
戯曲『シャクンタラー姫』の和訳
（1）

─「カーマ・シャーストラ」受容史構築のために─

金　沢　　　篤

君は知る我が独逸の舞台にては、
各々その腕を縦肆にこそ試むれ。
然れば今日に於て脚色を立つるには、
風景をも機械をも更に惜まず、
天の光を大小ともに借り用ひよ、
燦然たる星をも亦盛んに撒き散らせ、
水にも火にも断崖絶壁にも
走る獣にも飛ぶ禽にも乏しき勿れ、
斯く此の狭苦しき仮棚の裏に
森羅万象を悉く描き出せ、
慎重なる歩武を以て駸々と進み、
天国より、世界を経て、地獄にまで奔れ。

ゲーテ「ファウスト」より（高橋五郎訳
（2）

）

御承知の通この独逸の舞台では
誰でも好な事を遣つて見るのです。
ですからこん度の為事では
計画や道具に御遠慮はいらない。
上明も大小ともにお使ひ下さい。
星も沢山お光らせなすつて宜しい。
水為掛も好い。火焔も好い。岩組なども結構です。
鳥もお飛ばせなさい。獣もお駈けらせなさい。
造化万物何から何まで
狭い舞台にお並べ下さい。
さて落ち着きはらつて、すばしこく、天から此世へ、
此世から地獄へと事件を運ばせてお貰ひ申しませう。

ゲーテ「ファウスト第一部」より（森林太郎訳）

ご承知のとおり、わがドイツの舞台では、
誰でも自分の好きなことをやってみているのです。
だから今度の芝居にも背景であれ仕掛であれ、
なんのご遠慮にもおよびません。
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日光だろうと月の光だろうとおつかいなさい、
星などもふんだんにつかってかまいません。
水でも火でも岩組でも、
鳥けものに至るまで不自由はかけません。
だからこの狭い板小屋のなかで、
造化の全領域を股にかけ、
適度に測った速さでもって、
天国からこの世を通り、地獄へまでもぶらついてください。

ゲーテ「ファウスト第一部」より（相良守峯訳
（3）

）

はじめに

　『島青魚詩集』という本を購入した。と言っても島青魚という詩人など誰も

知らないだろう。筆者もこの詩集を手にするまで知らなかった。詩集の常か、

余白の多い百頁余りの瀟洒な冊子、「あとがき」を評論家の臼井吉見氏が書い

ている。奥付には「著者島準人」とあり、発行者として「島先生遺稿集刊行会

代表者井出一太郎」、「昭和三十八年九月一日発行　非売品」とある。井出一太

郎とは大臣を歴任した元衆議院議員だが、作家として知られる井出孫六氏の兄

上でもある。30頁程の「島青魚詩集　別冊」が、ダンボール製の函に同梱さ

れている。島青魚とは旧制松本高等学校教授の島準人氏のことで、この『島青

魚詩集』は、島準人氏の没後、島先生遺稿集刊行会（450人ほどの会員名簿が

別冊巻末に掲載）によって刊行された島準人氏の遺稿集である。つまり長編『安

曇野』の作者としても知られる臼井吉見氏も元総理大臣の三木武夫氏の盟友と

して知られる井出一太郎氏も共に島準人氏の旧制松本高等学校時代の教え子で

あったということである
（4）

。

　では今なぜ島準人氏なのかと言えば、島準人氏が、カーリダーサの戯曲「シャ

クンタラー姫」のわが国に於ける初期の翻訳者のひとりであるからに他ならな

い。カーリダーサの「シャクンタラー姫」と聞いて、インド学に携わる者がそ

れを知らないとすれば明らかにもぐりである。それほどにカーリダーサも「シャ

クンタラー姫」も業界内では夙に有名である。しかも作家カーリダーサも戯曲

「シャクンタラー姫」もひとりインド文学史の中で突出した存在であるに留ま

らず、何時頃からか世界の文学史の中でも燦然と輝く綺羅星と讃仰されている。

「ファウスト」などの作者、あの世界的文豪、ゲーテ（1749～ 1832）がその

ことに関わっているらしい。翻訳されたカーリダーサの戯曲「シャクンタラー

姫」をゲーテが読んで感激、絶賛したことで、カーリダーサは世界的詩人に列
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せられ、「シャクンタラー姫」は世界的傑作のお墨付きを得ることになった。

　だが今日、わが国でカーリダーサの戯曲「シャクンタラー姫」と聞いて、み

ごとに反応するのは、やはりインド文化に特別な興味を持つインドフリークか、

インド学に携わるやはり少数の専門家に過ぎない
（5）

。世界的詩人も世界的傑作

も世にはごまんと存在する、そのことからすれば、カーリダーサが忘れ去られ

ても仕方ない。仮に今、そう聞いてカーリダーサの傑作戯曲「シャクンタラー姫」

をひとつ読んでみようと思い立っても、本がない、なかなか現物にお目にかか

れない、というのが実情である。運のいい人だけが、岩波文庫にある和訳、辻直

四郎［1977］、辻直四郎氏の名訳「シャクンタラー姫」を手にすることが出来る。

あるいは、たいていはどこの図書館にも所蔵されている筑摩書房のオレンジ色

の世界文学体系（旧版）の一冊『インド集』所収の田中於 弥［1959］、田中於

弥訳「シャクンタラー姫」を手にすることになる
（6）

。「シャクンタラー姫」と

は全七幕の堂々たる長篇戯曲だが、作者のカーリダーサや戯曲「シャクンタラー

姫」についてさらに知ろうとするならば、前者の巻末に収録されている辻直四

郎氏による読み応えのある「カーリダーサとその作品」「サンスクリット劇入門」

を読むか、後者に収録されている田中於 弥氏による簡単な解題によるか、同

書挟み込みの「世界文学大系　月報　17」の、辻直四郎、岩本裕、土井久弥、チャ

テルジー夫人、田中於 弥（司会）による「座談会　インド文学を語る」と「研

究書目・参考文献《インド集》」によるしかないのである。その田中訳「シャ

クンタラー姫」が和訳刊行されてからでも既に 50年が経過していることに改

めて驚く。それ以降そのカーリダーサの戯曲「シャクンタラー姫」の全和訳刊

行は、杉浦義朗・吉沢紀子［1994］まで待たねばならないのである。だが、最

新訳と言い得るこの杉浦・吉沢［1994］にしてからが、ほとんど知られていない。

ほとんど読まれていないと言うべきである。そしてそれが刊行されてからも既

に 15年が経っている。読もうにも書店の店頭から姿を消しているし、それを

所蔵している図書館もあまりない
（7）

。

　さて、冒頭に触れた島準人訳「シャクンタラー姫」は、大正 15年、1926年

に刊行されたもので、辻［1977］では、そしてその元版である辻直四郎［1956］

では触れられていない。後者田中［1959］の解題の中では紹介されているが、

今日では誰一人その和訳を顧みない
（8）

。敢えて島準人訳戯曲「シャクンタラー姫」

を読もうとする者など皆無なのである。

　そもそもわが国でカーリダーサの戯曲「シャクンタラー姫」が書物の形で最
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初にお目見えしたのは、その島訳に先立つこと 20数年、明治 36年、1903年

のことである。わが国インド学の父とも母とも言うべき高楠順次郎氏によって

である。しかも和訳ではなしに、サンスクリット原典が刊行されたのであった。

高楠氏による校訂テキストではなしに、既に海外で刊行されていた一刊本が高

楠氏による詳しい和文解説を付して復刻刊行されたのである。かなりの充実を

見せるその解説の中で、高楠氏は「・・・その訳本はわが読書界に出づべき正

当の権利ありと信ず、現下、文科学生中に於て原本講読の傍、之を和訳しつゝ

あれば、「シャクンタラ」は遠からず新衣を纏ふて世に出づるの時あるべし　

明治三十六年十一月三日」（高楠順次郎［1903］14頁）と記しているが、その

フレーズはその時点で戯曲「シャクンタラー姫」の和訳刊行が為されていない

こと、高楠氏自身が翻訳を為しつつあり、それを刊行する意志を持っていたこ

とを表明していると解し得るにも拘わらず、結局高楠訳「シャクンタラー姫」

の刊行は実現せずに終わってしまった
（9）

。ではいったい誰が、そのカーリダー

サの傑作戯曲「シャクンタラー姫」を、最初にわが国に翻訳紹介したことにな

るのだろうか。そして誰がその後に続いたのだろうか。

　すなわち本稿は、わが国に於ける戯曲「シャクンタラー姫」の和訳の事情、

受容の経緯の一部始終を論うことを直接の目的としたものである。だが実のと

ころ、それは筆者がこの数年にわたって継続しているわが国における「カーマ・

シャーストラの受容史」を構築する作業の一環として企図されたということな

のである。カーマ・シャーストラの受容史に大きな役割を担った大谷大学の泉

芳 氏がここでも、すなわちサンスクリット文学の最高峰、詩聖カーリダーサ
の戯曲「シャクンタラー姫」の和訳に関しても、やはり重要な役割を担ったこ

とを明らかにしたい。泉芳 氏による「カーマ・シャーストラの受容」に、戯
曲「シャクンタラー姫」の受容がどのように関わったかをも併せ闡明できれば

と思う
（10）

。

Ⅰ．カーリダーサの戯曲「シャクンタラー姫」

　筆者にとって、島準人訳「シャクンタラー姫」との出会いは島準人［1928］、

世界各国の傑作戯曲の集成としてあるかの「世界戯曲全集」の第四十巻「印度・

支那劇集　印度・支那篇（近代社版）」によってである。世田谷三宿の二つあ

る名物古書店のひとつ、江口書店の平積みの均一本として購入したものだが、

訳者島準人氏の名前に心当たりがなかったものの、カーリダーサの戯曲「サク
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ンタラー姫」「救はれしウル シー」、シュードラカの「手遊車」、ヴィシャー

カダッタの「ラークシャサの印」の四篇は、サンスクリットの学習を始めたば

かりの筆者には誠に魅惑的なラインアップと見えた。インドに関して言えば、

さらに小山内薫の訳で、タゴールの戯曲「郵便局」が収録されており、島準人

氏による、専門的な訳註の他、やはりかなり立派な「印度劇解説」が付されて

いたことにも驚いた次第。だが、肝腎の翻訳の底本に関しての記述や訳者につ

いての情報などは一切記されていなかった。奥付には印刷・発行年月日と［非

売品］という文言の他、発行者：小川菊松、印刷者：山田耕作、印刷所：明治

印刷株式会社、発行所：世界戯曲全集刊行会とあるばかりだった。それらの原

語原典を手にすることさえ出来ていなかった筆者は、その和訳をそれなりに楽

しんだものの、和訳に対して批判的な視点を持ち得なかった。今は昔である。

　だが今日島準人訳「シャクンタラー姫」を問題にするならば、既存の二冊

を一巻に収めたような、やや不思議なところのあるその島［1928］ではなしに、

島準人［1926］、すなわち『古典劇体系　第 17巻　印度篇』（近代社：東京）に

こそ拠るべきことを筆者は知っている。島［1928］は島［1926］を装いを改めて

再刊したものである。初刊の際に盛られていた翻訳（と訳者）に関する貴重な

情報は、読んで楽しめればいいだけの一般書、正統的でない、ないし非学術的

な再刊本にあっては省かれてしまったのである。

　いずれにしても島［1926］の冒頭に置かれた「例題」によって、われわれは

その四篇の戯曲が何を和訳したものかを知る。さらに幸運にも見ることの出来

た、同書に挟み込まれていた同書の広告チラシ（大正十三年十一月の日付）に

よって、本来同書が、四篇ではなく七篇からなるものとして予告されていたこ

とを知るのである。

「世界に誇る『印度劇』の翻訳成る

＝『古典劇体系』追加増刊として発行の予定＝

＝訳者は『印度劇』の権威にて独歩の名文家＝」

との大きな活字による時代を感じさせる惹句と共に、

「カリダーサ・・・・・サクンタラ姫（七幕）

　　　　　　　　　　  ヴルヴアーシ（五幕）

　　　　　　　　　　  マラヴイカとアグニミトラ（五幕）

スードラカ・・・・・素焼きの小車（十幕）

ヴィサカーダッタ・・・・・宰相の印綬（七幕）
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バァヴァブーティ・・・・・マラティとマダーヴァ（十幕）

クシェミスヴァーラ・・・・・カウシカの怒り（五幕）」

「右翻訳者　松本高等学校教授　島準人氏

　右は『古典劇体系』第十回配本（十四年八月）として諸君の座右に繙かれる

予定です。」と記されている。「『印度劇』の権威にて独歩の名文家」たる訳者

による「印度劇集」の一冊の広告に当時の読者たちは胸躍らせたに相違ない。

　そして「大正十五年一月十五日発行」の同書、島［1926］の目次は、以下の

ようなものであった。

「例言

解説

　　　印度劇の起源

　　　印度劇の理論

　　　印度劇の実際

　　　印度劇の主なる作者と作品

サクンタラー姫　　　　カーリダーサ

救はれしウル シー　　カーリダーサ

ラークシャサの印　　　ヴサーカダッタ

手遊車　　　　　　　　シュードラカ

註解」

　縦書き一段組、700頁を優に超える堂々たる一巻であった。なお先の「チラシ」

の冒頭には「古典劇体系に『印度劇』を入れることについて・高桑文学博士よ

りの書翰」と題した以下のような文章が印刷されていたことにも注意しておこ

う。

「・・・貴墨正に拝見仕候、古典劇体系発行の挙、我が文化に貢献する所多

大なるべきを想ひ感謝の至に不堪候。却説、御下問の件、実は小生も印度古

典劇のなきを怪み、甚だ僭越ながら一言御注意申上度と存居候折柄、御来状

に接し、既に御計画の趣拝承仕り、始めて古典劇体系の完璧を見るを得、何

よりも喜ばしく存候・・・」

　そして、島［1928］では無惨にカットされてしまった、「大正十四年十二月　島」

との署名のある同書、島［1926］の巻頭の「例言」の全文を以下に引こう。

「一．最初印度古劇七曲を訳出する心組みであつたが時間と頁数の都合で僅

かに四曲になつて了つた。尤も茲に収録した四曲は何れも印度劇中の名作で
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あつて選択を誤つたとは思はない。唯だ返す返すも残念なのはバ ブーティ

の「マーラティマーダ 」を洩らしたことである。

一．「サクンタラー姫」は Ernst Meierの独訳を原として Monier Williams

の英訳と鈴木重信氏の和訳とを参考として訳出し、「救はれしウル シー」

は Ludwig Fritzeの独訳を原本として所所 Edward Cowellの英訳を参照し、

「ラークシャサの印」は同じく Fritzeの独訳に依り、最後に「手遊車」は

Hermann Camillo Kellnerの独訳とWilliam Ryderの英訳とに依つて訳出した。

誤訳も少からずあることゝ思ふて秘かに恐縮して居る。幸ひに識者の叱正を

俟つ。

一．生来の怠惰の上に浅学の私が難解な印度劇の翻訳を企てたのは無謀であ

つた。徒らに発行期を遅延せしめて而も拙劣此の如き訳をしか示すことの能

きなかつたことを深く恥づる。読者並びに発行者の寛容を切に乞ふ次第であ

る。

一．此の翻訳をなすに当つて種々の御注意を御与へ下すつた高桑駒吉先生に

厚く御礼を申上げねばならぬ。又台辞としての語句の不適当なものや白廻し

の面白くない所を指摘して与れた安東英男君の好意と此の翻訳の機会を私に

与へて下すつた吉沢孔三郎氏に心からの感謝を致したい。」（１-２頁）

　この「例言」でも明らかな通り、同書に収録された「印度劇」四篇は、いず

れも原語原典よりの直訳ではなく、いわゆる「重訳」と言うべきものである。

重訳は原語原典からの直訳に比して下におかれることがある。いい重訳とま

ずい直訳とどちらが上かというと一概には言えない。へたな直訳よりは信頼で

きる重訳が重宝される場合も多々あるのである。この場合はどうかはおくとし

て、島準人氏によるインド劇の諸訳に関しては、そのいずれもが「重訳」であ

るにしても、その和訳の底本が明記されている点は特筆に値する。良心的ない

い重訳の最低限の条件を備えたものと高く評価出来るのである。「本書は、実

に四十四年前に遡る初心者的な試訳稿に、多少ともの手直しを施したものであ

る。その結果は、一般読物としての好適とも遠く、まして学術書としての価値

は皆無に近い。」（208頁）と「あとがき」に記した大地原豊氏が、ヴィシャー

カダッタの戯曲「ムドラー・ラークシャサ」の和訳刊行本、大地原豊［1991］
（11）

巻頭の「解題」の中で、自身の翻訳の底本を Kale本であると明記した後、

「なお、本作には島準人訳（『古典劇体系』17、近代社、一九二六年）があっ

たとの由であるが、本訳者は未見。英訳からの重訳ででもあったろうかと想
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像する。」（19頁）

