
｢ナラセル｣の解釈学

-rシヤバラ注Jにおける肋.血声.bb孟va虚-

片岡 啓

Ⅰ.ナル,スル,ナラセル

｢ナル｣｢スル｣｢ナラセル｣という三つの表現を考えてみよう.｢ナル｣は何かが自然と

そうナル,｢スル｣は何かを意図軌ニスル,｢ナラセル｣は何かがそうナルようにスルと考え

られる.或いは,｢ナル｣は状態の変化,｢スル｣は対象へ向かう行為.｢ナラセル｣は対象

に変化をもたらす使役行為を表すとも言える.それぞれを,自動詞,他動詞,使役動詞の典型

例と捉えることもできよう.

サンスクリットで,この三者に相当するのは,bhavati(生じる),karoti(作る),

bh孟vayati(生じさせる)一名詞形は,bh豆va(生じる働き),kriy盃(作る働き),bh豆Van豆

(生じさせる働き)-であり,それぞれの動詞語根(幹)である√払已,√桓,√独白+N£は,

止訂maka一山l証u(行為対象を持たない動詞語壌),姐bm嶽a-d旭tu(行為対象を持つ動詞語

根),両軸血一曲五山(使役動詞語幹)の典型例と見なしうる.

聖典解釈学者クマーリラ(後七世紀前半)は,このような三分類を前凛とした上で,｢ナル｣

の意味を｢行為主体それ自体の獲得一般に過ぎない働き｣1),｢スル｣の意味を｢*自体を獲

得した行為主体が持つ,他者の自体獲得を対象とする働き｣2)(左上の記号*は対応するサン

スクリット原文を基に筆者が再構成したことを示す)と規定する.そして,スルの行為対象は,

ナルの行為主体であるとする3).このように,ナルとスルの関係を規定した後,彼は,更に一

般的に,ナル･スル･ナラセルの相互関係,構造を明確にしようとする.即ち｢ナル｣は<引

き起こされる者の働き>(PrayOjya-Vy5p5ra),｢スル｣は<引き起こす者の働き>佃rayojaka一

叩豆pむa)4),｢ナラセル｣は<引き起こされる者の働きを従属要素とする,引き起こす者の働

き>を表すとする5).彼が予想する図式は以下となる.

√桓｢スル｣

1

主:引き起こす者の働き

▲

√b旭十叩C｢ナラセル｣

√b旭｢ナル｣

J

従:引き起こされる者の働き

クマーリラが,このような構造を明らかにしたのはナラセルを強調するためであった.即ち,

聖典解釈学者/祭祀行為研究家である彼は,全ての動詞の原型を,｢ナラセル｣と理解する.

それ故.｢坐る｣(<√由)や｢寝る｣(<√畠i)といった自動詞も.彼によれば<引き起こ

されるもの>として楽や快適さといった目的を有しうる6).言い換えると,聖典解釈学におい

て全ての動詞は｢ナラセル｣型に引きつけて解釈される.
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複注釈者クマーリラが,このような三者の構造及びナラセルの強調についての問題意識を有

したのは,彼に先行する注釈者シヤバラ(後六世紀前半)の準備があってのことと思われる･

本稿の目的はrシヤバラ注｣(SBh)における,bh孟Va･kriy云･bh豆Van豆概念の検討を通じて,ミー

マーンサー思想史上のシヤバラの位置を明らかにすることにある･結論を先に示すと以下とな

る.

l.シヤバラはbhava,kriy豆,bh豆Van亘を互換可能なものとして併用する･即ち,ナル･

スル･ナラセルという三者の構造(スル十ナル=ナラセル)についてクマーリラのよ

うな明確な意識を持たず,祭式分析における要素としては同じ役割を果たすものとし

て三者を扱っている.

2. 聖典解釈学者/祭祀行為研究家であるシヤバラは,祭式という出来事/行為の中に

目的を読みとり,ヴェーダの規定文をそれに沿って読み換えた.即ち,シヤバラの祭

式観･世界認識は,目的指向性を持ち,それが聖典の解釈に反映する.その際,祭式

観と聖典解釈は,それぞれ,祭式内諸要素の連関構造明示と,ヴューダ例文のパラフ

レーズという形で示される.

3.bb豆,an豆という表現を行為論に持ち込んだのは,現存する文献の中では｢シヤバラ

削が最初である.当時,行為を表す語として,文法学ではt bh豆va.kriy急が一般的

であり,bh豆van豆は用いられていないことを考慮すると7),シヤバラ,或いは･彼に

遠く遡らない聖典解釈学暑がbh孟Van豆概念を持ち込んだことは,クマーリラによる

bh豆,an豆論確立とその後の発展から見ても,ミーマーンサー思想史上及び,行為論

争史上.重要と言える.

