描

雲井

一垂ロ

一○唱︒己且弓四昌醜菖肉といわれる如く︑イラン学と関連

における大学での講座では︑インド学とイラン学言号︲

という学問をさすわけであるが︑ドイツ︑オーストリア

とも︑一八八三年には︑冒号︲岸四三雪︺Ｆ四侭巨樹①とい

後︑己の茸．名は望昇．騨旦冒昌砧昌煕巨島①のである︒もっ

てある︒たとえば︑ハー︑ハード大学では︑一九五一年以

使わないで︑冒昌騨二陣昌毎︵陣ロ島の

︶と称するのが普通

オーン大学の講座名は冒合ざ唱①ロ目弓四目の己肉であり︑

して講座が設立されているところが多い︒たとえば︑ウ

ば︑ボン︑ゲッティンゲン︑チュービンゲンの諸大学など

旨§一○唱ｍＯ﹈︺①印の①目冒胃の名称が一般的である︒たとえ

ある︵冒目︲時四口鳥目畳目詐︶︒しかし︑ドイツの大学では︑

を含めているところが多い︒

哲学科の名称を用いるのが一般であり︑その中に佛教学

に使っている大学はほとんどない︒国立大では︑インド

国・公・私立大学の講座で︑インド学という名称を公的

わが国では︑インド学という名称は定着しているが︑←

それである︒・ヘルリン自由大学では冒号鴨局ョ璽三の９＄

ミュンヘンの大学やノルウェーのオスロ大学でもそうで

う己①再名であったが︒︒

アメリ鉤では︑この冒号盲哩のに相当する冒号一○韻﹃は

嗣昌目Ｈ二目○○⑱○三Ｃ胃の冒昌①ご印と呼んでいる︒しかし︑

肝目目目と称し︑︿ンブルク大学では艀目冒胃匿司

昭

インド学への道しるべ

インド学とは

｜
インド学という名称は︑ヨーロッパにおける百号一○唱①

素

一・コ

ＦＤ

日本の﹁印度学佛教学研究﹂誌の名称は︑号冒富ミミ

も職常に︑佛教学との関わりの中で問われることを意味

が国における︿インド学﹀は︑いわゆる︿印度哲学﹀と

文献研究が含まれる︑と理解してよい︒したがって︑わ

リット語︑ヒンディー語︑ゞヘソガリ語︑イラン語による

の厳密な枠組みは定められてはいないが︑古典サンスク

会︑美術︑そして現代インドに関するすべてである︒そ

属するものは︑インドの哲学︑文法学︑宗教︑政治︑社

その学術大会で発表されるインド学の分野︵第一部会︶に

として︑㈹②︵稲葉正就﹁同﹂十六︑十九号︶が︑それぞれ

﹁同﹂一︑二︑三号︶が︑チ︽ヘット文献研究への道しる尋へ

された︒中国佛教への道しるべとして側②⑥︵横超慧日

究の道しるべの②︵佐交木現順﹁同﹂十二︑十三号︶が執筆

佛教史への道しる今へ︵佐友木教悟﹁同﹂九号︶八原始佛教研

十号︶︑戒律佛教⑤︵佐を木教悟﹁同﹂十一月号︶が︑次いで

佛教③︵安井広済﹁同﹂七号︶︑唯識佛教④︵安井広済﹁同﹂

て︑原始佛教⑪②︵舟橋一哉﹁セミナー﹂五︑六号︶︑坤観

を執筆した︒すなわち︑インド佛教への道しる︑へと題し

学セ︑︑︑ナー﹂を通じて︑それぞれの担当者が︿道しる尋へ﹀

いう枠から拡大され︑インド思想史の中で︑サンスクリ

本誌を飾っている︒こうしたなかで︑インド学コースの

している︒佛教学コースについては︑かって本誌﹁佛教

ット語︑ヒンディー語などの現代インド語を中心とする

学問分野とインド学への道しるゞヘが︑編集部から希まれ

冒畠暑惠邑鼠国慧ミミ急切言昌湧であるところからすれば︑

諸文献を扱ったものが中心となっていることに気づくの

たわけである︒しかし︑広汎な領域に亘るインド学への

︿インド学﹀は︑旨昌四目の言身︵鯉口目①︑︶に相当する︒

である︒そこには︑インドの宗教︑哲学︑文学︑文典学︑

道しる︽へを執筆するのは容易でない・そこには︑いろい

に亘って叙述することはひかえたいし︑かつ︑一つの研

天文学︑数学はもとより︑現代インドに至るまで広範囲

本学では︑佛教学科の中に佛教学コースとインド学﹁−

究対象に関しても︑参考文献を網羅できないので︑筆者

ろの方法が模索されるだろう︒ここでは︑すべての分野

−スの二コースが設置されている︒このことは︑本学に

した︒個だの研究分野についての問題提起︑文献資料︑

が最小限︑必要と思われたもののみをとりあげることに

に至る諸問題が︑す寺へて研究対象であると言ってよい・

おけるインド学の位置づけを示唆するものである︒すな

に亘っている︒したがって︑古典インドから現代インド

わち︑インド学はそれ自体︑独立の学問分野でありつつ

戸 戸

、、

の中で把えようとするものである︒佛教を佛教内におい

宗教の上で︑より簡潔に言えばインド思想という溶鉱炉

というのではない︒むしろその逆で︑佛教をインド哲学︑

ることとした︒したがって本稿は︑インド学への道しる

くまでもインド学における研究分野を重点的にとりあげ

て把えることもさることながら︑佛教をインド思想の上

叙述に関してはいずれ稿を改めることにし︑今回は︑あ

尋へとしては素描であることを︑ことわっておきたい︒

でより明確に把握するには︑佛教史という縦の流れはも

ちろんのこと︑横との関わり︑つまりインド思想という

﹁東洋思想の源泉といわれるインドの思想とその背

も妥当する︒したがって︑佛教学とインド学とは︑佛教

又︑一般に外教と称せられるインド哲学︑宗教において

広い視座を必要とすることを意味している︒そのことは

景となった宗教︑哲学の探究を中心に︑文学︑美術︑

と外教との交渉という相互関係をもつものである︒この

インド学の学問分野ｌ全休像の把握︲

政治︑経済などいわゆる文化史的︑｜社会史的背景か

両者の緊張関係の中で︑佛教学もインド学も︑それぞれ

に登場する外教についての紹介︑批判が多いことに気づ

試みに︑アビダルマや大乗の論言を眺めたとき︑そこ

の研究が深化されるにちがいない︒

らもアプローチしようとするのが︑インド学の学問
とは︑本学の学生便覧の専門コース概要に述寺へた一文で

く︒佛教という哲学︑宗教を外教との関わりの中で確立

分野である︒﹂

あるが︑インド学の学問分野は︑インド思想の全般に亘

しかしその場合︑われわれにとって大切なことは︑佛教

いずれの場合にあっても︑批判精神が必要な条件である︒

し︑その存在意義を明確化するためには︑いつの時代︑

