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日本語要旨
『ラクシュミー・タントラ』はパーンチャラートラ派の主要な文献の一つであり、およそ
9 世紀から 12 世紀の間に編纂された。この書の主要なテーマの一つはパーンチャラートラ
派の哲学と宇宙論である。その哲学的見解はヴィシュヌ神を奉ずる多くの派のより早期の伝
統を組み込んでおり、さらに、この書で説かれる教義は他のテクストにおいても扱われてい
なかったパーンチャラートラ体系の側面に光をあてている。また、パーンチャラートラ派の
聖典の中で、ヴィシュヌ派における母なる女神ラクシュミー（ヴィシュヌ・ナーラーヤナの
妃）のシャクティ（宇宙の根源力）を中心に扱っているという理由から、
『ラクシュミー・
タントラ』はパーンチャラートラ派のテクストの中で特別である。それにもかかわらず、
『ラ
クシュミー・タントラ』の本格的な研究は不十分であり、翻訳についてもサンスクリット原
典から英訳されたものが一本あるのみである。本稿では、
『ラクシュミー・タントラ』の和
訳を試み、適宜註解をつけ、その内容解明に努める。
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１

はじめに

ヴィシュヌ派はヒンドゥー教の主要な教義の一つであり、パーンチャラートラ派は最も古
くから存続しているヴィシュヌ派の一派である。後期ヴィシュヌ派へのその教義の影響は疑
いなく大きく、パーンチャラートラ派自体は変化し衰退したにもかかわらず、古いテクスト
に記述された崇拝儀礼は、今日でもまだ南インドおよび北インドの一部で行われている。こ
のようにパーンチャラートラ派はインド思想において重要な位置を占めるが、その研究は充
分にされているとは言えない。
『ラクシュミー・タントラ』はパーンチャラートラ派の主要な文献の一つであり、およそ
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9 世紀から 12 世紀の間に編纂された。この書の主要なテーマの一つはパーンチャラートラ
派の哲学と宇宙論である。その哲学的見解はヴィシュヌ神を奉ずる多くの派のより早期の伝
統を組み込んでおり、さらに、この書で説かれる教義は他のテクストにおいても扱われてい
なかったパーンチャラートラ体系の側面に光をあてている。また、ヴィシュヌ派における母
なる女神ラクシュミー（ヴィシュヌ・ナーラーヤナの妃）のシャクティ（宇宙の根源力）を
中心に扱っているという理由から、
『ラクシュミー・タントラ』はパーンチャラートラ派の
テクストの中で特別である。それにもかかわらず、
『ラクシュミー・タントラ』の本格的な
研究は不十分であり、翻訳についてもサンスクリット原典から英訳されたものが一本あるの
みである。
本稿では、『ラクシュミー・タントラ』の和訳を試み、適宜註解をつけ、その内容解明に
努める。

２ 『ラクシュミー・タントラ』の概要
まず始めに、
『ラクシュミー・タントラ』の概要を [Gupta, 2000] に従い、簡単に紹介する。
成立年代は先に示したとおり、おおよその年代しか推定されておらず、さらに、この書が
編纂された場所は不明で、南インドの可能性が示唆されているのみである。
『ラクシュミー・タントラ』は全 57 章からなり、主にパーンチャラートラ派の哲学と宇宙
論を扱い、また mantra-śāstra（言語学的オカルティズム）も扱う。崇拝の儀礼面について
は 最 低 限 度 が 言 わ れ て い て、 図 像 学 は こ の 派 で 扱 わ れ る 重 要 な 神、Lakṣmī-Nārāyaṇa、
Vyūha、Lakṣmī からの顕現体（流出体）
、
彼女の眷属などに対して dhyāna（観想）の形をとっ
て議論されているのみである。寺院様式（建築論）や寺院崇拝（寺院で行われる儀礼）は全
体的に省かれている。また、祭礼や śrāddha-dharma（祖先供養儀礼）
、減罪儀礼も無視して
いる。
この書が他のパーンチャラートラ派の文献と異なるところは、ヴィシュヌよりもむしろラ
クシュミーの崇拝を強調していることである。
『ラクシュミー・タントラ』はこの点につい
て曖昧にせず、徹底したラクシュミー崇拝を貫いている。
『ラクシュミー・タントラ』の最も際立った特徴はそのパーンチャラートラ派哲学の扱い
である。インド思想の展開期に編纂された多くのテクストがそうであるように、このテクス
トも基本的に先行する聖典の思想や註釈書の見解を取り入れている。
このテクストの姿勢は、
最高の形而上学的原理としてシャクティを様々な要素を統合するものとして確立しようとす
るところに表れている。そして、少なくともある程度の調和は、特に宇宙論の描写において、
成功している。しかし、サーンキヤ思想の実在論的二元論とヴェーダーンタ学派の徹底した
一元論（不二一元論学派）という 2 つ矛盾する思想が併記されることもあり、あらゆる観念
を整合性をもって融合することに必ずしも成功しているわけではない。
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このように『ラクシュミー・タントラ』は何か特定の哲学体系に従っていたということを
主張することはできない。サーンキヤとヴェーダーンタという 2 つの重要な哲学体系を融合
させるだけでなく、大乗仏教の影響もみられる。さらに、
『バガヴァッド・ギーター』の影
響も明らかであり、その詩節が、しばしば、そっくりそのまま引用されている。しかし、シャ
クティ（ラクシュミー）の至高性の擁護が『ラクシュミー・タントラ』の主要な目的であり、
それ故、
シャクティを崇拝する学派の中で普及している様々な概念を自由に取り入れている。
以上のように、
様々な思想を融合させ、
その中心にシャクティをおいたのが
『ラクシュミー・
タントラ』である。このシャクティは、女神信仰が盛んになると同時に、重要性も増してい
き、もはやこれを抜きにしてインド思想を語ることはできない。パーンチャラートラ派は、
ヒンドゥー教の宇宙論の構築において重要な役割を担ってきたのであり、その派の中でシャ
クティ信仰を中心にした『ラクシュミー・タントラ』が成立したということは、いかにこの
概念が重要であったが分かるであろう。
『ラクシュミー・タントラ』はパーンチャラートラ
派の中での重要な聖典というだけでなく、インド思想においても特異な文献なのである。

３ 『ラクシュミー・タントラ』訳註
3.1

凡例

１．

底

本

は Lakṣmī-tantra: A Pāñcarātra Āgama（Edited with Sanskrit gloss and

introduction by Krishnamacharya, V. Chennai: The Adyar Library and Research
centre, 1959）を使用した。
２． 翻 訳 に 際 し、Sanjukta Gupta の 英 訳 Lakṣmī Tantra: A Pāñcarātra Text（Delhi:
Motilal Banarsidass, 2000）を参照した。
３．各偈（シュローカ）は、原文、試訳の順に記し、註は文末に記した。
４．訳中の〔

