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【要旨】

本稿では、ペルシア抒情詩の最高峰に位置づけられ、辛辣な社会批評の視点をもつ詩人とし

ても特筆に値するハーフェズ（1326?-90 頃）の叙事詩―「野生の鹿」と題される作品―を

取り上げ、詳解を施す。ハーフェズの抒情詩研究や注解はイランをはじめとするペルシア語

文化圏において数多なされてきたものの、ハーフェズの他の作品―頌
カスィーダ

詩、叙
マスナヴィー

事詩、断
キ ト ア

片詩、

四
ルバーイー

行詩―に対する注目度は低く、抒情詩以外の作品に注目した研究や論考はあまり例をみな

いのが実情である。叙事詩については、日本においても唯一の邦訳が存在するのみで、研究と

いえる論考はまだ見られない。

そこで本稿では、ハーフェズの抒情詩に関する先行研究や筆者自身がこれまでおこなってき

たハーフェズ抒情詩の注解を踏まえ、全 29 詩行に及ぶ叙事詩を丹念に読み込み、ハーフェズ

特有の詩句や表現、レトリックに注目しながら緻密な解釈を施したうえで、新しい和訳を提示

する機会としたい。

Hafiz Shirazi’s Lyrics (Ghazaliyāt) have been praised for a long time and considered holy by 

Farsi; Farsi language people consider his poems as a mirror for representing the truth of their 

status and their society. He criticizes the community of his time and has shown us the images of 

reality. By using a variety of symbols such as “Pīr-e kharābāt”, “Rend loving and Naẓar-bāz”, he 

illustrates the ideal human image - the perfect man - on one hand, and he severely criticizes the 

hypocrisy and deception of the society on the other hand. However, the poetry of this popular 
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and holy poet will not only limited to 500 lyrics but there are also qaṣīdah(odeath)s, qiṭʻa(piece)s, 

masnavīs, and rubāʻiyāt(quatrains), which have been less widely discussed in the Farsi-speaking 

countries themselves.

In this paper, the writer has tried to pay attention to the Hafiz’s masnavī, known as the “Ᾱhū-

ye vaḥshī (Wild Deer)”, especially the expressions such as “Ᾱhū-ye vaḥshī”, “Dasht-e moshavvash 

(Disarrayed plain)”, “Pīr-e dānā (Wise old man)”, “Rend” and “Nūnol-Qalam” to give a deeper 

and more accurate interpretation of this masnavi.
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はじめに

14 世 紀 の ハ ー フ ェ ズ（Khājah Ḥāfiẓ-i Shīrāzī, Shams al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad, 

1326?-90 頃）というペルシア詩人は、社会を鋭い眼差しで批判しつつ理想とする人間の姿を

抒
ガ ザ ル

情詩にちりばめたことによって、今なおペルシア語話者の間で絶大な人気を保持する、ペル

シア語圏において他の追随を許さないほどの―時に神聖視されるほどの―存在に昇華され

た詩人である。

ハーフェズの 500 弱の抒
ガ ザ ル

情詩がその芸術的・思想的価値を高く評価されている一方、ペルシ

ア詩の伝統に基づいた他の詩型による彼の作品―頌
カスィーダ

詩、叙
マスナヴィー

事詩、断
キ ト ア

片詩、四
ルバーイー

行詩―は殆ど

注目されていない。よって、これまで筆者も一貫してハーフェズの抒情詩に関する注解を試み

てきたが、今回初めて彼の叙事詩を取り上げてみることとしたい。

ハーフェズの遺した叙事詩は、本邦唯一の和訳では「小鹿の賦」と「酌
サーキー・ナーメ

人の賦」と題されてい

る二作品である。今回は叙事詩「小鹿の賦」（本稿では「野生の鹿」）を丹念に読み込み、ペルシ

ア詩の伝統やハーフェズ固有の表現やレトリックに注目しつつ、緻密な解釈を施す機会とした

い。

1.	叙事詩「野生の鹿」注解

流麗かつ耳に心地よいリズムを刻むハザジ韻律 1) が作品全体を包み込む本叙事詩は、全 29

詩
バ イ ト

行から成る。

イランで毎年数多のハーフェズ抒情詩に関する研究書が出版されている現状に比すると、本

叙事詩に関する論考や注釈は不思議なほど数が限られている。唯一目に留まるのは、詩人かつ

批評家・翻訳家、ペルシア文学研究者として知られるエスラーミー・ノドゥーシャンの「ハーフェ

ズと『野生の鹿』」と題する文章である 2)。本稿では、氏の考察に従い、本叙事詩全 29 詩行を以

下の五部に分け、検討を差し挟みつつ順を追って見ていくこととする。

（１）孤独と希望（第 1 ～ 7 詩行）） 

（２）愛の対象に辿り着けないもどかしさ（第 8 ～ 12 詩行））

（３）別離と悲哀、刹那主義、そして生きる希望（第 13 ～ 21 詩行）

（４）人生で獲得したもの―詩―の価値（第 22 ～ 27 詩行）

（５）辞世の句（第 28 ～ 29 詩行）

では、第一部から順に、詩の原文（翻字表記）と拙訳を示し、各詩行に注解を施していくこ

ととしよう。
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1.1.	孤独と希望（第 1～ 7詩行）

[1] ʼalā ʼey ʼāhu-yē vaḥshī kojāʼī

 marā bā tost(o) chandīn ʼāshenāʼī3)

 おお、野生の鹿よ、そなたはいずこに

 私とそなたは古くからの知り合い

詩人が古くからの友「野生の鹿（āhu-yē vaḥshī）」に呼びかける形で詩が始まる。

まず、「鹿（āhū）」という語に対してハーフェズが抱いていたイメージについて確認しておく

必要がある 4)。ハーフェズは、鹿のつぶらな黒い瞳が持つ魅力について、抒情詩において次の

ように表現する。

 ʻeyb-e del kardam ke vaḥshī vażʻ-o har jāʼī mabāsh

 goft(o) chashm-ē shīr(o)-gīr-ō ghanj-e ʼān ʼāhū bebīn

 「野獣のようにうろつくな」と私が心を責めると

 心は答え「獅子を捕らえる鹿の瞳と秋
ながしめ

波を見よ」（抒情詩 402）

 ʼān āhu-yē siyah-chashm az dām-e mā borūn shod

 yārān che chāre sāzam bā ʼīn del-ē ramīde?

