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叙事詩の宗教哲学
一Mok§adharma−parva益和訳研究（XXI）L

茂木秀淳

【244章］2（D252章，

社会科学教育講座

C．9088−9100，K．258章）

ヴィヤーサは言った。

（1）

対のもの（dvandv…斑i）、利益と義務を求め3、解脱の知識を得ようと願う弟子は、徳ある話し手によ

るこのかっての偉大な話を闘くべし。
（2）

虚空、風、火、水、五番目として地、そして有と無（bh珈abh酢au）と時（k盈a）は、五種の（元素か

らなる）存在物すべてにある。（C￡MBh．XII．231．25，267．9）

（3）

虚空は内を本性とする4。それからなる感官は耳である。身体についての聖典の規定を知る者は5、

その属性（g纏pa）は音声であると知るべし。

（4）

運動（carapa）は風を本性とし、呼気、吸気はそれからなる。その感官は触感（spaf蜘a）はであり、

接触（spar≦a）はそれ（風）からなると知るべし。

（5）

そして6消化と照明は火Gyotis）である。段はそれからなり、その性質は色であり、本性上暗闇（tamas）

に付着されている7と知るべし。

（6）

湿気、微小さ、油性は水であると示されている8。その感官は味わうものである舌である。水の属

性は味であると考えられる。
（7）

堀の要素（dh盃tu）は凝集（s御ghata）である。それは、骨、歯、爪、髭、体毛、頭髪、脈管、筋肉、

皮膚である。

（8）

（地の）感官は香りを認識し、鼻と教示される。そして香りが感宮の対象であり、地からなると知ら

れるべし。
正本稿は『叙事詩の宗教哲学一『Mok寧adhar眉段a−parv蹄和訳研究（XX）一』（『信州大学教育学部紀要』第103号平成13年8月）に
続くものである。略語などは前稿に準じ、本稿で用いるものは以下のとおりである。
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（9）

