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はじめに
シヴァ神の化身であるアルダナーリーシュヴァラ（ardhanArISvara）神は、シヴァとシヴ
ァの配偶神が結合した両性具有型の神である。この神はヒンドゥー文化圏ではポピュラーな
神で、図像や文献が多数残されている。本論文ではアルダナーリーシュヴァラが創造のため
に男女に分裂する神話を取り扱う。この神話は人類創造神話の一種であり、ヒンドゥー神話
においてこの神話ほどヴァラエティー豊かに発達した人類創造神話は少なく、貴重であると
言える。さらにアルダナーリーシュヴァラというモティーフは、後代になると、その独特な
姿からか、創造という役割を超えて夫婦愛や性愛などをも象徴するようになる。それゆえ、
アルダナーリーシュヴァラ研究には、創造神話研究、カーマ研究、女性学の研究など様々な
分野への寄与が期待できるだろう。
使用する文献はプラーナと称される聖典群で、様々な地域、時代にわたって編纂され、１
つの神話素に対し多くのヴァリエーションを含んでいる。本論文では、９つのプラーナ聖
典1中の12か所の記述を取り上げて考察する。まず、12の記述の中から共通する登場人物、
行為などに従って８つの要素（A～H）を取り出し、それらの相違を比較する。その後、８
つの要素の配置を基にして、物語全体の流れを３パターンに分類し、この神話がどのように
発展していったのか考察する。
Ⅰ．アルダナーリーシュヴァラによる創造神話の８つの構成要素
神話を構成する８つの要素を物語の流れに沿って並べると以下のようになる。
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これが本論文で取り扱う神話の全体像である。多少の同異や欠落はあるものの、12か所全
ての記述に上記の流れが見て取れた。F以降の点線矢印は、物語の結末が、Fで終わるもの、
Gで終わるもの、Hで終わるものの３パターンあることを意味する。これについての考察は
後述する。まずは、８つそれぞれの要素に該当する記述を原文より抜粋し、類似した内容ご
とに分類する。なお紙幅の関係上、類似のものは註に当該箇所を挙げることとする。
A．ブラフマーによる人類創造の開始
この神話の起点となる要素である。ブラフマーが世界創造を進める過程で、人類の創造に
着手するという内容である。ブラフマーが生類を創造するものの、創造された者たちが増え
ず創造が進まないパターン（A1、A2）や、ブラフマーが創造のために苦行を行うパターン
（A2～A4）など多くの記述で創造の困難さが描かれている。
A1．ブラフマーが生類を創造するが、創造した生類が増えない。
evaM bhUtAni sRXTAni carANi sthAvarANi ca .
yadAsya tAH prajAH sarvA na vyavardhanta dhImataH ,
athAnyAn mAnasAn putrAn sadRSAn AtmAno ’sRjat .（ViXNu -purANa 1. 7. 3-4）
このように、
〔ブラフマーによって〕動くものや動かないものという存在が生み出され

― 140 ―

アルダナーリーシュヴァラによる創造神話の考察

た。彼の思考〔によるもの〕だったにもかかわらず、これら全ての生類が増えなかった
ので、
〔ブラフマーは〕自分に似た心から生まれた他の息子たちを創った2。
A2．ブラフマーが生類を創造するが、それらが増えなかったので、シヴァに対して苦行す
る。
na vyavardhaMta loke ’smin prajAH kamalayoninA ,
vRddhyarthaM bhagavAn brahmA putrair vai mAnasaiH saha .
duScaraM vicacAreSaM samuddiSya tapaH svayam .（LiGga -purANa 41. 7-8a）
蓮華から生まれた者（ブラフマー）によって〔創られた〕生類は、この世界で増えなか
った。ブラフマー神は〔生類を〕増やすために、心から生まれた息子たちと共に、
〔シ
ヴァ〕神に対して、自身で厳しい苦行をした。
A3．ブラフマーが創造のために苦行する。
evaM sRXTvA marIcyAdIn devadevaH pitAmahaH ,
sahaiva mAnasaiH putrais tatApa paramaM tapaH .（KUrma -purANa 1. 11. 1）
このようにマリーチなどを創造してから、神々の神である祖父（ブラフマー）は、心か
ら生まれた息子たちと共に、最高の苦行をした。
sRXTvaitad akhilaM brahmA punaH kalpAMtare prabhuH .
sahasrayugaparyaMtaM saMsupte ca carAcare ,
prajAH sraXTumanAs tepe tata ugraM tapo mahat .（LiGga -purANa 41. 37b-38）
ブラフマー神は、他の（前の）カルパにおいて、動くものや動かないものの全てを創造
した後、千ユガ期の間眠り、
〔その後目が覚めて〕生類を創りたいと考え、それから非
常に過酷な苦行をした。
A4．ブラフマーが創造を促され、シヴァに対して苦行する。
nabhovANI tadAbhUd vai sRXTiM mithunajAM kuru ,
tac chrutvA maithunIM sRXTiM brahmA kartum amanyata .
その時、
「一対（夫婦）から生み出す創造をなせ。
」
〔という〕天からの声があった。そ
れを聞いて、ブラフマーは性交による創造をすることを考えた。
prabhAveNa vinA SaMbhor na jAyerann imAH prajAH ,
evaM saMcintayan brahmA tapaH karttuM pracakrame .
SivayA parayA SaktyA saMyuktaM parameSvaram ,
saMciMtya hRdaye prItyA tepe sa paramaM tapaH .（Siva -purANa 3. 3. 3, 5-6）
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「吉祥たる者（シヴァ）の創造力なしには、これらの生類は生まれないだろう。

