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＜論文要旨＞   

本稿は「タントラ・ヴアールテイカ聖伝孝和訳研究（1）」『哲学年報』33号（1974）「バラモン教学の根  

拠としての聖と俗一夕ントラ・ヴアールテイカ聖伝章和訳研究（2）－」『西日本宗教学雑誌』24号（2002）  

につづくものである。本稿ではミーマーンサースートラ聖伝章第2論題のシヤバラスヴアーミンの注釈『シヤ  

バラバーシュヤ』の全体と，それに対するクマーリラの『タントラヴアールッテイカ』の前主張を取り扱う。聖  

伝章のこの第二論題は「矛盾論題（Ⅴ止血ha A仇k訂apa）」もしくは「天啓善が（聖伝）よりも（権成におい  

て）優勢であることの論題（5mtipT五balyaAdhk訂apa）」と呼ばれる。本稿のタイトルはその後者の呼称に基づ  

く。クマーリラは．シヤバラが天啓規定と矛盾する聖伝規定の例として提示する例を矛盾としては認めずに選言  

規定とみなすなど，シヤパラに対して重要な点で批判的であるが．この点は『タントラヴアールッテイカ』の定  

説において問題とされることであり．次稿以降で取り扱うことになる。   

なおこの論題2の．矛盾する聖伝規定と天啓規定（A）（B）（C）三例における聖伝規定の非証権性論証  

－すなわち聖伝規定がダルマにっての認識手段たる性格を欠くことの論証－は，シヤバラによれば，次の論題の  

定説スートラ∬，1．3．4：hetudaI竜旭丘cca によっても可能とされる。英訳者のG．ジャーはその理由から論題2の中  

にそれを含めて訳出している。しかし聖伝規定に天啓規定と矛盾が生じる場合の原因の問題を取り扱うのが上  

のスートラ∬．1．3．4：hetudadan互c caであり．論題2の＜天啓規定と矛盾する聖伝規定の場合に聖伝規定が非認識  

手段とされる問題＞とその原因の問題は直接には無関係であるから輩者は本稿では訳出しない。今回の和訳研  

究部分はんl諷血≦r折1aSamskrlt SeriesNo．97，1929e血ion，P鵬1，p．168，1ine24サ172．1inell；1970e血ion，paH2，  

p．Sl，une22－p．86，1ine7である。  

＜キーワード＞ミーマーンサー，クマーリラ，シヤバラバーシュヤ，タントラヴアールッティ九聖伝章   

一 シヤパラの引用文＃について   

本論題についてガルゲ（D，V，Garge）が彼の著書『シヤバラバーシュヤにおける引用（CLEaELons  

j8b8m－β厄Ⅳa，Poona1952）』で言及してる点を紹介しておきたい。彼の藷指摘はジャーの訳業を  

補うものでありミーマーン サースートラの形成過程およびシヤバラのヴェーダ文献と聖伝文献への  

関わり方の解明に光をあてる業績として高く評価されてよいであろう。しかし彼の指示する出典に  

はフォローできないものもありこの点問題が残る。   

先ずこの論題と定説スートラ∬．1．3．3の形成過程に関係する聖伝文献としてガルゲが指摘する  

のはAp8∫ra爪baα】∬m郎血加1．1．4．8：≦m血hb山王yasy血umむ血豆d畠cむ乱「実に天啓書（の規定）は推  

理に基づく慣習法よりも（権威が）強力なり」である。このアーパスタンバグルマスートラでは  

「慣習法よりも（畠c岳r岳t）」とあり「聖伝よりも（smrt申）」とはなっていないが，ガルゲの括摘す  

るように内容上この論題の趣旨と一致する（Garge，叩．C九．p．3．）。ミーマーンサースートラとこの  

アーパスタンバグルマスートラの成立の前後関係は必ずしも明確ではないが，タルマスートラがミー  

マーンサースートラに先行すると考えるのが妥当で，後者が前者に影響されたと見るのが正しいで  
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あろう＝   

次にシヤバラによる諸引用についてガルゲの指摘を紹介し必要がある場合には検討を加える。   

例（A）の聖伝規定とされる‘audumbary叫 sarvave？tanam’「ウドウンバラ製の柱（audumbari  

sth百中）に対してすべての蔽いあり（＝ウドウンバラ製の柱をすべて（布で）蔽うべきである）」  

について次のように言及する。シヤバラの引用するヴェーダの例文の中には，聖伝文献を正確に引  

用するのではなく．その意味をとって概略的に引用しているものがあり，その場合その原典はどこで  

あろうと可能な箇所が指摘され得る，と。そのような例の一つとしてガルゲはこの例文を掲げ  

BaudhayanaSmTtjの‘audumbarisarv豆parive！tayitavy岳’を参照すべし．とする（Garge，qP．CjE．，P．248－9．  

）。しかしガルゲの指示する上の出典を筆者はパウダーヤナダルマスートラにも同シュラウタスー  

トラにも見い出すことができず，ガルゲの示している月au瓜破∽a∫m再 という原典については、実際  

にそのような原典が存在するのかという点も含めて疑問が残る。肋申由U故肋a鱒∂片0甲（Vaidika  

5叫150dhanaMaり4ala，Pune1985）p・62はこの例文の出典をL丘tyayana血uEa血m2．6．2：t叫1≦vobh血e  

kuiaiEtirddh互grairv叫ayltVaiva甲JatlyenaivavasanenapradaksinaInGrddhada≦enaparive！tyaSPf亭tOlnapa≦rita  

ud名和et，に求めている。このラートヤーヤナの規定は．ソーマ祭場のサダスの中に立てられるウドン  

バラ樹製の柱を，先端を上にしたクシヤ草で覆うべきことを規定した上でそれに触れてサーマン歌  

詠を歌うことを規定しているので，シヤバラの提示する例文の出典と決めることもできないであろ  

う。クマーリラは後にこの例文について次のような興味深い記述を残している。「この，すべてを  

覆うべきことの聖伝規定は，（柱に）触れるべきことの天啓規定と矛盾するものとして例示されて  

いる。このことはジャイミニその人によってC乃血dogγ血UV岳d8（という自作のスートラ体の著作）  

の中で jJ砂如血bね加】叩aにある天啓規定に基づくものとして（説明された）。云々（TVA．188，  

1hes9－12：『タントラヴアールッテイカ』の詩節198と199の間に存在する散文。和訳は本和訳研究  

シリーズの次回以降で示す）」クマーリラはこのように語り，それに基づいてシヤバラが聖伝規定  

としているウドンバラ樹製の柱に触れる規定も実は天啓書に基づくものであることを主張している  

のである（2）   

例（B）の天啓規定の例文‘jataputratlkf叩ake貞0■gnin豆dadhital「子供が生まれ黒髪をもつ者は聖  

火を設置すべきである」についてガルゲは次のように指摘する。この文は現存ヴェーダ文献に見い  

出されず．その出典はBaud7ayanaLnaJmaStitral．2．6（OT5）‘kf印akeio’gnin豆dadhitaiti計u叫’である，と。  

従ってこの天啓規定の引用は孫引きであることになる（Garge，qP．CjL．p．44＆246．）。   

また例（B）の聖伝規定‘a亨申CatV云r叫由dvar卸ivedabral1maCaqaCarapam’「48年間ヴェ一夕  

（学習のための）梵行者である（べきである）」は聖伝にこのままの原典は見い出されず  

助u曲如飢aα】ama∫日加1．2．3．1の要約的引用である，と指摘する（Garge，叩．dr．，P．246・）。  

Baudh4yanaLmamlaStitral．2・3・lにぽa申CatVarhTliadvar宇和ipaur叫aqlVedabrahmacaryam’とあり，ガル  

