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Dhammacakkappavattanasuttam
転

ダ ン マ チ ャ ッ カ パ ワ ッ タ ナ ス ッ タン
Evam me sutam, ekam samayam bhagava,
エーワン メー スタン

エーカン

サマヤン

輪 経

このように、わたしによって聞かれた。

バガワー

Barasiyam viharati, Isipatane Migadaye, tatra kho
バーラナシヤン ウィハラティ イシパタネー ミガダーイェー タトラ コー

bhagava pancavaggiye bhikkhu

法

amantesi,

バガワー パンチャワッギイェー ビックー アーマンテーシ

“Dve me bhikkhave anta pabbajitena na sevitabba,
ドウェー メー ビッカウェー アンター パッバジテーナ ナ セーウィッタッバー

yo cayam kamesu kamasukhallikanuyogo, hīno
ヨー チャーヤン カーメース カ ー マ ス カ ッ リ カ ー ヌ ヨ ー ゴ ー ヒーノー

gammo pothujjaniko anariyo anatthasanhito,
ガンモー ポットゥッジャニコー アナリヨー アナッタサンヒトー

yo cayam attakilamathanuyogo, dukkho anariyo
ヨー チャーヤン ア ッ タ キ ラ マ タ ー ヌ ヨ ー ゴ ー ドゥッコー アナリヨー

anatthasanhito,
アナッタサンヒトー

あるとき、尊師は、バーラーナシーにある仙人の集まるところ
（イシパタナ）の鹿の園（ミガダーヤ）に滞在していた。
そこで、尊師は五人の比丘たちに呼びかけた。
比丘たちよ、これら二つの極端は、出家者が親しみ近づいてはな
らないものである。それは、愛欲において欲楽の生活に耽溺する
ことであり、下劣で卑しく、凡夫に属するものであって、聖なら
ざるものであって、利益のないものである。そして（もう一つ
は）、苦行を実践することであり苦しみであり、聖ならざるもの
であって、利益のないものである。

ete te bhikkhave upho ante anupagamma,
エーテー テー ビッカウェー ウポー アンテー アヌパガンマ

majjhima patipada tathagatena abhisambuddha
マッジマー パティパダー タターガテーナ アビサンブッダー

cakkhukaranī nanakaranī upasamaya abhinnaya
チャックカラニー ニャーナカラニー ウパサマーヤ アビンニャーヤ

sambodhaya nibbanaya samvattati.
サンボーダーヤ ニッバーナーヤ サンワッタティ.

比丘たちよ。これら二つの極端に近づくことなく、
中道が如来によって悟られた。
それは、目を開き、知をもたらし、寂静、証智、正覚、涅槃に導
くのである。
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Katama ca sa bhikkhave majjhima patipada,

比丘たちよ、如来によって悟られた中道は、

カタマー チャ サー ビッカウェー マッジマー パティパダー

目を開き、

tathagatena abhisambuddha, cakkhukaranī
タターガテーナ アビサンブッダーチャックカラニー

知をもたらし、寂静、証智、正覚、涅槃を導くが、それはどの

nanakaranī upasamaya abhinnaya sambodhaya
ニャーナカラニー ウパサマーヤ アビンニャーヤ サンボーダーヤ

ようなものか。

nibbanaya samvattati, ayameva ariyo atthangiko
ニッバーナーヤ サンワッタティ アヤメーワ アリヨー アッタンギコー

これこそ、聖なる八つの道である。

maggo, seyyathīdam,
これは次のようなものである。

マッゴーセッヤティーダン

sammaditthi

sammasankappo,

サンマーディッティ

サンマーサンカッポー

sammavaca

sammakammanto

サンマーワーチャー

サンマーカンマントー

samma-ajīvo

sammavayamo

サンマーアージーウォー

サンマーワーヤーモー

sammasati

sammasamadhi,

サンマーサティ

サンマーサマ－ディ

ayam kho sa bhikkhave majjhima patipada,

正見、

正思、

正語、

正業、

正命、

正精進、

正念、

正定

である。

比丘たちよ。これが、如来によって悟られた中道であって、それ

アヤン コー サー ビッカウェー マッジマー パティパダー

tathagatena abhisambuddha, cakkhukaranī

は、目を開き、

タターガテーナ アビサンブッダーチャックカラニー

nanakaranī upasamaya abhinnaya sambodhaya

知をもたらし、寂静、証智、正覚、

ニャーナカラニー ウパサマーヤ ヤアビンニャーヤ サンボーダーヤ

nibbanaya samvattati.