Ⅱ.先行研究

クマーリラの bh豆Van豆 論については,Frauwallner[1938],Mazumdar[1977],黒田[1979]･

【1980】,DtSa〔1980】,川上【1994】があり,先行研究の少ないミーマーンサーの諸問題の中でも比

較的よく研究されている分野と言える.但し,クマーリラのbb豆Van豆論をミーマーンサー思想

史上に位置付けるには,彼が注釈を施しているrシヤバラ注｣のbh豆Van孟論と比較･検討する

必要があり,その作業は未だ十分に行われているとは言えない.D■Sa[19机】は,シヤバラとク

マーリラの言語論を扱った数少ない研究書であり,その中で,両者のbb豆Ⅴ弧孟論も論じている

が8),Taber【1983]が批評しているように,シヤバラのbhavan豆論に関する彼の見解は,必ずし

も適切とは言えか､9).例えば,彼は,孟abda-bh豆Van豆(=孟abdibh豆Van豆)の概念をシヤバラの

bh豆Van豆論の中に読み込んでいるようだが10),その概念は,クマーリラに始まるものであり,

シヤバラの中には認められない.

このように,シヤバラのbh豆Van豆論研究は決して十分とは言えない.しかもbh豆Van豆論が

ミーマーンサーという聖典解釈学/祭祀行為研究の中で中心的な位置を占めることを考えれば,

ミーマーンサーの基本テキストであるrシヤバラ注｣の中で,その概念を解明することは,必

要不可欠な作業に思われる.
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ⅠⅡ.問題領域

bh豆van豆論は,｢ジャイミニ･スートラ｣(JS)2.1.1への注釈形式をとって展開される.既

にフラウワルナーが指摘しているように,スートラ全12課(a血頭ya)を,第1,第2､6.第7～

12に三分した場合,ミーマーンサー自身にとり最も重要なのは第2､6であり,その注釈冒頭

でbh亘Vana論が説明されているのは,ミーマーンサーの体系内でbh豆varB論が中核的な位置を

占めることを示唆していると言える1⊥).まず,本稿に関わる当該スートラの前半と,先行研究

による英訳とを示しておく.

スートラ:bh豆Varth*karmahbdastebhyahkriy豆Pratiyeta12).

Cloony. Thepurposeofactionwordsismaking.Fromtheseactioniscons加ed13).(スート

ラ研究内の英訳)

G.Jh亘: Those'wordsdenotingaction一(i.e.verbs)whichdenoteBt]5Ⅵm豆(activity),-

G.血豆:

舟omtheseproceedsthecognitionoftheaccomplishment[oftheresultantApatマa】.

(シヤバラ注英訳内)

AllverbsareindicativeofBh丘vanas,andtheaccomplishmentoftheApaTVa PrOCeeds

丘om血ese.(クマーリラ複注英訳内)

スートラでは,行為に関わる語としてb旭va,血m礼 如y豆が用いられている.また,

bb豆Ⅴむtb軸.kma由比弛の意味,構文上の関係も意見が分かれる.これに加え,｢シヤバラ注｣

では,bhavan豆.bh孟va由出和も用いられている.また,bb豆vaとbh豆Va虚との関係も問題となる.

Jh豆は,シヤバラの解釈として,bh豆Va=bh豆Van豆 としている.また,D.Sa【1980]も.シヤバラの

bh豆van豆 論を扱う中で,bh豆var[h軸=eXPreSSanurgeとしている.実際には,スートラ中の

bh豆va一 を bh亘Van豆一 と解釈するのは,クマー1)ラに始まり,シヤバラ自身がそう考えていたわ

けではない.以下スートラ解釈を巡ってシヤバラが用いる諸表現(bhava-,kriy5.bh云van豆,

bhav5rth弛,kama由出軸,bh豆Vaiabdah)を整理した上で,bhava.kriy5.bh豆van5の関係について論

じる.

ⅠⅤ.各概念の生理

1.<生じる働き>仲旭Ⅶ)

クマーリラは,スートラのb厄vaを使役動詞語幹(生じさせる)からの派生語とし,<生じ

させる働き>という解釈を導き出す14).一方,シヤバラにとりb旭vaは,使役動詞語幹から

派生されない.それは｢生じる｣(bhavati)という行為.働きを意味する(bh豆veGHa再:P3.3.18

b旭Ⅶ).そのことは次の二点から確認される.

或る[言葉]は<生じる飽き>(b施Ⅷ)を意味するが,祭祀行為に関わる言葉ではない.

例えばb払下皿a,b旭Ⅶ,bb血というのが[そうである]15)

列挙された三例は,文法的解釈の違いによりt行為(加西),或いは,幾つかの行為参与者

(karaka)を意味しうるi6)が,共通する意味は.<生じる>(bhavati)という行為,働きである.

また.次の言明がある.

