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はじめに
『マツヤ・プラーナ』MatsyapurANa は、伝統的に主要とされる18のマハープラーナの１つ
であり、全部で291章からなる。それらの中で、252章から270章が「建築論」に充てられて
いる1．「建築論」の部分には、ヒンドゥー建築論では当然の事ながら、建築に関する部分と
尊像製作に関する部分からなり、建築の部分は257章までであり、以降が尊像製作を記す部
分になっている。
本稿で扱う第254章は、44偈からなり、全てがシュローカ韻律を用いる韻文である。254章
の内訳を仮に作り、偈の番号をあわせて記すと、①部屋や出入り口の配置に基づく建物の名
称について（１～14偈ab）、②身分に応じた建物の大きさ（14cd～36）
、③道路と建物の関
係（37～38）
、④増築について（39～40）
、⑤建物に用いる材料と室内の大きさについて（41
～42）
、⑥出入り口の大きさについて（43～44）という構成になる。
254章で用いられている用語は、一般的なサンスクリット語辞典に記載されているものが
ほとんど存在しない。それらについては、テキスト本文中において、定義づけられているが、
占星術書ではあるが百科全書的な傾向を持つ『ブリハット・サンヒター』BRhatsaMhitA の
52 章 や、『 マ ヤ マ タ 』Mayamata の 26 章 と『 サ マ ラ ー ン ガ ナ ス ー ト ラ ダ ー ラ 』