それぞれ後の（元素）には、（前の）性質がすべて存在する。後の（元素の）性質はすべて（の元素？）に

存在する9。尊者（muni）は、五種の元素の集合の流れ（santati）を知る。

（10）

これらにとって九番目が思考器宮（m㎝as）、十番目が認識器官（bud曲i）であると伝えられる。十一

番目が内面（antaratman）であり、すべてのものより10上位であると言われる。（C￡Hopkins【Great
pp．169−170，

（11）

Eleven

Epic｝

Modi倉cations）

認識器官は決定（vyava町a）を本性とし、思考器官は区別（vyakara翠a）を本性とする。行為からの推

理によって、領地（kSetra）という・名の佃我Gτva）が認識されるべし。（CH｛opkins［Great

Epicl

p．169，

E玉eve難Modi飴ations二Johnston［1937】P。45，1了va−k騨r寧a）

（12）

時を八番目とするこれらすべての状態によってHつき従われた一切を汚れなきものと回る英知ある

者は、迷妄（moha）に従うことはない。
［245章】（D．253章，C9101−9115，K：，259章）

ヴィヤーサは言った。
（1）

（粗大な）身体から解き放たれ、微細になった霊魂（面面n個我）を聖典を知る者（ヨーギン）たちは12、

聖典に説かれた行為（ka鋤a）によって見る。
（2）

日の漏洩ミ集まると、動き、行きB、止まるのが見られるようにL4、体から離れた霊魂は、人間を超えた

ものとして15（集まらないために見えなくとも）、もろもろの世界を動き回るのである。（C￡H：opkins［Gfeat
Epicl

p．174，

（3）

s嚢k事ma

body）

太陽の円が16水中に像として見えるのと同様に、霊魂を知る者（ヨーギン）は圭7（身体の中に）霊魂

（sattva）を像として見るのである18。

（4）

身体から離れたその微細な存在を、自己に専念し（？）圭9真理を知る者（ヨーギン）は、感官を制御し

て、自らの真実として（？）20見るのである。
（5）

（ヨーギンは）物質（pradh…油a）と二種に結合し（？）21寝ている時、起きている時もすべて、自己によっ

て考えられたもの、（そして）行為によって生じる塵（璃as）を捨てる22。

（6）

存在の本体は23、夜は昼のように、昼は夜のように、常にヨーガを実修するヨーギンの24意志のも

とにある。

（7）

彼ら（ヨーガを実修する人々）の存在の本体（bh顧糠鋤義民）は、常に七種の微細な要素（g四a）によっ

て25随伴され、老もなく死もなく恒常にして（種々の母胎を）動き回るのである26。（C￡｝王opk頚s［Great
Epicl
gR

p．173，
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（8）

この（存在の本体）は、思考器宮（田鋤as）と認識器官（buddhi）によって支配され、自分の身体と他

人の身体を知り27、夢の中での苦楽の認識者でもある。
（9）

（存在の本体は）そこ（夢の中）でもまた苦を得、そこでもまた安楽を得る。そして、そこでも怒り

と賢覧を28生じて、執着（vyas躁a）に至る29。

（10）

大きな財産を獲得して30、喜びもする。そこ（夢の中）でもまた善行を行い、闘覚めているかのごと

くに見るのである3蓋
（11）

しかし、タマスとラジャスに満たされた人々は、この光の部分（atit⑪

願a）として心臓にいる存在

の本体を（bh藤tman個我）を身体の中に見ることはない。
（12）

聖典に説かれたヨーガに専念し、自分のアートマンを獲得したいと願う者たちは、気息なき身体、

形なき身体、そして金剛のごとき身体を（見る？）32。（C￡Hopkins［Great

（13）

Epic｝pp．177−179，

kinds

of

body）

生活期の行為（kamla）が別々に四種33創造されている時に、シャーンディリヤは、ヨーガとはこのよ

うに禅定における寂静であると語った34。（C￡H：opkins［Great
Ybga

Eplcj

p，97，

fn4，ノ S的φlya

reco照mending

co勲centratio燕）

（14）

七種の35微細なもの、そして六つの部分を持つ36偉大な自在神を知って、物質から離れる者は37、

は最高のブラフマンに達する38。（C￡Hopkins［Great

正246章］（D，254章，Cgn6−9130，

Epicl

p．178，

s甑柳a

body

of雛e

spirlt）

KL260章）

ヴィヤーサは言った。
（1）

心には（hτdi）不思議な欲望の木（kamadruma）がある。それは迷妄の集積によって生じ、怒りと高慢を

大きな幹とし、早知を（木から）解き放つものとしている（？）39。（C￡套opkins〔1910］p．349，
tree

of

（2）

kamadmma，

evil）

その木の根は無知であり、放逸が水やり（pari寧ec鋤am）である。そして妬みを葉とし、かっての悪

行を実としてもつ。
（3）

（その木は）惑乱と不安とを若葉とし、悲しみを枝とする恐ろしいもので40、惑乱をもたらす渇望

（Plpasa）という蔓によって巻きつかれている4L。

（4）

食欲な者たちは、果実を手に入れんとしてその大木に近づく。疲労によって抑制され（？）42、ひも

で果実を巻きながら。
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（5）

それらのひもを意のままにしてその木を引き抜く者は、二種の苦を制御しつつ43、その（二種の苦

の）終わりに至る。

（6）

英知なき者は、苦しみつつ唱その木を育て、後にその木がその者を殺す。飲まれた毒が病人を殺す

ように。

（7）

その煩悩を根とする木の45根はカつくで引き抜かれる。棄却と不放逸を形とする46最高の剣の（ご

とき）無関心によって（s離yena）。

（8）

このようにただ欲望を引き抜くことを47知り、愛欲の教義の棄却を48知る者は、もろもろの苦しみ

を超える49。

（9）

『身体は都城である』と言われる。『認識器宮（bud曲i）が領主である』と考えられる。その場合認

