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Abstract

In 1982 I published a book titled ‘The Legend of King Ashoka’ which is in
fact a Japanese translation of the Divyāvadāna’s portion narrating that legend.
This was a translation for ordinary people, so I made a rather free translation. I
try now to make a scholarly translation. This forced me to prepare a readable
text, because the present text (Cowell and Neil’s edition) has grammatically
incorrect forms here and there. As a first trial of this new translation, I pick up
the portion of Prince Kunāla’s story from the legend. I wish this text will become
more popular among the students of Indology, and I hope my work may make
some contribution to that popularization.  

私は1982年に『アショーカ王伝』（法蔵館）を発表した。Divyłavadłana の中のアショーカ王

の一生に関する部分（漢訳経典『阿育王伝』に相当する部分）を和訳したものである。一般の

読者を対象にしていたので，意訳を旨とした。今回は直訳をおこなう。ただし『アショーカ王

伝』中の「クナーラ王子の悲劇」の部分だけである。

直訳をおこなう目的は，読者の中に前回の翻訳を原典と対照して読みたいという人がいたの

で，それに応えることと，この機会に原典に訂正や注をほどこし，原典を教材としても使える

よう readable なものにすることである。

この目的のために，翻訳についてはサンスクリット文法を日本語の文体に優先させる。紙面

が限られているので，名詞や動詞の変化は極力，翻訳によって示し，注を省く。そのため，翻

訳は生硬になるが，前著にこの欠点をカバーしてもらう。

参考書と略号は次のようである。
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<Ｃ> Cowell & Neil: The Divyâvadâna, a Collection of Early Buddhist Legends, Amsterdam,1970

(First published 1886)

<Ｖ> P. L. Vaidya (ed.): Divyāvad¯̄ana (Buddhist Sanskrit Texts―No.20), Darbhanga, 1959.

<Ｍ> S. Mukhopadhyaya (ed. & tr.): Aśok¯̄avad¯̄ana, Delhi, 1982 (First ed.1963).

<Ｐ> J. Przyluski: La Légende de l’Empereur Açoka, Paris, 1923.

<Ｓ> J. S. Strong: The Legend of King Aśoka, Princeton,1983.

<MW>M. M. Monier-Williams: Sanskrit English Dictionary.

<経>阿育王経（大正大蔵経，50, 141a-147c.）

<辻>辻直四郎『サンスクリット文法』岩波全書，1974.（参照箇所はページで示す）

原典（Text）中の［ ］中の数字は<Ｃ>のページを表す。<Ｃ>は多くの場合，母音と母音

の外連声を無視しているが，本論はそれを特に改めない。

詩節（stanza）が約50あるが，それを韻律（metre）によって分類したものを下に示す。詩

節はどれも４つのパダ（a quarter of a stanza）からなるので，韻律ごとに( )の中に各パダの音

節（syllable）の数を示す（例，8-8-8-8）。コロンに続くのは本論中の詩節の番号。＊印は韻律

上，不完全であることを示す。韻律ごとの音節の長短の配列については岩本裕『サンスクリッ

ト文法綱要』山喜房仏書林，1965，付録(2)参照。

◎Śloka (8-8-8-8): 8,12,15,17,19～22, 24, 25, 28＊, 29, 30, 31, 35, 38～43.

◎Upajāti (11-11-11-11): 1, 2, 3, 4, 5＊, 6, 7, 11, 13＊, 14, 16, 18＊, 23＊, 26, 27, 32, 33,34,

36＊,37, 44, 45, 46, 50, 56, 57, 58＊, 60, 61.

◎Vam. śasthā (12-12-12-12): 51＊, 53, 55＊, 59.

◎Vasantatilaka (14-14-14-14): 54.

◎Pus.pitāgrā (12-13-12-13): 47＊, 48, 49.

◎不明：9, 10, 52

Kunālāvadāna (Text)

[405]

yasminn eva divase rājñāśokena caturaś ı̄tidharmarājikāsahasram. pratis.t.hāpitam. /tasminn eva

divase rājño ’śokasya padmāvat ı̄ nāmnā dev ı̄ prasūtā / putro jāto ’bhirũpo darśan ı̄yah. prāsādiko

nayanāni cāsya paraśobhanāni / yāvad rājño ’śokasya1) niveditam. 2) deva dis.t.yā vr. ddhi devasya

putro jātah. / śrutvā rā jā āttamanāh. 3) kathayati4) /

pr ı̄tih. parā me vipulā hy avāptā

mauryasya vam. śasya parā vibhūtih. /

dharmen. a rā jyam. mama kurvato5) hi
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jātah. suto dharmavivardhano ’stu //(1)

tasya dharmavivardhana iti nāma kr. tam / yāvad kumāro rājño ’śokasyopanāmitah. /atha rā jā

kumāram. nir ı̄ks.ya pr ı̄tamanāh. kathayati/

[406] sutasya me netravarā6) supun. yā

sujātan ı̄lotpalasam. nikāśā /

alam. kr. tam. śobhati yasya vaktram.
sam. pūrn. acandrapratimam. vibhāti //(2)

yāvad rājā amātyān uvāca / dr. s.t.āni bhavadbhih. 7) kasyedr. śāni nayanāni / amātyā ūcuh. / deva

manus.yabhūtasya na dr. s.t.āny api tu deva asti himavati parvatarāje kunālo nāma8) paks. ı̄ prativasati

tasya sadr. śāni nayanāni / āha9) ca /

himendrarāje giriśailaśr. n. ge

prabālapus.paprasave jalād. hye /

kunālanāmneti10) nivāsapaks. ı̄

netrān. i tenāsya samāny amūni11) //(3)

tato rājñābhihitam12) / kunālah. paks. ı̄ ānı̄yatām13) iti / tasyordhvato yojanam. yaks.āh. śr. n. vanty14) adho

yojanam. nāgāh. / tato yaks.aih. tatks.an. ena kunālah paks. ı̄ an ı̄tah. / atha rājñā15) kunālasya netrān. i

suciram. nir ı̄ks.ya na kim. cid viśes.am. paśyati / tato rājñābhihitam / kumārasya kunālasadr. śāni

nayanāni bhavatu kumārasya kunāla iti nāma / vaks.yati16) hi /

netrānurāgen. a sa pārthivendrah.
sutah. kunāleti17) tadā babhās.e18) /

tato ’sya nāma prathitam. pr. thivyām.
tasyāryasattvasya nr. pātmajasya //(4)

vistaren. a yāvat kumāro mahān sam. vr. ttah. / tasya kāñcanamālā nāmā dārikā patnyarthe ān ı̄tā /

yāvad rājāśokah. kunālena saha kurkut. ārāmam. gatah. / tatra yaśo nāmnā sam. ghasthaviro ’rhan

s.ad. abhijñah. / sa paśyati kunālsya na cirān19) nayanavināśo bhavis.yati / tena rājābhhitah. / kim

artham. kunālah. svakarman. i na niyujyate / tato rājñābhihitah. / kunāla sam. ghasthaviro yad

ājñāpayati tat paripālayitavyam20) / tatah. kunālah. sthavirasya pādayor nipatya kathayati / sthavira

kim ājñāpayasi / sthavira uvāca / caks.uh. kunāla anityam iti kuru / āha /

caks.uh. kumāra satatam. par ı̄ks.yam.
calātmakam. duh.khasahasrayuktam /
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[407] yatrānuraktā bahavah. pr. thagjanāh.
kurvanti karmān. y ahitāvahāni //(5)

sa ca tathābhyāsam. karoti manasikāraprayuktah. / ekābhirāmah. praśamārāmaś ca sam. vr. ttah. / sa

rājakule vivikte sthāne ’vasthitaś caks.urād ı̄ny āyatanāny anityādibhir ākāraih. par ı̄ks.yate /

tis.yaraks. itā ca nāmnāśokasyāgramahis. ı̄ tam. pradeśam abhigatā / sa tam. kunālam ekākinam.
dr. s.t.vā nayanānurāgen. a gātres.u paris.vajya kathayati /

dr. s.t.vā tavedam. nayanābhirāmam.
śr ı̄mad vapur21) netrayugam. ca kāntam /

dam. dahyate22) me hr. dayam. samantād 

dāvāgninā prajvalate va23) kaks.am //(6)

śrutvā kunāla ubhābhyām. pān. ibhyām. karn. au pidhāya kathayati /

vākyam. na yuktam. tava vaktum etat 

sūnoh. 24) purastāj jananı̄ mamāsi /

adharmarāgam. parivarjayasva 

apāyamārgasya hi es.a hetuh. //(7)

tatas tis.yaraks.itā tatkālam25) alabhamānā kruddhā kathayati /

abhikāmām abhigatām. yat26) tvam. necchasi mām iha27) /

na cirād eva durbuddha sarvathā na bhavis.yasi //(8)

kunāla uvāca / 

mama bhavatu maran. am. mātu28)

sthitasya dharme viśuddhabhāvasya / 

na tu j ı̄vitena kāryam. 29)

sajjanajanadhikkr. tena mama //(9)30)

svargasya dharmalopo yato 

bhavati j ı̄vitena kim. tena /

mama maran. ahetunā vai 

budhaparibhūtena dhikkr. tena //(10) 

