はじめに

鬼子母神物語訳註（上）

一

袴 谷

憲 昭

面白い話は、千里を走るどころか、グローバルなスケールで拡がり、深く浸透していく。そのため、そんな話に

なればなるほど、その本当の出処は見極め難いものとなる。弁解するわけではないが、過日も『大岡政談』の「二

（１）

人の母」の淵源はインドにあるのではないかとの思いから、ソロモン伝説などは余り気にもかけず一文を草したとこ

ろ、早くも山部能宜博士の御教示を得て、必ずしもそのように簡単ではないことに気づかされた。

本稿で取り上げる「鬼子母神物語」は、中東や西欧までは遡らないにせよ、インド以東のアジアに広く流布した

話であることは間違いない。特に、話の主人公ハーリーティーは、インドの北の守護神であるヴァイシュラヴァナ（多
（２）

聞天、毘沙門天）とその配下のヤクシャ（夜叉、薬叉）信仰と共に、中国を経由した日本では、彼女の回心後の慈悲

深さゆえに、角の取れた慈母のような鬼となって祀られているほどになっている。

本 稿の「 鬼 子 母 神 物 語 」は、その流 布 経 緯の過 程で、最 も 詳 しく 編 纂 された、根 本 説一切 有 部の『 律 雑 事

（ VinayakSudrakavastu
）
』（略号：
『雑事』
）中の、サンスクリット原典は現存しないが、義浄訳とチベット訳では伝え

四七

四八

（３）

られている、主として、その後者に基づく訳註研究である。ここで、左に、その関連文献を提示しておく。

（１）チベット訳： ’Dul ba phran tshegs kyi gzhi
、 tr. by VidyAkaraprabha, DharmaCrIbhadra, dPal ’byor
（略号：

チ『雑事』
） ,D. ed.
（略号：Ｄ） , No. 6, Da, 145a4-151a1 : P. ed.
（略号：Ｐ） , No. 1035, Ne, 140b4-146a7
（底本はＤとする）
）
、大正蔵、二四巻、三六〇頁下、二九行―三六三頁
（２）義浄訳『根本説一切有部毘奈耶雑事』（略号：漢『雑事』

上、七行

（３）西本龍山国訳『根本説一切有部毘奈耶雑事』（略号：国『雑事』
）
、国一経、律部二十六（大東出版社、一九三五
年）
、五五九（二一三）―五六七（二二一）頁

既に示唆したように、本稿は、右文献中の（１）に主として基づいて、それを「和訳」と「論註」として提示す
（４）

る研究であるが、その体裁は、基本的に、既発表の拙稿「髑髏叩きムリガシラス譚訳註」と「一角仙人譚訳註」と

のそれを踏襲しているので参照されたい。以下において、
「和訳」は次節で、
「論註」は第三節で取り扱う。その取

り扱いにつき、話の内容を分かり易くするために、分節記号を加え、話は（０）段および（α）段から（ο）段ま
でに便宜的に区分されている。

「和訳」に当たっては、原則として逐語訳に努めるが、不明などのために必ずしもそういかない場合には、達意的

な訳を与えた上で、
註記に説明を譲っている。チベット訳原文同士の違いについては、
全てを列挙するわけではなく、

必要最小限のことのみが註記で触れられている。チベット訳原文同士における音写語の違いは、
「和訳」中のカッコ

内に併記されている。義浄訳は絶えず参照したが、そこには、本話の末尾の義浄訳にしかない比較的長い文の存在

などを含む大小の相違があるにもかかわらず、
「和訳」中では、それらの一いちに触れることはせず、必要があれば

「論註」で論及することにして、カッコ内にはチベット訳語に対応の義浄訳語もしくは一般的な漢訳語を併記する

に止められている。なお、カッコ内には、誤訳の御指摘を受け易くするためにも、できるだけチベット訳語を挿入

することに努めた。また、サンスクリット語も然りであるが、原文が現存しないため、並行文例を想定した上での

それであることに努めてはみたものの、所詮は推定の域を出るものではない一応の目安的なものであることを、ここ
にお断りしておきたい。

因みに、本稿でなぜ本話を取り上げたかなどを含む、本話に関して論ずべき問題は、第三節の「論註」で扱われ

和訳

るであろう。

二

（ ０） 仏 世 尊 は ラ ー ジャ グ リハ（ rGyal po’i khab, RAjagRha
、王 舎 城 ）に あ る ヴェー ヌ ヴ ァ ナ（ ’Od ma’i tshal,

（５）

、竹林園）のカランダカニヴァーパ（ Bya Ka lan da ka gnas pa
）に滞在なさっておられた。
VeNuvana
（６）

（α）その頃、ラージャグリハの都城（ grong khyer, nagara
）に、サータ（ Sa ta, SAta
、娑多）というあるヤクシャ
（７）

（ gnod sbyin, yakSa
、薬叉、夜叉）が住んでいた。彼は、マガダ（ mNyam dga’, Magadha
、摩掲陀）国（ yul
）の聡明な

（ mkhas pa can
）王ビンビサーラ（ gZugs can snying po, BimbisAra
、影勝）と王妃（ btsun mo, devI
）と王子（ gzhun

）と大臣（ blon po, amAtya
）と都城や国の人々（ grong khyer dang yul gyi mi rnams
）を擁護し守護し
nu, kumAra

庇護した（ srung ba dang skyong ba dang skyob par byed
。彼の威力（ mthu, anubhAva
）
）によって、マガダ国の聡

明な王ビンビサーラと王妃と王子と大臣と都城や国の人々には財産（ longs spyod, bhoga
）が増大し（ ’phel bar gyur

、彼らには常に木の花や実の所有があり（ shing gi me tog dang ’bras bur ldan
、雨は適時に降り、地は穀物で
）
）
cing

溢れ、食を求められるものたち（ zas bslang ba rnams
）も豊穣（ mod pa
）のゆえに、それぞれの村（ grong, grAma
）

四九

（８）

五〇

や都城（ grong khyer, nagara
、
）や国（ yul, janapada
）や都市（ pho brang ’khor, paura
）に属する（ ）
）
g、
iまたは（ dang

それぞれの国（ yul so ）
）やバラモン（ bram ze, brAhmaNa
）や貧者（ bkren
soに住んでいる比丘（ dge slong, bhikSu

）や弱者（ phongs pa, vyasana
）たちの全てのものが、マガダ国に集まってきて（ lhags ）
pa, daridra
teいたが、彼ら

（９）

に対してもヤクシャのサータは擁護し守護し庇護したのである。彼は、同じ種族（ rigs mnyam pa, sadRCa- kula）よ

。
り妻を娶り、彼女と一緒に遊び戯れ楽しんだ（ rtse dga’ yongs su spyod, krIDati ramate paricArayati
）
（

（

（β）
〔一方、
〕ガンダーラ（ Gan dha ra/ dGa’ ’da’ ra, GandhAra
、健陀羅）国にもパンチャーラ（ Pa nytsa la/ Ban tsa

侶（ grogs po, sakhi
、子（ bu
）よ、儂ら二人（ yu bu gnyis
）が死んだ後も（ dus las ’das kyang
）
）や孫（ tsha bo
）や曽

