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Ⅰ．はじめに
中世前期（６〜10世紀）１における古典サンスクリット文献の中で、カーヴィヤ文学作品
に焦点を絞って、それらを文献学的に精査するとともに、文化史、風俗史的観点より解読・
評釈する作業を継続している。その一環として、本論文では、特に戯曲（プラカラナ、プラ
ハサナ類）
、教訓詩（Didactic and Gnomic Literature）文献等に表出されている、世俗的・
アウトロウ的人物群をとりあげて、その代表例を整理して、当時の市民社会の実情を把握し
たいと考える。
中世前期サンスクリット文学における宮廷文化（courtly culture）については、近年
Daud Ali等の研究があり、また一方courtesanの世界についても各種の比較社会学的・風俗
史的研究が多い２。しかし、世俗的・アウトロウ的な人物の生態についての描き方に関して
の論考は余り無いようである。
筆者は、アウトロウ的な人物を取り上げるに際し、まず、当時の社会の規範的文献すなわ
ち各種シャーストラ類（KauTilIya-arthaSAstra 、NItisAra 等の政治指南書類、Manu-smRti 、

YAjJavalkya-smRti 等の道徳規範書類、KAmasUtra 、AnaGgaraGga 等の性愛教典類）におけ
る、その種の、非宮廷的、世俗的人物および活動への、言及をも参照して行く。そして、
varNa制下のhierarchy社会の制約のなかで、これらの人物がどのように生き生きと文学的に
描出され、また評価されているか、また、読者、観客がどのようにこれらの作品を享受して
いたかを探って行きたいと考える。
（なお、本論文中において使用した略語を以下に示す。
Ms=ManusmRti, Ki=KirAtArjunIya, Pt=PAdaTADitaka, Ku=KumArasambhava,
Rig. v=Rgveda, Atha. v=Atharvaveda, Mbh=MahAbhArata, MRcch=MRcchakaTikA,
Warder=Indian Kavya Literature, CSL=Clay Sanskrit Library,）
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Ⅱ．Outlaw的な人物の呼称
本論文において“アウトロウ的人物”とは、通常の社会的規範から逸脱して、あるいは慣
習的道徳律の枠に拘束されずに行動する人物にして、しかし全くの悪人とは一線を画するタ
イプの人物を指すものとする。サンスクリット文学では、一般的にdhUrtaと呼ばれる世俗的
人物類型である。
この種の人物の呼称を英語対応として、Monier-WilliamsのEnglish-Sanskrit Dictionary
等から拾ってみると、次のごとくである。
OUTLAW（アウトロウ、無法者）
pAXaNDa（heretic, Ms. 5.90,9.225）dharmabahiHstha3, nyAyalakXaNabahiHstha，
ROGUE（悪党、ごろつき、悪漢）
dhUrta, kUTakAra（Ms. 3.158）
，SaTha（Ms. 4.30）
，cATa，
（Pt, 1.343）
GAMBLER、GAMESTAR、
（いかさま賭博師）
kitava（Ms. 3.159）
，
（cf. kaitava─gambling.）
VILLAIN, RASCAL（悪党、ならず者）
durjana（Ku. 2.40）
，durAtman（Pt. 1.39）
，pApAtman（Mbh. など）
khala（low person, mischievous man, in MRcch.）
RAKE, LIBERTINE, SCOUNDREL（放蕩者、道楽者）
vyasanin, strIvyasanin（SubhAsita）
，lampaTa, strIlampaTa，
ucchRinkhalaka（a perfect libertine who has broken through all social/moral bonds.
cf. MRccha. act 9.）
bhaNDa（buffoon. cf. MRccha. act 9）
BON-VIVANT（美食家、数寄者，好事家、陽気者）
こ れ に 対 す る 的 確 な サ ン ス ク リ ッ ト 語 は 見 出 し 得 な か っ た。 例 え ば、TauNDikoki
ViXNunAga（a minister of the king）in PAdatADitaka. （後述、Ⅳ−２参照）は、これにあ
たる性格をも、一面もっているか？
CHIVALRY, CHIVALROUS PERSON（騎士、騎士道的精神の持ち主）
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suvIrya, mahAvIra, dhAmavAn（Ki. 1.43）
,
以上の諸表現に該当し、諸作品に登場する代表的人物としては、インド説話中のヒー
ロー、大盗・侠客・伊達男MUladeva-karNIsuta（別名、MUladeva-karNIputra）が挙げられ
よう。
（Ⅳ−１．
参照）
なお、蔑称的な語として、つぎの諸語が挙げられる。
VULGARIAN（野卑な者、無教養な者）
asabhyatA、SakAra（comic-villain, as saMsthAnaka in MRccha （SAhitya darpaNa III.