ゲの指摘は妥当と思われる。しかし他のダルマスートラにも類似表現は存在する。例えば  

ApasEambaα】amaSti打al・2・11－12：’upetasya’’c云ryakulebrahmac孟riv豆sorst五catv5rim畠adva（SaraLli’，GauEama  
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Dham】aS血al▲2・51－52＝’dv豆dagavar早叫y ekavedebrahmacaryaTrlCaret／pratidv豆da≦av互san，e？u’というよ  

うに。ただし後者G∂Ur〟刀8の場合は内容的に一致するに過ぎない。   

例（C）の天啓規定‘tasm豆dagni？0miyesaqlSthitey如m滝nasyagThe－gitavyam’についてガルゲは次  

のように指摘する。この天啓規定の出典は地元ゆ叩f5叩比丘3・7．8 であり，関連テキストとして  

乃血中85叩仙言6．1．11．6および だ鱒血5甲山オ24．7（3）．凡叩坤訂山西5叩放言37．8が存在す  

る。シヤバラが他の関連テキストではなくマイトラーヤニーサンヒターから例文を引用していると  

いうこの事実は，シヤバラのマイトラーヤナ派に対する愛好を示している，と（Ga∫ge，甲．dr一，p．106－  

107L）。因みにガルゲはマイトラーヤニーサンヒターを出典とする例文を69例拾っているが，そ  

の中でシャバラのマイトラーヤナ派に対する愛好を示している例を他にも多数指摘している（Garge，  

甲．dr．，pp・9910B・）。シヤバラがマイトラーヤナ派に親密であることを明らかにしたのはガルゲ  

の功績の一つであろう。  

和訳研究  

1 1ミーマーンサースートラ」1．3．3  

「しかし（聖伝規定が天啓規定と）矛盾する場合には（聖伝規定は）無視されるべきである。（矛  

盾が）存在しない場合に（聖伝の根拠となる天啓癌定が）推量されるべきである。（∬．1．13：Yiro－  

dhetvanapek早叩1Sy豆dasatihyanumanam・）（Siddh豆nta）」  

2 1シヤーバラバーシュヤ」釈   

（サンスクリットテキストの冒頭の括弧内の数字はAnand豆≦ramaSanSkritSeries No・97‥  

d］Lianapartlofthefirsteditionin1929（A），part20fthesecondeditionin1970（A’）のべ，ジ数と行数  

を，Bled．はBibliothecaIndicaSeriesNo．44ff．：The血中】S古Da血a1889を示す。）   

さて（聖伝規定が）天啓規定と矛盾する場合には（聖伝の証権性は）どうなるのか。たとえば，  

（A）「ウドウンバラ製の柱に対してすべての蔽いあり（＝ウドウンバラ製の柱をすべて蔽うべき  

である）」という聖伝規定は「ウドウンバラ製の柱に触れてのちに歌詠（ウドギ一夕）を喝すべき  

である」という天啓規定と矛盾する。（B）「48年間ヴェーダ（学習のための）梵行者である  

（べきである）」（という聖伝規定は）「子供が生まれ，黒髪をもつ者は聖火を設置すべきである」  

というこれ（＝天啓規定）と矛盾する。（C）「ソーマを買った者（＝祭主）は食べてもよい  

（4）」と（いう聖伝規定）は「それゆえアグニーショーミーヤ条が終結した時に祭主の家で食べる  

べきである」というこの天啓規定と矛盾する（5）   

（前主張）それは（ダルマの）認識手段である。なぜなら行為者が共通であるから。  

（定説）以上のように主張されたことに対して我々は（定説を）述べる。  

（A．168，3；A一．81．2）athayatraSrutivirodhastatrakatham・ya山audumbary坤SaⅣaVe申nam・‘audumbarirTI  

SPr亨tVOdgayet－itiiruty豆viruddham・a写t云catY豆riTTl畠advars加iYedabrahmacaryacar叩aTTILj豆taputrahkrsnake≦0  
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gnin哀dadhita’ityanenaviruddham・kritar5jakobhojy血Ina（BIed・：bhojy左nnatl）iti‘tasm為dag頑0miye  

S叫一Sthiteyajam互nasyag巾e T≦itavyam’ityanenaviruddharn・tatpram叫am・kartrs加1えny五dityevarT）pr互pte  

br亡i【nah．   

不可能であるから（聖伝規定は）誤謬である，と理解される。  

（前主張による聞い）どのように不可能であるのか。  

（定説による答論）（例Aについて言えば．ウドウンバラ製の柱に）触れることの規定が（天啓書  

に）あるがゆえに，（聖伝規定であるウドウンバラ製の柱の）すべてが蔽われることは不可能であ  

り，また（柱が蔽われてしまえば）歌詠を喝しつつある者により触れられることが不可能である。  

歌詠を喝しつつある者によりそれが触れられるべきであることを理解している我々は，この了解事  

項を何によって拒斥するのか。   

すべてを蔽うことの聖伝規定による，と我々（前主張者）は主張するのである。  

（A二173，l；A’・87，1）aiakyatv豆dvy血10haityavagamyate・kathamaiakyat瓦．spar≦avidh互n豆nnasarv畠≦aky益  

Ve？tayitumudBayat五spr叫urTICa・tamudg豆yat豆spra担Vy云m avagacchantahkenem叩ISarPPratyay叩1  

b云dhemahi・SarVaVe与申nasmaTaTlenetibrtjmah．  

（反論）根拠を欠くことに基づいてその聖伝規定は誤謬であるから，ヴューダの直接的言説が根拠  

となるであろう（その場合には聖伝規定は誤謬ではなくなるであろう）。  

（答論）もしも（天啓規定である）触れることが誤謬であるならば，ヴェーダの直接的言説が（聖  

伝規定の）根拠となるであろう。しかし（天啓規定が）誤謬ではない場合，（聖伝規定は）不可能  

であるから妥当とされない。たとえば非妥当であるからといって直接経験が想定されることはない  

ようにザェーダの直接言説も（非妥当であるからという理由で想定されることはない）。  

（聞い）では（柱の）すべてを蔽う（ことを規定する）聖伝規定はどうであるのか。  

（答論）誤謬である。  

（問い）どのようにして誤謬であることの想定があるのか。  

（答静）天啓規定に基づく判断知と矛盾することに基づく。  

（A・174，1；Ar・88，1）naLlunirmiilatv亘dvy血10hastatsmarapamitivaidi上叩1VaCan叩Im白1叩1bhavi亨yatiti・  

bhavedvaidikaJTIVaCall叩1m白1叩1yadispar貞ana叩Vy豆moh叫avy豆mohetva≦akyatv豆danUpaParnam・yath豆  

’nubhavanamanupapannamitinakalpyatetath亘vaidikamapIVaCanam・ka山叩Itarhisarvave亨叫一aSma－raPam・  

