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1．はじめに

Mlecchaというサンスクリットの単語は， わかりにくいことば（方言）

を話す者 という意味から転じて 蛮
⑴

族 ， 異邦人 ， 外国人 を意味す

る最も一般的なサンスクリット語の単語となったと えられ
⑵

る。

India and Europe の中でヨーロッパ人のインド認識／インド人のヨー

ロッパ認識を歴史的かつ批判的に 察した W. Halbfass は，古典ヒンド

ゥー思想における外国人認識について， mleccha たちは固有の伝統の視

野の限界上にあるかすかで遠く離れた現象でしか なく それに対抗して

（インド人）自身のアイデンティティーが主張できたり，あるいはそれに

（インド人）自身のアイデンティティーが反映されうるような 他者性

を所有しない のであり 彼らの 他者性 は否定的かつ抽象的なもので

ある と論じてい
⑶

る。元々異民族であるシャカ族等がダルマシャーストラ

では堕落したクシャトリヤとしてヴァルナの中に組み込まれているのとも

ちがい，mleccha は，彼らと話すことや彼らの住む土地に行くことすら

忌避され
⑷

る。仏教徒，ジャイナ教徒，チャールヴァーカのような異端です

らない。Halbfass の主張はそうしたことにもとづく。要するに外国人は

他者 としてまともに思 の対象になっていなかったのであ
⑸

る。
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一方，turuskaという語は語源的には トルコ人 を意味する。だが最

初はむしろ 乳香 の意味で普及したよう
⑹

だ。それがサンスクリット文献

の中である種の mleccha を指して使われることが多くなるのは，アフガ

ニスタンを本拠地とするトルコ系のムスリム王朝であるガズナ朝のマフム

ードによる頻繁なインド侵略の成功以後のことと思われ
⑺

る。そして，イン

ド政治の主導権はデリーのムスリム政権，すなわち turuska の王朝に12

世紀末に移動することとなる。

その直前に現代のデリーからアジメールにいたる地帯を領有していたチ

ャーハマーナ（Cahamana）朝の王プリティヴィーラージャ（Prthvıraja＝

PR）は，アフガニスタンで起こりガズナ朝を滅ぼしたゴール朝の遠征軍

（主な指揮官はトルコ系であった）を迎え撃ったが最後は敗退し処刑され

た。

おそくとも PR の敗退の前にカシミール出身の宮廷詩人ジャヤーナカ

（Jayanaka）によっておそらく書かれた， プリティヴィーラージャの勝

利 (Prthvırajavijaya＝PRV)という PR の半生とチャーハマーナ朝の歴

史をあつかうカーヴィヤが存在す
⑻

る。その第１巻ではアジメール近郊の聖

地プシュカラが蛮族あるいは賤民の侵入によって汚されている現状を梵天

がヴィシュヌ神に物語り彼の決起を促す。第６巻では PR の祖父（Arno-

raja）の在位中の turuskaの侵入が詩人に言及される。

本論はその両巻を取り上げ，PRV に登場する外国人あるいは蛮族（そ

れを意味して PRV の注釈にしばしば出る mleccha を本論の表題に掲げ

た）の 他者性 のあり様について Halbfassの仕事をふまえて えてみ
⑼

る。
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2．PRV第１巻 プシュカラの陵辱

PRV 第１巻ではブラフマーの口を通して蛮族たちが以下のように描写

されてい
⑽

る。

tvaya hare tapasatam upetya
 

sakhye grhıte harinair idanım/

nivasabhumir mama puskaram ta-

daskandi matangamahabhayena//（49）

ハリよ，あなたは苦行者となり，今やシカたちと仲良くしています。

その間にわたしの居住地であるプシュカラはマータンガなる大恐怖に

よって侵略されました。

cakre jagatsargamahadhvarante
 

mayapi yatravabhrthabhisekah/

tatradhuna devagrhagrahara-

himsaklamam mlecchacamus cchinatti//（50）

世界創造という大祭の最後にわたしも祭式明けの灌頂をしましたその

場所（プシュカラ）で今や寺院やバラモン付与地の破壊の疲れを蛮族

の軍隊が落とします。

tava praviste pramadasrudhare
 

prak tatra revayamunasvasarau/

vevisyate’vasyam upantabhajam
 

ucchistam apy adya janangamanam//（51）

そこにはかつてあなたの喜びの涙が二筋 レーヴァー河・ヤムナー

河そのものの水 流れこんでいました。いまや必然的に辺境に住む

賤民どもの残り物まで何度も何度もそこに流されます。
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ya snasyad ekadasarudramunda-

