Shinshu University Journal of Educational Research and Practice，No.8，pp.215-234，2015
信州大学教育学部研究論集 第8号 pp.215-234 2015年
<翻 訳>

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

茂木秀淳

信州大学教育学部

キーワード：プルシャ，第二十六，ダルマ，ブラフマン，プラクリティ
[295 章]2 (B.307 章, C.11418-11465, K.312 章)
ヴァシシュタ仙は言った。

(1)

これまでサーンキヤの教義を汝に語った, すぐれた王よ。しかし今や私から知 (vidyā)
と無知 (avidyā) について順序正しく聞くべし。(Cf.Johnston[1937]: aks.ara in connec-

tion with vidyā, p.77.6)
(2)

創造と帰滅の性質をもつ未顕現は無知であり，創造と帰滅を離れた第二十五は知で
ある3 と人々は言った4 。(Cf.Hopkins[Great Epic]: avidyām āhur avyaktam
. , p.136.28)

(3)

相互に無知 (であること)5 ，これを順序に従って聞くべし。このサーンキヤの教説
を6 聖仙たちによって，親愛なる者よ，述べられた通りに (聞くべし)。

(4)

あらゆる行為器官にとって知覚器官が知である，と伝えられている7 。そしてもろ
もろの知覚器官にとって，特殊化したものたちが (知である)，というのが我々の伝承
である。

1 本稿は『叙事詩の宗教哲学— Moksadharma-parvan 和訳研究 (XXXV)—』(信州大学教育学部研究紀論集第 8
.
号 (本号)) に続くものである。略号などは前稿参照。なお本号でのみ用いるものは下記のとおりである。

• Long[1980]: J.Bruce Long, The Concepts of Human Action and Rebirth in the Mahābhārata, Karma and
Rebirth in Classsical Indian Traditions, ed by Wendy Doniger O’Flaherty, University of California Press,
Berkeley-Los Angeles-London, 1980, pp.38-60.
• Apte: V.M.Apte, The Practical Sanskrit-English Dictionary, Poona, 1957, Reprinted in Kyoto, 1978.
• 中村 [2000]: 中村了昭「マハーバーラタの哲学 解脱法品原典解明」(下) 平楽寺書店 2000.
2 この章には，第

3 − 8 詩節を除き，Edgerton の英訳がある。Cf.Edgerton[1965]: pp.313-316.
sargapralayanirmuktam
. vidyām
. vai pac̃avim
. śakam B. sargapralayanirmuktām
. vidyām
. vai pac̃avim
. śakah.
K. sargapralayanirmukto vidyo vai pac̃avim
. śakah.
4 このあとに K. は以下の行を挿入している。
ekatvam
. ca bahutvam
. ca prakr.ter anu tattvavit /
(真理を知る者 (第二十五) には，プラクリティに従って，単一性と多数性とがある)
5 P. parasparam avidyām vai
B. parasparasya vidyām
.
. vai K. parasparam
. tu vidyām
. vai
6 P.,K.: sāmkhyasyāsya nidarśanam
B. sām
.
. khyasyābhinidarśanam Cs. nidarśnam
. , niścitam
. jñānam /
(nidarśnam とは，確定的な知識である)
7 karmendriyānām sarvesām vidyā buddhı̄ndriyam smrtam
Ca. karmendriyāpeks.ayā buddhı̄ndriyān.ām
.
.
. prakā. .
. .
śakatvāt tadapeks.ayā tes.ām
. vidyātvam / (行為器官に関して，もろもろの知覚器官は照明するものであるから，それ
(知覚器官) に依存することによって，それら (行為器官) には知の性質がある) Cv. vidyāsādhanatvāt vidyā / (vidyā
は，知の達成手段であるからである)
3 P.
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(5)

その特殊化したものたちにとって，思考器官 (manas) が知である8 ，と賢者たちは
言った。思考器官にとっては，五元素が知であると言われる (abhicaks.ate)。

(6)

自我意識が9 五元素の (知である)。この点に疑いはない。そして自我意識にとって
は統覚が10 知である，人々の王よ。

(7)

統覚にとって11 ，未顕現であり，もろもろの原理の最高の支配者である12 プラクリ
ティが知であると知られるべきである。そしてこれが最高の規定 (vidhi) であると伝
えられている。

(8)

未顕現にとっては最高の第二十五が知である，と人々は言った。一切の知識にとって，
一切の知識の対象 (jñeyam) が (知である) 13 ，と言われている，王よ。(Cf.Hopkins[Great

Epic]: the twenty-fifth, Purus.a, identified with vidyā, p.106.20)
(9)

未顕現は知識であり, 第二十五は知識の対象である14 と言われている。同様に，未
顕現は知識であり，第二十五は認識者 (vijñātr.) である。(Cf.MBh.XII.294.39, Edger-

ton[1965]: nature of knowledge, p.311,fn.1)
(10)

知と無知の真実の意味を15 ，特に汝に対して私は述べた16 。今や，不滅 (aks.ara) と
滅 (ks.ara) と言われるもの，それを私から聞くべし。

(11)

この (プルシャとプラクリティの) 両者は滅であり，そしてこの両者は不滅 (naks.ara)
であると言われる17 。この理由を，知られたところに従って正しく18 述べるであろう。

(12)

この両者は無始無終であり，自在者と19 考えられる。知識を考察する人々によって

8 vidyām

Cv. vidyā, vidyāvis.ayatvād vidyā / (vidyā は，知の対象であるから知である)
Cs. aham
.
. kārah., tāmasāvidyā / (aham
. kārah.とは，タマスに属する無知である)
10 buddhir
Cn. buddhih., mahattattvam / (buddhi とは，「大」という原理である)
11 P.,K.: buddheh
. B. vidyā
12 P.,K.: parameśvaram
B. parameśvarı̄
13 sarvasya sarvam ity uktam jñeyam jñānasya
Cs. sarvam iti, idam
.
.
. sarvam
. yad ayam ātmeti (Br.had Upa.4.5.7)
śrutyā / (sarvam とは，このアートマンはこの世の一切である，という天啓聖典に基づいて言われている) Cs.
jñānasya sarvapramān.ajanyasya, jñeyam
. jñātavyam / (jñānasya，すなわち，あらゆる認識手段によって生ずべきもの
の，jñeyam，すなわち，知られるべきもの，という意味である)
14 P. jñeyam vai pañcavimśakam
B.,K.: jñeyo vai pañcavim
.
.
. śakah.
15 P.,B.: vidyāvidyārthatattvena
K. vidyāvidyārthitattvena Cn. vidyāvidyā, vidyāsahitā avidyā / arthatattvena,
yāthārthyena / (vidyāvidyā とは，知を伴った無知である。arthatattvena とは，対象のあるががままに，という意味
である) Cs. vidyāvidyārthatattvena, sārāsārayoh. svarūpayāthātmyena / (vidyāvidyārthatattvena とは，実体と非実
体の自身の姿の本性として，という意味である)
16 P. mayoktam
B.,K.: mayoktā
.
17 P. ubhāv etau ksarāv uktāv etau ca naksarau
B. ubhāv evāks.arāv uktāv ubhāv etāv anaks.arau K. ubhāv
.
.
etau ks.arāv uktāv ubhāv etau ks.arāks.arau Cp. lokadr.s.t.yā ubhayor api aks.aratvam
. , śāstradr.s.t.yā tūbyayor api
ks.aratvam / (世間的に見れば，両者は不滅であり，聖典によって見れば，両者とも滅である) naks.arau については，
Oberlies[Grammar]: pp.359-360, na-compounds 参照。
18 P. yathā khyātau tu tattvatah
. B. yāthātathyam
. tu jñānatah. K. yathākhyāto na jānatah.
19 ı̄śvarau
Cs. paramātmā niravadhikeśvarah., jı̄vas tu taddattasāmarthyād ı̄s.adı̄śvarah. / ı̄śo varo yasmād iti vā
ı̄śvarah. / (最高我は限定のない自在者である。しかし個我は，それによって与えられた能力による小自在者である。あ
るいは，それによってすぐれた (vara) 支配者 (ı̄śa) となる，ということからı̄śvara である)
9 ahamkāras
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(jñānacintakaih.)，この両者は原理 (tattva) という名称をもつ20 と言われている。
(13)

創造と帰滅の性質をもつ故に，人々は未顕現を不滅と言った。それは，グナ (gun.a
変異的存在) を創造するために，何度も変異するのである。

(14)

(プルシャとプラクリティはグナを) 相互に生じる21 。大などのもろもろのグナを支
配する故に22 ，かくして人々はその第二十五を田地と言った。

(15)

23
しかし (田地が?) グナの網を，未顕現のアートマンの中に投げると (sam
. ks.ipet) ，

第二十五はそれらもろもろのグナと共に帰滅する (vilı̄yate)。

(16)

もろもろのグナは，もろもろのグナの中に帰滅する24 。その時は，プラクリティが単
一なものとして存在するであろう。知田者もまた，息子よ，田地の中に25 帰滅する時，

(17)

その時，グナと名づけられた26 プラクリティは不滅性にいたる27 。そして，もろも
ろのグナに戻らないので28 ，ヴィデーハの王よ，グナのない状態にいたるのである。

(Cf.Johnston[1937]: the beginning of the classical doctrine of merging of subordinate
principles into prakr.ti, p.76.14ff)
(18)