｢何かが生じる(bhavati)ように祭るべし｣と.だからこれら(y如ti等)は<生じる働
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き(肋)に関わる言葉>である17′

ここで,b蜘aは,｢生じる｣という行為,働きの意味に解釈されている･以上から,bh豆Va

が,<生じるという行為>,<生じる働き>を意味することが確認された･(尚t以下では,

祭祀行為km皿と紛らわしいので,｢生じるという行為｣ではなく･｢生じる衝き｣で和訳

を競一する.)同時に,bb豆Ⅴむ地軸が<生じる働きを意味する【言葉]>であることも明らか

となった.それ故,シヤバラの解釈として,bh豆Va=肋豆Va戒とするのは不適切である･

Z.<生じる働きに関わる言葉>(u嘘Va由出払)

<生じる働きに関わる言葉>(bb孟Va射出弛)についてはシヤバラが明瞭に述べている･

｢それらが動詞(叡山y豆t誠)である｣というように,同義語によって,<生じる働きに

関わる言葉>(bb孟Va由地軸)を教示している18)

即ち,動詞(餌Iy豆血i)は,<生じる働きに関わる言葉>(b旭Ⅴぬ出払)の同義語である･よっ

てt<生じる働きに関わる言葉>と,<生じる働きを意味する[言葉]>(b旭v豆rtb鋸とでは,

その外延が異なる.即ちbhavana.bhava,bhQtiは<生じる働きを意味する[言葉]>(bhav5rth弛)

であるが,<生じる働きに関わる言葉>(b愉a払出弛)ではない･動詞は全て,<生じる働きに

関わる言葉>(bh孟vaia嘩)であり,<生じる働きを意味する[言葉]>(bh5v5rth5b)でもある･

3.<祭祀行為に関わる言葉>(血m血地租)

<祭祀行為に関わる言葉>(kmla由出払)は,動詞(akhy云taEli)の同義語ではない･

或る[言葉]は<祭祀行為に関わる言葉>であるが,生じる働きを意味しない･例え

ば｢シェーナ｣｢エーカトリカ｣等である19)

｢シューナ｣｢エーカトリカ｣は祭名であり,祭式を指示する.それ故,祭祀行為とは,

｢祭る｣(√y勾)等という動詞語根の意味(祭式等y亘g誠)となるので,祭式に関わらない日

常的な動詞｢料理する｣(pacati)等まで,<祭祀行為に関わる言葉>に含める必要はない･例え

ば,bh豆,an亘論題.新得力論題に後続する箇所(JS2.1.6)で.シヤバラの意図する動詞が次の

ように列挙される.

<生じる働きに関わる言葉>(bb豆va払出弛)が,祭祀行為を表示することが理解された･

また,<生じる働きに関わる言葉>は多様である.｢祭る｣｢献じる｣｢与える｣とい

う類のもの,及び｢乳を搾る｣｢粉にする｣｢溶かす｣等である20)

これらの動詞は全て,祭式に関わるものである.即ち,前半は,主要祭祀行為bmd旭皿-

karman),後半は,準備浄化行為(SaqlSkara-karman)を指している･よって,｢祭祀行為｣

(b皿叫とは,ヴューダ(或いはヴューダに基づくもの)の規定文中の動詞語根の意味を指示

し,祭式(y豆夢),及び,祭式に附属する様々な行為単位(献供bo皿a,布施d豆na等)を指示す

るものと定義できる.

以上述べた<生じる働きに関わる言葉>(bb五Ⅴ血地軸=動詞餌Iy云幅ni),<生じる働きを意味

する[言葉]>(b旭Ⅴ如b軌 <祭祀行為に関わる言葉>(血ma由出払)の関係は下図となる･
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<生じる働きを意味する[言葉]>(b旭vむt嘩)であり,かつ,<祭祀行為に関わる言葉>

(karm虚atxi5b)であるのは<生じる働きに関わる言葉>(b旭vaiatxQ),即ち,動詞(5khy豆t由Ii:

特にヴェーダ規定文中の動詞)に限定される.これはシヤバラによるスートラ(JS2.1.1)前半

部の解釈が以下であることを示す.

生じる働きを意味し,[かつ],祭祀行為に関わる言葉であるもの,それら(動詞)

から,<作る働き>が理解されるはずである.21)

この分類は,動詞(ikhy豆t血i)=<生じる働きに関わる言葉>(b旭va由地租)と,名詞(namani)=

<実体･性質に関わる言葉>(血Ⅴ叩g叩虚ah軸)による言葉の二分類とは視点が異なることに注

意する必要がある.

4.<作る働き>(出頭)

b旭vaが生じるという行為,働きを意味したように,kriy孟は作るという行為,働きを意味

する.次の言明がある.

だから,それら(｢祭るべし｣等)から,作る働き(加西)が理解されるはずである.

