
ダマヤンティーの美（１）
― ru－paとvapusを中心に―

金　沢　　篤

0.1 はじめに

Ｊ.ゴンダ著『サンスクリット語初等文法』（辻直四郎校閲・鎧淳訳 春秋社）が

出版されてから、既に30年近くが経過する。刊行されたばかりのそれを教科書に

してサンスクリットの手ほどきを受けて以来、毎年常に欠かさずお世話になって

いるが、ゴンダ先生の用意された練習題には、随分と楽しませていただいた。そ

の練習題のウィットのきいた配列や、ゴンダ先生がそれをどこから引いて来たか、

また、どのようにそれをひねり出したか、といったルーツ探しのことを念頭にお

いて言うのである。現在自分が担当しているサンスクリット（初級）の授業で、

問題となるのは、そうした練習題に教師として実際どういう模範的な訳文を与え

るかである。文脈を頼りにすることなしに、概して簡潔なサンスクリットの一文

を的確に和訳することは、相当に難しい作業と言える。元々の著者がそれをどう

いう意図の下に発したかということを度外視して、サンスクリット語としてはど

のような解釈が可能かという点に注目した場合、サンスクリットの初学者を十分

に納得させる決然たる解釈を提示することが、極めて難しいためである。出典を

必ずしもつまびらかにし得ない状況下で、重要なことは、練習題としてそれを掲

げたゴンダ先生の意図を忖度することである。遂に一度もその謦咳に触れること

の出来なかったゴンダ先生のアイデアを、授業の度毎に深く実感することになる。

変な前置きが長くなって恐縮だが、本稿は、実は、そうしたサンスクリット語文

法の授業の最中に発想されたものであり、本研究は、いわば、ゴンダ文法書の練

習題＜§§32-35＞の５に現れる以下の一文にコメントを付す作業と言えるのであ

る。

（45）
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(o) Damayant tu ru- pen. a vapus. a- ca lokes. u yaśah. pra-pa.（ゴンダ［2003r］106

頁）

サンスクリット学習の見地から言うならば、この練習題は、vapus やyasśasとい

う子音で終わる名詞の曲用を頭において、用意されたもの、と言うことが出来る。

また、ゴンダ先生の意図を推し量って言うならば、サンスクリットで重要な不変

化辞であるtuとcaの用法を学ぶに絶好の用例である。すなわち、「一方」と訳され

るtuと「そして／と／及び」と訳されるcaの果たしている役割を明確に学ぶべきで

ある。tuは、ここには現れない、この文に先立つ文との関係を明示する語であり、

caは、それに先立つ、共に具格を取る２つの語ru- pen. a とvapus. a-の関係を明示する

語である。文の構造も明確であり、曖昧なところは微塵もない。固有名詞である

ことを明示する大文字で始まるDamayant が主語であり、「得る」「達する」を意味

する動詞pra-a-p-の完了形を述語として、その目的語が、対格で示された「名声」

を意味するyaśasなのだから、間違いようがないのである。主語となる「ダマヤン

ティー」は、数年でもサンスクリットに馴染んだ者なら直ちに了解されるビッグ

ネーム、その練習題の典拠も容易に想像出来る代物なのである。そう、ゴンダ先

生は、あの有名な「ナラ王物語」を踏まえて、この練習題を着想したのであった。

では、学生は、同定を行った後、果たしてどういう訳文を仕立て上げればよい

のだろうか？　教科書の末尾に用意された「語彙」より、それぞれの単語の訳語

を拾い出して、作文することになる。だが、サンスクリットの初学者にとって、

それは、とてつもなく難しい作業のようである。すなわち、対比されていること

が明らかな、ru- paとvapusの訳語の決定が難し過ぎるのである。

巻末の「語彙」には、以下のようにある。

「ru- pa- n. 形, 形姿, 美貌。（1）」(ゴンダ［2003r］172頁) 

「vapus- n. 美姿、形、形態、身体。（2）」(ゴンダ［2003r］174頁) 

筆者が「難し過ぎる」と言うのは、こういう具合に並べられた似たような訳語

の中から、この場合に相応しい訳語をそれぞれ選択することの難しさを頭におい

てのことである（3）。筆者は教師の立場としては、訳者鎧淳氏の苦心の「語彙」を

尊重して、以下のように訳文を示すつもりである。

(0)一方、ダマヤンティーは、［その］美貌(ru- pa)と美姿(vapus)によって、諸

世界(loka)において、名声(yaśas)を得ました。（拙訳）

つまり、冒頭にも詳しく触れた文法書ゴンダ［2003r］の和訳者鎧淳氏の労苦の
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産物であるその「語彙」によれば、辛うじて、ru- paとvapusで、「美貌：美しい顔」

と「美姿：美しい身体」を明確に対比させ得るのである。おそらく、この練習題

を仕立てたゴンダ先生の意図も、こうした対比であったと筆者は想像しているの

であるが、これが一度び教科書を離れて実際の物語の中に身を置いた場合、われ

われは果たして今のように確信をもって解釈し、今のように的確な訳文を与える

ことが出来るのだろうか？　というのも、例えば和訳を仕立てる際に今日大いに

活用されている『漢訳対照　梵和大辞典』（講談社）には、両語の訳語は、その違

いを明確にし得るようには、決してなっていないのである。「色・形」の類の種々

具体的な訳語の上からは両語の意味の違いはなかなか見出し難いのである。そう

した事態にどのように対処していけばよいのだろうか？

ところで、先の練習題の一文(o)は、本当に『マハーバーラタ』の中の「ナラ王

物語」に、対応する部分を持つのだろうか？　両語ru- paとvapusが、そうした意味

の明確な対比の下で用いられているのだろうか？　興味深い問題であろう。練習

題の模範的訳文を示していないゴンダ先生の意図は明確であるとしても、また

「語彙」において、上に見た和訳語を並べた和訳者である鎧先生の意図はゴンダ先

生と同様に明確であるとしても、その疑問には、そう簡単に決着が付けられない

のである。事実、ゴンダ先生が練習題に仕立てた先のダマヤンティー姫を主語と

する一文(o)は、「ナラ王物語」には、そのままの形では見出し得ないのである。そ

う、その文は、現代のインド学者であるゴンダ先生が、サンスクリット文法の初

学者の練習問題の為に、作り出した例文に他ならないのである（4）。したがって、

本稿の意図するところは、その練習題では、「美貌：美しい形＞美しい容貌＞美し

い顔」と「美姿：美しい形＞美しい容姿＞美しい身体」と対比される両語ru- paと

vapusの、「ナラ王物語」、ないしそれを包摂する『マハーバーラタ』における実際

の用例を廻っての意味論的考察である。人的形象の「美」表現の中に屡々現れる

両語ru- paとvapusが、本当にそのような対比の下に用いられているのかを実地検証

することを目的とするが、それは同時に今後継続される「古典インドの＜美＞表

現研究」の一環をなすものである。

さて、以下に論を進める前に、人的形象に対する、身体的な美しさについて、

今一度確認しておきたい。女性に対しては「美人」、男性に対しては「美男子」と

いう言葉がよく用いられる。その場合、その者の「顔の造作」つまり「容貌」に

ついて言われているのだが、人的形象の持つ身体的な美しさは、ただ「顔の造作」
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「容貌」についてだけではないのである。顔はふつうだが、スタイルは抜群という

場合もある。その場合、「美人」とか「美男子」とは呼ばれないが、スタイルの美

しさは特筆に値する、という場合がままあるのである。また、顔は素晴らしいけ

ど、スタイルがかなり見劣りがする、という逆の場合も多々ある。その意味で、

「顔もスタイルもいい」というのが、人的形象の満足の行く「身体的な美」という

ものである。

古代のインド人は、人間は身体／肉体を持ち(śar rin/dehin)、その身体(śar ra/

deha/ka- ya)は六つの部分(an
.
ga/ga-tra)からなっているとしていた。

(oi) sa yada- hasta-pa-da-jihva--ghra-n. a-karn. a-nitamba-a-dibhir an
.
gair upetas tada-

śar ram. iti sam. jña-m. labhate / tac ca s. ad. -an
.
gam. --- śa-kha-ś catasro, madhyam.

pañcamam. , s. as. t. ham. śira iti //3//(Ss Ⅲ-5-3:p.363)

(01)そ［の胎児］が、手・足・舌・鼻・耳・臀の諸支分を具したその時には、

「身体(śar ra)」という名称を獲得する。そして、そ［の身体］は、［両腕両腿

という］四肢、第五肢］の胴(madhya)、第六［肢］の頭部(śiras)という六つ

の肢分を持つ。（拙訳）

(oii) tatra^ayam. śar rasya^an
.
ga-vibha-gah. ; tad yatha- --- dvau ba-hu- , dve

sakthin ,  śirogr vam, antara-dhih. , iti s. ad. -an
.
gam an

.
gam //5//(Cs Ⅳ-7-5:p.337)

(02)そこで、身体に関する、肢体区分とは、以下のものである。すなわち、二

つの腕、二つの腿、頭と首、中間部［＝胴］(antara-dhi)というのが、［身体は］

六つの肢分を持つ［と言う時の、］肢分である。（拙訳）

真の身体的美の体現者とは、「全身非の打ち所のない」(anavadya-an
.
g /sarva-

anavadya)（5）といった風に、表現される者である。（頭部にある）顔の美しさだけ

では十分ではない、身体を構成する全肢体が美しいことが求められているのであ

る。筆者の作業仮説とは、普通に言う「美人」「美男子」に相当する身体的造作を

現わす言葉がru- pa「容貌」「容色」であり、「ナイスバディ」に相当する身体的造

作を現わす言葉がvapusであり、物語の中の人的形象の「美」表現にあって、その

両語は明確に違いを持って用いられている、というものである。したがって、そ

の両語は、身体的「美」表現を担う同義語として曖昧に解釈処理されてはならな

いというものである。

ただし、言葉というものは、その使用者によってどのような意味をこめてでも

用いることができるのである。したがって、具体的な用例において、それがどの
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ような意味で用いられているかを詮議する作業は、ある意味では相当に難しい問

題を含んでいる。対象を「ナラ王物語」に限定した上で、そこでのru- paとvapusの

意味を詮議する場合にも、それはたかだか、「ナラ王物語」の語り部としてのブリ

ハドアシュヴァ仙のru- paとvapusという語の使用法を詮議することに他ならないの

である。したがって本稿の目的とは、たかだかブリハドアシュヴァ仙の両語の使

用法、また、せいぜいが『マハーバーラタ』における両語の使用法といった程度

の話に終始せざるを得ないのである。したがって、本稿の成果とは、仮にあった

としても、たかだか、その程度のものにとどまらざるを得ないのであって、サン

スクリット文学一般における両語の使用法に関しては、かすかに歴史的な指針を

提供するにとどまるものであることを予め断っておくべきであろう。

0.2 「ナラ王物語」～ダマヤンティーの美

ゴンダ先生の先の練習題の一文(o)は、直接的には、『ナラ王物語』の冒頭部に見

られる以下の一文(i)を踏まえて作られている、と言い得る。そのことには、異論

はないであろう。一瞥しても明らかな通り、「ナラ王物語」のヒロイン、ダマヤン

ティーが持つ、あるいは持つことになる様々な「美的特性」が列挙される件りで

ある。

(i) damayant tu ru- pen. a tejasa- yaśasa- śriya- /

saubha-gyena ca lokes. u yaśah. pra-pa sumadhyama- //10// (Mbh Ⅲ-50-10)

(1a) ダマヤンティー姫はといえば、腰なまめかしく、美貌、身より出づる輝

き、世の誉れ、気品、それに女性としての魅力について、世上に名声を博し

ておりました。（鎧 12頁）

(1b) 一方、美しい胴のダマヤンティーは、その容姿、威光、誉れ、光輝、優

美さによって、世間において名声を得た。（上村 iii 137頁）

(1c) 腰美しきダマヤンティー、その容色と声望と、威厳と魅力、美によりて、

世の名声をかち得けり。（北川上 43頁）

(1d) Damayant with her beauty, with her brilliance, brightness, grace, 

Through the worlds unrivalled glory won the slender-waisted maid.

(Milman/MW,p.5,ll.1-2)

(1e) Slim-waisted Damayant won fame in all the worlds for comeliness, luster,

and good name, beauty and lovableness.(Buitenen,ii,p.323)

ダマヤンティーの美（１）（金沢） （49）
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(1f) Die anmutig（6） Damayant aber wurde berühmt unter den Menschen wegen

ihrere Schönheit und ihres Glanzes, wegen ihres Ansehens, ihrer hoheitsvollen

Wurde und ihres Gluckes.(Wezler,p.4,ll.9-11)

(1g)But fair-waisted Damayant obtained fame among people by reason of her

beauty, splendor, glory, magnificience, and charm.(Ford Jr.[1972],p.110)

(1h)But Damayanti of splender waist, obtained celebrity all ever the world in

beauty and brightness and in good name, luck and glory.(Dutt,ii,p.154) 

(1i) Fair-waisted D. won fame among men by her beauty, majesty, fame, grace,

and comeliness. (Lanman,p.302)

(1j) 而美胸的　摩衍蒂以其美　、 、 淑、高雅、富有吸引力、在人　中

得了名声。 ( 世方&巫白慧464頁)

(1k) 摩　蒂、苗条　腰、以容貌、端庄、声誉、美　和　 、 得世 誉。

( 世方 497頁)

「ナラ王物語」の最初の５章は、Lanman［1906］、すなわち筆者もそれでサン

スクリットを学習し、長年教科書にも使用している、ランマン先生の『サンスク

リット読本』にも収録されている。そして、Lanmanはそのフレーズ(i)に対して、

(1i)の如き訳文を与え、“Reprehensible tautology.”とコメントしている。Lanman

の「忌まわしき同語反復」は、「名声」yaśasという語の使用法に関してのものであ

ろうか。「ダマヤンティーが、自らの有する名声によって、名声を獲得した」との
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表現を指して発せられたのである。この同語反復に我慢のならないインド学者は、