このようにこの地田者は，田地の知識が消滅すると，本性としてグナを離れるので
ある29 ，と我々は聞いた。

20 tattvasamjñāv

ubhāv Cp. ekasya purus.asya svarūpasattayaiva tattvasam
.
. jñatvam, anyasya pradhānasya tattvādhyastatayā tattvam / (一方のプルシャは，本質の実在性によって，原理という名称をもつ。他方の第一原因は，原理
として想定されているので，原理である)
21 P. utpadyati parasparam
B. utpattiś ca parasparam B. utpadyante parasparāh.
22 P.,B.: adhisthānāt
K.: adhis.t.hānam
. Cn. parasparam adhis.t.hānāt, cicchāyām anavāpya na kevalā prakr.tir vā,
..
prakr.tirūpam upādhim anavāpya kevalah. purus.o vā mahadādı̄n sras.t.um utsahate, kim
. tu parasparānugrahen.aivety
arthah. / (parasparam adhis.t.hānāt とは，精神の影を得ることなく，プラクリティのみがあるいは，プラクリティの本
性である限定を得ることなく，プルシャのみが，大などを創造することができるのではない。そうではなくて，相互
に補助することによって，という意味である)
23 yadā tu gunajālam tad avyaktātmani samksipet
N. gun.ajālam
.
.
. .
. prakr.tyādi avyktātmani ahamanubhavāgocare
śuddhe brahman.i sam
. ks.ipet pravilāpayet yogı̄ / (gun.ajākam，すなわち，プラクリティなどを，avyaktātmani，すな
わち，私という経験を領域としない清浄なブラフマンの中に，sam
. ks.ipet，すなわち，ヨーガ行者が，消滅させると，
という意味である)
24 lı̄yante
Cp. upādhilaye purus.o ’pi lı̄na iva bhavatı̄ti kr.tvā purus.asya ks.aratvam / prakr.teś ca svābhinnakāryākāraks.aran.āt / (限定が消滅するとプルシャもまた消滅したかのごとく存在する，と考えて，プルシャは滅
する。プラクリティもまた，自分と異ならない結果の形象が消滅するために (滅する))
25 ksetre
Cs. ks.etre, ks.etropalaks.itacaitanymātre / Cv. ks.etre sam
. pralı̄yate, upacāyakarūpen.a / (ks.etre とは，
.
田地と呼ばれる精神のみの中に，という意味である)
Cv. ks.etre sam
. pralı̄yate, upacāyakarūpen.a prakr.ter bahir
āyāti / (ks.etre sam
. pralı̄yate とは，観察者 (? upacāyaka) の姿をとってプラクリティの外に達する，という意味であ
る)
26 P.,K.: gunasamjñitā
B. gun.asam
.
.
. śritā
27 tadāksaratvam prkrtir gacchate
B. は tadā ks.aratvam と読み，N. もその読みに沿った注釈を施している。
.
.
.
N. tadā prakr.tir api ks.aratvam
. vināśitvam
. gacchate / (その時には，原質もまた ks.aratva すなわち滅性に至る)
28 P. gunesu prativartanāt
B.,K.: gun.es.v aprativartanāt Edgerton も aprativartanāt の読みを採っている (Edger. .
ton[1965]: p.314,fn.1)。
Cn. dehagun.es.u
dehāśrites.u śrotrādis.u prativis.yam
tadabhāvāt / (dehagun.es.u とはすなわち，身体
. vartatam
.
に依存する耳などにおいて，対象ごとに存在すること，それがないので) Cp. prativartanāt gun.es.u mahadādis.u
prātikūlyena vartanāt / (prativartanāt とは，gun.es.u すなわち，大などにおいて，反対の順序によって存在する故に，
という意味である) Cs. aprativartanāt, asam
. sparśāt / (aprativartanāt とは，接触しないために，という意味である)
29 prakrtyā nirgunah
.
. . Cv. prakr.tyā nirgun.ah., na tu svato gun.arahitah. / (prakr.tyā nirgun.ah.とは，しかし自分から
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(19)

プラクリティはグナをもつと30 認識し，自分はグナをもたない (nirgun.atva) と (認
識する) 時，これ (知田者) は滅する者となる。

(20)

(知田者は) 覚醒して31 「私とこれとは異なる」と認識する時，プラクリティの忌避
によって32 清浄となる。

(21)

その時には，それ (地田者) は，別異性に至り，混合した性質に戻ることはないであ
ろう33 。それは，プラクリティと混り合うことなく，(プラクリティとは) 別のもので
あると34 知られるのである，王の中のインドラよ。

(22)

しかしプラクリティの35 グナの網から逃れ，この上なき見者を見る36 時，(知田者は，
それを) 見つつも悲しむことはないであろう37 。

(23)

「これまで私は何をしてきたのか38 。魚が無知のために網に39 入るかのように40 ，長
い間 (kālam) この人 (の身体) に41 従っている私は」
。

(24)

「私は，あたかも魚が水を (別のものではないと) 知ることによって42 この世界で43 (水
に) 從うかのように，迷妄のために，人 (の身体) から別の，そしてまた別の人 (の身

グナを離れるのではない，という意味である)
prakr.tyā は，
「プラクリティによって」か。また，nirgun.a は，
「物
質的性質を離れた」の意味か。
30 P.,B.: gunavatı̄m atha
K. gun.avatı̄ mithah.
.
31 buddhimān
Cp. buddhimān, śāstrāhitavivekajñānah. / (buddhimān とは，聖典に述べられた区別知をもつ，と
いう意味である)
32 prakrteh parivarjanāt
Cp. prakr.teh. parivarjanāt, prakr.teh. sakāśāt ks.aran.āt, ks.aro bhavatı̄ty arthah. / (prakr.teh.
. .
parivarjanāt とは，プラクリティが眼前で滅することから，滅する者である，という意味である)
33 P. tadaiso ’nyatvataam eti na ca miśratvam āvrajet
B. tadais.a tattvatām eti na cāpi miśratām
. vrajet K. tadais.ā
.
tv anyatām eti na ca miśratvatām
vrajet
Cn.
tattvatām
,
āropaśūnyatām
/
(tattvatām
とは，
(
他の性質の
) 付託を欠
.
.
いていることを，という意味である) Cs. miśratām
,
miśrātmakatām
,
brahmarūpātām
/
(miśratām
とは，混合を本
.
.
性とする状態に，すなわち，ブラフマンの姿に，という意味である)
34 P. namiśro ’nyaś ca
B. miśro hy anyaś ca K. miśro ’nanyaś ca Cf.Oberlies[Grammar]: na-compounds,
pp.359-360
35 prākrtam
Cs. prākr.tam
. .
. , manus.yo ’ham ity abhimāninam
. jugupsate, vijugupsate nindati / (prākr.tam とはすな
わち，
「私は人間である」と自分のことを考える者を，jugupsate とは，すなわち，嫌う，非難する，と同意語である)
36 paśyate cāparam paśyam
Cv. paśyate cāparam
.
.
. paśyam, aparam
. jı̄vād bhinnam
. , paśyatı̄ti paśyah., sarvajño
nārayan.ah., tam
. paśyati / (paśyate cāparam
. paśyam について，aparam とはすなわち，個我とは別のものである。
paśyati とは，paśyah.，すなわち，一切知者であるナーラーヤナ神が，それを見る，という意味である)
37 P. samjvaret
B. sam
.
. tyajet K. sam
. svajet
38 P.,B.: kim mayā krtam etāvad
K. kim aham
.
.
. kr.tavān evam
. K. はこの後以下の行を挿入している。
yadā matsyodakam
. jñānam anuvartitavām
. s tadā / (「魚と水 (は同一)」の知識に從う時)
39 jālam hi
Cn. jālam
.
. hi, jālam iva / (jālam
. hi とは，あたかも網に，という意味である)
40 P. anuvartitavāms tathā
B.,K.: anuvartitavān iha Cn. anuvartitavān, hradād hradam
.
. matsya iva dehād deham / (anuvartitavān とは，魚が湖から湖へと逃げるように，身体から身体に移る，という意味である)
41 imam janam
Cn. imam
.
. prākr.tam
. janam
. deham
. / (imam，すなわち，プラクリティに属する，janam，すなわ
ち，身体に) Cp. janam
. , jāyamānam
. śarı̄ram / (janam とは，誕生しつつある身体である)
42 udakajñānād
Ca. udakajñānāt, apr.thaktvena jñānāt / (udakajñānāt とは，(水は) 別のものではないと知ること
によって，という意味である) Cn. idam
. mama jı̄vanam iti jñānāt / (「これ (水) が私の命であるという認識によっ
て，という意味である)
43 P. iha
B.,K.: aham
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体) に44 つき従ってきた45 。
」

(25)

魚は無知ゆえに (網を) 水とは別であると考えない。それと同様に私は，無知のため
に，自分を (身体とは) 別であると考えなかった46 。

(26)

「無知な私が恥ずかしい。私は, 迷妄のため，人から別の人へ，そしてまた別の人
へと，繰り返し (輪廻に) 沈んだこの47 人の後につき従ってきた。
」

(27)

彼 (最高者) がここで友であるべし48 。彼と共に解脱に49 ，(彼との) 同一性，一体
性に達して，私はあるべき姿になるであろう。(Cf.Hopkins[Great Epic]: ayam atra

bandhuh., likeness with Lord-spirit, the twenty-sixth, in vv.27-40, p.133.30ff)
(28)

ここで私は (最高者との) 同一性を見るであろう。私はまさしく彼と似ている。実に

(hi) 彼には汚れがない。私は，明らかに50 彼のようである。
(29)

私は，無知による迷妄のため，執着をもつ知識なき者 (ajña) と共に活動してきた。
しかし私は，今からは (kālam imam
. tu) 執着なく存在するであろう。

(30)

私は，この時無知であったために，この女 (anayā) に支配された。(今後) 私は，ど
うして，上方，中間，下方の世界である彼女に住むことがあろうか。

(31)

この自惚れをもつ女 (プラクリティ) と51 ，私はどうしてここで共に住めようか。(共
に住むのは) 無知の状態から進むからである。今やこの私は確固としている52 。

(32)

この長い間の欺きのために，私は共に住まないであろう。なぜならば (yad dhi) 変
節なき私は (nirvikāra)，この変節する女によって53 欺かれていたからである。

