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Tattvasam. grahalaghut.ı̄kā
――和訳と原典――∗

九 州 大 学　　片 岡　 啓

解題

1 著者と作品

Sadyojyotis（別名Khet.apāla, Khet.akabāla, Khet.akanandana
2）は，Śaivasiddhānta3の

伝統の中でも，教義を体系化した最初期の理論家として，Br.haspati（Rauravavārttikaおよ

び Śivatanuの著者）と並んで知られる．Sanderson 2006:73は，Sadyojyotisの活動時期を，

KumārilaとMan.d. anaの間と考え，紀元後 675–725年頃に置く．Sadyojyotisの著作として

現在知られているのは，以下に挙げる諸作品である（Goodall 1998:xviii–xxviii, Watson et

al. 2013:68–70, Sanderson 2014:15）．

1. Rauravavr. ttis, commentaries on the Rauravasūtrasam. graha

1.1. Sarvāgamaprāmān. ya (← Viveka by Rāmakan. t.ha)

1.2. On the Raurava’s treatment of śivahasta

1.3. Paramoks.anirāsakārikā (← Viveka by Rāmakan. t.ha)

1.4. Mantravārttika (← Viveka by Rāmakan. t.ha)

1.5. Bhogakārikā (← Vr.tti by Aghoraśiva)

1.6. Moks.akārikā (← Viveka by Rāmakan. t.ha)

1.7. On the Raurava’s treatment of mudrās (← Viveka by Rāmakan. t.ha)

2. Svāyam. bhuva(sūtrasam. graha)vr. tti (← T. ippan. aka by Nārāyan. akan. t.ha)

3. Tattvasam. graha, based on Rauravasūtrasam. graha (← Br.hat.t.ı̄kā by Nārāyan. akan. t.ha

and Laghut.ı̄kā by Aghoraśiva)

4. Tattvatrayanirn. aya, based on Svāyam. bhuvasūtrasam. graha (← Vivr. ti by Rāma-

kan. t.ha and Vr.tti by Aghoraśiva)

5. Nareśvarapar̄ıks. ā (← Prakāśa by Rāmakan. t.ha)

∗草稿段階で Somdev Vasudeva，Dominic Goodallより助言を受けた．本稿の執筆にあたり，文
部科学省科学研究費補助金（課題番号: 23242004）の助成を受けた．科研プロジェクトのシャイヴァ・
サーンキヤ研究班のメンバー（金菱哲宏・川尻 洋平・近藤 隼人・斎藤茜・志田泰盛）からは様々な
助言・協力を得た．Oriental Research Institute, Mysoreからは貝葉写本撮影の許可を得た．記して
感謝する．

2Sanderson 2006:45.
3Śaivasiddhāntaの位置づけについては Sanderson 1988, 2014, Goodall and Isaacson 2011を参

照．
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本稿が取り上げるのは，3 の Tattvasam. graha である．Aghoraśiva が Tattvatraya-

nirn. ayavr. tti ad 2（śr̄ımadrauravasiddham arthasadbhāvam. tattvasam. grahen. a sam. ks.epāt

prakāśya, śr̄ımatsvāyam. bhuvasiddham anena prakāśayati）で評するように，Tattva-

trayanirn. ayavr. tti が Svāyam. bhuvasūtrasam. graha の教義体系に基づくのに対して，

Tattvasam. graha は Rauravasūtrasam. graha の教義体系に基づく綱要書である（Goodall et

al. 2008:315）．

南インドのCidambaramを中心に活動した註釈者であるAghoraśivaの年代は彼の一著作

の奥書より 1157/8年前後に置くことができる4 ．Aghoraśivaは，先行するカシミールの註

釈家であるBhat.t.a Nārāyan. akan. t.haとその息子であるBhat.t.a Rāmakan. t.ha II (c. 950–1000

AD)5の理解に基づきながら，Śaivasiddhāntaの教義他に関して多くの註釈書を残している．

教義に関わる註釈として次の著作が知られている（Sanderson 2014:16）．

1. Dı̄pikā on Bhat.t.a Nārāyan. akan. t.ha’s Mr.gendravr. tti

2. Vr.tti on Bhojadeva’s Tattvaprakāśa

3. Ullekhin̄ı on Śr̄ıkan. t.ha’s Ratnatrayapar̄ıks. ā

4. Commentaries on Sadyojyotis’s works

4.1. Laghut.ı̄kā on Sadyojyotis’s Tattvasam. graha

4.2. Vr.tti on Sadyojyotis’s Tattvatrayanirn. aya

4.3. Vr.tti on Sadyojyotis’s Bhogakārikā

5. Vyākhyā on Bhat.t.a Rāmakan. t.ha II’s Nādakārikā

6. A commentary on the Dvísatika recension of the Kālottara

7. A commentary on the doctrinal chapters of the Sarvajñānottara

Aghoraśiva は，Tattvasam. grahalaghut.ı̄kā の中で Mr.gendravr. ttid̄ıpikā, Ratnatrayol-

lekhin̄ı, Tattvaprakāśavr. tti に言及する．また，Ratnatrayollekhin̄ı (ad v. 37) と Tattva-

prakāśavr. tti (ad v. 1, v. 62) とにおいて Mr.gendravr. ttid̄ıpikā に言及する6．また，

Tattvasam. grahalaghut.ı̄kā に対しては，Tattvatrayanirn. ayavr. tti ad v. 8で言及する（etac

ca vistaren. oktam asmābhis tattvasam. grahalaghut.̄ıkāyām）．したがって，著作の先後と

して次の順序を考えることができる．

i. Mr.gendravr. ttid̄ıpikā

ii. Ratnatrayollekhin̄ı, Tattvaprakāśavr. tti

iii. Tattvasam. grahalaghut.ı̄kā

4Goodall 1998:xiii: “Aghoraśiva, whose colophon to the Gotrasantati of his
Kriyākramadyotikā gives the date 1157/8 AD (śaka 1080) . . . ”

5Bhat.t.a Rāmakan. t.ha IIの年代については Goodall 1998:xiii–xviii.
6Mr.gendravr. ttid̄ıpikā は，Bhogakārikāvr. tti ad v. 64 と v. 71cd–72ab，および，Tattvatraya-

nirn. ayavr. tti ad v. 14と vv. 30cd–31とにおいて言及される．
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iv. Tattvatrayanirn. ayavr. tti

上で引用した Tattvatrayanirn. ayavr. tti における Tattvasam. grahalaghut.ı̄kā への言及から

判明するように，本稿で取り上げるTattvasam. grahaに対するAghoraśivaによる註釈のタイ

トルは Tattvasam. grahalaghut.ı̄kā である．ただし，Tattvasam. grahalaghut.ı̄kā の結部の詩節

でAghoraśivaは，自身の註釈をVivr. tiと呼んでいる．また，Tattvasam. grahalaghut.ı̄kāのマ

イソール写本のコロフォンではDı̄pikāと呼ばれている．本稿ではTattvasam. grahalaghut.ı̄kā

で統一する．

2 刊本と写本

Tattvasam. grahaおよびTattvasam. grahalaghut.ı̄kāのテクストは，1923年，N. Kr.s.n. aśāstr̄ı

による校訂が最初のものである（Filliozatの略号ではD）．1988年，同時に二つの校訂本が

公刊される．一つがVrajavallabha Dvived̄ıによる校訂，もう一つがPierre-Sylvain Filliozat

による校訂である．

∙ As.t.aprakaran. am. Tattvaprakāśa-Tattvasam. graha-Tattvatrayanirn. aya-Ratnatraya-

Bhogakārikā-Nādakārikā-Moks.akārikā-Paramoks.anirāsakārikākhya-Siddhānta-

śaiv̄ıyās. t.agranthānām. Sat.ı̄kānām. Samāhārah. . Edited by Vrajavallabha Dvived̄ı.

Varanasi: Sampurnananda Sanskrit University, 1988.

∙ Pierre-Sylvain Filliozat. “Le Tattvasamgraha, ‘Compendium des Essences’, de

Sadyojyoti.” Bulletin de l’Ecole Française d’Extrême-Orient, 77 (1988), 97–163.

Filliozatは，最初の校訂本（D）に加えて，6本の写本を参照して校訂を行っている．以

下は Filliozatによる略号表である．

A manuscrit IFI 40042.

B manuscrit IFI 39851.

C manuscrit IFI 47625.

D édition princeps: Tattuvasaṅkiraham avec commentaire, édité par Nā. Kirus.n. acāstiri,

Civakāmacittānta7 paripālan
¯
a Caṅkam, Tēvakōt.t.ai, 1923, p. 1–53.

E manuscrit Adyar 71471.

F manuscrit Adyar 75274.

G manuscrit Mysore P 269/2.

7タイトル頁が破損しているため確認できないが，タミル語のタイトルが意図していたのは
Civākamacittānta (= Śivāgamasiddhānta)と思われる（D. Goodallの指摘による）．
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筆者は，6写本の異読を記録する Filliozatの優れた校訂本を底本に和訳を開始した．同時

に，最も重要な写本であるマイソール写本（Filliozatの略号でG）を再度チェックしながら

作業を進めた．結果として，筆者の採用した読みが Filliozatと異なるケースが多々生じる

ことになった．Filliozatは，マイソール写本を必ずしも最重要視はしていない．重要な異読

がマイソール写本に見られる場合でも，本文の読みとして採用していない事例が多々見られ

る．筆者の採用した読みを和訳の中で「Filliozatは Xという読みを採用するが，筆者はマ

イソール写本の Yという異読を採用した」というように，いちいち指摘するのは煩雑に過

ぎる．また，十分に予想されたことではあるが，マイソール写本の異読の中には，Filliozat

が記録していない異読も見られる．Filliozatの校訂本を底本としながらも，筆者自身のテ

クストを新たに作り直した次第である．また，一部の詩節（例えば v. 2）の位置（註釈の

中への Tattvasam. graha 本文の詩節の割り振り方）は，Filliozatのものと異なる．これは筆

者がマイソール写本にしたがった結果である．筆者の用いる略号は以下のものである．

P Filliozat’s edition (“F” is avoided lest it is confused with manuscript F above)

M𝑌 A manuscript preserved in the Oriental Research Institute, Mysore, MS P. 269.

Palm-leaf. Southern Nandināgar̄ı. 38 cm × 5 cm. ff. 12r3–23r5 (designated as G

by P.S. Filliozat; I follow the convention by Watson et al. 2013.)

なお，最重要写本であるマイソール写本については，Watson et al. 2013:81–83に詳しい

記述が既にある．

3 教義

既に述べたように，SadyojyotisのTattvasam. grahaは，シヴァ教の聖典（āgama）の一つ

である Rauravasūtrasam. graha の体系に則って tattvaを整理した綱要書である．Raurava-

sūtrasam. graha は 30の tattvaを「帰滅の順序」（sam. hārakrama）で挙げる．後代の整理さ

れた教義書において，シヴァ教の tattvaは 36を数えるのが一般的である．Aghoraśivaも

Tattvaprakāśavr. tti においては，「創造の順序」（sr.s.t.ikrama），すなわち，シヴァから地に到

る下降の順序でもって，36原理を数えている（Gengnagel 1996:177）8．

サーンキヤの 25原理 ここでいう tattvaとは，サーンキヤ学派の挙げる 25原理に，シ

ヴァ教独自の原理を付加したものである．サーンキヤの 25原理（tattva）の表では，5元

素（地水火風空），対応する 5微細要素（香味色触音-唯），5運動器官（生殖器・肛門・足・

手・口），5感覚器官（鼻舌眼身耳），3内官（意 manas，自我意識 aham. kāra，統覚機能

buddhi），そして，究極の質量因としての原質 prakr.tiを立て9，以上の 24の物質に対峙す

るものとして純粋精神 purus.aを立てる．

8ただし彼の挙げる “7 kāla”は，“7 kalā”に訂正すべきである．
9ややこしいことに，シヴァ教では，現象世界の根本物質（ただし不浄道の根本物質）に相当する

ものは prakr.tiではなくmāyā である．したがって「根本物質」という訳語はmāyā のために取って
おき，古い訳語である「原質」を prakr.tiの訳語に当てた．TAK prakr.ti参照．
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純粋精神 — 原質

3内官

5感覚器官 5運動器官 5微細要素

5元素

サーンキヤの発想の基本は，粗大なものから順に微細なものへと溯っていき，世界の根

本原因を探ることにある．顕（vyakta）・未顕（avyakta）の対立に見られるように，露わに

なった粗大なものの背後に隠れた原因を探ろうという発想法がある．感覚器官の対象となる

環境世界（元は 5元素とその性質）と，個人の感覚器官と運動器官，さらには個人の内官を

溯って，最終的に原質という究極の物質原因を発見する．原質は未開顕のもの（avyakta）

とも呼ばれる．世界の創造と帰滅とは，原質を最上位とする階層により説明される．世界

創造は根本物質である原質の変容（parin. āma）として説明される．

様々なサーンキヤ的な思想を整理した Sām. khyakārikā の古典サーンキヤの体系において

は，物質と精神とは（展開という点では）無関係なものとして，ひとまず水平方向に並べら

れる．かわりに一元を求める垂直構造は，物質内の展開だけで説明されることになる．す

なわち素材である根本原因から最終的に現象世界の対象や感覚器官等が展開する．精神的

主体 purus.aは解脱論の要請上，現象世界から切り離される．汚れた現象世界と，解脱すべ

き精神的主体とが根源的に同一では困るのである．純粋精神は見る主体（dras.t.r.）ではある

が行為主体（kartr.）ではない．したがって，世界の根源・作り手は，原材料・素材である

原質（prakr.ti）に求められることになる．すなわち未開顕物から開顕物が変形して展開す

るという見解である．

サーンキヤでは，材料は同じだが見た目が変わっただけ，という考え方をする．例えば，

材料として同じ粘土が，様々に形を変えて，壺になったり皿になったり水差しになったり

する．また，材料としては同じ黄金が，様々に形を変えて，耳飾りになったり指輪になっ

たりする．しかし，いずれも究極的には粘土であり黄金である．それだけが本当の姿であ

る．同じように，この世界は多様に見えるが，究極的には根本物質である原質 prakr.tiが形

を変えただけのものである．原因である原質の中に全てが既に準備されている．因中有果

説（satkāryavāda, 有果説）である．その意味で，世界は新たに作られた訳ではない．新造

説（ārambhavāda）の否定である．粘土の中に姿を隠していた壺が，その姿を顕にすると

いう意味で顕現説（abhivyaktivāda）と呼ばれる．粘土は一貫してある．その上の姿が変

容しているだけである．

粘土から皿など，金から首飾りなどができるのと同じように，見た目は変わるが，原因

は既に素材の中に全てある（孔雀の卵を想像してもよい）．いっぽう精神は，この現象世界

からは本来的に離れている．したがって，知（識別知）によって，解脱すなわち精神の単独

状態（kaivalya）が実現可能となる．

物質原理と精神原理とは blindと lameとに喩えられる．すなわち，活動は心なき無情の

物質に，精神は心ある有情の純粋精神に帰せられる．精神原理 purus.aが行うことといえば

「見るだけ」である．ただし精神と物質の二元論といっても，我々が通常考える現世での精

神的活動（知性の働き）は，サーンキヤにおいては物質由来である．すなわち，5感覚器官

や，意官 manas, 自我意識 aham. kāra, 統覚機能 buddhiの働きによる．すなわち現世での

知的活動は，サーンキヤにおいては，実は物質的活動でしかない．したがって，通常の意

味での「精神・物質の二元論」とは意味内容が異なることに注意する必要がある．現世で
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の我々の「知性」の純粋性を保つことに関心があるのではなく，あくまでも，解脱論の要

請上，精神的主体を現象世界（それは現世での知的活動を含む）から切り離しておく必要

がある10．結果として，サーンキヤにおいて，精神的主体は「見るだけ」の傍観者であり，

積極的な役割を果たさない措定物となっている．

1 purus.a純粋精神
2 prakr.ti原質
3 buddhi統覚機能
4 aham. kāra自我意識
5 manas意
6 śrotra耳
7 tvac身
8 caks.us眼
9 rasana舌
10 ghrān. a鼻
11 vāk口
12 pān. i手
13 pāda足
14 pāyu肛門
15 upastha生殖器
16 śabda-tanmātra音唯
17 sparśa-tanmātra触唯
18 rūpa-tanmātra色唯
19 rasa-tanmātra味唯
20 gandha-tanmātra香唯
21 ākāśa虚空
22 vāyu風
23 tejas火
24 ap水
25 pr.thiv̄ı 地

図 1: サーンキヤの 25原理

原質（prakr.ti）は純質・激質・翳質の 3 gun. aを有する．3 gun. aの均衡が崩れた時，原質

から最初に派生するのは統覚機能（buddhi）であり，別名「大」（mahat）である．ここか

ら自我意識（aham. kāra）が派生する．自我意識から 11器官と 5種の微細要素（tanmātra，

「それだけ」）が派生する．（Sadyojyotisの見解では）純質を支配的とする自我意識からは意

（manas）と 5感覚器官，激質を支配的とする自我意識からは 5運動器官，翳質を支配的と

する自我意識からは 5微細要素が派生する11．さらに 5微細要素から 5元素が派生する．

25原理に欠けたもの サーンキヤの 25原理の表は，個我から見た世界の全てを尽くした

表である．世界の構成はこれで全て説明できるはずである．しかし，そこには欠けたものが

ある．純粋精神という個我はあるが，神がないのである．シヴァ教ではシヴァに始まる 5原

理を継ぎ足すことになる．また，人の生を支配する要因の候補としてŚvetāśvataropanis.ad

にも挙げられる時（kāla）が欠けている．さらに，インド哲学において重要な業（karman）

（Śvetāśvataropanis.ad の挙げる運命（niyati）に対応する）も見られない．シヴァ教では，
10なおかつ水面に映る月のように離れた形で精神主体が物質由来の認識活動に関わると理論化され

る．
11この展開の仕方は Sām. khyakārikā の見解とは異なる．

178



サーンキヤの基本的世界観を受け継ぎながらも，その上に 11原理を足して 36原理を立て

る12．

存在レヴェルとしての tattva Abhinavaguptaによれば，「tattvaとは，例えば，山・木・

都城等が地を本質とし，河・小川・海等が水を本質とするように，異なる種類のものを分類

する要因となるもので，無分割の一者として現れてくるもの」13であり，普遍のように「同

種のものに随伴するもの」（Tantrāloka 10:2ab: svavarges.v anugāmin）である．そして，こ

の普遍群は，水平にではなく，上位の 5原理の追加に顕著なように，不浄から清浄へ，粗大

から微細へというように，下から上に，上下の階梯をもって並べられる．この意味では，世

界を構成する基本的要素としての原理（principles）よりも，実在レヴェル（reality level）

あるいは存在レヴェルと呼ぶ方が適切である（cf. Goodall 1998:li–lii）．

主・獣・索縄 絶対的な神を立てる伝統であれば，神と人には距離が必要となる．また解

脱のために，この汚れた世界と精神的主体とは切り離しておく必要がある．シヴァ教の古

い形である獣主派（紀元後２世紀まで溯る）では，獣（paśu）・主（pati）・索縄（pāśa）と

いう三原理を立てる14．すなわち，人・神・世界の三元論である．家畜である山羊等が主人

によって索縄によって縛られているように，個我はこの現象世界（究極的には現象世界を

引き起こす物質的な汚れであるmala）に束縛されている．

主 - - - 神

獣 - - - 人

索縄 - - - 世界

三元論の解脱論において，人は「神の様になる」のであって「神になる」わけではない．

つまり，神と人とが一つになることはない．

バラモン教の儀礼主義をも継承する獣主派（pāśupata）や Śaivasiddhāntaにおいて，業

を断ち切る術は知ではなく行為である．すなわち，知解脱ではなく行解脱を標榜する．そ

れは，病気を治すのが，病気の知識ではなく手術であるのと同じだと説明される．

神の性格規定 ヴェーダーンタ神学に比べると，Śaivasiddhāntaにおいては，神のダイナ

ミズムが強調されている．素材を変容させて世界を作り出すのは神である．神の śakti（能

力）が強調される．有・知・歓喜といった静的なブラフマンしか立てないヴェーダーンタ

神学にたいして，シヴァ教神学では，シヴァに欲求・意志を本質とする能力（icchātmikā

śaktih.）を認める．しかし直接に根本物質māyā（汚れた世界の創造原因となる材料）に手

を突っ込むわけにはいかない．そこで，世界創造に関しては手下であるAnanta他に丸投げ

する．一種の官僚システムである．とはいえ使役主としてシヴァが主役であることに変わ

りはない．

12詳しくは TAK tattvaの項目を参照．
13Īśvarapratyabhijñāvimarśin̄ı 3:1:2: bhinnānām. vargān. ām. varḡıkaran. animittam. yad ekam

avibhaktam. bhāti tat tattvam, yathā girivr.ks.apuraprabhr.t̄ınām. nad̄ısarah. sāgarād̄ınām. ca
pr.thiv̄ırūpatvam abrūpatvam. ceti.

14TAK pati, paśu, pāśaの項目参照．
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シヴァ教独自の 11原理 基本的に，サーンキヤの 25原理の上に，シヴァに始まるシヴァ

教独自の 11の諸原理を上乗せして 36原理とする．清浄道の 5原理である śiva，śakti15，

sadāśiva，̄ı́svara, śuddhavidyā16，そして，それ以下の不浄道の質量因であるところの根本

物質māyā，および，「五つの鎧」（pañcakañcuka）と呼ばれる 5原理，すなわち，限定的行

為能力 kalā, 限定的知力 vidyā, 欲源 rāga, 時 kāla, 制限 niyatiである17．

創造と帰滅 サーンキヤでは，世界を構成する要素を下から上に並べ，究極の質量因とし

て prakr.tiという第一原因である原質を立てる．シヴァ教は，それをそっくり受け入れなが

らも，サーンキヤに欠けた原理を上に継ぎ足す．上位の原理に特徴的なように，ここで原

理は「存在のレヴェル」としても機能している．上から下へは創造の順序，下から上へは

帰滅の順序である．

存在論と解脱論：儀礼における 36原理の役割 原理の道（tattva-adhvan）は，六つある

道（adhvan）の内の一つの道，すなわち，シヴァに至る階梯の一つの道である．

1. tattva-adhvan原理の道

2. pada-adhvan語の道

3. varn. a-adhvan音素の道

4. bhuvana-adhvan地平の道

5. mantra-adhvan真言の道

6. kalā-adhvanカラーの道

36原理において，世界創造（sr.s.t.i）の際は上から下に順に展開し，そして，帰滅（pralaya,

cf. TAK）の際は下から上へと逆順に（vyutkramen. a）取り込み（sam. hāra）が進む．ディー

クシャーという儀礼の一種である涅槃ディークシャー（nirvān. ad̄ıks.ā）においては，この下

から上へという逆順で，個我を縛り付けている索縄（pāśa）が断ち切られる18．

15なお，Sadyojyotisは，Tattvasam. graha において śaktiの定義を明示していない．代わりに，個
我，シャクティ，シヴァの間にある区別が第一義的か第二義的かという議論を詳しく行う（vv. 46–50）．

16なお，Aghoraśivaは，Tattvasam. grahalaghut.ı̄kā ad v. 45において，vidyā, ı̄́svara, sadāśivaの
詳細についてはMataṅgapārameśvara とRatnatrayollekhin̄ıを参照のことと記しており，Tattvasam. -
grahalaghut.ı̄kā での詳述を回避している．

17TAK kañcuka, kalā, niyati参照．
18この涅槃ディークシャーというのは，「息子のようなもの」（putraka, cf. TAK），すなわち，師

の跡継ぎに対して行われるものである（TAK nirvān. ad̄ıks.ā, putrakad̄ıks.ā の項目参照）．シヴァ教
徒に次の四つの区分がある．

1. ācārya 阿闍梨19

2. putraka 跡継ぎ
3. sādhaka成就を目指す修行者
4. samayin誓約（規律）を守る者

例えば，kalā-adhvanに従う場合，涅槃ディークシャーにおいては，五つの階梯がある．

1. śāntyat̄ıta寂静を超えた
2. śānti寂静
3. vidyā知
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解脱をもたらす d̄ıks.ā 儀礼 解脱をもたらすディークシャーである涅槃ディークシャー

（nirvān. ad̄ıks.ā）という儀礼において，アーチャーリヤは，順次，個我が位置する下の原理

からクリヤーしていき，最終的に個我を束縛から解放する．ここでは実際に，36原理を模

した索縄紐（pāśasūtra）という紐が用いられ，結び目を付けて，36原理が観想される．す

なわち個我の位置する階層として 36原理は機能し，下から順次，索縄という束縛が断ち切

られていくことになる20．

サーンキヤとの相違点 このシヴァ教の 36原理において，不浄なこの世界の素材・根本原

因となるのは，サーンキヤで言うところの prakr.ti（未開顕物 avyakta）ではなく，それよ

りも上に位置するmāyāである．その下に個我を縛る五つの鎧（pañcakañcuka）が配置さ

れる．すなわち，サーンキヤでいう純粋精神（purus.a）に満足せず，prakr.ti (=avyakta)を

超えたレベルの個我をなおも束縛する要素を見出す．シヴァ教から見たとき，サーンキヤ

では，個我を束縛する要素の考察が不十分であったと言えよう．なお，シヴァ教のリスト

では，未開顕物（avyakta）である prakr.tiの下に gun. aが別個に立てられることもある．

浄と不浄 シヴァ教のリストでは，上位 5 原理の純粋性が担保される．汚れた根本物質

（māyā）以下の作業に従事するのが，ı̄́svara原理に位置する Anantaである．Anantaに始

まる 8人のMantramaheśvara達，Mantreśvara達（以上の二者は ı̄́svara原理に位置する），

Mantra達（śuddhavidyā原理に位置する）が，世界創造に従事する．しかし，世界の創造な

どの究極の主体がシヴァであることに変わりはない．シヴァは，五つの御業（仕事）を有す

る．創造・持続・帰滅・（現世への）閉じ込め21・恩寵である．自ら汚れを取り除くことができ

ない家畜である個我は，シヴァの手術であるディークシャー22（ただし導師アーチャーリヤ

を介在する）の恩寵によって解脱して「シヴァと同等のもの」となる（śivasāmya）．シヴァ

性の獲得であり，シヴァとの結合（śivasāyujya）と呼ばれるものである．Śaivasiddhānta

は，神一元論ではなく，個我と神は絶対的に別異だと考えるので，シヴァそのものになる

わけではない．すなわち合一するわけではない．

背景にあるメタファー：索縄と垢 Śaivasiddhāntaの基本的な考え方は，獣主派（Pāśupata,

cf. TAK）由来の三原理，すなわち，主（pati）・家畜（paśu）・索縄（pāśa）を立てるもの

である．すなわち三元論である．家畜である個我（an.u, ātman）は，索縄という束縛要因

（bandhana）により縛られている．それを断ち切り解脱（moks.a, mukti）へと導くのがシ

ヴァという主である．ここでは「結ぶ」（
√
badh）と「切る」（

√
chid）という対立が用いら

4. pratis.t.hā設置
5. nivr.tti滅

このディークシャー儀礼においては，索縄紐（pāśasūtra, cf. TAK）が準備される．すなわち，ディー
クシャーを受ける者の足の親指から頭の髷（śikhā）に結わえた紐が準備され，そこに，五つのカラー
が観想される．そして，五つのカラーの位置を示すものとして，観想されたカラーの上部にそれぞ
れ結び目（granthi）が作られる．準備儀礼の翌日に行われる索縄断ち切り（pāśaccheda）の儀礼に
おいては，下から順に，祭火に投入し，観想と献供を行う．髷を断ち切った後，シヴァへの結び付け
（śivayojanikā）という儀礼をおこなう．以上の詳細については S. Vasudevaの教示を受けた．

20また，TAKの tattvad̄ıks.ā, tattvaśuddhi (2), nirvān. ad̄ıks.ā の項目を参照のこと．
21tirodhānaについては TAK tirodhānaの項目を参照．
22ディークシャーについて詳しくは TAK d̄ıks.ā の項目を参照．
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れる23．

束縛要因は物質（dravya）である．したがって単に知ること（jñāna）では断ち切ること

（vicchitti）ができない．つまり，サーンキヤ学派のように，物質原理（prakr.ti）と精神原

理（purus.a）との本来的な区別を知ったからといって解脱できるわけではない．物質的な

束縛要因を実際に取り除く（apa-
√
n̄ı）必要がある．このように，Śaivasiddhāntaにおいて

は，知による解脱ではなく行（kriyā）による解脱を標榜する．シヴァによる働き・手術行

為である d̄ıks.ā 儀礼が必要となる．ヴェーダ儀礼において d̄ıks.ā は，本祭前の精進潔斎・準

備儀礼である潔斎式に過ぎないが，Śaivasiddhāntaにおける d̄ıks.ā は，基本的に，阿闍梨

（ācārya）を依り代（adhikaran. a）としたシヴァ神による救済儀礼である．ちょうど目を覆

う膜（pat.ala）が手術により取り除かれるように，d̄ıks.ā により個我を覆う束縛要因が取り

除かれる．

家畜：束縛された個我 この束縛要因は垢（mala）と呼ばれる．この垢は家畜が家畜（縛ら

れたもの）たる所以である．したがって「家畜性（paśutva）＝垢（mala）」とされる．この

垢には三種が区別される．最も取り除き難い垢は，個我の垢（ān. avamala）であり，個我の

自己同一性を保障する．次に位置するのが業（カルマ）に由来する垢（kārmamala）である．

すなわち，個我の行う行為の結果として潜在印象・影響力が垢として残存する．善業（福

徳）・悪業（罪業）である．次に位置するのが世界創造の根本的な質量因（upādānakāran. a）

である根本物質（māyā）に由来する垢である．凡夫である我々は通常，この三つの垢を伴っ

ている．この三つの垢を伴った個我を「カラーを伴った者」（sakala）と呼ぶ．ここでのカ

ラーとは限定的行為能力という原理の一つを指す24．部分・限定化という意味を取って，仮

に「有分者」と訳しておく．順次，簡単な垢から取り除かれる．世界は創造（sr.s.t.i）・存続

（sthiti）・帰滅（pralaya）を繰り返すが，帰滅時には，創造の根本的な質量因であるmāyā

由来の垢が離れる．この状態の個我が「帰滅によりカラーを欠いた者」（pralayākala, cf.

TAK）である．「帰滅無分者」と仮に訳す．帰滅無分者には，個我垢と業垢とが残っている．

業の垢は残っているので，次の創造時には，以前の業に相応しい世界に生まれることにな

る．この業の垢からも離れた個我が「知によりカラーを欠いた者」（vijñānākala）である．

「知無分者」と仮に訳す．この段階では，業は残存していないので，再生要因はなく，再度

輪廻することはない．自己同一性の個我垢が残るのみである25．この個我垢からも離れた

個我が，解脱者（mukta）である．清浄な個我（śuddhātman）とも呼ばれる．なお清浄我

の分類に入る者として，他に，Ananta等が挙げられる（後述）．

23他にも「索縄をほどく」（pāśavísles.a, cf. TAK）「索縄を燃やす」（pāśadāha, cf. TAK）という
捉え方もある．

24Tattvaprakāśavr. tti ad 9: sakalas tu bandhatrayayuktah. . tatra ca māyāyāh. sāks.āt
sam. bandhābhāvād māyāśabdena tatkāryabhūtāh. kalādayah. kathyante. tadyuktatvād eva cāsya
sakalatvam.「いっぽうサカラとは三つの束縛を伴った者．そして，それにマーヤーが直接に関係す
ることはないので，［v. 9aの］「マーヤー」という語によって，その結果であるところのカラーなどが
言われている．そして，それ（カラーなど）を伴っているからこそ，これはサカラなのである．」

25したがって，知無分者は，世界創造の根本的な質量因であるmāyā を越え出た所に位置する．し
かしながら，知無分者は，いまだ垢を残しているので，不浄な道（aśuddhādhvan）にいる．したがっ
て，清浄な道（śuddhādhvan）の関門である清浄知（śuddhavidyā）の下に位置することになる．
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個我垢 業垢 マーヤー垢

解脱者

知無分者 ○

帰滅無分者 ○ ○

有分者 ○ ○ ○

垢mala このように，Śaivasiddhāntaの教義においては，束縛が断ち切られること，物

質的な垢が離れることが解脱である．縄のメタファーを使った場合には「主が家畜の縄を

断ち切る」という捉え方となり，垢のメタファーを使った場合には「シヴァが個我に無始

爾来付着した垢を取り除く」という捉え方となる．こびりついたしつこい垢は，落とし難

さに応じて三種（個我の垢 ān. avamala，業の垢 kārmamala，マーヤーの垢 māȳıyamala）

が区別される．サーンキヤでは個我は本来的にも常にもこの世の穢れとは無縁であるが，

Śaivasiddhāntaにおいては，輪廻状態の個我は垢に覆われた有垢の状態にある．個我には

次のような階層がある．

mukta解脱者 個我垢も除去され職務もない

mantramaheśvara 知無分者より 8名を任命（ı̄́svara原理に依拠26）

mantreśvara 帰滅無分者より任命（ı̄́svara原理に依拠）

mantra 知無分者より 7000万人を任命（śuddhavidyā 原理に依拠27）

vijñānākala知無分者 個我垢を伴う

pralayākala帰滅無分者 個我垢・業垢を伴う

sakala有分者 個我垢・業垢・マーヤー垢を伴う

清浄我 サーンキヤ学派が怖れたように，この世界は不浄である．したがって，サーンキヤ

の体系において，本来清浄な精神原理は，この世界と無関係なままに留められた．すなわち精

神原理は世界創造に積極的に関わることがなかった．Śaivasiddhāntaにおいても，最高の精

神原理であるシヴァは清浄を保たねばならない．したがって，直接に不浄な世界と関係するこ

とは控えられる．そこで，世界創造・監督などの汚れた仕事にあたっては，シヴァは，Ananta

を始めとする下位の者を任命（niyoga）して，māyā内に関わる職務（adhikāra）にあたらせ

ることになる．一種の官僚システムである．この監督官達（adhis.t.hātr.）は，清浄道の中で，

シヴァおよびシャクティの下に位置する．彼らは「清浄我」（śuddhātman）と総称される．そ

の中は三種に区別される．合計 8人の上位のマントラ主宰者（para-mantreśa/mantreśvara），

合計 118人の下位のマントラ主宰者（apara-mantreśa/mantreśvara），合計 7000万人のマ

ントラ（mantra）である．それぞれ，原理としては，ı̄́svara, ı̄́svara, śuddhavidyā に依拠

（āśrita）する．（ただし彼らが位置する職務領域はこれとは異なる．）上位のマントラ主宰者

はマントラ大主宰者（mantramaheśvara）とも呼ばれる．マントラは呪文（vidyā）とも呼

ばれる（図 2参照）．なお，mantraや vidyā は，第一義的にはこれらの精神的主体である

清浄我のことである．言葉からなる真言や呪文が同じ名前で第二義的に呼ばれるのは，こ

れらの神格を表示するからである．

26Tattvasam. grahalaghut.ı̄kā ad 44ab: ete ceśvaratattvāśritā mantramaheśvaratvenocyante.
27Tattvasam. grahalaghut.ı̄kā ad 34: śuddhavidyātattvāśritatvāt.
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33. ı̄́svara (para)mantreśa/mantreśvara

=mantramaheśvara

1. Ananta

2. Sūks.ma

3. Śivottama

4. Ekanetra

5. Ekarudra

6. Trimūrti

7. Śr̄ıkan. t.ha

8. Śikan.d. in

(apara)mantreśa/mantreśvara

8 man.d. alin（kalāの上に位置）

8 krodha, etc.（gun. aの上に位置）

1 Śr̄ıkan. t.ha（gun. aに位置）

1 Vı̄rabhadra（100ルドラの監督官）

100 śatarudra（梵卵を支え持つ）

32. śuddhavidyā mantra=vidyā

3500万（創造の直後に解脱）

3500万（帰滅時に解脱）

図 2: アナンタ等の序列

諸原理の階層 世界帰滅の順序は，サーンキヤの発想と同じく，粗大（sthūla）から微細

（sūks.ma）へというものである．最も粗大な 5元素（mahābhūta）すなわち地・水・火・風・

虚空，それに対応する 5微細要素（tanmātra）である香・味・色・触・音から，頂点に立つ

シヴァまで，後代においては通常，36原理（tattva）が立てられる．創造の順序は逆に微

細から粗大へとなる．サーンキヤと同じく，微細・粗大である諸原理は，順に上（para）・

下（apara）に並べられる．さらに上下は清浄（śuddha）・不浄（aśuddha）の階層と重ね

合わせられる．

諸原理は大きく二分される．清浄な道（śuddhādhvan）と不浄な道（aśuddhādhvan）で

ある．māyā を根本的な質量因とする創出世界は不浄である．māyā を超えた上の世界は，

垢の無い清浄な道である．清浄な道に入る際の第一の関門となるのが清浄知（śuddhavidyā）

である．この世界に縛られた家畜（paśu）は全て，清浄知より下に位置する．知無分者

（vijñānākala）だけは，輪廻世界を超え，māyā を超えているが，未だ清浄知の下に位置す

る．個我垢（ān. avamala）が残るため，清浄道には未だ入っていない（図 3参照）．
世界創造の原因 世界の創造者すなわち作者（kartr.）としては，サーンキヤ（二元論）では

原質（prakr.ti），仏教では業（karman），ヴェーダーンタ（一元論）では精神原理（purus.a），

一部のニヤーヤ（多元論）では主宰神（ı̄́svara）が立てられる．

Śaivasiddhāntaから見た場合，まず原質や業といった物質は無情（acetana）であり，「自

立したもの＝行為主体」（svatantra=kartr.）でないが故に，世界創造主たる作者（kartr.）た

りえない．物質が一人でに動き出すことはないからである．また精神原理は（シャイヴァの
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36 śiva

35 śakti

śuddhādhvan 34 sadāśiva

33 ı̄́svara

32 śuddhavidyā

(vijñānākala)

31 māyā

30 kalā

aśuddhādhvan …
1 pr.thiv̄ı

図 3: 清浄道と不浄道

存在論から見れば）不浄道のレヴェルに位置し垢（mala）を伴っているが故に自在者（全

能者）たりえない．

ヴァイシェーシカの原子説に立脚するニヤーヤ学派と，サーンキヤの変容説を基盤とする

シャイヴァ・シッダーンタとでは，基本的な見方が異なる．ニヤーヤ学派のいう主宰神は，

元素を組み合わせるだけの組立工であり，原子は何かから作られる結果ではなく，常住なも

のである．いっぽう，シャイヴァ・シッダーンタでは，ニヤーヤの原子説が否定される．5

元素である地・水・火・風・虚空や 5微細要素（唯，tanmātra）である香唯・味唯・色唯・触

唯・音唯も，元をたどれば究極的な物質原因であるmāyā の変容した結果（kārya）である．

5元素 地・水・火・風・虚空の 5元素は，それぞれ，支える・まとめる（＝くっつける）・

燃やす・並べる（等）・余地を与えるという働きから推論されるものである．特に虚空に関

しては他学派と見解が大きく分かれる．チャールヴァーカは虚空をそもそも認めない．ミー

マーンサー学者は虚空を知覚対象とする．ニヤーヤ学者は虚空を常住と考える．しかしシャ

イヴァでは，虚空は音唯（śabdatanmātra）の結果である．

5微細要素 例えば地については香などの性質が特徴として明らかである．このように，粗

大な 5元素は，露わな限定要素に限定されている（vísis.t.a）．これにたいして，微細要素

（唯）の場合，微細であるが故にその性質は表面的には明らかではなく，その意味で限定さ

れていない（avísis.t.a）．したがって tanmātra「それのみ」「単なるそれ」と呼ばれる．ヴァ

イシェーシカによれば，音は虚空だけの性質であるが，サーンキヤおよびシャイヴァでは，

音は 5元素すべてに見られる性質である．例えば地は，香だけでなく，味（六種）・色（多

種）・触（非熱非冷）・音を性質として有する．

音 触 色 味 香

虚空 ○ ⇐ 音唯

風 ○ ○ ⇐ 触唯

火 ○ ○ ○ ⇐ 色唯

水 ○ ○ ○ ○ ⇐ 味唯

地 ○ ○ ○ ○ ○ ⇐ 香唯
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地は，香・味・色・触・音の五つの性質を有するので，地の原因である香唯も，同じく五