	 黒い瞳のかの鹿がわが罠から逃げた

 友よ、私はこの去りし心をどうしよう（抒情詩 425）

 be ʼāhuvān-e naẓar shīr-e ʼāf(e)tāb begīr

 be ʼabrowān-e do tā qows-e moshtarī beshkan

	 鹿たちの眼差しで太陽の獅子を捕らえよ

 二つの眉で木星の弓を壊せ（抒情詩 399）

鹿のつぶらな黒い瞳は、時に獰猛な獅子をも虜にする、えもいわれぬ不思議な魅力を湛えて

いる。ペルシア文学における鹿のイメージに関する研究論文を著したホセイニー氏は「ムスリ

ムの思い描く天国では、美女たちはガゼルのような目を持っている」5) とも説明している。

次の抒情詩では、鹿は猛々しい獅子を追いやってしまうほどの魅力を備えている。

 ʻajāyeb-ē rah-e ʻeshq ey rafīq(o) besyār ʻast
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 ze pīsh-e ʼāhu-ye ʼīn dasht(o), shīr-e nar bedavīd

 ああ、友よ、愛の道の不思議は多すぎる

	 この荒野の鹿の前から雄獅子が走り去るとは（抒情詩 239）

また、鹿の性格的特徴として、ハーフェズはその従順さ・か弱さを挙げる。次の例では、人

間や他の動物から怯えて逃げ出す様子が描かれている。

 gonāh-e chashm-e siyāh-ē to būd-o gardan-e delkhāh

 ke man cho ʼāhu-ye vaḥshī ze ʼādamī beramīdam

 私が野生の鹿のように人間から逃げたのは

 そなたの黒い目と艶めかしい項
うなじ

のせい（抒情詩 322）

ハーフェズは鹿の臆病な性質のみならず、その性質に由来すると考えられる優美さ、しとや

かさについても次のように言及する。

 shavad ghazāle-ye khorshīd(o) ṣeyd-e lāghar-e man

 gar āhuyī cho to yekdam shekār-e man bāshī

 そなたの如き優美な鹿が一瞬でもわが獲物になれば

 太陽を輝かせる鹿もわが痩せた獲物になろう（抒情詩 457）

 sū-yē man-e vaḥshī-ṣefat-ē ʻaql-e ramīdē

 ʼāhū-raveshī, kabk-kharāmī naferestād

 野獣の如く理性が逃げ去りしわが方
ほう

に

	 鹿のように振舞う愛しい人はシャコのように優美に歩む使者を寄越しはせぬ

（抒情詩 109）

ペルシア文学では伝統的に「鹿」という語から「麝香鹿」が連想される。雄の麝香鹿は、雌を

惹きつけるために腹部の麝香嚢内に麝香を分泌する。現代においても、麝香は生薬や芳香ムス

クの原料としても用いられる、高価な香料である。

 dardā ke ʼaz ān ʼāhu-ye moshkīn-e siyah-chashm

 chon nāfe basī khūn-e delam dar jegar oftād
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 哀れ、黒い瞳のかの麝香鹿のために