果報を作る働き(叫),[果報を】作る働き匝鱒a),[果報の]生起(頑pa叫というの

が22)

ここではbhavaがbhavanaの同義語とされたように,kriy56ikarapの同義語とされている.

また次の言明がある.

働き(Ⅵ喧pむa),作る働き(kiy引というのは同義である.ここ(｢新月満月祭により天

界を望む者は祭るべし｣)では,祭式によって天界を作る働きが述べられている.｢祭

るべし｣(y如ta)=｢祭式により天界を作るべし(輌t)｣=｢天界のために働くべし

(Ⅴ殉画yぬ)｣という意味である23)

ここでは,出頭が叩豆pむaと同義とされた上で,biy孟が,作るという行為,働きを意味す

ることが明らかにされている.

5.<生じさせる働き>仲脆v弧豆)

bhavaが<生じる働き>.kriy豆が<作る働き>を意味したように,bh豆vanaは<生じさせる

働き>を意味する.
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人と関係した生じさせる働き(bh如飢ぇ)が述べられている.何故なら,人に対して

｢生じさせるべし｣(bb孟Vayet)と語っているので24).

ここでシヤバラは明らかにbb孟Van豆 を,生じさせるという行為,生じさせる働きを意味す

るものとして解釈している.尚,シヤバラは,スートラの蜘を,生じる働きと解したため,

当該注釈においては,動詞は生じる働きを意味し(bb豆V如血抽),それに基づいて,作る働き,生

じさせる働きが理解されると考えている.

生じる働きを意味し,祭祀行為に関わる言葉であるもの,それら(動詞)から,<作

る働き>が理解されるはずである.｢祭るべし｣等から.[間]何故か.[答]生じる

働きを意味するからに他ならない25)(下線はスートラ本文)

これら(｢祭るべし｣y如ti等)は祭式等に関わる言葉でもあり,生じる働きに関わる

言葉でもある.これらからは,√yaj等の意味(祭式等)も,｢生じさせるべし｣という

のも理解される26)

しかし彼が,作る働き,生じさせる働きを動詞の間接表示対象と考えていたと結論するのも

早急に思われる.何故なら,SBb2.1.1では,動詞が<生じる働き>を直接表示すると理解され

うる表現bhava-arth弛,bh豆va-VaCan弛 を用い,bh豆van豆-VaCan弛を用いなかったのに対し,

bb豆Van豆論が一旦確立されると,細b2.2.1では,動詞が<生じさせる働き>を直接表示すると

理解されうる表現bh豆Van豆-VaCanahも用いているからである27).それ故,スートラのbb豆va

を素直に,<生じる働き>と解し,しかも,<作る働き><生じさせる働き>と併用した不整

合がそこに表れたと見るべきであろう.このような欠陥に気づいていたからこそ,クマーリラ

は,スートラのbhavaを強引にbh豆Vanaと解釈したのである.

Ⅴ.b脆Ⅶ,出頭,b旭va虚の関係･構造一連閑構造明示とパラフレーズー

以上で,シヤバラが用いる各概念が整理された.そして,bh云va.kriy豆.bh孟Van豆がそれぞれ,

生じる働き,作る働き,生じさせる働きを意味することが明らかとなった.以下では,生じる

働きt作る働き,生じさせる働きを,互換可能なものとしてシヤバラが併用していること,及

び,それらが内包する構造.即ち,祭式内諾要素連結の際にそれらが要求する関係を明らかに

する.言い換えると,生じる働き,作る働き,生じさせる働きは,祭式,天界,新得力といっ

た諸要素と一定の関係をもって連結される核であり,三者のいずれもが,同じ役割を交代可能

なものとして果たしている.

始めに概要を説明する.シヤバラが予想する例文は｢天界を望む者は,祭るべし｣

(SVargak豆moyqjeta)である.動詞｢祭るべし｣(yqjeta)は,祭式と生じさせる働き(或いは生じ

る働き･作る働き)を理解させる.そしてt 生じさせる働きは必ず.実現対象(S云血ya),実現

手段(S豆亜皿a),執行細目(i此打払叩at五)を期待する.

動詞は<生じる働き>を主とする.何かを<生じさせる働き>を語っている.何故な

ら<生じる働き>の為に用いられる<実現手段(=行為参与者)の集合>(=実現対象･

実現手段･執行細目)が予期されているので.｢祭るべし｣｢何によって｣｢何のため

に｣｢どのようにして｣と28)
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まず,生じさせる働きは,｢天界を望む者は｣から理解された実乳対象(天界)と結びつく･

即ち,天界を生じさせる働きとなる.

｢何かを生じさせるべし｣と語るそれら(=｢祭るペし｣等)は,｢天界を望む者は｣

という語との関係に基づいて｢天界を生じさせるべし｣と語るはずである29)

これは,二語にまたがる関係であり,文(Ⅴ豆桓a)レベルである30)

次に,実現手段として祭式が結びつく.即ち,祭式を実現手段とする天界を生じさせる働き

となる.