SamarAGgaNasUtradhAra の25章のような、建築論書の該当する章に、より詳しく記載され
ている。そして、本章の記述は、簡素な記述である『ブリハット・サンヒター』に比しても
より一層少なく、その定義が述べられていても、用語が記されていないものもある。この用
語よりも定義を記そうとする態度に、本章の特徴が見えるのではないだろうか。
,
また、刊本としてSrImaddvaipAyanamunipraNItaM MatsyapurANam , AnandASrama（ed.）
AnandASrama SaMskRta GranthAvali 54, Poona, AnandASrama, 1981.、MatsyapurANam
（BhAXATIkA Sahita ）, BastIrAma（Hindi note）
, VidyAbhavana PrAcyavidyA GranthamAlA
119, VArANasI, CaukhambA VidyAbhavana, 2001.、The MatsyapurANam Text in Devanagari
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Translation & Notes in English . 2vols., Singh, Nag Sharan（arranged）, Horace Hayman
Willson（foreword）, Delhi, Nag Publishers, 1983. の３本がある。しかし、これらは、十分
な批判的校訂を行ったとは言い難く、連書と分書などに微妙な差異が見られる。そこで、底
本として、N. を使用し、他の２本を適宜参照した。また、N. には不完全な英訳が付されて
いるが、それと全く同じ英訳がThe Matsya puranam . The Sacred books of the Hindus 17,
Srisa Chandra Vasu（edited）, 2vols., Allahabad, 1917.（Reprinted New York：AMS Press,
1974.）にもある。
本文と和訳・注解
sUta uvAca /
スータは言った。
〔部屋や出入り口の配置に基づく建物の名称について〕
catuHSAlaM pravakXyAmi svarUpAn2 nAmatas tathA/
四方に建物があり中央に中庭があるもの（catuHSAla）を構造と名称から説明しよう。
catuHSAlaM3 caturdvArair alindaiH sarvatomukham //1//
nAmnA tat sarvatobhadraM SubhaM deva-nRpâlaye /
四方に建物があり中央に中庭があるものは、四方に出入り口4を持ち、全周囲に渡って建
物の入り口前にはテラス（alinda）を備えている。それは、神々や王族のための建物として
〔建てられ〕、サルヴァトーバドラsarvatobhadraという吉祥をもたらす名称である。
paScima-dvAra-hInaM5 ca nandyAvartaM6 pracakXate //2//
dakXiNa-dvAra-hInaM tu vardhamAnam udAhRtam7 /
pUrva-dvAra-vihInaM tat svastikaM nAma viSrutam //3//
rucakaM côttara-dvAra-vihInaM tat pracakXate /
そして、西方の出入り口を欠いたものは、ナンディヤーアーヴァルタnandyAvarta8と呼
ぶ。南方の出入り口を欠いたものは、ヴァルダマーナvardhamAna〔という名称〕が与えら
れる。東方の出入り口を欠いたものは、スヴァスティカsvastikaという名称でよく知られて
いる。そして、その北方の出入り口を欠いたものは、ルチャカrucakaと呼ぶ。
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saumya-SAlA-vihInaM yat triSAlaM dhAnyakaM ca tat //4//
kXema-vRddhi-karaM nRNAM9 bahu-putra-phala-pradam /
三方に建物を配する〔建物のうち〕北方の部屋を欠いたもの10は、人々の幸福を増加させ
る行為が多くの息子を結果としてもたらす。
SAlayA pUrvayA hInaM sukXetram iti viSrutam//5//
dhanyaM yaSasyam AyuXyaM Soka-moha-vinASanam /
東方の部屋を欠いているものは、スクシェートラsukXetraとして知られ、
〔人々の〕豊か
さ、高貴さ、長命〔をもたらし〕
、悲しみや迷妄をなくすような〔建物〕である。
SAlayA yAmyayA hInaM yad viSAlaM tu SAlayA //6//
kulakXaya-karaM nRNAM11 sarva-vyAdhi-vinASanam /
