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Kāvyādarśa I-42における “viparyaya”の解釈*

和　田　悠　元

Ⅰ．はじめに
　本稿は 8世紀前半 1の作家・詩論家ダンディン（Daṇḍin）の主著『美文体の
鏡』（Kāvyādarśa=KĀ）の「様式の区別」（Mārga-vibhāga）と題される第 1章の
第 42詩節に現れる “viparyaya”という単語の解釈を考察することを主たる目的
としている．周知のように，ダンディンはインド古典修辞学史上初めて，詩的
美質（guṇa）と文体（rīti2）を関連づけて論じた ālaṃkārikaとして著名である．
問題の語は Kāvyādarśaの guṇaと rītiの解説箇所に現れ，註釈書間での解釈が
必ずしも一致していないことから，しばしば議論の対象となってきた．本稿で
はダンディンの文体観を左右しうるこの語について，新旧の諸註釈を点検しつ
つ，種々の解釈の可能性と，そこから導き出される文体観の差異について闡明
したい．論述の手順として，まず 7世紀前半から 8世紀前半にかけて活躍した
バーナ（Bāṇa），バーマハ（Bhāmaha），ダンディンといった作家・詩論家たち
の文体観を彼ら自身の文章に基づいて確認した上で，本稿の主題である“viparyaya”

の考察に移りたい．

Ⅱ．古典期の作家・詩論家の文体観
　古典インドにおいて，地域に従って色々と異なった文体が存在していたこと
はよく知られている．この問題を扱う論攷の多くが引用する 7世紀前半 3の文
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* 本稿の執筆にあたり，多くの示唆に富むご教示や，暖かい激励のお言葉を賜った金
沢篤先生に満腔の謝意を表明する．
  1  本稿における詩論家の年代は原則として Gerow [1971] (p.95)に従うこととする．
  2  もっとも，後続のヴァーマナ（Vāmana）などとは異なり，ダンディンは文体を指す
言葉として “rīti”という語は用いず，“mārga”や “vatman”という語を用いる．
  3  バーナの年代は辻 [1973] (p.116)に基づく．なお，筆者の旧稿和田 [2011] (p.245(L))
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豪バーナの『ハルシャチャリタ』（Harṣacarita=HC）冒頭偈を本稿も先行諸訳
とともに引用して考察の端緒としよう．そこでバーナは以下のように述べる
（引用文内下線及び囲み線は引用者，以下も同じ）．

(1) śleṣa-prāyam udīcyeṣu pratīcyeṣv artha-mātrakam /

 utprekṣā dākṣiṇātyeṣu gauḍeṣv akṣara-ḍambaram // HC intro. v.7 //

(1a) In the North plays on words are mainly admired, in the West it is only the sense; in 

the South it is poetical fancy; in Gauḍa pomp of syllables. (Cowell & Thomas 

[1897/1961r] p.2)

(1b) In the North there is mostly play upon words (Śleṣa), in the West it is only the 

sense (Artha), in the South it is poetical fancy (Utprekṣā), in the Gauḍas there is 

pomp of syllables (Akṣara-ḍambara). (De [1959] p.61)

(1c) 北部地方ではほとんどが掛けことば（śleṣa）であり，西部地方では意味内
容（artha）が問題であり，南部地方では詩的空想力（utprekṣā）があり，
Gauḍa地方では音節の華麗さ（akṣara-ḍambara）がある．（大類 [1968] p.27(L)）

(1d) 北部地方（Udīcya）では，詩人たちは śleṣaを重視する．西部地方（Pratīcya）
では意味のみを，南部地方（Dākṣiṇātya）では utprekṣāを，ガウダ（Gauḍa）
では字音の派手さ（akṣara-ḍambara）を重視する．（上村 [2000] p.485）

(1e) 北方（udīcya）では掛詞（śleṣa）が優位を占め（prāya），西方（pratīcya）では
意味だけ（artha-mātraka）が，南方（dākṣiṇātya）では連想（utprekṣā）が，ガ
ウダ国（gauḍa, 東方）では字音の派手さ（akṣara-ḍambara）が［優位を占める］．
（和田 [2011] p.245(L)）

　上掲諸訳のうち，(1d)のみが śleṣaに対して訳語を与えていないが，後続す
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  において，ダンディンがバーナに先行するという旨の記述が為されているが，これは
何らかの手違いの結果であり，筆者のミスである．筆者はバーナとダンディンとの後
先関係においては，バーナ先行説を支持している．詳述は避けるが，その論拠とし
て，例えば『アヴァンティスンダリーカター』（Avantisundarīkathā=ASK）がその冒頭
偈に，HC冒頭偈などと同様に，多くの文学作品や詩人たちの名前を列挙しており，
そこに二大叙事詩やシュードラカ（Śūdraka），カーリダーサ（Kālidāsa），スバンドゥ
（Subandhu）などに加えて，バーナの名が見られることなどが挙げられる（cf. ASK 
intro. v.19）．この他にもバーナ先行説の論拠を挙げることは出来るが，紙幅の関係上
割愛することとし，ここでは旧稿の記述を訂正することを言明するに留める．
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る本文中に「言葉の二義性を利用する śleṣaというごく一般的で単純な技巧」4