pranamakale nayanagninabhut/

matangavandıkrtavipravaspaih
 

kosnadya sa puskarakulalekha//（52）

沐浴しようと11体のルドラ神の額が垂れたとき瞳の火によって生じた

プシュカラ湖の岸辺がマータンガに囚われたバラモンの涙で今や生ぬ

るいのです。

tam yatra tattattridivesavesyam
 

snatım sacım svarganikaganah prak/

snanan nisiddho nibhrtam jahasa
 

majjanti tatradhamapuspavatyah//（53）

あらゆるインドラ（王侯あるいは第一人者）たちの娼婦たるあの有能

さ（sacı）がそこで沐浴しているのを，かつて沐浴を〔シャチーに〕

禁じられた天女（天国の娼婦）たちが密かに笑いました。同じ場所で

月経中の下賤な女どもが水あびしています。

maruprayanaklamakhinnabhinna-

svavahakanthasrganastatrsnah/

pibanti tany adya payamsi papas
 

sudhandhasam acamanocitani//（54）

砂漠地帯の行軍の疲労で打ちひしがれて自らの馬ののどを切って出し

た血でも渇きを払拭できない悪人たちは，スダーを食物とする方々

（神々）が口すすぎにつかうのにふさわしいあの（プシュカラの）水

を飲んでいます。

saptarsayah kamadughapayobhih
 

prarebhire prak paramannapakam/
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hrtvadhuna jıvata eva matsyan
 

pacanti punye puline pulindah//（55）

かつて七聖仙は如意牛の乳によって至高の食事の調理を実行しました。

今やプリンダ族は魚を釣り上げてまだ生きたままで美しい土手で調理

します。

sutah purastad dhruvatanimittam
 

uttanapadasya tapasyati sma/

avıcayah puskarato’dya papaih
 

papaikanisthais sugamıkriyante//（56）

かつてウッターナパーダ〔王〕の息子（ドゥルヴァ）は北極星となろ

うという動機で苦行を行ないました。いまや罪にうちこむ悪人たちに

よってプシュカラからアヴィーチ〔に代表される種々の地獄〕は行き

やすくなりました。

tat pavanam pavakato’pi matva

nabhasvata kinkarata grhıta/

marusthalıbhyo mrgatrsnikandho
 

na tanmrgas tat pulinam jahati//（60）

それを火神よりも清らかであると えて，風は〔プシュカラの〕従僕

になりました。砂漠より来て蜃気楼に視力を奪われた例の獣はその砂

浜を去ることがありません。

この後ブラフマーの訴えに決意を固めたヴィシュヌ神が視線を落とした先

の太陽から強烈な光が生じ，それと共に太陽の真ん中からチャーハマーナ

家の伝説上の始祖たる男子が分離されて出てくる。その子孫が PR であ

り彼こそがラーマ＝ヴィシュヌ神そのものとされる。

この時代プシュカラが現実に異民族の侵略による被害を受けたことはな
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いようだが，たとえそうでも，ガズナ朝によるインド侵攻という背景を

