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On a Stock Phrase Concerned Dairy Products in Pãli 

In Comparison with a Description of a Vedic Offering in Rãjasuya 

Naoko NISHIMURA 

Dairy products were of special importance in ancient India， not only as 

everyday nutrients， but also from a re1igious point of view. They were principal 

ones among materials for the libation in Vedic ritual. Descriptions of those 

offerings in the Brãhmanas and Srautasutras give information about the method 

of processing them， even though they are fragmentary or not easy to understand. 

On the other hand， we meet various descriptions of dairy products in the 

Buddhist scriptures， often used as a metaphor to qualify its doctrine. In this 

paper， some materials from Pã1i are compared with data about an offering to 

Mitrá and Bfhaspáti in the Rãjasúya (royal consecration)， so that practical 

methods of processing dairy products in those days might be， though in part， 

c1ear. 

In the Pãli Canon， there are several enumerations of various dairy products. 

Noteworthy is abov巴 all a set phrase found in nine times the Nikãyas (and two 

times in an Abhidhamma text) ， which states c1ear1y the order of producing the 

five main products :①khlra (fresh milk)→②dadhi (sour milk)→③navanzta 

(a kind of butterfat)→④saPPi→⑤sa仲間仰向. As to the concrete process of 

them， we are informed at present only of two points :①fresh milk is turned in 

not artificial way into dadhi ;②仰vanita is obtained from dadhi through churning 

up (附nth) . 

On the other hand， Vedic literature explains a sp巴cial method of processing 

dádhi， návanzfa， and âjya (melted sour butter? probably not equivalent to saPPi 

and saρρimanqa) as the offerings dedicated to Mitrá and Bfhaspáti. According to 

the most texts， fresh milk must coagulate by itself (svayám mürch) and becomes 

dádhi. A priest binds a leather bag filled with the dádhi on a chariot and then 
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drives around. Being churned by itself ( svayám m anth) in swinging of the leather 

bag， návanïta (a kind of butterfat) arises from the dádhi. It melts by itself 

(svayá n:z vi -lï) and turns into �かa as the priest hangs down the bag in a sunny 

place. In a few texts， an artificial curdling (ιtañc) is suggested. 

Through our comparison of Vedic texts with Pãli it has been revealed that 

the both have some common processings of dairy， which might respectiv巴ly

reflect a practical method at a certain stage in ancient India. It remains still many 

problems， such as the identification of s aPPi， s aPPim anqa and j，仇 of which 1 

would like to go on my study basing on the concrete texts. 

30 



Pãli聖典における乳加工関連の定型句について

- Rãjasüya祭のMitraとBrhaspatiに対する献供との比較

西 村 直 子
O. はじめに

1 

乳製品は， 牧畜生活を営んでいた古代のイ ンド人にとって貴重 な蛋 白源 として

特別 な位置を 占めており， その宗教的重 要性は仏典から， 更には現存する最 古の

文献Rg-Ve daにまで遡って跡づける事ができる。 しかし， 当 時の文献に現れる個

々の乳製品及びその加工法については未だ 明らかにされていない

Pãli聖典には khzra( Skt. k !izrá-)， dadhi (dádhi-)，加vantta/nontta ( návan zta-)， 
saPPi (saゆí !i-)， saPPima'l'!t!a (sarþirma'l'!t!a-)という5種の乳製品を列挙する定型

句がある。 これはVe da文献における Rãjasuya祭(王の即位式)中の Mitr á と

BJ;'hasp á tiとに対する献供に用いられる乳製品(dádhi →návanzta→ájya)の記

述と大筋で一致する。 両者の記述は最終的に発酵バター或いはそれに類する 発酵

乳脂肪の1加工品を記していると 思われる。 Pãli 定型句の記述は現実に行われ

ていた乳加工に基づいていると考えられるが， 加工法に関する資料 が少 ない為に

確証は得られない。 他方， Ve da文献は具体的な加工法を明 記しており， 当 時の

乳加工の様 態を理解 する上で極めて 重 要な資料 となる。 本稿では両者の記述を比

較 検討して， 古代イ ンドにおける乳加工の実態を明らかにする為の第一歩 とした
し、。

文献に現れる乳製品の中， 発酵乳脂肪の加工品( 発酵バター? )と考えられる

物として， Pãli 仏典には sゆが， sa仲間a'l'!4a， ghata ( Skt .  g h-rtá-)が， Ve da文献

には sarp向， ghJ:fá， åjyaが現れる。 Pãli文献では s appiの用例が圧倒的に多く，

ghataは数例， iijy aの用例は KERNにより推定される 1 例を除き2， 知 られていな

い。 他方， Ve da文献では ゐ戸及ひやght:táに比して s arþぬの用例が極端に少 ない。

これらの異同の背後にある事 情については， 現段階では明らかではない。 後述す

る Rãj asuy aにおける Mitr á に捧げる粥に用いる匂戸の場合には， 溶解度の低い
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(固体に近い )製品が必要とされた可能性がある。 2- 3. 参照。