涅槃を導くのである。

ニッバーナーヤ サンワッタティ.

Idam kho pana bhikkhave dukkham ariyasaccam,

比丘たちよ、じつに、＜これ＞が、苦しみなる、聖なる真理であ

イダン コー パナ ビッカウェー ドゥッカン アリヤサッチャン

る。
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atipi dukkha jarapi dukkha maranampi dukkham,
ジャーティピ ドゥッカー ジャラーピ ドゥッカー マラナンピ ドゥッカン

sokaparidevadukkhadomnassupayasapi dukkha,
ソーカ パリデーウァドゥッカ ドーマナッスパーヤーサーピ ドゥッカー
appiyehi sampayogo dukkho piyehi vippayogo

生も苦しみであり、老いも苦しみであり、死も苦しみである。
愁・悲・苦・憂・悩も、苦しみである。
怨憎のものに会い関わるのは、苦しみである。愛するものとの

アッピイェーヒ サンパヨーゴー ドゥッコー ピイェーヒ ウィッパヨーゴー

dukkho yampiccham na labhati tampi dukkham,
ドゥッコー ヤンピッチャン ナ ラバティ タンピ ドゥッカン

sankhittena pancupadanakkhandha dukkha,
サンキッテーナ パンチューパーダーナッカンダー ドゥッカー

idam kho pana bhikkhave dukkhasamudayo
イダン コー パナ ビッカウェー ドゥッカサムダヨー

ariyasaccam, yayam tanha ponobhavika
アリヤサッチャン ヤーヤン タンハー ポーノーバウィカー

nandiragasahagata tatra tatrabhinandinī,
ナンディラーガサハガター タトラ タトラービナンディニー

seyyathīdam, kamatanha bhavatanha vibhavatanha,
セッヤティーダン カーマタンハー バワタンハー ウィバワタンハー

idam kho pana bhikkhave dukkhanirodhao
イダン コー パナ ビッカウェー ドゥッカニロードー

ariyasaccam, yo tassa yeva tanhaya
アリヤサッチャン, ヨー タッサー イェーワ タンハーヤ
asesaviraganirodho cago patinissaggo mutti analayo,

別離は、苦しみである。求めたものが得られないのも苦しみで
ある。要するに、五取蘊（人間を構成する五つの集まりは、苦
しみである。
比丘たちよ、じつに、＜これ＞が、苦しみの原因なる、聖なる
真理である。再生をもたらし、喜びと貪りをともない、あちこ
ちで歓喜に満たされる渇愛である。これは次のようなものであ
る。欲の渇愛と有の渇愛と無有の渇愛である。

比丘たちよ、じつに、＜これ＞が、苦しみの滅なる、
聖なる真理である。その渇愛を残りなく離れ滅し、
捨て、放棄して、解脱し、執着のないものとなることである。

アセーサウィラーガニロードー チャーゴー パティニッサッゴー ムッティ アナーラヨー

idam kho pana bhikkhave dukkhanirodhagaminī
イダン コー パナ ビッカウェー ドゥッカニローダガーミニー

patipada ariyasaccam,

比丘たちよ、じつに、＜これ＞が、苦しみの滅に向かう道な
る、聖なる真理である。

パティパダー アリヤサッチャン
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ayameva ariyo atthangiko maggo seyyathīdam,
アヤメーワ アリヨー アッタンギコー マッゴー セッヤティーダン

sammaditthi

sammasankappo,

サンマーディッティ

サンマーサンカッポー

sammavaca

sammākammanto

サンマーワーチャー

サンマーカンマントー

samma-ajīvo

sammavayamo

サンマーアージーウォー

サンマーワーヤーモー

sammasati

sammasamadhi.