と言われるところのものである。「未見」のものに関しては「想像」をたくま

しくするしかないが、こうした記述はいかがなものだろうか。既訳が存在する

ことを明らかに知りながらも参照することなく、乞われるままに自身の翻訳を

刊行せざるを得ない場合は多々見受けられるが、未見のものに関して「英訳か

らの重訳ででもあったろうかと想像する」と想像のままに書きつける例は珍し

い。耳慣れぬ訳者名から、原語原典からの和訳などあり得ない、自身の翻訳は

まぎれもなく「原語原典」からの直訳であるとの自負が書かしめたフレーズと

言うべきだろうか。それとも他人は他人、自分は自分ということだろうか。島

［1926］所収の和訳「ムドラー・ラークシャサ」の底本は、「Ludwig Fritzeの

独訳を原本として、所所 Edward Cowellの英訳を参照」とある。大地原氏が底

本とした Kale版には Kale自身の詳細な訳註付きの英訳が併録されている。そ

の原語原典を講読する際に、英訳に依存することは、ごく普通に行われること

と愚考するが、いかがなものだろう。筆者の経験で言うならば、新たな日本語

訳を作る作業は、自らが参照している既存の英訳などを補正・修正する作業と

して位置づけることも可能なのである。島訳「ムドラー・ラークシャサ」は独

訳からの重訳と言うべきものであった。それにしても自身「一般読物としての

好適とも遠く、まして学術書としての価値は皆無に近い」と考える翻訳をなぜ

敢えて出版することになるのか。やはり「乞われるまま」としか言いようがな

いのである。それとも「記念のため」だろうか。

　それはともかくとして、問題のカーリダーサの戯曲「シャクンタラー姫」の

島訳は、Ernst Meierの独訳を元に、Monier Williamsの英訳、そして鈴木重信

氏の和訳を参照していると明記されている。この Meier訳は、シャクンタラー

姫の極初期の翻訳のひとつである。Monier Williamsの英訳もあまりにも有名

なものだが、それよりもなによりも注目すべきは「鈴木重信氏の和訳」であろ

う
（12）

。その他に、島訳「サクンタラー姫」の実現にも一役買ったと言われる高桑

駒吉氏である。先にも見た近代社の「古典劇体系」に「印度劇」の一巻を追加

せしめた重要人物ということであるが、文学博士にして、出版界にも発言権を

得ていた著名な人物であったらしい高桑駒吉氏は、既に高桑駒吉［1908］の中で、

以下のように語る人物でもあった。

「サンスクリット文学のアウグスツス時代は、実にカリダッサに端を発す。

カリダッサは クラマヂチア朝の顕著なる詩人にして、其大戯曲サクンタラ
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が今を去る約百年前サー・ヰルリアム・ジョンス（Sir William Jones）の英

訳する所となりてより、ヨーロッパの文学者争うてサンスクリット文学を研

究するに至れり。独逸近代の最大詩人ゲーテー（Goethe）は其詩中にサク

ンタラを称讃して曰く「卿は人生に於ける青年の花及び老年の果実にして、

總べて霊魂を喜ばしめ楽ましむるものなるか。卿は美なる一名称中に天地を

綜合するものなるか。 サクンタラよ、吾は卿を指して然りといふ」と。」（240

頁）

　また、高桑氏は、戯曲「シャクンタラー姫」に関してはさらに以下のように

言うのである。

「サクンタラの戯曲は、波羅門美人の指環を失ひたることを仕組めるものに

て其舞台を宮廷と森林中の隠栖とに分てるは、古代のサンスクリット叙事

詩に同じ。其梗概を述ぶれば、月種族の一公子ヅシアンタ（Dushyanta）は、

藪地に於ける一波羅門の隠栖に於て嬋娟たる美少女サクンタラを娶り、其都

城に帰るに当りて是に指環を贈り、以て其愛情の証としぬ。然るにサクンタ

ラは一波羅門の呪詛する所となりて其指環を失ひしかば、ヅシアンタ公子は

其指環の発見せられざる間は、サクンタラを己の妻たることを承認せざりき。

既にしてサクンタラは其幽栖中に一子を挙げ、是と共に宮廷に入らんことを

請ひしも許されず。此後幾多の悲痛と辛酸とを嘗めて遂に其指環を発見し、

夫妻始めて同棲することを得たりと。而してサクンタラの生子は即ちバラタ

にして、其功業はマハバラタの題目となれる月種族の祖先なり。またサクン

タラはシタと同じく貞節なる印度婦人の典型にして、其愛情と悲痛とは蓋し

千余年間印度人の好伝奇小説を形成したるものならん。」（240-241頁）

　高桑氏はそのような人物として知れるが、では和訳を提供している「鈴木重

信氏」とは誰か、そしてそのような鈴木重信訳「シャクンタラー姫」なども存

在しているのか。次の疑問は当然ながらそこに向かうのである。鈴木重信訳戯

曲「シャクンタラー姫」など、今日どこの図書館にでも所蔵されてはいない。

インターネットを駆使してもどうしてもヒットしないのである。だが、島準人

氏は、自身の「シャクンタラー姫」を作るにあたり、「鈴木重信氏の和訳」を

参考にしているのである。それを知りたい、それを覧たい。取り敢えずイン

ターネットでWebcat Plusで検索してみる。インドがらみでヒットするのは、

『世界聖典全集７』鈴木重信［1920］と、『仏陀の生涯と思想（ピツシエル原著）』

鈴木重信［1922］の二点だけである。この鈴木重信氏による和訳「シャクンタラー
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姫」とは何か。

　さて以上のようにして、島準人氏の島［1926］がわが国の読書界に出現した

のである。この年次は、わが国のカーマ・シャーストラ受容史の中でもとても

意味深いものであろう。大隅為三氏による最初の和訳『カーマスートラ』が刊

行されたのが、大正４年、1915年のこと、原語原典よりの泉芳 訳『カーマスー
トラ』の刊行されたのが大正 12年、1923年のことだ。島訳戯曲「シャクンタ

ラー姫」が刊行されたのが大正 15年、1926年のことである。

　では、わが国に於ける戯曲「シャクンタラー姫」の受容の実態はどのように

なっているのであろうか。以下には、それを年代を追って具に検証してみたい。

Ⅱ．カーリダーサの戯曲「シャクンタラー姫」の受容

　「シャクンタラー姫」の原語原典の出版についてだけでも優に一冊の書物が

必要となる。それほどに、カーリダーサの戯曲「シャクンタラー姫」の原語原

典は多様をきわめ、容易には論じられないし、本稿の射程をはるかに超えたも

のである。ここでは和訳に関わる最小限のデータを確認するに留める。当然な

がら誤記・誤解・誤伝が横行している。

　「シャクンタラー姫」の原語原典は、大別して四種類刊行されていることが

知られている。（1）デーヴァナーガリー文字による「デーヴァナーガリー本」

（Ｄ）、（2）ベンガル文字による「ベンガル本」（Ｂ）、（3）「カシミール本」（Ｋ）、（4）

「南インド本」（Ｓ）である。本稿で扱う和訳にだけ限定するならば、原則とし

てＢとＤの二本だけに注目すれば事足りるかもしれない。

　原語原典とその英訳などの概容を編年的に辿っておきたい。辻直四郎［1956］、

辻［1977］はカーリダーサの戯曲「シャクンタラー姫」に関する書誌学的な知

見に富むが、辻直四郎氏自身は他人の翻訳に関しては関心が薄いようで、批

判的に、あるいは網羅的に触れられることがない。今の場合、やはり辻直四郎

［1973］が最も充実した簡便な資料となる。翻訳に関しては、訳者の立場に密

着した視点を持つ Emeneau［1962］の Introductionが筆者には有益である。

　Emeneau［1962］は、Pischel［1922］を底本としたＢ本の英訳だが、Emeneau

がその Introductionの中で展開しているのは、自身の英訳の位置づけに関する

議論である。英語圏の学生が「シャクンタラー姫」を原典 Pischel［1922］で読

むにあたって参照すべき簡便な英訳として、従来は Sir William Jones［1879］か、

Ryder［1912］しかなかった。Ryder［1912］は普及本として多くの読者を得たが、
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原語原典を学習する者には、やや曖昧でやや不便なものであった
（13）

。その難を

解消し、それに代わるものとしての新訳を提供するものが Emeneau［1962］であ

るらしい。Emeneauが心がけたのは、自身の英訳に訳註を付し、訳文の随所に、

原文たる Pischel［1922］の対応箇所の情報を盛り込むことであった。原語原典

で「シャクンタラー姫」を読もうとする学生の便宜に供したということである。

その結果 Ryder［1912］に比べて、その 50年後に刊行された Emeneau［1962］は

遙かに便利なものとなっているが、訳文そのものを比較してみると、必ずしも

改善・改良されているとは言い難い
（14）

。

　以下にはそうした一連の先行文献の記述に依拠して戯曲「シャクンタラー姫」

の主要な原語原典と翻訳の歴史を構築してみたい。

《戯曲「シャクンタラー」翻訳史：原語原典と翻訳》

1789 Sir William Jones　英訳 Ｂ

1791 Georg Forster　独訳（Sir William Jones英訳からの重訳）Ｂ

1792 N. Karamzin　露訳（Sir William Jones英訳からの重訳：第一幕 &四幕）Ｂ

1803 A. Bruguière　仏訳（Sir William Jones英訳からの重訳）Ｂ

1830 A. D. Chézy Bengali本（Ｂ）

1842  Böhtlingk Devanagari本（Ｄ）

1852 Ernst Meier  独訳 Ｄ

1853 Monier Williams Devanagari本（Ｄ）

1855 Monier Williams  英訳 Ｄ

1872 C.Brukhard Devanagari本（Ｄ）

1873 Richard Pischel SouthIndian/Dravida本（Ｓ）

1876 Monier Williams Devanagari本（2nd Ed.）（Ｄ）

1877 Richard Pischel Bengali本（Ｂ）

1884 Karl Brukhard Kashmir本（Ｋ）

1910 Saradaranjan Ray D/B/K? 本（Ｂ /Ｋ）
（15）

1912 Arthur W. Ryder  英訳　Ｂ

1922 Richard Pischel Bengali本（2nd Ed.）（Ｂ）

.................................

1954 A. Scharpé Ka-lida-sa-Lexicon

1962 M.B. Emeneau  英訳　Ｂ
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2006 Somadeva Vasudeva Kashmir本（Ｋ）　英訳

高楠順次郎［19031110］・・・原語原典 Ｄ:C.BrukhardEd.

高橋五郎・小森彦次［1907］・・・翻訳（Sir William Jones英訳）Ｂ

河口慧海［1908-1910］・・・翻訳 Ｂ 古文体訳未刊

森田草平［1914］・・・編訳・梗概（Arthur W.Ryder英訳） Ｂ

野中勇真・江連政雄［19160617］・・・翻訳（第一幕のみ）雑誌『智山学報』 Ｂ

泉芳 ・野中勇真・江連政雄［19161116-1917］・・・翻訳　新聞『中外日報』［Ｂ］Ｄ
岸田辰弥［1922］・・・翻案（宝塚歌劇の台本）

（16）

泉芳 ・江連政雄［1922R］・・・翻訳 Ｄ（Saradaranjan Ray本）
河口慧海［1924］・・・翻訳 Ｂ

島準人［1926］・・・翻訳（Ernst Meier独訳） Ｄ

島準人［1928R］・・・翻訳（Ernst Meier独訳） Ｄ

森田草平［1930］・・・編訳・梗概（Arthur W.Ryder英訳） Ｂ

河口慧海・鈴木重信［1937R］・・・翻訳（第四幕のみ）Ｂ

河口慧海［1942R］・・・翻訳 Ｂ

辻直四郎［1943］・・・翻訳（第四幕の一部）Ｄ
（17）

辻直四郎［1956］・・・翻訳 Ｂ

田中於 弥［1959］・・・翻訳 Ｂ

田中於 弥［1974R］・・・翻訳 Ｂ

辻直四郎［1977R］・・・翻訳 Ｂ

杉浦義朗・吉沢紀子［1994］・・・翻訳 Ｄ

　わが国に於けるシャクンタラー本の最初のものである高楠［1903］に先立つ

こと半年足らずの松本文三郎［19030601］の冒頭部「第一、印度研究者」中、

以下のようにある。

「而してヘスチング氏の奨励により、此に梵語研究の途を啓き、爾来年を逐

ふて梵語学者の輩出を見るに至れり。

　チャールス・ウヰルキンス氏は実に此時に於ける梵語研究者の一人にし

て、氏はベナーレスに於て梵語を学び、千七百八十五年始めて彼の有名な

るブハガバッドギータを英訳し、超えて二年ヒトパデシャをも翻訳せり。而

も吾人は実にサー・ウヰルリヤム・ジオーンス氏（千七百四十六年より仝
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九十四年に至る）を以て近代梵語研究の先導者となさざるべからず。氏は

千七百八十三年印度高等法院判事の命を受け、印度に来り、止まること十有

一年。氏の多芸多能にして、文学に通じ兼ねて詞章に巧なる、幾多の忍耐と

勉励とにより、遂に又梵語に熟達するに至れり。人は氏を称して人類の最大

覚者となす。千七百八十四年ベンゴール亜細亜協会を創立し、以て印度古典

の研究を奨励し、人心をして漸く之に帰向せしむるを得たり。千七百八十九

年サクンタラ劇を訳す、ゲオルグ・フォルスターなるもの氏が英訳に由りて

更らに之を独訳に付し、此にヘルデル、ゲーテ諸氏をして一見賛嘆措かざら

しめたりき。氏は又マヌの法典をも訳せり。而も時尚ほ早く、氏は未だ印度

に於ける純然たる歴史を知るに至らず、其の研究せしところは主として後世

梵文学、即ち佛教以後の文学に限り、一躍して其の泉源に遡る能はざりしは、

又勢いの止むを得ざるところたり。」（５-６頁）

　この松本［1903］は、管見する限り、日本人によって、カーリダーサとその

「シャクンタラー姫」にある程度まとまった紹介を行った最初のものと考えら

れる。近代日本に於けるシャクンタラー受容の最初期に属する者の素朴な思い

をうかがう格好の資料であるが、同年デーヴァナーガリー文字による「シャク

ンタラー姫」の原語原典、高楠［1903］を刊行した高楠順次郎氏も忘れるべき

ではない。さすが高楠順次郎博士と言わざるを得ないが、今日その書物を手に

する者にも、その原語原典の素性そのものが知らされないのは誠に遺憾である
（18）

。

泉芳 ・江連政雄［1922］の泉芳 氏による「緒言」などから、それが C.Brukhard

版（1872）であると知れるが、高楠［1903］に言及しているこれまでの文献でも、

その点はなぜか明らかにされないのである
（19）

。

　その高楠［1903］の巻頭に置かれた高楠順次郎氏による「「シャクンタラ」戯

曲序論」は誤りを含むとはいえ、日本人によって書かれた戯曲「シャクンタラー

姫」に関するなかなかに充実した書誌である。その中の「第七　「シャクンタラ」

訳本」には以下のようにある。

「ウィリヤム、ジヨンスの英訳「シャクンタラ」は、欧州に於ける第一の証

典なりしを以て、広く欧州の文学界に読まれ、千七百九十六年に於てその再

版を公にしたるが、詩聖ゲーテに依りて読まれたるは、フォルステルの独訳

にして英本より複訳したるものなり、この書の顕はれたるは千七百九十一年

にして、今より百十三年の昔に在り、ゲーテ詩聖は同年に於て、自ら短篇を

詠じて之を頌し、その「古風の金触」（Antiker Form sich nahernd）と題せ
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る篇中に収めたり」（10-11頁）

　わが国に、この一節を含む丁寧な日本語による解説と共に、原語原典のテキ

ストが、文科大学の高楠順次郎氏によって刊行されたことの持つ意味は計り知

れない
（20）

。各大学に於けるインド学関連の諸講義などによって、徐々にカーリ

ダーサが、そしてその代表作「シャクンタラー姫」が紹介されていったのである。

注意を促しておきたいことは、カーリダーサないし「シャクンタラー姫」の声

望を高めるのに預かって力あったドイツの文豪ゲーテとその問題の作「ファウ

スト」が、結果的にカーリダーサの戯曲「シャクンタラー姫」の和訳を促した

ことである。

　わが国におけるカーリダーサの戯曲「シャクンタラー姫」の最初の全和訳本

たる栄誉を担うのは高橋五郎・小森次彦 ［1907］である。訳者の高橋五郎、小森

彦次両氏の素性は筆者には知れないが、その「明治三十九年初秋　訳者識」と

ある「小序」には以下のようにある。

「・・・中にも大詩聖迦利陀沙が舎君多羅姫の一曲は、当世の花と輝き匂ひ、

今は梵文学の絶美とこそ称へらるゝなれ。近くはゲエテ、ヘルデルなどの詩

聖の手にもとられて、飽かず、愛で眺められてより、今は欧西到る所、文を

楽しむ者、是れをよすがに古へを偲ばぬ者ぞ無き。さもあれ、我が国には、

未だ是れを移し植ゑたる人とて無ければ、流石の花をも知る人稀れなるを憾

みとし、茲に筆を呵して、今年春も千種の花匂ふ比、漸くその望みを遂げた

り。よしや色香はうすれたりとも、是れをたよりに弥深く、神秘の花に幽妙

の美に憧憬れむ人もがな。」（Ⅱ頁）

　さらにその「凡例」には、

「一、原曲はもと歌曲と科白と相錯綜して成れるものなれども、訳者は、ウィ

リアム・ジョオンスが英訳にかゝる散文本（一千七百九十九年刊行
（21）

）を基

礎としたるをもつて、今敢て是れを分たずして、全く散文的韻文を用ゐても

のしたり。

一、今訳者は思想を伝ふるを主として文致をうつすを次ぎとせり。」（Ⅸ頁）

とある。実のところ、この「シャクンタラー姫」の最初の全和訳者の一人、高

橋五郎氏が、ゲーテの傑作「ファウスト」（第一部）の最初の全和訳者である

ことはほとんど知られていないのである。高橋・小森［1907］の巻末の出版社の

広告の同じ頁には、最新の高橋・小森［1907］、「梵劇　さくんたら姫」と共に、

高橋五郎［1904］、高橋五郎訳『ファウスト』などが宣伝されている。高橋五郎
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氏は、難解なゲーテの「ファウスト」の和訳作りに格闘した後、返す筆でカー