Veda文献に現れる乳製品は祭式という限られた場で 用いられる為， 日常生活

における乳加工法と必ずしも同一視でき ない。 例えば後述の( 2.)Rãjasú ya祭

における návanztaの製法が当 時 日常的に行われてい たとは考えがたい。 古代イ

ンドの文献に見られる乳製品の名称は極めて多い。 状況に応じて 同一製品が異な

る名称で呼ばれたり， 本来は異なる製品が時代の推移等と共に同一視されていっ

た可能性がある。 Srautasutra 儀規文献)の Paribhã詞(一般規則)にの戸を

ghrtáの ことであるとする規定を設ける学派もある。 文献がの'ya使用を規定して

も実際の祭式行為ではgh�材を 用い てい た 事が窺われる :VãrSrSu 1 1， 1 ， 1 9 

ghrtam ãjyasabdena ρratïyate. I ghrtaがのシαとい う語によって理解 されるJ ; 

KãtySrSu 1 8， 36 ghrtam ãjμliit gãt. I ghrtaがWãj戸』の代わりに [ 用いられる

べきである]。 主たる特徴の故にJ 30 

諸 々の乳製品の名称には中性名詞が多い。 元来加工過程や形状様 態を表す 動詞

派 生の形容詞で， 例えば ρáyas-( n. ミルク)を修飾していた可能性が考えられる

が， 語源 は必ずしも明らか ではない。 その中で， ゐ拘置は何らかの 経路で，j añj I塗

り付けるJ Iこ帰せられると考えられ ， バターのある様態を指し示していたものと

思われるo gh�がは，j ghar I滴らせる」の過去分詞(Verbaladj.)として「液体

にされたJ(バター? )の意味であった事が推測される。 návanïta- は náva- I新

しい 」 と，j nz I号|く」の過去分詞でバター加工の何らかの方法を背景に持つと思

われる。

1 . Pãli聖典に見られる乳加工関連の記述

P孟li聖典には乳製品の記述が随所に見られる。 それらには 1 ) 単一の乳製品

に言及するもの，2 )複数の製品に言及するもの， 3) 他の食品と 併 記するもの等

がある。 具体的な加工過程の考察には2 )が重 要であるが， 1 ) ， 3 )にも各製品

の形状等を述べる記述がある1 2 )は以下のように纏められる.

1-l. khïra→dadhi→削vanzta →sappz 令sappimanda : 

S III 2653-5， 27213 10， 27616-18， 2787-9; A II 9529-31; III 21918-20， 22022-24; V 1826-8; 

D 1 201お36; Pp 6917-19， 703-6 

1-2. khí ra， dadhi， navanzta， takka， sajうがゆañca go rasa-) : Vin 1 24433幻
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1-3. khira→dadhi→navanita : Ja VI 20613.16 

1-4. khira→dadhi→navanita→ ghata : Mil 4030_415 

1-5. khira→dadhi : Mil 4814.24 

1-6. dadhi→nonfta(叩vanita ) : M III 14319.21 ( cf. 14117.19) 

1-7. dadhi→takka : Mil 17323.29 

1・1. kh"ira→dadhi→navan"itα→sappi→sαrppimα"，4α 

このグループは， Pãli聖典において思想内容を喰える定型句として 11例あり，

中 9 例を Nikãyaが占める :

3 

S III 2653 汽 2721 3 .1 5 ， 2761 6-1 8 ， 2787-9;A 11 9529.31 ; III 2191 8却， 22022.24 ; V 1 8 2  

6.8; Pp 6917.19， 703.6 

seyyathapi bhikkhave gava khZraηt， khZramha dadhi， dadhimhil navanztam， 

仰vanïtamhil saPPi， saPPimha saPPimanào. tatra aggam akkhayati. 

それは例えば比丘らよ， 牛から khlra (生 乳 ) が， 生 乳 から dadhi (酸乳 ) が， dadhi 

から navanita が， 間avanita から saPPi が， sappi から saPPiman!þ が[生 じる]。それ

らの中で [saP.μ'manda が] 最上と言われる。

D 1 20125却は khzra�sappimarjàaについて 同じ文を記した後 5種が各々別個

の物 である事を述べているうsaPPimarj4aーの語は， Pãli聖典ではこの定型句の他，

Mil 31 810， 3221，4，7，9，10，1 2，1 3 (nibbarjaが saPPima'J'!.tf.aの三美点CgUrjaJ， 色 ・香 ・味

を持つ事を言う)に 用例がある。

1・2. kh"ira， d，αdhi， nαuαn"ita， takka， sappi : Vin 1 24433. 37 

この筒所 では 上記の乳製品がμñcagoras.α(5種の乳製品〔牛の精髄J)6として

列挙されている。 navanztaの直後に takka (Skt. takra-)が 置かれる点が 1・ 1.と

異なる。 saPPimarjtf.a 及び加工法への言及はない。

anujanami bhikkhave pañca gorase khZram dadhim takkam navanztam saPpim. 

santi bhikkhave magga kan必ra alゆodaka appabhakkha na sukara apatheyyena 

gantum. anujanami bhikkhave patheyyam pariyesitum. 