サンマーサティ

サンマーサマーディ

それは、じつに聖なる八つの道である。これは次のようなもの
である。
正見、

正思、

正語、

正業、

正命、

正精進、

正念、

正定

である。

Idam dukkham ariyasaccanti me bhikkhave,
イダン ドゥッカン

アリヤサッチャンティ メー ビッカウェー

pubbe ananussutesu dhammesu, cakkhum
プッベー アナヌッステース ダンメース チャックン

udapadi nanam udapādi paññā udapādi
ウダパーディ ニャーナン ウダパーディ パンニャー ウダパーディ

vijjā udapādi āloko udapādi,
ウィッジャー ウダパーディ アーローコー ウダパーディ

＜これ＞は、苦しみなる、聖なる真理であると、比丘たちよ、
わたしにとって、いまだかつて聞かれなかった法において、
眼が生じ、知が生じ、智慧が生じ、
明智が生じ、光明が生じた。

tam kho panidam dukkham ariyasaccam
タン コー パニダン ドゥッカン アリヤサッチャン

また、＜これ＞である、苦しみなる、聖なる真理は、証知すべ

parinneyyanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu
パリンニェーヤンティ メー ビッカウェープッベー アナヌッステース

きであると、比丘たちよ、わたしにとって、いまだかつて聞か

dhammesu, cakkhum udapadi nanam udapadi
ダンメース

チャックン ウダパーディ ニャーナン ウダパーディ

れたことのなかった法において、眼が生じ、知が生じ、智慧が

panna udapadi vijja udapadi
パンニャー ウダパーディ ウィッジャー ウダパーディ

āloko udapādi,
アーローコー ウダパーディ

生じ、明智が生じ、
光明が生じた。
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tam kho panidam dukkham ariyasaccam
タン コー パニダン ドゥッカン アリヤサッチャン

parinnatanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu
パリンニャータンティ メー ビッカウェー プッベー アナヌッステース

dhammesu, cakkhum udapadi nanam udapadi
ダンメース チャックン ウダパーディ ニャーナン ウダパーディ

panna udapadi vijja udapadi
パンニャー ウダパーディ ウィッジャー ウダパーディ

aloko udapadi.

Idam dukkhasamudayo ariyasaccanti me
イダン ドゥッカサムダヨー アリヤサッチャンティ メー

bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu,
ビッカウェー プッベー アナヌッステース ダンメース

cakkhum udapadi nanam udapādi paññā
チャックン ウダパーディ ニャーナン ウダパーディ パンニャー

udapādi vijjā udapādi aloko udapadi
ウダパーディ ウィッジャー ウダパーディ アーローコー ウダパーディ

tam kho panidam dukkhasamudayo ariyasaccam
タン コー パニダン ドゥッカサムダヨー アリヤサッチャン

pahatabbanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu
プッベー アナヌッステース

dhammesu, cakkhum udapadi nanam udapadi
ダンメース

チャックン ウダパーディ ニャーナン ウダパーディ

panna udapadi vijja udapadi
パンニャー ウダパーディ ウィッジャー ウダパーディ

aloko udapadi,
アーローコー ウダパーディ

証知されたと、比丘たちよ、わたしにとって、いまだかつて聞
かれたことのなかった法において、眼が生じ、知が生じ、智慧
が生じ、明智が生じ、
光明が生じた。

アーローコー ウダパーディ.

パハータッバンティ メー ビッカウェー

また、＜これ＞である、苦しみなる、聖なる真理は、

＜これ＞は、苦しみの原因なる、聖なる真理であると、比丘た
ちよ、わたしにとって、いまだかつて聞かれなかった法におい
て、眼が生じ、知が生じ、
智慧が生じ、明智が生じ、光明が生じた。
また、＜これ＞である、苦しみの原因なる、聖なる真理は、
捨てるべきであると、
比丘たちよ、わたしにとって、いまだかつて聞かれたことの
なかった法において、眼が生じ、知が生じ、智慧が生じ、明智
が生じ、
光明が生じた。
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tam kho panidam dukkhasamudayo ariyasaccam
タン コー パニダン ドゥッカサムダヨー アリヤサッチャン

pahīnanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu
パヒーナンティ メー ビッカウェー プッベー アナヌッステース

dhammesu, cakkhum udapadi nanam udapadi
ダンメース

チャックン ウダパーディ ニャーナン ウダパーディ

panna udapadi vijja udapadi
パンニャー ウダパーディ ウィッジャー ウダパーディ

aloko udapadi.

