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叙事詩の宗教哲学
—Moks.adharma-parvan 和訳研究 (LXVI) 1 —

茂木秀淳

元信州大学教育学部

キーワード： ナーラーヤナ，バラモンの卓越性，ナーラーヤナの異名

[329 章] (B.342 章 (vv.1-65), C.13188-13223, K.351 章) (ナーラーヤナ章 (9) バラモンの偉大さを示すエ
ピソード)
アルジュナは言った。
どうしてアグニとソーマはかつて一つの源をもつ者として生じたのですか2 。私にこのような疑問

(1)

が生じました。それを断ち切って下さい，マドゥの殺害者よ。
聖なる至尊者は言った。
おお，余は余自身の威力より生じた故事を汝に語るであろう3 ，パーンドゥの息子よ。心を一つに

(2)

して余の言うことを聞くがよい，プリターの子よ。

(散文) [1] 第四の千ユガが過ぎ去った4 帰滅の時5 ，[2] あらゆる生き物が滅し，動くもの・動かぬ

(3)

ものが見えない時6 ，[3] 火・地・風のない暗い暗闇において，世界が一つの海の水であった時7 ，[4]
暗闇というものが，征服され (?)，名前なく8 ，第二のものなく，存在していた。[5] 夜でもなく，昼
でもなく，有でもなく，無でもなく，顕現でもなく，未顕現でもない状態において。

[6] この状態の時9 ，ナーラーヤナの特性 (gun.a) に依存する，不滅の，不老の10 ，感官なき，捕捉で
1 本稿は『叙事詩の宗教哲学— Moksadharma-parvan 和訳研究 (LXV)—』(信州大学教育学部研究紀論集第 12 号) に続くものであ
.
る。略号などは前稿に準ずる。なお本稿で用いる主なものは下記のとおりである。

• Hopkins[1899]: E.W. Hopkins, "Lexicographical Notes from the Mahābhārata," JAOS 20, 1899, pp.18-30.
• Gonda [1970]: J.Gonda, Visnuism
and Śivaism, A Comparison, London, 1970.
..
• Hara[1987]: Minoru Hara, "Invigoration", Hinduismus und Buddhismus, Festschrift für Ulrich Schneider, Freiburg, 1987,
pp.134-151.
2 P.,B.:

ekayonı̄ pravartitau K. ekayonı̄ prakı̄rtitau Cv. eka eva yonih. kāranam
. . yayos tau / ata eva ubhau militvā ekasya
yajñakarman.ah. yonı̄ mukhabhūtau / (両者の yonih.，すなわち，原因は，一つである。従って，両者は結合して，一つの祭式行為の二
つの原因，すなわち，二つの口となったのである)
3 hanta te vartayisy¯
¯
Cf.Hopkins[Great Epic]: in epic, no essential difference between at¯ıta, akhy¯
ana, pur¯ana
. .
. and
. ami pur¯anam
itih¯asa, p.50.25.
4 P. caturthe yugasahasr¯
ante B.,K. caturyugasahasr¯ante Cf.Hopkins[1903]: the period of creation lasts till the end of a thousand
caturyugas, p.43.31.
5 sampraksalanak¯
¯
¯
とは，唯一の水である時に，という意味であ
ale Ca.,p.: sam
ale, ek¯arn.avak¯ale / (sam
.
. praks.alanak¯
. praks.alanakāle
.¯
る) Cn. pralayakāle / (帰滅の時に，という意味である)
6 avyakte
Cs. avyakte, darśanahı̄ne sthāvarajaṅgame, sthāvarajaṅgamarahite / (avyakte とは，動くもの・動かぬものが見えない
時，すなわち，動くもの・動かぬものがない時，という意味である)
7 jalaik¯
arn. ave loke Cn. jalaik¯arn.ave loke, salilavac cidekasamudre, ek¯arnavavad
advit¯ıye ity arthah. / (jalaik¯arn.ave loke とは，水
.
のように，心が一つの海である時，すなわち，一つの海のごとく第二のものがない時，という意味である)
8 P. tama ity ev¯
¯ ity evam
abhibh¯ute ’sam
. jñake B. apa
. brahmabh¯utasam
. jñake K. mam¯ayam ity aviditabh¯utasam
. jñake
9 P.,K.: etasyam
¯ avasthay
¯ am
¯.
B. evam asy¯am
Ca. etasy¯am avasth¯ay¯am,
. vyavasth¯ay¯am
.
. pralayada´s¯ay¯am at¯ıtapr¯ay¯ay¯am /
(etasy¯am avasth¯ay¯am とは，十回の帰滅が過ぎ去った時に，という意味である)
10 P. ajar¯
ad B.,K.: ajar¯amar¯ad
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きない，不生の，真実の，不殺生の，美しい，さまざまな個別の活動をする11 ，[7] 不滅の12 ，不老
不死の，形態なき，一切に遍満し，一切の作者である，永遠の暗闇から13 ，プルシャが，すなわち，
不動のハリが14 生じた。

(散文) [1] この点について，次のような証言がある15 。(Cf.R.g-Veda X.129.1-3: Hopkins[Great

(4)

Epic]: Vedic Citation in the Epic, 24.22.) [2] 昼もなかった。夜もなかった。[3] 有もなかった。無
もなかった。[4] かつては一切の形象は暗闇だけであった。[5] その意味は，それ (暗闇) は一切の母
である16 ，というように解釈される。

(散文) [1] その時，その暗闇から生じたプルシャは17 ，すなわちブラフマー神の蓮を母胎とする者

(5)

は，生じると，存在物を創造しようとして，両目からアグニとソーマを18 創造した。[2] それから存
在物の創造が始まると，生き物の順序によって19 ，バラモンとクシャトリヤが生まれた。[3] ソーマ
とはブラフマー神であり，ブラフマー神は，バラモンたちである。[4] アグニはクシャトリヤであり，
バラモンはクシャトリヤよりも力が強い。[5] なぜと言うならば，世間での明らかな性質がそのよう
であるから。[6] バラモンより上位の存在はかつて生じたことはない。[7] 「燃えている火に (バラ
モンは) 供物を供える」と考えて20 ，私は述べている。[8] ブラフマー神による存在物の創造が終る
と，ブラフマー神は，存在物たちを安立して，三界を維持するのである。

(散文) [1] マントラの次のような言葉もある。[2] アグニよ，汝はあらゆる祭式のホートリ祭官とし

(6)

て，[3] 人間という生き物の中で，神々によって，任命されたのである21 。(Cf.R.g-Veda VI.16.1) [4]
この点について次のような証言がある。[5] アグニよ，汝はあらゆる祭式のホートリ祭官として，[6]
神々によって，世界の人間たちによって，任命されたのである22 ，という (証言がある)。[7] アグニ
は，もろもろの祭式のホートリ祭官であり，執行者である。[8] ここでのアグニはバラモン (brahma)
である。

(散文) [1] マントラがなければ献供 (havana) はない。[2] 人がいなければ苦行はない。[3] もろも

(7)

ろの供物とマントラの尊崇は，神々と人々にとって23 存在している。このために，
「(アグ二よ，) 汝は
11 P.,B.:

lal¯am¯ad vividhapravrttivi´
ses¯
ses¯
.
.
. at K. lav¯adibhir advit¯ıy¯ad apravrttivi´
. ad
aksayād
B.,K.: avairād aksayād
.
.
13 P. śāśvatāt tamasah
. B. śāśvatas tamasah. K. śāśvatāt tamasah. parāt
14 harih
. Cs. harih., avidyākāryasam
. hartā / (harih.とは，無知の行為を奪う者が，という意味である) Cf.Matsubara[1994]: Hari,
ther ﬁrst person born from the formless God, p.81.1.
15 nidarsanam
´
´
api hy atra bhavati Cn. nidar´sanam, srutir¯
upapram¯an.am / (nidar´sanam とは，天啓聖典の形をとった基準が，とい
¯ nitaram
¯ . dar´sayat¯ıti nidar´sanam / (もろもろのマントラを明白に示すことから，nidar´sanam と言われる)
う意味である) Cs. mantran
16 P. sa
´
¯ visvasya
janan¯ı B.,K.: s¯a vi´svar¯upasya rajan¯ı Cv. s¯a, tamor¯sih,
a´ . purusan¯
. amako harih. / (s¯a とは，暗闇の塊であり，プル
シャという名のハリである)
17 tamahsambhavasya purusasya
Cf.Matsubara[1994]: Hari, ther ﬁrst person born from the formless God, p.81.1.
. .
.
18 agnı̄somau
´antasvabh¯ava´s c¯apyāyaka eva somah. / (恐ろしい自性をもつアグニ，苦し
Cn. pratāpahetur evāgnir ugrasvabh¯avah. , s¯
.
みの原因であり，ソーマは寂静を本性として，満足させるものである)
19 P. tato bhūtasarge pravrtte prajākramavaśād
B. tato bhūtasargesu
.
. .. . prajākramavaśād K. tato bhūtasargesu
. .. . prajāh.
. srstesu
. srstesu
kramavaśād
20 P. dı̄pyamāne ’gnau juhotı̄ti krtvā
B.,K.: dı̄pyamāne ’gnau juhoti yo brāhman.amukhe juhotı̄ti kr.tvā
.
21 P. hito devebhir m¯
anus. e jane iti B.,K.: hito dev¯an¯am
. m¯anusanam
. ¯ . ¯ . ca jagata iti Deussen は，R.g-Veda VI.16.1 の参照を指示し
ている。(p.801, No.10) Cf.Ganguli: O Agni, art the Hotri in sacriﬁces, and benefactor of
the deities, p.155.36. Esnoul[1979]
もこれに従っている。(p.147, Nos.10, 11)
22 P. hito
B.,K.: tvam
. hito Cf.Hopkins[Great Epic]: Vedic Citations in the Epic, Rig Veda, i,13,4, p.24.25.
23 P. devamanusy¯
B.,K.: devam¯anus. arsınam
.¯
. .¯ . ¯
. anam
12 P.
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ホートリ祭官として任命されている』(というマントラがある)。[4] 人々はホートリ祭官としての職
務をもっている。[5] バラモンには24 祭式を行うことが規定されている。クシャトリヤとヴァイシャ
という再生族にはない。[6] そのため，バラモンたちは，アグ二となって，もろもろの祭式を導くの
である。[7] もろもろの祭式は神々を満足させ，神々は大地に生気を与えるのである (bhāvayati)。

(散文) [1] シャタパタには，(次の) 一節がある25 。[2] バラモンの口に布施と供物を献ずる知識あ

(8)

る者は26 ，灯されたアグニに献供するのである。[3] このように知識あるバラモンたちは，アグニと
なって，火を絶やさぬようにするのである (bhāvayanti)。[4] アグニはヴィシュヌであり27 ，すべて
の生き物に入って，もろもろの気息を保つのである。[5] さらにこの点についてサナトクマーラの
詠ったいくつかの詩がある。
一切の始源であるブラフマー神は28 ，最初に汚れなき一切を創造した。ブラフマー神より生まれ

(9)

た不死のバラモンたちは，ヴェーダの祈祷によって29 天にとどまるのである30 。
バラモンたちの思考31 ，言葉，行為，信仰，そしてもろもろの苦行が，天と地を維持するのであ

(10)

る。水が，冷たさによって甘さを (維持するのと) 同様に32 。
真実よりすぐれたダルマはない。母に等しい師はいない。繁栄 (を与えること) に関しては，この

(11)

世でもあの世でも，バラモンたちよりすぐれたものはいない。
バラモンたちが生活手段を欠いている国では33 ，人々の雄牛は成長せず，馬も成長せず34 ，贈物

(12)

