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アタルヴァ0ヴェーダの写本校訂と本文伝承史

はじめ|ご
1)

アタルヴァヴェーダ・サ ンヒター (Atharva―

veda―samhita=AV)は 、リグヴェーダ・サンヒ

ター (撃 gveda_satthita=RV)に 次いでインドで

二番 目に古い文献 とされ、その主要な部分はおよ

そ前12世紀頃に北イン ドで編纂 された
゛t AVは

独自の性格をもつ文献で、主として呪法に使用す

るマントラを伝承する点でRVと 異な り、結婚儀

礼などの非シュラウタ儀礼のマントラを扱 う点で

ヤジュルヴェーダ・サンヒターと異なる。思想史

的にはRVと ならんで、ブラーフマナの祭式的な

思考やウパニシヤッドにみられる一元的な思考の

端緒をなす文献 として重要である。

AVに はサ ンヒターを伝承する九つの学派があ

ったと伝えられるが、現存のサンヒターはシャウ

ナカ派所属とされるもの (Saunaka_satthita=SS)

とパイッパラーダ派のもの(Paippalada_satthita

=PS)の みである。このうちSSの 写本研究は早

くに開始され、テキス トと翻訳が出版されてい

る。これに対 してPS写本は、現在なお校訂研究

が継続されているところである。本稿はこれら

Ssお よびPsの写本校訂の経緯を振 り返るととも

に、AVの写本研究における本文伝承史がもつ意

義を扱う。

(1)シャウナカ・サンヒターにaunaka‐satthita)

1)写本の校訂

現在われわれが利用するSSの 主要なテキスト

として、ベルリン・エディションとボンベイ 。エ

ディションの二種類がある。このうちベルリン・

泰 弘

エディションは、Rothと Whitneyに よって出版さ

れた (Roth/Whitney 1856)。 SSの エデイション

の作成に際 しては、PSの場合に比べてい くつか

の恵まれた条件があった。第一に複数の写本、す

なわち1853年 までにヨーロッパにその存在が確認

された 8種類の写本
("が

資料 として利用 された。

第二に校訂を補助する文献を利用することができ

た。サンヒター本文を構成する単語を独立 したか

たちにしたパダパータ (padapatha)の テキス ト、

そのパダパータからサンヒターを復元するための

音声学的規則を記 し、サンヒター写本の校訂に際

しては正書法の指針 となるプラーテイシヤーキア

文献 (Saunaklya caturadhyayika)、 また各賛歌

の韻律の名称や詩節数などを記 しサンヒターの構

成 を再建するために役立つアヌクラマニー文献

(BrhatSarvanukrama,1)、 さらにサーヤナに帰さ

れる注釈文献
(4)な

どが参照された。

ヨーロッパにおけるベルリン・エデイションの

出版に対 して、インドで もSSの 出版事業が企て

られた。これがボンベイ・エデイシヨンと言われ

るもので、ボンベイのShankar Padurang Pandit

によって、サ ンヒター本文の他 にパ ダパータの

テキス トとサーヤナの注釈 を加えて出版 された

(Sh.P.Pandit 1895-1898)。 この校訂作業では、

グジヤラー トとデカンに存在 した12種類のサンヒ

ター写本 と6種類のパダパータ写本が利用された

が、この他に 3人のAVの伝承者 (vaidika)が記

憶する伝承内容を考慮 したのが特徴である
("。

た

だし、デカンに伝承 されたAVに はその内容に変

容が確認されるので、グジャラー トに伝わる写本

が重視 された
(6)。 ベルリン・エデイシヨンとの違

山土
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いは、主 として賛歌および詩節の区分にあるが、

それはボンベイ・エデイションがアヌクラマニー

文献 (BrhatSarvanukrama,Iお よびPaicapatalika)