VyaLrLOhatl．ka山叩1Vy豆mohakalpan豆，占rauta両面navirodh云t・  

（問い）ではなぜこれら二つの規定は，米（の規定）と大麦（の規定）のように．もしくはブリハッ  

ト（サーマンの規定）とラタンタラ（サーマンの規定）のように，選言的規定（6）とされないのか。  

（答論）しからず。誤謬であるという判断知が存在しない場合には選言的規定がありうる。もしす  

べてを蔽うこと（の聖伝規定）が認識手段であるならば，触れること（の天啓規定）は誤謬である。  
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もし触れること（の天啓規定）が認識手段であるならば，聖伝規定は誤謬である。  

（A・182，1；A’・98，1）athakimarth叩1nemauvidhivikalpyetevrihiyavavadbThadrahantaraVadv豆．n豆sati  

Vy豆mohavij再論evikalpobhavatiyadisarvave申navij由narppram叫am・SaPar≦an叩1VyamOh叫．yadi  

SPar畠anar！1Pram叫叩1Sm？irvy云mohah・   

しかし選言的規定であることを主張している者がいるとして，触れることを立場とする場合，まず  

もって（ダルマの）認識手段であることが主張される。またその根拠は天啓規定である。もしそれ  

（＝天啓規定）が認識手段として同意されるとすれば選言支ではない。そしてさらに（他方の選言  

支である）すべてを蔽う聖伝規定を立場とする場合には，まずもって天啓規定を想定することは不  

可能である。なぜなら触れることの判断知により（すべてを蔽うことは）拒斥されるからである。  

（A・182，3；A’・98．3）vikalp叫一Luvadansparianasyapak芋et互vatprirnaDyamuCyate・taSyaCam白1aJTl≦mtitl・S互  

CeLPram叫amanumat豆nap豆k芋iki・P云k芋ikaJTICaSarVaVe亨！anasmarapaJTIPak芋et互vanna畠aknoti畠rutin1  

Parikalpayitum・SPargaVl】nanenab豆dhitatv豆L・   

またそれゆえに，それが誤謬ではない場合には天啓規定が想定されることは不可能である（7）  

また一つの立場（選言支：例えば「すべてを蔽うこと」）を取る場合に誤謬なきもので，（同じ）  

立場を取る場合それが誤謬となることはない。なぜなら，或るものが一つの選言支の根拠であると  

き、その同じものは別の（選言支の根拠）でもあるからである。  

（A．183．2；Al．99．2）tata≦cavyamohecatasminnagaky岳（BIed．：taSminnaiaky豆）如tihkalpayitum．nムc豆s豆v  

avyamohatlPak芋e，Pak苧eVy互mohobhavi亨yatiti・yadevahitasyaikasminpa桓emdlaJPladevetarasminnapl・   

もし一つの選言支において，天啓規定の証権性の等しさから，（その選言支が）誤謬でないならば、  

他方の（選言支の）場合にも無誤謬である。またその天啓規定は一つの選言支において（のみ証権  

性をもつの）ではない。なぜなら音節が編纂されたものであるそれ（天啓書）は，誤謬のテキスト  

であると言うことはできないからである。それゆえにこの選言支における判断知が誤謬であること  

によって他の選言支に移されたとは理解されない。その場合，すべてを蔽う（べきことを規定する  

聖伝規定）は間違って聞かれたことや夢などの知を根拠とするものであるということが（誤謬のな  

い天啓規定との）矛盾があることから想定される。なぜならそれに矛盾がある時，（ダルマの）認識手  

段であることは承認されるべきではない．という準拠があるからである。   

それゆえに一つの選言支において天啓規定が想定されえないように，他の選言支においても同じ  

原因があれば（想定されえない）。  

（A・183，6；A’・99．6）ekasm叫≦cetpa桓enavyimohab≦mtipr豆m叫yatulyatv豆ditaratr豆pyavy孟moh叫nac豆s云v  

ekasminpa桓e≦n）tih，nibaddhiksar豆his豆napram豆dap叫aitiiaky豆gaditum・tenanaitatpak亨evij鮎naql  

Vy加10h豆tpak芋血tararTISamkrinlamiLyavagamyatetatraduh≦n）taSVaPn云divij百加amdlatvaJ71tU  

SarVaVe亨taJlaSyetivirodh豆tkalpyate・nahitasyasativirodhepr瓦m叫yamabhyupagantaVyamitik血cidasti  
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Pram申am．tasm云dyathaivaikasminpak亨ena畠aky豆占rutihkalpayitumevamaparasminpak亨etulyak豆r叩atV豆t・   

さらにまた，相互依存がある時，他方から（もう一方の選言支の正しさは）識別されるから（すべ  

てを蔽うぺきことを規定する聖伝規定は聞達っている）。この相互依存とは何か。聖伝規定が正し  

い場合には（天啓規定である）触れることは誤謬である。触れることが正しい場合には聖伝規定が  

誤謬である。すなわちこれが相互依存である。その場合（天啓規定である）触れることには確固と  

した根拠があり、聖伝規定にとっては（その根拠は）想定されるべきものである。  

（A・183，13；Al・100，1）apicetaretar豆≦raye■nyatatlParicched豆t・keyamitaretar豆吉rayat互・Pramえ申yarTISm聾au  

SPar畠ana甲Vyむ一10h叫・SPar畠anepram叫esm？irvyamoh叫（184，1）tadetaditaretar豆≦rayaTTlbhavati・tatra  

Spar畠anasyak！ptarpm由1amkalpy叫1Sm匹eh・   

それゆえにそれ（聖伝規定の根拠）は他に基づく識別である。聖伝規定の証権性は想定されるべ  

き根拠をもつものであるから可能ではない。それは非認識手段であるから（天啓規定である）触れ  

ることは誤謬ではない。それは誤謬ではないから聖伝規定に基づく天啓規定の想定は妥当とされな  

い。なぜなら（天啓規定を想定するための）認識手段がないからである。  

（A・185，1；A’・101，1）so’s云vanyat叫Paricchedatl・kalpyamdlatv豆tsm？ipr互m亘yamanavak！ptam・  

tadapr豆m叫y豆tspar≦aJlaTPnaVy血10hah・tadavy5mohatsmえrtagrutikalpaJl豆’nupapamaPram血豆bh云v豆t．   

［反論］もしそうであれば米を手段とすることの判断知に誤謬はないことに基づいて，大麦の天  

啓規定は妥当とされないことになるであろう。   

［答論］もし（大麦の天啓規定が天啓書に）現に存在しないならばその通り妥当とされない。し  

かしそれは現に存在する。現に存在する（天啓規定）が非妥当であるということは決してない。二  

つの天啓規定は存在するのであるから，それらは実際に二つの（ヴェーダの）文である。  

（A・1853；A’・101，3）nanveva甲Sativrhis亘dhanatvavijii加asy豆pyavyえmoh云dyavairutirnopapadyeta・Satya甲  

nopapadyateyadyapratyak亨aSy乱・Pratyak亨五tves5・nahipratyak亨amaTIuPaPannarPn豆m孟sti．dvayostu  

irutyOrbh五v豆Ldvehyetevakye．   

その場合，一つの（文）によって大麦のみを手段とすることが理解され，（他の）一つの（文）に  

よって米のみを手段とすることが（理解される）。また（ヴェ一夕の）文により理解された事柄は  

否定されない。それゆえに米と大麦における選言支規定，およびブリハット（サーマンの規定）と  

ラタンタラ（サーマンの規定）における（選言支規定は）は妥当とされた。   

それゆえに天啓規定と矛盾する聖伝規定は非認識手段である，と述べられたのである。この理由  

から（柱の）すべてを覆うこと等（の天啓規定と矛盾する聖伝規定）は（認識手段として）顧慮さ  

れるべきではない。   

（185，6）tatraikenakevalayavas五dhanat互gamyate，ekenakevalavrhis豆dhaJlat五・naCaV豆kyen豆vagato’rtho  
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rpahntjyateLtaS打点dvrihiyavayorupapannovikalpobPadrath叩ItarayO≦ca・taSmaduktamirutivinlddhasmrtir  