に際して (牛乳が満たされても) 撹乳器は廻ることはなく35 ，人々は堕落し，野蛮人 (dasyu) となっ
て存在する。(韻律：Tris.t.ubh36 )
24 P.,B.:

br¯ahman. asya K. cakrur br¯ahmanasya
.
śatapathe hi brāhman.am
. bhavati B.,K.: śatapathe’pi hi brāhman.amukhe bhavati Cf.Hopkins[Great Epic]: Çat.Brāhman.a in
Mbh., p.26.14.
26 P. brāhmanamukhe dānāhutim juhoti B.,K.: brāhmanamukhenāhutim juhoti
.
.
.
.
27 agnir visnuh Cf.Gonda[1969]: Visnu’s high position expressed by a variety of identiﬁcations — he (Visnu) was not only imper
.. .
..
..
sonated as Indra and Rudra, but Agni and other gods were considered forms of, or identical with, him, p.171.5.
28 brahmā
¯ hiran.yagarbhah. ka´scid br¯ahman. ah. / (brahm¯a とは，バラモンである。ヒラニヤガ
Cs. brahm¯a, br¯ahman. ah. / jagatsr.s.t.api
ルバは，世界の創造者であっても，ある種のバラモンである)
29 brahmaghosair
Cs. brahmaghos.aih., br¯ahmanocc¯
aritair vedaih. / (brahmaghos.aih.とは，バラモンによって発せられたもろもろの
.
.
ヴェーダによって，という意味である)
30 P.,K.: tisthanty
B. gacchanty
..
31 P.,B.: matir
K. rtam
. .
32 P. śaityād v¯
´
´
ary amr.tam
. . tath¯a K. śaity¯ad v¯ayv amr.tam
. tath¯a Cn. saikyah
. , sikyasamudāyah
. /
. yath¯a B. śaikyo vāg amrtam
´
yathā sikyam
. gavy¯adı̄n dh¯arayati, evam
. br¯ahman. o maty¯adı̄ni ity arthah. / (śaikyah.とは，綱の集合である。綱が牛乳など (の容器?) を
保持するように，バラモンの思考などが (維持する)，という意味である) Ganguli は，v¯ag amr. tam は誤りとし，gav¯amr. tam という読
´
´
みを提示している。(p.156, fn.2) Cs. (reading saity¯
ad v¯ary amr. tam
’mr. tam
. sv¯adu, sv¯adutvam
. svabh¯avato
. yath¯a) yath¯a saityenāpo
dh¯arayanti / (冷たさによって，水たちが，amr. tam，すなわち，甘さを，すなわち，甘いという性質をそれ自体として，維持するのであ
´
´
´ıtalatv¯at sukhakar¯ad iti y¯avat, amr.tam
¯ saity
¯ s¯
at 冷たさによって，すなわち，心地
る) Cv. vak
at,
. yath¯a dh¯arayati / (v¯ak 言葉が， saity¯
よさを作ることによって，甘露を維持する，そのように，という意味である)
33 yesam
´a r¯aj¯ano nas. t.a´
¯ . rajñ
¯ am
¯ . , kr.s.y¯adih¯ınatv¯at, t¯adr.s¯
¯s cor¯s
a´ ca bhavant¯ıty arthah. /
. a vr.ttih¯ın¯ah. (d 句) Cn. yes.am
. ¯ . r¯as..tre br¯ahman¯
(yes¯
. am とは，王たちにとっては，という意味である。耕作などは消滅しているので，そのような王たちは消え，盗賊たちが存在して
いる，という意味である)
34 P. nais¯
. am uks.a¯ vardhate nota v¯ah¯a B.,K.: naisam
. ¯ uksa
. ¯ vahati nota v¯ah¯a P. の vartdhate のところを vahati と読む B.,K. の
Forms, p.467, No.20 に取り上げられている。
韻律は，Hopkins[Great Epic]: Illustrations of Epic Tristubh
..
35 P. na gargaro mathyate sampradāne
B.,K.: na gargaro mathyati sam
.
. pradāne Ca. gargarah. kalaśah. / sam
. pradāne, dhanasya
pātre pratipādane / (gargarah.とは撹拌器である。sam
. pradāne とは，贈物の器が与えられる時に (?)，という意味である) Cn. gargarah.,
dadhı̄ks.uttailādinipı̄d.anayantram / (gargarah.とは，酪乳，砂糖黍，油などを搾る道具である)
36 a,d 句はS¯
´ alin¯ı。
b,c 句は不規則。 (b 句: ∪ ＿ ∪│ ＿ ＿ ∪│ ＿ ＿ ∪│ ＿ ＿ c 句: ∪ ＿ ＿│ ＿ ＿ ∪│ ＿ ＿ ∪│ ＿ ∪ )。
25 P.
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(散文) [1] ヴェーダ・古譚・伝説の証拠によれば37 ，バラモンたちとは，ナーラーヤナの口から生

(13)

じた，一切のアートマン，あらゆる行為者，あらゆる観念である38 。[2] 恩恵を与えるその神のこと
ばと同時に39 ，最初にバラモンたちが現われた。そしてバラモンたちから他の諸階層が現われたの
である。[3] かくしてバラモンたちは，神とアスラたちよりすぐれている。バラモンたちは，かつて
ブラフマー神となった余によって40 ，余自身から (svayam) 現れたのであるから。神・アスラ・大仙
たちは，(バラモンたちによって) すぐれた存在として確立され，抑制されるのである41 。

(散文) [1] インドラは，アハリヤーへの暴行のために，(彼女の夫の) ガウタマ仙によって，黄色

(14)

の (hari) 髭を持つ者とされた。[2] そしてインドラは，カウシカ仙によって，睾丸をなくされ，(後
に) 山羊の睾丸を持つ者となった。[3] アシュヴィン双神が (祭式の分け前を) 取るのを拒否するため
に金剛杵を持ち上げた城砦の破壊者インドラの腕は，チヤヴァナ仙によって麻痺させられた42 。[4]

(ルドラによる) 祭式の破壊に怒ったダクシャは，一層苦行に集中して，もうひとつの目 (netr¯akr. tir
anyā) をルドラの額に生じさせた。
(散文) [1] ウシャナスは，三重の都城の破壊のために，浄身儀式 (d¯ıksa)
. ¯ に近づいてきたルドラの

(15)

頭の髪を切り取って，(ルドラに) 投げつけた43 。[2] そこから蛇たちが現われた。[3] これらの蛇た
ちによって絞められたルドラの喉は青くなった。[4] あるいは，かつてのマヌ・スヴァーヤムブヴァ
の時代において44 ，ナーラーヤナの手の綱によって捕まれたために45 ，青い喉になった46 。

(散文) [1] 甘露を得るために，準備の儀式に (pura´scaran. at¯am) 入ったアンギラスの息子ブリハス

(16)

パティが47 水を汲んだのに，水たちは澄まなかった。

[2] そこでブリハスパティは水たちに怒 (って言) った。[3] 「私が水を汲んだのに，汚れたままで，
澄まないのだから，今からは大魚・マカラ・魚・亀・虫と混じって48 汚れてしまえ」と。[4] それ以
来水たちは，水棲動物たちが混ざって存在しているのである。

(散文) [1] トゥヴァシュトリの息子ヴィシュヴァルーパは49 ，神々のプローヒタ祭官であり，アス

(17)

ラたちにとっては甥であった。[2] 彼は祭式の取り分を，神々に対しては公然と，アスラたちはこっ
そりと与えた。
37 P.,B.:

¯ . etih¯asapr¯am¯an. y¯an K. te ca pur¯an. etih¯asapr¯am¯an. y¯an Cf.Hopkins[Great Epic]: Veda, Puran
¯ . a and Itih¯asa are
vedapuran
all recokoned as authoritative, p.91.27; Possibly the prose in xii,343,20 (MBh.XII.329.13) may have once been verse. It begins with
vedapur¯an. etihasapr
am
¯
¯ an
¯ . yat
¯ , Illustrations of Epic Tris.t.ubh Forms, p.463，No.11.
38 P. sarvabhāvanāś B.,K.: sarvabhāvāś
39 P. vākyasamakālam hi tasya devasya varapradasya
B.,K.: vākyasamyamakāle
hi tasya varapradasya devadevasya
.
.
40 P. yada
¯ maya¯ brahmabh¯utena B. ya eva may¯a brahmabh¯utena K. vedamay¯a brahmabh¯utena
41 K. はこの文の後に，tes¯
´ uyat¯am / (彼らの力について聞け。) という文言を挿入している。
. prabh¯avah. sr¯
. am
42 P. stambhito bahuh
¯ . B.,K.: stambhitau b¯ahū
43 P. siraso
´
´
´
jata
utkr. tya prayukt¯as K. jatah
utkrty¯
. agnau prayukt¯as
. ¯ utkr. tya prayukt¯ah. B. jat¯
.ah. sirasa
. ¯ . sirasa
44 pūrve ca manvantare svayam
¯ . bhuve Cf.Hopkins[1903]: From here on, the later epic is full of allusions to the Manvantaras,
p.46.27.
45 P.,K.: nār¯
ayan. ahastabandhagrahanan
. n¯ar¯ayan. ahastagrahanan
Cs. n¯ar¯ayan. o badarik¯aśramav¯ası̄ / so ’pi kaścid br¯ahman. ah. /
.¯
.¯
とは，バダリカーの隠棲処の住人であり，彼もまた一人のバラモンである
)
(nārāyanah
. .
46 P. nı̄lakanthatvam eva vā
B. nı̄lakanthatvam
eva ca K. nı̄lakanthatvam
upanı̄tah.
..
..
..
47 P. amrtotp¯
ad¯ane pura´scaran. at¯am upagatasy¯ngiraso
a˙
brhaspater
B. amrtotp¯
ad¯anapura´scaran. at¯am upagatasy¯ngiraso
a˙
br. haspater
.
.
.
K. amrtotp¯
adane punarbhaks. anat¯
s ca tadbhaksan
.
. am
. v¯ayusam¯ıkr. tasya visasyopagata´
. ¯ ni
.
. . am iti tannimittam eva candrakal¯a brahmana
¯ngirasabr.haspater
hit¯a / a˙
48 P. jhasamakaramatsyakacchapajantusamkı̄rnah
B. jhasamakaramatsyakacchapajantubhih
K. jhasamakaramatsyakacchapa
.
.¯.
.
.
.
.
¯
¯
jantumandukasamkı̄rnah
..
.
. .
49 ヴィシュヴァルーパ (トリシラス) とインドラとの確執のエピソードは，MBh.V.9 に見られる。
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(18)

(散文) [1] そこで，アスラたちは，ヒラニヤカシプを先頭にして，ヴィシュヴァルーパの母であ
る姉に恩恵を懇願した。[2]「おお，姉上，あなたの息子，トヴァシュトリの息子，三つの頭をもつ
ヴィシュヴァルーパは，神々のプローヒタ祭官として，祭式の取り分を神々には公然と与え，我々
にはこっそりと与えました。 [3] その結果，神々は太り，我々はやせ衰えました。[4] ですから，あ
なたは，私たちに与えるように，彼に頼んで下さい」と。

(19)

(散文) [1] そこで母は，その時ナンダナの森に行っていたヴィシュヴァルーパに言った。[2] 「息
子よ，どうしてお前は，敵側を太らせ，叔父の側を滅ぼすのですか。[3] このようなことはすべきで
はありません」と。[4] ヴィシュヴァルーパは，母の言葉はなおざりにすべきではないと考えて，恭
しく礼をして，ヒラニヤカシプのところへ行った。

(20)

(散文) [1] ヒラニヤカシプは，ヒラニヤガルバの息子ヴァシシュタ仙から呪いを受けた。[2] 「ホー
トリ祭官として別の者を選んだのだから50 ，お前は祭式を完了することはなく，未だかつて存在し
たことのない者によって殺されるであろう」と。[3] ヒラニヤカシプは，呪いかけられたために殺さ
れた。

(21)