東海大学紀要文学部14

定方　晟



yāvat tis.yaraks.itā kunālasya cchidrānves.in. ı̄ avasthitā / rājñō ’śokasyottarāpathe taks.aśilā nagaram.
viruddham / śrutvā ca rājā svayam evābhiprasthitah. /tato ’mātyair abhihitah. / deva kumārah.
pres.yatām. sa sam. nāmayis.yati / atha rājā kunālam āhūya kathayati / vatsa kunāla gamis.yasi

taks.aśilānagaram. sam. nāmayitum/ kunāla uvāca / param. 31) deva gamis.yāmi /

[408] tato nr. pas tasya niśāmya bhāvam.
putrābhidhānasya manorathasya32) /

snehāc ca yogyam. manasā ca buddhvā 

ājñāpayāmāsa33) vihārayātrām34) //(11)

atha rājāśoko nagaraśobhām. mārgaśobhām. ca kr. tvā j ı̄rn. āturakr. pan. ām. ś35) ca mārgād apan ı̄ya

ekarathe ’bhiruhya kumāren. a saha pāt.aliputrān nirgatah. / anuvrajitvā nivartamānah. kunālakan. t.he

paris.vajya nayanam. nir ı̄ks.yamān. ah. prarudann36) uvāca /

dhanyāni tasya caks.ūm. s.i caks.us.mantaś ca te janāh. /

satatam. ye kumārasya draks.yanti mukhapan. kajam //(12)

yāvan naimittiko brāhman. ah. kumārasya na cirān nayanavināśo bhavis.yati / sa ca rājāśokas tasya

nayanes.v atyartham anus.akto dr. s.t.vā ca kathayati /

nr. pātmajasya37) nayane38) viśuddhe 

mahı̄patiś cāpy anurakto ’sya39) /

śriyā vivr. ddhe hi sukhānukūle 

paśyāmi netre ’dya vinaśyamāne//(13)

idam. puram. svargam iva 

prahr. s.t.am. kumārasam. darśanajātahars.am /

puram. vipanne nayane tu tasya 

bhavis.yati śokapar ı̄tacetāh. //(14)

anupūrven. a taks.aśilām anuprāptah. / śrutvā ca taks.aśilāpaurā ardhatrikāni yojanāni mārgaśobhām.
nagaraśobhām. ca kr. tvā pūrn. akumbhaih. pratyudgatāh. / vaks.yati ca /

śrutvā taks.aśilāpaurā ratnapūrn. aghat.ādikān /

gr. hya pratyujjagām āśu bahumānyā nr. pātmajam //(15)

pratyudgamya kr. tāñjalir uvāca / na vayam. kumārasya viruddhā na rājño ’śokasyāpi tu dus.t.ātmāno
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’mātyā āgatyāsmākam apamānam. kurvanti / yāvat kunālo mahatā sanmānena taks.aśil ām.
praveśitah. / rājñaś cāśokasya mahān vyādhir utpannah. / tasya mukhād uccāro [409] nirgantum

ārabdhah. sarvaromakūpebhyaś cāśuci pragharati na ca śakyate cikitsitum / tato rājñābhihitam /

kunālam ānayata40) rājye pratis.t.hāpayis.yāmı̄ti / kim. mamedr. śena j ı̄vitena prayojanam / śrutvā ca

tis.yaraks.itā cintayati / yadi kunālam. rājye pratis.t.hāsyati nāsti mama j ı̄vitam / tayābhihitam / aham.
te svastham. karis.yāmi kim. tu vaidyānām. praveśah. pratis. idhyatām / yāvad rājñā vaidyānām.
praveśah. pratis.iddhah. / tatas tis.yaraks.itayā vaidyānām abhihitam / yadi kaścid ı̄dr. śena vyādhinā

s.pr. s. t.ah. str ı̄ vā purus.o vā āgacchati mama darśayitavyah. / anyatamaś cābh̄ıras tādr. śenaiva

vyādhinā spr. s.t.ah./ tasya patnyā vaidyāya vyādhir niveditah. / vaidyenābhihitam / sa evāgacchatv

āturo vyādhim. dr. s. t.vā bhais.ajyam upadeks.yāmi / yāvad ābh ı̄ro vaidyasakāśam abhigatah. /

vaidyena ca tis.yaraks.itāyāh. sam ı̄pam upan ı̄tah. / tatas tis.yaraks.itayā pratigupte pradeśe j ı̄vitād

vyaparopitah. / j ı̄vitād vyaparopya kuks.im. pā t.ayitvā paśyati ca tasya pakvāśayasthāne / antrāyām.
kr. mir mahān prādurbhūtah. / sa yady ūrdhvam. gacchati ten¯̄aśucim. pragharaty athādho gacchaty

adhah. pragharati / yāvat tatra maricān pis.ayitvā dattam. 41) na ca mr. yate / evam. pippal ı̄ śr. n. gaveram.
ca / vistaren. a yāvat palān. d. ur dattah. spr.s.t.aś ca mr. ta ucc¯̄aram¯̄argen. a nirgatah. / etac ca prakaran. am.
tayā rājñe niveditam. deva palān. d. um. paribhun. ks.va sv¯̄asthyam. bhavis.yati / rājāha / devi aham.
ks.atriyah. katham. palān. d. um. paribhaks.ayāmi / devy uvāca / deva paribhoktavyam. j ı̄vitasyārthe

bhais.ajyam etat / rājñā paribhuktam. sa ca kr. mir mr. ta uccāramārgen. a nirgatah. svasth ı̄bhūtaś ca

rājā / tena paritus.t.ena tis.yaraks.itā varen. a pravāritā kim. te varam. prayacchāmi /tayābhihitam /

saptāham. mama devo rājyam. prayacchatu / rājāha / aham. ko bhavis.yāmi / devy uvāca /

saptāhasyātyayād deva eva rājā bhavis.yati / yāvad rājñā tis.yaraks.itāyāh. saptāham. rājyam. dattam /

tasyā buddhir utpannā / idānı̄m. mayāsya kunālasya vairam. niryātitavyam / tayā kapat.alekho

likhitas taks.a[410]śilakānām. paurān. ām. kunālasya nayanam. vināśayitavyam iti / āha ca /

rājā hy āśoko balavān pracan. d. a 

ājñāpayat taks.aśilājanam. hi /

uddhāryatām. locanam asya śatror 

mauryasya vam. śasya kalan. ka es.ah. //(16)

rājño ’śokasya yatra kāryam āśu pariprāpyam. bhavati dantamudrayā mudrayati / yāvat tis.yaraks.itā

śayitasya rājñas tam. lekham. dantamudrayā mudrayis.yāmı̄ti rājñah. sakāśam abhigatā / rājā ca

bh ı̄tah. pratibuddhah. / devi kathayati / kim idam iti / rājā kathayati / devi svapnam. 42) me

’śobhanam. dr. s. t.am. paśyāmi dvau gr. dhrau kunālasya nayanam utpāt.ayitum icchatah. / devı̄

kathayati /svāstham. kumārasyeti / evam. dvir api rājā bh ı̄tah. pratibuddhah. kathayati /devi svapno

me na śobhano dr. s.t.a iti / tis.yaraks.itā kathayati / k ı̄dr. śah. svapna iti / rājāha / paśyāmi kunālam.
d ı̄rghakeśanakhaśmaśruh. pauram. pravis. tah. / devy āha / svastham. kumārasyeti / yāvat

tis.yaraks.itayā rājñah. śayitasya sa lekho dantamudrayā mudrayitvā taks.as.ilām. pres.itah. / yāvad
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rājñā śayitena svapne dr. s.t.am. dantā vist ı̄rn. āh. / tato rājā tasyā eva rātrer atyaye43) naimittikān āhūya

kathayati / k ı̄dr. śa es.ām. svapnānām. vipāka iti / naimittikāh. kathayanti / deva ya ı̄dr. śasvapnāni

paśyati / āha ca /

dantā yasya viś ı̄ryante svapnānte prapatanti ca /

caks.urbhedam. ca putrasya putranāśam. sa paśyati //(17)

śrutvā ca rājāśokas tvaritam utthāyāsanāt kr. tāñjaliś caturdiśam. devatām. yācayitum44) ārabdhah. /

āha ca /

yā devatā śāstur abhiprasannā 

dharme ca sam. ghe ca gan. apradhāne /

ye cāpi loke r. s.ayo varis.t.hā 

raks.antu te ’smattanayam. kunālam //(18)

sa ca lekho ’nupūrven. a taks.aśilām upan ı̄tah. / atha taks.aśilāh. [411] paurajānapadā lekhadarśanāt

kunālasya gun. avistaratus.t.ā notsahante tad apriyam. niveditum / ciram. vicārayitvā can. d. o rājā

dus.t.aś ı̄lah. /svaputrasya na mars.ayati prāg evāsmākam. mars.ayati / āha ca /

munivr. ttasya45) śāntasya sarvabhūtahitais.inah. /

yasya dves.ah. kumārasya kasyānyasya46) bhavis.yati //(19)

tair yāvat kunālasya niveditam. lekhaś copan ı̄tah. / tatah. kunālo vācayitvā kathayati / viśrabdham. 47)

yathātmaprayojanam. kriyatām iti / yāvac can. d. ālā upan ı̄tāh. kunālasya nayanam utpāt.ayatheti48) / te

ca kr. tāñjaliput.ā ūcuh. / notsāhayāmah. / kutah. /

yo hi candramasah. kāntim. mohād abhyuddharen narah. /

sa candrasadr. ś¯̄ad vaktrāt tava netre samuddharet //(20)

tatah. kumāren. a makut.am. dattam anayā daks. in. ayotpāt.ayatheti / tasya tu karman. o ’vaśyam.
vipattavyam / purus.o hi vikr. tarūpo ’s. t.ādaśabhir daurvarn. ikais samanvāgato ’bhyāgatah. / sa

kathayati / aham utpāt.ayis.yāmiti / yāvat kunālasya samı̄pam. n̄ıtah. / tasmim. ś ca samaye kunālasya

sthavirān. ām. vacanam āmukhı̄bhūtam. /sa tam. vacanam anusmr. tyovāca /

imām. vipattim. vijñāya tair uktam. tattvavādibhih. /

pacyānityam idam. sarvam. nāsti kaścid dhruve sthitah. //(21)
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kalyān. amitrās te mahyam. sukhakāmā hitais.in. ah. /

yair ayam. deśito dharmo v ı̄takleśair mahātmabhih. //(22)

anityatām. sam. paripaśyato me 

gurūpadeśān manasi prakurvatah. /49)

utp¯̄at.ane ’ham. na bibhemi saumya 

netradvayasyāsthiratām. hi paśye //(23)

utpāt.e vā na vā netre yathā vā manyate nr. pah. /

gr. h ı̄tasāram. caks.ur me hy anityādibhir āśrayaih. //(24)

tatah. kunālas tam. purus.am uvāca / tena hi bhoh. 50) purus.a ekam. tāvan nayanam utpāt.ya mama

haste  ’nuprayaccha / yāvat  sa  purus.ah. [412]  kunālasya  nayanam  utpāt.ayitum. pravr. ttah. / tato

