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叙事詩の宗教哲学
Mok§adharma－parvan和訳研究（X）

茂木秀淳

〈Mok§adharma和訳〉互

［203章］（霊D．210章，7641－7688）

ユディシュティラは織った。

α）父よ，バラタ族よ，解脱のための最高のヨーガを私に語るべし。それを私は正しく知

　　りたい。語るべし，すぐれた方よ。

ビーシュマは習った。

（2）ここでも人々はこの古謹を例として語る。弟子と師匠の解脱に関する対話を。

　（3）すぐれた聖心であり師匠であるバラモンが座っていると，すぐれた英知をもち善を求

　　める意欲ある一人の弟子が，（師匠の）両足に触れ，立ち上がって合掌して謡った2。

　（4）もしあなたが私の敬礼に満足したならぽ，尊者よ，私のもっているある大きな疑問に

　　ついて解説されたし3。

　（5）私はどこから生じ，あなたはどこから生じたのか。その究極を（param）正しく語る

　　べし。また，あらゆる生き物が等しい時，適切に生じるはずの死と誕生はどうして（等

　　しさと）反対の仕方で生じるのか4（♪）。

　（6）そしてまたもろもろのヴェーダに説かれた文章，そして世間的に広まった文章5，こ

　　の一切を正しく，知者よ，説明されたし。

師匠は言った。

　（7＞弟子よ，大きな英知をもつ者よ，この最高のブラフマンの秘密について，あらゆる生

　　ぎ物6と伝承聖典の本質7である大我（adh頭tma）について聞くべし。

　（8）ヴァスデーヴァの恩子（クリシュナ）はこの世の一切であり8，あらゆるヴェーダの

1本稿は轍事詩の宗教哲学一Mok§adharma－parva！、和訳研究（双）一（信州大学教育学部研究紀要第89

　号1996年12月）に続くものである。略号などは前稿に準ずる。

2P．は三行詩。　D．は第2詩節のcd句として，師匠の属性を詳説する次の句を挿入し工つの二行詩となって

　いる。

　　tejora§i甲1nahatlnalla増satyasandhaQユjitendriyarn／

3D．はP．の第五詩節のabをこの後に加え，三行詩としている。　P．は第四詩節が二行詩，第五詩節が三行

　詩，D．はその逆である。

4　niVartante　　N．　niVa1’tante　nitar甑m　Vartante

5　1aukikarp　vy譲pakalτし　賊」auk至ka甲smτt至v盃kyalp　tadτ§alp　vyapaka甲sarvavarpa§rarnas置dharapalp

6P．＄arvabh嚢懐n議m　　D，　sarvavidy置鷺am

7vasu　Arjunami§ra：vasu　sarabh面ta甲dhanam　iva

8P，　sarvaln　ida甲　D．　paraln　ida那
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　口である。彼は，真実であり，布施であり9，祭式であり，そして忍耐であり抑制であ