慮せずにこれが書かれたこともこれが読まれることもないだろう。だがひ

とまずここに読み取れるのは超歴史的・一般的な異民族認識であると え

るべきである。プリンダ族，マータンガ，賤民（janangama），そしても

ちろん mleccha と，異民族の名や下層民の呼び方を超歴史的に動員して

いることが，この記述の必ずしも特定の歴史的事実を直接反映させようと

したものではないことを示していると思われるからだ。PRV 第１巻の

mleccha たちは，超歴史的な存在，歴史的な異民族の個別的特徴を剝奪

されたいくぶん抽象的な存在であるといえる。その分彼らはインド人にと

って慣れ親しんだものとなり，他者性はうすめられよう。

それでは彼らはどのように認識されるのか。ブラフマーにとっては自分

の住居を荒らされているわけで，今がカリ期であるという認識とあいまっ

てその語りは非常に切迫して感じられる。だか，mleccha が一般的に残

虐であるといったことが認識されているのではない。バラモンが囚われた

り（152）寺院やバラモン付与地が破壊されたり（150）というとき，も

ちろんそれは端的に暴力だが，危険にさらされるのがバラモンであり，寺

院であり，バラモン付与地であるところに注意しなければならない。また

辺境に住む賤民どもの残り物まで何度も何度もそこに流され （151），

月経中の女が水浴びをし（153），プシュカラの水が飲まれる（154）。蛮

行にさらされるのは寺院，バラモンたちに寄進された土地，バラモン，そ

してプシュカラに代表される tırtha であり，どれも特殊ヒンドゥー的諸

価値を体現するものである。

しかも， 寺院やバラモン付与地の破壊 （150）は物語の背景の出来事

であり，ブラフマーの語りはプシュカラという場所に集中する。彼が危機

をいだくのは不浄な民による聖地の水の不正使用についてである。聖なる
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水を汚す主体ということこそ PRV 第１巻に読み取れる mleccha 認識の

内実なのだ。そして，プシュカラの水の不正使用ということをヒンドゥー

的諸価値全体の汚染の象徴といってしまってはいいすぎかもしれないが，

mleccha たちはプシュカラの水を汚すことで同時にヒンドゥー的諸価値

も汚しているといっていいだろう。

このような mleccha 認識について二つの見方ができると思う。まず，

mleccha の衝撃の自分たちにとって持つ意味のみを え，mleccha たち

そのものについて えない点でこれもやはりインド人にとって Halbfass

のいうように 彼らの 他者性 は否定的かつ抽象的なものである こと

の証左になろう。だが，どんな行為が聖地を汚染するのかを読むとき別の

見方ができる。

水浴びをしたり（53）水を飲んだり（54）というのは炎熱の下を移動し

てきた人々にとって行って当然である。他者の自然な行為が，インド人に

とってはしかるべき場所で行われていないために聖地／ヒンドゥー的諸価

値の汚染になってしまう。危機は侵略者の悪意というよりは異文化との摩

擦によって引き起こされているといえる。それを他者のもつ差異との接触

と言い換えてもいいだろう。

もちろん，その危機の引き金を引く差異へのそれ以上の特別な関心はう

かがわれない。とはいえ，PRV，153-54の mleccha による水浴びや水

飲みの言及はインド人側の他者認識 ヒンドゥー的諸価値に組み込まれ

ず逆にそれをゆるがしてしまう他者の認識 の痕跡を残しているといっ

てよいのではないだろうか。

3．PRV第６巻 砂漠の死骸

蛮族の侵入は常に成功したわけではない。
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paranmukhıyat prtana prapede
 

janangamanam asubhir viyogam/

sa rauravanam suvasatvakalo
 

bhagyani va bhaskaramandalasya//（3）

賤民たちの軍団が背を向けて（＝敗走して）息を分離するに至った

（＝賤民たちが死んだ）。それはラウラヴァ〔に代表される種々の地獄

が彼らに〕住みよくなる時となった。一方太陽は（賤民たちがこない

ので）幸運にあずかった。

dossalinam ajayameravanam
 

yal lohaghataih karanıyam asıt/

bharayamanair nijavarmalohais
 

tad anvabhuvan bahavas turuskah//（4）

アジャヤメール（＝アジメール）出身の豪腕の戦士たちが武器の一撃

でもたらすはずだったこと（＝死）に，多くのトルコ人が自分の鎧の

鉄が重荷になるせいでまみえた。

purogatanam asavo nirıyuh
 

pipasaya ye marudhulimadhye/

tair eva sa-― ― ――

―― ―― ― ――//（5）

先に行った者たちの息は去ってしまった。砂漠の埃の只中で水を飲み

たいと思う者たちは…

marusthalıvalukayapi adhatta
 

kamscid vipannal luthatah prthivyam/

samskaram atmocitam antakale
 

pravartayantıkrpayeva vatya//（7）
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嵐は，誰か命運尽きて大地に転がっている死者たちに砂漠の砂利をか