〕は訳者が内容を理解しやすくするために補った部分であり、
（

）は訳者

の補足的な説明である。

3.2 『ラクシュミー・タントラ』第 1 章「シャーストラ（聖典）の顕現」
namo nityānavadyāya jagataḥ sarvahetave /
jñānāya nistaraṅgāya lakṣmīnārāyaṇātmane //1
（『ラクシュミー・タントラ』の作者）1 恒久で完全なるもの、世界の全ての原因であるもの、
知恵、不動のもの 2 であるラクシュミー・ナーラーヤナのアートマン 3 に敬礼せん。
khagāsanaṃ ghṛṇādhāram īdṛśaṃ4 somabhūṣitam /
akalaṅkendusūryāgniṃ lakṣmīrūpam upāsmahe //2
鳥 5 に座す者、憐れみという感情 6 の土台、そのような 7、ソーマに飾られたもの 8、汚れな
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〔これらの〕ラクシュミーの形態を崇拝
きスーリヤ、インドゥ、アグニ〔の組み合わせ〕9、
せん。
vedavedāntatattvajñaṃ sarvaśāstraviśāradam /
sarvasiddhāntatattvajñaṃ dharmāṇām āgatāgamam //3
（聖仙アトリに対して）ヴェーダとヴェーダーンタの真実を知る者、あらゆるシャーストラ
に精通する者、あらゆる教義の真実を知る者、諸々のダルマに関するアーガマ（伝承）に到
達した者に〔礼拝する〕
。
jitendriyaṃ jitādhāraṃ rāgadveṣāvaśīkṛtam /
caturdaśāṅgayogasthaṃ prasaṃkhyānaparāyaṇam //4
インドリヤ（感覚器官）を克服した者、アーダーラ（ādhāra）を克服した者 10、貪欲と憎し
瞑想 12 に専念する 13 者に
〔礼拝する〕
。
みに征服されない者、
ヨーガの 14 部門 11 を確立した者、
viddhe svarbhānunā bhānau purā tapanatāṃ gatam /
nidānaṃ tapasāmādyaṃ tejorāśimanāmayam //5
その昔、太陽が天界の光によって貫かれた時、熱（tapana）という性質に到達した者、最初
にタパス（苦行）の原因となった者（＝世界初の苦行者）
、不滅の光輝の集まりより成る者
に〔礼拝する〕
。
atrim atriguṇopetam atrivargastham avyayam /
prātaḥ saṃdhyām upāsīnam ṛṣiṃ hutahutāśanam14 //6
3 種のグナに左右されず、トリヴァルガ 15 に立脚せず、不壊なる者であり、朝夕に瞑想し、
。
献供を行っている者である聖仙アトリ 16 に〔礼拝する〕
pativratānāṃ paramā dharmāpatnī yaśasvinī/
brahmaviṣṇumaheśānāṃ jananī kāraṇāntare //7
（アナスーヤーに対して）
夫に貞節な妻たちの中で最高の女性、
ダルマに則って結婚した妻
（正
妻）、別の理由においてブラフマー・ヴィシュヌ・マヘーシャ（シヴァ）達の母 17。
devair abhiṣṭutā śaśvac chāntinityā tapasvinī /
viduṣī sarvadharmajñā nityaṃ patimanuvratā //8
永遠に神々によって賞賛された女性、寂静なること常なる女性、苦行者、賢き女性、あらゆ
るダルマを知る女性、常に夫に従う女性。
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patyuḥ śrutavatī tās tā vividhā dharmasaṃhitāḥ //
praṇipātapuraskāram anasūyā vaco 'bravīt //9
〔このような女性である〕アナスーヤーは、
夫によく従う女性、様々なダルマに従う女性 18。
平伏した後で、言った 19。
Anasūyā—
bhagavan sarvadharmajña mama nātha jagatpate /
tvatta eva śrutā dharmās te te bahuvidhātmakāḥ //10
アナスーヤー：
（夫アトリに向かって）尊き人よ、あらゆるダルマを知る者よ、私の主よ、世界の保護者よ。
あなたから、実に、ありとあらゆる種類の性質のダルマを〔すでに〕お聞きしました。
jñānāni ca vicitrāṇi phalarūpādibhedataḥ /
etebhyo bhagavaddharmo viśiṣṭo vidhṛto mayā //11
そして、結果や形態などの識別によって、様々な知識を〔お聞きしましいた〕
。それらより
〔そのことは〕私によって理解された（＝そのこと
バガヴァッド・ダルマ 20 は優れていて、
を私は理解した）
。
tvayā kathayatā tās tā bhagavaddharmasaṃhitāḥ /
sūcitaṃ tatra tatraiva lakṣmīmāhātmyam uttamam //12
あなたによりあらゆるバガヴァッド・ダルマ・サンヒター 21 が語られることによって、実に、
いたるところで、最上なるラクシュミー・マーハートミヤ（ラクシュミーの偉大さ）が示さ
れた。
rahasyatvād apṛṣṭatvān na tvayā prakaṭīkṛtam /
tad ahaṃ śrotum icchāmi lakṣmīmāhātmyam uttamam //13
秘密であるということから、問われていないということから 22、あなたによって〔これまで〕
明らかにされていなかった。
〔しかし〕今、私は最上なるラクシュミー・マーハートミヤ（ラ
クシュミーの偉大さ）を聞きたいと願う 23。
yat24svabhāvā hi sā devī yatsvarūpā yadudbhavā /
yatpramāṇā yadādhārā yadupāyātha yatphalā //14
なぜなら、その女神（ラクシュミー）とは、自己の状態であるもの、自己の形態であるもの、