リダーサの戯曲「シャクンタラー姫」の全和訳を片付けたということである。

高橋・小森［1907］は、Sir William Jonesの英訳「シャクンタラー姫」、Jones［1789］

を底本とした、いわゆる重訳としてわが国に出現したのである。

Ⅲ．河口慧海訳『シャクンタラー姫』の提起した問題

　前節ではわが国に於けるカーリダーサの戯曲「シャクンタラー姫」の受容

を編年的に俯瞰してみた。本節では、その受容史の中で、最も問題的な情報量

の豊富なコメントを残している河口慧海氏の見解を中心に検討してみたい。チ

ベット学に関わる先駆的な業績によって知られる河口慧海氏であるが、インド

での滞在期間も長く、インドの言語や文化や歴史についても造詣が深いことは

意外に知られていないのではないか。河口慧海氏は、インド文学の最高峰とも

目されるカーリダーサの傑作戯曲「シャクンタラー姫」の原語原典よりの全和

訳を完成させた最初の日本人と考えることが出来るかもしれない。河口氏は、

河口慧海［1924］の中で以下のように興味深い記述を残している。今日カーリ

ダーサの「シャクンタラー姫」の和訳の定番とされる辻［1977］（及びその元版

辻［1956］）の解説にもしっかり言及されている
（22）

河口［1924］のものだ。やや長

いが略さず引用したい。

　「従来わが国においては、シャクンタラーを梵語の原典より直接に翻訳せ

るものなし。余の知る範囲においては、高橋五郎、小森彦次両氏の共訳書と

某新聞に某氏の翻訳 掲載せられたるものあるも、高橋氏等はウィリヤム＝

ジョンスのイギリス訳により、某氏はまたモニエル＝ウィリヤムのイギリス

訳によつて重訳せるものなり。而してこの両イギリス訳は前述せる如く盲目

的歓迎を受けたるナーガリ字体のものによれるものにして、その不完全なる

はこゝに説明を繰り返すまでもなきところなり。試にかの和訳を繙かんか、

何れも原梵文より離るゝこと甚だ遠く、中には原文と全く反対の意に翻訳さ

れたるもの少なからず、また何の意たるかを捕捉し難き箇所も多し。何れも

印度の実際に接せざる人々のこととて、その地理、気候、風俗、習慣及び印

度詩人の情想等を知るに由なく、随つて、漫然イギリス訳によつて逐次重訳

せるものなればその和訳によつて全編に現れたる印度趣味を解せられざるも

当然なりと云ふべし。不完全なる原書によれる上に、イギリス語は風俗習慣

信仰の全く異なる人種の用語なれば、さらにこれによつて重訳を試みたるわ
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が訳者が如何に労苦されたりとて、その真趣に到達し能はざりしは無理なら

ぬことと云ふべし。

　余曾て印度ベナレスに在て、梵語研究の際、イスワラ＝チャンドラ＝ヴィ

デヤ＝サーガル出版のシャクンタラー梵本
（23）

により、かねて孟買版、ベンゴー

ル版、ジー ＝バンダ版、パタンカル版、モニエル＝ウィリヤムス版及び印

度語訳等を参照し、隔日に同地梵語大学助教授ラシカ＝ラール＝バハッタ＝

アーチャルヤ師の講筵に列せり。余はこの機会を利用し能ふ限り印度趣味を

失はざらんことを努め、これをわが古文体に訳し置けり。これ明治四十一年

より四十三年の間のことなりき。大正四年九月帰朝してこの方、余自らの本

務なる佛教上の梵語及び西蔵語に関する講究に忙はしく、自然方面の異る芸

術文学に対しては深く注意を払ふことを敢てせざりしなり。

　されども、印度詩聖の名作が、未だ直接に梵語の原文よりわが国語に移植

されざるを憾とすることまた久し。余の翻訳も十分なりと云ふに非ざるも、

かの地に滞在すること十七年に及び、聊か実状にも通じ、詩聖の感得せし真

趣を写すにおいて、最善の努力を致せるものなれば、方面の異なるを省みず、

わが文学界に対し、梵語よりせる直接の獲物を捧げんと欲す。固より素人の

精進料理は数奇者の口に適せざるやも計り難し。謹んで大方の寛恕を乞ふ。

　既に記述せる如く、余は印度在学中、一言一句も苟もするところなく、こ

れを国語に移せるも、古文体によれるを以て、或は現時の読者に通じ難きの

嫌ありき。偶々余が西蔵語教室の 学生に故鈴木重信君ありき。同君は詞想
豊かなる天分を具へ、加ふるに梵語にも通ぜり。剰へ刻苦を惜まず、余がた

めに日夜孜々として古文を現代語に代へられたり。この成功に対し、余はこゝ

に同君の好意を深謝す。而してその意義と趣味については、再度余自ら朱黄

を加へたれば、此等の点は全く余の責任に属することを明言す。鈴木君が現

代語を用ひたるに拘らず、卑俗陥らずして、その各役の人格に相応しき語を

選びたるは同君の大に苦心を要せしところなるべし。」（下 111-113頁）

　この河口氏の文章の中に現れる「故鈴木重信君」が、本稿冒頭で言及した島

準人氏の「例題」に見られる「鈴木重信氏の和訳」の鈴木重信氏である
（24）

。河

口氏は在印時代に、古文体による全和訳を作成していた。大正４年（1915年）

に帰国してからもそれを放置してあったが、ある時その出版を思い立った。そ

の原稿を学生の鈴木重信氏に委ねた結果、鈴木重信氏によって、現代語を用い

た和訳改訂が行われ、それを校閲し、鈴木氏の没後に出版の運びとなった、と
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いうことであろう
（25）

。

　この部分は、「大正十二年六月　河口慧海識」（下 114頁）との署名のある「記

念指輪　シャクンタラー姫の後に書す」の一部をなすものだ。同文は、河口

［1924］の再刊本、河口慧海［1942］の「昭和十六年十一月　河口慧海識」と署

名のある「記念指輪『シャクンタラー姫』序」の中にもそっくりそのままの形

で収録されている
（26）

。これによると、河口氏による「シャクンタラー姫」の原

語原典からの和訳は「明治四十一年より四十三年の間」、すなわち 1908年から

1910年の間に行われたようである。河口氏は、「シャクンタラー姫」を原語原

典より最初に全和訳したのは自分であると主張しているのである。少なくとも

「某新聞に某氏の翻訳掲載」（1916-17?）より以前のことであると言おうとして

いるのだろう。

　さらに河口氏は外国文学の受容にあたっての問題点を種々指摘しているよう

で、まことに興味深い内容に富んでいる。重訳によっては適切な翻訳は可能で

はない。原語原典からの翻訳は現地の文化生活に通じていない者には為しがた

い。自分はインド文学に関しては素人だが、現地生活も長いし、原語にも深く

親しんでいる、現地人にも教えを受けている。したがって自分の翻訳にはそれ

なりの意味があるだろうと信じる。

　いずれももっともな発言である。現地での生活経験の皆無な筆者などには耳

に痛いことばかりである。だが、河口［1924］とは、そのようなインド通では

あるが文学には素人の河口氏による古文体／文語体による和訳のオリジナルで

はないのである。それを河口氏の学生、既に故人となった鈴木重信氏が現代語

に重訳したものが核となっていると記している。おそらくはその河口［1924］

を参照している島準人氏の、実をとっての「鈴木重信氏の和訳」発言ではないか。

いずれにしても、なかなか威勢のよい河口氏の「後書」「序」だが、いぶかし

い箇所の多い、誤りも少なからず含んだ記述である。だが自らの翻訳出版に先

立つ和訳の実情をそれなりに顧慮している点で良心的なものだとは言える。

　先ず最初に問題にしたいのは、河口氏による「某新聞に某氏の翻訳掲載せら

れたるもの」との件りである。著者には知れているもののそれに対して明確に

その対象を名前で指示しないこうした記述法は、その対象に否定的に言及する

場合に、よく用いられた論評技法である。この「某新聞」とは、河口氏も執筆

することがあった知る人ぞ知るの『中外日報』である。では「某氏」で誰を想

定しているのか。足かけ二年にわたって 60回連載されたその第１回から第３
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回までは、「泉芳 閲・江連政雄・野中勇真共訳」とあり、第４回目以降は三

者の共訳と謳うことになる。泉芳 氏が当時既に学術的な業績も少なからずあ
る同業の専門家であり、江連政雄、野中勇真両氏がその指導を受ける学生であ

る。とすれば、河口氏による「某氏」とは、泉芳 氏を指してのものと考えざ
るを得ない。河口氏は、『中外日報』に連載された和訳「シャクンタラー姫」は、

デーヴァナーガリー本の Monier Williamsによる英訳からの重訳であり、また

それに先だってある、高橋・小森［1907］は、やはり Sir William Jonesによる英

訳からの重訳であると主張しているのである。後者に関しては訳者自身がその

ことを明言しているが、前者の場合は訳の善し悪しは別にしても、英訳からの

「重訳」との評価は望まないに相違ない。

　だが Sir William Jonesによって 1789年に公刊された記念碑的な英訳「シャ

クンタラー姫」は、高楠順次郎氏の高楠［1903］の序文でも、今日でも、河口

氏が言うような、いわゆるＤ本、デーヴァナーガリー本による英訳ではなく、

いわゆるＢ本、ベンガル本の英訳と考えられている。また、河口氏は、泉芳
・江連政雄・野中勇真［1916-17］に先だってあった野中勇真・江連政雄［1916］

の存在を知らず、また泉・江連・野中［1916-17］の大幅な改訂版と言うべき、

既に単行本として刊行されていた泉・江連［1922］の存在を知らない。しかも、

泉・江連・野中［1916-17］は河口氏が言う如く、単純には「モニエル＝ウィリ

ヤムのイギリス訳によつて重訳せるもの」でもなさそうである。さらに原語原

典間の差異と歴史的な意義にまで踏み込んで論を展開している河口氏の「而し

てこの両イギリス訳は前述せる如く盲目的歓迎を受けたるナーガリ字体のもの

によれるものにして、その不完全なるはこゝに説明を繰り返すまでもなきとこ

ろなり」も、今日では到底簡単には決着の付けられる問題ではない。河口氏が

批判の対象とする高橋・小森［1907］や泉・江連・野中［1916-17］の真価はとも

かくとして、今日のわれわれにとって河口［1924］でも河口［1942］でも、親し

く手にして検分出来る状況にあるにも拘わらず、河口氏が和訳の底本としたベ

ンガル文字による Vidyasagarによる原語原典を参照出来ない為に、氏の和訳

を正しく位置づけることがままならないのである
（27）

。

　古文体によって全和訳が為されたと言われる元々の河口訳「シャクンタラー

姫」を参照出来ない為に、それに対する鈴木重信氏の現代語による改訳がどの

ようなものであったかも検証出来ないのは遺憾である。島準人氏の「鈴木重信

氏の和訳」発言の真相も興味深いものであるが、それが解明できないのでは、
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如何ともし難いのである。ただ、河口氏が先行する翻訳者たちに批判的に対処

したことを評価したいが、文豪ゲーテが感動したのは原語原典を通じてでもそ

こからの直訳を通じてでもなく、英訳からの紛れもない重訳である独訳「シャ

クンタラー姫」を通じてであったこと、自身の学生たる鈴木重信氏による「古

文を現代語に代へられた」、現代語による改訳とはやはり重訳に他ならないこ

との二点を確認しておくことがフェアな態度と言うべきであろう。直訳と重訳

は明らかに別物ではあるが、それが何の翻訳かが明記されてさえいれば、翻訳

としての使命は十分に達成されていると考えるべきであろう
（28）

。

　河口慧海氏が、前記河口［1924］に「某新聞に某氏の翻訳掲載」と批判的後

書きを向けたのが、泉・江連・野中［1916-17］である。「某氏」と名指された校

閲者たる泉芳 氏による、その和訳「シャクンタラー」連載第１回に掲載され

ていたのが、以下の「序言─訳者を紹介す─」である
（29）

。泉芳 氏らしい堅実で
綿密で誠実な「序言」である。

 「これから連日掲載しやうとするのは、印度の詞宗カーリダーサの傑作とし

て名高い梵語の戯曲『シャクンタラー』である。読者諸君はこれを読むに当

つて、まづ以てこの戯曲が早ければ紀元四世紀、遅くも六世紀とは下らない

太古に出来たのだといふことを心に記して置いて貰ひたい即ち沙翁のドラマ

は云ふ迄もなくそれから七八百年程も経つた後でなければ世に出なかつたわ

けである。この驚くべき太古に、これだけの技巧と詩趣とを具備した傑作が

あらうとは実に驚嘆の外は無いではないか。「美はしき春の花、豊かなる秋

の実り、天の覆ふところ、地の載するところ、一言以て云ふべくんば、シャ

クンタラーの名に尽きたり」とはゲーテを俟つて始めて知るべきでは無い。

されどヨーロッパでは、原文の出版せらるゝこと前後五回、翻訳に至りては

実に十数回に上つて居る。日本でも一二の翻訳若くは梗概の紹介が有るには

有るが、原文に対してどの位まで忠実であるか、将た詩趣を写すに於て果し

て遺憾なきを得たるかに至つては未だ以て保証し難いやうである。尤もこの

翻訳とても十分とは行かぬかもしれぬ、然し従来世に出たものゝ中では、先

づ最も其体を得たるものでなければならぬと思ふ。欠点は後から後からと補

つて行かねばならぬ。踏み石を置かねば事が始まらない。恁ういふ考から多

少の欠点を顧みず臆面もなく世に公にして先輩諸氏の是正を乞ふのである。

どうか同情を以てこの殆ど最初の試みなる翻訳を見て下さい。／／　訳者は

智山大学の学生、未来の多い人たちである。実は自分曾て英訳の『シャクン
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タラー』を同大学に講じたことがあつた。其の後本年六月の発行にかゝる同

大学の学報に第一幕の翻訳が載せてあつたのが目についたこれは何等自分へ

相談もなかつたのであつて、多少不満足と思はるゝ点がないでも無かつたが、

訳筆の潤ひ詩趣の閃きこれらは曾て講じた関係上自分をして直ちに訳者に対

して其後を続けて訳するやうに慫慂せざるを得ざらしめた、爾後の半星霜、

訳者は努力して翻訳に従ひ、かくて出来上がつたのがこの翻訳である。自分

は訳者に更に二三の英訳をも供給し不充分ながら自から原文梵語の引き合せ

校閲に当り訳語章段の取捨選択をモニエル、ウィリアムスの梵文原書に一定

することゝなし、同時に第一幕にも改削を加へ、今や全編成つて机上に置か

れてある。とにかく其一部分（都合によつては全部）をこの中外日報の文芸

欄に掲載して是非を世に問ふ次第である。これに関しては、この戯曲の由来

するところ、印度戯曲の性質、さては印度の風物節序について、さまざま論

述し、註解せねばならぬところがあるが、それらは今暫らく見合せて一切読

者の判断に任せることゝし、やがてこの翻訳が装いを改め、単行本として出

版せらるゝ時もあらば、其の時に譲らうと思ふ、希くは愛読を賜へ。　泉芳

」（『中外日報』5178号［1916.11.16］ ）

　この第１回目の泉芳 氏の記述からは、問題の「シャクンタラー」の和訳は、
あくまでも自身の教え子、学生である江連政雄、野中勇真両氏の共訳であり、

自らはその両名に助言を与え指導する校閲者の立場を任じていることが見て取

れる。時系列に沿って簡単に眺めてみると、泉芳 氏が智山大学で英文「シャ
クンタラー」を教材にして授業をおこなった

（30）

。その折の学生が江連政雄氏ない

し野中勇真氏であり、その二人が泉芳 氏の関与しない状況下で『智山学報』

第３号に「シャクンタラー」第一幕の和訳を発表した。それに対して泉芳 氏
が、積極的に激励助言を為すことにより「シャクンタラー」全篇の和訳原稿が

新たに整った結果、『中外日報』紙「文芸欄」への連載が開始される運びとなっ

た。その和訳は「モニエル、ウィリアムスの梵文原書」を底本とすることとし

た。その結果、既発表の第一幕、江連・野中［1916］も改削を加えたものとなっ

た。和訳連載に於ける訳註は一切断念し、それは後に単行本化される折に譲り

たい、とのものである。

　河口慧海氏は、こうしたかなり理に適った「序言」を持つ和訳連載「シャ

クンタラー姫」、泉・江連・野中［1916-17］を、デーヴァナーガリー本に基づ

く Monier Williamsの英訳からの重訳などと批判したのである。だが、今一度
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冷静に泉芳 氏の「序言」を読んでみると、江連、野中両氏が当初目指した和
訳「シャクンタラー」（野中・江連［1916］として第一幕が既発表）とは、既存