識器窟にとって50、身体の中にいる思考器官（maRo顛ma）というものが管理者（arthacintaka）である。
（C￡H：opkins［Great

（10）

Epic】p．166，fn。3，

body−city；Manu

7。119−121）

感官は都城に住む人々であり51、「その（認識器官の）ため」が（感官の）最高の行為である52。そこ

には、タマスとラジャスという名の二つの恐ろしい（d翫7unau）欠点がある。
（11）

都城を支配する者と共に53都城の人々が生活する属的のためには54不適当に（adv盃repa）二つの欠点

は振舞う（

（12）

pa鋒vataり）。

そこでは認識器官は（感官によっては）近づき難く（durdarsa）、思考器官は（感官と）共通すると雷わ

れる55。一方、町に住む人々（感官）は思考器官（業務官）におびえるので56、それら（感官）にとっても

活動と停止とがある。

（13）

認識器官が従事している（adhy蝕e）目的は、認識器官を苦しめない57。別に思考器官が従事してい

る揖的は（？ta毛）思考器宮を苦しめる。

（14）

思考器官が認識器官とは別になって58単独で（kevalam）存在する場合、この裸になった59空（≦種nya）（の

思考器官？）をラジャスが満たす。

G5）

そのような思考器官はラジャスと親しい友好関係を作って、その都城にすむ者（感富）を捕えて、ラ
ジャスに渡すのである。

［247章1（D．255章，C．9131−9143，K．261章）

ビーシュマは言った。
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dvayo毎

samatvo

ha撮1

K，

jar豆mara華ayor

dvayo毎

D．，K．：tasyanugatamUlasya

46P宅y琶g五prar熟巨d諏in且

王）．，L：

yogapras亘dat

kζtina

Ca．

毛y亘ga奪pram互da6

ca晦恥≦af董ra恥yasya／yogapras蚕d面in蚕iti

p亘享ho

lekhakapramad霞ノ
47Rk注masya

keva五a甲parikar与a腿m

48Pvadha単va圭聴ma≦astrasya
49P，D、＝sa

du唾h羅議y

50R，K．：tatra

ativartate

b登d曲eh

51P，K．＝jan的pauτきs

52tada並ha卑tu
環aha亡r

D．

D．

kamasya

bandha甲vai
K．

kevalasya

k五ma。

sudu賦h互ny

nivarta貌am

Kl．

etac

ca

K．

kama。

k置masya

C鍛．

keva韮a群parisarpa摯am

vad巨am

lti潭掛e毛y琶gam／

atrivartate

D．芝atw批buddheh
D．

mana塾paur註s

Ca．（reading

Cn．（reading

pur融t海）tada丘ham

mana駈paurめ）manas亘am烈yena

indriy巨rthap

pravarty亘iti

ma額磯paur翫ty

purasyおarτrasyaヨsamnatatobh置vena

ucyan｛e／

k導海kara寧a箪／

CR．

para取車

k質y…玉prav奨｛海／

53P

sa蓑apure≦va疽毎

54P

yad

D．，K．：saha

arthamゆ勾和anti

55P，K：mana麺s盗dharmyam
s置dτ≦ya琴｝向astamo

puregvara恥

D．，K．：tad

ucya｛e

artham

玉）manab

照bhibhavan魯a芝vam

Ca．，Cn．：pare6vara晦manobuddhyaha現k巨raiり／
up勾魯anti

s且m且nyam

ucyate／

a

Cn．（reading

nute

Ca．（reading

mana奪s亘dharmyam）manaso

manaOs亘m亘nyam）dudhar鎮pi

do寧akal醸tena

pi

manasa

s翫d』ar田yaやbudd巨1−

s曲a

sa撮a薮盗照｛va恥

bh勾ate／
56P，D，：mana・窪・・芝巨・Kmanasゆt註s

57P

naso

rth轟戸arl鋼ati

D．，K：so

na曲ψpariSτdati

K．はこの後に次の一行を挿入している。

pa獄ramantraviyukt衰y麟so rtha睡sa甲sTdati kram歪t／
58Pp幽agbh亘ta卑yad琶buddhya D．，Kl．：pμhagbhUta甲mano buddhy亘
5gP

t・せ・漁甲・i・箕・環D．

t・に・i・a瞬晦・卑Kt・症・i・・甲・i㎏・甲C・．

enam且tm且nam／・idh準・甲P・atibim㈱P・導・曲互び伽／
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息子よ、島で生まれた者（ヴィヤーサ）の口より大いなる歓喜とともに60発せられた元素（bh極ta）の

（1）

属性の列挙を61もう一度聞くべし、罪なき者よ。（Cf。Hopkins［Great

Eplcl

p，163，

paris御k難y…鵬Sixty

Cons毛ltuents）

（2）

燃えている火の如き尊者は（かって）、煙（におおわれた）光輝をもつ者（息子）に対して62語った。そ

れ面面もまた、息子よ、もう一度その教えを語ろう。
地（の元素）には、不動性（sthairya）、広さ63、硬さ（k亘面nya）、生産性64、香り、重さ65、力能66、集

（3）

合性（sa奪gh歪ta）、支持力、堅固さが（属性として）ある67。（C￡H：opkins［Great
Constitue蕪￡s

（4）

of

Eplcl

pp．163−165，

Sixty

Inte1至ec￡）

水には、冷たさ、味、湿性（kleda）、流動性、油性と冷やかさ（sneha．saumyata）、

舌、飛散（vishya鍛d圭ni）、

そして地からなるものや水を含むものへの流入68が（属性として）ある。
火（の元素）には、近づき難きこと69、輝：き、熱さ、焼くこと（paka）、 照明70、清浄さ71、愛情（r議ga）、

