が語るのを聞いて、その比丘は同情し、束縛に苦しむ出家を解いてや

り、［彼を］連れて精舎に行きました。[180]

かの精舎にたどり着くと、彼はかのすべての梵行者（比丘）たちの前で、この出来

事を報告しました。[181]

その、餓鬼の行為(pretakaralla)を聞いて、それらすべての梵行者たちは戦標し、こ

の出来事をあらゆる人々に告げ知らせました。[182](#31)

この出来事を聞いて、彼の和尚である賢者は同情して、すぐさまその場に水を持っ

てこさせました。［183](#32）しかし罪深い心の者は、その水が見えませんでした。そ

してさらにますます渇きの火に焼かれ苦しんで、昏倒してしまいました。［184］

それを見て、その師・教師は彼を急いで抱き起こし、僧院におられるカーシャパ仏

の前でこの出来事を報告しました。［185](#33）

彼によって語られたその出来事をお聞きになったかの勝者カーシャパ仏は寺の管理

人（守寺）に「銅鍵を打ち鳴らしなさい」と命じられました。［186](#34）

牟尼の王（仏）のその御指示に、「わかりました」と寺の管理人は答えて、急いで

銅鍵を取って、打ち鳴らしました。［187](#35）

その銅鍵の音を聞いて、僧伽のすべての人が来て善逝の園林たる僧院に集合し腰を

下ろしました。［188］このすべての報知はベナレスに遍く広がり、それを聞いてあら

ゆる人が見るためにやって来ました。［189](#36）

その出家の教師であり大賢者であるその長老は、かの弟子を呼び寄せて、水瓶

(karaka)を与えて、言いました。[1901(#37)

「親しい子よ、お前はさあ行って、この水瓶を手にもって、牟尼の王（仏）を始めと

するすべての僧伽の人々に、順々に清らかな甘露（水）を配って回りなさい。［191]」

教師のこの指示を聞いて、教えられた彼は、この水瓶を手にもって、仏の所に行き

ました。[192](#38)

かの世尊・牟尼の王は、やってきた彼をご覧になると手を差し出されて、彼を見つ

めながら、このようにお命じになられました。［193](#39）

「さあ、親しい子よ、お前は浄信をもって、ここで僧伽のすべての人に順々に清らか

な甘露（水）を与えながら、善い人よ、ここでいつも配りなさい。」[194]

このように牟尼の王に教示されたその比丘は歓喜し、牟尼の王を拝んで、仏に水瓶
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をさし上げました。[195]ささげられた水瓶をその時、かの牟尼の王カーシヤパ仏は

受けとられ、彼の罪悪の浄化のため、福徳の増大のために、飲まれました。［'96］

かの［比丘］はそれからその［水瓶を仏から］受け取って、同様に僧伽のすべての

人を順々に拝んで［水瓶を］さしあげ、清らかな甘露（水）をこのように配って回り

ました。[197]

その水は、仏を上首とする僧伽のすべての人々に飲まれたにもかかわらず、少しも

減らなかったかのように、水瓶に満ちていました。[198]神々を始め、すべての衆生

は急いでやって来て、この［水瓶］を見て、心が驚きに満ちて、その場で［彼らは］

真理を見る者となりました。[1991(#40)

するとその善根を具えたため、その比丘は病が癒えることを得、また真理を見る者

となり、浄らかな心で正法の成就のために励みました。[200](#41)彼はそれ以降、一

万二千年の間、仏を上首とする僧伽の人々に清らかな甘露を常に配りました。[201]

このように、その比丘は、賢者として、三宝に帰依し、［僧伽の人々を］恭敬し、喜

びつつ、浄信をもっていつも［水を］配り続けたのです。［202］

彼は死ぬ時に、繰り返し三宝を念じ、心で思念を集中しつつ、次のように誓願を立

てました。【203](#42）

「かの牟尼の王（仏）カーシヤパによって、このウッタラ［というバラモン青年］

が、シヤーキヤ・シンハ（釈迦族の獅子）という勝者（仏）になるであろうと予言（授

記）されました。［204］その［仏の出世］時に、私はかの牟尼の王の教えに帰依し

て、出家し阿羅漢たることを得て、浬梁の境地を獲得しますように。［205］その時、

私は喉の渇きの火に焼かれることが決してありませんように。私の歯牙の間から冷た

い飲水が流れ出ますように。【206]」

このような誓願をもって彼は繰り返し三宝を億念し、人身を捨てて、善趣の住所

（天界）に行きました。［207](#43）

その天界(svarga)に久しく留まってから、直接この地上に［人として生まれ変わっ

て］来ました。それが資産家の家に生まれた賢者ヤシヨーミトラです。［208］かの時

に彼によってなされた誓願のとおりに、今この世界でそのすべてが彼の福徳の果報と

して実現しました。［209］

5．AvadanaSatakaとSMRAMのYaSomitra章の比較

前節ではSMRAM第23章の中核的な部分のみを和訳で紹介したが、ここではAv§第

85章とSMRAM第23章の、両テキストの全体の対応を示すための対照表を挙げたい。
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#lii､83.2-6buddho=Yvv.5-6