─ 133 ─

根源であるもの、認識手段であるもの、支えであるもの、手段であるもの、結果であるもの 25
であるからです。
tad ahaṃ śrotum icchāmi tvatto brahmavidāṃ vara /
bhaveyaṃ kṛtakṛtyāhaṃ yasya vijñānayogataḥ //15
ブラフマンを知る者の中の優上者よ、今、私はあなたからそれ 26 を聞きたいと願う。それ
に関する知識のヨーガにより 27、私は目的を成し遂げた者となりたい。
taṃ me darśaya panthānam upasannāsmy adhīhi bho /
iti tasyā vacaḥ śrutvā bhagavān atrir abravīt //16
おお、その道を私のためにお示しください、お教えください。私は〔あなたの〕お側に控え
ます。
作者：
以上のように彼女の言葉を聞いて、尊者アトリは語った。
Atriḥ—
sādhu saṃbodhito 'smy adya dharmajñe dharmacāriṇi /
mayā pṛṣṭena vaktavyam iti nodghāṭitaṃ purā //17
アトリ：28
今、私が思い起こされたことは良きかな（＝あなたが、私のことを思い出してくれてありが
とう）
。ダルマを知る女性よ、ダルマを実践する女性よ。私が聞かれたならば 29 語るべきこ
とが、かつては明らかにされなかった。
arhā tvam asi kalyāṇi lakṣmīmāhātmyam uttamam /
śrotuṃ śrutiśiraḥśreṇihṛdayasthaṃ sanātanam //18
幸福なる女性よ。シュルティの一連の頂の中心にあるもの 30 で、不滅で最上なるラクシュ
ミー・マーハートミヤ（ラクシュミーの偉大さ）をあなたは聞く価値がある。31
purā malayaśailasthā munayo dharmatatparāḥ /
śrutasāttvatavijñānā nāradād devadarśanāt32//19
昔、マラヤ山に住み 33、ダルマに従う聖者たちは、神々しいナーラダ 34 からサーットヴァタ 35
の知恵を聞いた。
apṛcchann etam evārthaṃ bhagavantaṃ sanātanam /
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nāradaṃ brahmasaṃkāśaṃ bhagavaddharmavedinam //20
実に、この同じ目的（質問）を、神聖で不滅であり、ブラフマンに近き者であり、バガヴァッ
ド・ダルマ（＝パーンチャラートラ派の教え）を知るナーラダに〔聖仙たちは〕尋ねた。
Ṛṣayaḥ—
bhagavaṃs tvac chruto 'smābhiḥ sāttvataḥ sattvasaṃśrayaḥ /
śuddho bhāgavato dharmo mokṣaikaphalalakṣaṇaḥ //21
聖仙たち：
（ナーラダに向かって）バガヴァットよ。あなたから、清浄であり、バガヴァットに関する
ダルマ 36 であり、モークシャ（解脱）という一つの結果を示すものであるサットヴァ性の
サーットヴァタ 37 を私たちは聞いた。
tatra tattvārthakathane lakṣmīmāhātmyam uttamam /
sūcitaṃ tatra tatraiva nāpṛṣṭatvāt prakāśitam //22
そこにおいて真実が語られるとき、最上なるラクシュミー・マーハートミヤ（ラクシュミー
の偉大さ）はしばしば明らかにされていたが、質問されなかったから示されなかった。
icchāmas tad idaṃ śrotuṃ bhavasāgaratārakam /
padminīvaibhavaṃ sarvaṃ prajñāpayatu no bhavān //23
まさに、この俗世間の大海（＝現象世界）を越えさせる者である、あらゆるパドミニー（蓮
華）38 の栄光を 39 私たちは聞きたいと願う。あなたが私たちにお示しください。
natāḥ sma śirasā pādau tava saṃsāratārakau /
adhīhi bho mune divyaṃ prapannās tvāṃ ciraṃ vayam //24
輪廻を越えさせる者であるあなたの両足に私たちは頂礼いたします。おお、聖者よ、神々し
いものをお教えください。ずっと、私たちはあなた〔の御御足〕に額ずきます。
Nāradaḥ—
sādhu saṃbodhito 'smy adya munayaḥ saṃśitavratāḥ /
prasannaḥ kathayāmy adya lakṣmītantraṃ sanātanam //25
ナーラダ：
今、私が思い起こされたことは良きかな。
〔そのあなた方〕聖仙たちは堅固な誓願 40 を持つ
者である。今、喜ばされた私は不滅なる『ラクシュミー・タントラ』を語ろう。
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yatra sā dṛśyate devī svarūpaguṇavaibhavaiḥ /
padminī padmanābhasya mahiṣī padmasaṃbhavā //26
そこにおいて、女神は本体と自己の属性と自己の機能 41 によって顕現する。彼女は、パド
マナーバ（蓮華を臍とする者＝ヴィシュヌ）42 にとっての〔配偶神である〕パドミニー（蓮
華＝ラクシュミー）であり、マヒシー（高貴な女性）43 であり、パドマサンバヴァー（蓮華
より生まれし女性）である 44。
purā durvāsasaḥ śāpād abhibhūte puraṃdare /
niḥsvādhyāyavaṣaṭkāre bhraṣṭaśrīke jagattraye //27
昔、ドゥルヴァーサス 45 の呪いから、プランダラ（＝インドラ 46）が打ち負かされ、ヴェー
ダが学習されず、供犠が行われなくなり、三界が吉祥なるものを失ったとき〔があった〕
。
daridre devavarge ca kṛśe dharme nisaṃtate /
pitāmahe suraiḥ sārdhaṃ kṣīrodārṇavam eyuṣi47//28
そして〔そのとき〕
、神々が低落し、ダルマが堕落し、子孫が途絶えてしまったため、ピター
マハ（偉大なる祖先＝ブラフマー）は〔他の〕神々と一緒に、クシーローダ海（乳海）に近
づいて〔次のことを行った〕
。
bahūn varṣagaṇān divyāṃs taptvā tīvraṃ mahattapaḥ /
saṃbodhite jagannāthe devadeve janārdane //29
〔ブラフマーは〕神々におけるところのとても長い年数、
激しい苦行をして、
〔そのおかげで、
〕
ジャガンナータ（世界の支配者）であり、神の中の神であり、ジャナールダナ（かき立てる
者）である〔ナーラーヤナ〕が目覚めたので〔あった〕
。
pitāmahena devāya kārye ca vinivedite /
kṣīrode mathite devais tadādiṣṭena vartmanā48//30
〔そこで〕ピターマハ（ブラフマー）は、神になすべきことを伝えて、その命令に従って神々
は、クシーローダ（乳海）を撹拌（かくはん）したとき〔次のことが起こった〕
。
pārijāte hayaśreṣṭhe gajendre 'psarasāṃ gaṇe /
kālakūṭe samudbhūte vāruṇyām amṛte tathā //31
パーリジャータ（デイゴ）49、最良の馬 50、象の王 51、アプサラスたちの一群 52、カーラクー
タ（毒）53、ヴァールニー（神酒）54、アムリタ（甘露）が生まれたその後で、