（5）

軽さ、鋭さ、そして十番目として上昇72が（属性として）ある。
（6）

風には、一定しないこと、接触73、言葉の（発生する）場所74、独立性（sva髄trat蕊）、

力、すばやさ、

気絶75、運動、行為を為すこと76、誕生77が（属性として）ある。。

（7）

遍在性（vyapitva）、間隙（chidra励、無依所（an盃sraya）、無基体78、非顕現

虚空の属性は、音声、

（avyakta）、無変化79、

そして、非抵触性、元素性と変異である80。以上、 五元素の本性として存在する8伍十の属性が述

（8）

べられた。（Cf．Hopkl瞬1902］p．120，

（9）

pa勉姦≦atam）

区別82、創造、願望、忍耐83、善、不善（？）、迅速さ84が思考器官（manas）の九種の属

移動と推理、
性である。

（10）

決定（vyavasaya）、瞑想（samadhita）、疑問、洞察の五

望ましいことと望ましくないことの分別85、
種が認識器官（buddhi）の属性である86。

ω忌laghay琶paJay置

Cs．蓉1置ghay且≦raddh護y護／

61R，K：gu琴asarpkhy盗識a！p

62R

dhUmravarcase

63盆pτthu

I）・，K

D．

麟R，K：．：prasav五tmat置

67sthapana
68

勲jlvha

d毎ih

prasavi磁ha｛注

calva

prasav且tmat互卿陰画aRakat註／

Cn．

（readi駿9茎）rasav誼hata）prasavo

d簸含nyaadyutpattis

Cn．≦aktih

ga轟d難agrahapasamarthyam／

bhaumapy且srava尋a串｛ath互／

Pのd

D．，K．：jihva

b寵t琶ntaraprave≦asth五薮aミvam

v量sy鍛da轟ap〕c巨pi

rdhaSat巨は意味不明のため、

ucyate／

bhaum且n漫甲ぎτaひa球a単tatha

D．，Kl．のdurdhar§at謎を採る。

Duessen：unbezswl轟genkeit

prak護≦ana皿cak寧urindr隻yam／

D．≦oko

卜

72R駄dhvabh琶g猛五

D．，Kl．＝sa｛ata卑cQrdhvabhag玉窯き

aniyama毎spar話。

74v且das｛h互na甲

D．，Kl．：aniyamaspar蓉。

Cn．

77bhava垣

78an灘ambanam
79avik激1掘

a慮yamaりanuSP麓1ta

ity

a盤ha琢／

Cn．m・k孚・甲m醜盃d・球1
ceSt盛tmata

bhavojanmamarape／

Cs．
Cれ．

apr額ghatata

Ca．（reading

D．，K．：karma

C駿．

Ca．

vadas芝巨窪轟a斑v巨gindriyagokak勘まノ

75Pm・h・6・・D，，K：m・k卿ca
76｝≧ce頭karmakμa

a磁至arnbanatva卑yathき話a煎e

bhut亘ntara甲bh登癒轟｛arasy亘lambana胆薮a芝a｛臨k奮ab／

avik面t五dravy銭ntar亘n五rambhakatva珊／
calva

bhtitatva畢vik尊ani

bhUtatvav圭k￠ani

calopapattir

ca

D．

Cs．

ekasvarapa癒ノ

apra娠g臨tlt盃caiva

ca）b難嚢｛a〔量v血晦aりutp亘ta摯1

8聖ρa益cabh嚢t巨tmabhavlt互h

82R

Ca．

manu寧y義dy灘rayatvam／dh虞i≦abde樋tra

D．，K．：酷rdhar＄at亘
Cs．

7【PK：．：ヨauca魚

80P

dhOmavatsalah

sakti≦）s諭9且書pl麟1bhavaり／

C塁．sth盃pana

vlSyandinT

7

K．

1く．b難蚕ra忌ca

垂駐c（a蜘am

73R

D．

Ca．（read三勲g

69盆durdhasa｛ヨ
フG

parlsa敏hy盃na甲

：9建m毛va「p

tad韻hat且／
65P，D． gumtva甲
66忌aj（ti≦ca

D．

dh且mavarcase

C轟．

bhUtatva恥vlk4勘i

ca

Cn．ひa姦cabhOt且tmabh且vit舞pa轟。在n五甲bhUt五nam盃糠註，ひr且tisvikalp

vyaktl蓉ca

D．蕊a圭ryopapattir

vyakti忌ca

K．

apra壼g胎撤琶caiva≦rotμva憩v主var置りi

bh廿tatva耳1≦roむre益〔玉r三yopadanatv蕊t

K．

phalopapattlr

vyakti≦ca

l

v量梅琶熱i

svarΦa酵｝，

Ca．

ta往a

ca1且caLa践am，

ca

dehantargatacch茎dr護瞬1

lakSitaり1

upapattiりyuk的，

vyakt痴

j舩轟ak藪rapatvam／ Cp． cala蓉abda≦ca王a毛ve， upapattir yukt海籍16cayayogyata， vyak聴pad…辻th句茄nam l N． vyak穂smarapam 1
83v呈sargaりkalpan蕊k寧ama Ca．，Cp．：visargaりny置saO（Cp．宅y護ga恥anapekSitasya， ka韮pana n直m勾atyadi， k寧am盗krodh盃di≦amanam！C簸．
visa㎎aりvipa盈aりsargo
8鳶sad
asthira｛vam

asad

Ca．

sat

kalpa虚…撮anorathav其tiり！
prak且≦aka芝v灘bh巨sanaηらasad

aprak巨鍾akatv五ad

1

85P至典aniS喜avikalpa≦i

86R

bhr巨ntiり，

a6ut五

buddhau

ca

pa姦ceha

D．，K．：iS些且ni§奮av圭pa｛t至話ca

ye

g縫麺飾

D．

buddhe準p麟cagupan

viduh／

abh置sanam／

Cn．

sat

vair…igy五adi，

asa毛r巨gadve典di，置≦uta
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ユディシュティラは言った。

（11）

どうして認識器官には五種の属性があり、どうして五種の感官は属性なのか。父よ、この微妙な知

識のすべてを語るべし。
ビーシュマは言った。

（12）

（認識論宮の）属性は六十と言われている87。それらは、元素によって限定され、常に（認識器宮に）

付着している88。そして元素に付着しているもの（属性）は89不滅なもの（aksafa）によって創造された
のである。しかし、息子よ、世間では、人々はそれを恒常とは言わないgo。（C￡Hopki厳s［Great
P．164，㍑ansla￡ion；P．355，