　り誠実である。

⑨　ヴェーダを知る者たちは彼をプルシャ，永遠のヴィシュヌ，創造帰滅を司る者10，未

　顕現の者，永遠なるブラフマンとして語る。このブラフマソはヴジシュニの後喬であ

　るn。その話を聞くべし12。

（10）バラモンはバラモンによって学ぶべきであり，王族はクシャトリャによって（学ぶべ

　きである）B。神々の神であり計り知れない熱力をもつヴィシュヌの偉大さを汝は聞く

　に値する者である，善き者よh。最高者たるヴリシュニの話を聞くべし。

ω　（それは）始まりも終わりもなく，有と無とを自相とする三界の時の輪であり，あら

　ゆる生き物の中で15，車輪のごとく廻るのである。

（12）不滅にして未顕現，不死にして永遠のブラフマンのことを，（人々は）人中の虎16，

　長い髭をもつ者，人中の雄牛と言っている17。

㈱　最高にして不変なる者は，祖霊・神々・聖仙，そしてまたヤクシャとダーナヴデ8，

　ナーガとアスラと人間を創造した。

働　威光ある者は19，（世界の）漸滅の時に根本原質を獲得し20，ユガの始まる時に，もろ

　もろのヴェーダ聖典と永遠の黒黒の規範（lokadharma）を創造したのである。

（15）季節に従って21，季節の特徴である種々の姿は変化するのが見られる。それと同様

　に，（上述の）これらはそれぞれブラフマンの昼と夜において22（変化するのである）。

　（cf．Manu！30）

（16）また，ユガの始まりにおいて，時間と結びつくことによって存在する23それぞれの知

　識は，耳聞的行為の規範から生じたものである。

（17）偉大な聖仙たちは，自存なる者に承認され，ユガの終わりに潜れた2穐うもろのヴェ

　ーダを古墨と共に，熱力（tapas）によって最初に獲得したのである。

9　P．danarn　　D．　j丘anan、

10P．　sargapra正ayakartaram　D．　svargapra圭ayakartara1壌

11　v議r§peyan｝　N．　var§peyarn　vτ§皐｛§u　kτt盃va之展raln

12P．は三等親，従ってD．とは一行ずつずれる。

13D．はこの句の後に次の句を挿入し，　D．墨2abとしている。　P．は三行詩であり，従ってP．10ab＝D．11cd，　P．

　10cd＝D．12cd，　P．／0ef瓢D．13abというように対応する。

　　　vai§yo　va至§yais亡atha§r議vya駆§霞dra13§Udrair　Inahatmana麺／

14P．　kalya孕a　D．　ka豆yaparp

15　P，　sarvabhtitesu　D．　sarvabhtlte喬e

16Rpuru§avy護g難ralp　D．　puru§avy置ghra

鷲この詩節でP．とDのcd句が一致する。

18P，　yak§a（i琶nav盃n　D．　yak§ar譲k§as議n

19P，　prabhu麺　至）．　punaり

20　P．pra王aye　prakτti甲prapya　　I）．　pralayarp　Prakζtilp　Pr老…pya

21　P．yath護rれ1ξ；v　　D．　yathart盃v

22P．　tatha　brahm盃haratri§u　D．　tath盃bh譲v含yugゑdi§も1

23P，　bhavi　D．　b盤ati

2嘆P．htarhltan　D．　tarhi　ta11
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（18）ヴェーダを知る聖なるブリハスパティはヴェーダ支分を知った。（cf厳opkills，　Great

　Epic　of王ndia，　p．11）そしてブリグの息子（シュクラ）は世間の幸福のために処世の聖

　典を25語った。

（19）ナーラダはガンダルヴァの知（音楽）を，バラドヴァージャは弓術を，ガールギヤは

　神仙の行為を，クリシュナートレヤは医術を（語った）。

⑳論理の聖典は数多くそれぞれの論者によって語られた。議論・伝承・善行として

　（hetvagamasadacarair）語られた典籍は敬われている26。

⑳無始にして最高の2げラフマンを神々も聖仙たちも知らなかった。唯一聖なる維持

　者，威光あるナーラーヤナがそれを知ったのである。

（22）ナーラーヤナから，聖仙の群れ，主な神々とアスラ，古の三E仙，そして苦の最高の治

　療（が生じたのである）。

（23）根本原質はプルシャに支配された状態を28常に29生み出す。するとすべての30世界は，

　原因と結びついて，開展するのである（parivartate）。

（24）一つの炎から他の炎が平楽となく生じるように，唯一の根本原質は（存在物を）創造

　し31，無限性の故に＠nantyan）自ら減少することはない。

（25）未顕現のものの行為によって生じた理性が32自我意識（aha甲k盈ra）を生み出すのであ

　る。そしてまた自我意識から虚空が生じ，虚空から風が生じるのである。

（26）風から火が，それから水が，水から地が生じるのである。根本の原困（嫌laprakζtayo）

　はこれら八種である33。世界は（jagat生ぎ物P）これらの上に存在しているのである。

⑳　さらに知覚器官は五種であり，行為器官も五種である。外的対象も五種あり，そし

　て，変異したものの中に（vikare），第十六番目としてマナスが一種存在する。

㈱　耳・皮虜・目・舌・鼻が五種の（知覚）感官であり34，両足・肛門・性器・両手・発

　声器官（v護k）が行為の35（器宮である）。

（29）音声，接触36，色，味，そして香り（が対象）である。これらに行き渡る心は

　（vyapakalpcittalp）遍在するマナスであると理解すべし。

（3①　味の認識においてはこの舌が，同様に37話すことにおいては（vya麺te）発声器窟が（働

25P．煎ti§盃stram　ca　D．　niti蕊stram　tu

26P，　up盃sate　D．　upきsyatam

27P．　yat　para甲　D．　tat　pararp

28P．　puru§adhi§ζhitarp　bh資varp　D．　puru§adhi§ζhit護n　bhavan

29　P．sad盃　　1）．　yad議

30P，　sarva甲　D，　p口rva甲

31P．＄τlate　D，　s通yate

32P．　avyaktakarmala　buddhlr　D．　avyaktat　karmala　buddhir　Arlしmami首ra：avyaktakarmala　pralくr－

　til《§0匙）haj撰

33P．’§ζau　ta　D．　hy　a§ζau

34P．　paflcendriy盃py　apl　D．　paficendr1yalユy　atha

35P，　karma瞭m　api　D．　karmalユ1　api

36　P．spar§o’tha　　D，　spar§a§ca

37P．　tathaiva　ca　D．　tathocyate
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　くのである）。マナスは種々の感官と結びついてあらゆるものに広がるのである38。