Idam dukkhanirodho ariyasaccanti me bhikkhave,
イダン ドゥッカニロードー アリヤサッチャンティ メー ビッカウェー

pubbe ananussutesu dhammesu, cakkhum udapadi
プッベー アナヌッステース ダンメース

チャックン ウダパーディ

nanam udapadi panna udapadi vijja udapadi
ニャーナン ウダパーディ パンニャー ウダパーディ ウィッジャー ウダパーディ

aloko udapadi,
アーローコー ウダパーディ

tam kho panidam dukkhanirodho ariyasaccam
タン コー パニダン ドゥッカニロードー アリヤサッチャン

sacchikatabbanti me bhikkhave, pubbe
サ ッ チ カ ー タ ッ バ ン テ ィ メー ビッカウェー プッベー

ananussutesu dhammesu, cakkhum udapadi
ダンメース

られたと、比丘たちよ、わたしにとって、いまだかつて聞かれ
たことのなかった法において、眼が生じ、知が生じ、智慧が生
じ、明智が生じ、
光明が生じた。

アーローコー ウダパーディ.

アナヌッステース

また、＜これ＞である、苦しみの原因なる、聖なる真理は捨て

＜これ＞は、苦しみの滅なる、聖なる真理であると、比丘たち
よ、わたしにとって、いまだかつて聞かれなかった法におい
て、眼が生じ、知が生じ、智慧が生じ、明智が生じ、
光明が生じた。
また、＜これ＞である、苦しみの滅なる、聖なる真理は、証明
さるべきであると、比丘たちよ、わたしにとって、いまだかつ
て聞かれたことのなかった法において、眼が生じ、知が生じ、

チャックン ウダパーディ

nanam udapadi panna udapadi vijja udapadi

智慧が生じ、明智が生じ、

ニャーナン ウダパーディ パンニャー ウダパーディ ウィッジャー ウダパーディ

aloko udapadi,

光明が生じた。

アーローコー ウダパーディ
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tam kho panidam dukkhanirodho ariyasaccam
タン コー パニダン ドゥッカニロードー アリヤサッチャン

sacchikatanti me bhikkhave, pubbe ananussutesu

また、＜これ＞である、苦しみの滅なる、聖なる真理は、証明

サ ッ チ カ タ ン テ ィ メー ビッカウェー プッベー アナヌッステース

されたと、比丘たちよ、わたしにとって、いまだかつて聞かれ

dhammesu, cakkhum udapadi nanam udapadi
ダンメース, チャックン ウダパーディ ニャーナン ウダパーディ
panna udapadi vijja udapadi

たことのなかった法において、眼が生じ、知が生じ、

パンニャー ウダパーディ ウィッジャー ウダパーディ

智慧が生じ、明智が生じ、光明が生じた。

aloko udapadi.
アーローコー ウダパーディ.

Idam dukkhanirodhagaminī patipada ariyasaccanti

＜これ＞は、苦しみの滅に向かう道なる、聖なる真理である

イダン ド ゥ ッ カ ニ ロ ー ダ ガ ー ミ ニ ー パティパダー アリヤサッチャンティ

me bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu,

と、比丘たちよ、わたしにとって、いまだかつて聞かれたこと

メー ビッカウェー プッベー アナヌッステース ダンメース

cakkhum udapadi nanam udapadi panna

のなかった法において、眼が生じ、明智が生じ、智慧が生じ、

チャックン ウダパーディ ニャーナン ウダパーディ パンニャー

udapadi vijja udapadi aloko udapadi,

明智が生じ、光明が生じた。

ウダパーディ ウィッジャー ウダパーディ アーローコー ウダパーディ

tam kho panidam dukkhanirodhagaminī patipada
タン コー パニダン ドゥッカニローダガーミニー パティパダー

ariyasaccam bhavetabbanti me bhikkhave,
アリヤサッチャン バーウェータッバンティ メー ビッカウェー

また、＜これ＞である、苦しみの滅に向かう道なる、聖なる真
理は、修習すべきであると、比丘たちよ、わたしにとって、い

pubbe ananussutesu dhammesu, cakkhum
プッベー アナヌッステース ダンメース, チャックン
udapadi nanam udapadi panna udapadi