の記述を重視 したことによる (Vishva Bandhu

1961:xxxiii― xli五 )。

これら両エデイションの出版によって、AV研

究の基礎が確立 された。その後ベルリン・エデ

イシ ョンの翻訳がWhitneyに よって準備 された

が、その作業は彼の死 によって中断された。 し

か しWhitneyの 残 した翻訳原稿 と詳細 な訳注
°

は、Lanmanに よって整理補足されて出版された

(Whitney 1905)。 翻訳はベルリン・エディショ

ンに忠実であったが、訳注には、エデイシ ョン

の出版以降新たに得た 7種類の写本を参照 し、さ

らにその後の研究成果をふまえたテキス ト本文

の修正お よび修正案が記 された。テキス ト本文

の修正は、それ以前に出版 されたAVの単語索引

(Whitney 1881)の なかでも提起されていたので、

これらの修正を反映させたエデイションの改訂が

必要 とされた。そこでLindenauは ベルリン・エ

デイションの改訂版を、総計550箇 所にのぼる訂

正リス トを添えて出版 した (Lindenau 1924)。

一方ボンベイ・エデイションの改訂 もおこなわ

れた (Vishva Bandhu 1960-1964)。 この改訂版

ではSh.P.Panditのテキス トに改訂を加えた他に、

エデイシ ョンの出版以降に利用が可能になった

ヴェーダ・テキス トやコンコーダンスの類を参照

し、またWhitney(1905)が その訳注で示 したテ

キス トの修正や写本の異読をテキス ト批判のため

の資料 (critical apparatus)と して組み込んだ。

その序文によればベルリン、ボンベイの両エデイ

ションが利用 した写本以外に新たに写本は発見で

きなかった (Vishva Bandhu 1960:vi)と 言うから、

SSの 原典出版はこれによって一区切りついたと

いえる。

しかしながらSSの この二つのエデイションが

本文伝承史の観点からみて不十分であることを、

Witzelが指摘 している。特に写本相互の関係、ま

たはstemma((写本の)系図)に ついての考察

が欠落していることは、Ssの原型(archetype)を

再建する際の障害となる(Witzel 1997282-283)。

井狩 (1995)、 Ikari(1995,1998)、 Tokunaga(1997)、

Deshpande(1997)な どにみられる、写本相互の

関係を考慮 した現代のヴェーダ写本研究の水準か

らみても、SSの 写本校訂が本文伝承史の知見と

連携することは課題である (Wttzd 199921)。

2)流布本としてのシャウナカ・サンヒター

現存のシャウナカ・サンヒターと称されるもの

は、厳密に言えば流布本 (Vulgata)で ある。写

本はその所属学派名を伝えていない。それにも

かかわらず流布本がシャウナカ派の文献であると

みなされたのは、これに関係するプラーテイシャ

ーキア文献であるSaunaklya caturadhyayika(=

CA)が、シャウナカ派であることを名乗ってい

る (Roth 1875:27)と いうこと、またシャウナカ

派の儀軌文献であるKauSikasitraと Vaitanasitra

が、マントラを引用するにあたって流布本に依拠

していることによる (Bloornfield 1889:xxxvii―

xxxix)。

しかしこの流布本はシャウナカ派のものでは

ないという指摘が、Sirya Kantaに よってなされ

た。彼は1923年 に発見されたAtharvapratisakhya

(=APr)の 校訂研究をおこない、そこでシャウ

ナカ・サンヒターの写本が示すサンデイは、CA
が記述する規定よりもAPrの規定に合致すること

を指摘して、いくつかの事柄を明らかにした(Sirya

Kanta 193932-43)。 このうち本稿の趣旨から見

て重要なことは以下の点である。

(1) CAつ まりSaunaklya caturadhyayikalよ 、 そ

の名称が示すとおリシャウナカ派のプラーテイ

シャーキアであるから、流布本がCAの規定に

合致しないということは、流布本はシャウナカ

派のものではないことを意味する“t
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(2)一方で流布本がAPrの 記述する規定と合致す

るということは、流布本がAPrと 同じ学派のも

のであることを意味する。ただし学派名は不明

である。名称不明のこの学派とシャウナカ派は

ある時期に混清したと考えられるЮt

(3)したがって流布本の写本を、Roth/Whitney

の ようにCAに よって校訂するのではな く、

APrによって校訂するべきである(Sirya Kanta

193950)。

Renou(1947:224-225)は このSirya Kantaの

研究に言及して、これによってシャウナカ・サン

ヒターをめぐるすべての問題を、改めてとりあげ

ることになると評価した。しかし近年Deshpande

(1997)がCAお よびその注釈 (CaturadhyayI‐

bhasya)の エデイシヨンを作成し、そのなかで

Sirya Kantaが 提起した問題について詳細な吟味

を行った (Deshpande 199762-95)。 その内容は

多岐にわたるが、要するに今に伝わる写本のみに

もとづいて学派の所属について判断をくだすこと

に慎重な態度をとり、伝承過程のなかで生じるテ

キス トの変容という契機を考慮する⑩
。この観点

は、次項以下に扱うように、AV写本とりわけPS

写本研究の中心になる問題のひとつで、AV写本

研究の現状を背景においた理解と考えることがで

きる。

(2)パイッパラーダ・サンヒター

(Paippalada¨ satthita)