る広範囲の学問である︒しかし︑本学においては︑佛教

るインド学の目ざすものが︑いわゆるインド哲学プロパ

とを︑常に忘れてはならない︒そのことは︑本学におけ

のまま︑正当に評価されていたか否かという批判であろ

側の論害において批判され︑紹介されたその外教が︑そ

学科の一﹁−１スとしてインド学コースが置かれているこ

ーのものとしてではなくて︑佛教をより広く︑巨視的に

う︒批判された外教がそのまま外教だとみる立場を超え

一 旬

把えるためのインド哲学ということにある︒だからと言
って︑佛教に基本的立場をおいてインド哲学を把える︑

｡イ

■■■■■

という問いかけが︑常に要請されるからである︒

批判される佛教が果たして佛教を正当に把えていたか︑

哲学側の哲学書にあっても同じである︒外教の哲学書に

批判の眼を養うことが肝要である︒そのことは︑インド

て︑批判される外教の立場を正当に把握し︑みずからの

がその存在意義であるか︑を︑明確に把えねばならない︒

渉はもとより︑佛教との交渉の中で︑何が特色であり何

し︑他方︑外教を正当に理解するには︑外教内部での交

つまり外教との思想的交渉の中で把握する必要があろう

佛教を佛教の内部にとどまってではなくて︑インド思想︑

したがって︑佛教を︑そして外教を正当に評価するには︑

するとき︑一方が他方を︑他方が一方を批判し破折する

と言わねばなるまい︒

広くインド思想の上に立った巨視的な眼が要求される︑

凡そ二つの異質な思想︑哲学︑宗教が討論の場を設定
のは当然である︒でなければ︑一つの思想︑学派︑哲学

スティヵ︵院色白︶︑無我論に対する有我諭として相対立

哲学は︑大別してナースティカ︵ｚ倒昌百︶に対するアー

として同一平面上に置かれる場合もあるが︑インドの諸

とも︑︲一方が他者の延長線上に︑つまり︑エピゴーネン

の時代的区分︑すなわちその時代時代の思想︑思想家公︾

することからはじまる︑と言えよう℃そのことは︑思想

て︑インド哲学史︑インド思想史の全体像を明確に把握

すなわちインド学は︑学問・研究内容の分化に先き立っ

学問の目ざすところも︑自ずから浮き彫りにされてくる︒

このように把えてみるとき︑本学におけるインド学の

する︒その場合︑佛教が異教を︑異宗・外教が佛教を批

が独立して存在する意義と価値を失うからである︒もっ

判するのは︑至極︑当然のことである︒しかし批判する

評価したものとは言えない︒他者を正当に評価し把握す

屈折されている場合が多い・それは︑他者を正当に理解︑

を批判した場合︑批判される側の立場は時に歪曲化され︑

学の学問分野は︑先ず以て︑時代区分に立脚した歴史観

近代・現代に至るまでの歴史である︒とすれば︑インド

つかの分水嶺によって形づくられる︒それが︑古代から

インド思想史は︑この思想の凝集がからみあったいく

守︿︶０℃

哲学者が織りなす思想の凝集をみきわめることにっらな

るためには︑少くとも他者を正しく評価︑理解すること

を要求する︒それは︑思想史を扱う場合︑いつでも必要

側が自派の立場を固執し︑一つの固定した視点から他者

が前提である︒かくて︑佛教をより正しく理解するには︑
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ド思想の全体像に対する的確な把握が望まれる︒この条

インド思想史に関する適切な紹介書を先ず手にし︑イン

な条件の一つである︒かくて︑インド学への道しるべは︑

である・

史とうたわれてあるように︑主としてインド哲学の叙述

なるものを付している︒その内容は︑表題にインド哲学

目立つ・全篇を二十章に分け︑各章ごとに参考文献の主

ところでかわれわれの学生時代は︑印度哲学史に関す

件にかなった参考書を︑二︑三列挙しよう︒

るものとして宇井伯寿著﹁印度哲学史﹄︵岩波書店︑昭和

七︑四十年︶︑同﹃印度哲学史﹂︵日本評論社︑昭和十一年︶

インド思想史︑哲学史に関して︒
︒︲中村元著﹃インド思想史﹄︵岩波全書︑一九五六・六八︶︒

その年代論に関しては︑その後の研究者の礎石となった︒

を参考にしたものである︒著者の﹃印度哲学研究﹄全六

他方︑ヨーロッパにおける代表的著作として︑・勺・己のロ︲

著者がはしがきの中で述課へるように﹁インド思想史全

区切って叙述すると難点がつきまとう﹂という点から︑

鵲①ロ並患狩兎ミミ室︑○屑︒言︒言い鳥言︑ぎぎの︵包萱ｍ月早い

巻︵後述︶の成果を踏まえた︑わが国におけるインド哲学

柱となる宗教・思想・学派を十一の章に分けてインド思

旧の君薗侭︑屍程．にはじまり︑資料的意義をもつのロ閉︲

史研究の羅針盤的役割を果たしたものであり︑とりわけ

想を叙述している・叙述は平明であり︑各章節の終りに

ンドの典籍は成立年代がはっきり解らないし︑歴史的に

参考文献を列挙しているので︑読者は︑インド思想の形

唱宮四

体を小冊子にまとめることが困難である﹂ことと︑﹁イ

成とその展開について︑あらゆるサイドからアプローチ

胃匙鴨虐縄鷺．や︑西洋思想とインド哲学との比較がう

金倉圓照箸﹃インド哲学史﹄︵平楽寺書店︑昭和三十七年︶︒

ロッ︒︿における最近の印度哲学史に関する著作としては︑

く○豚．︺ＦｇａＯｐ︺岳圏︾ご喝．などが挙げられよう︒ヨー

かがわれるの閃且ロ農凰豐国四目坤冒ミミ︾も雪きい§ミ﹄い

﹄里急︒道具冒曼倉苫︑ミ︒の§ごふぐ○房・ゞｇ目︲

するための予備知識をうることができる︒

昭和十四年︶︑﹃印度中世精神史﹄上︵同︑昭和二十四年︶及

著者の思想史的叙述として﹃印度古代精神史﹄︵岩波書店︑

両．司国巨葛己冒の﹃

Ｓ§迫昌︒吻︒︑言窮︾

び中︵同︑｜昭和三十七年︶にもみられるように︑斯学にお

目・国騨且︾の己号目叩岳認︾目．国色目︾ご忠．．を挙げたい︒

⑦鴎︒ざ︒ご偽号貴ミミ

ける諸研究の成果に立脚した客観的叙述による確かさが
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惜しまれてならない︒〃

