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Kãsikãvrtti に見られる[文章分割技法j
一一一vãkyabheda と yogavibhãga--

工藤順之

O. Pã~ini 文法学における規則解釈技法としての「文章分割 (vã"yabbeda) J につ

いて，先にその最初期の文献である Bhartrhari の Mahãbhã$ya・Dïpikã を取り上げて，

そこに用例を確認した1)この文献では ミーマーンサー学派が理解しているよう

な過誤としての vãkyabheda の用例は確認できず\当該規則を分割することなく，

規則を二つの文で解釈するか，或いは他の規則との対比において「別の規則j と

して理解することのいずれかが見いだされたに過ぎない.この限りにおいて，

vãkyabheda は technical term であるよりは，むしろ解釈技法であると見なせる

だろう. 今回はそれに引き続いて， Jayãditya と Vãmana (650?) の Kãsikãvrtti

に見られる「文章分割j に関する議論を問題にしたい.

1.さて ， KVで用いられる vãkyabheda は僅かに 2 例であるが，その第 l 例は P.

6.1.94 : e拘i par縒�am r (先行する 6. 1.84 動詞接頭辞 6. 1.91 末の/a/6 1.87 と後続する 6. 1.84 動詞

語根 6. 1.91 の語頭音) /e, 0/に対して，後者(の l 音 6 1.84) が(代用される) J に対

する注釈部分に現れる。

KVonP. 6.1.94 [IV, 5621: kecid "väsUPy 孟pisal巴i). [P. 6.1.92.]" ityanuvarttayanti. tac ca 

v緻yabhedena sUBdh舩au vikalpam karoti - upe~akiyati， upaiçlakiyati, upodaniyati, upaudaniyati 

この注釈において引用される P. 6.1.92: v� sUPy ãpisaleh は名詞起源の動詞語根に

ついて/a/に終わる動調接頭辞と動調語根語頭の/凶こ vrddhi 代用の任意適用を教え

る規則である.さて， 92 の“vã sUpj"が 94 に継続するとすれば，名詞起源動調

に対しては動詞接頭辞末の/a/ と後続する動詞語根語頭の/e， 0/に後者の音の代用を

任意とすることを規定することになる 従って， upa + eçlakïyati は upeçlakïyati と

upaiçlakïyati の両形を持つことになる. しかし，非名詞起源動詞に対してはこの代

用は任意ではない， e. x. upa + elayati > upelayati こ のことを KV は rvãkyabheda

によってj 可能になるとしているが これは“vã sUPi" を 94 に継続させた後に，

規則継続項目を含む 94 を二つに分割することによ っ て， /a/ + /e, 0/ > /e, 0/代用を

行った後，名調起源動調だけに対する任意適用を許すことになるのである .
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( 44 ) K丘Sfkãvrtti に見られる[文章分割技法J (工藤)

1) (avam縅t綸 upasarg綸 asUBant縋ayave dh縟縋) eﾑ綸au (p百rvaparayol)) parariipam (ek綸eso 

bhavati) ; 

2) (avam亘ntãd upasarg縟) sUBant縋ayave (dh縟縋) eﾑ綸au (p皞vaparayor) v� parar色pam (ek罸

deso bhavati) ') 

第 2 例は p.8. 1.日: anud縟tarp sarvam apad綸au I (この節から 74 まで)全て (sarvam)

の(語 8116) は anudãtta をとる，但し pada の冒頭に用いられない限り j に対する注

釈部分に現れる.

KV on do. [VI, 262): sarvagrahanan1 sarvam an珒yam縅al11 vidhjyam縅am c縅ud縟tal11 yath� sy綸 

iti. [p. 263] tena yu~madasmadãdesãnãm api v緻yabheden縅ud縟tatvam vidhjyate 

ここでは，この規則中に規定される sarvam という語の記載目的を巡って議論が

進められる . KV の説明によると この語が規則中に記載されていることによっ

て，後続規則に挙げられるもの (anûdyamâna) と(代置項目として)規定されるも

の (vidhïy引nâna) の両者が anudãtta をとることになる.例えば，後続 19 では

印刷yamãna-pada である呼格形の語 (ãmantrita) に anudãtta が付与され， 20 では

yu平mad-/ asmad-の両数・第 2， 4 , 6 格の代置項目として(vidhjyamãna-pada) 規定さ

れる vãm/nau に anuãdtta が付与されることになる 3) この時， 18 から継続してきて

いる anudãttam という語が 20 においてどのように読まれるかを説明して， I v罸

kyabheda によってj と言うのである.この読み方は， ]ウãsa に基づくと， r (分割さ
れた)第 l の文によって (yusmad-/asmad-に対する)代置項目 (ãde鈎)が規定され，

第 2 の文によ ってそれらに anudãtta が付与される j という ものである.