 麝香嚢の如きわが心の血がどれだけ肝臓に流れたか（＝わが心がどれほど嘆き苦しんだ

か） （抒情詩 110）

次の 2 例に見られる「契丹（ホータン）」は麝香鹿の産地として知られる東トルキスタンの町

の名である。

 mozhdegānī bedeh, ey khalvati-yē nāfe-goshāy

 kē ze ṣaḥrā-ye khotan ʼāhu-ye moshkīn ʼāmad

 匂い袋を解き閑居する者よ、吉報を届けておくれ

 契丹の荒野から麝香鹿が戻ってきた（抒情詩 176）

 yā rab ān āhū-ye moshkīn be khotan bāz-resān

 vān sahī-sarv-e kharāmān be chaman bāz-resān

 神よ、かの麝香鹿を契丹に戻したまえ

 かの優美に歩む糸杉を花園に戻したまえ（抒情詩 385）

以上の例を踏まえて再度この叙事詩の冒頭の詩句を読み返してみよう。ハーフェズが、瞳の

魅力、従順さ、麝香を産するという特徴をもつ鹿と自分を同類と見做し、自分と痛みを共に分

かち合える存在と見做していることがわかる。ハーフェズが鹿に並々ならぬ親近感を抱いたの

は、自分は決して権力を有する強い存在ではない、か弱い単なる一人の人間にすぎず、徒党を

組んで社会に革命を起こそうと目論むような輩とはほど遠い従順な性格であること、鹿のつぶ

らな黒い瞳が魅力をもつように、自分も社会批判の目を有していること、そして鹿が麝香を持

つように、詩人である自分は内奥から価値ある言葉を紡ぎだすこと、といった共通点を見出し

たからであり、その共通点を認識することによって、まるで古くからの知り合いであるという

感覚に襲われたのではないだろうか。

「野生の」と訳出した vaḥshīという語は、「人になつかない」「不従順な」という意味を持つ。

この語から連想されるのは、ペルシア恋愛詩の主役「愛の対象（maʻshūq）」である。ペルシア

詩では、「恋する者（ʻāsheq）」が想いを寄せる愛の対象は、その黒い瞳や芳香で恋人を誘惑し、

翻弄し、しかし恋人に追いかけられるとするりと逃げてしまい、手が届きそうで届かない存在

として描かれるのが常である。ハーフェズの「野生の鹿」は、まさにペルシア恋愛詩の「愛する

対象」そのものではないか。恋する者は愛する対象と結ばれたい、一心同体でいたいと思う。ハー
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フェズは「野生の鹿」とは自分の最良の理解者で、共に痛みを分かち合い、慰め合う「愛の対象」

であると認識しているのであり、その思いがこの冒頭の詩行に滲出していると考えられる。

[2] do tanhā-ʼō do sargardān do bī-kas

 dad-ō dāmat kamīn az pīsh-o ʼaz pas

 われらはともに寂しき身の上、ともに流離い、ともに頼る者もなく

 前にも後にも野獣が潜む

ここでは、1 行目で考察したハーフェズと鹿が、誰にも何物にもすがることもできない危機

的状況に陥っているらしきことが詠われている。「前にも後にも野獣が潜む」という比喩は、サ

ンスクリット起源の寓話集『カリーラとディムナ（Kalīlah va Dimnah）』の、とある逸話をハー

フェズに想起させたのではないかと考える説もある 6)。いずれにせよ、にっちもさっちもいか

なくなった状況に置かれた身の孤立感が際立つ表現である。

[3] biyā tā ḥāl-e yekdīgar bedānīm

 morād-ē ham bejūʼīm ar tavānīm

 さあ、互いに様子を語り合おう

 できるなら、望みを求めよう

ハーフェズは野生の鹿に「互いの状況を理解し、気持ちを共有し、もしできることなら互い

の希望を求め見つけ出そうではないか」と語りかけている。現状把握したうえで未来志向の姿

勢を持とうとする、ハーフェズの前向きな声である。

[4] ke mī-bīnam ke ʼīn dasht-e moshavvash

 cherāgāhī nadārad khorram-o khash7)

 見たところ、この乱れた荒野には

 喜び楽しむ牧場はない

この詩行は、前詩行の続きと考えられる。なぜ今、現状を把握し未来への目標を持とうとす

るのか。なぜなら、「この乱れた荒野」に自分たちの居場所はない、と見てとったからである。

ここでは、この「乱れた荒野（dasht-e moshavvash）」という表現に注目したい。

moshavvash という形容詞は「驚き慌てふためいた、取り乱した、動揺した、混乱した、心
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安からぬ、不安な、落ち着かない、苦悩した、心配した、恐れた」様子を描写するものであり、

ハーフェズは自らの抒情詩の中でこの語を 3 度用いている。

 gham-e donyī-ye danī chand(o) khorī bāde bokhor

 ḥeyf(o) bāshad del-e dānā ke moshavvash bāshad

 卑しき世をいつまで悲しむのか、酒を飲め

 賢者の心が乱されるは哀れ（抒情詩 159）

 shīrāz(o) maʻdan-ē lab-e laʻlast-o kān-e ḥosn

 man jowharī-ye moflesam, īrā moshavvasham

 シーラーズは紅玉の唇の鉱山、美の採石場

 貧しい宝石商たる私は貧しさゆえ困惑する（抒情詩 338）

 gar to zīn dast-e marā bī sar-o sāmān dārī

 man be ʼāh-ē saḥarat zolf-e moshavvash dāram 

 そなたがこのように私を悩ますなら

 私は暁の溜息でそなたの巻毛をかき乱す（抒情詩 326）

心や気持ちの乱れ以外には、最後の例に見られるように、髪の乱れ、ほつれといった「整っ

ていないさま」を表現する際に用いる。つまり、通常この語は「荒野」のような、場所の形容に

は用いられることはないのである。

一方、「荒野」と訳出した語 dasht は広く平原や野原、荒野、沙漠を示す語で、現代で言えば

イランの各都市間に広がる、何ら有効活用されていない無味乾燥な茫漠とした土地と考えれば

よいだろう。ハーフェズがこの 2 語を組み合わせることで意図したのは、「現世」である。そ

こは「喜び楽しむ牧場」ではない、つまり、現世はハーフェズや彼の愛の対象にとって憩いや

安らぎの場ではないことが明示されているのである。

[5] ke khāhad shod begūʼīd ey ḥabībān

 rafīq-ē bī-kasān yār-ē gharībān?

 仲間たちよ、教えておくれ、いったい誰が

 友なき者らの仲間、寂しい者らの友となるのか？
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ここでハーフェズが想起する、頼る者が皆無である、いたたまれないほどの孤独感は、詩人

