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( 60 ) 印度撃併数響研究第46巻第 l 号平成 9年12月

文法規則解釈における「文章分割

Cvãkyabheda)J 技法
一一ーBhartrhari， Mahãbhã~ya-Dîpikã の用例から一一一

工藤順之

文法学派，特にノミーニニ (P匂ini) 派の歴史は A$tãdhyãyï [ =A] に対 して

Kãty五yana， Pata品jali を始めとする多くの注釈者たちが規則解釈を行ってきた

歴史である.彼らが解釈にあたって主として用いた方法は，少なくとも彼らが手

にしたAに対する「規定分割 (yogavibhãga) J という手法が中心となる.これは

特殊な文法操作を規定する規則をあくまで一般化して運用する為に，その操作が

適用される特殊条件だけを切り放し，残る一般的条件を別の規則に分けるもので

ある. 一般的条件が読み込まれた側の規則によ っ てその文法的操作はし、かなる場

合にも適用され，特殊条件部分を含む規則によってその操作が禁止される，或い

は別の操作を導入することになる 1)

他方で， 単語としての意味ではほぼ同じになる「文章分割 (vãkyabheda) J と

いう概念が規則解釈の中で用いられている.これは言う までもなく Mïmãmsã

学派の儀規解釈の中で論じられるが2九 一般に「過誤 (do号a) J と考えられ3九一

つの文から生ずる文意が二重になる場合に陥るものであるとされる . 黒田 [1993，

p.252] によれば，ヴェーダ文の解釈においては場当たり的とも思われる解釈によ

りこの「文章分裂J の過誤を回避しようとするのに対して， スートラ解釈の場合

は最終的な手段としてその解釈を許容すると されている.

本稿で提示するのは， 文法家がAを注解する際に見いだされる vãkyabheda の

用例である. 資料として， 現存するパーニニ派文献ではその用例の最初である

Bhartrhari の Mahãbh向ya-Dïpikã [MBh-D] に限定して考察を進める.その概

念は Mïr凶111語学派で言われる二重文意解釈を生み出す「過誤」であるのか，

或いは sütra レベルでは消極的に許容されうる解釈技法の一つなのか.

Pata五jali は勿論この vãkyabheda とし、う 語を用いていないが， MBh-D には

7例見いださ れる. 第 1 例は yogabheda とい う用例であるが， Kaiyata が

vãkyabheda と言い換えているので同じ概念であると考えることにする的. P.l. 
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文法規則解釈における「文章分割 (vâkyabheda) J 技法(工藤) (61) 

1. 3 は /iK/ に対して gUl).a/vrddhi を代置することを規定する paribhã持規

則であるが，これはどの文法操作での代用なのかは規定されていない.したがっ

て，例えば P. 7. 3. 84 と共に読まれて sãrvadhãtuka suffix が導入される時，

その母音 /iK/ に gUl).a を代置する.

(1) rさて(他に対する)依存がそこに成立している場合，別々の規則によって依存が充

足されるのはし、かなる目的があるのか.一つの統合された文としてみなされないのは何

故か.そこで次のよ うに示すIl'gu加と vrddhi は /iK/ (ニ i ， u, r, !)に生ずる.llJ"

P. 7. 3. 84 において， 82による gUl).a 代用がなされるには被代置項である /iK/

が規則中に読まれなければな らない.つまり ， 84は /iK/ を規定する P. l. l. 3 

が必要なのである.今問題とする一節は両者が上のように補完的に運用されるな

らば，何故一方は第 1 章に他方は第 7 章に規定されるかとしづ問題提示を行う.

この限りにおいて yogabheda は明らかに「別の規定」として理解される.

第 2 例は P. 1. 1. 34 に対するもので， 34-36 はそれらに列挙される 9 つの語に

代名調とい う名称を規定する. 今， piirva 以下 9 つが Ga早apãtha 241 にそのま

ま見いだされる 3 つの規則によ って規定されているのは何故かというのである.

(2) rさて pürva 等に対して確定した専門用語が三つの規則によって再度与えられる.

