
ピュー語とカレン系諸言語の類似性

1 ミャゼーディー碑文ピュー語面の解釈 (加藤による)

＊推定音素による表記。

(1) ���� ��������� �� 	
 �ã: �̃ı: �ă	� �ă� 	�:
吉祥 釈迦 信仰する 偉大な 尊い者 (尊敬) 入滅する (限定)

�� ��� ????? ���� �� �ă��:
信仰する 数える 千六百二十 八 彼の 年

�̃ı: ��ã: ��� 	��

尊敬 過ぎる 終わる ～して

「吉祥。尊い偉大な釈尊が入滅して千六百二十八年を経て、」

(2) �ã �̃ı ���: ���������� �� �� �̃ı: ��

ここ ～で 町 アリマッダナプール その 名 (尊敬) 呼ぶ

��������-�����	�������������� �� �� �̃ı: ��

シュリートリブヴァナーディトヤダンマラージャ 彼 名 (尊敬) 呼ぶ

�� 	
: �� �ã: �� ���: �ă��:
(名詞化) 偉大な そして 尊い者 (名詞化) 親愛なる 妻

����
�-��������	���� �̃ı: �� �� ��

トリローカーヴァタムシカーデーヴィー (尊敬) 呼ぶ 彼女の 名
「ここアリマッダナプルという名の町において、王の名はシュリートゥリブワナディ
ティヤダンマラージといった。彼の偉大なそして親愛なる妻の名は、シュリーロー
カワタンタカーデーウィーであった。」

(3) �� �� ��: ������� �̃ı: �� �� ��

その 彼女の 息子 ラージャクマーラ (尊敬) 呼ぶ 彼の 名

「彼女の息子の名はラージャクマールといった。」

(4) �� �ã ���: �
 �
: �̃ı: �ã: �
:
彼女の ため 奴隷 村 三 (尊敬) 与える (断定)

「(王は)彼女のために奴隷三か村を与えた。」

(5) �� �ã: �ă��: �̃ı: �� �� 	��

その 尊い者 妻 (尊敬) 死ぬ 終わる ～して

�ă��: �� ��� ���: �
 �
: �̃ı: �ã: �ă��:
妻 彼女の 財産 奴隷 村 三 (尊敬) 与える 再び

�ã: �ă��: �� ��: ������� �� �ã
尊い者 妻 彼女の 息子 ラージャクマーラ 彼の ため
「妻が亡くなり、(王は)妻の財産である奴隷三か村を今度は妻の息子のラージャク
マールに与えた。」
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(6) �� �ã: �ă	�: �ă��: �ă�� ���� �̃ı: �� 	��

その 尊い者 王 年 二十 八 (尊敬) 終わる ～して

�̃ı: ���: �̃ı: ��̃ı: ��̃ı: �� �� �ă�� 	� �
:
(尊敬) 病む (尊敬) 枯れる ～が如く 死ぬ (副詞化) 滅びる ～が如く 断定

「その王は二十八年を経て、死なんばかりに病んだ。」

(7) �� �ã: �ă��: �� ��: ������� �̃ı �� �� ��

その 尊い者 妻 彼女の 息子 ラージャクマーラ (尊敬) 呼ぶ 彼の 名

�� 	̃ı�̃ı: �ă�� �� �� �ă��: �
 �� ���:��
:
彼は (尊敬) 思い出す COP その 王 偉大な 彼の 恩

	̃ı�̃ı: �ă	� ��: ��: 	��

(尊敬) 養う 彼を (強調?) ～して
「妻の息子のラージャクマールは、その偉大な王が自分を養ってくれたことを思い
出して、」

(8) �� �ã: ���� �� ���:�
 ������� ��� ��

その 尊い者 仏陀 彼の 姿 像 金 本物の

�̃ı: �� ���:
(尊敬) 作る (詠嘆)