何故なら,この意味(祭式等)が規定されているので.例えば祭式等によって.｢天

界を望む者は何により天界を生じさせるべきなのか.｣｢祭式等によって｣と31)(下

線はスートラ本文)

この場合.祭式と生じさせる働きとの関係は,一語内に収まり,明言(孟mti)レベルとされ

る32)

次に,現在の祭式とt 未来の天界とを繋ぐ新得力が想定される.即ち,祭式が直接に生じさ

せるのは新得力とされる.よって,祭式を実現手段とする新得力を生じさせる働きとなる.

また言葉の意味(祭式等)により果報を実現するのは,それ(祭式等)により新得力

を作ってからであって,それ以外の方法によるのではない33)

また,それぞれの連関構造明示に対応するパラフレーズが存在する.例えば,例文｢天界を

望む者は,祭るべし｣の連関構造明示は,<祭式を実現手段とする天界を生じさせる働き>で

あり,パラフレーズは｢祭式によって,天界を,生じさせるべし｣(y豆gena svargarp bh豆vayet)

である.

このように,生じる働き等は,天界.祭式,新得力といった諸要素と一定の関係をもって結

びづきt その際に連関構造明示とパラフレーズが対応する.以下では,これらを個々に検討し,

生じる働き,作る働き,生じさせる働き択 互換可能なものとして用いられていることを示す.

尚,本箱の趣旨からは,実現対象,実現手段との関係を示すだけで十分であるので,執行細目

については触れない.

1.｢祭るべし｣の表示対象

動詞｢祭るべし｣(y如ati:paaCama-1ak5ra)は,二意味を直接表示する.即ち,動詞語根の意

味である祭式と,生じる働き(bh豆Ⅶ)である.

これら(y勾a亡i等)は.祭式等に囲わる言葉でもありt生じる働きに関わる言葉でもあ

る.これらからは.√yaj等の意味(祭式等)も,｢生じさせるべし｣というのも理解さ

れる.｢何かが生じるように祭るべし｣と34)

生じる働きに関わる言葉,即ち,動詞である｢祭るべし｣は,祭祀行為に関わる言葉である

と同時に,生じる働きを意味ナる言葉でもあるので,祭式と生じる働きを直接表示する.また.

｢生じさせるべし｣という形で,生じさせる働きも理解される.同じく,作る働きも動詞から

理解される.

だからそれら(y毎eta等)から<作る働き>が理解されるはずである35)
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｢祭るべし｣から理解されるものを整理すると,以下のようになる･

｢集るべし｣ 祭式+生じる働き "y句eta"+→y五騨十b血豆va

祭式+作る働き y云ga十血y豆

祭式+生じさせる働き y豆ga十b拡v皿孟

この段階では,祭式と生じる働き等とが,どのような関係にあるのかは必ずしも明らかでな

い.この段階を文に表現したものとして,次のものがある･

｢何かが生じるように祭るべし｣(tath豆yajetayat旭kir?Cidbhavati)と36)

これは,<祭式>と<生じる働き>とを文(複文)に表現したものであるが･その両者の関

係(kriy豆-はaka関係)は明示されていない･祭式十作る働き,祭式十生じさせる働きに関し

ては,祭式が,働きに対していかなる関係に入るかを明示することなしに文に表現することは

不可能(=｢祭式により作るべし｣y豆gena kuryat,｢祭式により生じさせるべし｣y亘gena

b旭vayetとなり,祭式が実現手段s亘血anaであることが明示されてしまう)なので-この段階

では,祭式十生じる働きのみがパラフレーズされる･

Z.天界

｢祭るべし｣から理解きれた<生じる働き>等は,特定の何かが生じる働き(2･1･1:kir?Cid

bhavati),何かを作る働き,何かを生じさせる働き(11･1･24:bh豆van卸kasy豆pibrQte)である･

祭式は,同一語(同一明言)から理解されるにもかかわらず実現対象(虚血ya)としては働きに

結び付きえない.そこで,次に文レベルにおいて.実現対象となるものが期待される･文レベ

ルでは,｢天界を望む者は,祭るべし｣となるので,天界が実現肘象として結び付く･即ち,

次のようになる.(右は,対応する｢シヤバラ注J原文.及び,その箇所)

天界との関係(連関構造)

■天界が生じる働き svargasyotpatt卸(2･1･1);p血山野a一一山印an申(2･1･1)

天界を作る働き (y豆geneh)svargasyakriy云(1l･1･10);phalasyakriy豆(2･1･1)

*天界を生じさせる働き b血豆va虚cap血hsya(11･1■24)

*天界が生じる働き(㌔vargasyabh豆Vab),*天界を生じさせる働き(*svargasyabh豆Vana)とい

う表現は直接には｢シヤバラ注｣に見い出されないが,右に挙げた対応表現から十分予想可能

である.これらの表現は,天界と働きとの関係を明示しておi),語意の連関構造を示すものと

みなせる.各連関構造に次のパラフレーズが対応する.

