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《論評》

『カーマ・スートラ』は如何に受容されたか？

―『印度愛経文献考』周覧（１）―

金 沢 篤

婆羅門の作れる小田を食む鴉、

なく音の、耳に慣れたるか、

おほをそ鳥の名にし負ふ

いつはり聲のだみ聲を

又なき歌とほめそやす

木兎、梟や、椋鳥の

ともばやしこそ笑止なれ。 上田 敏(1)

どのような下らぬ書物でも、何か一つくらいは取柄があるものだといった

人がある。事実その通りであろう。よしまた今日の眼で見て、全然取るに足

らぬ書物と思われるものも、後にはそれがその時代を語ってくれる貴重な資

料となる。 森 銑三

書物は重複を嫌わず、いくら重複したところで、これを頒つべき同好の士

は随所にある。むだを省くということをこの辺にまで及ぼして、一切の重複

を排除するという人があるならば、それは書物を扱う上において、われわれ

とは態度を異にする人に相違ない。 柴田宵曲(2)

書物の運命

いったい書物とは何だろうか？ 書物を著し、また出版し、そしてそれを手

にとって読むとは人間のどのような営みなのだろうか？ 五年前、筆者は本誌

本欄に「パソコン時代のインド学（二）（3)」を書き、自分のPCの中に「バベル

の図書館」を構築するという途方もない夢を語ったが、それを脱稿後直ちに下

記の如き一冊の書物を出版した(4)。

Word-Index to Va-tsya-yana’s Ka-masu-tra, edited by Atsushi Kanazawa,2000,Tokyo.

表題からもわかる通り、これは読みもの風の書物ではない。専門の研究者の

為の参考書と言うべき洋書仕立ての百頁足らずの本である。だが、その本は果

たして実在していると言えるのだろうか？ 確か、十部ほど作ったのだと思う。

『カーマ・スートラ』は如何に受容されたか？（金沢） （49）駒澤大學佛教學部論集 第36号 平成17年10月
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そして、それを何人かの研究者にも進呈したと記憶する。それは、インドで出

版された『カーマ・スートラ』サンスクリット原典の《用語索引》である。そ

れが果たして有用な索引か、現在それを活用する研究者がいるかは不明(5)だが、

今筆者の手元にもあるそれが、一冊の書物であることだけはどうも間違いない

ことのようだ。英語の本の体裁をとった、紛れもない一冊の書物である。書名、

編者名、シリーズ名、発行所、発行年も明記された、しっかり製本もされた、

どこに出しても恥ずかしくない学術的な出版物である、と思う。だが、その本

は、通常の意味で書店に並べられたことはないし、普通の本が持っている定価

なども印刷されていない、そして何よりも、今の本ならたいていは持っている

ISBN番号も持っていないのである。その代わりに、筆者は、表紙の上部に、

“nita-nta
・
m gopani-yam”という文字を印刷しておいた。このサンスクリット文

はどういう意味かというと、「極秘」という意味に相当する。英語でそれを表

現しようとする場合には、“for private circulation, only”（6)を使うようである。

日本語では通常「私家版」とか「私刊本」とか言って、通常の意味での「公刊

書」と区別される。だが、その両者には、実際どのような違いがあるのだろう

か？ 存在してはいても、知られなければ存在しないも同然、と言うべきなの

だろうか？(7) 大場正史氏が、『アナンガ・ランガ(8)』の翻訳を刊行した際に、

大場[1961b]の中で、次のように語っていたことが、思い出されるのである。

「 後に、『アナンガ・ランガ』の邦訳書についていろいろ調べたところ、

昭和三年に竹内道之助訳が出て、発禁になったほか、戦後に、二、三焼直し

本で、ずいぶんとずさんなものが出た。そのほか、めぼしいものとしては、

昭和二十三年刊の柴田俊夫訳と、昭和二十四年刊の有泉譲訳(9)があるが、い

ずれも仙花紙(10)本のそまつなもので、後者はれっきとした仏訳によりながら、

訳文を韻文にしたため、非常に表現があいまいで、わかりにくいものになっ

ている。

したがって、巧拙はとにかく、バートン訳による拙訳は公刊書として本邦

嚆矢の栄誉を担うわけであろう。」（374頁）

この大場氏によれば、「発禁」本と、「焼直し本（ずさんなもの）」と、「そ

まつなもの」と「わかりにくいもの」は、公刊書から除外されているのであっ

て、「公刊書として本邦初訳の栄誉を担う」のは、1961年に出た大場正史訳

「アナンガ・ランガ」ということになる。ここで言う「公刊書」というのは、

どういう意味なのだろうか？ 発禁本にもならず、上質紙を使用した、しっか
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りとした装丁で出版された書物を指すようである。確かに、大場訳「アナンガ

・ランガ」の収録された『薫園と愛壇』は《世界セクシー文学全集別巻 性典

シリーズ３》と銘打たれ、定価380円で、赤い堅い箱付きの赤いハードカバー

のしっかりとした本である。だが、豪華本という点では、ほぼ同サイズ同型の

赤い、奥付に（非売品）と印刷された四百部限定の竹内本（筆者のはNr.380

との記番あり）、すなわち竹内[1928]とは比較にならない。それよりも何より

も、先の誇らしげな記述に先立つ部分に、大場氏が以下のように記しているこ

とを知るならば、「公刊書として本邦嚆矢の栄誉」など、どんな口からひねり

出せると言うのだろうか？

「とにかく、そういうしだいで、筆者はバートン訳を台本にして訳出したが、

期日や枚数その他の条件に制約されて、不本意ながら完訳を作ることができ

なかった。第一章から第十章までのうち＜ヴァンカラナ(11)＞（呪術）の第七

章を割愛したり、付録の二篇をけずったりしたこと、また不必要にくどい部

分や露骨すぎる部分を削除したことを付記して、後日機会があれば、一字一

句ゆるがせにしない完全なものをこしらえて、バートンの意志に添いたいと

思っている。」（374頁）

大場氏訳の「アナンガ・ランガ」とは、いわゆる「バートン版」の英訳を

「台本」（＝底本）にして、不完全な形で訳出改変したもの（＝抄訳）である。

ならば、大場氏訳の売りはどこにあるのだろうか？

さて、そこで『カーマ・スートラ』である。『カーマ・スートラ（愛経(12））』、

『ラティ・ラハスヤ（愛秘）』、『アナンガ・ランガ（愛壇）』の三つは、イン

ドの三大性典として有名であるが、その性愛学／カーマ・シャーストラka-ma-

śa-straの解明に 重要な典籍が、成立時期の も早いとされる『カーマ・スー

トラ』である。

サンスクリット学習者にはなくてはならない1899年刊の『モニエル・モニエ

ル＝ウィリアムズ梵英辞典』 A Sanskrit-English Dictionary..., by Sir Monier

Monier-Williamsには、『カーマ・スートラ』Ka-ma-su-traは、「性愛に関する

ヴァーツヤーヤナの著作の名前」“Name of a treatise on sexual love by

Va-tsya-yana”(p.272)と出ているが、辞典作製の実資料としては、活用されて

いないのである。『カーマ・スートラ』に対する 新の英訳本の一つ(13)Doniger

&Kakar[2002]の二人の訳者のうちの一人、ウェンディ・ドニガー女史は、そ
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のことを含めて、次のような興味深い事実を指摘している。

“Unfortunately, it took longer for academics to make full use of the text. Sir

Monier Monier-Williams, who composed, in 1899, the great Sanskrit-English

dictionary still used by most scholars, list Vatsyayana but not the Kamasutra as

potential sources and seldom, if ever, cites a word from that text in his

lexicon.”(p.lv,n.78)

ここで“the text”とか“that text”と呼ばれているのが、われわれ日本人が

今日『バートン版 カーマ・スートラ』と呼んでいるものの和訳に際して用い

られた記念すべき英訳本のことである。大場正史氏による和訳を通して有名に

なった、この『バートン版 カーマ・スートラ』はわが国にあっては、ややも

すると専門の学者たちからはいかがわしい書物の代表のように扱われた。

『カーマ・スートラ』を読むなら、サンスクリット原典を、今は絶版ではある

けれども岩本裕訳『完訳 カーマ・スートラ』を参照しながら読まなければな

らない、と筆者などもよく言われたものである。

一部に熱狂的なフアンを持つ小説家小栗虫太郎(14)の驚異の探偵小説『黒死館

殺人事件』に次のような一節がある。

「その他、Susrta（ススルタ）、Charaka（シャラカ）、Samhita（サムヒタ）等の婆羅

門（ばらもん）医書、アウフレヒトの『愛経（カーマ・ストーラ）』梵語（ぼんご）原

本。それから、今世紀二十年代の限定出版として有名な『生体解剖要綱

（ヴィヴィセッション）』、ハルトマンの『小脳疾患の徴候学（ディ・シムプトメトロギ

イ・デル・クラインヒルン・エルクランクンゲン）』等の部類に至るまで、まさに千五

百冊に垂々とする医学史的な整列だった。」（338頁）

この『黒死館殺人事件』は、昭和9年(1934年)に雑誌『新青年』に連載され

て、昭和10年(1935年)に新潮社より単行本として刊行されたものだが、ここに、

有名なインドの古典医学書二点『スシュルタ本集』『チャラカ本集』と共に名

前の挙がっている「アウフレヒトの『愛経（カーマ・ストーラ）』の梵語原本」に

注目したいのである。今日、「愛経」と言えば、インド学研究者ならたいてい

直ちに『カーマ・スートラ』を想起するだろう。だが、この「愛経」という呼

称が用いられるようになったのは、そうも昔のことではない。では、博覧強記

で知られる小栗虫太郎はこうした情報を如何に入手できたのか？ということを

問題にしたいのである。

この分野に疎い普通の読者なら、『黒死館殺人事件』のこの一節に遭遇した
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ならば、「アウフレヒト」というカタカナ綴りを人名と解して、『愛経（カーマ・

ストーラ)
(15)』の著者と考えるに違いない。だが、インド学に携わる専門家なら

ば、そのカタカナ表記のアウフレヒトが有名なインド学者であることくらいは

すぐに知ることだろう。アウフレヒトが実在の人物であり、『愛経（カーマ・スー

トラ）』も実在する書物であるが、『黒死館殺人事件』の作者小栗虫太郎は知っ

てか知らずにか、その両者を自身のフィクションの中で、妙な具合にしっかり

と結びつけてしまっているのである。だが、どうしてこういう組み合わせが生

じたのだろうか？ 小栗虫太郎のその記述の根拠は、泉芳璟氏(16)による泉[1923

a]ないし[1928e]ないし[1931b]であろう。

「カーマスートラが欧州の学界に記録せられたのはアウフレヒトによつて牛

津の梵書目録に登載せられたのを以て 初とせねばなるまい。」（６頁）

「カーマスートラが欧州の学界に記録せられたのはアウフレヒトによつて牛

津の梵書目録に登載せられたのを以て 初とせねばなるまい。」（24頁）

「愛経が欧州の学界に記録せられたのはアウフレヒトによつて牛津の梵書目

録に登載せられたのが 初である。」（226頁）

小栗虫太郎は、この三つのいずれかに基づいて、『黒死館殺人事件』の問題

の条を着想したのであろう。だが、その三書のうち、泉[1923a][1928e]は、発

禁処分の憂き目に逢っているわけで、小栗の手にしたのはもしかしたら泉

[1931b]かも知れない。この泉[1931b]は、今日的見地よりしてもインド文化入

門に格好の一冊であると思われる(17)が、奇抜な知識に飢えていた小栗虫太郎に

とっても格好のネタ本になっただろうと容易に想像できるのである(18)。

そして、本稿の表題にある『印度愛経文献考』とは、この泉[1928e]であ

る(19)。発禁本になったわけだが、どこを経巡ってきたか、幸運にも今筆者の手

元にもある。『カーマ・スートラ』などに体現されたインド性愛学／カーマ・

シャーストラのわが国に於ける受容の歴史の上でまさに画期的な著作である。

その奥付によれば、昭和３年(1928年)に刊行されたものであり、百頁ほどの瀟

洒な和綴本である。日本人研究者による日本語で書き著された 初の『カーマ

・スートラ』研究書とまで言い得るであろう。「昭和三年十月二十八日」の日

付のあるその「序」を全文引いておこう。

「印度の愛経文献を一括して組織ある統一をやつてみたいと思つてゐた。そ

れが一部実現されて本書となつた。予はその依つて来る本源に遡り、一方原

典に於ける叙述の複雑を整理せんと試みた。且つその文書は比較的稀覯書の
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部類に属するから差支ない限りは諸問題の解説紹介にも努めた。この書脱稿

せんとしてマクドネル教授の印度の過去なる一書を手にし、予の努力が決し

て無駄でなかつたことを知つたことは巻末に一言して置いた。予の訳出にか

かる愛経も愛秘も不幸にして読書界に出ることが許されない。併し本書は誰

れにでも読んで貰へるだらうと期待してゐる。」

この中で「マクドネル教授の印度の過去なる一書」とは、1927年に出版され

たばかりの

A.A.Macdonell,India’s Past:A Survey of her Literatures, Religions, Languages and

Antiquities,Oxford,1927.(20)

のことで、刊行されたばかりのそれをいち早く踏まえての発言であった。原典

の翻訳は、社会に受け入れられていないが、その重要性は徐々に認知されると

ころとなる筈である、現にマクドネル教授の著書の中にも、その「愛経文献」

に関する記述が見られるようになった、と言うのである。下線部にある「予の

訳出にかかる愛経も愛秘も」というのは、前者が泉[1923a][1923b]、後者が泉

[1926]のことである。共に「発禁本」となった。おまけに「誰にでも読んで貰

へるだろうと期待してゐ」た、「本書」泉[1928e]も「発禁本」となって、市場

に行き渡らなかった。

その泉[1928e]に続いて出版された泉[1931b]の中、「愛経文書―これを禁止

本とするのは不合理だ―」という文章で、泉芳璟氏はやはりその不満を率直に

述べている。長くなるが、全文を引こう。当時の『カーマ・スートラ』を巡る

状況を実に雄弁に語っているように思われるからだ。

「財物、性愛、正義の三項目を人生の要件とする見地から、家庭経典を根

基として更に一層これを詳説して愛経が成立したものである。

予はこの見地に立つて愛経文書の一を翻訳したことがある。これは不幸禁

止の厄に遭ひ、未だ世に出づる機会を得ない。併しこれは全然不合理である。

何となれば愛経は処世上の智識の経典であつて、驚嘆すべき偉大なる著作で

ある。決してこれ誨淫の書ではない。教育本義の古典である。宜なるかな、

原典の出版はもとより、二種の英訳あり、三種の仏訳あり、独逸訳の如きは

七八版を重ねてゐるではないか。予がマイソールに滞留の時、かの公立図書

館長ランガスヴーミ、アイエンガル氏は第二次の英訳を起草しつゝあつた。

予帰朝の後、ボンベイ版の原典によりて一訳を作り、これを公にせんとして

頒布を禁止せらる。日本の出版界は未だこの著作の公刊を容るゝの余地なき
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ものゝ如くである。尤もその間、学の精神を知らずして喧噪する群小斗彷の

輩あり、徒らに機を覗ひ、利を漁せんとする奸商の類あり、世事意の如くな

らず、時運幸せず、印度文学のためにはこれ一の痛恨事と云はねばなら

ぬ。」（224－225頁）

泉[1931b]所載のこの文章を書いた時点では、既にサンスクリット原典が出

版されており、知己の「アイエンガル氏」の英訳を含む二種類の英訳(21)があり、

三種類の仏訳(22)があり、独訳は七版ないし八版(23)を重ねている。泉芳璟氏はイ

ンドなどより帰国して後、ボンベイ版サンスクリット原典より和訳を完成させ

て出版しようとしたが、発禁処分にあった、だが、その一方で、泉芳璟氏の和

訳を使って商売しようとする者がいる、というのである。泉芳璟氏の経歴等に

関して知るところはほとんどないが、平等[1937]巻末に付された「訳者略歴」

で十分であろう。そこには、以下のようにある。

「明治一七年二月二三日三重県生。明治四○年真宗大学卒業、同四五年大谷

大学教授梵語担任、大正七年より九年に亘り、印度欧州留学、昭和五年退職、

同七年再就任、現今に至る。」（348頁）

明治17年とは1884年(24)。泉芳璟氏が印度欧州留学を終えて帰国したのが、大

正９年(1920年）、「アイエンガル氏」が『カーマ・スートラ』の第二番目の英

訳を刊行したのが1921年、そして泉芳璟氏が本邦初となるサンスクリット原典

からの和訳を刊行して発禁処分を受けたのが、大正12年(1923年)のことである。

以上の諸点に、泉[1923a]の「緒言」、泉[1928e]の「カーマスートラ」の項

（23－27頁）を考慮すると、『カーマ・スートラ』サンスクリット原典よりの

本邦初和訳出版に至るまでの、『カーマ・スートラ』受容の状況のおおよそが

把捉できるであろう。すなわち、先ず何よりも、1883年に、一つの英訳『カー

マ・スートラ』が刊行されたのだということを確認すべきであろう。そしてそ

の英訳『カーマ・スートラ』とは、「バートン版」の名前で知られるBurton&

Arbuthnot[1883]である。次いで1885年、その英訳から作られたリズーによる

仏訳Liseux[1885]が刊行された。さらに、1891年、既刊の英訳と仏訳に基づく、

ラメレスによる第二番目の仏訳Lamairesse[1891]が刊行された。同じ年、待望

のボンベイ版サンスクリット原典Ks[1891]が出版された。そして、1897年、

Ｒ・シュミットによる独訳『カーマ・スートラ』Schmidt[1897]が刊行される。

次いで、1902年、Ｒ・シュミットによるインド性愛学に関する大部の研究書

Schmidt[1902]が刊行される。そして、泉芳璟氏などによっては活用されな
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かったものの、1912年には、第二番目のサンスクリット原典、ベナレス版Ks

[1912]が刊行されたというわけである。ここまでが『カーマ・スートラ』のわ

が国への受容の前史と言うべきものである。以下には、そこから始まるわが国

の『カーマ・スートラ』受容の歴史をつぶさに跡づけてみたい。

『カーマ・スートラ』受容の歴史

わが国に於ける『カーマ・スートラ』受容の歴史は、おおよそ三つの時期に

分けられる。大隅為三氏の 初の和訳、大隅[1915]に始まって、第二次世界大

戦に到るまでの第一期、敗戦後、『完全な結婚』の出版を皮切りとする、仙花

紙などの粗悪な材料による狂ったような数年間の「性愛もの」の出版ラッシュ

の第二期、敗戦からの復興を果たし、今日に到るまで続く豊かな堅実な出版の

第三期である。『カーマ・スートラ』を中心とした出版の実情を以下のように

年表にしてみた。直訳、重訳は問わず、『カーマ・スートラ』の和訳を標榜し

た体裁になっている書物に限定した上で、年代順に①から番号を振ってみた。

いずれも筆者自身が実見するかしてその存在を確認しているものに限定したが、

おそらくまだ多少の抜けがあるものと考えられる。特に、第三期に関しては、

便宜的に番号を付した感が強い。今回筆者が特に力を注いだのが、第二期に属

するものであるが、それは粗末な仙花紙製のものがほとんどで、国会図書館や

各大学図書館などでも、この時期のものはほとんど所蔵されていない状況であ

る(25)。戦後数年という極短期間に集中的に刊行されており、筆者の頭に、今を

おいてはその実態を把握することが出来ないだろうとの見通しがあったのであ

るが、既に遅きに失したかも知れず、まだまだ抜けがあることを深く畏れる。

第一期で注目すべき出版は、何と言っても、重訳とはいえ本邦初訳『カーマ

・スートラ』たる大隅[1915]とサンスクリット原典からの本邦完全初訳たる泉

[1923a][1923b]であろう。その他に、『ラティ・ラハスヤ』サンスクリット原

典からの本邦完全初訳たる泉[1926]、英訳からの重訳とはいえ『アナンガ・ラ

ンガ』の本邦初訳たる竹内[1928]、さらに、本邦に於ける初のインド性愛学研

究書たる泉[1928e](26)も忘れるべきではない。

第二期では、サンスクリット原典からの二番目の完全和訳たる岩本裕[1949]

と、没後の粗末な仙花紙によるものとはいえ、泉[1923a][1923b]の正規の復刻

本にして、翻訳者の泉芳璟氏の名前を初めて正式に冠した泉[1949]である。ま

た、『ラティ・ラハスヤ』では、泉[1926]の正規の復刻出版たる泉[1948]も注
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第三期では、世界初訳「バートン版 カーマ・スートラ」の意欲的全和訳た

る大場[1967][1979/1997]と原三正氏による格調高い泉[1923a][1923b]の完全

復刻たる日本古医学資料[1975]＝原三正[1979][1991]、及び岩本[1949]の没後

の復刻本たる岩本[1998]である。その他には小品ながら『ラティ・マンジャ

リー』のサンスクリット原典よりの本邦初訳たる阿能[1971]と『ラティ・マン

ジャリー』の英訳を含む『ラティ・ラハスヤ』の英訳研究Comfort[1964]の完

全和訳たる本園[1996]も重要であろう。なお、日本古医学資料[1975]原三正

[1979][1991]には、わが国のインド性愛学史を飾る古典的和訳たる泉[1926]と

竹内[1928]も、阿能[1971]ともども復刻されて収録されている。今日、サンス

クリット原典に基づいてインド性愛学の研究を志す学徒は、eBookでも入手可

能となった岩本[1998]と盛り沢山な普及版である原三正[1991]を手放せない筈

である。

《カーマ・スートラ年表》
1864 [Aufrecht] Catalogus/Oxford
1883 [Burton&Arbuthnot] Skt>EnTrNo.1/London&Benares
1885 [Burton&Arbuthnot]Ar Skt>EnTrNo.1/London&Benares(27)

1885 [Liseux] En>FrTrNo.1/Paris
1891 [Durga-Prasa-d] SktTextNo.1/Bombay Nirn

・
ayaS(28)