�� �ã: ���� �̃ı: ��: ��ă��:
その 尊い者 仏陀 (尊敬) 入れる 命

�
: �ã �� �̃ı: �ă	�: �
:
～しながら この 方法 (尊敬) 言う (断定)

「純金の仏陀の像を作ったのだ。その仏陀の像に命を吹き込み、このように言った。」

(9) �ã �ã: ���� ��� �ã: ��: ��:
この 尊い者 仏陀 金 尊い者 王 息子

�̃ı: �� �� ��: �ã: �� �ã �ã: ��� ��
:
(尊敬) 作る 行う 捧げ物 尊い者 彼の ため 与える (希求) (詠嘆)

「この尊い金の仏像は、尊い王の息子が奉納するために作った。王に差し上げる。」

(10) �ã ���: �
 �
: �̃ı: �ã: �� ��:
この 奴隷 村 三 (尊敬) 与える 行う 捧げ物

�ã �ã: ��� ��� �� �ã �ã: ���

この 尊い者 仏 金 彼の ため 与える (希求)

「この奴隷三か村も奉納する。これは金の仏像に差し上げる。」

(11) �� �
: �ã: �ă	�: �̃ı: ��̃ı�� 	ã�
その (取り立て) 尊い者 王 (尊敬) 愛する ～して
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�̃ı: �� �ă ��� ��
: �ă ��� ��
: �̃ı: ��

(尊敬) 叫ぶ それ 素晴らしい (詠嘆) それ 素晴らしい (詠嘆) (尊敬) 言う

「王は喜んで、素晴らしい、素晴らしい、と叫んだ。」

(12) �� �� 	
: ���: �ã: �������

その (名詞化) 偉大な 師 尊い者 マハーテーロー

���: �ã: ������������������

師 尊い者 ムッガリプッタティッサテーロー

���: �ã: ��������	��

師 尊い者 スーメーダパンディタ

���: �ã: �ă�������

師 尊い者 ブラフマパーラ

���: �ã: �ă�����	��
:
師 尊い者 ブラフマデーヴァ

���: �ã: ��

師 尊い者 ソーナ

���: �ã: ������-�������	��
師 尊い者 サンガセーナヴァラパンディタ

�� ���: �ã: �����
 �� ��� �̃ı 	�

その 師 尊い者 僧侶 彼らの 前 近く (主題?)

�ă	�: ��� �ã: �̃ı: ��� �
: �ă	�
王 喜んだ 尊い者 (尊敬) 注ぐ (断定) 水
「大長老である高僧マハーテーロー、高僧ムッガリプッタティッサット、高僧スメー
ダ、高僧ブラフマパール、高僧ブラフマディウ、高僧ソーン、高僧サンガゼーナワ
ラ、これら高僧の前で、喜んだ王は水を注いだ。」

(13) �� �̃ı: �� 	�� �ă��: �� ��:
それ (尊敬) 終わる ～して 妻 彼女の 息子

������� �̃ı: �� �� �� ��

ラージャクマーラ (尊敬) 言う 彼の 名 COP

�̃ı: �ă������ ���� ��� �̃ı: ��

(尊敬) 奉納する 仏陀 金 (尊敬) 作る

�
 �� �ă�� ��� �̃ı: �� 	��

窟院 その 尖塔 金 (尊敬) 終わる ～して
「それが終わって、妻の息子ラージャクマールは、金の仏陀を奉納し、金の尖塔を
持つ窟院を造って、」

(14) �� �
 �� ��� �̃ı: �ã: �
:
その 仏塔 (名詞化) 喜捨する (尊敬) 宣言する (断定)
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�������
: �
 �ã
サクムナロン 村 一