ぶせた。憐れむように〔死者たち〕自身にふさわしい浄化儀礼を死の

時に執行しつつ。

rudhva sthitan kamscana rajamargam
 

gramyas savan gandhabhayena hutva/

turuskamamsasya cirad rasajnam
 

kravyadam agnim racayambabhuvuh//（8）

悪臭を恐れた村人たちは幹線道をふさいで動かない或るいくつかの死

体を供物にし，トルコ人の肉に長い間味を占めた，生魚を食らう（＝

不浄な）火を起こしていた。

babhuva yavan avaneh purastad
 

bharas turuskair vyasubhir luthadbhih/

tavan abhun meduritodarınam
 

tatparanad dharanatas sivanam//（9）

命をなくし転がっているトルコ人たちのせいで以前負っていた重みと

等量の重みが，彼らを食い尽くしたためにぶ厚い腹をしたジャッカル

を乗せるせいで大地に生じた。

asuci tesam visatam ulukais
 

sapadalaksam yad amangalam prak/

tat tatpalasvadananirvrtasya
 

bhadram babhase balibhukkulasya//（10）

かつてサパーダラクシャに入る彼ら（トルコ人）にフクロウが不吉を

ほのめかした。そ〔の不吉〕が彼ら〔トルコ人〕の肉を味わうことに

満足したカラスの一家を言祝いだ。

pavitrita vırarasena dhatrı
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muhurtamatram nrpasainikanam/

candalakılalamalımase tu
 

cirasya bıbhatsarase mamajja//（13）

王の部隊の勇士の体液で大地はほんの瞬時きよめられた。しかし，チ

ャーンダーラの血に汚染された嫌悪をもよおす液体に長くつかってい

た。

hataprasadıkrtanastasista-

pravistatauruskaturangamapi/

sena cakarajayarajasunor
 

uccaissravassargamayır ivasah//（14）

トルコ人の馬で，殺されたり贈与されたり逃げ出したりした他に残っ

たものを編入しただけでも，アジャヤラージャの息子（Arnoraja）の

軍隊は殺到するウッチャイヒシュラヴァス（インドラ神の馬）で四方

をあふれるほどにした。

mahotsavah ksmapatina sulagne
 

na jnayate kutra sa sutrito’bhut/

adyapi yo ruddhaturuskayatram
 

tathaiva sarvam avanım upaste//（19）

トルコ人の進軍を阻んで全大地に今もなお全く同じように催され続け

る大祭を王はいつの縁起の良い時を占って企画・実施したのだったろ

うか。それはわからない。

vyapadi yasminn apavitrasena

sa bhupradesas cirakalam asıt/

kankalikakalisrgalamala-

melapakolahalakeliraudrah//（20）

54 Mlecchaと Turuska（村上幸三)



不浄な軍勢が倒された地は〔それまでに〕長期間，サギ（kanka）・

サソリ（ali）・カーカリー（kakali）・ジャッカル（srgala）の連鎖や

惑星の合（melapaka）やウラ（ula）や非耕作地（ahalakeli）により殺

伐としていた。

visuddhihetor atha tasya raja

ghranendriyakasmikarauravasya/

akarayat kırttipatıpinaddha-

ksırodanagnankaranam tatakam//（21）

そこで王は臭覚に唐突に不快感を与えるそ〔の地〕を浄めるという理

由で，名声の幕で身を包んだ乳海を裸にする沼を作らせた。

tat tungamatangaghatasthikuta-

vi-― ―― ― ――/

―― ―― ― ――

―― pıdam manute sma bhu[yah]//（22）

マータンガの頭骨のそびえる山…

ここでの異民族は， 賤民（janangama）， チャーンダーラ ， マータ

ンガ ともいわれているが，五度も turuska と呼ばれているのが目を引

く。Turuskaという語は，PRVの現存部分ではここ以外に出てこない。

とりわけ第１巻で出てこなかったことに意味がある。思うに PRVはここ

で，第１巻でのように匿名の mleccha による侵攻を超歴史的・一般的に

イメージさせ続けることができない。新たな種類の mlecchaとして turu-

skaを導入せざるをえなかった。その理由は現実の turuskaであるガズナ

によるねらいすました偶像破壊の記憶であろう。

ともかく彼らは名もない賤民ではなく turuska という固有名を持つ集

団である。このことは turuska を歴史上新たな脅威として詩人が自覚し
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ていたことを告げる。もちろん他方ではそれが 賤民 ， チャーンダー