天界との関係(パラフレーズ)

天界が生じる (y孟gat)svargob血vati(11･l･l);(tatah)svargobhavati(6･1･3)

天界を作るべし (y孟gem)svarga叩k町y云t(11･1･10)

天界を生じさせるべし sv打g叩Ibl痛vayet(乙l･l)

-54-



3.祭式

次に,何から天界が生じるのか,何により天界を作るのか,何により天界を生じさせるのか,

というように実現手段傾血am)が期待される.そこで,明言レベル(祭るべし)で理解され

た祭式が実現手段として働さに結び付く.この場合,祭式は,｢果報(=天界)が取り上げら

れて,祭式が規定される｣(11.13:phalamuddiiyay豆govidhiyate).t表現される.言い換えると,

働きは,天界と結び付いて後に,祭式と結び付くのであって,天界との関係以前に祭式が規定

されることはない.それぞれの連関構造は以下のようになる.

祭式との関係(連阻構造)

'祭式に基づく<天界が生じる働き> y豆gad豆nahomasa甲baddh*svargasyo【partiz?(2.1.1)

祭式を実現手段とする<天界を作る働き> y云genehⅣ打診Sya血y五(1l.1.10)

*祭式を実現手段とする<天界を生じさせる働き> b拡Y皿豆y云中也yoy卸叫匝血ya(2.2.1);

b拡Yaエ孟cap血1asya(11.1.24)

表現は様々であるが,天界が生じる働き,天界を作る働き,天界を生じさせる働きに対して.

祭式が実現手段として規定されているという横道は共通している.それぞれに次のパラフレー

ズが対応する.

祭式との関係(パラフレーズ)

祭式から天界が生じる y孟g豆tsvargobbavati(11.1.1);ta叫sv訂gObbavati(6.1.3)

祭式により天界を作るべし y孟genasva柑叫kuγ融(11.1.10);SV町野叩y豆genah町豆d(二11.1.3)

祭式により天界を生じさせるべし y豆genasv打g叩b拡vayet(11.1.24)

ここでは,生じる働き,作る働き,生じさせる働きのパラレルな構造が直接に表現されてい

る.

4.新得力

次に,新得力との関係を見る.新得力は,理論的祭式構築の際に不可欠な要素として.その

存在が要請されるものである.それ故,新得力の存在要請に関する若干の説明の後に,連関構

造明示を見ることにする.その新得力は,次のようにして理解される.

また言葉の対象(祭式等)により果報を実現するのは,それ(祭式等)により新得力

を作ってからであって,それ以外の方法によるのではない(n如ya也恥故に,その[言葉]

から新得力が理解される.故に｢それ(祭式等)を表示する【言葉]から新得力が理解

される｣と[スートラで述べられている]37)

第一に｢果報が取り上げられて,祭式が規定される｣ことはt｢祭式から天界が生じる｣こ

とをヴューダが約束することである.そして.ヴェーダから得られた知識は絶対に正しい.に

もかかわらず,現実に祭式から直接に天界が生じるわけではない.そこで未知対象である新得

力(ap由Ⅳa)が想定される.このような想定なしには,ヴェーダの祭式規定は無駄になってしま
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うからである3引.この新得力は,祭式から直掛こ生じ･天界を生じさせる39j･新得力は｢祭

るべし｣という規定以外によっては知られず,その意味で｢新しい｣(apむVa)ものである40)

以上から｢祭るべし｣から新得力が理解されることが明らかとなった･但し,新得力は直掛こ

表示されるのではなく催促･要請される･

故に,生じる働きに関わる言葉は新得力を催促する(CO血a)と我々は言うのである･

しかし或る言葉が新得力を直接表示する訳ではない41)

新得力は直接表示される訳ではないが,生じさせる働き(bb互Van豆)を表示する文のレベルに

おいて催促される.

その新得力についても,語意の連関構造を示す以下の言明が見い出される･

*祭式に基づく新得力が生じる働き

*祭式を実現手段とする新得力を作る働き ap血Ⅵ叫1tutena[yqji虚]kriyate(二7･1･3)

*祭式を実現手段とする新得力を生じさせる動き y元ga血血om血viii$t豆pむvasyabb五va血(2･2･1)

対応するパラフレーズは(直接表示されない)新得力の性格上,実現されることはない･言

い換えれば,新得力は,語意の連関上にのみ登場する対象である･

以上で,生じる働き等と,天界,祭式.新得力との関係が,連関構造明示とパラフレーズで

示され,しかも､中心的な位置に,生じる働き等の三者が互換可能なものとして併用されてい

ることが明らかとなった.