全五巻の完成をみずに他界︵一九七四年七月五日︶したのが

ースト制度確立ときりはなしては考えられない︒文化史

代インドの生活様式︑もしくは習俗は︑古代イソドのカ

的にも︑思想史的にも︑そして日常性の中にも︑古きも

がインドである︒とすれば︑現代インドの思想は︑常に

のと新しきものとが何の矛盾もなく息づいている︒それ

よく言われるように︑史書を欠くインドの思想を思想

ヴェーダに回帰しなければ正当に把握されないハと言わ

一一

．︿のように︑古代︑中世︑近世というようには︑インド

史︑時代区分的に叙述することは困難である︒ヨーロッ

どうしても漠然とした時代区分︑たとえば古代︑中世︑

パラレルしないという理由による︒とすれば︑第一には︑

意味している︒︵いわゆるインド史に関しては︑五の項にお

て︑古代インドの宗教・哲学の把握からはじまることを

ンド思想の全体像を把握するためには︑その出発点とし

の全体像を把握することからはじまる︑と述べたが︑イ

ねばならない︒インド学への道しるべは︑インド思想史

近世︑現代と四分した時代区分の上で︑問題中心にとり

いてふれる︒︶

の場合にはゆかない︒政治史の変動と精神史の変革とが

あげる方法が模索される︒第二には︑宗教︑哲学︑文学

ヴェーダの宗教を把えるにあたって︑何よりも先ずと

︵言語学を含めて︶︑美術︑政治・経済を含んだ文化史的︑

社会史的研究のジャンルの中で︑これを整理してゆくと

︵岩波新書︑一九六七年︶と︑同﹃リグ・ヴェーダ讃歌﹄

りあげたい害として︑辻直四郎著﹃インド文明の曙﹄

︵岩波文庫︑昭和四十五年︶がある︒この二書は︑それに先

いう方法が考えられる︒とは言っても︑宗教と哲学︑宗
互にからみあっているインドにあっては︑常に横との関

き立つ著者の名著﹁ヴェーダとウ︒︿

教と文学︑宗教と美術︑そして宗教と社会の諸問題が交
わりを無視するわけにはいかない︒近代インドの思想家︑

社︑昭和二十八年︶とともに︑ヴェーダ学を知る上で必読

の苦闘が種々の角度からヴィヴィッドに描かれている︒

一シャッド﹄︵創元

の思想的背景︑ルーツはヴェーダーンタ哲学の不二一元

たとえばヴィヴェーカーナンダの思想を考える際に︑彼

の害である︒この害には︑古代インド人が模索した人生
論︑更にはウ︒︿ニシャッド哲学の中に見出されるし︑現
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一シャッド哲学が︑著者の学問恥研究に対する厳