80 ）
SLANDERER（中傷者、悪口者）
piSunaH（Ms. 3.161, Warder, 4878）
BASTARD（私生児、庶子）
pAraSava（pAda , dattakalaSi、また、Ms. 9.1784）
さらに、次の諸語もある。
PIMP、CONNECTOR（売春斡旋人）
viTa，
（Dezso & Somadeva-vasudeva、CSLでは、これをひとつの訳としてあげているが
同時に、viTaはRAKE, BON-VIVANT, GOURMETでもあると言う）
。なお、Ⅳ−７を参照
されたし。
以上列挙した対応語があるが、文脈によってはさらにさまざまな語があろう。
最も包括的には、
“有閑市民”すなわち“nAgaraka”のなかのひとつのタイプといえる。
Ⅲ.

賭博、遊興に関する規定

定まった生業につかず、放恣な日常を送るアウトロウたちにとって、賭博や遊興の世界は
主要な生活の場である。
古典インドにおける社会の規範的文献すなわち各種シャーストラ類に於いて、その種の異
端的世界はいかに規定されているかを見てゆくことにする。
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Ⅲ−１．賭博および賭博師について
中世インドでは、賭けごとは、dyUta（サイコロ等の賭け）とsamAhvaya（闘鶏、闘羊な
ど生物を対象とする賭けごと）に二大別される。
賭博の歴史は古く、インダス文明の遺品の中に賽が発掘されているが、ヴェーダ時代の賭
博の方法は、賽を用いず、ヴィビーダカという木の実を多数撒き、これを手で掴み取って、
その数あるいは場に残った数によって勝負をきめたらしい。
（Rig. v：10・34, Atha. v：４・
38）
後世になると、賭博はますます流行し、これによって起こされた幾多の罪悪、悲劇は大叙
事詩以来古典文学の好題材となっている。
（たとえば、十王子物語の後篇第二章アパハーラ
ヴァルマン物語の賭場描写５）。
賭博師dyUtakara. に関する言及としては、次のようなものがある。
『マヌ法典』9.18では、dyUtaとsamAhvayaについて述べられている。
『ヤージュニャヴァルキヤ法典』
（2-203）訴訟主題12で言及がある６。
『アルタシャーストラ』3.20.1〜13では、
dyUtAdhyakXa, kArmika,（masters of gambling halls）の規定が、次のようになされてい
る７。
「賭博は、一カ所で行わすべし」
「賭博に関する訴訟についての規定（賭博者というものは概していかさま博打をするもの
である）」
「長官は、勝ち得た額の百分の五を受領する」
（この規定は、公営賭博場の存在を前提としているのだろうが、どの程度実施されていた
か、疑問のこる）
。
『ニーティサーラ』では、王の日常的心がけ、施政上の処置などについて述べているが賭
博、遊興などの市民社会の出来事については全くふれていない。
なお、dice gameについては、KuTTanImata においても、言及されている。８
また、J. Auboyerは、当時のdice gameについて、次のようにのべている９。
「caturaGga（一種のchess）は、サイコロ二個、王・象・馬・車および四個の歩を用い、