南方の部屋を欠いていながらも、部屋のために大きな建物〔が建てられているもの〕12は、
人々の滅亡、すべての病気に起因する没落〔をもたらす〕
。
hInaM paScimayA yat tu pakXaghnaM nAma tat punaH //7//
mitra-bandhu13-sUtAn hanti14 tathA sarva-bhayAvaham15 /
さらにまた、パクシャグナpakXaghnaという名称〔の建物〕では、西方の〔部屋〕を欠い
ていて、友人たち、兄弟たち、息子たちを殺し、それから、すべての恐怖の原因となる。
yAmyâparAbhyAM SAlAbhyAM dhana-dhAnya-phala-pradam //8//
〔また、
〕南方と西方の２部屋〔の建物〕16が、財宝と穀物を結果として与える。
kXema-vRddhi-karaM nRNAM tathA putra-phala-pradam /
yamasUryaM17 ca vijJeyaM paScimôttara-SAlakam18 //9//
人々の幸福を増加すること、それから、息子を与えることが、北方と西方に部屋があるヤ
マスーリヤyamasUryaには、知られている。
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rAjAgni-bhayadaM nRNAM19 kulakXaya-karaM ca yat /
udak-pUrve tu SAle dve20 daNDAkhye yatra tad bhavet //10//21
人々の間に王や火による災いや、一族が滅亡するようなものが、北方と東方の２部屋があ
るダンダークヤdaNDAkhyaにおいて発生するだろう。
akAla-mRtyu-bhayadaM paracakra-bhayAvaham /
dhanAkhyaM pUrva-yAmyAbhyAM SAlAbhyAM yad viSAlakam //11//
豊かであっても、不測の死の災いや、敵軍による災いを、東方と南方に部屋があるダナー
クヤdhanAkhyaが〔もたらす〕
。
tac chastra-bhayadaM nRNAM22 parAbhava-bhayAvaham23 /
cullI pUrvâparAbhyAM tu sA bhaven mRtyu-sUcanI //12//
人々の間における武器による災いや、
〔財産を〕失う災いの〔原因〕が、東方と西方に
〔部屋があるグリハ〕チュッリーgRha-cullI24にあり、この〔建物〕が、死の原因にもなるだ
ろう。
vaidhavya-dAyakaM strINAm aneka-bhaya-kArakam /
kAryam uttara-yAmyAbhyAM SAlAbhyAM bhayadaM nRNAm //13//
女性たちは寡婦となり、多くの災いに見舞われる。北方と南方に部屋があるため、人々は
災いに見舞われる。25
siddhArtha-vajra-varjyAni26 viSAlAni sadA27 buddhaiH /
賢者たちによって、いつも、広い部屋はスィッダールタsiddhArthaやヴァジュラユクタ
vajrayukta28において避けられるべきである。
〔身分に応じた建物の大きさ〕
athAtaH saMpravakXyAmi bhavanaM pRthivI-pateH //14//
さてここで、土地の所有者の館について説明しよう。
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paJca-prakAraM tat proktam uttamâdi-bhedataH /
aXTôttaraM hasta-SataM vistAraS côttamo mataH //15//
〔王のための宮殿の大きさには〕
「最上」などの５つの種類の区分があると説明されている。
108ハスタの横の長さが「最上」であると考えられている。
caturXv anyeXu vistAro hIyate câXTabhiH karaiH /
caturthâMSâdhikaM dairghyaM paJcasv api nigadyate //16//
他の４種類は、８ハスタずつ減ぜられるように横の長さが配される。５種類とも縦の長さ
は〔横の長さを〕5/4〔倍に〕長くしたものと述べている。
yuvarAjasya vakXyAmi tathA bhavana-paJcakam /
XaDbhiH XaDbhis tathâSItir hIyate tatra vistarAt //17//
同様に、私は王子のため宮殿の５つの種類を言おう。86ハスタの横の長さが〔
「最上」で
あり〕
、６〔ハスタ〕ずつ減じる。
try-aMSena29 câdhikaM dairghyaM paJcasv api nigadyate /
senApateH pravakXyAmi tathA bhavana-paJcakam //18//