来世・輪廻の問題︑祭式と兇法︑古代人の倫理観︑そし
てウ︒︿

しい姿勢によって貫かれている︒とくに︑その附篇ｌ
ヴェーダ学の今昔ｌは︑巻末に付せられた彪大な参考
文献︵﹃ヴェーダ讃歌﹂﹃インド文明の曙﹂の巻末に加筆された

資料とどもに︶必見の資料である︒なお︑著者に近著﹃ヴ
ェーダ学諭集﹄︵岩波書店︑昭和五十三年︶があり︑ヴェー

／

ダ学に関する著者の諸論孜の中でも得難い論文を収めて
いる︒

最後に︑ヴェーダ研究にとって︑旨．国ＣＯ目胃匡︾崔
司︑患︒Ｇｏ葛８員亀畠尽︵国○いｚ○．己︶団胃ご目○円①︾岸のつゅ

ロ巴亘︾岳窪．及び﹃雨登︒尋員凰旦ご§罵国員吻謹ご§房
づくＰ．衿．冒騨ａｏ国①崖四国︒Ｐ・田︑丙国昏︾画ぐ巳ｍ・ゞＦｏｐａＯ己ゞ

ご届を挙げたい︒
ワ・︿ニシヤッド︾督堂Ｊに つ い て

い︒とりわけ︑思想の背景としてウ・︿

一シャッドに依拠

過しなければ十分に理解できない︑と言って過言ではな

一シャッドの哲学

するヴェーダーンタ哲学︑そしてその対極に位置するサ

ーンキヤ哲学のソースについて︑ウ︒︿

の位置づけは︑けだし大きなウェイトを占めるものであ

る︒このウ・ハニシャッドの研究に際して︑その文献学的

研究の面はしばらく措き︑少くとも以下に挙げる研究害

の園四＆昌斥Ｈ邑昌曽︺︾弓言︑尋言ざミ︹曇員ミの言へ芽﹄

が入門書として必要であろう︒

吻胃詩錆︹邑昌昌吻言﹃号烏吻弓員画ゞ函

目︺茸○Ｑ自ｏは○コ﹀目①〆芹﹄目崗曽勗冨武○員ＦｇａＯご︺目や︑い

も．己①ロ︑印①︒

崔巨ＰＦ①５Ｎ侭︾﹄のつ切

①ロ○口畔門風︹ざｓ昌譽員．目①〆融鮮茸餌旦目ｏは○画

函国巳①○．ＦｏｐＱｏ員胃④い﹂．

閉．同．国ロ日①串肖言碁ミ︑§︑宝営︑ざ亀︹ざ§鳥言号︾

Ｆ

９房冒島３昇旨己包①Ｆｏｐ尉罰の国○口︾己閨尉︾忌置

弓．ａの口朋①ロェロ厨弓巨﹈○⑱○℃ご①号門己も騨昌農四角砂

のＰＰ︐

︵Ⅲｊ壹錆Ｑミ亀蔦⑦男ら萱忌詩烏費︑萱ご呂堂鳥・胃．巴︾

インド哲学の始源として→そして後代のインド哲学︑

もしくはインド思想に大きな影響を与えたウパニシャッ

Ｆ①５Ｎ侭︶骨︑④垣

甸．三色ｘ冒巳言尉ご巳四日の声四身﹄国司胃蔚︾勗司④皀麗↑

ドの哲学は︑インド思想史上︑一ピークをなす古代イン

一シャッド文献を通

戸 司

ド人の思索の凝集である︒少くとも︑インドの学派哲学
を研究対象とする場合︑古典のウ・︿

りI

ａ甸岡．閂︸ぐ〆・︶

がある︒

︑

園．国帖昌印冒巨函ｂ−ｍｍ鳶ミざミ邑蒼︲ミミミ富鼻︵冒巨Ｃ

﹈自営尉昌︺①陰口侭四ヴ①昌岸①旨①門口一︺①扇⑦尽巨口困昌己①旨員

一

シャッド全集﹄九巻︵世界文庫刊行会︑大正十一年︶︑及び

ごず員望巳昇辱ず閂曽９Ｆ①﹈貝○口︶︵シウ写自己旨旨唱口冒吋

わが国における翻訳として︑高楠順次郎監修﹃ウ・︿

部分訳として︑世界古典文学全集３﹃ヴェーダ・アヴェ

からである︒

一シャッドが︑とりわけ中古を代表するも

ーに成熟する神の恩籠︑一神教宗教への導入部門となる

ときわ重要度があると言われる︒しかも︑やがてギータ

命

ヨーガへの胎動を孕んでいたことにある︒その意味でひ

のとして挙げられたのは︑やがて学派哲学のサーンキャ︑

このニゥ・︿

自己同己冒蔚鼻︸冒胃冒侭︾乞獣．

卜

屍ロｇｏ﹈閉○＃︵︶︾ｂ一雨丙員言︲︹守魯量息窟鼻己一︶自可騨鳴己

Ｆ⑦ざ侭蒟・旨の画刃︶

昌Ｃ属︲目﹈︹毎白①印冒○侭ｏ巳四目︵さい︾〆ぐ目．国営屋．ｚｏ︐い︾

一シャッド﹄金倉

スター﹄︵筑摩書房︑昭和四十二年︶がある︒研究書として
は︑前記辻直四郎著﹃ヴェーダとウ・︿

圓照著﹃印度古代精神史﹄がある︒なお︑国．○国の号の侭︾
ｂ唇国ミ︒ぃ︒喜尉烏貢辱倉量吻言号菖尋員曼偽建ミさ侭駒鳥垂

一シャッドより佛教まで﹂大雄閣︑昭和五年︶は︑古典

甸貫き房言冨．①茸蝕口鴨ロ︾ご愚．︵高橋順次郎・河合哲雄共訳
﹁ウパ

一シャッドに関するテキストとして最も便利な︐も

的書物として一度は読んでおきたい︒
ゥ・︿

四︲官︐⑦筋︾

のとしては︑暗ミミミ風ミミ一員員号ヘミ骨ミ息ＰＯＣ目皀言︲
井戸
邑旦
○岸
﹃匡
⑦巨
歸○
邑Ｃ
肖つ己宅四目曽烏︶︑ｚ胃罵一・鷺昴酋鵯巨
庁
旨︶邑
夛夛﹃
匡Ｉ昌
君ジ旨皀届

国Ｃ
Ｃ日
二届
・岳
得．
エが
硫あ る ・ ・
匡
日ヴ
ご少
幽く
竜．︾

一シャッド群につづ

叙事詩文学Ｉインド文学ｌ

ゥパニシャッドと言えば︑古ウパ

くいわゆる中古ゥ・ハニシャッド群がある︒この両者のき

ご易．を挙げねばならない︒この書は︑著者がその緒言

○風向ミ︒ミ︑国ミミミぎぎミドミｓ︑ミミ︑︺四国︒①︒︾Ｆ①ご薗面︾

つめた画期的な業績として︑われわれは旨・弓目前Ｈ昌甘

インド文学︵文芸︶に関して︑最も豊富な文献資料をあ
一シャッド群を代表する﹁シ﹃一ヴェーターシュヴァ

タラ﹄及び﹃カータカ﹄に関する研究として︑次の二言

ウ︒︿

圓照著﹃印度中世精神史﹄上を挙げたい︒なお︑中古の

わ立った相違についての理解に資するものとして︑金倉

三
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︵プラハにおける︑一九○七年十月十五日の日付︶に述べるよ

匡詩ミミ馬︾茸．ご冒刷．の．炭①芽胃︾いく○房．︾ご巳く閏里ご

する英訳として︑ｐＨ．いく．嵐①房自︾﹄関急○ミ︵﹃ごミミご

幸いなことに︑この大著﹃インド文献史﹄が故中野義照先

が国の先学人たちは︑この害を購入し精読したと聞くが︑

著者の立場を明示している︒かつてドイツに留学したわ

門の研究家に対する考慮がなされ︑かつ︑論争に対する

説︑抜華が挙げられている︒しかもその文献紹介は︑専

ンドの民族的な叙事詩︑プラーナに関してはその内容概

叙事詩文学は︑ヴェーダやウパ

学の位置づけを明確にしなければならない︒もっとも︑

と文学との関わりをおもうとき︑われわれは︑叙事詩文

既にうかがわれるのであるが︑中古ウパ

尋へた通りである︒この顕著な面は︑ヴェーダ文学の中に

関わりにおいて把えねばならない︒そのことは︑既に述

宗教と哲学︑宗教と文学は︑インドの場合︑不可分の

旦○己○貝冨﹄后呂︾岳弱．がある︒

うに︑﹁国民の学究社会をあてにしたものではなく︑国

生によってこの和訳の大業︵訳註︶がなされｊ全六巻中の

の主なるものとして生まれた文学であるｐそこには︑後

宗教・哲学であるのに対し︑これはクシャトリヤを素材

民の教養人﹂に向けられたものであり︑文献の解明とイ

五巻を完成して昨年他界された︒そして先生の一周忌に
界に提供された︒すなわち第一巻﹃ヴェーダの文学﹄︑

代のヒンドゥＬイズムへの足音を聞くのであるが︑Ｍ・

一シャッドがバラモンの

一シャッド哲学

最後の﹃佛教文献﹄が完成し︑ここに全六巻の訳註が学

ヴィソテル

一シシの﹃インド文献史﹄中の﹁叙事詩文学﹄

第二巻﹃叙事詩とプラーナ﹄︑第三巻﹃佛教文献﹄︑第四

と並んで︑われわれは︑近代の力作として︑次の一言を

﹈騨目ｏｇ乱四︾ｂ蔚罰里鑓さ蔦菖曽登︑蔦﹄いく○﹈︑︒﹀︑目︲

挙げたい︒

巻﹃ジャイナ文献﹂︑第五巻﹃インドの純文学﹄︑第六巻
﹃インドの学術文献﹄︵高野山大学内︑日本印度学会刊︶が

それである︒その和訳補註には︑現代に至るまでの研究
を添えたことは︑わが国の学界にとって一大慶事と言わ

勺風日旨く３房２．の三分冊から成るが︑︲ここでは︑特に

言侭の制国旨旦昌の日ｐｍ．胃目．国ロ＆旨い目尻︑菅旨尉目吊︾

この書は︑門ごａ餌自．陛蔚Ｈ①禺国冒包巨涜Ｂｐｍ．目．ロ関

命庁函騨計丘﹄ｃ①・︾胃④①い︾﹂④①一．

ねばならない︒ここに︑故中野義照博士ならびに高野山

成果が網羅しつくされ︑原著﹃インド文献史﹂に錦上花

大学の関係者に深甚の謝意を表したい︒なお︑原著に対
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Ⅱヴィシュヌイズム︒Ⅲシヴァイズム︒Ⅳ十九︑二○世