四人で遊ぶ盤戯であり、サイコロ（象牙製）はmohenjo-dAro時代の遺跡からも出土し
ているという。更に、vibhItaka, pASakaなどというdice gameもあったとする」
以上の諸記述より、当時における賭博施設オーナー、そして職業的ギャンブラーの存在は
確かであろう。
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Ⅲ−２．遊興の世界について
これについては、KAmaSAstra類の代表文献、MallanAga-vAtsyAna作のKAmasUtra の第１
編総論第４章“ナーガラカの生活”を参照すれば十分であろう。そこでは、非宮廷的な、い
わゆるナーガラカ（富裕市民層）の日常生活、すなわち住宅、調度、日課、食事、社交（集
会、酒宴、園遊会、祭等）
、遊興などについての標準的規範をのべている。また、寄生者的
存在である、viTa、pITamarda, vidUXaka10、についても説明している。
一方、遊興の対象の一つである遊女業に関する規定としては、ArthaSAstra 第２巻第27章
に、遊女長官gaNikAdhyakXaの職務として、state service的なgaNikAについて、次の如く規
制、罰則を言及している。
「もし遊女が逃亡したり、死んだら、その娘か姉妹が施設を維持すべきである。あるい

は、母が遊女補を立てるべきである」
「役に立たなくなった遊女は、奴隷女として、糧食庫か台所で仕事をすべきである。」
「遊女は、玉代と雑収入と客の名前を報告すべきである」
「王の命令によっても男に近づかぬ遊女は、一千回の鞭打ちを受ける。または、五千パ

ナの罰金を科せられる」などなどと。
また、男性へのペナルティとして、嫌がる遊女への仕業に対する罰金も規定されている。
ただし、公娼制度はどの程度のシステムであったのか、またこのような規定が厳格に実行
されていたのかは、不明である。
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「容色で生活する女たちは、一か月につき、一回の玉代の二倍の税
さらに、税金として、
金を払わねばならぬ」と述べている11。これも、どのように管理するのか、疑問が残る。ま
12
についても疑問残る。
）
た、Auboyerの記述（two day’s wages per month，
）

このような制度・職制は、日本・中世における「遊君別当」
「白拍子奉行人」
「双六別当」
の存在と対比されよう。13
なお、MRcchakaTika 第２幕には胴元と博打師と客の賭博をめぐるいざこざが生き生きと
描かれている。
遊女のタイプ・名称については、Schokkerのvol. 1. appendix Ⅴに、35のタイプが列挙さ
れている。又、やりて女の名称も、６種14挙げられている。
遊女の友人、所得については、
『カーマスートラ』第六篇に詳細に述べられている。
たとえば、遊女の友人として次のcharactersが記されている：警卒、裁判所の職員、占い
師、冒険家、勇士、遊芸に巧みな人、花環作り、香料商人、居酒屋の主人、洗濯屋、理髪業
者、比丘、等々。また、良き客・悪い客の類型も列記されている。
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遊女館への顧客層については、さらにKuTTanImata に拠れば、次の如く、列挙されている。
（番号は、句節番号）
宮廷関係者──王子33515、367,400，寵臣54216，
高位の役人──samAhartR，SaulkikAdhyakXa17（主税官）など531。
haTTapati（haTTAdhyakXa、市場監督官）54018，そのどら息子たち37,5919,538，
富裕商人746、その不肖の息子たち532，CintAmaNi（BhaTTaの息子）60，
遠 隔 地 か ら の 客 ─ p. 402，
（Kerala か ら ）
．
（ な お、PAdatADitaka に は、SurAXTra，
PATaliputra，KASI，SiMhala，SUrasena，LATa，Dravida，Marbara，Yavana20 などの
遠隔地出自の遊女の記述がある。
）
遊女の住居街 veSasanniveSaについては、
KuTTanImata 36821に、VArANasIでのveSasanniveSa
（遊廓街）という語がでている。
遊興の場所（Clubhouses, Social gatheringの場）については、goXThIで代表されよう。
goXThIは、KAmasUtra 第１編第４章にて、
「遊女の家、集会所、或いはナーガラカの誰かの住居に於いて、学識・理性・性格・財
産・及び年齢の点で同等の人々が、遊女達とともに、彼らに相応しい団欒をするのがゴーシ
ュティー（社交的会合）である」
と述べられている。また、ゴーシュティーの種類については、A. M. Shastriは、KuTTanimata
におけるsajjana-goXThI, 209、vidagdha-g, 235、pAnaka-g, 795,（酒闘宴）22、surata-g, 1013,
（性愛談義の会）などの記述を指摘している。23
24
なお、Daud Aliは、宮廷で行われる時は、sabhAとよばれると指摘する。