─ 136 ─

『ラクシュミー・タントラ』第 1 章訳註

saha candramasā devyām utthitāyāṃ mahārṇavāt /
padminyāṃ padmanābhasya vakṣaḥsthāyām anantaram //32
〔その女神〕パドミニー（蓮華＝ラクシュミー）
月 55 と共に大海から女神が生まれ、すぐに、
はパドマナーバ（蓮華を臍とする者＝ヴィシュヌ）の胸に落ち着いたとき、
tayāvalokite devavarge śriyam upeyuṣi56/
tayānavekṣite daityavarge caiva parājite //33
彼女によって見られた神々は、吉祥さを獲得したが 57、しかし、彼女によって見向きもされ
なかったダイティヤ（悪魔）たちは打ち負かされると 58、すると、
svārājyam akhilaṃ prāpya modamāne puraṃdare /
bṛhaspatir upāgamya rahasīdaṃ vaco 'bravīt //34
天界の支配を完全に獲得して 59、プランダラ（城塞の破壊者＝インドラ）が喜んだとき、ブ
リハスパティ（神々の師）は近づいて、秘密に、
〔インドラに〕この（次の）言葉を語った。
Bṛhaspatiḥ—
kāle saṃbodhayāmy etac chṛṇu vākyaṃ puraṃdara /
anvayavyatirekābhyāṃ lakṣmyās te kathitā purā //35
ブリハスパティ：
私はふさわしい時に知らせる。プランダラ（＝インドラ）よ。この言葉を聞け。積極的と消
極的な主張の両方によって、ラクシュミーに関して、あなたのためにすでに語った。
mahattā mahatāṃ nātha tasyām āyatate sthitiḥ /
na bhraśyeta yathaivaiṣā tava rājyasthitiḥ parā //36
主よ。諸々の大なるものの偉大なる状態は、彼女に依拠している。実に、あなたのその最高
の統治が消失するようなことがないように。
tathā yatasva deveśa śaraṇaṃ gaccha padminīm /
eṣā hi śreyaso mūlam eṣā hi paramā gatiḥ //37
神の長よ。そのために、
パドミニー（蓮華＝ラクシュミー）に守護を願いに行け。なぜなら、
彼女は最良の根本であるから。なぜなら、彼女は最上の到達点であるから。
śrutīnām abhisaṃdhiś ca saiva devī sanātanī /
eṣaiva jagatāṃ prāṇā eṣaiva jagatāṃ kriyā //38
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まさに女神である彼女は、シュルティ（天啓聖典）の目的であり、また、永遠である 60。彼
女のみが世界のプラーナ（生命の源）であり、彼女のみが世界の作用である 61。
eśaiva jagatām icchā jñānam eṣā parāvarā /
eṣaiva sṛjate kāle saiṣā pāti jagattrayam //39
彼女のみが世界の意欲である 62。彼女は低次と高次の知である 63。彼女のみがふさわしい時
に創造する 64。彼女こそが三界 65 を守護する。
jagat saṃharate cānte tattatkāraṇasaṃsthitā /
mātaraṃ jagatām enām anārādhya mahat kutaḥ //40
そして、あらゆるものが依拠する原因である彼女は、最終的に世界を破壊する。世界の母で
ある彼女を崇拝しないで、どうして偉大なるものがあるだろうか。
etat tu vaiṣṇavaṃ dhāma yato nāvartate yatiḥ /
eṣā sā paramā niṣṭhā sāṃkhyānāṃ viditātmanām //41
しかるに、これは、そこから修行者が戻らないヴァイシュナヴァ（ヴィシュヌを信奉する者）
の住まい（＝ヴィシュヌ・ローカ）である。彼女こそがアートマンを知る者たちであるサー
ンキヤ論者たちにとっての究極の状態（住処）である 66。
eṣā sā yogināṃ niṣṭhā yatra gatvā na śocati /
eṣā pāśupatī niṣṭhā saiṣā vedavidāṃ gatiḥ //42
彼女こそがヨーガ行者たちにとっての〔究極の〕状態であり、そこへ至ると、悲しみはない。
彼女がパーシュパタ（パシュパティを信奉する者）67 の〔究極の〕状態であり、彼女こそが
ヴェーダに精通する者たちの到達点である。
pañcarātrasya kṛtsnasya saiṣā niṣṭhā sanātanī /
saiṣā nārāyaṇī devī sthitā nārāyaṇātmanā //43
あらゆるパーンチャラートラの人たちにとって、
彼女こそが永遠なる〔究極の〕状態である。
彼女こそが、女神ナーラーヤニー（ナーラーヤナのシャクティ）であり、
ナーラーヤナのアー
トマンとして存する。
pṛthagbhūtāpṛthagbhūtā jyotsneva himadīdhiteḥ /
tais tair jñānaiḥ pṛthagbhūtair āgamaiś ca pṛthagvidhaiḥ //44
〔彼女は〕月にとっての月明かりのごとく、単独存在（ナーラーヤナとは別の存在）である
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と同時に〔ナーラーヤナと〕同一存在である。別のあらゆる知識によって、そして、
〔この
書とは〕異なるあらゆるアーガマ（聖典）によっても〔彼女は崇拝されている〕
。
ekaivaiṣā parā devī bahudhā samupāsyate
tām upehi mahābhāgāṃ śaraṇaṃ padmasaṃbhavām //45
唯一で最高の女神である彼女は、様々に崇拝されている。マハーバーガー（至福なる女性）
であり、パドマサンバヴァー（蓮華より生まれし女性＝ラクシュミー）である彼女のもとに
守護を受けに行け。
tapoviśeṣair vividhais tais taiś ca niyamaiḥ śubhaiḥ /
ārādhya mahiṣīṃ viṣṇoḥ sthirīkuru nijaśriyam //46
あらゆる種類の特殊な（個別の）タパス（苦行）によって、
清浄なるニヤマ（勧戒）68 によっ
て、ヴィシュヌのマヒシー（高貴な女性＝ラクシュミー）を崇拝して、自己の吉祥さを堅固
にせよ 69。
eṣā prasādasumukhī svaṃ padaṃ prāpayiṣyati /
abhīpsitārthadā devī kāminām api kāmadā //47
この女神は、恩寵を持つ美しき女性であり、願望を成就させる者であり、また、愛するもの
たちにとっての愛を与えるものであり、
〔彼女〕自身の足元に〔人を〕導く 70。
Nāradaḥ—
iti saṃbodhitaḥ śakro guruṇā guruṇā svayam /
ārādhayitukāmas tāṃ kṣīrodasyottaraṃ yayau //48
ナーラダ：
以上のように、グルの中のグル（神々の師＝ブリハスパティ）自身によって思い起こされた
シャクラ（＝インドラ）は、彼女（ラクシュミー）を崇拝しようと欲し、クシーローダ（乳
海）の北部に向かった 71。
tatra divyaṃ tapas tepe bilvamūlaniketanaḥ /
ekapādasthito maunī kāṣṭhabhūto 'nilāśanaḥ //49
そこにおいて、
〔インドラは〕ビルヴァ 72 のふもとを住まいとし、片足で立つ、無言の誓い
を守る、杭のようになる（不動となる）
、空気を糧にする（断食をする）という神聖なる苦
行を行った。
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ūrdhvadṛgbāhuvaktraś ca niyato niyatātmavān /
divyaṃ varṣasahasraṃ vai tapas tepe suduścaram //50
そしてさらに、視線、腕、顔を上に向けて固定して、自己が持つものを抑制した。
〔このよ
うに、インドラは〕神における 1000 年の間 73、実に、激しい苦行を行った。
tapaso 'vabhṛthe tasya sā devī padmasaṃbhavā /
prasannavadanā viṣṇor mahiṣī darśanaṃ yayau //51
彼（インドラ）のタパス（苦行）が成就した 74 とき、女神パドマサンバヴァー（蓮華より
生まれし女性）であり、
ヴィシュヌのマヒシー（高貴な女性）である彼女（ラクシュミー）は、
喜びの表情で、姿を現した。
agrataḥ saṃsthitāṃ devīṃ jagatāṃ mātaraṃ parām /
tāṃ śakraś cakṣuṣā vīkṣya vismayaṃ paramaṃ yayau //52
〔彼の〕前に立った世界の母であり、至高の女神である 彼女を、シャクラ（＝インドラ）は
目で見て、非常に驚いた。
vihvalaḥ praṇipatyātha prāñjalir balasūdanaḥ /
śriyaṃ sūktena tuṣṭāva padminīṃ pākaśāsanaḥ //53
当惑した〔彼は〕
、
〔彼女に〕敬礼して、次に、合掌したバラスーダナ（バラの殺害者）75 で
あり、パーカシャーサナ（パーカの調伏者）76 である〔インドラ〕は、良き言葉によって、
吉祥なるパドミニー（蓮華＝ラクシュミー）を賞賛した。
ekāntabhāvam āpannam avyājāṃ bhaktim āsthitam /
taṃ vīkṣya jagatāṃ mātā vākyam etad uvāca ha //54
（『ラクシュミー・タントラ』の作者：）
唯一の存在 を得て、誠実なバクティ（信愛）を確立した彼を、世界の母（ラクシュミー）
は見て、この（次の）言葉を語ったのであった。
Śrīḥ—
vatsa śakra prasannāsmi tapasā tava suvrata /
varaṃ vṛṇu mahābhāga kim iṣṭaṃ karavāṇi te //55
シュリー：
愛しき子シャクラ（＝インドラ）よ。あなたの苦行によって私は喜んだ。誓い堅固なる者よ。
願いを頼みなさい。マハーバーガ（至福なるもの）よ。私はあなたのためにどのような望み
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を叶えようか。
Śakraḥ—
adya me tapaso devi yamasya niyamasya ca /
sadyaḥ phalam avāptaṃ yad dṛṣṭā bhagavatī mayā //56
シャクラ：
女神よ。今、ヤマ（禁戒）77 とニヤマ（勧戒）という私のタパス（苦行）により、まさに今、
私によって尊き女性〔であるあなた〕が現れるという結果を獲得した 78。
yadi vāpi varo deyas tvayā me parameśvari /
tattvaṃ kathaya deveśi yāsi tvaṃ yat prakārikā //57
至高の主宰女神よ。それでもなお、もし、あなたによって私のために願いが授けられるとい
うなら、あなたが〔あらゆるものの〕根本であるという真理を語ってください。神々の支配
者よ。
yat pramāṇā yad ādhārā yad upāyā sanātanī /
yasya tvaṃ tena vā devi saṃbandhas tava yad vidhaḥ //58
〔また〕認識手段であるもの、
支えであるもの、
永遠なる手段であるもの 79、そのあなたにとっ
。女神よ。
て、彼 80 とあなたの関係のあり方を〔語ってください〕
yac cānyad veditavyaṃ te nānāśāstropabṛṃhitam /
kathayeśvari tat sarvam upasanno 'smy adhīhi bho //59
そしてさらに、様々なシャーストラ（聖典）に広がったあなたの知られるべきことを、全て
語ってください、お教えください。おお、主宰女神よ。私は〔あなたの〕お側に控えます。
iti prasāditā tena vatseneva payasvinī /
snihyatā manasā padmā pākaśāsanam abravīt //60
ナーラダ：
以上、乳牛が子牛によって喜ぶように、彼（インドラ）の信愛する心によって〔喜んだ〕パ
ドマー（蓮華＝ラクシュミー）は、パーカシャーサナ（パーカの調伏者＝インドラ）に語っ
た。
Śrī—
śṛṇu śakra mahābhāga yā hy ahaṃ yat prakārikā /
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yasyāhaṃ tena vā yādṛk saṃbandho mama vṛtrahan //61