」そのよ
うに考えたブラフマーは、苦行をし始めた。最高のシャクティであるシヴァーと結合し
たパラメーシュヴァラ（シヴァ）を、心の中で喜んで考え、彼（ブラフマー）は最高の
苦行をした。
A5．ブラフマーとシヴァが創造行為を譲り合う。
brahmA dRXTvAbravId enaM mA srAkXIr IdRSIH prajAH ,
sraXTavyA nAtmanas tulyAH prajA deva namo ’stu3 te .
anyAH sRja tvaM bhadraM te prajA vai mRtyusaMyutAH ,
nArapsyaMte hi karmANi prajA vigatamRtyavaH .
evam ukto ’bravId enaM nAhaM mRtyujarAnvitAH ,
prajAH srakXyAmi bhadraM te sthito ’haM4 tvaM sRja prajAH .
ete ye vai mayA sRXTA virUpA nIlalohitAH .
ブラフマー神はその者（ルドラ＝シヴァ）を見て言った。
「そのような（前文でルドラ
の描写がされている）生類を創るな。
〔汝〕自身に似た生類を創るべきではない。神よ、
汝に敬礼す。汝に幸あれ。汝は他の死を伴う（死すべき）生類を創りなさい。死の来な
い生類は、儀式を執り行わないだろう。
」このように言われた彼（ルドラ）は、彼（ブ
ラフマー）に言った。
「私は、死や老が訪れる生類を創らないだろう。あなたに幸あれ。
私は留まるので、あなたが生類を創りなさい。
」
evam uktas tadA brahmA mahAdevena dhImatA ,
pratyuvAca namaskRtya hRXyamANaH prajApatiH .
evaM bhavatu bhadraM te yathA te vyAhRtaM vibho ,
brahmaNA samanujJAte tathA sargam abhUt kila .（LiGga -purANa 70. 314-317a, 321322）
このように、賢者である偉大な神（ルドラ）に言われた創造主ブラフマーは、敬礼し
て、喜んで答えた。
「汝に言われた通り、そのようにしよう。汝に幸あれ。遍在する者
よ。」〔そのように〕ブラフマーによって認められた時、創造が起こった。
A6．創造を進めている過程。
navadhA sRXTir utpannA brahmaNo ’vyaktajanmanaH .
未顕現から生まれたブラフマーの９種の創造が起きた。
tasyAdau tatra vaMSe tu jagad etac carAcaram .（VarAha -purANa 2. 42a, 46b）
そこで、彼（プラジャーパティ）の系譜の最初に、この動くものや動かないものから成
る世界が〔生じた〕
。
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B．ブラフマーによる他の者達の創造
ブラフマーがルドラ（シヴァ）を創造する以外に他の者たちを創造するという要素であ
る。他の者たちの中には、マリーチたち（ブリグ、プラスティヤ、プラハ、クラトゥ、アン
ギラス、マリーチ、ダクシャ、アトリ、ヴァシシュタの９人）
、サンカルパ、ダルマ、アダ
ルマ、サナンダナたち（サナンダナ、サナカ、サナータナ、サナトクマーラの４人）
、リブ
などが含まれる。この中でダクシャは、この要素では特に目立った存在ではないが、後のG
とHの要素において単独で再登場する。
Bの要素では、ブラフマーが創造した他の者たちが世界創造に無関心であったために、創造
が進まないとする記述（B1）が引き金となって、このことに対し怒ったブラフマーのその怒
りからアルダナーリーナラ（ルドラ）が出現するという記述につながっていくものがある。
B1．マリーチなど様々な者たちを創造するが、皆、創造行為に関心がなく、その後の創造
が進まない。
athAnyAn mAnasAn putrAn sadRSAn Atmano ’sRjat ,
bhRguM pulastyaM pulahaM kratum AGgirasan tathA .
marIciM dakXam atriM ca vasiXThaM caiva mAnasam .
それから彼は、自分に似た、心から生まれた他の息子たちを創った。ブリグ、プラステ
ィヤ、プラハ、クラトゥ、アンギラス、マリーチ、ダクシャ、アトリ、ヴァスィシュタ
こそが〔その〕心から生まれた息子たちである。
tato ’sRjat punar brahmA rudraM roXAtmasaMbhavam ,
saMkalpaM caiva dharmaM ca pUrveXAm api pUrvajaH .
agre sasarjja vai brahmA mAnasAn AtmanaH samAn ,
sanandanaM sasanakaM vidvAMsaM ca sanAtanam .
sanatkumAraM ca vibhuM sanakaM ca sanandanam .
そのあとさらに、祖先の中の祖先ブラフマーは、自身の怒りから生まれたルドラと、サ
ンカルパ、ダルマを創った。初めに、ブラフマーは自身に似た心から生まれた息子た
ち、サナンダナとサナカと博識なサナータナと遍在し古より存在し喜び溢れるサナトク
マーラ5を創った。
sarve te hy AgatajJAnA vItarAgA vimatsarAH ,
teXv evaM nirapekXyeXu lokavRttAnukAraNAt .
hiraNyagarbho bhagavAn parameXThI hy acintayat ,
tasya roXAt samutpannaH puruXo ’rkkasamadyutiH ,
arddhanArInaravapus tejasA jvalanopamaH .（VAyu -purANa 9. 62-63a, 64-66a, 67-68）
彼らは皆、未来の知識を持ち、執着から離れ、嫉妬をしなかった。このように、彼らが、
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世界の〔生産〕活動に無関心であったので、金色の胎児である神パラメーシュティン
（最高の者ブラフマー）は困惑（熟考）した。彼の怒りから、人が生まれた。
〔その者
は〕太陽に等しい輝きを持ち、半身に女性を持つ男性の姿であり、
〔光輝の〕力によっ
て最高に輝いていた6。
B2．マリーチたちを創造し、皆で苦行を行う。
nArAyaNAkhyo bhagavAn yathApurvaM prajApatiH ,
marIcibhRgvaGgirasaH pulastyaM pulahaM kratum .
dakXam atriM vasiXThaJ ca so ’sRjad yogavidyayA .（KUrma -purANa 1. 10. 88-89a）
か のナーラーヤナと呼ばれる創造神は、以前のように、マリーチ、ブリグ、アンギラ
ス、プラスティヤ、プラハ、クラトゥ、ダクシャ、アトリ、ヴァスィシュタをヨーガの
知識によって創造した。
（この後、ブラフマーと一緒に苦行し、その結果ブラフマーが
ルドラを生み出す7。）
B3．マリーチなど様々な者たちを創造する。
purastAd asRjad devaH sanaMdaM sanakaM tathA ,
sanAtanaM muniSreXThA naiXkarmyeNa gatAH param .
marIcibhRgvaMgirasaH pulastyaM pulahaM kratum ,
dakXam atriM vasiXThaM ca so ’sRjad yogavidyayA .
初めに神は、サナンダ、サナカ、サナータナを創った。最高の聖仙よ。活動しないこと
で〔彼らは〕最高の境地を得た。彼は、ヨーガの知識によって、マリーチ、ブリグ、ア
ンギラス、プラスティヤ、プラハ、クラトゥ、ダクシャ、アトリ、ヴァスィシュタを創
った。
saMkalpaS caiva dharmaS ca hy adharmo dharmasaMnidhiH .
〔さらに〕サンカルパとダルマと、ダルマのそばにいるアダルマがいる。
RbhuM sanatkumAraM ca sasarjAdau sanAtanaH .（LiGga -purANa 5. 9-10a, 12a, 13a）
そして、永遠〔の神〕はリブとサナトクマーラを創った8。
