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ākhyāyikāと kathā

和田　悠元

Ⅰ．はじめに―散文カーヴィヤの位置付け―

　一般に，サンスクリット文学，特にカーヴィヤ（kāvya）と呼ばれる美文体
による作品といえば，大詩聖（mahākavi）と称されるカーリダーサ（Kālidāsa, 
ca. 400 A.D.）の著作を始めとして，韻文や戯曲の作品が著名である。しかし，
サンスクリット文学においても，わずかながら散文作品が伝わっている。
LIENHARD[1984](p.228)が的確に指摘しているように，サンスクリット詩学は，
韻文の形式を取った長篇詩（mahākāvya）のみを考慮していたわけではなく，
散文詩にも適用されるべきものである1。しかし，8世紀前半2の作家・詩論家ダ
ンディン（Daṇḍin）の主著である『美文体の鏡』（Kāvyādarśa=KĀ）にも定義さ
れているように，長篇詩はしばしば章作品（sarga-bandha）と同一視，あるい
はその同義語として扱われるため3，散文のmahākāvyaという概念を想起しづら
い側面がある。

1 例えば，ダンディンの詩論書KĀでは10種の美質（guṇa）をヴィダルバ体（Vaidharbhī）
とガウダ体（Gauḍī）に関連づけて解説するユニークな説が展開される。その諸美質
のうちの，雄勁（ojas）という guṇaは，長大な複合語を連ね，文章の力強さや晦渋さ
を示すものであるが，ダンディンによれば，この guṇaは「散文の生命」（gadyasya 
jīvitam）であり，「ākhyāyikā等に見られる」（dṛśyam ākhyāyikā-ādiṣu）と定義される
（KĀ 1.80-81）。音節の重軽（guru-laghu）や多寡（bāhulya-alpatva）や等しく混淆して
いること（miśra）によって多くの技法があるというこの guṇaは，本来的にはヴィダ
ルバ体を支持する南方人（dākṣiṇātya）のものではなく，ガウダ体を支持する東方人
（paurastya）に好まれるものであり，彼らは散文のみならず韻文（padya）にも用いる
とされる。

2 本稿における詩論家の年代は原則として GEROW[1971](p.95)に基づく。
3 KA 1.19, KĀ 1.14.
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　通常，文学の発展順序を考えるとき，日常会話に近い散文詩が第一に来て，
次に韻文詩が来るという順序が考えられそうなものだが，LIENHARD[1984]

(p.228)によれば，それは誤りであり，年代順に言えば，日常会話から歌謡が
生じ，歌謡から叙事詩が生じ，それが短篇詩（laghu-kāvya）4に発展し，さらに
それが長篇詩（mahākāvya）を生ぜしめ，最終的に散文詩の成立をみたとい
う。これは現存するサンスクリット文学の作品／作家を年代順に布置してみた
とき，十分に妥当な説であることが理解される。
　インドの伝説では，最初の詩人（ādi-kavi）であるヴァールミーキ（Vālmīki）
によって著された『ラーマーヤナ』（Rāmāyaṇa）が「最初のカーヴィヤ」（ādi-
kāvya）とされる。その後のいわゆる前古典期には，仏教詩人アシュヴァゴー
シャ（Aśvaghoṣa, 馬鳴, ca. 80-150 A.D.）の『仏所行讃』（Buddhacarita）や『端正
なる難陀』（Saundarananda）といった韻文作品や，トリヴァンドラム劇
（Trivandrum Plays）の発見5によって注目を浴びたバーサ（Bhāsa, ca.350-450 
A.D.）の『夢のヴァーサヴァダッター』（Svapnavāsavadattā）やシュードラカ
（Śūdraka, ca. 350-400 A.D.）の『土の小車』（Mṛcchakaṭikā）などの戯曲が現れた
が，諸学者の見解は，その後のカーリダーサをしてサンスクリット文学の最高
峰とすることで一致を見る6。彼は真作と認められているものだけでも『ラグの
系譜』（Raghuvaṃśa）を始めとする3作の韻文作品と，『シャクンタラー』
（Abhijñānaśakuntalā）を始めとする3種の戯曲を残した。
　カーリダーサ以後，サンスクリット文学は技巧的・外飾的，ともすれば煩瑣
的技巧主義の傾向を示す。それはバーラヴィ（Bhāravi, 6世紀中葉）の『キラー
タとアルジュナの戦い』（Kirātārjunīya）やマーガ（Māgha, 7世紀後半）の『シ
シュパーラの殺戮』（Śiśupālavadha）などの韻文作品に顕著である。また，カー
リダーサ以後の戯曲も多数にのぼるが，バヴァブーティ（Bhavabhūti, 8世紀前
半）の『マハーヴィーラチャリタ』（Mahāvīracarita）等の3戯曲は古来より評