つの性質を有するものであって，香だけから成るわけではない．このように，五元素も対

応する五唯の結果であるので，ニヤーヤ学者の言う「常住な原子」という考え方は認めら

れない．すなわち世界の質量因は原子ではない．Śaivasiddhāntaにおいて究極的な物質原

因となっているのはmāyā である．

原理の数 Goodall 1998:li–lviiiが詳細に議論するように，テクストによって実際には原理

の数はまちまちであり，最初から 36に統一されていたわけではない．特に聖典では時代

によって原理の数は様々である．本稿で取り上げる Sadyojyotisも，Tattvasam. graha では

Rauravasūtrasam. grahaにしたがって，niyatiと kālaとを挙げていない．そこでAghoraśiva

は，v. 26bの kalā ca māyājāにおける caに二つを読み込むことで 36原理の数合わせを行っ

ている．

家畜（paśu）を別個の原理と数えるかどうかは問題のあるところである．Sadyojyotisは，

v. 29bcにおいて「家畜と呼ばれる原理」（tattvam/ paśvabhidhānam.）と述べており，別個

に家畜を原理として数え上げている様子である．またAghoraśivaも，ここでは Sadyojyotis

に従ってであろう，v. 29への註釈において「それが……家畜という原理と呼ばれる」（tad

. . . paśvākhyam. tattvam ucyate）と述べている．

Tattvasam. graha の議論構成 各 tattvaの定義・説明を中心に組み立てられている Sady-

ojyotisの Tattvasam. graha には二つの派生的あるいは拡張議論が見られる．まず，マント

ラに関連して，d̄ıks.ā儀礼の果報が議論される（vv. 38–41）．もう一つは，śiva原理に関連

して解脱（mukti）が議論されている（vv. 54–59）．以下の表では，原理表の基礎となって

いる Rauravasūtrasam. graha の 30原理を書き出し29，それに対応する Tattvasam. graha の

記述を挙げ，さらに，それと対応する 36原理を示した．Tattvasam. graha の構成分析のた

め，科文（synopsis）も兼ねるように工夫した．

29Rauravasūtrasam. graha の内容については D. Goodallの教示を受けた．
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Raurava Sadyojyotis verse 36 tattvas

1 pr.thiv̄ı 1 pr.thiv̄ı (ks.iti) 2 1 pr.thiv̄ı
2 ap 2 ap (jala) 2 ap
3 tejas 3 tejas (śikhin) 3 tejas
4 vāyu 4 vāyu (pavana) 4 vāyu
5 ākāśa 5 ākāśa (ambara) 5 ākāśa

6 gandha 6 gandha 3–4 6 gandha
7 rasa 7 rasa 7 rasa
8 rūpa 8 rūpa 8 rūpa
9 sparśa 9 sparśa 9 sparśa
10 śabda 10 śabda 10 śabda

11 pāda 11 pāda (caran. a) 5–6 11 pāda
12 upastha 12 upastha (prajanana) 12 upastha
13 pāyu 13 pāyu 13 pāyu
14 pān. i 14 pān. i (kara) 14 pān. i
15 vāk 15 vāk 15 vāk

16 ghrān. a 16 ghrān. a 7–8a 16 ghrān. a
17 rasana 17 rasana (jihvā) 17 rasana
18 caks.us 18 caks.us (darśana) 18 caks.us
19 tvac 19 tvac (sparśana) 19 tvac
20 śrotra 20 śrotra 20 śrotra

21 manas 21 manas (citta) 8bcd–9 21 manas
22 aham. kāra 22 aham. kāra 22 aham. kāra
23 buddhi 23 buddhi (mahat) 23 buddhi

24 gun. a 24 gun. a 10 24 gun. a
25 pradhāna 25 avyakta 11 25 avyakta

26 rāga 26 rāga 12–13 26 rāga
27 vidyā 27 vidyā 14–18 27 vidyā

(26b) 28 kāla
(26b) 29 niyati

28 kalā 28 kalā 19–27 30 kalā

29 māyā 28 31 māyā
30 paśu 29 (paśu)

(sakala)
(pralayākala)
(vijñānākala)

29 purus.a 31 śuddhātman 30–31
vidyā mantra=vidyā 34 32 śuddhavidyā

35000000 (niradhikaran. a) 35
35000000 (sādhikaran. a) 36–37
(d̄ıks.āphala) 38–41

(apara)mantreśa 32–33 33 ı̄́svara
1 v̄ırabhadra
100 śatarudra
8 krodha, etc., 1 śr̄ıkan. t.hah. , 8 man.d. alinah.

vidyeśvara (para)mantreśa=mantramaheśvara 42–45
ananta, sūks.ma, śivottama, ekanetra
ekarudra, trimūrti, śr̄ıkan. t.ha, śikan.d. in

34 sadāśiva
32 śakti (an.uśaktísam. bhupaks.abheda) 46–50 35 śakti

30 śiva 33 śiva 51–53 36 śiva
(mukti) 54–59
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ddhāntaśaiv̄ıyās. t.agranthānām. Sat.ı̄kānām. Samāhārah. . Edited by Vrajavalla-
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Mālin̄ıvijayottaratantra. Ed. Madhusūdan Kaul Śāstr̄ı. KSTS 37. Srinagar:
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Svāyambhuvasūtrasam. graha

See Filliozat 1994.
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Yuktid̄ıpikā: The Most Significant Commentary on the Sām. khyakārikā. Ed.
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和訳

1 序

無垢なるシヴァ性――永遠にして一切と異質である――を有する方，一切を与

えてくれるかの方に，私は敬礼する，［パラーンタカ王がチダムバラムに建設し

た］栄えあるダブラサバー［という集会場］の主である方に．

語・文・認識手段に通じる最高の師であるサディヨージョーティスは，あたか

も眼前に［降臨した］シヴァのようであり，その知性の偉大さは我々には計り

知れない．

『諸原理のまとめ』という月が輝くようにと，聖ナーラーヤナ・カンタが『大

註』という秋の夜を広げ［展開し］た．

そうではあるが，『大註』のあまりの詳しさに心倦んだ者達のために，この『軽

い註』をここで私（アゴーラシヴァ）が著す．

そこ（諸原理のまとめ）において，まず，［系譜上の］これなる尊師（サディヨージョー

ティス）は，最高シヴァへの敬礼を先として，著作作成を宣言する．

1. 有情・無情を統率する者，不生にして，全知者であるシャンカラ（安寧を作

り出す者）に私は敬礼してから，智慧鈍き者達が理解できるように諸原理を簡

潔に述べよう．
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1.1 cidacidnetāramへの註釈

「有情の」すなわち束縛された諸個我の，「無情の」すなわち［清浄界の根本物質である］

ビンドゥ・［不浄界の根本物質である］マーヤ―・それらの派生物，それらを「統率する者」

すなわち支配者に──直接また間接に，浄・不浄の世界を用いることで，諸々の個我に，適

宜，浄・不浄の享受（経験）を与えてくださる方に，という意味である．またこれゆえに，

世界が，配列などを持つものとして結果であることから，その［結果としての世界の］作

り手として主宰神が論証される，という趣旨である．これによって，プラクリティ（原質）・

業・プルシャ（純粋精神）を主宰因（世界の原因）とする論者達も排斥されたことになる．

というのも，プラクリティと業とは無情だから［主宰因たりえないから］である．また，プ

ルシャは有垢なので，自らを制し切れていない（他によって統御されている）からである．

1.2 ajamへの註釈

「不生」であるのは，常に無垢だからである．身体などとの結合を本質とする誕生も欠

いている．またこれにより，彼が常住であることが成立したことになる．というのも，世

界の作り手であるこの方がもしも無常であるならば，誕生などと結び付くことになるので，

無情ということに，また，存続しないということになるからである．

1.3 sarvajñamへの註釈

さらにまた「全知者」であるのは，垢を欠いているからであり，また，全能者だからで

ある．また次のことがここで示唆されている．彼の認識は，ニヤーヤ学者などが［考える］

ように，意官との結合などを必要とするものではない．そうではなく，［認識は，彼の］本

質そのものである．それ（認識）は，認識対象や作為対象などという［偶有的な］外的条

件の区別によって，比喩的に無数である．［次に］聞かれている通りである．

それ（全知）は単一であるが，対象が無数であるので，区別が無数にあるもの

となる．行為主体性（全能）は，それ（全知）と別のものではないので，それ

と全く同様に比喩的に［無数に区別される］．

1.4 śam. karamへの註釈

「安寧」すなわち楽，急きたてられることのないことを本質とし，全知者性・全能者性を

本質とする，［シヴァ］自身との相似性を，諸個我に作り出すのが，シャンカラ（安寧を作

り出す者）．それゆえ，これにより，彼が解脱を与えてくれる者であることを述べている．

またこれ（「シャンカラ」）は定義されるものを表す語（形容句に係られる方の実名詞）で

ある．
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1.5 pran. amya以下への註釈

以上のようなかの神に敬礼してから，すなわち，身口意をもって恭敬してから，地に始

まる諸原理を，私（サディヨージョーティス）は簡潔に述べよう．諸原理の定義が，これ

（論書）の論述対象である，という意味である．

1.6 関係

【問】何のためにこれ（論書）に取り掛かるのか．

【答】これゆえに答えて「智慧鈍き者達が理解できるように」と．次の意図である．聖『マ

タンガ』等で説かれた諸原理の定義は詳しすぎるので，智慧鈍き者達は，それ（諸原理）を

確定することができない．それゆえ，彼らが，簡潔に原理を理解できるように，これ（論

書）が開始されるのである，と．

諸原理の理解は，間接的に，上位・下位の解脱の手段となるので30，〈人間の最高目的〉（解

脱）という目的も，ここで示唆されていることになる．そして以上から，原理の理解と著

作とには〈知らしめられるものと知らしめるもの〉の関係があり，原理の理解と解脱とに

は〈手段・目的〉の関係がある31．師資相承という関係についても［作者は］後から述べる

──「尊きウグラジョーティスというこの全知者が［私に］恩寵を下された」と．また［こ

こでの］「恩寵」は［一部を指し示すことで全体を示唆する］提喩なので，「最高シヴァに始

まり，自分自身にいたるまで，途切れることのない教示書の相承により，定説の内容が確

立している」という趣旨である．

2 五大元素

以上のように諸原理の解説を宣言してから，「シヴァに至るために，逆順でそれ（道）は

除かれるべきである」という聖『スヴァーヤンブヴァ』に述べられた明言に基いて，それ

ら（諸原理）が，〈取り込み〉（回収）の順序のみによってディークシャーにおいて浄化され

るということを示唆しつつ，取り込みの順序のみで五大元素をまず［作者は］述べる．

2ab. 地・水・火・風・虚空という元素．

地・水・火・風・虚空だけが元素であるという意味である．

これら地に始まるものは，支えるなどという結果から論証されるということを述べて――

2bcd. これらの働きとは，すなわち，順に，支える・まとめる・燃やす・並べ

る・余地を与えるというものである．

それら（結果）のうち，まとめるとは［粘着させて］止めること．並べるとは部分を結合

させること．

30上位・下位の解脱については Tattvasam. graha 54ab参照．
31まとめると「著作（知らしめるもの）→（知らしめられるもの）原理の理解（手段）→（目的）

解脱」という連鎖となる．

195



2.1 虚空

余地という場所を与えるのが虚空の働き．それゆえ，余地を与えるという結果によって

虚空が論証されるので，それ（虚空）を非存在とする論者であるチャールヴァーカ達や，そ

れ（虚空）を知覚対象とするミーマーンサー学者達が排斥されたことになる．またこれ（虚

空）は，ニヤーヤ学者などが認めるのとは違って，常住とは認められない．後述するよう

に，微細要素（タンマートラ）の結果だからであり，また，地平の土台であることが聞かれ

ているからである．

2.2 風

並べるというのも，風の結果の一例である．言われている通りである──「感触・音・支

えること・震えることを証因とするのが風」と．

2.3 ヴァイシェーシカ説批判

さらにまた，

3. 香・味・色・感触・音声――地の性質は五つ．水などについては，これらが

前から順に除かれる32．

そのことが聖『ムリゲーンドラ』に説かれている──

（1）以上五つに，この音声がある．（2）感触は四つの元素にある．〈非冷非熱〉

は地・風に．冷と熱とは［それぞれ］水と火とに．（3）光り輝く火と水とには

白色が．地には白色など多種類のものが．［以上のように］色は三つ（火・水・

地）にある．（4）甘い味は水に．六種［の味］が地に．（5）香は地に．［以上のよ

うに］アスラ達と神々と賢者とによって認められている．

と．だからこそ，「［太鼓などという音声の］拠り所以外のところに［音声は］把捉されるの

で，音声は虚空だけの性質である」というヴァイシェーシカなどの所説は正しくない．そ

の論拠（拠り所以外の所に把捉されること）は，知覚と聖典に否定されたものとして，「時

機を過ぎて示されたもの」［という誤った論証因］だからである．すなわち，知覚により虚

空にこだま音が聞こえる，風にはシャカシャカなどが，火にはダマダマなどが，水にはチャ

ラチャラなどが，地にはカダカダなどが．しかも，［拠り所以外ではなく］太鼓などという

32ニヤーヤ学派によれば地は香だけを持つが，サディヨージョーティスの定説では地は香・味・色・
感触・音声の五つの性質を全て備える．水については，香以外の四つの性質がある．以下，火・風・
虚空については，一つずつ性質を減じていく．

音声 感触 色 味 香
虚空 ○
風 ○ ○
火 ○ ○ ○
水 ○ ○ ○ ○
地 ○ ○ ○ ○ ○
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拠り所そのものにおいて音声は現に把捉される──等々，詳しくは，聖『ムリゲーンドラ』

への［註釈である］『ヴリッティ・ディーピカー』において私は述べたので，他ならぬそれ

に基いて理解されたい．

3 五微細要素

またそれら諸元素は，我々など［凡人の］外的な感覚器官によってその性質が確定され

るものなので，瓶などと同じく，原因を前提としたものであることが論証されるので，そ

の原因として，五つの微細要素が成立したことになる──ということを述べて，

4abc. その元素と同じ性質を持つ原因で，しかも，同じその［元素］を満たす

ものが微細要素である．

3.1 字句註釈

そこで，元素と同じ性質を持つ微細要素は，その元素の原因すなわち質料因であり，ま

た満たすものであり，また大きくさせる「ものでもある」というのが補われる．言われて

いる通りである──「未だ作られていないものを作り出すこと，および，既に作られたも

のを増大させることがプラクリティ（質量因）の仕事である」と．

3.2 五元素との対応

そしてそれゆえ，香に始まる五性質を本質とする〈香という微細要素〉が，地の原因であ

る．いっぽう味に始まる四性質を本質とする〈味という微細要素〉が水の［原因である］．

と同様の手順で，他については明瞭である33．

3.3 ニヤーヤ説批判

まさにこれにより，それら（地水火風空の五元素）が原子を原因とすると主張するニヤー

ヤ学派等が排斥されたことになる．それらは無情でありながら複数であり，かつ，有形体な

ので，瓶などと同様に，あるいは，埃などと同様に，結果であることを逸脱しないからで

ある．そしてそれゆえに，微細要素などを通じて，マーヤーのみが究極の原因である．こ

のことは後述する．

33次のような因果関係になる．

原因（性質） 結果
香微細要素（香・味・色・触・音） ⇒ 地

味微細要素（味・色・触・音） ⇒ 水
色微細要素（色・触・音） ⇒ 火
触微細要素（触・音） ⇒ 風

音微細要素（音） ⇒ 虚空
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3.4 元素と微細要素との違い

【問】そうだとすると，その性質が同じなのだから，元素と微細要素にはいかなる違いがあ

るのか．

【答】これゆえ答えて

4cd. なぜなら，元素には，このような限定（特徴）があるが，それ（微細要

素）は限定（特徴）を欠いているからである．

すなわち，地など［の元素］は，香などの性質を有するものとして，既述のように限定さ

れているのが見られるが，それと違って，それら（元素）の原因である微細要素の場合は

そうではない，という［趣旨である］．そしてそれゆえ，微細であるが故に無限定である

（特徴の露わになっていない）性質のみを本質とする微細要素群と［比べると］，元素群の

場合は粗大であるが故に限定された（特徴の露わになった）性質と結び付いているという

ことが違いとなる34．だからこそこれらには「それだけ」（無限定のそれ）という名称があ

るのである．聞かれている通りである──「微細要素は性質に限定されていない（特徴づ

けられていない）ので，〈それだけ〉という語に結び付けられている」と．

3.5 結果であり器官を拠り所とすること

次に，以上の元素・微細要素が，「結果」という言葉で呼ばれるものであること，および，

器官を拠り所とすることを述べる．

5. 器官は，これら結果に入り込んで，十通りに，活動を行わせる．しかし器官

は遍在しないので，結果の上で活動する．

また，これら（元素・微細要素）は，［それぞれ］粗大・微細な形で，器官を拠り所とす

る，ということが聖『マタンガ』で述べられている――「ここで微細要素はござのように，

元素は染色のように」と35．

4 行為器官と感覚器官

4.1 行為器官

次に行為器官の論証を述べる．

34つまるところ，微細であるが故に微細要素の場合には，その本質である性質は限定されていない
（特徴が露わになっていない）のに対して，粗大であるので元素の場合，その性質は限定されている，
つまり，特徴が露わになっており，いちいちの特徴を把捉することができる，という違いとなる．地
元素の場合，カタカタという音や，非冷非熱の触や，多種の色や，六種の味や，良い悪い香があり，
それらが把捉されている．これにたいして，地の原因となる微細要素である香微細要素には，以上の
特徴（限定するもの）が把捉されない．限定されていない（つまり特徴が明らかでない）五性質を持
つだけのものとして，香微細要素がある．

35微細な身体を形作るのが微細要素であり，それはマットであるござ（藁敷き）に相当する．その
上にある，それを染める染色が，粗大な元素である．
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6. 喋る・貰う・放出・喜悦・行くことに関して，行為器官がある．口・手・肛

門・生殖器官・足と呼ばれるのが器官である．

「放出」とは糞を出すこと．口などの行為器官は，喋るなどの行為における器官として成立

しているという意味である．またこれにより，行為器官は［別個の器官としては］存在し

ないとするニヤーヤ学者などが斥けられたことになる．器官なくして行為はありえない．

【問】眉を上げるなども行為なのだから，行為器官は無限にあることになってしまうのでは

ないか．

【答】というならばそうではない．それら（行為器官）は，触覚器官と同様，全身に行き渡

るものと認められているので，他ならぬ手などに眉を上げるなどの働きがあるのである．そ

れゆえ，［「手」などという］個々の名称があるのは［どうしてかというと］，個々の器官の

能力が，［手などの］各々を特に（特徴的に）支配するからである，というわけで矛盾はな

い36．

4.2 感覚器官

感覚器官が述べられる――

7ab. 聴覚器官・触覚器官（sparśana）・視覚器官（darśana）・味覚器官・嗅

覚器官が，感覚器官である．

「それによって触れられる」という［触れるという行為の手段］が sparśanaであり，触覚器

官に他ならない．darśanaというのも視覚器官に他ならない．

4.3 働き

【問】では，いかなる働きによって，これら（器官）［の存在］が証明されるのか．

7cd. 【答】これらには音声等を感受する（ālocana）という個々の働きがある．

これら聴覚器官などは，順に，音・触・色・味・香などの対象を感受する（ālocana）す

なわち把握する独自の働きがそれぞれにある．音声などを把握することが別様ではありえ

ないことから，それら（聴覚器官など）が論証されるという趣旨である．

8a. このように十通りに外に器官がある．

このように，十種の外的器官があると「知られるべき」と補われる．

36全身に行き渡る器官であるにもかかわらず，なぜ「手」などと呼ばれるのかという疑問に答えて
いる．例えば受け取り行為の能力は全身に行き渡っているが，手については特に独占的にその能力が
統御しており，手に特徴的にその能力が見られるので，その器官が「手」と呼ばれるということであ
る．
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5 内官

次に内官の論証を述べる――

8bcd. 欲求・開始・認識を働きとするのは，別のものである．［それは］内官で

あり，三種であり［それぞれ］意・自我意識・統覚器官と呼ばれる．

外的器官とは別のものである内的器官に三種ある．意官・統覚器官・自我意識と呼ばれる

ものである．それらには順に，欲求などの働きがあるということを述べて――「欲求・開

始・認識を働きとする」と37．

5.1 意官

そのうち，「欲求」という言葉で，企図と呼ばれる注意で，意識集中を同義語とするもの

が言われている．そしてそれ（企図と呼ばれるもの）は，認識を本質とする〈統覚機能の

作用〉という〈把握対象の反省を本質とするもの〉，および，行為を本質とする〈自我意識

の作用〉という〈把握主体の反省を本質とするもの〉という両者とは別のものである．と

いうのも両者（統覚機能の作用・自我意識の作用）は［成就・知足などの］プラティヤヤ

（認識経験させるもの38）を本質とするからである．これゆえ，これ（欲求）を結果として

持つものが意官である，というように意官が論証される．

そしてその意官が，内的な企図でもって，また，外的器官を統御することで，二通りに

職務を果たすということが聖『マタンガ』に述べられている――

二通りに職務を果たすのがその心（意官）であり，享受主体の享受を可能なも

のとする．外的には，常に，自らに相応しい器官としての諸感覚器官の能力を

［作り出す］．［内的には］さらにその上に，内官である意官は，自己内にある企

図としての内なる［能力を］作り出す．

と．聖『ムリゲーンドラ』にも――

器官 (deva)を促し，素早く動き，企図を属性とする．

と．またそこで devaという言葉で器官が言われている．また器官の統御者であることが，

同じそこで論証されている――

37整理すると次のようになる．

antah. karan. a vr.tti (kārya)

1. manas icchā (ekāgratā) sam. kalpa
(1) bāhyendriyādhis.t.hāna
(2) āntarasam. kalpa

2. aham. kāra sam. rambha (prayatna, grāhakaparāmarśa) kriyātmaka, pratyaya
3. buddhi bodha (adhyavasāya, grāhyaparāmarśa) dr.gātmaka, pratyaya

(1) adhyavasāyātmaka
(2) anadhyavasāyarūpa

38pratyayaについては TAK pratyayaの項目 1を参照．
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アートマン・器官・対象が近接している時，全ての器官が働き出すわけではな

いので，［器官の］働きを起こすもののあることが，論理的にも決定される．

と．そしてそれゆえに，極大ではないので，また，個我ごとに制限されたものとして多数

なので，意官は結果である．

5.2 自我意識

同様に，意志的努力を本質とする取り掛かりは，自我意識の結果に他ならない．そのこ

とが言われている――「取り掛かりは自我意識の働きである」と．そして，それ（取り掛

かり）は，認識能力の拠り所として統覚機能の有する断定作用があるように，行為能力の

拠り所としてある．これこそ，呼気などの形を取る内的な風の起こる原因である．そのこ

とが述べられている――「風を外に促すこと・引っ張ってくることは，意志的努力なくし

てどうしてあろうか」と．

さらにまた，把握対象の反省を本質とする統覚機能の結果――刹那刹那で異なる――と

は全く異なり，「わたし」という把握主体の反省――一様である――の原因となるのが自我

意識であるというように，自我意識が論証される．

またこれ（自我意識）は別の原理の結果ではない．それら（別の原理）は，それぞれの

結果のみから論証されるからである．また別の結果の原因であることを知る根拠がないか

らである．また多数の原理を想定しなくてもいいことになってしまうからである．

5.3 統覚機能

同様に，認識作用，〈把握対象の断定〉が，統覚機能の働きである．すなわち，ここで認

識とは二通りである――断定を本質とするものと，非断定を本質とするものとである．

そのうち，非断定を本質とする［認識］は，常に把握主体としてのみ立ち現れてくるの

で，それは個我の本質に他ならない．

いっぽう，断定の形を取る［認識］は，生起したものである以上，無常なものとして立ち

現れてくるので，個我の本質ではない．常住なものに無常な本質はありえないからである．

またこれ（断定としての認識）が常住なものとして経験されることはない．

以上，このような本質を有するのが統覚機能である．［そのことが］次のように言われて

いる――「なぜなら最初に観照認識という無分別のもので，幼児・聾唖などの認識に似た

もので，純粋な実在から生じたものが存在するからである．その後さらに，実在は，属性

であるジャーティなどをもって認識によって決定されるが，その認識も，知覚と認められ

る」と．

さらにまた，ダルマなどの拠り所として統覚機能が論証されることが聞かれている．「諸

バーヴァは統覚機能の性質であり，ダルマ・知・離欲・自在力であり，純質的である．逆で

はこれら（アダルマ・無知・非自在力）は，欲望を除いて，翳質的である」と39．ここでの
39八つの bhāvaを整理すると以下のようになる（TAK dharmādiの項目参照）．

1. sāttvika dharma, jñāna, aísvarya (bhūti), vairāgya
2. tāmasa adharma, ajñāna, anaísvarya
3. rājasa rāga
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意図は次のようなものである――ダルマ（善）・アダルマ（悪）を本質とするカルマ（行為）

は，実行を本質とする以上，それぞれの瞬間にすぐに滅するので，それから生じるアプー

ルヴァ（新得力）という潜在余力が，後時の果報がシュルティに説かれることがそれ以外で

はありえないことから想定される．そして，それ（潜在余力）は，アートマンにはありえ

ない．［アートマンは］変容しないからである．また，農耕などの行為がアートマンを［果

報に向けて］下準備することは［世間では］見られていないからである．そうではなく，無

情にのみ［潜在余力はありうる］．Ｘの上にそれら（諸行為）が潜在余力を作る場合のＸと

は，ダルマなどの八性質を持つ統覚機能である――と．

これと同様に，［ダルマ・アダルマ以外のバーヴァである］知などによる潜在余力につい

ても説明すべきである．

そして，それら諸バーヴァは，成就・知足などのプラティヤヤの違いにより，300種とな

る．このことは別の所（『ムリゲーンドラ・ヴリッティ・ディーピカー』）で既に述べた．

5.4 派生

このように器官群を論証した後に，それらのうち，何が何から生起するのかということ

を述べる――

9. 意・外的器官・元素の母胎（微細要素）の生起は，自我意識からである．いっ

ぽう大（統覚機能）から自我意識が，そして，大は三グナから生じる．

それらのうち，意官と感覚器官とは，純質的な「火的」と呼ばれる自我意識の集合から

生じる．いっぽう行為器官は，激質的な「変化的」と呼ばれるものから，また，元素の母

胎である微細要素は，翳質的な「元素の始まり」と呼ばれるものから．以上のように，三

種の自我意識からこれらは生じる40．そのことが聖『ムリゲーンドラ』に説かれている．

（1）聴覚器官，触覚器官，視覚器官，味覚器官，嗅覚器官は，意官も含めて，

輝き出しが随伴しているので，純質的である．そしてその純質的なものは火的

なものである．（2）口・手・生殖器官・肛門・両手は，激質から生じたものであ

り，行為が随伴しているので，激質に富んでいる．ここには「変化的」なるグ

ループがある．（3）音・触・色・味，そして五番目に香．性質に限定されていな

い（特徴付けられてない）ので，微細要素は，「それだけ」という語に結び付け

られている．［微細要素は］輝き出しを為すグループ（感覚器官）・行為を為すグ

ループ（行為器官）とは特徴を異にするので，翳質より生じるものである．ま

た輝かされる対象だからである．元素の始まり（元素の原因）は，自我意識の

中でも，翳質的なものである．

40整理すると以下のようになる．

aham. kāra ⇒ 結果
sāttvika “taijasa” manas, buddh̄ındriya
rājasa “vaikārika” karmendriya
tāmasa “bhūtādi” tanmātra

202



と．

そしてこれゆえ，感覚器官を通じて，「火的」な自我意識によってアートマンの認識能力

は開眼される．また「変化的」な［自我意識］により，行為器官を通じて，行為能力が開眼

される．なぜなら，それ（認識能力・行為能力）は穢れているので，それ（感覚器官・行為

器官）を必要とするからである．そして，これらが有する純質的などの働きは，純質など

の性質が多いからであって，「混ざっていないものが変容することはない」という原則によ

り，一種類のものが生じさせるわけではない．

いっぽう自我意識は統覚機能から生じ，そして，統覚機能はグナ原理から［生じる］．そ

のことがサーンキヤ学者達により言われている―――「原質（プラクリティ）から大（統

覚機能）が．それから自我意識が．それ（自我意識）から 16からなる一群（意官・5感覚

器官・5行為器官・5微細要素）が」と．

【問】特定のものを対象とすることから諸感覚器官は［それぞれ特定の］元素からなるとヴァ

イシェーシカ学者などは主張している．

【答】それはありえない．視覚器官等により，別の元素にある性質や，別の元素にある運動・

普遍などを［人は］把握するからである．そのことが『ボーガ・カーリカー』に述べられ

ている―――「また，元素からなることに基づいて制限があるとする場合には，運動と普

遍とについて，アートマン（身体を持つもの）には，感覚器官に基づく認識が明らかにな

いことになってしまう．また，内属についても」と．

「これら（諸感覚器官）が［等しく］自我意識由来のものとして［相互に］違いがないな

らば，［或る］対象への特化［をもたらす］本性の違いが［これらには］ない［ことになっ

てしまう］」と述べられていたが，それも，ちょうど，サトウキビの変形である糖蜜・塊の

糖・砂糖などのように，生起の違いに基づいてあるとすればよい．したがって，これは大

したことではない．

6 三グナ

次にグナ原理を［サディヨージョーティスは］述べる―――

10ab. また，純質・激質・翳質は，輝き出し・活動・制限をあり様とする41．

輝き出し・発動・制限が，純質以下のものの順に働きである，という意味である．そして

これら（純質など）は，微細な身体を通じて，一切のマーヤーの結果に行き渡っている．

また，輝き出し等は，他の二次的な〈グナの働き〉をも含意する提喩である．すなわち，

安定性・堅固性なども純質の働きである．獰猛性・勇者性なども激質の［働きである］．いっ

ぽう翳質には不満・鈍さなどもある．以上のことは聖『マタンガ』などで述べられている．

41整理すると次のようになる．

1. 純質 sattva 輝き出し prakhyā, prakāśa
2. 激質 rajas 活動 vyāpāra, pravr.tti
3. 翳質 tamas 制限 niyama
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7 原質

7.1 原質→諸グナ

「諸グナそのものが原質（プラクリティ）ではないのか」とサーンキヤ学者達は［言って

いる］が，それはありえないということを［サディヨージョーティスは］述べる．

10cd. いっぽうここ（シヴァ教）で，三つのグナとは，未開顕のもの（原質）

だけから生じるものである．

次の意図である．諸グナは無情であり，非単一なので，瓶等と同様，原因を前提としてい

る．それゆえ，それら（諸グナ）は，未開顕のもの（原質）だけから生じる．［詩節の］「だ

け」という言葉は［付く］順序が異なる42．

7.2 理由説明

［上で説かれたのと］同じ「原質の結果であること」を解説して

11. なぜならば，地などの一部と同様に，諸グナは拠り所においては必ず無区

別だからである．それ（無区別）の拠り所がシヴァ教では未開顕のものと呼ば

れる．

瓶などの形を取った，地などの一部が，ちょうど，地を本質とする拠り所において必ず無

区別であるのと同様に，グナの一部である純質等も，何らかの拠り所においては，必ず無

区別であると考えるべきである．それゆえ，その無区別の拠り所となるのが未開顕のもの

である――とこのようにして未開顕のものが論証される．そのことが聖『ムリゲーンドラ』

において述べられている．

その限定的行為能力（カラー）という原理から，第一の原理（原質）が生じた．

それがすなわち，七つの結び目43の原因としての〈グナよりなるもの〉の原因

である44．

と．

8 欲源

次に，欲源という原理の論証を述べる．

12ab. Ｘにより享受対象への欲求を生じた人が，［その享受対象に向かって］行

動を起こす場合の，そのＸが，ここ（シヴァ教）における「欲源」である．

42traya evaというように「三つだけ」ではなく，avyaktād evaというように「未開顕のものだけ
から」というように evaの位置を変えて理解すべきであるとの趣意である．

43大（統覚機能）・自我意識・5微細要素の合計七つである．
44すなわち，「限定的行為能力（カラー）→原質（プラクリティ）→三グナ」という因果関係になる．
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8.1 個我（プルシャ）の記述の順序

【問】聖『マタンガ』等では，原質プラクリティと欲源との間に，個我（プルシャ）という

原理が聞かれているのではないか45．

【答】確かにそうだ．しかしそれ（個我）は，有情でありかつ常住であるので，地平などの

拠り所としての道（adhvan）ではない．すなわち，カラー（限定的な行為能力）などの五

つを伴った［個我］は，享受主体性，すなわち〈個我性という垢〉――［言い換えれば］個

我ならざるもの等を個我と思い込むこと――と結び付く．それゆえ，ディークシャーにお

いて，［原質と欲源の間という］まさにその場所で，それ（個我性という垢）を浄化するた

めに，諸聖典において，原質という原理の上に，プルシャが原理として列挙されるのが現

に聞かれているのである．そしてこれゆえに，師（サディヨージョーティス）は，その［個

我の］説明をここでは無視したのである．しかしながら，根本物質（マーヤー）という原

理の直後に，［彼は］家畜（個我）の本質を述べることになる．

8.2 字句註釈

この「人」すなわち個我に，Ｘによって欲求が生じた場合，その人には，享受対象物を

手に入れるための発動が生じるが，そのＸが「ここ」すなわちシヴァの教示における「欲

源」だと理解すべきである．欲求という結果から欲源という原理が論証される，という意

味である．

8.3 離欲の無

【問】統覚機能（ブッディ）にある〈離欲の無〉という性質のみが，欲求の原因ではないの

か，とサーンキヤ学者達．

【答】それはおかしい．［統覚機能（ブッディ）にある］潜在余力である［離欲の無］は，結

果を作り出さないからである．あるいはそれ（潜在余力である離欲の無）が結果を作り出

すというならば，統覚機能（ブッディ）は常に無数の潜在余力と結び付いているので，個

我は同時に相矛盾する無数の認識に苛まれることにもなってしまうからである．プラティ

ヤヤというあり方をしていても，［離欲の無は］享受対象であるので，欲求の原因ではない

のである．

8.4 対象の性質

【問】対象の性質こそが欲求原因である，とすればよいではないか．

【答】それは違う．対象がまさに近くにあるだけで全員が有欲となってしまうので，離欲者

がいないことになってしまうからである．それゆえ，離欲の人が現に見られることが他様

45聖典マタンガなどにおいては，原質 prakr.ti→個我 purus.a→欲源 rāgaという順序がある．これ
にたいして本書 Tattvasam. graha においてサディヨージョティスは，個我を飛ばして「原質→欲源」
という順序で原理を並べている．このように個我を無視するのは聖典から逸脱するのではないか，と
いう疑問である．
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では説明がつかないことから，欲求の原因として，把握主体にあるものとして欲源を認め

なければならない．まさにそのことを［サディヨージョーティスは］述べて

12cd. なぜならば，［主体にあるものとしてではなく，客体としての］享受対象

の特性（性質）を欲源とする場合には，離欲者が誰もいないことになってしま

うからである．

8.5 業

また，業（カルマ）のみが欲を引き起こすとすればよいだろう，と言ってはならない．そ

れは，果報を生じさせることだけで既に役目を終えているからである．また，多数の原理

を立てる［必要］がなくなってしまうからである．

8.6 マーヤー

【問】根本物質（マーヤー）が持つ「幻惑させるもの」としての本性が欲源だとすればよい．

【答】それは違う．なぜなら，マーヤーは直接に幻惑するのではなく，［マーヤーの］結果（被

造物）を通じて初めて［幻惑するものとなる］からである．というわけで［欲源を別個に

立てることに］過失はない．

8.7 離欲者

また，離欲者は，知覚により証明済みのものに他ならないということを［サディヨージョー

ティスは］述べる．

13. 大（統覚機能）がＸの近くにある場合，［或る人には］欲求が［見られる］

が，その同じＸが近くにあって［も］，［その人に］それ（欲求）が見られない

［ことがある］．それゆえ次のように言ってはならない――卓越性を伴った離欲

者は存在しない，と．

大すなわち統覚機能が，女等という対象の近くにある場合，或る人には欲求が見られる

が，その同じ人が，また後ほど，知識等により裨益された場合には，それ（女等という対

象）が近くにあって［も］，すなわち，その対象が近くにあっても，その欲求は見られない．

それゆえ，知覚により現に経験されるので，欲求の無を特徴とする，卓越性を伴った離欲

者が存在しないと言ってはならない．

9 限定的認識能力

限定的認識能力という原理の証明を［サディヨージョーティスは］述べる．

14. 或る手段Ｘによって大（統覚機能）などを促してから，個我が享受対象を

作り，また更に，享受対象の享受を［行う］，そのＸが限定的認識能力であり，

それが最上位の手段である．
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或る手段Ｘを用いて統覚機能・自我意識などという手段群を促すことで，個我が享受対