５種類とも縦の長さは〔横の長さを〕4/3〔倍に〕長くしたものである。それから、将軍
の邸宅の５つの種類を言おう。
catuHXaXtis tu vistArAt XaDbhiH XaDbhis tu hIyate /
paJcasv eteXu dairghyaM30 ca XaDbhAgenâdhikaM bhavet //19//
64〔ハスタ〕の横の長さが〔
「最上」に〕
、また、６〔ハスタ〕が〔減らす長さに〕配され
る。これらの５種類において縦の長さを〔横の長さの〕7/6倍にするべきである。
mantrinAm atha vakXyAmi tathA bhavana-paJcakam /
catuS-caturbhir hInA syAt kara-XaXTiH pravistare31 //20//
さて、大臣たちの邸宅〔の大きさ〕を言おう。それには５つの種類があり、60ハスタの横
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の長さから４ずつ減らす。
aXTâMSenâdhikaM dairghyaM paJcasv api nigadyate /
sAmantâmAtya-lokAnAM vakXye bhavana-paJcakam //21//
9/8倍したものを縦の長さにし、また、
〔縦の長さも同様に〕５つの種類が言われる。太守
や高官たちの邸宅の５つの種類を言おう。
catvAriMSat tathâXTau32 ca caturbhir hIyate kramAt /
caturthâMSâdhikaM dairghyaM paJcasv eteXu Sasyate //22//
それには48〔ハスタの横の長さ〕があり、４〔ハスタ〕ずつ〔減るように長さが〕配され
る。5/4倍してものを縦の長さにし、これら５つの種類が言われている。
SilpinAM kaJcukInAM33 ca veSyAnAM gRha-paJcakam /
aXTAviMSat-karANAM34 tu vihInaM35 vistare kramAt //23//
dviguNaM dairghyam evôktaM madhyameXv evam evam tat /
建築家たち、家臣たち、遊女たちの〔住む〕建物の５種類は、28ハスタの〔横の長さがあ
り〕、横の長さから１〔ハスタ〕ずつ〔減らす〕
。
〔縦の長さは横の長さの〕２倍であると言
われる。よって、それは中央にあるものにおいて〔基準とする〕36。
dUtI-karmAntikâ37dInAM vakXye bhavana-paJcakam //24//
caturthâMSâdhikaM dairghyaM vistAro dvAdaSai$va tu /
ardhArdha-kara-hAniH syAd vistArAt paJcaSaH kramAt //25//
召し使いや家僕などの〔住む〕家屋の５種類を言おう。縦の長さを〔横の長さの〕5/4倍
とし、横の長さが12〔ハスタ〕にする。順次1/4ハスタずつ減らしていき、横の長さを５つ
の種類にするべきである。
daivajJa-guru-vaidyAnAM sabhAstAra-purodhasAm /
teXAm api pravakXyAmi tathA bhavana-paJcakam //26//
catvAriMSat tu vistArAc caturbhir hIyate kramAt /
paJcasv eteXu dairghyaM ca XaDbhAgenâdhikaM bhavet //27//
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同様に、占星術師、学匠、医者、顧問官、祭祀官。彼らの家屋の５種類〔の大きさ〕も言
おう。40〔ハスタ〕の横の長さから、順次４〔ハスタ〕ずつ〔減るように長さが〕配される。
そして、縦の長さは〔横の長さの〕7/6倍にし、５つの種類とするべきである。
caturvarNasya vakXyAmi sAmAnyaM gRha-paJcakam /
dvAtriMSataH38 karANAM39 tu caturbhir hIyate kramAt //28//
４つのヴァルナの一般的な家屋の５種を言おう。
〔ブラーフマナの家は、
〕32ハスタの〔横
の長さとし〕
、順次４〔ハスタ〕ずつ〔減るように長さが〕配される。
A-XoDaSAd iti paraM nUnam antyAvasAyinAm40 /
daSAMSenâXTabhAgena tribhAgenâtha41 pAdikam //29//
adhikaM dairghyam ity Ahur brAhmaNâdeH praSasyate /
「16〔ハスタ〕へ〔向かって短くなる〕
」と〔言われ〕
、確かに他の〔身分の〕家屋の〔大
42
「
〔ブラーフマナの家屋は横の長さの〕11/10倍、
きさ〕は、最終的に〔16ハスタに〕なる。