一文の中に具格と対格で二度出てくるそのyaśasを、二様に訳し分けることになる。

brightnessとglory(Milman/MW)、「世の誉れ」と「名声」(鎧)、「誉れ」と「名声」

（上村）、「威厳」と「名声」（北川）、等々である。

それはともかくとして、ゴンダ先生が、初等文法書の練習題を考案するに当た

って、この「ナラ王物語」の一文を下敷きにしたことは、誰が見ても明らかであ

ろう。だが、大枠（主語：Damayant 、述語pra-pa）を、その一文に借りながら、

ダマヤンティーの美的特性として五つ列挙されたものの中の第一のものである

ru- paと、そこには、出てこないvapusを敢えて採用したのは、何故だろうか？　五

つ列挙されたものでは比較的その意味が明確であるru- paを除くと、他の四つは必

ずしも明確とは言い難く、どれを選んでも、サンスクリットの初学者の練習題と

しては難解であると考えられたためであろうか？　また比較的わかりやすいとは

いえ、それだけを単独で用いたならば、ru- paの意味に曖昧さが生じると懸念した

結果、対比すると意味の上ではさらに明確にすることになるvapusを敢えて持ち込

んだのであろうか？　ゴンダ先生の真意はやはり推し量る他ないが、実は、以下

に見るような事情があったのである。難しいことではない、ゴンダ先生の見てい

る「ナラ王物語」ないし『マハーバーラタ』が、今日通常用いられるいわゆるプ

ーナ刊行の「批判版」のものではなく、いわゆる「南方版」というものであった

ということなのである（7）。

そこには、問題の一文は、以下のようにある。

(i
,
) damayant tu ru- pen. a tejasa- vapus. a- śriya- /

saubha-gyena ca lokes. u yaśah. pra-pa sumadhyama- //10// (Mbh[S] Ⅲ-50-10)

Lanmanに「同語反復」と指摘されたyaśasの二度使用を回避して、yaśasの代わ

りに、vapusという読みを採用しているのである。今これを仮に、(1
,
)のように、

訳してみた。

(1
,
) 一方、よい胴を持てる、ダマヤンティーは、［自らの、美しい］容貌、テ

ージャス、［美しい］容姿、シュリー、及び、サウバーギヤによって、諸世間

において、名声を得ました。（拙訳）

いかがであろう？　この一文を踏まえてゴンダ先生は、上述したように、初等

文法書の練習題として、「一方、ダマヤンティーは、［その］美貌と美姿によって、

諸世界において、名声を得ました。」を考案したと考えるべきなのであろう。いや、
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ゴンダ先生は、問題の練習題を作成するに際して、南方版を意識的に用いたのだ

ろうか？　結局不明であるが、筆者の参照できる手元の資料の中では、ゴンダ本

と同じくやはりサンスクリット入門書であるStenzler［1994r］所載の「ナラ王物

語（最初の５章）」の読みが、南方版の読みと合致する。したがって、ゴンダ先生

が自身の初等文法書を編纂するに当たって、Stenzler［1994r］を参照している可

能性はあるだろう。ただし、サンスクリットの初学者にとっては、それがどの版

に依拠したものであろうが問題にならない、というのであろうか？　その読みの

違いに触れているものがない（8）というのも奇妙な話ではある。ドイツ語で書き著

されたそのStenzler［1994r］は、やはりドイツ語で書き著されたGonda［1948］と

同様に、何カ国語かに翻訳されて、現在もなおサンスクリットの初学者を益して

いるのである。

こうした状況をしっかりと確認した上で、筆者は、身体の「美」表現に当たっ

てしばしば用いられる、ru- paとvapusの両語は、ゴンダ先生による練習題(o)が端

的に示す如く、いずれも身体の「美」表現に関わる単なる同義語ではなく、明確

に、その意味するところを異にする語である、との仮説を立てて、実際の具体的

用例に則してつぶさに検証してみたいと考えたのである。ru- paとvapusを併記し対

比的に取り扱う、南方版の読みにそれなりの意味があり、また、それを踏まえて

作成されたゴンダ先生の練習題に、それなりの歴史的意味があるとするならば、

「ナラ王物語」『マハーバーラタ』において、ru- paとvapusは、身体的「美」表現の

現場にあっては、明確に区別して用いられているのでは？　というのが、筆者の

本稿での立場である。以下には、「ナラ王物語」、さらには『マハーバーラタ』の

用例に限定して考察したい。

1.1 ru-paとvapus～「ナラ王物語」における身体的な美

さて、ダマヤンティーの美についての考察を開始するに当たって、「ナラ王物語」

のあまりに有名な冒頭の一節(ii)を引いておくべきであろう。物語は、ヒロインの

ダマヤンティーの運命を支配するヒーロー、ナラについての記述から始まる。そ

こで注目すべきは、そのナラが問題の「ru- paを持つ」(ru- pavat)と表現されている

ことである。人間や神などの人的形象の「身体的な美しさ」を表現する際に、き

わめて頻繁に用いられるru- paが、ここではそのようにして用いられているのであ

る。形容詞であるから、ごく普通には「美しい」の一言で済ませられるのである
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が、鎧訳は「眉目秀麗で」、上村訳は「容姿端麗で」となっている。またDutt、

Buitenen両氏の英訳ではともに、“handsome”となっている。四者ともに同じ解釈

を示しているように見えるが、必ずしもそうとは言えないのである。「眉目秀麗」

も「ハンサム」も、人間や神等の人的形象の「顔」の美しさを形容する言葉だと

考えるが、上村訳の「容姿端麗」は、似て非なる形容句と考えられるのである。

この場合、「ru- pavatの訳語としては相応しくない」と考える。古典の翻訳者が、先

行する翻訳との違いを打ち出そうと努力する気持ちはわかるものの、上村氏が、

『マハーバーラタ』の全和訳という偉業に着手し、それを実践して行く際に、ru- pa

を基本的に「容姿」「姿」としたのはまったく残念なことである。ナラ王は、文字

通り「色男」である。とにかく「美しい」「美貌の持ち主」だということがこのru-pa-

vatという形容詞では言われているのである。ハンサムも眉目秀麗もその意味である

が、上村氏の用いた「容姿端麗」は、そこから逸脱する。「容姿端麗」な人は「眉

目秀麗」であり得るが、それから「余れるもの」をも含意することになる。既に

翻訳がある後続の新翻訳者の苦しいところでもあろうが、先行する翻訳と重複し

ないように訳語を選ぶと、場合によっては正しい翻訳から逸脱してしまうのであ

る。本稿は、いわば、「ナラ王物語」ないし『マハーバーラタ』にあって、ru- paは

顔、vapusは身体に関して対比的に限定的に用いられることを証立てる試みである

とも言えるのである（9）。

(ii) a-s d ra-ja- nalo na-ma v rasena-suto bal /

upapanno gun. air is. t. ai ru- pava-n aśva-kovidah. //(Mbh Ⅲ-50-1)

(2a) 昔、ナラという王子がありました。ヴィーラセーナ王の御子で、たくま

しく、身に望ましい美質を具え、眉目秀麗で、調馬に長けておりました。（鎧

11頁）

(2b) ヴィーラセーナの息子で、ナラという強力な王がいた。彼は望ましい

諸々の美質をそなえ、容姿端麗で馬術に長けていた。（上村 iii 136頁）

(2c) There was a heroic king, named Nala the son of Virasena. He was possessed

of desirable attainments, handsome and well-acquainted with the management

of horses.(Dutt,ii,p.153)

(2d) There was a king by the name of Nala, the mighty son of Virasena, endowed

with all good virtues, handsome and a connoisseur of horses,...(Buitenen,ii,p.323)

この一文では、ナラ王の身体的美に関して、美貌のみが問題になっているよう
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であるが、「たくましい」(力ある：balin)との表現が、同時にナラ王の顔以外の身

体的な美について触れているとも見なし得るのである（10）。［腕］力のある者が、貧

弱な「容姿」をしている筈がないからである。したがって、以下のようなアルジ

ュナ王子についての記述(iii)は、その意味で貴重なものであろう。

(iii) alubdho matima-n hr ma-n ks. ama-va-n ru-pava-n bal /

vapus. ma-n ma-nakr. d v rah. priyah. satya-para-yan. ah. //15//(Mbh Ⅶ-49-15)

(3) アルジュナは貪欲でなく、知性あり、恥を知り、忍耐あり、容姿にめぐま

れ、強力である。見事な身体をし、敬うべきを敬い、勇猛で、好ましく、真

実に専念する。（一五）（上村 vii 161頁）

ここに見る如く、一人の人物（＝アルジュナ）の特性描写に、ru-pavat とvapus.mat（11）

の両語が用いられている。上村訳では、「容姿にめぐまれ」と「見事な身体をし」

と訳し分けられているようであるが、その実際の差異は明確ではない。ここはや

はり、容貌＞顔と容姿＞身体との対比を明確にして初めて会通するものと考えら

れる。すなわち、アルジュナは「美貌」の持ち主であり、かつ「身体つきも立派」

であるとである。ru- paとvapusは、共に「形／形態」と解し得、それは修飾語なし

で、共に「美しい／よい／立派な形／形態＞美態」と解し得るのであるが、前者

は、「顔」に主眼が置かれ、後者は、身体「全体」を顧慮してのものと考えるべき

であろう。したがって、本稿の冒頭に示した、ダマヤンティーの特性カタログた

る(i)に見る通り、現行多用されている読みの中には、vapusは併記されていないけ

れども、南方版の(i
,
)や、ゴンダ先生の練習題(o)に見られる、ダマヤンティーの身

体的特性としてのru- paとvapusの対比は、「ナラ王物語」や『マハーバーラタ』に

おいても十分通用するものであると推測し得るのである。ru- paは、身体中の一肢

分である顔の造作、美しさを指して用いられる。vapusは、身体の全体または顔を

除く肢体全体を指して用いられるのである。

ここで改めて、問題の(i)と(i
,
)を見てみよう。今日、「原典批判版」等、多く(i)

の読みを採用している。筆者は、(o)と合致するような(i
,
)のあることを良しとする

ものの、やはり(i)の読みを採りたいと考える。というのも、 (i)(i
,
)が共に、ダマ

ヤンティーの顔以外の身体的美に触れた「よい胴体を持てる」(sumadhyama)を含

むためである。身体的な美を持つダマヤンティーの美的特性を連ねる中に、さら

にvapusがあった場合には、意味の重複が生じると考えるからである。だが、真相

は不明である。
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さらに、「ナラ王物語」のダマヤンティーの美しさを描写する以下の用例を見て

みよう。

(iv) dadarśa tatra vaidarbh m. sakh gan. a-sama-vr. ta-m. /

ded pyama-na-m. vapus. a- śriya- ca vara-varn. in m. //12// 

at va sukuma-ra-an
.
g m. tanu-madhya-m. sulocana-m /

a-ks. ipant m iva ca bha-h. śaśinah. svena tejasa- //13//(Mbh Ⅲ-52-11～12)

(4a) 彼はそこで、女友達たちに囲まれたヴィダルバ国の王女を見た。その美

しい顔色の女は、美しい姿と光輝できらきら輝いていた。（一一）彼女は非常

に繊細な身体で、胴はくびれ、美しい眼をしていた。自らの輝きにより月の

輝きを凌駕するほどであった。（一二）（上村 iii 143頁）

(4b) そこに、［ナラ王は］女友達の群れに囲まれた、優れた容貌を持ち(vara-

varn. in )、容姿(vapus)とシュリー(śr )で、輝いている(ded pyama-na)、ヴィ

ダルバの姫君を見ました。そして［彼女は］過度なまでの繊細な肢体を持ち、

細い腰を有し、美しい眼をしており、自らのテージャスによって、あたかも

月の光を凌駕しつつあるかのようでした。（拙訳）

いかがであろうか？　この(iv)の前半では、「容姿」(vapus)と「容貌」(ru- pa)を

受けたかの「顔・色」(varn. a)が対比的に用いられて総括的に描写され、後者では、

vapusを具体化する「肢体」(an
.
ga)と「腰」(madhya)、顔の中核をなす「眼」

(locana)を用いて描写されているのである（12）。

次いで以下の用例を見てみたい。vapusとru- paが併記されているものである。

(v) tatha-^eva vedya-m. kr. s. n. a-^api jajñe tejasvin śubha- /

vibhra-jama-na- vapus. a- bibhrat ru- pam uttamam //92//(Mbh I-57-92)

(5) 同様にして、威光にあふれ美しいクリシュナー（ドラウパディー）が、そ

の祭壇に生まれた。その容姿で輝きわたり、最高の容色をそなえて。（上村 i

259頁）

上村氏は、この用例(v)においては、vapusとru- paを、それぞれ「容姿」と「容

色」で対比的に訳しておられるが、その時氏は、問題のvapusとru- paを的確に「身

体」と「顔」に対応させていた筈なのである（13）。すなわち「容姿」で「身体の形」、

「容色」で「顔の形」が意味されていたと解し得る。またそれは以下の用例と付き

比べてみた時にさらに明確となるであろう。

(vi) vibhra-jama-na-m. vapus. a- tapasa- ca damena ca /
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ru- pa-yauvana-sampanna-m ity uva-ca mah -patih. //11// (Mbh I-65-11)

(6) 彼女はその肢体と苦行と心の制御により光り輝いていた。容色と若さに満

ちた彼女を見て、王はたずねた。（上村 i 269頁）

「容姿」は、ここではさらに明確に「肢体」とされ、「容色」と対比されている

のである。「肢体」は「容姿」と置き換えて、「容色」＝「容貌」と対比すべきで

ある。vapusとru- paの両語は、『マハーバーラタ』においては、終始そのような意

味的な対比の下に置かれていると筆者は考えているのである。

(vii) sa kada-cin maha--ra-ja dadarśa parama-striyam /

ja-jvalyama-na-m. vapus. a- sa-ks. a-t padma-m iva śriyam //26//

sarva-anavadya-m. sudat m. divya-a-bharan. a-bhu- s. ita-m /

su- ks. ma-ambara-dhara-m eka-m. padma-udara-sama-prabha-m //27//

ta-m. dr. s. t. va- hr. s. t. a-roma-^abhu- d vismito ru- pa-sampada- /

pibann iva ca netra-bhya-m. na^atr. pyata nara-adhipah. //28// (Mbh I-92-26～28)