#2ii､83.6-7Sravastyam=Yv.7

#3ii､83.7-8tenasadrSat=Yv､8

#4ii.83.8-9tenakhalu=Yvv.9-150

#5ii､83.9-lOyavat=Yv､8

#6ii.83.10-11sast珈豆m=Yv.16

#7ii.83.11-12yatra=Yvv.17-210

#8ii.83.12-14tasya=Yvv.22-260

#9ii､83.14-84.3yaSomitro=Yv､27

#lOii､84.4yada=Yvv.28-29

#llii.84.4-7athasau=Yvv.30-32

#12ii､84.7-8sahadal･Sanac=Yvv.33-420

#13ii.84.8-9tasya=Yvv.43-130@

#14ii.84.9-14tena=Yvv.131-134

#15ii.84.14-15tasya=Yvv.135-136

#16ii.84.15-16yad5=Yvv.137-139

#17ii.84.16-18tato'sya=Yvv､140-143

#18ii.85.1-3bhiksavah=Yvv.144-147

#19ii.85.3-10bhagavan=Yvv.148-149

#20ii.85.11-13bhntapnrvam=Yv.150

#21ii.85.13-14sa=Yv､151

#22ii､85.14-15yavad=Yv.152

#23ii､85.15so'laso=Yv.153

#24ii.85.15-16tatah=Yv.154

#25ii.85.16-17sa=Yv.155

#26ii.85.18-86.1yavad=Yvv.156-159

#27ii.86.2-3evam=Yvv.160-163

#28ii､86.3yavan=Yvv.164-1690

#29ii.86.3-5sa=Yvv.170-171

#30ii.86.5-6yavad=Yvv.172-1810

#31ii､86.6-7tato'sya=Yv.182

#32ii.86.7-87.ltato'sya=Yvv.183-184

#33ii.87.ltenapi=Yv.185
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#34ii.87.l-2bhagavata=Yv.186

#35ii､87.2-3tata=Yvv・187-188

#36ii､87.4-5esa=Yv.189

#37ii.87.5-6yavad=Yvv.190-191

#38ii.87.6-7sa=Yv､192

#39ii.87.7-9tato=Yvv.193-1980

#40ii､87.9-11tad=Yv・199

#41ii.87.11-12yada=Yvv､200-202

#42ii.87.12-88.3yavan=Yvv､203-206

#43ii､88.4-6bhagavan=Yvv､207-209

#44ii.88.6-9itihi=Yvv.210-2180

#45ii.88.10idam=Yvv.219-220

ここに挙げた対照表の読み方を示すと、略号YはSMRAM23章YaSomitraを意味す

る。例えば最初の行に#lii.83.2-6buddho=Yvv.5-6とあるのは、pargraph#1のAvS

(ed.SPEYER)第2巻83頁2行～6行にある文頭のbuddhoの語で始まる梵文テキストが、

SMRAMのYaSomitra章の第5と第6詩節に内容的に類似し、対応関係にあることを示

す。また表中の○は、Av§今SMRAMの変成における、内容の膨張率がやや大きいこ

と、◎は内容の膨張率がきわめて大きいことを示す。

また、この対照表には出てこないSMRAMYaSomi伽章の冒頭の4詩節vv.1-4と、章

の末尾のvv.221-224は、Av§に相当箇所がない、YaSomitra章の枠物語(ASokaと

Upaguptaの対話）にあたる。さらに章の最後の225詩節は、このYadomitra比丘の

avadanaを聴聞する者たちは死後に天界(sugatalaya)に行くであろう、という祈願を述

べるupajati韻律の詩節である。

さて、結論として、このYaSomitra章の研究を通して得た私なりのSMRAMに関する

意見をまとめてみよう。

SMRAMの作者による肉付け、付加はかなり自由に、大胆に行われている。しかし

SMRAMの作者がもっている自由さは、ソースに対する肉付けの自由さであり、勝手

にソースの筋を変更してしまう自由さではない、という全体的な印象を受ける。しか

し若干の箇所では筋の改変が認められる。その場合、SMRAMの作者がソースを読み

違えたのか、それとも故意に変えたのかは不明である。

SMRAMの作者は§loka韻律を常用してAvsの各章の内容を平易な文体で詳述するこ

とを彼の制作の目的としていると思われるが、しかし作者は詳述にあたって全体を一
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様に均一に膨らませているわけではない。SMRAMのあちこちで、ソースに対する膨