Ｉ叙事詩時代以後のヒンドゥー教の歴史的発展の主段階︒

美田稔訳︒白水社︑クセジュ文庫︑昭和三十六年︶︑井原徹山

﹃叙事詩とプラーナ﹄︒ルヌー著﹃インド教﹄︵渡辺照宏・

テルニッシ﹃インド文献史﹄︵園且胃﹄閉．囲むｌ︶中野訳

事詩︑プラーナに関する文献資料と叙述や︑前記ヴィン

胃︾国四口ｇ︾患患．目ご国四国日︾忌圏．の第一巻に収まる叙

紀のヒンドゥー教︒に分かれるが︑何と言っても問題の

著﹃印度教﹄︵大東出版社︑昭和十八年︶︑池田澄達遺稿﹃摩

第二冊目をとりあげてみよう︒この第二巻目の内容は︑

た点にある︒いわゆるヒンドゥー教を形成するブラフマ

中心は︑現代ヒンドゥー教のソースを学問的に体系づけ

い︒アーリャ的宗教と︑非アーリャ的宗教との対立から

ーャナ﹂︑更には古典サンスクリット文学など述べるべ

叙事詩文学として﹃マハーバーラタ﹄と並ぶ﹃ラーマ

訶婆羅他の研究﹄︵双文社︑昭和三十一年︶など︑参考書と

統合へのプロセスは︑ドラヴィダ的要素がアーリャ的要

きものは多いが︑限られた紙幅では十分に意をつくしが

ー︑シヴァ︑ヴィシュヌの三神が織りなす複雑な宗教的

素とミックスした︑という単純な思考では解決できない・

たい・今は︑前記﹃インド文献史﹄の外に︑田中於菟弥著

して挙げておこう︒

著者は︑土着文化のサンスクリット化︵の目鼻昌旨曾匪○国︶

に譲りたい︒

﹃インドの文学﹄︵世界の文学史九︒明治書院︑昭和四十二年︶

背景は︑深い宗教史的洞察なくしてはメスを入れられな

モンの崇拝する神々と同一化させようとした︒他方︑ヴ

の現象に注目する︒そこから︑土着民固有の神々をバラ
一シャッドの知識に対して儀礼を重視する

バガヴァッド・ギーター

ェーダ・ウ︒︿

タントリズム︒そして﹃マハーバーラタ﹄にみられるシ

四十二章に

亘る十八章七百頌より成る﹃ギーター﹄は︑凡そインド

﹃マハーバーラタ﹄の第六篇二十五章

学を志す学徒にとって︑一度は通過しておきたい聖典で

ャクティ崇拝︒タントリズムと結びつく女神信仰等々の

た諸見解は︑今後のヒンドゥーイズムの研究に大きな指

諸問題が輻撰する︒これらの諸問題に対して著者が示し

ある︒インド精神を代表する一書としての本書は︑宗教︑

哲学︑文学︑とりわけ神への誠信︵ゞハクティ︶を説く豊か

針を与えるであろう︒
なお︑Ｆ︐園①︺︺○口碑﹈・国冒○潤鼻如耐︾昏昏Ｑ畠思言︑ゞ
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な詩篇で︑ヒンドゥーの聖典としてインド人の精神を代