44 anyam anyam janād janam

Ca. janāt, janyamānād dehād, janam / (janāt とは，生まれつつある身体から，janam
.
人に，という意味である) Cs. janāj janam
. , jı̄vāj jı̄vam / (janāj janam とは，個我から個我に，という意味である) Cv.
(reading anyam
. manye janājanam
. ) janam
. bandhujanam
. , ajanam
. dhanakanakādikam / janāś cetanāh., ajanāh. jad.āś ca
yasmāt tam
. paramātmānam
. vā / (janam とは，親戚の人であり，ajanāh.とは財産や金などである。あるいは janāh.と
は，意識であり，ajanāh.とは，物である。それらから，tam，すなわち，最高我は (別であると私は考える)，という
意味である)
45 P. anuvartitavān iha
B.,K.: anuvartitavān aham
46 vedmy aham
Cn. na vedmı̄ti naśabdānukars.en.a yojyam / (na vedmi というように，(d 句の vedmi に b 句の
nābhimanyate の) 先行する na の語の引き寄せによって，結びつけられる)
47 P.,B.: magnam imam
K. ajña imam
.
.
48 ayam atra bhaved bandhur
Cp. ayam
. , jagadı̄śvarah. / (ayam とは，世界の支配者を指している) ayam の解
釈として，Deussen: Dieser [Ātman] (p.631, v.27), Ganguli: The Supreme Soul (p.26.14) Edgerton[1965]: This
(true Self) (p.315, v.27)。
49 P. moksanam
B.,K.: me ks.amam
. .
50 P.,B.: vyaktam
K. ’vyaktam
51 P.,B.: samānayānayā ceha
K. samānayā na yāceha Cp. samānayā, mānena aham
. kāren.a saha vartamānayā /
(samānayā とは，māna，すなわち，自我意識，と共に活動している彼女と，という意味である)
52 esedānı̄m
. sandhi 規則によって分解すると es.ā idānı̄m となるが，そうすると，女性形 es.ā のため，文脈からはプ
.
ラクリティを指すことになり意味をなさない。es.a idānı̄m
. の double sandhi と考えられる。(Cf.Oberlies[Grammar]:
1.8 Double sandhi, 1.8.3, -e- < / -as i-/, p.35.8 N. es.edānı̄m iti pādapūran.ārthah. sandhih. / (es.edānı̄m は，詩節の
一行を満たすための連声である)
53 vikārayā
Cp. vikārayā, vikārasvarūpayā / (vikārayā とは，変異を本性とする者によって，という意味である)
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(33)

しかしこれはこの女の過失ではない。これは私の過失である。私が顔を背けて (こ
の女に) 近づき54 ，この女に執着したのである。

(34)

それゆえ，形なき私は多くの姿の55 形あるものたちの中に存在した。そして形なき
私が形をとった時に (mūrtātmā)，所有意識に (mamatvena) 襲われたのである。

(35)

プラクリティの悪しき所業のために56 ，この世界のそれぞれの母胎において，所有
意識なき私 (nirmamasya) が，所有意識によって何を為したか。もろもろの母胎に存
在し，知性をなくした心 (nas.t.asam
. jñena cetasā) によって，何を為したか。

(36)

この世では，この女と共になすべきことは私にはない。自我意識によって作られた
本性をもつこの女は，自らを多様にした後57 ，私をさらに (輪廻に) 結びつける58 。今
やこの私は覚醒し，所有意識もなく自我意識もない。

(37)

私は，常にこの女によって，自我意識を通して作られた本性をもつ所有意識を離れ，
この女を捨てて，病なき者に59 避難するであろう (sam
. śrayis.ye)。

(38)

私は，この者と等しくなるであろう。この意識なき女とは (等しく) ならないであろ
う。私はこの者と一緒になるのが適当であり，この女とは一体となることはないであ
ろう。このように最高者の認識によって第二十五は60 覚醒した。

(39)

滅を捨てて，病なき，不滅のものに結びつくべし61 。未顕現が顕現の性質をもつの
を62 見，グナなき者 (nirgun.am) がグナをもつ (sagun.a) のを見，グナなき者を第一と

54 parāṁukham upasthitah
. Ca. parāṅmukham
. , viparyayajñānam / (parāṅmukham とは，転倒した認識に，とい
う意味である) N. parāṅmukham
bahirmukham
.
. vis.ayam upasthitah. bhoktum udyukutah. /(parāṅmukham とは，顔
を外に向けて，対象を，upasthitah.，すなわち享受するために，結びついた，という意味である)
55 bahurūpāsu
Cs. bahurūpāsu, suranaratiryagādidehes.u / (bahurūpāsu とは，神・人・動物などの身体において，
という意味である)
56 P.,K.: prakrter anayatvena
B. prāk kr.tena mamatvena Cp. nayo jñānam, tacchūnyatvena / (nayah.とは，
.
知識であり，それを欠くことによって，という意味である)
57 ātmānam bahudhā krtvā
Cp. bahudhā, mahadādirūpen.a / (bahudhā とは，
「大」などの姿として，という意味
.
.
である) Cs. bahudhā kr.tvā, bahuvis.ayān dhyātvā / (bahudhā kr.tvā とは，多くの対象を瞑想して，という意味であ
る)
58 yunakti
Cp. yunakti, sam
. sāropabhogāya prerayati / (yunakti とは，輪廻の享受に駆り立てる，という意味で
ある)
59 nirāmayam
Cn. nirāmayam
. , nirdvandvam
. paramatmānam / (nirāmayam とは，対立物のない最高我に，とい
う意味である) Cp. paramānandasvarūpam / (最高の歓喜を本性とする者を，という意味である) 「病なき者に」か
ら，プルシャープラクリティとは別に第三の原理が存在すると考えられる。
60 pañcavimśo
Cv. supām
.
. sulug (Pān.ini.7.1.39) iti vacanāt pañcavim
. śah., pañcavim
. śasya / paramasam
. bodhād
iti sanbandhah. / (「格語尾の短縮形は，主格単数語尾 s であったり，消失していたりする」という言葉によって，
pañcavim
. śas の s という主格語尾は，pañcavim
. śasya の sya である。第二十五 の 最高の認識によって，というよ
うに繋がっている)
61 aksaratvam niyaccheta tyaktvā ksaram anāmayam
Cv. (reading tyaktvāks.aram anāmayam) anāmayam
.
.
.
.
jananamaran.ādyāmayarahitam
. paramāks.aram
. nārāyan.am
. tyaktvā tatprasādāt aks.aratvam amr.tatvam
. niyaccheta /
(anāmayam，すなわち，誕生・死などの病気を欠いている，最高の aks.aram，すなわちナーラーヤナに，tyaktvā，
おんちょう

すなわち，その 恩 寵 によって，aks.aratvam，すなわち，不死性に，niyaccheta 結びつくべし，という意味である。
62 P.,B.: vyaktadharmānam
K. vyaktakarmān.am
. .
.
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見て63 ，そのようになるのである64 ，ミティラーの王よ。
このように不滅と滅について，天啓聖典の教説のとおりに，知識を十全にそなえた

(40)

教説を，私は汝に説いた。
さらに私は汝に，疑いなく，微細な，覚醒した，そして (tathā) 汚れなき者につい

(41)

て語るであろう。それを伝承された通りに聞くべし。
私はサーンキヤとヨーガを二つの教義 (śāstra) の教示に基づいて述べた。サーンキ

(42)

ヤによって説かれた教義 (śāstra) こそがヨーガの見解 (darśana) である。
サーンキヤに従う人々の覚醒を生じる知識が，大地の主よ, そこには，弟子たちの

(43)

幸福のために明確に述べられている。
その教義は偉大である65 と，よき人々は言った。この (サーンキヤの) 教義には，ヨー

(44)

ガを行う人々にとっては，ある時は乳酪 (dadhi) があり，ある時は乳脂 (śara) がある66 。

(人は) 第二十五より上の原理を見ることはない67 ，人々の王よ。サーンキヤに従う

(45)

人々にとっての最高者は，そこで68 正しく述べられている。

(それらは) 原理として (tattvatah.)，覚醒した者，覚醒せぬ者，覚醒しつつある者で

(46)

ある69 (と述べられている)。覚醒しつつある者と覚醒した者とは，ヨーガの教義 (であ
63 P.,B.:

prathamam
K. paramam
Ca. prathamam, prathamapadam
. dr.s.t.vā
. dr.s.t.vā
. prādhānyaparam /
(prathamam とは，第一の位置，最も主要である，という意味である) Cn. prathamam, avyaktasya ādimam /
(prathamam とは，未顕現の第一番目，という意味である) Cs. dr.s.t.vā, ātmatattvenānubhūya / (dr.s.t.vā とは，アー
トマンの真理として体験して，という意味である) Cv. jı̄vasya tu kadādin nirgun.atvam iti sūcayitum
. paramam
.
nirugun.am uktam / (個我はしかし時にはグナなき者である，と示すために，「最高者をグナなき者と」言われたので
ある)
64 tādrg bhavati
Cv. tādr.g bhavati, na tu tad eva bhavati / (tādr.g bhavati とは，そのもの自体ではない，というこ
.
とである)
65 P. brhac caiva hi tat śāstram
B. br.hac caivam idam
.
. śāstram K. pr.thak caivam idam
. śāstram
66 P.,K.: punar dadhi punah śarah
.
. B. punar vede purah.sarah. Ca. (reading sa[śa]rād dadhi punah. sa[śa]rah.):
yathā śarāt dadhi, man.d.odañcanādinā dadhi, tatah. śarah., iti adho dhārayantı̄ anavasthā anāditayā parikriyate / (例え
ば，śarāt dadhi，すなわち，泡の上昇などによって dadhi 乳酪が (生じ?)，それからśarah.乳脂が (生じる)，という
ように，下で保持している無終性は (?)，無始性によって支えられている (?))
Cn. (reading punar vede purah.sarah.): sām
. khyaśāstre vede ca atyantam ādaro ’sti / (サーンキヤの教義において
も，ヴェーダにおいても，究極的には (人々の) 尊敬がある，という意味である)
Cp. (reading yathā vede purah.sarah.): purah.sarah. praveśah. / sa vā dadhi punah. sarah. iti pāt.he, dadhi sarah.ks.epād
yathā dugdhānantaram dadhi bhavati, dadhibhāvānantaram ca punah. saro bhavati, tathā yogānām asmin zastre
sam
. ks.epavistarābhyām apeks.itaprāptir ity arthah. / (purah.sarah.とは，(ヴェーダに) 入ることである。sa vā dadhi
punah. sarah.という読みの場合には，乳脂 (sara) の投入によって，搾った直後に乳酪になり，乳酪の状態の直後に再
び乳脂になるのと同様に，ヨーガを行う者たちには，この聖典における略説と詳説から，望まれたものへの到達があ
る，という意味である)
Cs. (reading asmiñ śāstes.u yogānām
. na dadhı̄cipurah.sarāh.): dadhı̄ciprabhr.tayah. pañcavim
. śāt param
.
sam
. sāravyatiriktam
. paramātmānam
. paśyatı̄ty arthah. / (ダディーチを始めとする者たちは，第二十五よりも上位
の，輪廻を離れた最高我を見る，という意味である)
67 P.,K.: na paśyati
B. pat.hyate na
68 P. param tatra
B.,K.: param
tatra は，サーンキヤの教義で，か。
.
. tattvam
.
69 P.,K.: buddham apratibuddham ca budhyamānam ca
B. buddham apratibuddhatvād budhyamānam
.
.
. ca Ca.
buddhāditraye dvayam ātmajñānaprakāśakam / (覚醒した者など三種の中で，二つがアートマンの知識を照らすもの
である)