の英訳などの翻訳からの重訳「シャクンタラー」であったと理解すべきなのか

も知れない。泉芳 氏は、それを承知の上で、「自分は訳者に更に二三の英訳
をも供給し不充分ながら自から原文梵語の引き合せ校閲に当り訳語章段の取捨

選択をモニエル、ウィリアムスの梵文原書に一定することゝなし、」云々と記

したのである。訳者江連、野中両氏に供給したのは「更に二三の英訳」であり、

校閲者としての自身がしたのは「不充分ながら自ら原文梵語の引き合せ校閲」

であり、その際の「訳語章段の取捨選択をモニエル、ウィリアムスの梵文原書

に一定」したというものである。江連、野中両氏は既存の某かの英訳に基づい

て、全和訳を完成した。その訳稿を、泉芳 氏が原語原典に照らし合わせ校閲

した、というのが実情であったと推測される。泉芳 氏も江連氏も野中氏も、
Sir William Jonesの英訳に基づく全和訳、高橋・小森［1907］の既にあることを

此の時点では知らなかったのかも知れない。それはともかくとして、ここには、

日本人が原語原典を和訳する際の、最も効率のよい翻訳システムが機能してい

るのを見るのである。重訳とはある意味では改訳／新訳に対する悪意のこもっ

た表現である。出来上がった訳文を原語原典と照らし合わせる作業が重要なの

だが、この照らし合わせが絶対的ではなく、0から 100までその段階を設ける

ならば、「重訳も立派な翻訳である」と言い得ることになる。こうした観点に

立つと、泉・江連・野中［1916-17］は、Monier WilliamsのＤ本を底本としたも

のと言うが、全然いい加減な翻訳である、河口氏流に言うならば、「何れも原

梵文より離るゝこと甚だ遠く、中には原文と全く反対の意に翻訳されたるもの

少なからず、また何の意たるかを捕捉し難き箇所も多し」となり、校閲者泉芳

氏の立場よりすれば、「日本でも一二の翻訳若くは梗概の紹介が有るには有
るが、原文に対してどの位まで忠実であるか、将た詩趣を写すに於て果して遺

憾なきを得たるかに至つては未だ以て保証し難いやうである。尤もこの翻訳と

ても十分とは行かぬかもしれぬ、然し従来世に出たものゝ中では、先づ最も其

体を得たるものでなければならぬと思ふ」となるのである。

　それにしても大正５年、1916年の時点で、泉芳 氏の言う「一二の翻訳若
くは梗概の紹介」で何が意味されていたのであろうか。高橋・小森［1907］の

英訳からの全和訳、森田［1914］の梗概、野中・江連［19016］の第一幕の部分訳

の三点だろうか。泉芳 氏は高橋・小森［1907］に関して名前を出して触れる
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ことをしていない。原文を参照していないことが明確であるため、敢えて触れ

る必要を認めなかったのだろうか。いや、名前を出していないことよりすれば、

泉芳 氏が高橋・小森［1907］を少なくとも手にとっていなかったと推測する
のが妥当ではないか。知っていてそのことに触れずに済ますことなど出来よう

はずがないのである。

　第１回から第３回までは泉芳 閲・江連政雄・野中勇真共訳だったのが、第

４回からは三者による共訳となっている。泉芳 氏も本腰を入れざるを得な
かったということだろうか。それにしてもいわば仏教業界の専門誌とはいえ、

新聞小説よろしく、カーリダーサの戯曲「シャクンタラー姫」の全訳が、60

回に渡って連載された事実に驚く他はない。高橋五郎氏によるゲーテ作「ファ

ウスト」（第一部）の和訳が刊行されたのが明治 37年、1904年、次いで高橋

氏と小森氏の共訳による「シャクンタラー姫」の全和訳が刊行されたのが明治

40年、1907年、 外、森林太郎によってゲーテ作「ファウスト」全篇の全和
訳が刊行されたのが大正２年、1913年のことである。その３年後の 1916年に

して初めて可能になったことだろうか。

　泉・江連・野中［1916-17］に先だって『智山学報』第３号に掲載された野中勇真・

江連政雄［19160617］の初めには以下のようにある。

「ゲーテの静謐な智性を幻惑し、ひいては印度神話芸術の豊潤華麗に驚嘆せ

しめるに到つたあの戯曲「シャクンタラー」を私らの手で翻訳するといふ

ことはをこがましいことだとは始めから知つてゐた。けれどやみがたい憧憬

におされてつい手をつけて見る気になつた。そしてあの優雅な情緒と彫琢し

た章句とをどう表はしたらよからうと非常な苦心をした。最も非抒情的な現

代語で表現するといふのが或は間違つてゐたのかも知れない。曲は七幕から

成ってゐるが紙面の都合上一幕しか載せることが出来なかつた。随つて次に

掲げた登場人物もその大半は第二幕以後に出ることを断つて置く。」（183頁）

　自分が読んで感動したものを、他の多くの人にも読ませたい、わかってもら

いたい、読んでもらいたい、というのが、翻訳を公にする一番の目的であろう。

原語原典を読んだ痕跡が訳文として残る。それを他者に読ませるべく手直しを

する作業が実はとてつもない労力を要するものとなる。自分の理解したことが

らを他者が理解できるように改める作業が手間である。たいていの人はその壁

を乗り越えることなく断念してしまう。この野中・江連［1916］で看過しに出

来ない点は、訳者自身によって、和訳の底本が明記されていないことである。
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後でも論ずる通り、この第一幕の和訳は、明らかにＢ本の特徴を示している。

Ryder［1912］の英訳を踏まえた和訳である可能性が濃厚である。

　さて、野中・江連［1916］、泉・江連・野中［1916-17］を経てようやっと生み

出された原語原典からの全和訳『シャクンタラー姫』の本邦最初の刊本たる泉・

江連［1922］の「大正十一年十月　洛北西賀茂にて　泉芳 」との署名のある「緒
言」を見てみる時であろう。

「『シャクンタラー』の翻訳、原典出版は印度を始め『ヨーロッパ』に於ては

枚挙に遑なきまで沢山であるが、日本に於ては全訳の公刊せられたのは未だ

聞かぬ。原文は明治三十六年十一月東京文明堂に於て『ブルカード』の版本

を写真凸版として発行した。高楠順次郎博士の手に成つた序論が添えられあ

るのは有益である。然し今は絶版になつてゐるやうだ。森田草平氏の『シャ

クンタラ姫』と題する梗概もある。頃日宝塚少女歌劇が上演しつゝある脚本

の中に岸田辰弥氏作の歌劇『シャクンタラ姫』といふのを見受ける
（31）

。この

訳本は大正四五年の交脱稿したものであるが、其の後大に訂正を加へ、当時

中外日報に連載したものと比べると殆ど全く面目を改めたのである。当時の

底本は『モニエル、ウィリアムス』の原典に依つたのであるが大正七年予が

印度に滞留するや、『ボンベイ』『カルカッタ』方面に於て最近出版されたも

の数種を手に入れ、江連政雄君に対校を嘱したのであつた。同君は孜々とし

て事に従ひ大正九年予が英国より仏国を経て帰朝するや浄写の稿本を予に提

出した。予は更に最近印度『カルカッタ』にて第四版を出せる『シャラダ、

ランジャンレイ』氏の原典に準拠して対校を試みた。 事 忙の間、執筆意
の如くならず、遅延に次ぐに遅延を以てする有様であつたが、光壽会の事業

として公刊するやうに榊亮三郎博士の懇嘱にまかせ、対校を急ぎ更に浄写し

て提出することゝしたのである。／／・・・＜中略＞・・・／／勿論最初の

試みなるこの翻訳に十全を誇るものではない。先輩諸氏が誤謬を指摘し意見

を提示するに吝ならざることを希ふと同時に、又これが動機となつて善訳が

続出せんことを念願するのである。」（14-15頁）

　この泉芳 氏の「緒言」の記述はやはりかなり曖昧なものを含んでいる。「こ
の訳本は大正四五年の交脱稿したものであるが」とは、意味不明である。「こ

の訳本」とは、目下公刊される手はずとなっている泉・江連［1922］の元になる

原稿が姿をとったのが、大正四五年の頃だと言おうとしているのだろうか。つ
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まり具体的には、『中外日報』に連載されることになる泉・江連・野中［1916-17］

（やその元になる野中・江連［1916］）として結実したものを意味しているのだ

ろうか。ところが、その連載後、その訳文に、「大に訂正を加へ」、今回の泉・

江連［1922］は「殆ど全く面目を改めた」と言わんとしているのだろうと考える。

「緒言」を記している泉芳 氏にとっては、泉・江連・野中［1916-17］も［それ
に先立つ野中・江連［1916］も］泉・江連［1922］も一貫して自身の作物（＝和訳）

という形で意識されているように見える。いわゆる改訳に次ぐ改訳を行って現

在に至っていると言わんとしているのであるが、筆者には翻訳の基本と言うべ

き「底本」を次から次へと変更していったとしか受け取れないのである。「当

時の底本は『モニエル・ウィリアムス』の原典に依つたのであるが大正七年予

が印度に滞留するや、『ボンベイ』『カルカッタ』方面に於て最近出版されたも

の数種を手に入れ、江連政雄君に対校を嘱したのであつた。同君は孜々として

事に従ひ大正九年予が英国より仏国を経て帰朝するや浄写の稿本を予に提出し

た。予は更に最近印度『カルカッタ』にて第四版を出せる『シャラダ、ランジャ

ンレイ』氏の原典に準拠して対校を試みた。」という泉芳 氏の記述が泉芳
氏が関与した「シャクンタラー姫」の和訳の特徴を端的に表しているように思

われる。ここに泉芳 氏によって用いられる「対校」という言葉であるが、こ
れはいかなる作業を意味するものだろう。一見極めて学術的な翻訳作業のよう

に見えなくもないが、ここにわが国における戯曲「シャクンタラー姫」の原語

原典からの最初の全和訳刊本たる泉・江連［1922］の限界を見るのである。「対

校」が悪いと言うのではない。あるテキストを底本として翻訳を作成する。文

字通りには、その翻訳を、他のテキストや他の翻訳と比較して異同をチェック

する作業を意味すると考えるが、その成果は、元の翻訳の訳文に付された訳註

として結実すべきものであろう。物語の展開などにのみ興味を持つ一般読者に

は、まことに鬱陶しい附加物となる筈のものである。そして現に泉・江連［1922］

を見るに、訳註は適度にあるものの、他テキスト（や他翻訳）との異同に関し

てのものはほとんどなく、植物名などの説明に終始している。インドの風物や

文化に疎い外国人には、カーリダーサの戯曲「シャクンタラー姫」はそれほど

に難解ということだろうか。江連政雄氏が用意した訳文に対して、帰国した泉

芳 氏が、最後に「予は更に最近印度『カルカッタ』にて第四版を出せる『シャ

ラダ、ランジャンレイ』氏の原典に準拠して対校を試みた。」という。泉芳

氏が最後に為した作業の内実が今ひとつ明確ではないが、泉芳 氏がその「緒
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言」の最後に記している以下の文から、その大凡を推し量る他ないように思わ

れる。泉芳 氏は、「シャクンタラー」に対する真のテキストの模索と共にあ
る『シャラダ、ランジャンレイ』氏のスタンスに深く共感しているように見える。

「原典は『デー ナーガリー本』と『ベンガリー本』との二種がある。更に

南印度に伝はる一本があるとのことであるが、これはあまり知られてゐない。

『モニエルウイリアムス』は『デー ナーガリー本』の最も信頼すべきもの

よりその版を作り、『ベンガーリー本』に就てはあまり価値を認めてゐない、

それは竄入添加が甚しいといふ理由に帰する。『ベンガーリー本』が何等か

の理由で不純なものを多く含んでゐることは事実である。然しながら『デー

ナーガリー本』とても全く純粋なものであるとは断じ難い。予は種々の点

に於て『モニエルウイリアムス』の出版本を訂正してゐる『シャラダランジャ

ンレイ』氏の意見に随つた。そのことは附註に言及して置いた
（32）

。」（15頁）

　いずれにしても、カーリダーサの戯曲「シャクンタラー姫」の原語原典

（Saradaranjan Ray本＝Ｄ’本）からの日本人による初の全和訳本が泉・江連［1922］

であり、それは泉芳 氏のサンスクリット語の師匠筋の文学博士榊亮三郎氏の
肝煎りで光壽会から陽の目を見たのである。

　『煤煙』などの小説の作者としても知られる漱石門下の森田草平氏がカーリ

ダーサの戯曲「シャクンタラー姫」の和訳を議論する場に登場するのもある意

味では驚きである。森田草平［1914］は、泉・江連［1922］の「緒言」では「梗概」

とされているところのものだが、なかなかおしゃれな文庫本である。表紙では

「戯曲シヤクンタラ姫」、扉では「戯曲しやくんたら姫」となっている。森田氏

による「まえがき」に相当する部分も「戯曲しやくんたらに就て」となってい

るし、本文の開始頁にも「しやくんたら姫」となっている。また復刻された森

田草平［1930］でも「しやくんたら姫」となっているのだから、森田［1914］も、

「戯曲しやくんたら姫」と表記すべきかも知れない
（33）

。その森田［1914］は、いっ

たい何に基づいて成立したのであろうか。森田氏自身はそれについて明言して

いないが、その巻頭におかれた「戯曲しやくんたらに就て」の中には一度なら

ずW.Ryderの言に触れ、引用している。

「W.Ryderのいつてゐる如く、

Indian dramas, with a very few exceptions, have no religious significance, and 

deal with love between man and woman. Although tragic elements may be 
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present, a tragic ending is forbidden.

であつて、これによつて印度戯曲の特色が略説明されると思ふ。」（４頁）

Ryder［1912］に対応箇所を探すならここだろう。
“The Indian drama has a marked individuality, but stands nearer to the modern 

European theatre than to that of ancient Greece; for the plays, with a very few 

exceptions, have no religious significance, and deal with love between man and 

woman. Although tragic elements may be present, a tragic ending is forbidden. ”

（p.xiv）

また森田［1914］には、以下のようにもある。

「同じく W.Ryder は之れを称して人間の “Happy love is surely the more 

fundamental thing.”といってゐる。実際恋愛は人生の第一義かも知れない。」

（５頁）

同じく Ryder［1912］には、このようにある。
“If it were not so, his poetry could hardly have survived; for happy love, 

blessed with children, is surely the more fundamental thing.”（p.xviii）

　また、森田［1914］の同じ箇所の、例えば「◎参考のために英仏独の訳本を

左に掲ぐ（梵語戯曲シャクンタラに拠る）」（８頁）を俟つまでもなく、森田

［1914］が、高楠［1903］（所載の高楠氏による「「シャクンタラ」戯曲序論」）を

しっかりと踏まえていることは明白である
（34）

。したがって、森田［1914］の戯曲

「シャクンタラー姫」の梗概は、高楠［1903］と Ryder［1912］に立脚してのもの

と言えそうである。

　辻［1956］も田中［1959］も、最も学術的な手続きを踏んで出版されたＢ本の

模範的な原語原典である Pischel本を底本とした模範的な和訳書と言うべきで

ある。辻［1956］［1977］の「まえがき」には、以下のように記されている。

「シャクンタラーには数種の伝本があるが、本書はその一つベンゴール本に

よった。この伝本が原作の姿を最も忠実に保存しているという説に賛成した

したわけではなく、この伝本のテキストが最も批判的に出版されているから

である。ベンゴール本に重複や追補のあることを認めつつも、今は何等の取

捨を加えず、これをそのままに訳出するに努めた。」（３頁）

　カーリダーサの戯曲「シャクンタラー姫」の原語原典よりの全和訳の最新本、
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杉浦・吉沢［1994］の「一九九三年　朱夏　杉浦義朗」の署名のある「あとがき」