シュリー：
シャクラ（＝インドラ）よ。マハーバーガ（至福なるもの）よ。私が〔あらゆるものの〕根
本であるということを、また、その私にとって、彼 81 と私の関係がいかなるものかを聞き
なさい。ヴリトラの殺害者 82 よ。
iti śrīpāñcarātrasāre lakṣmītantre śāstrāvatāro nāma
prathamo 'dhyāyaḥ
以上、パーンチャラートラ派の精髄『ラクシュミー・タントラ』における
第 1 章「シャーストラ（聖典）の顕現」
。83
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注
1

まずはじめに、『ラクシュミー・タントラ』の作者により中心尊格への敬礼がなされる。その
次に聖仙アトリとその妻アナスーヤーへの賛美がなされる。

2

ここでは「最高の主宰神が、不変で、不二で、創造の根源であり」、次に「根本的な性質が究
極的な知恵として」、そして「絶対者の第 1 の状態は完全な受動性である」ことが述べられる。
なぜ不動なのかというと「活動性を伴う創造は単に副次的な側面にすぎない」からである。
[Gupta, 2000, p. 1]

3

Gupta はこのラクシュミー・ナーラーヤナのアートマンについて次の様に説明している。「絶
対者は、ラクシュミー・ナーラーヤナ状態より高次なもの、すなわちより理念的なものである。
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そのラクシュミー・ナーラーヤナ状態において、主宰神とその属性は、あまり曖昧なもので
はなく、擬人化を帯びている。しかしながら後で、この見解はいくらか変えられ、真実の 2
側面の存在として、両者は同じものと言及された。」[Gupta, 2000, p. 1]
4

Krishnamacharya は「〔彼が確認した〕全ての写本は誤って“ṛṇādhāraṃ”と読んでいる」と
考え、“ghṛṇādhāram”に変更している。[Krishnamacharya, 1959, p. 1]

5

ガルダのことである。[Gupta, 2000, p. 1]

6

ghṛṇādhāra は、ヒンディー語では嫌悪など悪い意味で用いられる。

7

Gupta は、“īdṛśaṃ”を“shaped like ī”と訳し、「ī は māyā あるいは Mahāmāyā を象徴し、
ここでは、全てに遍在している Śakti である」と説明している。[Gupta, 2000, p. 1]

しかし、

恣意的な読みと思われるので、ここでは字義通りに訳した。
8

Gupta は、ソーマは「不死の霊薬か月かどちらか」として、「不死の霊薬はラクシュミーの永
遠性を象徴し、月（Śakti の図像のいくらかにおいて部分的に見られる）は時間としての彼女、
すなわち全ての破壊者を擬人化している」と説明している。[Gupta, 2000, p. 1]

9

Gupta は「Śakti の varṇādhvan の顕現」と考えている。[Gupta, 2000, p. 1]

varṇādhvan とはシャ

クティの段階の中の varṇa 階梯のことである。
10

Gupta は「ādhāra cakra の克服、すなわち特殊なヨーガの成就である」と説明している。[Gupta,
2000, p. 1]

11

ādhāra cakra は会陰部にあり、その cakra の上に蛇が住まう。

一 般 的 に は yogāṅga は 8 つ、 す な わ ち、yama、niyama、āsana、prāṇāyāma、pratyāhāra、
dhāraṇā、dhyāna、samādhi で あ る。 別 の 説 に よ れ ば、 先 の 最 後 の 4 つ に āsana、
prāṇasaṃrodha を加えた 6 つとするものもある。

12

prasaṃkhyāna は「数える」も意味するが、瞑想するとき数えていると思われ、それに関係あ
るかもしれない。

13

parāyaṇa（専念する）とは、例えば『バーガヴァタ・プラーナ』などに対して用いる時、24
時間連続で読誦することを意味する。

14

hutāśana は供物を食べるもの、すなわち火である。hutāśana に huta する（捧げる）こと。

15

trivarga は人生の 3 大目的「artha、kāma、dharma を意味している」[Gupta, 2000, p. 2] が、
3 種のグナすなわち sattva、rajas、tamas を表すこともある。