わし

して互いに親しくなってから、その二人は後でヤクシャ集会に行って、ヤクシャのサータが〔パンチャーラに〕
、
「伴

ヤクシャのパンチャーラもヤクシャのサータにガンダーラ国の花や実を贈り物として送った。その二人がこのように

った。ヤクシャのサータは彼（パンチャーラ）に時々マガダ国の花や実などを贈り物（ skyes
。
）として送った（ bskur
）

ヤクシャたちのヤクシャ集会（ gnod sbyin ’dus pa
）に行って、そこでその二人は互いに友人（ mdza’ bo, suhRd
）とな

（γ）それからしばらく後のこと（ de nas dus phyi zhig na
、
ヤクシャのサータとヤクシャのパンチャーラの二人は、
）

ャーラは擁護し守護し庇護したのである。彼もまた、同じ種族より妻を娶り、彼も彼女と一緒に遊び戯れ楽しんだ。

バラモンや貧者や弱者たちの全てのものが、ガンダーラ国に集まってきていたが、彼らに対してもヤクシャのパンチ

も豊穣のゆえに、そこでも、それぞれの村や都城や国や都市に属する、または、それぞれの国に住んでいる比丘や

産が増大し、彼らには常に木の花や実の所有があり、雨は適時に降り、地は穀物で溢れ、食を求められるものたち

人々を擁護し守護し庇護した。彼の威力によって、ガンダーラ国の王と王妃と王子と大臣と都城や国の人々には財

、半遮羅）というあるヤクシャが住んでいた。彼も、ガンダーラ国の王と王妃と王子と大臣と都城や国の
la, PaJcAla

（1

孫（ yang tsha
）や玄孫（ sum tsha
）たちが友情を断ち切ることなくやっていくような手段（ thabs, upAya
）が一体あ

るものだろうかの。
」と言うと、ヤクシャのパンチャーラは言った。
「伴侶よ、同感（ legs so, sAdhu
）だ。儂もそんな

ことを考えていたぞ。だから、
〔子供の〕生まれないうちから（ ma skyed pa las
、
）縁戚となって（ gnyen du byas ）
te

それなら（ de ste
、儂に男の子（ bu pho zhig
、御主に女の子（ bu mo zhig
）
）が産まれ（ btsas ）
）があったとすると、
la

御主は儂の息子（ bu
）に〔娘を〕与えればよく、逆に（ ’on ）
te御主に男の子で儂に女の子の場合には、儂が御主の

息子に〔娘を〕を与えればよい。
」と。彼（サータ）は答えた。
「伴 侶よ、同感だからそのようにしよう。
」と。その
二人は互いに〔子供の〕産まれないうちに（ ma btsas par
）縁戚となって立ち去った。

（δ）それからしばらく後のこと、ヤクシャのサータの妻は子を孕み（ sems can dang ldan par gyur te, Apanna（

（

、彼女は九か月を経て女の子を出産した。姿形素晴しく見目麗しい女の子であって（ dbyibs legs
）
sattvA saMvRttA

、彼女が産まれると、ヤクシャの全ての種族（ rigs,
）
shing blta na sdug pa bzang mo, abhirUpA darCanIyA prasAdikA
（

）たちは、産まれたもの（ btsas pa
）の誕生祝宴（ btsas ston chen po, jAti-maha
）を催して名前を付けること
gcig pa

（

）が喜んだのである。彼女を自分の種族と等しく（ bdag gi rigs dang ’dra ba
）相続も同一であるとするもの（ rgyud
kula

（1

（

」と言い、彼女の名
、歓喜）と付けよう。
慶）ので、それゆえに、この女の子は名前をラティー（ dGa’ byed ma, RatI

（

仲間たち（ gnyen bshes dag
「こ〔の子〕が産まれたとき、ヤクシャの全ての種族が喜んだ（ dga’ bar gyur
）は、
、歓

にした（ ming ’dogs pa la zhugs
。
「この女の子にどんな名前を付けようか。
」と相談がなされると（ gros byas na
、
）
）

（1

五一

の義娘（ mna’ ma, vadhU
」とて、彼はヤクシャのサータに、
「伴
）になることは確かだから飾り物を送るのが当然だ。

よ め

てヤクシャのサータに女の子が産まれたと聞いてから、彼は思った。
「儂の伴侶に女の子が産まれ、その女の子は儂

前はラティーと付けられた。かくして （ ’di ltar
、ガンダーラ国のヤクシャのパンチャーラは、ラージャグリハにおい
）

（1

五二

侶にして友人よ（ grogs po mdza’ bo, sakhe suhRt
、私は貴台に娘が産まれたと聞いて非常に喜んでおります。私は
）

伴侶の娘に衣服と飾り物を送りますので、これをお受け取り下されば幸いです。
」と、手紙（ yi ge
）を書き送った

。彼は手紙を読んで（ bklags te/ blags ）
、
返事として（ slar yang
、「伴侶よ、
私共は縁戚ですから、
それで（ de
（ spring
）
）
te

」と書き送った。ヤクシ
）貴台に男の子が産まれましたら、これ（ ’di
）はそちらさまのもの（ de nyid kyi
）です。
ste

ャのパンチャーラはそれを読んで、
「男児（ bu
」と常に思って、妻と一緒に遊び戯れ楽
）をきっと（ nam
）得るのだ。
しんだ。

（

（

（ε）彼（パンチャーラ）には、遊び戯れ楽しんだ結果、男の子が産まれ、彼をまた自分の種族と等しく相続も同

一であるとするものたちは、産まれたものの誕生祝宴（ btsas ston, jAti-maha
）を盛大に（ cher
）催して、名前を付け

にしよう。
」と思った。

（

。
」と書き送ると、ヤクシャのサータは手紙を読み、
「同感だから娘のラティーを私は予め（ sngar
）
）与えること
shig

（

手紙を読んで、返事に（ slar gyi lan
、
「結婚式（ bag ma blang ba’i ston mo
）
）の準備をなさって下さい（ sta gon gyis

衣服と飾り物を送りますので、それをお受け取り下されば幸いです。
」と手紙を書き送った。彼（パンチャーラ）は

に衣服と飾り物を送り、
「伴侶よ、私は貴台に息子が産まれたと聞いて非常に喜んでおります。私は伴侶の息子に

て〔その子は〕必ずや（ gdon mi za bar, avaCyam
」と思って、彼は彼
）私の娘婿（ mag pa, jAmAtR
）になるであろう。

ータは、ガンダーラ国のヤクシャのパンチャーラに男の子が産まれたと聞いて、彼は、
「私の伴侶に男の子が産まれ

」と言って、彼の名前はパーンチカと付けられた。かくして、ラージャグリハのヤクシャのサ
半支迦）と付けよう。

クシャのパンチャーラの子供であって、それゆえに、この子の名前はパーンチカ（ PA nytsi ka, Ban tsi ka, PAJcika
、

ることにした。
「この子にどんな名前を付けようか。
」と相談したところ（ bgros pa las
、仲間たちは、
「この子はヤ
）

（1

（1

（

（

（ζ）彼（サータ）は、彼女（ラティー）が生まれてからも、妻と一緒に遊び戯れ楽しんだ。彼には、遊び戯れ楽

（

相続も同一であるとするものたちは、産まれたものの誕生祝宴を盛大に催し、名前を付けることにして、
「この子に

（

い男の子であって、産まれるや否や、またも山でクラウンチャ鳥が声を出した。そ〔の子〕を自分の種族と等しく

ンチャ鳥（ khrung khrung, krauJca
）が声を出した。彼女は九か月を経て男児を出産した。姿形素晴しく見目麗し

しんだ結果、妻は〔また〕子を孕み、それがいつであったにせよ、子を孕んだ正にその日に、山（ ri, giri
）でクラウ

（1

（

」と言って、彼
といわれており、それゆえ、この子は名前もサータギリ（ Sa ta gi ri, SAtagiri
、娑多山）と付けよう。

（

（ ri, giri
）からクラウンチャ鳥の声が出、産まれたときにも〔山から〕クラウンチャ鳥の声が出た一方、父もサータ

どんな名前を付けようか。
」と相談したところ、仲間たちは、
「こ〔のもの〕は、母胎（ mngal
）に入ったときにも山

（1

五三

が当然ですのに、なぜ貴女はそのようにするのですか。不正に貴女が心を起しても（ sems bskyed pa
、それを回避
）

ちがなにか馬鹿げたこと（ cig kyal ka/cig rgyal ka
）をなそうとしても、それに対して私共は阻止する（ dgag pa
）の

あって（ rab tu bsrung bar bya ba’i rigs ）
、ここは私共の領域（ spyod yul, gocara
）なのですから、ここで他のものた
te