比丘 らよ 5種の乳製品を 私は認める。生 乳， 酸乳， takka， 即vanita， saPPiを 。 比丘

らよ， 歩きにくく， 水 が少なく， 食物が少なく， 旅の糧を持た ない者によって行く事
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が容易ではない ， そういう道がある。 比丘 らよ ， 旅の糧を求める ことを私は認める。

1・3圃khirα→dαdhi→navanit，α: J a  VI 20613 -16 (No.543， 

Bhuridattaj ãtaka G140) 

ここでは定型句の前半 3 種の加工11頂序が記される。

yathaρi khzram viparinamadhammam 

dadhi bhavitva navanztam ρi hoti 

evam ρi aggi viParinamadhammo 

tejo samorohatz yogayutto. 

例えば又変化を 本質 的性質 として持つ生乳 が ， 酸乳となった 後 ， 更 に navanlta にな

るように ，

同 様に 又， 変化を 本質 的性質 として持つ火 は ， 精神集中(yo ga)と 結びつくと ， 光熱

力 (tejas)へ と凝縮する。

1-4. khira→dαdhi→navanita→ghαtα: Mil 403 2-415 

yatha maharaja khzram duhyamanam kalantarena dadhi ρarivatteyya dadhito 

navanztam， navanztato ghatamρarivatteyya， yo nu kho maharaja evam vadeyya: 

yam yeva khzram tam yeva dadhi， tam yeva navanztam， tam yeva ghatan ti， 

samma nu kho so maharaja vadamano vadeyya ti. 

「大主よ ， 搾られている生乳 は時聞 が 経って駿乳に変わるだろう。酸乳から 即van tta

に ， navan tta から ghata に変わるだろう。人がもし ， 大王よ ， 生乳に他ならない物を ，

それは酸乳に他ならない ， それはnavan tta fこ他ならない ， それは ghata に他ならない ，

と論じるとしたら ， さて ， その人は論じていても ， 大王よ ， 一体 正しく論じる事にな

るだろうか。」と。

上述の定型句( 1- 1.)と異なり， navanztaの次に ghataを挙げている。

1・5. khira→dαdhi : Mil 4814-24 

以下は， khzra ( 生乳) であった 物が自然 に発酵 して翌 日に dadhi(酸乳)に

なる事を示している。

yatha maharaja kocid-evaρuriso gopalakassa hatthato khzraghatam kinitva t，ωs' 

eva hatthe nikkhipitva ρakkameyyα sve gahetva gamissamzti， tam aparajju 
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dadhi sampajj，の'Ya， so agantva evan:z vad，の'ya dehi me kh'iraghatan ti， so 

dadhirn dassの仰， itaro evan:z ωdeyya : nahan:z tava hatthato dadhiηz kinami， 

dehi me khzragha加z ti， so evan:z vade.刀α: αrjanato te khlran:z dadhi bhutm1 ti ; te 

vivadamana tava santike agaccheyun:z， kassa tvan:z mαharaja atthan:z 

dhareyyastti. 

「大王よ ， ある男が牛飼いの手から壷入りの生乳を買って， 他ならぬ彼 (牛飼い)の

手の中に預けて 『明 日 [それを]取って行 こう』と[言って]去るとしよう。その[生

乳]は次の日 に酸乳に変わっているとしよう。彼が(牛飼いの所に) 戻って来て次の

ように言うとし よう ， w私に壷入りの生乳を君は渡せ』と。その[ 牛飼い] は酸乳を

示すとしよう o 他方 ( =男) は次のように言うとし よう ， w私は君の手から酸乳を買

うのではない， 私に壷入りの生乳を渡せ』と。その[ 牛飼い] は次のように言うとし

よう ， w君が知らずにいるうちに， 君の生乳 は酸乳に変化した」と。そのように言い

争いながら彼らが君の前にやって来るとしよう。誰の理を君は支 持するだろうか」と。

'-6. d，αdhi→nonzt，α(navαnzta) : M III 14319.2 1  

seyyathapi， bhumija， ρuriso nonltatthiko nonltagaves'i non'itapariyesanañ 

caramano dadhin:z kalase asiñcitva matthena aviñjeyya， 

「それは例えば 又， Bhumijaよ ， ある男が non zta を求めており， nonita を探してお

り， nonz ta を探し 回る事を頻りに行っている場合， 酸乳を桶の中に注ぎ入れてから撹

排する事によって引き 出そうとするようなものである。」

この記述から ， 酸乳を桶( kalasa-， Skt . kalasa-) 7 Iこ入れて撹持する事により

nonzta ( navanlla)が得られる事が明らかになる。 桶以外の道 具への言及はない。

1・7. dadhi→tαkkα: Mil 17323 .2 9 

他方 ， 酸乳の撹枠により navanzta ではなく takkaが得られる事を示す記述も

ある。

yatha vaρanα maharaja dadhin:z manthayamano takkαm mantheηzzti voharati， 

nα tan:z takkan:z yan:z so mantheti， dadhin:z yeva so manthento takkan:z manthemzti 