16

『リグ・ヴェーダ』の多くの讃歌を作ったといわれる偉大な聖者（Maharṣi）。ブラフマーの息
子であり、Mānasaputra あるいは Saptarṣi の一人。Mahābhārata 12. 327. 30 では、物質世界
を生み出す 8 つのプラクリティが説かれ、その中にアトリの名が見られる。

17

伝説では「アナスーヤーの信仰心を試すために、これら 3 柱の神たちは自分たちを息子とし
て育てるよう彼女に懇願した。彼女は彼らを 2 歳まで育てて、彼らの望みを叶えた。彼らは
彼女の実際の息子—Rāmāyaṇa、Araṇya、Kāṇḍa—として地上へ降りることを約束して、彼ら
はとても喜んだ。」[Gupta, 2000, p. 2]
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18

Gupta は“having been instructed by her husband in many and diverse religious saṃhitās”
と訳し、religious saṃhitās は「ここでは法典を示している」と説明している。[Gupta, 2000, p.
2]

19

次からアナスーヤーの語りが始まり、夫アトリにラクシュミーの偉大さを説いて欲しいと乞
う。

20

この bhagavaddharma は「pāñcarātra として知られているバクティ信仰に関する一般用語で
ある」という。[Gupta, 2000, p. 2]

すなわち、バガヴァッド・ダルマとはパーンチャラートラ

派の教えのことである。
21

Gupta に よ る と「 種 々 の 他 の Dharmasaṃhitā から区別されたところの諸々の Pāñcarātra
Saṃhitā である」という。[Gupta, 2000, p. 2]

22

Gupta によると、「秘密の伝承の中で伝授されるために、自分の師匠へ入門儀礼の要望を示す
のが志望者の慣習であった」という。[Gupta, 2000, p. 2]

すなわち、最高の教えは自ら積極的

に発するのではなく、乞われることによってはじめて明らかにされるのである。
23

ラクシュミー・マーハートミヤ（ラクシュミーの偉大さ）は、今まではバガヴァッド・ダルマ・
サンヒター、すなわちパーンチャラートラの教えの中で示されていたにすぎないが、ここで
直接に明示して欲しいという意味である。

24

ここでそれぞれの関係詞 yat を sā が受けていると考えられる。あるいは、n.sg.acc. なので、
直後の 15 偈の tat に受けさせるためとも思われる。

25

Gupta の解釈（[Gupta, 2000, p. 2]）も併せて考えると、認識手段であるものとは認識手段その
ものであると同時に女神を認識する手段でもあり、支えとは宇宙の基盤も表し、手段である
ものとは女神と同一化が成し遂げられる手段も表し、結果であるものとは女神を知ることに
よる結果でもある。これは手段と目的が一緒であり、すなわち女神が全てであるということ
を表している。

26

13 偈のラクシュミー・マーハートミヤ（ラクシュミーの偉大さ）を指していると思われる。
あるいは、この“tat”（n.sg.acc.）は直前の 14 偈の 7 つの“yat”（n.sg.acc.）を指していると
も考えられる。

27

Gupta は“Through contact with thy knowledge”（[Gupta, 2000, p. 2]）と訳しているがおそ
らく意訳し過ぎであろう。vijñānayoga は単純に『バガヴァッド・ギーター』などで説かれる
3 つのヨーガ（知識・行為・バクティ）のうちの知識のヨーガと同じような用法であると考え
られる。

28

アナスーヤーの願いに答えてアトリはナーラダ仙の物語を語る。

29

ここは instrumental absolute と解釈した。

30
31

“i.e. that which is the very gist of the most important Śrutis.”[Gupta, 2000, p. 3]
次に語られるナーラダの物語もアトリとアナスーヤーの場合と同じように、聖仙たちがナー
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ラダに対してラクシュミーの偉大さを教示して欲しいと願う。そこでナーラダにより神話が
語られ、その神話の中で『ラクシュミー・タントラ』が明らかにされる。
32

Devadarśana はナーラダの異名でもある。

33

Gupta は、ナーラダをマラヤ山という南インドの山脈に関連づけることによって、
「Pāñcarātra
派が南インドにおいて大きな影響を及ぼしていたということ示唆している」と指摘している。
[Gupta, 2000, p. 3]

34

有名な聖仙で、偉大なる聖者（Devarṣi）である。ブラフマーの息子とも言われ、神と人との
間の伝達者とされる。また、『リグ・ヴェーダ』数篇を作ったともいわれる。

35

サーットヴァタ（sāttvata）とはパーンチャラートラのことと考えられる。しかし、サーットヴァ
タの語源は不明。 Monier の A Sanskrit-English Dictionary の“sātvata”の項目には、
“sātvata”
は“sat-vat”に関するもので、南インドに住む者たちも意味し、かなり古い時代からクリシュ
ナの意味で使用されているという。あるいは、字義通りとすれば「サットヴァに関するもの」
という意味とも考えられる。LT. 1.21 ではサットヴァ性であり、バガヴァット・ダルマと同義
で用いられている。しかしながら、Gupta のコメントによると後代ではほとんど派生的な意味、
すなわち“sāttvata”が“sattvasaṃśraya”の意味で使用されているということ [Gupta, 2000, p.
3]、また、パーンチャラートラが初期のころバーガヴァタと深い関連があったことを考えると、
“sattva”ではなく“sat-vat”が語源として可能性が高いかもしれない。

36

すなわち、パーンチャラートラ派の教えのこと。

37

ここでのサーットヴァタはパーンチャラートラ派のことではなく、その教義のこと、すなわ
ちバガヴァット・ダルマと同義として用いられている。

38

ここではラクシュミーのことを指す。[Gupta, 2000, p. 3]

39

Gupta は、“divine attributes of Padminī（i.e. Lakṣmī）which afford protection against the
（miseries）of life”と訳している。[Gupta, 2000, p. 3]

40

宗教的実践を行うという誓願。[Gupta, 2000, p. 3]

41

本体・属性・機能という実在の 3 つの要素はタントラでよく言われるものである。女神はこ
れらの全てが自己のものとする。すなわち完全なる自立存在である。

42

Padmanābha はここで Nārāyaṇa の異名であるが、後の Vyūhāntara などでは Nārāyana の化
身であるとも述べられる。[Gupta, 2000, p. 4]

43

牝水牛の意味もある。

44

Gupta は、“she ..... manifests herself on a lotus and appears with all her essential attributes
and powers”（「彼女は自身を蓮華の上に化身させ、そして、あらゆる自身の本質的属性と共
に力で現れる」）と訳している。[Gupta, 2000, p. 4]

45

アトリとアナスーヤーの息子、怒りっぽい聖者で、裸の者と言われる。

46

神々の王。雷を擬人化した神でもあり、『リグ・ヴェーダ』においては最も崇敬を集める英雄
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神である。
47