や）都城や国の人々を常に擁護し守護し庇護したと聞いており、私共は〔それらを〕しっかり保護すべきが当然で

〔弟の〕彼は、
「姉上（ sring mo, bhaginI
、私共の父はマガダ国の聡明な王ビンビサーラと王妃と王子と大臣と（村
）

のものたちをそのつど奪って（ btsas shing btsas pa dag phrogs shing phrogs nas
」と言い、
）食べようと欲しています。

ーがサータギリに、
「弟（ ming bo, bhrAtR
〔私は〕ラージャグリハに住んでいる多くの人々が子を産むたびにそ
）よ、

（η）サータギリが家長（ khyim gyi bdag po, gRhâdhipa
）になると、ヤクシャの娘（ bu mo, duhtR
）であるラティ

、そうこうするうちに（ ji tsam
、しばらく後のこと、ヤクシャのサータは王妃と共に亡くなってしまった。
）
）
ba dang

の名前をサータギリと付けた。そのサータギリという子は養い育てられて（ gsos skyed de
）成長したが（ cher gyur

（1

するようにして下さい

（

（

五四

。
」と命じた。
〔しかし、
〕彼女は、誤った願（ log pa’i smon lam, mithyA-praNidhAna
）
(slar zlog)

の熏習（ bag chags, vAsanA
）による被着（ gos pa, saMnaddha
）のために、やさしくなることができずに（ gcugs su

、再びサータギリに、
「弟よ、
〔私は〕ラージャグリハに住んでいる多くの人々に子が産まれるたびにそ
ma btub s）
te
（

（

（

よめとり

（

（

。
」と思った後で、彼はヤクシャのパンチャーラに、
「姉（ bu m）oの
(bag mar gtang)

（2

（2

（

よめとり

）oを結び付け、結婚してから
chen p

（

、ガンダーラ国に連れ帰った（ khrid
。
）
(bag ma blangs nas)

。
」と手紙を書き送ったところ、かのヤクシャのパンチャーラは、ヤクシャの王子パーンチカに大吉祥（ dpal
）
long shig

ラティーは適齢期の女性（ na chung, yuvati
）になりましたので、こちらにいらっしゃって結婚して下さい（ bag ma

予め与えて結婚に備えたのだ
（2

やさしくさせることはできないと知って、「これは後々〔私は〕常に阻止できないけれども、
これを父も〔知っていて〕

（

のものたちをそのつど食べようと望んでいます。
」と言うと、サータギリは、彼女の前世による支配のために〔姉を〕

（1

（

ンチカの〕妃はいつも親しみつつ信頼し喜んで意の安楽が多くなった、その時になって（ de’i tshe
、妃は、
「貴男（ jo
）

（

（θ）
〔ガンダーラ国に帰ってから〕ヤクシャの王子パーンチカは彼女と一緒に遊び戯れ楽しんだ。
〔その後、パー

（2

をなそうとしても、
(cig kyal ka/cig rkyal ka)

。
」と命じた。それでも、彼女は、前世の（ sngon gyi, pUrva
）誤
(slar zlog shig)

シャの王子パーンチカと一緒に遊び戯れ楽しんだ結果、男の子を産んで、その誕生祝宴を盛大に催して（ btsas ston

った願による熏習の被着のために、
「止して（ sdod cig
。
」と言ったまま、なにも言わずに坐っていた。彼女は、ヤク
）

それを回避するようにして下さいよ

それを私共は阻止するのが当然ですのに、貴女はなぜそのようにするのですか。貴女が不正なことで心を起しても、

縁戚の住処（ gnas
そこで他のものたちがなにか馬鹿げたこと
）であって、

すみか

べようと望んでいます。
」と言った。すると、彼は答えて、
「佳女（ bzang mo
）よ、そこ（ラージャグリハ）は貴女の

お く

、
〔私は〕ラージャグリハに住んでいる多くの人々に子が産まれるたびにそのものたちをそのつど奪って食
）
bo, Arya

（2

（

（

、種族に相応しい名前を付けた。同じようにして、二番目三番目より五百番目の子に至る
chen po rgya cher byas ）
te

までのものを産んで、
それら全ての中の一番小さきもの（ tha chungs, kanIyas
）に名前をラタ（ dGa’ byed, Rata
、
愛児）
と付けた。

ヤクシャ女

（

（

（

のラティーは、どこでも好きなように自ら思うままに（ gar dga’ bar rang nyam
(gnod sbyin mo, yakSiNI)

（

き止められなくなり（ ma zlogs nas
、
彼女は喜ぶこともなくなってしまって、
言うこともできずに坐っていた。その後、
）

（ι）その後、
〔彼女は〕子供より威力を得るようになり、そこで、パーンチカが引き止めても（ bzlog kyang
）引

（2

（

問い質しにかかる（ rmed pa la zhugs pa
）と、しばらくして、彼らも奪うようになって、被害が大きくなり、被害

（

たちをだれが奪っているのかを掘り出すがよい（ rmos/smros shig
。
」と命じ、その後、彼らが熱心に怠ることなく
）

「さあ（ kye
、ラージャグリハに住んでいる多くの人々に子が産まれるたびにそのもの
）に対して、
）
dbang ba rnams

す（ rma ba
」と申し上げると、王は、全ての住処を管理するものたち（ gnas thams cad
）のが当然でございます。

るたびにそのものたちをあるもの（ cig
）が奪っているものとすれば、だれが私共に被害を加えているのかを問い質

食べ始めると、ラージャグリハに住んでいる多くの人々は、ビンビサーラ王に、
「王様（ lha
、私共の子が産まれ
）

（κ）彼女がラージャグリハに〔住んでいる〕多くの人々に子が産まれるたびにそのものたちをそのつど奪って

。
）行ったり来たりして住むようになった（ ’gro zhing rgyu ba dang gnas par gyur
）
du

（2

（2

五五

師（ ltas pa
「王様、ヤクシャが怒ったので、
〔それを鎮めるため
）を呼び集めて（ bkug ste
）言ったところ、彼らは、

娘たちが子を孕むと、そ〔の親〕は〔娘を〕他国に引き移して置いております。
」と申し上げた。そこで、王は占い

た（ phyung ste bzhag pa
。すると、大臣たちはビンビサーラ王に、
「王様、被害が大きくなって、およそだれかの
）

は更に大きくなって、およそだれかの娘が子を孕むと、そ〔の親〕は〔娘を〕他国（ yul gzhan
）に引き移して置い

（2

五六

に〕ヤクシャの住処に供物（ gtor ma, bali
）を供え（ stsal ）
）と尊敬（ bkur sti, satkAra
）を
la供養（ mchod pa, pUjA

なさるようにして下さい。
」と申し上げた。王は大臣たちに、
「さあ（ kye
、行ってラージャグリハの都城に布告（ dril
）

）をなせ。ラージャグリハにいる全ての多くの人々やそれぞれの国より集まった全ての
bsgrags pa, ghaNTâvaghoSaNa

ものたちがヤクシャの住処に供物を与え（ byin ）
」と命じると、
彼らもそのように布告して（ dril
la供養と尊敬をなせ。

、
「やあ（ kye
、ラージャグリハと都城やそれぞれの国より集まった人々は聞くがよい。王様はかく、
「余
）
bsgrags ）
te

の国にある都城やそれぞれの国より集まった多くの住人全ては全てのヤクシャの住処に供物を与え供養と尊敬をな

せ。
」と仰せである。
」と命じた。すると、ラージャグリハに住んでいる多くの人々は、それらの都城を、石（ rdo ba,

、栴檀の水で散布し（ tsan
）や砂利（ gyo mo, Carkara
）や土石（ sa rdo, kaThalla
）を除き（ phyags te, apagata
）
pASANa