自身の明敏さ・洞察力に裏打ちされている。世の卑劣な支配者や、高潔で信仰あついふりをす

る似非信者のような、無知でありながら野心に燃える人々の間では、このような孤独感はより

際立つはずのものだからである。

[6] magar kheżr-ē mobārak-pey dar āyad

 ze yomn-ē hemmatash kārī goshāyad

 幸運な歩みのヒズルが来れば

 その大志のおかげで事は運ぶだろう

yomn は、幸運、天恵、至福といった意味を表す。ヒズルは、イスラーム世界では生命の水

を口にした唯一の預言者であり、モーセの精神的な師であり、それ故イスラーム神秘主義にお

いては神秘主義道修行者を導く師としてしばしば描かれる。この詩行では、詩人は、預言者モー

セを生命の水の泉へと導いたヒズルのように、人生において自分を導いてくれる人を得たいと

願っている。どこか、孤独の中でも希望を捨てることなく生きようとする姿勢がうかがわれる、

前向きな詩行である。

[7] magar vaqt-ē vafā parvardan āmad

 ke fālam «lā-taẕarnī fardan» āmad

 約束が果たされる時が来たようだ

 私の占いに「われを独りにするな」と出た

そしてついにハーフェズは聖典クルアーンの「われを独りにするな（lā-taẕarnī fardan）」8) と

いう句を引用し、希望を見出したように見える。vafā parvardan とは、字義通りには「誠実さ

を育てること」であり、前の詩行で登場したヒズルがついに姿を現し、救いの手を延べてくれ

る時が来たことへの示唆と考えられる。クルアーンを暗誦していたことで知られるハーフェズ

9) の脳裏には、このクルアーンの預言者章に登場する、神に救済された預言者たちが次々と想

起されたに相違ない。イブラーヒーム（アブラハム）が火に焼かれずに済み、ヌーフ（ノア）

が嵐から、ダーヴード（ダビデ）とスライマーン（ソロモン）が苦境から、アイユーブ（ヨブ）

が病気から救われ、そしてユーネス（ヨナ）が大魚に飲み込まれた後救い出され、またザカリ

ヤーは晩年に子供に恵まれ、マルヤム（マリア）は口さがない者らの嘲りから解放されたのだ。

そして、ハーフェズは自身をこの預言者たちと同列と見做し、これから自分の明るい未来への
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希望を抱き始めたかに見える。

続いて、第二部を見ていこう。

1.2.	愛の対象に辿り着けないもどかしさ（第 8～ 12 詩行）

[8] chonīnam hast yād az pīr-e dānā

 farāmūsham nashod hargez hamānā

 賢い古老のことを私は思い出す

 私は決して彼を忘れていない

ここでは「賢い古老（pīr-e dānā）」という表現がキーワードである。ハーフェズは「酒場の古

老（pīr-e moghān/meyforūsh/meykhāne/meykade/kharābāt）」「酩酊した（澱まで飲む）古老（pīr-e 

dordī-kash）」「村の古老（pīr-e dehqān）」等を抒情詩の中に頻繁に登場させる。ハーフェズが彼

のことを「決して忘れなどせぬ」と語っているところからも明白なように、彼はハーフェズの「心

の師」的存在なのである。しかし、ハーフェズが描く、明敏な洞察力を有し人間味に溢れた理

想的な存在の古老とは、具体的に特定の人物を指すのではなく、人類の叡智すべての擬人化で

ある。

次の第 9 ～ 12 詩行までの 4 句は旅人（rahrow ＝神秘主義修行者）と遊
リ ン ド

蕩児との対話が続く。

この部分はまとめてストーリーを追う必要があるだろう。

ハーフェズの描く遊
リ ン ド

蕩児については他で論じたのでここでは省略するが、かいつまんで定義

すれば「本能にしたがって、時に図々しいほどに皮肉っぽく、時につつましく、目先のことに

とらわれずに精神的に豊かに楽しく生きようとする生身の人間」10) といえる存在であり、ハー

フェズが尊敬してやまない、一種憧れともいえる存在である。つまりは前の詩行に登場したハー

フェズの心の師たる「賢い古老」がすなわち遊
リ ン ド

蕩児であり、彼と問答をかわす神秘主義修行者

はハーフェズなのである。

[9] ke rūzī rahrowī dar sarzamīnī

 be loṭf-ash goft(o) rendī rah-neshīnī

 ある日、ある土地で、ある旅人に

 道端に坐る遊
リ ン ド

蕩児がやさしく言った

[10] ke ʼey sālek che dar ʼanbāne dārī

 biyā dāmī beneh gar dāne dārī

 「おお旅のお方よ、その荷物の中身は何ですか
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 穀粒があるなら罠をしかけなさい」

[11] javāb-ash dād(o) goftā dām(o) dāram

 valī sīmorgh(o) mī bāyad shekāram

 旅人は答え「罠を持ってはいますが

 鳳
スィームルグ

凰を獲物にせねばなりません」

[12] begoftā chon be dast ārī neshān-ash?