apram叫amiti．ata岳casarvave？申nadin互‖daraDiyam．（皇盃barabh盃亨yaOnJS．1．3．3）  

（以上ミーマーンサースートラ1，3．3に対するシヤバラバーシュヤ）  

3 1タントラヴアールッテイカl和訳  

（本稿から『タントラヴアールッテイカ』の詩節に番号を付けることとした。番号は  

Prachaya－bhartiSeriesNo．16“771e肋】iTT］S言Dadat）a’Varanasi1984に付せられているそれに従  

う。また前号と同様に和訳の70～82のセクション番号は任意に筆者が付したものであ  

る。なお今回下記の5つの写本を使用して『タントラヴアールッテイカ』の出版本の不備を  

補うことができた。その中の3．4，5は今回新たに披見しえたものである。3と4は北海道  

大学文学部の吉水滴孝氏より．5は島根県立大学の大前太氏よりコピーの貸与を受けた。こ  

こに深甚の謝意を表したい。）  
1IndiaOfnceLibrary London，EggelingNo・2150・（Abbr，IO）  

2 BodleianLibraryOxford，WilsonNo．325．（Abbr．OX）  

3 BodleiafLLibraryOxford，MS・ChandraShumShered．516．（Abbr．Bl）  

4 BodleianLibraryOxford，MS．Chandra5hLnlShered．536．（Abbr．B2）  

5 AsiaticSociety，Calcutta，S・C，2388（ⅡⅠ．G．72）（AbbLAS）  

サンスクリットテキスト中のその他の略号  
B二 7bnfTaY岳mikaoftheBenares SanskritSeriesNo・5ff．（1903ff．）  

PT：PrintedTextsofthe77］ntTaV5Lltika（＝『タントラヴアールッテイカ』の請出版本）  

矛盾論選の肘主張  

70 前論題との関係（血gati）   

（前論題との関係（s血gali）を重く。）聖伝の証権性が（直前の聖伝章第1論題において）開陳  

されたが，（その証明は聖伝の）あらゆる対象領域に適用される。（しかしこの第2論題において  

は）ヴェーダと矛盾する（聖伝の）場合，それが今度は（証権性ある聖伝の）例外とされて否定さ  

れる。（22）  

「（聖伝周定が天啓規定と）矛盾する場合には（聖伝規定は）無視されるべきである。（矛盾が）  

存在しない場合に（聖伝規定の根拠として天啓穎定が）推理される（＝ スートラ1．3．3）。」  

（スートラの）「矛盾する場合」とは＜（天啓書である）ヴェーダの文章と＞（矛盾する場合）と  

いう意味であり，それ（＝ヴェーダの文章）によって（聖伝の）意味が支配されない場合（という  

意味である）。（23）  

70s叫11pr由一叫yamuts吋amprasaktarTISarVaBOCaram／  

Sativedaviruddhatvetadidanimapodyate〟（22）  

VirodhetvTanapek亨yaTTl■（Pr．AS：anapek芋叫1）sy互dasatihyanumiyate／  

virodhevedav豆kyenatena c5rthe’nadhi叫ite〟（23）  

71疑問（s叩l≦aya）  
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現存するヴェーダの文章と矛盾する聖伝規定，そのすべてを例示した上で考察される。しかしそ  

のようなものもダルマの認識手段として確定されるのか，それとも例外として否定されるのか，と。  

なぜ疑問（sa甲ねya）があるのか，と（問われる）ならば．答えて述べられる。   

（矛盾が）存在する場合，矛盾を拒否することに基づいて，もしくは（聖伝がヴェーダと）根拠を  

等しくすることに基づいて（聖伝の証権性を）拒斥しないことになるであろう。或いはそれ（＝天  

啓書）と相違するがゆえにそれ（聖伝規定）を拒斥することになるであろう。（24）  

71y云vatismロitLPratyakざaVedavakyaviruddh岳tamsarvamudah？yasarTLPradh豆ryate・kippunast豆dr≦yapl  

’dharmapram豆patven豆vadhえryateT（Bl：dhamlePramipatva－）・k叫V豆paryudasyataitikutatlSa甲由yaiticed  

ucyate・  

Virodhaparih豆r云dv豆Sativ豆tulyamdlatatl／  

ab云dhov云bhaved asy5badhov豆tadviparyay互t／／（24）  

72 同一の対象に対して，相違する意味を理解する二つの知は矛盾している。また有力・無力を決  

定することに基づいて．拒斥対象と拒斥者の関係が理解される。   

すなわち，もしも矛盾が疑われている天啓規定と聖伝規定の両者においてであっても，何らかの仕  

方で対象を異にするものとして（両者が）存立するならば，規定対象と否定対象との間に矛盾は存  

在しないから，たとい対象は同じであってもその対象に対する連言的規定が可能であるから，あるい  

は同一の祭事行為に所属することは不可能であるから，（それらの理由から聖伝規定と天啓規定の）  

両者とも認識手段であることを承認することにより，他の祭事行為に際しても両者を受け入れるで  

あろう。   

それと同様に，選言的規定であることを認める場合であっても，絶対的な矛盾は存在しないから，現  

に存在する天啓規定と推理されたそれによって生じた二つの知はヴェーダに基づくことに違いはな  

いので，等力であることが想定される。従って両者とも認識手段であることが妥当とされるであろ  

う。それゆえに例出されたような対象においても聖伝規定の証権性が依存されるべきである。  

72ekavi？ayeVirudharLhopasamh豆ririivU氏aJleVirudhyetebalavad－abalavattvan叩ay云ccab云dhyab畠dhaka－  

bh豆v叫1Pratipadyete・tadyadil≦aiikitavirodhayor’（OX：豆≦ailkita－）api≦ru［ism聾yobkenacitprakarepa  

bhinnavl？ayatVenaVyaVaSth豆sidhyetvidheyapratisedhyayorv瓦virodh豆bh豆v云dekasmhTlaPIVl苧aye  

SamuCCayaSa甲bhav豆d－ekaprayogagatatv豆saゆhav豆d’（AS，B2‥ekatLPrayOga－）vobhayotlPr如1atL－  

y5jlgikarapenaprayo由ntarecobhay豆nugrahatlSy互dityevarpvikalp豆≦ray叩elpyatyantavirodh豆bh互v豆t  

Pratyak？inumita≦mtt7anitq］iihayo5caTvaidikatvえvi≦e亨e一（IO，Bl，B2：一豆vi≦e亨epa）tulyabala（Vakalpan云d  

u♭hayapr豆m叫yamupapa（Syate・tatOya山opanyastavi！aye▲pism？ipr互m叫yam’apek？itavyam一（Bl，B2＝－taVyO）・  

73 しかし努力して考究されている場合でも他の対象によりもたらされた安立もなく、また認識対  

象と矛盾がないことから連言的規定もなく，また選言肢として両者を受け入れることもないならば，  

（天啓規定と聖伝規定の）双方の苦痛があることにより絶対的な矛盾のみがある。また直接的に項  
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存する天啓規定と推理されるべき天啓規定の間に世間的な直接知覚と推理のように，大いなる特殊  