、好い香りの香炉（ dri zhim po’i pog phor, surabhi-dhUpa）
dan gyi chus chag chag btab nas, candana-vAri-pariSikta

、旗（ rgyal mtshan, dhvaja
）を備え（ so sor dpyangs/spyangs, upanibaddha
）
）や幡（ lha’i ’phan, patAka
）を立
ghaTika

て（ sgreng, ucchrita
、
多くの旗房（ dar gyi lda ldi mang po
、
種々の花で埋め尽して（ me
）
）を吊し（ dpyangs/spyangs ）
te
（

（

、神々の遊園（ skyed mos tshal, udyAna
）
）であるトゥシタ天（ dGa’ ldan,
tog sna tshogs kyis gtor nas, nAnA-puSpâkIrNa
）のように、飾った（ mdzes par byas, ramanIya
）のである。
TuSiTa

（

（

てが世尊の面前に行くと、世尊が彼女を調伏なさるだろう。
」と示したのである。彼らは、
「あゝ、彼女はラティー

貴方〔たち〕（ khyed
）に対してヤクシャ女のラティーが貴方〔たち〕の子供たちを奪っているが、貴方〔たち〕全

ことはなかった。すると、
ラージャグリハに住んでいる神々は、「ラージャグリハに住んでいる多くの人々よ、
あゝ
、
（ kye
）

（λ）かくして、ヤクシャの全ての住処は供物が与えられ供養と尊敬がなされたが、しかしながらラティーが死ぬ

（2

ではなくハーリーティー（ ’Phrog ma, HArItI
、訶利底）であって、彼女が私共の子供が産まれるたびにそのものたち
（3

を奪ったのだ。
」と言うと、彼女のラティーという名前を転換して（ ldog ste
、ヤクシャ女のハーリーティーと名前
）

を変えてしまった。それから、ラージャグリハに住んでいる多くの人々は、世尊のいらっしゃるところへ行って到着

すると、世尊の御足に頭で礼拝して、「世尊よ、このヤクシャ女のハーリーティーは、ラージャグリハにいる多くの人々

(snying

に対して、
久しい間（ yun ring po nas, ciram
、
対立せざるもの（ ma ’khon pa
には対立し（ ’khon
、
敵ならざるもの（ dgrar
）
）
）

、親切なもの（ snying ma rings pa
）には敵となり（ dgrar gyur
）
）には親切ならざるものとなって
ma gyur pa
（

（

、彼女は、子供が産まれるたびにそのものたちを奪うので、慈悲深き（ thugs rje can, karuNAvat
）世
ring bar gyur)

、ヤクシャ女のハーリーティーを調伏するよう
尊は、お慈悲のゆえに（ thugs brtse ba’i phyir, anukampAm upAdAya
）

五七

処のあるところへいらっしゃった。その時、ヤクシャ女のハーリーティーは息子のラタを家に置いて〔自分の〕領域

）お出かけになられ、ヤクシャ女のハーリーティーの住
phyis len pa spangs te, paCcAd-bhakta-piNDapAta-pratikrAnta

、食後に乞食するのを止めて（ bsod snyoms
（ slar bskor nas
）食事をなし（ zas kyi bya ba byas te, kRta-bhakta-kRtya
）

、ラージャグリハから乞食よりお戻りになられた後で
（ bsod snyoms kyi phyir
）お出かけになられて（ gshegs ）
te

をお召しになり（ mnabs
、ラー ジャグリハに乞 食のために
）鉢（ lhung bzed, patra
）を 持 ち 給いて（ bsnams nas
）

（μ）かくして、世尊は、午前中に（ snga dro, pUrvâhNe
）下着（ sham thabs, nivAsana
）と法衣（ chos gos, cIvara
）

って、世尊の御足に頭で礼拝して世尊の面前より去った。

。それから、ラージャグリハに住んでいる多くの人々は、世尊がなにも仰らずに御承認なされたと知
）
adhivAsayati

，〔ヤクシャ女を調伏することを〕
御承認なされた（ gnang,
）
mang po dag la, sambahulAnAM janAnAM RAjagRhIyakAnAm

、ラージャグリハに住んでいる多くの人々のために（ rGyal po’i khab na gnas pa’i skye bo
）
ba bzhin, tUSNImbhAvena

御承認して下さいませんでしょうか（ ci gnang
。
」と申し上げると、世尊はなにも仰らないままで（ cang mi gsung
）

（3

（

（

に出かけていた。すると、世尊は、彼を鉢で覆って置いて
(spyod yul, gocara)

（

五八

、まるで〔ラタ
(bkab ste bzhags nas)

、顔色を失って（ mdog nyams
）
(brang brdungs nas

、
村（ grong, grAma
）や都城（ grong khyer, nagara
）や村庄（ grong
(sgra ’byin cing)

（3

行き、南方と西方と北方の〔大〕海にも行った。
〔しかし〕それら東方にも南方にも西方にも北方にも〔息子が〕現

しかしながら得られることはなかった。それから、
〔彼女は〕東方の大海（ rgya mtsho chen po, mahA-samudra
）に

）や都市（ pho brang, pura
）や都市部（ pho brang ’khor, paura
）などで見つけようとした（ bltas
）が、
’dab, grAmânta

（ yang dang yang
）声を出しながら

、
「どこなの（ kyi hud
」と、なんどもなんども
き叫び（ ngu zhing smre ba
）
）息子、どこなの坊や、どこなのラタ。

（

得られることはなかった。それから、
〔彼女は〕上着も羽織らずに（ bla gos med par
）茫然自失して（ smyos nas
）泣

会所（ ’dun khang, maNDapa
、更にはまた狭い家の個処（ khyim dog pa’i gnas
〔まで〕を探したが、しかしながら
）
）

）や湖（ mtsho, saras
）や池（ lteng ka, vilva
）や沼（ rdzing, puSkariNI
）や祠堂（ lha khang, devâyatana
）や
udyAna

）や三叉路（ lam gyi sum mdo, tripatha
）や庭園（ kun dga’ ra ba, ArAma
）や遊園（ skyed mos tshal,
mdo, catuSpatha

、ラージャグリハの村（ grong, grAma
）や町（ tshong dus
）や街道（ srang, vIthI
）や十字路（ lam gyi bzhi
brgyugs ）
te

、喜 ぶこと もで き ず、目 を 涙 で 充 た して（ mig mchi mas gang nas
、歩 み を 速 めて 走 り（ ’gros myur bar
）
）
shing

たちも見つけることができません。
」と言うと、彼女は胸を打ち

〔兄姉の〕子供たちにもラタは現れなかったので、どこにいるのか（ ga ）
〔彼らが〕
、
「私
re彼らにも分からなかった。

、
〔母は〕彼をあちこち家中ずうっと探しまくったが（ khyim khor khor yug tu bltas na
、しかし現れず，
）
sngangs ）
te

ーが〔自分の〕領域より帰ってくると、息子のラタは現れず（ mi snang nas
）彼は消えてしまっており（ spangs te/

なさった（ byin gyis brlabs, adhitiSThati
。その直後に（ de ma thag tu, samanantaram
、ヤクシャ女のハーリーティ
）
）

以外の〕子供たちはそ〔のラタ〕を見ることができないが彼（ラタ）には彼ら全てが見えるように、そのように制御

（3

れることはなかった。それから、
〔彼女は〕髪はバラバラで（ skra zhig cing
）剝き出しの姿になり（ sgren mor gyur
）

歩みもふらつき（ ’gros kyang ’khyam
。膝行
）跳ね上がり崩れ下り（ yar mchong mar lhungs ）
）
la転げ回った（ ’gre