象を作りだし，その享受対象の享受をも行う，そのようなＸが，限定的認識能力という手

段である．個我にとても近いから「最上位の」と言われる．次のことが述べられたことに

なる――「馬により道により［月］明かりにより行く」などのように，ここで，結果は多

くの手段によって実現されるが，限定的認識能力だけが最上位の手段である．というのも

それ（限定的認識能力）のみによって享受対象を［人は］認識するからである――と．

9.1 享受対象と享受

ではここで享受対象とは何なのか，また，享受とは何なのか［という疑問がある］ので，

［サディヨージョーティスは］答える．

15. 統覚機能が対象の姿を取り，楽などという形を取ったものが，総じて，享

受対象である．享受主体にある享受対象の享受とは，享受対象の現われを有す

る〈精神性の開顕〉である．

花輪・栴檀などという対象を断定し，まさにこれゆえに楽・苦・迷妄の断定という形を

とった他ならぬ統覚機能が，個我にとって，「総じて」すなわち簡潔には，享受対象である．

というのも，それ（統覚機能）だけが直接に享受されるからである．いっぽう外にある対

象は，それ（統覚機能）にとっての手段として，間接的に享受対象と言われる．すなわち

意官マナス（citta）に統御された感覚器官群は，享受される実在を，限定的認識能力の対

象として近くに立てる．そしてそれ（近くに立てられた享受される実在）を，〈自我意識の

変容〉である〈反省〉を前提とした統覚機能で断定した上で，個我は把握する．説かれて

いる通りである――

統覚機能で断定した対象を個我は認識する．

と．そしてそれゆえ，統覚機能などは，近く・遠くにある対象を近くに立てるものとして

役立つのであって，意識を生じさせるものとしてではない．そこ（統覚機能）に立てられ

た対象を，統覚機能・自我意識・感覚器官の個々の働きによって分かるための手段が限定的

認識能力である，というように限定的認識能力が論証される．

そしてそれゆえ，「享受主体」すなわち重ね合わせる主体である個我にある，楽などの断

定という形をとった統覚機能と言われる「享受対象」にたいする，「私は楽だ」「私は苦しい」

という享受対象の現われを有する，すなわち，享受対象に染められた〈精神性の開顕〉す

なわち〈意識の生起〉が，享受と見なされるべきである．聖『スヴァーヤンブヴァ』に言わ

れている――

この個我にとっての享受とは楽・苦などを特徴とする感受作用のことである．

と．そしてそれゆえ，断定・想起・閃きなどの個々の認識によって様々である統覚機能をも

意識する手段が限定的認識能力である．またこれゆえに「最上位の手段」と［14dで］述べ

られたのである．
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9.2 統覚機能

【問】輝き出しを本質とするので，統覚機能のみが太陽のように諸対象をも断定作用によっ

て照らし出し，それ自身をも把握させるとすればよいのだから，限定的認識能力と呼ばれ

るこの手段が何になろう．

【答】これゆえ［サディヨージョーティスが］答える．

16. 大（統覚機能）は，太陽のように輝き出しを本質とするものであっても，

行為対象であるので，別の行為手段に依拠して［こそ］それ自身を把握させる

ことができる．

統覚機能は輝き出しを本質とするが，把握対象となった自分自身を行為手段として把握

させることはできない．ちょうど瓶のように把握対象である以上，外的な要素であるから

である．またここでは次のことが示唆されている．輝き出しを本質とするものであっても

太陽などは，それ単独では，それ自身を把握させることはなく，視覚器官などという手段

に依拠してのみ［それ自身を把握させる］．それゆえ，想起などの形をとったとしても統覚

機能は，単独では，それ自身を把握させることはなく，別の手段に依拠してのみ［それ自

身を把握させる］．以上のように，それ（統覚機能の把握）の手段として限定的認識能力が

論証される．

9.3 原質

【問】原質（プラクリティ）のみが統覚機能として変容し，自分自身を個我に享受対象とし

て見せる．個我は行為主体ではなく，見る主体（認識主体）に他ならない．これゆえ行為主

体ではないので，それは手段を必要としない．というわけで，またしても限定的認識能力

は無駄となる．

【答】これゆえ［サディヨージョーティスが］述べる．

17. ［統覚機能を始めとする］手段などと関係することで，享受しようとして

（bhogautsukyena）それら（手段など）を使役する主体となるので，［また］

それらの振る舞いの結果と結び付くので，個我が行為主体であることが正しく

成立した．

手段，すなわち，統覚機能などと――「など」を用いることで対象とも――関係するこ

とで，享受を希求して，それら手段などの使役主体となるので，また，それらの振る舞い

――対象把握を本質とするもの――の結果である楽等と結び付くので，個我が行為主体で

あることが成立した．「享受対象を望んで」（bhogyautsukyena）という異読の場合には，享

受される実在を対象とする希求により，と解釈すべきである．

また次のことがここで示唆されている．原質は無情なので，個我のために本当の意味で

働くということはありえない．そうではなく，個我だけが有情として，手段などの使役主

体たりうる．それゆえ彼だけが行為主体である．というのも非行為主体に手段などが関係

するのは無駄だからである，と．
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【問】牛などのミルクは無情ではあるが，仔牛などの成長のために働くのが見られているで

はないか．次のようにサーンキヤ学者達により言われている――「仔牛の成長のために無

情なミルクが働くように，個我の解脱のために［無情な］第一原因（原質）が働く」と．

【答】それは違う．ミルクといえども，有情である母牛などに促されて初めて働き出すのが

見られるので，第一原因（原質）も，自分ひとりで働き出すことはありえないからである．

さらにまた，これ（根本原質）が行為主体であると認めるとすると，

18. それゆえ，あなたにとり，享受主体について述べることが無駄になり，ま

た，第一原因（原質）の働きが無駄になる．個我が行為主体性を欠いており，ま

た，使役主体でない場合には，この世で，享受（経験）は見られたことがない

［からである］．

行為主体性を欠いた，あるいは，手段などの非使役主体であるような個我には，享受が

見られたことはない．「それゆえ」，享受といえども「意識すること」を本質とする以上，行

為［の一種］なので，享受主体が行為主体性から離れることはない．したがって，もし［享

受主体に］それ（行為主体性）を認めないならば，君達にとり，個我を享受主体だと語るこ

とと，彼の享受のために無情な第一原因（原質）に想定される働きとは，無駄となるので

不合理である，という意味である．それゆえ，手段などの使役主体であることからも，個

我が行為主体であることがやはり成立したことになる．次のように言われている．「行為参

与者群の発動および停止にたいしては，主宰者――それが既に働き出しているかいないか

に関わらず――が，行為主体たる行為参与者である」と．

10 限定的行為能力

以上のようにして，認識主体者性と同様に，行為主体者性も個我の本質であると説明さ

れた．次に，両者が無始なる垢に覆われているがために，シヴァと違って常に輝き出すわ

けではないので，何らかのものによって開顕される必要のあることが成立したことになる，

ということを［サディヨージョーティスは］述べる．

19abc. ここ（有分者の状態）においては，認識主体者性［がそうであるの］と

同様に，全てを対象とするわけではないので，［また］或る時に［のみ］生じる

ので，この［二つの］理由から，行為主体者性は［何らかのものにより］開顕

される必要がある．

〈有分者〉（サカラ）の状態では，認識主体者性［がそうであるの］と同様に，行為主体

者性も，全てを対象とするわけではないので，また，或る時に［のみ］生じてくるので，何

らかの外来的なものにより開顕される必要のあることが理解される．そしてそれゆえに，そ

れ（認識主体者性・行為主体者性）を開顕するものとして，限定的行為能力（カラー）と

いう原理が論証される，ということを［サディヨージョーティスは］述べて――

19cd. それ（認識主体者性・行為主体者性）を開顕するものが理解される．そ

れが限定的行為能力（カラー）である．
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その両者，すなわち，認識主体者性と行為主体者性とを，その一部において垢を分け裂

くことで開顕するもの，それが限定的行為能力（カラー）であるというようにして限定的

行為能力（カラー）が論証される．

10.1 シヴァの能力と索縄

【問】個我の能力は垢に邪魔されているとはいえ，創造時に，シヴァの能力により覚醒に赴

くとすればよい．それゆえ，限定的行為能力（カラー）という原理が何になろうか．

【答】それゆえ答える．

20. しかしながら，索縄なしに主宰神が［輪廻状態の精神性を］開顕すること

はない．というのも，それ（輪廻状態の精神性＝認識主体者性・行為主体者性）

は一切を対象とするものではないからである．ちょうど非平衡状態のドーシャ

が，不健全な食べ物なくして病気を引き起こす能力を［開顕することが］ない

のと同じである46．

輪廻状態において人の精神性――認識・行為を本質とする――は，一切を対象とするも

のとしては見られていない（すなわち全知・全能ではない）ので，索縄を通じてのみ，そ

れ（精神性）を主宰神は開顕させるのであって，直接にではない．いっぽう垢が熟した時

に，ディークシャーという自らの能力によって，一切を対象とするものとしてそれ（精神

性）を［主宰神は］輝き出させる．このことは後述する．そしてそれゆえ，［シヴァの］能

力は，別の原理の上に立ってのみ（別の原理の統御を通じて），諸個我に享受を与えるので

あって直接にではない．というのも，もしそうならば（直接に享受を与えるならば），統覚

機能（ブッディ）以下のものも無駄となってしまうからである，という趣旨である．

まさに以上のことを，「ドーシャ」云々の実例提示によって［サディヨージョーティスは］

確証している．すなわち，ちょうど，バランスが崩れた，すなわち，非平衡状態に達した，

ヴァータ・ピッタ等というドーシャは，不健全な食べ物なくしては，病気が持つ行為主体と

しての能力，すなわち，不調を引き起こす能力を開顕することがない．そうではなく，不

健全な食べ物の摂取を介してのみ［開顕する］．それと同様に，主宰神も，索縄を介しての

み，諸個我が持つ，一部（非一切）を対象とする精神性を開顕する．という以上の限りで

［パラレルな］実例となっているのであって，全面的にパラレルな［実例となっている］わ

けではない．それ（ドーシャ）は苦だけの原因なので，また，主宰神は，それ（諸個我）を

助けるためにだけ発動しているからである．

また以上のこと――主宰神が限定的行為能力（カラー）以下の結果の行為主体であるこ

と――は，アナンタ等の上に立つことによって（すなわちアナンタ等を統御することを通

じて）であると聖『キラナ』に述べられている――「清浄な道においてはシヴァが作者で

あると説かれた．アナンタは黒い［道における］主である［と説かれた］」と．

46「主宰神→索縄→個我の能力の開顕」が「非平衡状態のドーシャ→不健全な食べ物→病気の能力
の開顕」とパラレルに捉えられている．
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10.2 業

【問】享受は業に基づくので――というのも業を欠いた認識独存者には楽苦等の享受の意識

は見られないから――，ただ業だけを通じて，個我の精神性の開顕を，主宰神は為すとす

ればよい，と．

【答】これゆえ［サディヨージョーティスは］述べる．

21. また業だけによって［精神性の開顕があるということは］ない．なぜなら

ば業は享受が成立することで既にその目的を果たしてしまっているからである．

また認識についても［業によるということに］なってしまうからである．そし

てそうすると，限定的認識能力以下の束縛因（原理）が無駄となる．

また，ここで，単なる業だけでは，個我の精神性の開顕はない．というのも，それ（業）

は，果報を生じさせるだけで既にその目的を果たしてしまっているからである．また，［業が

自身の果報とは］別の結果の原因であることを証明する根拠がないからである．また，同

じそれ（業）が，別の結果の原因であると認めるならば，対象の把握・断定などの結果に

ついても，それ（業）だけが原因であるということになってしまう．そしてそうすると，限

定的認識能力（ヴィディヤー）や統覚機能（ブッディ）以下の諸原理までもが無駄というこ

とになってしまう．それゆえ，別の原理に補助されて初めて業は享受の原因たりうる，と

いうことである．

ちょうど，断定等の結果が別様には説明が付かないことから統覚機能等が想定されるの

と同様に，人の認識・行為の能力の開顕が別様には説明が付かないことから，限定的行為

能力（カラー）が証明される．というわけで何も問題はない．

10.3 精神性の存在と開顕

10.3.1 前主張

これについて反論者からの疑問がある．

22ab. 【問】限定的行為能力などとの結合以前には把握されないので，認識

（認識主体性）・行為（行為主体性）は存在しない．

限定的行為能力以下の原理と関係して初めて認識主体性・行為主体性は生起するので，ま

た，それ（関係）を先行させることが両者には見られるので47，認識主体性・行為主体性

は，その個我に，その時（創造時に），本質としては存在しない．そうではなく，限定的行

為能力等と結合して初めて生起してくる．それゆえ，個我は，認識等の基体としてのみ論

証されるのであって，認識主体等としてではない48――以上が前主張である．

47tatpūrvakatvasya caには tatpūrvakam. caという異読が見られるが，これは，後から出てきた
ものであろう．詩節の pūrvam. の言い換えならば，わざわざ pūrvam. を pūrvakam. とする必要はな
い．kaがあることからも，この読みが，tatpūrvakatvasya caという読みを前提として登場してきた
ことが推測される．

48反論者の意図は以下のようなものである．認識など（認識主体性・行為主体性）は，最初から本
質として存在するわけではない．創造時にはアートマンは認識などを欠いた状態で存在する．（シャイ
ヴァの理論に従えば）カラー以下と結合した後に，認識・行為が見られるのだから，両者は，最初か
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10.3.2 定説

いっぽう定説は［以下である］．

22cd. 【答】というのも，周知のように，開顕者を欠いているから両者（認識・

行為）は，そこ（個我）に把握されないのであって，存在しないからではない

からである．

次の意図である．

（1）ちょうど瓶等がそうであるように，本性上無情なものには認識が内属することはない

ので――というのも，無常な認識が内属すると認める場合には，変容との結合により，

それ（個我）までもが無常となってしまうからである――，

（2）また，開顕者が近くにある時に，認識主体性を本質とする把握主体たる個我が自己認

識により明らかとなるので

［以上の二つの理由から］個我が精神性を本質とすることは常にそうだ（後からもたらされ

たものではない）と認めなければならない．そして，個我にあるその本質は，無始なる垢

に覆われているので，開顕者なくしては輝き出さない．このことは既に述べた．そしてそ

れゆえ，限定的行為能力との結合以前には，開顕者を欠いているから，両者すなわち認識

主体性・行為主体性は，その個我の上に輝き出さないのであって．存在しないからではな

い．なぜならば，開顕者の無に起因する無把捉は，非存在を証明するものではないからで

ある．そうではなく，開顕者があるのに［無把捉であれば，それは非存在を証明する］．［周

知の例を示すならば］地面の中の財宝などは存在するにもかかわらず，開顕者が近くにな

い場合には把捉されないからである．

10.3.3 非存在

同じことを述べる．

23ab. また，世間では，把捉者があるにもかかわらず把捉されないものが存在

しないものである．

というのも，Ｘ――例えば瓶等――が，灯明等という開顕者があるにもかかわらず把捉

されないならば，そのようなＸのみが非存在なのであって，他のもの――闇等に隠される

ことで見えないもの――はそうではない．またこれゆえ，認識・行為も，開顕者が存在し

ないが故にこそ把捉されないのである．それゆえ決して非存在となることはない．という

ことを述べて――

らあったわけではなく，その時に作られ，それによって生起してきたと見なすべきである．つまりカ
ラー以下との結合によって生み出されたと考えるべきである．したがって，認識主体性・行為主体性
はアートマンの本質的な能力として内蔵されていたわけではない．そうではなく，後から二階部分に
作り出された属性として認識などを立てるべきである．

𝜙 ⇒ kalādi ⇒ jñānādi
∣ ∣ ∣

ātman
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23cd. また，これゆえ，それ（瓶などの世間にある非存在の例）とは違って，

認識・行為は一時たりとも非存在ではない．

10.3.4 誕生以前

【問】［誕生以後はともかくも］誕生以前については経験主体に認識などの存在することは

確定的には分からないのだから，［在るかもしれないし無いかもしれないという］疑惑のみ

が理に適っているではないか．

【答】それは違う．その日に生まれたばかりの赤子にも，［気息という風が］発声場所・発声

器官を打つ等という動きの一種――意志的努力を前提とするもので，利益・不利益の想起

がなくてはありえないと日常活動時に証明されているもの――が見られるので，誕生以前

にも，認識主体性・行為主体性が存在することは，やはり証明されているからである．

10.3.5 調理能力

同じことを実例でもって論証する．

24. 調理行為の前に既に調理者に，その能力が［成立しているの］と同様に，

認識・行為の前に既に個我には，その両能力が成立している．

ちょうど，調理行為を見ることで，それ以前には確認されないにもかかわらず，調理能

力が調理者に，既に以前に存在していると理解されるのであって，その時に初めて生じて

きたと［理解されるわけ］ではないのと同様に，認識・行為という両結果（働き）が見ら

れることから，個我には，両者すなわち認識能力・行為能力が既に以前に存在していると

確定される．そのことが，聖『ムリゲーンドラ』に説かれている．

認識・行為を本質とする精神性，それは個我の上に常に存在する．なぜならば，

全てから解脱した時［精神性は］全てに向かっていると説かれているからである．

と．

10.3.6 開顕者への依存

またそれゆえ，

25. ［認識・行為は］開顕者を必要とするので，それ（必要）をもたらしてい

る，認識・行為を覆う何らかのもの――それが無くなると，認識・行為が一切

を対象とすることから，個我が輪廻しなくなるようなもの――が存在する．

輪廻状態においては，認識・行為は開顕者を必要とするのが見られる．それゆえ，それ

（開顕者）が必要であることをもたらしている，認識・行為を覆い隠す何らかのものが存在

すると確定される．それ（覆い）が無くなって解脱した諸個我にとって，認識主体性・行為

主体性は，主宰神のものと同様に，一切を対象とするので，［諸個我が］再び輪廻と結合す

ることはないと聞かれている．
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【問】個我は常に無垢だとサーンキヤ学者達は認めている．

【答】それは正しくない．（1）輪廻状態において，それ（個我）は他に依存するのが見られ

るからである．（2）また，それ（他依存性）が原因を持たないならば，解脱者も他に依存す

ることになってしまうからである．（3）また，認識・行為は開顕者を必要とするからである．

［そのことが］次のように聞かれている．

索縄が存在しないならば，他依存性が何に基づくのか答えるべきである．もし

［他依存性が］本性上のものならば，解脱者達に「解脱者」という名前は当ては

まらない．

と．

10.4 派生

また，これら〈未開顕のもの〉（原質）などの生起の順序を述べる．

26ab. 未開顕のもの・欲源・限定的認識能力は，限定的行為能力より生起する．

［そのことが］次のように聖『ラウラヴァ』に説かれている――「限定的行為能力とい

う原理から，欲望と限定的認識能力の二つの原理が生じる．また未開顕物も」と．

10.5 時・制限の示唆

26b. 限定的行為能力も，根本物質（マーヤー）から生じる．

「限定的行為能力も」という言葉に基づき，［限定的行為能力だけでなく］時・制限（運命

の定め）も含めて根本物質（マーヤー）から生じる49．時・制限も，根本物質（マーヤー）

から生じるものとして，また，享受・行為を助けるものとして聞かれているからである．す

なわち――制限がもし無かったならば，Ａが得たカルマ（行為・業）もＢが享受すること

になる．王による制限（定め）がもし無かったならば，バラモン等の農耕等の果報を隷民

が［享受する］ように――というようにして，それ（享受・行為）の制限者として制限が

論証された．

また時も，同一者だけに［成り立つ］享受の境界線を定める原因であり，遅い・早いなど

の観念を証因としてやはり論証された――等々のことは，詳しくは『ムリゲーンドラ・ヴ

リッティ・ディーピカー』（ムリゲーンドラ註の灯明）及び『タットヴァ・プラカーシャ・ヴ

リッティ』（原理光明註）で私は説明した．また聖『ムリゲーンドラ』で説かれている――

49異読は caśabdāt kālo niyatís ca māyāsamutpanneであり，こちらのほうが分かりやすい．すな
わち，「も」という言葉に基づき，時と制限とが，マーヤーから生じる（両数形）と理解されるという
趣意となる．註釈によく見られるテクニックであり，caという言葉に足りないものを読み込んでいる
わけである．マイソール写本も基本的には同じ趣意であり，caに二つを読み込むということが言いた
いはずである．マイソール写本は kalācaśabdātという独特な読みを有する．これは一見無理である．
しかしmāyāsamutpannāh.という複数形と合わせて考えると，時・制限の二つではなく，カラーを含
めた三つが意図されていると推測できる．つまりマイソール写本は一見不可能な読みであるかのよう
だが，一貫性を持っており，可能な読みである．
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「［時間単位である］トゥルティ等の観念の対象は時（kāla）であり，根本物質（マーヤー）

から生じる．生じてからはずっと，制限により制限された家畜を，限界付けつつ（kalayan）

［あるので］」と．

また，二つの原理（制限・時）は，限定的行為能力に比べると外の要素なので，師（サ

ディヨージョーティス）は詳しくは論証しなかった．しかし「も」という言葉で示唆した．

それゆえ矛盾はない．

10.6 微細な身体

また，限定的行為能力以下の 30原理を本質とするこの微細な身体は，各個我一人一人に

特定的なものとして，それら（個我）の享受手段である，ということを述べる――

26cd–27ab. 地に始まり限定的行為能力に終わるこの原理群は，各個我一人一

人に特定的なものである．また，カルマの力により，これ（原理群）は，地平

に生じる一切の身体の上を巡る．

そのことが聖『ムリゲーンドラ』に説かれている――「使役者（限定的行為能力）に始ま

り地に終わる以上のものは，個我の目的を実現するものである」と．だからこそ，ディー

クシャーにおいて，微細な身体の浄化は，マーヤー原理より下の部分という場所のみで行

われるべきだと聖『ラウラヴァ』等で説かれたのである．

【問】『カーロッタラ』において「音，触，色，味，香――という五つ．統覚機能，意官，自

我意識は，プリアシュタカ（八つのプリ）と呼ばれる」50と聞かれているではないか．

【答】確かに．だからこそ，このスートラが，ラーマカンタ様により，30原理を述べるもの

として説明されたのである．

【問】どうして，これがプリアシュタカなのか．

【答】［五大］元素（5）・微細要素（5）・感覚器官（5）・行為器官（5）・内官（3）と呼ばれ

る五つのグループ（23）により，また，その原因であるグナ原理（1）により，また，それ

を満たすものである第一原因（プラクリティ）（1）により，また，享受者の在り方を補助

する限定的行為能力などの〈五つの鎧〉からなるグループ（5）により，作られているので

矛盾はない．

そして，その微細な身体は，外的な身体が異なっても，創造に始まり帰滅に終わるまで，

あるいは，その途中で解脱を得るまで，一人には一つだけと理解されるべきである．

10.7 地平

以上のように，［個我毎に］独自である〈限定的行為能力などの原理の創造〉を述べてか

ら，同じ個我にとって，カルマに役立つ〈地平に生じる身体・対象など〉の土台に相当し，

地平を本質とする共通する〈それ（限定的行為能力などの原理）の創造〉があるというこ

とを述べる――

27cd. また［上で述べた集合とは］別に，［地に始まり］限定的行為能力に終わ

るものの集合で，地平という形を取るものがあると知るべきである．
50TAK puryas.t.akaの項目を参照．
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11 根本物質（マーヤー）

11.1 存在証明

また諸原理は，各個我一人一人に特定的なものとして無情でありかつ多数なので，また，

地平の土台として有部分なので，結果であることが論証されるので，その［諸原理の］質

量因として根本物質（マーヤー）が論証されたことになる，ということを述べる．

28. 変容物の上に根本物質（マーヤー）が［列挙される］．それは常住・極大・

無情・単一である．創造・存続・帰滅の基盤であり，またそれは世界の原因で

ある．

というのも――根本物質は世界の質量因なので，創造等の基盤として，変容物すなわち

自らの結果群の上に「列挙される」と補われる．

11.2 あり方

（1）そして，それ（根本物質マーヤー）は常住である．なぜなら最上位の原因だからであ

る．また，それ（根本物質）についても［さらに上位の］質量因を認めるならば無限

連鎖となってしまうからである．

（2）また遍在する，すなわち，自らの結果に行き渡る（遍満する）．

（3）さらにまた無情である．質量因であるというだけの理由からである．というのも，粘

土等という質量因は必ず無情であるのが経験されている（有情であることは経験され

ていない）からである．

（4）また単一である．最上位の原因であるというそれだけの理由による．というのも，多

数であるならば，無情でありかつ多数なので，瓶等のように，別の原因を必要とする

ことになり，そしてこれゆえに無限連鎖となってしまうからである．だからこそ，諸

原子も最上位の原因ではない，と言われたのである．

11.3 最高我

【問】最高我（＝ブラフマン）だけが世界の質量因である，とヴェーダーンタ（ウパニシャッ

ド）に通じる者達．

【答】それは正しくない．それ（最高我）が質量因であるならば，諸原理等と同様に，無情

であることになってしまうからである．また，有情・無情の［二つのものの］原因も，そ

れ（有情・無情）と同質のものとして，有部分なので，結果であるということになってし

まうからである．［そのことが］次のように説かれている．「Ｘと非Ｘとを本質とする存在は，

Ｘと非Ｘとを本質とする原因から生じる」と．また，同じ批判は，パーンチャラートラが

認めるナーラーヤナと呼ばれる最高の原質についても［当てはまる］と理解すべきである．

理屈は同じだからである．
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11.4 有果論

またここで，「創造・存続・帰滅の基盤」というこれ（文句）により，［因中］有果論の視点

から，大帰滅において，限定的行為能力以下の結果が微細な形で根本物質（マーヤー）の

中に留まるということを示している．［そのことが］次のように聞かれている――「それら

（創造・存続・帰滅）の基盤である結果は，帰滅においては，能力の形を取る．展開時には，

体の形を取って，目的実現のために働く」と．また，この［因中］有果論は，『ムリゲーン

ドラ・ヴリッティ・ディーピカー』（ムリーゲーンドラ註灯明）において詳しく私は論証し

たところである．

12 個我

12.1 家畜

以上のように不浄の道を説明し終わり，これ（不浄の道）がＸを裨益する，そのＸ（す

なわち個我＝家畜）を述べる．

29. 常住・極大で，垢によって無始爾来その認識と行為とが覆われた原理が「家

畜」と呼ばれる．その者の享受のために，この一群のものが説かれた．

その者がカルマを享受（消費）するために，共通・非共通のあり方をした，根本物質（マー

ヤー）由来の一群のものが説かれたが，その者すなわち個我群は，「家畜性」と呼ばれる垢

により無始爾来その認識・行為が覆われているので，「家畜」という原理と呼ばれる．だか

らこそ垢は，別個の原理ではないのである．そうではなく家畜性にのみ含まれる．という

のも，それ（垢）なしでは［個我は］家畜たりえないからである．

また，その［家畜という］原理は常住であって，仏教徒にとっての［主体＝認識の］よう

に刹那滅ではない．というのも［主体が］以前に経験したものを想起するのが現に見られ

るからである．また［主体が］刹那滅だとすると，［同一主体が］行為を実行すること・そ

の果報の享受者であることの説明が付かないからである．

しかも［家畜という原理は］極大であって，ジャイナ教徒（ks.apan. aka）にとってのよう

に，身体大でも，伸縮性を有するものでもない．なぜなら，そのようなものには，無情性・

無常性などという過失が付随するからである．また行為（カルマ）の果報の享受者として，

享受の多様性等が現に見られるので，個我が多数であることは，［聖典に基づいて論証され

ることではなく］対象世界に基づいて全く自明であるということは，［シヴァ神の属性の］移

行［説］を排除する時に［サディヨージョーティスが］述べることになる．

（1）この［個我群の］うち，絶対的に常住である垢（個我垢 ān. avamala）と遡及的に常住

であるカルマと無始爾来関係している者に解脱を与えようとしてシヴァは，垢熟成の

ために［個我が］カルマ（業）を享受（消費）できるように，根本物質（マーヤー）由

来の限定的行為能力以下のものと［個我を］結び付ける．その時，この個我は［個我

垢・業・根本物質由来のものの三つを伴ったものとして］「カラーを伴った者」（sakala:

有分者）と呼ばれる．
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（2）大帰滅の時に，限定的行為能力以下が回収されることで，［個我］垢とカルマ［だけ］

を伴うと，「帰滅によりカラーを欠いた者」（pralayākala: 帰滅無分者）と［呼ばれる］．

（3）知との結合などによりカルマも滅することで，［個我］垢だけを伴うと「知によりカ

ラーを欠いた者」（知無分者）と［呼ばれる］．

以上等々の家畜の区別は，『タットヴァ・プラカーシャ・ヴリッティ』（原理光明註）で詳し

く私は示した51．

12.2 清浄我

またこの

30. 個我は，ディークシャー・知と呼ばれるシヴァの能力により束縛網が滅し

た時，「清浄我原理」と呼ばれ，その認識と行為とが露わになる．

すなわち，ここ（シヴァ教）では，シヴァが持つ，恩寵対象に対する能力の働き――阿

闍梨を依り代とする，あるいは，依り代を欠いている――が「ディークシャー」と呼ばれ

る．それゆえ，ディークシャー・知などの名前で呼ばれる〈シヴァの能力〉により，垢等と

いう束縛網が取り除かれ，これが故に，全知・全能が輝き出させられた個我（an.u）すなわ

ちアートマンは，「清浄原理」という名称を持つ者となる．以上は，聖『ラウラヴァ』等で

［次のように］説かれている．

全ての穢れから離れ，シヴァの能力の一部に定位した（全知全能となった）こ

の個我原理は清浄である．

【問】知のみから解脱があると，ヴェーダーンタ［学者］・サーンキヤ学者達．

【答】それは理に合わない．垢は物質なので，目の覆膜などのように，知るだけではなくな

ることはありえない．そうではなく，ちょうど［眼の覆膜などが］眼科医の手術によって

［なくなる］ように，「ディークシャー」と呼ばれる主宰神の働きのみによって［なくなる］

からである．［そのことが］次のように聖『スヴァーヤンブヴァ』において説かれている．

ディークシャーのみが［個我を］解脱させる．シヴァの上の住処（清浄道）へ

導きもする．

51家畜（paśu）の三分類は以下のようになる．

個我垢 業垢 マーヤー垢
ān. avamala kārmamala māȳıyamala

有分者 sakala ○ ○ ○
帰滅無分者 pralayākala ○ ○ ×
知無分者 vijñānākala ○ × ×
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12.2.1 清浄我はシヴァを見る

また，彼（個我）のこの名称（「清浄我」）は，恩寵の後で，［マントラ主宰者（mantreśvara）

以下の］職務等に起因する身体との結合がある場合に限られるのであって，シヴァに等し

くなることである最高解脱獲得時においてはない．その時には，「解脱したシヴァ」とのみ

呼ばれるからである――ということを述べて

31. シヴァに貫かれた〈自らの能力〉である見（認識）によって彼はシヴァを

見る，また念想する．［彼は］自らと他の者達を裨益するために，諸マントラで

もってシヴァを祭る．

彼すなわち清浄我は，シヴァに力づけられた，自らの能力を本質とする見（認識）によ

り，シヴァを念想する，また，見る．そのことが『モークシャ・カーリカー』に述べられて

いる．

〈シヴァ＝太陽〉の〈シャクティ＝光〉により能力あるものとされた心の見に

より，シヴァを［その］シャクティ等と共に，覆いが離れた個我は見る．

だからこそ，パタンジャリに従う者達（ヨーガ学者達）等の所説とは違って，シヴァが

統覚機能（ブッディ）等の対象となることはありえない．彼（シヴァ）は，索縄の対象では

ないからである．［そのことが］次のように同じ所（モークシャ・カーリカー）で述べられ

ている．

覚（bodha）と呼ばれる内官の働き（変容）は，大主宰神を照らし出す能力を

持たない．索縄だから．鎖等のように．

12.2.2 清浄我はシヴァを祭る

さらにまた，この者（清浄我）は，自らと他の者達とを裨益するために，同じ彼（シヴァ）

を様々なマントラで祭る．そのことが聖『ラウラヴァ』で説かれている．

マントラ体系に通暁し，師（グル＝シヴァ）に依存し認可され，ディークシャー

により束縛が断ち切られた者達は，様々な祭式で祭る．

彼ら（清浄我）のうち，阿闍梨（ācārya）と呪文主宰者（vidyeśvara＝上位のマントラ主

宰者）等とは，職務が滅した後で自身を裨益するために，また，享受・解脱を与える等の

他者裨益のために，祭る．あるいは，［成就を目指す］修行者達（sādhaka）・［阿闍梨の位を

目指す］後継者達（putraka）の場合は，自分だけの享受・解脱のために［祭る］，という

区別がある．

12.2.3 下位のマントラ主宰者（マントレーシュヴァラ）

彼ら（清浄我）のうちで，根本物質（マーヤー）を胎とするもの（カラーから地まで）の

監督官である主宰神（ı̄́svara）原理を述べる．
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32. ［8人の］円輪主達，シュリーカンタ，［8人の］クローダ等，100有達（100

ルドラ達），および，ヴィーラバドラ，彼らは限定的行為能力（カラー）以下と

結び付くことで，認識・行為が最高主宰神により露わにされている．

（1）彼らのうち，8 人の円輪主達（マンダリン）は，限定的行為能力の上に位置する

（kalāmastakastha）．［そのことが］次のように聖『ラウラヴァ』で説かれている．

円輪の司主達の下に，［限定的行為能力以下の不浄な］諸原理の道が位置

する．

と．

（2）シュリーカンタは，グナ原理を住処とし（gun. atattvanilaya），また，下位の地平等

の作者である．

（3）また，クローダ等は，グナの上に位置し（gun. amastakastha），8人に限られる．

（4）いっぽう，100有達すなわち 100ルドラ達は，梵卵を支え持つ者である．

（5）勇主すなわちヴィーラバドラは，100ルドラ達の監督官である．

また，以上の者達は，シヴァのみにより，その認識・行為が露わにされた者である．そし

て，それが故に，職務に起因する〈限定的行為能力以下の身体との結合〉があるにもかか

わらず，それによって，家畜のように，倒錯した認識を持つことはない．というのも，シ

ヴァから直接に恩寵を受けているからである．説かれている通りである．

［彼らは］限定的行為能力と結び付いても，家畜群のように，限定的行為能力

に支配されることはない．

いっぽう，彼ら（下位のマントラ主宰者達）が持つその〈限定的行為能力以下との結合〉

は，［上位のマントラ主宰者である］アナンタを作者とするものに他ならない．「清浄なる道

ではシヴァが作者であると説かれた．アナンタは黒い［道における］主である［と説かれ

た］」と聞かれているからである．

また彼ら（下位のマントラ主宰者達）は，

33ab. シヴァの任命に基づき，各自の領域において，個我達の享受・解脱を実

現する．

また，下位のマントラ主宰者（aparamantreśvara）というこの原理が，マーヤーを胎と

するもの（カラーから地まで）の監督官であるということを述べる．

33cd. この下位のマントラ主宰者原理は，マーヤーを胎とするものの監督官で

ある．
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12.2.4 マントラ

以上のように，下位のマントラ主宰者達を述べてから，マントラ達を説くために言う．

34. 創造の初めにおいて，7000万の個我達は，主宰神によって，その覆いが

裂かれている．その認識・行為が輝き出させられているので，ここ（シヴァ教

義）で，この原理は「マントラ」と呼ばれる．

ここ（シヴァ教）で，「八人の知独存者（知無分者）という個我達を悟らせた」と聞かれ

ているので，また，清浄道にいるので，知無分者達のうちで，垢が熟した者達だけを，そ

の熟成の度合いに応じて，呪文主宰者（＝上位のマントラ主宰者）とマントラとに任命す

る．下位の〈マントラ主宰者性〉は，不浄道にいるので，垢が熟した帰滅無分者達のみに

あると理解すべきである52．

（1）また，ここ（シヴァ教典）で，「マントラ」という名称は，

マン（思う）とは全知者性であり，トラ（救う）とは輪廻者への恩寵のこ

とである．思うこと・救うことを属性とするので「マントラ」と呼ばれる．

と聞かれているので，［第一義的には］シヴァのシャクティと，彼の恩寵を受けた者達

とを意味する53．転義的用法により，表示者たる音声がマントラであることは後から

私が述べる．

（2）また（ca），無垢であるが故に輝き出させられた認識・行為を持つこれら（マントラ

達）は，思う等（全知・恩寵）という属性と結合するので，また，清浄知という原理

に依拠するので（śuddhavidyātattvāśritatvāt），「ここ」すなわち聖『ラウラヴァ』等

のシヴァ教典においては，「マントラ原理」と呼ばれる．だからこそ，清浄知原理との

結合以前には，マーヤーの上の場所のみにおいて，垢の断ち切りが，ディークシャー

において，為される必要があると師匠達は［説いているのである］．

12.2.4.1 依り代なし 次に，これら（マントラ達）が，［シヴァを主体とする］恩寵とい

う行為の手段（karan. a）であることを述べる．

52整理すると次のようになる．

役職（adhikāra） 出身カテゴリー 採用人数
1. paramantreśvara vijñānākalaから採用 8人
2. aparamantreśvara pralayākalaから採用 118人
2.1. man.d. alin 〃 8

2.2. Śr̄ıkan. t.ha 〃 1
2.3. Krodha, etc. 〃 8
2.4. rudra 〃 100
2.5. Vı̄rabhadra 〃 1

3. mantra vijñānākalaから採用 7000万人
53ここにある caは，マントラという名称についての（1）の教証と（2）の理証とをつなぐ ca ... ca

の第一の caと解釈した．
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35. 世界が作られた後，それらのマントラ達の内の半分（3500万のマントラ

達）が，主宰神（シヴァ）に使役されつつ，教師達という体（依り代）［に依拠す

ること］なしに，シヴァが集めた人々に恩寵を授けた後，［自らも恩寵に］赴く．

「それら」つまり彼らの内，すなわち，7000万人の個我の内から，半分（3500万）が，

グル達という依り代に全く依拠することなく，主宰神（シヴァ）により使役されつつ，シ

ヴァが集めた者達に，すなわち，他ならぬシヴァが，恩寵というシャクティによって対象

とした人々に恩寵を授けてから，創造の直後にのみ赴く，すなわち「恩寵に」と補われる．

［そのことが］次のように聖『ムリゲーンドラ』に説かれている54．

［阿闍梨という］執行者達の身体を［依り代として］有する者（シヴァ）に依拠

しながら，彼ら（マントラ達）の半分が，［マーヤー由来の］一切の道において，

職務を行ってから，存続の終わりに，［マントラ］主宰者達と共にシヴァに入る．

他（残り半分）は，［阿闍梨という］依り代なしに，主要な変容（清浄知）の下

で，主宰神（シヴァ）が望んだ職務を為した後に立ち去る55．

彼ら（7000万のマントラ達）のうち，特に優れた垢熟成を有する者達は，創造の直後に

のみ解脱する．その他は帰滅時にのみ［解脱する］という意味である．

12.2.4.2 依り代あり 同じこれ（『ムリゲーンドラ』）に基づいて，他の半分の働きを述

べる．

36–37. また半分は，主宰神（シヴァ）に使役されつつ，シヴァが作ったマンダ

ラ・マントラを伴って，しかしながら教師達の身体に依拠する「ディークシャー」

と呼ばれる手術により，家畜が持つ，〈垢・業・母胎（マーヤー）〉の結果群を，

忽ちに断ち切る．ちょうど毒を［断ち切る］ように．いっぽう［宥められ］懇

請されると彼らは，最上の修行者達（sādhaka）に，様々な成就を与える．

シヴァが，家畜への恩寵のために生起させた「マハーマンダラ」や「ヴィディヤーアン

ガ」等のマンダラにより，それぞれ［のマンダラ］において祀られるべきものとして聖典

に説かれたマントラとを伴って，残り半分［のマントラ達］は， 阿闍梨という体に依拠し

た者（シヴァ）に使役されつつ，家畜が持つ，〈垢・業・マーヤー〉の結果群を，ちょうど

毒のように，忽ちに断ち切る．だからこそ，有分者のみにグルを依り代とする〈シヴァの

恩寵〉がある．というのも彼（有分者）だけが三つの束縛（垢・業・マーヤー）と結び付い

ているからである．

（1）またここ（シヴァ教）で，垢はただ一つであり，多数のアートマンを覆う多数の能力

と結び付いており，常住で，遍満する．［次に］聞かれている通りである．

54最初の 3500万人のマントラ達については「シヴァ→マントラ→人々」となり，残りの 3500万人
のマントラ達については「シヴァ→マントラ→阿闍梨（グル・教師・依り代）→人々」という使役関
係となる．

55前者の関係は「シヴァ→マントラ達→阿闍梨（グル・教師）→人々」となり，後者は「シヴァ→
マントラ達→人々」となる．
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一切生類にとり，それは一つで，無始で，濃く，大きい．個我毎にある〈そ