⑳　これら十六の神々は，個別に，体の中に存在する39認識を司る者（jfianak：art註ra111）

　に仕えている，と知るべし。

（32）同様に，味覚は水の控質40であり，香りは地の性質である。聴覚は音声の性質であ

　ゲ1，囲は火の性質である。触感は風の性質であると，常にあら中る生き物において知

　るべし。

㈹　マナスはサットヴァの性質である42と言われる。そしてサットヴァは未顕現のものか

　ら生じたのである。従って，理性ある人は，（マナスは）あらゆる生き物の本質となつ

　て存在しているど3認識すべし。

㈹　これらもろもろの状態が（bhava）動くもの動かぬものからなる一切の世界を支える

　のである（vahanti）。それらは，最高の境地と44人々が言った汚れなき神に45依存して

　いるのである。

（35）大きな：アートマンは，これらの状態を伴う九つの門をもつ神聖な町に（puram）行き

　渡って横たわる（§ete）。この故プルシャと言われるのである。

（36）それは，不老不死にして，顕現・未顕現と教示され〃6，遍在し，属性をもち（sagupa），

　微細にして，あらゆる生ぎ物の性質（guρa）の拠り所である。

（37）灯火は小さくとも大きくとも照明を本質とするように，プルシャはあらゆる生き物に

　おいて認識を本質とする者と知るべし。

（38）彼は認識の対象を認識する47。聞くのは彼であり，見るのは彼である。体はその（認

　識の）原因である48。彼があらゆる行為の行為者である。

（39）木の中にある火は，木が切られると知覚されない。同様に，身体にあるアートマンは

　ヨーガによってのみここで49知覚されるのである50。

野水は川と結びついて流れ，光は太陽と結びついて進行するように51，身体は身体をも

38P，　vyastarp　D．　vyakta単

39　up歪slBal萄　　賊．　uP巨sina1ロartぬat　par衰tln盃narp

40somagupa　Arjunami§ra＝solnagu唾jalamayI
41P，§abdaguparp　D．　nabhogu摯arp

42sattvaguparp　N．　sattvagu暮a甲sattva至くaryam

43sarvabh員tatmabh潰tastharp　N．　sarvabh霞tanarn　at獅abh錐a　i§varas　tatstham　upadhitvena　tatra

　s毛hitarp　sarva黛亡ararp　garp　sattvar夢jan至yaln

44P．　pararna甲padam　D．　prakrte駐paraln

45viralasa単deva恥　N．　virajas甲sarvapravτtti§Onya甲k砥astham

46　vyaktavyaktopade§avan　　N．　vya1くta坦　In霊rta！n　avyaktalP　am霞rtalp　tadubhayatmana　鱗padi§yate

　vede　’dve　vava　brahrnapo　rUpe　rnUrta週　caiv議1鳴｛1rtarp　ca’ity老…din盃　ya取　sa　vyaktavyakopade§a摯

　k農ryak衰rapat膿須亡advan　tadadhiξ蓮hanabh嚢to…｝e主i　net工ty　agamavi婁aya垣

47P．　so’之ra　vedayate　vedya甲　　D．§ro之ra単vedayate　vedya甲

48kara照！p　tasya　de慧。’yalp　饗．ayalp　de難as　tu　tasya§abdadlvedanasya　k護rapalp　Ilimitta甲na　tu　vett展

　kim　tu　sa　eva　l｛ar亡農

49atra　「身体において」か「この世界で」か。

50D．はこの後に次の詩節を挿入している。

　　　agllir　yatha　hy　upayena　mathitva　daru　dζ§yate／

　　　tathalvatma§arlrastho　yogena｛v謙ra　dτ忌ya£e／

51　王）．santanv騒na　yath盃ya取ti　D，　santatatv課d　ya之h須y暮nti
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　つ者（§arlrin）と（結びついて進むのである）。