(7)「ある日、大王は一人の美しい女を見た。彼女は美の女神吉祥天の化身の

ようで、身体の美しさに輝いていた。（二六）彼女は全身非の打ち所がなく、

美しい歯をして、神々しい装身具で飾られていた。薄い衣服をまとい、蓮花

の内部のように輝いていた。（二七）彼女を見ると、王はその美しさに驚き、

喜びのあまり総毛立った。その両眼で飲みほすかのように、飽くことなく見

つめた。（二八）」 (上村 i 345頁)

美しさは、身体全体の印象とその全身体を構成する各肢分そのものの見事さに

よって体現されるものである。身体全体に関わる美を「美姿」、見事な美しい「容

姿」(vapus)といい、各肢体のうちの最も主要なものである頭部＞顔全体の美を

「美貌」、美しい「容貌」(ru- pa)というのである。顔は確かに身体全体を構成する

一肢分ではあるが、別格である。

(viii) yadi putrah. prada-tavyo maya- ks. ipram aka-likam /

viru- pata-m. me sahata-m etad asya-h. param. vratam //42//

yadi me sahate gandham. ru- pam. ves. am. tatha- vapuh. /

adya^eva garbham. kausalya- viśis. t. am. pratipadyata-m //43//(Mbh Ⅰ-99-42～43)

(8a) もし私が、時期を待たず速やかに息子を授けなければならないのなら、

その女性は私の醜い姿を我慢しなければなりません。それが彼女の最高の誓

戒です。（四二）もし私の臭い、姿、衣服、身体に耐えるなら、カウサリヤー
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は今日中に、すばらしい子を宿すことができます。（四三）(上村 i 372頁)

(8b) もし息子が、時期を待たずに、速やかに、わたしによって設けられるべ

きであるならば、［彼女は、］わたしの異形性(viru- pata-)に、耐えるべきです。

それが、彼女の最高の誓戒なのです。もし、わたしの、臭い、容貌(ru- pa)、装

い、同じく、容姿(vapus)に耐えるならば、正しく今、カウサリヤーは、優れ

た胎児を獲得するでしょう。（拙訳）

この用例は、ru- paとvapusが明確に対比的に用いられていることを示している。

上村氏は、併記されたru- paとvapusを明確に訳し分ける必要を感じて、前者に

「姿」、後者に「身体」という訳語を与えた。だが、先述したように、この「姿」

と「身体」の違いは必ずしも明瞭ではない。仮に「姿」(ru- pa)を「身体の形」とし、

「身体」(vapus)を「身体という肉体」の意味で理解するならば、その違いは明瞭に

なるが、文脈から言って、その対比は無意味である。やはり、前者を「容貌＞顔」、

後者を「容姿＞身体」と理解する以外ないのである。別の言葉が使われているの

だから、別の訳語を用意すればよい、という問題ではないのである。

1.2 ru- pa と vapus～変貌と変身／変装

これまでに見たところより、「ナラ王物語」ないし『マハーバーラタ』において

は、ru- paとvapusが、明確な意味の対比を持って用いられているらしいことを確認

し得たと考える。以下には、両語に関する考察をさらに進めたい。この用例(ix)は、

色々な意味で重要である。vapus とru- paが接近して出てくるというだけでなく、そ

の両者の用法をさらに明確に理解する為にである。

(ix) subhadra-m. tvarama-n. aś ca rakta-kauśeya-va-sasam /

pa-rthah. prastha-paya-ma-sa kr. tva- gopa-lika--vapuh.//17//

sa-^adhikam. tena ru- pen. a śobhama-na- yaśasvin /

bhavanam. śres. t. ham a-sa-dya v ra-patn vara-an
.
gana- /

vavande pr. thu-ta-mra-aks. pr. tha-m. bhadra- yaśasvin //18//(Mbh I-213-17～18)

(9a) それから、アルジュナは急いで、赤い絹の衣を着ていたスバドラーをせ

きたてて、牛飼女のなりをさせた。（一七）美しく誉れの高い勇士の妻は、そ

の姿で前にも増して輝きつつ、王宮に行った。そして、大きくて茶色の目を

した誉れの高いバドラー（スバドラー）は、プリター（クンティー）に挨拶

した。（一八）（上村 ii 197頁）
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(9b) そして、アルジュナは、急ぎ、赤い絹の衣を着けたスバドラーに、牛飼

い女の容姿を取らせた後に、急き立てました。その、ヤシャスを持てる、勇

者の妻たる、優れた女は、その容貌によって輝きつつ、主住居に行き、［その］

ヤシャスを持てるバドラーは、大きな赤銅色の目をして、プリターに挨拶し

ました。（拙訳）

この用例で筆者が注目するのは次の２点である。一つは、「牛飼い女の容姿」

(gopa-lika--vapus)であり、もう一つは、「容貌(ru- pa)によって輝く(śubh-)」である。

後者に関しては、(vii)に見た「容姿vapusによって輝くjval-, d p-, bhra-j-」との対比

に注目して後でまた論じるとして、ここではともかくも、前者に関してまとめて

論じたい。

gopa-lika--ru- paではなく、gopa-lika--vapusとある点に注目したい。上村氏は「牛飼

女のなり」と訳されているが、これに類した表現は、『マハーバーラタ』の中でも

盛んに用いられる。以下の用例と併せ考えるとその意味が明確になるかも知れな

い。「牛飼い女の身なり」はあっても「牛飼い女の顔」があるわけではないことと

その表現は関係するものと思われる。「容姿」「身なり」「なり」というのは、「装

い」「衣服」(ves. a)に通じる。以下の「苦行者の身なり」(ta-pasa-ves. a)がそれであ

る。決して「苦行者の容貌＞顔」ta-pasa-ru- paがあるわけではないからである。

(x) tato man. d. u- ka-ra-t. ta-pasa-ves. a-dha-r ra-ja-nam abhyagacchat //32//(Mbh Ⅲ-

190-32)

(10) そこで蛙の王は苦行者の身なりをして、王のもとに行った。（三二）（上

村 iv 66頁）

さらに以下の用例ではどうであろうか。『マハーバーラタ』におけるru-paとvapus

の用法の違いはいっそう明確なものとなるであろう。上村訳は、適宜「身なり」

とか「姿」などと訳し分けているようであるけれど、明らかに的を外しているよ

うに見える。ru- paは「顔の形」、vapusは「身体の形」としっかり作者によって使

い分けられているのである。

(xi) tvaya- bhu- mih pura- nas. t. a- samudra-t puskara- ks. an. a //

va-ra-ham ru- pam a-stha-ya jagad-arthe samuddhr. ta- //19//

a-di-daityo maha--v ryo hiran. yakaśipus tvaya- /

na-rasim. ham. vapuh kr. tva- su- ditah. purus. a-uttama //20//

avadhyah. sarva-bhu- ta-na-m. baliś ca^api maha--asurah. /
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va-manam. vapur a-śritya trailokya-d bhram. śitas tvaya- //21//(Mbh Ⅲ-100-19～21)

(11)「蓮華の眼をした神よ、かつてあなたは、世界のために猪の姿をとって、

水没した大地を海中から救い上げました。（一九）最高の人（最高我）よ、あ

なたは人獅子の姿をとって、強力な原初の悪魔ヒラニヤカシプを殺しました。

（二○）あなたは侏儒の姿をとって、一切の生類に殺されない大阿修羅バリを

三界から追い出しました。（二一）」(上村 iii 286頁) 

上村訳よりすれば、「猪の姿(ru- pa)」「人獅子の姿(vapus)」「侏儒の姿(vapus)」

に見るように、ここでは、ru- pa とvapusとが全く同じ意味合いで用いられているよ

うにも思われるが、やはりそうではないのである。「人間の顔」に対して、「猪の

顔」はあるけれども、「人獅子の顔」や「侏儒の顔」はないのである。というのも、

「人間」も「人獅子」も「侏儒」も、「顔」では区別出来ないのである。したがっ

て、「猪のru- pa」はあっても、「人獅子のru- pa」や「侏儒のru- pa」という表現はな

いのである。ru- paもvapusも基本的にその意味するところは、「現れ」「形」「形態」

であるが、『マハーバーラタ』では、少なくとも前者は「顔」、後者は「身体全体

ないし顔を除く身体」に関して限定的に用いられるというのが、筆者の考えであ

る。これまで見た用法は完全にこれに合致するのである。隠された顔や身体を持

つ神々に対して「人間の顔」との表現は以下の用例に認めることが出来る。

(xii) atha da-śarathir v ro ra-mo na-ma maha--balah. /

vis. n. ur ma-nus. a-ru- pen. a caca-ra vasu-dha-m ima-m //28//(Mbh Ⅲ-147-28)

(12) そのころ、ダシャラタの息子であるラーマという強力な勇士―実はヴィ

シュヌが人間の姿をとったもの―が、この地上を遍歴していた。（二八）（上

村 iii 417-418頁）

1.3 ru-paとvapus～容貌と容姿

さて以下には、問題のru- paとvapusが同一の複合語の中に現れる用例を検討して

みたい（14）。

(xiii) yamaś ca mr. tyuna- sa-rdham. sarvatah. pariva-ritah. /

ghorair vya-dhi-śatair ya-ti ghora-ru- pa-vapus tatha- //9//(Mbh Ⅲ-221-9)

(13a) 恐ろしい姿形をしたヤマ（閻魔）は、ムリティユ（死神）とともに、恐

ろしい幾百の病魔たちに囲まれて進んだ。（九）（上村 iv 165頁）

(13b) Yama, along with Death in a gruesome shape, went surrounded on all sides
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by hundreds of grisly diseases.(Buitenen,iii,p.661) 

(13c) そして、同様に、死を伴った、恐ろしい容貌(ru- pa)と容姿(vapus)をし

たヤマは、恐ろしい病魔たちに四方を囲まれて、進みました。（拙訳）

この用例は重要である。ru- paとvapusが、明らかに別の意味を持つ語であること

が、この用例で、明確に見て取れる。上村訳は、ru- pa-vapusで「姿形」としている。

これはどういう意味なのだろうか？　ru- paが「姿」で、vapusが「形」なのだろう

か？　ならば「姿形」とは、どのような複合語なのだろうか？　英訳者Buitenenは

単にshapeとして処理している。両者共に、ru- paとvapusの意味の違いを把捉して

いないが故の曖昧模糊たる翻訳である。ここは、恐ろしい(ghora)「容貌」(ru- pa)

と「容姿」(vapus)という並列複合語と解して初めて会通するであろう（15）。

以下の用例も併せ見てみよう。残念ながら上村訳は参照できないが、Duttの英

訳の曖昧さが顕著である。(xiii)のghora-ru- pa-vapus同様、divya-ru- pa-vapur-dhara

である。ここも、容貌ru- paと容姿vapusと解して初めて会通するのである（16）。

(xiv) tatah. kada-cid deva-indro divya-ru- pa-vapur-dharah. /{Bh}

idam antaram ity evam. tato^abhyaga-d atha^a-śramam //1//

[evam abhyaga-t tam atha^a-śramam]

ru- pam apratimam. kr. tva- lobhan yam. jana-adhipa /

darśan yatamo bhu- tva- praviveśa tam a-śramam //2//(Mbh XⅢ-41-1～2)

(14a) One day the king of the celestials assuming a form of divine beauty, came

to the hermitage of the Rishi, thinking that the opportunity he had been expect-

ing had at last come.//Indeed, O king, having assumed a form peerless in beauty

and highly agreeable to look at, Indra entered the ascetic’s asylum.

(Dutt,ix,p.195)

(14b) そして、ある時、神的な容貌(ru- pa)と容姿(vapus)を持った、神々の長

は、「時ぞ、来たれり」とかように［考えた］後に、［その］隠棲処(a-śrama)

に、赴きました。

人民の長よ、［かの神々の長は、］熱望されるべき(lobhan ya)、比類なき

(apratima)、容貌(ru- pa)をとって(kr. tva-)、最高に美しい［＝最高の見てくれ／

容姿を持つ］者(darśan yatama)となって(bhu- tva-)、その隠棲処に入りました。

（拙訳）
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1.4 ru-paの輝きとvapusの輝き

次に、(ix)が含んでいたもう一つの問題点について検討してみたい。これまで見

たところからだけでも、ru- paとvapusが、共に「形」と解し得る語であるとしても、

前者が「容貌＞顔」、後者が「容姿＞身体」といった意味の違いをもって用いられ

ていることが了解されたと考えるが、それはまた、その「美しさ」の実質を形成

することになる人的形象のあり方／動作を表す動詞の違いからも裏付けられるの

である。「輝く」という動作／あり方とそこから派生した形容詞の問題である。Ａ

がru- paによって「輝く」、Ａがvapusによって「輝く」では、同じ「輝く」を担う

動詞に明確に差異があるということなのである。以下の用例にあっては、「ヴィシ

ュヌが、vapusによって輝く(d p-)」と表現されている。一方、(ix)にあっては、

「スバドラーが、ru- paによって輝く(śubh-)」と表現されていたのである。

(xv) kir t. a-kaustubha-dharam. p ta-kauśeya-va-sasam /

d pyama-nam. śriya- ra-jam. s tejasa- vapus. a- tatha- /

sahasra-su- rya-pratimam adbhuta-upama-darśanam //(Mbh Ⅲ-194-15)

(15a) ヴィシュヌは王冠とカウストゥバ宝珠をつけ、黄色い絹の衣を着ていた。

王よ、その神は光輝と威光と美しい体で輝き、千の太陽のような驚異的な外

観をしていた。（一五）（上村 iv 84頁）

(15b)［両者が見たところの、ヴィシュヌは、］王冠とカウストゥバを帯び、黄

色い絹の衣を着け、シュリー、テージャス、及び容姿(vapus)によって輝きつ

つ(d pyama-na)、王よ、千の太陽にも似て、希有な(adbhuta)最高の(upama)

見てくれ(darśana)をしていました。（拙訳）

その意味で以下の用例(xvi)は実に興味深いものがある。「輝く(śubh-)」という動

詞とru- paとvapusの関係を伺う上でも貴重なものである。そこでは、美しい

(śubha)顔顔(mukha)が、輝く(śubh-)とはっきりと表現されている。さらにそれを

受けたような形で「美しい顔を持つ女」(śubha-a-nana)と表現されているのである。

身体全体の形を「容姿」と捉え、身体の一肢体である頭の実質部である顔の形を

「容貌」と捉えた場合、前者のあり方である「輝く」と後者のあり方である「輝く」

は、きちんと使い分けられていると筆者は言いたいのである（17）。

『マハーバーラタ』では、śubha-a-nana-、śubha-、śobhana-という語が多用されて

いて、普通「美しい顔の女」「美しい女」「美しい女」と訳されているわけだが、
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それが、基本的にはいずれも女の「容貌＞顔の美しさ」を念頭において発せられ