また、PAdatADitaka 第４偈には、「dhUrtagoXThI（極道者たちの集い）
」という語があり、
第129句には“apaitu goXThyA（社交の集いより身を引くべし）
”という用例もある。
Ⅳ．作品に描かれた代表的人物について
Ⅳ−１．MUladeva-karNIsuta（--putra）
インド説話中のヒーロー、大盗・侠客・伊達男。Caura
（steya）SAstra の作者と伝説されて
。袴垂保輔、熊
いる25。（MUlabhadra、KarAGkura、KaraTakaなどと同一人物と思われる）
坂長範、石川五右衛門、幡髄院長兵衛、清水次郎長、或いは盗跖26、Robin Hoodのタイプに
つながる侠客、義賊27である。
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Ⅳ−１−１．KalAvilAsa （KSemendra, 990─1070）に於ける扱い28。
商人ヒラニヤグプタは、その息子チャンドラグプタの世渡り教育をムーラデーヴァに依頼
する。この高名な大欺瞞家の伝授が本編の内容となっている。
冒頭に、華麗な都市の描写がなされ、そこに住むムーラデーヴァが次のように紹介される。
「この街に、極めてすぐれた、奸智の宝庫のごとき才に富むムーラデーヴァ様という名

の極道の大家が住んで居られた。
さまざまな地より訪れる、才と腕に覚えのある極道衆に取り囲まれて、
このお方は、生まれつきの資質によって、大いなる冨を、世に君臨する
皇帝のごとく、収得せられたのである」29
そして、彼が、AsthAnI（assembli hall）で、sahRdayAni（persons of refined taste）と
会食中の会話から、10章の風刺文が展開されるのである。したがって、当時の有閑社会にお
いて、ムーラデーヴァ的な人物の存在は許容されていたのであろうし、また観客からは胸の
す く よ う な 共 感 を も っ て 迎 え ら れ た の で あ ろ う。 風 刺 の 対 象 は、 第 １ 章dambha
（SANCTIMONIOUSNESS、 信 心 ぶ り、 欺 瞞、 偽 善 ） 以 下 lobha, kAma, veSya-vRtta,
kAyasthacarita, mada, gAyanA, suvarNakArotpatti, nAnAdhUrta, sakalakalA、nirUpanda．ま
での全10章となっている。
（この章建てでみると、kAyastha（writer caste, born from a kXatriya father and SUdra
mother），gAyanA（female singer）
，suvarNakArotpatti（arising of goldsmith）などには、
作者はある種の偏見を有していたようである）
。
Ⅳ−１−２．PadmaprAbhRtaka （SUdraka作、６世紀後半）に於ける扱い。
MUladevaは、このbhANa劇でも、主要人物として活躍するが、ここでは、彼は、伊達男・
遊冶郎的性格を与えられている。すなわち、彼は、愛人デーヴァダッターを囲っているにも
拘わらず、彼女の妹（実妹ではなく、妹分の遊女）デーヴァセーナーにも惚れ込んでしまう。
そこで、彼は、親友のviTa（名はSaSa）に、デーヴァセーナーの本心をさぐってもらうこと
を依頼する。この作品の中では、彼は、
「いろいろな教典を間違いなく知りつくし、判断力もきちんとそなえ、あらゆる技芸や