まだかつて聞かれたことのなかった法において、眼が生じ、

ウダパーディ ニャーナン ウダパーディ パンニャー ウダパーディ

知が生じ、智慧が生じ、明智が生じ、光明が生じた。

vijja udapadi aloko udapadi,
ウィッジャー ウダパーディ アーローコー ウダパーディ
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tam kho panidam dukkhanirodhagaminī

また、＜これ＞である、苦しみの滅に向かう道なる、

タン コー パニダン ド ゥ ッ カ ニ ロ ー ダ ガ ー ミ ニ ー

patipada ariyasaccam bhavitanti me bhikkhave,
パティパダー アリヤサッチャン バーウィタンティ メー ビッカウェー

pubbe ananussutesu dhammesu, cakkhum
プッベー アナヌッステース ダンメース チャックン

聖なる真理は、修習されたと、比丘たちよ、わたしにとって、
いまだかつて聞かれたことのなかった法において、眼が生じ、

udapadi nanam udapadi panna udapadi
ウダパーディ ニャーナン ウダパーディ パンニャー ウダパーディ

知が生じ、智慧が生じ、

vijja udapadi aloko udapadi.
ウィッジャー ウダパーディ アーローコー ウダパーディ.

明智が生じ、光明が生じた。

Yava kīvanca me bhikkhave imesu catusu
ヤーワ キーワンチャ メー ビッカウェー イメース チャトゥース

ariyasaccesu,

比丘たちよ、これら四つの聖なる真理において、このように、

evamtiparivattam dvadasakaram

アリヤサッチェース エ ー ワ ン テ ィ パ リ ワ ッ タ ン ドワーダサーカーラン

yathabhutam nanadassanam na suvisuddham ahosi,

三度転ずる十二相のものである、如実なる知見が、

ヤターブータン ニャーナダッサナン ナ スウィスッダン アホーシ

neva tavaham bhikkhave sadevake loke samarake

完全に清浄とならなかったあいだは、わたしは、

ネーワ ターワーハン ビッカウェー サデーワケー ローケー サマーラケー

sabrahmake, sassamanabrahmaniya pajaya
サブラフマケー サッサマ ナ ブ ラーフマ ニヤ ー パジャーヤ

sadevamanussaya, anuttaram sammasambodhim
サ デ ー ワ マ ヌ ッ サ ー ヤ アヌッタラン サンマーサンボーディン

比丘たちよ、神、悪魔、梵天を含む、沙門・バラモン、
人と神とともなる世界において、無上の正等覚を悟ったと、

abhisambuddho paccannasim,
ア ビ サ ン ブ ッ ド ー パッチャンニャーシン

yato ca kho me bhikkhave imesu catusu
ヤトー チャ コー メー ビッカウェー イメース チャトゥース
ariyasaccesu, evamtiparivattam dvadasakaram

公言することはなかった。
比丘たちよ、これら四つの聖なる真理において、このように、

アリヤサッチェース エーワンティパリワッタン ドワーダサーカーラン

三度転ずる十二相のものである、如実なる
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yathabhutam nanadassanam suvisuddham ahosi,