には以下のように記されている。

「シャクンタラーの伝本は大別二系統ある。ベンガーリー本とデーヴァナーガ

リー本である。岩波文庫の辻直四郎訳『シャクンタラー姫』（一九七七年刊）は

ベンガーリー本の訳である。辻訳は原典の詩を五・七調、七・五調の文語体

で訳されており、流麗にして典雅な雰囲気は原作の面影を彷彿とさせるもの

である。／／　私の訳はデーヴァナーガリー本で、テキストは ŚA KUNTALA
-
, 

MONIER WILLIAMS,OXFORD PRESS（1876）を用いた。訳文は詩の部分を

含めて、総て現代口語体とした。・・・」（185頁）

　杉浦義朗氏にとって、三冊目となるサンスクリット原典からの和訳書である。

『ブッダチャリタ』『ジャータカマーラー』、そしてこの『シャクンタラー』である。

訳に関して言えば、Ｄ本の代表的なものである Monier本を底本とした全和訳

書である。Monier本は詩節数は 199であり、全七幕にわたって、通し番号が

ふられているが、杉浦・吉沢［1994］では、なぜか幕毎のナンバリングが施さ

れている。また Monier本を底本としているにも拘わらず、第四幕で重要な役

割を演ずるカーシャパ（Ka-śyapa）仙をなぜか終始カンヴァ（Kan.va）仙と表現し

ている。

Ⅳ．『シャクンタラー姫』の諸訳の比較

　本節では、和訳「シャクンタラー姫」の諸訳を比較してみたい。「シャクン

タラー姫」に関してはおびただしい数の原語原典、各国語訳が存在する。翻訳

文も様々、底本の原文の差異によるもの、訳者自身の誤解・誤記・誤植などの

過失をも含めて差異の理由も様々に考えられる。したがって訳文の一部分だけ

から底本の差異を云々することもなかなか容易ではない。先にも触れたように、

原語原典も大別して四種類ある。本稿の扱う状況下では、基本的にはＢかＤか

に終始するが、一口にＢと言い、Ｄと言うにしても、細かい点の差異までは簡

単には弁別できないのである。

　ここでは参考までに、筆者自身が恣意的に選び取った第一幕のサンスクリッ

ト原文のただ一つの箇所だけを問題にしたい。その箇所が、底本としているの

がＢ本かＤ本かを判断するに簡便な指標を含んでいると考えられるからだ。鹿

を追って森に迷い込んだ＜王 ra-janと御者 su-ta＞が、森の住人である＜苦行者

ta-pasa／隠者 vaikha-nasa＞と遭遇する箇所である。苦行者が（何人いて数の
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処理を含めて）どのように翻訳されているのか。＜苦行者／隠者＞による森の

＜庵 a- śrama＞についての説明のうちに、＜シャクンタラー Śakuntala- ＞の名

前が引き合いに出されるか出されないか？

　これまでにも再三触れたように、翻訳と謳ったものにとって、最も重要な点

は、その翻訳が何を訳したものなのか、何を底本としたものなのかを明記して

あることである。また翻訳にあたって訳者が参照した先行翻訳や先行研究を明

記することが好ましい。それが学術的な翻訳であるならば、先行翻訳と何処が

同じで何処が違うのかを明記することであろう。自身の翻訳が世界初訳である

場合には作業自体は困難を窮めるだろうが、手続き的にはどんなにか気が楽だ

ろう。　  

　学術性、一般性を問わず、その翻訳が、いわゆる原典と対照してその翻訳の

如何を誰もが検証できるようになっていることが好ましい。それが少なくとも

「良心的な、いい翻訳」ということになる。その意味でわが国最初の戯曲「シャ

クンタラー姫」の全和訳たる高橋・小森［1907］は、「いい翻訳」と言ってよい。

仮に誤訳や訳し漏れがあろうと、少なくともわれわれ読者には、その和訳の如

何を逐一検証することが可能であるからだ。ついで公になった翻案・梗概と考

えられる森田［1914］は、翻訳を謳ったものでないとはいえ、それが何に立脚

したかを明記していないという点で「いい梗概・いい粗筋」とは言い難い。戯

曲「シャクンタラー姫」の英訳者として知られている A.W.Ryderの名前が挙

げられ、また高楠［1903］の高楠氏による「序論」も引き合いに出されている。

したがって全くの「悪い梗概・悪い粗筋」というのも酷であろう。

　ついで現われた和訳「シャクンタラー姫」は、『智山学報』に掲載された「第

一幕」だけの野中・江連［1916］である。これは、第一幕のみの部分訳であるが、

訳者自身が、自身の和訳の底本に全然言及していないという点で、全く「悪い

翻訳」である。筆者は Ryder［1912］と比較して、それが Ryder［1912］を踏まえ

て成立したものであろうと推測する。泉・江連・野中［1916-17］も泉・江連［1922］

もいずれも和訳の底本と和訳作業の経緯についてしっかり言及しているので、

「いい和訳」と言うべきだが、訳者の姿勢が訳者の領分を逸脱する傾向にあり、

まさしく折衷主義的であるという点で、数多くの問題を含むものとなっている。

　河口［1924］は、底本とされている Vidyasagar本未見につき、その訳の如何

については何とも評し難いが、下記の引用箇所の中には、不正確な翻訳を多

分に含んでいるように思われる。Ｄ本に基づく Meierによる独訳からの重訳と
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謳った島［1926］は、問題の箇所に限定しても Meier訳や Monier訳から逸脱す

るところがあり、島氏自身が「鈴木重信氏の和訳」も参考としていると言う通

り、誤りを含む河口［1924］を踏襲している箇所のあることが見てとれる。

　Ｂ本の代表、学術的な Pischel［1922］を底本とした辻［1956］、田中［1959］は、

正確な翻訳になっている。Ｄ本の代表、Monier Williams［1876］を底本にした原

語原典よりの最新の全和訳たる杉浦・吉沢［1994］であるが、テキストよりの

正確な和訳と言うよりは、むしろ主観的な意訳と言うべきものになっていると

思われる。

William Jones［1789］ Ｂ

 Herm. Great king, we came hither to collect wood for a solemn sacrifice; and 

this forest, on the banks of the Malin , affords an asylum to the wild animals 

protected by Sacontala-, whom our holy preceptor Canna has received as a 

sacred deposit. If you have no other avocation, enter yon grove, and let the 

rights of hospitality be duly performed. Having seen with your own eyes the 

virtuous behaviour of those whose only wealth is their piety, but whose worldly 

cares are now at an end, you will then exclaim, “How many good subjects are 

defended by this 

“arm, which the bowstring has made callous!”（p.383）

高橋・小森［1907］　 William Jones［1789］  Ｂ

「 仙人　大君よ。我等は今し畏こき犠牲の式にとて、小枝あつめて ふ身
なり。そは歟に角に、マリニ邊りや神奈備の、此処奥深き森中は、是れ百禽

が究竟の隠処。撫恤る主はサクンタラ。─聖者カンナが、神の任しといつく

教へ子。

　障無くば分け給ひなんや彼の森を。御位に適ふ款待あれかし。大慈大悲は

身の宝、塵情清ぎし仙人が徳ある振舞君見なば、叫びやすらむ ─『あな限り

無の気形やな、弓弦に鍛へし、聖者が腕に護られて』」（12頁）

Arthur W.Ryder［1912/1920r］ Ｂ
 The two hermits.

O King, we are on our way to gather firewood. Here, along the bank of the 
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Malini, you may see the hermitage of Father Kanva, over which Shakuntala 

presides, so to speak, as guardian deity. Unless other deities
（35）

 prevent, pray 

enter here and receive a welcome. Besides, 

Beholding pious hermit-rites

Preserved from fearful harm,

Perceive the profit of the scars

On your protecting arm.（pp.6-7）

森田［1914］　Ｂ /Ｄ？

　「ここは聖者カヌ が修道の霊場にて、この森に棲める生物は皆師の君の

養子君なるシャクンタラ姫（Sakuntala）が保護をうけて居りまする。・・・」

（２頁）

野中・江連［1916］　Ｂ

「 二人の隠者　王様、私達は護摩の木を集めに来たのでございます。このマ

リニの堤に沿ふて行けばあなたは隠者カン の庵を見出すことでございませ

う。そこにはシャクンタラー姫が、言はゞ保護の女神として万事を統治して

居ります。他の妨げもなくば其処へ御車を停めて姫の歓迎をお受けになつて

は如何でございませう。また、

『怖ろしい障礙をも打ち攘ふ森厳な苦行の儀式を御覧になれば、

その絃ずれの傷もつ腕も如何ばかり守護に甲斐なきかを知るでございませ

う』。」（187頁） 

泉・江連・野中［1916-17］　Ｂ／Ｄ

「 行者　王様、私達は護摩の木を集めに来たものでございます。このマリニー

の堤に沿うて行けばあなたは聖者カン の庵へ行かれませう。そこにはシャ

クンタラー姫が、云はゞ保護の女神として万事を統べてゐられまする
（36）

、他

の御障もあらせられずば、其処へ御車を停めて姫の歓迎を御受けになつては

如何でございませう。また

『恐ろしい障礙をも打ち攘ふ森厳な苦行の儀式を御覧せられなば、貴下の

弦ずれの傷もつ御腕も如何ばかり守護に甲斐なきか、お解りになりませう』

（十三）」（第四回）
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Monier Williams［1876］  （Ｄ）

 vaikha- nasah.  / ra-jan / samid-a-haran. a-ya prasthita- vayam / es. a khalu kan. vasya 

mahars. er upama-lin -t ram a-śramo dr. śyate / na ced anya-ka-rya-atipa-tah.  / tat 

praviśya pratigr. hyata-m a-titheyah.  satka-rah.  / api ca 

ramya-s tapo-dhana-na-m.  pratihata-vighna-h.  kriya-h.  samavalokya /

jña-syasi kiyad bhujo me raks. ati maurv -kin. a-an.ka iti //13//（Monier Williams

［1876//1976］,p.16）

Monier Williams［1855］  Ｄ

 Hermit. We came hither, mighty Prince, to collect sacrificial wood. Here on 

the bank of Ma-lin  you may perceive the hermitage of the great sage Kanwa. 

If other dutyies require not your presence, deign to enter and accept our 

hospitality.

When you behold our penitential rites

Performed without impediment by saints

Rich only in devotion, then with pride

Will you reflect : ─ Such are the holy men

Who call me Guardian ; such the men for whom

To wield the bow I bare my nervous arm,

Scarred by the motion of  the g lancing str ing.（Monier  Wi l l iams

［1855/1895//2005］,p.9）

Saradaranjan Ray［1927］  （D）

 vaikha- nasah.  ─ ra-jan, samid-a-haran. a-ya prasthita- vayam / es. a khalu kan. vasya 

kula-pater a-ma- lin -t ram a-śramo dr. śyate / na ced anya-ka-ryya-atipa-tah. , praviśya 

pratigr. hyata-m a-titheyah.  satka-rah.  / api ca ─
ramya-s tapo-dhana-na-m.  pratihata-vighna-h.  kriya-h.  samavalokya /

jña-syasi kiyad bhujo me raks. ati maurv -kin. a-an.ka iti //13//（Saradarajan Ray

［1927］,p.94）

Saradaranjan Ray［1927］  D
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 ANCHORITE  ─ Sir, we are going to collect faggot. The hermitage of Kanva, 

the master of Munis, can indeed be seen （from here） on the bank of the 

Malini. Unless there is obstruction of other duties, please enter and accept 

the rites of hospitality. Besides ─ Beholding the rites of the ascetics, with 

obstructions removed and therefore pleasant, you will know （the answer to） 

this ─ “How far defends my arm marked with the scar of the bow-string?”

（p.95）

泉・江連［1922］訳　Ｂ /Ｄ /Ｋ？ <Saradaranjan Ray Ed.>

「 行者　陛下、私どもは聖薪を集めに参つたのでございまする。此『マーリ

ニー』の堤の上に、家長カン 殿の庵が見えまする。若し他の御差支へもあ

らせられずば、入らせられて款待をお受け遊ばしませ。のみならず、

もろもろの障礙攘はれて、楽しき苦行の儀式を見ては、

弦ずれの傷もつ御腕のいかにいみじく守護せるかもおわかりなさるでござい

ませう。（一二）」（22-23頁）

Pischel［1922］ （Ｂ）

［ ta-pasau  /］ ra-jan / samid-a-haran. a-ya prasthita-v a-va-m / es.a ca^asmad guroh.  

kan. vasya sa-dhidaivata iva śakuntalaya-^anuma-lin -t ram a-śramo dr. śyate / na 

ced anya-ka-rya-atipa-tah.  praviśya^atra gr. hyata-m atithi-satka-rah.  / api ca /

dharmya-s tapo-dhana-na-m.  pratihata-vighna-h.  kriya-h.  samabhiv ks. ya /

jña-syasi kiyad bhujo me raks. ati maurv -kin. a-an.ka iti //12//（Pischel:2ndEd.,p.4）

河口［1924］訳　Ｂ

「 仙人　王者よ。私共は薪を集めに参るもので御座りまする。こゝは私ども

の師匠、世に一万仙人の導師と申されて居りますカヌワ大仙人の隠家、マリ

ニーの河邊でシャクンタラー姫の守らせまする処で御座ります。余りお急ぎ

の御用も御座りませねば、かしこに入らせられて、姫の御歓待をお受けにな

りましては、如何で御座りまする。また、

『世を捨てゝ隠れ住む人らの、

やすらかな生活をも御覧遊ばして、

君が御弓の威光の行きわたって居りまする際涯を、
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お知り置きになることも出来ませう。』」（14頁）

島［1926］　Ｄ

なんと王様、わたくし共は薪を集めに参るもので御座りますが、こゝはマー

リニーの河邊、カン 大仙人とて、わたくし共の師匠の隠れ住まはるゝ所
（37）

にござります。さしてお急ぎの御用もござりませねば、お立寄りあつて、わ 

たくし共の御歓待をばお受けなされては下さりますまいか。それに、

われらが安らかに

行ひますを御覧になれば

君の弓矢の御威光の

とゞく際涯の遠きを知り給はん。」（13頁）

辻［1956］　Ｂ

「 両苦行者　王よ、われら両人は、薪を採るために立ちいでたところでござ

る。してそのマーリニー河の岸沿いに見ゆるは、われらが師匠カンヴァ仙の

庵にて、シャクンタラー姫を、いわば守り神といたしておる次第。もしほか

の用務のさし障りとなりませぬならば、そこに立ち寄られて賓人のもてなし

を受けたまえ。

そしてまた、

苦行にはげむ　人々の　正しき勤め　つつがなく　行わる見て　君知らん、

弓弦の擦れの　痍あとの　しるきなが腕　いかばかり　民安らけく　護るか

を。（一二）」（18頁）

田中［1959］　Ｂ

「 両苦行者　王様、私ども両人は薪を採るために参ったのでございます。そ

してここマーリニー河の岸辺に沿って見えますのは、われわれの師匠カン

ヴァの庵にて、シャクンタラー様を守り神のようにいたしております
（38）

。もし

別にお差障りのご用がおありでなければ、そちらへおいでになって賓人のも

てなしをお受け下さい。そしてまた、

苦行に励む人々の、正しき勤めの恙なく行なわるるを見給わば、

弓弦の痕もしるき君が腕、いかに守護となれるかを知り給わん。（一二）」（278

頁）
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Emeneau［1962］ Ｂ

 Ascetics.  O king! We set out to bring firewood.
（39）

And here you see along the 

bank of the Ma-lin  the hermitage of our teacher Kan. va,  with （his daughter） 

Śakuntala-, as if it had her for presiding deity. If it does not cause neglect of 

other duties, enter here and accept the hospitality due to guests.

   Moreover ─
 verse12 observing the pious rites of ascetics, from which obstacles have been 

repelled, you will realize how much is protected by your arm, which is marked 

with scars by the hempen bowstring.（p.5）

杉浦・吉沢［1994］　Ｄ

「 苦行者の長・・・我らは祭壇の薪木拾いに出て来た者です。マーリニー河

の岸辺は、我らが族長カンヴァ仙が庵を結んでいる処です。もし、他のご用

に障りがなければ、どうか陛下、我らの庵に立ち寄られてもてなしを受けて

下さい。そして

苦行へのかたじけない施しと障碍の駆逐を

我らが喜ぶ様子を　とくとご覧下さい。

弓擦れも逞しい　陛下の腕が

我らの苦行林を　守護する様子を。（十三）」（14頁）

Vasudeva［2006］ （Ｋ）

 ta
- pasah.  : samid-a-haran. a-ya prasthita-  vayam. es. a ca^asmad guroh.  Ka- śyapasya 

sam. sakta-himavat-sa-nur anuma- l in -t ram a- śramo dr. ś yate.  na ced 

anya-ka-rya-atipa-tas tada- tat praviśya^atra pratigr.hyata-m atithi-satka-rah. . api 

ca,

dharmya-s tapo-dhana-na-m.  pratihata-vighna-h.  kriya-h.  sama- lokya

jña-syasi << kiyad bhujo me raks.ati maurv -kin. a-an.ka iti!>> //12//（Vasudeva

［2006］,p.64）

Vasudeva［2006］  Ｋ

 ASCETIC  : We have set out to collect firewood. Yonder, along the banks of the 

River Malin , clinging to the escarpments of the Hima-laya, you can see the 
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hermitage of our master Kashyapa. If it does not interfere with other duties, 

then enter it and receive the welcome due a guest.