知識に通じており、また、若者の恋のかけ引に巧みなはずのカルニープトラでさえ、（恋
30
の病いで）こんな様子になってしまう」

と描かれている。
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なお、ムーラデーヴァは、プラークリット語テクスト、
“DhUrtAkhyAna ”31 において、
MUlaSrIという名前で登場している。
Ⅳ−２．TauNDikoki-viXNunAga
bhANa劇CaturbhANi 中の一編、SyAmilaka作とされるPAdatADitaka “足蹴”に於ける主登
場人物のひとり。この人物は、前項のMUladevaと全く反対の、いわば、アンチ・ヒーロー
的存在として、ここでふれておく。
彼は、nAgarakaグループの一員として、bon-vivan的な遊蕩生活を愉しんでいるが、出自
は、豪族タウンディコーキ家の一員で、王の勅令公布官（rAjJaH SAsanAdhikRta）でもある。
したがって、この男は、バラモン的価値観を絶対視して、遊女を軽蔑している、俗人の一典
型と言えよう。愛戯中に花魁マダナセーニカーの足が、自分の頭に触れたとして怒る。
彼は、語り手のヴィタによって、
「あのマダナセーニカーでさえ、あんな卑しく女々しい、屍鬼みたいな男に未練がある

なんて、私には不思議だ！（madanasenikApi taM puruXavetAlAM kadaryam apavIryam
anuvartata iti bhavati me vismayaH）
」
”
と叙述されている。この俗物男の贖罪の訴えを、ヴィタ連中がいかに取りさばくかが、
”足
蹴“の眼目であるが、高位、高官職などの世俗的権威に左右されない、遊蕩者たちの自由奔
放な生活状況が、本編でいきいきと描かれていることが注目されよう。
Ⅳ−３．saMvAhakaH（職業名、名前は与えられていない）

MRcchakaTikA に登場するmasseur、職業的洗髪・マッサージ師。
ドユータカラ

ル

ッ

ダ

第２幕初めに、胴元（名はMAthura）と賭博師（名はBhattaraka）とに、金十枚くすねた
として、追われて登場し、捕まえられる。そこに、別の賭博師（名はDarduraka）が仲裁に
入り、辛うじて、マッサージ師は逃げ、ヴァサンタセーナーの家に迷い込む。
デユータ

）
（この間の第７～第10偈に博打に関する面白い箴言が並べられている。
ヴァサンタセーナーは、自分の腕輪を与えて、彼を追及から救う。
彼は、その恩返しのしるしとして、仏教托鉢僧（SAkyaSramanaka）に転身することを決
心する（第17偈にその心境を述べている）
。
この第２幕は、ヴァサンタセーナーの慈悲深い性格を、マッサージ師を救う挿話によって
表出しているが、賭博、賭博師に関しての世相観を生き生きと描いている。
第８幕において、この仏教托鉢僧は、悪人SaMsthAnakaによって首を絞められ仮死状態
になったヴァサンタセーナーの蘇生を手伝い、更なる恩返しの一環を果たす。
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Ⅳ−４．GoNikAputra
この人物は、他人の妻との付き合い方法について、一書をあらわした如くである。
『カーマ・スートラ』第１篇第５章に、彼の言として、人妻は、情を通じても差し支えな
い第四の女としてその諸理由が列挙されている。また、第５篇第１章（人妻）においては、
人妻との情事、或いはその攻略法についていろいろと興味深い彼の言が引用されている。
彼の年代、出自などは明らかでないが、VAtsyAyanaと同時代の人物とするならば、３世
紀前後が彼の活躍期とみてよいのではなかろうか。とすれば、彼もその頃, すなわち古代期
末の市民社会での、教養を身につけた享楽者の一典型と言えるであろう。
Ⅳ−５．Sarvilaka