〔シュードラは〕5/4倍、縦の長さは
〔クシャトリヤは〕9/8倍、
〔ヴァイシュヤは〕4/3倍43、
大きくなる」と言われ、
〔このように〕ブラーフマナなどの〔家屋は〕説明される。
senApater nRpasyâpi gRhayor antareNa tu //30//
nRpa-vAsa-gRhaM kAryaM bhANDAgAraM tathai$va ca /
senApater gRhasyâpi cAturvarNyasya cântare /
vAsAya ca gRhaM kAryaM rAja-pUjyeXu sarvadA //31//
将軍、王もまた建物の近くに、王に扈従するものの建物と貯蔵庫を建てるべきである。将
軍の住居、そして、４ヴァルナに属す人々の〔建物の〕隣に、常に崇敬される王に随従する
ために〔顧問官？が〕居住するための建物を建てるべきである。
antaraprabhavANAM ca sva-pitur gRham iXyate /
tathA hasta-SatAd ardhaM44 gaditaM vana-vAsinAm //32//
そして、雑種身分たちの〔住居〕は、自分の父の住居〔と同じ大きさ〕を望むべきである。
それから、森に住むものたちの〔住居〕は、50ハスタと言われる。
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senApater nRpasyâpi saptatyA sahite'nvite /
caturdaSa-hRte vyAse SAlA-nyAsaH prakIrtitaH //33//
将軍と王も70〔ハスタ〕をしている。建物の大きさが14種類に分けられることが説明され
た。
paJcatriMSânvite tasmin alindaH samudAhRtaH /
tathA XaTtriMSad-dhastA45 tu saptâGgula-samanvitA //34//
viprasya mahatI SAlA na dairghyaM parato bhavet /
その35〔ハスタ〕からなる〔建物入り口前にあるテラスの部分〕に、アリンダという名が
付けられた。それから、36ハスタと７アングラの長さのものが、ブラーフマナの大きな建物
にあるが、縦の長さの後部には存しないべきである。
daSâGgulâdhikA tadvat kXatriyasya vidhIyate //35//
paJcatriMsat-karA vaiSye aGgulAni trayodaSa /
tAvat karai$va SUdrasya yutA paJcadaSâGgulaiH //36//
それから、
〔縦と横に、36ハスタと〕10アングラがクシャトリヤの〔建物に〕規定される。
ヴァイシュヤには35ハスタと13アングラが、シュードラの〔建物には〕そのハスタ（35ハス
タ）と15アングラが適用される。
〔道路と建物の関係〕
SAlAyAs tu tribhAgeNa46 yasyâgre vIthikA bhavet /
soXNIXaM nAma tad vAstu paScAc SreyôcchrayaM bhavet //37//
ところで、建物を〔前面・側面・背面の〕３つに分けた場合に、前面に道があるべきであ
る。ソーシュニーシャsoXNIXaという名の建物は、背面が広く〔空いていて〕高くなってい
るべきである。
pArSvayor vIthikA yatra sAvaXTambhaM47 tad ucyate /
samantAd vIthikA yatra susthitaM tad ihôcyate //38//
両側面に道がある場合は、サーヴァシュタンバsAvaXTambhaと言われる。全周囲に道があ
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る場合は、実にススティタsusthitaと言われる。
〔増築について〕
SubhadaM sarvam etat syAc cAturvarNye48 caturvidham /
vistArAt XoDaSo bhAgas tathA hasta-catuXTayam //39//
prathamo bhUmikôcchrAya upariXTAt parihIyate /
dvAdaSâMSena sarvAsu bhUmikAsu tathôcchrayaH //40//
すべてに幸運なこの〔建物〕は４ヴァルナにおいて４倍に〔増築〕することができる。横
の長さから1/16の部分と４ハスタが、最初に地面の上にさらに置かれる。そして、すべての
地面に〔横の長さから〕1/12が増加される。
〔建物に用いる材料と室内の大きさについて〕
pakveXTakA bhaved bhittiH XoDaSâMSena vistarAt /
dAravair api kalpA49 syAt tathA mRnmaya-bhittikA //41//
壁は焼成レンガ製とし、〔その厚さは〕横の長さから1/16にするべきである。木製でも、
それから、土製の壁としてもよい。
garbha-mAnena mAnaM50 tu sarva-vAstuXu Sasyate /
gRha-vyAsasya paJcASad aXTAdaSabhir aGgulaiH //42//
また、内部の大きさの基準をすべての建物にたいして説明しよう。建物〔内部の〕種類に
は50種があり、18アングラずつ〔変えるべきである〕
。
〔出入り口の大きさについて〕
saMyuto dvAra-viXkambho dviguNaS côcchrayo bhavet /
dvAraSAkhAsu bAhulyam ucchrAya-kara-saMmitaih51 //43//
〔それに〕結びつけられた出入り口の柱は、
〔入り口の横幅の〕２倍まで大きくするべきで
ある。門扉においては高さの〔種類が１ハスタ毎に〕配分されることによって、沢山の〔種
類〕がある。
aGgulaiH sarva-vAstUnAM pRthutvaM Sasyate budhaiH /
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udumbarôttamâGgaM ca52 tadârdhArdha-pravistarAt53 //44//
すべての建築用地の大きさは、賢者たちによって、アングラ〔を基準とする単位〕によっ
て説明される。また、最上の敷居の部分をその大きさから1/4にする。
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TripAThI, Avadha VihArI, 1968, BRihat SaMhitA , pt. 1, Varanasi, Varanaseya Sanskrit
Vishvavidyalaya．
1.