1)写本の校訂

PSは文献史上重要な位置を占める
tDに

もかかわ

らず、その全貌が学界に紹介されたのはSSよ り

大 きく遅れた。PSの写本のうち、はじめにその

存在が確認されたのは1873年 に発見されたカシミ

ール写本である。それは白樺の樹皮にシヤーラダ

ー文字で書かれたもので、Roth(1875)に よっ

て紹介された。この写本はBloomfieldと Garbeに

よって、当時としては画期的な写真版として出

版された (Bloomield/Garbe 1901)。 しかし「慣

れた手つきで大きく明確な文字で書いているが、

はじめから終わりまで誤 りだらけであり」(Roth

187512)と 言うように、本文理解には大きな困難

を伴った。この写本についてBarret(1905-1940)
は2は ローマ字転写および修正を継続的に発表 し、

Raghu Vira(1936-1941)も 彼自身のアイデイ

アにもとづ く1参正を施して出版した。しかしなが

ら写本の理解は依然として困難をきわめ、当時の

研究者たちはカシミール写本のもつ学術的な価値

に疑間を呈 した
は3。 Whitney(1905)はSSの訳注

のなかで、関連するPSの本文を引用して
1・

ヴァリ

アントの研究に利用したが、それ以降はサンスク

リット語史の観点から関心を示し続けたRenouを

除いて、PSを 利用する研究者は皆無に近かった
。9。

PSの写本研究が抱える困難は、SSの 場合と比

較するときより明瞭になる。Rothと Whitneyに よ

るSSの テキス ト校訂では8種類の写本を資料と

して用いることができたのに対 して、PSの場合

は当初カシミール写本のみに依拠せざるを得なか

った。また写本それ自体の理解が困難であったこ

とは既に述べた。くわえてパダパータなど直接に

本文校訂に資する諸文献や注釈文献の類は、PS

には存在しなかった。

このようなPS研究にとつて不利 な事態は、

1959年 にDurgamohan Bhattacharyyaが オリッサ

で 3種類の良好なPSの写本を発見するに及んで

好転 した。彼は上述のカシミール写本にくわえ

て、これらオリッサ写本を資料として校訂研究

を進め、PS第 1巻 (kanda)の エデイシヨンを出

版した (Bhattacharyya 1964)。 続くPS第 2巻か

ら第 4巻 までのエデイシヨンも、後を引き継い

だ息子のDipak Bhattacharyaに よつて出版された

(Bhattacharyya 1970)。 このエデイシヨンは後に

改訂をうけた (Bhattacharya 1997)の で今では

過去のものとなったが、これをめぐってなされた

写本の取 り扱いに関する議論には継承するべきも
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のがあるので、以下に扱う。

Bhattacharyyaの エデイション (1964)に つい

て、Hoffmann(1968)は十分な敬意を表 しなが

らも、写本校訂の観点からみて二つの指摘をした。

第一に、校訂に際 しては写本の読みをあ りのまま

に提示 し、それを資料として作業をおこなうべ き

であるとした。HOffmannが このように述べたの

は、Bhattacharyyaが カシミール写本の読みを提

示 していなかったり、オリッサ写本の読みを重視

しないでBarretや Raghu Viraに よるカシミール

写本の読みの修正に依拠するところを指摘 したも

のである
。°
。この批判はPS第 2巻から第4巻 までを

扱ったBhattacharyyaの エデイション (1970)に

ついても繰 り返され、ついにHoffmann(1986458)