（13）

Epic】

metre）

息子よ、伝承なく述べられたものは91思弁によって作られている92。汝は今や元素というものの真

理をすべて会得して、元素の光輝によって93心（bud曲i）静かにあるべし。
［248章】94（D．256章，C．9144−9164，

K：．262章）

ユディシュティラは言った。

（1）

これら大地の守護射たる偉大な力をもつ者たちが戦いの最中に命を失い95地上に横たわっている。

（2）

一人一人、恐ろしい力を持ち、また多くの象（醸ga）に匹敵するカをもっこの者たちが、戦いにお

いて等しい精神力と腕力（画obala）をもつ者によって殺された。

（3）

この者たちを戦いにおいて殺す者を、私はこれまで96見たことがない。勇気（vilqama）を具し、精

神力と腕力を備えた妻たち、
（4）

偉大な英知をもつものよ97、今や、これらの者たちが、息なく横たわっている。これら息なき者た

ちに「死んだ」という語が用いられる（var漉）。

（5）

これら恐ろしき勇気をもつ王たちはほとんどが死んだ。このことに関して私に疑問が生じた。「彼

らは死んだ」という表現はどこから来るのか。
（6）

だれに死があるのか。どこから死は来るのか。どのようにして死はこの世で人々を連れ去るのか、

神のごとき者よ。それを私に語るべし、祖父よ。
ビーシュマは言った。

（7）

かつてクリタ・ユが期に、若者よ、アヴィカンパカという王がいた98。彼は戦いにおいて馬車をこ

わされ、敵の支配に落ちた。

87寧a輿ir粋bh旺tagup展n
va重）pa5cabh｛it互ny

api

Ca．

bhOt亘籍濫P

buddher

eva

88P，D．：bhOtav量ぎIS揮nityav三餐akt盗b

89P

bhOtavlS症kta≦

akSare竃｝a了≦vare暮a

pad磁h五薮ak等are尊a
90na

nltyarp

91uktam
92ゑtat

tad

1）．

K．

pOrve

vadant三

Cn．

cint田（a里重taπP

Ca．

manaso

Cn．（reading
na譲yam，

nava，

pa煮ca蟄a姦。蕊ad

tat

putra

eko

dhyavas匹ya

iti寧a§妻圭恐buddhigup亘n

Ca．

bhitavib註｛｝糎r）bhUtani

eveti

Sa嘆ir

evagu塁匿暮／

Cn．（reading

buddh至guひ盃n

ah琶毎／

Cs．轟ltyav蛤akt亘h

y盃vad

dravyabhavina垣／

bh芭tavi§ak語摯sad豆sa甲baddh魏／cak展raan
pa溢ca｛adibhUtaya≦ca鵬anobuddhibhy互甲saha

manobuddhyor

api

ukt五eka寧a輿ir重ty

ete

sarve

ekasaptati甲

vadan縫1

teS五甲pra韮aye

mok多e

a蕪gatam，＆妬gama胆vedavi珊d戯am，
王）．

buddher

prakξtivisτSl蕊n

K．籍ityaviSakt亘甲き

brahma奪琶pra歪且si鞍蚕s聡tan
lba

ca

bb｛玉tavi寧akt五n

bh意tavlbhOα≦

sτS些且垣／

a磁gata珊vai

pu窪a

Pafic且話at，

gup匿摯，

c圭轟｛欲alila耳l

ca

vllay註毛／

anyir

v亘dlbhir

K．｛a毛ジutracint歌ali圭a珊／

uktam／
Cn．

Cv．

an豆gatam，

cint譲（a韮銭am，

kenapy婚五巨tam／

vic互rato

du講a斑

Cp．

cint削（a1量ta珊

cint盃轟了yam／
93bh｛至taprab薮avまd

Cn．

bhOtaprabhav五t

brah拠a重きvary…it／

94248−250章に見られる「死の起源説話」については、deJo殺g119851；ヴィンテルニッツ『叙事詩とプラーナ』中郵義照訳p．342注
玉84参照。
95R，K：gatasat｛v盃