ているとの想定を可能とするからである（18）。

さらにこの用例(xvi)は、ru- pavat、vapus. matと意味の上で重なり合うようなa-ka-ra-

vatが用いられているという点でも貴重である。前二者が、人間や神等の人的形象

を形容する語として用いられるのに対し、この用例にあって、a-ka-ravatは、腕ba-hu

等の、肢体／身体部分を形容するものである点に注目すべきである。ru- pavat、

vapus. matが、それぞれ「容貌＞顔」、「容姿＞身体」にバイアスがかかっていると

言い得るのに対して、後に触れるa-kr. tiの場合と同様、いわば客観的に「形／形

相／［美しい］形を持つ」を意味する語であると言い得るであろう（19）。

(xvi) tatra sma p na- dr. śyante ba-havah. parigha-upama-h. /

a-ka-ravantah. suślaks. n. a-h. pañcaś rs. a- iva^uraga-h. //6//

sukeśa-nta-ni ca-ru- n. i suna-sa-ni śubha-ni ca /

mukha-ni ra-jña-m. śobhante naks. atra-n. i yatha- divi //7//

damayant tato ran
.
gam. praviveśa śubha-a-nana- /

mus. n. ant prabhaya- ra-jña-m. caks. u- m. s. i ca mana-m. si ca //8//

tasya- ga-tres. u patita- tes. a-m. dr. s. t. ir maha--a-tmana-m /

tatra tatra^eva sakta-^abhu- n na caca-la ca paśyata-m //9//(Mbh Ⅲ-54-6～9)

(16a) そこに形のよい、なめらかな、五つの頭を持つ蛇のような、鉄棒のよう

な太い腕が認められた。（六）王たちの、見事な髷を結った、立派な鼻を持つ

美しく魅力的な顔は、天空における星々のように輝いていた。（七）／それか

ら、美しい顔のダマヤンティーが競技場に入場した。その輝きにより諸王の

眼と心を奪いつつ。（八）彼女を見ている偉大な王たちの視線は彼女の身体に

落ち、それぞれの部分に釘づけになり動かなかった。（九）（上村 iii 147頁）

(16b) そこには(tatra)、たくましい(p na)、閂のような(parigha-upama)、［よ

い］形相を持つ(a-ka-ravat)、とても滑らかな(suślaks. n. a)、五頭の(pañca-ś rs. a)

蛇(uraga)の如き、腕腕(ba-hu)が、見られました(sma dr. śyante)。＜6＞ よい髻

を持つ(sukeśa-nta)、魅惑的な(ca-ru)、よい鼻を持つ(suna-sa)、そして(ca)、美

しい(śubha)、王(ra-jan)たちの、顔顔(mukha)が、天空(div)における諸々の星

宿(naks. atra)のように、輝いていました(śobhante)。＜7＞ それから(tatas)、

美しい(śubha)顔(a-nana)を持つ、ダマヤンティーが、［自らの］光(prabha-)に

よって、王(ra-jan)たちの、眼(caks. us)と心(manas)を、奪いつつ(mus. nat)、舞
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台(ran
.
ga)に入りました(praviveśa)。＜8＞ その［ダマヤンティーの］、諸肢体

(ga-tra)に、落ちた(patita)、［かの女を］見つつある(paśyat)、それら、偉大な

(maha--atman)［王］たちの、視線(dr. s. t. i)は、まさしくその各々の［肢体］に

(tatra tatra^eva)、釘付けと(sakta)なって(abhu- t)、動く(caca-la)ことはありま

せんでした(na)。＜9＞（拙訳）

また、以下の用例 (xvii)も興味深い。上村訳 (17a)を見てもわかる通り、第19

偈と第22偈は、ほぼ同一の事態を反復描写しているようである。対応に注目する

とまたその違いも明瞭に見えてくる。すなわち、前者は、「美しく輝ける顔(śubha-

a-nana)を持つ彼女が、容姿(vapus)で輝きつつ(vi-bhra-j-)、成長した(vyavardhata)」

とあるのに対し、後者は、「最高の容貌を持てる彼女が、成長した。［その顔は、］

水中に［顔を出す］蓮華や、火の、美しく輝ける(śubha)［炎の］先端(śikha-)のよ

うでした。」とである。上村訳は、ここではru- paを「容姿」としている。

(xvii) sa- tatra jajñe subhaga- vidyut sauda-man yatha- /

vibhra-jama-na- vapusa- vyavardhata śubha-a-nana- //19//

ja-ta-ma-tra-m. ca ta-m. dr. s. t. va- vaidarbhah. pr. thiv -patih. /

prahars. en. a dvija-tibhyo nyavedayata bha-rata //20//

abhyanandanta ta-m. sarve bra-hman. a- vasudha--adhipa /

lopa-mudra-^iti tasya-ś ca cakrire na-ma te dvija-h. //21//

vavr. dhe sa- maha--ra-ja bibhrat ru- pam uttamam /

apsv iva^utpalin ś ghram agner iva śikha- śubha- //22//(Mbh Ⅲ-94-19～22)

(17a)「その雨雲に囲まれた稲妻のように魅力的な、美しい顔の女はそこで生

まれ、その美しい体で輝きながら成長した。（一九）ヴィダルヴァ国王は生ま

れたばかりの彼女を見て喜び、バラモンたちに告知した。（二○）すべてのバ

ラモンたちは、彼女を祝福して、ローパームドラーという名を彼女につけた。

（二一）彼女は最高の容姿をとって、水中の蓮のように、火の輝かしい炎のよ

うに、速やかに成長した。（二二）（20）（上村 iii 271頁）

(17b) 幸運なる(subhaga)彼女は、そこに(tatra)生まれました(jajñe)。［そして］

雨雲より生じた(saudha-mana)稲妻(vidyut)のように(yatha-)、［その］容姿

(vapus)によって輝きつつ(vibhra-jama-na)、美しい顔(śubha-a-nana)を持って、

成長しました(vyavardhata)。(一九)・・・

大王よ(maha--ra-ja)、彼女は、最高の(uttama)容貌(ru- pa)を持ちつつ(bibhrat)、
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速やかに(s ghram)、成長しました(vavr. dhe)。水上の蓮華(utpalin )のように

(iva)、火(agni)の美しい(śubha)先端(śikha-)のように(iva)。(二二)（拙抄訳）

(xviii) hiran. ya-may na-m. madhyastham. kadal na-m. maha--dyutim /

d pyama-nam. sva-vapus. a- arcis. mantam iva^analam //70//(Mbh Ⅲ-146-70)

(18) 彼は黄金のバナナの樹々の間に座り、大いなる光輝を有し、その体によ

り輝いて、燃え上がる火のようであった。（七○）（上村 iii 413頁）

(xix) araje va-sas rakte vas. a-nah. pa-vaka-a-tmajah. /

bha-ti d pta-vapuh. śriima-n rakta-abhra-bhya-m iva^amśuma-n //31//(Mbh Ⅲ-218-

31)

(19) 栄光ある火神の息子は、汚れのない赤衣を着て、燃える体をし、太陽が

赤い雲で輝くように輝いていた。（三一）（上村 iv 154頁）

(xx) pu- jitas tava putraiś ca sarva-yodhaiś ca bha-rata /

vapus. a- pratijajva-la madhya-ahna^iva bha-skarah. //39//(Mbh Ⅶ-141-39)

(20) バーラタよ、あなたの息子とすべての戦士たちに称讃されて、彼は真昼

の太陽のようにその身体で輝いた。（三九）（上村 vii 514頁）

(xxi) d pyama-nena vapus. a- rathena^a-ditya-varcasa- /

ta-dr. śena^eva ra-ja-indra ya-dr. śena ghat. otkacah. //13//(Mbh Ⅶ-151-13)

(21) 王中の王よ、彼は輝かしい身体をして、ガトートカチャの乗る車と同じ

ような、太陽のように輝く戦車に乗って攻撃した。（一三）（上村 vii 555頁）

以上の用例(xvii)(xviii)(xix)(xx)(xxi)から、容姿＞身体全体vapusによる「輝き」が、

d p-、jval-、bhra-j-という動詞によって表現されていることが、見てとれるであろ

う。

1.5 個人識別はru-paを通して

変貌・変身・変装譚は『マハーバーラタ』の随所に見られる。そしてその変

貌・変身・変装の基本は「顔」である。神々などは自在にその容貌・容姿を変え

ることが出来るのである。「自在の容貌」(ka-ma-ru- pa)という複合語が用いられ、

その「自在の容貌を持つ」ことをka-ma-ru- pinとの形容詞で表現する。先ずは以下

の用例(xxii)(xxiii)を見てみよう。

(xxii) vairu- pyam. ca na te dehe ka-ma-ru- pa-dharas tatha- /

bhavis. yasi ran. e ar n. a-m. vijeta-^asi na samśayah. //24//(Mbh Ⅲ-259-24)

ダマヤンティーの美（１）（金沢）（64）

―253―



(22a) お前の体には醜さはなく、お前は望みのままの姿をとることができるで

あろう。戦いにおいてお前は敵たちを征服するであろう。疑問の余地はない。

（二四）（上村 iv 282頁）

(22b) そして、汝には身体(deha)の異形性 (vairu- pya)はない。同様に、［汝は］

自在の容貌(ka-ma-ru- pa)を持つ(dhara)であろう。［汝は、］戦場にあっては、敵

たちの征服者である。［そのことに関して］疑いがあるということはないので

ある。（拙訳）

(xxiii) daśa-gr vas tu daitya-na-m. deva-na-m. ca bala-utkat. ah. /

a-kramya ratna-ny aharat ka-ma-ru- p viham. gamah. //39// (Mbh Ⅲ-259-39)

(23a) 十頭者は望みのままの姿をとり、空を飛行し、力に酔い痴れ、魔物や

神々を攻撃してその宝物を奪った。（三九）（上村 iv 284頁）

(23b) 一方、ダシャ・グリーヴァ（十の首を持つ者＞十の頭＞十の顔）は、力

に溢れ、空を駆け、自在の容貌を取って、攻撃し、ダイトヤたちや神々の、

宝物を奪いました。（拙訳）

その神の「自在の容貌」力は、「ナラ王物語」の前半のハイライト、ダマヤンテ

ィーの婿選びにおいて発揮されるのである。

(xxiv) tatah. sam. k rtyama-nes. u ra-jña-m. na-masu bha-rata /

dadarśa bhaim purus. a-n pañca tulya-a-kr. t n iva //10//

ta-n sam. laks. ya tatah. sarva-n nirviśes. a-a-kr. t n sthita-n /

sam. deśa-d atha vaidharbh na abhyaja-na-n nalam. nr. pam /

yam. yam. hi dadr. śe tes. a-m. tam. tam. mene nalam. nr. pam //11//(Mbh Ⅲ-54-10～11)

(24a) それから、諸王の名前が呼びあげられていた時、ビーマの娘は、等しい

姿をした五人の男たちを見た。（一○）すべて見分けのつかない姿をして立っ

ている男たちを見た時、ビーマの娘は迷って、ナラ王を識別することができ

なかった。彼らのうちの一人一人を見ては、その一人一人がナラ王であると

思えるのであった。（一一）（上村 iii 147頁）

(24b) それから、諸王の名前が呼び上げられつつあった時に、バーラタよ、ビ

ーマの娘は、等しい形相を持つかの如き、五人の男たちを見ました。＜10＞

そして、その、立っている［五人が、］全て、差異なき形相を持つことを見て

とるや、その時、迷いから、ヴィダルバの姫は、ナラ王を識別できませんで

した。・・・＜11＞（拙抄訳）
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ここに見られる「形相」(a-kr. ti)を用いての描写は見事である。一見して(iva)（21）、

眼前には五人の「同じ見てくれ」の男がいる。よく見ても「見てくれに差異はな

い」、結局「ナラを識別出来ない」と続くのである。この「形相／見てくれ」で、

含意されているのは、容貌／顔(ru- pa)である。そのことは続いて描かれる以下の用

例(xxv)によって裏付けられる（22）。

(xxv) svam. ca^eva ru- pam. pus. yantu loka-pa-la-h. [m]aheśvara-h. /

yatha-^aham abhija-n ya-m. pun. ya-ślokam. nara-adhipam //20//(Mbh Ⅲ-54-20)

(25a) そして、偉大な主である（異本による）世界の守護神たちは、御自身の

姿を現わして下さい。私がプニヤシュローカ（ナラ）王を見分けられるよう

に。（二○）（上村 iii 148頁）

(25b) そして、世界の守護者たる、大自在神たちは、ご自身の容貌(ru- pa)をお

示し下さい。わたくしが、評判の、王を識別出来ますように。（拙訳）

さて、次に進もう。今度はナラ王自身の変貌・変身を描いた一節である。ru- pa

の意味について検証してみたい。

(xxvi) tatah. sam. khya-tum a-rabdham adaśad daśame pade /

tasya das. t. asya tad ru- pam. ks. ipram antaradh yata //11//

sa dr. s. t. va- vismitas tastha-v a-tma-nam. vikr. tam. nalah. /

svaru- pa-dha-rin. am. na-gam. dadarśa ca mah patih. //12//

tatah. karkot. ako na-gah. sa-ntvayan nalam abrav t /

maya- te antarhitam. ru- pam. na tva- vidyur jana- iti //13//

...

svaru- pam. ca yada- dras. t. um icchetha-s tvam. nara-adhipa /

sam. smartavyas tada- te^aham. va-saś ca^idam. niva-sayeh. //22//(Mbh Ⅲ-63-11～

13,22)