221

茂木
る) と人々は言った。

[296 章]70 (B.308 章, C.11466-11517, K.313 章)
ヴァシシュタ仙は言った。
覚醒せぬ者，あるいは未顕現というこのグナ (gun.a 変異物) のあり方を聞くべし71 。

(1)

これ (プラクリティ) は，もろもろのグナを維持し，創造し，引っ込めるのである72 。

(プラクリティは) 絶えずここで，遊戯のために変異し73 ，人々の王よ，自分を多様

(2)

にして74 ，それらとして現れるのである75 。
このように変異しているプラクリティを，覚醒しつつある者は76 認識しない。人々

(3)

は，覚醒が明らかでないために77 ，覚醒しつつある者と言うのである。
しかし彼は，未顕現を，それがグナ (変異物) を伴うにしろ伴わないにしろ，認

(4)

識しない78 。従って人々は，時には79 ，彼を覚醒せぬ者 (apratibuddhaka) と言った。

(Cf.Hopkins[Great Epic]: apratibudhyakam (sic), p.235.3)
もしも未顕現を第二十五として80 認識するならば，彼 (プルシャ) は81 目覚めつつあ

(5)

る者 (budhyamāna) となる。彼はその時はまだ，執着を本性としていると82 伝えられ
ている。
70 この章には

Edgerton の英訳がある。(Edgerton[1965]: pp.317-322。ただし vv.44-45 を除く。)
aprabuddham athāvyaktam imam
. gun.avidhim
. śr.n.u B. atha buddham athābuddham imam
. gun.avidhim
.
śr.n.u Cn. gun.avidhim
. , gun.ānām
. sattvādı̄nām eva vidhim
. vidhānam
. prabhāvam / (gun.avidhim とは，gun.ānām，す
なわち純質などの，vidhim，すなわち，規約あるいは力を，という意味である) Cp. (reading gun.anidhim
. ): gun.ānām
.
sāmyarūpam / yadva gun.ānām
. sarvajñatātr.ptiprabhr.tı̄nām
. nidhānam / ((gun.anidhim とは) もろもろのグナ (構成要
素?) の等しい姿である。あるいは，gun.ānām，すなわち，一切知者性や満足などの，貯蔵庫である) Cs. gun.anidhim
.,
gun.ānām ādhāram / (gun.anidhim とは，もろもろのグナの基盤である) B. はこの後に P.,K. の 2cd,3ab にあたる 2
行を挿入している。そのため第 1 詩節から第 3 詩節までの順序は P.,K. とは異なっている。
72 P.,K.: srjaty āksipate tathā
B. sr.jaty āks.ipate tadā Cp. sr.jati, sr.s.t.ikāle / āks.ipate, sam
.
. hārakāle / (創造の時に
.
は創造し，帰滅の時には引っ込める，ということである)
73 P. vikurvantı̄
B.,K.: vikaroti K. は詩節の順序は P. と一致しているが, 読みは B. と同じである。
74 bahudhā krtvā
Cn. bahudhā, viśvataijasaprājñavirāt.sūtrāntaryāmirūpen.a / (bahudhā とは，一切・光・英知・
.
光輝・経糸・内制者の姿として，という意味である)
75 P. tāny eva ca vicaksate
B.,K.: tāny eva pravicaks.ate
.
76 P. vikurvānnām budhyamāno B. vikurvāno budhyamāno K. vikurvānam budhyamāno
. .
.
. .
77 avyaktabodhanāc caiva
Cv. avyaktabodhanāc caiva, vyaktam
. spas.t.am
. pratyaks.am
. na bhavatı̄ti avyaktam
.
anumitirūpam
. jñānam / (avyaktabodhanāc caiva に関して。vyaktam，すなわち，はっきりと，直接的，ではないの
が avyaktam である。それ (avyaktam) は，推理を本質とする知識である)
78 avyaktam
Cn. avyaktam
.
. kartr., sagun.am
. rūpādimat, nirgun.am
. pradhānapurus.au vā, na budhyate, acetanatvād
avyaktasya / ata eva tadapratibuddhakam
. , jad.am ity āhuh. / (ayaktam は主格であり，それは，sagun.am，すなわち，
色などをもつ者を，あるいは，nirgun.am，すなわち，第一原因とプルシャを，認識しない。未顕現は意識なきもので
あるから。従って人々は，それを，apratibuddhakam，すなわち愚か者，と言った)
79 kadācit tv eva
Cs. kadācit, kalpe (kadācit とは，劫の中で，という意味である)
80 avyaktam etad vai pañcavimśakam
Cn. avyaktam
.
. kartr., yadi jānāti tarhi pañcavim
. śakam
. cidābhāsam eva
upādhiviśis.t.amayam aham astı̄ti jānı̄yān na tu s.ad.vim
. śam asaṅgam / (avyaktam は主格である。もしも (未顕現が)
知るならば，その時には，知に類似し，条件によって特殊化されている第二十五を「私である」と知るであろう。し
かし，執着のない第二十六を (知るの) ではない)
81 P.,K.: esa
B. eva
.
82 saṅgātmaka
Cs. saṅgātmakah., śabdādivis.ayaraktah., sam
. sārı̄ / (saṅgātmakah.とは，音声などの対象に愛着す
る，輪廻する者のことである)
71 P.,K.:
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(6)

このために83 ，人々は，不動にして未顕現 (のプルシャ) を覚醒せぬ者と言う。そして，
未顕現であることを認識することによって84 ，覚醒しつつある者とも言う85 。(Sandhi

irregular: anenāpratibuddheti)

(Cf.Oberlies[Grammar]: 1.8. Double Sandhi, 1.8.3.

-e- < /-as i-/, p.36.16)
(7)

そしてこの者 (asau 覚醒しつつある者) は，偉大な第二十五は，汚れなく，目覚め，
無量の，恒常の第二十六86 であることをも認識しない。

(8)

(覚醒しつつある者は) 常に87 第二十五と第二十四を，目に見えるものと見えぬもの
につき從うものであり，両者は大きな光輝をもつ88 と認識している。(Hopkins[Great

Epic]: Brahman, connected with the visible as well as the invisilble, p.136.21)
(9)

しかし (覚醒しつつある者は) かの (tad) 未顕現の唯一のブラフマンを89 認識しない
のである，親愛なる者よ。ただ第二十五と第二十四を見るのである90 。

(10)

覚醒しつつある者が,「私は (プラクリティとは) 別である」と自分を考える時，彼
は，プラクリティを支配し91 ，未顕現を見る者となる。

(11)

最高の清浄で汚れなき認識を92 知る時，その時 (彼は) 第二十六として，虎のごとき
王よ，覚者たることに至るであろう。

(12)

それから彼は，創造と帰滅を性質とする未顕現を捨てる。グナ (物質的構成要素) を
もたない彼は，プラクリティをグナをそなえ，意識なきものと知るのである。

83 anena
Cn. anena, saṅgātmakena hetunā / avikārin.am api santam etam
. purus.am
. apratibuddhah. mūd.ha iti
vadanti / sandhir ārs.ah. / (anena とは，
「執着を本性とする」という理由によって，人々は，変異することなく存在し
ているこのプルシャを，apratibuddhah.，すなわち愚かな者，と言うのである。sandhi は古形。)
84 P. avyaktabhodhanāc caiva B.,K.: avyaktabhodhanc̄ cāpi
85 budhyamānam vadanti
Cn. budhyamānam
.
. jı̄vam
. pam
. cavim
. śam
. cidābhs̄am
. vadanti / cidabhāso ’pi dr.śyatvān
nānyam
. dras.t.um ı̄s.t.e / (budhyamānam とは，個我である。第二十五は知の顕現であると vadanti，すなわち，人々は
言う。知の顕現であっても，見の対象性の故に，他のものを見ることはできない)
86 sadvimśam
Cn. s.ad.vim
. śam
. , nirupādhicaitanyam / sarvaprakāśakam ity arthah. / (s.ad.vim
. śam とは，限定のな
. . . .
い知であり，一切を照らす者である，という意味である)
87 P.,B.: satatam
K. sa tu tam
.
.
88 P. drśyādrśye hy anugatam ubhāv eva mahādyutı̄
B. dr.śyādr.śye hy anugatam
.
.
. svabhāvena mahādyute K.
dr.śyādr.śyau hy anugatāv ubhāv eva mahādyutı̄ Cn. s.ad.vim
. śasya sattve mānam āha — dr.śyeti / kārye kāran.e ca
svabhāvena svasattayānugatam
. sanmātram
. kevalam
. vastu s.ad.vim
. śaśabditam ity arthah. / (第二十六の存在についての
推理を「見えるもの」と述べている。結果において，そして原因において，svabhāva 本性によって，自身の存在性
が anugatam 推理される，存在のみの唯一の実体が，第二十六という語で言われている，という意味である)
89 P. avyaktam na tu tad brahma
B. avyaktam atra tad brahma K. avyaktam
.
. tat tu tad brahma avyaktam は，
ブラフマンの形容詞ではなく budhyamāna をさすか。
90 P.,B.: na paśyati
K. ca paśyati Edgerton は，K. の読みのように，na を ca ととっている (Edgerton[1965]:
p.318,fn.1)。na では意味がとれない。
91 tadā prakrtimān
Cn. prakr.timān, prakr.tijayı̄ / (prakr.timān とは，プラクリティを征服する者，という意味であ
.
る) Edgerton は aprakr.timān として,「free from material nature」と解している。 (Edgerton[1965]: p.318,fn.2)
prakr.timān で「プラクリティを制している」と解せないか。
92 P. buddhim viśuddhām amalām
B.,K.: buddhim
.
. vimalām amalām