1) yu~madasmador ~a~\hjcaturthïdvitïyãsthayor v穗n縋au ; 

2) (v緡n縋縋 iti) yu~madasmadãde錫nãnãmanud縟tam'). 

さて ， KV における僅か 2 例の vãkyabheda からその用法を一般化することは証

拠としては極めて脆弱であるが， しかし逆に vãkyabheda についての KVの認識を

探る一つの手がかりにはなるであろう.いずれのケースも先行規則からの接続項

目を如何にして読み込むかという点で vãkyabheda を用いて説明する.その際，継

続した項目を別の文として読むことによって 後続規則そのものの文法操作には

抵触せずに更に別の文法操作を行う形になっている.前者ではー音代用の後に名

調起源動詞に対する任意適用を，後者では代名詞の特定格に対して代用形を用意

した後それらへの anudãtta の付与を行う つまり，規則継続した項目によ って後

続規則は一つの規則中に二つの操作を持つことになり，その二つの操作が排他的

に互いに干渉しあうことなく連続的に運用される為に規則が別々の文で読まれて
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Kãsikãvrtti に見られる「文章分割技法J (工藤) ( 45 ) 

いるのである. これは規則分割 (yogavibhãga) と呼んでドもいいものであろうか.

2 では yogavidhãga と vãkyabheda が競合するケースを取り上げてみよう.実際に

は，現時点では両者を直接比較させてその優劣を論じた箇所はない. しかし次に

挙げる P. 2.4 .83 は ， MBh で一旦は yogavibhãga が提示されながらそれが否定されi

他方 KV及びその注釈では vãkyabheda が採用される例である。

P. 2.4.83: n縋yayjbh縋綸 ato ' m tv apa�amy緝 r-a に終わる Av cp. の末に(格語

尾の脱落 (luK) 2.4日は)生じないが， (その格語尾に) -am を代置する.但し，第 5 格

の場合は除く J. Patañjali は最初この規則を rAv Cp. の末に格語尾の脱落を禁止J

する一般規定部分と「その第 5 格を除く格語尾に-am を代置するj 特殊規定部分

への yogavibhãga を提示する 5) これはこの規則が一つの文として解釈される と，

apañcamyãh という語が「第 5 格にはそうではないJ という形で先行する一般規定

部分に対する否定として読まれる可能性(即ち pras勾yaprati~edha 型の否定複合語)

があるから，格語尾の省略の禁止が第 5 格には否定される.その為，あくまでも

代用形・am が導入される肯定的規則として読むにはここで一般規定部分と特定範

囲に対する代置形導入部分とに分けなければならないのである.

しかし Pata勾ali はその規則分割を否定する.それは規則中に用いられる tu が

apañcamyãh のかかる範囲を特定するからである 6) つまり，接続調 tu があること

によって，仮に apañcamyãh が「第 5 格にはそうではないJ と読まれでも，それは

規則中において am 以下にのみ係ることが知られるからである .

とこ ろが， Patañjali の解釈によ って規則の誤適用が回避できるのも拘わらず， KV

及びその注釈書は何故 vãkyabheda による解釈を主張するのか 7) んシãsa 註を借り

て，この規則の分割を示せば次のようになる.

1) aDant綸 avyayibh縋綸 (uttarasya sUPO) na (luG bhavati) ; 

2) am [ãdesas)ω(tasya bhavaty) apa�amy緝. 

Pata白Jali の解釈は P. 2.4 .83 の規則分割 (yogavibhãga) を否定し，運用上はこの規則

を二つの操作を規定するものとして見なし，それらが順次適用されるこ とと理解

することによって， Pãl.)ini の規則そのものの wording を変更せずにこの規則を適正

に運用することを狙っている KV及びその注釈書はここでそうした二つの操作を

別々の文(vãkyabheda) によって規定されたものとして改めて表明したに過ぎない

のである.こ の点において vãkyabheda は yogavibhãga 的な「分割J を表わ しう る

が， 2 つ以上の規則を生む解釈ではない.