(26a) そこでナラが歩数を数えはじめた時、蛇は第十歩目で彼を咬んだ。彼が

咬まれた時、彼自身の姿は速やかに消失した。（一一）ナラは変形した自分自

身を見て、驚いて立っていた。王は、自身の姿にもどった竜を見た。（一二）

それから、カルコータカ竜はナラを慰めて言った。「私は人々があなたに気づ

かないように、あなたの姿を変えたのです。（一三）・・・王よ、あなたが本

来の姿を取りもどしたいと望む時は、私のことを思い出し、この衣を着て下

さい。（二二）（上村 iii 180-181頁）
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(26b) ・・・彼［＝ナラ］が咬まれた時、その［美しい］容貌(ru- pa)は直ちに

失われました(antaradh yata)。＜11＞かのナラは、変身した(vikr. ta)（23）自身

(a-tman)を見て、驚いて立っていました。そして［ナラ］王は、自身の容貌

(svaru- pa)を［回復して］持った、竜を見ました。＜12＞それから、カルコー

タカ竜は、慰めてナラに言いました。「人々があなたを認知することのないよ

うに、わたしによって、あなたの容貌 (ru- pa)が隠された (antarhita)のです。

＜13＞・・・そして、あなたが自身の容貌(svaru- pa)を示したいと望むなら、

人民の王よ、その時には、あなたにとって、わたしが想起されるべきで、次

いでこの衣を、着て下さい。＜22＞（拙抄訳）

この場合も、筆者がru- pa、svaru- paを敢えて「容貌」を用いて訳すのは、人間や

神などの人的形象個人の識別が、基本的には顔を通じてなされると考えるからで

ある。身体つき（大きさや形）によって、人はその者をナラと知ることが出来る

だろうか。どのような姿をしていようと、人は、その顔によって、その者をナラ

と識別するのである（24）。

(xxvii) damayant tu tat śrutva- pun. ya-ślokasya ces. t. itam /

amanyata nalam. pra-ptam. karma-ces. t. a-abhisu- citam //18//

sa- śan
.
kama-na- bharta-ram. nalam. ba-huka-ru- pin. am /

keśin m. ślaks. n. aya- va-ca- rudat punar abrav t //19//(Mbh Ⅲ-73-18～19)

(27a) ダマヤンティーはプニヤシュローカ（ナラ）の行為を聞いて、ナラがも

どったと考えた。その行為としぐさによってナラであることが示唆されたの

である。（一八）彼女は夫のナラがバーフカの姿をしているのだと思い、泣き

ながら、再び優しい声でケーシニーに言った。（一九）（上村 iii 208-209頁）

(27b) 一方、ダマヤンティーは、［その］評判の者(pun. ya-śloka)の振る舞いを

耳にして、［その］行為と振る舞いの指示する限り、ナラが見出された(pra-

pta)と考えました。＜18＞彼女は、夫ナラが、バーフカの容貌を取っている

(ba-huka-ru- pin)のだと思い、ケーシニーに対して、泣きながら、優しい言葉で、

再び言いました。＜19＞（拙訳）

しかしながら、ru- paとvapusが同一の意味で用いられていると思われる用例も散

見する。「インドラの勝利」をめぐる以下の一連の用例(xxviii)(xxix)(xxx)に見ら

れるru- paとvapusは、きわめて微妙なものであるが、やはり巧妙に使い分けられて

いると見なし得る。「姿」と「体」と「身体」に、一体どのような意味の違いがあ
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るのだろうか？　上村訳の「非常に微細な姿」(su-su- ks. ma～ru- pa)、「微細な姿」

(su- ks. ma-ru- pa-)、「極微ほどの体」(an. u-ma-tra～vapus)、「自分本来の身体」(sva～

vapus)のうち、最初のものに、vapusではなくru- paが用いられているのは、インド

ラ神の探索を目的とした二人によるインドラ神の発見、識別を扱う件りであるた

めである。場所はミクロの世界である、非常に微細であっても、インドラ神はイ

ンドラ神の容貌＞顔をしている、それを探索の二人は見た(apaśyat)のであり、識

別した(dr. s. t. va-)のである。その結果、ミクロの世界にあって、そのインドラ神と対

面することになる二人も微細な容貌＞顔を取っている、というのが第二のru- paの

意味である。マクロの世界に戻って、インドラがミクロの世界で、極微ほどの容

姿＞身体をとって住んでいたと報告するのが、第三のvapusであり、極微であった

インドラが本来の容姿＞身体（大きさ）を回復して、マクロの世界に復帰するの

が第四のvapusの意味である。

(xxviii) padmasya bhittva- na-lam. ca viveśa sahita- taya- /

visa-tantu pravis. t. am. ca tatra apaśyat śatakratum //9//

tam. dr. s. t. va- ca su-su- ks. tmen. a ru- pen. a^avasthitam. prabhum /

su- ks. ma-ru- pa-dhara- dev babhu- va^upaśrutiś ca sa- //10//(Mbh Ⅴ-14-9,10)

(28) ウパシュルティとともに、彼女が蓮の茎を破って中に入って行くと、蓮

根の糸に入りこんだインドラを見つけた。（九）非常に微細な姿でそこにいる

主を見ると、女神とウパシュルティも微細な姿をとった。（一○）（上村 v 60

頁）

(xxix) a-gatya ca tatas tu- rn. am. tam a-cas. t. a br. haspateh. /

an. u-ma-tren. a vapus. a- padma-tantv-a-śritam. prabhum //12//(Mbh Ⅴ-16-12)

(29) それから彼は急いで帰り、インドラが極微ほどの体をとって、蓮糸の中

に住んでいることをブリハスパティに報告した。（一二）（上村 v 66頁）

(xxx) pa-hi deva-n sa lokaam. ś ca maha--indra balam a-pnuhi /

evam samstu- yama-naś ca so avardhata śanaih. śanaih. //18//

svam. ca^eva vapur a-stha-ya babhu- va sa bala-anvitah. /

abrav c ca gurum. devo br. haspatim upasthitam //19//(Mbh Ⅴ-16-18,19)

(30)「・・・神々と諸世界を守護せよ。大インドラよ、力を取りもどせ。」こ

のように讃えられると、彼は徐々に増大した。（一八）そして自分本来の身体

をとって、彼は力にあふれた。そしてその神は、そばに立っている師ブリハ
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スパティに告げた。（一九）（上村 v 67頁）

2.1 「サーヴィトリー物語」をめぐって

「ナラ王物語」と並んで有名な「サーヴィトリー物語」にも、人間や神などの

人的形象の身体の「美」表現に関わる両語ru- paとvapusの意味を考える上で貴重な

用例が数多くある。

(xxxi) api ra-ja-a-tmajo da-ta- brahman. yo va-^api satyava-n /{aśvapati}

ru- pava-n apy uda-ro va-^apy atha va- priya-darśanah. //16//

sa-n
.
kr. te rantidevasya sa śaktya- da-natah. samah. /{na-rada}

brahman. yah satya-va-d ca śibir auś naro yatha- //17//

yaya-tir iva ca^uda-rah. somavat priya-darśanah. /

ru- pen. a^anyatamo^aśvibhya-m. dyumatsena-suto bal //18// (Mbh Ⅲ-278-16～18)

(31) アシュヴァパティはたずねた。

「その王子は布施をし、敬虔で、真実を語りますか。容姿端麗で、気高く、見

目よいですか。（一六）」

ナーラダは答えた。

「能力の限り布施することでは、彼はサーンクリティ・ランティデーヴァに等

しい。彼はウシーナラの子シビのように敬虔で真実を語る。（一七）ヤヤーテ

ィのように気高く、月のように見目よい。その強力なデュマットセーナの息

子は、容姿にかけてはアシュヴィン双神に匹敵する。（一八）」（上村 iv 350頁）

いかがであろう？　この用例(xxxi)は、有名な「サーヴィトリー物語」の冒頭部

のもので、サーヴィトリー自身が自らの花婿候補として選び出したサティヤヴァ

ットに関する、父王アシュヴァパティとナーラダ仙との質疑応答の部分である。

花婿候補のサティヤヴァットが「①布施をし」、「②敬虔で」、「③真実を語り」、

「④容姿端麗で」、「⑤気高く」、「⑥見目よい」かとの父王の質問を受けて、ナーラ

ダ仙がそのすべてに関して実例を引いて、①②③⑤④⑥の順で答えている。ここ

で問題にしたいのは、「④容姿端麗で」(ru- pavat)と「⑥見目よい」(priya-darśana)

の２点である。ナラ王に関しても触れた通り、通常、われわれ日本人の感覚では

「容姿端麗で」あることと「見目よい」ことは、同義として理解されるのではない

か？　ここで、敢えてその２点が別個に立てられていることの意味を問題にした

いのである。これは、本稿の冒頭で提起した、ダマヤンティー姫の数ある美的特
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性の列挙のうちに、ru- paとvapusが併記される場合があることに対応する、と筆者

は言いたいのである。この場合ru- pavatは、サティヤヴァットの美貌、すなわち

「容貌」「顔の造作」を言っているのであり、priya-darśanaは、サティヤヴァットの

美姿、すなわち「容姿」「身体の造作」「見てくれ」を言っていると考えるべきで

ある。それを上村訳のように、前者を「容姿端麗」、後者を「見目よい」としたの

では、それぞれが作者によって別個に立てられていることの意味がないと思われ

るのである。「見てくれ」(darśana)という語でこの場合は、「容姿」(vapus)が言わ

れているのである。

これとの関連で言えば、「サーヴィトリー物語」の後半には、次のような表現が

見られる。

(xxxii) ayam. hi dharma-samyukto ru- pava-n gun. a-sa-garah. /

na^arho mat-purus. air netum ato^asmi svayam a-gatah. //15//

tatah. satyavatah. ka-ya-t pa-śa-baddham. vaśam. gatam /

an
.
gus. t. ha-ma-tram. purus. am. niścakars. a yamo bala-t //16//

tatah. samuddhr. ta-pra-n. am. gata-śva-sam. hata-prabham /

nirvices. t. am. śar ram. tad babhu- va^apriya-darśanam //17//(Mbh Ⅲ-281-15～17)

(32)「彼は法をそなえ、容姿も優れ、美質の海である。私の従卒を用いて連れ

て行くのはふさわしくない。そこで私は自ら来たのである。（一五）」それか

らヤマは、サティヤヴァットの身体から、輪縄で縛られ彼の支配に帰した親

指ほどの霊魂を、力まかせに引き抜いた。（一六）すると彼の身体は、生気を

抜かれ、呼吸が止まり、輝きを失い、動かなくなり、見るも無惨な姿になっ

た。（一七）（上村 iv 360頁）

先の用例(xxxi)と見事な対応を示す描写である。サティヤヴァットは美貌の持ち

主(ru- pavat)で、かつ見てくれも立派（容姿も美しい）(priya-darśana)であるが、

その「身体」(ka-ya)から魂プルシャ(purus. a)が抜き去られた結果、その「身体」

(śar ra)が見てくれが悪く（容姿が悪く）(apriya-darśana)なった、とあるのである。

さらに「サーヴィトリー物語」の中には、次のような用例もある。ru- pavatと同義

と思われるru- pinが用いられていて「［美しい］容貌を持つ／美貌の」と解釈すべき

ところを、上村訳はまったく曖昧に「化身のような姿」で処理している（25）。

(xxxiii) tatah. sumanasah. śes. a-h. pratigr. hya maha-tmanah. /

pituh. saka-śam agamad dev śr r iva ru- pin. //29//(Mbh Ⅲ-277-29)

ダマヤンティーの美（１）（金沢）（70）

―247―



(33a) それから残りの花を取って、まるでシュリー女神の化身のような姿で、

偉大な父のそばに行った。（二九）（26）（上村 iv 347頁）

(33b) それから、［サーヴィトリーは、］残りの花をとって、偉大な父の許に行

きました、［美しい］容貌を持てる(ru- pin)シュリー女神のように(iva)。(27)（拙

訳）

また、ru- pinと言えば、次のような用例(xxxiv)も重要である。上村訳は、(xxxii)

等でru- pavatを「容姿端麗」としたのに呼応するかのように、(xxxiii)の場合と異な

って、ここでは「神のように美しい姿をして」としている。『マハーバーラタ』に

あっては、ru- pinはru- pavatと同義であり、「［美しい］容貌を持つ」との形容句であ

ると考えるべきである。

(xxxiv) yauvanastha-m. tu ta-m. dr. s. t. va- sva-m. suta-m. deva-ru- pin. m /

aya-cyama-na-m. ca varair nr. patir duh. khito^abhavat //31//(Mbh Ⅲ-277-31)

(34a) 年頃になり、神のように美しい姿をしていながら、いまだ求婚されない

自分の娘を見て、王は苦しんだ。（三一）（上村 iv 347頁）

(34b) しかしながら、その［娘が］適齢期にあり、自らの娘が、神の［如き、

美しい］容貌を持つ (ru- pin)のに、婿に恵まれないのを［見て］、王は、苦し

むのでした。（拙訳）

次に、「サーヴィトリー物語」の重要な配役、死神ヤマについての描写を見てみ

たい。

(xxxv) muhu- rta-d iva ca^apaśyat purus. am. p ta-va-sasam /

baddha-maulim. vapus. mantam a-ditya-sama-tejasam //8//

śya-ma-avada-tam. rakta-aks. am. pa-śa-hastam. bhaya-a-vaham /

sthitam. satyavatah. pa-rśve nir ks. antam. tam eva ca //9//

tam. dr. s. t. va- sahasa-^uttha-ya bhartur nyasya śanaih. śirah /

kr. ta-anjalir uva-ca^a-rta- hr. dayena pravepata- //10//

daivatam. tva-^abhija-na-mi vapur etadd hy ama-nus. am / 

ka-maya- bru- hi me deva kas tvam. kim. ca cik rs. asi //11// (Mbh Ⅲ-281-8～11)

(35) そして直ちに、彼女は黄色い衣を着た男を見た。彼は冠をかぶり、美し

い体をし、太陽のように輝いていた。（八）黒光りし、赤い眼を持ち、輪縄を

手に持ち、恐怖をもたらし、サティヤヴァットのかたわらで、彼を見ながら

立っていた。（九）彼女はその男を見ると、夫の頭をそっと置き、急いで立ち
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上がり、苦悩し、ふるえる心で合掌して言った。（一○）「あなたは神様だと