(散文) [1] ヴィシュヴァルーパは，母の側の繁栄を望み，激しく苦行を行なった。[2] 彼の誓約を
破壊するために，インドラは，多くの美しいアプサラスたちに (彼を誘惑するよう) 命じた。[3] ヴィ
シュヴァルーパの心は，彼女たちを見て動揺した。そして，まもなく51 そのアプサラスたちに対す
る執着が生じた。[4] 彼が執着しているのを知って，アプサラスたちは言った。
「私たちはやって来
たように去るでしょう」と。

(22)

(散文) [1] トヴァシュトリの息子は彼女たちに言った。[2] 「どこへ行くのですか。しばらく留ま
りなさい。私とともに幸せになりましょう」と。[3] 彼女たちは彼に言った。[4] 「私たちは，天女
アプサラスです。私たちはかつて，恩恵を与える神インドラを主人として選びました」と。

(23)

(散文) [1] そこでヴィシュヴァルーパは，彼女たちに言った。「今日，インドラを含め神々はいな
くなるであろう」と。[2] そしてもろもろのマントラを呪した。[3] それらのマントラによって，三
つの頭をもつ者 (トリシラス=ヴィシュヴァルーパ) は強大となった。[4] 一つの口で，祭式を行う再
生族たちによって52 全世界の祭式において正しく供されたソーマを飲んだ。もう一つの口で水たち
を53 ，もう一つの口で，インドラとともに神々を (飲もうとした)。[5] そこで，ソーマを飲むことに
よって四肢すべてを増強させ54 ，強大となる者を見て，インドラは不安になった。

(24)

(散文) [1] 神々は，インドラ神とともに55 ブラフマー神に近づき，そして言った。[2] 「すべての
祭式において正しく供されたソーマが，ヴィシュヴァルーパによって飲まれています。[3] 私たちに

50 tvayānyo vrto hotā
Cs. hotā hiranyakaśipor
vasisthah
.
.
. viśvarūpam
. drstvā
. .. kruddhah. /
.. . pūrvam āsı̄t / sa vasistho
.. hotāram anyam
(ヒラニヤカシプのホートリ祭官は以前はヴァシシュタ仙であった。そのヴァシシュタ仙は，ヴィシュヴァルーパが別のホートリ祭官で
あるのを見て，怒った)
51 nacirad
¯ eva Cf.Oberlies[Grammar]: 10.4. Excursus: Nominal composition, (c) na-compounds, nacirāt, p.360.3.
52 P. dvijaih
. B.,K.: yath¯avad dvijaih.
53 P. ekenapa
¯
B.,K.: eken¯annam
54 somapan
¯ apy
¯ ayitasarvag
¯
¯ .
atram
Cf.Hara[1987]: apyai-,
vocabulary of invigoration, p.145.8.
¯
55 P. devā´s ca te sahendrena
B.,K.: te dev¯ah. sendr¯a
.
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は，取り分がなくなりました。[4] アスラの側は増大し，我々はやせ細っています。[5] すぐに安寧

(śreyas) を私たちにお与え下さい」と。
(25)

(散文) [1] ブラフマー神は彼らに言った。「ブリグ家系の聖仙ダディーチャが苦行を行っている。[2]
身体を捨てるように56 (彼に) 恩恵を求めよ。[3] 彼のもろもろの骨で金剛杵 (vajra) を作るべし」と。

(26)

(散文) [1] 神々は，至尊の聖仙ダディーチャが苦行を行っている所へやって来た。[2] 神々は，イ
ンドラと共に，彼に近づいて言った。
「尊者よ，苦行が順調で障害なきことを」と57 。[3] ダディー
チャ仙は神々に言った。
「よく来られた。あなた方のために何がなされるべきですか58 。私は，あな
た方が言うことを行うでしょう」と。[4] 彼らは彼に言った。
「尊者は，世界の幸福のために，身体
の棄却を行って下さい」と59 。[5] すると，快と苦を等しくする偉大なヨーガ行者60 ，ダディーチャ
仙は，いつも通りに心散乱せず (avimanas)，自己に集中して，身体の棄却を行った。

(27)

(散文) [1] 彼が最高のアートマンへと去った時61 ，創造者はそのもろもろの骨を集めて金剛杵を
作った。[2] 破壊されず，それに勝るものなき，バラモンの骨より生じ，ヴィシュヌの入り込んだそ
の金剛杵によって，インドラはヴィシュヴァルーパを殺した。 [3] そして彼の頭たちの切断を行っ
た。[4] そのすぐ後，ヴィシュヴァルーパの四肢の摩滅によって生じた，すなわちトヴァシュトリ

(の息子) より生じた，敵ヴリトラをインドラは殺したのである。
(28)

(散文) [1] インドラは，その二重になったバラモン殺しにおける恐れのために，神の王位を捨て
て，水たちの中に生じた，マーナサ海中の冷たい蓮に入った。[2] そこで，超能力との結合によって，
原子の大きさになって62 ，蓮の節に入った。

(29)

(散文) [1] そこで，シャチーの夫，三界の守護者 (インドラ) が，バラモン殺しの恐れによって姿
を消したので，世界には支配者がいなくなった。[2] 神々には，ラジャスとタマスとが入り込んだ。

[3] もろもろのマントラは発せられなかった。[4] 大仙たちには羅刹たちが現われた。[5] ヴェーダの
ことば (brahman) は崩壊した。[6] インドラ神のいない，力のない，もろもろの世界は，容易に攻
撃されるものとなった。

(30)

(散文) [1] そこで，神々と聖仙はアーユスの息子ナフシャを神々の王として潅頂した。[2] ナフシャ

56 P.

¯
yath¯a kalevaram
K. sa yath¯a kalevaram
. jahy¯at B. sa yath¯a kalevaram
. jahy¯at tath¯a vidh¯ıyat¯am
.
. jahyat
tapasah. ku´salam avighnam
. ceti
. ceti B. tapah. suku´salam abhinnam
. ceti K. tapas¯a ku´salam avighnam
58 P. bhavadbhyah kim kriyat¯
am B. bhavadbhya ucyat¯am
. .
. kim
. kriyat¯am K. bhavat¯am
. ucyat¯am
. kim
. kriyat¯am
.
59 K. はこの後に次の一節を挿入している。(=MBh.XII.871*)
‘evam ukto dadhı̄cas tān abravı̄t / sahasram
. vars¯
. ¯ aindram
. padam avāpyate mayā yadi jahyām / tathety uktvendrah.
. anam
¯
svasthānam
kālo ’yam
. dattv¯a tapasvy abhavat / indro dadhı̄co ’bhavat / tāvat p¯urven. a(871* p¯urn. e) sendr¯a dev¯a agaman
. dehany¯asāyeti /’
(このように言われて，ダディーチャ仙は彼らに言った。「もし身体を捨てるならば，千年間私は、インドラの地位を得るで
あろう」と。インドラは，
「わかりました」と言って，自らの地位を与え，苦行者となった。インドラはダディーチャ仙となった。ま
ずは神々が，インドラと共に，「今や，身体棄却の時である」とやって来た)
60 mahayog
¯
ı̄ Cf.Hopkins[1901]: Dadhı̄ca, a mahāyogin, p374.24. MBh.V.9 には，ダディーチャの骨から金剛杵をつくるというエ
ピソードはない。
61 P. tasya param¯
atmany avasr. te B.,K.: tasya param¯atmany apasr.te K. はこの章句の前に次の一節を挿入している。(=MBh.872*)
´
srutir
apy atra bhavati indro dadh¯ıcosthibhih. krtam
(cf.Rgveda
I.84.13) iti /
.
.
(この点に関して，インドラはダディーチャのもろもろの骨によって作った (? kr.tam)，という天啓聖典もある。)
62 ai´svaryayog¯
¯
ad anum¯
Cf.Hopkins[1901]: power of Yogin, becoming the size of an atom, p.358.20.; aiçvaryayoga
¯
. atro bhutvā
ignored ith the Udyoga parallel, p.374.24.
57 P.
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は，額に輝く，あらゆる力を奪う五百の光によって，インドラの天界を守護した。[3] そこでもろも
ろの世界は，本来の状態 (prakr.ti) を獲得し，健全となった63 。

(散文) [1] そこでナフシャは言った。[2] 「シャチーを除いて，インドラが享受していたものはす

(31)

べて，私のものとなった」と。[3] 彼はこう言ってシャチーに近づき，彼女に言った64 。[4]「美しい
女よ，私は神々のインドラである。私に從うがよい (bhajasva)」と。[5] シャチーは彼に返答した。

[6] 「あなたは，本来 (prakr.tyā)，ダルマを好み，月種族の家系に生まれた者です。[7] 他人の妻を
侮辱してはなりません」と。

(散文) [1] するとナフシャは彼女に言った。[2] 「インドラの地位は私が占めている。[3] 私はイ

(32)

ンドラの王位と宝を取った。この点についていかなる不正もない。あなたもインドラに属する者で
ある」と。[4] 彼女は彼に言った。[5]「私にはまだ達成していないある誓約 (vrata) があります。[6]
その (終了の) 沐浴が終った時，何日かして，私はあなたに近づきましょう」と。[7] シャチーにこ
のように言われて，ナフシャは去った。

(散文) [1] そこでシャチーは，苦しみと憂いに悩み，夫に会いたいと願う一方，ナフシャへの恐れ

(33)

にとりつかれて，ブリハスパティのところに行った。[2] ブリハスパティは，近づいて来る彼女を見
て，禅定に入り，夫への義務に専心しているの知って65 ，言った。[3] 「お前はその誓約と苦行とを
具えている。恩恵を与える女神ウパシュルティを呼び出しなさい66 。[4] 彼女はお前をインドラに会
わせるであろう」と。

(散文) [1] そこで彼女は，大禁戒を実行して，恩恵を与える女神ウパシュルティをもろもろのマン

(34)

トラによって呼び出した。[2] ウパシュルティはシャチーの近くに来た67 。[3] そして彼女に言った。
「この私はあなたに呼び出されてここにいます68 。[4] あなたにとって何か善いことができるでしょ
うか」と。[5] シャチーは，頭を下げて女神に言った。
「至尊者よ，私を夫に会わせて下さい。あな
たは真実の考えをもっている方です69 」と。[6] 彼女は，シャチーをマーナサ海に導いた。[7] そこ
で蓮の節の中にいるインドラ神に会わせた。(Cf.MBh.V.14-15)

(散文) [1] インドラは痩せて憔悴した妻を見て，考えた。[2] 「ああ，今日は私に大きな苦しみが

(35)

やってきた。[3] 妻は，消えた私を探して，苦しみにさいなまれてやって来た」と。[4] インドラ神
は彼女に言った。
「どうしている」と。[5] 彼女はインドラ神に言った。[6] 「ナフシャが私を呼び出
しています。[7] 私は，彼に刻限 (kāla) を設けました」と。

(散文) [1] インドラは彼女に言った。[2] 「行きなさい。[3] そしてナフシャに言いなさい。『あな

(36)

たは，聖仙によって曳かれた，未だかつてない乗物に乗って，私を連れて行ってください。[4] なぜ
63 P.