という解説が述べられているので，他の諸訳と同じく，意味の修辞法（artha-
alaṃkāra）としての śleṣaを意味していると考えられる．他方，De [1959/1981r]

は，上掲 (1b)の訳は，“This is the usual translation, following Śaṃkara, as well as 
Cowell and Thomas”5であると述べる一方で，この場合の “śleṣa”はいわゆる掛
詞，play upon words, punあるいは paronomasiaといった意味の修辞法ではなく，
ダンディンの主張する 10種の詩的美質（guṇa）のうちの同名の “śleṣa”と取る
べきであると主張する 6．大類 [1968] (p.27(L))も同様の主張をするが，彼らの
主張は訳文中には反映されていないため，同一論攷中での主張の矛盾が出来す
る上，且つ guṇaとしての śleṣaと取る場合の論拠も明確でない．この詩節は大
類 [1968]も指摘しているように，ガウダ体を軽視する見解であり 7，この指摘
を踏まえるならば，他の三地域の特質が意味（artha）に関するものであるのに
対して，ガウダ地方のみが字音（śabda）に関するものであるというように対
比的に述べられていると考え得るであろう．そのため，この śleṣaは上掲諸訳
と同様に，意味の修辞法としての śleṣaと解釈するのが妥当であると思量する 8．
　Raghavan [1973] (pp.148-150)の指摘するように，バーナ自身は上述の全ての
要素が完備された状態を最善と考えていたようであるが 9，上述のように，少
なくともバーナの時代には，地域に従ってそれぞれの文体に色々と特徴的な要
素が見られることが知られていたと言えるであろう．
　しかし，バーナに年代的に後続する詩論家バーマハ（8世紀初頭）とダン
ディンの文体に関する見解は見事に対蹠的である．バーマハは『美文体の修辞
法』（Kāvyālaṃkāra=KA）第 1章で文体について以下のように主張する．

(2) vaidarbham anyad asti^iti manyate sudhiyo^apare /
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  4  上村 [2000] p.485.
  5  De [1959/1981r] p.61, fn. 2.
  6  ibid.
  7  大類 [1968] p.27(L), also cf. BhaTTaCharya [1927] p.378.
  8  但し，guṇaとしての śleṣaと修辞法としての śleṣaの両方を意味していたのではない
か，という指摘も存在する．cf. GupTa [1970] pp.130-131.

  9  navo^artho jātir agrāmyā śleṣo^akliṣṭaḥ sphuṭo rasaḥ /
  vikaṭa-akṣara-bandhaś ca kṛtsnam ekatra duṣkaram // HC intro. v.8 //
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 tad eva ca kila jyāyaḥ sad-artham api na^aparam //

 gauḍīyam idam etat tu vaidarbham iti kiṃ pṛthak /

 gata-anugatika-nyāyān nānā^ākhyeyam amedhasām // KA 1.31-32 //

(2a) There are some wise one who regard that there is another kind of composition known 

as Vaidharbha which is different and superior. The other (Gaudi) though consisting of 

elegant meaning is not so, (i.e., superior). Is there (really) any difference (between the two) 

because this called Gaudiya and the other Vaidarbha? This nomenclature is due to 

unintelligent people following (blindly) the lead of others. (sasTry [1927] pp.10-11)

(2b) 他の賢者たちは，Vaidharbhaという他の構成がある考える．そしてそれの
みが勝れていて，他の構成はよい意味を含むといえども優れていないという．
しかし，これは Gauḍīyaでこれは Vaidarbhaであるというような区別があろう
か．このような種々の名称は，愚かな人々が他人の説に盲目的に従うことから
生じたものである．（上村 [2000] p.487）
(2c) ある賢者たちは，別のものであるヴィダルバ様式が存在し，それのみが当
然勝れていると考えている．他方（＝ガウダ様式）は，事義が良くとも，〔勝
れて〕いないことになる．〔彼らは〕これはガウダ様式である，他方こちらは
ヴィダルバ様式である，というが，どうして別個のものだろうか．〔これら
は〕愚者たちが他人に盲従して別々に名づけたものにすぎない．（古宇田
[2010] p.21(L)）
(2d) 他の（apara）賢者（sudhī）たちは，ヴィダルバ体（vaidarbha）という他
のもの（anyad）が存在する（asti）と（iti）考える（manyate）．そして（ca）
それ（tad）だけ（eva）が優れており（jyāyas），他方（apara）はよい意味（sad-
artha）をもっていても（api），［優れてい］ない（na）とされる（kila）．これ
が（idam）ガウダ体（gauḍīya）であり，一方（tu）それが（etad）ヴィダルバ
体（vaidarbha）であるという（iti）のがどうして（kim）別々のもの（pṛthak）
だろうか．［それは］愚者（amedhas）たちが先例に従って（gata-anugatika-
nyāyāt），種々に（nānā）呼んでいるのである（ākhyeya）．（拙訳）

