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パイッパ ラーダ・サンヒターの校訂研究
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アタルヴァヴェーダ 0パ イッパラーダサンヒター(PS)諸巻のエディションにつ

いて、それぞれの校訂の特徴を、校訂本文の歴史的位置づけ、系統を異にする

写本の扱い、およびコラプションの扱いという観点から概括し、今後の写本校

訂の方向について検討を行 う。またパイッパラーダ・サンヒター第10巻から関

連する資料の一部を提示し、校訂に際して考慮するべき点に言及する。

はじめに

アタルヴアヴェーダ・サンヒターはバラモン教の聖典で、およそ紀元前10世紀頃北インド

のクル・パンチャーラの地で編纂されたとされる。その主な内容は、結婚や葬送などの家

族儀礼で唱えるマントラや、吉祥増益 e呪誼調伏などの個人的な呪法に用いるマントラであ

り、当時のインド・アーリア人の宗教生活を知る上で重要である。

アタルヴァヴェーダ・サンヒターには 9つ の学派があったと伝えられるが、現存するサン

ヒターはシャウナカ派所属 とされるもの(シ ャウナカ・サンヒター)と パイツパラーダ派のも

の(パ イッパラーダ 0サ ンヒター)だ けである。この二つの文献はともに20巻 よりなり、内容

的に共通するものも多いが、パイッパラーダ・サンヒターはシャウナカ・サンヒターよりも

マントラの数が多 く、しかも未知のマントラを含むから、両者はそれぞれ独自の文献的な

価値を有する。

このうちシャウナカ・サンヒターの写本研究は19世紀中頃から開始されたが、一方のパ

イッパラーダ・サンヒターについては良好な写本の発見が遅れ、本格的な校訂研究が開始さ

れたのは20世紀後半であった。そのため現在なお諸巻の校訂出版が進められているところ

である。筆者はかつてパイッパラーダ・サンヒター諸巻の校訂について、エデイターによっ

て校訂の方針に相違があり、この点がこれからの議論の対象になることを指摘した(土山

2007:5)。 本稿はその続稿 として、これまで公表されたエディションについて検討を加え、

今後の校訂研究の方向を考えたい(1)。

これまで出版・公表された諸巻のエデイションは以下のとお りである。

第 1巻一第15巻

第16巻

第 2巻

第 5巻

第 6巻、第 7巻

第13巻、第14巻

[Bhattacharya 1997]

[]Bhattacharya 2008]

[Zehnder 1999]

[Lubotsky 2002]

[Grifiths 2009]

[Lopez 2010]

第20巻 (第 1-第 30讃歌) [Kubisch 2012]

このうちBhattacharyaの エデイションは、オリッサ写本の最初の発見者にして彼の父親で

あるDurgamohan Bhattacharyyaが 校訂 した第 1巻か ら第4巻 までのエデイションの改良を含

む。一方Zchnder以下の欧米の研究者によるエディションは、Witzel、 Grifflthsら が蒐集 した
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写本を参照するとともに、Bhattacharyaの提示する諸写本の読みも考慮して、新たに校訂し