96P，K．：pur互

97P

D．

mahaμ勾5a

98R両且且s了d

D．

ga蜜as艮岬山

param

D．，K：．：ma臨pr勾5麺

avikamジakaり

D，，K．：r勾琶hy盃藪d

akampaka垣
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（8）

更03

その息子はバリという名で、力はナーラーヤナに匹敵した。彼は戦いにおいて手勢や従者共々敵

によって殺された。
（9）

かの敵の支配に落ちたる王は息子への悲しみに満たされ、まったく心が安らぐことはなかった99時、

たまたま地上にいるナーラダ仙を見た。
（10）

人々の支配者たる彼はナーラダ仙に起こったままにすべてを語った。敵によって戦いにおいて捕ら

えられたこと、そして息子の死を。

（11）

熱力に富むナーラダ仙は、彼のその言葉を聞くと、息子への悲しみを除くために次のような話を

語った。

（12）

王よ、今やこの詳細な話を聞くべし。起こった通りに私も100聞いたこの話を、大地の支配者よ。

（13）

生き物の創造の時、大威光ある祖父は生き物を創造した後、大変に増え多くなった生き物をもは

や放置できなかった101。
（14）

なぜならば、生き物にはどこにもどんな空間もなかったのである、不動の者よ。三界に住む者は呼

吸できないほど（iva）密着したのである、王よ。

（15）

彼には帰滅（s御h…翼a）に関する考えが生じた、大地の王よ。考えつつも、帰滅の原因となるもの

（het櫨：激a鴛a）に思い至らなかった。

（16）

彼の怒りによって（身体の）もろもろの穴（khebhyo）から火が生じた。大王よ、かの祖父は、それに

よってすべての方角を焼いたのである。
（17）

そして、至尊者（bhagavat）の怒りより生じた火は天空、大地、中空を、そして動くものと動かぬも

のを含む世界を焼いた。
（18）

そこで、偉大な祖父が怒った時、大きな怒りの激流（vega）によって、もろもろの動不動の生き物

（bhOta）が焼かれたのである。

（19）

そのあと、黄色い巻髪をししO2、ヴェーダ祭式の主宰者であり、畜祥にして、敵の英雄を殺す神ス

ターヌ（棒状のもの）は、ブラフマー神に保護を求めた。
（20）

生き物の幸福を願ってスターヌが近づいたとき、恩寵を与える神は光を発しっっGvara勲n

lva）吉祥

なる神（スターヌ）に語った。

（21）

今日は、いかなる望みをかなえようか。汝は（私の）恩寵に価するものと私は思う。私は汝の心の

中にある好ましきこと（善）を為すであろう、慈悲ある者よ。
珍49章董（D．257章，C．9165−9186，

K：．263章）

スターヌは書つた。

（1）

生き物の創造に関連して、私のこの願いを知るべし、主よ。これら（生き物は）汝によって創造さ

れたのである。祖父よ、これら（の生き物）に怒るなかれ。
（2）神よ、汝の怒り（t晦s）から生じた火によって生き物だちはすべて焼かれているLO3。彼らを見て、私
には慈悲が（生じた）。これら（生き物）に対して怒るなかれ、世界の主よ。
ブラジャーパティは言った。

（3）

私は怒ってはいない。また「生き物は存在すべきでないjlo4というのは私の望みでもない。しか

99a≦哀韮猛重paro

Cs．

100P，K．＝may⑳l
lolnam鰐ata
io2P

iti

D．

day飢鳴ノ

夏03dahya擁

adhvaご勾a玖巨

Cs．

bhaveran

K．1｝aJo

ja聖aり

adhvarajyotiSζom蕊dayah

Deussen：da

Cn．

ad姦vara摯

sap￡a，￡a

wo圭1te
dhvr

er

es

h丘rps蕊y蕊憩7

nich紺縫韮den，
ahirpsaiva

evaja唾mロrdhasth魏短露yasya／anena

daβ．＿

ja婁a茎va

6重rasi

y勾銭訂Upatvam

dh訂yatve羅a

m匪nya

ukIa串bhavati

yasya

1

ParasmaipadaがPassiveの意味に用いられているのは、韻律の要請か（d句第一音簿）。（CfMBh．XIU70．18，17156，268，4，

da巨yati）

正G4P

pada拠ノ

mayeda即

「生き物が増えたことに耐えられなかった」か。
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dhvar再aIo

a≦且熱￡匙）ara
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so
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し、大地の（負担）軽減のために（生き物の）帰滅が望まれるのである。