1891 [Lamairesse] En>FrTrNo.2/Paris
1897/1900 [Schmidt] Skt>Ger.TrNo.1/Leipzig
1902/1911/1922 [Schmidt]St [Ger.]No.1/Leipzig//Berlin
1912 [Nayaratna&Goswami] SktTextNo.2/Benares KSS.29
《第一期》

1915(T.4) [大隅為三]① Fr&En>JpTr/Tokyo
1921 [Iyengar] Skt>EnTrNo.2/Lafore
1923(T.12) [泉芳璟]② Skt>JpTrNo.1/Kyoto (9.1:関東大震災)

1924(T.13) [柴田茂]③(29)

1926(T.15) [泉芳璟](30)Rr Skt>JpTrNo.1
1927(S.2) [酒井潔](31)StAr [Jp]
1928(S.3) [泉芳璟]St [Jp]
1928(S.3) [竹内道之助]Ar Fr>JpTrNo.1/Tokyo
1928(S.3) [泉芳璟]St [Jp]No.1/Tokyo
1928(S.3) [田村吉久]④

1929(S.4) [梅原北明]St
1929 [Chakladar]St [En]No.1/Calcutta
1931(S.6) [泉芳璟]St [Jp]
1931(S.6) [世界文学研究会]Rr

『カーマ・スートラ』は如何に受容されたか？（金沢） （57）
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1932(S.7) [黒貞輔]St [Jp]
1932(S.7) [平野馨]⑤(32)

1934 [Ma-dhava] SktTextNo.3/Bombay
《第二期》

1946(S.21) 『完全なる結婚』

1947(S.22) [高橋鐵]St
1947(S.22) 泉芳璟氏死去(1884.2.23-1947.12.28)
1948(S.23) [内藤鋠策]⑥

1948(S.23) [本間太郎]⑦

1948(S.23) [小柴近夫]⑧

1948(S.23) [斎藤昌三]St
1948(S.23) [三好洋介]⑨ Fr>JpTr/Tokyo
1948(S.23) [山口三郎]Rr
1948(S.23) [黒木・原]Ar
1948(S.23) [柴田俊夫]⑩

1948(S.23) [柴田俊夫]Ar
1948(S.23) [泉芳璟]Rr Skt>JpTrNo.1[R]
1948(S.23) [小山元比古]Rr
1949(S.24) [岩本裕]⑪ Skt>JpTrNo.2/Tokyo
1949(S.24) [泉芳璟]②’ Skt>JpTrNo.1[R]/Tokyo
1949(S.24) [有泉譲]Ar
1949(S.24) [村上秀人]⑫

《第三期》

1961(S.36) [小野武雄]⑬

1961(S.36) [田村竜二]Rr
1961(S.36) [大場正史]Ar En>JpTr/Tokyo
1964 [DevadattaShastri] SktTextNo.4/Varanasi KSS.29
1966(S.41) [阿能仁]Rm En>JpTr
1967(S.42) [大場正史]⑭ En>JpTr/Tokyo
1967(S.42) [世界風俗研究会]⑮

1969(S.44) [福田和彦]⑯ En>JpTr/Tokyo
1971(S.46) [阿能仁]RmSt Skt>JpTr
1973(S.48) [青木信光]⑰

1975(S.50) [日本古医学資料センター]②

StRrRmAr Skt>JpTrNo.1[R]/Tokyo
1979(S.54) [泉芳璟/原三正]②

StRrRmAr Skt>JpTrNo.1[R]/Tokyo
1995(H.7) [石山淳]⑱ En>JpTr/Tokyo
1996(H.8) [本園正興]RmRr En>JpTr/Tokyo
1997 [RamanandSharma] SktTextNo.5/Varanasi
1998(H.10) [岩本裕]⑪ Skt>JpTrNo.2[R]/Tokyo
1999 [Dvivedi-] SktTextNo.6/Varanasi
2005 [RadhavallabhTripathi] SktTextNo.7/Delhi
2005(H.17) [植島啓司]St
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泉[1923a][1923b]の復刻本と言うべき泉[1949]巻末には「泉先生の霊に捧

ぐ」と題された以下のような感動的な文章が収録されている。

「この書が刊行せらるゝまでの受難はいかに大きなものであつたらうか。

この書は泉先生を 後まで苦しめた。

この書が印度古典文学の中で も特異の存在であり、英・仏・独語では翻

訳せられてゐるが、独り我国だけは、之が許されなかつた。大正十二年、泉

先生は大谷大学印度学会の資に供するため、異常な苦心と努力とに拠つて原

語サンスクリットから直接翻訳をされ、学界に紹介されんとしたが、発行は

禁止され、折角の先生の苦心は埋没さるゝの運命を担つた。而も先生の努力

が水泡に帰するばかりか、卑俗なる書を翻訳せる者として、学界の非常な迫

害はつゞいた。印度古典学の権威、梵語学者として我国の、否世界の権威で

あつた先生！佛教学界の第一人者たりし先生！

数十冊に上る著書の中にこの書のみが先生を苦しめた。

戦が終つて平和の時がきた。一昨年暮に、この貴重なる文献を日本学界の

中に加へおきたいといふ趣旨と、本書刊行の利は罹災援護に充てたいといふ

本会の誠意を酌まれて、先生は過去の苦悩を放擲して、特に無条件を以て提

供されたのであつた。―そして昨年四月版は組まれたが発刊は遅々として進

まなかつた。正に一箇年余の難産！教職員適格審査員を引受けられて急がし

い仕事の間にも、先生にどんなにかこの書の難航は苦しみをお与へしたこと

であらうか。

発刊が停頓されてゐるうちに先生は病に臥され、つひに旧臘遷化されてし

まつた。あヽ、もう少し早く陽の目を見せたかつたこの書。せめて先生に晴

れてこの書が日本学界に迎へられたことを御報告いたしたかつた。

先生が亡くなられると、類似の書が卑俗な低級な意図と装ひを以て発刊せ

られた。あヽ、どこまでも本書は苦しみを与へるのか！

本書こそは世界唯一の原語からの直接完訳である。唯一の学的良心を以て

の翻訳である。このことをはつきり明示すると共に、刊行の遅延によつて泉

先生をお苦しめしたことを、先生の霊に深く深くお詫び申上げる次第である。

昭和二十三年五月 印度古典刊行會會識」

ここに見る通り、『カーマ・スートラ』のサンスクリット原典よりの 初の

和訳者たる泉芳璟氏は、この文章の日付に先立つ昭和22年12月28日に亡くなら

れた(33)。この書の奥付の日付は、「昭和二十四年二月五日印刷 昭和二十四年
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二月十日発行」。定価は160円。待望の正規の復刻本とは言え、 悪な仙花紙

を使用しての極めて粗末な体裁であるが、表紙を飾る「世界の竒書 カーマ

スートラ」という赤い文字と赤い頭巾をかぶりポーズをとった上半身裸の女性

の絵だけが何故か懐かしい。「卑俗な低級な意図と装ひを以て発刊せられた」

「類似の」『カーマ・スートラ』の和訳本が、筆者の手元にも何種類もある。

類似の文言が粗悪な紙面に踊っている。そうした数ある書物の中の一段と見窄

らしい書物の表紙の中程に堂々と印刷された「大谷大学教授 泉芳璟訳」との

黒文字が逆に妙に痛々しい。

本邦における『カーマ・スートラ』のサンスクリット原典からの第二番目の

和訳である岩本裕氏による『完訳 カーマ・スートラ』、岩本[1949]の奥付に、

「昭和二十四年二月一日印刷 昭和二十四年二月五日発行」とあるのが、また

感慨深い。定価は何と500円、泉[1949]に較べると、遙かに立派な装いである。

遅延に遅延を重ねた泉[1949]の出版者が、岩本[1949]の出版を知って急遽印

刷にかかって出版したという因縁のようなものまでが感じられる。訳者の泉芳

璟氏は既に亡く、親と子ほども年齢の隔たった後輩の豪華な岩本裕[1949]の出

版を知らずに世を去ったのはあるいは幸せだったのかも知れないとまで思われ

る。岩本裕氏は、自身の和訳本巻頭の「自序」において、以下のように言われ

るのである。

「幸にして「カーマ・スートラ」に関して多少の知見を有する人々にしても、

それは主として不完全で学的に価値がないとせられる英訳や仏訳に依つたの

が事実であつた。また、大隅為三及び泉芳璟の邦訳が一部の人の間に珍蔵せ

られてゐた。併し、前者は仏訳からの訳であり、読物としては興味深いとの

評を得たが、「カーマ・スートラ」の真実の姿からはかなり距離のあるもの

であつた。また、後者は（大正十二年印度学会出版、「婆羅門神学」と題す

る）「ボンベイ出版の原典に拠り、註釈を参考し、諸訳本を対校して作られ

た翻訳である」と記されてゐるが（泉芳璟著「印度愛経文献考」二十七頁）

今日われわれの眼を以てすれば不完全の憾を如何ともなしえず、理解しえら

れない点が相当に多い。かくして、これらの不完全な諸訳を通しての「カー

マ・スートラ」に関する知見が、これまた不十分なものであつたことは否み

えない。尤も、原典の正確な翻訳で学的に も価値のあるリヒアルト・シュ

ミット教授の翻訳は知られてゐたが、尚印度学に通暁しない人には極めて難

解であつた。かくして、学的に価値があると同時に、また判り易い翻訳が要
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望せられたのであるが、種々の制約はその実現をはばんでゐた。而も、この

書は印度の重要な原典として、好事家の手のみに委ねるべきものではない。

今日、杜陵書院の好意によつて、これらの点を考慮して原典からの完全な翻

訳を江湖の諸士に提供しうるのは印度学を専攻する者として訳者の もよろ

こびとするところである。」（３頁）

何と晴れがましい書きぶりだろう！ だが、この岩本裕氏の「自序」の記述

は、かなり不確かな記述を含んでいるのである。「「婆羅門神学」と題する」

と、岩本氏は、記念すべきサンスクリット原典よりの初めての全和訳たる泉芳

璟訳『印度古典 カーマスートラ（性愛の學）』をそもそも書名からして誤っ

て記している。岩本氏自身が「一部の人の間に珍蔵せられてゐた」と言われる

ことからも明かな通り、氏は、大隅[1915]も泉[1923a][1923b]も、ともに実物

を見ることなく書かれているのだろう。岩本氏は、それらを手にすることなく、

情報源である泉[1928e]までも明らかに誤読した上で(34)、「今日われわれの眼を

以てすれば不完全の憾を如何ともなしえず、理解しえられない点が相当に多い。

かくして、これらの不完全な諸訳を通しての「カーマ・スートラ」に関する知

見が、これまた不十分なものであつたことは否みえない。」とまで言われるの

である。

この記述が今日なお、「学的に価値があると同時に、また判り易い翻訳」と

自負し、「唯一の権威あるもの(35)」とまで言わしめた、日本語による「原典か

らの完全な翻訳」と自称する書物の冒頭を飾っていることは残念でならない。

岩本氏は、泉芳璟氏自身の、「ドゥルガープラサーダの原典に拠り、註釈を参

考しこれら諸訳本を対校して作られた翻訳である」を知りつつも、その現物を

検証することもしないで、泉芳璟訳を「これら不完全な諸訳」の一つと片づけ

て、動ずることがないのである(36)。

大隅[1915]の書名は、原三正[1979][1991]などの巻末の「解説」にある扉写

真からも容易に知れるが、『THEOLOGIA BRACHMANARUM KAMA SUTRA

VATSYAYANAE ET ARS AMATORIA POETARUM LATINARUM 婆羅門神学

愛經 附 羅甸詩人 之 恋愛術(37)』との長大なものである。ラテン語部分を省略

するならば、『婆羅門神学 愛經 附 羅甸詩人 之 恋愛術』となるであろう。

約めては、『婆羅門神学 愛經』、さらに約めては『愛經』となろうか。本邦初

の充実したカーマ・シャーストラの研究書、泉[1928e]は、その大隅[1915]の

書名をきちんと掲げた上で、「四六版四三五頁より成る装丁頗る優美なる一本
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であるが私刊本であつて今は得難い」（27頁）と紹介している。二百部作って

やはり「発禁」の憂き目にあったそうだが、総革装の金文字入りの極めて豪華

な書物である。「奥付」はなく、 後の頁に、以下のような訳者大隅氏の文章

が掲載されている。

「本書は古代の風俗や宗教社会史を研究する学者の一助ともなれと英仏文か

ら重訳したものである。婆羅門神学の一部とは云へ性慾教義の立場に存する

が故に青年子女には読ましたくない。学者の文庫中に秘め置かれん事を希望

する。愛經の梵文學上に於る地位を茲に改めて述ぶる必要はない唯歴史的ド

キュマンとしてでも特殊の学者に提供する事は無用ではないと信じた。未熟

な文章と校正粗雑は一に私の罪である。従つて複雑なる原文の真意を写し得

なかつたであらう、本書に対する閲読者諸君の期待に反せるものがあらうと、

それのみ心配である。 大正四年七月一日 大隅為三識」(435頁)

訳者の大隅為三氏に関しては、著訳書多数の美術畑の人としか知れないが、

その記念すべき『カーマ・スートラ』の本邦初の和訳本の素性に関しても、曖

昧な部分が少なくない。

泉[1923a]は、「・・・大正四年七月、某氏によつて出版せられたラメーレス

の仏訳からの重訳本がある。・・・と題し四六版四三五頁より成る装釘優美の

一本である。・・・」（10頁）と名前を伏せて言い、泉[1928e]では、「大隅為三

氏」と名前を出している。本人は「英仏文から重訳した」と言っているにもか

かわらず、泉芳璟氏によっては「仏訳からの」にされているのである。岩本裕

[1949]は、「自序」の中で、「また、大隅為三及び泉芳璟の邦訳が一部の人の

間に珍蔵せられていた。併し、前者は仏訳からの訳であり」（３頁）と言い

放っておられる。

先にも触れた通り、泉[1923a]は、『印度古典 カーマスートラ（性愛の學）』

と題されている。しかも、その中表紙＝扉には、「学術の対象として印刷頒布

す 濫りに公衆に示すべからず」と冒頭に印刷されているのが注目される他、

訳者名は泉氏ではなく、「印度学会訳編」となっている。「四六判 布装 三三

二頁」の箱入り金文字入りの立派な本であるが、奥付には、「大正十二年十月

十日印刷 大正十二年十月十五日発行」「非売品」とあり、「発行者」として京

都大谷大学内「印度学会」、「右代表者」として「泉芳璟」の名前が印刷され

ているのである。中表紙裏面にはゴチックで「印度学会基金に充つるためにこ

の書を翻訳し、虔んで学芸の神壇に捧ぐ」と印刷されている。本文三百三十二
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頁とは別に「緒言」が十二頁、「目次」が五頁ある。この「緒言」は、日本古

医学資料[1975]、原三正[1979][1991]にそのままの形で収録されている(38)が、

その 後の部分を以下に引こう。

「今本書はドゥルガープラサーダの原典に拠り、註釈ジャヤマンガラを参考

し、これら訳本を対校して作製した翻訳である。固より本書の如きは単に学

術上の対象として学者の机上にのみ提供すべきものである。仍て公刊の形式

を履むことはこれを避けた。只印度学会の基金に充つるため、寄附者にこれ

を頒布する目的を以て印刷に附したのである。それも出版法第十九條を顧慮

して或る一部分を原文の儘に提供するより他に途なかりしことは甚だ遺憾で

あるが亦止むを得ない。随て本書は濫りに公衆の目に触れしめざるやう注意

せられたい。巻頭の標語『濫りに公衆に示すべからず』の意義は文字通りに

実行して、これを筺底深く蔵し置かれんことを特に読者に希望する。 本書

の成るに対して直接間接に援助せられし諸氏の芳名を掲ぐることは態とこれ

を省いたのであるが、訳者は厚き感謝をこの緒言を通して表明する。

大正十二年三月二十五日 洛北西賀茂にて 訳者」（緒言11－12頁）

ここに下線を附した「ドゥルガープラサーダ」は、先に引用紹介した岩本氏

の「自序」では「ボンベイ版」に換えられており、また「これら」が割愛され

ているのである。「緒言」のこの箇所を引用したのは、そこに、泉本出版の特

殊事情が描き出されていることを確認したかったが為である。やはり下線の箇

所である。緒言のこの箇所を読まずに、この泉[1923a]を手にした読者は、第

二品、第三品などの、かなりの箇所に、訳文の代わりに、サンスクリット原文

が印刷されているのに驚かれる筈である(39)。完全な全和訳ではなく、「不完全

な翻訳」とも言い得るものである。だが、それらの箇所が未訳として残された

わけではないことは、泉氏による緒言の記述が言う通りであるが、それらの箇

所の和訳が別刷付録として配布されたということのようだ。筆者が泉[1923b]

と呼ぶのが、その付録である。筆者が入手したものは、その別刷付録のない、

箱入り本巻[1928a]のみであった。その事情は、「発禁本」コレクターとして名

高い城市郎氏による泉[1923a][1923b]についての以下の記述を見れば理解でき

るであろう。

「これは戦後に氾濫したこの種“カーマ・カストリ(40)版”の底本となったも

のです。泉芳璟という人は仏教学界の第一人者で、梵語から直訳し、＜学術

の対象として印刷頒布す、印度学会基金に充てるために、この書を翻訳、虔

『カーマ・スートラ』は如何に受容されたか？（金沢） （63）
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んで学芸の神壇に捧ぐ＞の断り書をつけて、公開を憚る箇所を別表として添

えて出版したのですが、やはり押収の憂き目を見ました。」（城[2004] 258

－259頁）

艶本研究刊行会[1959]には「追加別紙五○頁」（387頁）、鈴木[1996]には

「追加41頁別添」（222頁）と記されている(41)。だが、第二次世界大戦後、よき

時代を迎えて、岩本裕氏による新訳『完訳 カーマ・スートラ』の刊行の後を

追うようにして復刊された泉訳、泉[1949]には、その別冊付録、泉[1923b]が、

発禁の憂き目にあった泉[1923a]のサンスクリット原文（＝伏せ字）混じりの

本文に対する四十七頁分の「カーマ・スートラ附録」として合本されているの

である。先にも触れた通り粗悪極まりない仙花紙を用いた「カストリ版」によ

る復刻であった。それが、日本古医学資料[1975]、原三正[1979][1991]に収録

される折りには、初版のサンスクリット原文（＝伏せ字）の各々の箇所の直後

に、附録とされていた「和訳文」が、挿入印刷されたのであった。この結果、

サンスクリット原文に興味のない、一般読者にとっては、泉芳璟訳『カーマ・

スートラ』を初めてスムーズに通読することが出来るようになったというわけ

である。

泉芳璟氏自身は、数年後に出版されてやはり発禁本となった泉[1928e]の中

で、この泉[1923a][1923b]に触れて、以下のように言われた。

「出版後頒布禁止に遭ひたるも、時恰も大震火災の折柄とて、出版届けと頒

布禁止の命令につき、其間多少の行違ひあり、若干部は已に一般読書界に渡

つたので、現今或る一部の人々によつて所蔵せらる。訳者はかく云ふ我輩で

ある。手元にはもう私有の一部しか無い。」（27頁）

この事情を読者の側から野次馬的に記録したのが、梅原[1929]の以下の記述

である。千頁を越える酒井潔画伯の装丁になるその豪華な発禁本『秘戯指南』

は、梅原北明氏(42)の破天荒な素顔を反映させた実に興味深い記事に満ちている。

「先づ以つて第一が、震災直後、即ち大正十二年十月十五日、京都大谷大学

内印度学会発行に属する泉芳璟教授訳の「カーマ・スートラ（愛經）」が其

れである。（尤も、この十月十五日発行と云ふのは奥附だけの問題で、実際

は震災直前に発行されたもので、発禁をくつたが震災のドサクサ紛れに大し

た事件にもならずに事済みとなつたものである）」（「現代邦訳艶書解説史」

148頁）

また、梅原[1929]は泉[1923a][1923b]に関しては、以下のように言う。
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「泉氏の邦訳した「カーマ・スートラ」は一八九一年ボンベイのニルヤサー

ガラで出版されたドウルガープラサーダ氏の梵語よりの直接訳で、今後如何

なるカーマ・スートラの邦訳が出やうと、恐らく此れ以上完全なものはなか

らうと思ふ。」（同 150頁）

『カーマ・スートラ』諸訳の比較

以下には、『カーマ・スートラ』の冒頭の部分(Ks 1-1-1～5;[Ks 1-2-1])に対

する各訳本の訳文を引いてみたい。興味深い事実が浮かび上がる筈である。明

示するか否かとはかかわりなく、後続する者は良きにつけ悪しきにつけ先行す

る者の影響を被るものである。「翻訳の底本は何か？」ということは翻訳を学

問的に扱う場合、極めて重要な問題であるが、サンスクリット原典よりの直訳

と英語などからの重訳の差異も、「完訳：完全な翻訳」など原理的にあり得な

いことを考えると、さほど重要なことではないのかも知れない。この『カーマ

・スートラ』の場合、とにかく一等 初に出版された（公刊か私刊かは別にし

て）のは、サンスクリット原典ではなく、英訳本であったということが重要で

ある。さらにその英訳に責任を負うべき英訳者の名前が伏せられた状態で刊行

されたというのが重要である。だが、今日その英訳は、わが国では、「バート

ン版」として知られるに至っているのだが、一般的には、Sir Richard Burton と

F.F.Arbuthnot の共訳として、さらに、翻訳の実質を作製したと言われる

Bhagavanlal IndrajitとShivaram Parashuram Bhide という二人のインド人の名前と

共に記憶されるべきものであろう。わが国では、おそらく大場正史氏の和訳に

よって、「バートン版 カーマ・スートラ」という名称が定着したと考えられ

る。先にも見た通り、大正4年以来、とにかく相当な数に上る翻訳が出回った

のであるが、この世の中に初めて出現した『カーマ・スートラ』本があのリ

チャード・バートンらによるものであると公認されたのも、そう以前のことで

はないのである。こうした事情にナーヴァスであるドニガー女史によれば、

バートンの名前を冠してその英訳が、市場に出たのは、1962年（米国では。英

国ではさらに一年遅れの1963年）になってのことであるらしい。つまり、Rau

[1962]とArcher[1963]、Muirhead-Gould[1963]のことである(43)。大場正史氏に

よる和訳「バートン版カーマ・スートラ」のお目見えは、1967年のこと、大場

[1967]がそれに当たる。1969年に亡くなられた大場正史氏の 後の大仕事と言

うべきものであろう。
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管見によれば、大隅[1915]から始まって、石山[1995]に至るまで、『カーマ

・スートラ』の和訳は十八種類に上る。同じく「バートン版」であまりにも名

高い『千夜一夜』(44)とはそもそも較ぶべきものではないだろうが、十八種類と

いうその数は決して少なくはないと言うべきである。泉芳璟氏が逝去されたの

は1947年の年の瀬、その翌年の1948年の一年間に、少なくとも五種類の和訳

『カーマ・スートラ』が出版されているのである。

Ks[1964/1982](pp.1-11;32)

dharma-artha-ka-mebhyo namah
・

//1//(Ks 1-1-1)

śa-stre prakr
・

tatva-t //2//(Ks 1-1-2)

tat-samaya-avabodhakebhyaś ca^a-ca-ryebhyah //3//(Ks 1-1-3)
・

tat-sam
・

bandha-t //4//(Ks 1-1-4)

praja-patir hi praja-h
・

 sr
・

s
・

t
・
va- ta-sa-m

・
 sthiti-nibandhanam

・
 tri-vargasya sa-dhanam adhya-ya-na-m

・

śata-sahasren
・

a^agre prova-ca //5//(Ks 1-1-5)

[............