Moreover,

Watching the worthy sacrifices of ascetics

Rich in penance,

Carried out without obstructions,

You will appreciate:

“How much my bowstring-scarred arm protects!”（p.63）

拙訳　Ｂ

  二人の苦行者 ：王（ra-jan）よ、わたしたち両名は（a-va-m）、薪拾い（samid-a-haran. a）

に出かけてきたのです（pratis.t.hita）。そして（ca）マーリニー（ma- lin ）［河

の］畔（t ra）に（a-）、シャクンタラー［姫］（śakuntala-）を守護者としている

（sa-dhidaivatas）かの（iva）、わたしたちの（asmad）師（guru）、カンヴァ［仙］

（kan. va）の、その（es.a）庵（a-śrama）が、見られます（dr.śyate）。もし（cet）、

なにか（anya）お仕事（ka-rya）で差し障り（atipa-ta）がないようでしたら、この

［庵］に（atra）入られて（praviśya）、［あなたさまによって、］客人（atithi）に

対する持てなし（satka-ra）が、嘉納されますよう（pratigr.hyata-m）。さらにま

た（api ca）、

苦行を行う者（tapo-dhana）たちの、障碍（pratihata）を打破する（bighna）、法

に適った（dharmya）、諸行為（kriya-）を、ご覧になるならば（samabhiv ks.ya）、［あ

なたさまは］思い知ることでしょう（jña-syasi）。『弓弦（maurv ）の擦れ（kin. a）

による傷跡（an. ka）を持つ、わが（me）、腕（bhuja）が、なんとよく （kiyad）、守

護し果す（raks.ati）か』と（iti）。《12》
（40）

むすびにかえて：「シャクンタラー姫」の和訳を廻る三つの謎

　これまででわが国に於けるカーリダーサの戯曲「シャクンタラー姫」の受容

の実情はほぼ俯瞰したと考える。そこで露わになったことではあるが、改めて

それを問題にしてみたい。「シャクンタラー姫」の原語原典からの和訳をめぐっ

ては三つの奇妙な事情が浮き彫りになったのではないか。いずれも「シャクン

タラー」の原語原典を操作できる、いわばインドの専門家たちに関わる問題で

ある。ひとつは 泉芳 氏をめぐるもの 、ひとつは 河口慧海氏をめぐるもの 、
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もうひとつは 辻直四郎氏をめぐるもの である。

　（1）泉芳 訳：江連・野中訳の役割 

（2）河口慧海訳：鈴木重信訳の役割

（3）辻直四郎訳：田中於 弥訳の役割

　最も混乱を極めたものが、泉芳 氏をめぐるものであったと言える。泉芳
氏が教師、江連、野中の両氏は教え子の関係である。

　河口氏によっては「某氏」と名指されたものの、泉芳 氏が単独で「シャク

ンタラー姫」の和訳を公開したことがなかった点は重要である。泉芳 訳は常

に共訳という体裁を保ってきたのだということを忘れるべきではない。泉芳
氏が最初から「シャクンタラー姫」の和訳出版を志していたかも今となっては

謎に包まれている。われわれに明らかなことは、泉芳 氏が、智山大学での授
業に「英訳の『シャクンタラー』」を用いたことがある。その受講生に江連政

雄氏と野中勇真氏がいた。江連政雄氏と野中勇真氏が共訳で「シャクンタラー」

第一幕の和訳を発表した。それを承けて、泉芳 氏の校閲の下、江連・野中共
訳で『中外日報』紙上に和訳連載を開始した。第４回目以降は、三者の共訳

と謳って足かけ二年、60回の連載を全うした。次いで、泉芳 氏が江連氏と
の共訳で和訳「シャクンタラー」全篇を単行本として出版したことである。泉

芳 氏は、その出版の事情に触れて「光壽会の事業として公刊するやうに榊亮
三郎博士の懇嘱にまかせ、対校を急ぎ更に浄写して提出することゝした」と記

している。「榊亮三郎博士」とは知る人ぞ知る、あの南方熊楠氏の同郷の後輩

にして
（41）

、高楠順次郎、荻原雲来と共に、わが国のインド学仏教学研究の草創期

に活躍した「梵語学の三長老」の一人だ
（42）

。翻訳することとそれを発表・出版

することとは大きな隔たりがある。発表や出版には第三者からの働きかけが重

要であるということであろう。乞われるままに、人は不満足を感じつつも諦め

るようにしてそれを発表し刊行するのである。直接間接に泉芳 氏が関わりを

持った三種類の「シャクンタラー姫」の和訳であるが、泉芳 氏も知らなかっ
たと言われる自身の学生による和訳（第一幕）発表。これは果たして何を和訳

したものなのだろうか？　本来訳者自身がそれを明記しておくべきものである

が、その手続きが等閑にされた。読者にはそれが何の翻訳か不明なのである。

泉芳 氏が授業で使ったという英訳「シャクンタラー姫」本と考えるべきなの
だろうか？　それとも、それに触発されて訳者二人が原語原典にチャレンジし

て和訳を成し遂げたのか？　和訳からは何とも判断しようがないのである。サ
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ンスクリットテキストの講読を大学で担当している経験から、あるいはサンス

クリット講読の授業に参加した経験から、サンスクリットを読んでいるハズな

のに明らかに既存の英訳などからの重訳と思しきものに接することが屡々なの

である。さて、泉芳 氏からも若き二人の共訳者氏からもその情報は得られな

いとすれば、どうするか？　筆者は泉芳 氏が授業で用いた英訳「シャクンタ
ラー」のテキストは、おそらく 1912年に刊行されたばかりの、Ｂ本の英訳た

る Ryder［1912］ではないかと想像する。泉芳 氏は出たばかりの英訳 Ryder

［1912］に基づいて授業を行った。野中・江連［1916］は、わが国最初の「シャ

クンタラー」和訳本たる高橋・小森［1907］や、辻［1956］や田中［1959］とみご

とに一致するのである。高橋・小森［1907］は先に見た通り、Ｂ本の英訳たる

Jones［1789］、記念すべきサー・ウィリアム・ジョーンズ訳を底本としている。

辻［1956］、田中［1959］はＢ本の典型たる Pischel［1922］を底本としたものであ

る。野中・江連［1916］は、原語原典からの直訳ではなしに、Ｂ本の英訳たる

Ryder［1912］からの重訳であろう。仮に野中・江連 ［1916］が、いずれかのＢ本

原語原典を和訳したものであるとしても、Ryder［1912］に大きく依存したもの

であることは、戯曲冒頭に置かれた、その登場人物紹介からも推測できること

である。シャクンタラーの二人の女友達のうちの一人の名前が、Anusu-ya-（ア

ヌスーヤー）か Anasu-ya-（アナスーヤー）かも、Ｂ本かＤ本かを区別する指標

の一つである。野中・江連［1916］では「アヌスヤ」となっている。これはサン

スクリットの発音やカタカナ表記に馴染んでいない訳者が、英訳 Ryder［1912］

の表記 Anusuyaをそのままカタカナ表記した形になっている。その野中・江

連［1916］の改訂版と言い得る、一応 Monier Williams［1856/1873R］を底本とし

たと謳っている泉・江連・野中［1916-17］では「アナスーヤー」、さらにその改

訂版と言い得る、原語原典よりの初の全和訳本たる泉・江連［1922］では「ア

ナスーヤー」となっている。若き翻訳者の野中、江連両氏にサンスクリットの

専門家である泉芳 が加わったことによる変化と言うべきものだが、にも拘わ
らず、Ｄ本の和訳を謳っている筈の泉・江連・野中［1916-17］の中に、前節引

用箇所で比較検分しても明らかな通り、顕著なＢ本の特徴が窺われるのである。

泉芳 氏の指導の下、第一幕のみの野中・江連［1916］が改訂されて泉・江連・
野中［1916-17］になるにあたって、改訂が十分に行き渡らなかったことの証と

言うべきものである。ここでの「劇中人物」は、Ｄ本の復刻版たる高楠［1903］

の高楠氏による解説中にある「劇中人物」のリストとほぼ重なる点も、この改
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訂が十分な時間をかけて行われたものでないことを証立てているように思われ

る。そして、満を持して刊行された筈の泉・江連［1922］は、厳格な意味でＤ

本を底本とする初の原語原典よりの和訳本であった筈のところ、やや変わり種

の Saradaranjan Ray本
（43）

などと色々「対校」した結果、なにか特殊な翻訳「シャ

クンタラー姫」となっている。底本をＤ本の Monier本から Saradaranjan Ray

本に変更した結果、詩節数の数え方も、全幕通し番号のふられた Monier本

（34+18+28+22+30+32+35=199）から、幕毎の詩節番号方式（30+18+26+21+31

+32+35=191）に変更となっている。各刊本をつき合わせて、泉芳 氏はあたか
も、理想の一本を作りだそうとするかのようだ。その結果、泉・江連［1922］は、

結果的にＢ本でもＤ本でもない、Saradaranjan Ray本という独特のテキストの

和訳となっている。訳者の仕事は、底本をいかに正確に理解し、それを別の言

語に忠実に移し替えるかということである。テキストそのものを模索する作業

とは全く別の作業である。翻訳者に許されるのは、テキスト通りでは会通しな

い場合に、それを会通させる方便を模索することだけである。主観的翻訳もあっ

ていいと思うが、翻訳を読もうとする読者は訳者の意向などは必要としないの

である。

　戯曲の翻訳の場合、「登場人物」の扱いは重要である。原語原典にはそれは

含まれない。編者ないし翻訳者が、読者の便宜をはかってそれを作成して付す

のである。登場人物のリストの「順番や説明」に、翻訳の系統が露わになると

も言える。泉・江連［1922］には「登場人物のリスト」はなく、野中・江連［1916］

のそれは、Ryder訳のそれに一致、泉・江連・野中［1916-17］のそれは、高楠［1903］

所載のそれにほぼ一致する。後で触れるが、田中［1959］の場合は、辻［1956］

を完全に踏襲していると言える。

　一方河口慧海氏の場合は河口［1924］も河口［1942］も、河口氏個人の単独の

訳となっている。平等通照氏による『印度文学読本』、平等［1937］所載の河口

訳は、なぜか河口慧海・鈴木重信の共訳になっている
（44）

。ここよりする限り、

鈴木重信訳「印度歌劇シャクンタラー姫」も何らかの形で流通していた可能性

もあるが、われわれが今日知る河口［1924］や河口［1942］を見て、敢えてそれ

を鈴木重信訳として受け止める者が果たしているだろうか。にも拘わらず、島

準人氏は、有名な河口慧海氏の名前を出すことなく、「鈴木重信氏の和訳」と

して言及している。なぜか。いずれにしても、今日河口慧海訳「シャクンタラー
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姫」として知られるところのものは、師である河口氏の古文訳「シャクンタラー

姫」（旧稿）を現代語を使って重訳した鈴木重信訳「シャクンタラー姫」であ

るとの認識をわれわれも持つべきであろう。少なくとも、その河口［1924］を出

版しようと思い立ち、実践した、鈴木氏の友人にして発行者の松宮春一郎氏の

意識の中では、その河口［1924］は、はっきりと故鈴木重信氏の作物と意識さ

れていたように想われる。

　ことは直訳か重訳かなのではなく、それが何の訳であるかが明確になってい

るか否かであろう。どのような翻訳であれ、それはそれなりの役割と使命を果

たすものである。かのゲーテは、Sir William Jonesによる世界初訳の英訳「シャ

クンタラー姫」に基づく G.Forsterによる独訳「シャクンタラー姫」、重訳の

Forster［1791］を読んで感動したと言われている。Ernst Meierの独訳
（45）

からの重

訳である島準人訳「シャクンタラー姫」に感動した読者も大勢いるに違いない。

江連、野中の両氏は、泉芳 氏の授業を通じてカーリダーサの英訳「シャクン
タラー」に感動して、その英訳、おそらく Ryder［1912］を自分たちの手で和訳

したいと念願したのである。

　だが、河口慧海訳の場合、それが書物として刊行された 1924年の時点で、

鈴木重信氏が既に物故者であったという点をもしかしたら顧慮すべきなのか

も知れない。出版社の側でも、そういう配慮を為したに相違ないのである。鈴

木重信氏の名前を冠した著作が今日二点のこされている。いずれも鈴木氏没

後のものだが、その両者の出版に直接的に関わりをもった高楠氏の配慮はか

なり細やかなものと言うべきである。一方、「シャクンタラー姫」出版の場合

は、それらとは随分異なっており、出版物の違いもあると思われるが、単に

それに留まらないものがあろう。島氏の「鈴木重信氏の和訳」はあまりにも極

端なものだが、実際に島氏が自身の和訳に「参考にし」たものには、鈴木氏の

名前のみが冠してあった可能性もやはりあるのである。平等氏編の『印度文学

読本』に収録する際に、河口・鈴木共訳とすることには、当時存命であった筈

の河口氏の意向が働いていたと考えるべきであろう。鈴木氏が河口古文訳を現

代語訳に書き換えるに当たって、サンスクリット語にもプラークリット語にも

通じていた鈴木氏が、ただ河口氏による古文訳のみを見ていたわけではないと

想像されるからだ。泉・江連［1922］の為の最終原稿を用意すべく泉芳 氏が
Saradaranjan Rayの原語原典と対照させたことを思えば、河口［1924］［1942］

は端から河口・鈴木共訳となってもよかったと愚考するのである。だが、今日
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河口［1924］［1942］だけが遺されているのである。これが「鈴木重信訳」とか「河

口・鈴木共訳」と呼ばれたことがあるという歴史的事実を筆者はここに明確に

留めおきたいのである。

　今日和訳「シャクンタラー姫」の定番になっているかの辻訳は、岩波文庫に

収録されたこともあって、多くの読者を得るにいたっている。高度に学術的な

辻［1956］が 1956年に刊行された。明確ではないがほぼ同時期に筑摩書房の世

界文学大系（1958.4-1968.3：98冊）の一巻に画期的な「インド集」の企画が

持ち上がり、そこに「シャクンタラー姫」を収録することになった。「全篇新訳」

でを謳うとすれば、辻［1956］を収録できない。実質的に編集担当する田中於

弥氏が、辻直四郎氏に相談した結果、「なら君が訳したらいい」ということに

なり、辻公認の新訳を田中氏が急遽制作することになったのである。時間の制

約からか、あるいは田中氏の自主的配慮からか、辻訳の古風な言い回しを現代

語風に書き直す形で制作されたのが田中訳「シャクンタラー姫」ではなかった

か？　辻［1956］と田中［1959］の関係があまりに奇妙なものである
（46）

。

　師弟関係とも同門の兄弟とも言い得る四歳違いの辻氏と田中氏だが、何故に

辻訳が刊行されたわずか三年後に田中訳が新たに刊行されなければならなかっ

たのか。新訳が試みられる時、旧訳の弊が明らかになって、それを乗り越える

べく新訳が模索されるはずである。新訳は旧訳に取って代わらんとして模索さ

れるのが常であろう。田中訳は辻訳にとって代わらんとして登場してきたと見

なし得るのである。旧訳と新訳の訳者が同一の場合、それは改訳・改訂版の体

裁をとることになる。辻訳を現代語の方に向けて書き直したのが田中訳である。

この二つの訳は別人の手になるものではあるが、一つの手になるものである。

筆者の見るところいわば辻氏公認の改訂版が田中訳である。そのように考えて

初めて辻［1956］と田中［1959］の関係を理解出来るように思われる。辻［1956］

の後、全篇新訳を謳った筑摩世界文学大系「インド集」の中に、田中［1959］が

出る。世界文学大系の新版の中に、田中［1974.3］として再録され、そして天下

の岩波文庫の一冊として、辻［1977］が出る。田中訳「シャクンタラー姫」は

単行本化されることなく、今日に至っている。その意味で辻他［1972］、辻直四

郎氏を囲んで、田中於 弥氏、高津春繁氏、中村元氏、原実氏によって行われ

た座談会（昭和 46年６月 11日）が極めて興味深いものとなる。古典の翻訳を

めぐっての以下のやりとりに注目したい
（47）

。

田中　先生の翻訳も、字引を引かないと今頃ではわからない。（笑）

─ 419 ─



戯曲『シャクンタラー姫』の和訳（金沢） （147）

辻　　梵文学の作品の翻訳に擬古文を使っているのは、意識的なんですよ。

田中　こってるんですね。

辻　　もっと深い理由からです。サンスクリットの美文体と日本語とのレベ

ルを合わせたいからです。

原　　先生、あの種の学殖は、一体いつお作りになったんですか。

辻　　中学校のころから国語や漢文が好きだっただけです。

原　　先生の梵文学作品の訳をみていると、梵語のほうがかえってわかりい

い部分があります。（笑）

辻　　そんなはずはありません。翻訳とはどういうものかという本質論に帰

着します。詩人が骨身をけずって磨きあげた美文を近代語に訳するなら、意

味だけはわかるとしても、それがほんとうの翻訳といえるかどうか、せめて

原文のおもむきを、ほのかになり伝えたいとは思いませんか。

高津　翻訳というのは、ある意味では絶望的ですね。自分で翻訳をしてみ

ても、その元のものとは随分違っているということを常に意識しています。

（227頁）

　わが国のインド文学の推進に大きく力あった者として辻直四郎、田中於 弥、

岩本裕の三人を挙げることに何人も異論がないであろう。インド語学、インド

文学の専門家や教育者としてよりは、わが国に於けるインド文学の出版文化活

動に預かって大きく力を持った三人ということである。インド文学の学術的な

出版ということではなく一般読者を相手にした「インド文学の普及」に関わる

事業ということである。この中で最も華々しい活躍をした人が田中於 弥氏で

ある。そして、常にその傍には辻直四郎氏がいて、岩本裕氏がいた。ヴェーダ

は辻氏、叙事詩は岩本氏、田中氏はインド文学一般、これらの人物がスクラム

組んでわが国にインド文学を上手に普及させてきたと言える
（48）

。不必要に競合す

ることなく見事に棲み分けるようにして。そうした中で、カーリダーサの作品

だけはある意味では例外と言うべきであった。「シャクンタラー姫」に関して

だけは辻［1956］が出てわずか三年後に田中［1959］が出たのである。完全な翻訳

などあり得ないわけで、泉・江連［1922］の「緒言」に見られる、泉芳 氏の「勿
論最初の試みなるこの翻訳に十全を誇るものではない。先輩諸氏が誤謬を指摘

し意見を提示するに吝ならざることを希ふと同時に、又これが動機となつて善

訳が続出せんことを念願するのである。」（15頁）といった事情の結果であろ

うか。翻訳はとにかく難しい作業である。横のものを縦にする苦労は並大抵の
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ものではない。その意味で基本的には初訳こそが重要である。「シャクンタラー