4 laghukāvyaについては LIENHARD[1984](p.64-158)を参照されたい。laghukāvyaについて
の詳述は避けるが，1シュローカからなり，それ自体で意味が完結している独立文
（muktaka）などが laghukāvyaに含まれる。

5 1909-1910年に，トラヴァンコール（Travancore）において，Gaṇapati Śāstrī氏がマラー
ヤム文字によって書かれたバーサの作品と推定される戯曲の古写本を発見し，1912-
1915年に13種の戯曲をトリヴァンドラム梵語叢書（Trivandrum Sanskrit Series）として
出版した。

6 e.g. 辻 [1973] p.41, 田中 [1967] p.57.

－339－



ākhyāyikāと kathā（和田） （37）

価が高い。
　ここまで，ごく簡単にサンスクリット文学の作家・作品を布置してみたが，
ここで特筆すべきは，これら諸作品が全て韻文作品か戯曲であるという点であ
る。サンスクリット文学における散文作品は，勿論現代に伝わっていない先行
する作家・作品の存在が措定されるにせよ，現存資料上，スバンドゥ
（Subandhu, 6世紀末～7世紀初期），バーナ（Bāṇa, 7世紀前半）やダンディン
（Daṇḍin, 8世紀前半）といった作家の活躍した7世紀～8世紀という前述の作家
たちと比べると遅い時期に集中していることが明瞭である。安易な比較には注
意が必要であるが，上述の年代に基づいて整理すると，スバンドゥとバーナが
マーガに先行し，バヴァブーティとダンディンがほぼ同時代人ということにな
り，散文作家の誰もバーラヴィ以前に遡り得ないということも理解される。つ
まり，古典期の美的水準を満たす（＝美文体である）詩的表現形式としての散
文は，韻文や戯曲に数百年以上遅れて現れたのである。
　さて，詩的表現形式としての散文が確立し，作品が存在している以上，文学
の技術的側面を規定する役割を負うサンスクリット詩学は，当然それを扱わな
ければならない。
　これについて，サンスクリット詩学あるいはインド古典修辞学（alaṃkāra）
では初期の二大詩論家バーマハ（Bhāmaha, 8世紀初頭）とダンディンがすでに
定義を行っている。それによれば，韻文作品（padya）に対するものである散
文作品（gadya）はākhyāyikāとkathāの2種に分類される7。両者は言うまでもな
く，それぞれ動詞語根 ā√khyā（to tell）と √kath（to tell, narrate）から造られた
女性名詞であるので、当然両者の意味も似通ったものとなるが，その内実に関
しては，上述の2人の詩論家の見解がすでに食い違っている。
　結論から言えば，バーマハ（Bhāmaha）による詳細な定義に対してダンディ
ン（Daṇḍin）が反駁したということであり，おそらくこれらの経緯を踏まえ
て，辻直四郎氏は「インドの理論家は，説話をカターとアーキアーイカーとに
分けるが (*)，…」「(*)結局両者を明確に区別することは困難である」8と指摘し，
田中於菟弥氏も「インドの修辞学では，サンスクリットの散文の作品をガディ
ヤ gadyaと称し，これをカター kathāとアーキヤーイカー ākhyāyikāの二種に分
類し，「ダシャクマーラチャリタ」はアーキヤーイカーに属する作品と見られ
7 KA 1.18, KĀ 1.23.
8 辻 [1973] pp.115, 285 (fn. 596).
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ている。ただしダンディン自身は，「カーヴィヤーダルシャ」（一・二八）にお
いて，二種の区別はないものとしている。」9と述べているのである。
　しかし，これだけの記述では，バーマハが両語に対して如何なる定義を与
え，ダンディンがそれに対してどのように批判を行ったのかは，不明瞭であ
る。
　本稿の主たる目的は，この両語をめぐる議論を再整理し，これらの内実につ
いて，原典の記述を通して再確認することである。結果的に上述の結論が導き
出されるにせよ，またそれとは異なった要素が見出されるにせよ，ともすれば
錯綜しがちなこの議論の特に細部に関して，いくらかなりとも闡明したい。な
お，本稿では諸種の制約から，原則として彼ら2人の著作のみを対象とし，考
察を進めていきたい。