 ke ʼaz mā bī neshān ast āshiyān-ash

 遊蕩児が言う「その目印をどのように手に入れるのか？

 私には巣の在処さえわからない」

9 行目で、道端に坐り込んだ哀れな風貌の遊
リ ン ド

蕩児が、修行の道を歩み続けるハーフェズ自身

にやさしくこう語りかける。「人生で何を得てきたのか？どうやらまだ何も捕まえていないよう

だな。さあ、餌があるなら罠を仕掛けようではないか。」anbāne とは羊や山羊のなめし革でで

きた、托鉢僧が腰から提げて使うずだ袋である。「ハーフェズが人生で何を得たのか」と優しく

穏やかに問う姿勢から、単なる貧者やならず者ではないことが見てとれる。（第 10 詩行）

ハーフェズは答える。「罠はある。でも、何でも捕まえればよいわけではなく、私は鳳
スィームルグ

凰を捕

まえなければならない。」（第 11 詩行）鳳
スィームルグ

凰とは、イランの神話や伝説に登場する超能力を持つ、

または鳥たちが会いたいと切望する彼らの王のことである 11)。

この答えを聞いた遊
リ ン ド

蕩児は、逆にこう問い返す。「捕まえるには鳳
スィームルグ

凰の目印がわからなければ

ならないだろう。何か手がかりでもあるのか？私は巣がどこにあるのかさえ知らない。」（第 12

詩行）「鳳
スィームルグ

凰を捕まえる」とは、人間が切望してやまないものの、不可能なことを追求すること

を喩えた表現である。この遊
リ ン ド

蕩児は人生を生きていくにあたり、人間が何を得るべきか、それ

をいかにして手にするか、手にするにはなんらかの徴を見極めることができなければならぬ、

とハーフェズを諭すのである。せめてその徴がわかる人間になれるよう、日々精進しながら生

きていくことが肝要である、と説いているのである。

ここでハーフェズと賢い古老の対話は終わり、次の第三部はハーフェズが自問自答あるいは

自分を戒める―しかしながら実際には読者に向けて発せられた―言葉が続いていく。

1.3.	別離と悲哀、刹那主義、そして生きる希望（第 13 ～ 21 詩行）

[13] cho ʼān sarv-ē ravān shod kārevānī

 cho shākh-ē sarv(o) mī-kon dīde-bānī

 かの優雅に歩む糸杉が隊商と旅立つ時には
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 糸杉の枝のように見張るがいい

ここで注目すべき語は「歩む糸杉（sarv-e ravān）」である。ペルシア詩の伝統では、愛の対象

のすらりとした背丈を男女を問わず糸杉に喩え、その優雅に歩むさまを「歩く糸杉」と表現す

るのが常である。愛しい人は二度と戻らない旅に出てしまったのであろうか。この詩句を、死

出の旅路に発つ愛しい人をしっかりと見送らなければ後悔するという忠告と解釈するのは行き

過ぎだろうか。

[14] madeh jām-ē mey-ō pā-yē gol az dast

 valī ghāfel mabāsh az dahr-e sar-mast

 酒盃と薔薇を手放すでない

 だが奢ったこの世に気を許すでない

愛しい人にはおそらくもう会えまい。ただ悪戯に時は過ぎていく。それならば、今というこ

の時を大切にしてみてはどうだろうか。ハーフェズは幾度も「今のこの瞬間を大切に」という

ハイヤーム的思想 12) に自らを委ねる。酒盃を手にし、薔薇を愛でながら時を過ごそう。だが、

人生にはいつ何時いかなる不幸や災難がふりかかってくるやもしれぬ。決して、一方的に宿命

をふりかざすこの世に気を許してはならないという戒めの言葉である。

[15] lab-ē sar-cheshmeʼī-yō ṭarf-e jūʼī

 nam-ē ʼashkī-yo bā khod goft-o gūʼī

 泉のほとり、小川の岸辺にて

 涙を流しながら自分に語るのだ

小川の流れは過ぎ去った人生の象徴である。と同時に、前詩行の酒盃と薔薇と小川が居並ぶ

と、イラン人にとってはまさしく天国そのものである。ここに足りないのは美女、すなわち

ハーフェズの想い人である。愛しい人はもう自分の傍らにはいない―美しさを愛でる薔薇の

命も永遠ではないのだ―それを想うと自然に涙がこぼれ落ちるのである。一人残された晩年

のハーフェズの心境そのものであろう。

[16] niyāz-ē man che vazn ārad bedīn sāz?

 ke khorshīd-ē ghanī shod kīse-pardāz
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 豊かな太陽が燦燦と降り注いだ栄光に比べれば　

 私が必要としたものにどれだけの価値があろうか

前詩行の続き、ハーフェズの呟きである。自分もかつてある人に思いを寄せ、自分の全存在

をかけて愛した。しかし、太陽が惜しみなく彼女に降り注いださまを思い出せば、自分が寄せ

た思いは何だったのか。陽光が彼女に燦燦と降り注ぐさまを、ハーフェズは khorshīd-e ghanī 

kīse-pardāz shod（豊かな太陽が財布を空にした）と表現し、太陽の寛大さ、大盤振る舞いぶり

を強調している。

[17] be yād-ē raftegān-ō dust(o)dārān

 movāfeq gard(o) bā ʼabr-ē bahārān

 去りし人や友らを偲び

 春の雲に和して大いに涙せよ

ここでは、ハーフェズは、人生で愛してきたありとあらゆる対象に思いを馳せているように

見える。大いに涙を流すことになんら躊躇いを感じていないところから類推すると、家族や親

族、親しい友人あるいは愛しい人を失ったばかりであろうか。「春の雲」はイランでは多量の恵

みの雨をもたらす。movāfeq gard bā ʼabr-ē bahārān は、直訳すると「春の雲に同調せよ」となる

ため、「大いに涙せよ」と訳出した。

[18] chonān bī raḥm(o) zad tīgh-ē jodāʼī

 ke gūʼī khod nabūdast āshenāʼī

 別離の剣が容赦なく振り下ろされた

 まるでわれらは知り合いですらなかったかのように

前詩行の続きである。逝ってしまった人々を懐かしみつつ、彼らとの別離がどれほど辛く、

突然訪れたのかを綴っている。

[19] cho nālān ʼāmadat ʼāb-ē ravān pīsh

 madad bakhshesh ze ʼāb-ē dīde-yē khīsh

 泣き叫びながら小川が流れてきたら

 そなたの涙で助けてやるがいい
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ハーフェズの悲しみはさらに深く、涙は止まらず、人生は続く。人生が涙と共にあるのであ