姫」に関して言えば、Ｂ本の決定版と言うべき Pischel［1922］を底本とする辻

［1956］と田中［1959］は、一心同体のような辻直四郎氏と田中於 弥氏にして

初めて可能となった出版であったと筆者は想像するのである。鈴木重信氏が河

口慧海氏の古文訳を現代語を用いて書き換えたように、田中於 弥氏は、辻直

四郎訳を一般読者にとってよりわかりやすいように書き換えるつもりで自らの

和訳「シャクンタラー姫」を完成させ発表したのではなかったか。最後の高楠

順次郎門下生たる田中氏が卒業した昭和２年の４月、欧州から帰国したばかり

の辻直四郎氏は高楠順次郎氏の後任に着任する。師弟関係と呼ぶには年齢が近

過ぎる、あたかも車の両輪のように、わが国のインド文学の普及に尽力した二

人である。辻［1956］と田中［1959］の訳文を子細に比較してみて驚くのだが、こ

れが無関係な二人のインド文学者の翻訳として眺めてみた場合には、その酷似

ぶりに訴訟などが起こっても不思議がないほどなのである。それが表だって起

こらなかったり話題にならなかったりしたのは、双方の関係が周知であったこ

と、そして双方の間に暗黙の了解が整っていたことの結果だろうと思う。敢え

て田中氏は辻訳から逸脱しないように訳文を作り、その出版したものも使用を

筑摩書房の大部な世界文学大系の一収録作品に限定したということでなかった

か。一般読者の目には古典作品の殿堂、岩波文庫の一冊たる辻［1977］を脅か

す存在とはならなかった
（49）

。ちょうど日本人によって書き著わされた二つのイン

ド文学史のうちの、辻［1973］に対して、田中［1967］がそうではなかったように。

　いかがだろうか。カーリダーサの傑作戯曲「シャクンタラー」の和訳をめぐっ

ては、結局名前が重視されたということである。名前は安定的な力のバロメー

ターとして機能しているのである。江連・野中の名前では同人誌でしか出せな

い、商売にならないということだろう。泉芳 氏が加わることによって、『中
外日報』の連載が成立したのであり、光壽会からの出版が可能となったのであ

り、河口慧海氏の名前を出すことによってシャクンタラー姫の単行本出版があ

り得たのである。辻直四郎訳が出たばかりの状況下で、きわめて身近な田中於

弥氏が新訳を出すことは考えられないのである。辻氏公認の田中氏による新

訳と考えて初めて会通することがらであろう。そうは謳っていないものの、田

中訳は辻・田中共訳と言うべきものと考えるべきであろう。同じ原語原典を底

本としているのだから、正しく翻訳されたなら、誰の訳も似たり寄ったりだろ

う、と考えるなかれ。田中氏は、敢えて辻訳から逸脱しないような訳文を作っ
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た。辻訳の古風な言い回しを現代語風な言い回しに変えることだけに意を注い

だようだ。ちょうど、未刊の河口古文訳を鈴木重信氏が現代語訳に改めること

に意を注いだように。ただしこの場合は、河口古文訳がどのようなものだった

かをわれわれは検分することが出来ないのだが。

　さて、いよいよ筆者に与えられた時間も尽きようとしている。取り敢えずの

作業の終わりである。本稿はインド文学の世界ではきわめて重要で優れた作品

であるとはいえ、戯曲「シャクンタラー姫」、ただ一作にだけ注目して、それ

がわが国で如何に受容されたかを歴史的にあとづけようとしたものである。そ

の目的はほぼ達成したと考えるが、その目的を覆うより大きな目的「カーマ・

シャーストラの受容史」の中に、その「シャクンタラー姫」の受容史を組み込

む議論の方は、むしろ全く舌足らずに終始した観が強い。外国のただの一文学

作品に限定しても、それがどのようにして受容されたかという問題は、実に様々

な因子がからんでいて到底一筋縄ではいかないことが改めて確認されたように

思われる。それでも翻訳の問題、重訳の問題、旧訳と新訳の問題、諸訳の消長

の問題を含めてそれらが抱え込む問題点を具体例に即してややヴィヴィッドに

闡明できただろうか。世に完全な翻訳などはあり得ないとの理解をわれわれは

共有している。新訳は旧訳を超えた常により良いものであるべきだが、必ずし

もそうも言えない事情がある。ひとつ翻訳があるのだから、もう翻訳は不要で

ある、旧訳をちょこちょこといじり廻したような新訳が出され、必ずしもより

良いものにはなっていない新訳が旧訳にとって代わるという事態を嘆くことも

あるかと思う。翻訳出版はひとつの文化として、大きな領域を占めている。翻

訳を必要とする者の声に圧されて翻訳が新たに出版されるのである。こうした

流れは如何ともし難いものであるが、せめてわれわれは自分が手にしている翻

訳が、いったい何であるのか、との問いかけの意識だけは常に尖鋭に持ってい

たいものである。（了）
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ての論攷の一端を為すものであるが、金沢［2005］、金沢［2006a］、金沢［2006b］のい
わば続編として位置づけられる。今となっては入手困難な歴史的文献を数多く扱って
いるが、言及や引用の際の旧漢字の使用に関しては徹底を欠く。註記なども紙数等の
種々の制約から最小限に留めざるを得なかった。諒とされたい。

（2）　ゲーテの『ファウスト』（第一部）の全和訳の和訳者が、カーリダーサの戯曲「シャ
クンタラー姫」の最初の全和訳者の一人、高橋五郎氏であることは意味深い。「明治
三十七年八月十日　高橋五郎」と署名のあるその「自序」の中で、「・・・専ぱら独
逸文（原文）ファウストを本書とし、テーロル（其他若干）の英訳を参考とし、極め
て忠実に、原文一行訳文一行、両々相対して形影明鏡裏に相対照するが如く、翻訳せ
んことを期せり、万一文義を明瞭ならしむる為め止むを得ずして原文に無き文字を補
足したる時は、一々鉤括弧を藉て之を区別し、以て責任を明らかにす、」（３頁）とあ
る。ここに表明されている翻訳方針はきわめて学術的なものと言える。

（3）　『ファウスト』の全和訳が何種類あるか不明。カーリダーサの「シャクンタラー」
への訳者による言及を探したところ、相良守峯氏が「次の「舞台の前曲」（Vorspiel 

auf Theater）は『ファウスト』の本筋には関係ないものであるが、カリダサの「シャ
クンタラ」の前曲に倣って書かれたもので、三人の登場人物の中の道化役が、滑稽な
言動によって見物を笑わせようとする普通のカスペルレでなく、世故に長けてメフィ
ストーフェレスに似通った現実主義者であり、これに対して座付詩人はファウストに
似た理想家であって、この対立は戯曲『ファウスト』の前曲としてふさわしい趣きを
備えている。」（360頁）が目に付いた。これは例えば田中［1967］の「この英訳をもと
にしたフォルステル G.Forsterの独訳（一七九一）は、ゲーテ、ヘルダーなどドイツ
詩人に多大の感激を与え、ゲーテはこれを一読して『サコンタラ』という詩をよみ、
さらに六年後の一七九七年『ファウスト』の制作にあたって、そのプロローグの構想
を『シャクンタラー』劇の序幕から得たといわれる。」（62頁）や「サンスクリット
劇の開幕の形式は非常に巧みに仕組まれていて、ゲーテの『ファウスト』も、彼が『シャ
クンタラー』の読後、これを範としてプロローグを書いたといわれるから、・・・」（63

頁）に対応するものである。また、この相良訳はダヴィッド社より刊行された（1954.11）
後、岩波文庫に収録された（1958.3）ものだが、それに先だって岩波文庫に収録され
ていた（1928.7～）のが、有名な森林太郎訳である。岩波文庫としては、森訳が旧訳
とすれば相良訳は新訳ということになる。外国文学の受容を考える場合に常に考慮す
べき問題点がここにも露わになる。旧訳は新訳に取って代わられることになる。だが、
横のものを初めて縦にした最初の和訳者の功績は計り知れないものがある。

（4）　この刊行会の名簿はなかなか興味深い。＜教え子＞たちの中に有名人を少なからず
見かけるからだ。数少ない＜友人＞の中にはゲーテの『ファウスト』の訳者としても
有名なあの手塚富雄氏の名前もある。

（5）　田中［1974.6］の新版［1991］によせて長柄行光氏も「一般にはあまり知られることの
少ない、サンスクリット文学を中心とする古典インドの世界が・・・」（353頁）と
言われる。

（6）　筑摩書房の世界文学大系も新版が『インド・アラビア・ペルシア集』として出ており、
田中［1959］も収録されている。
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（7）　大学図書館の所蔵状況を知る一つの目安となるインターネット上WebCat Plusで、
この杉浦・吉沢［1994］を検索しても一件もヒットしない。日本の大学図書館には、杉
浦・吉沢［1994］が一冊も所蔵されていないということだろうか。

（8）　中野［1966］の註解の中で、中野氏はカーリダーサの戯曲「シャクンタラー」に関し
て、以下のように記している。

　「本典も早くからわが国の学者の興味を引き、原典の出版、論文、訳詩が行われた。次
の如きものがある。

　高楠順次郎序論：梵語戯曲シャクンタラ、梵文学十二原書第一篇、東京・文明堂、明
治 36；河口慧海：印度歌劇シャクンタラー姫上下、世界文庫、大正 13；島準人：サ
クンタラー姫、古典劇体系 17、近代社、大正 15；辻直四郎：シャクンタラーの指
輪、パドマプラーナ中のシャクンタラー物語、Ⅲ、1-5、象徴４、昭和 23；辻直四郎：
シャクンタラー、刀江書院、昭和 31。本書に挙げる訳詩はすべて辻博士のものであ
る。田中於 弥：シャクンタラー、インド集（世界文学大系）筑摩書房、昭和 34、
pp.275-329：山折哲雄：シャクンタラー劇管見─インド古典劇における古典的調和劇
の意義について─カーリダーサ劇に現われた運命の意味について、文化 20-4、昭和
31、pp.84-98、・・・」（488-489頁）

　　中野氏は高楠氏による「梵語戯曲シャクンタラ」の出版が、原典の出版であること
を紹介してはいても、その原典が何であるかを説明していない。高楠氏によって「シャ
クンタラー姫」の校訂テキストが出版されたと誤解する者も出るはずである。島［1926］
には触れていてもわが国最初の全和訳たる高橋・小森［1907］や原語原典からの初の全
和訳出版である泉・江連［1922］などが看過されている。

（9）　出版に至らなかったとしても、高楠順次郎訳「シャクンタラー姫」の原稿／草稿が
遺されている可能性はある。1908年頃に高楠氏は授業で「シャクンタラー姫」を講
読していたようであるし、さらに鷹谷［1957］には、「欧州遊学時代の先生」の中で、高
楠氏が「ドイッセン、カーチン、フィック Ang.Fick（1833-1916）の三者とともに、
梵文のカーリダーサ美文評読会を開いて精読されたのである。」（30頁）とある。

（10）　数年前から継続しているわが国に於ける「カーマ・シャーストラの受容史」構築の
為の作業はあまりにも膨大なものとなり、筆者自身いわば文献の迷路の中で身動きが
取れなくなっている。その状況を打開すべく、その一端に過ぎない泉芳 氏にとって
の「シャクンタラー姫」和訳の意義の考察が企図された。泉芳 氏は、カーリダーサ
の作品として、「メーガドゥータ」「リトゥサンハーラ」の和訳にも着手、発表してい
る。泉芳 氏をわが国の最初期のインド文学研究者のひとりと考えることができる。

（11）　大地原豊氏の遺作と言うべき大地原［1991］は、きわめて奇妙な書物である。奥付に
は「1991年３月 16日　初版第１刷発行」とあるが、同頁に記載されている「訳者略
歴」に、「1991年２月８日逝去。」とある。これによって、本書が訳者大地原氏没後
に刊行されたことが知れるが、奇妙なことに、その奥付に先立ってある本書最後の頁
に「あとがき」が記載されているが、「平成三年三月十六日　大地原豊」との署名が入っ
ている。「平成三年」とは、「1991年」のこと、つまり本書の「あとがき」は死者によっ
て書かれたことになる。

（12）　「シャクンタラー姫」の翻訳についても最も充実した記述を与える辻［1973］の
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231-232頁参照。そこには、和訳として泉・江連［1922］、河口［1924］、辻［1956］、田
中［1959］の４点のみが挙げられている。

（13）　Cf.Emeneau［1962］,p.vii,ll.5-14.

（14）　その典型は、原典の「両数」が訳文に反映されていない点だろうか。Ryder［1912］
は両数を考慮しているのに対して、Emeneau［1962］では複数として処理されている。

（15）　辻［1973］231頁に基づくが、筆者の手元の一冊からはその出版年を特定出来ない。
（16）　インターネットの検索によれば、宝塚歌劇の上演演目として 1922年と 1930年に歌
劇「シャクンタラ姫」があがっている。作者の岸田辰弥（1892-1944）は宝塚少女歌
劇団の演出家。「父親はジャーナリストの岸田吟香、兄は洋画家の岸田劉生。妻は宝
塚歌劇のスターだった浦野まつほ。」との由。この他、カーリダーサ作「シャクンタラー
姫」は、演劇として、あるいは歌劇やバレエなどとして屡々上演されている。シュー
ベルトの未完のオペラ「シャクンタラー姫」が、補作上演され今日 CDなどで聴くこ
とが出来るのはこの上ない幸せである。わが国にあっても国際学会の折りに演劇とし
て上演された旨の報告が為されているし、筆者自身も少なからぬ関係をもったもので、
バレエ「シャクンタラー姫」が一度ならず上演されたこともある。児童向けに翻案さ
れた作品もわが国では刊行されている。近藤［1967］や原田［1981］がそれである。

（17）　この辻［1943］についての詳論は割愛する。辻氏が、Ｂ本の代表たる Pischel［1922］
を底本とした全和訳、辻［1956］に先だって、Ｄ本に基づいて第四幕の一部を和訳発表
したのがこれである。辻氏は「梵文学を語りてカーリダーサを説かざる者なく、カー
リダーサを説いて「シャクンタラー」を挙げざる者なし。この劇の伝流素より一二に
止らず、その優劣遂に断じ得ざるものあれど、今は所謂デーヴァナーガリー本に憑據
し、諸家の翻訳・研究に参照しつつ、有名なる第四幕の一節を訳出することとなせり。」
（798-799頁）と記している。第四幕で重要な役割を果たすＢ本にあってのカンヴァ仙
は、Ｄ本にあってはカーシャパ仙である。なお、辻［1956］などに於いて、辻氏がこの
辻［1943］の「シャクンタラー姫」の部分訳について言及することはない。また、辻氏
の和訳「シャクンタラー姫」に言及する者がいても、戦時中に発表されたこのＤ本に
基づく部分訳「シャクンタラー姫」に言及する者は寡聞にして知らない。ただし、こ
の部分訳「シャクンタラー姫」を含む「梵文金華瑤英」は、『辻直四郎著作集　第三
巻　文学』（法蔵館 1982）に再録されることになった。同書巻末の解題を担当してい
る編集者・田中於 弥氏は「「バガヴァット・ギーター」や「シャクンタラー」の抜粋は、
著者後年の全訳本において改訳されているものもあり、また一部は著者の「サンスク
リット読本」（昭和 50年（1975）,春秋社）に改訂して収められている。」（419頁）と
記している。

（18）　高楠氏は、その原語原典に関しては、その「「シャクンタラ」戯曲序論」の中で、「「シャ
クンタラ」の原本に二伝ありて一を「デヴナーガリ」本とし、二を「ベンガーリ」本とす、
前者は即、此に出だせる梵本なるが、後者は「ベンガーリ」字にて伝はり、原文遙に
前者よりも詳なり、或は後者を以て古しとなすものあるも、「カーリダーサ」の原作
は前者たりしは殆んど疑ふべからざるものゝ如し、

 第一「デ ナーガリ」梵本出版
 　１.ボェトリンク氏（Bohtlingk,1841-1842）
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 　２.モニエル , ウヰリヤム氏（Monier Williams,1853;再版 1876）
 　３.ブルカード氏（Brukhard,1872）・・・」（12頁）と言うのみである。つまり、こ
の三つの Devanagari本のうちの「３.ブルカード氏（Brukhard,1872）」本の復刻再刊
を果たしたのが高楠氏ということになる。註（19）参照。なお、高楠［1903］の巻末には「梵
文学十二原書第二編予告」が掲載されており、その冒頭には、「兼て詩聖カーリダー
作シャクンタラを発行致し候処幸に弊堂義侠心のある所を察せられ予約部数意外に多
く特に帝国大学、百西の仏教大学、曹洞宗大学等に於ては教科書として用ゐらるゝに
至りたるは実に弊堂の光栄とする処に候」とある。