����� �
 �ã
ラパーイ 村 一

�̃ı��: �
 �ã
ヘンボー 村 一

�ã ���: �
 �
: 	̃ı�̃ı: 	̃ı 	��

この 奴隷 村 三 (尊敬) 集める ～して
「その仏塔を喜捨することを宣言した。サクムナロンン村、ラパーイ村、ヘンボウ
村、この奴隷三か村を集め、」

(15) �ã �ã: �ă��: �� ��: �������

この 尊い者 妻 彼女の 息子 ラージャクマーラ

�ã �
 ���� �� �ã �ă	� �̃ı: ��� -� �� 	��

この 仏塔 仏陀 彼の ため 水 (尊敬) 注ぐ (裨益) 終わる ～して

「妻の息子のラージャクマールはこの仏塔の仏像のために水を注ぎ、」

(16) �ã �� �̃ı: 	̃ı ��


この 方法 (尊敬) 言う (詠嘆)

�ã �� ã: ��� ��: �����
���������

この 行う 徳 作る 捧げ物 一切智

�̃ı: �̃ı: �ã: ��� ��: �̃ı �ă�ã: ��

(尊敬) (尊敬) 与える (希求) ? ? ? ?

「このように言ったのだ。この善行によって一切智が与えられますように。」

(17) �ã ���: �̃ı �ă��� ��̃: 	�

この 奴隷 ～へ 破滅する たくらむ もし

̆ı ��: �� ̆ı �ă�� ��

私の 息子 であれ 私の 孫 であれ

̆ı ���： �� ��� ����� ��

私の 親族 であれ 人 他 であれ

�ã ���� �� �ã ã:��̃ı: �
: �� 	��

この 仏陀 彼の ため 捧げ物 (尊敬?) COP また

� ���� ��� � ��
 �ă	� �� ��: ��: ��:
もし 抑圧する 害を受ける もし 粉砕する 平らな 行う 上がる ? 捧げ物
「この奴隷が破滅することを企んだならば、私の息子であれ、私の孫であれ、私の
親族であれ、他人であれ、この仏像のための捧げ物に危害を与えたならば、」

(18) �ã �ã: ���� ��������-��� 	ã ��: �ă	� �ă��̃ı: �̃ı �ă��

この 尊い者 仏陀 弥勒仏 ? (当為) (使役) 会う ～において 世
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�� �ã: ��� ��
:
(禁止) 与える (希求) (詠嘆)

「決して弥勒仏に会わせるということがありませんように。」

2 語彙の対応と声調

表 1にカレン系諸言語との対応を示す形式を掲げる (54項目)。括弧の中は翻字形。ミャ
ゼーディー碑文ピュー語面の異なり形態素数は数え方によって多少変動するが、借用語や
固有名詞を含めて多めに数えても 130ほど。そのうちの 50形態素以上がカレン系言語と
関連づけられる。

(表 1) カレン系言語との対応を示す形式
EP(East Pwo) WP(West Pwo) S(Sgaw) G(Geba) SKL(Solnit’s Kayah Li) HB(Henderson’s Bwe)

-� (�) ‘～してやる (裨益)’ WP ��� S ��� G ��� (M2?)
�� (�) ‘名詞化接辞’ EP �� WP �� S �� (atonic)
�� (�) ‘彼,彼女’ EP �� WP �� S �� (atonic)
�ã (�ȧ) ‘～のため’ EP �� ��! WP �� ��! S �� �" (atonic+L2)
��̃: (�u̇:) ‘たくらむ’ 24 EP �#
$! WP ��
�! S ��� (M2)
� (g�) ‘もし’ EP ��� WP ��� SKL �� (?)
̆ı (g�) ‘私’ EP �� WP �� S �� (atonic)
ã: (gȧ:) ‘徳’ 23,25 EP ���
�! WP ���
�! (L2)
��� (�%�) ‘注ぐ (差す)’ EP ���� WP ���� S ���&� (H3)
��� (�%�) ‘害を受ける’ EP ����� WP ����� S ? (H3)
��� (�%�) ‘～であれ [希求]’ EP ����� WP ���� (H3)
�ă��̃ı: (��%i̇:) ‘会う’ S ���� (H2)
�� ('%��) ‘その’ EP �#" WP ��" (H2)
�
: (�
:) ‘「断定」を表す助辞’ EP ��" WP ��" S ��" (?)
�ă	� (�d