ラ ， マータンガ と等置されて超歴史的な mleccha 一般の列に加られ

てもいることを見過ごすわけに行かないが。

もうひとつ第６巻についてふれなければならないことがある。ここでは

砂漠に横たわる turuska の死体が念入りに描写される。彼らの不吉さ・

不浄さ（613；20；21）を印象付けるためだったのかもしれない。しかし，

やりすぎたのではなかろうか。第６巻を読むものには，恐るべき侵略者の

最期の悲惨が肉感的に（沙漠で渇きに苦しむ姿として，疲労で自分の鎧の

重みすら支えられない様で，砂をかぶった死体として，悪臭を放つ死体と

して，ジャッカルやカラスの内臓の中身として，大地に染みこんだ血とし

て，あるいは山積みされた頭藪骨として）印象付けられる。

PRVの中の turuskaたちはそうしなければならないほど不気味な存在，

恐怖の対象であったと えられる。もちろん，一言も言葉を発することな

く死んでいく turuska たちに それに対抗して（インド人）自身のアイ

デンティティが主張できたり，あるいはそれに（インド人）自身のアイデ

ンティティが反映されうるような 他者性 が担わされているとは，こ

れだけではいえないだろう。だが Halbfassのいう 否定的かつ抽象的

な 他者性 では言いつくせない重大な意義を PRVの turuskaは与えら

れているのではないか。第６巻で turuska たちを抹殺する筆致の執拗さ

がそれをあぶりだしてはいないだろうか。その点では 否定的 でも 抽

象的 でもなく積極的な 他者性 を彼らは帯びていたといっていいだろ

う。

ではどんな意義を与えられていたのか。turuskaの名をおそらく作品に

上らせたガズナによる破壊の恐怖とひとまず歴史的に えてもよいのかも

しれない。だが，気になるのは第１巻でブラフマーの心から離れなかった
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ヒンドゥー的諸価値の問題がこの巻では影が薄いことだ。そんな秩序など

存在しないかのような砂漠のただただ殺伐とした侵攻の跡が王による秩序

回復あるいは秩序形成（619の大祭の開始や621の沼の建設）を待っている

ような光景に則して PRV の turuskaの意義を えるべきだろう。

4．まとめ

筆者は，mleccha が否定的・抽象的な他者性しか所有しないという，

Halbfass の古典ヒンドゥー思想への評価はほとんど妥当と思う。そんな

中で，欠落だらけの写本から えて広く読まれた作品とは思われない

PRV は貴重な存在であろう。インドの古典文化があからさまにしなかっ

た 他者 としての mlecchaを，文化的摩擦の相手として（第１巻）では

あれ，恐怖の対象として（第６巻）ではあれ，しるしづけたサンスクリッ

ト文献として。

第６巻で turuska たちを文学的に殲滅させてしまった意味については

なお える必要があると思われる。

（本論は平成９年度三島海雲記念財団学術奨励金の成果である。資料の収集にあ

たっては，注記で記した以外に，林隆嗣氏，東北大学図書館，東京大学東洋文

化研究所，同インド哲学仏教学研究室のお世話になった。）

注

⑴ 本論では何度か 蛮族 といういい方を高度に発展した文化を担った人々

に対してするが，mlecchaの訳語としては穏当と思う。

⑵ See Manfred Mayrhofer,Etymologisches Worterbuch des Altindischen II.

Band, p.389 ; Toshifumi Goto, Die “I. Prasensklasse” im Vedischen :

Untersuchung der vollstufigen thematischen Wurzelprasentia,Wien,1987,p.