（

パ
、贍部洲）の七黒山（ ri nag po bdun, kITâdri-saptaka
）を越え、七金山（ gser
― （ ’Dzam bu’i gling, JambUdvIpa

（

っては（ pus mos ’gro
〔彼女は〕ジャンブードゥヴ
）しゃがみ込んで坐った（ tsog pur ’dug pa
）が、そんなやり方で、
ィ

（

）や香酔山（ Ri Dri/Dris rgyas, GandhamAdana
）などでも探し、それから大声
mtsho chen, AnavataptamahArNava

（

）や 雪 山（ Gangs kyi ri, HimavAn parvataH
）や 大 無 熱 池（ Ma dros pa’i
lta bu’i ri bdun, sapta parvatAH sauvarNAH

（3

（

熱（ Sreg pa, TApana
）や極熱（ Rab tu sreg pa, MahAtApana
）や阿鼻止（ mNar med pa, AvIci
）や頞部陀（ Chu bur,

（

や衆合（ ’Dus gtub, SaMghAta
）や叫喚（ ’O dod ’bod pa, Raurava
）や大叫喚（ ’O dod cher ’bod pa, MahAraurava
）や

倶盧洲）などをすっかり探しても得られず、その後は、等活（ Yang sos, SaMjIva
）や黒縄（ Thig nag po, KAlasUtra
）

ーヤ（ Nub kyi ba lang spyod, AparagodAnIya
、西瞿陀尼）とウッタラクル（ Byang gi sgra mi snyan, Uttarakuru
、北

で泣きながら、プールヴァヴィデーハ（ Shar gyi lus ’phags gling, PUrvavideha
、東方毘提河）とアパラゴーダーニ

（3

（

、三十三天の住処（ Sum bcu rtsa gsum lha’i
ィシュラーマ（ Ngal bso bo, ViCrAma
）に尋ねることなく（ ma dris p）
ar

（

彼 女は第二〔層 〕と第三〔層 〕にも登って、それから、ヤクシャの主（ gnod sbyin gyi bdag po, yakSâdhipati
）ヴ

〔彼女は〕スメール山（ Ri rab, Sumeru
、
、妙高山）の第一層（ bang rim dang po, prathamA pariSaNDA
）に登り（ ’dzegs
）

）などの地獄（ sems can dmyal ba, naraka
）にも探したが得られなかった。その後、
ma chen po lta bu, MahApadma

）や呼呼婆（ Hu hu pa, Huhuva
）や青蓮華（ U tpa la/Ud pal lta bu, Utpala
）や〔紅蓮華や〕大紅蓮華（ Pad
Hahava

）や 尼 刺 部 陀（ Shin tu chu bur, Nirarbuda
）や 阿 吒 吒（ A ha ha zhes zer ba, ATaTa
）や 呵 呵 婆（ Ha ha pa,
Arbuda

（3

五九

）においても探して、衆車（ Shing rta sna tshogs, Caitraratha
）といわれる
gnas,TrAyastriMCAnAM devAnAM sthAnaM

（3

遊園

六〇

）と粗成（ rTsub por ’gyur ba, PAruSyaka
）や雑林（ ’Dres pa, MiCrakAvaNa
）や喜林（ dGa’
(skyed mos tshal, udyAna
（

（

）といわれる遊園においても探し、パーリヤートラ＝コーヴィダーラ（ Pa ri ya tra ko bi dA ra,
ba, Nandanavana

〔の木〕の前にも行った。その後、神の集会堂（ lha’i ’du ba
、円生樹）
）である善法（ Chos bzang,
PArijAta-kovidAra

（

（

。
た（ nas byung ste
）

「貴女は行って
います。
」と。彼（ヴィシュラーマ）は、

（

(de song l、
a)世尊に帰依するがよい。さすれば貴女に当の息

（

えた。
「将軍よ、
〔来たのは〕沙門（ dge sbyong, CramaNa
）ガウタマ（ Gau ta ma, Gautama, Gotama
、喬答摩）でござ

悲哀を捨てて（ mya ngan thong ）
。貴女の住処に日中居てだれが来たの
）
la涙を拭いなさい（ mchi ma phyis shig
かを考えなさい（ soms shig
。
」と言うと、彼女は〔あの日帰宅直後に擦れ違って去ったものの姿を思い出して〕答
）

と言うと、ヤクシャの大王（ rgyal po chen po, mahA-rAja
「御婦人（ che zhe, bhaginI
）ヴィシュラーマが答えて、
）よ、

〔私は〕子供を求めていますので（ bu slong na
。
」
）
）探して下さるようお願い申し上げます（ stsal du gsol
）
mi dga’ na

「大将軍（ sde dpon chen po, mahA-senA-pati
）よ、だれかが〔私の子供を〕奪って楽しむことができず（ sus phrogs

、
「どこなの息子、どこなの坊や、どこなのラタ。
」と叫びながら言い、
）に自分の身体を打ち臥せて（ brdabs nas
）
leb

意気喪失してしまって（ yi/yid chad par gyur ）
、ヤクシャの主ヴィシュラーマの面前へ行き、岩の板（ rdo
(mdor na)
te

、結局は
(ring zhig dus nas)

千人の神々（ lha ston
）が占拠していた（ bzung ba
）ので、彼女は直に急いで（ myur du mgyogs par
）善見城より出

，最勝殿）に行き始めたところ、そこにヤクシャの執金剛（ Lag na rdo rje, VajrapANi
）など多くのヤクシャや
Vijaya

ャクラ（ brGya byin lha’i dbang po, Śakro devAnAm IndraH
、帝釈天）の館（ khang pa
）ヴィジャヤ（ rNam par rgyal,

）といわれる善見城（ grong khyer bZang por snang, SudarCana-nagara
）にも入り、それから、神々の主シ
Sudharma

（3

（ν）
〔それから彼女は〕ある他の方処で（ phyogs gzhan zhig ）
tuしばらく時を経て

（3

（4

子ラタを世尊が示すぞよ。
」と言った。

（ξ）すると、彼女は、死んだような状態（ srog stor ba
）から再び生き返った（ slar rnyed pa
）ようになって、急

いで直に（ rings shing myur du
ヤクシャ女のハーリーティーは、
仏世尊が三十二大士相（ skyes
）自分の住処に行くと、

）で飾られ〔八十〕随好（ dpe byad bzang
bu chen po’i mtshan sum bcu rtsa gnyis, dvAtriMCan-mahA-puruSa-lakSaNa
（