文を別にすることで， svarita を付与出来るから，個々の規定に“Jasi vibhâ~â" とい

う選択が規定される.もし文が一つであるならば[三つの規則が一つならば]，この選

択(に関する規定)は可能ではない.個々の語を読み上げることは，文を別にすること

によって，選択(規定)を連結させる ことを意図しているから. しかし他の規則に対す

る期待性がない場合. (規則を〕一つの文として(理解するのは)正しい. J6) 

Patañjali の答え7)を受けて Bhartrhari は P. 1. 1. 32: vibh匂ã Jasi を34-36に

規則継続させる目的のためであるとする.つまり， 33にcaが含まれることによっ

て32はおまで継続し. 34以下には継続しない.しかしこれは34以下に も Jas にお

ける任意適用を妨げる結果になる . そこで svarita アグ セントをこの32に付与

することで32は adhikãra として読まれるから， 34以下に適用されることにな

る.この時34以下が一つの規則として提示されていたとすると， svarita の付与

がなされないから，これらが文(規則)を異にすることによってのみ32に svarita

が付与できるのである.ここでの理解は 「別々の規則」である.

第 3 例は名詞語幹における強語幹の規定に関する部分であ る. P. 1. 1. 42 は

/Si/ [=n. pl. N. , Ac.] が強語幹である ことを規定し， 43は /sUT/ [=sg. N., Ac., 

du. N. , Ac.; pl. N.J が強語幹と呼ばれるが，中性語幹への適用は除外される.
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( 62 ) 文法規則解釈における「文章分割 (vãkyabheda) J 技法(工 藤)

(3) r他のものたちは次のように説明する.もし42と同様に (43が)専門用語に関する独

立した定義を(与えるもの)であるならば，規定の分割によって (43は)“sUT sarvaｭ

nãmasthãnam" とされ，その後、napUI!1sakasya" という禁止規定がなされる場合に

は，これは(適用の) 繰りとなる . J8l 

ここでの vãkyabheda はし、わば前主張として提示され， その分割が文法的に妥

当性を有さないものとされているが， 43が二つに分けられているように「規則の

分割J 即ち yogavibh亘ga と同様の意味である.

第 4 ， 5 例は規則適用上の任意規定名称規則に対する注釈部分に現れる.

(4) 円、かにして P. l. 2. 3 が P. l. 2. 4 に継続するのか ? iT は PIT でなし 、から文の分

割によ ってその効力があると推知される.J9l

文法操作における任意適用は 3 種である.①常に適用される操作が任意に不可と

なる (prãpta)，②常に適用不可のものが任意に可となる (aprãpta)，③その両者が

任意であるもの (ubhyatra) である. 当該規則 P. 1. 2. 3-4 は affix /iT / が標識

N を持つもの と 見なされ，標識N を持つものは P. 1. 1. 5 に よ り gUI).a/vrddhi

音代置を阻止する . N を持たないものはこの代置阻止が適用されない. 今 P. 1.

2.3 によって任意に N を持つものと見なされると代置阻止が適用されるから，

この規則は②型である .

さて P. 1. 2.4 は標識Pを持たない品rvadh亘tuka suffix が標識N を持つも

のと されるこ とを規定しているが， P. 1. 2. 3 と一つにして読めば， 標識P を持た

ない suffix が導入される と ， 標識 N を持つものとなり gUI).a 代置が阻止され

る.この時 P. 1. 2. 4 によ っ て常に適用される代置阻止が 3 に よ っ て任意となる，

つまり任意に適用不可になり，これは①型である.この任意性の内容の逆転を回

避するには P. 1. 2. 3-4 は「別の規則」 と して適用されるのである 10)