C．ルドラの出現
ルドラが出現する様子を示した要素である。ブラフマーの怒りから出現するというパター
ン（C1）の多くが、AとBの要素において創造が進まずブラフマーが怒ることを要因にして
いる。ブラフマーの苦行により出現するパターン（C2、C3、C4）では、創造のためにブラ
フマーが苦行することを要因にしている。これについては、全12か所の記述のうち、５か所
がブラフマーの怒りを、６か所がブラフマーの苦行を要因としている。Cの要素には炎の記
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述も多く見られることから、怒りによる熱、苦行による熱、炎による熱など、熱というもの
がルドラ誕生の必須要件と考えられているということができる。
C1．ブラフマーの怒りによってルドラが生まれる。
teXv evaM nirapekXeXu lokasRXTau mahAtmanaH .
brahmaNo ’bhUn9 mahAn krodhas trailokyadahanakXamaH ,
tasya krodhAt samudbhUtajvAlAmAlAtidIpitam ,
brahmaNo ’bhUt10 tadA sarvaM trailokyam akhilaM mune .
bhrakuTIkuTilAt tasya lalATAt krodhadIpitAt ,
samutpannas tadA rudro madhyAhnArkasamaprabhaH .
ardhanArInaravapuH pracaNDo ’tiSarIravAn .（ViXNu -purANa 1. 7. 10b-13a）
このように、彼ら（サナンダナなど）が世界創造に無関心であったので、偉大な魂を持
つブラフマーは、三界を燃やすことが出来るほど大きな怒りを感じた。ブラフマーの怒
りから、燃える炎の輪が生じ、三界全てに満ちた。聖仙よ。怒りに燃え、眉をしかめた
彼の額から、その時、真昼の太陽に等しい輝きを持つ、半身に女性を持つ男性の姿の、
獰猛で大きな体を具えたルドラが生まれた11。
teXv evaM nirapekXyeXu lokavRttAnukAraNAt .
hiraNyagarbho bhagavAn parameXThI hy acintayat ,
tasya roXAt samutpannaH puruXo ’rkkasamadyutiH ,
arddhanArInaravapus tejasA jvalanopamaH .（VAyu -purANa 9. 67b-68）
このように、彼らが、世界の〔生産〕活動に無関心であったので、金色の胎児である神
パラメーシュティン（ブラフマー）は困惑（熟考）した。彼の怒りから、人が生まれ
た。〔その者は〕太陽に等しい輝きを持ち、半身に女性を持つ男性の姿であり、
〔光輝
の〕力によって最高に輝いていた。
jahau prANAMS ca bhagavAn krodhAviXTaH prajApatiH ,
tataH prANamayo rudraH prAdurAsIt prabhor mukhAt .（LiGga -purANa 41. 42）
怒 りに満ちた創造神は〔自身の〕呼吸（生命）を捨てた。そして、神の口から、呼吸
（生命）から成るルドラが現れた。
C2．ブラフマーが苦行していたとき生まれる。
tasyaiva tapato vakrAd rudraH kAlAgnisambhavaH ,
triSUlapANir ISAnaH prAdurAsIt trilocanaH .（KUrma -purANa 1. 11. 2）
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ちょうど彼（ブラフマー）が苦行をした時、鼻から、世界を破壊する炎から生まれ三叉
戟を持つイーシャーナであり三眼を持つルドラは生まれた。
tapas tepe prajAnAtho vedoccAraNatatparaH ,
atharvavedoccaraNaM yAvac cakre pitAmahaH .
mukhAd rudraH samabhavad raudrarUpo bhavApahaH ,
arddhanArInaravapur duXprekXyo ’tibhayaMkaraH .（Skanda -purANa 7. 2. 9. 5-6）
ヴェーダの朗唱に通暁した祖父である創造主（ブラフマー）は、苦行をし、アタルヴァ
ヴェーダの唱句を創った。
〔ブラフマーの〕口から、恐ろしい姿をした者であり、破壊
から生まれた者であり、見るのが困難な（醜い）者であり、大きな恐怖を感じさせる、
半身に女性を持つ男性の姿のルドラが生まれた。
C3．シヴァがブラフマーの苦行に満足し、変化する。
tuXTas tu tapasA tasya bhavo jJAtvA sa vAJchitam .
lalATamadhyaM nirbhidya brahmaNaH puruXasya tu ,
putras te ’ham12 iti procya strIpuMrUpo ’bhavat13 tadA .（LiGga -purANa 41. 8b-9）
そして、かの〔シヴァ〕神は、彼（ブラフマー）の苦行に満足し、
〔ブラフマーの〕願
いを知り、ブラフマー神の額の中央を貫き、
「私はお前の息子である。
」と言って、女性
と男性を兼ね備えた姿になった。
tIvreNa tapasA tasya saMyuktasya svayaMbhuvaH ,
acireNaiva kAlena tutoXa sa Sivo drutam .
tataH pUrNacidISasya mUrtim AviSya kAmadAm ,
arddhanArInaro bhUtvA tato brahmAntikaM haraH .（Siva -purANa 3. 3. 7-8）
かの自生者（ブラフマー）が、厳しい苦行に専念していたので、すぐさま、かのシヴァ
神は満足した。そこで、全知の神（シヴァ）が願いを叶える姿をとって、ハラ（シヴ
ァ）は半身に女性を持つ男性となり、ブラフマーに近づいた。
C4．もとからアルダナーリーナラであり、苦行をしている。
tataH prabhRti deveSo na cAsUyata vai prajAH ,
UrdhvaretAH sthitaH sthANur yAvad AbhUtasaMplavam .
それ以来、神々の神（ルドラ＝シヴァ）は、生類を生み出さなかった。生類の破滅が起
こるまで、スターヌ（不動者）は禁欲生活を保ったままでいた。
eXa devo mahAdevaH puruXo ’rkasamadyutiH14 .
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ardhanArInaravapus tejasA jvalanopamaH .（LiGga -purANa 70. 323, 324b-325a）
このマハーデーヴァ神プルシャは、太陽に等しい輝きを持ち、半身に女性を持つ男性の
姿であり、輝きにおいて炎に等しい者であった。
D．ルドラによる男女への分裂
アルダナーリーナラが男女に分裂する過程を述べた要素である。ここで重要なのは、ブラ
フマーからシヴァへの創造者という役割の移行であると考える。Dの要素には、ブラフマー
に命じられて分裂するパターン（D1、D2）と、自分で分裂するパターン（D3、D4）があ
る。特に「自分の意思に従って」分裂するパターン（D4）では、分裂する、すなわち増殖
することをアルダナーリーナラ自身の意思で行っており、創造者としての自覚が表されてい
る。他に、ブラフマーがアルダナーリーナラに分裂を命じたあと消えるパターン（D1）や
アルダナーリーナラ自身で分裂したのちブラフマーを燃やすパターン（D3）も、創造者と
いう役割がブラフマーからシヴァへ移行したことを表していると言えるだろう。
D1．ブラフマーが男女に分裂するように命じ、消える。
sarvaM tejomayaM jAtam Adityasamatejasam ,
vibhajAtmAnam ity uktvA tatraivAntaradhIyata .
evam uktvA dvidhA bhUtaH pRthak strI puruXaH pRthak .（VAyu -purANa 9. 69-70a）
「全てが輝いた状態で太陽に等しい輝きを持つ〔汝〕自身を分けよ。