3. vãkyabheda が yogabibhãga と根本的に相違するのは， yogavibhãga が一つの規
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( 46 ) Kãsikãνrtti に見られる「文章分割技法J (工藤)

則を二つ以上に分割することのよって，一方は特殊条件を規定した部分，他方は

特定対象域を除けば全てに適用可能な一般的条件を含む部分に分ける方法である

という点である.ここでは，規則の適用対象域が特定部分を切り離すことによっ

て，一般的対象域が示されるのである.ここで改めて一般規定 (u附1

則 (a叩.pa肝V五ãda心)の取り扱いを概略示しておけば，一般規則は暫定的にせよ制限なく

適用できるものであるが，その適用の可否を巡って対象域を部分的に共有する特

殊規則が先行的に考慮されなければならない.実際，そうじた手順を踏んで、初め

て一般規則が無差別に適用可能になるのである. yogavibhãga は一つの規則を分割

してこうした互いに抵触しあう対象域を分けるのである.

ところが， vãkyabheda ではそう した一般/特殊という対象域の区別が立てられ

ていない.むしろ，連続した操作を明確にしているに過ぎない.換言すれば，一

つの規則に規定される二つの操作を一つず、つ運用しようとするだけである.先に

見たように， vãkyabhdea は一つの規則に二つの文法操作が規定されている場合に

援用され，新たな規則を創出することなく，一つの操作を一つの文が規定すると

いう形で連続的に規則を解釈する方法である.これはミ ーマーンサー学派におい

ては一つの規定文の二つの規定が盛り込まれる「文章分裂j となるが，文法学で

は過誤に陥っているのではないことは明白であろう.上述の例でいえば，規則継

続した項目を含む一つの文(=規則)をニ様に解釈するがその解釈にあたってそ

れぞれ文として読んでいるのである .

KV: Kiisikãvrtti, with Nyiisa of Jinendrabuddhi and Pαdama高jari of Haradatta Misra. Ed. by D 

D. Shastri and K. P. Shukla, Ratna Bharati Series Nos. 5-10, Varanasi, 1965-67; MBh: 

Mahiibhã~ya. BORl editon; SK: SiddhiintakaU111udi of Bha¥toji Dïk写ita， with B緲amanoram� 

and Tattvabodhin�. Ed. by Giridhara Sarm� Caturveda and Paramesvar縅anda Sarm� Bhãskara, 
4 vols. Varanasi, 1958-1961 
1 ) 拙稿「文法規則解釈における「文章分割 (viiÆyabheda) J 技法一Bhartrhari， Mahiibhã~ya

Dipikii の用例から j r印度星警備教墜研究』 第 46 巻第 1 号， 平成 9年 12 月 ， pp.461-457 

2) この分割に関しては， Nyiisa を見よ. [Iv, 562]: ... yadi ca “vã sUpj" ity anuvarttayanti, 
eVaIll sati tena sah縱yaikav緻yat繦�!p sUBdh縟or ev縅ena vikalpena pararfiparp kriyate, as UPi 
tu parar�al11 na sy綸 etad ãha 一 tac cety綸i / ekav緻yatve hi saty e~a do号al:J sy縟 / na 

cãtraikavãkyatã, kiIll tarhiワ vãkyabhedal:J / tena tadih縅uvarttam�nam sUBdh縟縋 eva vikalpam 

karoti, itaratra tu nityam eva pararfipam pravartate / tatr縋all).縅t綸 upasarg綸 asUBant縋ayave 

dh�t縋 eN綸au p�vaparayoh parar百pam ek綸eso bhavat�y ekam vãkyam, avarl)�nt�d upasargｭ

