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 狩猟に出かけたドゥシュヤンタ王は，偶々入り込んだ苦行の園でカーシュヤ

パ（カンヴァ）仙の養女シャクンタラーに出会う。王は忽ち恋煩いに陥る。想

い人のいる園林を去り難く，狩猟を中止したのに都城に戻らない。そんな王の

恋愛相談をうけて，仲間の道化は揶揄して言う。ナツメヤシに飽きた人がタマ

リンドに手を出すこともあろう，君の思いはそのようなものだ：  

 

Vidūṣakaḥ  // vihasya // jaha kassabi piṇḍakhajjūrehiṃ  uvvejidassa tintiḍiāe 

ahilāso bhave / taha anteuraitthiāraaṇaparibhāvino bhavado iaṃ 

abbhatthaṇā  (yathā  kasyāpi piṇḍakharjūrair udvejitasya tintiḍikāyām 

abhilāṣo bhavet / tathāntaḥpurastrīratnaparibhāvino bhavata iyam 

abhyarthanā  /) /
1
  

道化  －冷笑して－  

「誰かさんがナツメヤシ［の実］たち 2に飽きれば，タマリンド［の木 3］

に気が向くことがあるでしょう，そのように，後宮の美女という宝たち

に傅かれるあなた様に，このお求めがあるのです」  

 

 カーリダーサ作『シャクンタラー姫物語』の一節である。  

 道化の言葉にある piṇḍakhajjūra- （piṇḍakharjūra-）は，インド西部からアフ

                                                        
1
 テキスト及び chāyā は MONIER-WILLIAMS に従った。  

2
 piṇḍakhajjūrehiṃ (piṇḍakharjūrais) は，ここでは中性複数形で果実（ phala-,  n. ）

たちを意図するものと思われる（ cf. MONIER-W ILLIAMS ,  78 n.2）。  
3
 タマリンドはマメ科の常緑高木。厳密には tintiḍiā-  (tintiḍikā-), f. はその樹木

を指し，果実は tintiḍīka- , n. で謂う。果肉は泥状で，10～20cm の不規則な円筒

形をした茶褐色のさやに納まっている（ cf. 西岡  141ff. ）。  



ガニスタン，ペルシャ湾岸まで広く栽培される真の ナツメヤシ Phoenix 

dactylifera を謂うものと思われる 4。これに対して kharjūra-
5は，広義にはナツ

メヤシ一般を意味しようが，より限定的にはインド東部原産というサトウナツ

メヤシ Phoenix sylvestris のことであろう 6。その実はナツメヤシより「小ぶりで

味も少し劣る」（西岡  152）。産地によってナツメヤシの実の味に差異がある

ことは仏教文献にも知られる 7。  

 piṇḍakhajjūra-がナツメヤシを謂うとする根拠は実のなり方にある。 Phoen. 

sylv. の実がやや小型で疎らになる一方，Phoen. dacty. は大ぶりの実を総状に

「たわわに」つける。  

「たわわな」が piṇḍa- 「団子」からの派生語 piṇḍī- で表現されることは，パ

ーリ語ジャータカの一節から伺える。生き肝を狙われた猿の王ボーディサット

ヴァがウドンゲ 8の木を指して，猿たちの心臓がぶら下がっていると言ってワニ

を欺くとき，そのウドンゲを指して pakka-phala-piṇḍi-sampanna-「熟した実が

たわわについている」と形容する：  

                                                        
4
 Indian Medicinal Plants IV 240ff. は，kharjūra- は Phoen. dacty.  であるとする。

しかし本文に論じるように，よりたわわな kharjūra-を piṇḍakharjūra-  と呼んだ

と理解する方が整合的である。  
5
 kharj ra- , m. の出典は黒ヤジュルヴェーダ・サンヒター散文部分に遡る（ cf. 

MAYRHOFER  EWAia. s.v.  kharj ra-）：Maitrāyaṇī  Saṁhitā  I 10,12:142,8f.
p
 índro vái 

yátīnt sālāv keyébhyaḥ  pr yachat. téṣāṁ v  et ni śīrṣ ṇi yát kharj rāḥ  「インドラ

はヤティたちをジャッカルの類たちに与えた。 kharj ra-たちであれば，これは

ヤティたちの頭たちである」；Kāṭhaka-Saṁhitā XI 10:157,5f.
p
 yátīn vái sālāv key  

ādaṁs. téṣāṁ śīrṣ ṇi párāpataṁs. té kharj rā abhaban 「ヤティたちをジャッカル

の類たちは食べたのだ。彼らの頭たちは吹っ飛んだ。それらは kharj ra-たちと

なった」；XXXVI 7:74,3f.
p
 yatīn vai sālāv keyā  ādaṁs. teṣām etāni śīrṣāṇi yat 

kharjūrās  「ヤティたちをジャッカルの類たちは食べたのだ。kharjūra-たちであ

れば，これは彼らの頭たちである」；Taittirīya-Saṁhitā  II 4,9,2
p
 yátīnām 

adyámānānāṁ  śīrṣ ṇi párāpatan. té kharj rā  abhaban 「ヤティたちが食べられて

いると，その頭たちは吹っ飛んだ。それらは kharj ra-たちとなった」。  
6
 この見解を取る文献は，例えば：ZIMMER  Altindisches Leben 63；SYED  Flora 