（19）　C.Brukhard版のオリジナルを参照し得ない筆者には、例えば辻［1956］［1977］の巻
末「カーリダーサとその作品」中に挙げられている書名 “Sakuntala annulo recognita, 

fabula scenica Calida-si.”（169頁）（193頁）によって、表紙に同じ欧文タイトルを印
刷している高楠［1903］が C.Brukhard版の再刊であると知れる。

（20）　「文科大学」とは、今日で言う東京大学のことである。高楠［1898］の表紙には、「文
科大学講師高楠順次郎著」と印刷されている。高楠氏は、文科大学の授業で「シャク
ンタラー姫」を講読していたことになる。高楠［1903］も、そうした大学の梵語講読の
授業の教材として出版されたと考えられる。

（21）　これが「一千七百八十九年刊行」の誤記／誤植か、それとも再版などで文字通り
「一千七百九十九年刊行」かは不明。

（22）　「日本でも河口慧海師によって訳出された（大正十三年）。」（辻［1977］196頁；辻［1956］
171頁）

（23）　河口氏が古文体和訳「シャクンタラー姫」の底本としたこの原語原典を参照できて
いない。筆者の手元にはベンガル文字で印刷された Vidyasagar［1860R］があるのみで
ある。

（24）　鈴木重信氏に関しては例えば、鈴木［1920］の巻末に掲載されている松宮春一郎氏
の「故鈴木重信君を憶ふ」には、「同［＝明治］四十四年曹洞宗大学に入学し、大正四
年卒業した。同年五月東洋大学に籍をおき、河口慧海師について西蔵語の研修をはじ
め、更に同九月東京帝国大学に入り、印度哲学専科生となり、昨大正八年五月西蔵語
科を、同七月印度哲学科の課程を修了した。それより先き、大正三年十月、曹洞宗に
帰依して得度を受け、尋で同五年四月房州鋸山なる乾坤山日本禅寺の法燈を承いだ。
学窓を出でて僅かに一年、本郷動坂なる仮寓に遷化し、日本禅寺に葬つた。」（２頁）
とある。

（25）　だが同書巻末の「シャクンタラー姫の後に書す」の末尾の文章「世界文庫刊行会主
松宮氏は、故鈴木君と相知るの日短かりしも、互にその心を心とするの友なりき。同
氏は故鈴木君の母堂を介し、余が訳稿を需めらる。余が即諾せるも何等かの因縁なし
とせざるべし。ここに重ねて故鈴木君に対し感謝の誠を布く。」（114頁）が、その出
版に至った事情を雄弁に物語るものであろう。

（26）　20年近い日付の隔たりのある署名を持つにも拘わらず、ほぼ同じ文章が、河口［1924］
と河口［1942］の両方に収録されている。前者にあって二巻本の下巻の末尾に収録され
た「記念指輪シャクンタラー姫の後に書す」「現著者カーリ＝ダーサ小伝」は、一巻
本の後者では、「記念指輪『シャクンタラー姫』序」「現著者カーリ＝ダーサ小伝」と
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いう題で巻頭に収録されることになる。
（27）　辻［1973］232頁は、「シャクンタラー姫」の和訳に触れて、自身の辻［1956］と田
中［1959］はベンガル本の和訳と明記しているものの、泉・江連［1922］と河口［1924］
が何の原語原典の和訳かに関しては明記していない。実のところ河口［1924］の底本と
される Vidyasagar本がＤ本ではないとしても、単純にＢ本であるとも言い難い。

（28）　「カーマ・シャーストラ」の受容と結びつけて考えるならば、今日、岩本裕氏によ
る原語原典よりの全和訳『カーマスートラ』や泉芳 氏による原語原典よりの全和訳
『カーマスートラ』を読むことが出来るにも拘わらず、一般読者の間には、根強くバー
トン版『カーマスートラ』の和訳などが蔓延っている。読者が求めるのは学術的な和
訳でも歴史的に正確な和訳でもないということであろう。

（29）　今日まで継続的に発刊されている業界紙『中外日報』のバックナンバーがマイクロ
フィルムで簡単に閲覧できる。リーダーないしフィルムの限界だろうか、思うように
判読出来ずに、解読そのものも円滑を欠くが、わが国近代のインド学仏教学の歴史を
扱う研究者にとっては、まさに情報の宝庫である。マイクロフィルムの利用に際して、
駒澤大学図書館長の奥野光賢氏及び担当職員の方々の御世話になった。記して感謝す
る。

（30）　泉芳 氏の詳細な履歴・業績は別途発表する予定であるが、「シャクンタラー姫」
の和訳出版との関連で問題にするならば、泉芳 氏と「智山大学」との関係である。
智山大学（智山勧学院）が大学として認可され、その学友会たる智山興風会の発行に
かかる『智山学報』第 1号が創刊されたのが大正３年 12月 1日（1914.12.1）である。
泉芳 氏はそこに「梵語学を修めんとする人に」というエッセイを寄稿している。共
訳者の一人野中勇真氏も「現代に対する吾人の覚悟」というエッセイを寄稿している。
巻末には （A）「本学院職員表」、（B）「各年級教科書配当表」、（C）「興風会委員表」が
掲載されている。（A）には、「顧問」として「文学博士　榊亮三郎」（117頁）の名が
あり、「講師　梵語、英語」として「泉芳 」の名がある。（B）には、「本科二年」の「語学」
として、「解説梵語学、英文六方禮経／ The Ramayana and Mahabharata」が、「本科一年」
の語学として、「梵語入門、英文東洋名家文抄／ An Attie Philosopher in Paris, ／ The 

country of the blind,／ Heroes and hero-worship,／ Sakuntala（An indiaud drama, by 

Kalida-sr」（118頁）などとある。また（C）には、「文芸部」の委員として「江連政雄」
の名前がある（119頁）。泉芳 氏は毎号のように同誌に寄稿しているが、問題の野中・
江連［1916］の掲載された『智山学報』第３号にも、泉芳 氏の「因姪 焔の字義」が
掲載されている。江連氏は第４号、５号にカーリダーサの詩「夏（リツサンハーラより）」
を発表している。第５号（1918.6.17発行）の巻末「雑報」「本年度本科生卒業生氏名」に、
「江連政雄」の名前が出ている。泉芳 氏が大正３年（1914年）智山大学で英訳「シャ
クンタラー」を教材に授業を行っていたことが判明する。その受講生に江連政雄氏な
いし野中勇真氏がいたこともほぼ確実である。

（31）　「緒言」の中で、自身の出版に先立つものとして梗概たる森田［1914］や宝塚歌劇の
岸田辰弥氏による脚本にまで言及しているのであるから、言及していない高橋・小森
［1907］に関しては、この時点に於いても泉芳 氏がその存在を知らなかったと考える
のが妥当であろう。
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（32）　にも拘わらず Monierの名前を出しての註記はほとんど見られない。例えば「『モニ
エルウィリアムス』の出版本に Vidu- s. akam utsr. jya Ma-talih.『マータリ道化を捨てゝ』
と云ふ。かくては道化は外に残さるゝことゝなる。然るに道化は後段の所にて舞台に
あり故にかくの如く改む。」（155頁）とあるのは興味深い。

（33）　森田［1914］の奥付には書名の記載はなく、巻末の「日月社」の広告、「現代百科文庫：
宗教叢書」の「第九編」には「森田草平編　シヤクンタラ姫」となっている。

（34）　森田［1914］には、高楠［1903］の持つ誤りを継承している点が少なからずある。高
楠氏の解説では、島準人氏が和訳の底本にした独訳本の訳者 Ernst Meierを Ernst 

Meiersとしている。森田氏も同じく Meiersと誤記している。
（35）　筆者が参照している、手元のEveryman’s Library版Ryder［1912］の再版Ryder［1920r］
には、deitiesとあるが、これは誤植と考えられる。Dutton Paperback版 Ryder［1959r］
には、dutiesとある。

（36）　この泉・江連・野中［1916-17］の翻訳では、明らかにＤ本たる Monier本を底本とし
ているにも拘わらず、野中・江連［1916］を引きずって、カンヴァ仙の庵の説明にＢ本
の特徴たる「シャクンタラー姫」を用いている点に注目すべきであろう。

（37）　この島［1926］では、Ｄ本の独訳たる Meier［1852］を反映させているにも拘わらず、
続く詩節の翻訳では、「王の腕」を明らかに訳し忘れている鈴木訳／河口［1924］に倣っ
ていることが見てとれる。

（38）　この限られた部分からでも、田中［1959］が如何に辻［1956］に似ているかを確認出来
る。田中氏は敢えて辻訳から逸脱しないよう心がけていると考えられる。

（39）　Emeneau［1962］は、明確に Pischel［1922］を底本としているにも拘わらず、先行
する同じくＢ本の英訳たる Ryder［1912］とは異なって、両数を反映させた “The Two 

Hermits”ではなく単なる複数表現 “Hermits”としている。同じくその科白の翻訳に
於いて、原文にある両数を正確に反映させた辻［1956］や田中［1959］の「われら両人」
や「私ども両人」とは異なって、Ryder［1912］と同様に単に “We”と翻訳している。

（40）　奇しくも本年度、筆者は駒澤大学に於ける演習でＢ本たる Pischel［1922］を読んで
いる。この拙訳はその際の成果である。テキストに「シャクンタラー姫」を選んだの
は受講生の希望を容れた結果であるが、その御縁を有難く受け止めている。

（41）　金沢［2006b］549-548頁参照。
（42）　平等［1937］350頁参照。
（43）　辻［1973］には、「その他多数のインド版の中、S.R.Ray（Calc. ,1910,etc.）,RamanathJha-

（Darbha,1957）のいわゆるMaithil -rec.（実際はBeng-Kashm.系統に属する）については：
V.Raghavan, Pref.to Belvalkar’s ed.（supra）.」（231頁）とある。この S.R.Rayが、泉芳
氏の言う「シャラダランジャンレイ」であるが、辻直四郎氏のここでの表現が幾分
曖昧であるため、S.R.Ray本と RamanathJha- 本の両者が共に「Maithil -rec.」と解さ
れかねない。Belvalkar［1965］の Prefaceを書いている V.Raghavanは、S.R.Ray本を“A 

well-known Indian edition which discusses in detail all the controversial passages in the 

different recensions is the one by S.R.Ray; this is necessarily an ecclectic edition. ”（p.iii）
と評している。筆者は、泉芳 氏による泉・江連［1922］などに対しても、Raghavan

と同様な印象を持つ。
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（44）　平等［1937］巻末の「訳者略歴」欄の「河口慧海氏」の箇所には、「『印度歌劇シャク
ンタラー姫』（鈴木重信氏協力）」（348頁）という表現も見られる。

（45）　河口［1924］の「シャクンタラー姫の後に書す」は、「シャクンタラー姫」の翻訳書
誌などについても充実しているが、この Ernst Meierの独訳についても「エルンスト
＝メーエルのドイツ訳は一八五二年に、・・・」（下 107頁）と言及している。

（46）　田中於 弥氏と辻直四郎氏の関係については遙かに年隔たった筆者には窺う術がな
いが、今の場合、例えば田中［1974.6］の「あとがき」にある、「・・・訳詩はまこと
にお恥ずかしいものばかりだが、初めて『リトゥ・サンハーラ』を七五調に訳して辻
先生におみせしたところ、面白いからやってみろといわれ、図にのってその後手当た
り次第に訳してみたものである。・・・」（342頁）が参考になるかもしれない。明治
32年生まれの辻氏に対して田中氏は明治 36年生まれ。辻氏は大正 12年３月に東大
文学部言語学科を卒業し、言語学科の副手になる。翌大正 13年渡欧して、昭和２年
３月に帰国。半月ほど講師を務めた後助教授になる。一方田中於 弥氏は昭和２年３
月に卒業している。したがって、田中氏は学生としては辻氏の授業を受けていない。
田中氏が辻氏の門弟と言うのは妥当しない。田中氏が何故敢えて辻氏が和訳を刊行し
たばかりの「シャクンタラー姫」の和訳を出したのか。 

　　また鷹谷［1957］には、「明治四十二年、木村泰賢、宇井伯寿がこの大学を卒業し、
大正六年には干潟竜祥、逸見梅栄、大正九年には金倉圓照、同十年には中野義照、宮
本正尊、山田竜城、花山信勝等が、大正十一年には小野島行忍、大正十二年辻直四
郎が卒業している。いずれも先生の学統を継承し、昭和二年の結城令聞、上田天瑞、
成田昌信、望月桓匡、田中於 弥等を最後の教え子として、先生は、昭和二年三月
三十一日、東京帝国大学の教授の職を引退されたのである。」（43頁）とある。

（47）　翻訳については、辻［1970］の「あとがき」中の「従来は時間に制約されることが多
かったため、やむなく筐底の旧稿を利用し、古い覚書に頼り、改訳を企てる余裕がな
く、書写・校正に際して一々原文と照合する暇がなかった。その結果、訳文に不正確
あるいは誤謬・語句の脱落等、不測の欠陥を残した。幸いに今回はある程度まで翻訳
に割く時間を得たため、旧訳を徹底的に改訂修治した。」（397頁）

（48）　『辻直四郎著作集』（法蔵館）の編纂者は田中於 弥氏と岩本裕氏と原実氏の三名で
ある。田中［1974.6］の「この説に関し畏友岩本裕氏は、ゾロアスター教即ち拝火教乃
至波斯教を・・・」（12頁）によって、田中氏にとって岩本裕氏が「畏友」であると
公言するような関係があったことに驚いている。本稿では触れられない岩本氏がわが
国に於ける「カーマ・シャーストラの受容」に果たした役割は大きい。岩本氏の履歴・
業績に関しては別稿を期す。

（49）　このわが国のインド文学の普及に果たした辻直四郎氏と田中於 弥氏の関係を象徴
的に物語るエピソードに注目しておきたい。それは本文中でも紹介した大地原［1991］
の巻頭の献辞であるが、それはある意味ではきわめて特異なものだ。「原實氏との久
しき連帯感に立ちつつ、故　辻直四郎　田中於 弥　両先生の御霊前に捧ぐ」と記さ
れている。「御霊前」とは神を前にしてのことばである。ひとつの供物を二つの神に
捧ぐということの異常性を言うのである。供物を捧げられる神の立場よりすればあま
りいい気持ちはしないのではないか。また、この献辞の異常性は副詞句として機能し
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ている「原實氏との久しき連帯感に立ちつつ」にも現れている。「原實氏」とは辻直
四郎氏の後継者。この献辞の異常さは、故辻直四郎氏も故田中於 弥氏も「一心同体」、
原實氏も大地原氏も「一心同体」を受け入れさえすれば解消される。生前辻氏や田中
氏の身近にいた者にとっては、辻氏も田中氏も二つならざる一つの神であったことの
一つの証左となるものではないか。ただし、辻［1956］［1977］と田中［1959］［1974］の
訳文を子細に比較した結果、後者に時に訳し漏れがあることが判明。その点を指摘し
ておきたい。

（50）　泉・江連［1922］の底本と言うべき Saradaranjan Ray本であるが、書誌学的データが
錯綜しているようである。筆者手元のは［n.d.］であるが、初版の前書きの日付は 1908

年 1月、第６版の前書きの日付は 1924年 11月、第８版の前書きの日付は 1927年７
月になっている。・・・「大正十一年十月　洛北西賀茂にて　泉芳 」との署名のある泉・
江連［1922］の「緒言」では、「最近印度『カルカッタ』にて第四版を出せる『シャラダ、
ランジャンレイ』氏の原典」（14頁）と記される。Belvalkar［1965］所載の V.Raghavan

の Prefaceの脚註では、“Calcutta,6th edn. 1908”（p.iii）とある。辻［1973］には「S.R.Ray

（Calc.,1910,etc.）」（231頁）とある。ここより推理すると、同書の初版は 1908年、第
４版は 1922年、第６版は 1924年、第８版は 1927年ということになる。

（51）　本書奥付裏の巻末頁には「カーリダーサ選集　内容」として、「七　同　シャクン
タラーの指輪」が予告されている。実際その木村秀雄訳「シャクンタラーの指輪」が
完成したかは不明だが、少なくとも刊行されなかったのは事実と思われる。木村氏は
後に、本書の改訳・増訂版を含む木村［1965］を刊行する。

（52）　この鈴木［1920］は「世界聖典全集刊行会」の発行、河口［1924］は「世界文庫刊行会」
の発行。両会ともに松宮春一郎氏を代表者とする。両出版物は、松宮春一郎氏と故鈴
木重信氏の間の緊密な友情に基づいて成立したもののようである。鈴木［1920］の巻末
に掲載された松宮春一郎氏による「大正九年十月二十九日　松宮春一郎泣草」と署名
のある長文「故鈴木重信君を憶ふ」はある意味ではきわめて感動的なものと言える。

（53）　巻末には作者原田章子氏の「「シャクンタラー物語」と細密画について」と題され
た文章の中でも、カーリダーサの戯曲「シャクンタラー」とゲーテの「ファウスト」
についての言及がある。また、本書と同趣旨の児童向けのカーリダーサの「シャクン
タラー姫」のリライトもの（？）に、近藤健［1967］がある。カーリダーサ原作と明記し、
訳・文と書いてあるものの、戯曲仕立てではなく、読み物になっている。典拠（底本）
についての言及はないが、巻末の解説を田中於 弥氏が書いている（490-492頁）。

（本稿は平成 19～ 21年度科研費補助金に基づく研究の成果の一部である）
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