張率が激しい所と、そうでない所がある。もしAv§の或る一文や一節に対して

SMRAMの作者が多くの詩節を費やすなら、その箇所での膨張率は高いといえるが、

逆に簡単に語って済ませるなら、その箇所でのSMRAMの膨張率は低いといえる。

SMRAMの場面ごとのこのような膨張率の高さ低さは、先に挙げたAv§とSMRAMと

の対照表から、容易に見てとることができる。上記の対照表を見ると、膨張率の高い

箇所は、#4,#7,#8,#12,#13,#28,#30,#39,#44であるとわかる。これらの膨張率の高い

箇所は、SMRAMの作者の思い入れや特別な思惑がその場面にあることを示すもので

ある。特に#13は膨張率が著しく高い。#13こそがYaSomitra章における最大の付加増

広の施された箇所であるが、それは息子YaSomi伽の出家に直面した両親の葛藤の場面

である。この＃13にあたるSMRAMの詩節はvv.43-130で、合計88詩節もある。現在話

は合計145詩節(vv.5-149)が費やされているが、実にそのうちの60%が「出家をめぐ

る家族の葛藤」という、元のAv§にはなかったモチーフを新規に追加するために費や

されていることになる。なぜSMRAMの作者は、このモチーフを強調したかったのだ

ろうか。次の三つの理由が考えられる。

（一）出家することをめぐる親子間の議論を詳述することで、出家することの意義を

作者は確認したかった。それはSMRAMの作者自身が恐らく出家者であったために、

出家を勧める社会的立場に作者は置かれていた。在家信者向きの平易な説法集として

SMRAMを作りながら、出家の意義を強調することで、もっと在家信者の子が出家す

ることも期待した。しかしこのような解釈は少し作品と社会とを短絡的に結びつけす

ぎるかもしれない。

（二）やや違う観点の解釈として、作者はこのYaSomitra章を単なる古い説話の再説で

はなく、一つの法話として成り立たせるために、話の中に、元のAvsには無かった仏

教教理も付け加えたかった。苦い薬を甘味で包んで飲ませるように、仏教の真理を説

話で包んで教え諭すのが法話の目的であるため、初めから説話の再説だけで終わるつ

もりはなく、出来れば途中で説教的なものを入れたかった。出家をめぐる家族の議論

の中に仏教教理を理解させるための機会を見つけたので、それを利用して説教した。

（三）また別の解釈として、＃13におけるこの大規模な付加は、あまりにソースのAvS

の現在話の筋の展開が単純・平板であると判断した作者が、その脚色にあたって、出

家をめぐる家庭騒動という別の文学モチーフを挿し込んで話の中に一つの「聞かせど

ころ」を作ろうとした、いわば文学的な要請からなした措置であったとも、解釈出来

るのではないか。このような、出家をめぐる家族の嘆きの物語がインド文化圏で民衆

の涙腺を刺激するのは、馬鳴のラーシュトラパーラ・ナータカが世を風摩した時代か
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らの伝統であろう。