voharati， 

例えば或いはまた大主よ ， 酸乳を捜排しているのに8 i takka を私は撹持する」 と(人

は) 表現する。彼が撹持している物 ， それはtakka ではない。 他ならぬ酸乳を撹枠し
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つつ， 1 takka を私は撹持するJ 9 と表 現 するようなものである。

takkaは定型句( 1- 1. ) が示す 加工過程には含まれていない。 dadhiから作られ

る点 で定型句の navanitaと一致するが， 両者を並列に記す 1- 2. より， 同義語で

ある可能性は排される。

1・8.

以上の 記述を総合して次 のような加工順序が明らかになる。

khira ( 生乳)

発酵 + 
dadhi(酸乳)

撹狩

; h品
sa'Âρimanda 

takka 

仰vanlta/nonzt，αも takkaも 共 に dadhiの 撹 枠 に よ っ て 得 ら れ る ( 1- 6. ， 

1- 7. ) 。 と ころで takkαは 液体としてVinに記され て い る ( 註 4 ) 。 他方 ，

navanzta/ nonltaからは saPPi C 1 - 1.) 乃至 ghata( 1- 4. ) が更に得られる。 ghata

(ghrtá) が発酵バターの一種としてVeda祭式以来用いられる事を考慮すると，

navanita/ nonïtaは発酵バターの 原料 となる乳脂肪塊であり， ωkka C takra) は

乳脂肪を分離した後の 液体 (バターミルク ) と 推測される。 ghataと saPPi

C sarpぬ) 乃至 sゆがmanrja C sarPirma'tJrja) との関係は現段階では不明 である。

2. Yajurveda学派のテキス卜における記述

2-1. 概 要

Veda文献の Srauta祭式は仏教興起以前の時代に体系化され ， その 詳細な 式

次第や作 業手順が各学派の Brãhm ana Iこ言及され Srautas utraに纏められてい
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る。 実際の祭式では種々の乳製品が献供物として用いられるが， 祭式中に乳加工

の作業が組み込まれる事もあり， 当 時の具体的な加工法を理解 する上で 重 要 な資

料 と な る 。 以下で扱う Rãjas uya祭( 王の即位儀礼) 10におけ る Mitráと

Brhaspátiとに対する 玄米(又は玄麦) 粥ωrúllの献供では， その調理過程及 び

材料 となる乳製品 布'Yaの加工作業自体が祭式行為として位置づけられている。

Mitrá にはミルク粥， Brhaspátiには iijya粥(ある 種のバター粥? ) の献供が定

められており， 祭式執行の詳細を伝えるY ajurv eda(YV) 系の諸 文献は， âjyaの

加工規定として中間製品である dádhi. návanltaの具体的な製法迄も述べている。

み'yaは návanitaを加工したものとされ ， Pãl i 聖典の ， 仰vanitaの後に saPPi或い

はghataを挙げる記述と異なる。

乳加工の過程は， 各文献の記述に基づいて以下の如く ① 搾乳 ， ② 凝固 ， ③ 撹

枠 ， ④溶解という4 段階に纏める事ができる。 但し ， 黒YV派の文献よりも後

の時代に成立したとされる 白YV派の文献が dádhi. návanztaとい った個々の製

品名を明記するのに対し ， 黒YV派の文献はそれを挙げていない。 YV学派は，

Samhitãの構成によって黒YV学派と 白YV学派とに分けられる。 即ち， 祭式中

の様々な場面で唱えるべき マントラを示す 韻文 部分と祭式の解釈等を述べる散文

部分とを Samhitãに一括して編集する黒YVと ， 両者を別個のテキストとして

編纂する 白YVと である。 前者にはMaitrãyaniya， Katha ( 及び， これに近 い

Kapi�tha1a-Katha) ， Taittiriyaの 3学派が ， 後者にはVãjasaneyi n派があり， 同

派は更に Mãdhyandinaと Kãnvaの2学派に分かれる。 白YVの方が黒YV よ

り後に成立したと考えられているが ， 当研究の範囲においても 白YV派が中間

製品の名称を特に明記した理由として ，時代が下るにつれて理解が及ばなくなり，

敢えて説明を要した可能性を挙げる ことができる。

①白毛の仔牛を連れた12白毛の牝牛から搾乳

CJ duh) (→Pãl iの khira Iこ対応)

a ) 容器の記述なし: MS， KS， TS， TB， SB (M. K) ， MãnSrSu， BaudhSrSu， 

VadhSrSu 祭主が自ら搾乳)

b) 革袋に13: HirSrSu 

c) 何らかの(鞍していない ? ， →註 16) 革袋に:

d ) 搾乳 ・毛色の記述なし KãtySrSu

17 4 
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②凝固(→dadhi)
a)自然 に凝固(svayarIJ .; murch) 