ω睡眠と結びつくと，アートマンは五感を伴って52身体を離れて進むように，ここでも

　（死に際して～）同様なことが知覚されるのである。（cfJohnston，　Early　Sa甲khya，　p．

　1L）

㈲　（アートマンは）以前（の身体）を行為によって満たし，行為によって（新たに）生

　じるのである53。（アートマンは）自ら為した大きな力をもつ行為によって他のところ

　に導かれるのである。

㈲　彼は身体を捨ててその身体から別の身体を獲得するのである。自らの行為によって生

　じた彼の生き物の群れについても同様に説明するであろう。

［204章3　（＝1）．2】．1章，　7689－7706）

師匠は言った54。

　（1）四種の生き物は，動くものも動かぬものも，未顕現のものより生じ，未顕現のものに

　　帰滅すると雷われている。未顕現のものの本質を本質とするマナスは朱顕現のものに帰

　　滅する55と知るべし。

　（2）いじちくの木の種の中にあった大きな幹が生じるのが見られるように，顕現したもの

　　は未顕現のものより56生じるのである。

　（3）鉄片は磁石に近づくが，両者は意識あるものではない田。自らの性質を原因として生

　　じたもろもろの状態は，他の同種のものに（近づくのである）58。

　㈲同様に，宋顕現のものから生じた状態は，行為する者の原因という特徴をもち

　　（karapalak§ap飾），（それ自体）意識はないが，意識ある者の（cetayitζ）原因と結

　　びついているのである駄

　⑤（かつては）地もなく，虚空もなく，天空もなく60，生き物もなく，聖仙もなく，神

　　も悪魔もなかった。霊魂（j1vam）以外には他の何ものもなかった。またそれらが集合

　　して61存在することもなかった。

　（6）すべての行為として（P）62，すべてに存在し，マナスを原因とし，特徴を伴い弓3，無知

52P．　paficendriyasalnagatab　D．　pa鳶cendriyasamayutai⊃

53P．　karma唾vy盃pyate画rva甲karma⑫copapadyte　D．1くarmapa　badhyate　rUpa珊　karmapa
　copalabhyate　Arjunam｛§ra：vy盃pyate　p通rvadeha甲tyajayate／upapadyate　dehantaralp　niyate

54P．　gurur　uvaca　D．　b｝亘§ma　uvaca

55　P．avyaktanidhanarp　　D，　avyaktalak§aりa建1

56avyakt資t　N．　avyaktamnanasa毎

57P．　ni§cetanav　ubhau　D．　ni§cetanalp　yatha

58　svabhavahetuja　bhava　yadvad　a員yad　apfdτ§al鷺　　N．　svabhava垣pUrvasa11｝sk盃ro　hetur　ye§譲rp　karma・

　P琶導tajja　dharln資（玉harnユ誠dayo　bhav蕊artha　abhidravanti　yac　c盃nyad　api　idr§am　avidyadikalp　tad

　apy　abhidravati
59　P．abhisal喩hitah　　D．　abhisa三nhat譲h

60P．　na　bh亘13　khalp　dyaun簗a　D．11a　bhOr　khalp　dyaur

6！P．samhitam　D．　samhatam

62王）．sarvanitya　D．　p員rva甲nityalp

63正）．manohetu　salaksanan｝　D．　manohetum　a至aksanam
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　の行為をもつ（？）64，とこのように原因の特徴65は教示されている。