全集︑昭和二年︒﹃聖婆伽梵歌﹄丙午出版社︑昭和四年︵再版︶︶︑

ェスター﹄筑摩書房︑昭和四十二年︶がある︒もし︑重要な

服部正明訳﹁バガヴァッド・ギーター﹂︵﹁ヴェーダ・アヴ

ギーター研究には︑辻直四郎著﹃バガヴァッド・ギー

弁してあまりあろう︒

註釈の内容にふれたい場合は︑
︑

戸．冒砧昏倒Ｑ①ぐ魚︑劉騨昌如自毒︑団蚕塁叱全喧胃侭潔詞賃ミ号二ｍ

ター﹄︵刀江書院︑昭和二十五年︶を先ず挙げたい︒この害

は︑ギーターに関するあらゆる問題点を整理し体系づけ︑

８ミミや員亀ミミきる辺畠︸尋亀︑胃言ミ画︾旨且国の︾

１

﹁公平にギーターの内容を紹介﹂したものである︒総説

﹈︑①式︾西口︒①︒．︼﹇くめ○Ｈ①﹄旨＠つ房

ぐ昼ご倒置ロ穴倒国尿ぐ閏四Ｑ騨詐曽詞ヨミョ富§愚吻Ｇミミミ嵩︲

にギーターの所属派︑年代︑他の哲学宗教諸派との関係︑

ギーターの伝承と研究︑本書の内容を解説し︑本論にお

言逗○富碁︑切言函ミミ笛罰︾国罫３吋§且︾ら９．

に

いて霊魂と肉体︵第一章︶︑神︵第二章︶︑輪廻︵第三章︶︑

の．普匡国両目︾員︑切言噌己團舟副園茸四自切宮武○口勢且

Ｌ

道徳︵第四章︶︑解脱の道︵第五章︶︑解脱︵第六章︶に関説

興胃＠つつ

︑

邑丘乏醐巳国局ぐ輿の国面倒のく四釦冒四二吋

ＣＯ目目⑦目計画昌吊旨同ご哩房ｐｍ８ＯＨａ胃侭計○印国三四︲

がある︒ギーター研究者に至便の害として︑

ご国国電園ゞ国○員己山ぐゞ胃の↑い

弓．○・口ざ騨且時︒嵐忌ｃミョ専鼠︲罫号還さ菫罵国寄邑如倉︲

がある︒ギーターの索引に関しては︑

し︑附録︑主要文献︑引用の索引を加えている︒今後︑
﹃ギーター﹄の翻訳については︑これ又︑無数にあっ

ギーターを学ぶ後輩学徒に広く味読をすすめたい︒

て一々とりあげるわけにはいかないが︑敢て推したいも
のとして︑次の二言がある︒
印閃幽目己自普ロ四国︽弓言国富習筐ｓ舟翼員門︒且○冒︾

く

ト

ト

ト

○．ぐ．﹁胃○ず叩﹄○ｓ息ミョ邑富Ｒご尋︑ひ息菖ｇもミ﹇ざ早

ミ吻言烏忌員さ碁︑切言塔ご亀舟剰且国○口号豊︑届冒．

﹄①いい．

句．同侭閏さ目︾ご︑望長§ｓ舟計︺茸嬰口巴呉且騨且

があげられる︒

弔詞包邑︲ミョ︑蕊︾Ｆｏ君Ｎ侭︺程④いい

言．園風呂︾﹃ミ馬冒鳥凄ご尋恥望鳧§急舟§．
①︵︼・自四めい．︶︾﹄①吟吟．

旨３吋己局①蔚昌冠凹昇農目①〆計少皀旦誹色昌堅騨は○ご︾○色目︲
言︶Ｈ﹈︒

なお和訳として︑高楠順次郎﹃印度古聖典﹄︵世界聖典
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・二︑しかしや凡そ﹁スートラ﹂といわれるものは︑註