MS， KS， TS， MãnSrSu， HirSrSu， ÄpSrSu 

b) 自然凝固と人為的凝固( ã'; tañc)とを併記:

BaudhSrSu， VãdhSrSu (1自然、に凝固したJ svayammurta- ; 

「 祭主自らJ svayarIJ ãtanakti) 

c)人為 的に凝固させる ( ã .; tañc) : SB (M・ K)
d ) 凝固の記述なし : K孟tySrSu

③撹枠U manth) (→navanzta) 

a ) 自然 に捜狩: MS， KS， TS， MãnSrSu， 

b) dadhiを入れた袋14を結 びつけて車 を走り回らせ， 自然 に撞祥:

SB (M • K) ( dádhiを袋 に注ぎ 入れ ， 1何度も飛び跳ねよ」 と

唱える ) ， BaudhSrSu HirSrSu， ÄpSrSu， KãtySrSu 

c) 祭主自ら捜祥:VãdhSrSu 

④溶解 ( vi .; lt) (→ゐ戸:溶けた 発酵バターか。 溶解程度は不明。 )

a ) 自然 に溶解 MS， KS， MãnSrSu 

b) 日向 にぶら下げて自然 に溶解 ÄpSrSu， HirSrSu 

c) 溶解の記述なし : TS， SB (M・ K) ， BaudhSrSu， VãdhSrSu， KãtySrSu 

(1自然 に生じたJ svayarIJjãtam) 

以下， 個々のテキストに従って加工方法を確認していきたい。

2-2 黒Yajurveda 派の文献

2 -2 -1 . Sarilhitã (散文部分)の記述

Samhitãの記述は極めて簡潔で ， 加工法について ② 凝固 .; murch， ③捜枠:

.; manth， ④溶解 : vi、/ltという動詞が示されている だけである。

MS II 6，6 (p.6615 _675 )  

svaya仇rugnaya a.'イ'vatthasãkhãyãh þãtram bhavaty. átha svetã仇 svetávatsãm

duhanti. / tát svayám murchati. / svayárIJ mathyate. / svayamvil"ïnám åjyarIJ 

bhavaty. / átha maitrãbãrhasραtyá仇 havír nírvaþanti. yé kiìÓdiiìfhãs tandulâs 

17 3 



9 

tárrt biirhaspatyáηt carúiñぎが'árrt kurvanti. tátra tát piitram apidhiiyiijyam iisiりa

yé sthávi$thiis伽àulás tán áva.仰仰• ubháu sahá針áu kurvanti. maitréna 

ρúrvena prácaranti. 

自然に折れたイン ドボダイジュの枝から[作られた] 容器が用いられる15。次に白

い仔牛を伴った白い牝牛を( 彼らは) 搾乳 する。それは自然に固まる。自然に撹持

される。自然に溶けた物がiljya として用いられる。次にMitráと Bfhaspátiとに捧

げる供 物を( 彼らは) 準備して捧げる。最も小さ い玄 米 ( 麦 ) 達 ， それらを

Bfhaspátiに捧げる玄 米 ( 麦 ) 粥とし て( 彼らは) 煮られ た 物とする。 それ

( B白aspátiに捧げる粥鍋)の上にその( 上記の) 容器を被せてájya を注ぎ入れ ，

最も大きい玄米( 麦)達 ， それらを( 彼らは) 撒き入れる。 両方を共に煮られた物

と( 彼らは) する。Mitráに属する物を先に人々は作業 する。

KS XV 5 (p. 2126 -11) は， MSと ほぼ 同じ内容を記述している。

TS 1 8 ，9，2-3 

maitriibiirhasβ的lám bhavati. sve白ryai svetávatsiiyai dugdhé svayammurté 

svayammathitá ájya ásvatthe //2 // pátre cátuhsraktau svayamavapannáyai 

sákhiiyai， karná弘正cákarnã;ms ca taηàulán ví cinuyiid. yé karnáh sá páyasi 

biirhω:patyιyé 'karn劫sá ájye maitráh.…//3 // 

Mitráと Bfhaspátiとに捧げる[ 献供が行 われる]。白い仔牛を伴った白い牝牛から 搾

乳 された[ミルク ] の中に ， 自然に凝固し ， 自然に撹持されたゐ�a の中に ， 自然に落

下した枝から作られた 四角いインドボダイジュ製の容器の中に， 籾殻(f 耳 J)のつい

た物と籾殻(耳)のない物とに玄米( 又は玄 麦)達を( Adhvaryu 祭官は) それ ぞれ

別々に入れるべきである。籾殻(耳)のついた物達， それらがミルクの中に[入れら

れて] Bfhaspátiに捧げる[玄米( 麦)粥として用いられる]。籾殻(耳)のない物達，

それらがめ知の中に[入れられて] Mitráに捧げる[玄米( 麦)粥として用いられる]。

枝から作った四角い 容器については SB( 2・3.) を見よ。 TB 1 7，3，7-8 (乳加工

に関する新 情報はなし) には， Mitráと Bfhaspátiとの関係を祭官と王との相互

補助の関係になぞらえる記述がある。
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2-2-2. Srauta-Slitraの記述