」と言って、まさに
そこから〔ブラフマーは〕消えた。このように言われ、
〔ルドラは〕別々に男性と女性
の２つになった。
vibhajAtmAnam ity uktvA brahmA cAntarddadhe bhayAt .
tathokto ’sau dvidhA strItvaM puruXatvaM tathAkarot .（KUrma -purANa 1. 11. 3b-4a）
「
〔汝〕自身を分けよ。

」と言って、ブラフマーは恐れから消えた。そして、このように
言われ、その者は、女性要素と男性要素の２つを創った15。
D2．ブラフマーが男女に分裂するように命じる。
ardhanArISvaraM dRXTvA sargAdau kanakAMDajaH ,
vibhajasveti cAhAdau yadA jAtA tadAbhavat .（LiGga -purANa 5. 28）
創造の初めに、黄金の卵から生まれた者（ブラフマー）である創造者がアルダナーリー
シュヴァラを見て、
「
〔汝を〕分けよ」と言った時に、そのように彼は〔２つに〕なっ
た。
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D3．ヨーガによって分裂し、ブラフマーを燃やす。
dadAha bhagavAn sarvaM brahmANaM ca jagadgurum .
athArdhamAtrAM kalyANIm AtmanaH parameSvarIm ,
bubhuje yogamArgeNa vRddhyarthaM jagatAM SivaH .（LiGga -purANa 41. 10b-11）
神（アルダナーリーシュヴァラ）は、全世界の師ブラフマーを燃やした。それから、世
界の繁栄（増殖）のためにシヴァはヨーガの道（手段）によって〔分裂し〕
、自身の半
分の部分であり、安寧をもたらすパラメーシュヴァリーを享受した。
D4．シヴァ自身の意思で分裂する。
svecchayAsau dvidhA bhUtaH pRthak strI puruXaH pRthak .（LiGga -purANa 70. 325b）
自身の意思に従って、その者は、別々に女性と男性の２つになった。
tapasA tena tuXTo ’smi dadAmi ca tavepsitam .
ity uktvA paramodAraM svabhAvamadhuraM vacaH ,
pRthak cakAra vapuXo bhAgAd devIM SivAM SivaH .（Siva -purANa 3. 3. 12b-13）
そ の苦行に私（シヴァ）は満足したので、あなた（ブラフマー）の望むものを与えよ
う。」と、最高に慈悲深い自然で甘美な言葉を述べた。シヴァは、吉祥な体からシヴァ
ー女神を別にした。
D5．分裂の理由や原因の記述がない。
ardhanArISvaro16 bhUtvA bAlArkasadRSadyutiH ,
tadaikAdaSadhAtmAnaM pravibhajya vyavasthitaH .（LiGga -purANa 41. 43）
〔ルドラは〕朝日に等しい輝きを持つアルダナーリーシュヴァラとなり、それから、自

身を11〔の部分〕に分けて、とどまった。
E．分裂した男性部分についての説明
分裂した後の男性半身についての記述を集めた要素である。11に分かれるという内容が基
本となっている。多数の者に分かれることで、そこから人類が発展したことを示していると
思われる。さらに黒い者や白い者、優しい者など様々に分かれるパターン（E2）では、様々
な特徴を加えることで部族や人種の区別を反映させているとも考えられる。
E1．11に分かれる。
ardhanArISvaro17 bhUtvA bAlArkasadRSadyutiH ,
tadaikAdaSadhAtmAnaM pravibhajya vyavasthitaH .（LiGga -purANa 41. 43）
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〔ルドラは〕朝日に等しい輝きを持つアルダナーリーシュヴァラとなり、それから、自