Ⅱ．Bhāmaha: Kāvyālaṃkāra

　現存資料上，ākhyāyikāと kathāに関しての言及は，詩論家バーマハによるそ
れを嚆矢とする。彼は主著『美文体の修辞法』（Kāvyālaṃkāra=KA）第1章にお
いて，ākhyāyikāと kathāに詳細な定義を与え，明確に区別している。まずは彼
の所論を確認してみよう。以下が彼の ākhyāyikāの定義である。

prakṛta-anākula-śravya-śabda-artha-pada-vṛttinā /

gadyena yukta-udātta-arthā sa-ucchvāsā^ākhyāyikā matā // KA 1.25 //

ākhyāyikāとは，趣旨の乱れがない（prakṛta-anākula），耳に心地よい語
（śravya-śabda）と意味と文体を有する（artha-pada-vṛtti）散文（gadya）に
よって［書かれ］，適切で高貴な主題を有し（yukta-udātta-artha），ウッ
チュヴァーサを伴うもの（sa-ucchvāsa）であると考えられている（mata）。

　この定義において重要なものは，下線で示した2事項であろう。何となれ
ば，その他の「趣旨の乱れがない」等の要素は韻文の美文体でも要求されるで
あろう事柄であるからである。では上述の2事項はどういった性質のものなの
であろうか。
　まず「散文（gadya）によって［書かれ］」という定義は ākhyāyikāが gadyaの
サブカテゴリーである以上自明のことである。次に「ウッチュヴァーサを伴う
もの（sa-ucchvāsa）」という定義におけるウッチュヴァーサ（ucchvāsa）という

9 田中・指田 [1966] p.233.
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のは，直訳すれば「息を吐く」といった意味であり，朗唱時の息継ぎための休
止のことである10。さらにそれが転じて ākhyāyikāにおいて用いられる章の名称
を意味する。例えば，ākhyāyikāとされるバーナの『ハルシャ王紀』（Harṣacarita）
やダンディンの伝奇小説『十王子物語』（Daśakumāracarita）の作中の章名は
ucchvāsaである。
　バーマハの定義はさらに続く。

vṛttam ākhyāyate tasyāṃ nāyakena sva-ceṣṭitam /

vaktraṃ ca^aparavaktraṃ ca kāle bhāvya-artha-śaṃsi ca // KA 1.26 //

そこでは（tasyām），主人公（nāyaka）によって，自身の行った（sva-ceṣṭita）
出来事（vṛtta）が述べられる（ākhyāyate）。また，未来の対象を予告する
（bhāvya-artha-śaṃsin）時（kāla），ヴァクトラ（vaktra）とアパラヴァクト
ラ（aparavaktra）が［使用される］。