は、Bhattacharyyaが カシミール写本だけでなく

オリッサ写本の読みにも十分な注意を払っていな

いのではないかという疑念を呈するに至った・
7。

Hoffmannの 指摘 の第二 として、系統の異 な

るカシミール写本 とオリッサ写本が共通の読み

を示す場合、それが文法的に誤 っていて も、パ

イッパラーダ派 または当該テキス トの権威 を有

する (authentic)読 みとして保存 しなければな

らないとした
は
'。 伝承に即 した読み (traditional

reading)な らば、文法的に妥当するしないにか

かわらずこれを保存 しなければならないというこ

とは、すでに初期のヴェーダ研究者が折にふれて

指摘 してお り (Griffiths 200生 XLV Ⅲ)、 AVの写

本校訂についてもSirya Kanta(193949-50)が主

張 していたことである。Hoffmannの この指摘は

AVの 写本研究においては特に伝承史の観点を考

慮するべ きことを強調 したもので、この分野は次

項で扱 うようにWitzdに よって展開された。

その後、Dipak Bhattacharyaは 彼の父親が校

訂 したPS第 1巻か ら第4巻 の改訂 を含む第15巻 ま

でのエデ イシ ヨンを出版 した (Bhattacharya

1997)19。 これはPS全体の約半分の量であ り、残

りの諸巻のエデイションはまだ公表 されていな

い。一方、Witzelは 1983年 に、 またGriffithsも

1998年 か ら2002年 までに4回 オリッサを訪れ、そ

れぞれ新たな写本 を収集 した (Griffiths 2002,

2003b)。 現在ではカシミール写本、Bhattacharya

(1997)の エ デ イシ ョン (と くにそのcritical

apparatus)、 およびこれら新たに収集 した写本

を資料 として校訂研究が行 われている。PS第

2巻 を扱ったZehnder(1999)、 第 5巻 を扱 った

Lubotsky(2000)、 第 6巻および第 7巻 を扱った

Griffiths(2004)・
°
はその成果である。

2)本文伝承の問題

PS写 本には、Hoffmann(19684)が 指摘 した

ようにカシミール写本とオリッサ写本の二つの系

統がある。このうちカシミール写本の伝承につい

て、 Bhattacharrya(1964:12-3)は Raiatarangi,I

の記述に注 目し、15世紀中葉にYuddhabhattaが

カシミールで途絶えていたAVの伝統を回復すべ

くKarnataで AVを 学んで再移入 したという内容

に、現存カシミール写本の伝承の開始 (つ まリカ

シミールにおけるAVの伝統の回復 )を見いだした。

ただし、Rajatarangi,Iの この記事は16世紀後半に

挿入されたものであ り、どこまで信頼がおけるの

か問題である。またカシミールにおけるAVの伝

統が途絶えることなく存続 していたという可能性

(Wttzel 1973463-465)や 、Karnataの 名称が15

世紀当時はオリッサを含む地域を指 していたとい

う可能性 (Griffiths 200242-43)も 指摘 されてい

る。

これ ら外部資料 にもとづ く伝承史の研究に対

して、Witzelは 写本内部から伝承の歴史を明らか

に しようとした。彼は従来 コラプシヨンとして

処理 されて きた箇所について、誤写、地方語の

発音の影響、そして過剰修正 (二次的修正)の三

点から検討を加えて伝承の経緯の解明をこころみ

た (1973138-156)・
D。

また彼はコラプシ ヨンの

多 くが、初期のデーヴアナーガリー文字で書か
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れた写本をシャーラダー文字に書 き換えたとき