れぞれの時の終わりに離れ行く能力群〉を備えている．

またそれゆえに，能力Ｘの熟成がある場合，その［能力Ｘ］だけがディークシャーに

より止められるので，垢が一つである場合に，同時に全員が解脱することになるとい

う帰結も回避されている．

（2）また業は，善業・悪業を本質とし，個我毎に特定的で，遡及的に無始である．

（3）いっぽう母胎とは根本物質（マーヤー）のことである．そして，その［マーヤーの］

結果である，共通・非共通の形を取るものは，業を機因とするので外来的（非本来的）

であるにもかかわらず，同じく遡及的に無始である．なぜならば，種と芽のように，

無常なままで，業と身体の連続が成り立つからである．

また，以上の垢を始めとするもの（垢・業・マーヤー）は，ディークシャーと呼ばれる，

マントラ達を手段とする〈主宰神の働き〉のみにより除かれる．ちょうどマントラ（真言）

を用いた行為により，毒がなくなるが見られるのと同じである．またこれゆえにマントラ

達は恩寵の手段である．いっぽう，上位と下位との呪文主宰者（vidyeśvara）達は，阿闍梨

と同様に，それ（ディークシャー）の行為主体である．以上の違いがある56．

さらにまた，この残る半分［のマントラ達］は，［宥められ］懇請されると，享受を望む

修行者達（sādhaka）に，様々な成就を与える．［そのことが］次のように聖『ラウラヴァ』

に述べられている．

ディークシャーにより清められ，団長（ガナパティ）であるグル（シヴァ）のマ

ンダラに生を受けた者達は，マントラにより成就し，朝日の円のように輝く身

体を持つ．非常に長きにわたり天女群を伴って享受を経験した後，［満たされ尽

くして］その切望は脱落し，シヴァの位である最高主宰者性を持つものとなる．

と．

12.2.5 ディークシャー

12.2.5.1 秤でのディークシャー

【問】ディークシャーにより束縛の除去が個我に生じたと，どうやって分かるのか．

【答】これゆえに答える．

38. 秤でのディークシャーにより，バラモン殺しから［も］浄化される．［この］

主要な証から，毒消しのように，束縛が離れることを人は知るべきである．

56整理すると次のようになる．

1. 上位と下位の呪文主宰者 vidyeśvara 恩寵行為（ディークシャー）の主体 kartr.
2. マントラ達 mantra 恩寵行為（ディークシャー）の手段 karan. a
3. 阿闍梨 ācārya 恩寵行為（ディークシャー）の主体 kartr.
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この世では，秤皿などのディークシャーにより，大罪と結び付いた者も，その罪が離れる

のが見られる．すなわち，聖『カーロッタラ』等に説かれているように，マントラ（真言）

をかけられた秤皿に載せることで，その人の重さを調べた後に，「打撃マントラ」の発声等

を用いて，彼の浄化を為した後に，再度，秤皿に載せると，その人に軽さが生じているのが

現に見られる．また以上は，無種子化［儀礼］を始めとする他の証群の一例である．以上の

この現に見られる主要な証から，毒消し人の行為によって毒が除去されるように，ディー

クシャーと呼ばれる行為により，束縛が離れていくことが証明されたと理解すべきである．

それだからこそ，効果が目に見える〈毒・鬼・練金〉の術等において，彼の聖典に効験の

あることが見られた後に，それと全く同様に，効果が目に見えないものについても，彼の

教典が正しいことが推論される．このようにして，シヴァが最高の〈信頼できる人〉であ

ることが証明された．説かれている通りである．

抑揚を伴った〈マントラの発声〉により，毒等の無化が現に見られることから，

また，多くの錬金術から，彼が信頼できる人だと分かる．

と．

12.2.5.2 身体の持続

【問】そうだとすると，ディークシャーのみにより一切の罪が滅するので，まさにその瞬間

に死ぬことになってしまうのではないか．

【答】これゆえに答える．

39ab. 未来果をもたらす業［だけ］を燃やすので，ディークシャーを受けてす

ぐに個我は死ぬわけではない．

未来果をもたらす業のみを，非即日涅槃ディークシャーにより燃やすので，既に作用し

始めた業は留め置かれるので，ディークシャーの後で身体が持続することは矛盾しない．聖

『キラナ』に説かれている通りである．

多くの生で［積まれた］業は，［ディークシャーを受けた］個我により，種子の

ように燃やされた．未来の［業］も抑止される．［しかし］この［身体等を］引

き起こす［業］は，享受することで［のみ滅する］57．

と．

12.2.5.3 即日涅槃ディークシャー いっぽう完全に垢が熟成すると，即日涅槃ディーク

シャーにより，それ（この身体等を引き起こす業）も滅する，ということを述べる．

39cd. また一部のディークシャーは，現在の果報をもたらす［業］をも打ち

殺す．

その場合でも，潜在余力のせいで，幾ばくかの間，身体持続はやはり可能である．説か

れている通りである．

57Goodall 1998:383–384
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潜在余力のせいで，轆轤の回転のように，身体を保ったまま，人は居続ける58．

と．

12.2.5.4 例外

12.2.5.4.1 成就を目指す修行者（享受を目指す者）の成就 次に，「未来のものも抑止さ

れる」と教示書（『キラナ』）に述べられたことに限定を加える．

40. ディークシャーの後では，塩土に植えた種のように，為された［業］も，果

報をもたらすことはない．ただし，〈特殊な教示書〉から，および，〈特殊な教示

書への違反〉から生じた強力な業だけは除く．

ディークシャーの後で規定されたものとして実行される〈祭式・布施の功徳〉等という業

は，ディークシャーのみによりその能力が抑止されているので，再度の身体結合等の果報を

生み出すことがない．いっぽう，特殊な教示書において成立しており，［成就を目指す］修

行者（sādhaka）が実行する，マントラへの懇請等の行為は，果報を与えないことはない．

［そのことが］次のように聖『微細なスヴァーヤンブヴァ』に説かれている．

人が或る場所での享受を望むならば，彼は，まさにその場所に結び付けられ，マ

ントラの力により成就する．

12.2.5.4.2 解脱を目指す者の失墜 さらにまた，解脱を目指す者についても，彼が特殊

な教示書に規定されたものを実行しない場合，また，それが禁止するものを実行する場合，

補修儀礼59を行わないならば，失墜と結び付くことが聞かれている．

命令を踏み越えることで，100年の間，生肉食い（ピシャーチャ）となると説

かれている60．

12.2.5.4.3 種姓・住期の慣行 また，そこ（特殊な教示書）に規定されているからこそ，

一般の教示書（ヴェーダ）において成立しているにもかかわらず，種姓・住期の慣行は，や

はり実行すべきである．［次に］聞かれている通りである．

以上の種姓・住期の慣行は，［身・口のみならず］意でも，踏み越えてはならな

い61．或る人が或る住期にいながらにして，シヴァのディークシャーを受けた

ならば，彼は，まさにその［住期］に留まりつつ，シヴァの誓戒（śivadharma）

を守るべきである．

と．

58Sām. khyakārikā 67cd. Cf. Goodall 1998:185, n. 74, 383.
59prāyaścittaについては TAKの prāyaścittaの項目を参照．
60他原典での引用箇所，および，本半詩節が Paus.kara からの引用であることについては，Goodall

1998:176, n. 47を参照．
61後でも引用される（n. 80）．
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12.2.5.5 誓戒

【問】誓戒（samaya）の踏み越え等により失墜した人が，補修儀礼を行わない場合，その人

に解脱はあるのかないのか．

【答】これゆえ答える．

41. その［ディークシャーの］後でも規定を行わない者は，暫くの間，ピシャー

チャ大王となる．彷徨った後，彼はアートマンが無垢となり，最高主宰神と同

等になる．

すなわち，ここで，ディークシャーの後に，沐浴・供養等の誓戒のお勤め（samayācāra）

を実行することで，結果をもたらし始めた索縄の消滅が，日ごとの削減により，もたらさ

れる．それゆえ，依存的ディークシャー（sāpeks.ad̄ıks.ā）を受けた者で，することができる

人は，誓戒のお勤めを全て実行すべきである．また，非依存的ディークシャーを受けた子

供達は，グルへのお仕え・シヴァ供養等を，可能な範囲で，実行すべきである．だからこ

そ，それらを実行することで，ディークシャーの完成が推論されるのである．またそれゆ

えに，垢の熟成のおかげで，非常に鋭いシャクティの降下を受けることでディークシャー

に欠陥がなく，誓戒の踏み越え等もない者には，死亡の直後にのみ解脱がある．

いっぽう，垢の熟成が緩慢であるが故に，非常に緩い等のシャクティの降下を受ける者，

彼には，ディークシャーの後で，運命的な，あるいは，人為的な障害のゆえに，誓戒の踏み

越えがありうる．彼が誓戒のお勤めを実行せず，しかも，補修儀礼規定を行わなかった場

合には，暫くの間，ピシャーチャ王位という，誓戒踏み越えの果報を，ちょうど願望祭の果

報であるかのように経験してから，その後でアートマンが無垢となって，最高シヴァと同

等位である解脱に達する．説かれている通りである．

補修儀礼により浄化された者には，清浄なる帰趨があると説かれている．

と．

いっぽう，目に見える利益があることから，嘘の〈グルへの帰依〉等によって，ディー

クシャーをしてもらった人が，ただ故意に誓戒を実行しない場合，その彼には，上の様な

［帰趨］は生じない．しかし，グルの方が，補修儀礼を行うべき者となる．聞かれている通

りである．

そこで，偽って個我を導いたグルは，補修儀礼をおこなうべき者となる．

と．

ディークシャーを受けた者が逸脱者である場合には，自分のディークシャーを

グルは行うべきである．

と．

12.2.6 上位のマントラ主宰者（マントラ大主宰者）

12.2.6.1 八人の個我達 以上のように，派生的なディークシャーの果報について個別事

項と共に説明し終わった後，本題に関して，マントラの直後に，マントラ大主宰者を述べる．
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42. いっぽう，マントラ等の創造より前に，神により，その覆いが裂かれた八

人の個我達は，全知・全能（一切を対象とする〈認識・行為〉の能力を持つ者）

とされている．

マントラ等の創造より既に前に，八人の知無分者である個我達が，シヴァにより垢を取

り除かれ，一切を対象とする認識・行為を持つ者となっている．聖『ムリゲーンドラ』に

説かれている通りである．

そこで，最初に，相応しい［知］独存個我の八人を，ヴァーマ等の能力を備え

た者，7000万人の取り巻きを持つ者とする．

12.2.6.2 アナンタなど

【問】彼らは誰で，何を為すのか．

【答】これゆえ答える．

43abcd. 彼らは，アナンタ神を始めとするものであり，主（シヴァ）の威力に

より，マントラ等を促す．創造・存続・帰滅・解脱を実現する．

そして，彼ら，アナンタ，スークシュマ，シヴォッタマ，エーカネートラ，エーカルドラ，

トリムールティ，シュリーカンタ，シカンディンという名前を持つ者達は，マントラ大主宰

神として，マントラ等を促す．さらに，創造等の四つの御業と，それと不可分の，享受対象

を享受させるという閉じ込めとを為す．聖『ラウラヴァ』（1:15ab）に説かれている通りで

ある．

創造・存続・帰滅・閉じ込め62・恩寵を為す者達

と．

12.2.6.3 優劣 五つの御業の監督者であるといっても，彼らは，シヴァと対等なわけで

はない，ということを述べて

43d. シヴァの欲求に押されて．

と．職務垢と結び付くことで促される者であるので，シヴァと比べると，彼らは，行為能

力の点で劣った行為主体性を持つ．いっぽう，マントラ達や［下位の］マントラ主宰者達の

［行為主体性］は，それよりも劣っている．だからこそ，アナンタが一切に優越することが

聞かれている．

無限の能力を持つ彼らのうちで，アナンタが，最高の主宰者である．

と．ただし全知者であるという点は，いずれについても全く等しい．違いは聖典には説か

れていないからである．また，以上の全員は，大帰滅においては，職務が休みとなるので，

解脱する．このことが聖『ラウラヴァ』等に説かれている．

62bhava は，いわゆる tirodhāna に対応する．Goodall 1998:173 は “[occlusion of creatures
through] existence (bhava)”と訳出する．
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これらの偉大な転輪聖王達の中でアナンタが最高である．全ての者の行為主体

性の原因であり，最高の位であるとされている．

と．

12.2.6.4 マントラ大主宰者 またイーシュヴァラ原理に依拠した（ı̄́svaratattvāśrita）彼

らは「マントラ大主宰者」として言い表される，ということを述べて――

44ab. これらの個我達は上位のマントラ主宰者原理であり，そして，二つの道

において彼らの主である．

清浄・不浄の二つの道いずれにおいても，思考（man）・救済（tra）という属性（全知者

性・恩寵）と結び付いた諸個我に他ならない彼らは，マントラ達，および，彼らの主として

のマントラ主宰者，マントラ大主宰者と呼ばれる63．これにより，不浄道にいる穢れを伴っ

たマントラもありうるということを示している．言われている通りである．

他の主要なマントラ達，ブラフマー・ヴィシュヌに始まる他の者達，彼らは穢

れを伴っており，卵の中に位置し，純質・激質・翳質からなる．

と．

12.2.6.5 真言 そして，これゆえ，表示者である言葉（真言）は無情である以上，思考・

救済という属性がありえないので，彼らを表示するものとして転義的に「マントラ」とい

う語で呼ばれる，ということを述べて，

44cd. ［彼らは］表示者（真言）に沿って示されるものに他ならない．なぜな

らば，言葉は対象を欠くことはないからである．

瓶・布等を表示する言葉は，表示対象に必ず終着するのが現に見られる．それゆえ，ア

ナンタ等を表示する言葉であるマントラ（真言）――証因に相当するもの――によって表

示される彼ら，すなわち，マントラ主宰者等を本質とする者達は，それ（真言）の低唱等

を通じて果報を与えることが成立した．これにより，「神格は単なる言葉に過ぎない」と考

えているミーマーンサー学者達は排斥されたことになる．というのも，無情は，有情の監

督があって初めて作用するからである．そしてこれゆえ，神像などと同じように，マント

ラ（真言）を本質とする言葉において開顕した，「シヴァ」等によって表示されるマントラ

達だけが果報を与えると理解すべきである．

63整理すると以下のようになる．

1. マントラ主宰者 mantreśvara=呪文主宰者 vidyeśvara

1.1. 上位のマントラ主宰者 paramantreśvara=マントラ大主宰者 mantramaheśvara

1.2. 下位のマントラ主宰者 aparamantreśvara

2. マントラ mantra
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12.2.6.6 命名者 ここで言葉は配列を持つ以上，瓶等と同様に，結果である．したがっ

て，言葉と意味との関係も常住ではありえない．したがって［関係は］言語協約に基づく

はずである．それゆえ，全知に他ならない主宰神が，それ（言葉と意味の関係）の協約主

体である――ということを述べて，

45. 呪文（マントラ）・呪文主宰者（マントラ主宰者）の共通性・特殊性を知る

シヴァがマントラ群を作った．なぜならば，対象を知る者［だけ］が命名者で

あるのが経験されているからである．

息子等という対象について，それぞれの対象を知る者に他ならない父親等が，世間にお

いては，命名者として見られている．それゆえ，マントラ・マントラ大主宰者を本質とす

る者達についても，彼らを表示するマントラ（真言）を，シヴァのみが作ったのである．彼

こそが，彼らの共通性・特殊性について知る者だからである．彼らの共通性とは，常住性・

遍満者性などであり，いっぽう特殊性とは，垢部の残存により，それぞれの位に適っている

ことである，と理解すべきである．

12.2.6.7 クンダリニー（大マーヤー） そして，それゆえ，マントラ（真言）等を本質

とする言葉の質量因として，また，呪文主宰者等の身体・感覚器官等の土台にあたる清浄

道の地平の質量因として，「クンダリニー」と呼ばれる，大マーヤーが成立した．聖『ラウ

ラヴァ』等に述べられている通りである．

マーヤーの上に大マーヤーがある．

と．聖『ムリゲーンドラ』においても，

シャクティからナーダが生じる．そこから［順に］ビンドゥ，アクシャラ，マー

トリカーが64．

と．また，

清浄道でも，［清浄知を本質とする］上位マーヤー（＝大マーヤー）に関わる仕

事（職務）の司主達（監督官）である．

と．

13 清浄知・イーシュヴァラ・サダーシヴァ等

また，［清浄］知・イーシュヴァラ・サダーシヴァ等という清浄原理のこの区別，および，

それらの原因にあたる上位ビンドゥの論証方法は，聖『マタンガ』等において，詳しく説か

れた．また，『ラトナトラヤ・ウッレーキニー』（三宝記）において私は裏付けた．したがっ

て，そこからのみ確定すべきである．
64別名も付して整理すると次のようになる．仮に和訳も付しておく（TAK nādaの項目を参照．）．
1. śakti能力 (parabindu上位滴)
2. nāda音響
3. bindu滴
4. aks.ara音節
5. mātr.kā字母 (varn. a音素)
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14 シヴァ・シャクティ

14.1 三つの側面

次に，これら［清浄］知・イーシュヴァラ等が，それぞれの監督対象という外的条件の

違いによって異なるところのシャクティ・シヴァの両者とともに，三つのあり方を持つこと

が，諸聖典に聞かれている，ということを述べて，

46abc. 個我・シャクティ・シヴァの側面が，呪文・呪文主宰者に関して，知者

達により説かれた．

［そのことが］次のように聞かれている．

世間の人々に恩寵を下すために，シヴァが「マントラ」と呼ばれる．いっぽう

恩寵を下す能力が，ここでマントラとなる．

と．

マントラ達の 24の最高主宰者が説かれた．アーナヴァ，シャーンバヴァ，シャー

クタ，それに，他に何千万のマントラである．

同様に，卵を支える者は，ヴィーラバドラを始めとするものである．

と．

14.1.1 シヴァ・シャクティの第二義的な区別

また，これらのうちで，個我の側面には，既述のように，第一義的な区別がある．いっぽ

うシヴァ・シャクティの側面には，それらを監督することにより第二義的な［区別がある］，

ということを述べて，

46cd. 前後の両者について，第一義的であることを排除する理由が．

第一義的な区別を排除する理由が「語られる」と補われる．

まさにその理由を述べて，

47. 一者であるシヴァは変容せず，彼のシャクティも［そう］である．これゆ

え両者が多様な状態にあることはありえない．あるいはそうだとすると，変容

するので，精神性のない被造物となってしまう．

ここで，一者に他ならないシヴァが，世界の作者であり，一切に恩寵を下す者である．彼

だけが無始に解脱しているからである．また，聖『ラウラヴァ』等に説かれている．

シヴァ原理は最高であり一者である．

と．シュルティも説いている．
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ルドラは唯一であり，第二の為にはいなかった．

と．

また，複数の主宰者を持つ場合，世界という結果は成り立たない．複数の作り手を持つ

車等も，一人の棟梁の欲求に沿うことなしには生じないからである．説かれている通りで

ある．

沢山のリーダーがおり，全員が偉いと思って，全員が偉大さを求める場合，明

らかに失敗する．

と．

これにより，［主宰神が交代していく］流れの主宰神という考え方が排斥されたことにな

る．主宰者性というのは，〈そのものの本性が露わになることの獲得〉を本質とするので，消

滅はありえないからである．また，彼は変容しない．常住であり，かつ，有情だからであ

る．また，彼のシャクティも，彼と全く同様である．彼の属性だからである．なぜならば，

常住なものは無常な属性と結び付くことはないからである．というのも属性・基体は別個

ではないので，基体までもが無常となってしまうからである．

これゆえ，その両者シャクティとシヴァとが，アナンタ等の違いによって多様な状態に

あることはありえない．あるいは，両者が多様な状態にあることを認める場合，変容する

ことになるので，根本物質（マーヤー）等と同様に，両者は無情ということになってしま

う．しかし，両者が無情であることはありえない．有情としてのみ聞かれているからであ

る．また，無情は有情による監督なくしては，変容すること等がありえないからである．そ

れゆえ，両者の区別は，第二義的に他ならない．聞かれている通りである．

彼は，監督者，享受者，融没者であるが，転義的にである．

と．また，

しかし，この教えにおいて，主の区別は，シャクティの区別と同様に，仕事の

区別に基づく転義的なもので，それ（仕事）の区別・場所の区別によるもので

ある．

と．

14.1.2 第一義的な区別を認める立場の否定

ここで，他者の疑問――

48ab. 【問】シヴァは唯一でありながら，ヨーガ行者のように，無数の体の上

にありうる．

一者でありながらもシヴァは，ヨーガ行者のように，無数の身体を監督して，サダーシ

ヴァ・アナンタ等の名称の区別を持つ．

【答】というならば，それも不合理である，と答える．
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48cd. 彼の体はシャクティに他ならない．そして，それ（シャクティ）は一者

である．これ（区別）は第一義的ではない．

シヴァは無垢なので，本当の意味で，ビンドゥ（清浄道の根本物質）由来の身体と結び付

くことはないので，シャクティのみが，身体の作用を為すことで転義的に「体」と呼ばれ

る．それゆえ，イーシャーナ等という個々の区分も実在するものでは決してないので，ヨー

ガ行者の場合と違って，身体の区別も，彼の場合は，第一義的では決してない．

【問】「5口で，3× 5目の」等によって，シヴァについても，身体との結合が聞かれている

ではないか．

【答】確かに．それも，念想目的のものとしてのみ聞かれているのである．聖『パウシュカ

ラ』に説かれている通りである．

［成就を目指す］修行者（sādhaka）の的のために，彼のこの姿が聞かれた．

と．

14.1.3 個我の側面の第一義的な区別

いっぽう，個我の側面の区別は，第一義的に他ならない，ということを述べて，

49. 至福を有する多くの個我がある．そして彼らには，認識・行為の卓越が，

開顕者に由来する卓越に基づいて見られている．これゆえ，彼らの区別は第一

義的である．

すなわち，ここで，享受の区別によって，また，誕生・死亡の区別によって，享受・解脱

を望む者として至福を有する個我が，ただ沢山，見られている．そして，彼らには，開顕

者である〈身体・感覚器官等〉に生じる卓越に基づいて，相対的に，認識・行為の卓越が

見られる．それゆえ，これらの呪文（マントラ）達・呪文主宰者（マントラ主宰者）達に

も，既述のように，シヴァの恩寵の違いによって，それぞれの職務の区別に基づいて，身

体の区別に基づいて，地平の区別に基づいて，それらから生じる区別はやはり実在する．

14.1.4 シヴァ・シャクティの第二義的な区別

そして，それゆえ，

50abc. シヴァ・シャクティは，彼ら（マントラ・マントラ主宰者）の上に立っ

て，［人間の］目的を実現してくれる．ここで，それらの上にある区別に基づい

て，異なるかのように見られる．

彼ら（マントラ・マントラ主宰者）を監督して，シヴァ・シャクティは，人間の目的を実

現するので，彼らの区別によって，両者もまた異なるかのようになる．

しかも，

50d. また，第二義的に，その名称を持つ者となる．

そして，シャクティを伴ったかのシヴァは，かれら（マントラ・マントラ主宰者）にある

仕事と結び付くことで，第二義的用法により，それぞれの名前を持つ者となる．
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14.2 シヴァだけが恩寵を下す

これゆえ，シヴァだけが，全てに恩寵を下す者である，ということを述べて，

51. シャンブは，常住，本性上無垢，全知，全能，自在であり，損なわれてい

ない能力を持ち，全ての個我にとって［唯］一の友人である．

52. またここで，二つの原理が，［享受と解脱とが］成就するよう，認識・瞑想

のために説かれている．シャクティとシャクティを有する者が「体」と「それ

を持つ者」と比喩的に呼ばれている65．

この教えでは，享受・解脱の成立の為に，認識対象として，また，瞑想対象として，有

分者66・無分者と呼ばれる，あるいは，シャクティとシャクティを持つ者と呼ばれる，二

つの原理が説かれている．そして，両者，シャクティとシャクティを持つ者とは，「体」と

「体を持つ者」として呼ばれていると理解すべきである．次の事が述べられたことになる．

職務の状態においては，為すべきことの違いに応じて，38のカラー67の区別により異なる

シャクティのみが，彼の体である．それと結び付くことでのみ，彼は「有分者」と言われ

る．いっぽう，働きが止んだそれ（シャクティ）と結び付いた者が無分者と言われる．

そして，その

53. いっぽう，体の上に立って，「取る者」（ハラ）であるシャンブは，他者の利

益のみを見る者として，能力が邪魔されているが故に自分では不可能な個我達

に，成就・解脱を為す．

瞑想される姿で顕になった，シャクティを本質とする体の上に立って，他者の利益のみ

を見るシャンブは，垢で能力が覆われているがために自らの享受・解脱を自分では為し得

ない個我達に，享受と解脱を作ってやる．そして，彼は，享受のため或いは解脱のために，

家畜共から索縄を取り（harati），そして，彼等を連れて行く（harati）．というわけで，「ハ

ラ」と呼ばれる．そのことが［次のように］言われている．

家畜共から索縄を取る．個我も上の位に［連れて行く］．だから彼はハラであ

る68．

またここで論証式がある．個我達は，享受の為に，あるいは，解脱のために，自ら働き

出す能力を持たない．縛られた者として不自由だからである．羊等という縛られた家畜と

同じように．そして，索縄達は，個我のために，自ら発動することも停止することもない．

無情だからである．縄等と同じように．これゆえ，彼らにとっての享受・解脱の原因たる

もの，それはシヴァのみであることが成立した．

65Watson et al. 2013:290, n. 282に解釈が議論されている．ここでは文脈から，「違いに基づいて」
ではなく「比喩的に」と解釈した．

66シヴァが sakala と呼ばれることについては，Goodall 1998:283．ここで言うシヴァをいわば構
成する kalā とは Sadyojāta等の真言のことである．

6738のカラーについては，Goodall 1998:285, n. 378.
68ハラの語源解釈については，例えば Goodall 1998:165, n. 12.
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14.3 解脱

14.3.1 上位・下位の解脱

また，そこで，

54ab. ここで，呪文性・呪文主宰者性は，下位の解脱である．最上［の解脱］

は，シヴァと同等であることである．

呪文等の位は，最上の解脱と比べると，促される者であるとはいえ，［不浄道の根本物質］

マーヤーを超えておりかつ無垢である以上，再び輪廻と結び付くことはないので，下位の

解脱である．いっぽうシヴァとの同等性が，最上の解脱に他ならない．

そして，それゆえ，

54cd. 全てに到達しうるので，それ（シヴァとの同等性）にも，マントラ等は，

赴くだろう．

マントラ等は上位の解脱に値するので「解脱した者」という名称を持つ，という意味で

ある．

14.3.2 シヴァとの同等性

【問】輪廻状態において個我は僅かに知る者・行う者であるのが見られるので，解脱しても

同じままではないのか．

【答】これゆえ答える．

55. 個我は主により開顕された能力を持つ．だから彼には主との同等性が生じ

る．また，個我達の能力は，開顕者に従いつつあるのが，前に見られた．

全知・全能のシヴァによって，この個我は，その能力が開顕された．それゆえ，彼には，

かの［シヴァ］との同等性が生じないことはない．すなわち，輪廻状態においても，開顕

者の力に沿って，或る者達には僅かの認識などとの結び付きが，また別の者達には認識な

どの卓越性が見られる．

14.3.3 主宰神性質転移説批判

同じ理由で，主宰神の性質の転移を解脱とする［獣主派の］説も不合理である69，という

ことを述べて，

56ab. 能力は以前に見られたので転移はない．また，ジャーティのように一者

ではない．

69獣主派（Pāśupata）の転移説についてはWatson et al. 2013:42–51を参照．
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個我において，まさに以前に，認識等の能力が見られたので，［また］無形体の性質が転

移することはありえないので，［また］それが転移する実例が見られないので，転移説は不

合理である70．転移等という解脱の排除の方法は，尊き師（サディヨージョーティス）自身

によって，

性質の転移を証明する喩例の存在がない71．

しかし教示によって，同じような他の認識が生じてくる72．

灯火等によって，他の薪の上に，別の灯火が生じる73．

また無形体のものが転移することについて，世間も学者も［認めてい］ない74．

云々によって，『聖ラウラヴァ』への註において，詳しく論証された．そして，その〈シヴァ

との同等性〉という解脱は，牛性等というジャーティのように一者であるわけではない．そ

うではなく，別々のものとしてのみ，個我毎にある．ジャーティというのは類似性とは別

個にはあり得ないからである，ということも，同じそこ（ラウラヴァ註）で，詳しく論証

された75．個我は，既述のように多数だからであり，また，一人が解脱すると，全てが解脱

することになってしまうからである．

14.3.4 最高我融没説批判

最高我への融没という［ヴェーダーンタ学派の説く］解脱もありえない76，ということを

述べて，

56cd. 個我達は，何度も別々に見られた．それによっても，一つではない．

「解脱において」という後から［57bで］述べられる［語］と繋がる．

14.3.5 ニヤーヤ学説批判

解脱において，ニヤーヤ学者等が認める〈意識の無〉というのも不合理である77．シャク

ティとシャクティを持つ者は有情かつ常住なものとして論証されるからである，というこ

とを述べて，
70na caの caは，次の，sā ca（詩節では na jātivac caikā）の caとの並列を表す A ca B caの ca

と解釈した．-darśanān na caよりも異読の-darśanāc caの方がスムーズであるが，後からの訂正と
見なした．

71Paramoks.anirāsakārikā 13cd，英訳はWatson et al. 2013:304．
72Paramoks.anirāsakārikā 15ab，英訳はWatson et al. 2013:305．
73Paramoks.anirāsakārikā 19ab，英訳はWatson et al. 2013:310．
74Paramoks.anirāsakārikā 22ab，英訳はWatson et al. 2013:314．
75Paramoks.anirāsakārikā 20cdでは，「牛性を類似性［に過ぎない］とする人（我々シャイヴァシッ

ダーンタ）にとっては，以上は説得力を持たない」（sādr.śyam. yasya gotvādi tam. praty etan na
śobhate）とサディヨージョーティスは，転移説を斥ける．ここで見るように，サーンキヤと同様，シャ
イヴァシッダーンタにおいては，共通性を別個に認めず，それは個物間の類似性に過ぎないと考える．
Watson et al. 2013:312参照．

76Paramoks.anirāsakārikā 49–52 で論じられるヴェーダーンタ学派の解脱への批判については，
Watson et al. 2013:423以下を参照．

77認識・行為の消滅を解脱とするニヤーヤ学説を取り上げる Paramoks.anirāsakārikā 47abの英訳
についてはWatson et al. 2013:400を参照．
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57ab. また，個我の能力は，解脱において滅することはない．なぜならば，両

者（個我・能力）は無始だからである．

同じ理由で，無始なるものとして常住であるので，解脱のきっかけであるところのシヴァ

の消滅も，シャクティを本質とする彼の自在者性の消滅もありえない．

14.3.6 流れの主宰神説批判

そしてそれゆえに，「それ（［前任者の］自在者性）が滅することで，解脱という，彼の自

在者性の生起がある」という，「流れの主宰神」論者78によって述べられているものは不合

理である，ということを述べて，

57cd. また，［解脱の］きっかけである〈シヴァ〉についても〈シャクティ〉に

ついても，無［くなること］はない．

14.4 同等性と違い

また，これらの者達には，

58ab. 等しい性質があるので，非別の把捉があると言われる．

シヴァと解脱した個我達とは等しい性質を持つので，非別の――つまり同じ様式での―

―把捉，すなわち，一切を対象とする〈認識などの輝き出し〉があると言われる．

では，何が，彼らとシヴァの違いなのか，というのに答えて，

58bcd. また，成就（＝解脱）者達におけるシヴァとの違いとは，始・中・終

を持たない，生じた（＝開顕された）偉大さである．

それら解脱した個我において，偉大さ――全知者・全能者性を本質とする――は，始・中・

終を持たないが，無始の垢に覆われているので，シヴァという動力因にあたるものによっ

て，開顕された．いっぽうシヴァは，無始に成立した全知者・全能者性と結び付いている．

これが，彼（シヴァ）と彼らとの違いである．

14.5 シヴァだけを宥めるべし

59. このように一切の願いをかなえるシャンブのみを，原理を知る者は，宥め

るべきである．彼が満足すると，最高の成就・解脱が個我に生じる．

そのことが『アタルヴァシカー』に説かれている．

安寧を作る者であるシヴァ一人が瞑想されるべきである，他の全てを捨てて．

と．
78pravāheśvaravādin（pravāhanityeśvaravādin）については，Watson et al. 2013:267–269, n. 215

参照．
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14.5.1 他の聖典

そしてそれゆえ，全ての者に恩寵を与えかつ全知者なので，シャイヴァと呼ばれる，彼

の聖典だけが正しい認識手段であって，仏教書などの他の聖典はそうではない．それらは，

非全知者によって著されたので相互に矛盾しているからである．［そのことが］次のように

［クマーリラにより Br.hat.t.ı̄kā において］説かれている79．

善逝がもし全知者だというなら，カピラがそうでないということに何の根拠が

あるのか．あるいは両者がいずれも全知者だというなら，両者の見解の相違は

何故あるのか．

14.5.2 他の聖典との無矛盾

【問】シヴァ教典も他の聖典と矛盾するので，正しい認識の手段ではない．

【答】それは違う．他の聖典との矛盾はないからである．他の全ての聖典によって到達する

ことになる地位を示すことを前提として，それによって未達の（＝未知の）対象を照らし

出すので，これ（シヴァ教典）が正しい認識の手段であることは決して斥けられないから

である．［そのことが］次のように説かれている．

未達対象に達するのが正しい認識の手段．

と．しかも

［このような］種姓・住期の慣行を，たとえ意でも，踏み越えてはならない80．

云々により，種姓・住期の慣行を踏み越えないことを説いている以上，ヴェーダと矛盾して

いないので，また，ヴェーダに通じる者達が受け入れているので，これ（シヴァ教典）が他

の聖典のように，騙りであることはない．すなわち，プラーナや叙事詩等において，シュ

ヴェータやウパマニュなどという大聖仙が，タントラを実行するのが聞かれている．また，

『マハーバーラタ』において，ナラとナーラーヤナの両者と，アシュヴァッターマンとにつ

いては，

両者によりリンガにおいて神が祀られた．お前によって神像においてユガ毎に

［神が祀られた］．

とある．また「黄金の眼」［という聖地］において，ヴィシュヌが彼を宥めているからであ

る．また恩寵もある．

しかも，世間において，我々にとり，より一層愛しいものと，クリシュナよ，お

前はなるだろう．

云々と．

『ラーマーヤナ』においてもある．カールタヴィーリヤ等の称賛においても，［神像の］設

置を前提とするダルマが，
79Kataoka 2011:II:350, n.397参照．
80既に一度引用されている（n. 61）.
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よく焼いた煉瓦を積んだシヴァ寺院を，正しく作る者は

云々と．

スートラにおいて，

解脱を示すべきである

ともある．

また『アタルヴァシラス』『シュヴェーターシュヴァタラ』等のウパニシャッドにおいて，

リンガ供養等が聞かれている．それゆえ，これ（シヴァ教典）に異論はない．また，根源

が断たれていることもない．また，一部の人だけが受け入れているわけでもない81．

それゆえ，彼の文は，全ての正しい認識の手段によって押し退けられていないので，ま

た，すべてに優越するので，受け入れられるべきものに他ならない．『モークシャ・カーリ

カー』（146cd–147ab）においても説かれている．

またそれ（シヴァ教典）の対象は，他の認識手段によって妨害されていない．こ

れゆえ，より多い果報を実現してくれるそれ（シヴァ教典）は，ヴェーダ信者

達も［正しい認識の手段として］受け入れるべきである．

15 結

では，誰がこの著作を作ったのか，というのに答えて，

60. 以上，良註作者であるサディヨージョーティスが，60偈により，諸原理を

説いた．彼に恩寵を与えたのは，全知者である聖ウグラジョーティスである．

良註とは正しい註のことであり，『ラウラヴァ註』の名前である．その作者が，これを作っ

たという意味である．

聖ケータカナンダナ（＝サディヨージョーティス）という炎の光線――正しい

註の文を本質とする――により，無知の闇の継続が滅した〈アゴーラに始まる

シャンブ〉（アゴーラシヴァ）というグルが，原理の知識を知ろうとする賢者達

に恭しく懇願されて，諸原理の綱要への軽い明瞭な以上の註を作った．

＜キーワード＞ Sadyojyotis, Aghoraśiva, Tattvasam. graha, Śaivasiddhānta

（九州大学大学院准教授，博士（文学））
81以上の三条件については，Kataoka 2011:II:358–362参照．
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t�vs\g}h,
s�o>yoEt,EfvAcAyþZFt,.

aGorEfvAcAyk� tyA lG� VFkyA sEht,.

Efv(v\ Enml\ y-y f�E��Evl"Zm̂.
tmh\ svd\ v�d� �Fm�B}sBApEtm̂;
pdvAÈþmAZâ, s�o>yoEtg�!�m,.
sA"AEdv Efvo _-mAEBrl#ymEtv{Bv,; 5

t�vs\g}hc�dý -y þkAfAy EvtAEntA.
�FnArAyZk�W�n b� hÓFkA frEàfA;
tTAEp EKàb� �FnA\ b� hÓFkAþEv-tr�.
EhtAy lG� VFkA/ my�ym� prQyt�;

t/ tAvd/BvAnAcAy, prmEfvþZAmp� v� þkrZkrZ\ þEtjAnAEt— 10

EcdEcà�tArmj\ svâ\ f¬r\ þZMyAhm̂.
m�dmEtboDh�to-t�vAEn vdAEm s\"�pAt̂; 1;

EctA\ b�A(mnAm̂ aEctA\ Eb�d� mAyAt(kAyAZA\ n�tArmED¤AtAr\ sA"A(pÿ
r\pryA c f� �Af� �jgd� pAdAn�nA(mnA\ yTAh� f� �Af� �BogþdEm(yT,. aÿ
t� jgt, s\Env�fAEdm�v�n kAy(vAt̂ t(kt�ty��r-y EsE�ErEt BAv,. 15

et�n þk� Etkmp� zq��rvAEdno _Ep Enr-tA, , þk� EtkmZorc�tn(vAt̂ , p� ÿ
zq-y c sml(v�nA-vvf(vAt̂.

aj\ En(yEnml(vAt̂. frFrAEdyogA(mnAEp j�mnA rEhtm̂. an�n
cA-y En(y(v\ Es�m̂. a-y Eh jg(kt�rEn(y(v� j�mAEdyoEg(v�nAc�tÿ
n(vmnv-TAn\ c -yAt̂. 20

3 ��B}sBA� ] See Goodall 1998:xvii for Dabhrasabhā.

9 lG� VFkA ] Cf. Tattvatrayanirn. ayavivr.ti ad 8: etÎ Ev-tr�ZoÄm-mAEB-t�vs\g}hlG� ÿ
VFkAyAm̂.
13 Cf. Tattvaprakāśavr.tti ad 27 (50.17–18): Efvo Eh EctAmA(mnAmn� g}h\ mo"\ kt�Emÿ
QC� -t�qA\ mlpAkAy kmBogAT� c s� ÷AEd k� (vA pAfAnAmEctAmn� g}h\ -v&yApArsAmÿ
Lyo(pAdn\ kroEt.

3 ��B}� ] M𝑌 ; �dB}� P 10 �p� v� ] M𝑌 ; �p� vk\ P 10 þkrZkrZ\ ] P ; þkrZ\ M𝑌

10 þEtjAnAEt ] M𝑌 ; þEtjAnFt� P 13 EctA\ ] M𝑌 ; EcdEcà�tAr\ EctA\ P 13 aÿ
EctA\ ] M𝑌 ; aEctA\ c P 14 �d� pAdAn�nA� ] M𝑌 ; �d� (pAdAn�nA� P 15 �y��r-y ]

M𝑌 ; �y��r� P
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Ek\ c svâm̂ , mlrEht(vA(svkt�(vAÎ. id\ cA/Ak� tm̂—nA-y
âAn\ n{yAEykAdFnAEmv mn,s\yogA�p�"m̂ , aEp t� -vBAv ev. t-y
â�ykAyA�� pAEDB�dAdOpcAErkmAn�(ym̂. yQCý � yt�—

td�k\ EvqyAn�(yAd̂ B�dAn�(y\ þp�t�.
5 kt�(v\ tdEBà(vAt̂ t�d�vopcArt,; iEt.

f\ s� Km̂ aþ�ytA!p\ svâsvkt�(vA(mk\ -vsAMymA(mnA\ krotFEt f¬ÿ
r,. tdn�nA-y mo"þd(vmAh. l#ypd\ c{tt̂.

tm�v\B� t\ Bgv�t\ þZMy kAyvAÁnoEB, þ�FB� y t�vAEn p� ET&yAÿ
dFEn s\"�pAd̂ vdAEm. t�vl"Zm-yAEBD�yEm(yT,.