śata-a-yur vai purus
・

o vibhajya ka-lam anyonya-anubaddham
・

parasparasya^anupagha-ta-

kam
・

tri-vargam
・

seveta //1//(Ks 1-2-1)]

EnTr①【Burton&Arbuthnot】(1883) SktText

Salutation to Dharma, Artha and Kama.

In the beginning, the Lord of Beings created men and women, and in the form of

commandments in one hundred thousand chapters laid down rules for regulating their

existence with regard to Dharma, Artha, and Kama.(p.97)(p.11)

.....

[Man, the period of whose life is one hundred years, should practice Dharma,

Artha and Kama at different times and in such a manner that they may harmonize

together and not clash in any way.](p.102)(p.13)

FrTr①【Liseux】(1885/1921) EnTr①

Salutation à Dharma, Artha et Kama

Au commencement, le Seigneur des Etres créa les hommes et les femmes, et, sous

forme de commandements en cent mille chapitres, traça les règles de leur existence

『カーマ・スートラ』は如何に受容されたか？（金沢）（66）
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par rapport à Dharma, Artha et Kama.(p.9)

.....

[L’homme, dout la période de vie est de cent années, doit pratiquer Dharma,

Artha et Kama à différentes époques, et de telle manière qu’ils puissent s’harmoniser

entre eux sans le moindre désaccord.](p.19)

FrTr②【Lamairese】(1891) EnTr①

Au commencement, le Seigneur des créatures donna aux hommes et aux femmes,

dans cent mille chapitres, les règles à suivre pour leur existence, en ce qui concerne:

Le Dharma ou devoir religieux;

L’Artha ou la richesse;

Le Kama ou l’amour.

[La durée de la vie humaine, quand elle n’est point abrégée par des accidents, est

d’un siècle.

On doit la partager entre le Dharma, l’Artha et le Kama, de telle sorte qu’ils

n’empiètent point l’un sur l’autre;](p.1)

GTr①【Schmidt】(1897) SktText

Dem Dharma, Artha und Ka-ma Verneigung!

Weil sie in dem Lehrbuche immer wiederkehren.

Verneigung auch den Lehrern, die das Wesen derselben zur Erkenntniss gebracht

haben.

Wegen der Verbindung damit.

Praja-pati nämlich trug, nachdem er die Geschöpfe erschaffen hatte, vor ihnen die

Satzungen der drei Lebens-ziele, als die Grundbedingung ihrer Erhaltung, in

hundert-tausend Kapiteln vor.(pp.4-6)

①【大隅為三】(1915.7.1) FrTr②＆EnTr①

「天地開闢の時に方りて、萬物の創造神は、人間が存在する為に要する夥しき

規則と教訓とを作つたが、就中必ず従はねばならぬことは、ダールマは即ち宗

教上の勤行、アルタは富、カーマー即ち愛情の三である。人の命は不意の災害

に依つて短縮せられざる限り、実に一世紀の長寿を保つものであるが、その生
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涯にありてダールマとアルタとカーマーとは融合して相反するものではないけ

れども、一々区別して其等を修めねばならぬ。」（65頁）

EnTr②【Iyengar】(1921) SktText

1. Salutation to Dharma, Artha and Ka-ma.

2. For they are dealt with in this science.

3-4. Salutation also to those great Acha-rya-s(Teachers) who have propounded the

principles of these three main purposes of life viz., Dharma Artha and Ka-ma;

inasmuch as the present work is based on the extensive works written by them.

5. Brahma-, the God of creation, having created mankind explained at first in

1,00,000 chapters, the means of the Trivarga-s by which alone this world of ours is

sustained.(pp.1-2)

②【泉芳璟】(1923.10.15) SktText&EnTr②

「［一］正義と財物と愛慾とに帰敬したてまつる。［二］そはこの書に於て根

本のものであるから。［三］この真理を証得せる学者たちに帰敬したてまつる。

［四］その親縁であるから。［五］創造主梵天は人類を造れる後、 初十萬章

を以てこの三勢力（正義、財物、愛慾）の意義を説いた。」（１－２頁）

④【田村吉久】(1928.12.31)『婆羅門神学』 ②

「（一）正義と財寶と性愛とに帰依し奉る。（二）といふのは此の書に於ける

根本なるが故である。（三）此の真理を証言せる学者達に帰敬し奉る。（四）

其の親縁なるが故である。（五）創造主たる梵天は、人類を造りし後、 初拾

萬章を以て、この三つの勢力（乃ち正義、財寶、性愛）の意義を説かれた。」

（５頁）

【黒貞輔】(1932.5.20)『東洋愛慾文献』 ②SktText

「正義と財物と性愛に帰敬す。そはこの書に於て根本なるが故に。この真理を

証得せる学匠たちに帰敬す。これはその親縁なるが故に。蓋し創造主梵天は人

類を造れる後、 初、十萬章を以て、その依つて立つべき人生三要項実現の法

を説けり。」（24頁）
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⑤【平野馨】(1932.7.31)『婆羅門戒律』 ②④

「（一）正義と財寶と性愛とに帰依し奉る。（二）斯く言へるは此の書に於け

る根本なるが故である。（三）此の真理を証言せる学者達に帰敬し奉る。

（四）其は親縁なるが故なり。（五）創造主たる梵天は、人類を造りし後、

初拾萬章を以て、この三つの勢力（乃ち正義、財寶、性愛）の意義を説かれ給

ふ。」（５頁）

EnTr③【Basu】(1943) SktText

Vatsyayana begins by acknowledging three great objectives of life --- dharma

(religion and morality), artha(wealth and material prosperity) and kama(pleasure),

for these are also the ultimate objectives of all the Scriptures. He pays his respects

to those great men, it being a selection from, and condensation of, their several

works.

It has been authoritatively stated that after having created animals and human

beings upon the earth, the Lord of Creation gave instructions, for their progress and

preservation, in the method of achievement of the three objectives, in one hundred

thousand chapters.(p.1)

⑥【内藤鋠策】(1948.2.1)65円（改正定価） ②

「劫初に当つて創造主梵天は人類を創り、十萬章の誠律を以て、ダルマ アル

タ カーマの三つを説き、人間生活の掟とした。」（３頁）

⑦【本間太郎】(1948.2.15)90円 ②④⑤

「正義と財寶と性愛とに帰依致します。斯く言ふのは此の書に於て根本である

からなり。此の真理を証言した学者達に帰敬致します。其れは親縁であるから

なり。創造主である梵天は、人類を造つて後、 初、拾萬章を以て、この三つ

の勢力（乃ち正義、財寶、性愛）の意義をお説きなされた。」（２頁）

⑧【小柴近夫】(1948.2.28)100円 ？EnTr①

「印度バラモンの教によれば、神この世に男女を創造し給ひしとき、彼等の生

活の規範をダルマ（善）、アルタ（富）、カマ（愛）の三に大別し、これを十

萬章から成る戒律として定め給ふたと言ふ。」（１頁）
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⑨【三好洋介】(1948.3.20)100円 FrTr①

「この世の創めに造物主は男と女とを造り給い、十萬品からなる佛戒のかたち

をもつて「ダルマ」「アルタ」及び「カアマ」にしたがい、その存在の原理を

指し示された。」（８頁）

⑩【柴田俊夫】(1948.4.25)100円 ②EnTr①

「ダルマとアルタとカーマに敬意を表そう。大初、創造の神たる梵天は男女を

創り、無数の章に分けられる命令の形で、ダルマとアルタとカーマに関する掟

を定め給うた。」（５頁）

⑪【岩本裕】(1949.2.5) 500円 SktText&GTr①

「ダルマ（法）アルタ（利）及びカーマ（愛）に礼し奉る。これらは本書に繰

返し述べられてゐるからである。また、これらの本質を闡明した諸学匠に礼し

奉る。彼等は本書と特に縁故が深いからである。プラジャーパティ（造物主）

はこの世の始めに生物を創造して、彼等のために人生の三目的に関する一萬章

の掟を彼等の生活の根本条件として宣説した。」（51頁）

②’【泉芳璟】(1949.2.10[2.5pr])160円

「［一］正義と財物と愛慾とに帰敬したてまつる。［二］そはこの書に於て根

本のものであるから。［三］この真理を証得せる学者たちに帰敬したてまつる。

［四］その親縁であるから。［五］創造主梵天は人類を造れる後、 初十萬章

を以てこの三勢力（正義、財物、愛慾）実現の方法を説いた。」（１－２頁）

⑫【村上秀人(45)】(1949.10.1) 100円 ⑪

「先ずダルマ（法）アルタ（利）及びカーマ（愛）に礼し奉る。次に、これら

の本質を明かにした学者達に礼し奉る。造物主はこの世の始めに生物を創造し、

彼等の生活の根本条件となる一萬章の法を人生の三つの目的にそつて説い

た。」（１頁）

EnTr【Upadhyaya】(1961) SktText

Sutras 1-4. Salutation to Dharma, Artha, and Kama. The three Attainments of

Life that are dealt with in this Shastra(Scientific treatise). Salutation also to those
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Masters who have made a deep study of these subjects, and to those Sages who have

disseminated their teachings. Indeed, the work of both has great bearing on our

present subject.

Sutras 5-10. In the beginning, the Lord created men and women, and having

regard for their well-being, He revealed in ten-thousand chapters, the ways of

securing the three-fold attainments of Dharma, Artha and Kama.(p.65)

⑬【小野武雄】(1961.7.15)

「《師》人の寿命はおよそ百歳。この間、人はダルマ（美徳・法）とアルタ

（富利）とカーマ（性愛）を営んで、自分自身の全存在を完全に調和させるよ

う努めねばならない。」（９頁）

⑭【大場正史】(1967.11.20)(1971.4.30)(46) EnTr①

「（序章）ダルマ、アルタ、カーマへのあいさつ

はじめに、万物の主は男と女を造りたまい、十万章から成る聖訓の形で、ダル

マ、アルタ、カーマに関連して彼らの生活を規制する掟を定められた。」（23

頁）

⑮【世界風俗研究会】(1967.12.10)(47) ②EnTr

「私は「正義」と「財物」と「性愛」とを人生の意義として尊重し、この三大

目標を究明しようと念願する。それが本書が解きあかすところの根本理念であ

る。私は、またこの真理を追究し、解明した学者に対して畏敬の念を抱く。そ

の理由は、私たちこそ、それら先学の後えいであり、同時に人間であるからで

ある。世界の創造主梵天は人類を創った。その後「正義・財物・愛欲」という

三根本力について、 初十万章をもって、その意義を説いた。」（42頁）

⑯【福田和彦】(1969.10.30)(48) EnTr【Upadhyaya】

「概論の第一章は「カーマ・スートラ」の出典について述べられている。 す

なわち、「カーマ・スートラ」は創造主が、この世に生物を創造するとき、人

間のために三つの目的に関する掟を制定した。一つはダルマ（法）であり、二

つはアルタ（利）、三つはカーマ（愛）に就いて人間の生活の基調を律し

た。」（18頁）
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⑰【青木信光】(1973.10.10)

「地上の人の人生は約百年である。この間は、ダルマ、アルタ、カーマ（正義

・財物・性愛）の研究に費やされるべきである。」（７頁）

【原実】(1989)

「・・・造物主プラジャーパティは太古、生類を創造した時、彼らが今後存続

していく基本条件はトリヴァルガの成就に在りと考えて、それを一○万章に分

かって宣述した。・・・［百歳の天寿を全うする男は、すべからく時期を配分

して（三者を）相互に絡み合わせて、また（然らざる場合、即ちその中の一つ

のみを追求する場合には）互いに他（の二者）を損なうことなく、トリヴァル

ガを追求しなければならない。］」（275頁、283－284頁）

⑱【石山淳】(1995.8.1) EnTr①

「（はじめに） ダーマ、アルタ、カーマへの挨拶

はじめに、万物の主（ブラーマ）は男と女を作り給い、ダーマ、アルタ、カー

マとの関連において生活を律するための規則を、十万の章から成る戒律の形で

定められました。」（３頁）

【拙訳】 SktText

「ダルマ(dharma)とアルタ(artha)とカーマ(ka-ma)に帰命する。［それらは、本

教学に於いて］主題として論議されるもの(prakr
・

ta)であるが故に。さらに、そ

［れらの］教義(samaya)を覚知せしむる者(avabodhaka)である教師(a-ca-rya)た

ちに［帰命する］。そ［の教師たちの、本教学に対する］関係(sam
・

bandha)の故

に。造物主プラジャーパティ(praja-pati)は、被造物(praja-)たちを創造した後に

(sr
・
s
・
t
・
va-)、［それら被造物たちの］存続(sthiti)の基盤(nibandhana)である、［先の

ダルマとアルタとカーマといった］三者(tri-varga)に対する、成就因(sa-dhana)

を、 初に(agre)、章(adhya-ya)の十万(śatasahasra)を以て、宣述した(prova-ca)

のであるから。」

こうして、サンスクリット原典と各種翻訳本の訳文(49)を較べてみると、実に

様々なことが見えてくる。まがりなりにもサンスクリット原典と向き合ってい

る翻訳は、バートン他訳、シュミット訳、アイェーンガル訳、泉芳璟訳、岩本
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裕訳である(50)。リズー訳とラメレス訳の二種の仏訳は、バートン他訳を踏まえ

たものである。数多くある和訳にしても、大きく三つの系統に分けられる。

初の大隅為三訳から大場正史訳、石山淳訳に至るまでの「バートン他訳」系統

（Ａ）、泉芳璟訳系統（Ｂ）、岩本訳系統（Ｃ）である。（Ａ）の特徴は、冒頭

の帰敬偈が省略されているか、章題に化けているかしている、サンスクリット

原典を全然意に介さない者による翻訳である。（Ｂ）の系統が、「創造主梵

天」「三勢力」をはっきりと受け継ぐ泉訳焼き直し的翻訳と言うべきか。そし

て、後で論じる、他には見られない岩本訳の大きな独走的誤り「一万章」をそ

のまま受け継ぐ村上秀人訳が、（Ｃ）系統である。

泉芳璟氏による、原典からの初の記念すべき全和訳、泉[1923a][1923b]から、

戦後の泉[1949]に至る、四半世紀の間に、泉芳璟氏の和訳『カーマ・スート

ラ』関連では以下の著作に注目すべきであろう。

②泉[1923a][1923b]『印度古典 カーマスートラ（性愛の學）』（＆別冊付録）

④田村[1928]『婆羅門神学』←泉[1923a]の梵語原文伏せ字を割愛

黒[1932]←泉[1923a]＋α

⑤平野[1932]『婆羅門戒律』←田村[1928]＆泉[1923b]

⑦本間[1948]『東洋の聖典 カーマ・スートラ』←平野[1931]

泉[1949]『カーマスートラ』＝泉[1923a]＋泉[1923b]

ここで見る泉芳璟訳の 大の問題点は、tri-vargaに対して氏が与えた「三勢

力」であろうか。思うに、泉芳璟氏は、泉[1923a][1923b]を出版して以来、自

身の訳を改訂する機会を与えられなかったようである。サンスクリット原典を

参照出来る専門家よりすれば、実質的なマイナスは生じないのだが、岩本[1949]

のように、「人生の三目的」とむしろ説明的に訳した方が、一般読者に与える

印象点はアップしたかも知れない。泉芳璟氏は泉[1931b]の中で、「三品の必

要条件―その用語は已にマヌの法典に存す―」を書いて(221－224頁)、この

tri-vargaについても十全に論じておられるからだ。

また、泉芳璟訳の特徴は、praja-patiの訳である「創造主梵天」にある。サン

スクリット原典よりの も格調高い翻訳として知られるシュミット訳は、それ

に訳語を当てることをしないで、「プラジャーパティ」とそのままに放置して

いるのと或る意味では対照的である。シュミット訳にかなり忠実な岩本訳では、

「プラジャーパティ（造物主）」である。思うに、泉芳璟訳の「プラジャーパ
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ティ＝梵天」との解釈を示すその訳語は、ヒンドゥー教の後代の重要な学説、

トリムールティ説を前提にしての補足的解釈になっていると言い得る。直接的

には、マイソールで知己を得ているインド人研究者アイェーンガルによる1921

年に出たばかりの第二番目の英訳Iyengar[1921]の影響を受けていると見なし

得るのである。

さらにそれよりも何よりも、人は一度自らの作物を書物の形で世に問うたな

らば、むやみにそれを改訂することは適わないということなのだろう。これは

岩本訳にも言えることである。泉芳璟訳などの先行諸訳に対して、自ら「完

訳」をうたい文句にして出版された岩本[1949]であるが、先に引いた冒頭の箇

所に、ある意味では致命的な誤訳があるのである。 śata-sahasren
・

aを岩本氏は

「一萬」と訳しておられるのだ。やはり「十万」とすべきであろう。この箇所

を「一萬」としているのは、岩本訳と、岩本訳のリライトと言うべき村上[1949]

だけである(51)。これはまことに残念な瑕疵である。岩本氏はその後いくらでも

それを訂正する時間を持ったに相違ないが、没後、復刻されて岩本[1998]と

なったものにも、それはそのまま受け継がれてしまった。

また、この冒頭部に対する諸訳で見られる際だった解釈の相違は、サンスク

リット原典の中にさりげなく置かれた「 初に」agreという副詞句の解釈であ

ろう。「造物主プラジャーパティが、被造物を創造し、教学を宣述した。」と

いう文章の中に用いられた副詞句である。「元始に神天地を創造たまへり 地

は定形なく曠空くして黒暗淵の面にあり神の霊水の面を覆ひたりき・・・」

（『旧約聖書』創世記）に馴染んだ者なら、どうしても“In the beginning,”と

始めてしまいたくなる。 初に世に出た『バートン版 カーマ・スートラ』も、

まさしくそのように解釈してそのように翻訳されているのである。だが、サン

スクリット原典を読む者には、そうは簡単に処理出来ないものがある。原則は、

「副詞句が出てきたら、先ずは近くの動詞的要素を探せ！」である。その原則

によれば、この「 初に」は、断然「宣述した」にかかって、「創造し」には

かからない筈である。だが、造物主が「創造し」たのも、「宣述した」のも、

一連の動作であって、時間的にはほとんど同時と言ってよい、との理屈が用意

されている。その時には、「 初に」というありふれた言葉ではまずい、「元

始」とか「大初」とか「太古」が似つかわしい。われわれが、ある意味ではど

のようにも解釈し得る、難解極まりない『カーマ・スートラ』の解読に際して

頼りにすべきは、先行する諸訳、なかんずく、数ある諸訳のうちの「 古の翻
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訳」とも言うべき註釈書『ジャヤマンガラー』である。正直言って『カーマ・

スートラ』のサンスクリット原典に常に付随しているかのヤショーダラの

『ジャヤマンガラー』がなかったら、にっちもさっちも行かないのである。こ

の場合はどうかというと、“agre prova-ca^iti     tada-ni-m
・

 śa-stra-antara-abha-va-d idam

eva^agryam iti /....”（p.12,ll.10－11)「《 初に、宣述した》というのは、「当時、

別の教学は存在していないから、他ならぬこの［教学］が、 初のものである。

と」とあるのである。この『ジャヤマンガラー』註を踏まえてのシュミット訳

であり、アイェーンガル訳であり、泉訳であった。シュミット訳のvor ihnenは、

微妙な表現であり、誤解を招いたかも知れない。岩本訳は「この世のはじめ

に」を用いて、サンスクリット原典から一歩離れて超シュミット訳の如き晦渋

な訳文にしたてている。原訳もシュミットの訳語を踏まえつつ「太古」を用い

て無難にまとめている。「ヤショーダラの解釈も一解釈に過ぎない」というこ

とであろうか？ いずれにしても『カーマ・スートラ』の解読は「総論」に

限っただけでも、相当にやっかいなのである。文献学は翻訳に始まって翻訳に

終わる、しかもその終わりはないのである。以下には、個々の各和訳書をあれ

これ見てみたい。

発行日の日付の上からは、戦後 も早い出版と考えられる内藤[1948]は、

もっともらしい「序」文を持ち、装丁もそれなりに整えられたものであったが、

第六部の途中で終わっている(第七部も欠如した、)不完全極まりない書物で

あった（にも拘わらず、二週間後には何と再版されている）。それに続いて出

版されたのが、「昭和二十二年十月」の日付のある「はしがき」を持ち、美し

い絵の描かれた表紙カヴァーのある本間[1948]である。背に「カーマスート

ラ」、裏に「聖典研究会」「￥90.00」が刷り込まれているが、手元のものには

幸い帯が残存しているので、そこに印刷された惹句を以下に引く。

「性教育の権威書／愈々発売さる！！／西洋の医学性典／完全なる結婚／

に対する決定版／東洋の宗教性典／カーマスートラ／を敢て世に贈る／男女

必読の書！！」

「はしがき」中の以下の文章が、さらに出版の事情を端的に語ってくれるよ

うに思う。

「我が国に於ても既に数次の翻訳刊行の企画せられしことがありましたが、

検閲制度の及ぼせる悪影響によつて今日に至るまで公刊せられなかつたので

あります。然るに近時に至つて「完全なる結婚」の公刊せらるるに及びまし
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て、結婚せんとする男子女子に贈らるる性教典として、また夫婦和合の秘術