に生 じる誤 り (Umsetzungsfehler)に 由来する

ことを明 らかにし、そのデーヴァナーガリー文

字が紀元後1350年 頃のインド西部のグジャラー ト

に由来することを指摘 した (Witzel 1985a258-

259)。 Witzelは 同様の観点と方法をオリッサ写本

の分析にも適用して、オリッサ写本が紀元後1400年

頃の東部デーヴァナーガlリ ー (PrOto― BengalI)文字

で書かれた写本 を書写 した もので、その由来は

インド西部にさかのぼることを明らかにした。こ

うしてカシミールおよびオリッサの両写本が、お

よそ紀元後800-1000年 頃のグジャラー トにおけ

る、文字によるある一つの伝承 (eine schriftliche

Tradition)、 つまり元になるただ一つの写本 (eine

Stamm― HS)に さかの |デ ることを指摘 した (Witzel

1985a:259-263)。 そ してPS写本校訂の当面の目

標は、このグジャラー トにおけるPS写 本の再建

にあるとした。

Wttzelの 研究は、写本伝承の経緯をあきらかに

することによって、校訂作業がどの伝承段階にあ

るテキス トの回復を目指すのかという、テキス ト

の歴史的位置づけについて具体的な指針を与えた

(Witzel 1985a270)。 前項に紹介 した現代のPS写

本のエデイターたちは、Hoffmannが 示 した写本

研究の方針に加えて、このWitzelに よって示され

た本文伝承史の知識を考慮 しながら、実際の校訂

作業をおこなっている。しか し当然のことながら、

エデイターによって方針に相違があ り
.2、 この点

がこれからの議論の対象になるであろう。伝承地

域の性格が強 く反映される写本の場合、本文の校

訂は、写本それぞれの伝承史の研究と密接な連携

を保ちながら進められるべ きことを、AVの 写本

研究は示 している。

注

(1)ア タルヴァヴェーダ研究の現状について、筆者は1987

年に北海道印度哲学仏教学会研究例会 (北海道大学)で

報告 したことがある。その後この分野の研究は大きく進

展し、Ghosh(2002)の ようなPS研究をテーマとする論

集が出版され、また29.Deutsche O五 entahstentag(Hane,

2004)で は、Grrithsが主宰してPS研究のパネルが設け

られて議論が交わされた。本稿はかつて報告 した内容

にその後の研究の進展状況を加えたものである。言うま

でもなくAV研究は、ヴェーダ研究またはインド学諸分

野の研究動向と密接に関係する。ヴェーダ研究における

AV研究の位置については後藤 (2003a,2003c)、 ならび

にヴェーダ研究を中心とするインド古典学の現状と展望

については後藤 (2003b)を 是非参照 して頂きたい。ま

たPSを 含むAV文献の概要については辻 (1979243-270)

を参照されたい。

(2)AVの 編纂年代および当時流布 した地域について、

Witzel(1997279-281)に よれば、AVの 中核をなす古

層部分 (PS l-17,SS l-12)の 編纂年代は前1200年 頃

である。また当時流布 した地域はPSが Kuruの地 (今の

東部パ ンジャブからハリヤナにかけての地域 )、 SSが

Paicalaの 地 (今の東部ウッタル・プラデイシユ)で ある。

(3)写本の種類の数え方には微妙な問題があり、たとえば

同じ写本から書写された複数の写本をどのように数え

るか、書体の異なる一続 きの写本をどのように扱 うか

などを考慮 しなければならない。また写本はすべての

巻にわたって揃っているとは限らないので、AVの各巻

(kanda)(ま たは各巻の一部)の校訂研究に使用する写

本の種類は限られてくる。いまはWhitney(19051x市

-lxv,c対 ―cxiv)に挙げられた、写本を指示する記号

はglum)の数に従う。

(4)Sayttaの注釈書に引用されるAVの 本文は、ベルリン、

ボンベイの両エデイシヨンが使用した写本と比べて多数

の相違を示してお り、その箇所はAV全 20巻 のうち最初

の4巻までで300以 上を数える。またRVの注釈者Sayattaと

比較 して、アクセントの扱いや、同じ語に対する両者の理解

を検討 した結果、AVの注釈者Sayattaは RVの注釈者で

あるSaya,aと 同一ではないと述べる(Whlney 19051xv五

-lxviii)。 AthaⅣ apratisakhyaに てらして検討を加えた

Sarya Kanta(193951)に よれば、AVの注釈者Sayatta

はpratisakhyaの 知識を持たず、確固たるヴェーダの伝

承に関わっていない。

(5)SSの 研究に協力 した伝承者 (vaidika)た ちに関する

Sh.P.Pandit(の 言己鋼た(Vishva Bandhu 1961-1964:xiv―

x破)は、十九世紀中葉におけるヴェーダ伝承の一端を

知る上で興味深い。伝承者BapujI」 Ivattramの 場合、SS

第18巻 は葬送儀礼に関わる不吉な性格をもつので記憶 し

ていなかった。それを読んでもらうにしても彼は家の中

で行うことを忌避した。そこで人里離れた場所 (ara,ya)

に行 くことになったが、それに適 した場所がボンベイ

市内にはほとんど見当たらない。結局、公園の樹下で

読むことになった。KeSava Bhat bin DaiI Bhatの 場合、

上記の伝承者と同様にSS第 18巻 を記憶 していなかった。
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彼は神聖と信じていたヴェーダが写本によって読みの相

違をもつことに衝撃を受け、彼の師のGaneS Bhat Dada(注

6参照)が「正 しい伝承に戻 した」と信 じて記憶 して

いたAVの 内容が、実はその分だけ誤 りが多 くなったと

知って恐怖 した。 しか し後に彼は校訂の仕事に理解を

示すようになる。三人目の伝承者であるVenkatt BhatiI

(Venku Dail)は GaneS Bhat Dadaに よる「改正」後のテ

キス トを記憶 していたが、同時にそれ以前の古い伝承も

記憶 していた点が貴重である。

(6)デカン地方において生 じたAV伝承の変容とは、Sh P

Pandit(Vishva Bandhu 1961:xxvi)jお よ6ドWVitzel(1973:

154)に よれば、以下のとおりである。SSは 西暦1735年

頃にグジャラー トからデカン地方に移入され、その後に

AVの伝承者として著名だったGaneS Bhat Dadaが 、シュ

リングーリで発見したAVの Saytta注 に依拠 してSSの テ

キス トの修正を企てた。 しかしSayattaの 注釈はナンデイ

ナーガlリ ー文字で書かれており、GaneS Bhat Dadaは これ

を十分に読むことができず、多くの箇所で誤読 してテキ

ス トを「改正」 した。これは、AVの伝承史における過

剰訂正 (二 次的修正)の ケースとして注目される (Witzel

1985a265)。 なお、注 5に 挙げた三人のAV伝承者たち

は彼の影響下にあった。

(7)Whitneyが準備した訳注には、ベルリン・エディショ

ンの共同作成者であったRothが提供 した、250頁におよ

ぶ詳細なノー トも利用された (Whitney 1905xcvi)。

(8)AVの流布本がシャウナカ派のものではないという論

拠のひとつとして、Sarya Kanta(193938)が 挙げる資

料から紹介すると、CA(2.73)は 宙sattanlyaの サンディ

による変化の一例 として、pit“ pitara尊 (Ss 18249,

3.46,59)を あげる。 したがってこれがシャウナカ派の

テキストにおけるサンデイの正書法であったと考えられ

る。 しかしAVのすべての現存写本はCAの 規定に従わ

ず、pittt pitara尊 とぃう読みを示す。CAは シャウナカ

派の文献であるから、CAの 規定から逸脱する読みを伝

承する流布本は、シャウナカ派のものではないというこ

とになる。なお、ベルリン、ボンベイの両エデイシヨン

もpittt pittra尊 という読みを保存する。

(9)学 派混滑に関わる事例 として、カーティアーワールと

グジヤラートで、パイッパラーダ派に所属するバラモンがシャ

ウナカ・サンヒターを伝承 していたというBthlerに よ

る報告 (1880年 )がある (Schroeder 1881:XXIV n.3)。

Bhattacharyyaも また1961年 グジャラー トのアーメダバ

ー ドで会ったバラモンについて、彼がパイッパラーダ派

に属するにもかかわらず、シャウナカ派のサンヒターを

伝持していたと報告している (Bhattacharyya 196414)。

OO 伝承過程におけるテキス トの変容について、注 8で紹

介 した、AVの流布本がCAの 規定に従わないとされる

箇所を、Deshpande(1997340-342)は 以下のように

理解する。APr(147)は 宙sarianlyaの 変化の例外とし

てpitib pitarabを あげる。 しかしCAも CABも そのよう

な例外を規定しない。ということは、CAお よびCABに

知られているテキス トは、もともとこの例外を有してお

らず (つ まりpit“ p■ara尊 とぃぅ読みを保存しており)、

一方APrが依拠 したテキス トはこの例外を有 していた

(つ まりpitib pitara尊 とぃぅ読みを示 している)と いう

ことである。要するにCAが依拠するテキス トとAPrが

扱ったテキス トは同じものではなく、その間にテキスト

に変容が生じていることを推測できるとする。

は⇒ PSが文献史上重要な位置を占めることは、パイ ソ

パラーダ派がシャウナカ派よりも古い学派であること

(Bloomield 189911-12)、 PSはSSと 比べて内容も構成

も異なる独自の性格をもつこと (Witzel 1997 275-279、

そしてPSを もってAVを 代表させる伝統が存在 していた

ことによって知られる。このうちPSがAVを代表すると

考えられていたという点について、次のようなエピソー

ドが2ら る。Gopathabrahmattaや ⅣIahabhasyaに は、 AV
の冒頭句が Satt no devlr abhistayeで あるという記述が

ある(Bloomield 1889:xxxvii― xxxviii)が 、それはSSの

冒頭句 と一致 しなかった。そこでRoth(187515-17)

はこれがPSの 冒頭句であろうと推測 したが、カシミー

ル写本は最初のフォリオを欠いていて、確認することが

できなかった。Rothの この推定は、Bloomield(188912,

14)や Caland(1904193)ら 当時の研究者たちに支持さ

れたが、推測の域にとどまっていた。 しか し1959年 に

良好なオリッサ写本がBhattacharyyaに よって発見され

て、問題の冒頭句がPSの 冒頭 と一致することが確認さ

れた。

Ctt PS第 七巻の校訂はEdgerton(1914)が おこなった。

O PS写 本が過誤 (curruption)に みちているという評

価は、本文に引用 したRothを はじめとして、Lanman.