(
��) ‘水’ EP ���� WP ���� S ��#� (H1)

���: (���:) ‘奴隷’ EP )�
! WP )���! S � �* (L2)
��� (���) ‘数える’ EP ���� WP ���� S ����� (M3)
�ă��: (���:) ‘再び’ G ��� (M2)
�ă	� (�d

(
�) ‘「使役」’ EP ���� WP 	+*� S �*� (M3)

	
: (d
(

:) ‘偉大な’ EP �#$ WP 	�
 S ��
 (M2)

	�: (d
(
�:) ‘「限定」’ EP �#� WP 	�� S ��� (M2)

	�� (d
(
ȧ) ‘～して’ EP ��� WP ��� S ���� (M3)

�̃ı (�i̇) ‘近く’ EP �����! WP �����! S ��� (L2)
	̃ı (d

(
i̇) ‘集める’ EP ����! (M1)

�ã: (�ȧ:) ‘与える’ EP ��#,���! WP �������! S ��� (H2)
�ă	� (�d

(
ȧ) ‘平らな’ EP ��� WP 	#� S ? (M1)

��� (���) ‘作る’ G ���� (M2?)
�ă�� (���) ‘孫’ EP ��� WP �#� S ��� (L1)
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��
 (��
) ‘粉砕する’ EP  #�$ WP  +*� S ? (L3)
�� (��) ‘行う’ EP ��� WP �#� S ��� (L1)
�� (��) ‘「禁止」’ G �&� (?)
��: (���:) ‘奉げ物’ EP �#
$! WP ��
�! S ��� (M2)
�� (��) ‘名’ EP ����! WP �#��! S ��� (L1)
��� (���) ‘人’ EP ����
$! WP ���#
�! S � �� (L1)
�ã (�ȧ) ‘この’ EP ��
 WP �#" (L1)
�� (��) ‘または’ EP ��� WP ��� S ��� (L2)
�
: (�
:) ‘「取り立て」’ EP �#� WP �#� S �#� (?)
��: (��:) ‘息子’ EP ��#$-#� WP ���
-�� S ���
-�� (H2)
�� (��) ‘言う、呼ぶ’ EP ���� WP ���� S ���� (M3)
�ã: (�ȧ:) ‘宣言する’ EP -#
! WP -���! S -�
 (H2)
�ă��: (���:) ‘年’ EP �#��! WP ����! S ��� (H2)
���: (���:) ‘病む’ EP )�� WP )�� G .��� (L2)
��: (��:) ‘彼’ S -#� (H1) G �ă (atonic)
�� (��) ‘死ぬ’ EP -�� WP -�� S -#� (H1)
�
: (�
:) ‘3’ EP -��! WP -�� S -#� (H1)
��� (���) ‘前’ EP ��� WP ��� S �#� (H1)
���� (�ñi̇) ‘抑圧する’ WP ���� (H3? L3?)
���� (��ȧ) ‘8’ EP )#
 WP )
� S )�"� (L3)
���: (w

(
�:) ‘親愛なる’ EP ���: WP ���� S ��� G ���� (M2)

�� (��) ‘信仰する’ EP ��� WP �#� S �#� (M1)
��: (��:) ‘「当為」’ EP �#� WP ��� S ��� (M2)

表 2に示したのは、表 1に示した形式のうち visarga のついていない形式の翻字形であ
る。ただし機能語と数詞を除く。�i̇ ‘近い’、および、ポーやスゴーに対応形式を欠くため祖
語の声調を確定できない ��� ‘作る’を除くと、すべて Haudricourt (1946)の Proto-Karen
の第一声調あるいは第三声調に対応している。