（7）それは66，もろもろの原因と67結びついて，結果の集合を作るのである。その集合に

　よって68，この始まりも終わりもない大きな輪は廻るのである。

（8＞未顕現のものを中心とし，顕現したものを輻とし，変異したものを車輪として69，な

　めらかな車軸をもつ輪は，知田者に支配されて，永遠に廻るのである。

（9）（車軸の）なめらかさの故に，ゴマすり機によってゴマをするように，この世界のす

　べてを，無知から生じる享楽によって70捕えて，この輪の中ですりつぶすのである。

（玉⑪〉その輪は71，欲望の故に（tar§潰t）自我意識を得て72行為を行う。それが73結果（行

　為）と原囲（質量霞）の結合における理由であると示されている。

（ID原因は結果を越えることはなく74，同様に結果は原霞を（越えることはない）。しか

　し，もろもろの結果の（生起の）補助として75時間が原因となるのである（Pkalo　bhavati

　hetuman）。

（12）もろもろの物質函と変異物とは，順次原因（hetu）と結びつき，互いに常にプルシャ

　に支配されて存在するのである。

（13）タマス的な状態と離れた76ラジャスを伴うもの（saralas状態2）77は，原因の力に伴

　われ，風に動かされた埃のように，知田者に従うのである。その状態は78それら（タマ

　ス的状態）によって79触れられることはなく，それら（タマス的状態）は8。偉大な自己

　をもつその者（窪田者？）によって駅触れられることはない）82。

㈹彼は，ラジャスをもつ者ともなり，ラジャスなきものともなろう。ちょうど風と同じ

　ように83。賢者は田と知田者の84相違をこのように知るべし（cf．MBh．XIU87．37）。そ

　して努力（abhyasa）と結びつくならぽ，彼は再び物質因に赴くことはないであろう。

㈲　至尊の聖仙はこの生じた疑問を断ち切った。このように完成の特徴からなる境地を観

64　ajfi議nakarrna　　N．　aj不二nakar！ねa照ayakaryam

65k盃ra摯alak§a導a　Deussen：das　Merklna田er［Seele　alsl　Wel之ursache

66tat　N．　taj　jivasvarαpalp

67karanair　N．数aranair　vasanabhir

68yena　N．　yena　salPgrahe孕a

69v量karapar｛ma填dalam　N．　vikaro　j骸nakr｛yadiねparima琴ζlalarp　nem1s

70　b｝logaiり　　N．　bhoga量b　sukhadu寧khayoga恥

71tat　N，　tat　sa三3ghatatn隈aka甲cakra甲

72P．　aha正pk会raparigraham　D．　aha甲kara褻arigra姦at

73　sa　hetuh　　N．　sa　het縫h　ta七茎くannak議ral〕aln

74P．　natyeti　D．　n盃b蓋yeti

75P．　karyゑ蝋攣t資pakarape　D．　Raryavyaktella　karape

76cyu乞aむ　N．　cyutaりpOrvadehad　vibhra§婁。　jlva奪

77P．　sarajas　D．　r盃jasais

78　P．bhゑvo　I）．　bhava｛r

79talb　N．　taib　ralahsattvatamojair　dehendr1yab漁tas瓶k夢makhyair　bhavaib

80　te　　N，之e　bh盃v盃dayo

81之ena　N．　tena　dehina

82P．の第13，！4二三は三行詩となっている。これにD．は二行詩3つが対応している。

83P．　sa　vai　vayし…r　yath盃bhavet　D．11a1va　vayur　b1｝aved　yatha

84P．　k§etrak§etra節ayor　D，　sattvalく§etraj負ayor
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　察すべし（P）85。

㈲　火に焼かれた種子は再び芽を出すことはないように，アートマンは知識によって焼か

　れた汚れに再び束縛されることはない86。

［205章］（＝D．2！2章，7707－7741）

師匠は言った87。

　（！）行為を特微とするこの規範（ダルマ）は正しく獲得された88。（ダルマの）認識を根

　　拠とするこれらの人々にとっては，他の原理は望ましいものではない。

　（2）稀にしかいない（durlabha）ヴェーダの知識をもつ人々は，ヴェーダの文章に確信

　　をもち，それ故に，ここ（ヴェーダ）で目的として称賛された遵を望むのである89。

　（3）よき人々によって行われたのであるから，この振舞い（vζtta）は非難されるもので

　　はない，というのがこの認識である。最高の境地に赴く認識はそれとは閉であるgo。

　㈲身体ある者（§ariravan）は，ラジャスとタマスより生じる欲望と怒りなどの状態

　　（bhava）と結びついて，迷妄の故に，あらゆるものを所有するのである91。

　（5＞それ故，身体が終わるのを92望んでも，不浄なことをなしてはならない。行為の穴93

　　に入るならぽ，もろもろの清浄な世界を得ることはないであろう。

　（6）鉄と混じった金は熱しても輝かないのと同様に，熟さない赤い色のごとき認識（apak－

　　vaka§ayakhya甲vijfi盃nanユ）　も輝くことはない。

　（の　愛欲と二三に従ってさまよいつつ，迷妄のゆえに94，不善（アダルマ）をなす者は，

　　執着をもったまま，正しき道を踏み越え95，滅するのである。

　（8）それゆえ，声などの外的対象に執着することなくさまようべし96。怒りと喜び，そし

　　て悲しみは97（対象から）順次生じる98のであるから。

　（9）身体が五元素を本質として，サットヴァ・ラジャス・タマスからなる蒔，人は何を賞

85tath巨vartalp　samll《§eta　kτtalak§apasamnlitam　N．　tatheti／kτta甲kriyaya　ni婁p議dita甲yal　la1く§a－

　pa甲m血rdh議bhi§iktatv盃di　tena　sa11｝mit盃甲tad　anurodhin珈var伽p　sukhadLl草khapraptipariharop蟄一

　yabh嚢talp　kriy銭憩samlk§eta　tadvad　atnユ盃nal験kriyavi§ζa甲kart設ram　fiくξ｝eta

86P，　sam1）adhyate　D．　salnpadyate

87P，　gurur　uvaca　D．　bh1§lna　uv議ca

88　P．yathayam　upapadyate　　王）．　yath議samupalabhyate

89P，　prayolanam　atas　tv　atra　margam　icchanti　sa甲stutaln　D．　prayojanalp　mahattvat　tu　margam

　icchanti　sa甲stutan｝　N．　prayojana甲svargainok§au　tayor　Inadhye　sal罫stutaln　Pra§astaralp二nok§a－

　margam　nivζttir通parp　mahattvad童cchanti

90P．　anyeyam　D．　abhyetya

91P．　sarvaparigrahゑ11　D．　sarvan　parigrah議n

92N．　dehay顕panalp　dehasambandhavicchedam　a§ar1rat盃khyalp　mok＄am

93P．　karma摯。　vivaram　D．　karmaQa　v重vara甲　N．　vivara甲盃tmavividi§譲khya！p　dv盃ram

94　P．mohat　D．10bh盃t

95　盃kran、ya　　N．　akralnya　upalnζdya　utkralneti

96P．　asamr盃gad　anuplavet　D．11a　sa甲r盃g盃d　aya甲vralet

97P．　krQdhahar§au　vi額da§ca　D．　krodho　har§o　vi§ada§ca

98P。　jayante　hi　D．　jayate　ha
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　賛し，あるいは何に怒るのか。（また）何を語るべきか99。