svasthā´s ca babh¯uvuh. B.,K.: svasth¯s
a´ ca hr. stas
. . ¯ ´ ca babh¯uvuh.
agamad uvāca cainām K. agamad brhas
. patigrhe
. cāsı̄nām uvācainam
.
65 dhyānam praviśya bhartrkāryatatparām jñātvā
Cf.Hopkins[1901]: a divine power of knowing another’s thought by simple
.
.
.
meditation, dhy¯anam
. praviśya, p.360.28.
66 upasrutim
´
¯ aya
¯
¯
ahv
Cv. arabdhav¯
aky¯anuk¯ula´srutir upa´srutir ucyate / (発せられた言葉に従って聞くことが，upa´sruti と言われる)
67 sacı̄sam¯
´
´ a sat¯ı s¯ah¯ayyam
¯ arsyaivopakarot¯
ıpam ag¯at Cv. upa´srutih. dr.sy¯
ıti bh¯avah. / (ウパシュルティは，本当に
. cakre / anyes.am
.´
姿を顕わして，助けた。他の者たちに対しては，姿を見せることなく補助する，という意味である)
68 P. cain¯
am iyam asmi tvayopah¯utopasthit¯a B.,K.: cain¯am iyam asm¯ıti tvay¯a ”hutopasthit¯a
69 P. tvam saty¯
a mat¯a ceti B. tvam
.
. satya¯ r. t¯a ceti K. tvam
. saty¯a m¯at¯a sat¯am
. ceti
64 P.,B.:
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なら，インドラは多くの心を喜ばせる車輿をもっていて，私はそれらに乗っていました。乗ってい
たのですから。[5] あなたはそれとは別の車輿で来てください』と」
。[6] 彼女は，このように言われ
て，喜んで帰った。[7] インドラもまた再び，蓮の節の中に入った。

(37)

(散文) [1] さて，ナフシャは，インドラの妻が来るのを見て，言った。「期限がきた」と70 。[2] シャ
チーは彼にインドラに言われた通りに言った。[3] 彼は，大仙たちに曳かれた車輿に乗って，シャ
チーの近くに来た。

(38)

(散文) [1] その時，ミトラとヴァルナの子，壷を母胎とする大仙アガスティヤは，ナフシャによっ
て多くの大仙たちが苛まれているのを71 見た。[2] そして，ナフシャは両足で (アガスティヤ仙に)
触れた。(Cf.MBh.III.178.37) [3] そこで，彼はナフシャに言った。
「為すべきでないことを行なう者
よ，悪しき者よ，地に落ちよ。[4] 大地と山々がある限り，蛇であれ72 」と。[5] ナフシャは，大仙
の言葉と同時に，その車輿から落ちた。

(39)

(散文) [1] すると三界は再び支配者がいなくなった。[2] それゆえ，神々と聖仙たちは，至尊のヴィ
シュヌにインドラのために保護を求めた。[3] そして彼に言った。
「至尊者よ，バラモン殺し (の罪)
によって制圧されたインドラを救って下さい」と。[4] そこで恩恵を与える神は，彼らに言った。
「イ
ンドラは，ヴィシュヌのためのアシュヴァメーダ祭を祭るがよい73 。[5] そうすれば，彼は本来の地
位を得るであろう」と。

(40)

(散文) [1] その後，神々と聖仙たちはインドラ神を見つけることができなかった。そこでシャチー
に言った。
「美しい女よ，行って，インドラを連れて来なさい」と。[2] 彼女は再び，その湖に行っ
た。[3] インドラは，その湖から出て74 ，ブリハスパティのところへ行った。[4] ブリハスパティは
インドラのために大祭アシュヴァメーダを (贈与として) 行なった。[5] そして75 ブリハスパティは，
黒い斑点をもつ，供物にふさわしい馬を放して76 ，それを乗物とし77 ，マルト神群の主インドラに，
本来の地位を得さしめた。

(41)

(散文) [1] そして，神々の王インドラは，神々と聖仙たちに讃えられつつ，罪から開放されて，第
三の天界に住んだ。[2] インドラは，バラモン殺しの罪を，妻・火・木・牛という四つの場所に分け
た78 。[3] このようにインドラは，バラモンの威力と威光によって強められ，敵の殺害を行なって，

70 purn
¯ ah

. . sa k¯ala iti K. はこの前に次の言葉を挿入している。
yan me tvay¯a k¯alah. parikalpitah. / (あなたが私に対して決めた時は)
71 P. vikriyamānams
B.,K.: dhikkriyam¯anam
.¯ .
.¯ . s
72 yāvad bhūmir girayaç ca tistheyuh
. Cf.Hopkins[Great Epic]: Parallel Phrases in the two Epics, p.431. 3.
..
73 aśvamedham yajñam vaisnavam
Cf.Hopkins[Great Epic]: a new feature in the Açvamedha sacriﬁce, no killing of animals at an
.
.
.
..
açvamedha, p.377.13.
74 P. samutthaya
¯
B. pratyutth¯aya K. pratyutth¯ya gatv¯a sarasvatı̄m
75 P. tatah
. B.,K.: tatra
76 krsnas¯
Cn.
krsnas¯
. . . ara˙nagam
. medhyam a´svam utsrjya
.
. . . ara˙nagam
. , krs
. . n.as¯aramr.gavac chubhrodarakant
. .h¯adhobh¯agam /
(kr.s.n.as¯ara˙nagam とは，白黒の斑点のある鹿のように，美しい腹・喉・下半身をもつ，という意味である) Ganguli: substitu
ing a black antelope for a good steed every way to ﬁt to be offered up in sacriﬁce, p.161.26. Esnoul[1979] も同様に解している。
(p.155, No.52)
77 P.,B.: vahanam
¯
K. p¯avanam
.
.
78 P.,B.: vanitagn
¯ ivanaspatigosu
. .
. vyabhajat K. vyabhajat vanit¯avrksagiryavanisu
. /
K. はこの後に以下の文を挿入している。(=MBh.XII.874*)
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本来の位置を得たのである79 。

(散文) [1] かつて大仙バラドヴァージャは天空のガンガー川に行って沐浴した時80 ，三歩を歩む

(42)

ヴィシュヌがそこに到達した。[2] ヴィシュヌは，バラドヴァージャによって，水をもった81 手で胸
を打たれ，(卍字形の) 印のついた胸を持つ者82 となった。

(43)

(散文) [1] 大仙ブリグによって呪われたアグニは，すべてを食べるようにされた83 。

(44)

(散文) [1] アディティは，神々がそれを食べてアスラたちを殺すようにと，神々の食べ物を調理し
た。[2] そこへブダが，誓約の実行が完了したので，やって来た。[3] そしてアディティに言った。
「施しを下さい」と。[4] そこでアディティは，
「最初に神々が食べねばならない，他の者が食べるべ
きではない」と言って，施しを与えなかった。[5] 施しの拒否によって怒り，バラモンとなったブダ
によって84 ，
「卵」(an.d.a) と名づけられたヴィヴァスヴァットの第二の誕生において，(母である) ア
ディティの卵は破壊された85 。[6] そして，輝きをもつ (vivasvān) シュラーダデーヴァ (ヴィヴァス
バット) は86 「マールタンダ (破壊された卵)」と (呼ばれるように) なった。

(45)

(散文) [1] ダクシャには六十人の娘が87 いた。[2] そのうちの十三人をカシュヤパに，十人をダル
マに，十人をマヌに，二十七人をソーマ (indu) に与えた。[3] 彼女たちは等しくナクシャトラ (星)
と呼ばれていたのに88 ，ソーマはよりローヒニーを好んだ89 。[4] このため他の妻たちは嫉妬して，

´
¯ . . te ’sprsy¯
vanitāsu rajah. / vrkses
am usarah
. . . u niry¯asah. / girisu
. ) prthivy¯
.
. ´ ah. / tasmād dhavir alavanam
. .
. śimbah. (874* sambah
pacyate /
(妻たちおける経水 (?)，木々における樹脂，山々における豆類 (?)，地における塩，これらは触れられるべきではない。そ
れ故，供物は塩なしで調理されるのである。)
79 K.

はこの第 41 節の後に，次の 4 行を挿入している。(=MBh.XII.875*)
´apamoks.artham
¯ /
¯
(*875 -nimittam
’nahus.asya s¯
. ) devair r.s.ibhi´s ca y¯acyam¯ano ’gastyah. praha
.
(アガスティヤ仙は，神々と聖仙たちによって，ナフシャにかけられた呪いを解くように懇願されて，言った。)
´ ım¯an dharmar¯ad. [bhr¯atrbhir
y¯avat svakulajah. sr¯
yutah. /
.
(「幸運をもち，弟たちを伴うダルマの王 (ユディシュティラ) が，(汝ナフシャ) 自身の家系より生まれる。)
bhı̄mas tasy¯anujas tam
. tvam
. grah¯ıt¯a tu] (*875 [ ] の部分欠) yudhis..thirah. /
(彼の弟にビーマがいる。汝は彼 (ビーマ) を捕える者となろう。ユディシュティラが，)
kathayitv¯a svak¯an pra´sn¯am
//’
. s tv¯am
. ca tam
. ca (875* svam
. bh¯ımam
. ca) vimoksyati
.
(汝のもろもろの質問に答えた時，その時に，汝と彼とを開放するであろう」
。) (Cf.MBh.III.176.21, 177.12)
80 P. upāsprsams
B.,K.: upāsprsat
Ganguli: What is meant, therefore, by ‘Bharadwaja touching the water’ is that Bharadwaja
.´ .
.´
was saying his prayers, p.161, fn.1.
81 P.,B.: sasalilena
K. salaksanena
. .
82 salaksanoraskah
Ganguli: a mark (called Sreevatsa), p.162.2.
中村 [2000]: 相似の卍字の印 (p.979, No.54)
.
. .
Cf.MBh.XII.330.65)
83 P. upanı̄tah
. B.,K.: up¯an¯ıtah.
84 budhena brahmabh¯
utena B.,K. はこの後に次の句を挿入している。(=MBh.XII.876*)
´ a aditer udare bhavis. yati vyath¯a /
¯ aditih
¯
brahmabhuten
. sapt¯
(バラモンとなった (ブダによって) アディティは，「アディティの腹に苦痛が生じるであろう。
」と呪われた。)
85 P. andam māritam adityāh
.. .
. . . mātur adityā māritam
. B.,K.: andam
.
86 abhavac chr¯
´ adhasab
´ dena sraddh¯
´
addhadevah.
Cs. sr¯
ap¯urvakakarm¯an. y ucyante / sarvakarman¯
. am
. devah. patih. manvantar¯adau
´
´ addhadevah. savitaiva / (śr¯adha の語によって，sraddh¯
a 信仰にもとづくもろもろの祭式が言われている。あらゆる祭式の devah. 神，
sr¯
すなわち，主が，最初のマヌ・ヴァイスヴァタ時代におけるシュラーダデーヴァ，すなわち，太陽神サヴィトリである)
Cv.
´ addhabhojis. v adityo
´ addhadevah
¯ ity arthah. / (´sr¯addhadevah. とは，ヴァス，ルドラ，アーディトヤという，
¯
¯
’bhud
sr
. , vasurudr¯adityes. u sr¯
祖霊祭 (の供物) を享受する者たちの中で，アーディトヤであった，という意味である)
87 P. vai duhitarah
. B.,K.: yā vai duhitarah.
88 t¯
asu tuly¯asu naks. atr¯akhy¯am
. gat¯asu Cf.Hopkins[1903]: the asterisms, ﬁrst counted as twenty-seven or as twenty-eight, p.30.1.
89 P. abhyadhik¯
¯
am
B.,K.: abhyadhikam
Cf.Hopkins[1902]: (abhy)adhikam, used as the
. pr¯ıtim akarot
. pr¯ıtim¯an abhut
comparative-maker of adjectives, p.126.5.
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父の前に行って，このことを話した。[5]「尊者よ，私達は等しい輝きをもつのに，ソーマはとりわ
けローヒニーを好みます」と。[6] 彼は言った。
「肺病がソーマに入り込むであろう」と90 。

(46)

(散文) [1] ダクシャの呪いによってソーマ王に肺病が入り込んだ [2] 肺病にとりつかれたソーマは
ダクシャのところに行った。[3] ダクシャは彼に言った。
「お前は平等に振る舞っていない」と。[4]
そこで聖仙たちはソーマに言った。
「お前は肺病によって痩せるのだ。[5] 西方の海にヒラニヤサラ
スという沐浴場がある。[6] そこに行って，自分を洗い清めるべし」と。[7] そこでソーマはヒラニヤ
サラスの沐浴場へ行った。[8] 行って，自分を洗い清めた91 。[9] 沐浴して，自らを罪から解き放っ
た。[10] そこでソーマは沐浴場で輝いた。その時以来その沐浴場はプラバーサ (輝き) という名前で
知られるようになった。[11] その呪いのために，今日でもソーマは新月の夜には姿は見えなくなる
のである。[12] (ソーマは) 満月の大きさにある時は，雲の縞に覆われて美しい姿を示すのである。