’nekāni prān. iśatasahasrān. i vikros.t.um ārabdhāni / kas.t.am. bhoh. /

es.ā hi nirmalā jyotsnā gaganāt patate śaś ı̄ /

pun.d. ar ı̄ka51) vanāc cāpi śr ı̄mān utpāt.yate ’mbujah. 52) //(25)

tes.u prān. iśatasahasres.u rudatsu53) kunālasyaiva nayanam utpāt.ya haste dattam / tatah. kunālas tan

nayanam. gr. hyovāca /

rūpān. i kasmān na nir ı̄ks.ase tvam 

yathā purā prākr. ta mām. sapin. d. a /

te vañcitās te ca vigarhan. ı̄yā 

ātmeti ye tvām abudhāh. śrayante //(26)

sāmagrajam. budbudasam. nikāśam.
sudurlabham. nirvis.am asvatantram /

evam. prav ı̄ks.anti sadāpramattā 

ye tvām. na te duh.kham anuprayānti //(27)

evam anuvicintayatā tena sarvabhāves.v anityatām /

śrotāpattiphalam. prāptam. janakāyasya paśyatah. //(28)54)

tatah. kunālo dr. s.t.asatyas tam. purus.am uvāca / idān̄ım. dvit ı̄yam. viśrabdham. nayanam utpāt.yatām /

yāvat tena purus.en. a kunālasya dvit ı̄yam. nayanam utpāt.ya55) haste dattam / atha kunālo

mām. sacaks.us.y uddhr. te prajñācaks.us.i ca viśuddhe kathayati /
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uddhr. tam. mām. sacaks.ur me yady apy etat sudurlabham /

prajñācaks.ur viśuddham. me pratilabdham aninditam //(29)

parityakto ’ham. nr. patinā yady aham. putrasam. jñayā /

dharmarājasya putratvam upeto ’smi mahātmanah. //(30)

aiśvaryād yady aham. bhras.t.ah. śokaduh.khanibandhanāt /

dharmaiśvaryam avāptam. me duh.khaśokavināśanam //(31)

yāvat kunālena śrutam. nāyam. tātasyāśokasya karmā56) api tu tis.yaraks.itāyā ayam. prayoga iti śrutvā

ca kunālah. kathayati /

ciram. sukham. caiva sā tis.yanāmnı̄57)

āyur balam. pālayate ca dev ı̄ /

[413] sam. pres.ito ’yam. hi yayā prayogo 

yasyānubhāvena kr. tah. svakārthah. //(32)

tatah. kāñcanamālayā śrutam. kunālasya nayanāny utpāt.itān ı̄ti śrutvā ca bhartr. tayā kunālasamı̄pam

upasam. kramya pars.adam avagāhya kunālam uddhr. tanayanam. rudhirāvasiktagātram. dr. s. t.vā

mūrchitā bhūmau patitā / yāvaj jalasekam. kr. tvotthāpitā / tatah. katham. cit sam. jñām upalabhya

sasvaram. prarudanty uvāca /

netrān. i kāntāni manoharān. i 

ye58) mām. nir ı̄ks.am. 59) janayanti60) tus.t.im /

te me vipannā hy anir ı̄ks.an. ı̄yās61)

tyajanti62) me prān. asamāh. śar ı̄ram //(33)

tatah. kun ālo bh āry ām anunayann uv āca / alam. ruditena n ārhasi śokam ā śrayitum /

svayam. kr. tānām iha karman. ām. phalam upasthitam / āha ca /

karmātmakam. lokam idam viditvā 

duh.khātmakam. cāpi janam. hi matvā /

matvā ca lokam. priyaviprayogam.
kartum. priye nārhasi vās.pamoks.am //(34)

tatah. kunālo bhāryayā saha taks.aśilāyā nis.kāsitah. / sa garbhādānam upādāya paramasukumāra-
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śar ı̄rah. / na kim. cit utsahate karma kartum. kevalam. v ı̄n. ām. vādayati gāyati ca / tato bhaiks.yam.
labhate kunālah. patnyā saha bhun. kte / tatah. kāñcanamālā yena mārgen.a p¯̄at.aliputrād ānı̄tā tam

eva mārgam anusarant ı̄ bhartr. dvit ı̄yā pāt.aliputram. gatā / yāvad āśokasya gr. ham ārabdhā

praves.t.um / dvārapālena ca nivāritau / yāvad rājño ’śokasya yānaśālāyām avasthitau /tatah. kunālo

rātryāh. pratyūs.asamaye63) v ı̄n. ām. vādayitum ārabdho yathā nayanāny utpāt.itāni satyadarśanam. ca

kr. tam / tadanurūpam. hitam. ca g ı̄tam. prārabdham / āha ca /

caks.urād ı̄ni yah. prājñah. paśyaty āyatanāni ca /

[414]jñānad ı̄pena śuddhena sa sam. sārād vimucyate //(35)

yadi tava bhavaduh.khap ı̄d. itā 

bhavati dos.aviniścitā matih. /

sukham iha ca yad ı̄cchasi dhruvam.
tvaritam ihāyatanāni sam. tyajasva //(36)

tasya g ı̄taśabdo rājñāśokena śrutah. / śrutvā ca rājā pr ı̄tamanā uvāca /

g ı̄tam. kunālena mayi prasaktam.
v ı̄n. āsvaram. caiva śrutiś ciren. a /

abhyāgato ’p ı̄ha gr. ham. nu kam. cin 

na cecchati dras.t.um ayam. kumārah. //(37)

atha rājāśoko ’nyatamapurus.am āhūyovāca / purus.a laks.yate /

na khalv64) es.a kim. g ı̄tasya kunālasadr. śo dhvanih. /

karman. y65) adhairyatām. caiva sūcayann iva laks.yate //(38)66)

tad anenāsmi śabdena dhairyād67) ākampito bhr. śam /

kalabhasyeva nas.t.asya68) pranas.t.akalabhah. kar ı̄ //(39)

gaccha kunālam ānayasveti / yāvat purus.o yānaśālām. gatah. paśyati kunālam uddhr. tanayanavātā-

tapaparidagdhagātram apratyabhijñāya ca rājānam aśokam abhigamyovāca / deva na hy es.a

kunālo ’ndhaka eśa van ı̄pakah. patnyā saha devasya yānaśālāyām avasthitah. / śrutvā ca rājā

sam. vignaś  cintayāmāsa / yathā mayā svapnāny aśobhanāni dr. s.t.vā69) niyatam. kunālasya nayanāni

vinas.t.āni bhavis.yanti / āha ca /

svapnāntare nimittāni yathā dr. s.t.āni me purā /
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nih.sam. śayam. kunālasya netre vai nidhanam. gate //(40)

tato rājā prarudann uvāca /

ś ı̄ghram ān̄ıyatām70) es.a matsamı̄pam. van̄ıpakah. /

na hi me śāmyate cetah. sutavyasanacintayā //(41)

yāvat purus.o yānaśālām. gatvā kunālam uvāca / kasya tvam. putrah. kim. ca nāma / kunālah. prāha / 

aśoko nāma rājāsau mauryān. ¯̄am. kulavardhanah. /

[415] kr. tsneyam. pr. thiv ı̄ yasya vaśe vartati kim. kara //(42)

tasya rājñas tv aham. putrah. kun¯̄ala iti viśrutah. /

dhārmikasya tu putro ’ham. buddhasyn¯̄adityab¯̄andhavah. //(43)

tatah. kun ālah. patny ā saha r ājño ’ śokasya samı̄pam ānı̄tah. / atha r āj ā śokah. kun ā ĺam

uddhr. tanayanam. vātātapaparidagdhagātram. rathyācod. aka71)sam. ghātapratyavaren. a vāsasā

laks.yālaks.yapracchāditakaup ı̄nam. sa tam apratyabhijñāyākr. timātrakam. dr. s.t.vā rājā kathayati /

tvam. kunāla iti / kunālah. prāha / evam. deva kunālo ’smı̄ti śrutvā mūrchitah. bhūmau patitah. /

vaks.yati hi /

tatah. kunālasya mukham. nir ı̄ks.ya 

netroddhr. tam. śokapar ı̄tacetāh. /

rājā hy aśokah. patito dharan. yām.
hā putraśokena hi dahyamānah. //(44)

yāvaj jalaparis.ekam. kr. tvā rājānam utthāpayitvāsane nis. āditah. 72) / atha rājā katham. cit sam. jñām

upalabhya kunālam utsan.ge sthāpayāmāsa / vaks.yati hi /

tato muhūrtam. nr. pa āśvasitvā 

kan. t.he paris.vajya rasāśrukan. t.hah. /

muhuh. kunālasya mukham. pramr. jya 

bahūni rājā vilalāpa tatra //(45)

netre kunālapratime vilokya 

sutam. kunāleti purā babhās.e /

tad asya netre nidhanam. gate te73)

第74輯（2000） 21

クナーラ物語



putram. kunāleti katham. ca vaks.ye //(46)

āha ca /

kathaya kathaya sādhuputra tāvad 

vadanam idam tava cārunetram /

gagan. am iva vipannacandratāra-

vyapagataśobham an̄ıks.akam. 74) kr. tam. te /(47)

[416] akarun. ahr. dayena tena tāta 

munisadr. śasya na sādhu75) sādhubuddheh. /

naravaranayanes.v avairavairam.
prakr. tam idam. mama bhūriśokamūlam /(48)

vada suvadana ks.ipram etad artham.
vrajati śar ı̄ram idam. purā vināśam /

tava nayanavināśaśokadagdham.
vanam iva nāgavimuktavajradagdham //(49)

tatah. kunālah. pitaram. pran. ipatyovāca /

rājann at ı̄tam. khalu naiva śocyam 

kim. na śrutam. te munivākyam etat /

yat karmabhis te ’pi jinā na muktāh.
pratyekabuddhāh. sudr. d.hais tathaiva //(50)

labdhāphalasthāś ca pr. thagjanāś ca 

kr. tāni karmān. y aśubhāni dehinām /

svayam. kr. tānām iha karman. ām. phalam.
katham. tu vaks.yāmi parair idam. kr. tam //(51)76)

aham eva mahārāja 

kr. tāparādhaś ca sāparādhaś ca / 

vinivartayāmi yo ’ham.
vinayāmi vipattijananāni //(52)

na śastravajrāgnivis.ān. i pannagāh.
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kurvanti p ı̄d. ām. nabhaso ’vikārin. ah. /