凝固 ・ 撹枠等の具体的方法に関する 情報は， 黒YV 各派の Srauta-Sütra 儀規

文献) から得る事ができる o Srauta-Sütraは， 祭式において実際に 行われる 行為

を細 かく規定した文献である。 MaitrãyaIJ.ïya派に 属する MãnSrSü IX 1，2，1-

4( p . 1 8 6) の 記 述 は ， Samhitãの 記 述 と 殆ど相違な い 。 Taittirïya派 の

BaudhSrSü XII 5・ 6に つ い て は稿末の 付記参照。 これ に 対して ， 何れ も

Taittiriya派に属する Ãpastarpba- 及 びVãdhüla -Srauta-Sütraにはより詳しい記

述がある。 ÃpSrSüは Samhitãが “ svayátn vi万nám と記す のμの製法を具体

的に述べ， 玄米( 麦) の 脱穀回数と粥鍋使用とを明記する。 また ， VãdhSrSüは

頻出する “ svayám" を「自然 に」 ではなく「祭主自ら」とする ， 新しい解釈を

示す。 なお ， 各 段階における製品名は Samhitãと 同様に Srauta-Sütraも明記し

ておらず， 後代の 註釈文献に示される製品名は註釈者の 経験・伝承， 或いは SB

等の対 応、箇所に基づいて補ったものと推測される。

ApSrSü XVIII 11，2 -6; 12 -22 

svayamavapanniíyií iísvatthasiíkhiíyai maitratn piítratn catuhsraktitn karoti./2 / 

svetiítn svetavatsiím iímastye16 drtau duhanti. /3 / tat svayam murtam samyogena 

ρarivahanti. /4 / tat svayam mathitam iítaρe visajanti. /5/ tat svayam vilznam 

aJyam bhavati. /6/…ρiitrasamsiídanakiíle biírhaspatyam carUm maitram ca 

piitram kaPiiliíniim sthiíne prayunakti. /12 /  trisPhaltkrtiíms tanduliin 

vibhiigamantrena vivinakti karniím正ciíkarniíms ca./1 3 /  ksodisthiims ca 

sthavisthiíms cety eke./14 / ye karniih sa ρα�yasi biir加spatyah./1 5/ yαdii針。

bhavαちI athainam maitrena ρiítrenapidadhiiti. /16 /  tasmin svayamvilînam 

iínayati. /17 /ρavitravaty iíjμ 'karniin iivapati./1 8 / tiiv uttariidharau karoti./19/ 

evam saha srtau bhavatah./20 / biírhaspatyam iisiidya maitram iisiidayati. /21 1 

evam ρmιarati./22 / 

2 白然 に 落下し た イ ン ドボダ イジュの絞か ら Mitraに 捧 げ る 四角L、容 器を

(Adhvaryu 祭官は)作る。 3 白い仔午 を伴った白い牝牛から，生の(膝していない? ，
惨註 1 6) 皮袋 drti の中に，(彼らは) 搾乳 する。 4.それが自然に凝固したら (車に)

一緒に 結び、つける事によって(彼ら) は運びまわる。5.それが自然に撹持されたら日

向にぶらドげる(又は， 1"ぶら 下げて分ける」 か? ) 0 6.それが自然に溶けたらの'y a

として用いられる。 .12用具 類を揃えて並べ置く時に， Brhas patiに捧げる深鍋と
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Mitraに捧げる容器とを皿等の代わりに(彼ニ Adhvaryu)は用いる。 13 .三度脱穀さ

れた玄米(麦)達を「弁別のmanfra J を唱えながら籾殻(耳)を持つ物達と籾殻(耳)

のない物達とに， 別 々に分ける。 14. ある人々は， 最も細かい物達と最も大き な物達

とに(分ける)(と 言う)170 15. 籾殻 (耳)を持つ物達， それはミルクの中に [入れ

られて JBrhas patiに捧げる [玄米 (麦)粥として用いられる Jo 1 6. (その玄米 (麦)

粥が)煮られた物となったら， 次にそれ (=ミルクと籾殻付きの玄米 (麦)とが入っ

た深鍋)に Mitraに捧げる(玄米 (麦)粥の)容器で蓋をする。 17 その(容器の)

中に自然に溶けた物(=iij戸)を注ぐ。18.浄めの草束を 添えた a J.戸の中に，籾殻(耳)