な弓垂弱関係（8）があるとすれば，そのときには他の方策がないから，両者を受け入れることが不可能  

であるその場合，天啓規定が力において優っていることにより，聖伝規定の証権性が無視されるべき  

ものとなるであろう，と（いうのが疑問［s叩lねya］である）。  

73athatu－prayatnenanvi亨yam叫e’pina■（OX：naPrayatnen豆nvi芋yam申e’pi）’vi亨ay豆ntara吋a’（OX：  

atyan［avi写ayえn［ara－）vyavasth豆，n豆pi■pramey豆virodhatT（B：Pramey互ntar豆virodhat）samuccayon豆pi  

Vikalpenobhay云nugrahatl・kip tarhyubhayapiqan豆datyantavirodhaeva・Pratyak！血umeya血ItyO≦ca  

laukikapratyak！anum云navanmahan■baほbalevi≦e芋叫（門1：balavi≦e亨aS）tad云gatyantarabh互v豆d  

’ubhay云nugrah云saqlbhaveT（AS：ubhayatranugrah豆sarpbhav互t）≦mtibaliyastvenasm！tipr豆m如yamupek？aPiyarp  

bhavi芋yatiti・  

74 前主張   

先ず（前主張として）何を確立しうるのか。（という問いに対して前主張は）この場合，矛盾が  

あっても（聖伝には）証権性がある。なぜなら非認識手段となってしまう場合には（聖伝の非証権  

性について前論題で確立された）境界の侵犯があることになるであろうからである。（25）   

欺瞞や迷妄などに基づくのではないかと疑われず，ヴェーダに基づくことの確定が覆えされるこ  

とのない諸々の聖伝は明確な証権性をもつものであり，ダルマの遂行のための支分として確立され  

ることが可能である。しかしヴェーダと矛盾すること・利己的な欲が存在すること（9）・相互矛盾  

があることなど何らかの曲論によってこれら（＝聖伝）の非証権性が想定されるならば，その場合  

には、多くの学派・補遺文献・文脈などの多様性によって区別されるヴェーダに対して，（さらには）  

直接言明・徴相などから成る直接的教示，および名称などを介する拡大適用の教示から成る多様な  

認識手段の区分をもつ（ヴェ一夕）に対して，＜如何なる聖伝が如何なるヴェ一夕の部分と矛盾し  

ていて何時（ヴェ一夕が根拠として）推量されるであろう＞と誰が知るであろうか。   

それゆえ以上のように疑問を生じた人々によっては決して何時も安心を得ることはないであろう。  

また安心が得られないがゆえに絶対に証権性は毀損されるであろう。  

74kir！1taVatPr云Pnuy豆datravirodhe’pIPram豆nata／  

apr5m叫yaprasaiLgehimary豆d豆［ikramobhavet〟（25）  

an云由Tlkitavipralambhabhr豆nty豆dimd15hyavy云hatavedam白1atv豆vadh云ran互hsm聾ayoniIVy奉japr豆m申y坤  

iakyantedharmavyavahar豆hga［venasth云payitum．yad云tuvedaviruddhatvahetudarSanaparasparavig互n豆din豆  

kenacidapicchalen豆s豆mapramapyarPkalpyatetad云bahu≦互kh豆khilaprakaran互dibhedabhinne亨uVedesu  

血】tiliiLg云dy云tmakopade≦an云m云didvir互tide≦云tmakavicitrapram豆nabh云ge！ukoj云n互tik云smr（ihkidr≦ena  

Vedabh豆genavirudhyam豆n豆■kad5T（1ack：OX）anum豆syataiti．ata貞caiv叩Ij互ta≦a＾kairnaivakvacidapi  

Vi貞vasyeta．avi貞v岳由cIc豆tyantam’（OX：C5tyantikam）evapr血1叫y叩IPratihanyeta・  

75 すなわち－  
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或る場合に（聖伝が）天啓規定に基づくことを放棄して，迷妄などに基づくことが藷聖伝により  

明らかにされるならば．たといインドラであろうと（一体）誰がそのことを防ぎえようか。（26）   

（聖伝がヴェーダという）唯一の根拠において確立する場合には，非証権性を停止せんがために  

（迷妄など）他の根拠が否定される（ことが正しい）。それ（＝聖伝がヴェーダという唯一の根拠  

において確立すること）を無視する場合には（非証権性を停止せしめることは）不可能である。（27）   

さらにまた－   

もしも諸々の天啓規定に相互矛盾があり得ないならば，天啓規定と矛盾する聖伝には（ヴェーダ  

と異なる）他の根拠があることになるであろう。（28）  

75ta血豆山一－－   

kadacicIchru［imdlatv叩1muk［v互’（PT：Chrutimdlatvamuktv云）t）hr豆nty豆din1dlat豆／  

Smftit）hihpratip訂1n豆cetkast5mindTO’apivarayet■（OX：niv豆rayet）〟（26）  

ekamdlavyavasth豆y叫1m白1antaranir豆kriy豆／  

apr互m如yanivrttyar山aTPgaky豆natadupek亨叫e〟（27）  

khlCa－－－   

PaLaSParaviruddha［Va甲奴utin亘rpnabhavedyadi／  

Smrteb如utiv血ddh豆y亘statomdlantara叩bhavet〟（28）  

76 しかし千様にも天啓規定があるとしても，不可能な同時実行を意味することにより相互に矛盾  

するものが存在する。例えば日昇後のアグニホートラホーマの規定と日没後のアグニホートラホー  

マの規定（10），さらにはアテイラートラ祭に所属するショーダシン（11）（という名称をもつ歌詠  

讃諦をともなうソーマ祭）を当為として規定するヴェーダと（同じ祭事行為の中でそれを）規定し  

ないヴェーダ（など矛盾する規定がある場合）のように。その場合，もし何らかの聖伝規定で，自己  

のヴェーダ学派に所属する（規定の）言明と異なる意味をもつ他のヴェーダ学派の言明に基づくも  

の，それらの聖伝規定には，学習したヴェ一夕の文章との矛盾が存在する。それゆえに，すべての学派  

に対する信念と（それに基づく）行為を行なっている者たち（である我々）にとっては，自らでは  

聞かれもせず学ばれもしなかったというそれだけのことだけで，確たる記憶によりもたらされてい  

る（マヌの如き）他の人にある天啓規定を否定することは善しとされない。なぜなら＜一人の  

人に対して教示されているのではないから（nacaikaqlPrati≦i亨yate（JS．2．4．18））＞と（いうミーマp  

ンサースートラにあるように）すべての天啓規定はすべての人々に対して証権性があるからであり、  

さらにはヴェーダ学習の如く聖伝規定にも天啓規定を葎持する能力があるからである。  

76yad5tddi血Iudit豆gn山otrahomavidhivad’a［iratragata！04aii＄raha申grahapavac’（IO：一ざOqaiigrahap豆－  

grahapavac；PT＝一宇Oqa≦igrahapavac）casahasra叫≦rutayO’pyasaqlbhavadyugapadanu！th血arthatay互  

parasparaviruddh互df≦yantetad邑yadin亘mak亘由mcit sm血15m－svaveda≦ikh豆gatavacanavlpar王tartha－  

Veda55kh豆ntaravacanamdlham一（Pr：－Viparit豆rha≦豆kh豆ntara；Bl＝SVaVeda貞豆kh豆gatavacanamaviparit畠山一a－）  