存じます。その姿は超人的です。神よ、お願いですから私にお告げ下さい。

あなたはどなたで、何を意図しておられるのか。（一一）」（上村 iv 359-360頁）

いかがであろう？　この用例(xxxv)によって、われわれは、vapusという語が、

明らかにru- paとは異なる意味で対比的に用いられていることを確信するのである。

ここに描かれているのは、サーヴィトリーの夫サティヤヴァットを黄泉の国へ連

れ去る為に現れたヤマ神である。彼は、神ではあるが、サティヤヴァットのよう

にru- pavatではなくvapus. matと表現されている。また、非人間的なものとして、ヤ

マ神のru- paではなく、vapusが注目されているのである。非人間的な［美しい／立

派な］「容姿」を持ち、太陽に等しいテージャスを持つとされているのである。ヤ

マ神は「立派な容姿」の持ち主ではあるが、「美貌」の持ち主とは表現されないの

である（28）。そう、ヤマ神に対しては、サーヴィトリーやサティヤヴァットのよう

にru- paを用いてのru- pavat/ru- pinという形容句が使われなかった点を筆者は重視し

たいと考える。用例(xxxii)において既に見たように、ここで「立派な容姿」の持

ち主(vapus. mat)と描写されているヤマ自身は、サティヤヴァットについて「美貌」

の持ち主 (ru- pavat)と述べているのである。前者がヤマ神の身体全体の姿を、すな

わち容姿を、後者がサティヤヴァットの顔の面、容貌を主眼にした表現であると

いうのは明白であろう。このことは、「サーヴィトリー物語」の終結部におかれた

以下の用例(xxxvi)によっても裏付けられるのである。

(xxxvi) caks. usmantam. ca tam. dr. s. t. va- ra-ja-nam. vapus. a-^anvitam /

mu- rdhabhih. patita-h. sarve vismaya-utphulla-locana-h. //8//(Mbh Ⅲ-283-8)

(36) 王が視力を取りもどし、すばらしい姿をしているのを見て、一同は驚き

で眼を見開き、頭を地につけて平伏した。（八）（29）（上村 iv 378頁）

ここで王と言われるのは、サティヤヴァットの老いた父王である。サーヴィ

トリーのヤマ神との決死のやりとりの結果、病める老王が視力を回復し、元気

を回復したことを伝えるいわば「サーヴィトリー物語」の大団円の描写である。

ru- pavatではなしに、vapus. matの同義、vapusを具足している(vapus. a-^anvita-)と表

現されている点に注目すべきである。いかに矍鑠とした立派な容姿の王であると

はいえ、老王を美貌の持ち主とは言い難いのであろう。ru- paはあくまでも容貌＞

顔に関して限定的に用いられるのである。身体は鍛錬によって維持することは出

来るが、天性のものである容貌は老いの敵ではない（30）。ru- pavat/ru- pinとvapus. mat
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はここでもru- paとvapusの対比を反映して見事に対比的に用いられているのであ

る。

3.1 ru-paとvadana/śiras～容貌と顔／頭

先に述べたように、『マハーバーラタ』は、ご多分に漏れず、変貌・変身・変装

のエピソードに事欠かない。その描写に当たっては、この両語ru- paとvapusが頻繁

に用いられるのであるが、両語が「姿・形」を意味する同義語として処理される

べきではないことを改めて確認したい。(xxxvii)は、やはり「インドラの勝利」の

重要なエピソード中の用例である。ru- paを容貌＞顔と解すると、次のような新し

い視点も開けてくるであろう。

(xxxvii) tvas. t. a- praja-patir hy a-s d deva-śres. t. ho maha--tapa-h. /

sa putram. vai tri-śirasam indra-droha-t kila^asr. jat //3//

aindram. sa pra-rthayat stha-nam. viśva-ru- po maha--dyutih. /

tais tribhir vadanair ghoraih. su- rya-indu-jvalana-upamaih. //4//

veda-n ekena so adh te sura-m ekena ca^apibat /

ekena ca diśah. sarva-h. pibann iva nir ks. ate //5//(Mbh Ⅴ-9-3～5)

(37) 造物主であるトゥヴァシュトリは神々のうちの最上者で、偉大な苦行者

であった。彼はインドラ（帝釈天）を憎んで、トリシラス（三つの顔を持つ

者）という息子を創造したという。（三）この輝きに満ちたヴィシュヴァルー

パ（トリシラス）は、太陽と月と火に似た三つの顔により、インドラの地位

を望んだ。（四）彼は一つの口でヴェーダを学習した。一つの口で酒を飲んだ。

そして一つの顔で、すべての方角を呑み込むかのように凝視した。（五）（31）

（上村 v 39-40頁）

この上村訳は重要な欠陥を含んでいる。インドラにとっての敵役であるトリシ

ラス＝ヴィシュヴァルーパの顔(vadana)を形容する形容詞「恐ろしい」(ghora)が

訳されていないのである。即ち、「この大いなる光輝(dyuti)を持てるヴィシュヴァ

ルーパは、太陽と月と火に似た、その、三つの(tri)、恐ろしい(ghora)、顔

(vadana)を持って、インドラの地位を望みました。」（拙訳）上村訳の説明にもある

通り、トリシラス（三つの頭を持つ者）が持つところの「三つの頭」(tri-śiras)は

「三つの顔」(tri～vadana)に通じ、それはさらに「一切の容貌」(viśva-ru- pa)に通じ

る（32）。その「三つの顔」を形容する「恐ろしい」(ghora)という形容詞が訳されて
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いないのである。さらに、「三つの顔」(tri～vadana)と捉えたのであるなら、どう

して、「一つの口で」としないで「一つの顔で」と終始しなかったのであろうか？

次の用例(xxxviii)に見るように、インドラ＝シャクラの敵役であるトリシラスは、

結局は、インドラの武器である「金剛杵」(vajra)によって打倒されるのであるが、

その描写に注目したい。いかがであろうか？　上村訳は、筆者には、やはり誤訳

であるように思われる。ここに、インドラの武器「金剛杵」(vajra)の形容句とし

て訳出されている①「火のような」(vaiśva-nara-nibha)、②「恐ろしい形」(ghora-

ru- pa)、③「恐怖をもたらす」(bhaya-a-vaha)の三者はいずれも、金剛杵よりはむし

ろ、トリシラス＝ヴィシュヴァルーパを形容する語句と考えるべきなのではない

か？　その下に引く用例(xxxix)よりも明らかな通り、インドラの敵役トリシラス

は、インドラにとっては何よりも「恐怖」の対象なのである。(xxxv)に見る通り、

ヤマ神がサーヴィトリーにとって「恐怖をもたらす」(bhaya-a-vaha)者であったよ

うに、いわばトリシラスは、インドラ神に「恐怖をもたらす」(bhaya-a-vaha)者な

のである。したがって、問題の箇所は、「・・・シャクラは怒って、金剛杵(vajra)

を、火のような(vaiśva-nara-nibha)、恐ろしい容貌(ghora-ru- pa)の、恐怖をもたらす

(bhaya-a-vaha)トリシラス(tri-śiras)めがけて放ちました」（拙訳）とすべきであろ

う。全て「男性単数対格」とすれば、むろん文法的には何の問題もないのである。

上村氏の誤解が、トリシラスの「容貌」(ru- pa)に通じる「顔」(vadana)の形容句

「恐ろしい」(ghora)の見落としによるものだとすれば、由々しきことと考えられる

のである（33）。確かに、物語の大筋だけを追う読者にとっては、その三つの形容句

が、金剛杵にかかるのか恐怖のトリシラスにかかるのか、などはどうでもいいこ

となのかも知れない。だが、インド古典とはいえ、作者という者が持つコンティ

ニュイティ、コンシステンスィーというものを無視すべきではないのである。同

義語が頻出するサンスクリット韻文作品の中にあっても、一つの語が、行き当た

りばったりで色々な意味で用いられるということは決してないのである（34）。

(xxxviii) śa-stra-buddhya- viniścitya kr. tva- buddhim. vadhe dr. t. ha-m /

atha vaiśva-nara-nibham. ghora-ru- pam. bhaya-a-vaham /

mumoca vajram. samkruddhah. śakras tri-śirasam. prati //22//

sa papa-ta hatas tena vajren. a dr. d. ham Ahatah. /

parvatasya^iva śikharam. pran. unnam. medin tale //23//(Mbh Ⅴ-9-22～23)

(38) 教典の知性により決定し、殺そうと堅く決意して、シャクラは怒って火
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のような恐ろしい形の、恐怖をもたらす金剛杵を、トリシラスめがけて放っ

た。（二二）トリシラスはその金剛杵に強く打たれて死に、地面に崩れ落ちる

山頂のように倒れた。（二三）（上村 v 41頁）

(xxxix) asvastham. hy a-tmana-^a-tma-nam. laks. aya-mi vara-angana-h. /

bhayam etan maha--ghoram. ks. ipram. na-śayata^abala-h. //12//

tatha- yatnam. karis. ya-mah. śakra tasya pralobhane /

yatha- na^ava-psyasi bhayam. tasma-d bala-nis. u- dana //13//

nirdahann iva caks. urbhya-m. yo^asa-v a-ste tapo-nidhih. /

tam. pralobhayitum. deva gaccha-mah. sahita- vayam /

yatis. ya-mo vaśe kartum. vyapanetum. ca te bhayam //14//(Mbh Ⅴ-9-12,14)

(39)「・・・美しい女たちよ、私は具合がよくないようだ。この非常に恐ろし

い恐怖を早く取り除いてくれ。（一二）」天女たちは言った。「シャクラよ、あ

なたが彼［＝トリシラス：筆者註］を恐れることがないように、私たちは彼

を誘惑するために努力します。（一三）あの苦行者はその眼ですべてを燃やす

かのように座っています。神よ、私たちは彼を誘惑するためにそろって行っ

て参ります。彼を虜にしあなた［＝シャクラ、インドラ：筆者註］の恐れを

除くように努力します。（一四）」（上村 v 40頁）

4.1 結び

以上で本稿での作業がほぼ尽きた。ダマヤンティーの種々美的特性を描写する

一文(i)(i
,
)中の特に、人間や神等の人的形象の「身体的な美」のなにがしかを表現

する語であるru- paという一語に注目して、類似の語であるvapusとの対照の上で、

その両語の意味を探るという本研究の目的はほぼ達成されたと考える。対象をダ

マヤンティーが活躍する「ナラ王物語」そしてそれを包摂する巨編『マハーバー

ラタ』に限定しての作業である。その結果、基本的には「形」を意味すると解し

得る両語ru- paとvapusが、単なる同義語などではなしに、明確な意味の違いをもっ

てかなり厳格に用いられている事実を確認出来たと思う。また、その両語に関わ

る、種々の局面に関しても有益な知見が得られたと考える。その概要を図にして

示すと共に、改めて、本研究を通じて得られた知見を簡単に総括しておきたい。

ru- pa「容貌」vapus「容姿」というのは、直接的には、有身のなにがしかの形象

の、それぞれ「容貌／顔の造作／造り」、「容姿／身体の造作／造り」を意味する。
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だが、それが問題になる場合は、プラスの評価、肯定的な文脈の中での場合と見

なし得るのであるから、それぞれ「美貌＞美しい顔」、「美姿＞美しい身体」を意

味する、と言い得る。従って、「ダマヤンティーは、［自らの」容貌と容姿によっ

て、諸世間に於いて名声を獲得した」ということと、「ダマヤンティーは、［その］

美貌と美姿によって、諸世間に於いて名声を獲得した」「ダマヤンティーは［自身

の］美しい顔と美しい身体によって、諸世間に於いて名声を獲得した」というこ

とは、同じ価値を持つということである。ru- paを持つということをru- pavat/ru- pin、

vapusを持つということをvapus. matと表現する。いずれも「美しい」と訳し得る形

容詞として用いられるが、「ナラ王物語」ないし『マハーバーラタ』にあっては

「顔が美しい」「身体が美しい／立派」という意味である。ru- pavatと表現された場

合、同時にvapus. matである場合が普通だが、vapus. matだからと言ってru- pavatであ

るわけではない。ru- paが用いられた際には、顔が、vapusが用いられた場合には、

身体全体が問題になっている。基本はどちらも身体／身体のある部位の「形態」

である。人間や神などの人的形象がru- paやvapusを持つという時、それはその形象

が、その形態をとる身体／身体部位を持つことが含意されているということであ

る。ru- paやvapusに特別の形容句が付されていない場合、そのru- paやvapusがその

形象に対面している第三者にとって好ましい「美しいru- pa」とか「素晴らしい

vapus」のことであることは言うまでもない。その場合には、ru- paやvapusによっ

て「美」が含意されているとも言い得るのである（35）。

ru- paとvapusに対応するものとして、頻出するものに、vara-varn. a / -a-nana /-vadana

とsu-madhyamaがある。身体全体を表すśar ra,deha,ka-yaとその各部分を表す

an
.
ga,ga-traが用いられる。そして、「非の打ち所のない身体部位を持つ」anavadya-

an
.
ga(-an

.
g )という表現が多用される。また、その両語に関連しては、darśan yaと

いう形容詞、darśanaとa-ka-ra/a-kr. tiという名詞が用いられる。また、その両語に関

連するものとして、ru- paとśubh-という動詞、vapusとd p-/jval-/bhra-j-という動詞

との関連を確認した。美しい女性への「呼称」としてしばしばśubha-の呼格śubhe、

śobhana-の呼格śobhaneが用いられる。「美しい女よ」と表現されるが、これは当然

のことながら「美しい顔の女よ」という意味で用いられる。「顔の輝き」を表現す

る形容詞がśubhaであり、「身体全体の輝き」を表現する動詞が、d p-/jval-/bhra-j-

であるとの見通しを筆者は得た。

『マハーバーラタ』にあっては、人間や神などの人的形象のなにがしかを表す
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べく用いられたru- paは、「美」「姿」「容姿」といった訳では処理し得ない、むしろ

もっと限定的な「美貌」「容貌」「顔」の意味で用いられている、ことを示し得た

のではないか。そしてそのru-paと対比的に用いられているのが「美姿」「容姿」

「身体」と訳されるべきvapusである。また美貌の持ち主でない者に対してru- pavat

という形容詞が用いられることはないのである。そして、『マハーバーラタ』に登

場する人間や神々のすべてが美貌の持ち主であるわけではないという点を改めて

確認して稿を結びたい。

◎ru- pa色／形・容貌＞主要な肢体śiras＞varn. a,a-nana,mukha顔

・・・・・「美しく輝く」śubh-

◎vapus形・容姿＞その他の肢体an
.
ga-s,ga-tra-s＞śar ra,deha,ka-ya身体［全体］

・・・・・「美しく輝く」d p-,jval-,bhra-j,...