　このようにバーマハはヴィダルバ体やガウダ体といった区別自体が無意味で
あると主張している．彼によれば，『アシュマカの系譜』（Aśmakavaṃśa）10と

－317－

10  Aśmakavaṃśaは既に散佚して伝わらないが，おそらく叙事詩であったとみられる．
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いう作品がヴィダルバ体であると言われるが，人の判断によって随意に名称を
与えているに過ぎないとし 11，ガウダ体でも飾り／修辞法を有し（alaṃkāravat），
粗野でなく（agrāmya），適切で（arthya），正理をもち（nyāya），混乱していな
い（anākula）ならば，ヴィダルバ体と等しいと述べている 12．
　これに対し，ダンディンは Kāvyādarśa第 1章で文体に言及する．

(3) asty aneko girāṃ mārgaḥ sūkṣma-bhedaḥ parasparam /

 tatra vaidarbha-gauḍīyau varṇyete prasphuṭa-antarau // KĀ 1.40 //

(3a) Es gibt eine Menge von Stilarten, die von einander nur ganz wenig unterschieden 

sind. Unter diesen wird jetzt der Stil der Vidarbha und der der Gauḍa beschrieben, da 

deren Unterschied klar zu Tage liegt. (BöhTlinGk [1890] p.8)

(3b) Manifold is the style of composition with minute mutural differences. Of these 

[styles] the Vaidarbha and the Gauḍīya, as being clearly different [from each other], will 

now be described. (Belvalkar [1924] trans. p.5)

(3c) There are many kinds of diction (style), very finely distinguished from each other; 

but of these (many kinds of style) Vidarbha and Gauḍīya are described, (because) their 

differences are especially manifest. (noBel [1925] p.100)

(3d) Die literarischen Stilarten sind zahlreich, wobei der Unterschied zwischen ihnen 

subtil ist. Unter diesen werden [nun] der Vaidarbha- und der Gauḍīya[-Stil] beschrieben, 

[zumal da sich] die beiden deutlich unterscheiden. (DimiTrov [2002] p.220.)

(3e) お互いにわずかな違いをもつ，さまざまな言葉の様式が存在する．その中
で，ヴィダルバ様式とガウダ様式とが，明確な区別を持つと述べられている．
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    cf. waDer [1972] p.93, waDer [1974] pp.260-261.
    因みにnoBel [1925] (p.99)のKāvyālaṃkāra 1.33の英訳ではこの作品が “Cāsmakavaṃśa”
とされているが，これは接続詞 “ca”との連声の分離におけるミスに基づく誤訳であろ
う．但し，第 3音節が “ś”から “s”になっている理由に関しては不明である．

11   nanu ca^aśmakavaṃśa-ādi vaidarbham iti kathyate /
  kāmaṃ tathā^astu prāyeṇa saṃjñā^icchāto vidhīyate // KA 1.33 //
    “確かに（nanu ca），『アシュマカ・ヴァンシャ』等（Aśmakavaṃśa-ādi）がヴィダル
バ体（vaidarbha）であると（iti），述べられる（kathyate）．［しかし］たとえそのよう
（tathā）である（astu）と仮定しても（kāmam），名称（saṃjñā）は概して（prāyeṇa）
［人の］意向に従って（icchātas），与えられる（vidhīyate）.”

12 KA 1.35.
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（サンスクリット修辞法研究会 [2008] p.139(L)）
(3f) 相互に（parasparam）わずかな差異を有する（sūkṣma-bheda）言葉（gir）
の様式（mārga）が一つならず（aneka）存在する（asti）．そのうち（tatra），明
確な特徴をもつもの（prasphuṭa-antara）であるヴィダルバ体とガウダ体
（vaidarbha-gauḍīya）が述べられる（varṇyete）．（拙訳）

　このようにダンディンは様式＝文体の種類に関して多くの種類の存在を示唆
しつつも，明確な特徴をもつもの（prasphuṭa-antara）としてのヴィダルバ体と
ガウダ体をクロースアップしている．換言すれば，「相互にわずかな差異を有
する」諸文体の中で，ヴィダルバ体とガウダ体とは，それぞれに明確な特徴を
もち，わずかなりといえどもその差異がより明瞭としていると言えよう．これ
は後述するように，ダンディンが guṇaと関連づける形をとって，両文体を対
比的に批評している点からも，十分に首肯されると思われる．
　本詩節に続いて，ダンディンは 10種の guṇa，即ち①纏まり（śleṣa）②明瞭
さ（prasāda）③均一性（samatā）④甘美（mādhurya）⑤優美性（sukumāratā）
⑥意味の明晰さ（artha-vyakti）⑦卓越性（udāratva）⑧雄勁（ojas）⑨愛好
（kānti）⑩転移（samādhi）を列挙する 13．そしてさらに本稿の主題である
“viparyaya” が現れる第 42詩節に移る．