（4）

いつも重荷に苦しむこの（大地の）女神は、私を帰滅のためにせかせたのである、偉大な神よ。（と

いうのは）重荷によって水の中に沈んでしまうLO5からである。（C￡de∫o熱g11985】p．398）

（5）

心を用いて（buddhya）様々に考えたが、これら増殖した（生き物）の帰滅まで思い至らなかった時、

怒りが私にとりついたのである。
スターヌは言った。

（6）

帰滅の終りには寂静たるべし、怒ることなかれ、天界の自在者よLO6。生き物、すなわち動くもの

も動かぬものも、滅することなかれ107。
（7）

そしてあらゆる池（palvala）、あらゆる草と薮08、動くものと動かぬもの、そして四種の生き物の

群を玉09（滅することなかれ）。

（8）

このようにHO焼かれて世界はすべて灰になった。「至尊者よ、聖者よ、寂静であれかし」、これが

私が選んだ恩寵である。

（9）

というのは、これら生き物はいったん消滅すると再び戻ることはないからである。それ故、まさに

自らの威力（tqas）によってこの火をm止めるべしu2。

（10）

これら酪すべての生き物が再び生き返る餌ような他の方法を、生き物の幸福のために考えるべ

しu5、敵を破壊する者よ懸。
（11）

誕生のなくなった生き物は消滅に（abh盃vam）至るであろうLL7。私は、この世界において（上座の）

神であること（adhidaiva）をu8汝によって付与されている、自在者よn9。

（12）

なぜならば、世界の保護者Gagan酸ha）よ、世界の動くもの動かぬものは120汝より生じたのであ

る。偉大なる神よ圭21、私は、汝を静めた後、生き物が回帰によって生まれる122ことを願う。
ナーラダ仙は言った。

（13）

スターヌの言葉を聞いて、神は、言葉と心を抑制し、その火を再び自ら123精神力によってL24停止

した。
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（14）

それから、世閥によって崇められる至尊なる主は、火を収めた後、誕生と死についで25考えた。

（15）

怒りより生じた彼の火を引っ込めると、その時、その偉大な神のあらゆる（感官の）穴を通って126一

人の女（nan）が現われた。
（16）

（女は、）色黒く、赤い着物を着て12フ、赤い目と掌をもちし28、天の耳輪をっけ、天の飾りで身を飾って

いた。（C￡｝｛opkins［Great

Epic］p．186，

deaIh

a

femail；p．221。

vlpul敏b句）；p．417，

parallel

phrases

No．113

（cd句））

（17）

彼女はもろもろの（感官の）穴を通って生じた後、（神の）右側に立った。その時、このすべてを支

配する二柱の神は両者とも少女（ka噸）を見た。
（18）

その時、世界の始まり（謡）であり、自在なる神は、彼女に、「死よ」と呼びかけた。「大地を護る

者よ、この生き物どもを殺すべし。
（19）

なぜなら汝は、私の「帰滅」への意識（s御h翫abuddhi）と怒りとによって考え出されたのであるか

ら。従って、汝は愚者賢者ともどもすべての生き物を滅すべし。
（20）

汝は生き物を区霧なく滅すべし、罵愛い娘よ129。なぜならば汝は私の命令によって（nlyogena）こ

の上なき幸福に至るであろうから。」
（21）

このように言われて、蓮を首飾りとする幼い死の女神は、苦しみ、涙を流して深くBo沈み込んだ。

（22）

人の主は131、人々の幸福のために、両手でその涙を受け取りk32、さらにもう一度圭33頼んだ。

［250章］（D，258章，C．9187−9228，K264章）

ナーラダ仙は言った。

（1）

たいへんに長い罵をしたB4彼女は力を失ったが、苦しみを掬えて、合掌して蔓のように身を腿め

てL35言った。

（2）

なぜ汝は私のような女を創造したのか、語り手の中のすぐれた者よ。あらゆる生き物に恐れを引

き起こし、恐ろしき行為に生まれついたような私を。
（3）

私はダルマにかなわないことを恐れる。私にとってダルマにかなった行為を示すべし。自在者よL36、

吉祥なる目によってこの恐れたる私を見るべし。

（4）

幼き者、年老いた者、法力ある者たちを、そして罪なき生き物を私は奪い去ることはできない。生

き物の主よ、私は汝に帰敬する。私に恩寵を与えよ137。
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Deussenはこれをvocativeに理解している。
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死神の涙については、

p．342−350参照。
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（5）

（彼らは）そのように死んだ愛しき息子たち、活力ある兄弟たち、そして母たち・父たちを呪うこと

になろうし38、神よ。私は（そのような）彼らをL39恐れるのである。

（6）

悲しみの涙に濡れた者は，永遠の年月、私を焼くであろう。（それゆえ）私は、彼らをひどく恐れ、

あなたに保護を求めてやってきた。

（7）

罪を為した者は、ヤマの住処に行かしめられるのである拗、神よ。望みをかなえる者よ、私は汝

に恩寵を求める。私に恩寵を与えるべし、威光ある者よ。
（8）

私は汝からこのような愛を望む、世界の祖父よ。また汝の恩寵のためならば剛苦行を行うことさ

え望むであろう、神の主よ。
祖父は言った。

（9）

死よ、汝は生き物の訟訴のために私によって構想されたのである142。行け。全ての生き物を帰滅

させよ。ためらってはならない。

（10）

このようになったのは必然なのであって、それ以外にはなりようがないのである。美しい姿の者

よ、醤われたように私の言葉を実行すべし、罪なき者よ。
ナーラダ仙は言った。

（11）

死神は、このように言われて、長い腕を持つ者よ、敵の城砦の征服者よ、言葉を発しなかった。そ

して、腰を屈めたまま、至尊者の方に顔をあげて立っていた。
（12）

何度も何度も（そのように）言われて、美しい彼女は死んだかのようであった（gatasattveva）。する

と神々の神であり鴎、自在者の中の自在者は沈黙した。
（13）

実に、霞己によって自己をもつ幽ブラフマー神は、おのずから満足した。そして世界の支配下た

る彼は、微笑みつつもろもろの世界をすべて見回した。
（14）

敵なき至尊者の怒りが停止したので、その娘は彼の近くから去った145、と我々は聞いている。

（15）

死は、その時逃げ出し、生き物の二二を約束することなく、急いでデーヌカに146に赴いたのであ

る即、王の中ですぐれた者よ。
G6）
（17）

そこでその女神は困難な最高の苦行を行った。すなわち十五兆年酩片足で立ったのである。
そこでそのような最高の困難な苦行を行っている女神に、再び、大きな威光をもつブラフマー神