10 EkmTm-y þkrZ-yArMB,. at aAh—m�dmEtboDh�to,. ayÿ
mAfy,—�Fm�mt½A�� Ä-y t�vl"Z-yAEtEv-t� t(vA�m�dmtFnA\ tdvÿ
DArZmfÈm̂ , tt-t�qA\ s\"�p�Z t�vboDATm-yArMB iEt. t�vâAn-y
pr\pryA prAprmo"sADn(vAt̂ prmp� zqATA(mk\ þyojnm=y/ s� Ectm̂.
tt� t�vâAnþkrZyoâA=yâApkl"Z, s\b�Dŝ t�vâAnmo"yozpAyoÿ

15 p�yl"Z� s\b�D,. g� zs\þdAyA(mkmEp s\b�D\ v#yEt—

BgvAn� g}>yoEt, svâo _ymn� jg}Ah; iEt.
an� g}h-y copl"Z(vA(prmEfvA(þB� (yA(mA�tmEvEQCàfA-/s\þdAyt,
Es�A�tAT, þEtE¤t iEt BAv,; 1;

i(T\ t�v&yAHyA\ þEtâAy
20 &y� (�m�ZApn�yo _sO EfvAy gmn\ þEt.

iEt �Fm(-vAy\B� voÄ�� t�-t�qA\ s\hAr�m�Z{v dF"AyA\ f� E�ErEt s� cyn̂
s\hAr�m�Z{v pÑmhAB� tAEn tAvdAh—

E"EtjlEfEKpvnAMbrB� tA�ŷ

E"EtjlEfEKpvnAMbrA�y�v B� tAnF(yT,.
25 eqA\ p� ET&yAdFnA\ DArZAEdEB, kAy{, EsE�Er(yAh—

4 td�k\ ⋅ ⋅ ⋅ �pcArt, ] Mr.gendra vidyā 5:17
16 Tattvasam. graha 60cd
20 Svāyam. bhuvasūtrasam. graha vidyā 3:12cd

2 -vBAv ] M𝑌 ; âAn\ -vBAv P 2 t-y ] M𝑌 ; t-y c P 6 f\ ] M𝑌 ; f\kr\ f\ P

6 svâ� ] M𝑌 ; svâ(v� P 7 �r,. tdn�nA-y ] M𝑌 ; �r-tm̂. an�nA-y P 10 m�dÿ
mEtboDh�to, ] M𝑌 ; m�dmEtboDh�toErEt P 14 �l"Z, s\b�Dŝ ] M𝑌 ; �l"Zŝ P

15 s\b�D, ] M𝑌 ; s\b�D, Es�, P 20 �ZApn�yo ] P ; �Zopn�yo M𝑌 21 �B� voÄ� ]

M𝑌 ; �B� v� P 21 �-t�qA\ ] M𝑌 ; �-t�qA\ c P 23 �B� tA�ŷ ] M𝑌 𝑝𝑐 ; �B� tA�y�qA\
�m�Z v� �AEn. DArZs\g}hpAkA &y� ho dAn\ c ydvkAf-y P ; �B� tA�y�qA\ �m�Z v� �AEn
M𝑌 𝑎𝑐 25 eqA\ ] M𝑌 ; eqA\ c P
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eqA\ �m�Z v� �AEn.
DArZs\g}hpAkA &y� ho dAn\ c ydvkAf-y; 2;

t/ s\g}ho _v£MB, , &y� ho _vyvGVnm̂ , avkAf-yA-pd-y dAnmAkAÿ
fv� E�,. tto _vkAfdAnA(mnA kAy�ZAkAfEs��-tdBAvvAEdn�AvAkA-tÿ
(þ(y"vAEdno mFmA\skA� þEtE"ØA,. n cA-y n{yAEykAEdEBErv Enÿ 5

(y(vEm	yt� , v#ymAZvt̂ t�mA/kAy(vAd̂ B� vnADAr(v�� t��. &y� ho _Ep
vAy� kAyAZAm� pl"Zm̂. ydAh� ,—

-pffNdD� EtkMpEl½o vAy� ,. iEt; 2;

Ek\ c

g�Do rso _T !p\ -pf, fNdo mhFg� ZA, pÑ. 10

toyAdFnAm�t� p� v� p� v� EvhAy pErpAÔA; 3;

td� Ä\ �Fm�m� g��dý�—
iEt pÑs� fNdo _y\ -pfo B� tct� £y�;
afFto	ZO mhFvA�vo, fFto	ZO vAErt�jso,.
BA-vd`nO jl� f� Ê\ E"tO f� ÊA�n�kDA; 15

!p\ E/q� rso _MB,s� mD� r, qX̂EvD, E"tO.
g�D, E"tAvs� rEB, s� rEB� mto b� D{,; iEt.

at evA�yAd�y/oplND�rAkAf{kg� Z, fNd iEt y�{f�EqkAEdEBzÄ\ tdÿ

2Mr.gendra vidyā 12:21: &y� ho _vkAfdAn\ c pEÄs\g}hDArZA,. vAy� &yomh� tAfA\b� DrZFnA\
c v� �y,;
6 v#ymAZvt̂ ] Tattvasam. grahalaghut. ı̄kā ad 4

6 B� vnADAr(v�� t�� ] Mr.gendra vidyā 13:4cd: d� £\ p� rAEd y�o`y\ m� t� plyDEm c;
8 Padārthadharmasam. graha 54 (Bronkhorst): Evqy-t� pl<ymAn-pfAED¤AnB� t, -pfÿ
fNdD� EtkMpEl½ŝ Ety`gmn-vBAvo m�GAEdþ�rZDArZAEdsmT,.
13 iEt ⋅ ⋅ ⋅ b� D{, ] Mr.gendra vidyā 12:26cd–28; also quoted in Tattvaprakāśavr.tti ad 61

(97.23–27).

18 Cf. Tattvaprakāśavr.tti ad 61 (97.18–21): nn� v{f�EqkAEdEBrAkAfEvf�qg� Z, fNd
i	yt� (i	yt� ] M𝑌 ; i	yt�. tà V), aA�yAd�y/A=y� plND�,. tdy� Äm̂ (tdy� Äm̂ ]

M𝑌 ; yd� Äm̂ V), a-y h�to, þ(y"AgmbAEDt(v�n (�bAEDt(v�n ] M𝑌 ; �Evz�(v�n
V) kAlA(yyApEd£(vAt̂ (�£(vAt̂� ] M𝑌 ; �£(vAEdEt V) . tTA �AkAf� tAvt̂ þEtÿ
�� QCNd, (þEt�� QCNd, ] M𝑌 ; þEtfNd, V) �� yt� , vAyo, fkfkAEd, (fkfkAEd, ]
M𝑌 ; skskAEd, V), DmDmAEdko _`nO (DmDmAEdko _`nO ] M𝑌 ; a`n�DmDmAEd,
V), ClClAEdko _MBEs (ClClAEdko _MBEs ] M𝑌 ; clclAEdkmMBEs V), KXÿ

1 eqA\ ⋅ ⋅ ⋅ ydvkAf-y ] M𝑌 ; eqA\ �m�Z�Et P 3 _vyvGVnm̂ ] P ; _vyvGn\ M𝑌

7 ydAh� , ] M𝑌 ; ydAh P 18 �kAf{k� ] P ; �kAf-y{k� M𝑌
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y� Äm̂ , t-y h�to, þ(y"AgmbAEDt(v�n kAlA(yyApEd£(vAt̂. tTA Eh
þ(y"�ZAkAf� þEt�� QCNd, �� yt� , vAyO fkfkAEd, , a`nO DmDmAEd, ,
jl� ClClAEd, , p� ET&yA\ KXKXAEd,. Ek\ c B�yA�A�y�	v�v fNdA uÿ
pl<y�t i(yAEd Ev-tr�ZoÄm-mAEB, �Fm�m� g��dý v� E�dFEpkAyAEmEt tt

5 ev Evâ�ym̂; 3;

eqA\ c B� tAnAm-mdAEdbA��E�dý ypErQC��g� Z(vAd̂ GVAEdvt̂ kArZp� vkÿ
(vEs��-t(kArZ\ t�mA/pÑk\ Es�Em(yAh—

t�� tsmAng� Z\ kArZmAp� rk\ c t-y{v.
t�mA/\

10 t/ B� t�n smAng� Z\ t�mA/\ t-y B� t-y kArZm� pAdAnmAp� rk\ c poqk\ c
BvtFEt f�q,. ydAh� ,—

ak� t-y krZ\ k� t-y pErvDn\ c þk� Etkm. iEt.
tt� g�DAEdpÑg� ZA(mk\ g�Dt�mA/\ B� m�, kArZm̂ , rsAEdct� g�Z!p\ t�
rst�mA/\ jl-y�(y�vm�yt̂ -p£m̂. an�n{v t�qA\ prmAZ� kArZtAmEBdDAÿ

15 nA n{yAEykAdy, þEtE"ØA,. t�qAmAc{t�y� s(yn�k(vA�m� t(vAÎ GVAEdvt̂
pA\�AEdv�A kAy(vA&yEBcArAt̂. tt� t�mA/AEd�Ar�Z mAy{v prmkArÿ
ZEmEt v#yAm,. y��v\ smAng� Z(vAd̂ B� tt�mA/yo, ko Evf�q,. at
aAh—

B� t-y �y\ Evf�qo Evf�qrEht\ tt̂; 4;

20 yTA Eh p� ET&yAdyo g�DAEdg� ZA, þoÄvE�Ef£A upl<y�t� , n{v\ t(kArÿ

KXAEd, (KXKXAEd, ] M𝑌 ; kVkVAEd, V) p� ET&yAEm(yAEd (�Em(yAEd ] M𝑌 ; �EmEt
V) .
4 Ev-tr�ZoÄm� ] Mr.gendravr.ttid̄ıpikā ad vidyā 12:23
12 Also quoted by Aghoraśiva in Bhogakārikāvr.tti ad 5 and 20 and Tattvaprakāśavr.tti ad

74.
17 v#yAm, ] Tattvasam. grahalaghut. ı̄kā ad 28

2 þEt�� QCNd, ] M𝑌 ; þEtfNd, P 3ClClAEd, ] P ; ClClA M𝑌 3 KXKXAEd, ]
M𝑌 ; KVKVAEd, P 3 ��y�	v�v ] M𝑌 ; ��y�	vEp P 4 Ev-tr�ZoÄm-mAEB, �Fmÿ
�m� g��dý v� E�dFEpkAyAEmEt ] M𝑌 ; Ev-tr�ZA-mAEBm�g��dý v� E�dFEpkAyAm� ÄEmEt P 5 ev
Evâ�ym̂ ] M𝑌 ; evAvDAym̂ P 7 t�mA/� ] P ; t�mA/A� M𝑌 8 �smAn� ] P ; �sÿ
mAnsmAn� M𝑌 9 t�mA/\ ] M𝑌 ; t�mA/\ B� t-y �y\ Evf�qo Evf�qrEht\ tt̂ P 10 t/
B� t�n ] M𝑌 ; t�� tsmAng� Z\ t�n B� t�n P 12 pErvDn\ c ] P ; pErvDn\ M𝑌 14 an�ÿ
n{v t�qA\ ] M𝑌 ; an�n{t�qA\ P 15 �mAc{t�y� ] M𝑌 ; �mc{t�y� P 19 B� t-y ⋅ ⋅ ⋅ �rEht\
tt̂ ] M𝑌 ; B� t-y P 20 p� ET&yAdyo g�DAEdg� ZA, ] M𝑌 ; p� ET&yAEdB� tgtA g�DAdyo
g� ZA, P 20 n{v\ ] M𝑌 ; n{v P
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Z�q� t�mA/�E	vEt. tt� s� #m(vAdEvEf£g� ZmA/!pA��mA/vgA�� tvg-y
-T� l(vAE�Ef£g� ZyoEg(v\ Evf�q,. at ev{qA\ t�mA/s\âA. yQCý � yt�—

g� ZAEvEf£A-t�mA/A-t�mA/pdyoEjtA,; iEt; 4;

aT{qA\ B� tt�mA/AZA\ kAyfNdvAQy(vEmE�dý yADAr(v\ cAh—

et(kAy� dfDA krZ{rAEv[y kAyt� c�£Am̂. 5

aEvB� (vA(krZAEn t� kAymED¤Ay c�£�t�; 5;

etAEn c -T� ls� #m!p�Z�E�dý yADArAZF(y� Ä\ �Fm�mt½�—
t�mA/AZFh kVvn̂ mhAB� tAEn l�pvt̂; iEt; 5;

aT km�E�dý yEsE�mAh—

vcnAdAno(sgAn�dngmn�q� kmkrZAEn. 10

vAÃrpAy� þjnncrZsmAHyAEn krZAEn; 6;

u(sgo mlEvr�k,. vAgAdFEn kmA"AEZ vcnA�As� E�yAs� krZAEn Esÿ
�AnF(yT,. at� km�E�dý yABAvvAEdno n{yAEykAdy, þEtE"ØA,. nAkrZA
k� Et, s\BvEt.

nn� B�}lto("�pAdFnAmEp E�yA(vA(km�E�dý yAn�(yþs½ iEt c�t̂ , tÿ 15

1 Cf. Tattvaprakāśavr.tti ad 61 (97.12–15): fNd-pfAdFnA\ pÑAnAmEvf�qA anEB&yÄEvÿ
f�qAEZ s� #m!pAEZ pÑt�mA/AZF(y� Qy�t�. ⋅ ⋅ ⋅ tt� s� #m�<y, kArZ!p�<y, pÑB� tA�yÿ
-mdAEdbA��E�dý ypErQC��g� Z(vAt̂ -T� lAEn jAtAEn.
3 Mr.gendra vidyā 12:5cd

5 et(kAy� ⋅ ⋅ ⋅ c�£�t� ] Quoted by Aghoraśiva in Bhogakārikāvr.tti ad 6 and Tattvaprakāśa-

vr.tti ad 63 (101.16–17).

7 Cf. Bhogakārikāvr.tti ad 5: etAEn c B� tAEn -vkArZ{-t�mA/{, sh -T� ls� #m(v�ÿ
n�E�dý yADArAEZ E-TtAnF(y� Ä\ �Fm�mt½�. ; Tattvaprakāśavr.tti ad 63 (101.19–22): nn�
B� tA�y�voByvAEdEs�AnFE�dý yADArAEZ Bv�t� , Ekm�tgX� nAm� nA (�m� nA ] M𝑌 ; EnrTÿ
k�n V) t�mA/pÑk�n. tdy� Äm̂ , -T� ls� #mtyA tAnFE�dý yADArAEZ E-TtAnFEt �� t�,
(�� t�, ] M𝑌 ; �� y�t� V) . td� Ä\ (td� Ä\ ] M𝑌 ; yd� Ä\ V) �Fm�mt½� (�Fm�mt½� ] M𝑌 ;

�Fm�m� g��dý� V)—“t�mA/AZFh kVvn̂ (kVvn̂ ] M𝑌 ; GVvn̂ V) mhAB� tAEn l�pvt̂ ”

iEt.
8 Mataṅga vidyā 19:21cd. Also quoted by Aghoraśiva in Bhogakārikāvr.tti ad 6 and Tattva-

prakāśavr.tti ad 63 (101.21).

15 nn� ⋅ ⋅ ⋅ �EvroD, ] Quoted and translated in Goodall 1998:317, n. 458; cf. also Tattva-

1 �/�E	vEt ] M𝑌 ; �/�q� P 3 �-t�mA/A-t� ] P ; �-t�mA/At� M𝑌 7 �DArAZF� ]

M𝑌 ; �DArAEZ E-TtAnF� P 7 �Fm�mt½� ] em. ; mt½� P ; �Fm�m� g��dý� M𝑌 8 kV� ]

M𝑌 ; GV� P 10 �n�dngmn�q� ] M𝑌 ; �n�dAgmn�q� P 14 s\BvEt ] M𝑌 ; s\BvEt
yt, P
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à , t�qA\ (vEgE�dý yv(svfrFr&yApk(v�nA<y� pgmAd̂ h-tAd�r�v B�}"�pZAEdÿ
&yApAr,. tt-t�(s\âA t� t�EdE�dý yfÄFnA\ t/ t/ Evf�qAED¤AnAEd(yÿ
EvroD,; 6;

b� �FE�dý yA�y� Qy�t�—

5 �o/-pfndfnEj�AG}AZAEn b� E�krZAEn.

-p� [yt� _n�n�Et -pfn\ (vEgE�dý ym�v. dfnmEp c"� r�v.
aT k{&yApAr{r�qA\ EsE�Er(yAh—

þ(y�k\ fNdAEd	v�qAmAlocn\ v� E�,; 7;

eqA\ �o/AdFnA\ yTA�m\ fNd-pf!prsg�D�q� Evqy�	vAlocn\ g}hZ\ þÿ
10 (y�kmsADArZv� E�,. fNdAEdg}hZA�yTAn� pp�yA t�qA\ EsE�ErEt BAv,;

7;

iEt dfDA krZ\ bEhr̂

i(T\ dfþkAr\ bA��E�dý y\ â�yEmEt f�q,.

idAnFm�t,krZEsE�mAh—

15 iQCAs\rMBboDv� �y�yt̂.
a�t,krZ\ E/EvD\ Ec�Ah\kArb� E�EnvAQym̂; 8;

bA�krZAd�yd�t,krZ\ E/EvD\ mno_h\kArb� �AHym̂. t�qA\ �mAd̂ iQCAÿ
dyo &yApArA i(yAh— iQCAs\rMBboDv� �FEt.

t/�QCAfNd�n s\kSpAHymvDAnm�kAg}tAprpyAym� Qyt�. tÎ d� EÃ~ yA(mkAÿ
20 d̂ b� �h\kArkAyAd̂ g}A�g}AhkprAmfA(mno EBàm̂ , tyo, þ(yy!p(vAt̂.

ato y-y{t(kAy� t�mn iEt mn,EsE�,. tÎ mn, s\kSp�nA�tr�Z bA��ÿ
E�dý yAED¤An�n c E�DAEDkArF(y� Ä\ �Fm�mt½�—

E�DAEDkAEr tEÎ�\ BoÄ� BogoppAdkm̂.

prakāśavr.tti ad 59 (95.11–13): n�v�v\ c�d̂ B�}"�pAdFnAmEp E�yA(vAdn�ttA km�E�dý yAZAm̂.
tà , (vEgE�dý yvt̂ svfrFr&yApk(v�n{qAm<y� pgmAd̂ B�}"�pAEd h-tAd�r�v &yApAr i(yÿ
doq,.
23 E�DAEDkAEr ⋅ ⋅ ⋅ mn, ] Mataṅga vidyā 18:81–82

1 �nA<y� p� ] P ; �nA<y� pp� M𝑌 2 �r,. tt-t�(s\� ] M𝑌 ; �r,. t�(s\� P

9 eqA\ ] P ; y�qA\ ] M𝑌 9 �o/A� ] P ; �A� M𝑌 10 �DArZ� ] M𝑌 ; �DArZ\ P

17 t�qA\ ] M𝑌 ; t�qA\ c P 19 �HymvDAnm�� ] PM𝑌 𝑝𝑐 ; �Hym�� M𝑌 𝑎𝑐 20 �(mkAd̂ ]

M𝑌 ; �(mk(vAd̂ P 21 s\kSp�nA�tr�Z ] M𝑌 ; s\kSpA�tr�Z P
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bEh, krZBAv�n -voEct�n yt, sdA;
iE�dý yAZA\ t� sAmLy� , s\kSp�nA(mvEtnA.
kro(y�t,E-Tt\ B� y-tto _�t,krZ\ mn,; iEt.

�Fm�m� g��dý� _Ep—
d�vþvtk\ fFG}cAEr s\kSpDEm c. iEt. 5

t/ c d�vfNd�n�E�dý yA�y� Qy�t�. iE�dý yAED¤At� (v\ c t/{v sAEDtm̂—

aA(m�E�dý yATn{k� ÷� svd�vAþv� E�t,.
þv� E�kArkAE-t(v\ y� EÄto _=yvsFyt�; iEt.

tt�AEvB� (vA(þ(yA(mEnyttyAn�k(vAÎ kAy(v\ mns,.

tTA s\rMB, þy×A(mko _h\kArkAy ev. yd� Äm̂— 10

s\rMBo _h\k� t�v�E�,. iEt.
s c âAnfÅA�yB� ttyA bO�A@yvsAyvt̂ E�yAfÅA�yB� ttyA BvEt.
aym�v þAZAEd!p-yA�tr-y vAyo, þv� E�EnEm�m̂. ydAh� ,—

þ�rZAkqZ� vAyo, þy×�n EvnA k� t,; iEt.
Ek\ c g}A�prAmfA(mno b� E�kAyAt̂ þEt"Zmn�k!pAd(y�tEvl"Z-y{kÿ 15

!p-yAhEmEt g}AhkprAmf-y y(kArZ\ so _h\kAr i(yh\kArEsE�,. n
cAy\ t�vA�trAZA\ kAym̂ , t�qA\ -vkAy{r�v Es��, , kAyA�trh�t� (v� þmAÿ
ZABAvAt̂ , an�kt�vpErkSpnABAvþs½AÎ.

ev\ boDo g}A�A@yvsAyo b� E�v� E�,. tTA Eh E�EvDo _/ boDo _@yÿ

5 Mr.gendra vidyā 12:7ab

6 Cf. Tattvaprakāśavr.tti ad 58 (94.12): t/ d�vnAd̂ �otnAd̂ d�vA itFE�dý yA�y� Qy�t�.
7 aA(m�� ⋅ ⋅ ⋅ �sFyt� ] Mr.gendra vidyā 12:9
11 Bhogakārikā 33c; also quoted in Tattvaprakāśavr.tti ad 53 (90.7).
14 Pramān. avārttika 2:52ab (Ono)

19 E�EvDo _/ boDo ⋅ ⋅ ⋅ sAEp þ(y"(v�n s\mtA ] Cf. Mataṅgavr.tti ad vidyā 17:2 (383.14–

23), Watson 2006:370: E�EvDo Eh boDo BAvAnAm@yvsAyA(mko _n@yvsAy!p�. ydAÿ
h� ,—aE-t �AlocnAâAn\ þTm\ EnEvkSpkm̂. bAlm� kAEdEvâAnsd� f\ f� �v-t� jm̂; tt,
pr\ p� nv-t� Dm{jA(yAEdEByyA. b� �AvsFyt� sAEp þ(y"(v�n s\mtA; iEt. t/ yo _nÿ
@yvsAyA(mk, s svdA g}Ah [k ]!p�Z{v BAsmAn aA(m-vBAv ev�(y� Ä\ p�\pAf��rþkrZ�.
y-(v@yvsAy!p, s u(pàApvEg(v�nAvBAsmAno n p�\-vBAv, , En(y-yAEn(y-vBAvÿ
(vAyogAt̂. t(-vBAv(v� vA En(y(vþs½A(s\v�dn-y�v. n c En(yo _n� B� yt�. tto n
p�\s, -vBAv iEt. y-y -vBAv, sA b� E�, BAvAnAm̂ a@yvs�yto(pAEdkA. n tA\ EvnA
t�qAm@yvs�ytA s\BvEt yt,. ; see also Bhogakārikāvr.tti ad 48.

6 �(v\ c ] M𝑌 ; �(v\ P 8 �kArkA� ] P ; �kArZA� M𝑌 12 bO�A� ] M𝑌 ; boDA� P

16 y(kArZ\ ] M𝑌 ; y(krZ\ P 16 _h\kAr i(y� ] P ; h\kArEm(y� M𝑌 17 kAym̂ ]

M𝑌 ; kAy, P
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vsAyA(mko _n@yvsAy!p�. t/ yo _n@yvsAyA(mk, svdA g}Ahÿ
k!p�Z{vAvBAsmAn, s aA(m-vBAv ev. y-(v@yvsAy!p, s u(pào
_En(y(v�nAvBAsmAno n p�\s, -vBAv, , En(y-yAEn(y-vBAvAyogAt̂. n
c En(yo _sAvn� B� yt�. ato y-yAy\ -vBAv, sA b� E�,. ydAh� ,—

5 aE-t �AlocnAâAn\ þTm\ EnEvkSpkm̂.
bAlm� kAEdEvâAnsd� f\ f� �v-t� jm̂;
tt, pr\ p� nv-t� Dm{jA(yAEdEByyA.
b� �AvsFyt� sAEp þ(y"(v�n s\mtA; iEt.

Ek\ c DmA�A�ytyA b� E�EsE�, �� yt�—
10 BAvA b� E�g� ZA DmâAnv{rA`yB� ty,.

sAE�vkA &y(yy�n{t� rAgm� (s� >y tAmsA,; iEt.
aym/AEBþAy,—kmZo DmADmA(mno _n� ¤An!p-y t�("Zm�v nAfAÿ
�>j�yo _p� vAHy, s\-kAr, kAlA�trPl�� (y�yTAn� pp�yA kS=yt�. s
c nA(mEn s\BvEt , aEvkAEr(vAt̂ , kmZA\ c k� 	yAdFnAmA(ms\-kArkÿ

15 (vAd� £�, , aEp t� jX ev. y/ tAEn s\-kAr\ k� vE�t , sA DmA�£g� ZA
b� E�ErEt. ev\ âAnAEds\-kAr� _Ep vAQym̂. t� c BAvA, EsE�t� ÷AEdþ(yÿ
yB�d�n ft/ys\HyAtA Bv�tF(y� Äm�y/; 8;

i(T\ krZvg� þsA@y t/ k�qA\ k-mAd� (pE�Er(yAh—

u(pE�rh\kArAEÎ�bEh	krZB� tyonFnAm̂.

3 Mr.gendravr.ttid̄ıpikā vidyā 10.23: y-(v@yvsAy!p, s u(pà(vopp�yAEn(y(v�nAvÿ
BAsmAno n p�\s, -vBAv,.
5 aE-t ⋅ ⋅ ⋅ f� �v-t� jm̂ ] Ślokavārttika pratyaks.a 112

7 tt, ⋅ ⋅ ⋅ s\mtA ] Ślokavārttika pratyaks.a 120
10 BAvA ⋅ ⋅ ⋅ tAmsA, ] Mr.gendra vidyā 10:24

14 Cf. Tattvaprakāśavr.tti ad 39 (72.15–16): km Eh k� 	yAEdvt̂ þk� Ets\-kAr!p(vAd̂
b� E�g� Z(v�n{v�	yt� , nA(mg� Z(v�n , t-y EvkAEr(vþs½At̂.
16 See Goodall 1998:186, n. 77 for dharmādi.

16 EsE�t� ÷AEd� ] Mr.gendravr.tti ad vidyā 11.1: EsE�t� ÷AEdvgAZA\
17 �(y� Äm�y/ ] Mr.gendravr.ttid̄ıpikā ad vidyā 10:25; cf. also Tattvaprakāśavr.tti ad 52

(89.16–17): a-yA� b� ��DmA�£g� Z(v\ Es�AEdþ(yyB�d� �Fm�mt½AdAvvD�y,.

1 �y!p� ] M𝑌 ; �yA(mk� P 2 �Z{vAvBA� ] M𝑌 ; �Z{v BA� P 3 u(pào _En(y� ]

M𝑌 ; u(pà(v�nAEn(y� P 3 �BAvA� ] M𝑌 ; �BAv(vA� P 4 y-yAy\ ] M𝑌 ; _y\ y-y
P 4 ydAh� , ] M𝑌 ; tdAh� , P 5 �AlocnAâAn\ ] M𝑌 ; �Alocn\ âAn\ P 6 �Evÿ
âAn� ] P ; �EvâAn\ M𝑌 9 �tyA ] M𝑌 ; �tyAEp P 12 aym/A� ] M𝑌 ; aym�
P 12 t�("Z� ] M𝑌 ; t("Z� P 13 ��yo _p� vA� ] P ; ��yAp� vA M𝑌 16 EsE�ÿ
t� ÷AEd� ] M𝑌 ; Es�AEd� P 17 �s\HyAtA ] M𝑌 ; �s\HyA P 19 �bEh	krZ� ] P ;

�bEh,kr� M𝑌 (unmetrical)
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mhto _h\kAr-y t� mht� g� Z/yA>j�m; 9;

t/ mnso b� �FE�dý yAZA\ c sAE�vkA�{jsAHyAdh\kAr-k�DAd� (pE�, , kÿ
m�E�dý yAZA\ t� rAjsA�{kAErkAHyAt̂ , B� tyonFnA\ c t�mA/AZA\ tAmsAd̂
B� tAEds\âAt̂. ev\ E/EvDAh\kArAd�qAm� (pE�,. td� Ä\ �Fm�m� g��dý�—

�o/\ (v?c"� qF Ej�A nAsA c mnsA sh. 5

þkAfA�vyt, sA�vA-t{js� s sAE�vk,;
vAZF pAZF Bg, pAy� , pAdO c�Et rjoBvA,.
kmA�vyAd̂ rjoB� yAn̂ gZo v{kAErko _/ y,;
fNd, -pf� !p\ c rso g�D� pÑm,.
g� ZAEvEf£A-t�mA/A-t�mA/pdyoEjtA,. 10

þkAfkmk� �gv{l"�yA�moBvA,.
þkA[y(vAÎ B� tAEdrh\kAr�q� tAms,; iEt.

at� b� �FE�dý y�Ar�Z t{js�nAh\kAr�ZA(mno âAnfEÄz�mFSyt�. v{kAErk�ÿ
ZAEp km�E�dý y�Ar�Z E�yAfEÄz�mFSyt�. t-yA mEln(vA�dp�"A yt,.
eqA\ c sAE�vkAEd&yApAr, s�vAEdg� ZbAh� SyAt̂. “nAEm�\ pErZmt� ” 15

iEt �yAyAà (v�k\ jnk\ BvEt.

ah\kAr-y t� b� ��j�m , b� ��� g� Zt�vAt̂. td� Ä\ sA\Hy{rEp—
þk� t�mhA\-tto _h\kAr-t-mAd̂ gZ� qoXfk,. iEt.

nn� v{f�EqkAEdEBEnytEvqy(vAd̂ BOEtkAnFE�dý yAZF	y�t�. tdy� Äm̂ , cÿ
"� rAEdnA B� tA�trgt-y g� Z-y B� tA�trAZA\ kmsAmA�yAd�� g}hZAt̂. td� Ä\ 20

BogkAErkAs� —
BOEtk(vAÎ Enym� kmsAmA�yyo, -P� Vm̂.

5 �o/\ ⋅ ⋅ ⋅ tAms, ] Mr.gendra vidyā 12:3–6; 3–4 are quoted in Tattvaprakāśavr.tti ad 55

(92.21–24).
10 Quoted in Tattvaprakāśavr.tti ad 61 (97.13)

14 Cf. Mr.gendravr.tti vidyā 10:13: mEln(vAE(�yAâAnfÅo, km�E�dý yb� �FE�dý yAZAmp�"A.
15 nAEm�\ pErZmt� ] Source unknown. Also cited in Kiran. avr.tti ad 2:7–8 (Goodall

1998:38.1).
18 Sām. khyakārikā 22ab

22 BOEtk(vAÎ ⋅ ⋅ ⋅ d�EhnAm̂ ] Bhogakārikā 40; also quoted in Tattvaprakāśavr.tti ad 58

(94.9–10).

3 �v{kAErkAHyA� ] P ; �v{kAErHyA� M𝑌 3 tAmsAd̂ ] P ; tAmsAh\kArAd̂ M𝑌 4 E/ÿ
EvDAh\kArA� ] M𝑌 ; E/EvDAdh\kArA� P 4 td� Ä\ �Fm�m� g��dý� ] M𝑌 ; yd� Ä\ �Fm�m� g��dý�
P 6 sA�vA-t{� ] em. ; s�vA-t{� P ; s�vA�{� M𝑌 8 v{kAErko ] P ; v{ko M𝑌 (unme-

trical) 14 t-yA ] P ; t-y M𝑌 19 �EnytEvqy� ] P ; �Eny� M𝑌 19 tdy� Äm̂ ]

M𝑌 ; td=yy� Äm̂ P 20 c"� rAEdnA ] M𝑌 ; (v?c"� rAEdnA P
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d�v�<yo b� �yo n -y� , smvAy� c d�EhnAm̂; iEt.
yd� Äm̂—aAh\kAErk(vAEvf�q� n{qA\ EvqyEnym-vBAvB�d iEt , td=y� (pÿ
E�B�dAd̂ i"� EvkArAZA\ g� XK�XfkrAdFnAEmv BEv	ytFEt n Ek\Ecd�tt̂;
9;

5 aT g� Zt�vmAh—

s�v\ rj-tm� þHyA&yApArEnym!pA�.

þkAfþv� E�EnymA, s�vAdFnA\ �mA�ApArA i(yT,. eqA\ c s� #md�h�Ar�Z
sm-tmAyAkAy�q� &yApk(vmE-t. þkAfAdy�A�yAsAmþDAnAnA\ g� Zv� �Fÿ
nAm� pl"Zm̂. tTA Eh -T{yD{yAdyo _Ep s�v-y v� �y, , �OyfOyAdyo

10 _Ep rjs, , tms-(vrEtmA��Adyo _pF(y� Ä\ �Fm�mt½AdO.

nn� g� ZA ev þk� EtErEt sA\HyA, , tdy� ÄEm(yAh—

/y ev t� g� ZAE-(vh y�qA\ s\B� Etr&yÄAt̂; 10;

aymEBþAy,—g� ZAnAmAc{t�y� s(yn�k(vAd̂ yto GVAEdv(kArZp� vk(vÿ
m̂ , tt-t�qAm&yÄAd�v s\B� EtErEt. evfNdo EBà�m,; 10;

15 þk� EtkAy(vm�v þpÑyEt—

aEvBAgo Eh g� ZAnAmADAr� #mAEdBAgvdv[ym̂.
aADAro y-t-yA&yÄ\ td̂ gFyt� f{v�; 11;

#mAEdBAgAnA\ GVAEd!pAZA\ yTA p� ET&yA(mk aADAr� _v[ymEvBAgo Bvÿ
Et , ev\ s�vAdFnAmEp g� ZBAgAnA\ kE-m\E�dADAr� _v[ymEvBAgo Evâ�y,.

20 tt-t-yAEvBAg-y y aADArŝ td&yÄEm(y&yÄEsE�,. td� Ä\ �Fm�m� g�ÿ
�dý�—

tt, þADAEnk\ t�v\ klAt�vAdjFjnt̂.
sØg}E�TEndAn-y yt̂ td̂ gOZ-y kArZm̂; iEt; 11;

5 For gun. atattva, see Watson et al. 2013:443, n. 827.

10 mt½AdO ] Mataṅga vidyā 16:17cd–22ab

13 Cf. Tattvaprakāśavr.tti ad 24 (46.12–14): g� ZAnAm�v þk� Et(v�n sA\Hy{r<y� pgmAt̂ tEàÿ
rAsAy t�qAmc{t�y� s(yn�k(vAd̂ GVAdFnAEmv kArZA�tr�Z BEvt&yEmEt þk� EtEsE�rÿ
-mAEBzQyt�.
22 tt, ⋅ ⋅ ⋅ kArZm̂ ] Mr.gendra vidyā 10:19

1 c ] P ; Ep M𝑌 2 aAh\kAErk(vAEvf�q� ] em. ; aAh\kAErk(vAEvf�q� sEt P ; aÿ
h\kAErk(vAEvf�q� M𝑌 2 EvqyEnym� ] M𝑌 ; EvqyEnyt� P 13 �mAc{t�y� ] M𝑌 ;

�mc{t�y� P 23 �EndAn-y ] M𝑌 ; �EnDAn-y P
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an�tr\ rAgt�vEsE�mAh—

y>jEntAEB	v½� Bo`yAy nEr E�yA s rAgo _/.

nn� �Fm�mt½AdO þk� EtrAgyom@y� p� zqt�v\ �� yt�. s(ym̂. t-y t�
c�tn(vAEà(y(vAÎ B� vnA�ADAr(v�nA@v(v\ n BvEt. tTA Eh klAEdpÑÿ
ky� Ä-y BoÄ� (v�n p�\-(vml�nAnA(mAdAvA(mAEBmAn!p�Z yog iEt dF"AyA\ 5

t(-TAn ev tQC� �TmAgm�q� þk� Ett�vAd� @v� p� zq-y t�vtyA pAW, �� yÿ
t�. at�A/AcAy�Z t�Znm� p�E"tm̂. mAyAt�vAn�tr\ t� pf� -v!p\ v#yEt.

aE-màEr p� zq� y�n jEntAEBlAq� Bo`yv-(vAdAnAy þv� E�BvEt ,

so _/ f{v� fA-/� rAgo Evâ�y,. aEBlAqA(mnA kAy�Z rAgt�vEsE�Erÿ
(yT,. 10

n�vv{rA`yl"Zo b� E�Dm evAEBlAqh�t� ErEt sA\HyA,. tdy� Äm̂ ,

vAsnA!p-yAkAykr(vAt̂ , t-y vA kAykr(v� b� ��, svdAn�tvAsnAyoÿ
g�n p�\so Evz�An�tþEtpE�v{fsþs½AÎ. þ(yy!p(vAdEp Bo`y(v\ nAÿ
EBlAqh�t� (vm̂.

nn� Evqyg� Z evAEBlAqh�t� r-t� . tà , Evqys\EnDAnmA/Ad�v svÿ 15

-y srAgtAp��vFtrAgABAvþs½At̂. t-mAd̂ vFtrAgdfnA�yTAn� pp�yAÿ
EBlAqh�t� g}Ahkgto rAgo _<y� pg�t&y,. etd�vAh—

Bo`yEvf�q� rAg� n Eh kE��FtrAg, -yAt̂; 12;

3 �Fm�mt½AdO ] Mataṅga vidyā 14; cf. Tattvaprakāśavr.tti ad 49 (80.4–7): klAEdpÑÿ
t�vopb�\Ehto _Z� BoÄ� (v�n p�\-t�vEnd�f\ yAEt. n t� prmATt-t-y t�v\ B� vnADAr(v\ c
Ev�t�. at ev t�� vnAnA\ rAgt�v ev E-TEtEr(y� Ä\ �Fm�mt½AdO. t-y c dF"AyA\
þk� Ett�vf� �n�trm/{v p�\-(vmlf� �T� pAW iEt n doq, ËEct̂.
7 v#yEt ] Tattvasam. grahalaghut. ı̄kā ad 29

13 Evz�A� ] But cf. Bhogakārikāvr.tti ad 92: av{rA`yl"Z-y !p-y tAv�AsnA!ÿ
p(vAà kAykr(vm̂ , vAsnAv-TAyAmEp kAykr(v� b� ��rn�tvAsnAyog�n p�\so y� gpE�ÿ
z�An�tþEtpE�v{fsþs½At̂. ; see Mr.gendravr.ttid̄ıpikā ad vidyā 10:11, which also has

y� gpd̂.
13 Bhogakārikāvr.tti ad 92: þ(yyA(mnA -T� l!p�Z Bo`ydfAmApà�n tE-mn̂ rAg� _<y� ÿ
pgMymAn� _Ep þA`v�FtrAgABAvþs½ iEt.