MRcchakaTikA に登場する、侠気にあふれるバラモンである。
第３幕（saMdhiccheda）第４幕（madanikASarvilaka）は、恋人（ヴァサンタセーナーの
侍女、マダニカー）に対する、彼の義賊的な冒険譚を描いている。
第４幕第６偈に義侠的盗みについて、また第12～第16偈に彼の金銭・遊女観が述べられて
いる。彼は、ヴァサンタセーナーのはからいにより、マダニカーを落籍し晴れて妻とするが、
親友アーリヤカ（のちに王となる）の危難を救うべく出発する。ここで彼の反保守的義侠心
が評価されている。そして、第10幕（saMhAra）にて、主人公チャールダッタを、最終的に
危難より救うために登場する。そこでは、
「あなたの家の壁こわし、宝玉盗んだこのわたし、
大悪党でありながら、あなたの庇護をうけました」32とみずから述べることによって、義理・
人情に厚い性格が表出されている。
Ⅳ−６．SaMsthAnaka

MRcchakaTikA に登場する代表的悪役。ウッジャイニー王パーラカの義弟（第９幕第６
偈）。シャ音で話す（SakAra）粗野にして陰険な男として、否定的に描写されている。
ヴァサンタセーナーへの横恋慕が成就しないので、最後には彼女を絞殺し（第８幕
vasantasenAmoTanA）
、それをチャールダッタの仕業とする。要するに、彼は、バラモンの
価値観に固執し、権力をかさにきて、横車を押す、成り上がりの田舎者としてえがかれてい
る。ここでは、理想的なヒーローとは逆の、笑い者にされるひとつの典型33なのである。
なお、第９幕裁判（vyavahAraH）は, 裁判官（adhikaraNika）により、かなり公正に裁判
は進められるが、アクセサリー（AbharaNAni）の所持の点でチャールダッタは有罪となる。
しかし、第10幕（saMhAraH）にて、仏教托鉢僧（以前のマッサージ師）によって蘇生さ
れたヴァサンタセーナーが登場し、また義侠のシャルヴィラカが弁舌を奮い、チャールダッ
タの冤罪は晴れ、めでたしめでたしの大団円となる。
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Ⅳ−７．vidUXaka, pITamarda, viTa
こ れ ら 三 つ の 普 通 名 詞 は、 遊 興 社 会 に お け る、 道 化（court jester）
、 幇 間・ 追 従 者
（companion-parasite）、通人（companion-adviser）という三つのキャラクターをそれぞれ
表現している。通常は、劇の進行などにかかわる脇役として登場し、名前はあたえられない。
しかし、たとえば、Bhagavadajjuka における、SANDilyaH（主人公の行者の弟子）は、あ
ニルヴァーナ

きらかにvidUXakaの一典型であり、勿体ぶって、かつまじめに救済を説く行者を揶揄すると
いう、重要な役割を与えられている。その意味で、彼もダルマ的世界からのアウトロウであ
る。
また、bhANa劇四部作CaturbhANI は、すべてviTaを狂言回し役として、有閑遊興人士たち
のアウトロウ的日常を描いているのである。34
Ⅳ−８．女性のアウトロウ：KalAvatIとKaGkAlI
前述までのアウトロウはすべて男性であるが、女性のアウトロウ的な人物の存在も伝えら
れている。SamayamAtRkA に登場する遊女KalAvatIは、遊女たちの師匠役である男KaGka
（生業は理髪師、
）から、やり手の女将KaGkAlIを紹介されていろいろのだましの手口などを
指南されるのである。このKaGkAlIは、波乱にみちた経歴（遊女、女盗賊、仏教尼僧などな
ど）の持ち主であり、ふてぶてしい根性の中年女性である。この女が、KalAvatIに遊女渡世
の術策を教え込むのである。
作者KXemendraは、この女性両人のアウトロウ的なしたたかさを描いているのであるが、
彼が、一面彼女らの奔放さな生きざまの叙述に、或種同情的な筆致を用い、単なる悪女とし
ていないところが興味深く感ぜられよう。
ヴァルナ