[13] (ソーマは) 雲のごとき色になり，そこには汚れなきうさぎの姿が現われるのである。
(47)

(散文) [1] 大仙ストゥーラシラスはメール山の東北の方角で92 苦行を行った。[2] あらゆる香りを
運ぶ清浄な風があらゆる方向に吹き，その苦行を行う者の身体に触れた。[3] 苦行によって熱された
身体をもつその痩せた者は，風に吹かれて，心の満足に至った。[4] そこで風の扇によって生じた満
足をもつ彼に対して，森の樹木たちはすぐに美しい花を見せなかったので93 ，彼はこれらの樹木を，
「お前たちは，どんな時でも花をもつことはないであろう」と呪った94 。

(48)

(散文) [1] かつてナーラーヤナは，世界の安寧のために，ヴァダヴァームカ (馬の口) という名の
大仙として現れた。[2] メール山で苦行を行うナーラーヤナが海を呼び出した時，海は来なかった。

[3] 怒った彼の身体の手足の熱によって，海は，動かない水をもつものとされた。[4] そして，これ
に，汗水のごとき塩の性質が生じた。[5] そして言われた。
「汝は飲めなくなるであろう。[6] 汝の水
は，ヴァダヴァームカと名づけられた者によって飲まれると，甘くなるであろう」と。[7] このよう
にして今日でも，(ナーラーヤナに) 従順なヴァダヴァームカと名づけられる者によって，海の水は
飲まれるのである95 。

(49)

(散文) [1] ルドラは雪山の娘ウマーを愛した。[2] 大仙ブリグも雪山にやって来て96 ，言った。「こ
の娘を私に与えよ」と。[3] 雪山は彼に言った。
「ルドラが望まれる夫である97 」と。[4] ブリグは雪
山に言った。
「私は，娘を望むことを心に決めたのに，汝に拒否された。それ故，汝はもろもろの宝

90 P.

¯
¯ syeteti K. yaksmainam
¯
yaksmainam
aveksyat¯
avi´
aveksyata
iti Cf.Hopkins[Epic Mythology]: com
.
. ıti B. yaksmainam
.
.
.
sumption of Soma, p.90.31.
91 P. catmanah
¯
. snapanam akarot B.,K.: c¯atmanah. secanam akarot
92 P. digbhage
¯
B.,K.: digvibh¯age
93 P. puspaśobhām na darśitavanta iti
B.,K.: puspaśobhām
.
. nidarśitavanta iti
.
.
94 sa etān śaś¯
´
apa na sarvak¯alam
bhavisyatheti
Cs. bho vrksah,
v¯ayoh. samakālam eva
. puspavanto
. . ¯ . y¯uyam
. puspaphalaih
. sramaharair
.
.
.
mama ksuttrtsramam
na bhavatı̄ity arthah. / (お
. nopahr. tavantah., nopasthitavantaś ca / ato bhavat¯am
. sarvak¯alam
. phalapuspasamrddhir
.
. .. ´
.
お樹木たちよ，お前たちは，疲れを取る花と果実によって，風と同時に，私の飢えと渇きによる疲れを取り去らなかった，すなわち，
私の側に立たなかった。従って，お前たちは，どんな時でも果実と花が豊かになることはない，という意味である)
95 P. toyam s¯
. amudram
. p¯ıyate B.,K.: toyam
. samudr¯at p¯ıyate K. はこの後に次の語句を挿入している。(=MBh.XII.877*)
’punar uma¯ daks. akop¯ad dhimavato girer duhit¯a babh¯uva /’
(一方ウマーはダクシャの怒りによって雪山の娘となった)
96 P. agamy
¯
¯
B.,K.: agatya
97 P. abhilasito varo rudra iti
B. abhilaksito
.
. varo rudra iti K. abhilasito
. varo duhitur hi rudra iti
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石をもつことはないであろう98 」と。[5] その日以来，聖仙の言葉はそのように実行されている。

(50)

(散文) [1] このようにバラモンたちには偉大さ (m¯ah¯atmya) がある。[2] (バラモンたちの偉大さに
よって) クシャトリヤも99 ，永遠不変の大地を妻として得て，享受したのである。[3] このようにバ
ラモンはアグニとソーマからなる。[4] バラモンによって世界は維持されているのである。

[330 章] (B.342 章 (v.66-142), C.13224-13314, K.352 章)

(ナーラーヤナ章 (10) ナーラーヤナの異名100 )

聖なる至尊者は言った101 。

(1)

太陽と月は，光と名づけられた余の髪によって，いつも102 世界を (月は) 目覚めさせ，(太陽は) 熱
しつつ，別々に昇るのである103 。

(2)

アグニ (太陽) とソーマ (月) によって為されたこれらの行為による目覚めと熱によって，世界には
歓喜が生じるであろう。パーンドゥ王の息子よ，余は，歓喜に髪を逆立った者であり104 ，支配者で
あり，恩恵を与える者であり，世界の創造者である。

(3)

余は，祈祷による召喚と結びつくことによって105 ，もろもろの祭式における取り分を取る (hare)。
そして，余の色はよき黄色 (hari) である。従って，余はハリとして106 伝えられている。

(4)

(余は) 人々にとって107 住居であり，核心であり108 ，天則であると考えられた。従って，余は，
『天
則の住居』と109 ，そして『真実の者』と110 ，バラモンたちによって呼ばれるのである。

(5)

余は，かつて洞穴の中に没して (guhāgata) 消えた大地を見出した (avindam)。このため神々は，
余を「ゴーヴィンダ (govinda)」と，幾多の言葉を用いて称賛した111 。

98 tasm¯
an na ratn¯an¯am
. bhav¯an bh¯ajananam
. . bhavis. yat¯ıti Cs. bh¯ajanam
. na bhavasi, tvadutpann¯ani ratn¯any anyair apahr. t¯ani
¯
bhavis.yatı̄ty arthah. / (bhajanam
. na bhavasi とは，汝に生じたもろもろの宝は，他の者たちによって奪われるであろう，という意
味である)
99 P. ksatram api
B.,K.: ksatram
api brāhmanaprasādād
eva
.
.
.
100 (Cf.Matsubara[1994]: Concept of the Supreme God, the name Brahman not found in MBh.XII.330.1-67, p.105, Reference No.1)
101 P. śrı̄bhagavān uvāca
B. ucyate K. bhagavān uvāca / nāmnām
śrnusvaikāgramānasah
. niruktam
. vaksyāmi
.. .
. / (=MBh.XII.878*)
.
102 P.,K.: sa´
´ svat ke´sair me am´
B. caksuh
s¯s caiv¯am´
Sandhi irregular: me amúsamjñitaih
. susam
. jñitaih.
. savah. smr. t¯ah.
.
.
.
. . ke´a´
Cf.Oberlies[Grammar]: 1.1.5. Absence of abhinihita-sandhi, 1.1.5.1. -e a-, p.20.2.
103 P. uttisthatah prthak
B.,K.: uttis.t.hate pr.thak Cv. pr.thak, ahni ekah., ni´si ekah. / (pr.thak とは、昼は一方が，夜は他方が，とい
. .
..
う意味である)
104 hrs¯ıke´so ’ham
´u yasya sa hr. s.¯ıke´sah. / (世界を歓喜させるの
ke´sau, am
Cn. jagad dhars.ayato yasm¯at tasm¯at tau hr.s.¯ı, agn¯ısomau
..
. s¯
.
であるから，この両者は歓喜である。アグニとソーマが髪，すなわち，光である者，その者が hr.sıke´
. . ır iti ¯ık¯ar¯antam
.
. ¯ sa である) Cv. hrs¯
padam
. v¯a / tad¯a hr.s.yau ke´sau yasyeti sam¯asah. / (あるいは，歓喜 hr.s.ı̄ とは，i の長母音を末尾とする語である。その場合には，二つの
髪を二つの歓喜とする者，という (所有) 複合語である。)
105 P. idopah¯
¯ sval¯ayana Srautas¯
´
utayogena B. ilopah¯
utayogena K. ilopah¯
utam
Cn. il.opah¯ut¯a saha div¯a (A´
utra 1.7.7)
.
.
. gehesu
.
.
¯
¯ uto ’ham
ityadimantren
. ah¯
. tadyog¯ad yajñabh¯agam
. hare, haranam
. . kurve, iti harih. / (「イダーは，太陽と共に，呼びよせられた」などのマ
ントラによって呼び出された余は，それとの結合によって，祭式の取り分を，hare，すなわち，取ることを行うので，hari と言われる)
106 harir aham
Cn.,Cp.: harih. harinmanitulyah
.
.
. (Cp. hiranyamani-)
.
. / (harih. とは，緑の宝石のごとし (Cp. 金の宝石のごとし)，とい
う意味である)
107 P.,K.: lokānām
B. bhūtānām
108 P. dhāma sāro hi
B.,K.: dhāmasāro hi Cn. dhāmaśabdo lokasāravācı̄ / (dhāman の語は，世界の核心であることを述べるもの
である)
109 rtadh¯
am¯a Cn. r.tam ab¯adhitam
.
. , dh¯ama satt¯asph¯urtir¯upam
. , yasya sa r.tadh¯amety arthah. / (r.tam 天則，すなわち，妨げのないもの
が，dh¯aman 住居とは，最高存在の顕現した姿である。それを所有するものが r. tadh¯ama (天則の姿をもつ者) という意味である。 Cp.
dh¯ama r¯as.t.re lokas¯arav¯ac¯ı / r.tam
a´
at / (dh¯aman 住居は，国土の中で世界の核心
. ca param¯arthasatyam
. c¯aham / pum
. stvam
. sam
. jñ¯sabdatv¯
であることを述べている。r.tam 天則とは，最高の真実であり，私がそれである。(r.tadhāmā と) 男性形なのは固有名詞だからである)
110 P. satya´s c¯
aham
B.,K.: sadya´s c¯aham
Ca. sata´s c¯asata´s ca dh¯aranat
.
.
. ¯ satyah. / (sat 有と asat 無を保持することから，satya と言
われる) Cv. satyah. satı̄m apeksitah
/
(satyah
とは，よき妻に依存した
(?)
，という意味である)
.
. .
111 P. m¯
am
. dev¯a v¯agbhih. samabhitustuvuh
. B.,K.: ten¯aham
. devair v¯agbhir abhis..tutah.
..
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(6)

『禿頭』という名称に関しては，髪の毛がなくなった112 者によって浸透された者は，何であって
も，
『禿頭の者』と伝えられている113 。

(7)

思慮深い聖仙ヤースカは多くの祭式において余を「禿頭の者」と詠った。このために，余はこの
秘密の名前をもつのである。

(8)

高い知性をもつヤースカ仙は114 ，余を「禿頭の者」と讃えたので，余の恩寵によって，地下界に
消えた「ニルクタ (語源の書)」を得た115 。

(9)

余は，かつて生まれたことはなく，現在生まれることもなく116 ，将来生まれることも決してない。
余はあらゆる生き物の知田者 (kd.etrajña) である。それゆえ，余は『不生の者』と伝えられている。

(10)

余はこれまでに愚かなこと，野卑なことは言ったことはない。ブラフマー神の娘リターは，余に
とっては，真実の女神117 サラスヴァティーである。

(11)

クンティーの子よ，余は，有 (sat) も無 (asat) も，自分の中に，すなわちブラフマー神の座所であ
る蓮の花に118 ，入り込ませた。それゆえ，聖仙たちは余を『真実 (satya)』と知っている。

(12)