(表 2) visarga のない形式 (機能語と数詞を除く)
�%� ‘差す’ H3
�%� ‘害を受ける’ H3
�d
(
�� ‘水’ H1

��� ‘計算する’ M3
�i̇ ‘近い’ L2
d
(
i̇ ‘集める’ M1

�d
(
ȧ ‘平らな’ M1

��� ‘作る’ M2?
��� ‘孫’ L1
��
 ‘粉砕する’ L3
�� ‘行う’ L1
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�� ‘名’ L1
��� ‘人’ L1
�� ‘言う’ M3
�� ‘死ぬ’ H1
��� ‘前’ H1
�ñi̇ ‘押す’ H3? L3?
�� ‘信仰する’ M1

表 3に示したのは、visarga のついている形式の翻字形である。すべて Haudricourt の
第二声調に対応している。

(表 3) visarga のある形式 (機能語と数詞を除く)
�u̇: ‘たくらむ’ M2
gȧ: ‘徳’ L2
��%i̇: ‘会う’ H2
���: ‘奴隷’ L2
d
(

: ‘大きい’ M2

�ȧ: ‘与える’ H2
���: ‘捧げ物’ M2
��: ‘息子’ H2
�ȧ: ‘宣言する’ H2
���: ‘年’ H2
���: ‘病む’ L2
w
(
�: ‘親愛なる’ M2

Shafer (1943)はピュー語が Karenic と近い関係にあることは否定できないとしている
ものの、声調が一致しないと言っている (p.354)。しかし Proto-Karen の声調と比較する
と明らかな対応関係が見いだせる。Shafer が論文を書いてから Haudricourt の論文が世
に問われるまでは数年を待たねばならなかった。

3 [付録] Shafer (1943)によるミャゼーディー碑文の翻字と語釈・
翻訳

Shafer (1943)によるミャゼーディー碑文ピュー語面の翻字と語釈・翻訳を示す。ただ
しピュー文字とラテン文字ができるかぎり一対一の対応を持つよう以下の変更を加えた。
Shafer が �a

(
のように母音の下に置いた点を、d

(
� のように子音の下に置く。b

(
は � とす

る。反り舌系列の閉鎖音を表す t
(

t
(
% d
(

d
(
% は / /% ' '% とする。上に anusvara が置かれた
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� は #� ではなく i̇ で表す。固有名詞の語頭に用いられた大文字は小文字に換える。インド
系の借用語にのみ伝統的な翻字が使われているが、ピュー語固有の単語と同じ翻字を用い
る。�� ��% �� ��% は � �% � �% とする。英語の訳文におけるインド系借用語の英語表記から
は付加記号を省いた。例文番号 (xx)は、Shafer が英語の訳文を付けたまとまり毎に付け
たものであり、Shafer の原文には付いていない。

(1) 1 ���� ���%�g
(
��� �� d

(

 �ȧ: � i̇: �d

(
�� �g� d

(
�:

Prosperity Tath��gata honorif. did go rest? perfect

�� ��� M DC 2 XX ��ȧ � ���:
1000 600 20 eight his year

� i̇: t
(
�ȧ: �%� d

(
ȧ 0

did elapse perf.? prior.
Prosperity! 1628 years after the Tathagata’s parinirvana

(2) �ȧ �i̇ ���: �����%������ � ��� � i̇: �� 0

this in city Arimaddanapur its name did call
3 ��� ����%�w

(
���d

(
i̇����%������ � ��� � i̇: �� 0

Ś��� Tribhuvan��dityadhammar��ja his name did call

� d
(

: �� �ȧ: � w

(

:(→w

(
�:) ��-4 ��:

his benevolent and honorif. his clever queen

����
g�w
(
�����g�d

(
�w
(
� � i̇: �� � ��� 0

Trilok��vat
(
aṁsik��dev�� did call her name

in this city called Arimaddanapur, Sri Tribhuvanadityadhammaraja so called (was lord),

his benevolent and clever queen was called Trilokavatamsikadevi,

(3) '%�� � ��: ����g��� � i̇: 5 �� � ��� 0

that her son R��jakum��ra did call his name
(and) her son was called Rajakumara.