■adrd［avedav5kyavirodho’（PT‥adhitav云kyavirodho）df5yate’tatasT（PT‥ataS）t豆vataivasarva5豆kh豆pratyayaL  
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karmavyavah互∫inむnsvayamairutamdhitatvam互trepadrdha5maraDOPaS山豆pitapuru亨血tarasdla≦mtin辻瓦－  

ka∫aTlar！lna吉obha［enacaik叩IPrati≦i亨yataitihisarvagrutinapsarvapuru宇えnprati’pram叫yadI（OX：  

pr亘rn＊y諭gik豆ra申t）adhyayanavaccasm聾eraPil貞mtidh豆rapa由marny5tt（IO：－S豆m血hy孟t）．  

77  それゆえ矛盾がある場合であっても（聖典として）読萌されつつあるものの証権性があるよ  

うに、すでに読革されたものと記憶されつつあるものにも同様に（証権性が）ある．（29）   

さらに一   

矛盾が存在しない場合には天啓規定が根拠であり、他の根拠の可能性はない。それに対して．矛盾  

がある場合には（迷妄など）他のことを根拠とする，という中途半端（な理論）があることになろ  

う。（30）   

前（の第1論題）できわめて普遍的なかたちで否定された他の根拠が．後になって「矛盾がある  

場合はそうではない」と息を吹き返すのは出過ぎた行為である。（31）   

それゆえに，これら（の聖伝規定）が天啓規定を根拠とすることは常に定まっている。あるいは  

他の根拠を用いるとしてその場合．それが認識手段であることへの渇望が一体何になろうか。（32）   

さらに青空伝に対して，（聖伝の非証権性・証権性を主張する場合）迷妄などの諸根拠の＜ある・  

なし＞が（定説主張者により）依存されているが，これは矛盾（する主張）であり，（聖伝を）拒斥  

する主張は成り立たない。（33）  

77tasmidyath豆virodhelpipa叫yam由1aPram互nat豆／  

Pa中一itasrnaryamえpin豆甲tathaivetylavadh豆ryat豆m’（AS：eYadh叫a血11）〟（29）  

khlCa－－－   

avirodhe≦rutirmdl叩1namdほntarasambhav叫／  

Virodhetvanyamdlatvamitisy豆dardhavai占asam／／（30）  

mtil如tararpnirastamcas孟m互nyenaivayatpur豆／  

tadanupr叫yatepa≦c左dvirodhenety a［ikriy豆〟（31）  

ten互s叫Iiru血Glatv叩1SarVadaivavyavas也itam／  

’mdl豆ntaraprave占e’（OX：・PraVegO）Y互kirTlta［pr孟m如yatf亨ワay豆〟（32）  

kmlCabI血nty豆dim豆15n叫S訂nbhav豆sambhav豆≦ray叫／  

Sm申tlPrativiruddhorya甲b哀dhapak亨Onayujyate〟（33）  

7g それゆえに，もしもこれら（聖伝）に証権性が決して存在しないとすれば，あらゆる場合に（証  

権性が）破壊されないことがあ戸う。半老女（12）であることは（許され）ない。（34）   

また聖伝の編者たちは矛盾であることを知りつつそれらを記憶しているが，ヴェ一夕という根拠  

の力を放棄して，他の原因がその事実にあるであろうか。（35）   

（聖伝の非証権性の）原因が現在把捉されている，という理由から（聖伝の）非証権性が主張さ  

れるかもしれないが、無視されるべき因であるに過ぎないから（それを主張することになれl幻そ  
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れ（＝聖伝の非証権性）はあらゆる場合に帰結することになってしまうであろう。（36）  

78ten亘saJTlyadiv豆naivakvacidastipram叫at豆／  

SaIVatr豆vy亘hat豆v豆sy豆nnatv ardhajaratiyat豆／／（34）  

Viruddhatv叩一Ca’j五Tlant坤，（PT‥j豆nanti）sma舶rast亘りSmarantiyat／  

Vedam白1abal叩一一muktv訂（PT‥tyaktv豆）khaLlyattatrak5raDam／／（35）  

grhyam叫anlmittatv豆d－yady一（OX，AS，B2：y互py）ucyet豆Pram叫at互／  

utprek亨aDiyahetutv豆ts豆saJVatraPraSajyate／／（36）  

79 貪欲・怒り・傲慢・激情・放逸・怠慢・強欲（13）．それらは聖伝の非証権性の原因（として  

主張されるもの）であるが，それらが無視されえない場がどこにあるであろうか。（37）   

過失のない心（14）によれば正しい根拠は得やすい。しかし意図の過失により誤った根拠を得る。  

（38）   

経験可能な（貪欲などといった）原因がありえず，あるいは現存する天啓規定との矛盾が（あり  

えない）ダルマの行為とは一体いかなるものであろうか。（39）  

79r云gadve亨amadonm豆dapram豆d云1asyalubdhat互h／  

kvav豆notprek！ituql≦aky坤Sm拝yapr豆m如yahetav叫〟（37）  

ad吋enahicittena’sulabh互■（OX，AS：durlabh亘）s互dhumGlata／  

du！tam61atvalabhastubhavaty互Sayado！atab〟（38）  

k豆V云dharmakriy云yasy叫1dr亨！oheturnayujyate／  

ka山aqlCidv豆vinlddhatv叩IPratyak！a血utibh叫saha〟（39）  

go  順世派の愚か者たちにとってはそれ以外の行為は存在しない。というのも，彼等は何らかの  

超経験的な事柄も経験可能な事柄とするからである。（40）   

ヴェ一夕に所属する行為も経験的な事柄であると彼等は認鼓する。たとい小さな原因であれ，彼  

等はそれを矛盾とする（15）。（41）   

もしも彼等にミーマーンサー学者によって或る時に機会が与えられたとすれば，その場合に彼等  

はいかなるダルマの道をも（ヴェ一夕を信奉する人々のために）解き放つことはないであろう。（42）   

なぜなら猿たちは機会を得ない限り，かれら填たち，もしくは鬼たちは自分たちの獲物に襲いかか  

ることはないからである。（43）   

なぜなら月分の空想によって棲み家を得た人々によって（順世派の愚か者たちが）或る時に機  

会が与えられれば，彼等の道にみずから落ちてしまった誰が生きることができようか。（羽）   

それゆえにダル々を滅ぼすことに精通している順世派の立場の者たちの意欲を満たすことがミー  

マーンサー学者によってなされるべきではない。（45）  

80’lok亘yatikamdrkh叫豆rTl■（PT，OX：1auk豆yatika－）naivanyatkamavidyate／  

y云vatk桓ICidad画拙1叩1taddT申rtharTlhikurYate〟（40）  
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Vaidik豆nyapika皿豆J］idrstarth豆nyevateviduh／  