たものである。他の諸巻についても新 しいエディションが公表される予定である。

1。 校訂本文の歴史的位置づけ

パイッパラーダ・サンヒター(PS)の 写本には、カシミール写本 とオリッサ写本の二つの系

統がある(Hoffmann 1968:4)。 これらの伝承経緯についてWitzelは再構成を試みて、両系統

の写本がおよそ紀元後800-1000年頃のグジャラー トに伝承された一つの写本(Grifflthsに し

たがつて *Gと する)に さかのぼることを指摘 し、パイッパラーダ・サンヒターの写本校訂の

当面の目標は、この *Gの再建であるとした(WitZel 1985a:259-263)。 現代のエディターた

ちの多 くは、このWitzelの 見解に従つて写本校訂を行っている。

これに対して異なった見解を述べるのはLubotskyで ある。彼が再建を目指すテキス トは、

二つの系統の起源をなす原型写本(*G)で はなく、紀元前10世紀頃の回頭伝承の出発点と

なったテキス ト(ur_PS)で ある。そのようなテキス トとは、(1)意 味が把握でき、(2)文法的に

誤 りがなく、そして(3)伝承の過程で混入した過誤を除去したテキストでなければならな

い。ただしテキス ト固有の読み、またはテキス トを伝承する学派固有の読み(authentic

reading)と いうものがあるから、それを過誤 とは区別 して保存 しなければならない。

Lubotskyが挙げる例でいうと、動詞 jinv_`促す'の 過去受動分詞の形式は jinvita― であるが、

パイッパラーダ・サンヒターを含むアタルヴァヴェーダのすべての写本で jinvata― の形式が

あらわれる。このような場合、jinvata― がアタルヴァヴェーダ・サンヒターの伝統に従つた

読みであると判断されるから、現在語幹 jinva― に直接に接尾辞 taを 付した語形 と理解 し

て、校訂本文に保存するのが適切である(Lubotsky 2002:6-7,47-48)。

このようにLubotskyが復元を目指すテキス トの歴史的な位置づけは他のエディターと異な

るが、両者は実際には大きく異なるものではない。 というのも、 *Gに はすでに伝承を経て

きたなかで混入した過誤(e.g。 ,Grifiths 2009:XLVI)が あり、そのような場合、エディターは

過誤の原因を究明して本来の読みの復元を試みることになるからである。こうして再建され

たテキストは、*Gそ のものではなく、*Gよ りも時代がさかのばったどこかの段階の写本の

読みであり、結果 としてUr― PSの 読みに接近することになる。

2。 カシミール写本 とオリッサ写本

明確に系統の異なるカシミール写本 とオリッサ写本が存在するということは、両者の扱

いについてエディターに判断を迫ることになる。特にカシミール写本は一本 しか現存しない

のに対して、オリッサ写本の系統は複数の写本を伝えるから、資料の豊富なオリッサ系統の

写本の読みが重視されることになる。Bhattacharyaが カシミール写本の読みを軽視 してオ

リッサ写本の読みを重視するとは、しばしば指摘されるところである(Lubotsky 2002:5,

Grifnths 2009:XIX〉の。Bhattacharya自 身も、 *Gの再建のためにはひとまずオリッサ写本の

原型(orisSa archetype)を 復元することが実際的であるという(Bhattacharya 2008 xxvi)。 しか

しカシミール写本の方が優れた読みを保存している場合がある13Dか ら、校訂の場で写本の伝

承系統をどのように考慮するかという問題が生じる。

Zchnderは この問題を、オリッサ写本を校訂の基礎に置き(Zehder 1999:13)、 校訂本文に

写本系統の情報を表示することによって解決を図ったと考えられる。彼が校訂本文に使用す
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る上付き十字記号(+xyz)は 、カシ ミール写本の読みを採用 した場合か、オリッサ写本を根拠

にして推測 した読みを示す。た とえば、

2。25.4c:gandharvena+tVislmata「 輝けるガンダルヴァとともに(彼は勝利する)」

という彼の校訂本文の場合、+tvislmataは カシミール写本の読みを採用 したことを意味す

る(オ リッサ写本の読みはすべてdvislmataで ある)。
この背景にあるのは、まずオリッサ写本

の原型の読みを推定 して、それをカシミール写本の読み と比較するという、写本の系統を重

視する思考である。

これに対 してLubotskyは、写本を根拠に推測 した読みを提示する場合だけにこの記号を用

い、カシミール写本 も含めて どれかの写本の読みをそのまま採用するときは記号を用いな

い。 これは、Lubotskyが本文の再建にあたって、カシミール 0オ リッサ両系統の相違を考慮

しないということを意味する。*Gの復元を目指すZehnderに とって伝承史を考慮することは

重要な作業であるが、直接にur― PSを 再建 しようとするLubotskyに とって伝承系統を表示す

ることは重要でない。歴史的にどの段階に位置する写本を復元するか というエディターの目

的によって、写本の扱いが異なって くる。

Lubotskyの この写本の扱いは、Grifithsに おいてより顕著 となる。Grifithsは 校訂に際 し

て写本系統を考慮せ哄 それぞれの写本を対等に扱 うことを明言する(Grifflths 2009:XX)。

つまりZchnderが系統間の平等性を前提にするのに対 して、Lubotskyと Grifithsは 写本間の

平等性を重視するのである。 しか しこのことは、写本系統を軽視するというのではない。

Grifnthsは ォ リッサ写本群の相互の関係についても研究を進めている(Grifnths 2009:

28-29)。 写本相互の関係の究明を本文確定の作業か ら切 り離 し、前者の知見を後者の判断

に持ち込まない というのがGrifithsの 立場である。

3。  perseveration

写本のコラプションを理解する視点のひ とつ として、Grifithsは perseveration(固執・反

復 )に注目する(Grifiths 2009:XLI一 XLII)。 これは書写者が書き写すべき詩節などの語やフ

レーズを見て、自分の記憶の中にある類似の詩節などを想起 し、そちらを書き記す という過

誤である。 これは口頭による伝承 と書写による伝承が併存する場合に生じやすい現象であ

ると思われる。具体例 をGrifflthsの エデイションか ら引用すると、jahi Satrin宙 mrdhO

nudasva(6。9.10a:「敵 どもを殺せ。敵意を駆 り散 らせ」)と 書写するべきところを、誤って

jahi Satmn″ αれρrα′j rα

“

グλαッαsッαと言己すのがperseverationに よる過 i誤で、 これはjahi Satrin

というフレーズか ら同じフレーズをもつ他の詩節Gahi 6atrin prati randhayasva PS 3.27.6a:

「敵 どもを殺せ。汝は(敵 どもを)屈服せ しめよ」)を想起 して、そちらのフレーズを書いてし

まった と推測される現象である(Grifiths 2009:119)。 現象 としては以前か ら知 られていた

が、witzelがperseverationの 名称を用いて説明を加え(1997:268,280)、 Grifflthsが これを校

訂における重要な観点 として、誤写や発音の影響による過誤 とならんで注 目したのであ

る(4)。

このperseverationに よる過誤について、パイッパ ラーダ 0サ ンヒター第10巻 にも類似の資

料がある。すなわち、samyag vo rastram Saha vO manamSi(10。 4。7a:「汝 らの王国は和合 して

あれ。汝 らの心はともにあれ」)と あるべきところを、オリッサ写本(JM)で はSamyag vo

rastra印 ′″α′λαッαれ′
“
グθックれ′saha vo manamSiと した り、またsamSIstam VO rastratt paSubhir

gobhir a6vaih(10。 4.9&「 汝 らの王国は家畜、牛、馬 と結びつけ」)と あるべきところを、カシ
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ミール写本ではsattslstam VO rastram′ rα′λαッαれ′
“
gobhir agvaisと するのは、いずれも先行す

る詩節であるpurOhitena vo rastratt prathayantu devah(lo。 4.6d:「 プローヒタ祭官によって、

神々は汝らの王国を拡げるべし」)の影響を受けていると考えられる。

ただし、perseverationの 判定には、他の可能性も考慮することが重要である。Grifathsの

エディションから例を挙げると、カシミールとオリッサの両系統の写本では yO asmam

abhyaghayantiと あるところを、Grifithsは *ye`sman abhyaghayanti(PS 6。 11.8:「 われわれを

害を与えようとするものらは」)と 修正し、過誤の原因をyo asmam abhyaghayati(PS

14.9。 4d)の 影響 と判断する(Grifiths 2009:146-147)。 しかしこれはGrifnths自 身も言及する

ように、シャーラダー文字の写本においてしばしば観察されるyo/yaの 誤写 として説明され

る可能性K51も 否定できない。最終的には前後の文脈も含めた総合的な判断を待つことにな

る。

結語

最近公表されたLopezと Kubischの エデイションは、前者が写本系統の研究に、後者が韻

律研究にそれぞれ特色を有する。しかし写本の扱いに新 しい点は見出されないから、パ

イッパラーダ・サンヒターの写本校訂の方向はLubotskyと Grifithsに よって確立された考え

ることができる。どのエディターも述べることだが、現状ではすべてのエデイションは暫定

的な性格を持つ。新たな巻の校訂がなされることを通じて、これまで公表されたエディショ

ンの吟味が繰 り返され、パイッパラーダ・サンヒターの全貌が明らかになっていくと考えら

れる。

注

(1)本文の叙述において、これまで公表 したパイッパラーダ・サンヒターのエディションの

書評(Tsuchiyama 2010,Tsuchiyama 2013)の 一部を使用する。

(2)Dipac Bhattacharyaの エデイションの特徴のひとつは、本文の理解に問題があるときに、

下線をもって明示することである。しかし下線の意味するところが、"doubt Of some

kind,ioco regarding authenticity,correctness,ctc.``(]Bhattacharya 1997:xxx五 )と 述Vべ るよう

に、多義的であるために、問題 となる箇所がどのような意味で理解が困難なのかを説明

していない。faJぇ ばBhattacharyaは 6riyam tvam Sarvesam tesatt adayogrO vi

dttraya(lo。2.4cd)と 校訂 して、dharayaの第 1シ ラブルに下線を引くが、この箇所全体は

「汝は彼 ら(敵対者)の すべての栄誉(財産)を、捕 らえて、(わ れらに)分かち与えよ、強力

なる者 として。」と訳 して理解に困難を感じない。

(3)オ リッサ写本よりもカシミール写本の読みが優れていることについて、パイッパラー

ダ。サンヒター第10巻 より、以下の箇所を挙げることが出来る。

10.2.3di tOva bahi gavanl patT  l:Your arIIls are the lords of the cow.‖

patT]K patTm Mtt Pa patilm Ma palh JM

10。2.9a:agnlsoma pavamanau   "Agni― Soma,who are blowing"

pavamanau]K pavamano Or

10.3.lc:hastTva nadvalan bhandhi   ‖Break riverbeds like an elephant.‖

bhaidhi]K.bhilrildhi Mtt Ma bhagdhi JM bhaidha Pa
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(4)perseVerationの 他のエディションにおける扱いをみると、Zehnderは lTextein■
uss'と して

この現象に注意を払つている。Lubotskyも 文字通 りっerseVeration:と して指摘する。一

方 Lopezの場合、た とえばオ リッサ写本の共通の読みである dvadagahena sammitah(PS

14.6。4a)に 対 して、カシミール写本が dvadasahenaたα″α′θと読むのは dvadasahena

kalpate(PS 8.19。 8b)の影響であると考えられるが、 これを指摘 しない(Lopez 2010:178)。

。p明 /μm
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