Monier の A Sanskrit-English Dictionary に は、“abhyupe” の 項 目 に“to admit as an
argument or a position（perf. p. gen. pl. [-upeyuṣām]）”の用例が載っている。これをふまえ、
√i あるいは ā- √i の pf.pt.m.sg.loc. と考えた。

48

Gupta は“deva”と“tad”をヴィシュヌと解釈している。[Gupta, 2000, p. 4]

49

和名：デイコ、デイゴ。英語名：Coral tree。学名：Erythrina indica。マメ科。10m 余りに
達する落葉性の小高木。原産はインド、マレーシア。ひときわ赤い蝶形花が枝の先にまとまっ
てつく。ヒンドゥー教ではこの木を神聖なものとし、花はシヴァに捧げられ、材はホーマ（護
摩）をたくのに使われる。[ 西岡 , 2002, p. 80–82]

インド神話においては天界（Devaloka）に

生 え る 願 い を 叶 え る 木、Kalpavṛkṣa の 一 つ。Kalpavṛkṣa は、Mandāra、Pārijāta, Santāna、
Kalpavṛkṣa、Haricandana という 5 つがある。Agni Purāna, Chapter 3 によると乳海撹拌の
ときに誕生したという。[Mani, 1975, p. 378]

また、その際、この木をインドラ神が所有したが、

後にクリシュナに持って行かれ地上にもたらされたという。[ 西岡 , 2002, p. 82]
50

Uccaiḥśravas のことである。[Gupta, 2000, p. 4]

Uccaiḥśravas とは、いななくものを意味し、

乳海撹拌のとき生まれたインドラの馬である。
51

Airāvata のことである。[Gupta, 2000, p. 4]

Airāvata は、白い象で、インドラの乗り物である。

乳海撹拌のとき生まれた。
52

Gupta は註で“headed by Ūrvaśī”「ウールヴァシーを先頭として」（[Gupta, 2000, p. 4]）と説
明しているが、
“Ūrvaśī”（ウルヴァシーに関する）は誤植かもしれない。Urvaśī は Purūravas
の妻となった天女のことである。『マハーバーラタ』
「アーディパルヴァン」第 3 章に「ウルヴァ
シーは美しき天女たちの中で第 1 の位を得た」とあるという（[Mani, 1975, p. 811]）ので、ウ
ルヴァシーを先頭にして多くのアプサラス（天女）たちが現れたということであろう。

53

乳海撹拌のときに現れた猛毒。その際、シヴァが呑み込んで、のどにとどめた。そのため、
シヴァは Nīlakaṇṭha と呼ばれるようになった。「そして、Kālakūta は世界全てを焼き尽くす
炎のように生じた。その匂いは三界を気絶に追いやった。ブラフマーの要求に対し、シヴァは、
完全崩壊から世界を守るために、その毒を飲み込んだ。そしてシヴァは自身の首にそれを留
めた。
」
（Ādi Parva, Chapter 18）[Mani, 1975, p. 372]

54

ヴァールニーはヴァルナ（司法神）のシャクティであり、彼の妻あるいは娘として化身する。
乳海撹拌のときに生まれ、酒の神とみなされる。

55

乳海撹拌では月と太陽が生まれるが、ここでは太陽が生まれることは説かれていない。月は
ラクシュミーを象徴するものでもある。

56

註 47 を参照。

57

Gupta は“they recovered their lost splendour”
「彼ら（神々）の失った壮麗さを取り戻した」
と訳している。[Gupta, 2000, p. 4]
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58

力あるいは不死を獲得するためにアムリタを生み出すのが乳海撹拌である。神々たちはアム
リタを飲むが、悪魔たちはアムリタを飲めず神々たちに打ち負かされる。ここでは、その力
の獲得もラクシュミーの恩寵に結び付けていると考えられる。

59

前偈と同じく、ここでも Gupta は“the recovery of his entire kingdom”と訳している（[Gupta,
2000, p. 4]）。おそらく、1.27 を考慮してのことと思われるが、ここだけでは「取り戻す」と訳
すのは難しい。

60

ヴェーダ聖典は、実は、ラクシュミーについて書いてあるということを主張している。ヴェー
ダ聖典や初期のウパニシャッド聖典で考えられていたのは、リタ（天則）を受けて asat（非
実在）から sat（実在）が展開するというもの。この asat は無というより非存在で、未顕現の
カオス状態とも考えられる。ここで説かれているラクシュミーは、質料因であり、動力因で
あり、そして永遠の実在であり、ヴェーダの時代と思想的に異なるが、絶対的な権威である
ヴェーダ聖典に結び付けているのである。

61

Gupta は“the potent force behind all creation”と訳している。[Gupta, 2000, p. 5]

62

icchā、kriyā、jñāna は女神（シャクティ）の 3 つの属性である。

63

段階的ブラフマンのことと思われる。

64

すなわち、彼女の意欲しだいで創造が行われるということである。

65

bhūr（地界）、bhuvas（中空間）、svar（天空）のことである。インド思想においては世界を
基本的に大地・中空間・天空の 3 つに分ける。プラーナなどの一説によると、この 3 つの世
界の上に、mahar、janar、tapas、satya という天界が順次あり、合わせて 7 つの世界が存在
す る と い う。 さ ら に、 地 上 世 界 の 下 に は、atala、vitala、sutala、rasātala、talātala、
mahātala、pātāla という 7 つの地下世界があり、それとは別に naraka（地獄）があるという。
地上世界は、7 州（dvīpa）と 7 海（samudra）によって構成され、その中心に jambu 州がある。
この jambu 州が人間の住む場所であり、その中央には melu 山がそびえ立つ。jambu 州は東
西に走る 6 つの山脈と melu 山の脇に南北に走る山脈とによりいくつかの国に分けられ、その
最南端に bhārata 国がある。[ 橋本 ; 宮本 ; 山下 , 2005, p. 72–73]

Gupta は「あるいは svarga（天

界）、marttya（大地）、pātāla（地下世界）のことかもしれない。」とも説明している [Gupta,
2000, p. 5]
66

Gupta が「一致への傾向を示すもの」（[Gupta, 2000, p. 5]）と説明しているように、サーンキ
ヤ学派との折衷を試みている。「アートマンを知る」というのはサーンキヤ学派の最高の到達
点である識別智のことであり、それと同等とみなしているのである。続く 42 偈でも、ヨーガ、
パーシュパタ派やヴェーダの到達点は『ラクシュミー・タントラ』で説かれているものと同
じとし、他派やヴェーダなどの説を組み入れている。

67

多くのシヴァ派の中でパーシュパタ派のみが言及されている理由として、Gupta は「おそらく、
パーンチャラートラ派があったとき、同じ地域の中で、影響力が強かったという理由であろう」
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としている。[Gupta, 2000, p. 5]
68

ヨーガにおける 8 つの修行体系の二番目。積極的に行うべき宗教的心得で、心身の清浄、満足、
苦行、読誦、自在神への祈念の 5 つがある。[ 橋本 ; 宮本 ; 山下 , 2005, p. 86]