のない [玄米 (麦)J達を撒き入れる。19 そういう両者を上と 下とに為す (重ね合わ

せる)0 20 以上のようにして， 共に煮られた物と なる。 21. Br has patiに属する[玄

米 (麦)粥を入れた深鍋] を火から下ろしてから， Mitraに捧げる[玄米 (麦)粥]

を彼は(鍋の上から) 下 ろす。 22. 以上のように作業を進める。

HirSrSu XIII 4， l6 � 1 8の記述は， λ pSrSuと酷似してい る。 両テキスト は

Sari1 hitãが特記しない 革袋使用を搾乳の際に規定している。 尚， 白YV学派に属

する SB(後述 2- 3.)は搾乳後に dádhiとなった物を革袋に入れるべく記してい

る。 革袋の 原語等詳細は註 1 3， 14及び16参照。

同じく黒Y V学派に属するVãdhula派の Srautasutraは svayámを「祭主 自ら」

と解釈する18。 ①搾乳②凝固 ③揖搾④溶解 (匂拘)という順序自 体に 相違は

ない が， その都度採られる方法は 全 く違ってくる。 殊 に ， dadhiの製造 を

ii../ tañcという動詞で示す点は， svayámの解釈と密接に関わり， 後述の SB(M'

K)と共通 する。

VãdhSrSu X 3， 49�55 

E伽Iy ahiini CJうrasiddham eviisya) svetiim. svetavatsiim. svayam dogdhi， svayam 

iitanakti， svayam mathniiti. svayam asvatthasya siikhiim avavr，ぎりα

catuhsrakticamasam karoti //49// etasyaiρayo nidhiitavii iiha //50 // vasanti //51 // 

ρriitar maitriibiirhaspatyam. havir nirvalりαti //52 // svetiiyai svetavatsiiyai dugdhe 

svaya[mJmu (-rte svayam mathita ii.かa iisvatthe ρiitre catuhsraktau 

svayamavapannayai siikhiiyai kamiim.s ciikarηiim.s ca tanduliin vi cinoti / atha 

vai bhavati ye karηιh sa payasi biir加spatyo， ye加miih sa iijμ) maitrah //53 // 

maitrena biirhas仰tyam apidadhiiti //54 // etac chrta eva maitreηa nalVaram 

biirhaspαtyam meksayati //55/f19 

17 0 
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4 9 .それらの日 々の間， (言うまでもなく彼 [=祭 主1自身 の)白い仔牛を連れた白い

牝牛を(祭 主 は)自ら 搾乳 する ; 自ら 凝固させる ; 自ら携排する ; 自らインドボダイ

ジュの枝を切り落として四角の柄杓を作る。50 その(牝牛の)ミルクを取って 置く

ように(Adhvaryuは祭 主に) 言う 。51彼らは一夜を 過ごす 。52. 翌朝， Mitraと

Brhas patiとに 俸げる供物を (彼は) 準備して捧げる。53. 白い仔牛を連れた白い 牝

牛から 搾乳 した [ミルクの] 中に， 自然に凝固し(= svayammurte )， 祭 主自ら撹狩し

[てでき]たの戸の中に， 自然に落 下 した枝から作った 四角 いインドボダイジュ製の

容器の中に， 籾殻(耳)のついた玄米(麦)達と籾殻(耳)のついていない [玄米(麦)

達]とを別々に 〔入れ] る。次に， 籾殻(耳)のついた物達， それらはミルクの中〔に

入れられてJ Brhas patiに捧げる [玄米 (麦)粥として用いられる] のだ。籾殻 (耳)

のついていない物達， それらはiijya の中日こ入れられて JMitraに捧げる 〔供物とし

て用いられるJo 5 4 . Mitraに捧げる [玄米 (麦)粥 ]により Brhas patiに捧げる [玄

米(麦)粥]に蓋をする。55 .それに火が通ったらすぐに， Mitraに捧げる [玄米(麦)