縟 sUBant縋ayave dh縟�v eN綸au p�vaparayor v� parar日pam ek通deso bhavat�i dvit�am / 
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Kã.五ïkãvrlti に見られる「文章分割技法J (工藤) ( 47 ) 

tatra p�vel)a v緻yen縱UBant縋ayave dh縟縋 upelayat�y綸au nityam para而PaJ11 vidhiyate I 

dvit�ena tu sUBant�vayave dh縟縋 upe輙ak�atity evam綸au vikalpena para而paam vidhiyate / 

vãkyabhedastu “ eNi pada品pam" tantrel~a sütradvayoccãral~ãl labhyate / s�radvaye t百ccãrya

mãl~e saty eka eva “ vã sUPy ãpisale1)."はy etad anuvartam縅am api lak宇yãnur・odhãn nãbhisam・

badhyate, dvitiye tu sambadhyata eva I tena v緻yadvayal1l p�voktam sampadyate /また

Siddhãntakaumudi及びその注釈 Bãlamanoramã も同様の見解を示している • SKNo. 78 [= 

P. 6.1.94, 1 , 93]: iha “vã s UPy" i ty 細川河口ya v緻yabhedena vy緻hyeyam. teneN綸au 

(sic.) sUBdh縟au v�; Bãlamanor，αmã on do. [ibid.]: eNi parar百pam iti prathamam v緻yam. 

avafl)縅t臈 upasarg臈 eN 臈au dh舩au pare parar色pam ek臈esah sy臈 iti tadarthah. v縱UPiti 

dvitiyaJTl v臾yam. tatra eNi parar百pam ity anuvartate. dh舩au upasarg綸 ity臈i ca. tatas ca 

uktaparar百pavi~aye sUBdh縟au pare pararupam v� sy臈 iti labhyate. tadäha 一 teneti. uktarity� 

v緻yabhed縱rayal)ena eN綸au sUBdh縟au para而pa!p. pãk~ikall1 bhavati, taditaradh縟au tu nityam 

ity artha1).. 

3) Ny縱a on P. 8.1.18 [IV, 262]; tatr縱ati sarvagrahal).e yad eva siddhasatt緻am padam anｭ

白dyamãnam ämantritãdi, tasyaiv縅ud縟tatvam vidhiyate, na tu yu~madasmadãdesãnãl11. sarvaｭ

grahal).e tu sati te$�m api vidhiyate 

4) KV on P. 8.1.20 [VI, 267] ・ YU$mad aSl11ad -ity etayoh $a$¥hicatUlthidvitiy舖thayor yath�ｭ

sall1khyaI11 vãm, nau -ity et縋 綸esau bhavatas, tau c縅ud�ttau 

5) MBh ad P. 2.4.83 [1 , 498，1 5-16] ・ nãvyayibhãvãd ata iti yogo vyavaseya1).. 

6) do. [ibid. , 20-23): sa tarhi yogavibh緘a1). kartavyah na kartavyah. ... tuh kriyate sa niｭ

y緡ako bhavi$yati. am ev縣a�al11y� iti 

7) KV on do. [II , 325]: aDant臈 avyay綯h舸綸 uttarasya sUPo na luG bhavati. al11臈das tu 

tasya sUPo bhavaty apa白call1yãh; Ny縱a [Il, 326]: iha kathaI11 dvayor arthayor vidhãnãt, 

vidh繦ake ca v緻ye dve eva. tatra “ nävyayibhãvãd atah" ity etat prati$edhasya vidh艙akal11 

ekam vãkyam. “am tv apa�al11y�]:1" ity etad amo vidh繦akaJl1 dvitlyam v緻yam. ata eva v)1tau 

v緻yadvayam upanyastam 一“aDantãd avyay�h舸綸 uttarasya sUPo na luG bhavati" ity 

ekaJTl vãkyam,“amãddas tu tasya bhavaty apa白C3111yä1)." iti dvit�am. tatr縣a�amy� ity anena 

“anantarasya vidhir v� bhavati prati$edho v�" [Pbh 62] iti pa�amy� am臈esa eva prati$idhyati, 

na tv aluK p�vav緻yena vihitah. ata ev�luKi sati pa白camyãh sraval~am eva bhavati. ekav緻ｭ

yat繦�!p. hi saty緡 k縒yadvayasyaikay� p�!hapravrtty� vidh�am縅atv縟 k舐yadvayasy�ｭ

pa�amy� iti prati~edhal~ sy�t. pa�amjm vrajayitvaitat k�ryadvayam veditavyam. v緻yabhede 

tv apa�amy� ity etat praty縱annam 綸esam apek~ate ， na tu v緻y縅taravihitam aluK. 

(キーワード) väkyabheda, yogavibhãga, K縱ik縋rtfi 

(東方研究会研究嘱託)
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