223

茂木
(13)

それから彼は未顕現を認識することによって唯一性をそなえた93 者となる。唯一性
に達して94 ，解脱し，本性に95 到達するであろう。

(14)

(解脱した) 存在とは，そのように96 原理を離れ97 ，不老不死のものである，と人々
は言った。(未顕現に属する他の) 原理に依存するために98 ，それは原理をもつが，(そ
れ自体は原理では) ないのである，栄誉を与える者よ99 。賢者たちは100 (このように)
二十五の原理を語る。

(15)

これは原理をもつものではない。親愛なる者よ，これは原理を離れ，悟りをもつも
のである。なぜならば，これはすばやく101 原理を開放するからである102 。それこそ
が覚醒した者の特徴である (buddhasya laks.an.am)。

(16)

「私は第二十六である」という英知をもち，不老不死の者は，唯一の力によって103 捉
えられつつ，(最高者との) 同一性に至る。(このことに) 疑いはない。

(17)

覚醒した第二十六によって覚醒しつつあるとしても，(第二十五は) 意識あるもの
ではない。このように104 (覚醒と意識の) 別異性 (nānātva) がサーンキヤの伝統的教説
105
(sām
. khyaśrutinidarśana) によって言われている 。

(18)

知 (cetana) に満たされた106 第二十五は，それが意識によって意識されない時107 ，(第
二十六と) 同一となる。

93 kevaladharmā

Cs. kevaladharmā, kevalasya brahman.o dharmo ’sam
. sārisvādirūpo yasya sah. / (kevaladharmā
とは，kevalasya，すなわち，ブラフマンの，dharmah.，すなわち，非輪廻者性などの性質が，その者にある，という
意味である)
94 kevalena samāgamya
Cp. kevalena, s.an.vim
. śena / (kevalena とは，第二十六として，という意味である)
95 ātmānam
Cp. ātmānam
. , svarūpam / (ātmānam とは，本性に，という意味である)
96 P. etat tat tattvam ity
B. etat tu tattvam ity K. etam
. vai tattvam ity
97 nistattvam
Cn. nistattvah., kāryakāran.avarjitah. / (nistattvah.とは，結果と原因を離れている，という意味であ
る)
98 tattvasamśrayanād
Cs. tattvasam
.
.
. śrayan.āt, avidyākāryaśarı̄re jı̄vabhāvena praveśāt / (tattvasam
. śrayan.āt とは，
無知の結果である身体に，個我の状態で入ったために，という意味である)
99 P.,B.: etat tattvavan na ca mānada
K. es.a tattvavān na ca mānada Edgerton[1965]: it is both possessing the
principles and not so.(p.318, v.14)
100 manı̄sinah
. pañcavim
. śāv eva kapilādayah. prayuñjate / (従って，tattva という語を，
. . . Cp. ata eva tattvapadam
二十五においてのみ，カピラ仙などは，用いている)
101 ksipram
Cs. (gloss): vidyotpattisamakālam
.
. / (ks.ipram とは，知識の発生と同時に，という意味である)
.
102 esa muñcati tattvam hi
Cn. tattvam
.
. , aham
. brahmāsmı̄ti vr.ttam api es.a muñcati / (tattvam，すなわち，私はブ
.
ラフマンであるという振舞い，もまた，es.a muñcati これは開放する，という意味である)
103 kevalena balenaiva
Cn. balena, svasāmarthyena / yathā katakarajo rojontaram
. śamayat svayam api śāmyati,
tathā caramā brahmākārā vr.ttih. vr.ttyantaram
. svātmānam
. ca śamayatı̄ty arthah. / (balena とは，自らの力によって，と
いう意味である。カタカ樹の埃は (? katakarajo)，他の埃を静め，自身もまた静まる。それと同様に，ブラフマン
の姿をした最後の状態 (vr.tti) は，他の状態を，すなわち自分のアートマンを，静める，という意味である。) Cp.
balena, jñānabalena / (balena とは，知識の力によって，という意味である)
104 etan(d)
Cp. etat, s.ad.vim
. śād bhedenātmano jñānam / (etat とは，第二十六から異なるものとして，アートマン
の知識を，という意味である)
105 この詩節が問題としているのは，悟りを得た者の，悟り以後の意識の状態についてのようである。語根 budh の
派生語の多義性から，言葉遊び的な要素も指摘されている。(Edgerton[1965]: p.319,fn.1)
106 cetanena sametasya
Cs. sametasya, caitanyābhāsayuktāntah.karan.asam
. sr.s.t.asya / (sametasya とは，知の光と
結びついた内的器官によって創造された，という意味である)
107 yadā buddhyā na budhyate
Cn. buddyā na budhyate, dhı̄nirodhe sati gād.hasus.uptivat s.ad.vim
. śānubhava ity
arthah. / (buddyā na budhyate とは，深い眠りのごとく，意識が滅した時，第二十六の経験がある，という意味である)
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(19)

覚醒しつつある者は，覚醒せぬ者と同一となるのである，ミティラーの王よ。この
執着を性質とする者が，人々の王よ，無執着を本性とする者となるのである。

(20)

執着のない自分に達して，人々は (?) 不生の第二十六を知った108 。そしてこのよう
に，第二十六の悟りに基づいて (? s.advim
. śasya prabodhanāt)，第二十四を立つべき場
所ではない (?)109 と認識する時，力ある者 (第二十五) は，未顕現を捨てるのである110 。

(21)

このように，覚醒せぬ者111 ，覚醒しつつある者，そして覚醒した者が，正しく伝承
の教示どおりに (yathāśrutinidarśanāt) 汝に述べられた，罪なき者よ。別異性と単一性
も112 以上のようにもろもろの聖典の見解に従って113 知られるべし。

(22)

ブヨとイチジクの木における相違のように，この両者は異なる。水中の魚のごと
く，その相違性は認識されるべし。(Cf.MBh.XII.187.38,39, 240.21; Māt.hara ad SK16,

Hopkins[Great Epic]: like a fish in water, p.133.26)
(23)

この両者の相違性と単一性 (nānātvaikatvam) は，このように理解されるべし。それ
が (etad) 解脱であると述べられた。それは，未顕現の知識に関連している114 。

(24)

この二十五からなる者の，もろもろの身体に115 存在する者が，未顕現の領域か
ら116 解き放たれるべし，人々は言った。(Sandhi irregular: moks.ayitavyeti prāhur

(Cf.Oberlies[Grammar]: 1.8.Double Sandhi, 1.8.3. -e- < /-as i-/, p.36.17))
(25)

彼はこのようにして解脱するであろう，他の仕方でではない117 ，ということは確か
である。彼は最高者と118 合一して，最高者の性質をもつ者となる。

108 P.

viduh. B.,K.: vibhum
agādham
B. asāram
K. mahābhāga
.
.
110 vibhus tyajati cāvyaktam
Cv. vibhuh. samarthah. san, avyaktam
.
. avyaktamūlam
. brahmāham ity aham
. kāram
.,
tyajati / (vibhuh.，すなわち能力をもちつつ，avyaktam，すなわち未顕現の根本であるブラフマンを，すなわち「私
は存在する」という自我意識 (自己宣言?) を，捨てる，という意味である)
111 apratibuddhaś ca
Cv. apratibuddhah. mandamatibhih., subuddhibhiś ca pratibuddho nārāyah. / (apratibuddhah.
とは，もろもろの愚かな考えによって，という意味である。もろもろのよき知識によって覚醒した者は，ナーラーヤ
ナ神である)
112 nānātvaikatvam
Cs. nānātvam
. ca ekatvam
. ca nānātvaikatvam / (nānātvaikatvam とは，別異性と単一性とで
ある) Cv. nānātvam
ca
ekatvam
ceti
dvandvasamāse
kr.te tasyāpi punar ekı̄bhāvi nānātvaikatvam iti śabdanis.pattir
.
.
iti jñeyam / (「別異性と単一性」という並列複合語が作られた時，並列複合語であっても nānātvaikatvam という単
数形としてこの語が作られた，と知るべし)
113 P.,K.:śāstradrstibhih
. ..
. B. śāstradarśnāt
114 P. etad vimoksa ity uktam avyaktajñānasamhitam
B. etad hi vimoks.a ity uktam avyaktajñānasam
.
. hitam K.
.
etad hi moks.a ity uktam avyaktajñānasam
. jñitam Cs. (reading jñānam ajñānasam
. hitam
. ) jñānam
. , svaprakāśabrahmasvarūpam / nānātvam ajñānam / tena sam
. hitam
. sam
. spr.s.t.am
. , sam
. sārāvasthāyām / (jñānam
. とは，自らを照
らすブラフマンの本性である。ajñānam
とは，別異性である。それによって
sam
hitam
，すなわち，結びついて，と
.
.
.
いうことである。(それが起こるのは) 輪廻の状態においてである)
115 dehesu
Cp. dehes.v iti bahuvacanād eka eva sarvadehavartı̄ / (dehes.u と，複数形が用いられていることから，
.
あらゆる身体に存在する者は同一である，ことになる) この解釈によれば purus.a は単一で vibhu ということになる。
116 avyaktagocarāt
Cs. avyaktagocarāt, ajñānakāryasam
. sarāt / (avyaktagocarāt とは，無知の結果である輪廻か
ら，という意味である)
117 nānyatheti
Cp. nānyathā, karmādibhih. / (nānyathā とは，行為などによって，という意味である)
118 P.,K.: parena
B. paraś ca Cv. paren.a sam
.
. sāribhyo bhinnena nārāyan.ena / (paren.a とは，輪廻する者たちと
は異なるナーラーヤナ神と，という意味である)
109 P.
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(26)