(4) � �ȧ ���: 
 �
: � i̇: �ȧ: �
: 0

her to slave village three did give termin.
(The king) gave her three villages of slaves.

(5) '%�� �ȧ: ��-��: � i̇: �� �� d
(
ȧ

the honorif. queen did die perf. prior.
6 ��-��: � ��� ���: 
 �
: � i̇: �ȧ:

queen her goods slave village three did give

���: �ȧ: ��-��: � ��: ����g��� � �ȧ 0

again honorif. queen her son R��jakum��ra him to
When the queen died, (he) gave the queen’s goods and the three villages of slaves to

the queen’s son Rajakumara.
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(6) 7 '%�� �ȧ: �d
(
�: ���: ����? ��ȧ � i̇: �� d

(
ȧ 0

the honorif. king year twenty eight did finish prior.

� i̇: ���: � i̇: ��i̇: ��i̇: �� � ��� d
(
�� 8 �
:

did reign? did sicken destine die his death? down unto?
The king, after twenty-eight years, (while) he reigned became mortally ill.

(7) '%�� �ȧ: ��-��: � ��: ����g��� � i̇: �� � ��� 0

the honorif. queen her son R��jakum���� did call his name

� d
(
i̇ 9 � i̇: ���� �� '%�� �d

(
�: t

(

 � �
: ��
:

he pass. did nourish which the king great? him on favor
righteous?

d
(
i̇ � i̇: �d

(
�� ��: ��: d

(
ȧ 0

pass. did remember prior.
The queen’s son named Rajakumara, —the favors with which the king had nourished

him being remembered,

(8) '%�� �ȧ: 10 ������ � �%�: �
 ������� �%� ���

the honorif. Buddha his likeness form image golden wholly

� i̇: �� ���: 0

did make

'%�� �ȧ: ������ � i̇: ��: 11 �%���:
the honorif. Buddha did bring presence

�
: �ȧ �� � i̇: �d
(
�: �
:

in this like? did speak termin.
manner?

made a golden image in the likeness and form of the Buddha (and) brought the Buddha

into the presence and spake thus:

(9) �ȧ �ȧ: ������ �%� �ȧ: ��: ��:
this honorif. Buddha golden honorif. thy? behalf?

son?

� i̇: 12 �� �� ���: �ȧ: � �ȧ �ȧ: �%� �%
:
did make which lord honorif. him to give do !
“This golden Buddha, which (I) made (on) thy? behalf?, (I) give to (my) lord.

(10) �ȧ ���: 
 �
: � i̇: �ȧ: 13 �� ���: 0

these slave villages three did give which lord

�ȧ �ȧ: ��� �%� � �ȧ �ȧ: �%�

this honorif. Buddha golden it to give do
the three villages of slaves which my lord gave (me), (I) give to this golden Buddha.”
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(11) '%�� �
: �ȧ: �d
(
�: � i̇: �i̇ 14 �� d

(
ȧ

that upon honorif. king did delight cause? prior.

� i̇: �� �� ��� �%
: �� ��� �%
: � i̇: �� 0

did exclaim deed good ! deed good ! did call
Thereupon the king was delighted and exclaimed “A good deed, a good deed!,” he

called out.