alpen豆PinimittenavirodhaqlyOjayaJltica〟（41）  

tebhya≦cetprasaron豆madattomim叫Sakaitlkvacit／  

nacak叩1CaJla mu丘ceyurdharmam云rga甲hitetad盃〟（42）  

PraSar叩1nalabhaJltehiy豆vatkvacanama止a中一／  

n豆bhidravantitet声VatPi富岳c豆v豆svagocare〟（43）  

kvaciddattelvak豆≦ehisvotpreks豆1abdhadh豆mabhih／  

jivitu甲1abhatekastaistanm云rgapatitat15Vayam〟（44）  

tasm云1lok豆yata5d15n豆mdharman豆iana≦豆1in豆m／  

evalTlmim叫5akaibk豆ryaETLnamanOradlaPtlraPam〟（45）  

81さらにまた最初に信仰によって成立し，さらにニヤーヤによって証明されたプラーナなど四つ  

（の聖典（16））は命令によって成立した（17）認識手段であるが，（46）   

それはまさしくその通りに承認されるべきである。中途で弛緩されるべきではない。（それら四  

つの聖典）すべてのものは弛緩しているものを破壊するであろう。あたかもきちんと（馬と車駕の）  

結ばれていない馬車など（が破壊される場合）のように。（47）   

承認された主張があれば，それをひるまずに通すべきである。途中でひるんでいると恐るべき侵  

異音たちに（その主張を）奪わせることになるであろう。（48）  

81yac由dau≦raddhay豆siddh叩1Punarny豆yenasadhitam／  

云jii豆siddhapram如atva甲Pur叫豆dicatu亨申yam〟（46）  

tattadlaiv豆numantavyarpkartavy叩1n豆ntar豆≦1atham／  

SarVarTl≦1a山aya叫Sided durnAddha≦aka申divat〟（47）  

Pak芋OyO’hgik聾OyenatamatraSyaJISanirval1et／  

h云rayedaJltar盃trasyanbhitopadravak豆ribhitl〟（48）  

82  またもしもヴェーダが経験可能な事柄もしくは天啓書に直接述べられている矛盾をもつもの  

を規定しないとすれば，その場合にはその種の聖伝書はそれを根拠とすることを放棄するであろう。  

（49J   

これに対して（祭餅作製の準備行為としての穀粒を）砕くこと，粉末にすること等の（その結果  

が）経験可能な祭事行為が経験可能な事柄のためにヴェーダの中で幾千様にも規定されている時，  

（聖伝規定の中に欲望などの）原因が存在することが何であろうか（いかなる科もないであろ  

う）。（50）   

祭官に祭料を与えること．ターヌーナブトラ（18）等の祭事行為すべては祭宮と祭主にとって経験  

可能な事柄であると承認されているのであるが，（51）   

そのようなものがもしもヴェーダに基づくものではないとすれば，それとは異なるもの（である  
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聖伝等）はヴェーダに基づくものではない（ことにあるであろう）。（52ab）   

またヴューダにおいてそのような種類の行為が我々にとって存在する場合，（52cd）   

いったいヴューダに基づかない経験可能な事柄というものが知性によって成立し得るで  

あろうか。（53ab）   

それゆえに最初に確かめられた，藷聖伝がヴェーダを根拠とするということ，（53cd）   

そのことがここで絶対的に完遂されなければならない。今どうしてこのことが抑圧され  

るのか。（54ab）   

それゆえに諸々の原因によってヴェーダと矛盾する聖伝で経験可能な事柄を目的とするものの証  

権性はたといわずかであっても毀損されるべきではない。（54cd－55ab）   

（聖伝章の論題1においては）すべてのもの（＝聖伝）の限定されない証権性がこのようなもの  

として確立されたのであり，（55cd）   

今度は矛盾がある場合でも妥当とされたのである。   

以上のように（前主張が）確立された時．（以下に定説が）表明される。（56ab）  

g2veda貞cayadidrs血IhamSrtiyam申avirodhiv互／  

navidadhy豆ttatas【五dTksm匹istarnltjla血TltyaJet／／（49）  

yad豆tuhantipi芋ty畠dikarmad相即1Sahasra≦叫／  

dr亨申th叩Vihit叩1Vedetad互khTlhetudar≦aTlaitl／／（50）  

TtVigbhyodak！in瓦danaJTLt血tinaptr豆dikamlaCa／  

yad聾VigyaJaminanhTldr芋匝IharpsarYami亭yate／／（51）  

1adyadyavaidikarTltadrksyattato－nyadlavaidikaml（Bl，B2二aVaidik豆m）／  

yad豆Caiva甲Vidh云nyevavedekam申isantin叫〟（52）  

tad盃kimn亘madrs！豆rtharrLbuddhy豆sidhyedavaidikam／  

ten豆d豆vevay豆k！pt豆sm如血IaJTIVedamtilat畠／／（53）  

niⅣ0叫avyehasaik5ntatkimidap’khidyate一（OX＝Vidyate）adhun互／  

tasm瓦dvedaviruddh瓦n云叩df手中th亘nhTICahetubhitl／／（54）  

Sm担n叫1naPramaTlatVa甲V血antavy叩manaBaPi／  

avi叫aT！1Pram叫atvarrlSarV亘s叫Prまptamidr≦am／／（55）  

Virodhelpyadhun畠yuktam eva叩PraPteTbhidhiyate／（56ab）  

（P血Ⅳap濾軍）  

（以上聖伝章第2論題の前主張）  

＜証＞  

（1）渡瀬信之氏は諸ダルマスートラの作成年代を＜およそ紀元前6世紀前後＞とする。渡瀬信之（和訳）  

『マヌ法典』中公文庫（中央公論社1991）．p．472．  
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（2）Cf・NS147，33－148，2：SarVaVe？tanaSmr［er jaiminid‡坤呵y五yanibr5hmapa＄atairutimiIlatvelpy asmad岳din云中  

mil岳dar≦an畠dastGd云harapatvam，，，．；35ty4yaJlibT曲L77叩aという梵書はサーマヴェーダのジャイミニーヤ派に  

伝わるものとされ断片が存在するとされる。  

（3）g神山5叩】比丘34．7とあるがミスプリントと考えられる。  

（4）kritar云jakobhqJy豆rn叫と読む。bhqjy豆rn叫 はbhqjya＋anna（13ahuv血icompound＝a4j．．PW：dessenSpeiseman  

Beniessendarf；Monler’sSan止dfBL）8EshDicdoL）aTy：OneWhosefoodmay beeaten）直訳は「食べられる食物  

をもつ（者）」。ジャq訳：”OneshouldL70ttakefoodattheplaeeofotleWhohaspurchasedSoma  

（forheSorha－SaCrifice）。はkritaTajakobhqjy云nna と切ってbhqjy五nをoptatlVe と読んだ誤訳と考えられる。  

（5）この場合は論理的矛盾がある訳ではない。クマーリラの解釈は『タントラヴアールッテイカ』の詩節  

208－219（本和訳研究シリーズの次回以降で和訳を示す）．  

（6）vikalpaは∬，12・3・Adhikarapa4（sGtras9－11）の主題。米の規ヌ己大麦の規定はそれぞれ●vrihibhlryajeta＝yavair  

y叩Ia’という表現で定式化されているがヴェーダ文献の中に特定されない。城m申び百M曲a∫叩a  

Ko？aは3a（apa血BT5hm叩all．3．1．3：yatPayOnaSy豆1kenajuhuy哀titi／vrhiyavabhy互mili／を出典として示  

す。当該箇所はアグニホートラ祭式の文脈とはいえ出典とするには無理があろう。シヤタパタブラー  

フマナのこの箇所については服部正明『古代インドの神秘思想』pp．76－77．クマーリラの解釈は『タン  

トラヴアールッテイカ』詩節88cd－114（本和訳研究シリーズの次回以降で取り扱う）。二つのサーマン  

のVikalpaは∬．9．2．49；10．6．4で言及される。ヴェーダにおける規定文としてそこで提示されるアパテ  

ティ条というエrカrハ条（一日で終了するソーマ条）における‘ubhe bThadrathaJTltare kury豆t’は  

Mim申び5UddL）amLuKo？aによれば丁和4yamah5Blihmapa19。8．3の‘ubheb申adIathantarebhavataubh云bhy旬n  