㈹　愚かな人々は，触感・色・味などに執着し，無知の故に，（それらが）自分に生じた

　（P）100地の性質であることを理解しないのである。

㈲地でできた家は地によって塗られ（て守られ）るのと同じ様に，地からなるこの身体

　も地の変化したものによって塗られ（て守られ）るのである101。

（12）蜜・油・乳・バター・肉・塩・砂糖・穀類・果実と根，そして水は地の変化したもの

　である。

（13＞森に住んで，欲望に従うべからず。苦行のために（§ramad）102，甘くなくとも身体を

　維持するlo3食べ物を取るべし。

（14＞同様に，輪廻の森に住みつつ，努力に専心する者は，歩行のために食事をとるべし。

　病気のために薬を服用するように。

（15）真実・清浄・正直・棄却によって，そして名声104と勇気によって，忍耐・堅忍によっ

　て，理性によって，マナスによって，そしてタパスによって，

（16＞起きるがままの’0‘あらゆる状態それぞれと共に住むべし。高揚した心をもち，静寂を

　求め，感官を制御すべし。

（17）サットヴァ，ラジャス，タマスによって惑乱した人々は，無知のゆえに，ろくろのご

　とく早く（輪廻の世界を）回転するのである。

（18）それゆえ，無知より生じたるもろもろの誤りを正しく観察すべし。無知を引き起こす

　自我意識を常に’06捨てるべし。

（19）大元素，感覚器官，そして，サットヴァ・タマス・ラジャスというグナ，（これら）

　三界の一切は，自在者をふくめ，自我意識に依存している。

⑳　この世界においては，時が，季節の性質を示すように，同様に，存在物においては，

　自我意識が，存在物を生じさせるものど07知るべし。

⑳　タマスは，惑乱させ，黒色で無知を引き起こすものと知るべし。三種のグナはすべ

　て，喜びと苦しみに結びついている（ものと知るべし）。それらを，サットヴァの，ラ

　ジャスの，そしてタマスのものと知るべしlo8。

（22）歓喜より生じた当惑玉G9，喜び，疑念な：きこと，堅忍，記憶，これらをサットヴァの性

　質と知るべし。ラジャスとタマスの類質は次の様に（知るべし）。

99P．　kim　vadet　D．　kim　vadan

100P．　avil鍛n譲d　atmala甲　D．　vi摘anad護之m譲narp

圭01P．　mrdvik盃rair　vilipya之e　D．　mζdv｛karad　na誠a§yati　Deusse11＝ebe茎｝sQ　sch廿tzt　sich　dieser　aus　Erde

　gebildete　Leib　vor　dem　Ur｝tergang職ur　durch　erderlts£ammende　Produkte．

102P．§ramゑd　D．　gramyam

103yapanam　N．　yapana単deha員lrvapakam
三〇4P．　ya§asa　D．　varcasa

105　P．yath註vτtt羅n　　I）．　upavξttan

106P．瞭yam　D，dゆ1くha期

107　P．bh霞tapravartaka1η　　D．　kalnapravartakan｝

／08P．は三三行詩，　D，は二行詩。　P．21ef瓢D．22ab

lOg　P．　pramQhQ　har§aja華　　1）．　prasε…do　har§a5盃
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　㈱　（それらは）愛欲と怒り，酩酊，禽欲と惑乱，恐怖，疲労，失望と嘆き，不満，自惚