69

Gupta は、
“by performing the appropriate rites for self-restraint see to it that thou ensurest
thy destiny”と訳している。[Gupta, 2000, p. 5]

70

すなわち、女神の恩寵によって彼女のもとに導かれるということで、それは解脱を意味して
い

る。Gupta は“This goddess ..... fulfils every desire, satisfies the yaearings of the

passionate and leads（the adept）to the state of self（-realization）”と訳し、「ウパニシャッ
ドとヨーガの説の両方を反映している」と説明している。[Gupta, 2000, p. 5]
71

ブリハスパティは天の神々の導師であり、クシーローダは伝説上の天の海である。[Gupta,
2000, p. 6]

72

和名：ベルノキ。英語名：Stone-apple。学名：Aegle marmelos。ミカン科。高さ 9m ほどに
なる落葉性中高木。厚い殻を持つ 6 ～ 10cm ほどの果実をつける。豊かな丸みを持った実はラ
クシュミーの乳房にたとえられる。一方、ベルノキはシヴァ神を表し、3 枚の小葉は三叉戟に
見たてられると考えられている。この木の葉はシヴァの祭礼には欠かせず、シヴァの社のそ
ばにはたいていベルノキが植えられている。[ 西岡 , 2002, p. 23–26]

73
74

Gupta は“for two thousand divine years”と訳しているが、誤りである。
“avabhṛtha”は、供犠の終わりや成就、浄化儀礼の終わりの沐浴を意味している。Gupta は“final
bath”と訳し「沐浴による苦行の終わりを示している」と説明している。[Gupta, 2000, p. 6]

75

アタラと呼ばれる地下世界に住んでいる。96 種類の呪術を作り出し、アスラたちにそれらを
与えた。アスラたちはそれらを用いて神々に甚大な災難をもたらした。かつて、バラがイン
ドラを打ち破ったとき、インドラは彼に保護を求め、彼を賞賛した。これに喜んだバラはイ
ンドラに望むものを尋ねた。狡猾なインドラはバラの身体を要求した。少しもためらわず、
バラは自身の体を切り刻んで彼に与えた。インドラは分断された体をあちこちに投げ捨てた。
全ての場所で、分断された体は金剛石の鉱床となった。彼の死後、妻プラバーヴァティーは
再生を願ったが叶わなかった。しかし、彼の声を聞くことができ、それに従い肉体を捨てバ
ラと合一し、川となった。（Padma Purāṇa, Uttara Khaṇḍa, Chapter 6）[Mani, 1975, p. 99]

76

パーカは強力なアスラである。かつてこのアスラは巨大な軍隊を集め、インドラに対抗して
戦いを挑んだ。激しい戦いは何日も続いたが、軍隊は破壊され、パーカは殺された。それ故
インドラは Pākaśāsana と呼ばれるようになった。（Chapter 70, Vāyu Purāṇ a）[Mani, 1975, p.
545]

77

ヨーガの修行階梯の一番目。修行にのぞむ者が遵守すべき道徳的心得で、不殺生、正直、不盗、
不淫（禁欲）、不貪（必要以上のものを所有しないこと）の 5 つがある。[ 橋本 ; 宮本 ; 山下 ,
2005, p. 86]
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78

女神が現れるということで、目的はすでに成就したということ。

79

14 偈参照。

80

おそらく、ナーラーヤナのことを指すと考えられる。

81

ここもおそらく、ナーラーヤナのことを指していると思われる。

82

『リグ・ヴェーダ』において、ヴァジュラ（金剛杵）を投じて水を塞き止める悪竜ヴリトラを
殺す彼の武勇は、繰り返し讃えられ、それ故ヴリトラハンと呼ばれる。ヴリトラは天地創造
以前に存在するカオスを表し、インドラが悪竜を殺すことにより周期的に天地開闢の技を繰
り返しているという。『マハーバーラタ』でも、インドラがヴリトラを殺す話が見られるが、
インドラの復権という物語に詳しい。トヴァシュトリ（工巧神）はインドラを害するために 3
面を持つヴィシュヴァルーパを造った。その 1 つの口で全世界を飲み込むかのように見え、
それを恐れたインドラはヴァジュラによって彼を殺害した。トヴァシュトリは、息子の復讐
をするためにヴリトラを生み出し、ヴリトラにインドラは破れ、撤退する。神々はヴィシュ
ヌに助けを求め、彼の助言によりヴリトラと偽りの和平を結ぶ。その際、ヴリトラと、乾い
たものや湿ったもの、昼も夜も、ヴァジュラによっても殺されないなどの条約を結んだ。し
かし、黎明（あるいは黄昏）のときに、インドラは泡を投げ、そこに入り込んだヴィシュヌ
が彼を殺した。卑劣な策とバラモン（ヴィシュヴァルーパ）殺しに打ちひしがれ、インドラ
は水中に隠れる。そこで、ナフシャが神々の王となるが傲慢によりその地位を失い、ヴィシュ
ヌにより罪を浄化されたインドラは神々の王に復権した。インドラは『マハーバーラタ』の
時代でも神々の王であるが、すでに地位の低下が見られ、力が弱まっている。[ 上村 , 2003,
pp. 19–21, 114–134]

83

以上のように、（1）インドラに願われラクシュミーが『ラクシュミー・タントラ』を明らか
にする、（2）聖仙たちがナーラダに頼み彼が（1）の神話を語る、（3）その（2）の物語をア
ナスーヤーに乞われアトリが教示する、という三重の構造になっている。ナーラダとアトリ
というヴェーダに登場する偉大な聖仙に語らせることによって、この『ラクシュミー・タン
トラ』の権威付けを行っているのである。
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Japanese Translation and Notes of Lakṣmītantra
Chapter 1
MISAWA, Yuji
The Vaiṣṇava sect is one of the main doctrines of the Hinduism. Pāñcarātra sect is a
school of the Vaiṣṇava continuing for a long time, and gives a big influence on later
Vaiṣṇava. Though Pāñcarātra in itself has changed greatly and declined, the worship
courtesy described in an old text is still performed even today in India. In this way,
Pāñcarātra occupies the important position in Indian thought, but the doctrinal study is
not done sufficiently.
The Lakṣ mītantra is one of the main scriptures of Pāñcarātra, and it seems to be edited
during the twelfth century from about nine centuries. This text mainly focuses on
philosophy and cosmology of Pāñcarātra. The philosophical doctrine preached this text
not only incorporates earlier traditions of Vaiṣṇava sect, but also pays attention to an
aspect of the Pāñcarātra system which was not treated in the other texts. In addition,
Lakṣ mītantra is a special text in Pāñcarātra for the reason of mainly treating mother
goddess Lakṣmī, śakti of Viṣṇu-Nārāyaṇa. Nevertheless the study of the Lakṣ mītantra have
been insufficient, and there is only one of translation into English directly from Sanskrit.
I seek to translate the first chapter of the Lakṣ mītantra into Japanese and put the notes,
and attempt to interpret the contents.
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