（

）でお身体を装い（ sku spras
）千の日光を超えた光の集ったものによりて飾られ宝の山が歩むよう
po, anuvyaJjana

に停まることなく（ khor khor yug n）
as麗しいのを見るや否や（ mthong ma thag ）
tu歓喜を生じ、息子のラタを得

六一

上げると、世尊は仰った。
「ハーリーティーよ、貴女は子供と離れるというこのような苦しみを知りながら、どうし

った。
〕彼女が、
「世尊よ、
〔今仰ったものの方が〕前のもの以上に（ de bas
」と申し
）苦しみが遥かに大きいですわ。

ない子供さえをも貴女が殺して食べてしまうとすれば、そのものの苦しみはいかほどのものであろうかの。
」
〔と仰

貴女の五百人の子供のうちの一人が見られなくとも〔貴女は〕このように苦しむのであるから、その人に一人しかい

」と申し上げた。すると、〔世尊は〕
「ハーリーティーよ、
dron por skyugs ）
teきっと死んでしまうに違いございません。

どんな禍があるというのかね（ lta ci nyes
。
」
と仰ると、「世尊よ、
私のラタが見られなければ
〔私は〕
鮮血を吐いて（ khrag
）

世尊が、
「ハーリーティーよ、それなら（ de ste
）貴女の五百人の子供のうちのたった一人がいないからといって一体

るのか。どれほどいるのか。
」と言われたのに対して、彼女は答えた。
「世尊よ、子供は五百人でございます。
」と。

のですから。
」と言った。すると、世尊がヤクシャ女のハーリーティーに、
「ハーリーティーよ、貴女に子供は沢山い

ラタをお示し下さいますようお願い申し上げます。私の息子ラタが見えなくなってから長い時が過ぎてしまったも

ってから、ヤクシャ女のハーリーティーは、世尊に次のように申し上げた。
「あゝ、ガウタマさま、貴方が私の息子

たように思って、世尊のいらっしゃるところへ行き到着すると、世尊の御足を頭で礼拝して一方に坐った。一方に坐

（4

六二

て他人の子供を食べるのかね。
」と。彼女は、
「世尊よ、私は一体どのようになせばよろしいのでございましょうか仰

って下さいませ。
」と申し上げた。すると、世尊は、
「こちらに来て、私に帰依し、
〔五〕学処（ bslab pa’i gzhi, CikSA-

。そう
）を受け、ラージャグリハに住んでいる多くの人々に無畏（ mi ’jigs pa, abhaya
）を与えなさい（ byin cig
）
pada

すれば、
ここに居ながらにして息子のラタが見られるようにきっとなりますよ。
」と仰った。すると、
彼女は、「大徳よ、

今より以降（ deng phan chad
、
〔私は〕このように世尊に帰依いたしまして〔五〕学処を受け、ラージャグリハに住
）

んでいる多くの人々にも無畏を与えるようにいたします（ stsal
。
」
〔と答えた。
〕その後、世尊が彼女の子供ラタを
）

示してから、彼女も世尊に帰依して〔五〕学処を受け、ラージャグリハに住んでいる多くの人々に無畏を与えた。

（ο）いつからであったか（ nam gyi tshe
、ハーリーティーが世尊に帰依して〔五〕学処を受け、ラージャグリハ
）

に住んでいる多くの人々に無畏を与えるようになった、その時になって（ de’i tshe
、比丘たちは疑惑を生じて全て
）

の疑惑の切断者（ the tshom thams cad gcod pa, sarva-saMCaya-cchettR
「大徳よ、ヤクシャ
）である仏世尊に尋ね、
（

（

女のハーリーティーは、いかなる業（ las, karman
）を作し、いかなる業の異熟（ rnam par smin pa, vipAka
）のゆえ

に、正気を失った（ mdangs ’phrog ma, apasmA、
rI吸人精気）ヤクシャ女として生まれ、このものより五百人の子供

身に迫って
(chu bo bzhin, ogha-vat)

は、集積を得て（ tshogs rnyed pa, labdha(las byas shing bsags pa, karmANi kRtAny upacitAni)
と、洪水のように
(rkyen smin pa, pariNata-pratyaya)

のである。
〔 従っ
(gdon mi za bar ’gyur, avaCyaMbhAvin)

(myong bar

。 比丘たちよ、作され積み上げられた業は、外的な（ phyi rol gyi, bAhya
）地界（ sa’i khams,
mi ’gyur, na vedanIyAH)

て〕ハーリーティーによって作され積み上げられた業は、他人によって感受されることはないであろう

、避けがたいものとなる
(nye bar gnas te, pratyupasthita)

）機縁が熟する
saMbhAra

れ積み上げられた業

が産まれたのでしょうか。
」と尋ねると、世尊が仰った。
「比丘たちよ、ヤクシャ女のハーリーティーによって作さ

（4

）
、水界（ chu’i khams, ab-dhA）
）に熟すことはできず（ rnam par mi smin, na vipacyante
pRthivI-dhAtu
tuでも
な く 火 界（ me’i khams, tejo-dhAtu
）で も な く 風 界（ rlung gi khams, vAyu-dhAtu
）で も な く、た だ 有 執 受（ zin pa,

）の蘊界処（ phung po dang khams dang skye mched, skandha-dhAtv-Ayatana
）であるここだけにおいて、善
upAtta

と不善の作された業（ dge ba dang mi dge ba’i las byas pa, CubhAny aCubhAni ca karmANi kRtA）
niは熟すのであ
る。
（

（

たとえ百劫の末にいたろうとも、もろもろの業の滅することはあらず。
和合と時節とを得て、げに肉体あるものに実を結べり。

に
(’jig rten, loka)

(yon

(rang sangs rgyas gzhan zhig, anyatamaH

であり、世 間の人々の唯一の福田
(mthar tsha/cha ba, prAnta-prasthAna)

(nyams shing dman pa la thugs brtse ba gnas pa, hIna-

〔だけ〕が世間
(rang sangs rgyas, pratyeka-buddha)

、妻は子を孕んだ。
(dus phyi zhig na)

が住んでいたが、彼は同じ種族より妻を娶り、彼は
(ba lang rdzi, go-pAla)

、この同じラー ジャグリハのある他の都 城に
(sngon ’das pa’i dus na byung ba, bhUta-pUrvam)

ので辺 境に赴 く もの
dInânukampa)
（

が近づいていた
(dus ston, utsava)

が地方を巡回しながら
pratyeka-buddhaH)
リハの村では祭日

。そこで、準備の料理女
(nye bar gyur)

（

たち五百
(sngon zan pa)

（

ラージャグリハにいらっしゃった。その時、ラージャグ
(yul rgyu zhing)

なのである。しばらくすると、ある独覚
gnas gcig pa, eka-pradakSinIya)

（

出現して、虐げられ窮乏しているものへの慈悲をもって居る

〔諸〕仏がまだ出現していないときには、独覚

彼女と一緒に遊び戯れ楽しんだ。彼には、遊び戯れ楽しんだ結果、後時において

、ある牛飼い
(grong khyer gzhan zhig tu)

比 丘たちよ、大 昔

（4

六三

人ほどが、清らかで絶妙な (gtsang zhing bsod pa, Cuci-praNIta)
硬軟の食物 (bza’ ba dang bca’ ba, khAdya-bhojya)
を
持ち運び、多彩な衣服で身を装い、好い香りのクスマの花で飾り、舞を踊り歌を詠い鼓を打ちながら、遊園の地を

（4

（4

六四

進んでいる間に、牛飼いの妻が牛乳で充たした瓶を手にしてその道に下りて来たところ、それら準備の料理女たち

は彼女を見て、
「奥さん（ grogs mo
、こちらに来て歌を詠いなさいよ。
」と言うと、彼女もま
）
(sngon zan pa de dag)
を五百個寄進して
(a mra’i bras bu, Amra-phala)

、願を立て
(phul nas)

(smon lam

た彼女たちと全く同じように舞を踊ったので、
彼女の子宮は傷ついて〔彼女は流産して〕しまった。彼女は怒って、〔上
述の〕独覚に熟したマンゴーの実

、
「この善根
によりまして、私がどこに生まれ変わりましょうとも、そのどこ
btab pa)
(dge
ba’i rtsa ba, kuCala-mUla)
においてでありましょうと、
〔私は〕正気を失ったヤクシャ女として生まれ、ラージャグリハの人々の息子と娘を私

(smon lam btab pa’i dbang gis,

は奪って食べられますように。また私にも五百人の子供が産まれますように。
」と言った。比丘たちよ、その時に牛
飼いの妻であったものが、現在のハーリーティーなのであって、願を立てた力により
、このように生まれたのである。
」と。
kRta-praNidhAna-vaCAt)
註