身を11〔の部分〕に分けて、とどまった18。
E2．11に分かれ、さらに様々な者に分かれる。
bibheda puruXatvaJ ca daSadhA caikadhA tu saH .
saumyAsaumyais19 tathA SAntaiH puMstvaM strItvaJ ca sa prabhuH ,
bibheda bahudhA devaH puruXair asitaiH sitaiH .（MArkaNDeya -purANa 50. 11b-12）
彼は、男性要素を11に分けた。そして、その神は、男性要素と女性要素を、優しい者や
粗野な者、穏やかな者に〔分けた〕
。神は、多様に、黒い者や白い者に分けた20。
F．分裂した女性部分についての説明
Dにおいて分裂した後の女性半身についての記述を集めた要素である。優しい者、粗野な
者、黒い者などに分かれるというパターン（F1）があるが、それはE2の後半と一致した内
容であり、E2同様に部族や人種の区別を反映させていると思われる。分裂した女性半身が、
全ての女性の源の存在として描かれるパターン（F2）も同様な意味があるだろう。それ以
外に、女性半身が女神になるパターン（F3）もある。このパターンの記述では内容に少し
ばらつきがあるが、女性半身が女神となった（もしくはもとから女神であった）とする中に、
優しい者や黒い者などに分裂するという描写や、様々な女性や女神が創られるとする描写が
もりこまれているものが多く、ここでも部族や人種の区別を反映させている。
F1．様々な者に分かれる。
saumyAsaumyais21 tathA SAntaiH puMstvaM strItvaJ ca sa prabhuH ,
bibheda bahudhA devaH puruXair asitaiH sitaiH .（MArkaNDeya -purANa 50. 12）
そして、その神は、男性要素と女性要素を、優しい者や粗野な者、穏やかな者に〔分け
た〕
。神は、多様に、黒い者や白い者に分けた22。
F2．女性部分から全ての女性が生まれたとする。
tasyAS caivAMSajAH sarvAH striyas tribhuvane tathA .（LiGga -purANa 5. 29a）
三界における全ての女性はその女性の部分から生まれた。
F3．女神になる。
saumyAsaumyais tathA SAntASAntaiH strItvaJ ca sa prabhuH ,
bibheda bahudhA devaH svarUpair asitaiH sitaiH .
tA vai vibhUtayo viprA viSrutAH Saktayo bhuvi ,
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lakXmyAdayo yad vapuXA viSvaM vyApnoti SAMkarI .
vibhajya punar ISAnI svAtmAMSam akarod dvijAH ,
mahAdevaniyogena pitAmaham upasthitA .
tAm Aha bhagavAn brahmA dakXasya duhitA bhava ,
sApi tasya niyogena prAdurAsIt prajApateH .（KUrma -purANa 1. 11. 6-9）
そして、その神は、女性要素を、優しい者や粗野な者、穏やかな者や騒がしい者、色黒
の者や色白の者などたくさんに分けた。バラモンたちよ。ラクシュミーなどの者たちは、
〔この〕地上で、遍在する者として、シャクティとして有名であった。シャーンカリー
はその姿によって、全〔世界〕に広がっている。再生者たちよ。さらに自分の部分を分
けて〔創った〕イーシャーニーは、偉大な神（シヴァ）の命令により祖父（ブラフマ
ー）に近づいた。ブラフマー神は彼女に「ダクシャの娘になれ」と言った。彼女は彼の
命令により、創造者（ダクシャ）から生じた23。
ardhenAMSena sarvAtmA sasarjAsau SivAm umAm ,
sA cAsRjat tadA lakXmIM durgAM SreXThAM sarasvatIm .
vAmAM raudrIM mahAmAyAM vaiXNavIM vArijekXaNAm ,
kalAM vikariNIM caiva kAlIM kamalavAsinIm .
balavikariNIM devIM balapramathinIM tathA ,
sarvabhUtasya damanIM sasRje ca manonmanIm .
tathAnyA bahavaH sRXTAs tayA nAryaH sahasraSaH .（LiGga -purANa 41. 44-47a）
〔自分の〕半身によって、全ての魂を持つ彼（アルダナーリーシュヴァラ）は、吉祥な

ウマーを創った。彼女はラクシュミー、最高の者ドゥルガー、サラスヴァティー、ヴァ
ーマー、ラウドリー、マハーマーヤー、蓮華の目をした者ヴァイシュナヴィー、カラー
ヴィカリニー、蓮華に住む者カーリー、バラヴィカリニー女神、バラプラマティニー、
サルヴァブータダマニー、マノーンマニーを創った。同様に彼女によって、何千もの他
の多くの女性たちが創られた。
prAg uktA tu mahAdevI strI saiveha satI hy abhUt .
そして、以前に述べたマハーデーヴィーが、世界の幸福のために、この世界でサティー
という女性になった。
kAryArthaM dakXiNaM tasyAH SuklaM vAmaM tathAsitam ,
AtmAnaM vibhajasveti proktA devena SaMbhunA .
sA tathoktA dvidhA bhUtA SuklA kRXNA ca vai dvijAH .（LiGga -purANa 70. 327a, 328329a）
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〔彼女は〕