れば、読者よ、あなたも一緒に涙を流しておくれ。

[20] nakard ān hamdam-e dīrīn modārā

 mosalmānān, mosalmānān, khodā rā

 かの古くからの恋人は優しくしてはくれなかった

 ムスリムたちよ、後生だから助けておくれ

ハーフェズは語り続ける。だが結局、自分を優しく慰めてくれる人も、痛みを分かち合って

くれる人も見つからなかった。真のムスリムたちよ、どうか私の悲しみに満ちた心に寄り添っ

ておくれ。

我々日本人であれば「時が癒やしてくれる」とでも言って慰めるのが常であろう。しかし、

あつい信仰心を抱く人々にとっては、真の信仰者であるならばなおさら、その信仰や信条が心

の拠りどころとなるに違いない。

[21] magar kheżr-ē mobārak-pey tavānad

 ke ʼīn tanhā bedān tanhā resānad

 この孤独な者をかの孤独なお方に届けられるのは

 幸運な歩みのヒズルだけ

「かの孤独なお方」とは、神と考えられる。孤独な私が残りの人生を歩み神の御許に旅立つ

ために私を導いてくれるのは、6 行目にも登場した、預言者モーセの先導者ヒズルしかいない、

とハーフェズは語る。

しかし、以上見てきた第三部でのハーフェズの言葉の内に、悲愴なまでの絶望感は感じられ

ない。ハーフェズは人生という旅路において、深い悲しみに遭遇した際には存分に涙を流し、

できることなら誰かに寄り添ってもらいつつ、信仰を心の拠り所とし、余生そして来世への希

望を見出しているように思われる。

1.4.	人生で獲得したもの―詩―の価値（第 22 ～ 27 詩行）

[22] to gowhar bīn-o ʼaz khar-mohre bogẕar

 ze ṭarzī kān nagardad shohre bogẕar

 真珠を見よ、貝殻には目もくれるな
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 名声を得られぬ道からは去れ

第四部では、ハーフェズは彼自身が人生で得たものの価値を説く。具体的には彼の生み出す

詩がいかに価値あるもので、他のへぼ詩人の作品とは雲泥の差であると語る。この詩行では、

自分の詩を gowhar（真珠）に、他の詩人たちの詩を khar-mohre に喩えている。khar-mohre とは、

驢馬や馬の首に提げる、大きいが価値のないガラス玉や数珠玉のことで、時には貝殻で作られ

ることもあったようである。ハーフェズがここで「真珠を見よ、貝殻には目もくれるな」と敢

えて詠んだということは、当時の実社会において、ハーフェズへの評価が正当に下されないこ

ともままあったからに違いない。ハーフェズは自分の詩や他人の詩について、その抒情詩で以

下のように語っている。

 ghazal goftī-yo dor softī biyā-ō khosh bekhān Ḥāfeẓ

 ke bar naẓm-ē to ʼafshānad falak ʻeqd-ē sorayyā rā

 ハーフェズよ、そなたは抒情詩を詠い真珠を穿った、さあ、楽しく歌え

 そなたの詩に天空は昴星の首飾りを撒き散らす（抒情詩 3）

 ḥasad che mī-bari? ʼey sost(o)-naẓm(o) bar Ḥāfeẓ

 qabūl-e khāṭer-o loṭf-ē sokhan khodā-dādast

 拙い詩人よ、ハーフェズをなぜ妬むのか？

 彼の言葉の見事さと魅力は神からの贈物（抒情詩 37）

ハーフェズの詩才は、神が彼に与えし特別の贈物なのだから、正当に評価されてしかるべき

である、とするハーフェズの矜恃が強く前面に押し出された詩句である。

[23] cho man māhī-ye kelk āram be taḥrīr

 to ʼaz nūn-ol-qalam mī-pors(o) tafsīr

 私が筆という魚で書き記す時

 そこから生み出される言葉については注釈に問うがいい

この第 23 詩行は、第四部の中でハーフェズにとって最も重要な意味を含む詩句である。こ

こでは「ヌーン」という言葉で始まるクルアーンの第 68 章（「筆」章）を示唆していると考えら

れるからである。「筆という魚」とは、葦で作られる筆の形状を魚に喩えた表現である。また、
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預言者ユーヌス（ヨナ）が大魚に飲み込まれた逸話ではその魚の名が「ヌーン」という文字であっ

たという解釈も、「ヌーン」をインク壺に見立てる解釈もある 13)。よって、この後半の句は、「私

が筆を用いて詩を書く際、クルアーンの筆章の冒頭の語ヌーンについては注釈を参照せよ」と

いう解釈が可能である一方、「ヨナを飲み込んだヌーンという大魚に似た形状のわが筆とイン

ク壺から生み出される言葉をもし理解できないのであれば、注釈に問うがよい」という解釈も

可能となるのである。

クルアーン第 68 章は、預言者ムハンマドを狂人扱いし、クルアーンは虚偽であると見做す

人々に向かい、神が「狂人が誰であるか明らかにしよう」と語る章である。従って、上記の後

者の解釈に従うと、ハーフェズが自分の詩の評価を正当に下そうとしない人々に対し、思いの

丈をぶつけたフレーズと理解することができる。

[24] ravān rā bā kherad darham sereshtam

 vazān tokhmī ke ḥāṣel būd(o) keshtam

 私は魂と知性とを混ぜ合わせ

 そして得た種を蒔いた

この詩句は、クルアーンの ḥikmat（英知）というアラビア語にハーフェズが影響されて

kherad（知性）というペルシア語を用いた可能性もある 14)。知性から言葉が生まれるのは当然

であるが、ハーフェズの詩の言葉は知性と魂が混交した結果として滲出するものである。

[25] faraḥbakhshī dar īn tarkīb(o) peydāst

 ke naghz-ē sheʻr-o maghz-ē jān-e ʼajzāst

 この組み合わせに歓
よろこび

喜があるのは明らか

 詩はありとあらゆるものの精髄と根源なのだから

そして、自らが生み出す言葉は naghz-ē sheʻr、すなわち卓越したレトリックに彩られた比類

なき詩であり、また maghz-ē jān-e ʼajzā、つまり人生のすべてが凝縮されたものが自ら生み出

す詩を彩る言葉の本質、と評するのである。

[26] biyā vaz nekhat-ē ʼīn ṭīb-e ommīd

 moshām-ē jān moʻaṭṭar sāz(o) jāvīd

 さあ、この希望の香りによって
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 魂の嗅覚を永遠に香しくせよ