（１）拙稿「仏教文学におけるインド説話流布の事例研究」
『駒沢大学仏教文学研究』第二二号（二〇一九年二月）
、五九―

八八頁の七四頁で触れた「ソロモン伝説」に関連して、
山部博士より頂戴した同年三月四日付け私信にて、
これと類似の話は、

『旧約聖書』
「列王紀上」
、
第三章、
第一六―二八節に求めることができるのではないかとの御指摘を含む種々の御教示と共に、

二〇一七年に開催の「怖い絵展」に展示された、その話に基づくジャン・ラルーの「ソロモンの判決」というカタログ中の

絵のコピーまでお送り頂いた。論ずべきことは多いのかもしれないが、
ここでは、
深謝の意を表すことのみに止めておきたい。

（２）ヴァイシュラヴァナのインドのクベーラから日本の大黒天に至るまでの神話形成の詳細な研究については、彌永信美『大
黒天変相 仏教神話学Ⅰ』
（法蔵館、二〇〇二年）を参照されたい。

（３）以下の文献中、チ『雑事』Ｐに基づく話の要約は、 Jampa Losang Panglung, Die Erzählstoffe des MUlasarvAstivAda-

に示されている。
Vinaya analysiert auf Grund der tibetischen Übersetzung, Reiyukai Library, Tokyo, 1981, pp. 196-197

また、漢『雑事』に基づくそれは、彌永前掲書、一〇六―一一二頁に、関連文献への示唆も含みながら、やや詳しく示され
ているので参照されたい。

（４）この二編の拙稿の掲載は、前者が、伊藤瑞叡博士古稀記念論文集『法華仏教と関係諸文化の研究』
（二〇一三年、山喜

房仏書林）
、六九七―七一四頁、後者が、
『松ヶ岡文庫研究年報』第二八号（二〇一四年）
、六三―九九頁で、体裁はもとより、

内容上も、律蔵中の説話の問題としては関連があるので、その観点からも参照して頂ければ幸いである。

と推測している。なお、
SAtA

（５）後註 で示す彼の息子の名「サータギリ」が根拠のあるものであることにより、父の名が「サータ」であることは確実。

所中にはない。このことは場合によっては問題となるが、今は触れない。

話の因縁を示す、この直前の（０）段にある鳥（ bya
）に因む庭園名「カランダカニヴァ

38

あるいは
“mNyam ka”

“dang”

と表記に不一致が見られるので敢えてカッコ
“mNyam dka’”

を欠くが、同様な文である、後註、 の場合に照らしても、当然あるべきと見做して、ここに
“dang”

の用法には、私に不明な点も多いが、一応「に属する」とし、少し先の「比丘」以下の語に係るものと
“gi”

10

六五

理解して対処した。なお、これ以前に列挙されている人々の集る「村」や「都城」などについては、律蔵、例えば、
『出

（８）ここでの

を補って訳した。

（７）ＤＰともに

内には併記しなかった。

Ｐでは、Ｄと違って、Ｐ中においても

（６） Magadha
は、チベット訳中においては音写されるのが一般的と思われるが、ここではそうでないことに注意。しかも、

パ
― 」は、漢『雑事』の対応箇

国『雑事』
、五五九（二一三）頁、脚註 も、女性名詞としているのは不可であるが、やはり

18

六六

家 事 』
、 Helmut Eimer (ed.), Rab tu ’byuG ba’i gži, Die tibetische Übersetzung des PravrajyAvastu im Vinaya der

MUlasarvAstivAdins, 2. Teil, Wiesbaden, 1983, p. 265, ll. 9-10 : DivyAvadAna (Cowell & Neil ed.), p. 332, l. な
7 ど、また、

、もしくは、それらのチベット訳を点検する必要
“grAma-nagara-nigama-janapada-rASTra-rAjadhAnI”

大乗経典、例えば、 SaddharmapuNDarIka (Kern & Nanjio ed.), p. 102, ll. 5-6
などにおける、 “grAma-nagara-nigamaや
pallI-pattana”
があるが、ここでは、これ以上触れない。

（９）これらの語句を含む定型句については、
平岡聡『説話の考古学』
（大蔵出版、
二〇〇二年）
、
一五七―一五八頁、
Ａ．Ｂ．参照。

しかるに、この三語のサンスクリットに対する一般のチベット訳は、 “rtse bar byed/ dga’ bar byed/ dga’ mgur spyod par

と思われるが、チ『雑事』では、これ以降も、カッコ内に示した訳語であることに注意。
byed de/”
（ ）ここでは、前註７の場合と異なって、 “dang”
があり、これが正しい。
（

（

されているのが、前註６、
９などのように散見される。後註 、 、 、 なども参照。なお、私の狭い経験から序に言っ

訳語の相違と見做しておく。因みに、私の狭い経験からではあるが、チ『雑事』には、一般的訳語と若干異なる訳が使用

対応する普通のチベット訳は、 “gzugs bzang po lta na sdug pa mdzes pa(mo)”
と思われるが、ここでは同じ原語に対する

）これらの語句を含む定型句については、平岡前掲書（前註９）
、一六一頁、Ｈ．参照。しかるに、このサンスクリットに

11 10

29

35

41

訳では、翻訳上で起ったこととして処理した。

は不要。 “maha”
を
“chen po”

と誤解
“mahA”

」の場合である。Ｐによれば「聞いて」の意となるが、相異の起因は未定。原文の違いとも考えられるが、本
te/blags ）
te

相異もかなり多く見られる。その典型的な例が、
特に註記はしなかったが、（δ）段中に認められる、
手紙を「読んで（ bklags

ておけば、チ『雑事』には、一般的訳語の相異のみならず、前註６の音写語の場合に認められるような、ＤとＰとの間の

12

） “jAti-maha”
に対する一般的チベット訳語であれば、 “btsas ston”
のみで
12

したとは考えられないが、
別にあった形容詞

が
“mahA”

と訳されたか、 “cher
（盛大に） と
“chen po”
” 訳されるべき語が

と誤記されたかのいずれかであろう。後註 、および、
（θ）段末尾の同様の表現も参照のこと。
po”

、子を
“RatI”

“chen

“dGa’ byed”

の項参照。そこには、 MahAvastu (Senart ed.),III, p. 286, l.も
“Rati”
6

と従来とは別な名を想定しておく。 RatI
については、 Edgerton, Buddhist Hybrid
“Rata”

のように、密接でなければならない。しかるに、従来の両者間にはそれが認められないので、本訳ではあくまでも暫定的
ではあるが、母を
の
Sanskrit Dictionary, New Haven, 1953, p. 450

指示されているが、その例では、マーラの三人娘の一人。なお、後註 も参照のこと。
（ ）ここでは、前註 で注意を喚起したと同様の表現において
12

とある。
“cher”

25

）
「予め」の訳に自信はないが、後註 の個所に呼応する文章。実際の結婚に先立つ約束について用いられている語と考

えられる。
（ ）チベット訳は

（

に対する子
“dGa’ byed ma”

と共に、必ずしも強いものではない。私もまた確実な根拠を見出し得たわけ
“PriyaGkara/PiGgala”

（ ）彼女のサンスクリット名は、
彌永前掲書（前註２）
、
一〇六―一〇七頁も示すように、 “NandA”
と推測されることが多いが、

14

ではないが、この母子の関係は密接であるゆえ、その名も、
（θ）段で示される母

根拠は、その息子の名

13

15 14

とあり、文字通りには、他動詞でしかも継続を示しているから、
「彼女を生ませつつ」と
“de skyed cing”

21

（ ）ここには他の同様の表現中にある

話においては、子供の両親の父の方が強調されているので、前者が採用されている。

一九三〇年、法蔵館複刊、一九六七年）
、六〇四頁、 Edgerton, op.cit., p. 590
参照。 SAtagiri
か

六七

かについては、本
SAtAgiri

（ ）前註５と呼応する問題であるが、 SAtagiri
であることの確実な根拠については、
赤沼智善『印度固有名詞辞典』
（破塵閣、

がないが、あるとして対処した。
“rnams kyis”