ⅤⅠ.結びにかえて

結論は,冒頭に述べた通りであり繰り返さないでおく.今は,別の視点から,仮説も含め補

足を行い,残った問題点を指摘したい.

ミーマーンサー学派の行為論という枠組みの中でbh豆van豆概念の展開を捉えると,次のよ

うな流れが予想される.文法学の中で,動詞語根の意味(dhatvartha)とは別に,行為(b蛤va,

kTiy5,karman)が立てられることはなかった･ミーマーンサー学派はある時点で･動詞語根の

意味(dhatvartha=karman)とは異なる行為を立てた･これは,祭式等を実現手段(s拙aIla)･天

界等を実現対象(虚血叩)と捉えることに因ると思われる･即ち▼｢祭式から･天界が,生じる｣

の｢生じる｣に見られる生じる働きを,動詞語根の意味とは別に立てる必要があった･これは,

彼らが,祭式全体の中に,天界等という目的を読み込んだことに起因する.生じる働き¶作る

働きは,文法学からの流用が可能であった.しかし,生じる働き,作る働きが内包する｢ナル｣

と｢スル｣の構造は,彼らの目的指向性を反映するには不十分であった･そこで,祭主の祭式

によって天界が生じることまでも表現できる｢ナラセル｣が導入された.即ち,bb豆Van豆が持

ち込まれた.この段階は,既にrシヤバラ注｣に認められる.そこでは,<スル+ナル=ナラ

セル>の構造は意識されておらず,生じる働き等は,同じ役割を果たす互換可能なものとして

併用されていた.しかし,そのような併用は,スートラ解釈とのきしみを生じさせた.それは,

文法学から流用された生じる働き,作る働きと,ミーマーンサーが要請した概念<生じさせる

働き>との軋轢と見ることもできる.このような問題を解決したのがクマーリラである.即ち,
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彼は,<スル十ナル=ナラセル>の構造を意識するとともに,三者の併用を改め,ナラセルへ

の一本化を図り,スートラのbh豆Vaをbhavanaと解釈することで,ミーマーンサーの学説体系

を一貫化することに成功した.これを,ミーマーンサー独自の行為論確立と見ることもできよ

う.

<略号及び使用テキスト>

A S√血qiia血血如pItaLPm血如S5datianam.Ed.Subb豆孟豆stri.6 voIs,7 parts.

AJland鮎ramasar?SkTtagranth豆Valih97.Amnd鮎ramamudra頭1aya,1929-34.

A, Siimqijb血血如p血tpm血如S5血danam.7parts.Ed.K亘iin云thaV豆SudevaAbhyarpkara
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A-,p訂t3,7.5-6.

28)SBhll.1.24:bh豆vapradh豆nam豆khy豆tam.bh豆van豆叩kasy豆Pibr5te.bh豆va-

prayllktasyas豆dhanag蕗muy豆pek!itatv豆d.y癖takenakim打払a叩kathamiti･A,3013[2113
の誤植】.24-3014[2114の誤植】.2;A-,part7,20.23-21.1.

29)畠Bh2.1.l:ya弘uh kim apibhavayeditite svargak豆mapadasapbandh豆t

SVarga叩bh豆vayeditibr5yuh･A,375･7-8;A',Part2,340.34.

30)畠Bh 6.1.3:tatra Vaky豆d avagatasya k豆masya kartavyat豆vagamyate y豆gasya ca

karapat豆.A,1353.4-5;A.,Part5,183.5-6.

31)SBh2.1.1:e!a hyartho
vidhiyate.yath豆y豆g豆din豆.svargak豆mah kena bh豆vayet

SVargam.y豆g豆dineti.A,375.10-11;A',Part2,340.6-7.

32)SBh2.1.4:y豆gcnabhavayeditituiruty豆.A,389.7-8;A',Part2,358.3.

33)SBh2･1･1:yaSya Caiabdasyarthena phala叩S豆dhyate ten豆p已rva叩krtv豆nanyatheti.

A,375.11-12;A■,pa正2,340.7-8.

34)畠Bh2.1.1:y豆gadiiabd豆孟caite bh豆vaiabd豆孟ca.yajy豆dyartha≦c豆to,vagamyate

bh豆vayeditica･tath豆yqjetayath豆kipcidbhavatiti.A,375.2-3;A',Part2,339.2-3.

35)SBh2･1･1:taSm豆ttebhyai1kriy豆pratiyeta.A,375.8;A',part2,340.4.

36)SBh2･1･1:tath豆y再etayathakipcidbhavatiti.A,375.3;A',Part2,339.3.

37)SBh2･1･1‥yaSya Caiabdasy豆rthena phalaIp S豆dhyate ten豆p5rva叩kftV豆n豆nyatheti

tato'parvarp gamyate･atO yaS taSya V豆cakal1皇abdas tato'parvarrlPratiyataiti.A

375.11-376.1;A',Part2,340.7-9.