　　れと高慢，野卑（である）。

　鋤　これを始めとするもろもろの欠点の軽重を観察して，自分にあるHG一つを絶えず吟味

　　すべし。

弟子は言った。

　（25）マナスによって捨てられるべきはいかなる欠点か。理性によって和らげられるのは，

　　いかなる（欠点か）。繰り返しやってくるのは，いかなる（欠点か）。迷妄のため（やつ

　　てきても）力がないように見えるのは，いかなる（欠点か）

　㈱　智者は，理性を用いて合理的に，いかなる（欠点が）力があり，いかなる（欠点が）

　　力がないことを吟味するのか。これらすべてを示すべし。わたしは，ありのままに知る

　　であろう，力ある者よ111。

師匠は詣ったn2。

　⑳欠点を根元から切って清浄となった自我を持つ者は，開放されるのである。その者

　　は，生じた（欠点を）滅するのである。斧が鉄でできたものを切るように。そして，自

　　我の完成していない者は叢13，共に生じだ14ラジャス的な欠点によって滅するのである。

　（28）ラジャス的（な欠点）とタマス的（な欠点）は，清浄な本性を持つ者（サットヴァ）

　　に行為を引き起こすことはないH5。これらすべては，身体ある者が（身体を得る）原因

　　である。しかし，心を制御した者にとっては，（これら）すべては116同等なものである

　　（♪）ま17。

　（29）従って，心を鰯御した者が避けるべきはラジャスとタマスである。ラジャスとタマス

　　から開放された入（サットヴァ）は，汚れなき状態に至るであろう。

　㈱　あるいは，「マソトラに従って，肉を食べることは，祭式において行なわれる118」と

　　人々は言うであろう。それ（サットヴァ）こそが，（肉を）獲得しない，そして清浄な

　　ダルマを維持する原寸であるU9。

　（31＞ラジャスによって，ダルマにかなった120結果をも人は獲得するであろう121。また財産

　　と結びついた（結果）を過度に，そしてあらゆる愛欲を行なうこともあろう。

H．O　P．　atmasamsthal顕m　D．　atmasamsthanam

111P．　etat　sarvalp　sam議cak§va　yath翫vidyam　ahaln　prabho　D．　e＄a　me　salp§ayas　tata　tan　me　brUhi

　pitamaha
／12　P．慕urur　uvaca　　D．　bh亙§幾la　uvaca

113P．　tathakrt譲tma　D、　tatha　krt盃tma

114　s段hajair　N，　sahajair　a鳶adibhi尊

115　P．§娘ddhatnlakar1nasal惚bhava！η　　D．§uddhatn｝alくal〕｝akalmasaln

l16王），　sarvarln　D，　sattvam

l17　atn像avataねsalnam　　N．　atlnavato　j｛tacittasya　tu　sattvarp　salna甲brahma　tatpr議Pakam／‘鷺ir（玉osal簿

　hi　sama翔brahma’｛ti　sama§abdasya　brahmalユi　prayo鱒t／／ただしうN．は，　sarvamではなくて

　sattvamと読んでいる。

I181）．　m浸甲sada教a甲yalし…婁kUtam　D，　atmad盃n置ya　du學krtam

119P．　hetuh　sa　ev議n盃d盃11e　D，　sa　vai　hetur　anadane

120　P．dharlnayukt盃ni　D，’dhara、ayαktani

121P．　samap猷lyat　D．　samaPnute
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（32）タマスによって，貧欲と結びつき怒りより生じることを人は行ない，殺生と娯楽に満