　この詩節ではさらに ākhyāyikāの特質としてさらに2事項が定義されている。
まず，第一の下線部は，ākhyāyikā作品の中では，主人公（nāyaka）が自らの
行った（sva-ceṣṭita）出来事（vṛtta）11を述べることが認められている。次に第
二の下線部のヴァクトラ（vaktra）とアパラヴァクトラ（aparavaktra）という
のは韻律の名称である。vaktra韻律はシュローカ（śloka）と通称される
anuṣṭubh韻律の別名で，4×8音節で構成される。aparavaktra韻律は奇数詩脚
（pāda）と偶数詩脚がそれぞれ同一で，韻律学（chandas）の言い方でいえば，
奇数 pādaが na, na, ra, la, ga，偶数 pādaが na, ja, ja, raという構成の韻律である12。
　さらにバーマハの定義は続く。

kaver abhiprāya-kṛtair kathanaiḥ kaiś cid aṅkitā /

kanyā-haraṇa-saṃgrāma-vipralambha-udaya-anvitā // KA 1.27 //

［それは］詩人（kavi）の意図によって為された（abhiprāya-kṛta）ある
（kaiś cid）語り（kathana）によって印しづけられ（aṅkita），娘の誘拐
（kanyā-haraṇa）・戦闘（saṃgrāma）・［愛人との］別離（vipralambha）・繁栄
（udaya）を具えているもの（anvita）である。

　まず，前半偈の「詩人の意図によって為されたある語りによって印しづけら

10 DE[1959] p.66, fn. 2.
11 DE[1959] (p.66, fn. 1)によれば，この vṛttaという語は主人公の行った行為が “actual 

history”もしくは “facts of experience”であることを示しているという。
12 cf. APTE[1957/2003r] Appendix A, pp.10-11.
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れた」ものという定義は，一見して理解しづらいが，これは chihnaあるいは
aṅkaと呼ばれるもので，kāvya作品の各章の最後に置かれる目印のことであ
る13。例えばバーラヴィの Kirātārjunīya=Kirでは “lakṣmī”14が，マーガの
Śiśupālavadha=Śiśでは “śrī”15が，プラヴァラセーナ（Pravarasena）のマーハー
ラーシュトリー（Māhārāṣṭrī）による作品『橋の建設』（Setubandha=SB）16では
“aṇurāa=anurāga”17が置かれる。そして，後半偈は ākhyāyikāにおいて叙述すべ
き対象が列挙されている。
　このような ākhyāyikāの定義に続いて，バーマハは2詩節を用いて kathāの定
義を行う。それは以下の通りである。

na vaktra-aparavaktrābhyāṃ yuktā na^ucchvāsavaty api /

saṃskṛte saṃskṛtā ca^iṣṭā kathā^apabhraṃśa-bhāk tathā // KA 1.28 //

ヴァクトラとアパラヴァクトラ（vaktra-aparavaktra）を伴うこと（yukta）
がなく（na），ウッチュヴァーサを有して（ucchvāsavat）も（api）おらず

13 RAGHAVAN[1978](pp.595-596)はこの解釈に懐疑的である。
14 vidhisamayaniyogāddīptisaṃhārajihnaṃ
  śithilavasumagādhe magnamāpatpayodhau /
 riputimiramudasyodīyamānaṃ dinādau
  dinakṛtamiva lakṣmīstvāṃ samabhyetu kṣūyaḥ // Kir 1.46 //
 vyaktoditasmitamayūkhaviśāsitoṣṭa-
  stiṣṭanmunerabhimukhaṃ sa vikīrṇadhāmnaḥ /
 tanvantamiddhamabhito gurumaṃśujālaṃ
  lakṣmīmuvāha sakalasya śaśāṅktamūrteḥ // Kir 2.59 //
15 om ity uktavato ’tha śārṅgiṇa iti vyāhṛtya vācaṃ nabhas
  tasminn utpatite puraḥ suramunāv indoḥ śriyaṃ bibhrati /
 śatrūṇām aniśaṃ vināśapiśunaḥ kruddhasya caidyaṃ prati
  vyomnīva bhrukuṭicchalena vadane ketuś cakārāspadam // Śiś 1.75 //
 iti viśakalitārthām auddhavīṃ vācam enām
  augatanayamārgām argalāṃ durnayasya /
 janitamudam udasthād uccakair ucchritoraḥ-
  sthalaniyataniṣaṇṇaśrīśrutaṃ śuśruvān saḥ // Śiś 2.118 //
16 ダンディンはマーハーラーシュトリーを優れたプラークリットと評し，それで著され
たものとして，Setubandhaを挙げている。cf. KĀ 1.34.