252f. Cf.Wilhelm Halbfass,India and Europe,Albany,1988,p.175 .
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⑶ Ibid.,p.187.

⑷ Turuska も当然忌避の対象にされる。See Pramathanatha Tarkabh-

usana(ed.),Caturvargacintamani of ŚrıHemadri (Kashi Sanskrit Series
 

235),vol 4,Prayascittakanda,Varanasi,1985,pp.313-315. cf.P.V.Kane,

History of Dharmasastra,vol.IV,Poona,1973(2 .ed.),p.115.

⑸ 次のことばはドキュメンタリー映画の監督がインタビューに答えて語った

ものである。

今はどこもかしこも 共生 ばやりだが， 共生 といいだしたのは，一

九八一年の，例の 完全参加と平等 をうたった国際障害者年からなんだ。

その後，誰が言い出したのかは知らないけれど，在日の側も共生というよ

うになった。川崎市長までが国籍条項撤廃のインタビューで 共生・共に

生きる社会 といってたよね。正直，白けたね。…（中略）…僕個人は

共生 じゃなく 共存 だっていってるんだけどね。俺は俺として生き

て，お前たちとは溶け込まねえぞってね。ちょっと悲壮かな？

（呉徳 監督の 在日 のパンフレット，15～16頁より）

今日，共生ということばの適否はともかくとして，それが意義を持つとした

ら 他者たる存在との対立緊張関係を引き受けつつ，そこから豊かな関係性

を創出しようとする営為 （廣松渉他編 岩波 哲学・思想事典 の 共生

の項より）でしかないだろう。他者からの お前たちとは溶け込まねえ と

いう差異の意思表示があるとないとに関わらず。

だとすると，他者の有する差異を差異として認識しないところに共生とい

う問題は生じえない。Halbfass のいうとおりならインドは今日的な，差異

に対して開かれた共生の思想を準備しえなかったということになるのだろう

か。

この点において，サンスクリット文献（それも主として哲学文献やダルマ

シャーストラ）に記録されている理論的・規範的なヒンドゥーの外国人観を

Halbfass はとりあげたのであって，しかもそれは 一般的傾向 ， 代表的

え であること（Halbfass,op.cit.,p.175）に留意しなければならない。

また，ヒンドゥー以外の文献ではもっと異民族に開放的な態度が見られる。

Halbfassの言及する（ibid.,p.188）Majjhimanikaya 93では，バラモンの

みが最上のヴァルナであるという えを批判するために，Yavana

（Yona）や Kambojaでは主人と奴隷の二身分しかないうえにそれらが 主

人があるから奴隷がいて奴隷があるから主人がいる という相補的な関係に

あることをいっている（Robert Charmers (ed.), The Majjhima-Nikaya,

vol.II,London,1898,p.149）。ここでは異国の文化がインド文化を相対化す
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る視点を提供している。

また，Halbfass の問題意識が ‘encounter’であり ‘dialogue’であり

‘understanding’であることも見逃せない（Eli Franco and Karin Preisen-

danz (ed.),Beyond Orientalism :The Work of Wilhelm Halbfass and its
 

Impact on Indian Philosophy and Cross-Cultural Studies, Amsterdam-

Atlanta, 1997, p.141 .）。それらは人文科学の研究に限らず重大な課題であ

ろうが，そのような視点からだと見落とされるものもあるのではないだろう

か。

対話 や 理解 に直接結実することのない差別や対立，暴力の陰にも，

他者 に対する切実な認識がありえたのでは 筆者の本論にあたっての

予測を述べるとこうなる。

⑹ (Turuskaの語源について）

M.Mayrhofer,Etymologisches Worterbuch des Altindischen III.Band,p.

252; Eugeniusz Sluszkienwicz, ‘indo-aryen Turuska (Tourouchka),’

Rocznik Orientalistyczny,Tom.7(1951-1952),pp.295-305.

⑺ Cf. Rama Sharkar Avasthi & Amalananda Ghosh, ‘References to
 

Muhammadans in Sanskrit Inscriptions in Northern India― A.D.730 to
 

1320,’Journal of Indian History,15,1936,p.161-184.esp.p.164 .