知見が、完全に清浄となってから、わたしは、

ヤターブータン ニャーナダッサナン スウィスッダン アホーシ

athaham bhikkhave sadevake loke samarake

比丘たちよ、神、悪魔、梵天を含む、沙門・バラモン、

アターハン ビッカウェー サデーワケー ローケー サマーラケー

sabrahmake, sassamanabrahmaniya pajaya
サブラフマケー

人と神とともなる世界において、無上の正等覚を悟ったと、公

サッサマ ナ ブ ラーフマ ニヤ ー パジャーヤ

sadevamanussaya, anuttaram sammasambodhim
サデーワマヌッサーヤ

アヌッタラン サンマーサンボーディン

abhisambuddho paccannasim, nananca pana me
アビサンブッドー パッチャンニャーシン

ニャーナンチャ パナ メー

dassanam udapadi, akuppa me vimutti,
ダッサナン ウダパーディ アクッパー メー ウィムッティ

ayamantima jati, natthi dani punabbhavoti,
アヤマンティマー ジャーティ ナッティ ダーニ プナッバウォーティ

idamavoca bhagava, attamana pancavaggiya
イダマウォーチャ バガワー アッタマナー パンチャワッギヤー

bhikkhu bhagavato bhasitam abhinandum,
ビックー バガワトー バーシタン アビナンドゥン

imasminca pana veyyakaranasmim bhannamane,
イマスミンチャ パナ ウェッヤーカラナスミン バンニャマーネー

ayasmato Kondannassa virajam, vītamalam
アーヤスマトー コンダンニャッサ ウィラジャン ウィータマラン

dhammacakkhum udapadi,
ダンマチャックン ウダパーディ

yankinci samudayadhammam sabbantam
ヤンキンチ サムダヤダンマン サッバンタン

言したのである。
じつに、わたしには、知と見とが生じた。
すなわち、
『堅固であるのは、わたしの解脱である。これが、最
後の生まれである。今や、ないのは再生である』と。このよう
に、尊師は語った。心かなった五人の比丘たちは、尊師の説い
たことを大いに喜んだ。
ところで、この解説が説かれているときに、
コンダンニャ尊者に、塵を離れ垢を離れた法の眼が生じた。す
なわち『およそ何であれ、生ずる性質のものは滅する性質であ
る』と。

nirodhadhammanti.
ニローダダンマンティ.
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Pavattite ca bhagavata dhammacakke,
パワッティテー チャ バガワター ダンマチャッケー
Bhumma deva saddamanussavesum,

じつに、このように、尊師によって法輪が転ぜられているとき
（法が説かれているとき）
、地の神々は声をあげた。

ブンマー デーワ サッダマヌッサウェースン

etambhagavata Baranasiyam Isipatane Migadaye

尊師によって、このような無上の法輪が、バーラーナシーにあ

エータンバガワター バーラナシヤン イシパタネー ミガダイェー

anuttaram dhammacakkam pavattitam,

る仙人の集まるところ（イシパタナ）の鹿の園（ミガダーヤ）

アヌッタラン ダンマチャッカン パワッティタン

appativattiyam samanena va brahmanena va

において、転ぜられた。それは、沙門にも、バラモンにも、神

アッパティワッティヤン サマネーナ ワー ブラーフマネーナ ワー

devena va marena va brahmuna va

にも、悪魔にも、梵天にも、あるいは、世界にいるどんな者に

デーウェーナ ワー マーレーナ ワー ブラフムナー ワー

kenaci va lokasminti,

よっても、反対されることはないだろう。

ケーナチ ワー ローカスミンティ

Bhummanam devanam saddam sutva,

地の神々の声を聞いて、

ブンマーナン デーワーナン サッダン ストワー

Catummaharajika deva saddamanussavesum,

四大王の神々（四大王天）も声をあげた。

チャートゥンマハーラージカー デーワー サッダマヌッサーウェースン

Catummaharajikanam devanam saddam sutva,

四大王の神々の声を聞いて、

チャートゥンマハーラージカーナン デーワーナン サッダン ストワー

Tavatimsa deva saddamanussavesum,

三十三天の神々も、声をあげた。

ターワティンサー デーワー サッダマヌッサーウェースン

Tavatimsanam devanam saddam sutva,

三十三天の神々の声を聴いて、

ターワティンサーナン デーワーナン サッダン ストワー

Yama deva saddamanussavesum,

夜摩天の神々も、声をあげた。

ヤーマー デーワー サッダマヌッサーウェースン

Yamanam devanam saddam sutva,
ヤーマーナン デーワーナン サッダン ストワー

夜摩天の神々の声を聞いて、
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Tusita deva saddamanussavesum