17 sippijaṅmauliacchiṃ laāharabbhantaresu parivaṅḍhantam /
  aṇurāapariṭṭhaviaṃ āaṇṇantiṃ va kiṃṇaruggīaravam // SB 1.65 //
 kaha vi ṭhaventi pavaṅgā samuddadaṃsaṇavisāavisuhijjantam /
 galiagamaṇāṇurāaṃ paḍivanthaṇiattaloaṇaṃ appāṇm // SB 2.46 //
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（na），サンスクリット語（saṃskṛta）で作られていて（saṃskṛta）［も］kathā

は好まれる（iṣṭa）。同様に（tathā）アパブランシャに属する（apabhraṃśa-
bhāj）［kathāも好まれる］。

　この定義のように，kathāでは ākhyāyikāとは異なり，vaktra韻律や aparavaktra

韻律がなく，ucchvāsaによる区分も存在しない。サンスクリット語やアパブラ
ンシャ語で作られていてもというのは，古宇田 [2010](p.(21), fn. 17)が指摘して
いるように，一般にサンスクリット語よりもプラークリット語（prākṛta）の
kathāの方が好まれたこと示唆していると思われる。この箇所には「非サンス
クリット語で作られた」（saṃskṛtā^asaṃskṛtā）という異読も存在する18。ここで
は，そのままでも意味が取れると考えたため底本に従ったが，この読みを採用
するならば，上述の解釈はより妥当性を増すであろう。
　また，NOBEL[1925](p.159)は，バーマハの kathāのプロトタイプがグナーディ
ヤ（Guṇāḍhya）の失われた浩瀚な説話集『ブリハットカター』（Bṛhatkathā）で
あった可能性を指摘しているが，これは『ブリハットカター』が散佚している
以上，立証し得ないものの，十分にあり得ることである。何となれば，『ブリ
ハットカター』は，プラークリットの一種に分類されるパイシャーチー語
（Paiśācī）19で書かれており，ダンディンの定義にも，kathā等はサンスクリット
とあらゆる土着語（sarva-bhāṣā）によって述べられる20とされているから，両
者の定義を考慮すれば，バーマハも直截的には明示していないが，当時少なか
らぬ影響力を持っていた『ブリハットカター』をある種のプロトタイプと考え
ていたとしても不思議なことではないであろう。
　そして，さらにバーマハは kathāにおける語り手に関して定義する。

18 SASTRY, C. Sankara Rama[1956] p.24. 古宇田 [2010]は同書の読みを採用している。
19 ダンディンは，『ブリハットカター』が「鬼霊の言葉からなる」（bhūta-bhāṣā-mayī）と
しているが，この bhūta-bhāṣāは Paiśācīの字義通りの意味である「piśāca（鬼神）の言
葉」といった意味と重なるものであり，同じ言語を指していると考えられる。cf. KĀ 
1.38.

20 kathā^api sarva-bhāṣābhiḥ saṃskṛtena ca badhyate /
 bhūta-bhāṣā-mayīṃ prāhur adbhuta-arthāṃ bṛhat-kathām // KĀ 1.38 //
 “説話（kathā）もまた（api），サンスクリット語（saṃskṛta）と［その他の］すべての
土着語（sarva-bhāṣā）とによって述べられる（badhyate）。［人々は］未曾有の内容を有
する（adbhuta-artha）『ブリハットカター』を鬼霊の言葉からなるもの（bhūta-bhāṣā-
mayī）であると言う（prāhur）。”
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anyaiḥ svacaritaṃ tasyāṃ nāyakena tu na^ucyate /

svaguṇa-āviṣkṛtiṃ kuryād abhijātaḥ kathaṃ janaḥ // KA 1.29 //

そこでは（tasyām），自らの行為（svacarita）が他者（anya）によって［述
べられる］一方（tu），主人公（nāyaka）によって述べられる（ucyate）こ
とはない（na）。高貴な生まれの（abhijāta）人（jana）がどうして（katham）
自らの美徳の顕現（svaguṇa-āviṣkṛti）を為すであろう（kuryāt）か。