「希望の香り」という表現から、ハーフェズという詩人が希望を持ち続けていることが確信

される詩句である。いつか必ず苦難の時期は終わると信じる、詩人の前向きな姿勢がうかがわ

れる。

[27] ke ʼīn nāfē ze chīn-ē jeyb-e ḥūrast

 na ʼān āhū ke ʼaz mardom nafūrast

 なぜなら、私が語る香袋は天界の香りなのだから

 人から逃げる、かの鹿の香りなどではない

chīn という語には複数の意味があるが、ここでは麝香鹿を多く産出する東方地域、具体的

には麝香鹿の産地東トルキスタン地域をさすと考えるのが妥当であろう。「天女」と訳出した語

ḥūr は、天国にいる黒い瞳が魅力的な美女のことである。jeyb-e ḥūr とは、「天使のような美女

の衿」をさし、芳香が焚きしめられた天女の衿元や項
うなじ

が想像される。nafūr は「逃れる、避ける」

の意味である。

この詩行は、詩人が前詩行で言及した「希望の香り」の説明である。ハーフェズの詩から匂

い立つ香りは、鹿の麝香嚢から採取される香りではない。鹿の目も人を惹きつけるものの、天

女の瞳のほうがより美しく、魅力的なのである。ハーフェズの紡ぎ出す言葉は、一般的に香し

いとされる麝香の香りどころではなく、遥かに優れた、天界的な香りなのだとハーフェズ自身

が主張しているのである。なんともイラン人的で、そして本作品の第四部の締めくくりにふさ

わしい、詩人の自信と誇りに満ちあふれた、格調高く香しい言葉ではないか。

1.5.	辞世の句（第 28 ～ 29 詩行）

本叙事詩最後の 2 詩行は、詩人の遺言とでもいうべき金言であると筆者は考える。

[28] rafīqān qadr-e yek-dīgar bedānīd

 cho maʼlūm ast(o) sharḥ, az bar makhānīd

 わが友よ、友情の価値を識りなさい

 これはあまりにもわかりきったこと、敢えて語る必要すらない

人生において、信頼できる相手、友と呼べる存在は何にもまして大切である。何物にも代え
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難い、友人たちと過ごす時間の大切さを噛みしめて生きるのがよい。しかし、これはあまりに

明らかで誰にでも理解できることなので、それについて考えたり語り合ったり決断したりする

必要すらない。つまり、互いの価値を識るということはとても重要かつ大切であるとわかりきっ

た自明のことなので、あなたは何も考えず、何も言わずに私の言葉を受け容れてくれるだろう。

[29] maqālāt-ē naṣīḥat-gū hamīn ast

 ke sang-andāz-e hejrān dar kamīn ast

 忠告者の言葉はただこれだけ

 「別離の射手がひそんでいる」

maqālāt は通常現代語では「記事、論説、論文」といった意味を表すが、ここでは「言葉」程

度の意味をもつ。sang-andāz は字義通りには「石を投げる人・もの」であるが、黒柳氏の「射手」

という訳語を筆者も拝借することとした。

前の詩行の続きである。人生を歩む中で、友情の価値を識ることの重要性は議論の余地がな

い。しかし、唯一留意すべき点がある。それは、「別離という射手が隠れていること」である。

大切な人との別離は突然訪れるもの、不意打ちされて悲嘆に暮れるものであるとハーフェズ自

身は読者に告げているのである。だからこそ、人生をいい加減に、なんとなく惰性で生きるべ

きではない、と。そして、少し大仰に言えば、これがハーフェズの全人類に向けてのメッセー

ジ―人生の最後にどうしても伝えておきたかった言葉―だったのではないだろうか。

おわりに

ハーフェズという詩人の生涯については、歴史上あるいは詩人伝に逸話や伝説が多く残され

ているものの、確実な情報は存在しない。多くの抒情詩から読み取れる情報は、子供が先に亡

くなったこと、そして子供がいたのであれば妻がいたに違いないという憶測程度にすぎない。

本叙事詩は、おそらくはハーフェズが最愛の人との別れに際し詠ったのではないかと推測さ

れる。しかしながら、子供の死に際してではなく、おそらくは妻もしくは心の友を喪った悲し

みに裏打ちされた詩であろうと筆者は考える。自身の死期をも悟った晩年のハーフェズが、来

し方を振り返り、人間はどう生きればより充実した人生を送ることができるのか、何を大切に

生きればよいのか、そして精神的に豊かでいるために限られた余命をどのように時を過ごせば

よいのか、そういったメッセージを自身を含めた読者に送った作品なのではないだろうか。時

空を超えて、愛しい存在を喪って悲嘆に暮れ空虚な日々を送る世界中のありとあらゆる人々の

心にそっと寄り添う、癒やしの詩なのではないかと筆者には思えるのである。



207東京外国語大学論集第 95 号（2017）
TOKYO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES, AREA AND CULTURE STUDIES 95（2017）