38)SBh2･1･5:aPbvarp巴竺聖aSti･yata arambhahii?yate SVargak豆mo y勾eteti.itarath豆hi

Vidhanamanarthal(arPSy豆t･bhahgitv豆dy豆gasya･yadyanyadanutp豆dyay豆govina孟yet
PhalamaSatimimittenasy豆t･taSm豆dutp豆dayatiti.A,390.l-3;A',Part2,358.16-372.l.

(下線はスートラ本文)

39)畠Bh7.1.3:Satyar?孟rayatenatutad匝halam=SVargah]yqiin豆kriyate.vina亭teyqjau

tad[可halar?)bhavati･aP由Ⅳa叩tutena【yqjin豆】kriyate.tasm豆ttasyakartaVyatOCyate.A,
1529.1-3;A',Part5.381.l-3.

40)SBh9･1･3:tadapihy ap正rva叩貞abd云dev豆vagamyate.astitina pr豆k孟abd豆d anyena

Pram如enopasamidly豆yate･A,1646.11-13;A',part6,68.16-18.

41)SBh2･1･1‥tenabhavaiabd豆ap正ⅣaSyaCOdak豆itibr已mah.natuka孟cicchabdahsak亭豆d

apBrvasyav豆cako'sti･A,376･1-2;A一,Part2,340.9-341.1.
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Action-0rientedhermeneutics:

Sabarasv豆min'sconceptsofbh5va,血蛎andbh5Ⅶn5

KATAOKA,Kei

ThispapertriestoelucidateSabara,sconceptofactionincomparisonwithKumari1a's

bh5v71n5-theorybyanalyzlngtherelevantportionsoftheS5banl-bh5iyaandthe乃nEm-

V5rtdka,eSPeCiallythoseonhjmjnj-S缶tm2.1.1.

TbeintroductorypartofthisarticlerefbrstoKum豆ri1a'sdefinitionsofthreeconcepts,

bh5va,血塊andbh5va塊 toshowthathedemonstratesthepnmaryfunctionof

bh5Ⅷ5(theactionofcausingsomethingtocorneintobeing)intheMim豆叩S豆system

ofhermeneuticsthroughdiffbrentiatingamongthosethreeconceptsandclarifyingtheir

mutualrelationintermsofthreeclassesofverbs,i.e.intransitive,tranSitive,andcausative:

血中豆わ指頭a由一吻豆mノト十鋸励閥d叩叩匂ゎーVア如由甘ノ=独房Ⅶ月度(如aぶ如a加地ぬ一

夕吻坤p吻a由一吻豆招妙

TheanalysISOfSabara'sargumentsconsistsofthefbllowlngtWOPOlntS･First,the

examinationofSabara'suseOfaction-WOrdsoccumngin血mjnj-S缶tm
2.l.1andhis

COmmentaryOnitrevealsthathemakesacleardistinctionamongthethreeterms,

bh5Y5rth5b([thewords]denotingthefunctionofcomingintobeing),kaLmaiab嘲,and

bh5YaiabmbWhy5血L),inaccordancewith hisinterpretationofthesGtra･ne

present writer proceeds to contrast his understanding ofthe sBtrawith thatof

Kum豆ri1a,aCCOrdingtowhomthe`動線柑"inthesatraisnothingbutasynonymfbrthe

=bh5Yan5.,,ThusKum豆ri1abasesonthiss缶tratheviewthatverbsdenotethebh5van5.

Second,thepresentwriterinvestigatesSabara'sideaoftherolethattheelements,

bh5Ⅶ,血涙andbh5van5,playlntheworldofritualsandtheinterpretationofVedic

SCnptureS.Forexample,aVediclqunCtion`bv3tPk5moyyeb"isparaphrasedinto

"頭痴=岡上苦り地avaれ"`如如闇=削喝御n血町動"or`伽a5Ⅶ摺p叩地豆Ⅶy比"

Accordingly,Sabaratreatsallthreeasthecentralelementwhichcorrespondstothe

COnCePt･Ofkhiiink5Taka-theory,WithoutdiscriminatlngamOngthem.

Onthebasisoftheabovestudy,thispapermakesthefbllowlngCOnCludingremarks:

WhatseemstounderlieSabara'sideaofbh5van5isanattempttoreadfromtheVeda

itselftheultimatepurposeofritualacts--thatis,heaven.ItisqultePOSSiblethatforthis

PurPOSehehasinventedthebh5va塊aconceptthatwasnotfoundintheaction-theory

OfgrammariansOqiy5kampaD.Buthedoesnotgiveade丘niteanswerabouthowitis

understood丘omthewordsofVeda,WhereasKumari1aattributesthepowerofexpressing

ittoverbs.
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