3 s(ym̂ ] M𝑌 ; tt̂ s(ym̂ P 4 BvEt ] M𝑌 ; s\BvEt P 5 �pÑk� ] M𝑌 ; �pÑÿ
kÑ� k� P 9 f{v� ] M𝑌 ; f{v� P 9 rAgo Evâ�y, ] em. ; rAgo â�y, P ; Evâ�y, M𝑌

12 �vAsnA� ] P ; �pvAsnA� M𝑌 13 p�\so ] M𝑌 ; p�\so y� gpd̂ P 13 þ(yy!p(vAdÿ
Ep Bo`y(v\ ] M𝑌 ; þ(yy!p-yAEp Bo`y(vAn̂ P 16 �rAgABAv� ] P ; �rAgABA� M𝑌

18 -yAt̂ ] P ; -yAEdEt M𝑌
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n c km{v rÒk\ BEv	ytFEt vAQym̂ , t-y Pljnn ev cErtAT(vAt̂ ,

an�kt�vpErkSpnABAvþs½AÎ.
nn� mAyAyA mohk-vBAvo rAgo _-t� . tà , yto n mAyAyA, sAÿ

"A�mohk(vm̂ , aEp t� kAy�Ar�Z{v�(ydoq,; 12;

5 vFtrAg� þ(y"Es� ev�(yAh—

yd� pEht� _EB	v½o mhEt p� n-td� pDO s no d� £,.
t-mAào vAQyEmd\ sEvf�qo nAE-t vFtrAg iEt; 13;

y�n -ìyAEdnA Evqy�ZopEht� mhEt b� �O y-y p�\so _EB	v½o d� £, , tÿ
-y{v p� n, p�A>âAnAEdnopk� t-y td� pDO t�n Evqy�ZopDAn� s(yEp so

10 _EBlAqo n d� £,. t-mAt̂ þ(y"d� £(vAdnEBlAql"Z, sEvf�qo vFtrAgo
nA-tFEt n vAQym̂; 13;

Ev�At�vEsE�mAh—

krZ�n y�n Bo`y\ kroEt p� zq, þco� mhdAdFn̂.
Bo`y� Bog\ c p� n, sA Ev�A t(pr\ krZm̂; 14;

15 y�n krZ�n b� �h\kArAEdkrZg}Am\ þco� p� zqo Bo`y\ En	pAdyEt , tÿ
E-m\� Bo`y� Bog\ c kroEt , tE��AHy\ krZm̂. aA(mno _Ets\Enk� £(vAt̂
prEm(y� Qyt�. etd� Ä\ BvEt—a��n pTA dFEpkyA yAtF(yAdAEvvA/An�ÿ
kkrZsA@y� _Ep Pl� Ev�{v prm\ krZm̂ , yt-ty{v Bo`y\ jAnAtFEt;
14;

20 Ek\ p� nr/ Bo`y\ ko vA Bog i(yt aAh—

b� E�EvqyAkArA s� KAEd!pA smAsto Bo`ym̂.
Bo`y� Bogo BoÄ� E��EÄBò yEnBAsA; 15;

1 Cf. Kiran. avr.tti ad 2:16–17 (Goodall 1998:46.6): nn� km{vAvrZ(v�n kS=ytA\ Ek\ ml�n�Et
"pZkA,.
4 Cf. Kiran. a 2:15cd: mAyAEp moEhnF þoÄA EvqyA-vAdBogt,;
17 a��n ⋅ ⋅ ⋅ jAnAtFEt ] Cf. Mataṅgavr.tti ad vidyā 10:4cd, 310.7–8: a��n pTA dFEpÿ
kyA v}jtF(yAdAEvvA/ an�kkrZsA@y� Pl� _Ep Ev�{v pr\ krZm̂. yt-tyA BogAn̂
þp�t� p� zqo jAnAtFEt. ; See Goodall 1998:206, n. 138.

3 yto ] P ; tyto M𝑌 7 sEvf�qo ] M𝑌 ; s Evf�qo P 9 t�n ] M𝑌 ; t�n t�n P

10 sEvf�qo ] M𝑌 ; s Evf�qo P 16 aA(mno _Et� ] M𝑌 ; aA(mn, P 17 pr� ] P ;

prm� M𝑌
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a@yvEstú?c�dnAEdEvqyA , at ev s� Kd� ,KmohA@yvsAy!pA b� E�r�v
p�\s, smAst, s\"�p�Z Bo`ym̂ , t-yA ev sA"A�o`y(vAt̂. EvqyA-t�
bA�A-t(sADn(v�n pr\pryA Bo`yA i(y� Qy�t�. tTA Eh Bo`y\ Eh v-t�
Ec�AEDE¤t\ b� �FE�dý yv� �d\ Ev�AyA Evqy(v�nop-TApyEt. tÎAh\kArv� ÿ
�yA(mprAmfp� EvkyA b� �A@yvEst\ p� zqo g� ¢AEt. ydAh� ,— 5

b� �@yvEstmT� p� zq��tyt� yt,; iEt.
tt� b� �AdFnA\ s\EnEhtAs\EnEhtEvqyop-TApk(v�nopyog, , n t� s\Evÿ
>jnk(v�n. t/Av-TAEpt\ Evqy\ b� �h\kAr�E�dý yv� E�B�d{r̂ yyA Evv�cyEt ,

sA Ev��Et Ev�AEsE�,.
tt� BoÄ� rn� s�DAt� , p� zq-y , Bo`y� b� �AHy� s� KA�@yvsAy!p� , 10

s� Hyh\ d� ,HyhEmEt Bo`yEnBAsA Bo`yoprÄA , Ec�EÄ, s\Evd� dy, , s
Bogo m�t&y,. yd� Ä\ �Fm(-vAy\B� v�—

Bogo _-y v�dnA p�\s, s� Kd� ,KAEdl"ZA. iEt.
tt�A@yvsAy-m� EtþEtBAEdþ(yyB�dEBàA b� E�rEp yyA v��t� , sA Evÿ
�A. at� pr\ krZEm(y� Äm̂; 15; 15

nn� b� E�r�v þkAf!p(vAt̂ s� yAEdvd̂ EvqyAn=y@yvsAy�n þkAfEy	yEt ,

-vA(mAnmEp g}AhEy	yEt , tE(kmn�n Ev�AHy�n krZ�n. at aAh—
6 Source unknown. Quoted in Kamalaś̄ıla’s Tattvasam. grahapañjikā ad 94, Prajñākara-

gupta’s Pramān. avārttikālam. kāra ad 3:302 (Ono’s number), 341.7–8 (Sankrityayan), Prajñā-

karamati’s Bodhicaryāvatārapañjikā 454.15 (Poussin), Yogasūtrabhās.yavivaran. a 190.22,

Rāmakan. t.ha’s Mataṅgavr.tti ad vidyā 10:6–13ab, Aghoraśiva’s Bhogakārikāvr.tti ad 74cd–

75ab, Tattvaprakāśavr.tti ad 47, Mr.gendravr.ttid̄ıpikā ad vidyā 10:10 (with yatah. ) and

Kriyākramadyotikā 189–190, and Tarkarahasya *33.18 (Yaita). For quotations in various

Jaina sources, see Mahendrakumar’s note on Nyāyakumudacandra 190.5. Cf. Nyāya-

bhās.ya ad 3.2.2: p� zq��tyt� b� E�jAnFt iEt n�d\ âAnAdTA�trm� Qyt�. ; Nyāyavārttika

ad 1.1.15, 75.12: n b� �vEstAnTAnA(moplB�t ; 75.15: b� E�r@yv-y(yA(mA c�tyt iEt
c�t̂.
8 Cf. Mr.gendravr.ttid̄ıpikā vidyā 10:10: t/ þ-TAEptEvqy\ (sic) b� �h¬Ar�E�dý yv� E�B�d{ÿ
yyA Evv�cyEt sA Ev��Et Ev�AEsE�,.
13 Svāyam. bhuvasūtrasam. graha 1:12ab

14 tt�A� ⋅ ⋅ ⋅ sA Ev�A ] Cf. Kiran. avr.tti ad 1:16cd–17 (Goodall 1998:22): EvEnv� �mlÿ
-yAEp Eh p�\s, -m� EtþEtBAEvkSpAEdv#ymAZb� E�v� �yA(mks\Ev�O av[ym̂ krZA�tr�Z
BEvt&y\ s\EvE�(vAEdE�dý yATs\EvE�vt̂. ⋅ ⋅ ⋅ ato y�/ krZ\ sA Ev��Et b�DA�trEsE�,.

5 b� �A� ] P ; b� �� M𝑌 5 �vEst\ ] M𝑌 ; �vEstmT� P 6 ���tyt� yt,; iEt ]

M𝑌 ; ���tyt�; iEt P 7 tt� ] M𝑌 ; om. P 8 t/Av-TAEpt\ Evqy\ ] em. ; tm� ÿ
p-TAEpt\ Evqy\ P ; t/Av-TAEptEvqy\ M𝑌 8 yyA ] M𝑌 ; sh yA P 11 �d� dy, ]
M𝑌 ; �d� �v, P 15 at� ] M𝑌 ; tÎ P 17 �mn�n ] M𝑌 ; �m�y�n P
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rEvv(þkAf!po yEd nAm mhA\-tTAEp km(vAt̂.
krZA�trsAp�", fÄo g}AhEyt� mA(mAnm̂; 16;

þkAf!pAEp b� E�g}A�tApàmA(mAn\ krZ(v�n g}AhEyt�\ n "mA , g}A�(v�ÿ
n GVAEdvd̂ bEhr½(vAt̂. id\ cA/Ak� tm̂—þkAf!pA aEp s� yAdyo n

5 k�vlA, -vA(mAn\ g}AhyE�t , Ek\ t� c"� rAEdkrZAp�"A ev. tt, -m� (yAÿ
Ed!pAEp b� E�n k�vlA, -vA(mAn\ g}AhyEt , aEp t� krZA�trsAp�"{v�Et
t(krZ(v�n Ev�AEsE�,; 16;

nn� þk� Etr�v b� �A(mnA pErZtmA(mAn\ p� zq-y Bo`y(v�n dfyEt. p� zÿ
q-y n kt�(vm̂ , aEp t� dý £� (vm�v. ato _kt�(vA�-y n krZAp�"�Et

10 p� nrEp Ev�AnTÈm̂. at aAh—

s\b�DA(krZA�{BogO(s� È�n t(þyoÄ� (vAt̂.
tÎ�£APlyogA(s\Es�A kt�tA p�\s,; 17;

krZ{b��AEdEB, , aAEdg}hZAE�qy{� s\b�DAt̂ , BogAEBlAq�Z t�qA\ krZAÿ
dFnA\ þyoÄ� (vAt̂ , c�£AyA Evqyg}hZAE(mkAyA, Pl�n s� KAEdnA yogAÎ

15 p� zq-y kt�(v\ Es�m̂. Bo`yO(s� È�n�Et pAW� Bo`yv-t� Evqy�ZAEBlAq�Z�Et
&yAHy�ym̂.

id\ cA/Ak� tm̂—þk� t�rc�tn(v�n n p� zq\ þEt pArALy�n þv� E�y�ÿ
ÄA , p�\s ev t� c�tn(v�n krZAEdþyoÄ� (v\ s\BvEt. tt-t-y{v kt�(vm̂ ,

aktEr krZAEds\b�D-y EnrTk(vAEdEt.
20 n�vc�tn-yAEp "Fr-y gvAd�v(sAEdv� �T� þv� E�d�£A. yd� Ä\

sA\Hy{,—
v(sEvv� E�EnEm�\ "Fr-y yTA þv� E�râ-y.
p� zqEvmo"EnEm�\ tTA þv� E�, þDAn-y; iEt.

tà , "Fr-yAEp c�tngvAEdþ�Ert-y{v þv� E�dfnAt̂ , þDAn-yAEp n -vÿ
25 t, þv� E�zpp�t� yt,; 17;

1 Verse 16 is quoted in Mr.gendravr.tti ad vidyā 10:10, Nareśvarapar̄ıks. āprakāśa 3:8, and

Bhogakārikāvr.tti ad 95cd–96ab; 16ab is quoted in Tattvaprakāśavr.tti ad 47 (78.14).
12 Rāmakan. t.ha refers to v. 17 in Paramoks.anirāsakārikāvr.tti ad 3c (Watson et al.

2013:115.98): an� mAn�nA=yA(mnA\ kt�(v\ sAEDtm�v t�vs\g}hAdO v� E�k� tA.
22 v(s� ⋅ ⋅ ⋅ þDAn-y ] Sām. khyakārikā 57

5 Ek\ t� ] P ; Ek\ c M𝑌 6 k�vlA, ] M𝑌 ; k�vlA P 6 g}AhyEt ] P ; g}AyEt M𝑌

9 p� zq-y ] M𝑌 ; p� zq-y t� P 13 aAEd� ] M𝑌 ; aAEdfNd� P 14 c�£AyA ] M𝑌 ;

tÎ�£AyA P 14 Pl�n ] M𝑌 ; E�yAyA, Pl�n P 17 �n(v�n n ] M𝑌 ; �n(vAà P

18 c�tn(v�n ] M𝑌 ; c�tn(vAt̂ P
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Ek\ cA-yA kt�(vA<y� pgm�—

&yT� BoÄ~ EBDAn\ &yT� c tt, þDAncErt\ v,.
nEr kt�(vEvhFn� n c Bog ihAþyojk� d� £,; 18;

y-mA(kt�(vrEht� krZA�þyojk� vA p�\Es Bogo n d� £, , tto Bog-yAEp
s\v�dn!p-y E�yA(v�n BoÄ� , kt�(vAnpgmAt̂ , tdn<y� pgm� BvtA\ p� zq� 5

BoÄ� (vkTn\ t�ogATmc�tn-y þDAn-y þv� E�� kS=ymAnA EnrT(vAà
y� Ä�(yT,. tt, krZAEdþyoÄ� (vAÎ p�\s, kt�(v\ Es�m�v. ydAh� ,—

þv� �O c Env� �O c kArkAZA\ y I�r,.
aþv� �, þv� �o vA s ktA nAm kArk,; iEt; 18;

i(T\ âAt� (vv(kt�(vmEp p�\s, -v!pEmEt þEtpAEdtm̂. idAnF\ tyornAEdÿ 10

mlAv� t(vAEQCv-y�v svdA n þkAft iEt k�nAEp &y¾tA Es��(yAh—

&y¾\ kt�(vmto _svAT(vA(kdAEcd� (p��,.
âAt� (vvEdh

sklAv-TAyA\ âAt� (vvt̂ kt�(v-yA=ysvEvqy(vAt̂ kdAEcd� (p�mAn(vAÎ
k�nA=yAg�t� nA &y¾(v\ þtFyt�. tt� t�ÒktyA klAt�vEsE�Er(yAÿ 15

h—

v��A t�EÄkrF klA sA t� ; 19;
tyoâ(vkt�(vyor�kd�f� mlEvdArZ�n yA &yEÒkA , sA kl�Et klAEsE�,;
19;

nn� mlz�AEp p�\s, fEÄ, s� E£kAl� EfvfÅA þboDm�	yEt , tt̂ Ek\ 20

klAHy�n t�v�n. tt aAh—

8 þv� �O ⋅ ⋅ ⋅ kArk, ] Source unknown. Quoted in Rāmakan. t.ha’s Nareśvarapar̄ıks. ā-

prakāśa ad 1:56, Mataṅgavr.tti vidyā 6:31, 6:67, Tattvatrayanirn. ayavivr.ti ad 3 (Goodall

2008:321.18–19) (þv� �O vA Env� �O vA ) , Aghoraśiva’s Bhogakārikāvr.tti ad 72cd–73ab,

98cd–99ab, and Mr.gendravr.ttid̄ıpikā ad vidyā 2:15.

18 Cf. Kiran. a 2:13: yt, -vkAys\��qAÎ{t�y�oEtkA(mn,. ml\ EvdAy Ec�EÄm�kd�f�
kro(ysO;

2 �EBDAn\ ] M𝑌 ; �EBDA P(unmetrical) 5 �(vAnpgmAt̂ ] PM𝑌 𝑝𝑐 ; �(vApgmAt̂ M𝑌 𝑎𝑐

6 EnrT� ] M𝑌 ; EnrTk� P 7 þyoÄ� (vAÎ ] M𝑌 ; þyoÄ� (vAd̂ BoÄ� (vAÎ P 8 þÿ
v� �O c ] P ; þv� �O M𝑌 (unmetrical) 11 svdA ] M𝑌 ; sv/ svdA P 11 þkAft ]

M𝑌 ; þkAf P 11 k�nAEp ] P ; k�qA\ nAEp M𝑌 14 sklA� ] M𝑌 ; ih sklA� P

18 �â(v� ] M𝑌 ; �âAt� (v� P 18 �kd�f� ] M𝑌 ; �kd�f� P 21 tt ] M𝑌 ; at P
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pAf\ t� EvnA n�fo &yÒyEt yto n svEvqy\ tt̂.
doqo Evqmo _pLy\ Evn{v no rogkt�fEÄEmv; 20;

yt, s\sArAv-TAyA\ p�\s�{t�y\ d� EÃ~ yA(mkmsvEvqy\ d� [yt� , tt, pAf�Aÿ
r�Z{v tdF�ro _EB&ynEÄ , n sA"At̂. mlpErpAk� t� dF"AHyyA -vfÅA

5 svEvqy\ t(þkAfytFEt v#yAm,. tt� fEÄ-t�vA�trAED¤An�n{vA(mnA\
BogdAEykA , n sA"At̂. tTA sEt b� �AdFnAm=yAnTÈþs½AEdEt BAv,.

etd�v doq i(yAEdnA d� £A�top�yAs�n dý YyEt. yTA Eh Evqmo _sAÿ
My\ þAØo doqo vAtEp�AEdrpLy\ EvnA rog-y kt�fEÄmsOHykrZsAmLy�
n &yÒyEt , aEp (vpLys�vA&yvDAn�n{v , tT�fo _Ep pAf&yvDAn�n{ÿ

10 vA(mnAmsvEvqy\ c{t�y\ &yÒytF(y�tAvtA d� £A�ttA , n svTA sAMy�n ,

t-y d� ,K{kh�t� (vAt̂ , I�r-y c td� pkArAy{v þv� �(vAt̂. etÎ klAEdÿ
kAykt�(vmF�r-yAn�tA�ED¤An�n�(y� Ä\ �FmE(krZ�—
f� �� _@vEn Efv, ktA þoÄo _n�to _Est� þB� ,. iEt; 20;

nn� Bog-y kmEnb�Dn(vAd̂ EvâAnk�vl-y kmrEht-y s� Kd� ,KAEdBoÿ
15 gs\v�dnAd� £�, kmZ{v p�\s�{t�y&yEÄmF�r, kEr	ytFEt. at aAh—

n c kmZ{v y-mAĉ cErtAT� km BogEn	p�O.
âAn� _Ep c þs½At̂ tt� Ev�AEdb�Dv{yLym̂; 21;

nA/ kmZ{v k�vl�nA(mn�{t�yAEB&yEÄ, , t-y Pljnn ev cErtATÿ
(vAt̂ , kAyA�trh�t� (v� þmAZABAvAÎ. t-y{v c kAyA�trh�t� (v� _<y� pÿ

20 gMymAn� Evqyg}hZA@yvsAyAEdkAy� _Ep t-y{v h�t� (v\ þs>y�t. tt�
Ev�Ab� �AdFnAmEp t�vAnAmAnTÈþs½,. tt-t�vA�trshk� t-y{v kmÿ
Zo BogEnEm�(vEmEt.

yTA@yvsAyAEdkAyA�yTAn� pp�yA b� �Ady, kS=y�t� , ev\ p�\so âAÿ
nE�yAfÅEB&yÅ�yTAn� pp�yA klA Es@ytFEt n kE��oq,; 21;

3 yt, ⋅ ⋅ ⋅ d� [yt� ] Cf. Goodall 1998:203, n. 132.
5 v#yAm, ] Tattvasam. grahalaghut. ı̄kā ad 36–37
13 Kiran. a 3:26cd

18 nA/ ⋅ ⋅ ⋅ n kE��oq, ] Cf. Goodall 1998:204, n. 133.

23 yTA� ⋅ ⋅ ⋅ kS=y�t� ] Cf. Tattvasam. grahalaghut. ı̄kā ad 8

3 �kmsv� ] M𝑌 ; �k\ n sv� P 3 tt, ] M𝑌 ; at, P 5 fEÄ� ] M𝑌 ; Efvÿ
fEÄ� P 7 dý YyEt ] M𝑌 ; d� YyEt P 7 yTA ] P ; ydA M𝑌 10 �DAn�n{vA� ] P ;

�DAn�n{vmA� M𝑌 10 �tAvtA ] M𝑌 ; �tAvtA/ P 14 �k�vl-y ] M𝑌 ; �k�vl-y c
P 15 p�\s�{� ] M𝑌 ; k�vl�nA(mn�{� P 15 �&yEÄ� ] M𝑌 ; �v� E�� P 20 þs>y�t ]

M𝑌 ; þs>yt� P 20 tt� ] P ; t� M𝑌 21 �b� �AdFnAmEp ] P ; �b� �FnAmEp M𝑌
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a/ prAf¬A—

p� v� klAEdyogAd̂ ag}hZA�� EÃ~ y� n Ev��t�.

klAEdt�vs\b�D ev â(vkt�(vyoz(p��, , t(p� vk(v-y c tyodfnAt̂ ,

â(vkt�(v� tE-màA(mEn tdAnF\ -v!ptyA n Ev��t� , aEp t� klAEds\yoÿ
g evo(p��t�. tto âAnA�ADArty{vA(mA Es@yEt , n t� â(vAEd!pty�Et 5

p� v, p",.
Es�A�t-t� —

&yÒkrEht� t/ Eh no g� ��t� n KSvs�AvAt̂; 22;

aymEBþAy,. jX-vBAv-y GVAd�Erv âAnsmvAyABAvAt̂ , aEn(yâAnÿ
smvAyA<y� pgm� EvkAryog�n t-yA=yEn(y(vþs½At̂ , &yÒks\EnDAn� âÿ 10

(v!p-y g}AhkA(mn, -vs\v�dnEs�(vAÎ En(ym�vA(mn��tnA(mk(vm<y� ÿ
pg�t&ym̂. tÎA(mn, -v!pmnAEdmlAv� t(vAd̂ &yÒk�n EvnA n þkAft
i(y� Äm̂. tt� klAEdyogA(p� v� &yÒkrEht(vAt̂ t� â(vkt�(v� t/A(mÿ
En n þkAf�t� , n (vs�AvAt̂. &yÒkABAvk� to Eh yo _n� plMB, s
nABAvsADk, , aEp t� sEt &yÒk� , B� gtEnDAnAdFnA\ s�v� _Ep &yÒÿ 15

kAs\EnDAn�nAn� plMBAt̂; 22;

etd�vAh—

uplMBk� c s(yEp lok� yàopl<yt� tdst̂.

y-y Eh GVAd�, þdFpAEd&yÒks�Av� _Ep noplMB, , t-y{vAs�vm̂ , nAÿ
�y-yA�DkArAEdEtroDAn�nAn� pl<ymAn-y. at� âAnE�y� aEp &yÒkAÿ 20

BAvAd�v nopl<y�t�. t-mA(kdAEcdEp nAs�A\ v}jt i(yAh—

âAnE�y� c t�àAs�� t� kdAEcdt,; 23;

2 p� v� ⋅ ⋅ ⋅ Ev��t� ] Quoted in Tattvatrayanirn. ayavivr.ti ad 10 (Goodall 2008:327).

8 &yÒkrEht� ⋅ ⋅ ⋅ KSvs�AvAt̂ ] Quoted in Tattvatrayanirn. ayavivr.ti ad 10 (Goodall

2008:327).

3 �z(p��, ] M𝑌 ; �zpp��, P 3 t(p� vk(v-y ] M𝑌 ; t(p� vk\ P 3 tyodfnAt̂ ] M𝑌 ;

tyordfnAt̂ t� P 5 �ty{vA(mA ] M𝑌 ; �t{vA(mn, P 5 �!pty�Et ] M𝑌 ; �!pt�Et
P 6 p� v, p", ] M𝑌 ; p� vp", P 11 â(v� ] M𝑌 ; âAt� � P 14 (vs�AvAt̂ ] M𝑌 ;

(vs�vAt̂ P 16 �n�nAn� plMBAt̂ ] em. ; �n� _n� plMBAt̂ P ; �n�nAn� pl\pl\BAt̂ M𝑌
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nn� j�mn, p� vmn� BEvt� âAnAEds�AEn�yABAvA(s\fy ev y� Ä,. tà ,

tdhjAtAnAmEp bAlAnA\ -TAnkrZAEBGAtAEdc�£AEvf�q-y þy×p� vk-y
EhtAEht-mrZAEvnABAv�n &yvhArkAl� Es�-y dfnAĵ j�mn, þAgEp
â(vkt�(vyo, s�v\ Es�m�v yt,; 23;

5 etd�v d� £A�t�n sADyEt—

þA?pcn&yApArA�QCEÄ, pAck� yTA t�t̂.
boDA(krZAÎAZo, p� v� Es�� t� tQCÄF; 24;

yTA pcnE�yAdfn�n t(p� vkAlmpErd� [ymAnmEp pcnsAmLy� pAck� þAÿ
g�vA-tFEt gMyt� , n t� t(kAlm�vo(p�t iEt , ev\ âAnE�yAkAyyodÿ

10 fnAdA(mn-t� âAnE�yAfÄF þAg�v Ev��t� iEt En�Fyt�. td� Ä\ �Fm�m� ÿ
g��dý�—

c{t�y\ d� Ã� yA!p\ td-(yA(mEn svdA.
svt� yto m� ÄO �� yt� svtom� Km̂; iEt;

tt�—

15 &yÒksAp�"(vAt̂ t�m� l\ EkmEp d� EÃ~ yAvrZm̂.
ydBAv� d� EÃ~ yyo, svAT(vAdZon s\srZm̂; 25;

yt, s\sArAv-TAyA\ âAnE�yyo&yÒkAp�"A d� [yt� , tt-tdp�"AyA, kArZ\
d� EÃ~ yAQCAdk\ Ekm=y-tF(yvsFyt� , y-yABAv� m� ÄA(mnA\ â(vkt�(vyoÿ
rF�rv(svEvqy(vA(p� n, s\sAryogo nA-tFEt �� yt�.

20 nn� sA\Hy{Enml evA(mA<y� pgt,. tdy� Äm̂ , s\sArAv-TAyA\ t-y

2 -TAnkrZAEBGAtAEd� ] Paramoks.anirāsakārikāvr.tti ad 44 (Watson et al. 2013:174): eÿ
tÎopl"Zm�y�qA\ -TAnkrZAEBGAtAdFnAm̂. ydAh� ,—aA�, krZEv�yAs, þAZ-yo@v�
smFrZm̂. -TAnAnAmEBGAt� n EvnA p� vv�dnAm̂; (Vākyapad̄ıya 1:130) iEt. (fNdBAÿ
vnAm̂ instead of p� vv�dnAm̂ in Rau’s edition ); the verse is also quoted in Kiran. avr.tti ad

1:15 (Goodall 1998:18.31–32) and Mr.gendravr.ttid̄ıpikā ad vidyā 6.6cd.

12 c{t�y\ ⋅ ⋅ ⋅ svtom� Km̂ ] Mr.gendra vidyā 2:5

18 d� EÃ~ yAQCAdk\ ⋅ ⋅ ⋅ �� yt� ] Cf. Goodall 1998:203, n. 132.

19 �� yt� ] Mr.gendra vidyā 2:5: c{t�y\ d� EÃ~ yA!p\ td-(yA(mEn svdA. svt� yto m� ÄO
�� yt� svtom� Km̂;

1 �s�A� ] PM𝑌 𝑝𝑐 ; �s�AyA M𝑌 𝑎𝑐 2 -TAnkrZAEB� ] em. ; -t�ypAncrZAEB� P ;

ÜAnkrZA aEB� M𝑌 4 s�v\ ] PM𝑌 𝑝𝑐 ; om. M𝑌 𝑎𝑐 8 �lmpErd� [ymAnmEp ] M𝑌 ;

�l\ pErd� [ymAnmEp P 9 �E�yA� ] M𝑌 ; �k� Et� P 10 �fÄF ] M𝑌 ; �sÄF P

17 tt� ] M𝑌 ; at� P 18 �QCAdk\ ] M𝑌 ; �QCAdn\ P 19 �Evqy(vA� ] M𝑌 ;

�Evqyk(vA� P 20 tdy� Äm̂ ] M𝑌 ; tdst̂ P
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pArt�ìydfnAt̂ , t-y cAh�t� k(v� m� Ä-yAEp pArt�ìyþs½At̂ , âAnE�ÿ
yyo&yÒkAp�"ZAÎ. yQCý � yt�—

pAfABAv� pArt�ìy\ vÄ&y\ Ek\Enb�Dnm̂.
-vABAEvk\ c��m� Ä�q� m� ÄfNdo Envtt�; iEt; 25;

eqA\ cA&yÄAdFnAm� (pE��mmAh— 5

a&yÄrAgEv�A, klAsm� (TA,

yd� Ä\ �Fmdý Orv�—
klAt�vAdý AgEv�� �� t�v� s\bB� vt� ,.
a&yÄ\ c. iEt.

klA c mAyAjA. 10

klAcfNdAt̂ kAlEnytF c mAyAsm� (pàA, , kAlEny(yorEp mAyo�� t(v�ÿ
n BogE�yopkArk(v�n c �� t�,. tTA Eh Eny(yBAv� ��yopAEjtA�yEp
kmA�y�y� B� ÒFrn̂ , rAjEnymABAv� E�jAEdk� 	yAEdPlAnFv d-yv iEt
tEàyAmk(v�n EnyEt, Es�A.

kAl�AEp t-y{v BogAvEDEnymh�t� E�rE"þAEdþ(yyEl½Es� ev�ÿ 15

(yAEd Ev-tr�ZA-mAEBr̂ m� g��dý v� E�dFEpkAyA\ t�vþkAfv� �O c dEftm̂.
þoÄ\ c �Fm�m� g��dý�—

/� ÔAEdþ(yy-yAT, kAlo mAyAsm� �v,.
klyàA sm� (TAnAEày(yA Enyt\ pf� m̂; iEt.

etÎ t�v�y\ klAp�"yA bEhr½(vAdAcAy�Z Ev-tr�Z n sAEDtm̂ , aEp 20

3 pAfABAv� ⋅ ⋅ ⋅ Envtt� ] Mr.gendra vidyā 7:2
8 klAt�vA� ⋅ ⋅ ⋅ a&yÄ\ c ] Rauravasūtrasam. graha vidyā 2:15. Also quoted in Tattva-

trayanirn. ayavivr.ti 29–30ab (Goodall 2008:336) and Bhogakārikāvr.tti ad 104cd–105ab

(228.23).

12 �� t�, ] Mr.gendra vidyā 10:14, 17

12 Cf. Tattvaprakāśavr.tti ad 42 (75.3–4): Eny(yBAv� _�y{zpAEjtA�yEp kmA�y�y� B� ÿ
ÒFrn̂ , rAjEnymABAv� k� 	yAEdPlAnFv d-yv, , at-tEàyAmk(v�n�y\ Es�A.
16 m� g��dý v� E�dFEpkAyA\ ] Mr.gendravr.ttid̄ıpikā ad vidyā 10:14, 17

16 t�vþkAfv� �O ] Tattvaprakāśavr.tti 42–43

18 /� ÔAEd� ⋅ ⋅ ⋅ pf� m̂ ] Mr.gendra vidyā 10:14

20 Tattvaprakāśavr.tti ad 44 (76.10–11): klA Eh BoÄ� -v!popkArk(v�nA�tr½(vAt̂
þDAnm̂ , kAlAEd-t� bEhr½(vAdþDAnEmEt BAv,.

4 iEt ] M𝑌 ; i(yAEd P 11 klAcfNdAt̂ ] M𝑌 ; cfNdAt̂ P 11 kAlEnytF c ]

M𝑌 ; kAlo EnyEt� P 11 �sm� (pàA, ] M𝑌 ; �sm� (pà� P 13 �k� 	yAEd� ] P ;

�k� 	yAEdk� 	yAEd� M𝑌 15 �El½� ] M𝑌 ; �El½, P 20 klA� ] M𝑌 ; klA�� P
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t� cfNd�n s� EctEm(yEvroD,.

etÎ klAEdE/\f��vA(mk\ s� #mfrFr\ þEtp� zqEnyt(v�n t�qA\ BogsADÿ
nm̂ i(yAh—

vs� DA�-t�vgZ, þEtp�\Enyt, klA�to _ym̂; 26;

5 pyVEt kmvfto B� vnjd�h�	vy\ c sv�q� .

td� Ä\ �Fm�m� g��dý�—
þyoüAEd mhFþA�tm�td�vTsADnm̂. iEt.

at ev dF"AyA\ s� #md�hf� E�mAyAt�vAdDoBAg ev -TAn� kAy�(y� Ä\ �Fÿ
mdý OrvAdO.

10 nn� kAlo�r�—
fNd, -pf� !p\ c rso g�D� pÑkm̂.
b� E�mn-(vh\kAr, p� y£km� dAãtm̂;

iEt �� yt�. s(ym̂ , at ev{t(s� /\ t/BvtA rAmk�W�n E/\f��vvAcktyA
&yAHyAtm̂.

2 etÎ ⋅ ⋅ ⋅ BogsADnm̂ ] Cf. Kiran. avr.tti ad 1:13 (Goodall 1998:13.14–15): mAyFy-t� kÿ
lAEdE"(y�tE/\f��vA(mk, þEtp� zq\ s� #md�hA(mnA EBà, ; see also Goodall 1998:184,

n. 70 and Watson et al. 2013:446, n. 839; cf. also Tattvaprakāśavr.tti ad 12 (31.5–6): t/
p� y£k\ nAm þEtp� zq\ Enyt, sgAdAr<y kSpA�t\ mo"A�t\ vAvE-Tt, p� ET&yAEdklA�tÿ
E/\f��vA(mko _sADArZ!p, s� #md�h,.
4 vs� DA�� ⋅ ⋅ ⋅ c sv�q� ] quoted in Tattvaprakāśavr.tti ad 12 (31.10–11).
7 Mr.gendra vidyā 12:31; also quoted in Tattvaprakāśavr.tti ad 12 (31.7–8).

9 rOrvAdO ] Raurava ?

10 nn� ⋅ ⋅ ⋅ vg�ZArND(vAdEvroD, ] Cf. Tattvaprakāśavr.tti ad 12 (31.16–22): nn� —fNd,
-pf� !p\ c rso g�D� pÑm,. b� E�mn-(vh¬Ar, p� y£km� dAãtm̂; iEt �Fm(kAÿ
lo�r� �� yt�. s(ym̂. at ev t(s� /\ t/BvtA rAmk�W�n E/\f��vprtyA &yAHyAtm̂.
kT\ p� nr-y p� y£k(vm̂. B� tt�mA/b� �FE�dý ykm�E�dý yA�t,krZs\â{, pÑEBvg{-t(kArZ�n
g� Z�n tdAp� rk�Z þDAn�n klAEdpÑkÑ� kA(mnA vg�ZArND(vAEd(yEvroD,.
11 fNd, ⋅ ⋅ ⋅ �m� dAãtm̂ ] Sārdhatrísatikālottara 17:4

14 &yAHyAtm̂ ] Sārdhatrísatikālottaravr.tti ad 17:4. See Goodall 1998:184, n. 70: “This

account of the composition of the Śaiva ‘puryas.t.aka’ appears first (or at least most famously)

to have been established by Rāmakan. t.ha in his much cited (e.g. later in the passage just

quoted) and grossly distortive commentary on Sārdhatrísatikālottara 17:4, pp. 125–6.”

5 pyVEt ⋅ ⋅ ⋅ sv�q� ] M𝑌 ; om. P 7 �sADnm̂ ] M𝑌 ; �sADkm̂ P 8 �t�vAdDo� ]

M𝑌 ; �t�ADo� P 9 �Fmdý OrvAdO ] M𝑌 ; rOrvAdO P 10 kAlo�r� ] M𝑌 ; �Fmÿ
(kAlo�r� P 11 -pf� ] P ; -pfd� � M𝑌 13 at ev{t� ] P ; at ev t� M𝑌

13 �(s� /\ t/BvtA ] em. ; �(s� /\ BgvtA P ; �(s� /A\ t/BvtA M𝑌
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kTm-y p� y£k(vm̂. B� tt�mA/b� �FE�dý ykm�E�dý yA�t,krZs\â{, pÿ
ÑEBvg{-t(kArZ�n g� Zt�v�n tdAp� rk�Z c þDAn�n BoÄ� -v!popkArk�Z
klAEdpÑkÑ� kA(mnA c vg�ZArND(vAdEvroD,.

tÎ s� #mfrFr\ bA�frFrB�d� _Ep s� £�rAr<y s\hArA�t\ td�trAl�
mo"þAóy�t\ v{k-y{km�v�(yvg�t&ym̂. 5

i(TmsADArZ!pA\ klAEdt�vs� E£m� ÆA(mn ev kmAn� g� ZB� vnjd�hEvqÿ
yA�ADArB� tA\ B� vnAE(mkA\ sADArZF\ t(s� E£mAh—

B� vnAk� ty�A�y� -k�DA â�yA, klA�tAnAm̂; 27;

y�qA\ c t�vAnA\ þEtp� zqEnyttyAc{t�y� s(yn�k(vAd̂ B� vnADAr(v�n sAÿ
vyv(vAÎ kAy(vEs��-td� pAdAn\ mAyA Es��(yAh— 10

Evk� t�, prto mAyA En(yA Ev<vF �c�tnA c{kA.
sgE-TEtEvlyAnAm̂ aADAr, kArZ\ c sA jgt,; 28;

mAyA Eh jgt upAdAnkArZ(vA(s� ÷AdFnAmADAr(v�n Evk� t�, -vkAyvg-y
prt, pÕt iEt f�q,. sA c En(yA , prmkArZ(vAt̂ , t-yA a=y� pAÿ
dAnA<y� pgm� _nv-TAþs½AÎ. Ev<vF c -vkAy&yAEpkA. Ek\ cAc�tnA , 15

upAdAn(vAd�v , m� dAdFnAm� pAdAnAnAmAc{t�ym�v d� [yt� yt,. ekA c ,

prmkArZ(vAd�v. an�k(v� �Ac{t�y� s(yn�k(vAd̂ GVAEdvt̂ kArZA�tr\
m� `ym̂ , at�Anv-TA -yAt̂. at ev prmAZvo _Ep n prmkArZEm(y� ÿ
Äm̂.

nn� prmA(m{v jgd� pAdAnEmEt v�dA�tEvd,. tdy� Äm̂ , t-yopAdAÿ 20

n(v� t�vAEdv>jX(vþs½At̂ , c�tnAc�tnkArZ-yAEp tdý � p(v�n sA\ftyA
kAy(vþs½AÎ. ydAh� ,—

tdtdý � EpZo BAvA-tdtdý � ph�t� jA,. iEt.