　このように，バーマハによれば kathāでは主人公が自らの行為を述べること
はなく，それは他者によって述べられるとされる。

Ⅲ．Daṇḍin: Kāvyādarśa

　このバーマハの ākhyāyikāと kathāの定義に真っ向から反駁したのが8世紀前
半の作家・詩論家ダンディンである。ダンディンはまず散文とそのサブカテゴ
リーを定義した後に，“kila”という語を使って，対論者の主張を引いている。

apādaḥ pada-saṃtāno gadyam ākhyāyikā kathā /

iti tasya prabhedau dvau tayor ākhyāyikā kila //

nāyakena^eva vācya^anyā nāyakena^itareṇa vā /

svaguṇa-āviṣkriyā doṣo na^atra bhūtārtha-śaṃsinaḥ // KĀ 1.23-24 //

詩脚のない（apāda）語の連続（pada-saṃtāna）が散文（gadya）である。
ākhyāyikāとkathāというのが（iti）それ（散文）の2つの（dva）区分（prabheda）
である。その二者のうちの（tayos）ākhyāyikāは以下のように言われる（kila）。
［ākhyāyikāは］主人公（nāyaka）だけ（eva）によって話される（vācya）。他
（anya=kathā）は主人公（nāyaka）によって，あるいは（vā）他の人（itara）に
よって［話される］。これにおいては（atra=ākhyāyikā），事実（bhūta-
artha）を述べる（saṃsin）ので自らの美徳の顕示（svaguṇa-āviṣkriyā）は
欠陥（doṣa）にはならない（na）。

　ここまでの語り手に関する記述はバーマハの主張と一致する。ダンディンは
さらに ākhyāyikāで主人公が自らの行為を述べても，事実を述べているので，
それが自らの美徳の顕示であっても欠陥にならないという定義を追加している。
　さらにこの語り手に関して，ダンディンは以下のように反論する。

api tv aniyamo dṛṣṭas tatra^apy anyair udīraṇāt /

anyo vaktā svayaṃ vā^iti kīdṛg vā bheda-kāraṇam // KĀ 1.25 //

しかし（tu）そこにおいて（tatra=ākhyāyikā）も（api）、他の人（anya）々
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が発話する（udīraṇa）ので，［上述の］制限は見られない（aniyamo 
dṛṣṭas）。話者（vaktṛ）が他人（anya）である，あるいは自分（svayam）で
あるという（iti）区別を為すもの（bheda-kāraṇa）はどのようなものなの
か（kīdṛś）。

　このように，ダンディンは，ākhyāyikāでも他者が述べることがあるので，上
述の区別は無意味であると反論している。これについて，Kāvyādarśaに註釈し
ているタルナヴァーチャスパティ（Taruṇavācaspati）によれば，ākhyāyikāとされ
るバーナの『ハルシャ王紀』（Harṣacarita）等においても主人公以外の他者によ
る発話（udīraṇa）が見られるから，と註釈している21。
　さらに，バーマハの定義した ākhyāyikāの特質である vaktra韻律・aparavaktra

韻律，そして ucchvāsaを有することに関しても反駁を加える。
vaktraṃ ca^aparavaktraṃ ca sa^ucchvāsatvaṃ ca bhedakam /

cihnam ākhyāyikāyāś cet prasaṅgena kathāsv api //

ārya-ādivat praveśaḥ kiṃ na vaktra-aparavaktrayoḥ /

bhedaś ca dṛṣṭo lambha-ādir ucchvāso vā^astu kiṃ tataḥ // KĀ 1.26-27 //

もしヴァクトラ（vaktra），アパラヴァクトラ（aparavaktra），ウッチュ
ヴァーサ（ucchvāsa）をもつことが ākhyāyikāを［kathāから］区別する
（bhedaka）特徴（cihna）であるならば（cet），kathāにおいても（api）時に
（prasaṅgena）［それらが存在する］。
アーリヤー（āryā）等のように（ādivat），ヴァクトラとアパラヴァクトラ
（vaktra-aparavaktra）の使用（praveśa）がどうして（kim）［kathāに見られ］
ない（na）というのか。またランバ等（lamba-ādi）とウッチュヴァーサ
（ucchvāsa）［という章名の］区別（bheda）が見られる（dṛṣṭa）以外（tatas）
に何の（kim）［違い］があるのか（astu）。