śar ı̄ralaks.yen. a dhr. tena pārthiva 

patanti duh.khāny aśivāni dehinām //(53)

atha rājā śokāgninā sam. tāpitahr. daya uvāca /

kenoddhr. tāni nayanāni sutasya mahyam

ko j ı̄vitam. sumadhuram. tyajitum. vyavastah. /

śokānalo nipatito hr. daye pracan. d.ah.
ācaks.va putra laghu kasya harāmi dan. d.am //(54)

yāvad rājñāśokena śrutam. tis.yaraks.itāyā ayam. prayoga iti śrutvā rājā tis.yaraks.itām āhūyovāca /

[417] katham. hi dhanye na nimajjase ks.itau 

chinnāmi ś ı̄rs.am. paraśuprahāraih. /

tyajāmy aham. tvām atipāpakārin. ı̄m.
adharmayuktām. śriyam ātmavān iva //(55)

tato rājā krodhāgninā prajvalitas tis.yaraks.itām. nir ı̄ks.yovāca /

utpāt.ya netre paripāt.ayāmi 

gātram. kim asyā nakharaih. sut ı̄ks.n. aih. /

j ı̄vantiśūlām atha kārayāmi 

chinnāmi nāsām. krakacena vāsyāh. 77) //(56)

ks.uren. a78) jihvām atha kartayāmi 

vis.en. a pūrn. ām atha ghātayis.ye /

sa ityevamādivadhaprayogam.
bahuprakāram. hy avadan79) narendrah. //(57)

śrutvā kunālah. karun. ātmakas tu

vijñāpayāmāsa gurum. mahātmā /(58)80)

anāryakarmā yadi tis.yaraks.itā 

tvam āryakarmā bhava mā vadha striyam //

phalam. hi maitryā sadr. śam. na vidyate 

prabhos titiks.ā sugatena varn. itā /(59)
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punah. pran. amya pitaram. kumārah.
kr. tāñjalih. sūnr. tavāg jagāda //

rājan na me duh.khamalo ’sti kaścit 

t ı̄vrāpakāre ’pi na manyutāpah. /(60)

manah. prasannam. yadi me jananyām.
yenoddhr. te me nayane svayam. hi //

tat tena satyena mamāstu tāvan 

netradvayam. prāktanam eva sadyah. /(61)81)

ityuktamātre pūrvādhikapraśobhite netrayugme prādurbabhūvatuh. /

[418] yāvad rājñāśokena tis.yaraks.itā amars.itena jantugr. ham. praveśayitvā dagdhā taks.aśilāś ca

paur āh. pragh ātit āh. / bhiks. avah. sam. śayaj āt āh. sarvasam. śayacchett āram āyu śmantam.
sthaviropaguptam. pr. cchanti / kim. kunālena karma kr. tam. yasya karman. o vipākena nayanāny

utpāt.it āni / sthavira uvāca / tena hy āyus.mantah. śrūyatām / bhūtapūrvam at ı̄te ’dhvani

vārān. asyām anyatamo lubdhakah. / sa himavantam. gatvā mr. gān praghātayati / so ’paren. a

samayena himavantam. gatah. / tatra pāśanipatitāni82) ekasyām. guhāyām. pravis.t.āny āsāditāni / tena

vāgurayā sarve gr. h ı̄tāh. / tasya buddhir utpannā / yadi praghātayis.yāmi mām. sah. kledam

upayāsyati / tena pañcānām. mr. gaśatānām aks. ı̄n. y utpāt.itāni / te uddhr. tanayanā na kvacit palāyanti

/ evam. bahūnām. mr. gaśatānām. nayanāny utpāt.itāni /83)

kim. manyadhvam āyus.mantah. / yo ’sau lubdhakah. sa es.a kunālah. / yat tatrānena bahūnām.
mr. gaśatānām. nayanāny utpāt.itāni tasya karman. o vipākena bahūni vars.aśatasahasrān. i narakes.u

duh.kham anubhūya tatah. karmāvaśes.en. a pañcajanmaśatāni tasya nayanāny utpāt.itāni /

kim. karma kr. tam. yasya karman. o vipākenocce kule upapannah. prāsādikaś ca sam. vr. ttah.
satyadar śanam. ca kr. tam / tena hy āyus. mantah. śr ūyat ām / bhūtapūrvam at ı̄te ’dhvani

catvārim. śadvars.asahasrāyus.i prajāyām. krakucchando nāma samyaksam. buddho loka84) udapādi85) /

yadā krakucchandah. samyaksam. buddhah. sakalam. buddhakāryam. kr. tv ā nirupadhi śes. e

nirvān. adhātau parinirvr. tah. / tasyāśokena rājñā catūratnamayam. stūpam. kāritam86) / yadā

rāj āśokah. kālagato ’śrāddho rāj ā rājyam. pratis. t.hitah. / tāni ratnāny adattādāyikair hr. tāni

pām. śukās.t.ham. cāvaśis.t.am. cātra janakāyo gatvā viś ı̄rn. am. dr. s.t.vā  śocitum ārabdhah. / tasmim. ś ca

samaye ’nyatamaś ca śres.t.hiputrah. / tenoktah. / kim artham. rudyata iti / tair [419] abhihitam /

krakucchandasya samyaksam. buddhasya stūpam. catūratnamayam āsı̄t sa idānı̄m. viś ı̄rn. a iti / tatas

tena ca tatra krakucchandasya samyaksam. buddhasya kāyaprāmān. ikā pratimā babhūva viś̄ırn.ā

sābhisam. skr. tā samyakpran. idhānam. ca kr. tam / yādr. śah. krakucchandah. śāstedr. śam87) eva

śāstāram ārāgayeyam mā virāgayeyam88) iti /
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kim. manyadhvam āyus. mantah. / yo ’sau śres.t.h. iputrah. sa es. a kun ālah. / yatr ānena

krakucchandasya stūpam abhisam. skr. tam. tasya karman. o vipākenoccakule upapannah. /yat

pratimābhisam. skr. tā tena89) karman. o vipākena kunālah. prāsādikah. sam. vr. ttah. / yat pran. idhānam.
kr. tam. tasya karman. o vipākena kunālena śākyamunisamyaksam. buddhas tādr. śa eva śāstā

sam ār āgito na vir āgitah. satyadar śanam. ca kr. tam /iti śr ı̄divy āvad āne kun āl āvad ānam.
saptāvim. śatimam. samāptam90) /

注

文法用語の略字については，参考書＜辻＞p.viif. のそれに準じる。文法的な注はヒント程度

にとどめる。
１） ’ śokasya 「D. 的G.」, 辻287.
２）niveditam. vid-, Caus. vedayati, p. pt. vedita-. Ac. であるのは主語が特定されないため？
３）āttamanāh. āttamanas- N. sg. m., 辻38.
４）kathayati  現在形であるが，過去形で訳す。以下の動詞についても同様の場合が多い。
５）kurvato kr. - pres. pt. kuru-at- ＞ kurv-at-.
６）netravarā netravarāh. N. pl. m.？同様にsupun. yāh.? -sam. nikāśāh.? いまこの形に変えて訳す。
７）bhavadbhih. Cf. 辻43, 70.
８）nāma nāman- Ac. sg. n. ‘by name’ (MW).
９）āha ah- pf. Cf. 辻 159.
10）kunālanāmneti kunāla iti namnā?; nāmnā: nāman- Inst. sg. n. ‘by name’.
11）amūni  adas- N. pl. n. Cf. 辻76.
12）abhihitam abhi-dhā- p. pt.
13）ān ı̄yatām ā-n ı̄- Ipv. pass. 3. sg.
14）tasya. . . . śrn. vanty śru-‘hear anything from’ (with Ab., G., Inst.) (MW)
15）rājñā  これは Inst.であり，受動構文の存在を予想させるが，実際に出る動詞（nir ı̄ks.ya, paśyati）
は能動形である。本書には rājñā netrān. i nir ı̄ks.ya viśes.am. dr. s.t. āni（王によって目を見て，違いが見
られた）というタイプの構文が頻出する。この場合，絶対分詞（「見て」）を受動形（「見られ」）で

訳すことにする。

16）vaks.yati vac- fut. Cf. 辻164.
17）kunāleti kunāla iti (<kunālah. iti>) に対しdouble sandhiの誤りを犯した？ただし，韻律上はこ
の方がよい。あるいは，語幹（kunāla）に itiをつける用法があるのか。

18）babhās.e bhās.- pf. A. 3. sg. 辻115. 重字については辻108 (II.1.b).
19）cirān cirāt; cira- Ab . サンディについてはcf. 辻19.
20）paripālayitavyam pāl- (or pā-のCaus.) の動詞的形容詞. Cf. 辻199.
21）vapur vapus- (vapuh. -), サンディについてはcf. 辻21 (7.a).
22）dam.dahyate dah- intensive cf. 辻188.
23）prajvalate va <V>. prajvalateva; いまprajvalate ivaの意にとって訳す。この意なら本来サンディ
はprajvalatayivaとなるべきところ。

24）sūnoh. sūnu- G. sg. m.
25）tatkālam indec. ‘at that time, immediately’ (MW).
26）yat  ‘yad’; the Nom. sg. n. yad is then often used without regard to gender or number and may be

translated by ‘as regards’ (MW).
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27）iha indec. ‘in this case’ (MW). 「というのに」と訳してみた。
28）mātu <M>māta; しかしmātar (Voc.) ではないか。
29）kāryam. kārya- n. ‘need’(with Inst.) (MW).
30）<Ｃ>は詩節（９）と詩節（10）を散文のように扱っているが，<Ｖ>は詩句と見る。<Ｖ>に
従う。