余はかつてサットヴァ (善) から119 離れたことはない。サットヴァは120 ，余によって作られたも
のと知るべし。この世での誕生においても121 ，余のかつてのサットヴァは存在したのである，財宝
を得る者よ。

112 P.

´
śipivist
a sipivis
. hı̄narom¯a ca yo bhavet Ca. hı̄narom¯a, hı̄nes. u kaksadis
. .eti c¯akhyāy¯am
. ¯ . u notkatarom¯
.
. to
. ’tra / (hı̄narom¯a とは，
´
t
ah
『禿頭』である
) Cn. hı̄nāni tyakt¯ani
中心部など (の髪) が消滅したので，多くの髪はないことであり，それが，ここでは sipivis
.. .
´
´
´
¯ ..tam
rom¯anıva
nis. kala ity arthah. / tena sipin¯
a r¯upenn. a yat kimcid
avis
. ¯ rom¯ani,
. amsavah,
. ´ . avayav¯a yena sa sipir
.
. yena, ato ’yam
. sipivis
..tah. /
(hı̄n¯ani，すなわち，捨てられた，rom¯ani
. 髪たちのごとく，という意味である。髪たちとは，すなわち光線たちである。それによっ
´ . ，すなわち，部分のない光線が，という意味である。その光線という姿によって，何であれ浸透
て諸部分となるもの，それが sipih
´
´
されたものが，sipivis
t
ah
『禿頭』である
) Cs. uptarom¯a, ke´sa´sma´srurom¯a yah. pum¯an tam
. sipivis
.. .
. t.a´sabdo ’bhidhatte / uptaromnā
´
，すなわち，髪・髭・体毛をもつ男に『禿頭』の語は向けられている。体毛を剃っ
yajam¯anen¯anus.t.hitam
am
/
(uptaromā
. karma sipivist
..
´
た祭主によって，執行される祭式が，『禿頭』である) Sandhi irregular: sipivis
..teti Cf.Oberlies[Grammar]: 1.8. Double sandhi,
1.8.3. -e- < /-as i-/, p.35.8.
113 tenavis
¯ ..tam
chipivistam
(B.,K.: chipivisteti
Cv. yajñesu
. hi(B.,K.: tu) yat kimcic
.
.
.
. yan
.. . hi tat smrtam
.. ca smrtam)
. d¯ıyam¯anam
´
´
´
¯ . t.am
mām
amakam
a avis
. sar¯upam
. havih. tat sipin¯
. bhavet / tena sipin¯
. yat kim
. cid astu tat sipivis
. tam
. . smr.tam / (もろもろの祭式において施
´ 光線 を名とすることになろう。その光線によって，avis
¯ . t.am 浸透されたものが何かあるとせよ。それ
された肉の姿をした供物が，sipi
´
が sipivis
. smr.tam 『禿頭の者』と伝えられている)
. t.am
114 y¯
asko r. sir
Cf.Oberlies[Grammar]: 1.2. Special cases of sandhi, 1.2.1 -o r..
. < /-as r-/,
.
. ud¯aradhı̄h. Sandhi irregular: y¯asko rsir
p.23.2)
115 ado nastam nirukutam abhijagmivan
¯
¯ ale
¯ ’ntarhitam / (adho nas. t.am とは，ヴェーダを
Cn. adho nas.t.am
. , vedaharan.avel¯ay¯am
. pat
.. .
持ち去った時に，パーターラ界に隠された，という意味である) Cs. vicchinnasam
prad¯
ayam / ((adho nas. t.am とは) 伝承の途絶えた，
.
という意味である) Cf.Hopkins[Great Epic]: niruktam, the title of a speciﬁc literary work, p.14.9.
116 P. na jaye
¯ ’ham
B.,K.: na jāyeyam
.
.
117 P.,B.: satya
¯ devı̄ K. satyadev¯ı Cn.,Cv.: prthivyaptej¯
¯ . tyat, tadubh¯atmatv¯ad
amsi
.
. (Cv. m¯urtam)
. sat, v¯ayv¯ak¯a´sau (Cv. amurtam)
¯ aham
¯
va¯ sattyanam
ity arthah. / (sat とは地・水・火 (の形あるもの) である。tyat とは風と虚空 (の形なきもの) である。その両者
を本性とする故にこそ，余は sat-tyat という名前である，という意味である) Cs. pr.thivyaptejorūpam
. bhūtratrayam
. pratyaks.am /
vāyvākāśam aparoks.am asat / (地・水・火の三元素は，目に見える ( すなわち，sat である)。風と虚空は目に見えない，すなわち，
asat である)
118 pauskare brahmasadane
Cs. pauskare,
hrdayapundarı̄kasthe
brahmasadane, hrdayapratyagrūpena
sthite mayi sac ca tyac ca
.
..
.
.
.
¯
aveśitam
iti m¯am
. satyam
. vidur ity arthah. / (paus.kare，すなわち，心臓の蓮華にある，brahmasadane ブラフマー神の座所に，すなわ
ち，心臓において個我の姿として存在する余に，sat と tyat は入ったので，m¯am
. satyam
. viduh. ，余を sat-tyam 真実と，知った，とい
う意味である)
119 sattvat
¯
Cs. sattv¯at, sattv¯adigunat
. ¯ / (sattv¯at とは，サットヴァなどのグナから，という意味である)
120 sattvam vai
Cs. sattvam
.
. , pr¯an.ij¯atam / (sattvam とは，誕生した生き物は，という意味である)
121 P. janman¯ıh¯
abhavat B.,K.: janman¯ıh¯abhavet Cp. ihajanmani, krsnavat¯
avasattvajñ¯anam,
. . . ¯ are, paurvikam
. n¯ar¯ayanabh¯
.
. ato ’ham
.
s¯atvata ity arthah. / (ihajanmani，すなわちクリシュナの権化において，paurvikam，すなわち，ナーラーヤナに存在したサットヴァの
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(13)

余を，果報を望まぬ行為に従事するサートヴァタと考えよ122 。余は，サートヴァタの認識によっ
て知られるサートヴァタであり，
『サートヴァットたちの主』である123 。

(14)

プリターの子よ，余は大きな黒い鉄となって，土地を耕す124 。余の色は黒いゆえに，余は『クリ
シュナ』である，アルジュナよ。

(15)

余によって，地は水たちと結合し125 ，虚空は風を結合し，風は火と結合した。それゆえ余は『ヴァ
イクンタ』である126 。

(16)

涅槃は最高の安楽であり127 ，最高のダルマであると言われる。余はかつてそれから逸脱したこと
がない。その行為によって余は『揺るがぬ者』(acyuta 不退) である。

(17)

地と空の両者は，世界すべてに行き渡っていることはよく知られている128 。両者を (それぞれに)
保つために，余をまさしく『アドークシャジャ』(世界軸の下に生まれた者) と129 (呼んだ)。

(18)

ヴェーダを知る人々130 ，そして言葉の意味を考察する人々は，余を，祭壇の前で『アドークシャ
ジャ』と131 声高に (niruktam) 讃えるのである。このことは確立している。

(19)

思いを同じくする132 最高の聖仙たちによって次の言葉が発せられた。
「威光あるナーラーヤナを除
いて，この世界には，アドークシャジャはいない。
」

´avat¯are,
¯
知識が (存在した)。それゆえ，余はサートヴァタである，という意味である) Cs. iha asmin māthure avirbh¯
ave, yaduvam
. s¯
me pūrvakah. pitāmahah. sātvatanāmā / tasya gotre jātatvāt sātvatah. / (iha，すなわち，この世のマトゥラーにおける出現において，す
なわち，ヤドゥ族の家系の降誕において，余にはサートヴァタという名の以前の祖先がいた。その家系に誕生した故に，余はサート
ヴァタである)
122 P. nirā´ıhkarmasamyuktam
s¯ .
a´ıh. karmasamyuktah
.
. s¯atvatam
. prakalpaya B.,K.: nir¯s¯
.
. s¯atvata´s c¯apy akalmas. ah.
. m¯am
123 P. satvatah
¯
¯ iti satvatah
¯
. s¯atvat¯am
. patih. B.,K.: sattvatam
.
124 krs¯
mah¯an Cf.Gonda[1069]: regarding the weapons of God Visn
. . ami medin¯ım
. p¯artha bh¯utv¯a k¯ars. nayaso
.¯
. . u, “In the curious
stanza, Mbh.12,342,79 (=MBh.XII.330.14) thegod describes himself as tilling the earth and consisting of blach metal (iron)”, p.100.4.
125 may¯
a samslesit¯
. ´ . a bh¯umir adbhir Cs. samslesit¯
. ´ . a, paraspar¯adh¯aren.a sth¯apit¯a / (samslesit¯
. ´ . a とは，(神が) 互いを支えることによっ
て存立させられた，という意味である)
126 vaikunthatvam tato mama
Ca. sam
..
.
. ghat.t.ayati bhūtajātasargam
. ca śaktitayeti vikun.t.hatve samartha iti vaikun.t.hah. / (元素より生
じた創造物を，能力に応じて結合せしめる，というように，ヴィクンタ (浸透) 性における能力があるので，ヴァイクンタと言われる)
Cp. vigatā kun.t.hā, asāmarthyam
. yasyeti vikun.thah
. . / vikun.t.ha eva vaikun.t.hah. / svārthe taddhitah. / (kun.t.ā 愚かさ，すなわち，無能力
を，vigatā 去ったものが，ヴィクンタである。ヴァイクンタはヴィクンタに他ならない。その語自体の意味において taddhita 接辞 (を
もつ二次的派生名詞) は用いられるのである)
127 P. nirvan
¯ . am
B.,K.: nirv¯anam
. paramam
. saukhyam
.
. . paramam
. brahma
128 P. vi´srute vi´svalaukike
B.,K.: vi´srute vi´svatomukhe
129 m¯
´
¯ apr.thivyau / te aks.itum
am adhoks. ajam añjas¯a Ca. na sakyete
dh¯arayitum iti adho, dyav¯
. , ghat.ayitum
. , j¯ata ity adhoks. ajah. / (こ
の両者は，支えさせる (dh) ことができないことから，a-dhas と言われる。それは，すなわち，天と地である。この両者を，aks.itum，
と言われる)
すなわち，結合するために，j¯atah. 生まれた，ので，adhoksaja
.
130 niruktam vedaviduso ye ca
この詩節の冒頭の語である niruktam とそれに続く語との関係がはっきりしない。Deussen, 中村
.
.
[2000] は，この語を前詩節の述語的働きをもつものとして捉えている。(Deussen: p.813, v.83; 中村 [2000]: p.985, v.83) Esnoul[1979]
は，niruktam に続く vedavidus.o と関係づけて「語源を知るヴェーダに通じた人々は」と解している。(p.161, v.83) Ganguli の訳は，
はっきりしない。(p.165.14)
131 prāgvamse
adhoks.aja iti
Cv.
aks.ajam aks.ajanitam
.´
. jñānam adhah. yasmād iti vyutpattyā / yadvā
b¯umisthitabh¯umy¯akhyalaks. m¯ır¯upavat, vyomni sthita´sr¯ıdevy¯akhyalaks. m¯ır¯upavac ca, svapras¯ad¯ad vin¯a sarvath¯a adrst
. ..atv¯ad v¯a
adhoks.ajah. / ((この語は) aks.ajam とは，目に生じた知識であり，adhas，すなわち，それよりも下に，という語源的説明によって
いる。あるいは，地にあって地と呼ばれるラクシュミーの姿のごとく，空にあって聖なる女神と呼ばれるラクシュミーの姿のごと
Sandhi irregular: pr¯agvamse
く，自身の恩寵なしには，まったく眼に見えない (adr.s.t.a) ので，adhoks.aja と言われる)
. ´ adhoks. aja
Cf.Oberlies[Grammar]: 1.1.5. Absence of abhinihita-sandhi, 1.1.5.1. -e a-, p.20.2.
132 P.,K.: ekamatair
B. ekapadair Ca. ekap¯adaih., ekapadasy¯atmanah. / (ekap¯adaih.とは，一つの語の，すなわち，アートマンの (見
者たちによって)(?)，という意味である)
Cn. ekapadaih. pr.thakpadaih. / (ekap¯adaih.とは，別々の言葉によって，という意味であ
る) Cv. ekamataih.,
ekaikamatapravartakaih. / (ekamataih.とは, それぞれの考えを進める者たちによって，という意味である)
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(20)