彼は，清浄な人と合一して清浄な人の性質を備え，覚者と合一して覚醒し，解脱し
た人と合一して，解脱者の性質を備えるであろう，雄牛のごとき人よ。

(27)

(彼は) 分離を特性とする者と119 合一して，分離を本性とする者120 となろう。解脱
した者と合一して，この世で解脱者となるであろう。

(28)

(彼は，) 清浄な行為を行う，清浄にして無量の光をもつ者となる。汚れなき本性を
もつ者と合一して，汚れなき本性をもつ者 (vimalātmā) となる。

(29)

(彼は) 唯一者と121 合一して，唯一性を本性とする者となる。独立者 (svatantrah.) と
合一して独立し，独立性を得る。

(30)

これまでに，私は汝に，偉大な王よ，正しくありのままに，無私性を目的として捉
え122 ，真実 (tathya) を語った。それは永遠にして清浄な大古のブラフマンである。(韻
律: Upajāti)

(31)

ヴェーダを基盤とする人に対して123 ，王よ，汝はこの覚醒を引き起こす最高の教え
を与えるべきではない124 。知識を求め，覚醒を求める謙虚な人に対して与えるべきで
125
ある。(韻律: Vam
. śa-sthavira, a,d 句不規則 )

(32)

そして，生来虚偽を好む者，ならず者，官宦，邪悪な知識ある者，学者的知識によっ
て他を苦しめる者に対して与えられるべきではない。この教えを汝は126 いかなる者に
127
与えるべきかについて聞くべし。(韻律: Vam
. śa-sthavira, b,d 句不規則

(33)

信仰篤き者，徳を備えた者，全く他者の非難をしない者，清浄さをそなえた者 (viśud-

dhayogāya)，知恵ある者，活動的な者128 ，忍耐ある者 (ks.amin.e)，慈悲ある者 (hitāya)
119 P. niyogadhaminā
B.,K.: viyogadharmin.ā Cs. viyogadharmin.ā, agnihotrādau karman.i / (viyogadharmin.ā
.
とは，アグニホートラ祭などの祭式において，(分離を特性とする者と，) という意味である) Edgerton も viyogadhamin.ā
の読みを採っている (Edgerton[1965]: p.320,fn.1)。
120 P. niyogātmā
B. vimuktātmā K. viyogātmā
121 kevalena
Cs. kevalena, jı̄vanmuktenācāryen.a / (kevalena とは，生前解脱をした師匠によって，という意味で
ある)
122 P.,K.: amatsaratvam pratigrhya cārtham
B. amatsaratvam
Cs. amatsaratvam
.
.
.
. parigr.hya cārtham
.
. pratigr.hya,
śamadamādisādhanam
svı̄kr
tya
/
(amatsaratvam
pratigr
hya
とは，寂静・制御などの達成手段を選んで，という意味で
.
.
.
.
ある) Deussen: wer die Sebstlosigkeit als Ziel sich setzt Edgerton[1965]: taking disinterestedness as (my) aim
(p.320,v.30)
123 P.,B.: na vedanisthasya janasya
K. nāvedanis.t.hasya janasya
Cn. vedanis.t.hasya nidāghavat kar..
maśraddhājad.asya nāvedanis.t.hasyeti pāt.hah. svacchah. / (vedanis.t.hasya とは，熱のように (?)，祭式を望む愚かな
人には，という意味である。「ヴェーダを基盤としない人に対しては」という読みでは，意味は明瞭である) Cs.
vedanis.t.hasya, karmabhāgārthaparasya svargādikāminah. / (vedanis.t.hasya とは，祭式の分け前をもっぱら目的とし，
天界などを望む人に，という意味である) Deussen は，nāvedanis..thasya と読むことを提案している。(p.636, v.32)
124 Veda に否定的なこの内容に関し，Nı̄lakantha は，
「ヴェーダを基盤としない人に対しては」という読みを提示
..
し，Duessen も同様の提案をしている (前項の脚注)。Edgerton[1965] は，ヴェーダに否定的な BhG.2.42-46 の参
照を指示している (p.320,fn.2)。
125 a 句は，11 音節で Upajāti，d 句は，最終音節が短音節になっている。
126 P.,K.: tvayedam
B. tu deyam
.
.
127 b 句: ∪ — — | — — ∪ | ∪ — ∪ | — ∪ — ∥
d 句: — — ∪ | — — ∪ | ∪ — ∪ | — ∪ — ∥
128 kriyāvate
Cs. kriyāvate, ı̄śvarārpan.abuddhyā svakarmaniratāya / (kriyāvate とは，自在者に与えられた認識に
よって，自分の行為に喜ぶ者に対して，という意味である)
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に対して，(韻律: Upajāti)

(34)

孤独を好む者，規則を好む者 (vidhipriyāya)，論争しない者，多聞の者，学識ある者，
悪に寛大でない者 (na cāhitaks.ame)，もろもろの霊魂を (dehinām) 制御し寂静に保つ
ことのできる者に (与えるべし)129 。(韻律: Tris.t.ubh (ab 句 Upajāti, cd 句 12 音節130 ))

(35)

これらの徳性に全く欠けている者に，最高にして清浄なブラフマン (の教え) は与え
られるべきではない，と人々は言った。このような者に対して与えられたならば，そ
れは，器でない者に (教えを) 与えたために，教えを説く者 (dharmapravaktr.) を幸福
にすることはないであろう。(韻律: Upajāti, c 句不規則131 )

(36)

誓約なき者に対して (avratāya)，宝に満ちたこの大地を与えることがあるとしても，
この教えは与えるべきではない132 。感官を制御した者に (与えるべし)。かくして疑い
なくこれは汝の最高の贈物となるであろう，人の中のインドラよ。(韻律: Upajāti133 )

(37)

カラーラ王よ，汝にはいかなる恐れもあるべからず。今日汝は最高のブラフマンが
正しく語られるのを聞いた。(ブラフマンは) 最高の浄化具であり，憂いなく134 ，終り
なく，始まりも中間もなく，(韻律:Upajāti)

(38)

誕生は知りがたく135 ，不死にして，病なく，恐れを離れ，吉祥である。今日 (それ
を) 見，(解脱の) 知識の真実と意味をすべて136 知ったのであるから (viditvā)，王よ，
迷妄を捨てよ。(韻律: Upajāti)

(39)

この教えは，かつて137 (これを) 語る永遠のヒラニヤガルバから獲得された。(私
は) 熱心に (彼に) 頼んで (prasādya)，恐ろしい熱力をもつかの永遠のブラフマンを
獲得したのである。あたかも今日汝が獲得したかのように。(韻律: Vam
. śa-sthavira)

(Cf.Hopkins[Great Epic]: Hiran.yagarbha–Vasis.t.ha–Nārada, p.133.33; Edgerton[1965]:
Hiran.yagarbha, p.321,fn.1))
(40)

人の中のインドラよ，汝が私に尋ねたのに従い，私は今日汝に語った。解脱を知る
者たちの大古の138 偉大な知識を，ブラフマンから私が得た通りに，人の中のインドラ

129 P. vijānate caiva na cāhitaksame dame ca śaktāya śame ca dehinām
B. vijānate caiva na cāhitaks.ame dame ca
.
śaktāya śame deyam K. vijānate caiva damaks.amāvate śaktāya caikātmaśamāya dehinām
130 cd 句は，それぞれ Upajāti に長音節を加え，12 音節の韻律 Vamśasthavira になっている。
.
131 c 句は，Upajāti に長音節を加え，12 音節の韻律 Indravamśā になっている。
.
132 P. nadeyam
B.,K.: na deyamm
Cf.Oberlies[Grammar]: p.359.8, na-compounds
.
.
133 abcd の各句は，すべて長短の音節の組み合わせは異なるが，それぞれ Upajāti の韻律に収まっている。
134 P. nihśokam
B.,K.: viśokam
.
135 agādhajanma
Cn. agādhajanma, agādham
. apratis.t.hitam
. janma yena, janmanivartakam / (agādhajanma とは，
その者によって janma 誕生は，agādham，すなわち，確立していない，ということであり，誕生を離れている，と
いう意味である) Cp. nedam
. gādham atigambhı̄ram
. , ajanma, maran.anivartakam / (nedam
. gādham(これは底ではな
い) とは，あまりに深い，ajanma とは，死を離れている，という意味である)
136 P. sarvam jñānasya tattvārtam idam
B.,K.: sarvajñāsya tattvārtham idam
.
.
.
137 P. purā
B.,K.: mayā
138 P. purānam
B.,K.: parāyan.am
.
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よ。(韻律: Upajāti (c 句不規則139 ))
ビーシュマは言った。

(41)

このように，最高の聖仙 (たち) の教説に基づいて，そこから第二十五は帰還しない
最高のブラフマンが述べられた。偉大な王よ。

(42)

最高の知識に達しても，再生を得る。覚醒しつつある者は，(本来) 不老不死である
が140 ，(そのことを) 正しく認識しないからである。

(43)

このように，親愛なる者よ，もろもろの知識の中でこの上なき幸福をもたらす最高
の知識を，私は，神仙 (ナーラダ) から聞いて，汝に141 正しく語ったのである，王よ。

(44)

この知識は，ヒラニヤガルバから偉大なヴァシシュタ仙が獲得し，虎のごとき聖仙
ヴァシシュタから，ナーラダ仙が得たのである。

(45)