31）param. indec.‘most willingly’ (MW).
32）ratha ratha- には２義ある。①m. car (＜ r. )，②m. ‘joy’(＜ ram). 特に①については ‘the heart

compared to a car’(MW) の義もある。この詩句には２義を掛けた言葉の遊びはないだろうか。
33）ājñāpayāmāsa ā-jñā- のCaus. 複合完了。
34）<C> vihāya yātrām; <V> vidhāya yātrām; <M> vihārayātrām. <M>に従う。vihārayātrā- f. ‘a

pleasure walk’ (MW).なお，経に「倍加荘厳」（大正52，144c16）という語がある。これはvidhāya
を連想させる。

35）kr. pan.ām.ś kr. pan. a- Ac. pl. m.; kr. pan. ān→kr. pan. ām. śのサンディについてはcf. 辻20 (§15.4.e)
36）prarudann pra-rud- pres. pt. Nom. sg. m.; サンディについてはcf. 辻19 (§15.3)
37）nr.pātmajasya <C> nr. pātmakasya.
38）nayane  nayana- Nom. du. n.
39）anurakto ’sya <C> anuraktam asya; asyaはanayoh. (idam- Gen. du. n.) とあるべき？
40）ānayata ā-n ı̄- Caus. ipv. 2. pl.
41）maricān pis.ayitvā dattam maricāni pis.ayitvā dattāni?
42）svapnam. svapna- m. (once in R., n.) (MW).
43）atyaye atyaya- Loc. sg. m. ‘passing away’.
44）yācayitum yac-‘solicit, implore’, caus. inf.
45）vr. ttasya vr. tta-, ‘behaviour’.
46）kasyānyasya ko ’nyasya? ただし韻が合わなくなる。
47）viśrabdham. indec. ‘confidingly’ (MW).
48）utpād.ayatheti utpād.ayateti? utpād.ayata ipv. 2. pl.
49）この半詩句は絶対句 (G. absolute) を構成している。Cf. 辻289.
50）bhoh. bhos Voc. of bhavat-; in soliloquies=alas! (MW)
51）pun.d.ar ı̄ka <C> pundar ı̄ka.
52）ambujah. <C> ambujam.
53）tes.u prān.iśatasahasres.u rudatsu  絶対句 (L. absolute), 辻284.
54）<Ｃ>はこの詩句を散文中に入れているが，//を記しているところを見ると，詩句と見ているら
しい。そして，<Ｃ>は evamをコンマで以下の文から切り離している。経は散文とし，そこに
「無常」「須陀 果」などの語はない。

55）utpāt.ya  絶対句。受動形ではないが受動的に訳さざるをえない。
56）karmā karman- はn. なのに，ここではm. のように扱われている。
57）nāmn ı̄ nāman- n.; ifc. f. either=m. or nāmnı̄ (MW).
58）ye yāni?
59）nir ı̄ks.am. nir ı̄ks.an (pres. pt. nir ı̄ks.at- Nom. sg. m.)? しかしnir ı̄ks.anti (Nom. pl. n.) とあるべき？
60）janayanti jan- ここではcl. 10の動詞として活用。
61）anir ı̄ks.an. ı̄yās a-nir- ı̄ks.-an ı̄ya- (verbal adjective), 辻199.
62）tyajanti Cf. deham tyaj-; ‘to abandon the body, die’ ; cf. śar ı̄ra-tyāga, m. ‘abandonment of the body,

renunciation of life’ (MW).
63）pratyūs.a prati, indec.‘towards’. ūs.a, m. ‘dawn’(MW).
64）na khalv Cf. na khalu, ‘not at all’ ; kim. nu khalu, ‘how possibly?’
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65）karman. y karma n- m. ‘performance’ (MW).
66）経は詩節（38）と詩節（39）を散文としている。
67）dhairyād dhairya-‘forethought’(MW).
68）kalabhasyeva nas.d.asya 絶対句 (G. absolute), 辻289.
69）drs.t.vā dr. s.t. āni?
70）ānı̄yatām <C> ān ı̄yatām.
71）cot.aka colaka- (cot.aka-) n. ‘bark’(MW).
72）nis.āditah. ni-s.ad-; Caus. ni-s.ādayati, p.pt.ni-s.ādita-, cf, 辻196; cf. ni-s.anna-.
73）netre, gate, te  すべて中性，両数。
74）an ı̄ks.akam ı̄ks.aka- m. ‘a beholder’(MW).
75）na sādhu ‘not properly’ (MW). 「よこしまにも」と訳した。
76）<Ｍ>はこの詩句は Vam. śasth āであり，第一行だけが Indravajr āであるとして，完全な

Vam. śasthāにするために行の末尾にyeを加えている。<M>. p. 174, [<M>page 120に対する注] )
77）vāsyāh. vās ı̄- (vāś ı̄-) f. ‘adze’ (MW). この語は次の詩句に続く？
78）ks.uren.a <C> ks.aren. a.
79）avadan avadat (Impf. 3. sg.) がサンディによりavadanとなっている。
80）<C>, <V>, <M>ともにこの句を詩句の１部とする。そして，その２行をつぎの２行に続け，以
下，私の分け方と２行ずつのずれを示す。各行の綴りの数からいえば，私の分け方の方が整合性が

ある。経は散文としている。

81）経にこの詩句はない。
82）経にはpāśanipatitāniの語があるあたりに「雷雨があり」という言葉がある。すなわち，鹿たち
は雷雨を避けて洞窟に逃げ込み，そこへ猟師も避難し，後者が前者を捕獲したことになっている。

83）utpāt.itāni te uddhr. tanayanā以下utpāt. itāniまで<Ｖ>になし。
84）loka  loke→ loka. このサンディについてはcf. 辻16 (§11.6).
85）udapādi ud-pad-, Aorist, cf. 水野『パーリ語文法』p. 107.
86）kāritam kr. -, Caus. kārayati, p.pt.kārita; cf. kr. ta.; kārita- は「作らせられた」となるか。すなわち，
王がみずから作ったのでなく，人に命じて作らせたことを意味するか。

87）śāstedr. śam śāstā ı̄dr. śam→ śāstedr. śam. このサンディについては，cf. 辻16 (§11.2.a.).
88）virāgayeyam vi-rāga- m.; vi-rāgaya-, Nominal verb, ‘to estrange, alienate’ (MW).
89）tena tasya?
90）「第27章が終わる」と書いてあるが，「クナーラ物語」は第27章（<C>.p.382－p.419）の一部
（<C>.p.405－p.419）をなす。

クナーラ物語は参考文献にあげたもの以外にも次の諸文献に見られる。

（a）『阿育王息壊目因縁経』（大正蔵50，172b-183a）

（b）Ks.emendra（1029-64）: Avadānakalpalatā with its Tibetan version, ed. by Sarat Chandra
Das and Pan.d. it Hari Mohan Vidyābhūs.an.a, Bibliotheca Indica. Calcutta, 1888-1912, reprint
1940.（Buddhist Sanskrit Texts―No. 23, Vol. Ⅱ, ed. by P.L.Vaidya, Darbhanga, 1959）

（c）Г .М .Бонгард -Левин ,О .Ф .Волкова :Легендао Кунале ,  Kun. āl āvad āna из
неопубликованнойрукописиAśokāvadānamālā,  Москва,1963.(= G. M. Bongard-Levin, O.
F. Volkova: The Legend of Kun. āla, Kun. āl āvadāna from the Unpublished Manuscript of
Aśokāvadānamālā, Moscow,1963)

（d）『大唐西域記』巻三（大正蔵51, 885a-885b）

（e）T āran ātha（born 1575）: rgya-gar-chos-h.byu .n-bshus （A. Schiefner: T āran āthae de
Doctrinae Buddhicae in India Propagatione, St. Petersburg, 1868 ［鈴木学術財団，復刊，
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1963］p.38, line 21－p.40, line 7；A. Schiefner (tr.) : Tāranātha’s Geschichte des Buddhismus
in Indien, St. Petersburg, 1869［鈴木学術財団，復刊，1963］; 寺本婉雅訳『ターラナータ印

度仏教史』1928［国書刊行会，復刊，1974］pp.79－ 80； Lama Chimpa and Alaka

Chattopadhyaya (tr.) : Tāranātha’s History of Buddhism in India, Calcutta, 1970）
（f）Hemacandra（1089-1172）: Sthavirāval̄ıcarita or Pariśis.t.aparvan, ed. by Hermann Jacobi, ２

nd ed., Bibliotheca Indica, Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1932, [navama  sargah. , stanzas
14-54]

（g）『六度集経』四（30）（大正蔵３，17c－18b）

（c）は（b）の拡大版のように見える。この二つは Divyāvadāna とかなり相違する。ただし，
いくつかの詩節は Divyāvadāna のものと一字一句おなじである。
（e）はTāranātha自身がいうように（Schiefner’s ed., p.38, line 16），Ks.emendra（Sa-dbanœ-

bzanœ -po）の著，すなわち（b）に従っている。

ボンガルド＝レーヴィンによると，クナーラ物語は各種の版の結論部分の違いによって三段階の

発展をしたことが考えられる。

（1）王子は目を失って，王は妃を殺す。――阿育王伝，阿育王経

（2）王子は目を回復し，王は妃を殺す。――Divyāvadāna
（3）王子は目を回復し，王は妃を許す。――Avadānakalpalatā, Aśokāvadānamālā
ボンガルド＝レーヴィンはAvadānakalpalatāの作者はアショーカ王を心やさしい理想の仏教徒と
して描きたかったのだろうという。（G.M. Bongard-Levin : Studies in Ancient India and Central

Asia, Calcutta, 1971, pp.163-164.）

（d）は（2）に相当する。ただし，王子が目を回復するのは（2）（3）が「真実語によって」で

あるのに対し，「阿羅漢 Ghos.a の力によって」である。
（f）はジャイナ教徒の作品であり，王子が継母の企みによって失明する点で仏教の筋書と一致

するが，相違も大きい。（f）の“Contents”(pp.lxxxi-lxxxii)から物語を要約しよう。

アショーカ王は都パータリプトラにいたが，皇太子クナーラをウッジャイニーで養育させていた。

王子が８才になったとき，王は養育係に手紙を送ろうとして「勉学させよ」（adhı̄yau）としたた
めた。そのとき王の傍らにクナーラの継母がいた。自分の息子に王位を継がせたかった彼女は手紙