は話しかけた。
G8）

「死よ、私の言葉を実行すべし。」その言葉に注意を払わず、彼女はただちに再び同じように片足

でもう七兆年、
（19）

六兆年、五兆年、二兆年立ったのである、名誉を与える者よ。さらに一万兆年獣たちと共に行動し

たし49。
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149D．，K．はこの後に次の句を挿入し、第20詩人のabとしている。従って、以後Pとは1行つつずれる。
dve
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（20）

それが済んで（gatv…0再び、水中で七千年そしてまた千年と彼女は最高の沈黙を行じたのである、

大地の主よ。

（21）

そこからその少女はカウシキー川にL50行き、雄牛のごときバラタ族よ臥、そこで風と水を食物と

して再び制戒師yama）を行った。
（22）

そこから大きな幸運を持つ少女は一人でガンガー川とメール由に行った。（そこで）彼女は、生き物

のし52幸福のために、杭のごとく動かずに立ったのである。

（23）

それから、神々が祭式を行ったヒマラヤ山の頂上で（彼女は）それからもう十億年153片足の親指で

立ち、努力して祖父（P切能paのを満足させた。

（24）

すると彼女にもろもろの世界の生成と帰滅であるもの（祖父）は154言った。「どうしたのだ155、娘

よ。私のあの言葉を156実行すべし。」
（25）

すると再び、死は至尊なる祖父に言った。「生き物を殺すことはできない、神よ。再び私は汝にΣ57恩

寵を求める。」

（26）

アダルマの恐れに震えL58、再び懇願するL59娘を制止してL60、神の中の神はその時次の言葉を語った。

（27）

「死よ、汝にとってアダルマは存在しない。美しき者よ、この世の生き物を殺すべし。私が意味な

く語ることは、この世では決して生じないのである、娘よ。」
（28）

永遠なるダルマが、この世で汝に従うであろう圏。私も賢者たちも常に汝の幸福を喜ぶものである。

（29）

（汝の）心によって願われた願望は、それが何であれ、私は汝に与えよう睨。生き物（が汝のとこ

ろにやってくるの）は、病気で苦しむためであつで63、汝の罪によってやって来ることはないであろ
う164。

（30）

汝は男においては男の姿として165存在するであろう。女においては女の姿を持つものとなろう。第

三の人々においては、非男女として（存在するであろう）。

（31）

このように言われた彼女は合掌して、大王よ、偉大な不変なる神の支配者に、「できない」と言っ

たのである。

（32）

すると神は彼女に言った。垂死よ、人間を帰滅させよ、汝にアダルマは生じることはない。そのよ

うに私は瞑想しよう、美しき者よ。」

（33）

私はかつて涙の滴が落ちるのを見た。それは汝の罵の前に（私の）両手で保たれている。その涙の

滴は、恐ろしい姿をした病気として、（死の）時が至れば、人間を苦しめるであろう166、死よ。
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（34）

汝は、あらゆる生き物（pr…面n）の最後の時に、（汝の）欲望と怒りを共に（彼らに）結びつけるべし。

そうすればダルマは、数限りなく167汝のところにやって来るであろう。そして、（以前と）同じ振舞
いをしても汝がアダルマを得ることはないであろう。
（35）

そして、汝はその時言われた（athokta⑳ダルマを守り、自分をアダルマの中に沈めることはない

であろう。それ故、汝は（汝に）やってきた願望を主68好むべし。そして、（それを生き物に）結びつけ

た後、この世にいる生き物を帰滅させよ。
（36）

その時彼女は、死（mτtyu）という名称に示された呪いに恐れてL69、「承知しました」と彼に言った。

それから、彼女は、生き物の終わりの時に、気息に欲望と怒りを与え、（生き物を）混乱させて、殺す
のである170。

（37）

死の女神ムリトゥユの涙の落ちることが人間の病気であり、それによって人間の身体は壊されるL7L。

それゆえ、あらゆる生き物の最後の呼吸に際しては、心で悟って、悲しんではならない。
（38）

生き物の最後の呼吸において、あらゆる神々は美72去り、巡り（vτtta）、そして帰って来る（s御niv噸）。

同様に、あらゆる人聞は最後の呼吸において去り、神と岡様、再び帰って来るのである渦、獅子の
ごとき王よ。
（39）

恐ろしい音をした大勢力の恐ろしい風はL74、あらゆる生き物の生気であり、個我（dehln）の身体の

分離に際して様々に作用する至75。従って、風こそがすぐれた神々の神である。（Cf。Hopkins［Gfeat
p．319，≦盈inτmetre，

（40）

Ep重。】

vv，39−41）

あらゆる神々は人の相（martyas御顧）によって特徴づけられ、あらゆる死すべき者たちは神の相

（devas御櫛）によって特徴づけられている。それ故、（死せる）子息を嘆くなかれ、獅子のごとき王よ。

汝の子息は天界に隔達し、悦んでいる。
（41）

このように神によって創造された死の女神は、生き物に時が至ると然るべく帰滅させる。彼女の

落涙が生き物の病気であり、時が至るど，（病気が）この世から人々を奪い去っていくのである。

（2001年12月17［1受理〉
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