私は，ナーラダ仙からこのように永遠のブラフマンを知った。汝は，この最高の境
地を聞いたからには，クル族のインドラよ，悲しんではならぬ。

(46)

滅と不滅を知る者には恐れはない。しかしそれを知らない者には，王よ，恐れが
ある。

(47)

無知のために迷妄を本性とする者は，何度も (この世界で) 苦しみつつ142 ，死後に
は，死に終る何千という誕生を得るのである。

(48)

(人は) 神の世界を，そして動物の状態や人間の状態もまた，獲得する143 。時の経過
の中で (kālena) その無知の海から清められることがあるとしても (yadi śudhyati)。

(49)

無知の海は，恐ろしく，姿なく (avyaktah.)，深いと言われる。毎日毎日，生き物た
ちはそこに沈むのである，バーラタ族よ。

(50)

汝は，深く姿なき永遠の (海) から上陸した故に，汝には汚れもなく，暗闇もないの
である，王よ。

[297 章] (B.309 章, C.11518-11542, K.314 章)
ビーシュマは言った。
句： ∪ — — | — — ∪ | — — ∪ | — ∪ ∥
’jarāmarah.
B.,K.: ’jarāmaram
Edgerton は，’jarāmaram の読みをとっている (Edgerton[1965]:
p.321,fn.2)。’jarāmarah.では avabudhyati の目的語がはっきりしない。恐らく「不老不死であることを」である
思われるので,「そのことを」と補った。
141 P. nihśreyasakaram jñānānām te param mayā
B.,K.: nih.śreyasakaram
.
.
.
.
. jñānam
. te paramam
. mayā
142 P. upadravan
B.,K.: upādravat Cn. upādravat kleśavān abhūt / (upādravat とは，煩悩をもつ者となった，と
いう意味である)
143 K. はこの後に次の 1 行を挿入している。
uttirn.o ’smād agādhāt sa param āpnoti śobhanam /
(その深い海から上陸したならば，その者は，最高善を得るであろう)
139 c

140 P.
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ジャナカ王のある王子は，人里離れた森で鹿を追っている時，ブリグの家系を継承

(1)

するすぐれたバラモンの聖仙を見た。
その座っている尊者に近づき144 ，お辞儀をして，彼に許された後，富ある王子は次

(2)

のことを尋ねた。
「尊者よ，限りある体において，欲望 (kāma) に支配された人間にとって，死後あ

(3)

るいはまたこの世で145 ，この幸福 (śreyas) とは一体何でありましょうか。
」
熱力に富む偉大な聖仙は，尊敬され，問われたので，彼のために幸福をもたらす次

(4)

の言葉を詠んだ146 。
汝は，死後もこの世でも，心にとって喜ばしきことどもを願っている147 。(それ故)

(5)

感官を制御して，もろもろの生き物にとって喜ばしからぬことどもをやめよ148 。
よき人々にとって，ダルマ (dharma 法・規範) が幸福である。よき人々にとって，

(6)

ダルマが拠り所である。親愛なる者よ，動くもの動かぬものを伴う三種の世界はダル
マから生じたのである。
甘味を好む者よ，もろもろの欲望に対する無関心 (vaitr.s.n.yam) へとなぜ赴かないの

(7)

か。知に欠ける者よ，汝は (崖の) 蜜を見，崖を見ないのである。(Cf.Apte, Appendix

E, A colleciton of Popular Sanskrit Maxims, p.69)
知識の果報を望む者は，知識における蓄積がなされなければならない。それと同様

(8)

に，ダルマの果報を望む者は，ダルマにおける蓄積がなされなければならない。
悪しき者が，ダルマを望んで，清浄な行為を行うのは難しい。しかしよき人は，ダ

(9)

ルマを望み，為し難き行為をたやすく行うのである。
森の中で，村人の楽しみに従って振舞う者は，村人に等しい。村の中で，森の楽し

(10)

みに従って振舞う者は，森を行く者に等しい。
無活動においても，あるいは活動においても，もろもろのよき点と悪しき点とを

(11)

(gun.āgun.ān) 考慮に入れ，心を集中して，心・言葉・(身体的) 行為からなるダルマ
を149 敬うべし。
144 P.,K.:

tam āsı̄nam upāsı̄nah. B. upāsı̄nam upāsı̄nah.
pretya vāpı̄ha vā B.,K.: pretya cāpı̄ha vā
146 B.,K. は，この詩節の後にrsir uvāca を挿入している。
..
147 P.,B.: vāñchasi
K. nacecchasi
148 bhūtānām pratikūlebhyo nivartasva
Cs. (gacchasi instead of vāñchaasi) bhūtānām
.
. pratikūlāni vāñchan svayam
api manasah. pratikūlāni gacchasi / (bhūtānām
. pratikūlebhyo nirvartasva とは，生き物たちにとってもろもろの喜ば
しからぬことどもを願うならば，自らも心にとって喜ばしからぬことどもに，gacchasi，すなわち，赴く，という意
味である)
149 P. manovākkarmake dharme B. manovākkāyike dharme K. manovākkarmage dharme
145 P.
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常に多くが聖者たちに対して，不平を言わずに与えられるべし。約言と清めに基づ

(12)

いて要求され150 ，時と場所にかなって正しく行われたならば。
ふさわしい方法によって (śubhena vidhinā) 獲得したものを，ふさわしき人 (arha)

(13)

に与えるべし。怒りを捨て，布施した後は151 ，(布施したことを) 後悔してはならず，
称えてもならない。
悪意なく，清浄にして自己を制御し，真実を語り，正直であり，母胎 (yoni 出自) と

(14)

行為において清浄ならば，ヴェーダを知る再生族は，(布施の) 器となるであろう。

(器となるバラモンの) 誕生には，行いよく152 ，一人の男を夫とする女性 (ekapatnı̄)

(15)

が母胎であることが望まれる。(ヴェーダの) 讃歌・祭文・韻律に通じ，六種の行為を
行う153 知者は器と言われる。
器に対する行為の相違によって154 ，そして時と場所を考慮して，人ごとに，(布施と

(16)

いう行為は同じでも) それはダルマであり，それはアダルマである，となるであろう。
人は，小さな埃は戯れによってのように (簡単に)，大きな (埃は) 多くの努力によっ

(17)

て，体から拭いさることができる155 。罪の除去も同様である156 。
適切に (胃を) 空にした者にとって，牛酪 (ghr.ta) は薬となる157 。それと同様に，欠

(18)

点を除去した人には，ダルマは死後に158 安楽をもたらすのである。
あらゆる生き物において，心は (mānasam) 善と悪とにはたらく。もろもろの悪を

(19)

捨てて，もろもろの善にのみ到達すべし。
あらゆるところで，あらゆる人によって，あらゆる (ダルマが) 為されるのを敬う

(20)

べし。汝が自分のダルマに喜ぶ (rāga) ところでは，心からダルマは行われるべきであ
る159 。
けんにん

堅固でない者よ，堅忍すべし。愚か者よ，賢明であれ。静まらぬ者よ，寂静たるべ

(21)

し。英知なき者よ，汝は英知をもって振舞うべし。
150 P.,B.:

prārthitam
K. prārthitam
. vrataśaucabhyām
.
. brāhman.ebhyaś ca
dattvā ca B. dadyāc ca K. dattvā ’tha
152 P.，B.: satkrtā
K. sam
.
. skr.tā
153 satkarmā
Ganguli: six duties (of sacrificing on his own account, officiationg at the sacrifices of others, learn. .
ing, teaching, making gifts, and receiving gifts) (p.33.24-26) Deussen も同じ項目を挙げている。(p.640, v.15)
154 P.,B.: pātrakarmaviśesena
K. pātrākarmaviśes.en.a
. .
155 P. gātrāt pramrjyād rajasah
.
. B.,K.: gātrāt pramr.jyāt tu rajah.
156 P. bahuyatnena mahatā pāpanirharanam tathā
B.,K.: bahuyatnena ca mahatpāpanirharan.am
. .
. tathā
157 viriktasya yathā samyag ghrtam bhavati bhesajam
Cn. virecanāntaram eva ghr.tapānam
. .
. bhes.ajam / (下痢の直
.
後に牛酪を飲むのは薬である)
158 P. pretyadharmah
. B.,K.: pretya dharmah.
159 P.,K.: kāmam dharmo vidhı̄yatām
B. kāmam
.
. dharme vidhı̄yatām Deussen: und auch wo die Leidenschaft
dich fortreisst möge wider Willen (akāmam) pflichtmässig gehandert werden. (p.641, v.23) 中村 [2000]: 貪欲や
愛欲があなたを [襲う] とも，法を遵守すべきである。(p.758, v.20)
151 P.