14 Cf. Tattvaprakāśavr.tti ad 19 (43.34–35): sA c En(yA , prmkArZ(vAt̂ , aEn(y(v�
(vnv-TAþs½AÎ.
19 �(y� Äm̂ ] Tattvasam. grahalaghut. ı̄kā ad 3

23 Quoted in Mr.gendravr.tti ad vidyā 2:14 (69.9).

1kTm-y ] M𝑌 ; y��v\ kTm-y P 3 �dEvroD, ] M𝑌 ; �Ed(yEvroD, P 4 tÎ ] M𝑌 ;

pyVEt kmvfto B� vnjd�h�	vy\ c sv�q� . tÎ P 7 t(s� E£� ] M𝑌 ; s� E£� P 9 y�qA\ ]
M𝑌 ; eqA\ P 14 t-yA a=y� � ] M𝑌 ; t-yA=y� � P 16 �mAc{t�y� ] M𝑌 ; �mc{t�y�
P 17 prm� ] P ; pr� M𝑌 17 �Ac{t�y� ] M𝑌 ; �c{t�y� P 20 v�dA�tEvd, ] M𝑌 ;

v�dA�tvAEdn, P 21 �kArZ-yAEp ] M𝑌 ; �kArZ(v� _-yAEp P 23 tdtdý � EpZo ] M𝑌 ;

ydA ydý � EpZo P 23 �-tdtdý � p� ] M𝑌 ; �-tdA tdý � p� P
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etÎ d� qZ\ pAÑrA/A<y� pgtAyA nArAyZAHyAyA, prþk� t�rEp â�ym̂ , �yAÿ
y-y sm(vAt̂.

a/ c sgE-TEtEvlyAnAmADAr i(yn�n s(kAyvAdd� ÷A mhAþly�
klAEdkAyAEZ s� #m!p�Z mAyAyAm�v E-TtAnFEt dfyEt. yQCý � yt�—

5 tdADArAEZ kAyAEZ fEÄ!pAEZ s\ãtO.
Evv� tO &yEÄ!pAEZ &yAEþy�t� _TEs�y�; iEt.

eq c s(kAyvAdo _-mAEBm�g��dý v� E�dFEpkAyA\ Ev-tr�Z sAEDt,; 28;

i(Tmf� �A@vAn\ þEtpA� y-y�dm� pkArk\ tmAh—

En(y\ EvB� c ml�n �nAEds\z�d� EÃ~ y\ t�vm̂.
10 p�EBDAn\ y-y Eh BogAyAy\ t� pErkro _EBEht,; 29;

y-y kmBogAT� sADArZAsADArZ!po mAyFy, pErkro _EBEht, , tÿ
d̂ aA(mv� �d\ ml�n pf� (vAHy�nAnA�Av� tâAnE�y(vAt̂ p�AHy\ t�vm� Qyt�.
at ev ml-y n t�vA�tr(vm̂ , aEp t� pf� (v evA�tBAv, , t�n EvnA
pf� (vAyogAt̂ .

15 tÎ t�v\ En(ym̂ , n t� bO�AnAEmv "EZkm̂ , p� vAn� B� t-mrZdfÿ
nAt̂ , "EZk(v� kmAn� ¤Ant(PlBoÄ� (vyorn� pp���.

3 Cf. Tattvaprakāśavr.tti ad 41 (73.30–31): s(kAyvAdA<y� pgm�n mhAþly� kAyAZA\ fÿ
EÄ!p�Z t/Av-TAnAQCEÄsmAhArAE(mkA mAyAn�t"oEBtA kAlt�v\ jnyEt.
5 tdADArAEZ ⋅ ⋅ ⋅ _TEs�y� ] Mr.gendra vidyā 9:13

7 sAEDt, ] Mr.gendravr.ttid̄ıpikā ad vidyā 9:13

8 Cf. Kiran. avr.tti ad 1:22cd–23ab (Goodall 1998:31.39): v-t� t, pdATA�trAZA\ tAdLy�n{v
þv� E�ErEt.
9 Cf. Kiran. a 1:15

12 Cf. Kiran. a 2:19cd–20ab: mlo _âAn\ pf� (v\ c Etr-kArkr-tm,; aEv�A �Av� Etm�CA
pyAyA-t-y coEdtA,.
14 Cf. Kiran. avr.tti ad 1:13 (Goodall 1998:12.9–13.1): t/ ml ek evAn�kp� zqAvArkAn�ÿ
kfEÄ,. n pf� t�vA��vA�tr\ t�n EvnA pf� (vAyogAt̂. ; see also Goodall 1998:186, n.

76.
15 See Kiran. avr.tti ad 1:14 for theories of soul in different schools.

16 Cf. Paramoks.anirāsakārikā 43 (Watson et al. 2013:163): bAl(v� yOvn� d� £An̂ v� �o
_TAn̂ s\-mr�d̂ d� Ym̂. j�mþAyZyor�t, -T{y� p�\s-tto Bv�t̂; ; Paramoks.anirāsakārikā-

vr.tti ad 43 (Watson et al. 2013:163.1–2): -m� EtdfnAdA(mn, -T{ymvgMyt�. ; see also a

comment by Watson et al. 2013:347, n. 485.

1 â�ym̂ ] M𝑌 ; Evâ�ym̂ P 2 sm(vAt̂ ] M𝑌 ; smAn(vAt̂ P 3 a/ c ] M𝑌 ; a/ P

3 �d� ÷A ] M𝑌 ; �d� fA P 4 mAyAyAm�v ] M𝑌 ; mAyAyAmv� P 9 �s\z�� ] PM𝑌 𝑝𝑐 ;

�s\Esz�� M𝑌 𝑎𝑐(unmetrical) 13 ml-y n ] M𝑌 ; n ml-y P 13 pf� (v ] M𝑌 ;

pf� t�v P 14 �yogAt̂ ] M𝑌 ; �yogAÎ P 15 tÎ ] M𝑌 ; tt̂ P
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Ek\ c EvB� , n t� "pZkAnAEmv frFrpErEmt\ s\kocEvkAsDEm vA ,
tAd� f-yAc�tn(vAEn(y(vAEddoqþs½At̂. kmPlBoÄ� (v�n c Bogv{EcìyAÿ
EddfnAd̂ an�k(vmA(mnAmTEs�m�v v#yEt s\�AE�tEnrAkrZsmy�.
( 1 ) a/ k� V-T�n En(y�n ml�n þvAhEn(y�n c kmZAnAEds\b�D-y mo"ÿ
Ed(syA f\B� mlpErpAkAT� kmBojnAy mAyFy�n klAEdnA s\b�D\ kroEt , 5

tdAsAvA(mA skl i(y� Qyt�.
(2 ) mhAþly� klA�� ps\hArA�mlkmy� Ä, þlyAkl,.
( 3 ) EvâAnyogAEdnA kmZo _Ep EvnAfA(k�vlmly� Äo EvâAnAkl iÿ
(yAEdpf� B�do _-mAEB-t�vþkAfv� �O Ev-tr�Z dEft,; 29;

ay\ c— 10

@v\Estb�DnjAlo dF"AâAnAHyyA t� EfvfÅA.
f� �A(mt�vnAmA þkVFk� td� EÃ~ y�AZ� ,; 30;

a/ �AcAyAEDkrZo EnrEDkrZo vA Efv-yAn� g}A�Evqy, fAÄo &yApAro
dF"oQyt�. tto dF"AâAnAEdfNdvAQyyA EfvfÅApnFtmlAEdpAfjAlo
_t ev þkAEftsvATâAnE�yo _Z� rA(mA f� �t�vs\âo BvtF(y� Ä\ �Fmÿ 15

dý OrvAdO—
svAÒnEvEnm�Ä\ EfvfEÄklAE-Ttm̂.
aA(mt�vEmd\ f� �m̂. iEt.

nn� âAnAd�v mo" iEt v�dA�tsA\HyAdy,. tdy� Äm̂ , ml-y dý &y(vAÎ"� ÿ

1 Cf. Tattvaprakāśavr.tti ad 1 (6.31–32): n t� "pZkAdFnAEmv frFrpErEmt, s¬ocÿ
EvkAsDmF vA , tAd� f-yAc�tn(vAEn(y(vAEddoqþs½At̂.
3 v#yEt ] Tattvasam. grahalaghut. ı̄kā ad 56
7 See Goodall 1998:184, n. 71 for pralayākala and vijñānākala.

9 dEft, ] Tattvaprakāśavr.tti 8–9

17 svAÒn� ⋅ ⋅ ⋅ f� �m̂ ] Raurava vidyā 4:43

19 Mr.gendra vidyā 2:10: v�dA�tsA\Hysds(pAdAETkmtAEdq� . ssADnA m� EÄrE-t ko
Evf�q, EfvAgm�;
19 Cf. Tattvaprakāśavr.tti ad 15 (34.1–3): at ev ml-y dý &y(vAÎ"� q, pVlAd�Erv
dF"AHy�n{v��r&yApAr�Z Env� E�, , n t� âAnmA/AEdEt BAv,.

1 EvB� ] M𝑌 ; EvB� , P 1 �pErEmt\ ] M𝑌 ; �pErEmt, P 1 �DEm ] em. ; �DmF PM𝑌

3 v#yEt ] M𝑌 ; v#yEt c P 4 a/ ] M𝑌 ; a/ ydA P 4 k� V-T�n ] M𝑌 ; k� V-T�
P 5 mo"Ed(syA ] P ; mo"AEd(syA M𝑌 7 mhAþly� ] M𝑌 ; mhAþly� t� P 8 _Ep ]

M𝑌 ; om. P 11 @v\Est� ] P ; @vEst� M𝑌 (unmetrical) 12 �EÃ~ y�AZ� , ] P ; �EÃ~ ÿ
yyAZ� , M𝑌 (unmetrical) 13 a/ ] M𝑌 ; t/ P 15 f� �t�v� ] M𝑌 ; f� �A(mt�v� P

17 �klAE-Ttm̂ ] M𝑌 ; �kl{EDtm̂ P 19 �d�v ] M𝑌 ; �d�vA(mnA\ P 19 v�dA�t� ]

M𝑌 ; v�dAE�t� P
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q, pVlAd�Erv n âAnmA/AEàv� E�, s\BvEt , aEp t� c"� v{�&yApAr�Z�v
dF"AHy�n��r&yApAr�Z{v Env� E�r̂ yt,. yd� Ä\ �Fm(-vAy\B� v�—

dF"{v mocy(y� @v� f{v\ DAm ny(yEp. iEt; 30;
iy\ c s\âA-yAn� g}ho�rm̂ aEDkArAEdEnb�Dnd�hs\yog ev , n t� Efvÿ

5 sAMy!pprm� EÄþAØO , tdAnF\ m� ÄEfv(v�n{v &yvhArAd̂ i(yAh—

p[yEt Efv\ -vfÅA @yAyEt cAsO Efv��yA d� ÷A.
yjt� f\B�\ m�/{r̂ upkArAyA(mn, pr�qA\ c; 31;

asO f� �A(mA EfvsmETtyA -vfÅAE(mkyA d� ÷A Efv\ @yAyEt p[yEt
c. td� Ä\ mo"kAErkAs� —

10 EfvAkfEÄdFED(yA smTFk� tEc�� fA.
Efv\ fÅAEdEB, sAD� p[y(yA(mA gtAv� Et,; iEt.

at ev pAtÒlA�� Ävd̂ b� �AEdEvqy(v\ Efv-y n s\BvEt , t-y pAfAÿ
gocr(vAt̂. yd� Ä\ t/{v—

a�t,krZv� E�yA boDAHyA sA mh��rm̂.
15 n þkAfEyt�\ fÄA pAf(vAEàglAEdvt̂; iEt.

Ek\ cAsAvA(mn, pr�qA\ copkArAT� tm�v EvEvD{m�/{yjEt. td� k\ �Fmdý Oÿ
rv�—

yjE�t EvEvD{m�/{m�/t�/EvfArdA,.
g� zt�/A<yn� âAtA dF"As\EQCàb�DnA,; iEt.

20 t/AcAyA Ev���rAdy�AEDkAr"yAdA(mopkArAT� Bogmo"dAnAEdpropkAÿ
rAy c yjE�t , sADkp� /kA vA(mn ev Bogmo"ATEmEt B�d,; 31;

1 Cf. Kiran. avr.tti ad 2:12ab (Goodall 1998:41.2–3): tt� nAv-t� B� t,. aEp t� c"� q,
pVlAEdv�-t� !p ev ml i(y� Ä\ BvEt.
3 Svāyam. bhuvasūtrasam. graha 2:24cd. Also quoted in Tattvatrayanirn. ayavivr.ti ad 8

(Goodall 2008:325).

10 EfvAk� ⋅ ⋅ ⋅ gtAv� Et, ] Moks.akārikā 111

12 pAtÒlA�� Ävd̂ ] Yogasūtra 1:28: t>jp-tdTBAvnm̂.
14 a�t,krZ� ⋅ ⋅ ⋅ �glAEdvt̂ ] Moks.akārikā 106

18 yjE�t ⋅ ⋅ ⋅ �b�DnA, ] Raurava vidyā 2:21cd–22ab

2 Env� E�r̂ ] M𝑌 ; om. P 2 yt,. yd� Ä\ ] PM𝑌 𝑝𝑐 ; yt,. tyd� Ä\ M𝑌 𝑎𝑐 4 �Enb�Dn� ]

PM𝑌 𝑝𝑐 ; �Enb�Dn, M𝑌 𝑎𝑐 5 &yvhArAd̂ i(yAh ] M𝑌 ; &yvhArAt̂. s c Ek\ krotF(yAh
P 14 a�t,krZ� ] P ; a�t,kr� M𝑌 (unmetrical) 14 boDAHyA ] P ; bO�AHyA M𝑌

16 EvEvD{� ] P ; EvD{� M𝑌 16 �m�/{� ] M𝑌 ; �yâ{� P 16 td� Ä\ ] M𝑌 ; yd� Ä\ P

18 �m�/{� ] M𝑌 ; �yâ{� P 19 �s\EQCà� ] M𝑌 ; �EvEQCà� P 21 sADkp� /kA ]
M𝑌 ; sADk, p� /ko P
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t�q� m@yA�mAyAgBAEDkArF�rt�vmAh—

m�XEln, �Fk�W, �oDA�A, ftBvA, svFr�fA,.
et� klAEdyogAt̂ þkVFk� td� EÃ~ yA, pr�f�n; 32;

t/ m�XElno _£O klAm-tk-TA,. yd� Ä\ �Fmdý Orv�—
m�XlAEDpEt<yo _Dŝ t�vmAg, þEtE¤t,. iEt. 5

�Fk�Wo g� Zt�vEnlyo _D-tnB� vnAd�� ktA. �oDAdy� g� Zm-tk-TA
a£Av�v. ftBvA, ftzdý A-t� b}�A�XDArkA,. vFr�fo vFrBdý , ftzdý Aÿ
ED¤AtA. et� c Efv�n{v þkVFk� td� EÃ~ yA,. tt�AEDkArEnb�DnAt̂ klAÿ
EdfrFryogAdEp pf� và EvprFtâAnyoEgn, , Efv�n sA"Adn� g� hFt(vAt̂.
yd� Äm̂— 10

klAyog� _Ep no v[yA, klAnA\ pf� s¿vt̂. iEt.
s t� klAEdyog-t�qAmn�tkt�k ev ,

f� �� _@vEn Efv, ktA þoÄo _n�to _Est� þB� ,.
iEt �� t�,; 32;

t� c 15

k� vE�t B� EÄm� ÄF -vgocr� EfvEnyogt, p�\sAm̂.

etÎAprm�/��rt�v\ mAyAgBAEDkArF(yAh—

m�/�ft�vm�t�mAyAgBAEDkAyprm̂; 33;

i(Tmprm�/��rAn� ÆA m�/An̂ vÄ� mAh—

sgAdAvZ� koÔ, sØ�fAn�n dAErtAvrZA,. 20

>vAEltd� Ãt�(vA��v\ m�/AHym�tEdh; 34;

a/
EvâAnk�vlAn£O boDyAmAs p� �lAn̂.

1 Cf. Tattvaprakāśa 14: t/A£O m�XEln, �oDA�A-t(smA� vFr�f,. �Fk�W, ftzdý A,
ftEm(y£AdfA<yEDkm̂;
5 Raurava vidyā 4:21
11 Moks.akārikā 83
13 Kiran. a 3:26cd. Also quoted in Tattvasam. grahalaghut. ı̄kā ad 20.
23 Mālin̄ıvijayottara 1:19ab; the first pāda is quoted in Kiran. avr.tti 1:22cd–23ab (Goodall

1998:31.1–2).

5 _Dŝ ] P ; yŝ V 7 ftzdý A-t� ] M𝑌 ; ftzdý A P 8 Efv�n{v ] M𝑌 ; Efv�n P

17 �t�v\ ] P ; �t�v� M𝑌 18 �gBA� ] M𝑌 ; �kAyA� P 22 a/ ] M𝑌 ; a/ c P
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iEt �� t�, f� �A@vvEt(vAÎ EvâAnAklAnA\ m@yA(pErpËmlAnAm�v t(pAÿ
ktArtMyvfAE����r(v� m�/(v� c Enyog, , apr\ m�/��r(vmf� �A@vvÿ
Et(vAt̂ pËmlAnA\ þlyAklAnAm�v�Et m�t&ym̂.
m�/fNd�A/—

5 mnn\ svv�Ed(v\ /AZ\ s\sAyn� g}h,.
mnn/AZDEm(vA�m�/ i(yEBDFyt�;

iEt �� t�, EfvfEÄtdn� g� hFt�q� c vtt�. upcArAd̂ vAckfNdAnA\ m�/(vÿ
EmEt v#yAm,.

Enml(vAÎ þkAEftâAnE�yA et� mnnAEdDmyogAQC� �Ev�At�vAÿ
10 E�t(vAÎ�h �Fmdý OrvAdO f{v� fA-/� m�/t�vEm(y� Qy�t�. at ev f� �Evÿ

�At�vs\yojnA(p� v� mAyo@v-TAn ev mlEvEQCE�dF"AyA\ kAy�Et g� rv,;
34;

aT{qAmn� g}hkrZ(vmAh—

jgEt k� t� t/AD� m�/AZA\ EfvsmAãtAn̂ p�\s,.
15 an� g� � yAEt Eh EvnA d�Efkm� Et� þy� ÄmFf�n; 35;

t/ t�q� sØkoEVs\Hy�	vZ� q� m@yAdD� g� vEDkrZmnp�#y{v�f�n þy� Ä\ sÿ
EQCvsmAãtAn̂ Efv�n{vAn� g}hfÅA EvqyFk� tAn̂ p�\so _n� g� � s� ÷n�trm�v
yAEt , an� g}hEmEt f�q,. yd� Ä\ �Fm�m� g��dý�—

þyoÄ� d�hsAp�"\ tdDmEKl� _@vEn.
20 k� (vAEDkAr\ E-T(y�t� Efv\ EvfEt s��rm̂;

EvnAEDkrZ�nA�y(þDAnEvk� t�rD,.
k� (vAEDkArmFf�£mp{Et; iEt.

t�q� m@yAE�Ef£mlpAkv�t, s� ÷n�trm�v mo"BAj, , a�y� s\hArkAl

1 Cf. Tattvaprakāśavr.tti ad 10 (29.5–7): aA�An̂ pËmlAn̂ pAktArtMyAp�"yAEDkArÿ
yo`yAnn� g� � mlApohn�n svâ(vAEdnA y� ÄAn̂ b{�dvfrFryoEgn� k� (vA t�q� EvEf£mÿ
lpAkvto _£O Ev��f(v� yojyEt.
5 mnn\ ⋅ ⋅ ⋅ i(yEBDFyt� ] Suprabhedāgama 3:2. Also quoted in Mr.gendravr.ttid̄ıpikā ad

vidyā 1:22.
8 v#yAm, ] Tattvasam. grahalaghut. ı̄kā ad 44cd

19 þyoÄ� � ⋅ ⋅ ⋅ �mp{Et ] Mr.gendra vidyā 4:7–8

23 Tattvaprakāśavr.tti ad 10 (29.10–13): t�q� cAD� sklEvqy� g� vEDkrZ-y Efv-yAÿ
n� g}hkmEZ krZ(v�n E-T(vA mhAþly� mo"\ yAEt. a�y�vD� EnrEDkrZ-y Efv-y

2apr\ m�/��r(vmf� � ] M𝑌 ; aprm�/��r(v� _f� � P 7 upcArAd̂ ] M𝑌 ; upcArA�� P
11 �Ev�At�v� ] M𝑌 ; �Ev�A� P 18 yAEt , an� g}hEmEt ] M𝑌 ; yAEt , mo"EmEt P
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ev�(yT,; 35;

at evA�y-yAD-y &yApArmAh—

Efvk� tm�Xlm�/{r̂ y� Ä\ cA�y(þy� ÄmFf�n.
d�Efkd�h-T�n t� dF"AHy�n þyog�Z; 36;
EvqvEàk� �tEt pfo, shsA mlkmyoEnkAyAEZ. 5

aArAEDt\ t� Es�Fr̂ yQCEt EvEvDA� sADk��dý�<y,; 37;

Efv�n p�n� g}hATm� (pAEdt{mhAm�XlEv�A½AEdm�Xl{-t�q� t�q� p� >ytyA �� ÿ
t{m�/{� sEhtm�ydDmAcAym� Et-T�n þy� Ä\ st̂ pfomlkmmAyAkAyAEZ
EvqEmv shsA Enk� �tEt. at ev skl-y{v g� vEDkrZ, EfvAn� g}h, ,
t-y{v b�D/yyogAt̂. 10

( 1 ) ml�A/{k evAn�kA(mAvArkAn�kfEÄy� Äo En(yo &yApk�. yQCý � yÿ
t�—

td�k\ svB� tAnAmnAEd EnEbX\ mht̂.
þ(yA(m-T-vkAlA�tApAEyfEÄsm� hvt̂; iEt.

tt� y-yA, fÄ�, pAk, , t-yA ev dF"yA roD iEt ml{È� y� gp(svÿ 15

mo"þs½o _Ep pErãt,.
(2 ) km c DmADmA(mk\ þEtp� zqEnyt\ þvAhAnAEd.
( 3 ) yoEn-t� mAyA , t(kAyAEZ c sADArZAsADArZ!pAEZ kmEnEm�ÿ
(vAdAg�t� kA�yEp þvAhAnAdF�y�v , bFjA¬� rvdEn(y(v�n{v kmfrFrb�Dÿ
-y Es��,. 20

etAEn c mlAdFEn dF"AHy�n m�/krZ�n��r&yApAr�Z{v Env(y�t� ,
yTA m�/p� EvkyA E�yyA EvqEnv� E�d�[yt�. at� m�/AZAmn� g}hkrZ(vÿ
m̂ , Ev���rAZA\ t� prAprAZAmAcAyvt̂ t(kt�(vEmEt B�d,.

Ek\ c{td�ydDmArA@ymAn\ sADk�<yo BogAEBlAEq<yo EvEvDA, Esÿ
�F, þyQCEt. yd� Ä\ �Fmdý Orv�— 25

EvâAnAklAEdEvqy� m�/��rmAyAgBAEDkAErEvqy� c krZ(v\ þA=yAEDkArv{rA`yAt̂ s� ÿ
÷n�trm�vApAv� �\ BvEt.
13 td�k\ ⋅ ⋅ ⋅ �sm� hvt̂ ] Mr.gendra vidyā 7:8

7 ��A½AEd� ] P ; ��A\gAED� M𝑌 8 �-T�n ] M𝑌 ; �-T�n�f�n P 9 �EDkrZ, ] M𝑌 ;

�EDkrZ� P 11 ��A/{k ] M𝑌 ; ��{k P 14 iEt ] M𝑌 ; om. P 16 pErãt, ]
M𝑌 ; EnvAErt, iEt P 18 �!pAEZ ] P ; �!pAEZ kAyAEZ M𝑌 19 �dEn(y(v�n{v ]

M𝑌 ; �dnAEd(v�n{v P 20 �b\D-y ] M𝑌 ; �þb�D-y P 21 �pAr�Z{v ] M𝑌 ; �pAr�Z
P 24 Ek\ c{� ] P ; Ek\ c�� M𝑌
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dF"Ap� tA gZpEtg� rom�Xl� j�mv�t,
Es�A m�/{-tzZEdnk� �m�Xlo�AEsd�hA,.
B� ÆA BogAn̂ s� Ecrmmr-/FEnkAy{zp�tA,
ú-to(k�WA, Efvpdpr{�yBAjo BvE�t; iEt; 37;

5 nn� dF"yA b�DEnv� E�rA(mno jAt�Et kTmvgMyt�. at aAh—

f� E�\ v}jEt t� lAyA\ dF"Ato b}�h(yto m� HyAt̂.
þ(yyto jAnFyAd̂ b�DnEvgm\ Evq"yvt̂; 38;

ih DVAEddF"yA mhApAtkyoEgno _=yp�tpAtk(v\ d� £m̂. tTA Eh �Fÿ
m(kAlo�rA�� Ävn̂ m�/AlNDDVAropZ�n t-y gOrv\ prF#y p�Ad� �Atÿ

10 m�/oÎArZAEdp� vk\ tQC� E�\ k� (vA p� nDVAropZ�n t-y lAGvm� (p�mAn\
d� [yt�. etÎopl"Z\ EnbFjkrZAdFnA\ þ(yyA�trAZAm̂. tto _-mAÿ
�� [ymAnA�m� HyAt̂ þ(yyAdEht� E�XkE�yyA EvqhrZv�F"AHyyA E�yyA
b�DnApgm, Es� iEt âAt&ym̂. tt ev d� £AT�q� EvqB� trsvAdAEdq�
tdAgm-y Plv�v\ d� «A t�d�vAd� £AT-yAEp tQCA-/-y s(y(vmn� mFyt

15 iEt Efv-y prmAØ(v\ Es�m̂. yd� Äm̂—

EvqA�BAvs\d� £�m�/vAdAÎ s-vrAt̂.
rsopEnqdAVopAd̂ aAØ, s pErg� �t�; iEt; 38;

n�v�v\ c��F"y{v sm-tpAtk"yAt̂ t("Zm�v frFrpAtþs½,. at aAÿ
h—

20 e	y(Plk� EtdAhAd̂ dFE"tmA/-y ptEt no Ep�X,.

e	y(PlAnAm�v kmZAms�oEnvAZdF"yA dAhAdArNDkAyk-y kmZo _vÿ

1 dF"Ap� tA ⋅ ⋅ ⋅ BvEt ] Quoted in Mr.gendravr.tti ad vidyā 2:9 with tTA coÄ\ zzs\EhtAÿ
yAm̂.
9 �Fm(kAlo�rA�� Ävn̂ ] Sārdhatrísatikālottara 21

16 EvqA�� ⋅ ⋅ ⋅ pErg� �t� ] Quoted in Mr.gendravr.tti ad 1:1 (8.18–19): aAy� v�dAÎ gEZtAn̂
m�/vAdAÎ s-vrAt̂. rsopEnqdAVopAdAØ, s pErg� �t�;
18 Cf. Kiran. a 6:18: af�qpAfEv��qo yEd d�v s dF"yA. jAtAyAmTEn	p�O kT\ -yA�p� q,
E-TEt,;

7 �"yvt̂ ] P ; �"yvEdEt M𝑌 8 DVAEddF"yA ] M𝑌 ; y�F"yA P 10 �p� vk\ ]
M𝑌 ; �p� v� P 10 �ropZ�n ] M𝑌 ; �ropZ� P 10 �m� (p�mAn\ ] M𝑌 ; �m� (pA�mAn\
P 12 �t� E�Xk� ] P ; �t�\X̂Evk� M𝑌 13 âAt&ym̂ ] P ; âAt&y, M𝑌 13 tt ev ]

M𝑌 ; tt ev c P 16 s-vrAt̂ ] P ; s-P� rAt̂ M𝑌 17 s ] P ; s\� M𝑌 18 �pAÿ
tk� ] M𝑌 ; �pAf� P 21 kmZAms�oEnvAZdF"yA dAhAdA� ] M𝑌 ; kmZA\ dAhAd̂
as�oEnvAZdF"yA d�hA�A� P 21 �kAyk-y ] M𝑌 ; �kAy-y P
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-TAEpt(vAÎ dF"o�rkAl\ frFrE-TEtrEvz�A. yd� Ä\ �FmE(krZ�—
an�kBEvk\ km d`D\ bFjEmvAZ� EB,.
BEv	ydEp s\z�\ y�n�d\ tE� Bogt,; iEt.

a(y�tmlpErpAk� t� s�oEnvAZdF"yA t-yAEp "y i(yAh—

BvEt c kAEc�F"A yA h�(yEp vtmAnPlm̂; 39; 5

t/AEp s\-kArvfAt̂ k\Ec(kAl\ frFrE-TEt, s\Bv(y�v. ydAh� ,—
Et¤Et s\-kArvfAÎ�B}mv�� tfrFr,. iEt; 39;

idAnF\ “BEv	ydEp s\z�m̂ ” iEt âApkoÄ\ Evf�qyEt—

k� tmEp PlAy n -yAd̂ dF"opy�qroØbFjEmv.
blvE�f�qfA-/&yEtkrjAt\ EvhAy km{km̂; 40; 10

dF"o�rkAl\ EvEht(v�nAn� ¤FymAnEm£Ap� tAEdk\ km dF"y{v z�fEÄ(vAà
p� n,frFryogAEdPljnkm̂. Evf�qfA-/Es�\ sADk�nAn� ¤FymAn\ t� m�/Aÿ
rADnAEd km Pldm�v. yd� Ä\ �Fm(s� #m-vAy\B� v�—

yo y/AEBlq��ogAn̂ s t/{v EnyoEjt,.
EsE�BAÁ�/sAmLyAt̂; iEt. 15

Ek\ c m� m� "orEp Evf�qfA-/EvEhtAnn� ¤An� tEàEq�An� ¤An� cAk� tþAyE�ÿ
�-y þ(yvAyyog, �� yt�—

1 Cf. Kiran. avr.tti ad 1:20cd–22ab (Goodall 1998:28.20–25): s c{v\ dFE"t, s�oEnvAZÿ
dF"yA ydA BvEt tdA Efvv(svâ, svktA c EkEÑ>â(vh�t� EBb�D{EvvEjt� BvEt.
ydA (vs�oEnvAZdF"yA dFE"to n p� n, s\sArF ydA pEttfrFro BvEt tdA Efvÿ
(v&yEÄs\p� Zo BvEt n þAĝ aArNDkAykmBogoproD�n svA(mnA b�D"y-y Efv(v-y
&yÄ��AkrZAEdEt v#yAmo y�n�d\ tE� Bogt (6:20d) i(y/.
2 an�kBEvk\ ⋅ ⋅ ⋅ Bogt, ] Kiran. a 6:20 (Goodall 1998:152); also quoted in Tattvaprakāśa-

vr.tti ad 72 (110.32–33); see also Goodall 1998:383–384, n. 645.
7 Sām. khyakārikā 67cd. Quoted in Kiran. avr.tti ad 6:19 (Goodall 1998:152.6).

8 BEv	ydEp s\z�m̂ ] Kiran. a 6:20c

14 yo ⋅ ⋅ ⋅ �sAmLyAt̂ ] Sūks.masvāyam. bhuva. Also quoted in Mr.gendravr.tti ad 5:7ab

(137.18–19), Mataṅgavr.tti ad kriyā 7:34–35ab, 155.3–4, Ratnatrayollekhin̄ı ad 29, Tattva-

prakāśavr.tti ad 15. See Goodall 1998:373, n. 607.

1 kmZo _v-TA� ] M𝑌 ; kmZop-TA� P 2 d`D\ ] M𝑌 ; d`D� P 5 c kA� ] P ;

k� h� M𝑌 (unmetrical) 5 h�(yEp ] P ; v\(yEp M𝑌 6 k\Ec� ] M𝑌 ; Ek\Ec� P 6 fÿ
rFrE-TEt, ] M𝑌 ; E-TEt, P 8 s\z�m̂ iEt ] PM𝑌 𝑝𝑐 ; s\z� y�n�d\ tE� Bogt, EmEt
M𝑌 𝑎𝑐 10 blv� ] M𝑌 ; Plv� P 11 �p� tAEdk\ ] M𝑌 ; �p� tAEd!p\ P 12 �fA-/� ]

P ; �fA-/\ M𝑌

267



aAâAEvl¿nA(þoÄ\ �&yAd(v\ ft\ smA,. iEt.
tE�Eht(vAd�v c sAmA�yfA-/Es�o _Ep vZA�mAcAro _n� ¤�y ev. yÿ
QCý � yt�—

iEt vZA�mAcArAn̂ mnsAEp n l¿y�t̂.
5 yo yE-màA�m� Et¤n̂ þAØo dF"A\ EfvAE(mkAm̂.

s tE-mà�v s\Et¤E�CvDm� c pAly�t̂; iEt; 40;

nn� smyo¥¿nAEdþ(yvAyy� Ä-yAk� tþAyE��-y mo"o vA n vA. at
aAh—

t-mAd=yk� tEvED, k\Ec(kAl\ EpfAcvrrAj,.
10 B}A�(vA EvmlA(mAsO v}jEt Eh smtA\ pr�f�n; 41;

a/ Eh dF"o�rkAl\ ÜAnAcnAEdsmyAcArAn� ¤An�nArNDkAypAf"y, þÿ
(yhmpcy�n E�yt�. tt, sAp�"dF"ABAjA\ fÄAnA\ smyAcAro _f�qo
_n� ¤�y,. bAElfAdFnA\ c Enrp�"dF"ABAjA\ g� zf� �� qAEfvAcnAEd yAvÿ
QCÅn� ¤�ym̂. at ev tdn� ¤An�n dF"AEn	pE�rn� mFyt�. tt� y-y

15 mlpErpAkbl�n tFv}trfEÄpAtAà dF"Av{kSym̂ , nAEp smyo¥¿nAEd ,
t-y d�hpAtAn�trm�v mo",.

y-y t� mlpErpAkmA��A�m�dtrAEdfEÄpAt-t-y dF"o�rkAl\ d{ÿ
vA�mAn� qA�A þEtb�DAt̂ smyo¥¿nm� pp�t�. so _nn� E¤tsmyAcAro _k� ÿ
tþAyE��EvED� k\Ec(kAl\ EpfAcrA>yA(mk\ smyo¥¿nPl\ kAMyPlÿ

20 EmvAn� B� y p� nEvmlA(mA prmEfvsAMy!p\ mo"\ þAÙoEt. yd� Äm̂—

1 Quoted in Kiran. avr.tti ad 1:10 (Goodall 1998:8), 5:27 (Goodall 1998:133), 6:7cd–8

(Goodall 1998:143): (smyo¥¿nAt̂ ), Mataṅgavr.tti ad 5:6ab, 108.10–12: �� yt� Eh �Fmÿ
(pO	krAdO—aAâAEvl¿nAt̂ ⋅ ⋅ ⋅ . ;Mr.gendravr.ttid̄ıpikā ad vidyā 1:2: yd� Ä\ �Fmdý Orv�—

aAâAEvl¿nAt̂ ⋅ ⋅ ⋅ .. See Goodall 1998:176, n. 47: “This is cited in the Mr.gendravr.tti-

d̄ıpikā ad 1:2, p. 14, and attributed to the Raurava but is not to be found in the printed

edition.” Cf. Sārdhatrísatikālottara 25:2cd: smyo¥¿nAt̂ þoÄ\ �&yAd(v\ ft\ smA,.
4 iEt ⋅ ⋅ ⋅ pAly�t̂ ] Aghoraśiva attributes the verses to the Bhārgava in Mr.gendravr.tti-

d̄ıpikā vidyā 1:1. Also quoted inMataṅgavr.tti kriyā ad 7:26–31ab, Nareśvarapar̄ıks. āprakāśa

ad 3:76, and Moks.akārikāvr.tti ad 146ab.

15 Cf. Kiran. avr.tti ad 1:20cd–22ab (Goodall 1998:27.7): mlpErpAk-y{v fEÄpAth�t� (vAÿ
t̂. ; see also Goodall 1998:215–216, n. 171 for malaparipāka.

9 k\Ec� ] M𝑌 ; Ek\Ec� P 11 �kAy� ] P ; om. M𝑌 13 bAElfAnA\ ] M𝑌 ; bAElfAÿ
dFnA\ P 14 yAvQCÅn� � ] M𝑌 ; yAvQCÈmn� � P 15 �pAtAà ] M𝑌 ; �pAtnm̂ , n
P 17 �pAt-t-y ] M𝑌 ; �pAt-y P 17 ��rkAl\ ] M𝑌 ; ��r\ P 18 �nm� pp�t� ]

M𝑌 ; �n\ sm� (p�t� P 19 k\Ec(kAl\ ] M𝑌 ; Ek\Ec(kAl\ P 20 prm� ] M𝑌 ; pr� P
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þAyE��Evf� �-y gEt, f� �A þkFEttA. iEt.
y-y t� d� £ATtyA k� E/mg� zBÅAEdnA k� tdF"-y b� E�p� vm�v smyAnn� ¤Aÿ
nm̂ , n t-y sA En	pàA. g� z� þAyE��F BvEt. yQCý � yt�—

t/ EmLyAþy� ÄAZ� , þAyE��F Bv�d̂ g� z,. iEt.
aA(mdF"A\ g� z, k� yAd̂ &yEBcAErEZ dFE"t�. iEt; 41; 5

i(T\ þAsE½kdF"APl\ sEvf�q\ þEtpA� þk� t� m�/An�tr\ m�/mh��rÿ
mAh—

m�/AEdsgp� v� (v£O d�v�n dAErtAvrZA,.
aZv, k� tsvATâAn&yApArsAmLyA,; 42;

m�/AEds� £�, þAg�vA£AvZvo EvâAnAklA, Efv�nApnFtmlA, svEvqyâAÿ 10

nE�yA� s\pàA,. yd� Ä\ �Fm�m� g��dý�—
t/AdO k�vlAZ� nA\ yo`yAnA\ k� zt� _£km̂.
vAmAEdfEÄEBy�Ä\ sØkoEVpErQCdm̂; iEt; 42;

k� t� Ek\ c k� v�tF(yt aAh—

t� _n�t�fþm� KA, pEtBAvA(þ�ryE�t m�/AdFn̂. 15

sgE-TEtlym� ÄF, k� vE�t

t� cAn�ts� #mEfvo�m{kn�/{kzdý E/m� Et�Fk�WEfKE�Xs\âA m�/mh��r(v�n
m�/AdFn̂ þ�ryE�t. Ek\ c sgAEdk� (yct� £y\ tdEvnAB� t\ BogBojnA(mk\
EtroBAv\ c k� vE�t. yd� Ä\ �Fmdý Orv�—

E-TEts\r"ZAdAnBAvAn� g}hkAErZ,. iEt. 20

1 Source unknown. Quoted in Kiran. avr.tti ad 5:28 (Goodall 1998:134).
4 Mr.gendra kriyā 8:242cd
5 Source unknown
12 t/AdO ⋅ ⋅ ⋅ �pErQCdm̂ ] Mr.gendra vidyā 4:2

15 Cf. Kiran. a 3:25cd–26ab (Goodall 1998:87): I�ro _D,-TEv�AnA\ ptF�s\þ�ry(ysO;
t�n þ�ErtmA/A-t� k� vt� _D-tn\ jgt̂.
17 Cf. Tattvaprakāśavr.tti ad 10 (29.7–9): an�ts� #mEfvo�m{kn�/{kzdý E/m� Et�Fk�Wÿ
EfKE�Xs\âAn̂ pÑk� (yAEDkAErZ, f� �A@vAED¤At� nF�rt�vEnvAEsn� krotF(yT,.
20 Raurava vidyā 1:15ab. Also quoted in Ratnatrayollekhin̄ı ad 26cd–27, Mr.gendravr.tti-

d̄ıpikā ad 1:22; see Goodall 1998:173, n. 40.