以上、三つの解釈を挙げてみた。それらは相互に矛盾するものではなく並立するこ

とも考えられるものの、私じしんは二番目の解釈である「説話から法話への発展の希

求」こそが、最も自然な#13の膨張の理由であると思う。

さてこの#13の箇所の付加増広は、結果的にあまりに長くなりすぎて、かなり章全

体の話の配分のバランスを崩す結果になっている。このように退屈になりかけた

YaSomitra章は、後半の前生話（過去話）の筋が面白いので救われたといえる。

SMRAMではその前生話の面白さを味わうために、その筋の展開を丁寧に詳しく描き

込んでいるのは作品としてもっともなことで、前生話の語りに合計70詩節

(vv.150-219)が費やされている。SMRAMの語る前生話は、詳細さが増した分だけ、

Av§よりも話として面白くなっている。Av§では厳めしい聖典的な語り口の犠牲となっ

て失われた語り物としての面白さが、SMRAMでは回復しているといえる。

このほか、SMRAMのYaSomitra章を読んで気づいたことは、すでに高畠寛我

(1954)も序論で指摘していることであるが、再話文献の作者が大乗仏教徒であるた

め再話において新たに大乗的な要素を加えている記述も有ることである。例えば仏陀

の説法の聴衆に菩薩たちを加えたりしている(v.53)。また聴衆に多くの超自然的な

存在が加えられているのも(vv.35-36)、大乗経典の影響であろう。

SMRAMなどのネパール再話文献には、ソースにあった話を引き伸ばす際に、中世

ネパール仏教世界のローカルな材料や特有の思想が付加されている。例えばSMRAM

のYaSomitra章の第67-68詩節には、「無数の焼かれ、発汗し濡れている死体に満ち

た、ブータやプレータや人間の肉を食べるピシャーチャやラークシャサに満ちた、

犬・ジャッカル・鷲・蛇・カラス・鳧などが住む、バイラヴァ・マートリカー・ダー

カ・ダーキニーたちの踊る、墓場で。」という文があり、Av§にこれに対応する記述は

ないが、ここに描かれた墓場の情景は、まさしくタントリズムの支配する中世のP林

であり、カトウマンドウ盆地のものらしい特色ある宗教世界がかいま見えて興味深

い。SMRAMが作られた時代には、墓場で八マートリカー（母神）や八バイラヴァや

ダーカ・ダーキニーなどが曼茶羅的な円陣を組んで踊っていることが空想されていた

のであろう。再話文献にも、ソース文献同様、作られた地域と時代の刻印が押されて

いる。

そのため再話文献の研究においては、その再話における内容の付加や改変に注意す

る必要がある。再話文献の内容を検討すると、まずAv§などのソースをかなり忠実に

受け継ぎつつ文を平易化している、話のベース部分があり（種本的ベース:A要素）、ま

た他方では、語りをより面白く具体的に説くために法話者が新規にディテールを施し
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た箇所がある（話の娯楽的な詳細化:B要素）。その詳細化箇所をよく見ると、話を細部

まで具体化するために付加した詳細があり（話の娯楽的な詳細化のための付加:Bl要

素）、その過程でソースの説く話の流れからやや逸脱したり、細部を改変した箇所もあ

る（話の娯楽的な詳細化のための改変:B2要素）。また話の途中で面白くはないかもしれ

ないが説話を法話たらしめるために法話者によって意図的に追加されたり強調された

りする宗教的メッセージ（真理言説の追加箇所:C要素）があり、さらに再話文献そのも

のを宗教的な権威を具えた法話として位置づけるための、アショーカ王とウパグプタ

長老の会話のような、全体を囲む枠物語がある（枠物語の箇所:D要素）。

A種本に合致する話の基本部分（ベース）

B種本を娯楽的にいっそう詳細化する要素

B1話の娯楽的な詳細化のための付加

B2話の娯楽的な詳細化のための改変

C真理言説の新たな追加や強調の要素

D種本を再話するための設定としての枠物語

再話文献の内容の検討は、このABCD要素の視点から、ソースと綿密に比較しな

がら分析的に行うことが必要であると思われる。Dにあたるのは冒頭と末尾のvv.1-4,

vv.221-225である（章末尾の祈願の詩節を含む）。先に言及した大膨張箇所である#13に

おける付加の大部分(vv.51-125)は基本的にCである。また先に○や◎印で膨張率が

高い箇所として指摘した箇所の中では、＃44の膨張もCにあたる。その他の＃4,#7,＃8，

#12,#28,＃30,＃39の膨張箇所は、Bにあたると私は判断する。その他の箇所は、微視的

に見れば小さなBやCをひそかに含んでいるかもしれないが、基本的にはAとなる。

最後に作者に関して一言述べたい。SMRAMはRatnavadanatattvaという説話集の本来

の形を示す作品であるが、今回私が発表したYaSomim章は、高畠寛我(1954)が

Ratnamalavad加aという題で出版した38のテキスト群(Ratnavadanatattvaの26の章を含

む）との、作品としての同質性(homogeneity)が極めて高い。YaSomitra章を含めて

Ratnavadanatattvaの多くの章は同一の作者の手によって作られた可能性が強いようだ。

この高い同質性が、Av§再話文献群のどの範囲まで広がっているのかを確かめること

は、今後の研究の一つの課題となる。

中世ネパールの再話文献は高畠寛我(1954)やM.HAIn,I(1985)や岡田真美子(1993)な

どによって重要な梵文テキストの出版が次第になされてきたとはいえ、まだ多くの梵

語やネワール語の説話文献が未研究のまま残っており、またそれらの文献群に対して

言語学や民俗学や社会学など様々な切り口による研究のアプローチが必要な領域であ
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る。私は今回はSMRAMという再話文献についてYaSomitraの1話のみを扱ったが、今

後も継続して梵語文献学の立場から、ネパール文化学の中のこの興味深い再話文献の

領域の開拓を続けてゆきたい。
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