Bloomield,Barret,Thieme,Renouら の共通の了解であ

った。これら当時の代表的なヴェーダ学者たちによる

PSへの評価は、Witzel(1973140)に よって簡潔に紹介

されている。Hoffmann(196&1)は 当時の状況を回顧

して、「文献学や言語学の観点からパイッパラーダ・サ

ンヒターを扱った者たちはことごとく、幾度も絶望にお

いこまれた。」と述べる。

00 Whitney(1905)がSSの訳注で引用したPSの読みは、

Rothが提供 したもので、1873年 夏にカシミールで作成

された写本のコピーにもとづ くものである (Whitney

1905 1xxxiv)。 写本そのものはその三年後の1876年 にチ

ュービンゲンのRothの もとに届いたが、両者を照合す

ることは行われなかった。 したがって訳注で引用され

るPSの本文は写真版 (Bloomield/Garbe 1901)に よっ

て確認する必要があること、ただしこのコピーは、転

写や移動の際に破損 したもとの写本の読みを保存してい

る可能性があり、その意味では重要であることをWitzel

(1973469-470)が 指摘 している。
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⑮  Renouは Barretの作成したテキス トを利用して、PSか

ら注 目するべ き語彙を採集 した (1957a,1957b)。 また

彼はBhattacharyya(1964)の エディションが出版され

ると直ちに検討を加え、他のヴェーダ・テキス トに知ら

れていなかったマントラ (第一巻の詩節の総数486の う

ち約150が それである)に は翻訳も添えた (Renou 1964

-1965)。 Renou(1957c:105)に よオ■|ゴ、 Barretが PS

の校訂テキス トを公表 して以降、これを利用 したのは

Renou自 身を除くとOertel(1940)の みであったという。

Oertelは マントラの配語法の研究をおこない、特にSSの

パラレルなマントラとの比較をおこなうために、PSを

利用した。

00 Bhattacharyyaが校訂にあたって、カシミール写本を

十分に考慮せずに、Barretや Raghu Viraに よる修正に

依拠すると判断される根拠として、HOffmannが挙げる

例の一つを紹介する。Bhattacharryaの エデイションで

はdivi sprStO(PS l.7.2)と いう読みが示されているが、

テキス ト批判のための資料 (critical apparatus)で は、

すべてのオリッサ写本の読みとしてdivaを 示す。そし

て、カシミール写本の読みも同じくdivaであるにもかか

わらず、Bhattacharyyaは これを明示 していない。この

ように両写本が divaと いう共通の読みを示 しているの

にもかかわらず、Bhattacharyyaが あえてdiviと 読んだ

のは、Barretと Raghu Viraに よるカシミール写本の読

みの修正に従ったのである (Hoffmann 19684-5)。 同

様の批判は、Griffiths(200244-45)に よってもなされ

ている。なお注18も 参照されたい。

につ Bhattacharyyaが カシ ミール写本 だけでな く、 オ

リッサ写本の読みに も十分 な配慮 を していない と

Hoffmannが 判断した一例 (Hoffmann 1968234)を 紹介

すると、Bhattacharyyaの エデイションでvyadmano(PS
l.46.2)と いう語があらわれる。これについてHoffmann

は、ここでもBhattacharyyaが カシミール写本の読み

(vidhmanO)を 注記 していないことを指摘 し、 さらにこ

の呪文が矢に射抜かれた人に対する呪法であるという

文脈を考慮 して、vyadhman `piercing,wound' とい

うHapax、 つまり他にその存在が確認されない語を推定

した。その後K C Acharyaに より、Bhattacharyyaが 扱

ったものとは別の四種類のオリッサ写本すべてにおい

て、vyadhmanの語が実際に記されていることが報告さ

れて、Hoffmannの 推測が正 しいことが証明された。こ

れによってHoffmannは 、Bhattacharyyaの 所有するオ

リッサ写本でも、vyadmanで はなくvyadhmanと いう

他のオリッサ写本と同様の読みが記されているのではな

いかと推測した (Hoft‐mann 1986820)。 ちなみにDipak

Bhattacharyaが 改訂 したテキスト (Bhattacharya 1997)