(5) r も し (P. 3. l. 48 にある) kartari と L 、 う語が svarita 化されているならば， 行為主

体に関与する語根、Idîp 等は別の規定によって(別の)動詞形をとる」山

P. 3. 1. 61 は -ta [3rd sg. A] が後続する場合， Aorist (lUÑ) 活用の際に導入さ

れる /Cli/ を任意に /CiN/ に代用する ことを規定する.この時 /CiN/ 代用が

後続規則的における条件と衝突しなし 、かど うかである. kartari と L 、う導入条件

が48から継続する場合， これは行為主体を表す -ta が導入される場合に限 っ て

、Idïp- 等には任意に /CiN/ 代用が可能になる . つまり 異なる活用形を派生させ

ることになる. ここの vãkyabheda は61による代用が66に挙げられる条件下で

の /CiN/ 導入とは異なることを表すから， r別の規則J と理解できる .
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文法規則解釈における「文章分割 (vakyabheda) J 技法(工藤) (63) 

第 6 例は P. 1. 1. 48 に対するものでこの規制は paribhã~ã 規則である.

俗) í短音の代置， llPち短音代置規則において， /iK/ が /eC/ に代置される.何故なら，

さもなければ， もし短音代置がここで読まれないと d巴'vadatta において望まれない結

果をうむから.したがって，短音代置を教える規則において“eCa iK" は別の文として

成立する. 1) 名詞語幹末に短音が生ずる. 2) その際 /eC/ には /iK/ が代置される.j1.J 
P. l. l. 48 は hrasva 代用において /eC/ に /iK/ が代用されることを定めてい

る.例えば P. 1. 2. 47 において短音代置が読み込まれないと， P. 8. 2. 86 によって

/eC/ に近い guru 音，即ちその長音 (pluta) が代用されることになる.したが

って， P. 1. 2. 47 のように hrasva を規定する規則に対して，短音代置の操作が

行われる こ と，そしてその操作によって代用されるものが規定されていなければ

ならない.つまり二つの文法操作を規定する二つの規則という意味で，ここでの

理解は「規則分割」の意味であるとしてよい.

第 7例は P. 1. 1. 51 に対するもので，この規定は母音 /r/ のある位置に /aN/

[==a, i, uJ が来る とき，その /aN/ に /r/ が後続することを規定する .

(7) íそのよう に(新たな代用形が)示される と， その(代用音) に こ そ /r/ が(後続

するものとして)規定される.何故なら規則分割によって. llPち Ií/r/ のある場所に

/alY が生じるJ]， Iíそしてそれに /r/ が続 く』と J 13J

P. 1. 1. 51 は実際には二つの操作が行 う.① /r/ に /aN/ を代用.② /aN/ に /r/

が続 く .この vãkyabheda は51を 「規則分割」する こ とを意味している.

以上， MBh-D に見られる用例を見てきた. 用例は二つに分類できる . 第1 ， 2，

4， 5 例は 「別の規則J， 第3， 6， 7例が 「規則分割」とい う意味で用いられているよう

である.つまり vãkyabheda という語の語義そのままに，いわば何ら専門性を伴

わない単語として用いられているか， yogavibh孟ga と同様の使い方をしている

ものかである.これまで、検討した用例から判断すれば， 現時点では vãkyabheda

は文法規則解釈技法としての 「規則分割 (yogavibhaga) J と いう意味を含むもので

あるが， その全てが yogavibhaga ではなく ， 冒頭に問題提起した， 二重文意を

創出してしまう「過誤J としての用例は少なくともここにはないと言ってよかろ

う川. yogavibhãga は分割によって新たな規則を創出する解釈技法であるのに

対して， vãkyabheda は規則その も のの status に何ら変更を加えずに運用上の

障害を排除しようとする解釈方法である川.
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( 64 ) 文法律則解釈における「文章分割 (väkyabheda) J 技法(工藤)

Kiisikãvrtti, with Ny縱a and Padama舟~jarï. Ed. by D.D. Shastri and K.P. Shukla, 

Ratna Bharati Series Nos. 5-10, 1965-67, MBh: Mahiibh向ya. (司 BORI edition. 