余の光の乳酪 (ghr.ta) は133 ，世界において人々の命を保つものである134 。揺ぎなきヴェーダの智
者たちによって，余は『グリタアルチ』(乳酪の光) と称賛された。

(21)

(身体には) 三要素 (dhātu) があると説かれているが，それらは行為によって生じた135 と伝えられ
ている。(三要素とは) 胆汁，粘液，体風である。これ (es.a 身体) はその集合であると言われる136 。

(22)

人はこれら (の三要素) によって維持され，これらが滅すると滅する137 。それゆえアーユルヴェー
ダを知る人々は138 ，余を『トリダートゥ』(三要素) と139 呼ぶのである。

(23)

バーラタ族の者よ，もろもろの世界では，至尊のダルマはヴリシャ (牡牛) と呼ばれている。余を
『ヴェーダ語彙』(Nighan.t.u) の言葉に述べられた『最高のヴリシャ』と知れ。

(24)

猿，最上の猪，ダルマは，ヴリシャ (雄々しいもの) と言われる。それゆえ創生主カシュヤパは余
を『ヴリシャーカピ』(牡猿)140 と呼んだ。

(25)

神々もアスラたちも，余の始まり・中間・終りを決して知ることはない141 。(CF.MBh.XII.327.89a)
力あり，偏在し，世界の観察者たる余は，
『アナーディ』(始まりなき者)，
『アマディヤ』(中間なき
142
者)，
『アナンタ』(終りなき者) として詠われるのである。(韻律: Bhujam
. gapray¯ata )

(26)

余は，この世では，もろもろの清浄な聞くに価することを聞くのである，富を得る者よ。余は，悪
しきことどもを聞くことはない。それゆえ余は，
『シュチシュラヴァス』(清浄を聞く者)(と呼ばれる
の) である。

(27)

余はかつて，天眼をもつ143 一角の猪となって144 ，この大地を持ち上げた。それゆえ余は，
『エー
カシュリンガ』(一角)(と呼ばれるの) である。

(28)

そして，三つの隆肉をもつ145 猪の姿をとった。それゆえ，その体の形状に基づいて『トリカクド』

(三つ瘤の者) と呼ばれるのである。
133 ghrtam

´ . ah. / (光の乳酪は成長させるものである，と補われる) Cv. yadv¯a,
. . mam¯arcis.o Cn. arcis.ah. ghr.tam
. , vardhakam iti ses
¯ . ah. santi / (あるいは) 牛の乳酪は黄金の色をもつから，私の乳酪は光である。)
goghr.tasya suvarn.avarn.atv¯at ghr. tam
. mama arcis
134 jant¯
un¯am
aran. am Cp. jant¯un¯am
. pr¯anadh¯
.
. j¯ıv¯an¯am
. pr¯an. adh¯aranartham
.¯
. y¯a mam¯arcih,
. t¯am
. ghr. tena vardhayate ity arthah. /
(jant¯un¯am, すなわち，生きている者たちの，命を維持するための私の光は，乳酪によって増大するのである)
135 karmajā
¯ ah
¯ . iti yavat
¯
¯ . とは，余の意志より生じた，ということである)
Cs. karmaj¯ah. matsamkalpajat
/ (karmajah
.
136 pittam sles
¯
p.12.2.
. ghāta ucyate Cf.Hopkins[Great Epic]: ucyate, a direct citation, according to Ayurvedin,
. ´ . m¯a, vāyu´s ca ea. sam
Sandhi irregular: ca esa
Cf.Oberlies[Grammar]: 1.1.2. Absence of praślista-sandhi,
1.1.2.4. -a/¯a e-, p.12.12.
..
.
137 etaih ksı̄naiś ca ksı̄yate (b 句)
Cf.Hopkins[Great Epic]: ca ks.ı̄yate, the syllable remains light before cch and ks. and dv, this
. .
.
licence may be assumed for the later epic style, p.243.23.
138 ayurvedavidas
¯
¯
Cf.Hopkins[Great Epic]: Ayurvedin,
p.12.2, fn.1.
139 tridhatum
¯ . m¯am
Cn. trayo dh¯atava up¯adhibh¯ut¯ah. santi asya iti tridh¯atuh. / (tridh¯atuh. とは，(相互に) 限定する者となって存在し
.
ている三種の要素をもつ者である)
140 vrsakapim
Cv. a¯ samant¯at, kam
..¯
. / (vrsakapih
..¯
. は，a¯ ，すなわち，すべて
. duhkham
.
. pinastıti
. jalam,
. p¯ayayati / akam
.
..¯
..¯ v¯a vrsakapih
に，kam
すなわち，水を，飲ませる
(p¯
ayayati)
から，あるいは、
akam
，すなわち，苦を，滅する
(pinas
t
であると
.
.
..¯
. .i) から，vrsakapi
¯
and Vis.n.u, “kapi- denotes the foremost of the boars and Dharma is otherwise
言われる) Gonda[1969]: identiﬁcation of Vr.ks.akapi
known by the name of vrsa-,
. . p.153.25.
141 P.,B.: kadācid vidante surāś cāsurāś ca
K. kadācid vimante dvijā me surāś ca
142 Cf.Hopkins[Great Epic]: Bhujamgaprayāta, a jagatı̄, appearing in the middle of the chapter, p.324.1.
.
143 P. divyadarsanah
´
. B.,K.: nandivardhanah.
144 eka´srngah
. ˙ . pur¯a bh¯utv¯a Cs. eka´srngah
. ˙ . , ekadams
. . t.rah. / (eka´srngah
. ˙ . とは，一本の牙をもつ，という意味である)
145 trikakudo v¯
ar¯aham
s¯ . skandhapotradam
. r¯upam Cn. trikakudadh., tr¯ın.i kakud¯ani, uccaprade´ah
. s.t.r¯a yasya / (trikakudadh.とは，三
´ ırasya trisu
つの瘤，すなわち盛り上がった部分，すなわち，肩・鼻・牙を，もつものである) Cs. trikakudah. , sar¯
. prade´sesu,
.
´ ..thatarah. / (trikakudah.とは，身体の三つの部分において，すなわち口・肩・体において，より美しい，とい
¯ . u, sres
mukhaskandhakayes
´
ule ca trayah. kakudah. , carm¯avr. tapr.s.t.hasth¯ul¯avayav¯ah. yasya sa tathoktah. / (二本の牙，そして頭
う意味である) Cv. bhujadvaye sirom¯
部のつけ根に，三つの隆肉，すなわち，皮で覆われた背の大きな部分 (?) をもつ者が，そのように言われている)
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(29)

カピラの知識を考察する者たちによって146『ヴィリンチャ』と呼ばれる147 創生主こそが，余であ
る。余は心によって (cetanāt) すべての世界を創造したのである。

(30)

確固とした確信をもつサーンキヤの師匠たちは，学問を友とし，太陽にいる永遠なる余を，
『カピ
ラ』と言った148 。

(31)

この威厳があり，ヴェーダにおいて149 讃えられ，ヨーガ行者たちによって (yogaih.) 常に礼拝され
る『ヒラニヤガルバ』(黄金の胎児) こそが余であり，威光ある者と伝えられている150 。

(32)

ヴェーダを知る人々は，余を二十一の支派をもつ151『リグ・ヴェーダ』であると言い，千の支派
をもつ『サーマ・ヴェーダ』であると讃える。余に信愛をもつ得難きバラモンたちも，アーラニヤ
カにおいて，(余を) 詠った152 。

(33)

五十六と八と三十七の支派が存在する『ヤジュル・ヴェーダ』は余であると，アドヴァルユ祭官
において伝えられている。

(34)

アタルヴァ・ヴェーダを知るバラモンたちは，余を，五つの儀軌をもち153 もろもろの呪術によっ
て強められた『アタルヴァ・ヴェーダ』であると考えた。

(35)

種々の (ヴェーダの) 支派，もろもろの支派における讃歌，音調・音節・発声はすべて余の創造で
あると知れ。

(36)

恩恵を与えるものとして，北方で (乳海より) 起ち上がった『馬頭』
，それは，プリターの子よ，(語
の) 順序と綴りによる (ヴェーダの) 区分を知る (kramāks.aravibhāgavit) 余である。

(37)

ラーマによって教示された道に従い154 ，余の恩寵によって，偉大なパンチャーラの子孫（ガーラ
ヴァ仙）は，その永遠の存在 (である馬頭) からヴェーダ吟誦法 (krama) を得た。バービラヴィヤ家
系の彼が，最初の吟誦法の通暁者として155 輝いたのである。

146 P.kapilajñānacintakaih

. jñānacintaih.
. B. kāpilajñānacintakaih. K. kāpilam
viriñca iti yah. proktah. B.,K.: viriñca iti yat proktam
Cn. viśesena
tattvānām
.
.
. parisamkhyānākhyam
.
. pravilayam
.
. . rinakti,
karotı̄ti viriñcah. / (viśes.ena 特に，rin.cati 空にする，すなわち，諸原理として列挙されたものの全体を消滅させるので，viriñca と言わ
れる)
148 kapilam pr¯
. ahur Cv. kam
. moksasukham
. pibanty aneneti kapitvam
. jñ¯anam
. , tevala (? tena lah)
. sam¯anah. kapilah. / (kam，すなわ
.
ち，解脱の安楽を，これによって人々が飲むのが，kapitvam，すなわち，知識である。それと，la，すなわち，等しいものが， kapila
である)
149 P. esa yas´ chandasi
˙ abhim¯
¯
¯ bhuvi catrumukhah. / (chandasi(の
B.,K.: es.a chandasi Cn. chandasi samas.t.iling
anı̄ s¯utr¯atma,
.
chandas) とは，集成という特徴を誇りとし，経を本質とし，地上において四つの顔をもつ者である)
150 P.,K.: sa ev¯
aham
. vibhuh. smr. tah. B. sa ev¯aham
. bhuvi smr. tah.
151 P. ekavim´sati´ak
s¯ ham
B.,K.: ekavimsatis¯
Cf.Hopkins[Great Epic]: in numerical analysis, the Rig Veda is said to
.
.
.
. ´ ahasram
“have twenty-one thousand” (probably “twenty-one branches”) , Sāma Veda “one thousand branches”, Yajur Veda “ﬁfty-six and eigth
and thirty-seven (one hundred and one) branches”, p.5.3ff.
152 gāyanty aran
¯ .
¯ . yake viprā Cf.Hopkins[Great Epic]: Aranyakas,
rare mention in the epic, here the singular, p.9.5.
153 pañcakalpam
´antikalpam / (pañcakalpam
¯ngirasakalpam
Cp. pañcakalpam, naksatrakalpam,
vait¯
anakalpam
.
. , samhit¯
. akalpam
. , a˙
. , s¯
.
とは，天体の儀軌，三聖火祭の儀軌，集成の儀軌，アンギラスの儀軌，寂静の儀軌である)
154 P.,K.: r¯
am¯ade´sitam¯argena
B. v¯am¯ade´sitam¯argen.a Cs. r¯am¯ade´sitam¯argena,
ıv¯ar¯adhanaprak¯aren.a /
.
. j¯amadagnyopadis. tahayagr¯
.
´
¯ ade
¯ sitam¯
(ram
argen. a とは，ジャーマド・アグニによって示された馬頭を礼拝する手段によって，という意味である)
155 P. prathamah kramap¯
aragah. B.,K.: prathamam
.
. kramap¯aragah. Cf.Hopkins[1899]: krama, G¯alava, B¯abhravyagotra, P¯añc¯ala,
the grammarian, through the especial grace of the deity (who is kramāksravhibhāgavit
(v.36d)), and being instructed in the method of
.
vāma(deva), became a shining light as a krama specialist, p.27.3; [Great Epic]:, p.5, fn.1.
147 P.
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ナーラーヤナから恩恵を得て，比類なきヨーガに達して，ヴェーダ吟誦法 (krama) を修め，音韻