釈害なくしては読解に苦しむ場合が多いから︑各ス

三︑註釈書にも種々あって︑註釈の註釈︵Ｉ複註︶もあ

ートラの註釈書を解読する︒

るから︑註釈者によって︑スートラの理解が異なる

学派哲学
インドの哲学に︒ついては︑木村泰賢著﹃印度六派哲学﹂

︲場合がある︒したがって︑各註釈書を比較対照する

ことによって︑その註釈者が生存した時代の思想背

ス・ゞ︑︑ユラーの書冨騨〆§旨ご﹈①儲ご↑︑堕送の房詩冒のミ

辱畠曽惑︑冨○の§ミ．○風○ａ﹄畠温があって︑インド哲

景を考慮しなければならない︒

ものもある︒他方︑六派の内部にあって批判破折を

象となるものもあるし︑又︑佛教と相互交渉をもつ

なす場合︵とくにサーンキャとヴェーダーンタ︶も多い︒

四︑六派の中で︑とくに佛教側によって批判破折の対

の急菖睦§侭ミミ︶は十六の学派名を掲げ︑佛教︑ジャイナ

したがって︑佛教との交渉と︑六派内での交渉とい

派︵ご肖曾︺四︶と言われるものは六つに限らない︒十四世

教も含まれている︒にもかかわらず︑依然として︑学派

う面でも問題提起が多い・

﹃インド哲学史﹄を通じて各学派の体系を把握し︑その

ならない︒そのためにも︑先述した﹃インド思想史﹄︑

何から手がけてよいか戸惑うのは当然のことと言わねば

でないことに気づく︒まして︑他学派との交渉となると︑

学派哲学の研究に当って︑一学派の研究だけでも容易

ンキャ︑ヨーガ︒ニャーャ︑ヴァイシェーシカ・︶がその代名

段階とが要請される︒

−ンキヤに限っては﹁サーンキヤ・カーリカー﹄ａ割冒喜冒︲

一︑六派のそれぞれの所依経典︵スートラ︶︵

のスートラと諸註釈︑それに関する参考文献︑研究資料︑

構想を念頭におくことが先決である︒その場合︑各学派
﹃サーンキャ・スートラ﹄は別Ｉ︶に対する理解である︒

訂ミ訂︶がこれに充当し︑いわゆる十四︑五世紀ころの

但し︑サ

さて︑六派に関する研究には︑少くとも次の手続きと

詞となっている︒

哲学と言えば六派︵ミ−マーソサー︑ヴェーダーンタ︒サー

紀のマーダヴァ︵旨目冒ぐ轡︶の著﹃全哲学綱要﹄︵陣ミごヘミミ︲

学と言えば六派哲学という名称が定着した︒しかし︑学

︵丙午出版社︑大正四年︒大法輪閣︑昭和四十三年︶やマック

四

bD

ハ ハ

がうであろう︒

六派の各派の研究動向については︑別の機会を得て述

読者は︑岩波書店刊︵再版︶の﹁解説﹂にその全貌をうか

ゆる文献資料の整理である︒整理にあたっては︑﹃イン

需へるとして︑ここでは︑現段階における﹁スートラ﹂及

そして思想の展開とそれに関する参考文献などを︑各学

ド思想史﹄や﹃インド哲学史﹄など︑先学人がかかげる

び﹁註釈﹂への導入部門となる内・外の翻訳についての

派ごとに整理しておくのが大事な基礎作業である︒いわ

文献資料を参考にし︑〃学会誌などに掲載された斯学同人

み︑ふれることにしたい︒

一二○頁︑一九五六年︶︒

服部正明﹁古典サーソキャ体系概説ｌ訳註ｌ﹂︵﹃世

二岨︑九一

本多恵﹁サーンキャ頌解説﹂︵﹁大倉山学院紀要﹂第

◇サーンキヤ・カーリカー

の論文を加えて研究動向をさぐる︒かくて︑各学派ごと
について自分なりのメモを準備しておく︒そこから︑は
学派哲学に関する研究書の中で︑筆者の学生時代から

じめて学派哲学研究のスタートがきれる︒

今日に至るまできってもきりはなせないものに︑宇井伯

弓．ロ⑦ロの︑①冒函ｂ罵切画暑迂逗室︲言↓︽詳買毎ご①尉鼻目自己

二○八頁︶︒

①門戸底昇ｊく日︺勺．己①口朋①ロ︵︑壹食Ｑ量里鳶○鴎Ｓ計量︑

界の名著﹂１︑一八八

三巻に収められた学派哲学に関する諸諭孜から受けた学

寿著﹃印度哲学研究﹄六巻がある︒中でも︑その第一︑

恩は大である︒研究方法の厳密さ︑論旨の精級さは他の

烏︸︑︑ミきき︑言︑︾昂弾めい造や急︑．︶

国胃ロロヰの嵩冑目色即弓ぎめ習富ミ逗亀キヨ︑尋詞ベミ尋碁Ｑ

註釈の主なるものについて︑

ｋ

ミミョミ硯ごく己Ｈ国四自己胃廿

く

己Ｈ︐国騨自己酔詳蠅切忌智尋琴之国肉曹︑静詞戸亀さ同零侭．ミミ葛．

追随を許さない︒第一巻所収の﹁勝諭正理学派と吠陀並
に声常住論との関係﹂︑﹁吠檀多経の源流及吠檀多学派の
成立﹂︑﹁正理学派の成立並に正理経編纂年代﹂︑﹁勝論経

巻所収の﹁勝論経に於ける勝諭学説﹂などの諸論説は︑何

○○言ご葛ミ？
ミミ
ミト
亀も回国ミヨ篁亀ワ望西目ロロヰ
︑ミ
︒⑦
︑畠●

及び弥曼蹉経の編蟇年代﹂︑﹁勝諭学派の知識論﹂︒第三

れも珠玉の論文として必読のものである︒博士の﹃印度

の声四国ロ少固○○国聟澤のいい

金倉圓照﹁サーンクヤ・タットヴァ・カウムディー﹂

ハ 司

哲学史﹄は︑これらの論孜を礎石として樹立された一大
金字塔であり︑インド哲学研究史上における古典である︒

りイ

己日冒ｇ己ｇ﹈︺の旨旦吊︑叫昌丙唇﹃沙上ご昌貝︲

︵﹁東北大学文学部研究年報﹂第七号︑一九五六年︶︒
周︑の四吋ず①
ずの芹︶ご﹇酔冒いず①員昌︑垣頃

﹃胃畠︑ミミ蓉詠量・の・の画蒼野署堂ミミ︲

○四口 四口餌計豈四﹈ぽ四︾屯○○口四︾﹄やい需

○四口ぬいご色命屋四﹈匠騨帥自岑︑周ご砕き畠︲寺窟冨嵩慧国司︾↓Ｈ岸︶ぐ

罰四目①︑ゴの屏昌包禺四釦

雪国野畠忌昌や貝﹃︾①ｇご冒園︒の岸︺由口包閂騨﹀○四斤ロ庁汁騨︑﹄④四口

漢訳として︑真諦訳﹃金七十論﹄︵﹃大正蔵﹂五四巻︶︒

索引・研究害について︑

本多恵﹁六派哲学根本聖典索引﹂︵﹃大倉山学院紀
要﹂第一蝿︑一九五五年︶︒

昭和三十九年︶︒

山口恵照﹃サーンキャ哲学体系序説﹄︵アポロン社︑

同﹃サーンキヤ哲学体系の展開﹄︵アポロン社︑
昭和四十九年︶︒

◇ヨーガ・ススー
トトラ
︲−
ラ

岸本英夫﹃﹃
宗宗教
教神
神秘
秘主義﹄︵後篇︑ヨーガ経和訳・索引︒
大明堂︑一九五年︶︒

ヨーガ． スートラ﹄︵恒文社︑一九
佐 保 田 鶴 治 ﹃﹃
解解
説説ョ
六六年︶︒

二四四頁︶︒

松尾義海﹁ヨーガ根本聖典ｌ訳註ｌ﹂︵﹁世界の名著
１﹂二○九

﹈・国．言ＣＯ烏￥ご雨民︒習︲ごミミミ隅ざ旨ご魯迂︾

本田恵﹃ヨーガ経・註﹄︵平楽寺書店一九七八年︶︒

国胃ぐ胃︒○凰①ロ庁昌のの回＄〆ぐ目．

園ミミごミ司︲

この害は︲ヴィヤーサのヨーガ註︵ぐ箇困埠葺息笥︲

噂急︶及び︑その複註つ﹃胃自召鼻冒就昌

↓含︷へｓ二害の英訳︒

◇ニヤーヤ・スートラ

三九七頁︶︒

一ヤーャ．︑ハーシュャ第一篇

一ヤーャ・バーシュャの論理学﹄︵山喜房

一︑二章訳︶Ｉ︵﹁世界の名著１﹂三二一

服部正明﹁論理学入門Ｉ︵

宮坂宥勝﹃

佛耆林︑一九五六年︶︒

︾胃の四つ

⑦．﹈胃冥のｓミミ菖邑﹀の︾昏画堂魯︲ｍ曽一︑畠﹄戸急尋三劃運画篁亀︲

富ｓ︲国﹃−３登邑︾も○○口

勇五岸閏閃巳︺ｏ目辛口穏畠冨堂農豊昌蓮の︾忌ミ︺ご胃勇ミ︲

電言い両貢慰ミミミ富函ミミ︒ご閏ｓ︑︾伊①君凰四届いい

◇ヴァイシェーシカ・スートラ

金倉圓照﹃インドの自然哲学﹄第二篇︑﹁チャンド
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九四頁︶・