すべきかもしれないが、意味を優先して訳した。

16

18 17

（ ）この箇所の訳には自信がない。

が、ここでは
“ma”

（ ）前註 参照。この訳も余り自信はないが、事態は、亡き父の先の約束を指す。

否定辞を含めて、この訳にも自信がない。

六八

になっているだけであるから、
“mi”

やはりよく分からない。 “mi”
に変わっている分だけ、能動的な意味が強まるはずであるが、正確な意味が分からないので、

後半は、右註の場合とほぼ同じで、実質的に異なるのは、否定の

に前半はそうであるが、文脈上、上述の「誤った願の熏習による被着のために」と同趣旨と見做して訳したに過ぎない。

（ ）この箇所のチベット訳は、 “de’i dus kyis rten pa las na gcugs su mi btubs pa”
であるが、訳には全く自信がない。特

20 19

15

（ ）
インドの結婚式の詳細について私は不明。
「大吉祥を結び付け」
とは、
正式な結婚式が円成したことの徴なのかもしれない。

ては、
やがて義理の娘になるので、
弟は自分の立場からではなく、
手紙の相手の立場から「娘」と書いているのかもしれない。

（ ）この語は、
普通「娘」と理解すべき語であるが、
サータギリから見れば「姉」なのでかく訳したものの、
パンチャーラにとっ

22 21

い訳とは思われないが、ガンダーラに嫁いだラティーが、異国での一定期間を経て、夫パーンチカと慣れ親しんできた状態

参照。なお、ここで、漢『雑事』の訳者当人である義浄の『南海帰寄内法伝』でのハーリーティー（ラティー）

を表しているであろう。
）前註

蔵館、二〇〇四年）
、六六―六七頁である。しかるに義浄は、ここでも、子の名を音写ではなく「愛児」とする。

母子に触れた一節を紹介しておけば、大正蔵、五四巻、二〇九頁中：宮林昭彦、加藤栄司『現代語訳 南海帰寄内法伝』
（法

13

（ ）これ以降、ラティーには、ヤクシャ女が形容詞のごとく冠せられる。

（

（ ）チベット訳文は、 “mo nam mdza’ zhing spobs pa dang dga’ zhing yid bde ba mang por gyur pa”
で、余り分からず良

24 23

25

（ ）ラティーは遠国のガンダーラに嫁いだわけであるが、これ以降は、隔った生まれ故郷のラージャグリハにも自由自在に

27 26

出没できるようになったことを意味するであろう。

（ ）チベット訳文は、 “de dag gis yang phrogs par gyur nas”
で、直訳したつもりであるが、よく分からない。このままでは、

（ ）
「石や砂利」以下ここまでの文については、平岡前掲書（前註９）
、一五六頁、定型句、２．Ｃ．参照。カッコ内のサンス

不明。

捜索に行った役人までが物取りになって被害が拡大したという意味になってしまうが、それでもよいのかもしれないものの、

28

）この

に対応するチベット訳は必ずしも一様ではないが、今のが有力な一例であることは確実。
“anukampAm upAdAya”

私は、この用語の重要であることについては、拙稿「大乗仏教成立状況の解明に資する文献」
（初出、一九九三年）
『仏教

教団史論』
（大蔵出版、二〇〇二年）
、二三一―二三二頁以来、種々論及してきたが、最新のものは、拙稿「仏教経済思想
41

外の鉄輪囲を除いた七つの山である。
（ ）この山は、 AbhidharmakoCabhASya (Pradhan ed.
、以下

六九

と略す な
AKBh
) どの一般的なチベット訳では、 “Ri spos kyi

（ ）以上の「七黒山」はジャンブードゥヴィーパ内の七つの山、
「七金山」は妙高山を中心とする九山から中心の妙高と一番

（ ）この語は、純然たる感嘆詞なので意味をもたせるべきではないが、便宜的処置。

は、彼女の故郷マガダを指そう。
gocara

研究序説（二）
」
（二〇一八年十二月脱稿なるも、投稿先との都合で現在未刊）
（特に、註 参照）である。ここでも、述べ
たいことは多いが、機会を俟ちたい。
（ ）語を補って「
〔自分の〕領域」と訳した

（

（ ）これに対応するチベット語は、
「
（子を）奪う女」という意味である。

は省略したい。

クリット語はそれによる。チベット訳はここでも一般のそれとの違いを若干示しているが、必要と思われる比較も、ここで

29

31 30

34 33 32

35

とされるが、それと異なることに注意。
ngad ldang ba”
（ ）
「等活」よりここまでが八熱地獄、これ以下「大紅蓮華」までが八寒地獄である。

七〇

通過したことを示す。しかし、意気消沈した彼女は次の（ν）段で再び彼の面前に戻ってくる。その時の肩書は「主」で
なく「大王」である。

）四遊園と円生樹については、 AKBh, p. 168, ll. 4-12
、これを含めた先の贍部洲に始まる彼女の探索場所については、

（法蔵館、一九五五年）
、三六一―四〇七
AKBh, p. 157, l. 22-p. 168, l. ：
14山口益、舟橋一哉『倶舎論の原典解明 世間品』

“pAriyAtra”

頁参照。因みに、
この註記箇所の「円生樹」の直前にあるサンスクリットは、 AKBh
に従ったものであり、
その前にあるチベッ

ト訳の音写とは対応していないが、その音写と対応するサンスクリットについては、 Edgerton, op.cit., p.343
の
の項を参照されたい。

（ ）このチベット訳のままでは、
「彼女」が行ったことになるが、原文には
は行くがよい。さすれば」のような意味で訳した。

に対しては

“samantataH”

（ ）両者の対応は、 LaGkAvatAra (Nanjio ed.), p. 262, l. 12
の原語とそのチベット訳による。後者によれば「顔色を奪う女」

であるのに、ここでは全く別な形態を取っていることに注意。和訳はこれを活かしたつもりである。
“kun nas”

（ ）以上の定型句については、平岡前掲書（前註９）
、一七三頁、Ｂ．参照。その中のこのチベット訳は、普通

とあったと見做して、
「貴女
“bhavAn gacchatu”

（ ） “byung”
は自動詞で彼女が「出た」のであるが、漢『雑事』では「駆出」されている。

（

（ ）ヴィシュラーマの想定は暫定的なものであるが、
「尋ねることなく」とは、そのヤクシャの主にお伺いを立てることなく

37 36
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（ ）世尊の比丘の疑惑に対する、ここに至るまでの返答は、典型的な定型句をなすが、これについては、平岡前掲書（前註

であるが、ここでは前者の原語の意味も加味。

42

43

９）
、一六七―一六八頁、６．Ａ．を参照されたい。なお、この定型句に関する問題の若干については、前掲拙書（前註 ）
、

は
“pradakSinIya”

と同義であるが、この語については、前掲拙書（前註 ）
、四一三―四一五
“dakSinIya”

31

） “zan pa”
が「食物に関るもの」として「料理女」を意味しうるとしても、 “sngon”
の働きがよく分からない。
「前に」

を参照されたい。

頁を参照のこと。なお、この語を含む、以上の「独覚」に関する定型句については、平岡前掲書（前註９）
、一六七頁、Ｂ．

31

一三三―一三六頁参照。
（ ）ここにおける

（

44

理女」としておいた。漢『雑事』には、これに相当する語句は見当たらないようである。

七一

（二〇一九年七月十二日）

と副詞に取るべきかとも考えたが、以下でも同じ語句が再度全体で名詞のように扱われているので、暫定的に「準備の料
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