(38)

´ . ā) を確立した後に，かのガーラヴァ仙は (輝いたのである)。
学 (siks
カンダリーカ家系の156 光輝あるブラフマダッタ王は，誕生と死より生じる苦しみを何度も何度も

(39)

想起した後，多くの誕生における卓越性のために157 ，もろもろのヨーガの完成に到達した。
プリタ－の子よ，かつて余は，ある理由で，ダルマの息子として世に現われた。それゆえ，クル

(40)

族の虎よ，余は『ダルマジャ』(ダルマより生まれた者) と伝えられている。
かつてナラとナーラーヤナは不滅の苦行を行った。両者は，ガンダマーダナ山において，ダルマという

(41)

乗物 (dharmayāna) に乗った。(Cf. 松原 [1995]: ナラ・ナーラーヤナとルドラの戦闘, MBh.XII.330.41

71, p.130.19)
ちょうどこの時期にダクシャの祭式があった。ダクシャはルドラの取り分を用意しなかったので

(42)

ある，バーラタ族の者よ。
このため (ルドラは)，ダディーチ仙の忠告に従い，ダクシャの祭式を破壊した。彼は，怒って，

(43)

燃えている槍を何度も投げ込んだのである。
その槍は，ダクシャの祭式を完全に灰にした後，突然，我々両者の近くのバダリーの隠棲処に158 飛

(44)

んで行き，大変な勢いでナーラーヤナの胸に刺さったのである，プリターの子よ。
そして自身の熱に入り込まれた159 ナーラーヤナの髪は，ムンジャ草の色になった。そのため余は

(45)

『ムンジャケーシャヴァット』(ムンジャ草の髪をもつ者)(と言われるの) である。
ナーラーヤナに命中したその槍は，偉大な神によって，
「フム」と言う音声によって押し戻されて，

(46)

シャンカラ (ルドラ) の手に戻った。
するとルドラは熱力をそなえた彼の二人の聖仙に向かって走った。すると宇宙の本性であるナー

(47)

ラーヤナは，走ってきた160 彼の頚を片手で掴んだ。このために，ルドラは青い頚をもつのである161 。
そこでナラはルドラを殺すために一本の葦をつかんだ162 。そして，もろもろの呪文を唱えると，

(48)

それはすぐに大きな斧となった。
斧は，すぐにルドラに163 投げつけられたが，粉々になった。それゆえ余は，斧の破砕のために，

(49)

『カンダパラシュ』(破砕された斧をもつ者) と伝えられている164
156 P.,B.:

kan.dar¯
. . ıka iti kulan¯ama / (kand
. . ar¯ıkah. とは，家系の名である)
. ıko K. pun.dar¯
. ıko N. kandar¯
. mukhyatv¯at Cf.Hopkins[1902]: sapta, standing for saptasu, used in the indeﬁnite sense of ”many”, p.113.5, 12;
Oberlies[Grammar]: endingless cardinals, p.126,fn.2.
158 badaryāśramam antikāt
Cf.Matsubara[1994]: Nārāyana,
. regarded as an incarnation of Visnu
. . in the hermitage of Badarı̄,
pp.129.4, 146, Reference No.36.
159 P. tatah svatejas¯
avis. tah
.
. ¯ . B. tatas tattejas¯avistah
. . ¯ . K. tat tasya tejasāvis. tah
.¯ .
160 samuddh¯
utam
Cn. samuddh¯utam,
.
. ud.dıy¯
. ¯ agatam / (samuddh¯utam とは，飛んでやって来た，という意味である)
161 ten¯
´
asya sitikan
. t.hā Cf.Gonda [1970]: śitikan..tha, p.14.3, note 113.
162 P. jagrhe narah
.
. B.,K.: nara uddharan
163 P. rudre
B.,K.: tena
164 K. はこの詩節の後に，次の 4 行を挿入している。(=MBh.XII.881*)
157 saptaj¯
atisu
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アルジュナは言った。

(50)

ヴリシュニ族の者 (クリシュナ) よ，この三界を撹拌する165 戦いにおいて，誰が勝利したのです
か。このことを私に語って下さい，人々を苦しめる者よ。

聖なる至尊者は言った。

(51)

このルドラとナーラーヤナ自身が接近して戦う戦いにおいて，たちまちに全世界はすべて166 大混
乱になった。

(52)

火は，もろもろの祭式において美しく正しく供えられた供物を取らなかった。もろもろのヴェー
ダは，清められた心の聖仙たちに対しても167 輝かなかった。

(53)

その時には，神々にはラジャスとタマスとが行き渡った。大地は震動し，そして空は裂けた。

(54)

もろもろの光は輝きを失い，ブラフマー神は座から落ちた168 。海は干上がり，ヒマラヤ山は砕
けた。

(55)

このような (悪しき) 前兆 (nimitta) が生じたので，パーンドゥ王の息子よ，ブラフマー神はすぐ
に，神々の群と偉大な聖仙たちに囲まれて，戦いが起こっている場所にやって来た。

(56)

四つの顔をもち，言葉では言い表せない169 ブラフマー神は，合掌して，ルドラに言った。
「もろ
もろの世界に吉祥あるべし。一切の支配者よ，世界の安寧のためにもろもろの武器を置け。

(57)

不滅のもの，未顕現のもの，支配者，世界の創造者，不動のもの，行為者，対立なき者，非行為
者 (akartr.)170 として知られるもの，

(58)

顕現の状態に至ったそのものの，これが吉祥にして唯一の姿である171 。ナラとナーラーヤナとし
てダルマの家系を継ぐ子孫として誕生したのである。

(59)

大苦行を行い，最上の神として，偉大な誓約をもって (誕生したのである)。余は，ある理由によっ
て172 ，彼の恩寵によって生まれた。そして汝は，原初の世界創造において，永遠の存在として，(彼
のシヴァの) 怒りから生じたのである。

rudrasya bhāgam
. pradadur bhāgam ucchesan
. punah. /
. . am
(神々はルドラに取り分を与えた。残余こそが取り分である。)
´
srutir
apy atra bhavati vedair uktas tathā punah. /
(この点について天啓聖典も存在する。もろもろのヴェーダによってやはり同様に言われている。)
ucchesanabh¯
ago vai rudras tasyocchesan
. .
. . ena hotavyam
¯ . a tad¯a //
iti sarve gamyarupen
(ルドラは残余を取り分とする。ルドラには残余が捧げられるべきである。このようにして (iti)，その時，すべての神々は，
願わしい形 (の取り分) が (捧げられる))。
165 P. trailokyamathane
B.,K.: tailokya´smane
166 P. krtsn¯
¯ tad¯abhavat
. a lok¯ah. sarve ’bhavam
. s tad¯a B.,K.: krtsn¯
. ah. sarve lokas
167 sma rsınam
Cf.Oberlies[Grammar]: 1.1.2. Absence of praślist
. . ¯. ¯ .
. . ¯ . ¯ . bh¯avit¯atman¯am Sandhi irregular: sma rsınam
.. a-sandhi, 1.1.2.3
-a/¯a r. -, p.9.12)
168 P. caivāsanāc cyutah
. B.,K.: caivāsanacyutah.
169 caturvaktro niruktagah
. Cf.MBh.XII.326.47 Hopkins は，’niruktagah.と読むことを提示している。(Hopkins[Great Epic], p.14,
fn.2)
170 akartā
Cf.Matsubara[1994]: the supreme God is akartr,
. pp.69.1, 105 Reference No.3.
171 asya eka
¯ murtir
¯
Sandhi irregular: asya ekā Cf.Oberlies[Grammar]: 1.1.2. Absence of praślis. .ta-sandhi, 1.1.2.4. -a/ā e-,
p.12.12.
172 P. kasmim´scit k¯
´
¯
aran.antare
B.,K.: kutascit
.
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(60)

余は神々と偉大な聖仙と共に (汝に) 恩恵を与えるであろう。すぐに静まるべし。すぐにでももろ
もろの世界の平安があるべし。
」

(61)

ルドラは，ブラフマー神によってこのように言われて，怒りの火を消した。そしてルドラは威光
ある神ナーラーヤナに満足し，最初にして最上の神，恩恵を与えるハリ (ナーラーヤナ) に保護を求
めたのである。

(62)

それから，恩恵を与える神は，怒りを抑え，感官を制御し，満足して，ルドラと和を結んだ。

(63)

聖仙たちによって，ブラフマー神によって，そして神々によって正しく礼拝された世界の支配者
ハリは，(神々を) 支配する神 (ルドラ) に言った。

(64)

「汝を知る者は余を知る。汝に従う者は余に従う173 。我々二人には何の相違もない。汝はこれと
は異なる考えをもってはならない。(Cf.MBh.XII.328.23)

(65)

今日以後は，(汝の) 槍でつけられたこの印は，
『シュリーヴァツァ』(吉祥の卍字) とならねばなら
ぬ174 。汝は，余の手で印づけられた『シュリーカンタ』(吉祥な頚をもつ者) となるであろう」
。

(66)

このように互いに印をつけ175 ，比類なき友誼を結んでルドラと結びついた二人の聖仙は，神々を
帰らせて，心乱さず苦行を行った。

(67)

このように，この戦いにおけるナーラーヤナの勝利が汝に語られた，プリターの子よ。聖仙たち
によって語られたもろもろの秘密の名前と由来とが，ここで，汝に語られたのである，バーラタ族
の者よ。

(68)

このように余は，多くの姿をとってこの大地を行くのである。そしてブラフマンの世界を，永遠
の「牛の世界 (goloka)」を行くのである，クンティーの子よ。汝は，戦いにおいては余に守護され，
偉大な勝利を得た。

(69)

戦いが起こった時 (yuddhe sampratyupasthite)
，汝の前を行く者，それを捲き髪の神，神々の神た
.
るルドラと知れ，クンティーの子よ。

(70)

彼は (余の) 怒りから生じた「時」(k¯ala) であると，余は汝に語った。かつて汝が殺した敵どもは，
まさしく彼によって殺されたのである。

(71)

この威光量り知れない神々の神，ウマーの夫，一切の支配者である，不変のハラを恭しく礼拝せ
よ176 。

173 yas tvam vetti sa mām vetti yas tvām anu sa mām anu /
Cf.MBh.III.13.38 (identiﬁcation of Kr.s.n.a and Arjuna); Hopkins[Great
.
.
Epic]: identiﬁcation of Vis. n.u and Rudra, p.184.fn.2.
174 adyaprabhrti śrı̄vatsah
.
. Cf.MBh.XII.329.42; Hopkins[Great Epic]: ＿ ＿ ∪ ∪ ＿ , ＿ ＿ ＿ , Illustrations of Epic Çloka Forms,
(perhaps pathyā), p.453, No.26.
175 B.,K. はこの詩節の前に，sr
´ ¯ıbhagav¯an uv¯aca を挿入している。
176 B.,K. はこの後に次の 2 行を挿入している。(=MBh.XII.882*)
yas´ ca (882* yah. sa) te kathitah. p¯urvam
. krodhajeti punah. punah. /
(かつて汝に「(余の) 怒りから生まれた」と繰り返し語った者，)
tasya prabh¯ava ev¯agre yac chrutam
. te dhanam
. jaya /
(その者の威力を汝は以前聞いたのである，財を勝ち取る者よ。)

（2018年 1月11日
（2018年 3月26日
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