注

本稿における翻字への転写とカタカナ表記については、ペルシア古典文学時代が終焉を告げる 15 世紀

以前に関しては古典的な表記を採用し、それ以後のものに関してはモイーンの『ペルシア語辞典』に記載が

ある場合にはそれを、ない場合には一般に研究者の間で慣用とされている表記を用いた。したがって、例

えば現代の研究者の氏名や文献タイトルに関しては、現代ペルシア語の発音に近いと筆者が判断する表記

となっている。ただし、詩人ハーフェズの雅号と抒情詩の転写に限っては、現代ペルシア語の発音に近い

表記を採用した。また、詩の転写は韻律分析に基づいた表記とした。

1) hazaj-e mosaddas-e maqṣūr: mafāʻīlon/ mafāʻīlon/ faʻūlon.
2) ただし、イラン文学研究界では、昨今論文の盗用が大きな問題として取り沙汰されており、エスラー

ミー・ノドゥーシャン氏の文章も別の雑誌に別人の名の論考として印刷されているという、実に嘆か

わしい事実に筆者は直面した。

3) 本叙事詩にはさまざまな版が存在するが、本稿ではエスラーミー・ノドゥーシャンの論考（Eslāmī-
Nodūshan 1388/2009, 316-317）に依拠した。また、本稿内で引用した抒情詩はハティーブ・ラフバル版

に依拠した。

4) ハーフェズは「鹿」を意味する語として、ガザール（ghazāl ＝ガゼル）という語も抒情詩の中で 1 度用

いている。

  ṣabā be loṭf(o) begū ʼān ghazāl-e raʻnā rā
  ke sar be kūh-o biyābān to dādeʼī mā rā
  微風よ、かの優美な鹿にやさしく告げよ

  そなたはわれらを山や荒野に追いやったと（抒情詩 4）
 　āhūがペルシア語であるのに対しガザールはアラビア語で、鹿の中でも特別な種類を指す場合もあ

るが、āhūと同じであると判断できる（Ḥoseynī 1388/2009）。このハーフェズの抒情詩では、ガザール

という語は一種の山地に生息する鹿あるいは子鹿、つまり āhūの同義語として使われており、ハーフェ

ズが思いを寄せる美しい女性を示唆すると考えられる。

 　ガザールは「女性をめぐる話と女性との戯れの描写、女性との愛情に浸ること」を意味するガザル

（ghazal ＝抒情詩）という語に由来し、その語源については以下の記述が見られる。「犬が狩猟で鹿を追

い、ついに追い詰めた時、鹿は命を惜しんで弱々しく啼いた。犬は鹿を哀れに思い、鹿を放して別の

獲物を追いかけた。ここから、犬が愛ある行動を示した対象たる鹿のことをガゼルと呼ぶようになっ

た。」（Al-Muʻjam fī maʻāyīr ashʻār al-ʻajam,  415-416.）
5) [Ḥoseynī 1388/2009: 1.]
6) [Eslāmī-Nodūshan 1388/2009: 305.]
 　ハーフェズが想起したであろう逸話のあらましは次の通りである。暴れ駱駝から逃れようとした男

が井戸に落ちたものの、井戸の上方に生えていた二股の枝に手がひっかかり、宙づりになる。ところ

がよく見ると、両足は蛇の頭の上にのっているうえ、井戸の底には怖ろしげな竜が口を開けて待って

いる。さらに、上方では黒ネズミと白ネズミが枝を囓り始めている。ついには枝が落ち、男は竜の口

へと真っ逆さまに落ちていく。

7) khash という語は元来 khosh と発音されるが、半句末の押韻を作り出すためここでは短母音の発音が

変わる。

8) クルアーン第 21（預言者）章第 89 節「わたしを孤独のまま放って置かないで下さい。」

9) 「ハーフェズ」という雅号は、元来「クルアーンを暗誦する者」という意味を持つ。

10) [ 佐々木 2001: 66.]
11) イランの民族英雄叙事詩『王

シャーナーメ

書』に登場するスィームルグは、山に捨てられた白髪の英雄ザールを見つ

けて育て上げた後も、幾多の苦難から彼を救う超能力の持ち主。また、イスラーム神秘主義詩人アッ

タール（ʻAṭṭār-i Nīshābūrī, Farīd al-Dīn Muḥammad, 1145?-1221/29/30）の代表作である叙事詩『鳥の言

葉（Mantiq al-Ṭayr）』のスィームルグは、鳥たちが会いたいと目指して旅に出る、神の権化である。



208 ハーフェズ詩注解（12）　佐々木あや乃／
A Commentary on Hafiz’s Poetry（Masnavī）　SASAKI Ayano

12) ウマル・ハイヤーム（ʻUmar Khayyām, 1048-1131）は、セルジューク朝期の天文学者。彼の『ルバイヤー

ト（四行詩集）』は世界中で最も広く親しまれているペルシア詩であり、今生きているこの瞬間を謳歌

しようというメッセージが主題である。ハイヤーム的思想とは、この「今を大切に生きよう」という考

え方をさす。ただし、眼前にある快楽のみを追求する刹那主義とは異なると筆者は考える。

13) アラビア語・ペルシア語のアルファベット「ヌーン」は 。という形状であるن

14) この詩句をクルアーン雌牛章の以下の節に見られる「啓典と英知」の「英知」という語の影響を受けたと

みなす研究者もいる（Eslāmī-Nodūshan 1388/2009, 311）。
 「主よ、かれらの間にあなたの印を読誦させ啓典と英知を教え、かれらを清める使徒をかれらの中から

遣わして下さい。本当にあなたは偉大にして英明な方であられる。」（121 節）
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