書として多くの識者より歓迎を受けつつあるに鑑みまして、此の度本会に於

て現下出版界に存する幾多困難なる条件を克服して此処に婆羅門戒律を「東

洋の性典カーマスートラ」と題して刊行するに至つた所以であります。蓋し

本書はその難解なる原書を至極平易なる現代文を以てその内容を詳に紹述せ

んとするものでありますれば、必ずや百萬読者の協賛を期待し得るであらう

と確信してをります。 読者諸氏の幸福を祈つてをります。」（１－２頁）

ここで、「婆羅門戒律」というのは、平野[1932]を踏まえてのことである。

そして、この平野[1932]こそ、不完全な体裁を以てしか陽の目を見れなかった、

サンスクリット原典からの初めての和訳、泉[1923a][1923b]のあるべき筈の姿

を宿した改訂版と言うべきものであった。したがって、この本間[1948]は、泉

[1923a][1923b]の、さらなる改訂版と言うべきものとなった。ここにも明確に

伺える、戦後の『カーマ・スートラ』出版事情は、初の文庫版『完全なる結婚』

たる安田[1982]の「訳者あとがき」の以下の文章からも明確に見て取れる(52)。

「・・・以後第二次世界大戦後まで邦訳の刊行は許されなかった。日本が

第二次世界大戦に敗北してしばらくしてから、当時東大病院にいた柴豪雄は

「もういいだろう」（もう発禁になるおそれはないだろう）と考え、この本

を翻訳し始めた。昭和二一年五月大洋社が柴訳の予約募集の広告を出したと

ころ、申込みの手紙は毎日一○○通を越え、予約者は一日も早い出版を希望

したという。

柴訳は昭和二一年一○月一一日大洋社から出版されたが、その半月後神谷

茂数、原一平の訳がふもと社から出版された。後者は柴訳よりも安かったた

め(53)、昭和二二年度のベストセラーの第三位になった。このように本書が売

れたのは、当時の日本人が性の知識に飢えていたせいもあるが、本書が国禁

の性の本として神秘的な響きをもっていたせいもあった。」（399－400頁）

このベストセラーで味をしめたか、原一平氏は、『アナンガ・ランガ』の翻

訳出版も同時期に企てた。医学博士 神谷茂数・原一平共訳『ヴァン・デ・

ヴェルデ 完全なる結婚―生理とその技巧―』（ふもと社：東京）に対して、

今度は、医学博士 黒木孝・原一平共訳『全訳アナンガランガ 完全なる愛情―

愛壇―』（華頂書房：東京）である。表紙のイラストはどちらも薔薇の花二輪

である。「序」の「本文中梵語の固有名詞や、不翻語の発音法は、すべて、英

訳の発音符号そのまゝにしました・・・」（１頁）に絡めては、一言コメント
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しておくべきかも知れない。「不翻語」とは、「不翻訳語」「翻訳不能語」の略

だろうが、外国語文献の翻訳文の中には、固有名詞を初めとして、ごく頻繁に

現れるものである。その不翻語の表記法は、読者が翻訳者のレヴェルを推し量

る一つの目安になるものである。yogaやvedaを「ヨガ」「ヴェダ」と表記して

いる翻訳者は、おそらくサンスクリット語の知識の乏しい者と考えるようであ

る。この黒木・原[1948]の場合、その文言で、自らサンスクリット語などには

不通であることを断っているのである。これは、翻訳者としては不本意な不利

益なことであろうから、多くの場合、触れないで済ましたいところである。不

翻語に関しては、既に専門家による「お手本」がある場合は、それに倣ってお

くのが無難である。だが、先に見た例えば梅原北明氏の場合など、不翻語のカ

タカナ表記に関してはかなりうまく遣りおおせても、今度は「サンスクリット

語による専門用語」のセグメンテーションで馬脚を露してしまっている。氏は、

インド三大性典の一つ『ラティ・ラハスヤ』を終始「ラテイラ・ハスヤ」と表

記しているのである(54)。これは、『スッタ・ニパータ』を『スッタニ・パー

タ』と表記するようなもので、専門家が も嫌がる点である。ここで言ってお

くべきことはこうである。『カーマ・スートラ』等のインド性愛学（カーマ・

シャーストラ：シャーストラもシャストラと表記されることが断然多い！）文

献のわが国への紹介に携わった多くの人間たちが、多くサンスクリット語とは

縁のない、インド学のアマチュアであったということである。性愛学研究の

高の手引き書であると同時に今日未だ 高の達成であると考えられている

Schmidt[1902]を私蔵し、適宜参照しているインド学のアマチュアたちが、わ

が国へのこの『カーマ・スートラ』等のインド性愛学の紹介をリードしていた

のであった。サンスクリットに不通であっても、英語ないし仏語ないし独語に

通じていたならば、その重訳が常に的外れというわけでもないのである(55)。そ

うしたインド学のアマチュアたちは、かなりの数にのぼると考えられるわが国

の読者たちに対して、十分にその啓蒙者の役割を果たしたと考えられるのであ

る。そうしたサンスクリット、インド学のアマチュアたちの中で、孤軍奮闘し

た専門家が、いわば、泉芳璟氏であった。泉芳璟氏は、一時期、そうしたアン

ダーグランドに跋扈するインド性愛学のプロモーターたちにとっての唯一人の

教祖と言うべき存在であった(56)。

三好[1948]の冒頭に置かれた「解説」に興味深い記述が見られるので紹介し

よう。
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「有名な割には原本の入手が困難なところから、これを実際に読んだ人は

極めて尠いであろう。読まないでも「カアマ ストラ」は淫書淫本であると

ゆうふうに思ひこんでいる。これは従来秘密出版のかたちで一小部分が抄訳

され、僅々数十部が会員組織で頒布されたりしたこと、したがつて「カアマ

ストラ」の全貌が紹介されることなく、その一側面のみが猟奇的な趣味によ

つて誇張されたことにもよつている。・・・＜略＞・・・だが日本も無謀な

戦争に惨敗を喫したことから、国内を覆つていた暗黒な支配体制は打破され、

新鮮な光がさし込み、真の人間性の擁護が叫ばれ、その確立が日毎に進めら

れている今日、ひたすら秘められなければならなかつたが故に「淫書」の刻

印を打たれる悲運を啣つていた本書も、いまや、その全貌をあきらかにして

真価を世に問う機会を得ることとなつた。」（１－２頁）

この三好氏による「あとがき」の日付は「一九四七年十月上旬」である。ま

た、「一九四九年五月五日」の日付のある村上秀人[1949]の「はしがき」に注

目したい。

「政治が、科学が、広く云えば文化の総てが一般民衆の手に帰らなければ

ならない。一部の特権階級に占有されてあつてはならない。その為には先ず

文字と言葉が民衆のものにならなければならない。こうした著者の信念が、

宗教家やインド哲学者達の書斎、研究室の中で学問の対象として取り扱われ、

また、特殊な人々だけに読まれていたこの本を広く一般大衆に開放すること

を企てさしたのである。従つて訳語なども力めて一般大衆に判り易いものを

使つたし、文脈も原書にならつては通りが悪いと思う処は構ず意訳した。恐

らく、判り易いという点では、他の類書に較べて光るものがあると信ずる。

その意味では諸先生から学問的でないと叱られるかも知れないがそれは編者

の意としないところである。」（はしがき１－２頁）

「昭和二十三年三月」の日付のある柴田[1948]の「序文」の以下の一節に注

目したい。

「我国に於ける本書の訳述は大正年代に、泉氏、大隅氏其の他に依つて紹

介され、殊に泉氏の業作は梵語から直接に翻訳された評判の書であつたが、

当時の状態に於ては勿論流布する事を禁ぜられたので、現在は恐らく特殊の

愛好者の手許に保存せらるるものも極く稀であらう。」（８頁）

この『カーマ・スートラ』に続いて、柴田俊夫氏は、『アナンガ・ランガ』

の翻訳も刊行した。装丁はほぼ同じく、一ヶ月遅れの「昭和二十三年四月」の
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日付のある「序文」の中には、今度はこのようにあるのである。

「本書の邦訳は竹内、泉氏外数氏のものがあり(57)、ラテイラハスヤ、ジャ

ルダン・パルヒューメの邦訳と共に何れも当時の状態に於ては公刊存続を許

されず、カーマ・スートラの印度学会、印度文学研究会から出版されたもの

も公刊存続を許されなかつた。」（12－13頁）

『バートン版 カーマ・スートラ』と言えば大場正史！と言うくらい、

「バートン版」の普及に大場正史氏の果たした役割は大きいものがある。氏は、

おそらくや邦訳『バートン版 カーマ・スートラ』の生みの親であろう(58)。だ

が、一口に「バートン版 カーマ・スートラ」と言っても、色々あるのであっ

て、その者がどのテキストに依拠したかによって、議論が分かれるのである。

我が国に於ける「バートン版」を 初に宣揚したのは、大場[1967]である。大

場正史氏は、その「訳者のあとがき」の中で、「この拙訳はバートン＝アーバ

スノット訳にもとづいて、随時右記の新訳も参照して成ったものである｡」(236

頁)と言われるだけだが、「バートン＝アーバスノット訳」として、「二、三年

前」に入手したArcher[1963]とMuirhead-Gould[1963]の二冊を紹介しているの

で、訳の底本（大場氏流に言うなら台本）は、その二冊（特にMuirhead-Gould

[1963]と筆者は想像する(59)）であると考えられる。

『バートン版 カーマ・スートラ』とは何であろう？ 英訳者であるバート

ン等によってサンスクリット原典より英語に翻訳された『カーマ・スートラ』

が、ロンドンとベナレスにある「カーマ・シャーストラ・ソサイエティ」より、

1883年に出版された。その書物のことを、大場正史氏は「バートン版 カーマ

・スートラ」と呼んでいるのである。したがって、大場氏によるその和訳、大

場[1967][1971/1997]には、「バートン版 カーマ・スートラ」に含まれていた

すべてが和訳されて収録されているのである。つまり、英訳「カーマ・スート

ラ」本文の和訳の他に、英訳者であるバートン等が付した「まえがき」や「序

文」、「後書き」から「訳注」すべての和訳が収録されているのである。巻末

にはむろん和訳者である大場正史氏による思い入れたっぷりの「訳者あとが

き」も収録されている。だが、石山淳氏によって今から十年前に『バートン版

カーマ・スートラ』と歌って和訳公刊された石山[1995]は、英訳「カーマ・

スートラ」本文の和訳と「訳注」の和訳と和訳者である石山淳氏による簡単な

「訳者あとがき」と四十頁たらずの「付録 体位のいろいろ」から成っている

のである。この点を読者はしっかり了解しておくべきであろう。
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福田[1969]は「あとがきに代えて」の中で、次のように記しているが、その

言わんとしていることは、ほとんど意味不明である。これは先に見た、岩本氏

自身による「自序」をそのまま肯ったというだけのことであろう(60)。

「なお、わが国の「カーマ・スートラ」は、岩本裕氏の訳著になる「完訳

カーマ・スートラ」（昭和二十四年 杜陵書院刊）が唯一の権威あるもので

あり、他は抄訳本で、文献上、資料上、学術上、ほとんど意味をなさぬもの

である。稿者は、岩本氏の研究に援けられ、その菲才をかえりみず、「カー

マ・スートラ」を訳し、編述した。」（198頁）

『カーマ・スートラ』の翻訳研究に関して、泉芳璟訳を黙殺するような姿勢

が顕著である。「黙殺」というのは妥当ではない。参照しようにも自由に参照

出来るような形では、出版されなかった、というのが実情であろう。だが、そ

うした中で、Winternitz[1922]の和訳書としてある中野[1973]の以下の記述は

珍重すべきものである。

「何といっても日本におけるカーマ・スートラ類の研究翻訳の鼻祖は、当

時仏教界の大文学者であり、多くの著作のある泉芳璟氏であった。本文（46

版）332頁 大正12年10月の刊行であった。その外に》カーマ・スートラ追加

《（以印刷代謄写）42頁がある。戦後一・二店頭に抄訳が出たが学術的では

なかったように覚えている。今日、 も参考になるのは、岩本 裕訳：カー

マ・スートラ、東京 昭和24で、すべてで270頁ある。・・・翻訳はきわめて

正確明快である。インド学、特にインドの文學を学び読む者には必読のもの

とされる。」（393頁）

岩本訳は、中野義照氏によって「翻訳はきわめて正確明快である」と評され

ている。また、 新のインド学仏教学研究ガイドブックたる伊吹[2005]では執

筆者の沼田一郎氏は、「比較的近年に出版された邦文のものを中心とした」と

断った上で、岩本[1998]を挙げ、「他にも和訳はあるが、原典からの正確な翻

訳という点ですぐれている」（62頁）と評しておられる。この類の評価は頻繁

に見かけるし、参照文献としてリストアップされるのは、常に岩本裕訳『完訳

カーマ・スートラ』のみである。筆者が本稿で話題にした泉芳璟訳を収録した

泉[1991]も現在れっきとした現役図書であるのだが、流通の問題もあってか、

なかなか人の目に触れないのかも知れない。目に触れなければ、存在しないも

同然である。あるいは、岩本訳があれば、それでもはや十分だということかも

知れない。そうした中で、戦後今日に至るまで岩本裕氏と並んで「印度性愛
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学」の一権威と見なされてきた田中於菟彌氏が、田中[1991](61)中の「翻訳あれ

これ(62)」という文章を以下のように始めておられるのに注目すべきであろう。

「近頃はわが国でも、ずいぶんいかがわしい出版物が横行していて、かく

いう筆者も先頃、臆面もなくサンスクリットのポルノ的作品を翻訳出版して、

悪名を高めた。愛経文献として有名な『カーマ・スートラ』なども、現在は

かなり多くの和訳が出廻っているが、ひと昔前までは公然と出版できず、泉

芳璟氏の原典からの和訳（大正一二年）も発売禁止の憂目をみたのである。

この訳本は印度学会から発行され『婆羅門神学』と題し、第二篇の「性交

篇」は別刷として、一部の予約者のみに頒布されたが、頒布禁止となったた

め、一般には発売されなかった（この訳は、発売が自由になった先頃、『イ

ンド古代性典集』（原三正編、人間の科学社）に収められた）。日本では、

このように官憲の定める規定によって制限されたのだが、西欧諸国の場合は、

訳者が自発的に公表を遠慮した場合が多い。有名なシュミットの『カーマ・

スートラ』のドイツ語訳も、同じ箇所はラテン語で訳されている。」（138－

139頁）

田中於菟彌氏によって、泉芳璟訳『カーマ・スートラ』が言及されているの

であり、その上何と原三正氏によるその復刻までもが紹介されているのである。

だが、哀しいかな、ここにも少なからぬ誤記がある、記念すべき泉[1923a]と

その別冊付録である泉[1923b]についてまで言及しながら、いわば「嘘だら

け」である。岩本[1949][1998]の「序」と同じ誤りが見られるのである。まず

その書名である。泉[1923a]は、先に見た通り、「婆羅門神学」などとは題され

ていないのである。また、「婆羅門神学」とは、わが国における 初の『カー

マ・スートラ』たる大隅[1915]の書名の内に現れる文言であり、サンスクリッ

ト原典よりの初の全和訳たる泉[1923a][1923b]を焼き直したような田村[1928]

が持つ書名である。また、田中於菟彌氏の「第二篇の「性交篇」は別刷とし

て」というのも間違いである。泉[1923a]には、「第二篇」（実際は「第二品」

と表記）を中心とした、あぶない箇所は、田中氏が紹介されるシュミットの策

と類似の、ラテン語ならぬサンスクリット語による「伏せ字」処理がなされて

いるのである。そのサンスクリット原文からなる「伏せ字」部分に相当する和

訳が、別冊、泉[1923b]として別に配布されたのであった。察するに、田中氏

も岩本氏と同様、泉[1923a][1923b]は手にしていないのだろう。原三正氏に

よって、人間の科学社より見事に復刻された原三正[1979]（だろうと想像す
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る）は、手にしておられるのかも知れないが、やはりしっかりとは読んではい

ないのである。そこに収録されたその和訳出版にまつわる様々な文章を正しく

読みさえすれば、上記の如き誤解は生じないのである。わが国にあっては、一

事が万事こういう事情なのである。様々な情報は行き交っている、にも拘わら

ず、その情報を誠意をもって受け止めようとはしないのである。また、性愛学

にかかわる様々なテキストや翻訳の類が飛び交っていたとしても、誰もまじめ

に読もうとしないのであろう。その上で、名前と無責任な評判の受け売りが横

行しているというのが実情である。あることが知れても手に出来ないものは仕

方ない、だが手にしながらも読もうとしない、手にしながらもそこにある書物

を読もうとしないで、どこにもない書物についてふしだらな空想を膨らませて

いるというのが現状かも知れない。

『カーマ・スートラ』をめぐる人々

さて、筆者に許された時間もスペースもとうに尽きたような案配である。こ

れまで『カーマ・スートラ』などのインド性愛学に関わる書物とそれに群がっ

た人々の跡を夢中になって追いかけてきたのだが、筆者を驚かせた何人かの人

物については、もう少しだけ語ってみたいような気がする。今もなお誰からも

高く評価されている岩本裕氏については、筆者の言葉など不要であろう。筆者

が生まれるよりも以前にこの世を去った泉芳璟氏については既に多くを語って

しまった。筆者の思いは、田中氏の先の文章にも登場した、泉芳璟訳などのわ

が国に於けるインド性愛学受容史の上の古典的翻訳を、見事に復刻するという

労をとってくださった原三正氏に向けられる。倉敷在住の医学博士でもあられ

たという原三正氏も今は鬼籍に入られた由。氏ご自身も数多くの書物を著した

と言われるが、筆者の手元には、『性神風景』がただ一冊あるばかりである。

日本古医学資料センター[1975]は全三十巻から構成されているが、そのうちの

インド関連の二巻の編集に氏が払われた努力には本当に頭が下がる。『カーマ

・スートラ ラティマンジャリー』『ラティラハスヤ アナンガランガ』（講

談社）という二巻のうちの前者の巻末に付された氏による「解説」のみごとさ

は特筆に値する。その復刻にあたり、原著作の一字一句を蔑ろにしない客観的

な姿勢はみごとである。その二巻を、出版社を人間の科学社に変えて、1979年

に『復刻・インド古代性典集』、原三正[1979]として出版し、1986年に版を重

ねた後、1991年には、廉価普及版、原三正[1991]として出版したのである。講
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談社で制作出版した分売不可の日本古医学資料[1975]から、インド部門の洋装

本二巻だけを切り離して、人間の科学社から、新たに出版するに当たっては、

日本古医学資料センターの理事長でその豪華本を刊行した「太田典礼氏の口利

きがあった」とも耳にした。だが今は、その太田典礼氏もなく、直接の原三正

氏もなく、ただ、普及版となった原三正[1991]だけが残されている。新本とし

ての入手が容易であるにもかかわらず、今ではやはり知る人ぞ知るの書物と

なっているようである。筆者の手元には、原三正氏によって復刻された三様の

「インド性典集」がある。わが国の『カーマ・スートラ』などのインド性愛文

献受容に果たした原三正氏の役割（マイナーな稀覯書を普及して下さった！）

は忘れるべきではないと思う。

ついで忘れられない人物は、数少ないサンスクリット原典の読み手であられ

る阿能仁氏である。氏は、インド性愛学文献の一つ『ラティ・マンジャリー』

の翻訳者である。『ラティ・マンジャリー』は六十四詩節からなる小品である

が、氏は、まずは、阿能[1966]によって、英訳からの重訳者(63)として登場し、

次いでサンスクリット原典と直に格闘し、充実した訳注研究を付した上で改め

て『ラティ・マンジャリー』の原典よりの和訳、阿能[1971]を発表された。そ

してその翻訳部分は、上記原三正[1979][1991]などに収録されている。

筆者が、この阿能仁氏を高く評価したく思うのは、『ラティ・マンジャ

リー』本文和訳の合間に、以下のような真の読み手たる痕跡を見出したからで

ある。

「なおここで余談ながら、この 後に引用した『カーマスートラ』Ⅱ－8

の第29頌の中の部分purus
・

asya punar a-vartanam /の解釈については、本邦の権

威ある『カーマスートラ』の翻訳書であり、筆者もつねに参照し教示を得て

いる次の２書が、まったく反対の訳文になっていることを、特に摘記して注

意をしておくとともに、若干付言しておくことといたします―。

［泉芳璟教授の訳書における解釈］

男は女の上に乗り女は下に横たわりて交接動作をなす。（印度学会訳編

『カーマスートラ』・別刷「カーマスートラ追加」p.29）

［岩本博士の邦訳書における解釈]

女は再び男に馬乗りになるべきである。（岩本裕訳『完訳 カーマ・スー

トラ』p.103）

これについては前者の方が正しいと筆者は考えます。しばしば“『カーマ
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・スートラ』を祖述している”ということがいわれる『ラティラハスャ』

（コーッコーカ作）においても、プルシャーイタ（擬男性交）についての一

通りの叙述(64)の後で

婦女の疲労を知らば、彼女を下になし、云々と述べられています。（第10章

第51頌より）

なお、前者と同じ解釈を採っている主な翻訳書としては、バートン卿の英訳

（1883）、シュミット博士の独訳（1897―ただし当該部分はラテン訳になっ

ている）のほか、インド人による英訳では、バース（Dr.B.N.Basu,1942.