Damayant

ru- pa śiras ru-pavat/ru-pin
varn. a vara-varn. in
a-nana/vadana/mukha śubha-a-nana

madhya[ma] su-madhya[ma]/
tanu-madhya[ma]

an
.
ga/ga-tra

vapus vapus.mat
śar ra/deha/ka-ya dehin/śar rin

a-ka-ra/a-kr. ti a-ka-ravat
darśana darśan ya
vastra//
ves. a/chadman
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《註記》

� ru- pa-,s.n.,Gestalt,Schönheit(Gonda[1948],p.145)／figure, beauty

(Ford[1966],p.145)／forme,beaut é(Rocher[1966],p.151)

� vapus-,s.n.,Gestalt,Körper(Gonda[1948],p.146)／figure, body 

(Ford[1966],p.146)／forme,corps(Rocher[1966],p.151)

� ゴンダ訳書初版(1974.7刊)では、型通りに「ru- pa-,s.n.形；美。」(155頁)、「vapus-,s.n.形

態、身体。」(156頁)とあって、さらに訳文を仕立てることが困難であった。註(2)にも

明らかな通り、ru- paの訳語Schönheit,beauty,beautéを単に「美」ではなく「美貌」とい

う日本語に置き換えた点、vapusの訳語として、他にはない、「美姿」を追加した点に、

鎧氏の苦心が伺える。だが、そのような鎧氏による「ナラ王物語」の全和訳鎧［1989］

が、そこでの苦労をうまく反映させたものとなっていない点は誠に残念な限りである。

� 例えば、§21の練習題21に“na tatha- svagr. he, mitra, yatha- tava gr. he sada-.”という例文

がある。これは、やはり「ナラ王物語」の中の、“na tatha- svagr. he ra-jan yatha- tava

gr. he sada-.”(Mbh Ⅲ-76-15)を踏まえて作られている。原文のra-janがmitraに換えられて

いる。

� 本稿では詳細に論じる暇がないが、ダマヤンティーの形容句anavadya-an
.
g に対して敢

えて「五体麗しく調った」と訳している者もある。その場合、「五体」とは何を指すの

か？　鎧［1989］ 13頁参照。

� Wezlerは、sumadhyama-に対するこの訳語に、字義通りとしては,von schöner (Leibes-

)Mitte’等と訳注を付している。Cf.Wezler,p.4.

� ただし、「ナラ王物語」ないし『マハーバーラタ』のテキストに関しては、極めて複雑

な事情があるので、本稿では、立ち入らない。鎧［2003］巻末(335-359頁)所載の「（補

遺）ナラ王物語　主要文献」を参照のこと。大変有益であるが、やはり十分なものとは

言い難い。また文献のあることが知れても、現物を参照できないものが多く、遺憾であ
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る。

�「ナラ王物語」の書誌に関して充実した記述を与えている鎧［2003］もその点には触れ

ていない。また、Stenzlerの文法書の英訳であるSöhnen［1992］は、同書収録の「ナラ

王物語」がプーナ原典批評版であることを明記しているが、そのテキストの違いについ

ては一切触れていない。Cf. Söhnen,p.102.

	『マハーバーラタ』の第１巻に置かれた有名な「シャクンタラー物語」にあってシャク

ンタラーの科白の以下の一節は、ru- pa、ru- pavatが、「顔」mukhaに関してのものである

ことを端的に示していると考えられる。

viru- po ya-vad a-darśe na^a-tmanah. paśyate mukham / manyate ta-vad a-tma-nam anyebhyo ru-

pavattaram //6//

yada- tu mukham a-darśe vikr. tam. so^abhiv ks. ate / tada-^itaram. vija-na-ti a-tma-nam.

na^itaram. janam //7//

at va ru-pa-sam. panno na kim. cid avamanyate / at va jalpan durva-co bhavati^iha vihet. hakah.

//8// (Mbh Ⅰ69-6～7)［醜い人も、鏡で自分の顔を見るまでは、自分が他人よりも美し

いと思います。（六）しかし、醜い顔を鏡に見る時、自分は他人よりも劣っていると知

るのです。（七）この上なく美しい人は、何ものをも軽蔑しません。あまりにも悪口を

言う人は、人を傷つけます。（八）］（上村 i 285-286頁）


「いろ男金と力はなかりけり」というクリシェを想起してもよい。美貌と力の２点が備

わって、初めてその男の身体的な美は完成する。男の場合、「有力」であることと「美

姿」は密接に関係しているように見える。これはインド古典作者たちにおいても明確に

伺える視点である。

� vapus. matに関しては、以下の用例を参照のこと。

vapus. mat va-^uraga-ra- ja-kanya- vanecar va- ks. an. ada- cara-str / yady eva ra-jño

varun. asya patn yamasya somasya dhana- śvarasya //(Mbh Ⅲ-249-3) bhagavam. l loka-sa-

rasya sadr. śena vapus. mata- / bhujena svaira-muktena nis. pis. t. o^asmi mah -tale // (Mbh Ⅴ-

103-27) ekatah. śya-ma-karn. a-na-m. śata-ny as. t. au dadasva me / haya-na-m. candra-śubhra-n. a-m.

deśaja-na-m. vapus. mata-m // (Mbh Ⅴ-114-5) hanya-d eka-rathena^eva deva-na-m api va-hin m

/ vapus. ma-m. s tala-ghos. en. a sphot. ayed api parvata-n // (Mbh Ⅴ-164-9) yuktam. su- tena

śis. t. ena bahuśo dr. s. t. a-karman. a- / dam. śitah. pa-n. d. uren. a^aham. kavacena vapus. mata- //(Mbh

Ⅴ-179-12)

� ダマヤンティーの身体的・肉体的な美しさは、別の箇所では以下のように語られるので
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ある。

subru- h. sukeś suśron. sukuca- sudvija-a-nana- / varcasvin supratis. t. ha- svañcita-udyata-ga-

min //62//

sa- viveśa a-śrama-padam. v rasena-suta-priya- / yos. id-ratnam. maha--bha-ga- damayant man-

asvin //63//( Mbh Ⅲ-61-62～63)［美しい眉、美しい髪、美しい尻、美しい乳房、美しい

歯と口を持ち、威光に満ち、誉れ高く、美しい黒色で切れ長の眼を持つ（異本による）、

ヴィーラセーナの息子の妻、女性の宝である栄光に満ちた思慮深いダマヤンティーは、

その隠棲所を見て、そこに入った。（六一―六三）］（上村 iii 169頁）

“...woman of the lovely brows, beautiful hair, well-shaped hips, proud breasts, sparkling

teeth and face, luminous, firm of step, well-curved thein her movements and eager,

entered the hermitagehamlet, the beloved of V rasena’s son, pearl of womanhood, the

lordly and spirited Damayant .”(Buitenen,ii,p.339)

 一方、“So also was Kr. s. n. a- born from an altar, effulgent, bright, shining wide with beauty,

and having a superb shape.”(Buitenen,i,p.135)とゴンダ門下のBuitenenは倒錯的にbeau-

tyとshapeと訳していた。また、上村氏は、以下の用例に見る如く、ru- paを明確に「美

貌」と訳し、近接して現れる、vapusを「体」で訳すこともあった。

sa hi ta-m. tarkaya-ma-sa ru- pato nr. patih. śriyam / punah. samtarkaya-ma-sa raver bhras. t. a-m iva

prabha-m //25// 

giri-prasthe tu sa- yasmin sthita- svasita-locana- / sa savr. ks. a-ks. upa-lato hiran. maya iva^abha-

vat //26//

avamene ca ta-m. dr. s. t. va- sarva-pra-n. a-bhr. ta-m. vapuh. / ava-ptam. ca^a-tmano mene sa ra-ja-

caks. us. ah. phalam //27//

janma-prabhr. ti yat kim. cid dr. s. t. ava-n sa mah -patih. / ru- pam. na sadr. śam. tasya-s tarkaya-ma--

sa kim. cana //28//(Mbh I-160-25～28)［ 王は、その美貌の故に、吉祥天ではないかと思っ

たり、地上に墜ちた太陽の光輝ではないかと思ったりした。（25）その黒い瞳の娘が立

っている高原は、樹々や茂みや蔓草もろとも、金色に染まっていた。（26）王は彼女を

見て、すべての生物の体を軽蔑し、己が眼の果報を得たと思った。（27）生まれて以来、

王は色々なものを見てきたが、彼女に匹敵する姿を何一つとして思い浮べることはでき

なかった。（28）］ (上村 ii 66頁)

� これとの関連で言えば、以下に見るv ra-an
.
ga-ru- paとの複合語の解釈も興味深いが、詳

細は別稿を期す。

ダマヤンティーの美（１）（金沢） （81）

―236―



v ra-an
.
ga-ru- pa-h. purus. a- na-ga-ra-ja-kara-upama-h. / na^ime ja-tu na yudhyerann iti me dh -

yate matih. //(Mbh Ⅳ-30-21)［彼らは象王の鼻のような腕をした、勇士の身体を持つ男

たちだ。彼らが戦わないことは決してないと私は考える。（二一）］（上村 iv 520頁）

evam. v ra-an
.
ga-ru- pasya laks. an. air ucitasya ca / kena karma-vipa-kena kl batvam idam a--

gatam //10//

manye tva- kl ba-ves. en. a carantam. śu- la-pa-n. inam / gandharva-ra-ja-pratimam. devam. va-^api

śata-kratum //11//

........parame^anugraho me adya yat pratarko na me vr. tha- / na hi^ dr. śa-h. kl ba-ru- pa- bha-

vanti^iha nara-uttama-h. //14//(Mbh Ⅳ-40-10～14)［このように勇士の姿形をそなえ、好

相にめぐまれたあなたが、いかなる業の異熟により女形になったのですか。（一○）あ

なたは女形の身なりで暮らしているシヴァ、ガンダルヴァ王のような神、あるいはイン

ドラであると私は考えます。（一一）・・・私の推測が誤っていなかったことは、今と

ても嬉しいことだ。このような最高の人物が女形の姿をしていることはおかしいから。

（一四）］（上村 iv 544頁）「勇者(v ra)の肢体(an
.
ga)と容貌(ru- pa)を持つ」（拙訳）

� 同じように曖昧に処理されている用例が以下のものである。

atha^apaśyat kanya-m. parama-ru- pa-darśan ya-m. pus. pa-n. y avacinvat m. ga-yant m. ca

//10//(Mbh Ⅲ-190-10)［その時彼は、最高に美しい姿の娘が花を摘みながら歌を歌って

いるのを見た。（一○）］（上村 iv 65頁）“Then he saw a maiden of exceedingly beautiful

shape who was plucking flowers and singing.”(Buitenen, iii,p.600)［その時、［彼は、］最

高の容貌(ru- pa)と見てくれ［＝＞容姿］(darśana)を持つ、娘が、花々を摘みながら歌

っているのを、見ました。］（拙訳）上村、Buitenen共に、ru- pa-darśanaを曖昧に処理し

ている。

� ru- paという語に対する意識を明瞭にしておかないと、以下のような用例に対処出来ない

ことになる。ru- pavatもdarśan yaも共に「美しい」という形容詞で訳出可能な語である。

作者が、単に韻律充填のために類似の形容句を重ねたと解すべきなのか？　caの意味も

蔑ろにされてしまうのである。上村氏はru- pava-n darśan yaś caで「容姿端麗で」と済ま

している。

es. o^asya putro^abhimatah. pus. karah. pus. kara- ks. an. ah. / ru- pava-n darśan yaś ca soma-

putrya- vr. tah. patih. //12//(Mbh Ⅴ-96-12)［この蓮の眼をしたプシュカラという息子は父に

愛されている。彼は容姿端麗で、ソーマ神の娘に夫として選ばれた。（一二）］（上村 v

304頁）［この、彼の愛しの(abhimata)息子プシュカラは、蓮の眼を持ち、［美しい］容
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貌を持ち(ru- pavat)、しかも(ca)見てくれもよく［＝容姿もすばらしく］(darśan ya)、

ソーマ神の息女によって、夫として選ばれました。］（拙訳）

�「輝く」(śubh-)は顔(mukha)だけではなく、腕(ba-hu)に関しても用いられる場合があ

る。śaila-stambha-nibha-s tes. a-m. candana-aguru-bhu- s. ita-h. / aśobhanta maha--ra-ja-ba-havo

ba-hu-śa-lina-m //26//(Mbh Ⅱ-19-26)［彼ら腕力のある勇士たちの、栴檀や伽羅を塗られた、

石柱のような腕は、美しく輝いていた。（二六）］（上村 ii 291頁）思うに、「輝く」

(śubh-)は、身体(śar ra,etc.)全体に対応するvapusではなく、身体の肢体(an
.
ga)等のあ

り方を表す動詞であろう。衣服等によって隠されることなく外に露出している「顔」

(mukha)、男性の場合は特に「腕」(ba-hu)に関係して用いられる動詞であると考えられ

る。

� これに関連しては註(17)に反するような「輝く」(śubh-)の用例もある。地口的表現へ

の拘りが生み出した例外と見なすべきかも知れない。

bharta- na-ma param. na-rya- bhu- s. an. am. bhu- s. an. air vina- / es. a- virahita- tena śobhana-^api na

śobhate //(Mbh Ⅲ-65-18)［女にとって、飾りがなくても、夫は最高の飾り。夫と別れた

ら、輝かしい女でも輝かない。（一八）］（上村 iii 185頁）

� このa-ka-raと類似の語としてa-kr. ti、さらに註(15)(16)でも触れたdarśanaなどがあるが、

存在物に関する哲学的な議論にも及ぶ為、詳細は別稿を期す。

�“And there she was born, lovely like garland lightning, and she grew up fair-faced, radiant

with beaty. No sooner had she been born than the king of Vidarbha announced her happily

to the brahmins, Bharata. All the brahmins, O ruler of earth, welcomed her and the twice-

born gave her the name of Lopa-mudra-.