Ⅲ．Kāvyādarśa 1.42

　その Kāvyādarśa 1.42は以下のような詩節である．

(4) iti vaidarbha-mārgasya prāṇā daśa guṇāḥ smṛtāḥ /

 eṣāṃ viparyayaḥ prāyo lakṣyate gauḍa-vartmani // KĀ 1.42 //

(4a) Diese zehn Vorzüge gelten für die Seele des Stils der Vidarbha, im Stile der Gauḍa 

tritt meistentheils das Gegentheil von jenen zu Tage. (BöhTlinGk [1890] p.9)
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13  KĀ 1.41.ここでの 10種の guṇaの訳語は便宜的なものである．これらの術語に対す
る日本語の訳語は未だ一定していない．なお，本稿は “viparyaya”の解釈を主題として
いるので，論述に必要な場合を除いて，guṇaに対する個別的な解説は行わない．ダン
ディンの説示する guṇaに関しては，noBel [1925] (pp.104-117)，lahiri [1937] (pp.63-80)，
De [1960/1988r] (II, pp.79-81), GupTa [1970] (pp.148-160)等を参照されたい．
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(4b) These ten qualities are considered as the soul of the Vaidarbha style; the opposites 

of these are usually to be noticed in the Gauḍa style. (Belvalkar [1924] trans. p.5)

(4c) diese zehn Vorzüge gelten als Seele des Vaidarbha-Stils. Dessen Gegenteil kommt 

gewöhnlich im Stil der Gauḍas zur Erscheinung. (DimiTrov [2002] p.220)

(4d) 以上 10の美徳が，ヴィダルバ様式の命であると伝承されている．これら
の反対が，概してガウダ様式において指摘される．（サンスクリット修辞法研
究会 [2008] p.140(L)）
(4e) these ten characteristics are considered to belonging to the Vidarbha path. In the 

Gauḍa path, the opposite of these characteristics is often found. (sasTrulu [2008] pp. 

21-22)

(4f) という（iti）十の（daśa）詩的美質（guṇa）はヴィダルバ体（vaidarbha-mārga）の
命（prāṇa）であると憶持されている（smṛta）．これらの（eṣām）反対（viparyaya）が
多くの場合（prāyas）ガウダ体（gauḍa-vartman）において見られる．（拙訳）

　上掲引用諸訳は，訳語の選択や言い回しに若干の差異こそあれ，趣意として
は概ね一致し，訳文のレヴェルで大きく他との解釈を異にするようなものは見
られない．この詩節では，原文冒頭の “iti”によって前述の 10種の guṇaの列
挙を受け，それらが「ヴィダルバ体の命」（vaidarbha-mārgasya prāṇā），つまり
ヴィダルバ体にとって本質的な要素であることが言明されている．そして，こ
れに対して，ガウダ体においては，これらの guṇaと反対（viparyaya）の属性
が概して見られるという．この「概して」という言い方は本文中に下線で示し
た副詞 “prāyas”を受けてのものであるが，これは 10種の guṇa全てに反対の属
性が見られるのではなく，ヴィダルバ体とガウダ体が共通して具備する guṇa

も在在するためである 14．
　では，その「反対の属性」とはどのようなものなのであろうか．これについ
て筆者は以前に少しく論じたことがあるので 15，ここでの詳述は避け，幾つか
の例を簡潔に紹介するに留める．
　例えば，Kāvyādarśaに列挙された 10種の guṇaの第一は纏まり（śleṣa）であ

－314－

14  10種の guṇaのうちmādhurya, artha-vyakti, udāratva, ojas, samādhiは両文体において見
られる．詳しくは拙稿（和田 [2011] pp.245-246(L)）を参照されたい．

15  和田 [2011].
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る．これは文章構成の緊密さに関する美質である．ダンディンによれば alpa-
prāṇa16をもつ字音（alpa-prāṇa-akṣara）によって弛緩（śaithilya）がもたらされ
るが，この śaithilyaを欠いたものが śleṣaであるという 17．ダンディン自身の
例を示せば，“mālatīmālā lolālikalilā”18〔ジャスミンの花環（mālatī-mālā）は［そ
れを］切望する（lola）蜜蜂（ali）によって覆われている（kalila）．〕という文
章は全ての音節が alpa-prāṇaで構成されている．alpa-prāṇaは発音すると音質
的に柔らかな印象を受けるため，これが上述の例文のように全音節を占めると
弛んだような，締まりのなくなるような構成となってしまう．これが弛緩
（śaithilya）とよばれる状態であり，ヴィダルバ体はこれを好まず，同趣意の文
章でも “mālatīdāma laṅghitaṃ bhramarair”19〔ジャスミンの花環（mālatī-dāman）
は蜜蜂（bhramara）たちによって覆われている（laṅghita）．〕と言ったものを好
む．この文章も maや laといった多くの alpa-prāṇaを含むが，gh-や bh-といっ
た mahā-prāṇa（帯気音，aspirated letters）や結合子音の使用によって弛緩を回
避していると考えられるのである．このようなものが śleṣaという美質である．
そしてその viparyayaが śaithilyaという属性となるのである．
　紙幅の都合上，あと一例だけ挙げることとする．ダンディンは śleṣaの次に
明瞭さ（prasāda）という美質を解説する．prasādaとはよく知られた意味
（prasiddha-artha）を理解しやすい（pratīti-subhaga）言葉で表現するという美質
である．ダンディンは “indor indīvaradyuti lakṣma lkṣmīṃ tanoti”20〔青蓮華（indīvara）
の光輝（dyuti）のような月（indu）のしるし（lakṣman）は美しさ（lakṣmī）を
増す（tanoti）．〕という例文を挙げている．この文章で使われている語はいず
れもその意味が容易に理解されるものばかりである．これはヴィダルバ体に好
まれるが，他方ガウダ体は “anatyarjunābjanmasadṛkṣāṅko balakṣaguḥ”21〔あまり
白くない（anatyarjuna）水に生ずるもの（abjanma=蓮華）のような（sadṛkṣa）
染み（aṅka）を有する白光をもつもの（balakṣagu=月）がある．〕という一見
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16  発音に際しわずかな気息を伴う音節とされ，無気の子音（unaspirated consonants），
短母音（short vowels），半母音（semivowels），鼻音（nasals）を意味する．