Calcutta）、サーガル（Dr.N.K.Sagar, bef.1960.New Delhi）、ウパーデャー

ヤ（Dr.S.C.Upadhyaya,1961.Bombay）などのものがあります。

しかし、後者と同じ解釈を採っている訳書は、外国には見当たらず、本邦

にせいぜい

村上秀人「編」『性愛経』（昭24.10.萩書房）

福田和彦「著」『カーマ・スートラ』（昭44.）

の２書を見るだけですが、・・・」（阿能[1971]⑩47頁）

この阿能仁氏の記述からも推し量れるであろう。『カーマ・スートラ』とは

なかなかに骨の折れるテキストであり、解釈の対象の確定から始まって、その

解釈のいずれが妥当かも、なかなか一筋縄では行かないのである。そんな

『カーマ・スートラ』の翻訳に対して、絶対的であるような翻訳書などあるわ

けはないのである。一般的にさらりと「翻訳はきわめて正確明快である」とか

「原典からの正確な翻訳という点ですぐれている」とか「原典からの完全な翻

訳」とか言える性質のものではないと愚考する。読み手は常に虚心に読む対象

を検討し、先行する諸訳を冷静に検分した上で、自らの解釈を模索する他ない

筈であろう。この阿能仁氏は、その「あとがき」で「とはいっても、筆者は梵

文学やインド学を専門とするものではなく、全く趣味的な独学自習で、まだサ

ンスクリットなど縦横にこなせるような学力の持ち合わせはありません。元来

この種の梵文文献を訳詠し、しかも注釈解説を行なうというようなことは、そ

の道の学殖豊かな学者先生によってなされるべき性質のもので、筆者ごとき

ディレッタントの能くするところではないでしょう。」（⑪35頁）と言い、そ

の 後に「執筆のチャンスをお世話くださった原三正先生」などに感謝を述べ

ているのである。そう、阿能[1966]を目にして感心した原三正氏が、阿能[1971]

の仕掛け人となったのであろう、というのが筆者の想像である。匿名性を体現
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したような名前の持ち主である阿能仁氏を捜したが、現段階では見つかってい

ない。また、原三正[1979]などの「解説」から知れるところであるが、阿能仁

氏は「のち私家版として修正し五百部を頒布した」（302頁）が、筆者は、原

三正氏の序文付きのその私家版『ラティマンジャリー』に遭遇していない。筆

者には依然として未知なる幻の書物であるが、その書物は確実に存在している

もののようである。

さて、もう一人、筆者にとってはとても気になる人物がいる。手元にある

「キターブ・アル・バー」などの金色のアラビア文字だけが微かに踊る一冊の

黒い書物、黒[1932]の著者たる黒貞輔氏である。Webcat検索の結果得られた

読みによって、取りあえず「クロ・テイスケ」と読んでおく。この、黒貞輔著

『東洋愛慾文献』は、その奥付よりするならば、昭和７年５月20日発行の風俗

資料刊行会より刊行者竹内道之助によって刊行された「非売品」「四六判」

「百一頁」のごくシンプルな本である(65)。中表紙＝扉には、「東洋愛慾文献

黒貞輔著」の下に“This is no baby’s book”Sir R.F.Burtonというしゃれたエピ

グラフが刷り込まれている。

国会図書館ではマイクロフィッシュで閲覧可能だが、その表紙には「この著

作物は、著作権者不明のため、著作権法第67条の規定に基づき、平成12年３月

２日付けで文化庁長官の裁定を受け使用するものです。」との文言が加えられ

ている。その文意は筆者には不明だが、どうやら、この著者の黒貞輔氏は、た

だこの書の著者としてしか記録がないようである。その「序」文を見てみたい。

「東洋の愛の經典に就ては、之までに二三の人々によつて部分的な紹介が

あつたが、之等を一括した解題は嘗て行はれなかつたと記憶する。この「東

洋愛慾文献」は之等の及び未だ紹介されざる諸書を鳥瞰図的に統一解題した

るものとして、相当価値あるものと自分では思つて居る。

出来得るならば、その内容にも亘る組織的研究を試るべきであつたのであ

るが、之は第二の課題とし、茲ではその研究の第一部とも云ふべき解題に止

めた。その余の研究は機會を見て、この東洋愛慾文献の続篇としたいと思

ふ。」（３－４頁）

『東洋愛慾文献』の目次は「第一 東洋の愛慾文献に就て」「第二 印度愛

經類書（カーマシャーストラ）」「第三 亜刺比亜（キターブ・アル・バー）」

「第四 波斯」「第五 土耳古（エル・キターブ）」「第六 支那（房中術

書）」となっている。今の場合興味深いのは、分量的にも も長い「第二 印
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度愛經類書」の部分であるが、筆者の関心を引いたのは、この著者黒貞輔氏が、

明らかにサンスクリット語に通じているらしい点である。本稿でこれまで筆者

が取り上げてきたインド性愛学のプロモーターや愛經類書の翻訳出版の当事者

たちのうち、サンスクリット語を扱える人物はかなり限られていたのである。

泉芳璟氏、岩本裕氏を除くと、先に言及した阿能仁氏、そして、この黒貞輔氏

というわけである。前節では黒貞輔氏による『カーマ・スートラ』冒頭部の独

自の訳文も掲げておいた。その訳は独自であるようでもあり、泉訳の焼き直し

とでも言い得るようなものであった。それよりも何よりも、その書きぶりは泉

[1928e]たる『印度愛経文献考』のそれとかなり重なりあうような面も顕著な

のである。その一方で、サンスクリット語の書名や固有名詞などの取り扱いは、

単なる猿真似を越えた自在さを感じさせるものがある。筆者は黒貞輔氏は泉芳

璟氏の筆名かも知れない、と言おうとしているのではない。そうではなくて、

黒貞輔氏と泉芳璟氏はなにか関係がありそうだ、と言いたいだけなのである。

本書巻頭部に、『アナンガ・ランガ』のサンスクリット原典の扉写真が掲載さ

れている。しかも発行者は竹内道之助氏、泉芳璟氏の「序」を付して豪華に刊

行された『バートン版 アナンガ・ランガ』の和訳『愛人秘戯』、竹内[1928]

のあの竹内道之助氏である。「予は梵文原典の出版本をラホールへ注文中で未

だ手に入れない」と言われる泉芳璟氏は「序」でさらに以下のように言われた。

「予がこの邦訳を見た時は既に印刷後であつて、訂正するにも力及ばなか

つた。訳者が梵語に通ぜざるの故を以てこれを責むるは寧ろ酷に過ぐる。重

版の際にこれを訂正し得ば幸であることを附言して置く。」（３－４頁）

一方竹内氏は、竹内[1928]の、「昭和三年十月」の日付を持つその「訳者

序」の中で、「なほ、固有名詞並びに不翻語の移植に際しては、略々英訳者の

発音符号をそのまゝに踏襲したが、術語その他の訳語は、泉氏の承諾を得て、

出来るだけ同氏訳の『カーマ・スートラ』殊に『ラティラハスヤ』に従つ

た。」と断った上で、以下のように結んでいるのである。

「 後に、当時殆ど路傍の人間に等しい訳者の願ひを快諾されて、懇督な

る序文を賜つた泉氏に対しては、訳語その他に就いて、丁重な御指図を頂い

たことゝ共に、感謝の言葉もない次第である。」（２－３頁）

これよりする限り、1884年生まれの泉芳璟氏と1902年生まれの竹内道之助氏

の間に、なにがしかの信頼関係が成立したと考え得るのであるが、泉芳璟氏は、

続いて出版された件の泉[1928e]の「アナンガランガ」の箇所では、以下のよ
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うに言われたのである。

「 近邦訳が竹内道之助氏によつて英訳から作られた。これはもう読書界

に渡つたことゝ思ふ。予は梵語原典を未だ手にしないから、翻訳には着手し

ないが、・・・」（30頁）

昭和３年（1928年）の時点で『アナンガ・ランガ』の原典を入手出来ずに和

訳に着手できなかった泉芳璟氏であるが、竹内氏の発行になる黒[1932]の巻頭

に『アナンガ・ランガ』サンスクリット原典の扉写真が使われているのである。

その原典が泉芳璟氏より将来したと推定するのが妥当であろう。ただしその場

合の『アナンガ・ランガ』原典は、明らかに1927年にラホールで出版された

Schmidt[1927]でない点が気にかかるところである(66)。いずれにしても、この

黒貞輔という人物がサンスクリット語を操作することにかなり巧みであること

と、黒氏が泉芳璟氏とも関わりの深い竹内氏の近くの人物であることを確認し

ておく他はないようである。それにしても、泉芳璟氏は、いわゆる「三大性

典」のうちの『カーマ・スートラ』と『ラティ・ラハスヤ』の二つまでは和訳

を刊行したにも拘わらず、何故に 後の『アナンガ・ランガ』を刊行しなかっ

たのだろうか？ 和訳には実際着手はされたのであろうか？ きわめて興味深

い問題であるが、泉[1928d][1929]の存在が、それらの謎を解き明かしてくれ

るものと思われる。そして、泉[1928d]もその意味では重要なものである。泉

芳璟氏が、発表したインド性愛学関連の論攷の数々のうち、おそらく 後尾に

位置するのは、以下の４点である。

[1928c]：「序」『愛人秘戯』(9.18)

[1928d]：「印度愛經研究講座（一）」『變態黄表紙』創刊号(12.25) 發藻堂書院：東京

[1928e]：著『印度愛経文献考』文献資料研究会：東京(10.28)

[1929]：「アナンガランガの梵文原典を解説す」『奇書』第二巻第二号(2.28)

この順番は書物・掲載雑誌の発行日に基づくものであるが、単行本に関して

は、泉芳璟氏が実際に書いた時日をその「序」に記された年月日を目安に読み

かえると、以下の順番になる。

[1928c]：「序」『愛人秘戯』(9.18)

[1928e]：著『印度愛経文献考』文献資料研究会：東京(10.28)

[1928d]：「印度愛經研究講座（一）」『變態黄表紙』創刊号(12.25) 發藻堂書院：東京

[1929]：「アナンガランガの梵文原典を解説す」『奇書』第二巻第二号(2.28)
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やはり泉芳璟氏にとって、インド三大性典のうちの 後の『アナンガ・ラン

ガ』の原典よりの和訳出版が気になっていたようである。泉[1928c]、竹内氏

の英訳からの重訳出版の「序」の中にも、サンスクリット原典を持たないが故

の無念さのようなものが滲み出ている。また、インド性愛文献に関して網羅的

に論じる泉[1928e]にも、「予は注文してあるけれども未だ入手しない」（29

頁）、「予は梵語原典を未だ手にしないから、翻訳には着手しないが、」（30

頁）と再三出てくる。それが、泉[1928d]では、酒井[1927a]に於ける仏訳から

の重訳部分訳たる『アナンガ・ランガ』を自らのサンスクリット原典よりの和

訳と対比して、重訳の問題点を論じているのである(67)。また、続いて発表され

た泉[1929]では、自らが「序」文も書いた竹内[1928]の英語からの重訳訳文と

自身のサンスクリット原典よりの和訳と対比的に、その竹内重訳の問題点をか

なり具体的に論じている。しかもである、その泉[1929]を、泉芳璟氏は、1929

年１月４日に、待望の『アナンガ・ランガ』のサンスクリット原本が「北イン

ドラホールの書肆から」届いたエピソードから書き出しているのである。そし

て「「アナンガランガ」梵文原典の扉」写真までをも掲載した上で、1927年に

刊行された、そのサンスクリット原本(68)に関して詳細に説明しているのである。

謎の黒[1932]の著者の「序」文は、「昭和七年春三月」との日付を持っている。

1932年であるが、黒貞輔氏と泉芳璟氏が無関係でも、サンスクリット原本扉の

写真は、泉[1929]より自由に転載することも出来たと考えられる。泉芳璟氏が

もし元気なれば、入手された『アナンガ・ランガ』のサンスクリット原典から

の全和訳も公になっていた筈である。「これは余程以前に注文したものである

が、出版の遅延か、書肆の怠慢か、何かの理由で漸く今予の手に入ったのであ

る」（42頁）と語った泉芳璟氏には、その意欲も十分であったと思われるが、

何かの理由で遂にそれは適わなかった。

以下の「参考文献」の泉芳璟氏の業績リストを見てもわかる通り、結局泉芳

璟氏はやはり発禁本となる『印度愛経文献考』、泉[1928e]（と、粋な『印度漫

談』泉[1931b]）の刊行を 後に、＜インド性愛学＞の表舞台からは撤退され

たようである。戦後まもなくの、泉芳璟訳『ラティ・ラハスヤ』や『カーマ・

スートラ』の仙花紙による復刊も、既に泉芳璟氏没後の話である。そのことに

は、前に見た『カーマ・スートラ』のほぼ完全な形での復刊、泉[1949]に付さ

れた「印度古典刊行会会識」による「泉先生の霊に捧ぐ」の冒頭にある泉芳璟

氏の「受難」と「迫害」が大きく関係していると想像するのが妥当であろう。
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また、本稿の冒頭部で見た泉芳璟氏の略歴中の「昭和五年退職、同七年再就

任」も現在大学に籍を置く筆者にとっても正に尋常ならざる事態としみじみと

思われるのである。改めて言うまでもないが、昭和七年とは黒[1932]の刊行さ

れた年であるが、サンスクリット文献学者、泉芳璟氏存命中のほぼ 後の著作

が『入門サンスクリット(69)』であり、それが暗黒の戦争の 中の昭和19年２月、

竹内道之助氏が昭和８年に創業した三笠書房より刊行されたことはとても意味

深いことに思われる。発行者は竹内富子。その年の12月、泉芳璟氏は大谷大学

を辞され、敗戦後の昭和22年12月28日に逝去されたのである。（未完)

《略号・『カーマ・スートラ』関連参考文献》

Ar:Anan.garan.ga（愛壇）

Ks:Ka-masu-tra（愛経）

[1891/1900]:Edited by Pandit Durgaprasad.Nirn
・

ayaS/Bombay.(70)

[1912]:Edited by Sri Damodar Lal Gosvwami.KashiSanskritSeries 29/Varanasi.
[1934/1995]:Edited by Madhavacharya.Lakshmivenkateshvara/Bombay.
[1964/1982]:Edited by Devadatta Shastri.KashiSanskritSeries 29/Varanasi.
[1997]: Edited by Ramanand Sharma.BitthaldasSanskritSeries 4/Varanasi.
[1999/2004]:Edited by Prasada Nath Dwivedi.ChaukhambaSGM 299/Varanasi.
[2005]:Edited by Radhvallabh Tripathi.Delhi.(71)

Rm:Ratimañjari-（愛華）

Rr:Ratirahasya（愛秘）

Rs:Ratiśa-stra（愛論）

St:（参考・研究文献）

Archer,W.G.

[1963]:The Kama Sutra of Vatsyayana......, London.
Basu, B.N.

[1943/1954]: Kama-sutra of Vatsyayana:The Hindu Art of Love,Calcutta
Bibliothèque des Curieux
[1921]:Les Kama Sutra de Vatsyayana...,Paris.
{Burton, Sir Richard & Arbuthnot, F.F.}
[1883]:The Kama Sutra of Vatsyayana, translated from the Sanscrit....,Cosmopoli.

→ Rau [1962];Archer[1963];Muirhead-Gould[1963]
[1885]:The Ananga Ranga(The Stage of Bodiless One) of Kalyana Malla, or the Hindu Art of

Love (Ars amoris indica), Cosmopoli.[Ar]
Chakladar, Haran Chandra
[1929/1990]: Social Life in Ancient India:Studies in Vatsyaya-na’s Ka-ma Su-tra, New Delhi &

Madras. [St]
Comfort,Alex
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[1964]:The Koka Shastra,being the Ratirahasya of Kokkoka and Other Medieval Indian Writings
on Love, London.[Rr][Rm][St]

Doniger,Wendy & Kakar,Sudhir
[2002]:Kamasutra:A New, Complete English Translation of the Sanskrit Text ....,Oxford,etc.
Iyengar,K.Rangaswami
[1921]:The Ka-ma-su-tra (or the Science of Love) of Śri- Va-tsya-yana, Lafore.
Lamairesse,E.
[1891]:Theologie Hindoue:Le Kama Soutra, Regles de l’Amour de Vatsyayana (Morale des

Brahmanes), Paris.
Liseux, Isidore
[1885]:Le Kama Soutra de Vatsyayana:Manuel d’Erotologie Hindoue....,Paris.

→ Bibliotheque des Curieux[1921]
[1886]:Ananga-Ranga:Traite Hindou de L’Amour Conjugal, Redige en Sanscrit par l’Archi-

Poete Kalyana Malla, Traduit sur la Premiere Version Anglaise par Isidore Liseux.[Ar]
Muirhead-Gould, John
[1963/1970]: The Kama Sutra of Vatsyayana.....,London.
Mylius,Klaus
[1987/1999]: Va-tsya-yana:Das Ka-masu-tra, Stuttgart.
Rau,Santha Rama
[1962/1991]: The Kama Sutra of Vatsyayana.....,New York.
Schmidt, Richard
[1897/1900]: Das Ka-masu-tram des Va-tsya-yana ..., Leipzig.(72)

[1902//1922]: Beitrage zur Indischen Erotik ..., Leipzig//Berlin.[St]
[1903]:Das Ratirahasyam:Die Indische Ars Amatoria,Berlin.[Rr]
[1927]:Kalya-namalla’s Anan･garan･ga ...,Lahore.
Upadhyaya, S.C.
[1961/1963]: Kama Sutra of Vatsyayana, Bombay/Tokyo.
Winternitz, M.

[1922]:Geschichte der indischen Litteratur, III. Band., Leipzig.[St]
Zysk,Kenneth G.

[2002]:Conjugal Love in India:Ratiśa-stra and Ratiraman
・

a,Leiden,etc.[Rs]
秋田昌美
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《註記》

 今を遡ること百年、明治38年（1905年）に刊行された石川啄木の処女詩集『あこが

れ』の冒頭に掲げられた上田敏による「啄木」と題された序詩。

 森銑三・柴田宵曲著『書物』（岩波文庫 1997年）より、森銑三のは23頁、柴田宵曲の

は270－271頁。

 『駒澤大学佛教学部論集』第31号（2000年10月）365－386頁。

 前掲拙稿378、380、383頁参照。

 例えば、司馬[1978]に「妙適とは唐語においては男女が交媾して恍惚の境に入ること

を言う。インド原文ではsurataという性交の一境地をあらわす語の訳語であるというこ

とは、高野山大学内密教研究所から発行された栂尾祥雲博士の大著『理趣経の研究』

以来、定説化された。筆者もそれにしたがう。インド人は古代から現代にいたるまで

物事の現実の夾雑性をきらい、現実から純粋観念を抽出するというほとんど本能的な

志向をもっているが、しかしこの語は性交の経典である『愛経（カーマ・スートラ）』

においても媾合としてつかわれているというから卑語、隠語ではなくごく通常の用語

として使われていたのであろう。」（文庫版 上 69頁）とあるが、筆者のこの索引で

surataを引くと、p.79に、Ks 2.1.32;2.1.33; 2.7.32cd;2.7.33;3.4.31;5.4.64cd、
suratamは2.7.1、surata-は2.1.22と出ている(Ks[1964/1982]版)。因みに岩本[1980]では
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「『理趣経』の思想と背景」の中で「カーマ・シャーストラ」が論じられている(88－90

頁）。松長[1992]には、「まず「いわゆる妙適清浄の句、是れ菩薩の位なり」とあって、

これが総論です。妙適とはサンスクリット語のスラタ(surata 蘇禮多)で、より大きな

楽しみという意味です。スラタはまた、男女合体のよろこびのこともいいます。」（133

頁）とある。むろん泉芳璟氏にもこれに関して言及がある。泉[1927a]25頁参照。

 例えば筆者が二十年ほど前に大阪駅前地下の萬字屋書店で購入した、パンサーの赤い

ペーパー・バックMuirhead-Gould[1963/1970]のp.xxiには、その英訳本The Kama Sutra
of Vatsyayanaが1883年に正式にリプリントされた時の表紙が復刻されているが、その

表紙の下部には“Reprint/Cosmopoli: MDCCCLXXXIII: for the Kama Shastra Society of
/London and Benares, and for private circulation only.”と印刷されている。また、筆者の

手元の1891年に初めて出版された『カーマ・スートラ』のサンスクリット原本の1900

年の第二版の表紙の上部には“(For Private Circulation only.)/(nita-ntam
･

 gopani-yam/)”と

印刷されている。むろんサンスクリットの部分はデーヴァナーガリー文字で印刷され

ている。田中[1991]の「非公式回覧に限定」(138頁)は、これに相当する。 
 本稿執筆中常に筆者の脳裏を離れなかった問題はこの点である。例えば、山辺習学著

『地獄の話』（講談社学術文庫）がある。著者は本稿で中心的に取り扱われる泉芳璟氏

より二歳年長で泉芳璟氏と同様大谷大学教授職にあり、後には大谷大学長をも勤めた。

この書物は、その山辺氏が昭和七年に春秋社から刊行した『仏教に於ける地獄の新研

究』を解題して復刻したものという。「この本こそ、欧米に発する仏教学からも、日本

や中国に連綿と続いた宗乗（仏教各宗の学問）・余乗（自分の宗派以外の学問）からも

数百年捨て去られ眠らされつづけていた「地獄」の新価発見の「新研究」といえるも

のである。」（286頁）と絶賛する金岡秀友氏が、さらに続けて「仏教のもつ、地獄思想

の西方的・イラン的要素については、のちに、その方面の権威である岩本裕博士の好

著『極楽と地獄』（昭和四十年、三一書房）を待たなければならなかったが、・・・＜

中略＞・・・本書の資料は原始・部派・大乗すべての分野はもちろん、善導『定善

義』、日蓮『遺文』、『蓮如上人行実』など和漢の著作にも広く及んでいるが、そのほと

んどすべては漢文資料である。その点は、岩本博士の前掲書や、本書よりややおくれ

て成立した梵語学者泉芳璟教授の『地獄と極楽』（昭和十六年、法蔵館）に一籌を輸す

ことは明らかである。しかし、おそらくはこの一点にこそ後学への途を残したことを

思えば、本書のもつ、先駆的・古典的価値は、まさに不滅であるということができよ

う。」（289頁）とまで高く評価されたのである。ここに泉芳璟氏と岩本裕氏がほぼ同一

の題名の書物の著者として顔を出すことにまず筆者は驚きを禁じ得ないのであるが、

泉芳璟氏の著作を知る筆者としては複雑な思いをまた禁じ得ないのである。金岡秀友

氏は、泉[1941]に言及したのだが、大正７年に法蔵館より刊行された『佛教地獄極楽

論』、すなわち泉[1918]の存在を知らないのである。書名・装丁こそ違え、この泉[1918]