を手にとって読むと，密かにａに点をつけて王に返した。文面は「失明させよ」（am. dh̄ıyau）と変
えられていたが，王は読み返すことなく，手紙をウッジャイニーに送った。ウッジャイニーの役人

は手紙を読んで驚愕したが，クナーラはためらわず自分の目を抉った。アショーカ王はそれを知っ

て悲嘆に暮れたが，盲目者に政治は任せられず，ウッジャイニーの統治を継母の息子に任せ、クナ

ーラには豊な村を与えて隠遁生活を送らせた。（14ー34）

クナーラにやがて息子が生まれると，クナーラは息子に王位を継がせたく思った。かれは吟遊詩

人に変装してパータリプトラに行き，その美しい声で都の人々を魅了した。アショーカ王は評判を

聞き，詩人を招き寄せ，吟唱を命じた。歌の文句はアショーカ王の盲目の息子が自分の小銭

（kāki.n ı̄）を欲しているというものであった。王は詩人に名を問い，クナーラという答えを聞き，
御簾を開いて息子を確認し，かれを抱きしめた。欲しいものは何でも望めという王の言葉にクナー

ラは「私の小銭」という言葉を繰り返した。大臣が「小銭」というのは王国のことだと解説すると，

アショーカは悲しげにいった。「盲目者に王国は委ねられない。」クナーラが「私の息子にとお願い

しているのです」というと、王は「いつ息子が生まれたのか」と喜びの声をあげた。クナーラが

「たったいまです」（samprati）と答えたので，それが子供の名になった。サンプラティは偉大な王

になり、熱心なジャイナ教徒になった。（35-54）

この物語に関する研究に，松村淳子「ジャイナ所伝のクナーラ物語」『仏教研究』（国際仏教徒協

会）14，1984がある。
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ヒンドゥー教の聖典『ヴァーユ・プラーナ』のある版では，アショーカの子にクナーラがおり、

クナーラのやしゃご
、 、 、 、

にサンプラティがいる。仏典にもこれに相当する名が現れる。Divyāvadāna,
p.430 の“Sam. padı̄”や『阿育王経』（大正蔵50，148a）の「三波地」がそれである。ただし仏典
では，この人物は祖父アショーカが仏寺へ寄進をおこなうのを禁じたことになっている。

クナーラ物語（和訳）

アショーカ王によって八万四千の塔が建てられたまさにその日に，パドマーヴァティーとい

う名のアショーカ王の妃が子供を生んだ。生まれた息子は美しく，見目よく，愛らしく，また

かれの眼は最高に美しかった。まもなくアショーカ王に報せがもたらされた。「王よ，万歳！

王に御子息が生まれました。」聞いて王は喜びの心で，いった。

(1)実に最高の広大な喜びが私に得られた。

マウリヤ王家の最高の繁栄が。

法によって政治を行なっている私に

生まれた息子は法を盛りたてる者となれ。

かれにダルマヴィヴァルダナ（“法を盛りたてる者”）という名がつけられた。まもなく王子が

アショーカ王のもとにつれてこられた。そこで王は王子をじっと見て，満足の心で，いった。

(2)わが息子には福をそなえた優れた目があり，

咲いた青蓮華に似ている。

飾られたかれの顔は照り映え，

満月の姿さながらに光り輝く。

やがて王は大臣たちにいった。「卿らによって誰かのこのような目が見られたことがあるか。」

大臣たちがいった。「王よ，人間のは見られたことがありません。しかし，王よ，山の王であ

るヒマラヤにはクナーラという名の鳥が住み，その目が似ています。」そして，いった。

(3)雪の帝王である岩山の頂きに，

若木や花が生い茂り，水が豊かな（頂きに）

クナーラという名の鳥が住む。

その（鳥の）あの目がそれ（王子［の目］）に似ている。

そこで王によっていわれた。「クナーラ鳥は連れてこられよ」と。それを上空１ヨージャナ

で夜叉たちが聞いた。地下１ヨージャナで龍神たちが聞いた。そこで夜叉たちによってその瞬

間にクナーラ鳥が連れてこられた。そこで王はクナーラ（鳥）の目を長いあいだ観察し，（王
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子の目と）何の違いも見なかった。そこで王によっていわれた。「王子にはクナーラ鳥に似た

目がある。王子にクナーラという名があるべし。」実に（吟誦者は）いうであろう。

(4)目への愛情によりかの大地の王は

息子はクナーラなりとそのときいった。

そこでかれの名前は大地に広まった。

高貴な心をもつかの王子の（名前は）。

やがて，王子は成人した。かれにカーンチャナマーラーという名の娘が妻となるために連れ

てこられた。あるときアショーカ王はクナーラとともに鶏園寺へ赴いた。そこにはヤシャスと

いう名の，六神通をそなえた阿羅漢の上座がいた。かれはクナーラに遠からず目の喪失がある

だろうことを見てとった。かれによってアショーカ王はいわれた。「なぜ，クナーラは己の務

めに促されないのですか。」そこで王によっていわれた。「クナーラよ，上座が教えること，そ

れはよく守られるべきである。」そこでクナーラは上座の両足にひざまずいて，いった。「上座

よ，何をお教えになりますか。」上座はいった。「目は無常なりとせよ，クナーラよ。」（吟誦者

は）いった。

(5)目は，王子よ，常に観察さるべきである。

変質を性とし，千の苦に繋がれている，と。

そこに恋慕する多くの凡夫が

不利益をもたらす業をつくる。

そこでかれはそのとおりに反復し，専心することに努めた。孤独を愛し，静寂を楽しむように

なった。かれは王宮の離れた場所に坐って，目などの感官を無常など（無常，苦，空，無我）

の相でもって観察した。さてティシュヤラクシターという名の，アショーカの第一王妃がその

場所にやってきた。彼女はクナーラが一人でいるのを見て，目に恋慕し，からだを抱きしめて，

いった。

(6)あなたのこの快い目を見て

妙なる美しいそして魅惑の二つの目を（見て）

わたしの心は隅々まで焼かれます。

山火事によって枯野が燃えるように。

聞いてクナーラは両手で両耳を覆っていった。

(7)その言葉を語るのはあなたに適しくない。

息子の前ですよ。あなたは私の母ですよ。
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非法の情欲をお捨てなさい。

これは実に地獄への道の原因です。

すると，そのとき思いを遂げられなかったティシュヤラクシターは激怒していった。

(8)愛に燃え，近づいたというのに

あなたのほうは私を欲しないのね。

必ず遠からず，愚か者よ，

あなたはどこにもいられなくなるだろう。

クナーラはいった。

(9)法に留って清い生活をする私に

（もし必要なら）死があれよ，母よ。

善き生まれの人々の咎めを受ける

生き方に私は用はない。

(10)それによって天の法の破壊が（生じる）ような

そのような生き方で何（の意義）があるか。

賢者に責められ咎められるような，

死の原因（になるような生き方）によって私に（何があるか。）

こうしてティシュヤラクシターはクナーラのあらを探す者となった。アショーカ王の北方

（領土）のタクシャシラー市が反乱を起こした。聞いて，王は自ら出陣しようとした。すると

大臣たちによっていわれた。「王よ，王子が派遣されるべきです。かれが鎮圧するでしょう。」

そこで王はクナーラを呼んで，いった。「息子クナーラよ。タクシャシラーを鎮圧しにいくか。」

クナーラはいった。「喜んで参りましょう，王よ。」

(11)すると王は，この，息子という名の

喜びの対象（＝心の車）の決意を知って

愛情ゆえに，また車のことを心に思いついて（？）

祝賀行進を命じた。

そこでアショーカ王は都の荘厳と道路の荘厳を行ない，老人，病人，乞食を道路から排除し，

一つの馬車に王子と乗りこみ，パータリプトラから出発した。見送って，帰るとき，クナーラ

の首を抱いて，目をじっと見て，泣きながら，いった。
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(12)かれの目は幸いに満ちている