269ff.；西岡  152ff.  
7
 百一羯磨第五（大正蔵 24-1453a）に渇樹羅と音写される。義浄による割注に

「形如小棗。澁而且甜。出波斯国。中方亦有。其味稍異。其樹獨生。状如椶櫚。

其果多有 +漿。至番 +禺時。人名爲波斯棗。其味頗與乾柹相似」とある。樹形は

棕櫚のようで漿を多く含む果実をつけるが，ペルシャ産のナツメヤシ（Phoen. 

dacty.）と「中方（madhyadeśa-を意図か）」のそれ（Phoen. sylv.）とはやや味が

異なることが注意される。なお番禺（広州）では波斯棗と呼ぶとあるので，中

国でも実物を目にすることができたらしい。  
8
 別名「フサナリイチジク」。その名の通り，実は房状につく（西岡  265ff.）。  



 

Ja II 159,24ff.  Bodhisatto avidūre ekaṃ  udumbaraṃ  

pakkaphalapiṇḍisampannaṃ  dassento “pass’  etāni amhākaṃ  hadayāni 

ekasmiṃ  udumbare olambant īti”   

ボーディサットヴァは程遠くない所に，一本の熟した実がたわわにつ

いているウドンゲがあるのを示して，「見ろ。ここに私たちの心臓たち

が，一本のウドンゲに垂れ下がっている」と［言った］。  

 

 タマリンドについて，西岡  141f. に興味深い記述が見える：  「タマリンド

は中部アフリカの原産であるが，熱帯各地に広がって，インドでも古くから利

用されていた。属名のタマリンドゥス  Tamarindus は，アラビア語の「熟れた

ナツメヤシ」を意味する Tamar と「インド」を意味する Hind
9の複合形から来

ている。すなわち「インド産の熟れたナツメヤシ」である」。さらに，味はさ

ておき，果肉はナツメヤシのそれに似ていなくもないという。  

 つまりここでは，シャクンタラーをより野性的で酸味の強いタマリンド（「イ

ンドのナツメヤシ」）に，後宮の美女たちをナツメヤシの果実たちに比べて，

皮肉を言っているのである。宮女たちはオレンジ色に熟したナツメヤシの実の

ように，王の後宮に甘くたわわに，また艶やかに実っている。彼女たちの美味

に飽いて野のタマリンドに近付いても，「イモムシのような形をした褐色の堅い

さや」に「非常に酸味の強い肉質のジャムが詰まって」（西岡  141）いるばかり

ではないか。それなのに酔狂なことだ，と。そんな道化に対して王は言う，「君

はまだ彼女を見ていないのだ，そのように言ったということは（ na tāvad enāṃ  

paśyasi / yenaivam avādīḥ  /）」。  

 因みにカーリダーサはインド西部の都ウッジャイニーの王宮詩人と伝えられ

るから，ナツメヤシを実見したこともあったものと考えられる。  

 

 参考文献  

MAYRHOFER ,  Manfred. 

  Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen. 

Heidelberg, I.Band 1992  

                                                        
9
 むしろ「 Indus」であろう。  



MONIER WILLIAMS ,  M. 

  Śakuntalā.  A Sanskṛit Drama, in Seven Acts, By Kālidāsa. 

Oxford 1876  

西岡直樹  

 『定本  インド花綴り』木犀社  2002 年   

織田得能  

 『織田仏教大辞典』  1954 年＋   

SYED,  Renate  

 Die Flora Altindiens in Literatur und Kunst. Diss. M ünchen 

1990  

VASUDEVA ,  Somadeva 

  The Recognition of Shakúntala by Kalidasa. New York 

Univ.Press 2006  

WARRIER ,  P. K./  NAMBIAR ,  V. P./  RAMANKUTTY,  C. 

  Indian Medicinal Plants. Vols. 1－5. Madras 1993－1996  

ZIMMER ,  Heinrich  

  Altindisches Leben. Berlin 1879  

 

 ナツメヤシとタマリンド  西岡直樹『定本  インド花綴り』より  