と泉[1941]は、ほぼ同内容の書物である。山辺習学氏の著作が刊行された昭和７年

（1932年）に十四年も先立って泉芳璟氏によって「地獄と極楽」についての書物が刊

行され、それは筆者の知る限り大正15年段階で第六版を数えるほどに広く読まれたよ

うである。筆者が今手にする泉[1918]の第六版の奥付の後ろには法蔵館の新刊図書の

広告が一冊一頁割当てで掲載されているが、その一つに、大谷大学教授兼図書館長山
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邊習学先生新著として『佛教概説』の再版の広告が掲載されている。山邊習学氏は当

然ながら同僚の泉芳璟氏の話題の労作『佛教地獄極楽論』の存在を知らないわけはな

いのである。ここに顔を揃えた「地獄と極楽」を巡る三冊の書物、なぜか後続のもの

が先行するものに関して言及することはないのである。特に山邊氏と泉芳璟氏の二人

の間に、この両書を巡って何らかの確執が生じなかったなどとはとうてい考えられな

いのである。金岡秀友氏にとって泉[1918]は存在していなかったも同然である。仮に、

その書物の存在を金岡氏が知っていたならば、氏の評価はどのように変わっていたで

あろうか？ だが、金岡氏の場合はまだいい、氏は泉[1918]の存在を知らなかったの

である。だが、その書物の存在を知りつつも、求めにくい、参照し難いという理由で、

あたかも存在しないかのように対処するとしたら、どうであろうか？ わが国に於け

る『カーマ・スートラ』の受容にあたっては、往々にしてそのような由々しき事態が

起こったように思われるのである。

 本稿に於いて、『アナンガ・ランガ』の邦訳に関しても、網羅したいと考えていたが、

高橋[1947]の「日本でも、竹内道之助氏、酒井潔氏、梅原北明氏、泉芳璟氏の訳述書

が悉く発禁されながらも各々僅かづゝ余命を保つてゐるらしい。」（47頁）との記述が

真実だとすると、泉芳璟氏の「序」の付いた竹内道之助[1928]の他に、酒井訳、梅原

訳、そして泉訳『アナンガ・ランガ』があることになるが、残念ながら筆者は未見で

ある（酒井訳、梅原訳は、英訳からの部分的重訳、泉芳璟訳はサンスクリット原典か

らの部分訳！）。だが、小田切・福岡[1981]上には竹内[1928]が、泉芳璟訳として発禁

になったと出ているから、もしかしたら高橋鐵氏の同種の誤解かも知れない。艶本研

究刊行会[1959]69頁には、「愛壇(アナンガランガ)は・・・一八八四年Ｆ・Ｆ・アーバ

スノット氏とリチャード・バートン氏によって英訳され、我が国では酒井潔、梅原北

明、泉芳璟などの諸訳がある。」とある。高橋[1947]の受け売りかも知れない。なお、

「一八八四年」は「一八八五年」の間違いであろう。なお、高橋[1947]にも表紙・表

題だけを異にする異本が存在することが米沢[1999]200頁に記載されている。筆者も二

冊所有するが、奥付の記載事項は、25円と40円という定価表示を異にする。戦後間も

ないころの出版物には、このようなことが往々にしてあるようである。こうした流れ

の中に『カーマ・スートラ』の第二期の邦訳事情があるのだということを承知してお

くべきであろう。

 有泉[1949]の特徴は、翻訳の底本を明記しているのに加えて、中表紙に「詩形 あなん

が・らんが」とある通り、訳文を全面的に詩形式に仕立てている点であろう。「昭和二

十三年十一月」の日付のある著者序文「端始我記」に、「我が国に於ては、曾て「カー

マ・シャストラ」(Kama-Shastra)及び「ラティラハスヤ」(Latirahasuya)の二著とも邦

訳が完成され或る一部の愛書家によつて秘蔵せられてあるのに、これ等と並んで印度

三大愛技書を形造る「アナンガ・ランガ」(Ananga-Ranga)が、今日以て猶世人に問は

れて居らぬことは、全く不思議なことでもあり、残念なことでもある｡｣(５頁）とある。

有泉氏は、ほぼ同時期、自身の有泉[1949]に先だって出版された、黒木・原[1948]や

柴田[1948b]を知らないばかりか、有名な竹内[1928]についても知らないようである。

註(8)参照。

 ここで言う「仙花紙（せんかし）」とは、『広辞苑』によれば、「くず紙を抄紙機ですき
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かえして作った粗悪な洋紙。第二次大戦後の出版物に多く用いられた。」（『広辞苑 第

五版』）。

 バートン版には“CHAPATER VII. Treating of Vashíkarana.”と綴られている。竹内

[1928]では「第七章 ヴァシーカラナの施法」（135頁）として全和訳されている。

 泉[1928e]の中で、泉芳璟氏はSchmidt[1902//1922]で取り扱われている『カーマ・スー

トラ』類似の典籍五十六種に対して、それぞれ簡潔な漢語名を与えている（19－23

頁）。その結果、以後その漢語名が屡々用いられるようになる。ただし「愛經」だけは、

大隅[1915]で案出されたものであり、サンスクリット原典からの初の全和訳である泉

[1923a][1923b]の「緒言」では、大隅[1915]にきちんと触れ、「カーマスートラ『愛

經』」との記述もあるが、その訳書の表題としては「印度古典 カーマスートラ（性愛

の學）」を採用している。筆者の見るところ、Iyengar[1921]の表題“The Ka-ma-Su-tra(or
The Science of Love)”を踏まえてのものであろう。

 『カーマ・スートラ』サンスクリット原典の 新版Ks[2005]には、編者Radhavallabh
Tripathiによる 新の英訳も収録されている。

 小栗虫太郎(おぐり・むしたろう)(1901－1946)「推理小説作家。東京生れ。本名栄次

郎。1933年《新青年》に《完全犯罪》で登場して成功，以後《聖アレキセイ寺院の惨

劇》《黒死館殺人事件》等で絢爛(けんらん)たるペダントリーに装飾された夢幻的作品

を発表。のち《二十世紀鉄仮面》《有尾人》等の伝奇小説，冒険譚(たん)を手がけ

た。」（『百科事典マイペディア』）

 今東光に昭和2年(1927)新潮社より刊行された長編小説『愛經』がある。筆者の見ると

ころでは、内容は恋愛小説であって直接的には『カーマ・スートラ』とは関係ないと

思われる。

 本稿で筆者の眼差しが も強く注がれているのが、この泉芳璟氏である。泉芳璟氏の

経歴に関しては、ほとんど知るところがない。そのお名前をどう発音すべきかに関し

ても、しばらくは知れなかったのである。図書カードなどに、イズミ・ホウカンと

あったり、ホウケイとあったり、ホウエイとあったりするのである。また、「璟」の字

がコード番号で表示されていたり、ゲタをはかせられていたりと当惑することしきり

であった。時には、奈良[1975b]のように、その著者名が「環泉芳」として泉[1940]が

引かれたりする有様である（116頁）。ちなみにこの泉[1940]は、泉[1933-34]とほぼ同

内容である。

今日泉芳璟氏の「カーマ・シャーストラ」研究の成果を手軽にまとめて読み得る貴重

な日本古医学資料[1975]、原三正[1979][1991]の原三正氏による「解説」の末尾に、

泉芳璟氏が、昭和19年12月に、長年教鞭を執られた大谷大学を辞されたこと、昭和22

年12月28日に逝去されたことが記されている。生年は、ネット上から検索可能な図書

館資料で、1884年であることが知れる。だが、それよりも何よりも平等[1937]に泉芳

璟氏のそれまでの略歴・業績が記されている。泉[1944]の巻末にも、若干の「略歴」

が記載されている。大谷大学を辞される寸前の肩書きは「大谷大学教授梵文学担当兼

同大学図書館長」のようである。

 泉[1931b]は、インド文化の理解に不可欠なインドの植物、動物についても充実した読

み物である。
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 このアウフレヒトにからめて言うならば、例えば、丸木[1930]に、「『カアマスウト

ラ』が初めて欧羅巴に現はれたのは、オツクスフォオオド目録第三百十五頁の 初に、

此の物の初めの方が記載されてからである。」（547頁）とある。興味深いのは、アウフ

レヒトの名前がないにもかかわらず、そのカタログの何とロケーションが、「三百十五

頁」とまで記されている点である。こちらは、おそらくSchmidt[1902],p. 18,
Winternitz[1922],p.536を参照したものと思われる。だが、丸木氏は、実際の二百十五

頁を「三百十五頁」と誤記している。

 泉芳璟氏自身は、泉[1931b]227頁では、その書名をシュミットのドイツ語による著作

Schmidt[1902//1922]の邦訳題としても用いている。だが、泉[1928e]では「印度性愛文

献考」(19,29,30,34頁)、泉[1928c]では、「印度愛慾文献考」(２頁)としている。ちな

みに、梅原[1929]では、「シュミットの「印度に於ける性愛文献考」」(173頁)とある。

黒[1932]では、「印度好色文献」（18頁）（37頁）とある。また、田中[1991]では、「『印

度性愛文献考』」（139頁）とある。古泉[1927]には、「シュミットの『印度愛慾論集』」

（69頁）とあり、艶本研究刊行会[1959]には、「シュミットの『印度好色文献』」(385

頁)との表現も見られる。阿能[1971]には「シュミット著『インド性愛考』」(⑨39頁;
⑪34頁)とある。また、山口[1948]の「一九四八年四月」の日付のある訳者による「序

に代へて」には、「シュミットの『印度愛經提要』」との表現が見られる。なお、この

山口[1948]は、泉[1926]の表題「性愛秘義」を「性愛秘儀」とし、「緒言」及び巻末の

付録を欠いているものの、本文はほぼ泉[1926]の焼き直しである。泉[1926]の訳文冒

頭に現れる「交合し、」を山口[1948]はそのままに踏襲しているが、正規の復刻版たる

泉[1948]は、それを「交會し、」とし、同様に、日本古医学資料[1975]、原三正[1979]

[1991]収録のものも「交会し、」としている。泉芳璟氏本来の訳は、「交合し、」であっ

て、「交会し、」ではない。だが、泉[1948]よりも先に出た筈の斎藤[1948]には、やは

り「交會し」（141頁）とある。また、泉[1948]巻頭のエピグラフとして機能している

デーヴァナーガリーによるサンスクリット表記部が裏焼きになっている点も指摘して

おきたい。なお、泉[1926]以来、巻頭に和訳と共に掲げられるこのサンスクリット文

の出典が不明である。『ラティ・ラハスヤ』そのものとは直接関わりないと愚考するが、

泉芳璟氏が底本とした『ラティ・ラハスヤ』サンスクリット原典にあるものだろう

か？

 昭和18年、大沢貞蔵訳『インド文化史』（地平社：東京）として出版された。そして、

その中の第七章 専門学の中の「（ヘ）愛の学理」と題されている。

 Burton&Arbuthnot[1883]とIyengar[1921]。
 Liseux[1886]とLamairesse[1891]とBibliothèque des Curieux[1921]の三点を指すものと

考えるが、Liseux[1886]とBibliothèque des Curieux[1921]は、事実上は同一であるから、

実質は二種類と言うべきか？ 泉[1927h]27頁、梅原[1929]｢現代邦訳艶書解説史」148

－150頁参照。

 独訳はSchmidt[1897]を指すと思われるが、泉[1928e]の「一九二二年にはその第七版

を出して居る。」（26頁）と対応するか。

 泉芳璟氏の生年1884年に因んで言うならば、例えば、M.Monier-Williams1819年、Sir R.
F.Burton1821年、南條文雄1849年、A.A.Macdonell1854年、M.Winternitz1863年、R.
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Schmidt1866年、高楠順次郎1866年、鈴木大拙1870年、栂尾祥雲1881年、宇井伯寿1882

年、山邊習学1882年、中野義照1891年、辻直四郎1899年、田中於菟彌1902年、平等通

照1903年、岩本裕1910年といったところである。

 戦後の吹けば飛ぶような仙花紙本に限らず、インド性愛学関連の著作・書物は、その

サンスクリット原典を含めて、大学図書館の所蔵状況も誠にお寒い限りである。既に

入手不可能の書物も数多く、その書誌学的、文献学的な研究の困難は計り知れない。

 今日ほぼ忘れ去られたかのような泉[1928e]に対して、原実博士が、原実[1984]の中で、

「カーマ・スートラの研究、邦訳としては次のものが卓れている」(78頁)として、泉

[1928e]と岩本[1949]を挙げているのは特筆すべきものであろう。なお原実[1984]では、

『カーマ・スートラ』における「カーマ」の意味が十全に論じられていて有益である。

 この、『アナンガ・ランガ』の 初の英訳本の出版に関して、情報が錯綜しているよう

である。一般には、1883年の英訳『カーマ・スートラ』の刊行に続いて、1885年に英

訳『アナンガ・ランガ』が刊行されたとされているのであるが、問題は、 初に陽の

目を見ることのなかった４部ないし６部が負っている年号である。阿能[1971]は、明

確に「1873年『愛壇』第１次英訳本」(⑪33－34頁)と記している。またDoniger&
Kakar[2002]は“the Anangaranga, which they tried to publish (under the title of Kama
Shastra) in 1873;”(p.lii)と、W.G.Archerの記述に従って記している。1885年に印刷

刊行された『アナンガ・ランガ』の「まえがき」追記の中では四部作られたとあり、

1883年に印刷刊行された『カーマ・スートラ』の「まえがき」の中では六部作られた

と記されている。1871年までには『アナンガ・ランガ』の翻訳は完成していた(p.27)。
『カーマ・シャーストラ』の名前で、1873年に印刷に附された四部だけ残して、その

刊行が断念された(p.31)(p.32)。
 筆者が参照できるニルナヤ版は、第二版(1900)であるが、第７章のヤショーダラの註

釈が欠如した版である。ドニガーによれば、1905年に刊行されたKedara-Natha Sarmaに
よる新版には補完されているとのことであるが、筆者は未見。Cf.Doniger& Kakar[2002],
p.lii,f.n.67.

 梅原[1929]「現代邦訳艶書解説史」には、「又、大正十三年五月八日、東京麻布笄町印

度文学研究会から柴田茂と云ふ人の発行で、本書の抄訳本が出てゐる。性交篇と奥義

篇が全滅と云つていゝ程の削除で、之れは泉師本を翻案したものである。」（151頁）と

ある。黒[1932]には、大隅訳・泉訳の出版について触れた後、「 近之等を底本とする

複製本が一種刊行されたが、削除の所多く、敢て茲に記すべきものではないから略し

て置く。」（29頁）とあるのは、その柴田[1929]を指すのか？ また、梅原[1929]を踏

まえてか、「大正十三年二月には、東京麻布の印度文学研究会、柴田茂なるものゝ刊行

で、『愛経』の一書が出たが、これは奥儀篇、性交篇が殆ど抜けている抄訳という。」

（艶本研究刊行会[1959]387頁）、「大正十三年二月には印度文学研究会から柴田茂氏が

『愛經』を出した」(原三正[1979]300頁)とあるが、残念ながらこれに関しては、その

実体が不明である。発禁本の記録集である斎藤[1932]293頁、「大正十三年五月」の項

に、「愛經（同） 即度学会研究会」が記載されている。柴田茂氏の『愛經』を指すも

のと考えられるが、それ以上は不明である。城市郎氏の「わが所蔵する秘本リスト

（抄）」にも、記載されていない。なお、斎藤[1932]180頁、「大正四年七月」の項に、
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大隅為三訳『婆羅門神学 愛經』が、同書284頁、「大正十二年十月」の項に、泉芳璟訳

『印度古典 カーマスートラ』（大谷大学内印度学会）の記載がある。泉[1928e]には、

自身の上記大正12年10月刊（奥付）に言及して、「後年若干の複製本が作られて世に流

布すと聞くも、予は未だ手にせざればその如何なる人の手に成りしかは知り得ない。」

（27頁）とあるが、柴田茂氏の『愛經』とは、そうした泉芳璟氏の『カーマ・スート

ラ』の複製本の一つかも知れない。泉芳璟訳『カーマ・スートラ』の復刻に関与した

原三正氏に確認しようとしたが、既に原三正氏は物故され、ご長男の正春氏の手を煩

わせたが、結局わからなかった。「出版後頒布禁止に遭ひたる」泉芳璟本以上に、レア

な版かも知れない。

また、この柴田茂本『カーマ・スートラ』に関連するかも知れないが、やはり梅原

[1929]の「先日、赤坂の印度文学研究会と云ふところから、（ヴツチヤーヤナの性愛

学）印度古典愛經（カーマ・スートラ）の頒布広告が現れた。恐らく泉師本、大隅氏

本を主にしたものであらうが、該書の募集規定に依れば会費送料共参圓九拾八銭で、

製本出来期日が昭和三年十二月中旬とあるから、もう配本済みになつてゐると思ふ。

発禁になつたか否やは不明。（四年一月十日現在）若し、完全に出版されたとすれば、

これで同書の邦訳が四種類出来た訳である。」（「現代邦訳艶書解説史」153－154頁）と

の記述はやはり興味深い。梅原氏は、①大隅本、②泉本、③柴田本、昭和三年末の

④？本と言おうとしているわけである。これが、おそらく、赤坂区青山南町の印度文

学研究会から発行された田村吉久編『婆羅門神学』であろう。奥付には昭和３年12月

31日発行とあるが、定価は印刷されていない。書名は広告とは大きく異なってはいる

が、梅原氏が言うのはこれに間違いない。内務省警保局『禁止単行本目録：明治21～

昭和９年』には、確かに発禁処分にあったとの記載がある(91頁)が、その処分の出た

日付は昭和４年８月16日である。書名を変えたのが効を奏したか、十分に読者の手に

行き渡ったものと思われる。泉芳璟本とほぼ同サイズのクロス装箱入りの立派な本で

ある。泉芳璟本の第二品を中心に「伏せ字」として用いられたサンスクリット原文の

省略を中心とした、明かな「焼き直し」複製本である。筆者の所蔵本にはB６版弱の

「會報」「昭和三年十二月 印度文学研究会」と刷り込んだ紙片が挟み込まれている。

そこには「▽書名は或る事情により「婆羅門神学」と題しました。然し内容は全く同

一であることを申添えます。▽目下「追録・正誤表」を編纂中ですから出来次第にお

送り致します。」等と印刷されているのである。筆者の所蔵本には、その「追録・正誤

表」は付属していないが、泉芳璟本がそうであったように、欠落箇所が別冊の形で読

者の許に届けられたものと思われる。城[1996]に記される「追録（と正誤表）六六頁

別添」は、この「會報」に記されている「追録・正誤表」のことであろう。

 『ラティ・ラハスヤ』サンスクリット原典からの本邦初訳である、この泉[1926]に関

しては、梅原[1929]の「日本では大正十五年九月下旬に泉芳璟氏の翻訳発行した五百

部あるのみである。尤も、その後、東京の某書肆が此れを其儘五百部を復製して秘密

裡に大々的な広告をしたとかで、泉氏の機嫌を損じ絶交したとかしないとかゴタゴタ

してゐるらしい。これが普通公刊され得る書籍なら、著作権侵害で公の喧嘩も出来や

うが、何しろ物が物だけに痛し痒しで手が出ないのだと専らの噂である。」（「現代邦訳

艶書解説史」175－176頁）のような興味深い記述がある。またネット上で閲覧出来る
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「閑話究題 ××文学館」にも、「同じ泉芳璟が印度学会から限定五百部で出した「ラ

ティラハスヤ」は印刷屋の横流しによる海賊版が出ているそうですが、本物と偽物の

区別は恐らく不可能でしょう。」とある。文藝資料研究会より昭和３年12月31日発行さ

れた泉[1928e]には、「邦訳は大正十五年に印度文学會の訳本がある。これは私刊本で

あつて講習者以外に頒布せざる旨を巻頭に記載してゐる。吾輩若干部を所持してゐる

から若し得んと希望せらるゝ方があらば文藝資料研究會宛に一応問合せありたい｡｣(28

頁）とある。筆者の手元の問題の泉芳璟本は、扉に「印度文学研究会講義の資料文献

なるがゆゑに講習者以外に頒布せず。且転載を禁ず。」と印刷された部分の下方と裏表

紙内面に、「昭和貮年十一月二十八日、」とゴム印が押してある。奥付はないし、それ

が真本かどうかは識別出来ない。

 梅原[1929]「現代邦訳艶書解説史」に「扨て、此の邦訳に就いて、泉芳璟氏及び竹内

道之助氏は共に「本書は未だ嘗つて邦訳を試みたものはないなんて断言されてゐるが、

一昨年のこと既に吾が酒井潔が詳細に亘りて紹介し尽してゐる。（文藝市場一九二七年

七月号参照）、日本に於ける草分けをしたのが酒井潔で、今頃アナンガランガでもある

まいと思ふ｡｣(197頁）と記している。酒井[1927a]を指すものと思われる。ただし、こ

の時点で梅原北明氏は、泉[1928d]を知らないようである。泉氏はそこで、酒井[1927

a]を踏まえて、酒井氏の仏訳よりの重訳「アナンガ・ランガ」の一節と自身のサンス

クリット原本からの直訳を対比して重訳などの翻訳の問題点について論じている。イ

ンド性愛文献に関する、泉芳璟氏による翻訳・重訳観が率直に述べられている点で、

貴重な資料である。なお、この際泉芳璟氏が使用している『アナンガ・ランガ』のサ

ンスクリット原本のテキストは、Schmidt[1902]によるものであろう。

 『カーマ・スートラ』などの翻訳出版がこの平野[1932]を 後にしばらく途絶えるの

は、詳述は避けるが、例えば城[1993]が記す以下のような事情が関係していると思わ

れる。「ところで、昭和四年の春、当局は珍書屋の全滅作戦を立てた。当時、三十社

残っていた珍書屋をシラミつぶしに襲撃した。・・・＜中略＞・・・かくて昭和七、八

年には、公然たる珍書出版はほとんど影をひそめてしまうのである。・・・＜中略＞・

・・小林多喜二の拷問死が昭和八年であった。“エロ出版”の滅亡もまた、長い戦争の

泥沼への入り口でもあったのだ。」（131頁） 本稿本文末尾で述べる泉芳璟氏のインド

性愛学関連の執筆が途絶えるのは、こうした事情の下で、単に執筆の場がなくなった

せいである、という穿った見方も成り立つかも知れない。

 原三正[1979][1991]303頁参照。

 岩本氏は泉[1928e]27頁より引用を行っているにも拘わらず、その第27頁という一頁さ

え、しっかり読んでいないのである。

 福田[1969]196頁。

 われわれの学問の世界でも先行する学者の業績に対して後続する学者の取るべき態度

は、複雑な事情がからんでいる場合もあって、とても難しいのであるが、わが国のイ

ンド学の先駆的存在のお一人と見なし得る泉芳璟氏に関しても、後続学者の気になる

対応をしばしば目撃する。有名な『屍鬼二十五話』のサンスクリット語原典からの全

和訳をわが国で 初に出版したのは、泉[1927d]による泉芳璟氏と考えられるが、それ

から50年以上も後に、やはり全和訳を出版したのが、われらが上村勝彦氏である。上
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村氏は、「泉芳璟『二十五鬼物語』国際文献刊行会、昭和二年［ソーマデーヴァ本の全