17  KĀ 1.43.
18  ibid.
19  KĀ 1.44.
20  KĀ 1.45.
21  KĀ 1.46.
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して理解しがたく，婉曲的な表現をとるものを好む．文章中の “arjuna”は通常
Pāṇḍava五兄弟の一人を指し，「白」という意味は一般的ではない．また
“abjanman”（水に生ずるもの =蓮華）や “balakṣagu”（白光をもつもの =月）も
婉曲的な言い回しである．このような一般に認められていない（nātirūḍha）表
現は派生したもの（vyutpanna）として prasādaの viparyayaに位置づけられる．

Ⅳ．“viparyaya”の解釈
　簡単ではあるが，“viparyaya”の内実を瞥見したところで，この語の解釈とい
う本稿の主題に移りたい．前掲引用文 (4)中で囲み線を施した単語 “viparyaya”

は，同じく下線で示した副詞 “prāyas”の使用による範囲の限定と両文体に共通
の guṇaの存在という矛盾の回避の効果のために，少なくとも原典レヴェルで
は特に大きな問題を惹起するように見えず，前掲諸訳においても相互に齟齬を
きたすようなものは見られない．しかし，註釈レヴェルではそうはいかない．
Kāvyādarśaに対する諸註釈は当然のことながら多くがこの “viparyaya”に言及
し，そのうち，2種の解釈が古くから議論の対象となってきた．
　Lahir i [1937]は Kāvyādarśaの代表的註釈として定評ある 2種の註釈，即ちタ
ルナヴァーチャスパティ（Taruṇavācaspati, 13世紀 22）による註釈（Vyākhyā=T）
と『フリダヤーンガマー』（Hṛdayāṅgamā, 9世紀 23=Hṛd）と呼ばれる作者不詳
の註釈の “viyaryaya” に関する解釈について，“Those who accept Taruṇavācaspati’s 
interpretation would take it to mean vaiparītya, i.e. opposition or contrariety, while others, 

following the Hṛdayāṅgamā, mean by it anyathātva, i.e. difference or divergence.24”と概
括している．この記述に従って Hṛdayāṅgamāを参照してみると容易に該当箇
所に辿り着く．

(5)  eṣāṃ śleṣa-ādīnāṃ viparyayaḥ anyathātvaṃ gauḍa-prasthāne lakṣyate / prāyo-
grahaṇaṃ sākalya-nivṛtty-artham / tena arthavyakty-audārya-samādhi-guṇāḥ 

ubhaya-mārga-tulyāḥ iti gamyate / Hṛd ad KĀ 1.42
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22  GupTa [1970] pp.250-251.
23  ibid.
24  lahiri [1937] pp.59-60.
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(5a) これら（eṣām）纏まり等（śleṣa-ādi）の反対（viparyaya），［即ち］別様性
（anyathātva）がガウダの体系（gauḍa-prasthāna）に認められる（lakṣayate）．「主
として」［という副詞の］使用（prāyo-grahaṇa）は，全体性の否定のため
（sākalya-nivṛtty-artha）である．それによって（tena），意味の明晰さや卓越性や
転用の美質（arthavyakty-audārya-samādhi-guṇa）が両［文体］に共通である
（ubhaya-mārga-tulya）と（iti）理解される（gamyate）．（拙訳）

　一方，(6)のように Taruṇavācaspati註の該当箇所には Lahir i氏の指摘する
“vaiparītya”という語そのものは見当たらない．

(6)  prāyaś-śabdaḥ arthavyakty-audārya-samādhy-ādayo guṇāḥ ubhaya-sādhāraṇāḥ iti 
darśayati // T ad KĀ 1.42

(6a) 「主として」という言葉は（prāyas-śabda），意味の明晰さ（artha-vyakti）や
卓越性（audārya=udāratva）や転用（samādhi）等（ādi）の諸美質（guṇa）が両
［文体］に共通である（ubhaya-sādhāraṇa）と（iti）示している（darśayati）．（拙訳）

　しかし，Lahir i氏の言う “Those who accept Taruṇavācaspati’s interpretation25”が
具体的に誰を指しているのかは明示されていないにせよ，数多ある新旧の
Kāvyādarśaの註釈にはそれと思しきものが散見される．例えば，Tarkavágíśa 

[1863/1981r]のサンスクリット註には以下のような記述が見られる．

(7)  eṣām iti / gauḍa-vartmani gauḍa-rītau, eṣāṃ śleṣa-ādi-daśaguṇānāṃ viparyyayo 
vaiparītyaṃ, sa ca kva cid atyanta-abhāva-rūpaḥ kva cid aṃśena sambandha-rūpaś 

ca, prāya ity anena ca kutra cid vaidarbho gauḍoḥ sāmyam api varttata iti sūcitam 