兜率天の神々も、声をあげた。

ツシター デーワー サッダマヌッサーウェースン

Tusitanam devanam saddam sutva,

兜率天の神々の声を聞いて、

ツシターナン デーワーナン サッダン ストワー

Nimmanaratī deva saddamanussavesum,

楽変化天の神々も、声をあげた。

ニンマーナラティー デーワー サッダマヌッサーウェースン

Nimmanaratīnam devanam saddam sutva,

楽変化天の神々の声を聞いて、

ニンマーナラティーナン デーワーナン サッダン ストワー

Paranimmitavasavattī deva saddamanussavesum,

他化自在天の神々も、声をあげた。

パ ラ ニ ミ ッ タ ワ サ ワ ッ テ ィ ー デーワー サッダマヌッサーウェースン

Paranimmitavasavattīnam devanam saddam sutva,

他化自在天の神々の声を聞いて

パ ラ ニ ミ ッ タ ワ サ ワ ッ テ ィ ー ナ ン デーワーナン サッダン ストワー

Brahmakayika deva saddamanussavesum,

梵衆天の神々が、声をあげた。

ブラフマカーイカー デーワー サッダマヌッサーウェースン

etambhagavata Baranasiyam Isipatane Migadaye

尊師によって、このような無上の法輪が、バーラーナシーにあ

エータンバガワター バーラナシヤン イシパタネー ミガダイェー

anuttaram dhammacakkam pavattitam,
アヌッタラン ダンマチャッカン パワッティタン

appativattiyam samanena va brahmanena va
アッパティワッティヤン サマネーナ ワー ブラーフマネーナ ワー

devena va marena va brahmuna va
デーウェーナ ワー マーレーナ ワー ブラフムナー ワー

kenaci va lokasminti,
ケーナチ ワー ローカスミンティ

itiha tena khanena tena muhuttena, yava
イティハ テーナ カネーナ テーナ ムフッテーナ ヤーワ

Brahmaloka saddo abbhuggacchi, ayanca
ブラフマローカー サッドー アッブッガッチ アヤンチャ

る仙人の集まるところ（イシパタナ）の鹿の園（ミガダーヤ）
において、転ぜられた。
それは、沙門にも、バラモンにも、神にも、悪魔にも、梵天に
も、あるいは、世界にいるどんな者によっても、反対されるこ
とはないだろう。
この刹那、この瞬間、このわずかの時間に、
梵天界にいたるまで、声があがっていった。
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dasasahassī lokadhatu sankampi sampakampi

この一万の世界は震え、大きく震え、

ダササハッシー ローカダートゥ サンカンピ サンパカンピ

sampavedhi, appamano ca olaro obhaso

激しく震動した。無量の広大なる光明が顕れ、

サンパウェーディ アッパマーノー チャ オーラーロー オーバーソー

loke paturahosi, atikkammeva devanam

それは、神々の天の威力を超えでたのである。

ローケー パートゥラホーシ アティッカンメーワ デーワーナン

devanubhavam, athakho bhagava udanam udanesi,

さて、その時、尊師は、感興のことばを発した。

デーワーヌバーワン アタコー バガワー ウダーナン ウダーネーシ

annasi vata bho Kondanno,

『了解したのは、じつに、友よ、コンダンニャだ。

アンニャーシ ワタ ボー コンダンニョー

annasi vata bho Kondannoti,
アンニャーシ ワタ ボー コンダンニョー

itihidam ayasmato Kondannassa,
イティヒダン アーヤスマトー コンダンニャッサ

Annakondannotveva namam ahosīti.
アンニャーコンダンニ ョ－トウェーワ ナーマン アホーシーティ.

了解したのは、じつに、友よ、コンダンニャだ』と。
こうして、コンダンニャ尊者には、まさに
『了解したコンダンニャ』という名前がつけられることになっ
たのである。
石飛 道子 訳

パーリ『相応部』に含まれる「転法輪経」は以上であるが、パーリ『律蔵』の大品はこの後に 次の語句を加えた編集がなされている。
その時、尊者アンニャーシコンダンニャは師の教えにおいて法を見、法に達し、法を知り、法に悟入し、疑惑を越え、疑念が消失し、
無畏( 絶対の自信 )に達し、師の教えに措いて他によることなく、｢世尊よ、私は世尊の御許において出家したい。具足戒を得たい｣
と世尊に申し上げました。
世尊は｢さあ来るがよい、比丘よ。法はよく説かれた。苦を滅尽するためによく梵行を行ぜよ｣と言われました。
これがその尊者の受具足戒でありました。
『基本聖典』
「転法輪経」pp.71-72 ウ、ウェープッラ長老訳

さらに｢大品｣では、憍陳如以外の残りの四人も法眼を得て、出家と具足戒を得たことを述べ、さらにそのあとで、仏陀は ｢五蘊無我｣ の
教理を述べている。
『法と縁起』pp.223-224 平川 彰
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