訳で訳文は流暢であるが、ほとんど英訳からの重訳]｡｣(上村[1978] 304頁）と泉[1927

d]を切って捨てたのである。泉芳璟氏自身が、「序」の中で、「今この翻訳の原典に用

ひたのは（３）のカトハーサリットサーガラで、一九一五年にボンベイで出版された

ニルナヤサーガラ本に依つた。・・・・・予は多少原文からは離れても興味本位に筆を

執つた。然し大体に於て物語の筋は忠実に伝へたつもりである｡」(泉[1927d]４－５

頁）」と率直に述べているのであるから、「ほとんど英訳からの重訳」というのは無礼

千万である。

 わが国の『カーマ・スートラ』受容の原点に位置するこの大隅[1915]は色々な意味で

興味深い。『カーマ・スートラ』のインド思想史、文化史の中における位置づけについ

て知る今日のインド学の専門家たちにとっては、むしろ『カーマ・スートラ』の和訳

が何故「婆羅門神学」などと呼ばれなければならないか？との疑問が出るかも知れな

い。「マウント付本格革装の限定本は日本では『婆羅門神学愛経』からスタートしたと

いわれている」（米沢[2002]186頁）ことはともかくとして、この中表紙に刷り込まれ

たラテン語の文言に注目すべきであろう。この和訳の底本は基本的にLamairesse[1891]
であることは間違いないのだが、その表題は、THÉOLOGIE HINDOUE/LE KAMA
SOUTRA/RÈGLES DE L’AMOUR/DE VATSYAYANA/(MORALE DES BRAHMANES)
とのフランス語の文言である。この仏訳の表題の“THÉOLOGIE HINDOUE”と

“RÈGLES DE L’AMOUR”と“MORALE DES BRAHMANES”の三句を踏まえて、大

隅為三氏は、ラテン語の“THEOLOGIE BRACHMANARUM”を案出したのであろう。

すなわち「婆羅門神学」である。この文言は、泉[1923a][1923b]の実質焼き直しであ

る田村[1928]の表題に受け継がれた。また“RÈGLES DE L’AMOUR”と“MORALE
DES BRAHMANES”より「婆羅門戒律」なる日本語が案出された結果、泉[1923a]
[1923b]と田村[1928]の実質焼き直しである平野[1932]の表題に受け継がれたと筆者は

推定する。その際には「婆羅門」という言葉が巧妙に用いられたと考え得る。第三期

には福田[1963][1973]などのインド性愛学の意匠を纏わせたヴィジュアル本出版も盛

んになるが、その先駆的な出版物と考えられる奈良[1962]が『婆羅門の像』と題され

ていることと通うものがあろう。野坂[1968]の「印度といっても仏教からみれば邪道

の婆羅門の方」(110頁）の用法がわかりやすいか。なお、昭和23年に日夏耿之介監修

で『婆羅門』という雑誌が創刊されたが、「草創ノコトバ」の中に「異端婆羅門」とい

う文言が見られる。「婆羅門」という言葉に込められたひと頃のニュアンスが偲ばれる

のではないか。米沢[2002]177頁参照。「婆羅門」という言葉が、『カーマ・スートラ』

の衝撃力を緩和する機能を果たしたように、例えば開巻後直ちに目次の中などで踊る

「第二品 性交篇」が、田村[1928]や平野[1932]や本間[1948]などで、「情交篇」に変

更されたと推定される。

 泉[1923a]の再刊である泉[1949]にも、この緒言は現れるが、「仍て公刊の形式」から

「亦止むを得ない。」の部分、「巻頭の標語」以降の部分は割愛されている。日付もな

く、「訳者」の代わりに「訳者識」とある。

 後出の田中[1991]よりの引用文なども参照のこと。

 ここで言う「カストリ」とは、本来「粕／糟取り」であり、酒粕より作られた焼酎を
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意味したが、「米またはイモから急造した粗悪な密造酒」のこと。ただし、普通には、

「終戦直後の三、四年の間、数多く出版された主として性を扱った粗悪な体裁の大衆

雑誌の総称。」たる「カストリ雑誌」のように用いられるが、それに類似の粗悪な俗悪

な大衆本という意味であろう。

 後出の中野[1973]には、「カーマ・スートラ追加《（以印刷代謄写）42頁」とある。筆

者も実見していない、この泉[1923b]に関しては、頁数に諸説があって、疑問が残るが、

在庫を持って手にしているという某古書店主と筆者が電話で話したところでは、「カー

マスートラ追加」というもので、頁数は五十頁とのことである。この数字は、艶本研

究刊行会[1959]の伝える情報に一致する。なお、その際得た情報であるが、その泉

[1923a]に関しても、筆者の所蔵する灰色クロス装に対して、紺色クロス装もあるよう

である。

 雑誌『カーマ・シャストラ』までも創刊し、わが国におけるインド性愛学の重要なプ

ロモーターの一人であった梅原北明氏に関しては、米沢[1999]64頁以下、または城

[2004]375頁以下、あるいは林[1973]などを参照のこと。なお野坂[1968]は、梅原氏を

モデルにした小説である。

 Cf.Doniger&Kakar[2002],pp.l-lii.
 大場[1966-67]には、「わが国では、明治八年以来各種各様の『アラビアン・ナイト』

が出ており、ざっと数えても二、三百点にのぼるだろうと思う。」(vii 513頁)との記述

がある。

 村上秀人は偽名であろう。1934.12.18に封切られた、藤田潤一監督の無声映画「狼隊

の少年」の登場人物、音原数馬（鈴木勝彦）の寺子屋仲間の村上秀人（北岡勲）かも

知れない。大佛次郎の原作。主人公は剣持十郎（川津清三郎）、松代金蔵役で、尾上松

緑も出演している。

 大場正史氏の貢献とは、いわゆる「バートン版 カーマ・スートラ」を、その訳者によ

る「序文」「解説」にいたるまで、まるごと和訳しようとした点であろう。だが、

「カーマ・スートラ」の本文の冒頭を飾る作者による重要な帰敬偈dharma-artha-
ka-mebhyo  namah

・
を「序章 ダルマ、アルタ、カーマへのあいさつ」のように、章の

「見出し」として処理しているのは遺憾なことである。これは、後年やはり「バート

ン版 カーマ・スートラ」を標榜して出版された石山[1995]にも「はじめに ダーマ、

アルタ、カーマへの挨拶」という形でしっかりと受け継がれている。後者はさらに

「バートン版 カーマ・スートラ」自身が持つ奇妙な場所に置かれた目次を、自身の和

訳「バートン版 カーマ・スートラ」の目次にそのまま転用するという愚を犯している。

 この世界風俗研究会[1967]は、世界風俗研究会[1974]と出版社、表題、装釘、巻頭の

写真頁、序の日付は異なるものの内容は全く同一である。その序の中で、「本書はドゥ

ルガーの原典はもとより、内外の翻訳書を対照して忠実に翻訳したもので、日本にお

ける完訳を自負できるものと信ずる。」（40頁）とあるが、何に対して「忠実に翻訳し

た」かが明記されていないことから、「完訳を自負できるもの」とはなっていないと愚

考する。

 福田[1969]の「あとがきに代えて」には、その「底本」に関して、「また、本書は従来、

わが国で流布している「カーマ・スートラ」の抄訳本とは異質の、サンスクリット語
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の対英訳本“VATSYANA’S KAMA SUTRA” by S.C.UPADHYAYA(M.A,,LLB,D.

L,,Ph,D)/TARAPOREVALA’S TREASURE HOUSE of Books/BOMBAY/1961を底本と

して用い、出来る限り、原典の内容を忠実に復刻したものである。したがって、従来

の「カーマ・スートラ」とは、内容に大きく変容している部分もあり、誤謬を訂正し

た箇所も少なからず含んでいる。なお、原典は現代に照合して多少の不必要な部分も

あり、これらは割愛した。また、その不足を補うため、他のインドの性愛経典からも

採用した。」（198頁）とある。この記述自体ほとんど朦朧としていて意味不明である。

阿能[1971]は、この福田[1969]に関しても、筆者と同じ感想を表明していて、大いに

共感出来る。阿能[1971]⑩47頁参照。

 参考までに、黒[1932]から回収される該当部の和訳を掲げる。また今日斯学の原典研

究の第一人者であられる原実博士による和訳であるが、筆者の目に触れた原実[1989]

から回収し得る該当部の関連箇所を引かせていただいた。また参考までにテキスト該

当部の拙訳も掲げた。『カーマ・スートラ』の冒頭部のほんの一節の解釈であれ、作者

の意図を明確にすることは困難な作業である。

 Basu[1943]、Upadhyaya[1961]に関しては、本稿での検討は断念する。

 これによって、筆者は村上[1949]が、岩本[1949]に基づいて作られた書物であると言

わんとしたのだが、阿能[1971]は、より直接的に「それとても村上本の方は昭和24年

２月に出た岩本訳（前掲）をネタに早速作った邦文和訳の偽書であるし」(⑩47頁)と

断定している。また、ここでは立ち入ることをしないが、Upadhyaya[1963]も“...He
revealed in ten-thousand chapters,...”(p.65)としている。不思議である。

 ただし戦後のこうした出版事情は、ただ『カーマ・スートラ』にのみ当てはまるわけ

ではない。例えば手許の式場[1947]の以下の「序」には、当時の出版に直接関与した

当事者の側のもっと細やかな事情が端的にうかがえて甚だ興味深い。「かつて私はオッ

トオ・フラアケ著『マルキ・ド・サド』を富田幸君との共訳で、昭森社から刊行しよ

うとした。それは一九三七年（昭和十二年）の六月だつた。サドの伝記に附録として

私の執筆になる「アラゴラグニイ（サデイズムとマゾヒズム）の医学的研究」の一篇

を加へたもので、四六判二九八頁の本だつた。 ところがこれが納本検閲に際して当

局の忌避にふれ、発売禁止の命をうけた。理由としては内容は決して卑俗なものでも

なく、安寧を害するものでもない、しかし、サドのやうな人物の伝記はいまの日本に

は紹介しては困る、といふのであつた。 かくてこの本は刊行者の森谷均君の手もと

にあつた数部を残して、全部押収されてしまつた。サドは生前フランスの官憲によつ

てたびたび処罰され、投獄された不幸な男であつたが、その伝記すらこのやうな迫害

をうけたのであつた。この訳書は発禁によつて一層多くの人々の興味をひき愛書家に

よつて探求されつゞけてきた。しかし、押収されたものがどうなつたものか、どんな

人がどこでもつてゐるのか、皆目わからなくて今日にいたつた。 敗戦によつて民主

主義国家として再建をめざす日本になつて、言論の自由が許され、国禁の書の解放が

認められることになつた。サド伝もまた、いろいろな書店から再刊を求められた。し

かし、私は旧著を再読して、あのまゝで再刊する気にはなれなかつた。そこですつか

り書きなほし、訳書としてではなく著作として刊行することにした。もし発禁本をも

つてゐる人があつたら、こんどの本が全く面目一新してゐることをしるであらう。こ
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の書きなほしには、猪場毅君の並ならぬ助力をうけた。その厚誼を感謝する。」（１－

２頁）この発禁本に関しては、湯原[2003]109頁に興味深い記事がある。

 大洋社版は定価80円、ふもと社版は定価40円とある。だが、筆者の手許の両者ともに

初版だが、共に定価の部分は貼り付けによる修正を経たものである。透かしてみると、

前者は「定価六十円」、後者は「定価三十圓」と読める。60円の大洋社版の向こうを

はって、思い切って半額の30円で出したところ、どちらも思いの外よく売れるので、

思い切ってどちらも急遽値上げしたということであろうか？ 大洋社版は、使用して

いる紙は仙花紙ではあれ、かなり装丁もしっかりしていて、巻末の図版などもカラー

印刷である。それで80円（60円）というのであるが、例えば「昭和二十三年六月十五

日発行」の泉[1948]が、やはり80円である。大洋社版は400頁を越える大著であるのに

対し、泉[1948]は、一段と粗悪な紙を使用したたかだか150頁にも満たない小著である。

そういう中で、500円の定価をつけて出版された岩本[1949]とはいかなるものであった

ろうか？ その後を追いかけるようにして、まだ不完全な体裁をもった状態で出版さ

れた泉[1949]が、定価160円である。

 だがこの点は、梅原北明氏のせいではなく、Lamairesse[1891]に“Le Ratira hasya”(p.
XXVII)などとあることに由来するものと言えるかも知れない。

 こうした事情に関して泉芳璟氏の記念すべき泉[1923a]の「緒言」に大隅[1915]に対し

て「而して前にも言へる如くその佛訳が已に重訳に近いものである以上、それから作

つた重訳であるこの書が原典から見て甚だ物足りなく感ぜられるのは止むを得ない所

である。」（10－11頁）とあるのは、格調高い評言というべきであろう。

 泉芳璟氏の著作目録を作成して驚くのは、氏が、大学の梵語担当の教授職にあってア

カデミックな業績を重ねる一方で、性愛学関連の文章を、一部のマニア達の会員制の

雑誌に盛んに執筆していることにである。泉[1928b]や[1928e]といったインド学の専

門家たちにとって興味尽きない書物の出版が名うての出版社、名うてのシリーズ名の

下に刊行されたことも驚きである。書物とその執筆の事情、さらにその書物の出版に

関しては、状況は今も昔も変わりないということであろうか？ 泉[1927a]の掲載誌巻

末の「編輯後記」には、「泉師は諸兄も知らるゝ如く印度學會の主宰者で、カーマ・

スートラは実に氏の翻訳に依るものである。何れにもせよ梵語より直接読める人だけ

に、吾々にとつては唯一の尊い人である。この点諸兄と共に感謝して置く。」とあるし、

泉[1928d]の掲載誌巻末の「編輯後記」には「泉芳璟氏の「印度愛經研究講座は、同氏

がサンスクリットの本邦での権威者であると云ふだけでも、既に此論文は号を逐ふて

光輝を添えることだろう。」とある。それにしても今更に思うのであるが、サンスク

リットをほとんど解さない人によってこれほどまでにサンスクリットの単語が頻繁に

しかも堂々と口にされた時代と領域があったことに驚きを禁じ得ない。

 この書きぶりからは、ともすれば『アナンガ・ランガ』の和訳が、竹内氏のもの、泉

氏のものがそれぞれあるように解されるかも知れない。あるいは竹内氏と泉氏による

共訳があるように解されるかも知れない。いずれでもないことに注意すべきである。

泉芳璟氏と『アナンガ・ランガ』に関しては、本稿本文末尾で論じられる。

 多くの綴りなどの不正確な点がある、いわゆる『バートン版 カーマ・スートラ』を、

そっくり日本語に移し替えて広く紹介した点では比類ない貢献をなした労作大場[1967]
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[1971/1997]であるが、内容的には不満の多いものとなっている。いずれ、インド学の

専門家の手によって、よりよい形での『バートン版 カーマ・スートラ』の紹介がな

されてしかるべきと考えていたが、おそらくインド学の専門家とはとうてい言い難い

石山淳氏によって、書物の装丁だけは立派な豪華版として出版された。それが、石山

[1995]である。「訳者あとがき」の末尾で「なお訳出にあたっては、角川書店刊の大場

正史訳、人間の科学社刊の原三正氏訳他数冊の解説書を参照した。拙訳はもとより、

これら斯道の大家諸氏の労作には及ぶべくもないが、希代の粋人サー・リチャード・

バートンの明快な英訳文の雰囲気をそのままお伝えできるよう、できる限り平易を心

がけたつもりである。」と言われるが、誤りの多いその「あとがき」からだけでも遺憾

の極みである。底本の明記を怠っているし、その目次の取り扱いなど信じ難いものが

ある。大場訳の入手出来ない時期に、市場の要求に応える形で大場訳に代わるものと

して急遽出版されたものであろうか？

 大場氏が底本とした英訳『バートン版 カーマ・スートラ』の英国版二種Archer[1963]
とMuirhead-Gould[1963]は、編者などによる序文・解説などを除くと、本文部分(前者

はp.81～、後者はp.xxi～)は基本的に同じだが、「バートン版そのものの目次」の位置

づけが決定的に異なる。前者では「バートン版」全体を包摂するものとして、編者独

自の目次が巻頭部に設けられているが、後者では、「バートン版」が持っていた目次を

「バートン版」から抜き出して編者によってその書物全体の目次に変形代用させられ

ている。その意味で、英国版のその二種に一年先だって“Complete and Unabridged”と

歌って公刊された米国版たるRau[1962]とArcher[1963]は基本的に同一である。だが、

われらが大場氏によっては、Muirhead-Gould[1963]が採用されたのである。さらに

Muirhead-Gould[1963]と他の二者との違いは、Muirhead-Gould[1963]が、巻末に“AP-
PENDIX”と題した一頁を余分に持っている点である。これに関しては、編者である

Muirhead-Gouldも明記していないようだが、編者による「バートン版」における記述

に対する「補足註記」と考えるべきであろう。このMuirhead-Gould[1963]を底本とし

た大場氏は、大場[1967]では、「バートン版」本文の訳と巻末の「訳者のあとがき」の

間の312頁に「付録」と題して訳出している。だが、Muirhead- Gould[1963]には、十三

の項目に関して「補足註記」がなされているのだが、大場氏は、そのうちの三項目、

筆者が後に言及するだろう一項目と、「リンガ」と「ヨニ」だけを採用している。それ

が、大場[1971/1997]では、「バートン版」内部の註と同じように、本文中に埋め込ま

れている。また、「バートン版 カーマ・スートラ」を歌った石山[1995]は、「バートン

版」が含んでいた、訳者バートンらによる「序文」などを排除した、バートン版によ

る、文字通りの「ヴァーツヤーヤナ著『カーマ・スートラ』だけの和訳本になってい

る。だが、ヴァーツヤーヤナによる「目次」の中に、和訳者たる石山淳氏が、便乗・

参入するという誠に奇妙な目次になっているのではあるが。石山氏自身は、その不思

議を意識されなかったのであろうか？

 筆者は、福田[1969]などに見られる著者の書きぶり等に内心大いに憤りを覚える者で

あるが、それに関しても、阿能[1971]は、筆者とほとんど同じ視点で批判を展開して

いる（⑩47頁）。阿能氏は、福田[1969]の「図版はよい本だが！」と言われる。

 「世間では、いくらか皮肉をこめて、印度哲学者といえば、謹厳で偏屈な奇人と見倣
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し、印度文学者といえば、『カーマ・スートラ』がらみのすきものと極めこんでいるよ

うである。そういわれてみれば、なるほどと首肯く節もないではない。」（２頁）（この

文章は本書の帯びにも刷り込まれている）で始まる「「虎殺し」の女」を巻頭に置いた

本書は、性愛に寛大な現代のハッピーな雰囲気を伝えた素晴らしい書物であるが、編

集代表の長柄行光氏による「あとがき」から、著者没後の記念出版のようなものであ

るらしい。長柄氏の「ただ、断っておきたいことは、本書に集められたテーマのみが

著者の関心事であったわけではなく、著作目録からも容易に判断されうるように、広

い範囲をテーマとされている。しかし、今は、この方面の研究の欠如を憂え、なおか

つ品位を備え学問的裏付けをもったこの種の紹介の必要性が痛感されるため、敢えて

選び集めたもので、あるいは著者の意に反するやもしれない。これらはすべて編者の

責任である。」（217頁）との文章は、筆者が本稿で扱おうとしている事柄の困難を上品

に表現されている。

 田中[1991]の収録の諸編のうち、本稿と も関わりの深い本編は巻末の「初出一覧」

によれば、昭和55年7月に出た『東洋の思想と宗教』第七号に掲載されたということで

あるが、筆者は田中於菟彌氏による「かくいう筆者も先頃、臆面もなくサンスクリッ

トのポルノ的作品を翻訳出版」とは何を指すのか、戸惑った次第である。1980年7月よ

り見た「先頃」と考えるのが自然である。だが、これは田中[1991]出版時の単なる誤

植によるものである。1980年にはまだその掲載誌も創刊されていない。問題の同誌第

七号は平成２年６月の刊行である。しかも、本編は、田中於菟彌氏の「遺稿｣と銘打た

れており、文末には、長柄氏による「先生が御逝去なさる三ヶ月程前」に先生ご自身

より託された原稿であるとのコメントが付されたものであった。田中[1991]に収録さ

れた本編には、それが「遺稿」であることも長柄氏によるコメントも、また1927年に

刊行されたシュミット編『アナンガ・ランガ』の梵文テキストの扉写真なども割愛さ

れている。この点は、問題の「誤植」と共に残念でならない。こうしたちょっとした

手違いが、後年の歴史研究に必要以上の混乱を将来することになるのである。その結

果、件の「ポルノ的作品」は、田中[1985]を指すだろうことが判明した。それにして

も田中於菟彌先生の御遺稿の冒頭にいわば「日本のＲ・シュミット」たる泉芳璟氏と

Ｒ・シュミット氏両名のエピソードが語られたということに、筆者はともかくも深い

感慨を禁じ得ない。

 本園[1996]によって、本園正興氏は結果的に二人目の『ラティ・マンジャリー』の英

訳からの重訳者となった。註(73)参照。

 例えば松山[1992]12頁と較べても阿能仁氏のテキストへの取り組みの真摯さが顕著で

ある。

 本書の書影は、米沢[2002]249頁に見ることが出来る。その説明では「「性典」解題」

と簡単であるが、やはり発禁本の憂き目を見た書物である。

 ラホールで出版された『アナンガ・ランガ』のサンスクリット原典に関しては、田中

[1991]も問題にしている（139－140頁）。情報が錯綜しているが、実物にあたって確認

することが肝要であろう。

 この際に用いた『アナンガ・ランガ』のサンスクリット文は、Schmidt[1902]所収のも

のであろう。
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 ただし、扉には「ヴィクラマ暦一九八四年」と記載されてあるのを、泉芳璟氏は西暦