C. は全290章であり、他の２版の160章が章として立てられていないため、１つずつずれ、建築
分野は251章から269章となる。

2.

C., N. は、svarUpanと単数対格が連声した形にするが、後続のnAmatasと同様の、A. の為格で
あるsvarupAnが連乗したとする。

3.

C., N. °
SAlaJ．

4.

dvAraは「門」と訳されるが、ここでは建物の入り口として屋内に続く場合も含んでおり、門
として開いた空間に続く場合があるが、それに限定されてはいないので、「出入り口」とした。

5.

C., N. ‚hInaJ．

6.

C., N. ‚vartaH．

7.

C., N. upAhR‚．

8.

単語分割をするとnandI-Avartaと分けられる。

9.

A. nQNAM．

10. BrhatsaMhitA 52章では、この種の建物はヒラニヤナーバhiraNyanAbha と名づけられている。
11.

A. nQNAM．

12. BRhatsaMhitA 52章やSamarAGgaNasUtradhAra 25章では、チュッリーcullIと名づけられている。
13.

C., N. ‚bandhUn．

14.

C., N. hanta．

15.

N. ‚paham．

16. BRhatsaMhitA 52章では、スィッダールタsiddhArthaと名づけられている。
17.

N. ‚sUryaJ．

18.

C., N. ‚SAlikam.

19.

N. nQNAM．

20.

C. SAle ha, N. SAlehaM．

21.

tad-を主格、daNDAkhya-を中性両数対格として読んだ。

22.

A. nQNAM．

23.

A. ‚havam．

24. BRhatsaMhitA 52章とSamarAGgaNasUtradhAra 25章にもとづき、名称に「グリハ」を補う。
25. BRhatsaMhitA 52章では、カーチャkAcaと名づけられている。
26.

C., N. ‚jyANi．

27.

C. tathA．

28.

出典は不明だが英訳では、yuktaを補っているので、その名称に従う。

29.

文法上は、これらの男性若しくは中性の単数具格を、その性数の処格と否定辞naに分けるこ

とも可能であるが、ヒンディー語注や英訳、参考とした建築論書などにより、具格とした。
30.

C., N. dairghyaJ．

31.

N. pravistarAt．

32.

A. ‚thA ’XTau．

33.

C., N. kaJcukInAJ．
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34.

C., N. karANAn．

35.

N. の英訳では，dvihIna-として訳している．

36.

文意不明．英訳は訳出していない．

37.

C. karmatika‚．

38.

C., N. ‚triMSati．

39.

C., N. karANAn．

40.

C., N. ante vasA‚．

41.

C. XaD‚. C., N. ‚bhAgenâtha, A. もNa音は括弧内に入っており、訂正を加えているので、この

箇所では元からnの反舌音化にイレギュラーが見られるようだ。
42.

クシャトリヤは28ハスタ、ヴァイシュヤは24ハスタ、シュードラは20ハスタと４ハスタずつ

短くなっていくことを意味する。建築論書でいわゆる雑種身分の記述は見られないが、４ヴァル
ナだけでは16ハスタに至らない。雑種身分の可能性はあるが、雑種身分は32偈において父親と同
じ大きさと記されている。BRhatsaMhitA のウトパラ注では、家屋の大きさは、16ハスタを最小
とすることになるが、そうすると、28偈の記述と矛盾をきたす。それとも、「５種」あるのは、
ブラーフマナのみなのであろうか。
43. BRhatsaMhitA 52章では、ヴァイシュヤは7/6倍である。
44.

N. arddhaM ．

45.

バフヴリーヒの複合語としてDパーダのsaptâGgula-samanvitAを修飾するため、女性単数主格

となっている。
46.

C., N. ‚bhAgena, A. もNa音は括弧内に入っており、訂正を加えているので、この箇所では元

からnの反舌音化にイレギュラーが見られるようだ。
47.

C., N. sAvaXTamban．

48.

C., N. cAturvarne．

49.

C., N. avikalpA．

50.

A. mAnan．

51.

C., N. sammitam．

52.

C., N. ‚mAgaJ ca．

53.

C. tad ardhArdha-, N. tad ardhArdhaM．
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A Japanese Translation and Notes of Chapter 254 in
the MatsyapurANa
─Size and Composition of Buildings─
IDENO, Naoki
This paper is to present a Japanese translation with notes, and critical text of the
chapter 254 in the MatsyapurANa .
Although Puranas are a religious document, an architectural theory is written for the
construction of the Hindu temples and the images. And the description also covers the
house.
This chapter is titled “the area of building site corresponding to Varna”, and has six
contents, namely ① the name of building based on arrangement of room and direction of
doorway；② size of building corresponding to the caste；③ relation between road and
building；④ the extension；⑤ materials used for building and the indoor areas；⑥ size
of doorway.
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