// (Tarkavágíśa [1863/1981r] p.39)

(7a) これらの（eṣām）というのは（iti），ガウダの道（gauḍa-vartman）［即ち］ガウ
ダ文体（gauḍa-rīti）において，これらの（eṣām）纏まり等の 10の美質（śleṣa-
ādi-daśaguṇa）の反対（viparyaya）［即ち］対蹠性（vaiparītya）［はということで
あり］，また（ca）それは（sa）ある場合には（kva cid）絶対に存在しない性質
（atyanta-abhāva-rūpa）を有し，ある場合には（kva cid）部分的に（aṃśena）関
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25  ibid.
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係する性質（saṃbandha-rūpa）を有するものであり，「主として」（prāyas）と
いう（iti）この［言葉］によって（anena），あるところでは（kutra cid），ヴィダ
ルバ体がガウダ体と同一（sāmya）であっても（api），用いられる（vartate）と
（iti）示されている（sūcita）．（拙訳）

　また，Pat hak [2005]も Kāvyādarśa 1.42に対するサンスクリット語の語釈に
おいて，“viparyayaḥ vaiparītyaṃ26”と解釈している．さらに Jībānanda Vidyāsāgara

による註釈も同様の解釈を示す 27．
　これらの解釈をヴィダルバ体とガウダ体の両文体との連関において考えてみ
るならば，以下のようなことが言えるであろう．
　まず，viparyayaを (5)の Hṛdayāṅgamāの解釈である anyathātvaと取る場合，
多くの場合で viparyayaが見られるガウダ体もヴィダルバ体と別様（anyathā）
ではあるが，価値的には同等に評価されていると見做すことができる．
　他方，(7)などの viparyayaを vaiparītyaと取る解釈に立つ場合，ガウダ体は
一部に guṇaと逆の性質を認めるのでヴィダルバ体より劣った文体と見做され
ていると考えられる．これについての極端な理由として，guṇaの対蹠的属性
は欠陥（doṣa）であるからということもできる．それを傍証するものとして挙
げられうる KāvyādarśaのいわゆるMadras Edition28と称される系統の刊本所載
29の一詩節を我々は点検しておかねばならないであろう．この詩節はMadras 

Editionの第 4章「欠陥の区別」（Doṣa-vibhāga）の冒頭詩節である．

(8)  kāvye doṣā guṇāś ca vijñātavyā vicakṣaṇaiḥ /
  doṣā vipattaye tatra guṇāḥ saṃpattaye yathā // (ranGhaCharya [1910] p.267)

26  paThak [2005] p.51.
27  eṣāṃ śleṣa-ādīnāṃ prāyaḥ bāhulyena viparyayaḥ vaiparītyaṃ dṛśyate… (sasTrulu [2008] 

pp.21-22)
28  Kāvyādarśaは editio princepsである TarkaBáGíśa [1863/1981r]や BöhTlinGk [1890]など
に代表される所謂カルカッタ版（Calcutta Edition）と，ranGaCharya [1910]に代表され
るマドラス版（Madras Edition）の 2系統に大別される．カルカッタ版は全 3章
（Pariccheda）660詩節からなるが，マドラス版はカルカッタ版の第 3章で扱われる音
韻の修辞法（śabda-alaṃkāra）と詩的欠陥（doṣa）をそれぞれ独立の章として分割し，
詩節も若干増加して全 4章 663詩節となる．

29  カルカッタ版はこの詩節を欠く．
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(8a) 美文体（kāvya）において，諸欠陥（doṣa）と諸美質（guṇa）とは明確さ
をもって（vicakṣaṇais）識別されるべき（vijñānatavya）である．諸欠陥（doṣa）
が滅する（vipatti）という（yathā），そこに（tatra）諸美質（doṣa）が興隆（saṃpatti）
することとなる．（拙訳）

　この詩節はまさしく doṣaと guṇaが真逆（opposite!）の関係にあることを示
唆していると言える．さらに，Hṛdayāṅgamāと並んで Kāvyādarśaに対する最
古の註釈と目されている 30セイロン（Ceylon）僧ラトナシュリージュニャーナ
（Ratnaśrījñāna, 9世紀 31）の註釈『ラトナシュリー註』（Ratnaśrīṭīkā =R）の記述
も興味深い．少々長いが，以下に提示して訳出してみたい．

(9)  ity evaṃrūpā daśa guṇāḥ śabda-alaṃkāra-svabhāvāḥ prāṇāḥ jīvitaṃ smṛtā dṛśyanta 
iti yāvat / kasya vaidarbha-mārgasya dākṣiṇātya-kāvya-paddhateḥ sambandhinaḥ / 

tair hi vaidarbha-mārgaḥ kāvya-śarīraṃ praṇīti / tad-abhāve tv asann eva / tataś ca 