ラ・アーナンダの釈による勝論経の全訳﹂︵平楽寺
書店︑一九七一・四九

ンドの自然哲学﹂九五

二三六頁︶︒

同﹁・ハダールタダルマサングラご和訳︵﹁イ
⑦四国盟冒騨昏色目四︾︑員響尋員ぎぎ農閨言蟷さ言旦
く

︑

国鼠畠曽菖§ゞ堂︶蟇廷罵ご菖
１冒
く曹員急蜀且︑一︑昌言ミ
ト

ごｓ惠堅員⑮国営さ岡冨廻房吾ごく冒秒丘酋日四ロ○℃四口彦︶画く四

○口即自︾や﹃菖腎吻註＆︲のくい詩爵包厨ミざ昌魯亀等

○．﹈屋四︾シ﹈屋ほぃご色具后昌○
国．甸四︒︒①
く

善︑ぎざ旦罫ｍ・ミ偽亀討ミいず昌切．両四目侭○国↑

◇ヴェーダーンタ・スートラ︵Ｉブラフマ・スートラ︶

中村元﹃ブラフマ・スートラの哲学﹄︵岩波書店︑
一九五一︶︒

の．両昌彦巴肉凰昏ロ四国亜肖意国費ミミミｍ賞ミ︾ら９．

勺．己⑦口閉２房ｂ愚吻ミミ②暑い三国冨詞員阜勗酌式

シャンカラ︵段鳥目餌︶註

○．目号騨ｐ甘い田岡．ぐ○房〆〆〆目く々〆〆〆ぐ目男勗ｇ・
胃函①︒・

口冒ご四目︾胃の⑫Ｐ

ぐ．旨．シ己蔚卵国昌琴冨畠冒爵﹄︑ロ四巳肉胃四岸旨倒異曼四﹄国○︲

ラー↓︑Ｉヌジャ︵閃留ロ群冒且騨︶註

Ｑ︐目号四口すい圃同．ぐ○一．〆ぽぐ自民

津目黒胃︒色目﹀弓勗．

なお︑漢訳の慧月一﹃勝宗十句義論﹄︵﹁国訳一切経﹄和漢

なお︑部分訳としては︑

の．の．嵐四口︾Ｈロ①ぐ①Ｑ目詳申呂茸閉︾ご言︐

マーダヴァ︵旨目冒く④︶註

ご念︺ｇ旨①鋤︒目①再昌昏

撰述︑論疏部二十三︑中村元﹁解説﹂︶︑及びその英訳とし
て︑

宇井伯寿Ｓ︵詠息屋笥員言幹

Ｆ・閃ＯｐＯｐ亜睡皇舟Ｃ量唾畠鴎昌一專冒員Ｓ︺岳望．

目国邑隆昌５口﹄ｐｐＱｚｏｇいず罰国．ご﹈﹀

目貫○邑巨ｇ５己

ご慰即︑ミーミ畠曽昌の旦国ミミミ邑冒︸

の厨．国①辱餌濤胃

古稀記念論文集﹄一九六○年︶・

中村元﹁シャンカラの小乗佛教批判﹂︵一中野教授

胃や画函︺胃④いい

Ｆｏｐ号﹈︺︺ご弓・︶がある︒

スートラに対する索引に︑
の岸昌くロ﹈簿巳四○斤湧蝿隆菖辱員︑受ごミミ尋重．毎鴎罫含出国ご畠．

︵﹁東洋学研究﹂第三号︑一九六九年︶︒

同﹁世界開展における因果関係﹂ｌシャン
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カラの所論

二・一・四

年報﹂一○︑一九七二年︶︒

十一Ｉ︵鈴木財団﹁研究

対するシャンカラの注解二・一・一四︑一八ｌ

服部正明﹁不二一元論﹂ｌブラフマ・スートラに

︵﹃世界の名著１﹄二四五頁以下︶︒

現代インド・インド史

インド学の学問分野は広い︒本学における最近の傾向

として︑インド宗教・哲学と並んで近代インド政治史と

思想家へのアプローチ︑並びにインド美術に関する関心

度がとみに高い︒この現象は︑アジアに共通する東洋人

のこころの回帰を︑インドに求めようとする傾向と︑イ

ンド佛教との関わりの中で︑インドは文化史的にも地理

ごＦ己の自己己伽弓冨二萄蒼画吾３︲のミ菖旦︑二１

マミ量︺茸．旨さ同国哩尉﹈︺岸葛冒○弓︑自伊巴の曽己こ︾

照夫著﹃インドの美術﹄︵中央公論美術出版︑昭和三十九年︶

を通じて︑インドの顔を一瞥できるであろう︒又︑上野

島昇﹃インド入門﹄︵東京大学出版会︑昭和五十三年︶など

奈良康明著﹁インドの顔﹂︵河出書房新社︑昭和五十年︶︑辛

ート著本田良介訳﹃インド紀行﹄︵同一九八︶︑辛島昇・

田保昭著﹃インドで暮す﹄︵同五○七︶︑Ａ・シーグフリ

堀田善衛著﹁インドで考えたこと﹄︵岩波新書二九七︶︑石

もしれない︒読者は︑現代インドへの道しる︑へとして︑

題を︿百問一見にしかず﹀の心情から︑そうさせるのか

現代インドへの誘いは︑現代インドがかかえている諸問

こうしたなかで︑宗教︑美術︑思想もさることながら︑

的にももはや近い国となったことに由来するようである︒

︑

に関する資料・解説があることを付記する︒

︵春秋社︶の第Ⅵ章インドの聖典︵三一九頁以下︶に︑六派

ない︒なお︑水野弘元博士還暦記念﹃新・佛典解題辞典﹂

インド佛教論理学に関する文献資料については︑今は述令へ

ぬ倒己倒建胃酉君国．函写訓○万・︾閃色目昼勢︺岸①いい吟．︒○い⑤︒

⑦．﹈ロ色韓陣邑富昌︲ミミ哩室︺ｑ︐冒汁○国目哩尉ゴ﹄ごのど﹈︲

号︑一九六七年︶︒

金岡秀友﹁旨︼日倒昌鼠︲呂可四試訳﹂︵﹁東洋学研究一二

吊肖目ロＱ一︺ぬ﹄ぐ○﹈昌函式︶
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やＨ・Ａ・ホフレイ著・関鼎訳﹃インドの音楽﹄︵音楽之
友社︑昭和四十一・四十九年︶を手引きとして︑そこに付

味をよびおこすことであろう︒

されている参考文献を利用することによって︑新しい興
インド学への道しるべは︑或いはインドの理解から始
まる︑と言って過言ではなかろう︒とすれば︑先ずイン

ドを理解することが先決かもしれない︒その点で︑前掲
の書物はよきガイダンスの役目を果たすにちがいない・

にもかかわらず︑言語︑習俗︑宗教の複雑に絡みあうイ
ンドは︑︿群盲撫象﹀の譽嶮にみられる如く︑その全体
像をにわかに把握できない︒インドに関する数多くの害
は︑確かにインドの一面を正確に浮き彫りにしていたと

い︒︵現代史をも含めて︶

山本達郎編﹃インド史﹄︵山川出版社︑世界各国史︑︑

昭和三十五︑四十八年︶・

岩本裕﹃インド史﹄︵修道社︑世界歴史叢書︑昭和三
十三︑四十六年︶︒

遡唖婚塚妙蝋叫潅﹃インドの発見﹄︵岩波書店︑一九五三︑
五六年︶・

十一年︶・

山幟．利サ鐸ビ調﹃インド古代史﹄︵岩波書店︑昭和四

中村平治編﹃インド現代史の展望﹄︵青木書店︑昭和
四十八年︶・

察ｌ﹄︵弘文堂︑アテネ新書︑昭和三十三年︶︒

荒松雄﹃現代インドの社会と政治Ｉその歴史的省

石田保明﹃インドの課題﹄︵三省堂︑昭和四十六年︶︒

しても︑それがインドのすべてでないことも亦︑確かな
事実と言わねばならない︒それ故にこそ︑古典インドか

蝋山芳郎﹃インド・・ハキスタン現代史﹄︵岩波新書︑

辻直四郎編﹃印度﹄︵偕成社︑南方民俗誌叢書五︑昭和

会︑昭和四十八年︶・

玉城康四郎﹃近代インド思想の形成﹄︵東京大学出版

昭和四十二年︶・

ら現代インドへの正しい透視が要請されるのである︒
インド学への道しる︑へと題して︑インド学における若

におけるインド学コースを志す学徒のためのメモに外な

干の素描を思いつくままに書きとどめた︒それは︑本学
らない︒インド学研究への道しるべは︑したがって又︑

十八年︶︒

宇野・中村・玉城篇﹃東洋思想１インド思想﹄︵東

q △

別の角度から叙述されるであろう︒

最後に︑インド史に関する参考書を掲げて筆を棚きた

ワ1

京 大 学 出 版 会 、 一九六七年 。
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