(12) '%�� � d
(

: ���: �ȧ: 15 ����/%� 1

those his compassionate scholar honorif. M��������


���: �ȧ: ���g
(
������������/%� 1

scholar honorif. M�gg�����������������


���: �ȧ: ������%���d
(
i̇ 1

scholar honorif. S��������n
(
d
(
���

16 ���: �ȧ: �������� 1

scholar honorif. B����������

���: �ȧ: ������d
(
��
: 1

scholar honorif. B�������2�

���: �ȧ: ��� 1

scholar honorif. Sona

���: �ȧ: 17 ��g
(
���w

(
�����d

(
i̇ 0

scholar honorif. S�ṁg������2�����n
(
d
(
���

'%�� ���: �ȧ: ��%� ��
 � ��� �i̇ d
(
��

those scholars honorif. church beggars its persons earth upon
assemblage mendicant-monks

�d
(
�: 18 �� �ȧ: � i̇: �%� �
: �d

(
�� 0

king well-pleased honorif. did pour termin. water
Those, his scholars, Mahathero, (etc.), (in the presence of) those scholars, mendicant

monks of the church, the king, well pleased, poured water onto the ground.

(13) '%�� � i̇: �� d
(
ȧ ��-��: � ��:

that did complete prior. queen her son

����19g��� � i̇: �� � ��� ��

R����������� did call his name who

� i̇: ������� ����%� �%� � i̇: ��

did enshrine Buddha golden did make

g
(

 � ���� �%� � i̇: 20 �� d

(
ȧ 0

cave-pagoda its spire golden did complete prior.
That having been done, the queen’s son who was named Rajakumara enshrined the

golden Buddha and having completed the golden spire of the cave-pagoda,
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(14) '%�� g
(

 � ���� � i̇: �ȧ: �
:

that cave-pagoda its dedication did pronounce termin.

��������
: 
 �ȧ 1

Sakmunalon village one

����� 
 �ȧ [ 1
R����� village one

�i̇ ]21 -���: 
 �ȧ 0

Hen-buiw? village one

�ȧ ���: 
 �
: d
(
i̇ � i̇: d

(
i̇ d

(
ȧ 0

these slave village three pass. did assemble? prior.
get out?

he pronounced the dedication of this cave-pagoda, and the three slave villages of

Sakmunalon, Rapay, and Henbuiw, having been assembled,

(15) �ȧ �ȧ: ��-��: � ��: 22 ����g���

this honorif. queen her son R�����������

�ȧ g
 ����%� � w
(
ȧ �d

(
�� � i̇: �%� � �� d

(
ȧ 0

this cave-pagoda Buddha them-to water did pour out pf. prior.
the queen’s son Rajakumara, having poured out water (to) this cave-pagoda and

Buddha (or Buddha of the cave-pagoda),

(16) �ȧ �� � i̇: d
(
i̇ �%
 [ 0 ]

this like? did express aspiration
manner?

�ȧ 23 �� gȧ: ��� ���: ��2�ñ
��ñ� ���ñ�
this which? I (do) may omniscience wisdom

good

� i̇: � i̇: �ȧ: �%� ��: �i̇ ��ȧ: �� 0

did give to for attainment cause?
thus expressed (his) aspiration: “May this which I did well be the cause (for) permitting

me to attain omniscience and wisdom.

(17) 24 �ȧ ���: �i̇ ��� �u̇: d
(
��

these slaves to death? pressed? down?

� ��: �� 1 � ��� �� 1

my son either my grandson or

� ���： �� 1 ��� �� �� �� 1

my kinsman or other? any? person or

�ȧ 25 ����%� � w
(
ȧ g

(
ȧ: ��i̇ �
: �� d

(
i̇ 1

this Buddha it to I destine termin. which pass.
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g� �ñi̇ �%� g� ��
 �d
(
ȧ �� ��: ���: ���: 0

if? heart bad if? mind unbelieving? who may
believing? not?

Whoever oppresses these slaves, —either my son, my grandson, my kinsman, or any

other person—which I dedicate to this Buddha, —because of evil heart or unbelieving

mind—

(18) 26 �ȧ �ȧ: ����%� ��� ����y
(
� d

(
ȧ ��: d

(
� �%i̇: �i̇ ����

this honorif. Buddha Ari Metteyya exalted see get in presence

�� �ȧ: �%� �%
:
not permit do !
may he never be permitted into the presence to get to see the exalted Buddha Ari

Metteyya.
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