śabda-alaṃkāra-bhūtaḥ śleṣa-ādi-daśa-guṇa-ātmakaḥ kāvya-racanā-viśeṣo 

dākṣiṇātyānāṃ svābhāviko vaidarbha-mārga ity arthaḥ sampadyate / evaṃrūpas 

tāvad vaidarbha-mārgaḥ / gauḍīyaḥ kiṃ rūpaḥ, tad-viparīta-svabhāva iti darśayann 

āha---eṣām ity-ādi / eṣāṃ śleṣa-ādīnāṃ viparyayo vipakṣo^aśleṣa-ādiḥ lakṣyate 

dṛśyate, kutra ? gauḍānāṃ vartmani kāvye / arthavyakty-ādeḥ kasya cid guṇasya 

sādhāraṇatvāt prāya ity āha / bāhulyena^ity arthaḥ /…R ad KĀ 1.42

(9a) という（iti），このような種類の（evaṃrūpa）10の（daśa）美質（guṇa）は，
音韻の修辞法を本質とするもの（śabda-alaṃkāra-svabhāva）であり，精気
（prāṇa）［即ち］生命（jīvita）であると憶持され（smṛta），［即ち］認められて
いる（dṛśyate）というに等しい（iti yāvat）．誰の（kasya）［生命］であるのか．
ヴィダルバ様式，［つまり］南方の美文体の道（dākṣiṇātya-kāvya-paddhati）の
と関係するもの（saṃbandhin）である．何故ならば（hi）それらをもって（tais）
ヴィダルバ様式は美文体の身体（kāvya-śarīra）とすると確定している（praṇīti）
からである．一方（tu）それがない場合（tad-abhāve），悪しきもの（asat）で
ある．それ故に（tatas），音韻の修辞法である（śabda-alaṃkāra-bhūta），纏まり

30  GupTa, op. cit.
31  ibid.
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等の 10の美質を本質する（śleṣa-ādi-daśa-guṇa-ātmaka），美文体の特別な文体
（kāvya-racanā-viśeṣa）が南方の人（dākṣiṇātya）たちにとって固有の（svābhāvika）
ヴィダルバ様式（vidharbha-mārga）であるという（iti）意味（artha）となる
（saṃpadyate）．まさに（tāvat）このような種類のもの（evaṃrūpa）がヴィダル
バ様式（vidarbha-mārga）である．ガウダ様式（gauḍīya）とはどのような種類
のものか（kimrūpa）．それの顚倒したものを本質とする（tad-viparīta-svabhāva）
と（iti）示されている（darśayat）と言う（āha）．これらの（eṣām）というもの
等（iti-ādi）とは，これらの（eṣām）纏まり等（śleṣa-ādi）の反対（viparyaya）
［つまり］逆（vipakṣa）である非纏まり等（aśleṣa-ādi）が認められる（lakṣyate）
［即ち］見られる（dṛśyate）．どこに（kutra）［見られるのか］？ガウダの人々
の（gauḍānām）道（vartman）［つまり］美文体（kāvya）に［見られる］．意味
の明晰さ等（arthavyakti-ādi）の，ある（kasya cid）美質（guṇa）が［両文体
に］共通するから（sādhāraṇatvāt），「主として」（prāyas）と（iti）言うのであ
る（āha）．［それは］「大体において」（bāhulyena）という（iti）意味（artha）
である．（拙訳）

　Kāvyādarśa 1.42の記述を前後の文脈を踏まえつつ，とても丁寧に註釈して
いる．下線で示したように，vaiparītyaという語こそ使っていないものの，
viparītaという近似した語を使用しており，解釈としては等しいものと見做し
てよいであろう．また，波線部の記述も重要である．「それがない場合」（tad-
abhāve）とは，guṇaを欠いた場合ということであり，それは悪しきもの（asat）
なのである．一般にサンスクリット語で dharmaとか guṇa，satなどと言う場合，
何らかの前提条件がなければ，それは原則的に正しく，善であり，良いものと
いうポジティブなニュアンスを伴う．そして，そのような語である guṇaに関
して，ヴィダルバ体はそれを完備している一方，ヴィダルバ体の顚倒したもの
を本質としているガウダ体は，少なくとも一部の guṇaを欠いているので，悪
しきものを有しているのに他ならないのである．Ratnaśrī註の記述だけでもこ
のように理解することは可能であり，さらに敷衍して (8)の記述も援用すれば
悪しきものを doṣaと解して，“guṇa-viparyayo doṣaḥ”と極言することもあなが
ち不可能ではない．
　また，上述の二通りの解釈に加えて，近代の註釈者のうち Vidyābhūṣaṇa 
Pandit Rangacharya Raddhi Shastriによる註釈（Pot dar  [1970]）や Mishr a [1984]

－308－



Kāvyādarśa I-42における “viparyaya”の解釈（和田）（142）

は別の解釈を示している．彼らは “viparyaya”を “vyatyāsa”（変化・転換）と解
する 32．この説には De [1959]や大類 [1968]が左袒している．De氏の見解は，
“Daṇḍin believes that the Gauḍa is a clearly distinguishable (prasphuṭāntara) mode of 

expression which, however, often presents a different aspect, the conception of the Gauḍas 

about the essentials of a diction being apparently different from that of Vaidarbhas.”33と
いうものである．大類氏もほぼ同様の主張を展開している 34．
　下線で示したように，この説は “viparyaya”を様相（aspect）の変化と捉え，
ヴィダルバ体を全ての guṇaを具備した良い文体として評価しつつも，一方で
prasphuṭa-antaraとしてのガウダ体もヴィダルバ体とは異なった様相をもって顕
現するという解釈であろう．これは Hṛdayāṅgamāの解釈に近く，ガウダ体を
一個の文体として肯定的に評価する見解である．