Ⅴ．階級社会での演劇受容について
中世前期（６～10世紀）において、ヴァルナ制度が実際に社会生活にどのように実践され
ていたかは、勿論、年代、地域、王権の実力、宗教宗派の構成などによってさまざまであっ
ただろうが、それらについて考究するのは本論文の目的ではない。しかし、アウトロウ的な
人物の活躍する文学作品が作られ、その種の戯曲がヴァルナ的には低位の演者たちによっ
て、ウッジャイニーやパータリプトラなどの都邑に於いて上演されていたことは事実であろ
う。
このような点に関連して、田中於莬弥は、
『酔花集』所収の「鸚鵡七十話の社会的背景」
において、次のように述べている。
「鸚鵡七十話の成立年代は明らかでないが、これを７世紀～12世紀の頃と推定すれば、
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この時代はカースト制度が牢固たる鉄則として社会を支配していたものとかんがえられ、
ここに集められた説話の背景をなす社会には、四姓制度が厳存していたに違いない。
───、しかし説話に現われている社会的事実は、われわれが古代法典や研究書で見る
ような概念的なものではなく、極めて卑近な日常生活をありのままに描き出しているの
であって、往々にして説明することの困難な場合に逢着する、本書においてもカースト
の名称の用法などの不明瞭なものがあり、特に職業に関しては何れのカーストに属する
か明らかでないものもあるが、他面カースト制度の偽らざる実情を知りうるという利点
もあるわけである」
アウトロウが演劇作品の中で、活躍の場を与えられていることと、社会的な現実とを、短
絡的に結び付けることは、勿論無理であろう。しかし、これらの登場人物たちから窺えるバ
ラモン的価値観とは異なる、謂わば“弱きを救い、強きを懲らす”的な世俗的価値観が存在
していて、読者・観客に受容されていたとも考えられるのである35。
R. J. Majumdarは、Corporate Life in Ancient India に於いて次のように述べている。す
なわち、中世前期には、一方で仏教の流布に伴う平等観の台頭がBrahmanical Authorities
をある程度チェックするようになり、グプタ朝以後はバラモン体制が勝利を収めたが、結果
としてそのような優位性争いは徐々に終焉に向かったという。
本論の扱う、奔放な市井風俗劇の世界での、教典に淵源するバラモン的価値観とは異なる
世俗的価値観の受容・伝搬・継承については、更なる考究が必要と筆者は考える。
Ⅵ．結語
このように、諸文献を披読してきた結果、次の諸点が指摘されよう。
１．中世前期の世俗的戯曲、教訓詩文献には、日常的な規範の枠を超えるような自由闊達な
性格の人物が、少なからず登場・活躍している。
２．そのような演劇が実際に上演され、都邑の人士の鑑賞の対象となっていたことから、当
時自由な風刺・批判を受容する市民社会的土壌が一部に存在し、
、あるいはバラモン的価
値観とは異なる価値観が, 共生していたと考えられよう。
３．今後の課題として、作者・上演者、およびそれらの作・劇の読者・観客層の社会的背景
については、引き続いての考究がなされるべきであろう。また、比較文学的観点からの、
ギリシャ・ローマ喜劇や、中世イギリス・フランスの諧謔・風刺、劇、あるいは江戸後期
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の遊里文学作品等との比較・鑑賞も、今後の課題として興味深いと考える。
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A Study on Outlaw-type Characters Appearing in
Sanskrit KAvya Literature in the Early Medieval
Period.
FUJIYAMA, Kakuichiro
I have been studying classical sanskrit kAvya literature in the early medieval period
（６～9AD）
, mainly from a cultural history perspective.
This year, I take up worldly characters appearing in the dramas（prakara N a,
prahasanas）, didactic and gnomic literature, and by way of analyzing such characters as
profane, outlaw-type, I try to grasp the aspect of the citizen society in those days.
For that purpose, normative SAstras prevailing in those days such as kauTilIya-arthaSA

Stra, manu-smRti, yAjJavalkya-smRti, kAmasUtra, anaGgaraGga have been reviewed in
order to find In these SAstras how non-courtly, profane, outlaw-type people are treated.
Then, several representative characters of this type depicted in kAvya literature under
the varNa-controled, hierarchic society are analysed to find how these characters have
been appreciated by audiences and readers of those days. It is concluded that in those
period there existed social environment relatively free to allow for satirical or sarcasticoriented literature.
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