230

叙事詩の宗教哲学（XXXⅥ）
(22)

(ダルマの) 手段と結びついた活力 (tejas) によって，この世でも死後でも，(人は) 幸
福を得ることができる。最高の堅忍が幸福の根本である。

(23)

堅忍なき故に，王仙マハービシャは天界より落ちた160 。ヤヤーティ王は，功徳は尽
きたが161 ，堅忍によってもろもろの世界を得た162 。

(24)

熱力をもつ者たち，ダルマを行う者たち，そして賢者たちに仕えることによって

(upasevanāt)，汝は広大な英知 (buddhi) を得るであろう。そして幸福に行きつくであ
ろう。

(25)

完成した自性をもつ彼は，その尊者の話を聞いて，心を欲望から引き戻して，意識

(buddhi) をダルマに向けたということである。
[298 章]163 (B.310 章，C.11543-11568，K.315 章)
ユディシュティラは言った。

(1)

ダルマとアダルマから離れ，あらゆる拠り所を離れ164 ，誕生と死を離れ，善悪を離
れた者，

(2)

吉祥にして，常に恐れなく，恒常にして，不滅であり，動揺なく，清浄で常に疲労
なき者165 ，その者について話されよ。

ビーシュマは言った。

(3)

ここで私は汝にこの古譚を語るであろう166 。ヤージュナヴァルキヤ仙とジャナカ王
との対話を，バーラタ族よ。

(4)

デーヴァラータの末裔であり167 ，名声高く，問を知る者たちの中で卓越したジャナ
カ王は，最高の聖仙ヤージュナヴァルキヤに問を発した。

(5)

「梵仙よ，感官はいくつあるのか，プラクリティ (prakr.tayah. 原因物質) はいくつあ
ると伝えられているのか。未顕現の最高のブラフマンとは何か。それよりも上位にあ
るのは何か。

160 Deussen

は，マハービシャのエピソードに関し，MBh.I.96(=MBh(P.).I.91) の参照を指示している。(p.641,v.15)
ks.ı̄n.apun.yaś ca B.,K.: ks.ı̄n.apun.yo ’pi /
162 Deussen は，ヤヤーティ王のエピソードに関し，MBh.V.122(B.123)(=MBh(P.).V.121) の参照を指示している。
(p.641,v.15)
163 この章には Edgerton の部分訳 (vv.10-25) がある。(Edgerton[1965]: pp.323-324)
164 P. sarvasamśrayāt
B.,K.: sarvasam
.
. śayāt
165 anāyāsam
Ca. anāyāsam
.
. , nirdvandvam / (anāyāsam
. とは，対立物をもたない，という意味である) Cn.
upādhisam
. parke ’py apracyutakaut.asthyabhāvam / ((āyāsa 疲労の?) 条件と接触しても，動じない不変の状態である)
166 P. vartayisye ’ham itihāsam
B.,K.: vartayis.yāmi itihāsam
.
. (Sandhi irregular)
.
167 daivarātir
Ca. daivarātih., devarātajanakaputrah. / (daivarātih.とは，デーヴァラータ家系のジャナカ王の息子で
ある)
161 P.
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(6)

創造と帰滅，そして時 (kāla) の数について，あなたの援助 (anugraha) を求める者に
対して話されよ，バラモンの中のインドラよ。

(7)

無知のゆえに私は尋ねる。なぜならば，あなたは知識からなる蔵であるから。私は，
以上のすべてを，疑問なく聞きたい。
」

ヤージュナヴァルキヤ仙は言った。

(8)

大地の守護者よ，このように汝が尋ねることを聞くべし。ヨーガ行者たちの最高の知
識，そして特にサーンキヤに從う者たちの (知識) を。(Cf.Hopkins[Great Epic]: sixteen

modifications, eleven organs and five elements seen in XII.311.8ff(=Mbh(P.).298.8ff,
p.170.3)
(9)

汝に知られていないものは何もないが，しかし汝は私から知ろうとしている。問わ
れたならば話さねばならない。これは永遠のダルマ (dharma 規範) である。

(10)

八種のプラクリティ (prakr.tyah. 原因)，そして十六種の変異物が言われている。一方，
顕現したものたちは七種であると168 ，内我を考察する人々は (adhyātmacintaka) 言っ
た。(Cf.Hopkins[Great Epic]: a list of Sām
. khya tattvas, p.129.9, the Eight Sources,

p.170.9; Long[1980]: pradhāna–prakr.ti, p.56,fn.41)
(11)

未顕現，
大169 ，
そして自我意識，
地，
風，
虚空，
水，
そして五番目として火，
(cf.Hopkins[Great

Epic]: fine elements, p.173.16)
(12)

これらが八種のプラクリティである。変異物についても私の言うことを聞くべし。
耳，皮膚，目，舌，そして五番目として鼻，

(13)

声と接触，色，味，そして香，発声器官，手，足，肛門，そして性器，

(14)

これら (13 詩節 ab 句に列挙された声から香) は五種の大元素における個別的特性

(viśes.a) である，王の中のインドラよ。一方，これら (12 詩節 cd 句に列挙された耳か
ら鼻) は知覚器官であり，個別的特性を伴うものである170 ，ミティラーの王よ。

(15)

思考器官は第十六番目であると，
内我の道を考える人々は言った (prāhur adhyātmagaticintakāh.)。
汝，そして原理の認識に通じた他の賢者たちも (同様に考えている)。

(16)

未顕現から大きなアートマン (mahān ātmā) が生じるのである, 王よ。これを第一原
因からの (prādhānikam
. )「第一の創造」と賢者たちは言った。

168 P.

atha sapta tu vyaktāni B. tatra tu prakr.tı̄r as.t.hau K. āsām
. tu saptavyaktāni これらの相違は，ab 句の
prakr.ti-vikāra の分類と，c 句の vyakta との関連があいまいなために生じた，と考えられる。
169 P.,K.: mahāmś caiva
B. mahāntam
.
. ca
170 saviśesāni
Edgerton[1965]: together with the innate characteristics (of the gross elements which are their
. .
object) (p.323,v.14) (Cf.MBh.XII.294.29, 299.11, BhG.2.64,68; Hopkins[Great Epic]: the stanza interrupting the
description, p.129,19,fn.1)
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(17)

大きな (アートマン) から自我意識が生じるのである，人々の王よ。これが「第二の
創造」と言われ，統覚を本質とする (buddhyātmakam) と伝えられている。

(18)

自我意識から，(五) 元素の性質を本質とする思考器官が生じる。これが自我意識に
由来する「第三の創造」と言われる。

(19)

思考器官から大元素が171 生じるのである, 人々の王よ。これが，思考器官に由来す
る「第四の創造」と言われる172 。

(20)

音声，接触，色，味，香が，元素に由来する「第五の創造」であると, 元素を考察
する人々 (bhūtacintakāh.) は言った。

(21)

耳，皮膚，目，舌，そして五番目として鼻，これが「第六の創造」と言われ，多く
の思考を本質とする (?)173 と伝えられている。

(22)

(次に) 下方に動く (?) 感官の群が生じるのである174 ，人々の王よ。これが「第七の
創造」と言われ，感官に由来する創造と伝えられている。

(23)

(次に) 上方への動き175 と横への動きが生じるのである，人々の王よ。これを直線的
な176 「第八の創造」と賢者たちは177 言った。

(24)

(次に) 横への動きと下方への動きが178 生じるのである，人々の王よ。これを直線的
な「第九の創造」と賢者たちは言った。

(25)

これら九種の創造と179 二十四の原理が，人々の王よ，天啓聖典に従った説明によっ
て述べられた。

171 mahābhūtā(h)

Cp. mahābhūtāh., pum
.
. stvam ārs.am / (mahābhūtāh.と，男性形なのは古形である)
etan mānasam
. paricaks.ate B. etan mānasam
. viddhi me matam K. etan mānasam
. cintātmakam
173 bahucintātmakam
N. bahucintātmakam
. mānasam ity arthah. (bahucintātmakam とは，精神的な，という意味
である) Edgerton[1965]: Because these senses arouse desire and aversion. (p.324,fn.3)
174 adah śrotrendriyagrāma utpadyati
Cv. adhah. srotah., sravan.am
. tāni indriyān.i upasthapāyupadākhyāni /
.
. yes.ām
mūtrasya purı̄s.asya pādasam
. caran.asya ca adha eva vyāpāradarśanāt / (adhah. srotas とは，性器・肛門・足と言われ
る感官の流動のことである。小便・大便・足による歩行は，下方にのみ働きが見られるからである) 次の第 23 詩節
を考慮すると, śrotra は srotas の誤記でないか。ここにśrotrendriya 耳が登場する理由がない。Cf.Edgerton[1965]:
the true reading is adhah.srota- (with irregular sam
. dhi for -srotas). (p.324,fn.4)
175 ūrdhvasrotas
Cs. ūrdhvasrotah., sargo devasargah., tiryaksroto manus.yādisargah. / (ūrdhvasrotas とは，神々の
創造であり，tiryaksrotas とは，人間などの創造である) Cv. ūrdhvam
. cādhas tiryag ity anena pān.ı̄ndriyam ucyate /
ūyanasya
ca darśamāt / (「上方・下方・横方」によっ
ūyanasya
pārśvakan
d
hastābhyām
śirah
kan
d
ūyanasya
pādakan
d
..
..
.
. ..
て，手という器官が言われている。両手で，頭を掻くこと，足を掻くこと，脇を掻くことが見られるからである)
176 ārjavam
Cn. ārjavakam
.
. , r.juvr.ttih., viśes.ān ākrāntasāmānyavr.ttir iti yāvat / (ārjavakam とは，直線的な作用で
あり，個々 (の感官) を超えた共通の作用という意味である) Cs. ārjavakam
. , r.jubhāvena jātam / (ārjavakam とは，
真っ直ぐな状態で生じた，という意味である)
177 P. ārjavakam buddhāh
.
. B.,K.: ārjavakam
. smr.tam
178 tiryaksrotas tv adhahsrota(h)
Cv. tiryaksrotam adhah.srotam ity anena vadanendriyam ucyate / vadanasya
.
.
ubhayapārśve adharos.t.hadvārā ca vadanalālājalasya sravan.adarśanāt / śiśau vāgindriyavyāpārasya śabdoccāran.asya
pāyvādicaturindriyavyāpārād apy anantarabhāvitvāt vyutkramen.a karmendriyasr.s.t.ikathanāt / (「横への動きと下方へ
の動き」によって，口という器官が言われている。口の両脇で，そして，下唇を通して，口中の唾液の流出が見られ
るから。子供においては，言語器官の働きである音声の発生は，肛門などの四つの器官の活動からすぐ後にも生じる
ので，順不同に行為器官の創造が語られているために (手の後に口が述べられている))
179 P.,B.: etāni nava sargāni
K. ete vai nava sargā hi Cn. sargān.i, klı̄vatvam ārs.am / (sargān.i と中性形なのは古
.
形である)
172 P.
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茂木
(26)

さて次に，偉大な王よ，この (創造の) 種類に関して (gun.asyaitasya)，偉大な人々
によって正しく述べられた時間の計量 (kālasam
. khyā) について，私の言うことを聞く
べし。

（平成27年 1月 8日
（平成27年 3月 5日
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受付）
受理）