　このように，ダンディンはまずバーマハがākhyāyikāに見られるとしたvaktra

韻律・aparavaktra韻律が āryā韻律22と同様に kathāにも見られるため，両者を区
別する要素たり得ないと批判している。次に ucchvāsaについても，kathāに見

21 tatra^api ākhyāyikāyām api, anyaiḥ nāyakāt anyaiḥ, harṣacarita-ādau bhaṭṭa-bāṇa-ādhibhir api, 
udīraṇasya dṛṣṭatvāt / T ad KĀ 1.25

 also cf. R ad KĀ 1.25.
22 音量（mātrā）の数を基準とする韻律。ac: 12 mātrā, b: 18 mātrā, d:15 mātrā. cf. Apte[1957/ 

2003r] pp.11-12.
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られる lamba（あるいは lambaka23）と呼ばれる章名と名称上の違い以外に両者を
区別する要素がないと主張している。
　ここでダンディンはある種の小結を述べる。

tat kathā-ākhyāyikā^ity ekā jātiḥ saṃjñā-dvaya-aṅkitā /

atra^eva^antarbhaviṣyanti śeṣāś ca^ākhyāna-jātayaḥ // KĀ 1.28 //

そのため（tad）kathāと ākhyāyikāとは（iti）一つの（eka）種類（jāti）が
二つの名称（saṃjñā-dvaya）を附されている（aṅkita）のであり，他ならぬ
（eva）この中に（atra），残り（śeṣa）の物語類（ākhyāna-jāti）が含まれる
だろう（antarbhaviṣyanti）。

　このように，ダンディンは ākhyāyikāと kathāが本質的に同一であり，明確に
区別し得ないとバーマハの説に反論したのである。さらに彼はバーマハの所説
に対する反論を続ける。

kanyā-haraṇa-saṃgrāma-vipralambha-udaya-ādayaḥ /

sargabandha-samā eva na^ete vaiśeṣikā guṇāḥ // KĀ 1.29 //

娘の誘拐（kanyā-haraṇa）・戦闘（saṃgrāma）・［愛人との］別離（vipralambha）・
繁栄（udaya）等（ādi）は他ならぬ（eva）章作品［の諸特徴］に等しく
（sarga-bandha-sama），これらは（ete）独特の（vaiśeṣika）性質（guṇa）で
はない（na）。

　ここで，ダンディンはバーマハがKA 1.27cdにおいて言及した ākhyāyikāにお
ける描写対象が韻文の章作品（sarga-bandha）の定義と同じなので，ākhyāyikā

独自の性質たり得ないと批判している24。さらに，章末に置かれるcihnaと呼ば
れる目印に関しても批判する。

kavibhāva-kṛtaṃ cihnam anyatra^api na duṣyati /

mukham iṣṭa-artha-saṃsiddhyai kiṃ hi na syāt kṛta-ātmanām // KĀ 1.30 //

詩人の感情（kavi-bhāva）によって作られた（kṛta）特徴（cihna）は，別
のものにおいて（anyatra=kathā）さえ（api），欠陥となること（duṣyati）
がない（na）。何となれば（hi）アートマンを修練した者（kṛta-ātman）た

23 lambakaは『ブリハットカター』から作られたとされる『カターサリットサーガラ』
（Kathāsaritsāgara）の章名として用いられている。

24 DE[1959](p.67, fn. 2)は，ダンディンがここでバーマハを曲解しており，バーマハの真
意はこれらの対象が他のジャンルの詩的作品ならば附随的な要素であっても，
ākhyāyikāでは支配的な要素でなければならなかったのではないかと推測している。
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ちにとって，望まれたる目的を達成する（iṣṭa-artha-saṃsidh）ために何の
（kim）手段（mukha）が存在しない（na syāt）であろうか。