She grew up, great king, wearing a superb beauty; she grew up quickly, like a lotus in

water, or the sacred crest of the fire.”(Buitenen, ii,p.412)

� だが筆者が感心する、このivaをihaやathaとする読みもある。詳細は割愛する。上村訳

では不明。

�『マハーバーラタ』の中には、次のような用例もある。

sa- sam ks. ya tu ta-n sarva-m. s tulya-ru- pa-dhara-n sthita-n / niścitya manasa- buddhya- dev

vavre svakam. patim //19//(Mbh Ⅲ-123-19)［王女はすべて同じ姿をして立っている彼らを

見て、意と知性により決定し、自分自身の夫を選んだ。（一九）］（上村 iii 344頁）［等し

い容貌をとって(tulya-ru- pa-dhara)］（拙訳）

� 自身の容貌＞顔の変化を見てとることの出来ないナラには自らの変身より推測する他な
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いのである。

� この「顔と識別」問題に関しては筆者は過去に一度ならず論じたことがある。拙稿

「śirovinimaya：頭／首に関する覚書き」『駒澤大学仏教学部論集』27号(1996)294-283頁

参照。

� 神の「化身」(vigrahavat)と「容貌」(ru- pa)と「容姿」(vapus)の３者の関係を考察する

に格好の資料が以下のものである。sa- vigrahavat ^iva śr h. ka-nta-ru- pa- vapus. mat /

jaha-ra sarva-bhu- ta-na-m. caks. u- ms. i ca mana-msi ca //16//(Mbh Ⅰ-203-16)［彼女はシュリー

（美の女神、吉祥天女）の化身のようで、美しい容姿をして、すべての生物の眼と心を

奪った。（一六）］（上村 ii 166頁）”She, like a Śr embodied, desirable and beautiful, car-

ried off the glances and the hearts of all beings.”(Buitenen,i,p.396)

この、ru- paとvapusの対比的表現に関しては、上村訳もBuitenen訳も、全く不十分であ

る。「彼女は、吉祥天女の化身(vigrahavat)であるかのように［＝肉体を持った吉祥天女

のように］、魅惑的な(ka-nta)容貌(ru- pa)を持ち、［魅惑的な］容姿(vapus)を有して、一

切の生類の、眼と心を奪いました。」（拙訳）とすべきであろう。

�“then the divine woman took the remaining flowers, went to her great-spirited father,

like Śr incarnate, and afterward the fair-hipped woman stood at her father’s side.”

(Buitenen,p.763)

“Then taking the flowers and garlands with which she worshiped the deity, Savitri look-

ing like the very embodiment of Sri, repaired to her high-souled sire.”(Dutt,ii,p.814)

また、この用例に関しては、以下の用例を参照したい。上村氏がこの近接するいわば二

つのru- paに対して何故「容色」と「容姿」のように訳し分けたのか理解に苦しむ。

divya-m ma-ya-m. ta-m ava-pya^aprameya-m. ta-m. ca^eva^agrya-m. śriyam iva ru- pin. m.

ca / yogya-m. tes. a-m. ru- pa-tejo-yaśobhih. patn m r. ddha-m. dr. s. t. ava-n pa-rthivaindrah. //39//(Mbh

Ⅰ-189-39)［王は無量の神的な幻力を得て、シュリーのように最上の容色をそなえ、容

姿と光輝と誉れの点で彼らにふさわしい、完全無欠な妻を見いだした。（三九）］（上村 i

128頁）

また、このru- pinに関して、Buitenenは、やはり”Śr embodied”と英訳している。

Cf.Buitenen,i,p.374.

�“like to the goddess Fortune in beauty”(Brough,p.25) 。［また、それから、シュリー女

神のように、［美しい］容貌を持てる(ru- pin)［サーヴィトリー］は、残りの花をとって、

偉大な父の許に行きました。］（拙訳２）［光り輝く吉祥の女神のように美しく］（前田
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80頁）

�［一瞬ののち、サーヴィトリーは目のまえに、一人の男を見ました。黄色い衣を身につ

け、冠を戴き、美しい容姿をもち、太陽にも似た光輝をはなち、黒光りする肌をして、

眼は赤く、縄を手にもち、恐ろしいその男は、サティヤヴァットの傍らに立ち、彼を見

おろしておりました。・・・「貴方は神だと存じます。そのさまはこの世のものではあ

りません。・・・」］（前田 84頁）

“And in a moment she saw a person attired in red garments, wearing a diadem, of an

enormous structure, having the splendour of the sun of a dark and yellow complexion,

endued with red eyes, with a noose in his hands, dreadful to look at, standing beside

Satyavana and gazing at him. ....From your superhuman appearance I know you to be a

god. ...”(Dutt,ii,p.823)

“All of a sudden she saw a man, wearing a yellow garment and a turban. He was hand-

some, like to the sun in brilliance. ...”I recognise you to be divine. This form is not

human. ...””(Brough,p.43)

“In a little while she saw a person in a yellow robe and a turban, a handsome man

resplendent like the sun, ...”I know that thou art a God, for thy form is not human. ...””

(Buitenen,ii,pp.768-769)

�「威儀すぐれた」（前田 91頁）”endowed with beauty of form”(Brough,p.67) “of vigor-

ous health”(Buitenen,ii,p.778)  “healyour”(?)(Dutt,ii,p.836)

� na ra-jyam. pra-ptam ity eva vartitavyam asa-mpratam / śriyam. hy avinayo hanti jara- ru- pam

iva^uttamam //12//(Mbh Ⅴ-34-12)［王国が得られたと考えて不適切に行動してはならぬ。

というのは修養のないことは富貴を滅ぼし、老年は最高の美を滅ぼすから。（一二）］

（上村 v 118-119頁）

jara- ru- pam. harati hi dhairyam a-śa- mr. tyuh. pra-n. a-n dharma-carya-m asu- ya- / krodhah. śriyam. ś

lam ana-rya seva- hriyam. ka-mah. sarvam eva^abhima-nah. //43//(Mbh Ⅴ-35-43)［老いは容色

を奪う。希望は平静さを奪う。死は生命を奪う。妬みは法の実践を奪う。怒りは繁栄を

奪う。卑しい者に仕えることは徳性を奪う。愛欲は廉恥を奪う。自惚れはすべてを奪う。

（四三）］（上村 v 130頁）

samta-pa-d bhraśyate ru- pam. samta-pa-d bhraśyate balam / samta-pa-d bhraśyate jña-nam.

samta-pa-d vya-dhim r. cchati //42//(Mbh Ⅴ-36-42)［苦悩により容姿が損なわれる。苦悩に

より力が損なわれる。苦悩により知識が損なわれる。苦悩により病気になる。（四二）］
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（上村 v 135頁）

�“There was a great devotee named Tvashtri who was the lord of all beings and the chief

among gods. Out of pure wrath yowards Indra, he created a son with three heads. The

place, occupied by Indra, was desired by this mysterious personage, who was as it were

the image of the universe and had three awful faces comparable to the sun, the moon and

fire.”(Dutt,iii,pp.18-19)

 「頭」(śiras)が「顔」(a-nana)と「髪」(mu- rdhaja)から出来ていることは、以下の用例

にある。

abhyetya ca maha--ba-huh. smayama-nah. sa ra-ks. asah. / rathe^asya niks. ipya śiro vikr. ta-a--

nana-mu- rdhajam /

pra-n. adad bhairavam. na-dam. pra-vr. s. i^iva bala-hakah. //34//(Mbh Ⅶ-149-34) ［醜い顔と髪を

したその頭を］（上村 vii 545頁）

! 上村訳に見られるこの解釈は、Buitenen訳にもDutt訳にも、全く同じように見られる。

その解釈の根拠については註"を参照。”Having made up his mind, informed by the

scriptures, and having firmly resolved on slaying him, Śakra hurled his firelike, awesome,

and terrifying bolt angrily at Triśiras. Hit hard by the thunderbolt, Triśiras fell dead as a

mountain peak, shaken loose, falls on earth.”(Buitenen,iii,p.203)

“Deciding on this course of action laid down in the books, he firmly resolved on slaying

him. Shakra, wrathful, flung his fearful and dress-inspiring thunderbolt, which could be

compared to the fire, on the head of the three-headed one. Being severely struck by the

thunderbolt he fell down to the earth, like the loosened summit of a mountain.”

(Dutt,iii,p.20)

" 筆者の推理にもかかわらず、「恐ろしい形」(ugra-ru- pa)(ghora-ru- pa)が、インドラの武

器である「金剛杵」(vajra)の形容句として一度ならず用いられているのも事実である。

caka-ra vajram. bhr. śam ugra-ru- pam. kr. tva- ca śakram. sa uva-ca hr. s. t. ah. / anena vajra-

pravaren. a deva bhasm kurus. va^adya sura-arim ugram //23// tato hata-arih. sa gan. ah.

sukham. vai praśa-dhi kr. tsnam. tri-divam. divi s. t. hah. / tvas. t. ra- tatha--uktah. sa puram. daras tu

vajram. prahr. s. t. ah. prayato^abhyagr. hn. a-t //24//(Mbh Ⅲ-98-23～24)［彼は非常に恐ろしい

形の金剛杵を作り上げた。作り終わると、彼は喜んでインドラに告げた。「神よ、この

最高の金剛杵で、今こそ、恐ろしい神々の敵を粉砕しなさい。（二三）敵を殺したら、

神群とともに、天上界に住み、天界すべてを統治しなさい。」トゥヴァシトリにそう告
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げられて、インドラは喜び勇み、うやうやしく金剛杵を握った。（二四）］（上村 iii 282

頁）

a-bhya-m artha-ya somam. tvam. grah s. yasi yadi svayam / vajram. tu praharis. ya-mi ghora-ru- -

pam anuttamam //15//

evam uktah. smayann indram abhiv ks. ya sa bha-rgavah. / jagra-ha vidhivat somam aśvibhya-m

uttamam. graham //16//

tato^asmai pra-harad vajram. ghora-ru- pam. śac -patih. / tasya praharato ba-hum. stambhaya--

ma-sa bha-rgavah. //17//(Mbh Ⅲ-124-15～17)［「汝がこの両者のために自らソーマを取り

上げるなら、この恐ろしい形の最上の金剛杵を汝に放つぞ。（一五）」パールガヴァはそ

う言われても、笑ってインドラを見やり、アシュヴィン双神のために、作法通り最上の

ソーマを杓で取り上げた。（一六）そこでシャチーの夫（インドラ）は彼に恐ろしい形

の金剛杵を投じた。しかしパールガヴァは、金剛杵を投じようとする彼の腕を麻痺させ

た。（一七）］（上村 iii 347頁）

# ru- paは顔を中心とした身体形態的美的特徴、vapusは身体全体の身体形態的特徴と考え

ることが出来る。ru- paもvapusも基本的には「形態」という意味である。顔を中心にし

た身体形態が前者で、身体全体の形態が後者である。どのような人的形象も身体肉体を

有するのであるから、当然ながら、その身体形態を持つわけであり、敢えてそれを言う

場合には、肯定的形態のことであるから、ru- paと言えば「美貌」、vapusと言えば「美

姿」のこととなる。その人的形象が有するモノとしては、ru- paを体現する「顔」と

vapusを体現する「からだ／身体」ということになる。「姿」という言葉は、形態、形、

形相という意味合いで用いられるのが普通であるから、ru- paにもvapusにも等しく適用

し得る訳語となるが、ru- paも姿、vapusも姿としたのでは『マハーバーラタ』の作者が

その両語にかけた思いを無視することになる、というのが、本稿での筆者の立場であ

る。

また、「美」表現上のru- paとvapusの意味に関する歴史的な展望ということで、Ingallsが

「古典サンスクリット詩における美表現語の研究」に於いて、ru-pavant,

ru- paに関して以下のように記していることを紹介しておきたい。

“[ru- pavant]:’possessing beautiful form or color.’See ru- pa, below.

2.13. ru- pa. From the basic meaning‘form’or‘color’comes the meaning‘beauty of

form or color.’This word, which is certainly the commonest word for beauty in epic and

popular Sanskrit, is rare in classical poetry. The poets may have felt it to be too every-day a
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word. Its derivative ru-pavant occurs not even once in the SRK verses under review, ru- pa

itself only four times.”(Ingalls[1962],p.90)

さらに、vapusに関しては、『マハーバーラタ』よりかなり後代のものと考えられる

Böhtlingkの伝える興味深い用例と訳例を引いておきたい。Böhtlingkはこの用例におけ

るvapusを単なる「美／美貌？」Schönheitと訳している。

“vapur-vacana-vastra-n. i vidya- vibhava eva ca / vaka-raih. pañcabhir h no jantur ya-ti na

gauravam //5937. Ein Mann, dem Schönheit, die Gabe der Rede, (schmucke) Kleider,

Wissen und Reichthum, diese funf (im Sanskrit) mit v beginnenden Dinge abgehen, gelangt

nimmer zu Ansehen.”(Böhtlingk, iii, p.265)

また、これと関係深いと思われる興味深い用例が、近年有用な一連のサンスクリット語

学習用教材を刊行された平岡昇修氏の教材の中に見出される。

［vidyaya- vapus. a- va-ca- vastren. a vibhavena ca / ebhih. pañca-vaka-rais tu narah. pra-pnoti

gauravam //

知識と姿と言葉遣いと身だしなみと財産、これらのvaという文字で始まる言葉のついた

（もの）によって、人は高い地位に到達した。］（平岡 304頁）基本的にこの両者は、本

稿の出発点とも言うべき(i)(i
,
)と同趣意のことを敷衍して表と裏から表現したもののよ

うであるが、ここでのvapusと(i)(i
,
)のru- paの関係を考えると興味尽きないものがある。

平岡氏による用例は、Böhtlingkによる用例を教材用に改変したものかどうかも興味深

い。ここにv音で始まらないru- paの代用品としてvapusが用いられたのだとしたら、こ

のvapusはもはや『マハーバーラタ』のvapusではない。

なお、vapusに関しては、有名な『アマラコーシャ』において、「身体」(śar ra)の同義語

として正式に登録されていることを付記しておくべきであろう。Cf.Ak,i,p.406&iii,p.289.

［本稿は平成16年度駒澤大学特別研究助成金による研究の成果の一部である。］
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