「
〔創造の〕役割のために、その右半身を白い者に、左半身を同様に黒い者に、
自身を分けよ。
」とシャンブ神（シヴァ）に言われた。このように言われた彼女は、白
い者と黒い者の２つになった。再生族の者たちよ24。
prajAnAm eva vRddhyarthaM tapas taptaM tvayAdhunA ,
tapasA tena tuXTo ’smi dadAmi ca tavepsitam .
ity uktvA paramodAraM svabhAvamadhuraM vacaH ,
pRthak cakAra vapuXo bhAgAd devIM SivAM SivaH .
今まさに、生類の繁栄のためにあなたによって苦行がなされた。その苦行に私は満足し
たので、あなたの望むものを与えよう。
」と、最高に慈悲深い自然で甘美な言葉を述べ
た。シヴァは、吉祥な体からシヴァー女神を別にした。
brahmovAca .
Sive nArIkulaM sraXTuM SaktiM dehi namo ’stu te ,
carAcaraM jagadviddhihetor mAtaH SivaMpriye（Siva -purANa 3. 3. 12-13, 20）
ブラフマーは言った。
シヴァーよ。動くものや動かないものを創る女性の系譜〔を得るための〕シャクティを
与えたまえ。あなたに敬礼せん。世界創造の原因である母よ。シヴァの最愛の者よ。
tasyAM hariM ca brahmANaM sasarja parameSvaraH ,
viSveSvaras tu viSvAtmA cAstraM pASupatiM tathA .
tasmAd brahmA mahAdevyAS cAMSajaS ca haris tathA ,
aMDajaH padmajaS caiva bhavAMgabhava eva ca .（LiGga -purANa 41. 12-13）
パラメーシュヴァラ（シヴァ）と彼女はハリ（ヴィシュヌ）とブラフマーを創った。同
様に、世界の魂である世界の主催神（シヴァ）は、パーシュパティという名の武器を
〔創った。
〕故にブラフマーとハリはマハーデーヴィーの一部から生まれた。そして卵か
ら生まれた者であり、蓮華から生まれた者でもある者（ブラフマー）は、神の体から生
まれた神でもある。
G．男性部分のその後の系譜
Eの後続要素である。男性半身はスヴァーヤンブヴァ（自生者）という名で呼ばれ、シャ
タルーパーという名の女性を妻にする。シャタルーパーについては、
『リンガプラーナ』5.
16において「スヴァーヤンブヴァから〔生まれたのであって〕
」とあるように、ルドラの女
性半身であることが示されるが、他の文献の記述には見られない。スヴァーヤンブヴァはシ
ャタルーパーを妻にし、その後２人の息子と２人の娘に恵まれる。そのうちの２人の娘はそ
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れぞれダクシャとルチと結婚する。ここでは、２人の娘の１人がアークーティかリッディと
いう名になっているが、いずれもルチと結婚することから、同一者と言える。
SatarUpAM ca tAM nArIM taponirdhUtakalmaXAm ,
svAyaMbhuvo manur devaH patnItve jagRhe prabhuH .
tasmAt tu puruXAd devI SatarUpA vyajAyata ,
priyavratottAnapAdau prasUtyAkUtisaMjJitam .
kanyAdvayaM ca dharmajJa rUpaudAryaguNAnvitam ,
dadau prasUtiM dakXAya AkUtiM rucaye purA .（ViXNu -purANa 1. 7. 17-19）
主スヴァーヤンブヴァ・マヌ神は、妻として、苦行によって汚れを除去したかの女性シ
ャタルーパーを娶った。その男性（スヴァーヤンブヴァ・マヌ）とシャタルーパー女神
は、プリヤヴラタとウッターナパーダ〔という息子〕たちとプラスーティとアークーテ
ィと呼ばれる美貌と寛大さと徳をそなえた二人の娘たちをもうけた。ダルマを知る者よ。
その後、彼はプラスーティをダクシャに、アークーティをルチに与えた25。
SatarUpAM tu vairAjJIM virAjam asRjat prabhuH .
svAyaMbhuvAt tu vairAjJI SatarUpA tv ayonijA ,
lebhe putradvayaM puNyA tathA kanyAdvayaM ca sA .
uttAnapAdo hy varo dhImAJ jyeXThaH priyavrataH ,
jyeXThA variXThA tv AkUtiH prasUtiS cAnujA smRtA .
upayeme tad AkUtiM rucir nAma prajApatiH ,
prasUtiM bhagavAn dakXo lokadhAtrIM ca yoginIm .（LiGga -purANa 5. 15b-18）
神は、ヴァイラージュニー（ヴィラージュの妻）であるシャタルーパーとヴィラージュ
を創った。ヴァイラージュニーであるシャタルーパーは、スヴァーヤンブヴァから〔生
まれたのであって〕子宮から生まれたのではない。高徳の彼女は２人の息子と２人の娘
を得た。兄はプリヤヴラタで、〔弟は〕非常に賢いウッターナパーダである。そして、
姉は最高に素晴らしいアークーティ、妹はプラスーティであるとされる。そして、ルチ
という名の創造主はアークーティと、更にダクシャ神は世界の創造者でありヨーガ行者
であるプラスーティと結婚した。
H．女性部分がダクシャの娘になる
F3の後続要素である。F3において女神とされた者がダクシャの娘になる、もしくはダク
シャに敬われるという内容である。ダクシャとは、Bの要素においてマリーチたちと共にブ
ラフマーによって創られた聖仙の１人であるとされ、Gにおいては男性半身スヴァーヤンブ
ヴァの娘プラスーティを妻にするとされる。
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H1．半身から生まれた女神がダクシャの娘になる。
tAm Aha bhagavAn brahmA dakXasya duhitA bhava .
sApi tasya niyogena prAdur AsIt prajApateH ,
niyogAd brahmaNo dakXo dadau rudrAya tAM satIm .
dAkXIM rudro ’pi jagrAha svakIyAm eva SulabhRt .（Skanda -purANa 7. 2. 9. 10b-12a）
ブラフマー神は彼女に「ダクシャの娘になれ。
」と言った。彼女は彼（ブラフマー）の
命令により、創造者（ダクシャ）から生じた。ダクシャはブラフマーの命令により、ル
ドラにかのサティーを与えた。三叉戟を持つ者であるルドラも、その人自身（ルドラ）
であるダクシャの娘を受け入れた26。
putrIkRtA satI yA sA mAnasI SivasaMbhavA ,
dakXeNa jagatAM dhAtrI rudram evAsthitA patim .
ダクシャによって娘として受け入れられたサティーは心から生まれた吉祥な（Siva）生
まれである。世界の創造者（サティー）は、ルドラを夫として、受け入れた。
taM dRXTvA bhagavAn brahmA dakXamAlokya suvratAM .
bhajasva dhAtrIM jagatAM mamApi ca tavApi ca ,
punnAmno narakAt trAti iti putre tv ihoktitaH .
praSastA tava kAMteyaM syAt putrI viSvamAtRkA ,
tasmAt putrI satI nAmnA tavaiXA ca bhaviXyati .
evem uktas tadA dakXo niyogAd brahmaNo muniH ,
labdhvA putrIM dadau sAkXAt satIM rudrAya sAdaram .（LiGga -purANa 5. 27, 30b-33）
彼（ルドラ）を見てからブラフマー神はダクシャを見て、
「私のものであり、また汝
（ルドラ）のものでもある、世界の創造者にして、良く戒律を守る〔彼女〕を崇めよ。
putra〔の語源〕が「puMs（人）に由来し、地獄から救う（trAti）
」とここで言えるな
らば〔putrIも同様の意味を持ち〕27、この娘は汝（ルドラ）の妻であり、世界の母とし
て賞賛されるであろう。それ故、彼女は、サティーという名で汝（ダクシャ）の娘とな
るであろう。」このように言われた聖仙ダクシャは、ブラフマーの命により娘を得て、
そのまま、敬意を示して、ルドラにサティーを与えた。
brahmovAca .
carAcaravivRddhyartham ISenaikena sarvage ,
dakXasya mama putrasya putrI bhava bhavAmbike .
ブラフマーは言った。
遍在する母よ。イーシャ（シヴァ）１人と一緒になって、動くものや動かないものを繁
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栄するために、我が息子ダクシャの娘となれ。存在の母よ。
Siva uvAca .
tapasArAdhitA devi brahmaNA parameXThnA ,
prasannA bhava suprItyA kuru tasyAkhilepsitam .
tAm AjJAM parameSasya SirasA pratigRhya sA ,
brahmaNo vacanAd devI dakXasya duhitAbhavat .（Siva -purANa 3. 3. 22, 26-27）
シヴァは言った。女神よ。パラメーシュティンであるブラフマーによって、
〔あなたは〕
苦行で創られた。
〔それに〕満足せよ。喜んで彼の全ての願いをなせ。かの女神は、最
高神のその願いを、頭を〔下げて〕受け入れ、ブラフマーの言葉に従って、ダクシャの
娘になった。
H2．半身から生まれた女神がダクシャに敬われる。
prAg uktA tu mahAdevI strI saiveha satI hy abhUt ,
hitAya jagatAM devI dakXeNArAdhitA purA .（LiGga -purANa 70.327）
そして、以前に述べたマハーデーヴィーが、世界の幸福のために、この世界でサティー
という女性になった。その女神は、ダクシャによって以前から敬われていた者である。
Ⅱ．８つの要素の配置から見る物語全体の流れの３パターン
ここから物語全体に目を移していく。物語全体の流れの中に、分類した要素を配置したも
のを以下に示す。
表２ 12か所の記述における８つの要素の詳細な配置（横軸は物語の流れを示す。
）
VarAha -purANa 2. 42-52