　ここでダンディンは，バーマハによって ākhyāyikāの特質とされた cihnaは
kathā等において見られても欠陥とはならないと主張している。それはアート
マンを修練した者たちが目的のために使ってはならない手段など存在しないと
いうことである。Taruṇavācaspati註によれば，上述したバーラヴィやマーガや
プラヴァラセーナに加えて，ハスティマッラ（Hastimalla）という者の作品25の
章末（lambha-anta）に “lambha”という言葉が配されているという26。

Ⅳ．結びにかえて

　最後に，ここまで検討してきた内容を簡潔にまとめれば，以下の通りである。
　まず，バーマハは ākhyāyikāとkathāを峻別する。彼によれば，ākhyāyikāでは，
(1) 章の区分として ucchvāsaを伴う。
(2) 主人公が自らの行為を語る。
(3) vaktra韻律と aparavaktra韻律が用いられる。
(4) 作中に cihnaを有する。
(5) 娘の誘拐（kanyā-haraṇa）等が描写対象とされる。
　次に kathāでは，
(1) vaktra韻律も aparavaktra韻律も用いられない。
(2) ucchvāsaを伴わない。
(3) サンスクリット語・プラークリット語・アパブランシャ語で述べられる
(4) 主人公は自身の行為を語らず，それは他者によって語られる。
　これに対するダンディンの批判は，以下のように概括できるであろう。
(1)  ［Harṣacaritaに見られるように］ākhyāyikāにおいても語り手が他者である場
合がある。

(2) vaktra韻律・aparavaktra韻律は時に kathāにも見られる。
(3) lambaと ucchvāsaの差異は重要ではない。

25 この作品は散文作品であると考えられており，KRISHNAMACHARIAR[1970](p.444)はこれを
ākhyāyikāであるとするが，RAGHAVAN[1978](p.596)は ākhyāyikāか kathāであるとして，
判断を下さない。

26 yathā---sarga-ante māghena śrī-śabdaḥ, bhāraviṇā lakṣmī-śabdaḥ, pravarasenena ca aṃśa-ante 
anurāga-śabdaḥ, hastimallena ca lambha-ante lambha-śabdaḥ, ity ādi / T ad KĀ 1.30
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(4)  描写対象である娘の誘拐（kanyā-haraṇa）等は sargabandhaの特質と同じで
あるので，ākhyāyikā独自の性質とは言えない。

(5) cihnaは kathā等において見られても欠陥とは言えない。
　これらを改めて概観すると，ここまでの見解の食い違い27は，両者が別々の
未知の学派，理論家ないしは理論書を参照している可能性を留保しえないほど
であるといえよう。しかし彼ら以前の詩論書が伝わっていない現在，このこと
についてこれ以上詮索するのは不可能である。
　ここで，純粋に原典に記述されたことだけに注目して考えてみるならば，
バーマハの ākhyāyikāと kathāに関する厳格な定義は，ダンディンによってその
矛盾を縷々指摘されて，その妥当性は減少せしめられ，結局のところ ākhyāyika

と kathāを明確に区別するのは困難であると結論されよう。
　本来であれば，散文作品のそのものの実例や，後代の詩論家ルドラタ
（Rudraṭa）の『美文体の修辞法』（Kāvyālaṃkāra）にもあたって，さらに

ākhyāyikāと kathāに関して広汎に調査したかったが，時間的・紙幅的制約から
それは果たせなかった。これらに関しては今後の研究課題としたい。
　最後に附言するならば，この議論は議論そのものも興味深いが，同時に長年
議論されているものの未だに最終的な結論の出ていないバーマハとダンディン
の後先関係について考える際にも有益な資料となり得る。ダンディンは，本文
上で引用元について言及こそしていないが，上述の箇所でバーマハの所論をか
なり正確に引用している。また対論者の説を述べるときにしばしば使用される
“kila” という語を使っていることからも，ダンディンがバーマハの所論を知っ
ていて，批判を加えたということになり，ダンディンに対するバーマハの先行
性を示唆するものと言えよう。この点を指摘して，筆を擱くこととしたい。
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