2 d� £ATtyA ] P ; d� £A(yEptyA M𝑌 2 �dF"-y ] M𝑌 ; �dF"Ak-y P 5 iEt ] M𝑌 ;

iEt c P 7 m�/mh��rmA� ] M𝑌 ; m�/mh��rAnA� P 9 �svAT� ] P ; �sAmLy�
M𝑌 10 �vA£AvZvo ] P ; �vAZvo M𝑌 11 �âAn� ] M𝑌 ; �EvâAn� P 16 k� vE�t ]

M𝑌 ; k� vE�t hr�QCyA n� àA, P 17 �E/m� Et� ] P ; om. M𝑌 20 �BAvA� ] P ; �BvA�
M𝑌
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pÑk� (yAEDkAEr(v� _Ep n{qA\ EfvsAMyEm(yAh—

hr�QCyA n� àA,; 43;

aEDkArmlyog�n þ�y(vAEQCvAp�"y{qA\ klyA �y� n\ kt�(vm̂ , m�/m�/�ÿ
�rAZA\ t� tto _Ep �y� nm̂. at evAn�t-y svo(k� £(v\ �� yt�—

5 t�qAmn�tfÄFnAmn�t, prm��r,. iEt.
svâ(v\ t� sv�qA\ smAnm�v , Evf�qA�vZAt̂. eqA\ c sv�qA\ mhAþly�
_EDkArEvrAmA�m� EÄEr(y� Ä\ �Fmdý OrvAdO—

an�t, prm�t�qA\ mhtA\ c�vEtnAm̂.
EvEht\ svkt�(vkArZ\ prm\ pdm̂; iEt; 43;

10 et� c��rt�vAE�tA m�/mh��r(v�noQy�t i(yAh—

m�/�ft�vm�t� prm̂ aZvo _@v�y� c t(pty,.

a@v�y� _Ep f� �Af� �A(mk� mnn/AZDmyoEgno _Zv ev{t� m�/A-t(ptyÿ
� m�/��rA m�/mh��rA uQy�t�. an�nAf� �A@vvEtn, sAÒnA aEp m�/A,
s\Bv�tFEt dfyEt. yd� Äm̂—

15 a�y� þADAEnkA m�/A b}�Ev	�vAdyo _pr�.
sAÒnA-t� _�Xm@y-TA, sA�vrAjstAmsA,; iEt.

at� vAckfNdAnAmc�tn(v�n mnn/AZDmAs\BvAt̂ tdEBDAyk(v�nopÿ
cArA�m�/fNdvAQy(vEm(yAh—

aEBDAykmn� El½A �EBDAn\ no EnrTk\ y-mAt̂; 44;

20 GVpVA�EBDAnfNdo vAQyATEn¤ ev d� [yt�. t-mAdn�tA�EBDAykfÿ
NdA(mk{m�/{El½B� t{rEBD�yA-t� m�/��rA�A(mAn-t>jpAEdnA PlþdAtAÿ
r, Es�A,. et�n fNdmA/m�v d�vt�Et y� mFmA\skA m�y�t� t� þEtE"ØA, ,

5 Raurava vidyā 2:12
8 an�t, ⋅ ⋅ ⋅ pdm̂ ] Rauravasūtrasam. graha ad vidyā 2:13. Also quoted in Tattvatraya-

nirn. ayavivr.ti ad 3 (Goodall 2008:321): (an�toprm� t�qA\ ) . See Goodall’s comment: “it

is in fact Rauravasūtrasam. graha 2:13 as read by MS B776.”
10 Cf. Goodall 1998:188, n. 85.

15 a�y� ⋅ ⋅ ⋅ �tAmsA, ] Attributed to Raurava in Mr.gendravr.ttid̄ıpikā ad 1:22.

22 Mr.gendra vidyā 1:7d: fNdmA/\ Eh d�vtA; ; Nareśvarapar̄ıks. ā 3:93a: d�vtA fNdmA/\
c�t̂.

1 �(yAEDkAEr(v� ] P ; �(ykAEr(v� M𝑌 2 n� àA, ] em. ; n� àA iEt PM𝑌 8 prm�t�ÿ
qA\ ] M𝑌 ; prm-t�qA\ P 10 �mh��r(v�no� ] P ; �mh��rt�v�no� M𝑌 11 �m�t� ] M𝑌 ;

�m�tt̂ P 12 _Ep ] M𝑌 ; om. P 12 mnn/AZDm� ] em. ; mnn/AZ� P ; mn/AZDm�
M𝑌 12 _Zv ev{t� ] M𝑌 ; _Zvo P 15 _pr� ] P ; _prA, M𝑌
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ac�tn-y c�tnAED¤AnAd�v kAykr(vAt̂. at� þEtmAdAEvv m�/A(mk�
fNd� _EB&yÄA, EfvAEdvAQym�/A ev PldA i(yvg�t&ym̂; 44;

a/ fNd-y rcnAv�v�n GVAEdv(kAy(vAQCNdATs\b�D-yAEp En(y(vAÿ
yog�n sA\k�Etk(vA(svâ ev��r-t(s\k�tkt�(yAh—

Ev�AEv��fAnA\ sAmA�yEvf�qDmEvQCMB� ,. 5

m�/Ankro�-mAd̂ aTEvdEBDAnk� �� £,; 45;

y-mA(p� /A�TAnA\ t�dTEvd�v Ep/AEdlok� _EBDAnk� �� £, , t-mA�m�/mÿ
�/mh��rA(mnAmEp vAEckAn̂ m�/A\[C\B� r�vAkAqFt̂. s ev t�qA\ sAmA�yÿ
Evf�ql"Zâo yt,. sAmA�yl"Z\ t�qA\ En(y(v&yApk(vAEd , Evf�ql"Z\
t� mlA\fAvf�qtŝ t�(pdyo`y(vEm(yvg�t&ym̂. 10

tt� m�/A�A(mkfNdopAdAntyA Ev���rAdFnA\ d�h�E�dý yA�ADArB� ÿ
tf� �A@vB� vnopAdAn(v�n c k� �XEl�yAHyA mhAmAyA Es�A. yd� Ä\ �Fmÿ
dý OrvAdO—

mAyopEr mhAmAyA. iEt.
�Fm�m� g��dý� _Ep— 15

fÄ�nAdo _Bvd̂ Eb�d� r"r\ mAt� kA tt,. iEt.
f� �A@v�yEp mAyAyA, pr-yA, pty, k� tO. iEt c.

eq c Ev���rsdAEfvAEdf� �t�vB�d-t(kArZB� tprEb�d� EsE�þkAr� �Fÿ
m�mt½AdO Ev-tr�ZoÄ, , sAEDt� r×/yo¥�EK�yAm-mAEBErEt tt evAÿ

12 Cf. Kiran. a 4:7cd (Goodall 1998:95): f� �yoEnmy\ t-y vp� zÄmkmjm̂. ; Kiran. avr.tti

ad 3:23cd (Goodall 1998:84.9–12): t/ nAd, k� �XEl�yEBDAnAyA, pr-yA vA?QCÄ�ÿ
r&yÄfNdA(mk, þTm, "oB,. Eb�d� � t-y{v�q(-T� ltA�t,s\jSpA(mk(vm̂. K\ cA/
prmAkAf\ mhAmAy{v svp� zqs\y� ÄA fEÄ-tt ev nAdA(mn, fNd-yodyAEds\v�dnAt̂. ;
Tattvaprakāśavr.tti ad 21 (45.17–19): idm/Ak� tm̂— Ev�AEdt�vAnA\ EvEc/B� vnAEds\Enÿ
v�fAEdm�v�n �� t�, kAy(vA&yEBcArAt̂ t��vvAEsnA\ c frFrAEdyogAt̂ t(kArZ\ mhAÿ
mAyA(mk\ Es�EmEt. ; ad 33 (55.7–8): lyAEdB�d, þAg� Äo yd� pADO Efv-y t� . s
Eb�d� ErEt m�t&y, s{v k� �XElnF mtA; iEt.
14 Raurava vidyā 4:28cd
16 Mr.gendra kriyā 1:2
17 Mr.gendra vidyā 13:5

19 �Fm�mt½AdO ] Mataṅga 4–5

19 r×/yo¥�EK�yAm� ] Ratnatrayollekhin̄ı ad 22–32

3 a/ ] M𝑌 ; a/ c P 5 �Dm� ] P ; om. M𝑌 (unmetrical) 8 �m�/mh��rA� ] M𝑌 ;

�m�/��rA� P 8 vAEckAn̂ ] M𝑌 ; vAckAn̂ P 9 sAmA�yl"Z\ ] P ; t(sAmA�yl"Z\
M𝑌 10 mlA\fAvf�qtŝ ] M𝑌 ; mlA\fvf�qtŝ P 11 m�/A� ] M𝑌 ; m�/t�/A� P

17 pty, k� tO ] P ; om. M𝑌
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vDAym̂; 45;

aT{qA\ Ev���rAdFnA\ -v-vAED¤�yopAEDB�dEBàA<yA\ fEÄEfvA<yA\ sh E/ÿ
!p(vmAgm�q� �� yt i(yAh—

aZ� fEÄf\B� p"A Ev�AEv���r�q� Ev�E�,.
5 gFtA,

yQCý � yt�—
an� g}hAy lok-y Efvo m�/ iEt �� Et,.
yA (vn� g}AEhkA fEÄ, sA m�/(vEmhAgtA; iEt.
ct� Ev�fEtrAHyAtA m�/AZAmF�rA, prA,.

10 aAZvA, fAMBvA, fAÄA-tTA�yA m�/koVy,;
a�X-yADArkA ��v\ vFrBdý p� r,srA,. iEt.

eq� cAZ� p"-y þoÄvn̂ m� Hy ev B�d,. f\B� fEÄp"yo-t� tdED¤AnvfAÿ
dOpcAErk i(yAh—

p� vo�ryom�Hy(vEnrAk� tO h�t� ,; 46;

15 m� HyB�d� EnrAkrZh�t� , kLyt iEt f�q,; 46;

tm�v h�t� mAh—

1 Cf. Tattvaprakāśavr.tti ad 28 (51.13–15): Ess� "� (v�n þAg� Ä-y prmEfv-y âAnÿ
E�yAfÅo, sAMy�nAED¤AnAt̂ t-y{vopAdAntyoÄ-y Eb�doyA E�tFy, þsr, pErZAm,
fEÄt�v&yvDAn�n jAyt� , tt̂ sdAEfvt�vmAh� ,. ; ad 29 (52.6–8): y/ jg(k/n�tA�ÿ
ED¤An�n E�yAfÄ�&yApArbAh� Sym̂ , t(sAdAHyt�vAD-tn\ þsrmF�rt�vmAh� ,. t-y c
svATkt�(v\ E�yAfÅEDE¤t(vAt̂ , svkt�ZAmn�tAdFnAm/{vA�tBAv-y v#ymAZ(vAÎ. ;
ad 30 (52.26–28): y-(vF�rt�vAD-tn� Eb�d� pErZAm!p� t�v� sØkoEVmhAm�/AED¤Aÿ
n�n âAnfÄ�zdý�ko BvEt , t��vvAEsnA\ âAn!p(vAt̂ svâ(vþkAfh�t� (vAt̂ þkAfk\
td̂ Ev�At�vm� Qyt�. ; ad 31 (53.20–24): t/ prEb�do, Efvt�v�n (�t�v�n ] M𝑌 ;

�t�v(v�n V) t(kAy-y s� #mnAd-y fEÄt�vA�tBAv�n coÄ(vAt̂ sklo Eb�d� r"r,
(�r"r, ] M𝑌 ; �r"r� V) Eb��A(mko nAd� -T� l@vEn!p,. �O (�O ] M𝑌 ; �O c
V) sdAEfvt�vA�tB�tO â�yO. Ev��fAnAmn�tAdFnAmF�rt�v� _�tBAv,. m�/AZA\ sÿ
ØkoEVs\HyAnA\ (�s\HyAnA\ ] M𝑌 ; �s\HyAkAnA\ V) vAEckfNdAnA\ c &yom&yA=yAdFnA\
Ev�AnA\ c kAEmkA�£AEv\fEtt�/AZA\ Ev�At�v� _�tBAv,.
7 an� g}hAy ⋅ ⋅ ⋅ �EmhAgtA ] Also quoted in Mr.gendravr.ttid̄ıpikā ad 1:22

9 ct� Ev�fEt� ⋅ ⋅ ⋅ �koVy, ] Also quoted in Mr.gendravr.ttid̄ıpikā ad 1:22
11 Also quoted in Mr.gendravr.ttid̄ıpikā ad 1:23 and 13:146.

10 aAZvA, ] M𝑌 ; aAZv, P 11 a�X-yADArkA ] P ; a�X-y DArkA M𝑌 11 iEt ]

M𝑌 ; iEt c P 12 eq� ] P ; eq M𝑌 12 þoÄvn̂ ] P ; þoÄo M𝑌 12 f\B� fEÄ� ]

P ; fEÄf\B� � M𝑌 14 p� vo� ] M𝑌 ; t/o� P 15 m� HyB�d� ] M𝑌 ; m� HyB�d� P
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ek, Efvo _EvkArF tQCEÄ�A=yto n yo`yO tO.
bh� DA -TAt�\ y�A c{t�yEvnAk� tO EvkAEr(vAt̂; 47;

a/{k ev Efvo jg(ktA svAn� g}Ahk� , t-y{vAnAEdm� Ä(vAt̂. uÄ\ c
�Fmdý OrvAdO—

Efvt�v\ pr\ ��km̂. iEt. 5

�� Etr=yAh—
ek ev zdý o n E�tFyAy t-T�. iEt.

n cAn�k��r(v� jg(kAyEsE�, , an�kkt�kAZA\ rTAdFnAm=y�k-TptFQCAÿ
n� vtn\ EvnAn� (p��,. ydAh� ,—

bhvo y/ n�tAr, sv� pE�XtmAEnn,. 10

sv� mh�vEmQCE�t t�ÄmvsFdEt; iEt.
an�n þvAh��rp"o Enr-t, , e��y-y -v!p&yEÄlABA(mk(v�n EvnAfAÿ
s\BvAt̂. s cAEvkArF , En(y(vAÎ�tn(vAÎ. tQCEÄ� tAd� [y�v , tÿ
�m(vAt̂. n Eh En(y-yAEn(yDmyog, , DmDEmZor&yEtr�k�Z DEmZo
_=yEn(y(vþs½At̂. 15

at-tO fEÄEfvAvn�tAEdB�d�n bh� DA -TAt�\ n y� ÄO. y�A tyorn�ÿ
kDAv-TAnm<y� pgMyt� , tdA EvkAEr(vA�mAyAEdvdc�tnO þs>y�t�. tyoÿ
�Ac�tn(v\ n y� Äm̂ , c�tn(v�n{v �vZAt̂ , ac�tn-y c�tnAED¤An\ EvnA
pErZAmA�yogAÎ. t-mAdOpcAErk ev tyoB�d,. yQCý � yt�—

aEDkArF s BogF c lyF -yAd� pcArt,. iEt. 20

tTA—
Ek\ t� y, pEtB�do _E-mn̂ s fA-/� fEÄB�dvt̂.
k� (yB�dopcAr�Z t��d-TAnB�dj,; iEt; 47;

a/ prAf¬A—

5 Raurava vidyā 2:4
7 Taittir̄ıyasam. hitā 1:8:6:1

10 bhvo ⋅ ⋅ ⋅ �vsFdEt ] Quoted in Tattvaprakāśavr.tti ad 1, Mr.gendravr.ttid̄ıpikā ad vidyā

3:1, and Ratnatrayollekhin̄ı ad 262.
20 Also quoted in Mr.gendravr.ttid̄ıpikā ad vidyā 13:5, Ratnatrayollekhin̄ı ad 30ab and

180cd–182ab.
22 Ek\ t� ⋅ ⋅ ⋅ �B�dj, ] Mr.gendra vidyā 12:165cd–166ab; also quoted in Tattvaprakāśavr.tti

ad 33 (55.4–5).

5 Efvt�v\ ] P ; Eft�v\ M𝑌 8 �kt�kAZA\ ] M𝑌 ; �kt�ZA\ P 11 t�Äm� ] M𝑌 ;

t�-tm� P 12 �p"o ] M𝑌 ; �p"o _Ep P 13 �fAs\BvAt̂ ] M𝑌 ; �fAn� pp��, P

18 �vZAt̂ ] M𝑌 ; �vnAt̂ P 24 �f¬A ] M𝑌 ; �f¬AmAh P
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aT f\B� r�k ev Eh yogFv Bv�dn�km� Et-T,.

eko _Ep Efvo yoEgvdn�kd�hAED¤An�n sdAEfvAn�tAEds\âAB�d\ vht iEt
c�t̂. tÎAy� ÄEm(yAh—

fEÄm�Et-t-y Eh sA c{kA nA=yy\ m� Hy,; 48;

5 y-mAEQCv-y Enml(v�n prmATto b{�dvd�hAyogAQCEÄr�v d�hkAy� k� ÿ
vAZopcAr�Z m� EtzQyt�. t-mAdFfAnAEd-t���do _Ep n vA-tv ev�Et
yoEgnAEmv frFrB�do _=y-y n m� Hy ev.

nn� “pÑvÄ~ ŝ E/pÑd� k̂ ” i(yAEdnA Efv-yAEp frFryog, �� yÿ
t�. s(ym̂. so _Ep @yAnAT ev �� yt�. n m� Hy-t-y d�hyog,. yd� Ä\

10 �Fm(pO	kr�—
sADk-y t� l#yAT� t-y !pEmd\ �� tm̂. iEt; 48;

aZ� p"B�d-t� m� Hy ev�(yAh—

bhv, ��yoBAj, p� zqA-t�qA\ c d� EÃ~ yo(kq,.
&yÒkjAd� (kqAd̂ d� £o _t-t�vo m� Hy,; 49;

15 a/ Eh BogB�dA>jnnmrZB�dAÎ Bogmo"AET(v�n ��yoBAj, p� zqA bhv
ev d� [y�t�. t�qA\ c &yÒkfrFr�E�dý yAEds\BvAd� (kqAd� �ro�r\ âAnE�ÿ
yo(kq� d� [yt�. t-mAd�qAmEp Ev�AEv���rAZA\ þoÄvEQCvAn� g}hB�d�n
t�dEDkArB�dAQCrFrB�dAd̂ B� vnB�dAÎ t(s\Bvo B�do vA-tv ev; 49;

tt�—

20 k� zto _T� EfvfÄF tAnEDz��h t�tAd̂ B�dAt̂.
EBà� iv l#y�t�

8 Cf. Tattvaprakāśavr.tti ad 6 (25.5–7): n�vF�r-yAEp “pÑvÄ~ , E/pÑd� k̂ ” i(yAEdnAÿ
gm�q� frFr�E�dý yyog, �� yt i(yt aAh—pÑm�/tn� ,. aymEBþAy,— @yAnATm�v��r-y
pÑvÄ~ A�AkAr, �� yt� , EnrAkAr� @yAnp� jA�yogAt̂.
8 pÑvÄ~ ŝ E/pÑd� k̂ ] Quoted in Mr.gendravr.tti 5:16; Tattvaprakāśavr.tti ad 6 (25.5).

11 Quoted in Mr.gendravr.tti 3:9ab with tTA coÄ\ �Fm(pO	kr� , Ratnatrayollekhin̄ı ad

268, and Tattvaprakāśavr.tti ad 33 (55.11; Gengnagel 1996:130).

17 þoÄ� ] Tattvasam. grahalaghut. ı̄kā ad 43

2 vht ] M𝑌 ; lBt P 5 prmATto ] M𝑌 ; prmAT(v�n P 5 b{�dv� ] M𝑌 ; b{�dÿ
vAEd� P 5 �gAQCEÄ� ] M𝑌 ; �gAt̂ tQCEÄ� P 6 �zQyt� ] M𝑌 ; �zQyt� , sA
c{k{v�(y� Äm̂ P 6 �-t���do ] M𝑌 ; �-t��do P 8 �yog, ] M𝑌 ; �B�d, P 9 n ]

M𝑌 ; n t� P 11 l#yAT� ] P ; l"AT� M𝑌 11 �Emd\ �� tm̂ ] M𝑌 ; �m� dAãtm̂ P

18 �B�dAQCrFrB�dAd̂ ] P ; �B�dAd̂ V
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y-mA�AnED¤Ay EfvfÄF p� zqAT� sADyt, , tt-t��d�n t� _Ep EBà� iv
Bvt,.

Ek\ c—

g� Zto jAt� tàAmA; 50;

s c sfEÄk, Efv-t�tk� (yyog�n gO�yA v� �yA t�(s\âAvAn̂ BvEt; 5

50;

at, Efv ev svAn� g}Ahk i(yAh—

En(y, -vBAvEvml, svâ, svk� Î�f,.
aEvhtfEÄ, f\B� , s� ãd�k, svp� zqAZAm̂; 51;
a/ c t�vE�ty\ boD@yAnAy Es�y� gEdtm̂. 10

m� Et-t�A\��Et Eh l�fAd� EÄ� fEÄfEÄmto,; 52;

a/ fA-/� Bogmo"Es�T� â�ytyA @y�ytyA c sklEn	klAHy\ fEÄÿ
fEÄm(sâ\ vA t�v�ym� Äm̂. tyo� fEÄfEÄmtom�Etm� Etm�v�noEÄâ�yA.
etd� Ä\ BvEt—aEDkArAv-TAyA\ kAyB�dAd£E/\f(klAB�dEBàA fEÄr�vAÿ
-y m� Et,. t�ogAd�vAsO skl, þoQyt�. uprt&yApAryA t� tyA y� Äo 15

En	kl iEt; 52;

tA\ c—

m� EtmED¤Ay hr, p� zqAZA\ prEht{kd� k̂ f\B� ,.
k� zt� t� B� EÄm� ÄF z�bl(vA(-vto _smTAnAm̂; 53;

@y�yAkArAEB&yÄA\ fEÄ!pA\ m� EtmED¤Ay prEht{kdfF f\B� mlAv� tsAmÿ 20

Ly(v�n -vBogmo"yo, -vymsmTAnA\ p�\sA\ Bogmo"O k� zt�. s c pAfAn̂
hrEt pf� <yo BogAT� mo"AT� vA tA\� hrtFEt hr, kLyt�. td� Äm̂—

hrEt pf� <y, pAfAn̂ p�\so _=y� @v� pd\ tt, s hr,. iEt.

11 Quoted in Paramoks.anirāsakārikāvr.tti ad 10a (Watson et al. 2013:128.16) and

translated by Watson et al. 2013:290 (see also n. 282 there).
23 quoted in Mr.gendravr.tti 1:1 (4.13); see also Kiran. avr.tti ad 1:1 (Goodall 1998:10–11):

hrEt b�DnAEn p�\<y, p�\so _=y� @v� pdm̂.

1 ���d�n ] P ; ���n M𝑌 5 �yog�n ] M𝑌 ; �B�dyog�n P 11 Eh ] M𝑌 ; c P 13 tÿ
�v�y� ] P ; t�v�� M𝑌 15 �ryA t� tyA ] M𝑌 ; �rtyA P 19 z�bl� ] P ;

z�ml� M𝑌 21 �mo"yo, ] M𝑌 ; �mo"Ay P 22 hrEt pf� <yo BogAT� mo"AT� vA
tA\� ] M𝑌 ; pf� <yo hrEt tA\� BogAT� mo"AT� vA P 22 td� Äm̂ ] M𝑌 ; yd� Äm̂ P
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þyog�A/— p� zqA BogAT� mo"AT� vA n -vy\ þvEtt�\ fÄA, , b�(v�nAÿ
-vt�/(vAt̂ , m�qAEdb�pf� vt̂. pAfA� n p� zqAT� -vy\ þvt�t� Envt�t�
vA , jX(vAt̂ , r>>vAEdvt̂. ato y-t�qA\ Bogmo"h�t� , , s Efv ev Es�
iEt; 53;

5 t/ c—

Ev�AEv��f(v\ (vprm� EÄ, pr�h EfvsmtA.

Ev�AEdpdAnA\ prm� Åp�"yA þ�y(v� _Ep mAyo�FZ(vAEàml(vAÎ n p� n,
s\sAryog i(yprm� EÄ(vm̂. EfvsAMy\ t� prmo" ev; 53;

tt�

10 svAvAóyh(vAt̂ tAmEp yA-yE�t m�/A�A,; 54;

m�/Ady, prm� Åh(vA�m� Äs\âABAj i(yT,; 54;

nn� s\sArAv-TAyA\ p� zq-y Ek\Ec>â(vkt�(vdfnA�m� ÄAvEp tAd� f ev.
at aAh—

p(yA &yEÒtfEÄ, p� zqo _to jAyt� _-y pEtsmtA.
15 &yÒkmn� k� v�tF p� v� d� £A c fEÄrZo,; 55;

svâ�n svsAmLyy� Ä�n Efv�n yto _sO p� mAn̂ &yEÒtfEÄ, , tto _-y
t(sAMy\ Bv(y�v. tTA Eh s\sArAv-TAyAmEp &yÒkblAn� sAr�Z k�qA\Ecÿ
dSpâAnAEdyogo _�y�qA\ c âAnA�� (kqo d� [yt�; 55;

at ev��rg� Zs\�AE�tmo"vAdo _=yy� Ä i(yAh—

20 þA`d� £(vAQCÄ�r̂ no s\�AE�tn jAEtvÎ{kA.

p� zq� þAg�v âAnAEdfÄ�d�£(vAd̂ am� t-y g� Z-y s\�A�(yyogAt̂ t(s\�A�tO
d� £A�tAdfnAà c s\�AE�tp"o y� Ä,. eq s\�A�(yAEdmo"EnrAsþkArŝ
t/BvtAcAy�Z{v—

7 Cf. Tattvaprakāśavr.tti ad 6 (32–33): at ev mAyo�FZ(vAd̂ mlrEht(vAÎ Ev�AEvÿ
���rþAØ�rprm� EÄ(vm̂.

5 t/ ] M𝑌 ; a/ P 6 (vpr� ] M𝑌 ; cApr� P 7 ��FZ� ] P ; ��Fn� M𝑌 10 sÿ
vAvAóy� ] M𝑌 ; sv&yAóy� P 10 �(vAt̂ tAmEp yA-yE�t ] M𝑌 ; �(vAàAm &yA=-yE�t
P 11 ��m� Ä� ] M𝑌 ; ��m� Ä̂� P 12 �kt�(v� ] M𝑌 ; om. P 16 �y� Ä�n ] M𝑌 ; �y� ÿ
Ä�n c P 22 �dfnAà c ] M𝑌 ; �dfnAÎ P 22 y� Ä, ] M𝑌 ; _y� Ä, P 22 eq ]

M𝑌 ; eq c P
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nodAhrZs�Avo g� Zs\�AE�tsADn�.
EvâAnm� pd�fA�� tAd� g�y(þjAyt�.
dFpA�trsm� (pE�, þdFpAEd�DnA�tr�.
am� t-y c s\�A�tO n lokA n prF"kA,.

i(yAEdEB, �Fmdý Orvv� �O Ev-tr�Z sAEDt,. sA c EfvsAMy!pA m� EÄn 5

go(vAEdjAEtvd�kA , aEp t� EBà{v þEtp� zqgtA , sAd� [y&yEtr�k�Z jAt�ÿ
rs\BvAEd(yEp t/{v Ev-tr�Z sAEDtm̂ , p� zqAZA\ þoÄvdn�k(vAd̂ ekmo"�
svmo"þs½AÎ.

prmA(mlyAHyo _Ep mo"o n s\BvtF(yAh—

ask� (p� Tg� plNDA, p� zqA-t�nAEp n (v{Èm̂; 56; 10

m� ÄAEvEt v#ymAZ�nA�vy,; 56;

m� ÄO n{yAEykA�<y� pgts\EvdBAvo _=yy� Ä, , fEÄfEÄmtoE�dý � ptyA Enÿ
(y(v�n c sADnAEd(yAh—

n c nAf, p�\fÄ�r̂ m� ÄO y-mA�yornAEd(vm̂.

at evAnAEd(v�n En(y(vA�mo"EnEm�B� t-y Efv-y fÅA(mn-td{�y-y 15

vA nAfo n s\BvEt.

1 Paramoks.anirāsakārikā 13cd (Watson et al. 2013:136)
2 Paramoks.anirāsakārikā 15ab (Watson et al. 2013:137)
3 Paramoks.anirāsakārikā 19ab (Watson et al. 2013:140)
4 Paramoks.anirāsakārikā 22ab (Watson et al. 2013:143)

7 sAEDtm̂ ] Paramoks.anirāsakārikā 20 (Watson et al. 2013:141): go(vAd�nn� s\�AE�t&yÿ
Å�trEvsEpZF. sAd� [y\ y-y go(vAEd t\ þ(y�tà foBt�;
7 þoÄ� ] Tattvasam. grahalaghut. ı̄kā ad 29

9 Cf. Paramoks.anirāsakārikā 49–52 (Watson et al. 2013:196–205): upAdAn(vs\EsE�v�dAÿ
�t� prmA(mn,. upAdAn� þlFn-y D�}v\ þA`vEàvtnm̂; EvâAnmA/mAn�d\ v-t� s(y\ n t/
Eh. n{v\EvDm� pAdAn\ d� £\ t�(vAEd s� ry,; B� vn(v� EnEv£-y tE� t-yopp�t�. g� Zt, ,
t/s\-TAnA\ BoEgnA\ m� Hyl"Zm̂; B� vn-y EvnAEf(v\ d� £(vAt̂ tE�nAft,. t�ok� ZAmEp
Bv�t̂ t�n{qA n D�}vA gEt,;
11 v#ymAZ�nA� ] Tattvasam. grahalaghut. ı̄kā ad 57b

12 Cf. Mr.gendravr.tti ad vidyā 2:5–6: tÎ svd{vAE-t , n t� m� ÄO s\EvdBAvo yTA
v{f�Eqk{Er£, , tTAEvDAyA moh!pAyA m� Ä�EnrAkEr	ymAZ(vAt̂.
14 Cf. Paramoks.anirāsakārikā 47ab (Watson et al. 2013:185): n c âAnE�yAnAf,
svAgmEvroDt,.

5 �EdEB, ] M𝑌 ; �EdEB, kAErkAEB, P 7 �dn�k(vAd̂ ] M𝑌 ; �dn�t(vAd̂ P 10 n ]

P ; t M𝑌 12 ��<y� pgt� ] M𝑌 ; ��� pgt� P 14 p�\fÄ�r̂ ] M𝑌 ; p�\fÅor̂ P
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tt� tàAf�n m� EÄ-td{�yo(pE�ErEt y(þvAh��rvAEdEBzQyt� tdÿ
y� ÄEm(yAh—

nAEp c Efv-y fÄ�r̂ aTvABAvo EnEm�-y; 57;
eqA\ c—

5 ap� Tk̂ t� Syg� Z(vAd̂ uplEND, þoQyt�
Efv-y m� ÄA(mnA\ c smAng� Z(vAdp� Tg�k!ptyoplEND, svEvqyo âAÿ
nAEdþkAf, þoQyt�.

Ek\ p� nr�<y, Efv-y Evf�q i(yAh—

Evf�q�.
10 Es��q� EfvA>jAt\ mAhA(MymnAEdm@yA�tm̂.

t�q� m� ÄA(m-vnAEdm@yA�tmEp mAhA(My\ svâsvkt�(vA(mkmnAEdmlAv� ÿ
t(vAEQCvAEàEm�B� tAdEB&yÄm̂. Efv-(vnAEdEs�svâsvkt�(vy� Ä iÿ
(yym-y{qA\ c Evf�q,; 58;

i(T\ sklvrþd aArA@y, f\B� r�v t�vEvdA.
15 tE-m\-t� £� EsE�m�EÄ� prA Bv�(p�\s,; 59;

td� ÄmTvEfKAyAm̂—

Efv eko @y�y, Efv\kr, svm�yt̂ pEr(y>y. iEt.
tt� svAn� g}Ahk(vAt̂ svâ(vAÎ tdAgm-y f{vAHy-y{v þAmA�ym̂ , n
(vAgmA�trAZA\ bO�AdFnAm̂ , asvâþZFt(v�n pr-prEvroDAt̂. ydAh� ,—

20 s� gto yEd svâ, kEplo n�Et kA þmA.

3 Cf. Paramoks.anirāsakārikāvr.tti ad 4cd (Watson et al. 2013:118): Es� ev Eh kt�(vÿ
mOdAsF�y\ mh��r�; ; cf. also Watson et al. 2013:267–269, n. 215.
17 Atharvaśikhopanis.ad 3:4

20 s� gto ⋅ ⋅ ⋅ kTm̂ ] Br.hat.t. ı̄kā, quoted in Śāntaraks.ita’s Tattvasam. graha (Bauddha

Bharati) 3148 (mtB�d-tyo, kTm̂ ) , Ratnak̄ırtinibandhāvali (2nd edition) 6.14–15 (mÿ
tB�d, kT\ tyo, ) , Nārāyan. akan. t.ha’s Mr.gendravr.tti ad 2:11 (mEtB�d-tyo, kTm̂ ) , and

Rāmakan. t.ha’s Moks.akārikāvr.tti ad 147cd–148ab (mEtB�d-tyo, kTm̂ ) . Aghoraśiva

quotes the verse also in Ratnatrayollekhin̄ı ad 10. See also Kataoka 2011:II:350, n. 397.

1 m� EÄ-t ] M𝑌 ; m� Ä� t� P 6 �!ptyo� ] M𝑌 ; �!p{vo� P 10 Es��q� ] M𝑌 ; m� ÿ
Ä�q� P 10 �m@yA�tm̂ ] PM𝑌 𝑝𝑐 ; �s\Es�\ M𝑌 𝑎𝑐 11 svâsvkt�� ] M𝑌 ; svâkt��
P 12 �svâsvkt�� ] M𝑌 ; �svâ(vkt�� P 13 �(vy� Ä i(y� ] M𝑌 ; �(v i(y�
P 18 tt� ] M𝑌 ; at� P 18 �-y{v ] P ; �-y{v\ M𝑌 18 þAmA�ym̂ ] M𝑌 ; sv/
þAmA�ym̂ P 19 ��trAZA\ ] M𝑌 ; ��trAZA\ -vAvEDþmAZAnA\ P 19 asvâ� ] M𝑌 ;

t�qA\ svâ� P
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aToBAvEp svâO mEtB�d-tyo, kTm̂; iEt.
nn� f{v-yA=yAgmA�trEvroDAdþAmA�ym̂. tà , aAgmA�trEvroDABAvAt̂.
svA�yAgmþA=y-TAnþdfnp� v� tdnEDgtATþkAfk(vAd-y þAmA�ymEnÿ
vAym�v. ydAh� ,—

anEDgtATg�t� þmAZm̂. iEt. 5

Ek\ c
vZA�mAcArAn̂ mnsAEp n l¿y�t̂.

i(yAEdEBvZA�mAcArAnEtl¿nþEtpAdn�n v�dAEvroDA��dEv(pErg}hAÎAÿ
-yAgmA�trAZAEmv n pAqE�X(vm̂. tTA Eh p� rAZ�EthAsAdO ��topm�y� þB� ÿ
tFnA\ mhqFZA\ t�/An� ¤An\ �� yt�. mhABArt� c nrnArAyZyor�(TAß�— 10

aA<yA\ El½� _Ecto d�v-(vyAcAyA\ y� g� y� g�. iEt.
s� vZA"� c Ev	Zo-tdArADnAt̂. þsAd�

aEp cA-mE(þytro lok� k� 	Z BEv	yEs. i(yAEd.
rAmAyZ� c. kAtvFyAd�, -t� Etq� c þEt¤Ap� vko Dm,

pË�£kAEct\ sMyĝ y, kroEt EfvAlym̂. i(yAEd. 15

s� /�—
mo"\ EvEnEdf�t̂. iEt c.

aTvEfr,��tA�trAEdq� pEnq(s� c El½AcnAEd �� yt�. tto nA-y EvgAÿ
nm̂ , nAEp EvEQCàm� ltA , n c k{E�d�v pErg}h,. tt-t�AÈ\ svþmAÿ

5 Source unknown
7 vZA� ⋅ ⋅ ⋅ l¿y�t̂ ] See Tattvasam. grahalaghut. ı̄kā ad 40.

10 Śveta and Upamanyu are referred to in Kiran. a 1:8–9 (see Goodall 1998:167, n. 18 and

n. 19).
11 Mahābhārata 7:172:86cd. Quoted in Moks.akārikāvr.tti ad 146ab.

12 Mahābhārata 3:82:16cd: y/ Ev	Z� , þsAdAT� zdý mArADy(p� rA;
13 Mahābhārata 3:82:18ab. Quoted in Moks.akārikāvr.tti ad 146ab.
15 Quoted in Moks.akārikāvr.tti ad 146ab.
17 Quoted in Moks.akārikāvr.tti ad 146ab and Nareśvarapar̄ıks. āprakāśa ad 3:104cd–105ab.

18 tto ⋅ ⋅ ⋅ pErg}h, ] Cf. Ślokavārttika codanā 133 (Kataoka 2011:I:33): n cAEp -m� (yÿ
EvQC�dA(svâ, pErkS=yt�. EvgAnAEQCàm� l(vAt̂ k{E�d�v pErg}hAt̂; ; Tantravārttika

ad 1.3.1 (160.8–9): yt-t� v�dvAEdnAm�vAEvBAg�nAEvEQCàpAr\pypErg}hdAäm̂ , ato
nAþAmA�yA@yvsAnEmEt y� Ä, s\d�h,.

2 aAgmA�tr� ] M𝑌 ; om. P 3 svA� ] M𝑌 ; tTA Eh svA� P 6 Ek\ c ] M𝑌 ;

iEt P 8 �nEtl¿nþEtpAdn�n ] M𝑌 ; �<yn� âAn�n P 11 aA<yA\ ] M𝑌 ; a<yA\ P

13 cA-mE(þ� ] P ; c aNjAdEp Eþ� M𝑌 15 �kAEct\ ] P ; �KEct\ M𝑌 16 s� /� ]

M𝑌 ; s� /� c P 17 EvEnEdf�t̂ ] M𝑌 ; EnEdf�t̂ P 18 aTvEfr,� ] P ; aTvEfr,s�
V 18 �q(s� c ] M𝑌 ; �q(s� P 19 EvgAnm̂ ] M𝑌 ; EvgAntA P 19 nAEp Ev� ]

em. ; n c Ev� P ; nAEp M𝑌 19 tt-t� ] M𝑌 ; at-t� P
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ZAbAEDt(vAt̂ svo(k� £(vAÎ g}A�m�v. uÄ\ c mo"kAErkAs� —
n cA�y�n þmAZ�n s\z�-t-y gocr,.
�oE/y{r=yto g}A�\ t(PlAEDksADnm̂; iEt; 59;

aT k�n�d\ þkrZ\ k� tEm(yAh—

5 i(yvd��vAEn t� s�o>yoEt, s� v� E�k� t̂ q÷A.
BgvAn� g}>yoEt, svâo ymn� jg}Ah; 60;

s� v� E�, s�� E�ErEt rOrvv� ��nAm. t(k/�d\ EnEmtEm(yT,.
�Fm(K�Vkn�dnAkEkrZ{, s�� E�vAÈA(mk{r̂
@v-tAâAntmo�vy�n g� zZAGorAEdnA f\B� nA.

10 t�vâAnb� B� (s� EBb�Dvr{, s\þAETt�nAdrAt̂
t�vAnAEmEt s\g}h-y Evv� Etl]vF -P� VA EnEmtA;

; i(yGorEfvAcAyEvrEctA t�vs\g}hlG� VFkA;

2 n cA�y�n ⋅ ⋅ ⋅ �sADnm̂ ] Moks.akārikā 146cd–147ab

6 Quoted in Tattvasam. grahalaghut. ı̄kā ad 1.

7 rOrv� ] P ; rOv� M𝑌 7 EnEmtEm� ] P ; Enmm i� M𝑌 9 �tmo�vy�n ] M𝑌 ;

�tm�y�n P 11 t�vAnAEmEt ] M𝑌 ; t�vAnA\ EmEt� P 12 t�vs\g}hlG� VFkA ] em. ;

t�vs\g}hlG� EVkA (sic) smAØA P ; t�vs\g}hdFEpkA M𝑌
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