の該当箇所をみると、テキス トにvyadhman― の読みが示

されるのみで、異読を注記 していないので、Hoffmann

の予想通 り、Durgamohan Bhattacharyyaが 所有するオ

リッサ写本すべてにおいてvyadhmanの語が記されてい

たと考えられる。

18 カシミールとオリッサの両写本が文法的にイレギュラ

ーな形式を保存している場合、これをどのように扱うか

という問題について、Hoffmannは 注16に 紹介した例に

関連して次のように理解する。まず、カシミール写本し

か矢日らなかったBarretや Raghu Viraが 、diva sprStOと

いう読みのdivaを diviと 修正 したのは妥当である。なぜ

ならdivi sprStOと いう表現はSSの パラレルな箇所と一致

し、またカシミール写本でdiviを divaと 誤って書き記す

ことはよく知られているからである。しかしカシミール

写本に加えてオリッサ写本も知っているBhattacharyya

が、 カシミール写本 しか知らなかったBarretや Raghu

Viraの 修正に倣ってdi宙 とするのは妥当でない。なぜな

らオリッサ写本においてもdivaと いう読みを示している

ことが明らかになった以上、diva sprStOと いう読みはカ

シミールとオリッサという時代と場所を異にした二系統

の写本に伝承されていたと判断することができるからで

ある。Hoffmannの術語に従うならば、di宙 sprStOが正

しい読み (original)で あるにしても、diva sprStOを PS

のauthenticな 読みとして、Ssの 読みから区別してその

まま保存するべきである。文法や意味の点からそれが正

しいかどうかは別の問題である (Hoffmann 196&4-5)。

ただし実際の校訂作業では種々の要素が複雑に関連 し、

個別的な判断を迫られることがある。現代のPS写本の

エデイターは、そのような場合を具体例を挙げて検討 し

ている (Lubotsky(2000:6-8)、 Grittiths(2004:XLVHI

―XLⅨ ))。

a91 Dipak Bhattacharyaの エデ イシ ョンについては、

Griiths(200244-51)が 批評をおこなっている。

20 このうちGriffiths(2004)に よるエデイションは、研

究史、テキス トの構成などに関する詳細な序論を含む。

近い将来に出版されるという。なお、未出版のエデイショ

ンとして、PS第 1巻 を扱ったZehnder(1993)、 第13、

14巻 を扱ったLopez(2000)がある。

9D Witzelが 写本研究の観点としてあげた誤写、地方語の

発音の影響、過剰修正 (二 次的修正)の概略をカシミ

ール写本の場合についてみると、以下のとおりである。

まず誤写については、字体の類似にもとづ く誤写 (eg"

m/s,th/s)や Haplography(重字誤脱)な どで、これは、

現存カシミール写本が唱え出されたものを書き記 したの

ではなくて、別の写本から書き写されたことを意味する

(Witzel 1973141-144)。 次に地方語の発音の影響とい

う要素は、Witzelに よって初めて体系的に分析を加えら

れたもので、例えば現代のカシミールのパンディットが

ヴェーダ朗唱の際に語頭の v― を発音できないことを考

慮すると、そして当時も今 日と同様に朗唱されていた

とすれば、ratum K(vratam or,PS l.291c)は 地方語

の発音の影響の一例 として理解することが可能である

- 7 -



埼 玉 工 業 大 学 人 間社 会学 部  紀 要 第 5号

(Witzel 1973144,146)。 この場合現存のカシミール写本

の元となった写本 (原写本)は 、唱え出されたもの、ま

たは自ら記憶 していた内容を書き記 したものと考えるこ

とができる (1973146-147)。 過剰修正については、注

6に紹介したように、GaneS Bhat Dadaが 二次文献にも

とづいてグジャラー トから移入されたAVの 「誤 りを正

す」場合がこれにあたる。なおPS写 本を含むカシミー

ルにおける写本と発音の特質についてはWitzel(1994)

が、またオリッサのヴェーダ朗唱にみられる地方語の影

響についてはWitzel(1985b)が 扱う。ともに現代の伝

承の実態を調査して写本研究に利用したことが特徴であ

る。

υの たとえばZehnder(1999:13)は カシミールとオリッサ

の両系統に分岐する母胎 となるテキス トの再建、つま

り両系統の原型 (archetype)と なる写本の再建を目指

す。この原型はWitzelに よって紀元後およそ800-1000

年と推定される時代である。これに対 して、Lubotsky

(20006)は オリジナルなテキス ト、すなわち口頭伝承

の起源となるテキス トの再建を目標におく。Griffithsは

原型写本の再建を目指すが、カシミール写本の評価にお

いてZehnderと 異なる (Gritths 2004L)。 なお注18も 参

照されたい。

略号

APr  Atharvapratisakhya

Aヽた  Atharvaveda― samhita

Cノ  ゝ  Saunaklya Caturadhyayika

CAB Caturadhyaylbhasya

K  Kashmir写本

Or Orissa写本

PS   Paippalada_satthita

RV  ttgveda_satthita

SS   Saunaka― samhita
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