(b)-with Prad�a and Uddyota. Eds. by Bh舐gavas舖tr� Bhik�j[ Joshi et al. Vraｭ

jaj�an Pr臘ya�舐at� Grantham舁� NO.23, 1988; MBh-D.: Fasc. 1 , Palsule 1985; 
Fasc. m, Bhagavat and Bhate, 1986; Fasc. W, Bhagavat aod Bhate, 1990; Fasc 

四， Palsule and Bhagavat, 1991; F. Edgerton 1929, Mïmã1]lsiinyiiyaprakiisa, Rep 
1986, Sri Satguru Publications.; Joshi.Roodbergen 1969, Pata宛jali's Vyiikara事a

Mahiibhã手ya: Avyayïbhiivafatpuru$iihnika, University of Poona ; 黒田泰司1993 rヴェー

ダとスートラにおける過失の有無についてJ (J'宗教研究』第66巻，第295号， PP.251-2. 

1) Joshi.Roodbergen [1969, p.95, fn477a]. 2) Jaimin�a S�ra 1. 2. 25: vidhau 

ca v臾yabhedai:J sy舩. 2. 1. 46: arthaikatv臈 ekaI)l v臾yaI)l s忌käúk戸I)l ced vi bh臠e 

sy舩. 47: same刊 väkyabhedai:J. 3) Edgerton [1929 (rep. 1986) , p.293J. 4) 

Kaiyata on P. 1. 1. 3 [ 1 , 2001eftJ: avasyakartavy艙�I)l cäpek号孟y孟m ekav緻yatayaiｭ

väpak持'stuj tenaikarupa evärtho, na tu v緻yabhedena sv舩antryaI)l p舐atantr' 

yaI)l caj 5) MBh.D on MBh ad P. l. 1. 3 [Fasc. 1 , 15, 16J 6) MBh.D 00 

MBh P. 1. 1. 34 [Fasc. m, 4・8J 7) MBh ad P. 1. 1. 34 [ 1 , 93, 6J: idaI)l tarhi 

prayojanaI)l Jasi vibhä守äI)l vak号yämHi 8) MBh-D on MBh ad P. 1. 1. 42, 43 

[Fasc. vn , 22, 5-9J 9) MBh-D on MBh ad P. 1. 1. 44 [ibid. , 38, 9-11J 10) 

Uddyofa on P. 1. 1. 44 [1 , 383rJ: v緻yabhedeneti. Prthagp舩has舂arthy臈 iti 

bh舸ai:J. 11) MBh-D on do. [W , 40, 19-20J 12) MBh-D on MBh ad p.1. 

1. 48 [Fasc. vm, 17, 6-20J 13) MBh-D 00 MBh ad P. 1. 1. 51 [Fasc. 四， 30, 

24-25J 14) Vãkyapadïya には vãkyabheda が 2 例ある n. 448, 471 [Rau 

edition]. ここでの意味は「別の文」という ものである 15) 我々は文法規則解釈

において規定を二重に理解し，両者の正否を論議する解釈が存在することを既に知って

いる . それは規則中に含まれる否定複合語の解釈である.いわゆる二種の否定のうち，

prasajyaprati手edha 解釈では文法操作を暫定的に適用した後それを取り消すと L 、う二段

階適用が理解される.これは明らかに「規則分割」かつ「文章分割J であり，また二種

の否定解釈は否定複合語を巡ってなされる二重文意解釈としての vãkyabheda であると

言える. P. 1. 1. 42-43 に対する Nyãsa はそこで提示された「規則分割」を次のように述

べている . Nyiisa on P. 1. 1. 43 [1 , 156J: tath� hi一一一vidhiprati~edhayor virodh臈 

ekena v臾yena t縋ac chakyo na vidh孟tum iti v臾yabhedai:J kartavyai:J-一“sUT

sarvan舂asth舅asaI)lj� bhavati. napuI)lsakasya ca na bhavati" iti.このよ うな理

解は P. 3. 3. 19 に対する PadamaHjarï にも見られる Kãsikãvrtti 及びその注釈書にお

ける väkyabheda 及び二種の否定解釈については別稿を期したい.

〈キ ー・ ワ ード> väkyabheda, yogavibhäga, Mahiibhii$ya-D�pikii 

(東方研究会研究嘱託〉
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