Ａ６ Ｂ３ Ｃ１

Ｄ１

Ｅ１

VAyu -purANa 9. 61-77

Ａ１ Ｂ１ Ｃ１

Ｄ１

Ｅ１ Ｆ３

LiGga -purANa 41. 7-14

Ａ２

Ｃ３

Ｄ３

Ｆ３

LiGga -purANa 41. 37-48

Ａ３

Ｃ１

Ｄ５

Ｅ１ Ｆ３

ViXNu -purANa 1. 7. 1-20

Ａ１ Ｂ１ Ｃ１

Ｄ１

Ｅ２ Ｆ１

Ｇ

Padma -purANa 1. 3. 166-180

Ａ１ Ｂ１ Ｃ１

Ｄ１

Ｅ２ Ｆ１

Ｇ

MArkaNDeya -purANa 50. 3-18

Ａ１ Ｂ１ Ｃ１

Ｄ１

Ｅ２ Ｆ１

Ｇ

Ｃ２

Ｄ１

Ｅ１ Ｆ３

Ｈ１

KUrma -purANa 1. 10. 88-11. 16 Ｂ２ Ａ３
Siva -purANa 3. 3. 2-29

Ａ４

Ｃ３

Ｄ４

Ｆ３

Ｈ１

Skanda -purANa 7. 2. 9. 1-17

Ａ６

Ｃ２

Ｄ１

Ｅ１ Ｆ３

Ｈ１

LiGga -purANa 70. 314-329

Ａ５

Ｃ４

Ｄ４

Ｅ１ Ｆ３

Ｈ２

LiGga -purANa 5. 9-33

Ｂ３

Ｇ

Ｄ２ Ｆ２ Ｅ１

Ｈ１

以上にように、全体の流れを見ると、おおよそ３パターンに分類できることが分かる。
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【パターン１】基本形：欠落している要素もあるが、全ての記述に共通して含まれる要素の
配列パターンである。故にこの神話の基本となる形であると言える。
A．ブラフマーによる人類創造の開始
↓
C．ルドラの出現
↓
D．ルドラによる男女への分裂
↓
E．分裂した男性部分についての説明
↓
F．分裂した女性部分についての説明
該当記述：VarAha -purANa 2. 42-52；VAyu -purANa 9. 61-77；LiGga -purANa 41. 7-14；LiGga -

purANa 41. 37-48
【パターン２】マヌとシャタルーパー型：物語の結末で、男性半身マヌが、シャタルーパー
という女性を娶り、その夫婦から生まれる子孫が繁栄していくという流れになるパターンで
ある。この結末はブラフマーが創造のために男女に分裂する神話28と同じ内容であるため、
ブラフマーが行っていた男女に分裂する創造者という役割がシヴァに移行したことを示して
いると言える。
A．ブラフマーによる人類創造の開始
↓
B．ブラフマーによる他の者達の創造
↓
C．ルドラの出現
↓
D．ルドラによる男女への分裂
↓
E．分裂した男性部分についての説明
↓
F．分裂した女性部分についての説明
↓
G．男性部分マヌのその後の系譜
該 当 記 述：ViXNu -purANa 1. 7. 1-20；Padma -purANa 1. 3. 166-180；MArkaNDeya -purANa 50.
3-18
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【パターン３】ダクシャ登場型：物語の結末で、女神となる女性半身が、ダクシャの娘にな
ったりなど、ダクシャという聖仙が登場してくるパターンである。
A．ブラフマーによる人類創造の開始
↓
C．ルドラの出現
↓
D．ルドラによる男女への分裂
↓
E．分裂した男性部分についての説明
↓
F．分裂した女性部分についての説明
↓
H．女性部分がダクシャの娘になる
該 当 記 述：KUrma -purANa 1. 10. 88-11. 16；Siva -purANa 3. 3. 2-29；Skanda -purANa 7. 2. 9.
1-17；LiGga -purANa 70. 314-329
【その他】LiGga -purANa 5. 9-33：この記述は【パターン２】の要素も【パターン３】の要素
も含んでいる。加えて、アルダナーリーシュヴァラという比較的後期になって付けられたと
される名が出てくる。そのため比較的新しく書かれたものの可能性が大きい。
以上を踏まえた上で、物語の変遷の順序を推測すると以下のようになる。
①【パターン２】先行して作られたとされるブラフマーによる男女分裂型の創造神話の内容
を受け継いでいるため、最初期に作られた物語の可能性が高いと言える。
↓
②【パターン１】基本形ゆえどの記述にも当てはまる形なのだが、ここでは分裂した男女が
それぞれ神（シヴァ）と女神（基本的にシヴァの配偶神）になっている。これは【パターン
２】に登場するマヌとシャタルーパーの影響が弱まり、新たにシヴァとその妻からなるアル
ダナーリーシュヴァラという存在の確立が始まっていることを示しているだろう。
↓
③【パターン３】ダクシャという存在が現れ、女神に関わってくる。これは他のパターンに
は見られなかった要素であり、後から介入した可能性が高い。さらにシヴァと女神の夫婦関
係に関する記述も増え、アルダナーリーシュヴァラの役割の確立や性格の多様性が示されて
いる。
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終わりに
本論文では、プラーナ聖典の12か所の記述を用いて、分裂型アルダナーリーシュヴァラの
創造神話の類型を分析した。神話の起点を「A．ブラフマーによる人類創造の開始」に置
き、
「B．ブラフマーによる他の者達の創造」
、
「C．ルドラの出現」
、
「D．ルドラによる男女
への分裂」、「E．分裂した男性部分についての説明」
、
「F．分裂した女性部分についての説
明」
、「G．男性部分のその後の系譜」
、
「H．女性部分がダクシャの娘になる」という、物語
の根幹に関わる８つの要素を取り上げ、それぞれを似た内容ごとに分類した。それから、物
語全体へと目を移し、上記の８つの要素の有無や内容、配置などから物語の流れが３パター
ンに分類できると判断した。【パターン１】基本形、
【パターン２】マヌとシャタルーパー
型、【パターン３】ダクシャ登場型である。最後にこれらのパターンの変遷について考察し
た。先行するとされるブラフマーの神話と同じ内容を持つ【パターン２】から始まり、基本
形の【パターン１】へと移った後、
【パターン３】においてダクシャという新しい要素の介
入が起こる。アルダナーリーシュヴァラが創造のために男女に分裂する神話はこのような形
で発展をしていったと考えられる。
「創造」のために「分裂」するアルダナーリーシュヴァラは、アルダナーリーシュヴァラ
の最初期の形態ではないかと言われている。それは数少ない先行研究の中でも一致した見解
である。アルダナーリーシュヴァラ神話の全体像を見極めるならば、今後は「創造」のため
でない形態、
「分裂」しない形態など様々なアルダナーリーシュヴァラ神話を研究していか
なくてはならない。そして、それぞれの類型を割り出し、関係性を調べて、アルダナーリー
シュヴァラの系統図を描くことが必要であろう。
１