Ⅴ．結びに代えて
　以上，Kāvyādarśa 1.42に現れる “viparyaya”を巡る解釈について検討してきた．
擱筆にあたり，それらを概括し，論評するならば，以下のようになろう．
　Hṛdayāṅgamāのように，“viparyaya”を “anyathātva”（別様性）と解する場合，
ガウダ体は prasphuṭa-antaraとしてヴィダルバ体とともにある意味で肯定的に
捉えられる．但し viparyayaという語の本来の意味から anyathātvaの意味合い
を引き出してくるのは，少々牽強附会な印象もある．その点 “vyatyāsa”（変化・
転換）と解する立場は，viparyayaのもつ多くの意味のうちの一つとの関係性
が明白であり，この弱点を補完する見解であろう．
　他方，vaiparītya（対蹠性）と解釈する場合，artha-vyaktiなどの例外的な
guṇaはあるものの，guṇaと逆の関係にある属性を持つが故に，ヴィダルバ体
よりも劣った文体であると見做していると考えられる．しかしこのような逆の
関係にある属性が doṣaを意味するかという点については，筆者としては俄に

32  gauḍa-vartmani gauḍa-mārge eṣāṃ guṇānāṃ viparyayo vyatyāsaḥ / (poTDar [1970] p.43)
   gauḍa-vartmani gauḍa-mārge gauḍīya-rītau eṣāṃ guṇānām viparyayaḥ vyatyāsaḥ…(mishra 

[1984] p.37)
33  De [1959] p.62.
34  大類 [1968] p.28(L).
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は肯えない 35．何故ならば，Gupt a [1970] (p.138)も指摘するように，もし反対
の属性が欠陥的であるならば，それは美文体の範疇を逸脱するものでなければ
ならないが，ダンディンが与えている詩例を見ても，それらは欠陥的ではなく，
優れた詩であるからである．
　こう述べると，それならば anyathātvaの解釈と相違がないであろうという反
論が想定される．しかし，既に簡単に紹介したように（cf. supra. chap. III），
śleṣaとその viparyayaである śaithilyaは文章構成における緊密性において，
prasādaと vyutpannaの関係は用語選択に関して対蹠的である．また，本稿での
仔細な検討は適わなかったが，他の guṇaと vyparyayaの関係でも同様のこと
が言える 36．つまりそれぞれの内実から検討すれば viparyayaは紛れもなく
vaiparītyaなのであるが，これをニュートラルに見れば anyathātvaと評すること
も可能ではある．しかし，平明でバランス感覚に富むある種の典雅さを志向す
るヴィダルバ体の立場から見れば，誇張や壮麗さ，またしばしば晦渋さを志向
し，ヴィダルバ体の文体としての典範ともいうべき guṇaと時に正反対の傾向
を示すガウダ体独自の属性は決して好ましいものではなかったであろう．
　Kāvyādarśaにおいて，ダンディンがヴィダルバ体よりも古くから確立して
いたことが指摘されている 37ガウダ体 38を prasphuṭa-antaraとして扱ったとい
う事実は，彼の時代におけるガウダ体の影響力を感じさせるが，同時に彼は

35  lahiri [1937] (pp.59-60)に “Those who accept Taruṇavācaspati’s interpretation”と言われ
た当の Taruṇavācaspati自身も viparyayaを doṣaと見做していたいえず，むしろ guṇaと
考えていたとさえいえる．何故ならば，彼は愛好（kānti）の解説箇所において，「愛
好の反対（kānti-viparyaya）は誇張表現（atyukti）と呼ばれる guṇaである」（T ad KĀ 
1.88）と明言しているからである．

36  sukumāratāと niṣṭhuraの関係も śleṣaと śaithilyaのそれと同じく，文章構成に関して
対蹠的であり，samatāと viṣamaは音節構成に関して，kāntiと atyuktiは意味表現の度
合いに関して対極的である．それぞれの guṇaと viparyayaの詳細は和田 [2011]を参照
されたい．

37  JaCoBi [1886] (pp.xvi ff.)によれば，シンプルな文体としてのヴィダルバ体はより古く
精緻なガウダ体への反動であり，おそらく紀元 3世紀頃に成立したものであるとい
う．

38  本稿冒頭にも引用したバーナの詩節は各地域を固有名詞ではなく方位で表してお
り，南方の文体であるヴィダルバ体も dākṣiṇātyaと方位で示されているのに対して，
東方の文体であるガウダ体だけは東方を意味する “paurastya”ではなく “Gauḍa”と固有
名詞で表現されている．このこともガウダ体の先行性の傍証の一つとなろう．
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ヴィダルバ体に全ての guṇaを具備させ，優れた美文体の典型として偏愛し，
他方ガウダ体をしばしば反対の傾向を示すものとして低く評価しているのは明
白である．こうしたいわば「ヴィダルバ体贔屓」の立場を鑑みれば，viparyaya

は vaiparītyaであるという解釈の方がより彼の意に適っていると言えるように
思われる．
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