⑻ 惜しくも第12巻の途中までしかない写本（しかも欠落が非常に多い）にも

とづいて２種の印刷本が公刊され，チャーハマーナ王家についての史料とし

て主に活用されてきた。

［出版］S.K. Belvalkar (ed.), Prthvıraja Vijaya. (Bibliotheca Indica
 

228) Calcutta, 1914-1922.; G.H. Ojha and H.S. Guleri (eds.), The
 

Prthvıraja-vijaya of Jayanaka. Ajmer, 1941. ［研究］H.V.Sarda,‘The
 

Prithviraja Vijaya,’Journal of Royal Asiatic Society,1913,pp.259-281;D.

Sharma,Early Chauhan Dynasties, Delhi, 1959.;Ch. Prabha,Historical
 

Mahakavyas in Sanskrit,New Delhi,1976.;Sheldon Pollock,‘Ramayana
 

and Political Imagination in India,’The Journal of Asian Studies,vol.52,

no.2,1993,pp.261-297.

⑼ 外国人の表象という問題では ‘Gori’（ゴール）が登場する第10巻も重要

（ibid.,p.276f.）。

⑽ 詩節の番号は Ojhaの出版本（see n.8）による。

PRV では全編にわたってヴィシュヌ神が蛮族を懲罰するために第二のラ

ーマとして地上に来たのが PR だとみなされている（Pollock, op. cit., p.

273 .）。
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Andre Wink,Al-Hind, the Making of Indo-Islamic World, vol.2. the
 

Slave Kings and the Islamic Conquest,11th-13th Centuries,Leiden,1997,

p.326.

アショーカ王の Rock Edicts第13章に，他の国々と並んで ‘Pulimda’(も

しくは Pulida,pirimda）が出てくる。See Alfred C.Woolner,Asoka Text
 

and Glossary,Delhi,1993(first published 1924),p.28.cf.塚本啓祥 アショ

ーカ王碑文 （レグルス文庫），1976,p.104.

マータンガ族の実態について次の２つの論文が解明を試みている：前谷彰

Matanga 族の種族的起源をめぐって 密教文化 184，1993，pp.131-

156.；前谷彰（恵紹） チャンダーリー・マータンギーについての解釈―新

たな視点より― 高野山大学論叢 30，1995，pp.31-68.（両論文とも前谷

氏より紹介され抜き刷りをいただいた。残念ながら本論には，テーマの違い

もあり十分活用できなかった）

村上幸三 サンスクリット文芸の中の王―プリトゥヴィーラージャ・ヴィ

ジャヤを中心として― 三島海雲記念財団研究報告書平成９年度（第35

号），1998，pp.68-70.

現行の本文と Jonaraja の注釈とに極力従うと，このような翻訳ができよ

う。あるいは ‘suvasatvakalo’は ‘suvasantakalo’が間違って伝承されたも

のではないだろうか。もし ‘suvasantakalo’という読みが許されれば， そ

れはラウラヴァには心地よい春の時節であった となろう。住民が増えるの

で地獄にとってはよろこばしいという意味だろう。

PR が出た王家の領する国の名。国にある村の数にちなんで，Sapada-

laksa の名で呼ばれる。その国は Śakambarıともいう。See D.C. Sircar,

Indian Epigraphy,Delhi,1965,p.387.

人が寝静まっているかどうか探るために泥棒がつかうという kakalıとい

う楽器のことか。kakalıは擬声語なので（Mayrhofer, op. cit. (n.6), p.

80），kakaliはその音色かもしれない。

‘Ula’は Atharva-Veda-Samhita,12.1.49 や Vajasaneyi-Samhita,24.31

(Madhyandina 派）に出てくるが，ある種のけものであるという以上のこ

とは分からないようである。

Wink,op.cit.(n.12),p.328f.

ガズナのマフムードによる北インドの破壊は，残虐さ，略奪的性格の強さ

によって悪名高い（佐藤正哲・中里成章・水島司 世界の歴史14 ムガル帝

国から英領インドへ 1998，p.23 .）。しかし真面目に聖戦を戦った要素を

まったく否定することもできないだろう。
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