　足し，怠惰と睡眠に陥るのである。

㈹　サットヴァに住し，（サットヴァに？）依拠する者は，サットヴァ的な状態を清浄と

　見るのである。彼は，身体がある状態で，汚れなく，吉祥にして清浄な，知識を備えた

　者である鵬。

〔206章3　（＝＝D．2！3章，　7742－7763）

師匠は123言った。

　（1）迷妄はラジャスとタマスによって生じるのである，人の雄牛よ。そして（このこっか

　　ら）怒りと貧欲，恐れ，高慢が（生じるのである）。これらの制圧によつで2精浄が生

　　じるのである。

　（2）（その時人々は）究極の最高我であり，神聖にして不滅不動なる，未顕現に住するす

　　ぐれた神であるヴィシュヌに入るのである鵬。

　（3）彼（ヴィシュヌ）の幻力によって焼かれた手足を持ち126，知識を失い，希望なき人々

　　は127，知識の迷妄の故に，そこ（迷妄）から愛欲に128赴くのである。

　（4）人々は，愛欲から怒りに達し’29，そして獣欲と迷妄に（達するのである）。自惚れと

　　高慢から130自我意識に，そして自我意識からもろもろの行為に（達するのである）。

　㈲　もろもろの行為と愛盾が結びつき13王，愛情からすぐに嘆きが（生じる）。楽と苦の開

　　始によって132誕生と死とが準備される133。

　（6）誕生によって，精液と血によって生じた，大便・小便・水分・血の源（血より生じた

　　ものP）にまみれた134胎児となる。

　（7＞（胎児は）渇愛によって制圧され，大小便などに束縛され，これらの中で漂うのであ

　　る。この点に関し，女を輪廻の糸を紡ぐものと知るべし。

　（8）本性として，それら（女）は地であり，男の特徴は地を知る者である。それゆえ，賢

　　明なる人（男）は，とりわけこれらを無視すべし135。

（9＞なぜならぽ，恐ろしい姿をもつこの者（女）は，魔術によって，知恵なき人々を迷わ

！22P．§udd熱。　vidy盃samanvita碁　D．§raddh誤v重dyasama鷺vitaり

123P㌦gurur　D．　bh正§ma

／24王）．sadha鍛盈。　D．　sadan巨。

／25　P．vi§allte　I）．　vidus　ta欄

126P，　Inay譲vidagdhaflg譲　D．　m農yapinaddhaflga

127　P．　jf玉盃nabhra§ta　nira§1§a13　D．11a§ζaj員anゑvice乞asa｝3

128P．　kamam　　D．　krodham

129P，　kam議t　krodham　D．　krodhat　kaτnam

130　P．　manadarp温d　D．　ma三｝adarpav

131P．　sne熱asambandhah　D．　snehasambandh護之

1321），sukhad晦khasamゑrambh盃j　D．　sukhad晦k無a｝（riy衰ra茎壌b顯」

133P．　lanm盃janmakζtak§a摯的　D．　janmaj　3aRmakζtak§帥議d　（ajaIlma　I）eussen：Ungeburt（Tod＞）

134P．　puri§amUtravikleda蓉。寧itaprabhavavilaln　D．　purl§amUtravikleda甲§opitaprabhav譲vilam

！35P．　tasm盃d　eta　vl§e争epa　naro’tlyur　vipa§cit的　D．　tasm灘evavi§e§e阜a　naro’t翼頭d　vi§e§atab　「無視

　すべしatfyus」の主語がnaroでは数が一致しないが，他に適当な語がない。
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　せるのであるから。もろもろの感覚器官の常の姿は，ラジャスの中に隠されているので

　ある。

㈲　従って，子供は，渇愛を本性とする136執着という精液から生まれるのである。（人は）

　自分の身体から生じ，自分の名前をもたない虫を手足から振り捨てるべきであるのと同

　様に，自分の名前をもっていても自分から生まれたのではない137子供という名の虫を捨

　てるべし。

（11＞精液から，汗から138，脂から139，自然に（svabh盃vat）あるいは（前世の）行為の結

　合によって，生き物は生まれるのである。知恵ある者はこれらに無関心であるべし。

（i2）ラジャスはタマスの中に投げ込まれ，サットヴァはタマスの中に休止している140。無

　知（畿タマス）はM！，理性と自我意識を特徴とする知の住まいである。

㈱　それ（無知）は，身体ある者（が身体を得る時）の種子であり，それは個我と名づけ

　うれる種子である，と雷われている。（その無知という種子は）時間と結びついた行為

　によって，輪廻を回すものである142。

働　これ（個我）は，夢の中ではマナスによってあたかも身体を持っているかのように楽

　しむように，行為を源とするグナ（性質）によって身体を持ち（dehD，母胎の中でそ

　れ（無知2）を得るのである143。

（15）（身体を得た者の）感覚器嘗は，それぞれ，（再生の）種子となった行為によってつき

　動かされ，執着を伴う意識によって，自我意識から生じるのである。

㈲　この自我が生じた考には，音声への執着によって耳が生じ，色への執着から眼が，香

　りへの熱望によって鼻が（生じるのである）。

（17）同様に，触感のために風が（生じる）144。プラーナ，アパーナを存在場所とする風と，

　ヴィヤーナとウダーナ，そしてサマーナが五通りの仕方で（胎児の）身体を維持するの

　である145。

（18＞（前世の）行為によって生じた，身体と心の苦を最初と最後そして中間にもつ肢体が

　成長すると，人は，ブラフマンに146おおわれて生まれるのである。

㈲　苦は，取得（uP農dana）によって生じるであろう。そして，うぬぼれによって増大す

　るのである。この両者の棄却によって滅は生じるであろう。滅を知るものが解放される

　のである。

136　P．tarsatlnakad　　D．　tadatl駐akad

137P．　asvajaη〕s　D．　asvak盃lps

I38　rasata§　N．　rasataむsvedar霞pゑt　sneh老…t　y覇kadaya奪

139　P．snehaj　　王）．　deh員j

140　P．　sattva1憐talnas三sa｝psthitan｝　D，　sattval憐ca　yalasi　sthitan｝

141P．　aj泌1義甲　D．　avyaktam

142　P．一parivartakaln　　】D．一par1vartaK｝am

！43P．　upapadyate　D．　upalabhyate

144P．　spar§anebhyas　D．　spar§al／e　tvak　D．の読みがわかりやすい。

145P．　dehayapana　D．　dehayapallam

146　P，　brahlnana　　D．　vars1τ1a更曳a
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⑳　もろもろの感覚器官の生成消滅の両者はラジャスにおいてのみ（起こるのである）。

　（この両者を，）知恵ある者は，聖典を眼として，正しく観察して振る舞うべし。

⑳　認識器宮は，願望がなくなれば147，感宮の対象に近づくことはない。もろもろの原函

　が認識された時に闘，身体ある者（dehil／）は再び身体を必要としないのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1997年11月20漏　受理）
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148P．　j瞭tai§ca　kara“air　D．　hinai§ca　karaQa1r　D．のr感官が滅した蒋」のほうが文脈に即している。