に換算するに当たり、一年間違えて「一九二八年」としている。校訂者のジャヤデー

ヴァ・アランカーラによる序言の日付の「西暦一九二七年七月十五日」との隔差を問

題にしてさえいるが、問題のサンスクリット原典は、1927年に出たものである。田中

[1991]所収の田中於菟彌氏の「遺稿」に、やはり1927年にラホールで刊行された『ア

ナンガ・ランガ』のサンスクリット原典の扉の写真が掲載されていたことを考えると

感慨深いものがある。

 筆者は先に「ダマヤンティーの美(１)―ru-paとvapusを中心として―」『駒澤大学仏教

学部研究紀要』第63号(2005年３月)を書き、「ナラ王物語」冒頭部の一文に対する諸訳

を中心に検討したが、泉[1944]にも「ナラ王物語」の一部が対訳で収録されている。

泉芳璟[1927d]には「ナラ王物語」の全訳が収録されており、それが泉芳璟[1990]とし

て復刻もされているが、問題の一文に対する対訳形式の訳文を参考までに引いておき

たい。「ダマヤンティーは姿めでたく容色すぐれ威光名誉吉祥もて又幸運を以て世に名

を得たり。」（190頁）sumadhyama-を「姿めでたく」とし、ru-pen
・

aを「容色すぐれ」と

しているこの泉訳を筆者は評価したく思う。

 『カーマ・スートラ』梵語原典より全和訳を発表した泉芳璟、岩本裕両氏が底本とさ

れたのは、1891年に刊行された初版であるが、筆者が手にしているのは、1900年に刊

行された第二版である。その表紙の冒頭には“(For  Private  Circulation  only.)(nita-ntam
・

gopani-yam/)”と印刷されている。ドニガーによれば、1905年に刊行されたKedara-
Natha Sarmaによる新版（＝第三版？）には、それまでの版には欠けていた第七篇に対

するジャヤマンガラー註が補われているということである。Cf.Doniger& Kakar[2002],
p.lii,f.n.67.

 本稿の如き歴史研究に際して困ることは、各種出版物の中に盛り込まれた「誤解・誤

記・誤植」の数々である。 新のサンスクリット原典と 新の英訳を含む本書の「序

文」末尾に置かれている“Select Bibliography”である。そこには、Ks[1891]が1887と

ある。ちなみに、そこには本稿ではカヴァーしきれない、ベンガル文字やテルグ文字

を用いた刊本に関しても、情報が掲載されている。Cf.Tripathi[2005],p.74.
 シュミットの独訳『カーマ・スートラ』は、インド性愛学研究史の一つの金字塔と呼

ぶべきものであるが、1897年に刊行された初版の書名に関しては、梅原[1929]に

「Richard Schmidt氏訳のKama Sutra, die Indische Ars Amatoria, mit Yaśodharas
Commentar:(1897年，８ポ，493pages独訳)この再版が昨年来,(Das Kamascutrum des
Vatsyayanaと云ふ題名になつて,さかんに輸入されてゐるが、現在日本内地での入手は

一寸困難かも知れない。)」（「現代邦訳艶書解説史」149頁）との奇妙なコメントがあ

る。シュミットの独訳『カーマ・スートラ』の書名が、初版とそれ以降の版では異

なっていると言おうとしているように読めるが、その真偽は不明である。筆者の手元

のものは、1900年刊行の第二版であるが、むろん、Das Ka-masu-tram des Va-tsya-yana....で
ある。

 雑誌に①から⑪の十一回に亘って連載したもの。『カーマ・スートラ』等の性愛文献に

関して語る著作に共感出来ないものが少なくないなかで、この文献の著作態度はまこ

とに貴重である。筆者ももっと早くからこの著作を知っていたなら、本稿の姿も多少
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は変わっていたかも知れない。阿能仁氏の「その道の学殖豊かな学者先生によってな

されるべき性質のもので、筆者ごときディレッタントの能くするところではないで

しょう。しかしわが国のインド学界の体質は、いくら待っても公にカーマシャースト

ラを研究対象にしようとする考えが現われるような雰囲気にはならないようです。そ

ういった事情が、筆者をして身のほど知らずな仕事に指を染めさせることとなった一

因をなしています。・・・＜中略＞・・・何はともあれ、専門学者の立派なアルバイト

が世に出るまでの繋ぎにと思し召しください。」（阿能[1971]⑪35頁）との発言は、そ

の後、阿能仁訳『ラティ・マンジャリー』や泉芳璟訳『カーマ・スートラ』『ラティ・

ラハスヤ』等の正規の復刻版が刊行され、岩本裕訳『完訳 カーマ・スートラ』の平凡

社の東洋文庫への復刻がなされたことで、少しずつ実を結び始めたと言えるかも知れ

ない。だが、長年垂涎の稀覯書であった岩本裕訳『完訳 カーマ・スートラ』が求めや

すい平凡社の東洋文庫の一冊として復刻されるにあたって、その解説を担当しておら

れるのがインド学者ではなかったり、また、多くの読者を得ていた筈の角川文庫版

『バートン版 カーマ・スートラ』が映画の上映に併せて復刊されるにあたって映画監

督とやはり非インド学者との対談が付加されたり、さらにごく 近は、いわば画期的

かとも思える「カーマ・スートラ」解読本がポピュラーな講談社現代新書に登場して

も、その執筆者が、とんでもない非インド学者であったりするのを見ると、その実情

は、阿能仁氏の四十年前とあまり変わっていないようにも思える。百年も前のリヒャ

ルト・シュミットの業績の裾野の一角から未だ抜け出せないでいる状況と言えるかも

知れない。海外の学界では、ミリウスによる精力的な翻訳の推進、ドニガーらの

『カーマ・スートラ』の英訳新版の刊行、ジスクによる『ラティ・シャーストラ』の

テキスト＆英訳の出版などなど、確かに注目すべき新しい動きのあることが感じられ

る。それらに関しては稿を改めて紹介論究すべきであろう。

また、阿能[1971]がその『ラティ・マンジャリー』翻訳の底本としているサンスク

リット原典であるが、「表紙無字・扉なし、編者刊記等不明、・・・ハリダース梵文叢

書第258冊かも？」と記しておられる (⑪34頁)(原三正[1979]302頁など) が、それは筆

者の手元のRama-ka-ntha  Dvivedi-, ed.,Ratimañjari-, Harida-sa  SktGrantha  Ma-la-, 258: Vara-
nasi, 4thEd./1998.と同一のものと考えられる。つい先頃、阿野[1966]を実見すること

が適った。阿能[1966]とは、阿能氏自身が「コンフォート氏のものを台本とした｣(91

頁）と言うように、また原三正[1979]が「英訳本より翻訳」(302頁）と言うように、

Comfort[1964] 所載の英訳『ラティマンジャリー』(pp.88－94）からの重訳である。

サンスクリット原典からの直訳こそが学術的であって、重訳は非学術的である、と

いった風潮が見られるが、非学術的なのは、翻訳の底本を明記せず、また曖昧にぼか

すその姿勢だということを確認したいものである。優れた英訳からの優れた和訳がど

れほどのものであるかの格好の実例を、この重訳たる阿能[1966]と直訳たる阿能[1971]

の両者の比較、あるいはComfort[1964]の全和訳たる本園[1996](114－121頁）を通し

てわれわれは見ることになるだろう。そもそもサンスクリット原典からの直訳を歌っ

ていても、その直訳は、先行する諸訳の検討を前提としたものである筈である。

 本稿は、いわば『カーマ・スートラ』のサンスクリット原典からの初の全和訳者たる

泉芳璟氏の業績を手がかりに始められた本の旅の成果である。それに因んで、氏の
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「性愛学」関連の業績のみならず、単行本として刊行された全業績を参考までに列挙

した（まだまだ私家版を含めなお遺漏があることと思う）。単行本になっていなくとも

インド学仏教学の専門誌などに発表した論文は、数多くあると思われるが、それは割

愛した。例えば手元にあった山田[1959]などをめくって見ても、サンスクリット文献

学者としての泉芳璟氏の名前が輝かしく踊っているのを認めることが出来る。筆者は

本稿執筆の機会に泉芳璟氏のほぼ全業績を手にした、それと共に、泉芳璟氏の業績に

関する評価にもいくつも接した。先人の業績は、それを踏まえての後続のより緻密な

研究に取って代わられていく宿命にあるとはいえ、その業績が「全和訳」などの場合

には、やや複雑な思いが生じるのをいかんともしがたい。『談奇黨』第三号(1931.12.

1)の「現代猟奇作家版元人名録」には、その泉芳璟氏の名前が挙がっているのである。

 この 新の『カーマ・スートラ』関連本について、筆者は本稿執筆中に、その近刊予

定の一冊として知った。確か『『カーマ・スートラ』を読む』というような題名だった

と記憶する。内容的にはほとんど期待していなかったが、出たばかりの本書にざっと

目を通して持った印象は、やはり憤りのようなものだった。まず「序文 いかに『カー

マ・スートラ』を読むか」の 後に置かれた「本書における『カーマ・スートラ』の

引用は、主にヴァーツヤーヤナ『完訳カーマ・スートラ』（岩本裕訳著、東洋文庫、平

凡社、一九九八年／親本は杜陵書院、一九四九年）、Doniger,W. & Kakar,S.,Kamasutra,
 Oxford University Press,2002、『バートン版カーマ・スートラ』（大場正史訳、角川文庫、

一九七一年）、福田和彦『カーマ・スートラ』（芳賀書店、一九六九年）などを参考に

させていただいた。一部わかりやすく訳文を変更した箇所もある。」（６－７頁）に仰

天せざるを得なかった。書名に「官能の『カーマ・スートラ』解読」と歌っているに

もかかわらず、解読の対象たる『カーマ・スートラ』が特定されていないのである。

その上で、本文には、例えば、こういうふうに記述される。「・・・つまり、バートン

版とは、正確には、インドラジット＝ビーデ＝アーバスノット＝バートン版ともいう

べきで、しかも学問的にはかなり正確さを欠いたものと言わざるをえないのである。

十九世紀のヴィクトリア朝における翻訳とは、まずはインド人のサンスクリット学者

を雇って翻訳させ、それをもとに討議を重ねて綿密な決定稿を作っていくというもの

だった。バートン版もその例外でない。」（49頁）筆者はこの記述に接して唖然とする

しかなかった。なぜ、バートン版は「学問的にはかなり正確さを欠いたものと言わざ

るをえない」のか？ こんな無責任な書きぶりはないように思われた。この植島啓司

氏の得意然とした記述は、大場[1967]312頁、[1971]19頁、[1997]17頁に現れる「イン

ド在住のヴィクトリア朝の学者たちが行なった一般的な翻訳方法は、まずインド人の

サンスクリット学者を雇って翻訳させることで、そのあと討議しながら、このうえな

く綿密な英訳を作っていくならいだった。」をそのまま借用したものである。四人の共

同作業なら、むしろその「正確さ」の根拠とし得るように思われるわけだし、しかも、

植島氏が無断借用している、その文章は、「バートン版カーマ・スートラ」の訳文とし

てあるのである。大場氏その人も、「バートン版カーマ・スートラ」の和訳といいなが

ら、底本をArcher本とMuirhead-Gould本の二種類挙げているものの、一つには特定して

いないのであるが、問題の文章は、バートン＆アーバスノットによる序文にある

“Translating with the pundits”に対する、編者Muirhead-Gouldによる註記のようなもの
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であって、Archer本には見られない“The usual method of translating by Victorian
scholars in India was to engage an Indian pundit or scholar, who would do the initial
translating, and thereafter arrive at the most precise English equivalent by discussion.”(p.
200)の訳文なのである。サンスクリット原典を踏まえているわけでもない植島氏が、

バートン版を「学問的にはかなり正確さを欠いたもの」と言うのは、シュミットの独

訳を「原典の正確な翻訳で学的に も価値」があると信じ、シュミットの言を肯った

岩本裕氏の、「不完全で学的に価値がないとせられる英訳や仏訳」発言の受け売りに過

ぎないのである。あるいは植島氏は、自らの友人であるかのように考えている、 新

の英訳者の一人であるドニガーの記述を曲解しているのかも知れない。筆者の理解す

るところでは、いわゆる英訳「バートン版 カーマ・スートラ」が学問的に問題があ

るとするならば、それは、かれらが翻訳の底本とした『カーマ・スートラ』のサンス

クリット原本が実質的に明らかにならない点であろう。ドニガーの明記するのはその

ことであって、まったく同感である。翻訳の底本や解読の対象が明確にならない場合、

「正確さ」などは不用意に口に出来ないはずのものである。Cf.Doniger & Kakar[2002],
p.lv.

 性愛文献のプロモーターたちには、ただ一度しか名を出さない謎の人物が時折登場す

る。この黒貞輔氏もそうした人たちの一人である。筆者は密かにこの黒氏を泉芳璟氏

のペンネームであったらとまで考えているのである。

 発禁本、地下本、粗悪な仙花紙を用いたカストリ本には、色々な面で驚かされること

が多い。泉[1926]をリライトしたと思しきこの小山[1948]も、美しい絵カヴァー付き

のカストリ本の一冊で、訳者によるもっともらしい「序」と目次と奥付も完備してい

るが、翻訳本文百八頁の後に、七十二頁にわたる空木恍太郎著「紛失した娘」という

小説が合本されている。発行者からの読者への「おまけ」のつもりだろうか？

 この訳に関しては、七面堂氏より「他所の既存刊行分を集めて来て、適当に編集した

いい加減なものですから、原本も訳者も記載はありません。恐らく、元ネタは泉芳

[璟]が印度学会から限定五百部で出したものと思われます。」とのご教示に預かった。

記して感謝したい。

 インドの代表的な性愛文献である『カーマ・スートラ』『ラティ・ラハスヤ』『アナン

ガ・ランガ』『ラティ・マンジャリー』の古典的邦訳をまとめて復刻した極めて貴重な

この集成の存在は意外に知られていないように思われる。それは、この集成が、東洋

性医学の古典和綴本二十七巻、洋装本三巻（うち一巻は、和綴本の解説）の合計三十

巻からなる箱入り限定七百部定価十八万円という大がかりのものであったということ

と関係していると考えられる。上記インドの性愛文献は、泉芳璟訳『カーマ・スート

ラ』阿能仁訳『ラティ・マンジャリー』で一巻、巻末に医学博士原三正氏による充実

した「解説」が付されている。もう一巻は、泉芳璟訳『ラティ・ラハスヤ』竹内道之

助訳『アナンガ・ランガ』である。本クロス装の立派な本である。この二巻を紙型も

そのままに目次を合集し、合本して、原三正編として、別の会社から出版されたのが、

原三正[1979][1991]である。目次と頁付けを除けば、中身は全く同一であると言い得

る。この集成中のこの二巻には奥付はなく、ただ、背表紙と中表紙に講談社の名前が

入っている。この講談社本の『カーマ・スートラ』によって、泉芳璟訳『カーマ・
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スートラ』の全文が、初めて正しい順番で並んで印刷されたと言えるのである。ただ

し、編者の原三正氏は、原訳者の意向を受けてある時期に伏せ字の役割を与えられて

挿入された一部サンスクリット原文をそのままに残したのである。

 本誌には、発禁処分を受け、一般的には行き渡らなかった梅原[1929]の主要な部分が

復刻されている。特に、本稿にも深く関わる同書巻末所収の「現代邦訳艶書解説史」

の全体が復刻されている（143－168頁）のが嬉しい。「カーマ・スートラ」「ラテイラ

・ハスヤ」「アナンガ・ランガ」の三項目。

 原三正編『インド古代性典集』、原三正[1979]が、軽装普及版として1991年２月に同じ

く人間の科学社から出版されたものが、原三正[1991]である。1991年10月には、やは

り原三正編『インド古代性典集』が、燦星社からも刊行されているようであるが、筆

者は未見。

【付記】本稿の引用文に於ける、旧漢字の使用については徹底を欠く。いや時間の関係か

ら、その作業を断念した。諒とされたい。本稿は資料収集の傍ら書き継がれたもので

あるから、記述内容に若干の重複がある。併せて諒とされたい（機会があれば全面的

に整備して別途発表したく思っている）。また資料収集に際しては、色々な意味で多

くの方々にお世話になった。一々名前を出すことをしないが、それらの方々には感謝

したい。筆者の電話による不躾な質問に気さくに答えて下さった泉芳璟氏ゆかりの三

重円称寺内泉慶子様には衷心より感謝申し上げたい。筆者の一番の関心は泉芳璟氏の

蔵書の行方であったが、その大半は大谷大学に寄贈されたとの由、大谷大学図書館に

電話で問い合わせた結果、整理中で未だ公開されていないとのお返事をいただいた。

具体的な書名を挙げて照会の手続きを踏めば調べられるかもしれないとのご教示もい

ただいたが、筆者としてはそこ止まりである。

【付記２】泉[1923a]（＆[1923b]）と泉[1926]に関して。両者ともに発禁本になったわけ

だが、両者とも、微妙な違いのある異本が存在する。『カーマ・スートラ』の場合、

表紙の色（灰色と紺色）、表紙背の金文字などの書体が違う。使われている紙の材質

（紙の厚さ）が違う。また、函や表紙にデザインされた悉曇文字を用いての表記に違

いがある。また、付録に関しても頁数（41/42頁と50頁、前者には正誤表も付録）に

違いがある。前者が「正規版」であり、後者が「偽版」かと思われる。『ラティ・ラ

ハスヤ』に関しても、極微妙に異なる二種類の異本がある。註(30)に見られる通り、

これまでは製作過程の差だけが問題にされていて外装・内容の差異は報告されていな

い。七面堂氏は「印刷の横流しによる海賊出版が出ているそうですが、本物と偽物の

区別は恐らく不可能でしょう。」と言われた。これに関しては註(19)で既に触れたが、

翻訳本文の 初の文章「その愛を以て婦女と交會し、」「その愛を以て婦女と交合

し、」に見られる訳語の差異があるわけだが、その差異は戦後の復刻に際して生じた

のものではない。つい先頃筆者が入手した「交會」とある前者とこれまで所蔵してい

た「交合」とある後者を直に比較した結果、その異本は外装・内容とも微妙ではある

が、かなり相違点を持つものであることが判明した。筆者が 初に所蔵していたもの

は後者であったが、原三正[1979]などには、前者が用いられている。米沢[1999]49頁

上に写真が掲載されているのは、やはり「交會」の前者である。オリジナルは「交

會」の前者である。梅原[1929]を踏まえている高橋[1947]の「日本では大正十五年泉
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師訳五百部とその復刻五百部とが研究者間に秘蔵されてゐるのみである。」（46頁）に

見られる、泉芳璟氏の意に反して、新たに活字を組み直して「五百部」が製作復刻さ

れたのはいつか？ という問題が残っている。泉[1948]は正規版の前者、山口[1948]

は復刻された偽版の後者を踏まえていると考えられる。また、泉[1931b]に関して。

先頃筆者が新たに入手した同書は、初版刊行の翌年1932年６月15日発行の「第五版」

である。一年あまりのうちの五版（五刷？）であるから、当時は相当に読まれた本と

見える。また、再校直前に筆者は泉[1949]と発行所＆外装だけを異にする貴重な異本

を思いがけず入手した。「昭和二十三年五月五日印刷 昭和二十三年五月十日発行」、

発行所は「若竹書院」(東京)ではなく「再建社」(東京)である。表紙には、泉[1923

a]の正規版の函・表紙に印刷されていた悉曇文字による表記が用いられている。発行

所（出版社）は異なるものの、発行者、印刷者、印刷所、定価は両者とも全く同一で

ある。この結果、泉芳璟訳『カーマ・スートラ』の戦後に於ける 初の復刻は、若竹

書院版の泉[1949]ではなく、1948年に刊行されたこの再建社版ということになる。若

竹書院版の背表紙には「印度古典研究會」、再建社版には、「印度古典刊行會」と印刷

されている。本稿本文中で全文を引いた「印度古典刊行会会識」による「泉先生の霊

に捧ぐ」は、日付とその署名から言っても、この再建社版のものと言うべきである。

だが、岩本[1949]に先んじて刊行されたこの再建社版の存在は、筆者の管見するとこ

ろでは、これまで誰によっても報告されていないのである。また今回の再建社版の奥

付裏面に泉[1926]の復刻と思われる同社刊の泉芳璟訳『ラティラハシヤ（性愛秘

義）』の広告が出ている。おそらく泉[1948]と同内容の異本と言うべきものであるが、

それがどのような体裁を持つものか、いつ刊行されたものかは不明である。異本など

の詳細については別稿を期す。(2005.9.30)