ev豆Ismaib巾adrathantaT豆bhy豆mapacitirpvindati’とされる。  

（7）「誤謬である場合」ではないのか。ジャーはHenceunlessitisrecognisedasright，nOtWrOn＄，nOVedicleXlin  

ilssupport，Canbe assumed，と訳しているが．その場合にはテキストは次のようにあるべきではないだろう  

か。tata≦c云vy云mohecatasminn≦aky云（BIed．：taSmin≦aky云）孟mtibkalpayitum「それゆえにもしもそれが正し  

い．間違いなし．と認められないならば．ヴェーダはその根拠に想定されえない」  

（8）出版本はbalavi≦e予aSとなっている。写本の読みbalabalavi畠e？aSに従うが．NSも写本と同じ読みを示す。  

（9）この理由は次のスートラ∬．1．3．4“hetudar≦m云cca’’に基づく。  

（10）4pasLamba3TaUEasdtr34．4．7－9：Cf．AjEaTqaBT5hl叩a24．4－6；Weber，A．：h）血cheSEudienVol．10．2nded．  

Hildesheim1973，p．329・Cf・〟劇U5爪d2・14－15・  

（11）Cf．Hillebrandt，A＝RjEua）L．jEelaLuT．Slrassburg1897，p．138．35baT7abh5waonJざ．2．4，26‘atir云tre訂h申ti  

早Oqaiinami11Vihl叫亨04aii．n孟tiratreBThp孟ti予04aiinamiliprati？edhatl／Mh申S5UddL）aJ甲aKo？aはこの文の  

出典を丁和郎∂爪血ゐJ勃爪叩a16・1・8とするが輩者はそこに見い出せない。  

（12）証権性を完全に受け入れるか．完全に否定するかのどちらかの結論しか許されない．という意味。  

‘arddhajaraliyaについてはLaukikal］yaya4TaBL］（A HandfulofPopular Maxims，Collected by G．A．Jacob）  

Bombay1907，‘arddhqjaraliyany云ya’の項を見よ。Jacobは『タントラヴアールッテイカ』のこの箇所の用  

法は収録していない。  

（13）これらの聖伝の非証権性の原因とされる悪しき心理現象（仏教で言う「心所法（caitta）」）の諸項目  

は，語彙はわずかに異なるものもあるが仏教で煩悩として数えられるものである。I云如ま三重の筆頭で  

「貪」．dv甲aは三幸の第二に数えられる「恵」「頓恵」．madaは「怖（きょう＝自ら香り高ぶるこ  

と）」「慢」「倣」等、unm去da は仏教では関連する類義語unmattaとともに「顛狂（てんおう＝精神統  

一を失った状態）」．pram云daは「放逸」．51asyaは「僻怠」，1ubdha（－t5）はlobhaとともに「貪愛」等と訳  

される。『倶舎論』では，ー豆ga「貪」の善悪価値は両価値的なもの（＝不定地法）とされているが．以下  

の注釈家たちのr豆gaをpri也「喜び」とする解釈は痛gaの善悪価値のambivalentな捉え方に示唆的である。  

ソーメーシュワラと『タントラテンタpマニ』の作者マハpデpヴァ，シュラマ（Avyay豆Jlut）hava  

Mah五dev哀≦rama）のこれらの心作用の解釈は次の通りである。NS．135，16－18：r孟Babpritirdve亭O－pritibmado  

BaEVahunm五doBrah畠ve5ahpram哀dalasyetvany五saktyan豆saktyaEthevy故hyitelubdhat五Iips豆tiiayab．TC19A，1－2＝  
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r云g坤 Pritir abhidh‡yate・mado garvah．unm云d坤 yukt互yuktavic云repa svecch云prav！lli山so・madakarito  

namask豆ravi≦e亭叫．pramidasta【tVaVismrtitl．豆1asyaJTIPraV？tyanutSah叫・lobho（sic！）d云n豆≦aktLrili．  

（14）「過失のない心（ad吋a cit【a）」についてソーメーシュワラは「＜マヌ等に対する過失なく疑惑のな  

い知らんとする心（をもつ者）によって＞という意味（（N5：135，19－20）」とする。パリトーシャミシュ  

ラは次の二つの解釈を示す。「＜マヌ等には過失が存在しないと確信した心によって＞J或いは＜理解  

者がもつマヌ等に対する過失なく疑惑なき心によって＞と（いう意味）。（句（4）：犯7－S）■」ソーメー  

シュワラはパリトーシャミシュラの第2の解釈のみを採用していると考えられる。  

（15）この詩前に対しTCおよびNSは順世派のプt」ハスパティに帰せられる思想を表明する次の詩節を引用  

する。agnihotramtrayoved豆5tdda叫叩bhasmagu里hanam／buddhipauru？ahin豆n豆甲jivikeyambThaspatih／／  

「アグニホートラ（など天啓書の規定する祭式）．（アタルヴァヴェーダを含む）三ヴェーダ．（遊行者  

の持つ）三木杖．（ヤティなどの行者が身につける）塗灰．（それらは）知性と男性的生気を欠く人々の  

生計（に過ぎない）とプリハスパティは（説く）。」この詫節はS豆yapam豆dhava‥SaⅣa  

のC由Y址adad抑a，P．6にÅbh中止aの詩として引用されている。この詩節のvalian【5についてはcr．0．  

B6h山ngk．血血c加5p畑c叱nr・70・  

（16）NS，TC はMaL）uSmfi12．（9）の次の詩節に言及したものとして引用する。 Pu【卸町m五navo dhamo  

S論gopahgacikltSakab／aj丘互siddh五nicatY五riIlahantaV）旬Iihetubhib／／MaL）uSmTdO）この詩節は後世の付加部  

分と考えられる。ManuSm7tiwiththeSanskritCommentaryManvartha－MukほvaliofKullGkaBhat！a，ed．］．L．  

Shastrl，P．491．このKu加ka注付き出版本の詩節第110の後に括弧つきで掲載された詩節であり，：undkaは  

注釈していない。またMedhiThjdb坤ya 付きの出版本には掲載されてすらいない。G．Biihler（Sacred  

BooksoflheEast，Vol・25：me上awざ〟〃朋U，1＄86）も訳しておらず．渡瀬信之氏の『マヌ法典』（中公文庫）  

にも和訳が存在しない。  

（17）「命令によって成立した」の原語和瓦asiddha は上のマヌ法典の詩節の語をそのままクマーリラが踏襲  

したものであるが．その意味は不明瞭。  

（18）アグニシュトーマ条の導入部において執行される宗主と16人の集官との盟約儀礼。祭主と条官達に  

よって触れられた句yaのAgniTa爪印ap豆tへの捧献儀礼。クマーリラがここで言及しているのは．この捧献  

儀礼とともに，祭主と票官の間に交される儀礼的対話により確立される信頼関係で．それを＜経験可能な  

事柄（dT？！irtha）＞という語句で表現したのであろう。Cf．W，Calande【V．Hemi：LA9）i？fom＆．Paris1906，  

pp．61－62．  

（平成14年度文部科学省科学研究費基盤研究町）による研究成果の一部）  
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