［Rocher 1986］によると、VAyu -purANa ：４～５世紀に成立と推測。VarAha -purANa ：ヴィシュ
ヌ崇拝に関して記述。成立は10世紀以前。ViXNu -purANa ：パーンチャラートラ派の文献。パン
チャラクシャナを完全に具える。アーンドラ地方で編纂と推定。KUrma -purANa ：Hazraによる
と８世紀前半に編纂。シヴァ派とヴィシュヌ派が混同。Siva -purANa ：オリジナルは12編から成
り、様々な時代・地域に書かれた。Skanda -purANa ：プラーナ聖典中で最長。一般的には１つ
の名称を持つ多数の作品群と考えられる。Padma -purANa ：ベンガル版と西方版がある。多くの
出版物は西方版だが、ベンガル版がオリジナルと言われる。Hazraは９～10世紀にベンガル地方
の東で成立と推測。MArkaNDeya -purANa ：最古の部分に含まれる第50章はPargiterによると３
世紀以前に成立。全体ではKaneによると４～６世紀。LiGga -purANa ：リンガの姿をしたシヴァ
神への信仰を示す文献。５～９世紀に書かれ始め、遅くとも1000年には成立と推定。

２

cf. VAyu -purANa 9. 61；Padma -purANa 1. 3. 166；MArkaNDeya -purANa 50. 3b-4

３

namostuをnamo ’stuに訂正。

４

sthitohaMをsthito ’haMに訂正。

５

sanakaM ca sanandanamはサナトクマーラの形容詞としたが、サナカとサナンダナを再度記述
している可能性もある。
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６

cf. MArkaNDeya -purANa 50. 4-5, 6b-8；ViXNu -purANa 1. 7. 4-5, 9-11a；Padma -purANa 1. 3. 167168a, 169-171a

７

Aの記述参照。

８

cf. VarAha -purANa 2. 43

９

brahmaNobhUnをbrahmaNo ’bhUnに訂正。

10

brahmaNobhUtをbrahmaNo ’bhUtに訂正。

11

cf. Padma -purANa 1. 3. 170b-173；VarAha -purANa 2. 48-49a；MArkaNDeya -purANa 50. 9-10a

12

tehamをte ’hamに訂正。

13

strIpuMrUpobhavatをstrIpuMrUpo ’bhavatに訂正。

14

strIpuMrUpobhavatをstrIpuMrUpo ’bhavatに訂正。

15

cf. VarAha -purANa 2. 49b-50a；ViXNu -purANa 1. 7. 13b-14a；Padma -purANa 1. 3. 174；Skanda -

purANa 7. 2. 9. 7；MArkaNDeya -purANa 50. 10b-11a
16

adhanArISvaroをardhanArISvaroに訂正。

17

adhanArISvaroをardhanArISvaroに訂正。

18

cf. VarAha -purANa 2. 50b；KUrma -purANa 1. 11. 4b；Skanda -purANa 7. 2. 9. 8a；VAyu -purANa 9.
70b；LiGga -purANa 70. 326a；LiGga -purANa 5. 29b

19

saumyAsomyaisをsaumyAsaumyaisに訂正。

20

cf. ViXNu -purANa 1. 7. 14b, 15b；Padma -purANa 1. 3. 175a, 176a

21

saumyAsomyaisをsaumyAsaumyaisに訂正。

22

cf. ViXNu -purANa 1. 7. 15a；Padma -purANa 1. 3. 175b

23

cf. Skanda -purANa 7. 2. 9. 9b-11

24

cf. VAyu -purANa 9. 76b-77b

25

cf. Padma -purANa 1. 3. 177b-179；MArkaNDeya -purANa 50. 14-16

26

cf. KUrma -purANa 1. 11. 9-10

27

意味が不確定なので英訳を参照した。

28

本論文で扱っている神話に先行するとされる。詳しくは［澤田 2010］参照。
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Creation myth of ArdhanArISvara by splitting
SAWATA, Yoko
ArdhanArISvara, the androgynous form of Siva, plays many roles in Hindu myth. One of
these is the Creator splitting into a man and a woman. In this paper, I trace how the
myth of ardhanArISvara as the splitting Creator developed.
At first, applicable 12 myths are extracted from ９ PurANas：VAyu -purANa , VarAha -

purANa , ViXNu -purANa , KUrma -purANa , Siva -purANa , Skanda -purANa , Padma -purANa ,
MArkaNDeya -purANa and LiGga -purANa .
Next, fundamental and common ８ elements are drawn out of the 12 myths and
investigated.
８ elements；
A. To start to create the humanrace by BrahmA.
B. To create other beings by BrahmA.
C. The birth of Rudra.
D. To split into a man and a woman by Rudra.
E. An explanation for a man-half.
F. An explanation for a woman-half.
G. Genealogy of a man-half.
H. A woman-half become a daughter of DakXa.
Therefore by an arrangement of ８ elements in each myth, these myths are classified into
３ patterns.
３ patterns；
1. A basic model：The type of common for all myths.
2. The pattern of Manu and SatarUpA：The type containing the element G（Genealogy
of a man-half）. The element G is similar to the element of BrahmA’s myth splitting into
a man and a woman in order to create.
3. The pattern of the appearance of DakXa：The type containing the element H（A
woman-half become a daughter of DakXa）
.
In conclusion, the developmental process is Pattern2 → Pattern1 → Patten3, by reasons
that BrahmA’s myth precede this myth and DakXa’s appearance is a new element.
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