そしてかの民衆は目をもっている。

かれらはつねに王子の

蓮華の顔を見るであろう。

ときに占相婆羅門が，王子には遠からず失明があるであろう（ことを知った。）また，かのア

ショーカ王がかれの目に過度に執心するのをみて，いった。

(13)王の息子の両目は清らかである。

そして王はそれに愛着を抱いている。

実際，（その目は）美しさによって力を添えられ，幸福に伴われている。

（しかし）今日，目が壊れ行くのを私は見る。

(14)かの町は天国のように

喜びに満ちる。王子を見ることにより生まれる喜びをもつ。

町は，しかし，かれの目が壊れるとき

悲嘆に心を裂かれることになろう。

そうこうするうちタクシャシラーに到着した。聞いてタクシャシラーの市民は，２ヨージャナ

半のあいだ道路の荘厳と都の荘厳を行ない，（供物で）一杯の壷をもって出迎えた。また（吟

誦者は）いうであろう。

(15)タクシャシラーの市民は

宝に満ちた壷などを

もって直ちに出迎えた。

敬意を抱いて王の息子を。

出迎え，合掌しつつ，いった。「私たちは王子に反抗しているのではありません。アショーカ

王にでもありません。そうではなく，悪心の大臣たちがきて，私たちに侮辱の振舞を行なうの

です。」かくしてクナーラは大いなる敬意を受けつつタクシャシラーに入城した。

さて，アショーカ王に重い病気が生じた。かれの口から糞が出はじめた。また，すべての毛

穴から汚汁が浸みでてきた。そして治すことができなかった。そこで王によっていわれた。

「クナーラを呼び戻せ。王位につけようと思う。このような生き方では，私に何ができよう。」

それを聞いてティシュヤラクシターは思った。「もしかれがクナーラを王位につけたら，私の

人生はない。」彼女によっていわれた。「私があなたに治療を施しましょう。ただし医者たちの

入来は禁じられよ。」そこで王によって医者たちの入来が禁じられた。そこでティシュヤラク

シターによって医者たちにいわれた。「もし誰か同じような病気にかかったひとがきたら，女

東海大学紀要文学部32

定方　晟



でも男でもいいから，私に示されるべきである。」さて，ある牛飼いがまさに同じような病気

にかかっていた。かれの妻によって医者に病気が知らされた。医者によっていわれた。「その

病人こそ来るべし。病気を診て，薬を処方しよう」と。そこで牛飼いが医者のもとにやってき

た。医者によってティシュヤラクシターのそばに連れられてきた。そこでティシュヤラクシタ

ーによって奥まった場所で生命を奪われた。生命を奪って腹を裂き，その胃と腸を見た。中か

ら大きな虫が現れた。それがもし上へ動くと，それによって糞汁が（上へ）にじみ寄り，下へ

動くと，下へにじみ寄った。そこで黒胡椒をすりつぶしてかけられたが，死ななかった。長胡

椒や生姜でも同様であった。最後にねぎが与えられると，（それに）触れて死に，糞道を通っ

て排出された。以上の経過が彼女によって王に知らされた。「王よ，ねぎをお召しあがり下さ

い。元気になるでしょう。」王はいった。「妃よ，私はクシャトリヤである。どうして，ねぎな

ど食べられよう。」妃はいった。「王よ，命のために召しあがられるべきです。これは薬なので

す。」王によって（ねぎが）食べられた。すると虫は死んで，糞道から排泄され，王は回復し

た。満足したかれによってティシュヤラクシターは褒美を与えられることになった。「おまえ

にどんな褒美をあげようか。」彼女によっていわれた。「七日間，王は私に王位を与えますよう

に。」王がいった。「私はどうなるか。」彼女はいった。「七日が過ぎたら王がまた王になるでし

ょう。」そこで王によってティシュヤラクシターに七日間だけ王位が与えられた。

彼女に考えが生じた。「いまこそ私によってあのクナーラへの怨みが晴らされなければなら

ない。」彼女によってにせの手紙がタクシャシラーの市民へ書かれた。「クナーラの目は抉られ

るべし」と。また（吟誦者は）いった。

(16)権力があり，峻厳なアショーカ王が

タクシャシラーの民衆に命じる。

この怨敵の目は抉られよ。

かれはマウリヤ家の汚れである。

アショーカ王の命令が急いで実行されるべきときは，歯型で封じるのである。そこでティシ

ュヤラクシターは寝入っている王の歯型でかの手紙を封じようと，王のそばに近づいた。する

と王は恐怖を感じて目覚めた。妃がいった。「どうしたのですか。」王はいった。「妃よ，私に

不吉な夢が見られた。二羽の鷲がクナーラの眼をついばもうとしたのを見た。」妃はいった。

「王子に安穏がありますように」と。同じように再び王は恐怖を感じて目覚め，いった。「妃よ，

私に不吉な夢が見られた。」ティシュヤラクシターはいった。「どのような夢ですか」と。王は

いった。「クナーラが長い髪と爪と髭をもって町に入るのを見た。」妃はいった。「王子に安穏

がありますように」と。とうとうティシュヤラクシターによって寝入っている王からの歯型で

かの手紙は封じられ，タクシャシラーに送られた。

一方，寝入っている王によって，夢の中で，歯が脱けるのが見られた。そこで，王はその夜

が明けたとき，占い師たちを呼んで，いった。「これらの夢の結果はどのようなものか」と。

占い師たちはいった。「王よ，このような夢を見るひとは……」また（吟誦者は）いった。
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(17)夢の中でひとの歯が抜けて

落ちるとき

息子の目の喪失と

息子の死とをそのひとは見る。

聞いて，アショーカ王はすぐさま座から立ちあがって合掌しながら四方に向かって神々に祈り

はじめた。また（吟誦者は）いった。

(18)師（＝仏）と法と最高の集団である

僧団とに信仰ある神々は，

また世の最高のリシたちも，

かれらはわが子クナーラを守られよ。

さて，かの手紙はやがてタクシャシラーに到着した。タクシャシラーの民衆はクナーラの広

大な徳に満足していたので手紙をみて，（かれに）そんな忌わしいものを知らせることができ

なかった。長いこと思案して（いった）――王は残忍だ，徳を損なった，自分の子を許さない，

まして我ら他人を許すことがあろうか。また（吟誦者は）いった。

(19)牟尼にならった寂静のひと

すべての衆生の利を願うひと

このような王子に対する憎しみは

他の人に対してはどのようになるだろう。

かれらによって結局クナーラに知らされ，手紙が渡された。そこでクナーラは読みあげさせ，

いった。「ためらわず諸卿の意のままになさるべし。」そこで，チャンダーラたちが連れてこら

れた。クナーラの目を抉れとて。しかし，かれらは合掌して，いった。「私たちには出来ませ

ん。なぜなら，

(20)愚さから月から輝きを奪うような

（奪ってもよいと思うような）ひと

このようなひとが月にもまごうあなたの顔から

目を奪うことができるだろう。

そこで，王子により冠が提供された。この報酬とひきかえに，抉れよとて。ここでかれの（前

世の）業（の報い）が残りなく現れることになった。というのは，十八種の醜さをそなえた醜

悪な男が現われたのである。かれはいった。「私が抉りましょう。」そこで（男は）クナーラの
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もとに導かれた。このとき，クナーラに上座たちの言葉が浮んできた。かれはその言葉を回想

しながら，いった。

(21)この災いを予知して

かの真実語者らによっていわれた。

「この一切は変熟し，無常である。

変わらぬままにいるものは何もない。」

(22)かれらは私にとって素晴らしい友である。

（私の）幸福を求め，利益を願った。

かれらによってこの法が示された。

煩悩を離れた大士たちによって。

(23)私が無常をあまねく見ているとき

師の教えを心に浮かべているとき

私は剔出に恐れを抱かない，友よ，

二つの目の無常を私は見るのだから。

(24)目が抉られようと否であろうと

王が思うとおりに（あれよ）。

目は私にとって実に（そこから真理の）精髄が得られるものとなった。

無常等（無常，苦，空，無我）なる感官によって（恒常なる真理が得られた）。

それから，クナーラはかの男にいった。「では，君，男よ，まず一つの目を抉って，私の手に

載せよ。」そこでかの男はクナーラの目を抉り始めた。すると，無慮数百千の人々が悲鳴をあ

げ始めた。「ああ，なんとひどいことを！」

(25)かの汚れない光が，

月が，空間から落ちる。

白蓮の群落から，

美しい蓮がもぎとられる。

これら数百千の人々が泣き叫んでいるあいだ，クナーラの目は抉りとられ，（クナーラの）手

に載せられた。そこでクナーラはその目をとりあげて，いった。

(26)お前はなぜものを見ないのか

前のようには。卑しい肉の塊よ。
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ひとは騙され，欺かれている。

お前を私と考え執着する愚者たちは。

(27)諸縁の結合により生まれた泡のような物

曖昧模糊として働きなく自力のない物。

このように常に迷わずお前を見る者，

かれらは不幸に赴くことがない。

(28)このように一切存在において

無常を観察するかれによって

預流の成果が得られた。

民衆が見守るまえで。

そして真理を見たクナーラはかの男にいった。「さあ，第二の目がためらわずに抉られよ。」そ

こでかの男によってクナーラの第二の目が抉られ，手に渡された。するとクナーラは，肉の目

は失われたが，知恵の目は浄められて，いった。

(29)たとい私からこの曖昧模糊たる

肉の目が取られたとしても

非難されることのない清らかな

知恵の目が私に得られた。

(30)たとい私が王子という称号とともに

王によって見捨てられたとしても

偉大な人である法王（＝仏）の

子たる身分に私は到達した。

(31)たとい憂苦に繋がれた権力から

私が転落したとしても

憂苦が消滅した権力が

私に得られた。

やがてクナーラによって聞かれた。これは父のアショーカの仕業ではなく，ティシュヤラクシ

ターの企みであると。（それを）聞いてクナーラはいった。

(32)かのティシュヤの名をもつ妃は長寿と

幸福と健康と勢力を守る（ように）。
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私は彼女によって放たれた企みにより，

その結果，自分の利が得られたのだから。

さて，カーンチャナマーラーによって聞かれた。クナーラの目が抉られた，と。聞いて夫を思

う心で群衆をかきわけクナーラのそばにやってきて，クナーラが目を抉られ，からだを血にそ

めているのを見て，気絶して，地に倒れた。そこで水がかけられ，助けおこされた。そして，

どうやら正気をとりもどしたとき，彼女は声をだして泣きながら，いった。

(33)私を見つめ満足を生んでくれた

愛しい，悦ばしい目，

それが私に失われ，見られないものになった。

（私にとって）命に等しい（目が）

私の身体を捨てる（＝私は死にそうだ）。

するとクナーラが妻を慰めて，いった。「もう泣くな。悲しみに執着すべきでない。自らなし

た行為の報いが今やってきたのだ。」また，いった。

(34)この世は業を本質とするものと見て，

また人は苦を本質とするものと考えて，

世は愛するものとの別れだと考えて，

愛する女よ，涙を流すことはすべきではない。

そしてクナーラは妻とともにタクシャシラーを出た。かれは入胎したとき以来，極めて繊細

な身体のもち主だったので，どんな仕事もすることができなかった。ただ，琵琶を弾き，歌う

ことはできたので，それで食べ物を得て，クナーラは妻とともに食べた。そしてカーンチャナ

マーラーはパータリプトラから来たときの道と同じ道を辿りながら，夫を従えつつ，パータリ

プトラにやってきた。そして，アショーカの宮殿に入りかけた。しかし，門番によって二人は

さえぎられた。そこで，アショーカ王の馬車小屋に泊った。そしてクナーラは夜の明けるころ，

琵琶を弾きはじめた。いかにして目が失われたか，真理が見えるようになったか，と。これに

応じた，また有益な，歌が歌われた。また，いった。

(35)叡智をそなえて目などを

また存在要素を

澄んだ知慧の灯りで見るひと

そのひとは輪廻から脱する。

(36)もしあなたに存在の苦にさいなまれ
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悪にまとわれた心があるなら，

もしこの世で幸せを固く望むなら，

急いで存在要素を捨てなさい。

かれの歌声はアショーカ王によって聞かれた。聞いて王は喜びの心でいった。

(37)歌はクナーラにより私に向けられている

琵琶の音も久しぶりに聞くことだ。

ここのどこかの部屋にいま着いたのだ

だが，この王子は会うことを欲しない。

そこで，アショーカ王は一人の侍者を呼んで，いった。「侍者よ，（こう）思われないか――，

(38)歌のあの声はいったい

クナーラに似ていないか。

演奏において悲しみを

表わしているようには思われないか。

(39)すなわち，かの声によって私は

前兆を感じて激しく震えるのだ。

あたかも子象がいなくなったとき

子象を失った親象のように。

行け。クナーラを連れてこい」と。そこで侍者は馬車小屋へ行き，クナーラが目を失い，風

と日射で荒れきった身体をみた。しかし，（クナーラであることに）気づかずに，アショーカ

王のもとに戻って，いった。「王よ，あれはクナーラではありません。あれは盲目の乞食で，

妻とともに王の馬車小屋に泊っているのです。」聞いて王は胸をつかれる思いで，考えた。「私

によって不吉な夢が見られたとおり，間違いなくクナーラの目が失われたのであろう。」また，

いった。

(40)夢の中で前兆が

むかし私に見られたとおり，

疑いなくクナーラの

両目が破滅に至ったのだろう。

そして，王は泣きながら，いった。
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(41)急いでかの乞食が私のもとに

連れて来られよ。

実に私の心は安まらない

息子の不幸への思いによって。

そこで，侍者は馬車小屋へ行ってクナーラにいった。「あなたは誰の息子ですか。何という

名前ですか。」クナーラは答えた。

(42)アショーカ王という名のかの王，

マウリヤ家の繁栄を築いたひと，

この一切の大地がその人の

力の下に生きている（そのひと），役人よ，

(43)私はその王の息子です。

クナーラとして知られています。

しかし，いまは私は法の（王）である

ブッダの息子であり，日種の係累です。

そこで，クナーラは妻とともにアショーカ王のもとに連れてこられた。するとアショーカ王は

クナーラが目を失い，身体は風と日射で荒れきって，路上の樹皮の固まりにも劣るぼろきれで

陰部を見えるか見えないさまに覆っているのを（見て），かれはかれを識別できず，（人の）形

を見るのみなので，いった。「おまえはクナーラなのか」と。クナーラは答えた。「そうです，

王よ，私はクナーラです。」聞いて王は悶絶して，地に倒れた。実に（吟誦者は）いうであろ

う。

(44)そこでクナーラの目の失われた顔を

じっと見て，悲痛に拉がれた心をもって

アショーカ（無憂）王は地に倒れた。

ああ，息子への憂いに焼かれつつ。

そこで（人々は）水を浴びせて，王を助け起こし，（王は）座に坐らせられた。そこで王はど

うやら正気をとりもどし，クナーラを膝の上に坐らせた。実に（吟誦者は）いうであろう。

(45)そしてまもなく王は覚醒し

首に愛の涙を流しつつ（クナーラの）首を抱き，

絶えずクナーラの顔を撫で，

何度も王はそれ（目の喪失）について嘆いた。
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(46)クナーラ鳥に似た目を見て

かつて息子をクナーラと呼んだのだ。

だから，かれのかの目が無に帰したとき

息子をクナーラとどうして呼べよう。

また，いった。

(47)語れ，語れ，よき息子よ，さあ。

美しい目をもつ汝のあの顔は

月の光を失い，飾りを奪われた

虚空のように，汝の場合にも，もの見ぬものとなってしまった。

(48)無慈悲な心をもったかれ（ひと）によって，息子よ，

牟尼に等しい，良き知慧をもつ

優れた人の目に対し敵意のない人に敵意を向けるという復讐が

よこしまにも行なわれ，私の多大な悲しみの根（となった）。

(49)語れ，つぶさに語れ，早く，このことを。

この身体はいまにも壊滅しようとしており，

汝の失明の悲しみに焼き焦がされている。

ちょうど森が龍神の放った雷火に焼かれるように。

すると，クナーラは父にひざまずいて，いった。

(50)王よ，過ぎたことは嘆くべきでない。

汝にかの牟尼の語は聞かれなかったか。

すなわち，業によっては（＝業からは）かれら勝者（＝仏）さえ解放されない。

辟支仏も強固な（業）によって同様である，と。

(51)得られた報いの中にいる（？）凡夫も（同様である）

人々の行なう行為は汚れている。

自分が行なった行為のこの世における報いを

どうしてこれは他人によって作られたなどと私はいうだろう。

(52)私こそは，大王よ，罪を犯したもの，罪ある者です。

災いの発生をとめ，断ち切ろうとしているこの私は。
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(53)剣，雷，火，毒，蛇は

不動の虚空に害をなすことができない。

（しかし）忌まわしい苦は，身体という的を狙って，王よ，

人々に降りかかります。

しかし，王は悲痛の火に焼きつくされた心をもって，いった。

(54)誰によって私の息子の目が抉られたのか。

誰が温雅な生を断とうと決意したのか。

激しい嘆きの火が心に生じたぞ。

告げよ，息子よ，早く。誰に笞を私は加える（べき）か。

やがて，アショーカ王によって聞かれた。これはティシュヤラクシターの企てであると。聞い

て王はティシュヤラクシターを喚んで，いった。

(55)裏切り女よ，いったいなぜ大地にお前は沈まないのか。

斧を揮って首を斬ろうか。

大罪を犯し，非法と結託したお前を私は見捨てる。

賢者が飾りを（捨てる）ように。

そして，王は怒りの火で焼かれながら，ティシュヤラクシターを凝視して，いった。

(56)目を抉ってこの女の身体を

鋭い曲刀で引き裂かせようか。

あるいは生きたままの串ざしを行なわせようか。

のこぎりで鼻を斬ってやろうか。ちょうなの

(57)刃で舌を切らせようか。

あるいは我がまま女を毒で殺させようか。

かの王は以上のような

様々の処罰の企てを語った。

(58)聞いて慈悲の心をもつ偉大な

ひとクナーラは父を諌めた。

(59)たといティシュヤが悪行者であったとしても
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あなたは善行者でありなさい。女を殺してはなりません。

実に慈悲に匹敵する果実はありません。

強者の忍耐は善逝によって讃えられています。

(60)さらに王子は父に敬礼し

合掌して喜ばしい言葉を語った。

王よ，私には塵ほどの苦もありません。

酷い悪事に対しても怒りの激情はありません。

(61)もし，母――この人によって私自身の目が抉られたのだが――

に対する私の心が平静だ

というこの（言葉が）真実ならば，さあ，

私の両目は直ちに元どおりになれ。

このようにいわれるやいなや，以前にも増して美しい両目が出現した。一方，許せなかったア

ショーカ王によってティシュヤラクシターは樹脂製の小屋に入れられ，焼き殺された。また，

タクシャシラーの市民たちも殺害された。

比丘たちは疑問をいだいて，あらゆる疑問の解決者である長老ウパグプタ上座に質問した。

「クナーラによってどんな行為がなされ，その行為の結果として目が失われたのですか。」上座

がいった。「では，長老たちよ，聞かれよ。

以前に，過ぎた時に，ヴァーラーナシーに一人の猟師がいた。かれはヒマーラヤへいって鹿

を殺させていた。ある時，ヒマーラヤに出かけた。そこで罠に落ちた（鹿たちは）一つの洞窟

に入れられ，坐らせられた。かれによって網でもってすべてが捕らえられた。かれに考えが生

じた。もし殺してしまうと，肉が腐ってしまうだろう。そこで，五百頭の鹿の目が抉られた。

これら目を抉られた（鹿たち）はどこへも逃げなかった。このようにして数百の鹿の目が抉ら

れた。

あなたがたはどう思うか，長老たちよ。この猟師，かれこそがこのクナーラなのだ。すなわ

ち，そのとき，かれによって五百頭もの多くの鹿の目が抉られた。この行為の結果によって十

万もの多くの年を，地獄で苦を味わい，さらに業の残りのために，五百回もの生において，か

れの目が抉られたのだ。」

「どんな行為がなされ，その行為の結果として，高貴の家に生まれ，美しい姿のひととなり，

真理を見ることができたのですか。」「では，長老たちよ，聞かれよ。

以前に，過ぎた時に，人間が四万年の寿命をもっていた時に，クラクチャンダという名の正

等覚者が世に現われた。クラクチャンダ正等覚者はすべての仏の務めをなしおえ，残りなき涅

槃に入ったとき，かのアショーカ王によって四宝から成る塔が建てられた。アショーカ王が死

ぬと，不信心の王が王位についた。かの宝は盗賊に持ちさられ，泥と木材が残された。民衆は
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そこに赴いて，荒廃した（塔）を見て，嘆き始めた。そのとき，一人の長者の息子がいた。か

れによっていわれた。『いかなる理由で嘆かれるのか。』かれらによって答えられた。『クラク

チャンダ正等覚者の四宝合成の塔がありましたが，それがいま荒廃してしまったのです。』そ

こで，かれによってそこにクラクチャンダ正等覚者の（塔が建てられた。また，）等身大の像

が壊されてあったが，それが修復された。そして（かれによって）正しい願が立てられた。

『クラクチャンダのような師，このような師を私は満足させよう。不満を抱かせないようにし

よう』と。

あなたがたはどう思うか，長老たちよ。この長者の息子，かれこそこのクナーラなのだ。そ

のとき，かれによってクラクチャンダの塔が修復された。この行為の結果として高貴な家（塔

のように立派な家）に生まれたのだ。また，像が修復された。この行為の結果としてクナーラ

は美しい人（仏像のように美しい人）となったのだ。また，願が立てられた。この行為の結果

としてクナーラによってかの（クラクチャンダに）似た師シャカムニ正等覚者が満足させられ，

不満にさせられず，（クナーラによって）真理が見られたのである。」

以上，聖なるディヴィヤーヴァダーナのクナーラ物語という第27章が終わる。
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