粥]をBrhas patiに捧げる野生米 (籾殻付きの玄米 (麦)) [から作った粥] に混ぜ合

わせる。

svayámの解釈が異なる 原因として ， 時代と共に聖典理解が 困難 になった事が考

えられる。 更に， 日常的に為される 加工法が 変化 して聖典に記される 加工法との

聞 に 不一致が生じた可能性もある。 殊に dádhiについては単に 放置する 「自然」

発酵 から スター ター( 種菌)等を 添加 して凝固を 促す( ii.，! tañc)新しい 加工法

の導入が推測される。 dádhiの製造法と ã.，! tañcについては， 稿を 改めて詳しく

検討したい。

2-3 白Yajurveda 派の文献

祭式行作の概要 は上述黒YV派の諸 文献により明らかになる。 次に， 白YV

派の SBの記述を 検討したい。 こ こでの特記事 項は， 1 )  dádhi製造を示す 動詞

として ii.，! tañcを用いる事， 2)革袋の使用は dádhi 製造後である事， 3)革袋 を

繋い だ車 を走らせる際に唱える m ant raが示されている事， 4) návanït，α溶解の

記述がなく návanztaを a;戸として 用いるべく規定していると読める事である。

SB (M) V 3 ，2 ，4-8 

. . . tásmãn maitrãbãrhasþatyám carúm nzrvalりati./ / 4 /  / tásyiivft / yã 

svayamρraSirnãsvatth'i 正Ztkhã ρrãä vód'iä vã bhávati， tásyai maitrám þiitram 
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karoti. varunyà vá e$á yá μraSúvrknáthai$á maitYÍ yá svayampraSirná. tásmiit 

svのlampraSirrtayai sákhiiyai maitrám戸tram karoti.//5// áthiitácya必dhi / 

vínii(a iistりα rátham yuktvabádhya dédiyitava iiha. tád yát svayamuditám 

návanttatyt. tád iijyam bhavati. 加問ηyàm vii etád yán mathitám. áthaitán 

maitrátyt yát svayamuditám. tásmiit Sl仰amuditám みiyam bh沼vati(注21参照) . 

//6// dvedhá tandulán kurvanti./ sá yé 'niyiiinsáh páribhi仰iis té biirhaspaちlii.

átha yé stháviyiimsó 'paribhinniis té maitra. ná vái mitráh kám caná hinasti. ná 

mitrám kás caná hinasti. nàinam kuSó ná kán(ako vûうhinatti. 仰sya vrá仰ぎ

caniisti. sárvasya hy èvá mitró mitrám.//7 // átha biirhaspatyám cayúm 

ádhisrayati./ tám mait11向a pátrenáPidadhiiti. tádゐiyam ánayati. tát taηdu防t

ávapati. sá e$á u$mánaivá srapyate.ωrunyò vii e$á yò i伊ínii耐'ó. 'thai$á maitró 

yá u$mánii s，げの. tásmiid u$mánii正1:f;ó bhavati.…//8 // 

4・…それ故 ， Mitráと B�as pátiとに献ずる玄米( 麦)粥を(彼は)準備して捧げ

る。5.その次第は[ 以下の通り]。自然に折れ落ちたイン ドボダイジュの枝で， 東向

き 或いは�t向きのものがあれば， それから Mitráに捧げる容器を彼は作る。 斧で切ら

れた [枝 ]， これは Várunaに属するのだ。他方， 自然に折れ 落ち た[枝]， これは

Mitráに属する。それ故， 自然に折れ落ちた枝から Mitráに捧げる容器を彼は作る。

6次に， dádhi を凝固させてから ， 革袋( vínilta-)の中に注ぎ込み， 車に( 馬を)つ

ないでから( 革袋を) 結ひーつけて， 何度も飛び跳ねるように言う( 唱える)200 自然に

上がってきた物 ， それがnávanita である。それがiljya として用いられる。撹排され

た物， これは Várunaに属するのだ。他方， 自然に上がってきた物 ， これはMitráに

属する。それ故， 自然に上がってきた物が ゐ戸として用いられる210 7 .二通りに玄米

( 麦)達を( 彼らは) 分ける。細かめの 砕けた[玄米( 麦)達]， それらは B�as páti

に属する。他方 ， 大きめの 砕けていない [玄米( 麦)達]， それらはMitráに属する。

Mitráは如何なる人をも害さ ないのだ。Mitráを如何なる人も害さ ない。 この人( 祭

主 )を kusá草 も練も傷つけない。彼には( かすり)傷さえもない。なぜなら ， Mitrá 

はまさしくす べて人の友( mitrá-)であるから。 8 次に， B�as pátiに捧げる [玄米

( 麦)粥を入れた] 深鍋( ca 7Ú-)を( 彼は) 火にかける。それに Mitráに捧げる容器

(pátra-)で蓋をする。それ( Mitráに捧げる容器)に a J.戸を注ぎ入れる。それに玄米

( 麦)達を撒き 入れる。すると( sá) これ( Mitráに 対する玄米( 麦)粥)は湯 気の

みによって煮られる(蒸される)0[ 直] 火で煮られた物 ， これは Várunaに属するの

だ。他方， 湯 気のみによって煮られた(蒸された)物 ， それはMitráに属する。それ

故， 湯 気によって煮られた(蒸された)物が用いられる。
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Kãnva派の SBVII 2， 1， 6 -9は上記の Mãdhyandi na派と若干表現が異なるだけ

で ， 内容は同一である。 尚， 白YV派の儀規文献 KãtySrSu XV 3， 42の記述は

極めて簡潔で ， cbaの形容句に svayamjãtarr;とある点だけが異なる。 枝から作

る四角い 容器は， 鉢のような彫り抜き型ではなく， 校を組合せた蒸篭のような物

と考えられる。 SB ではBf haspáti に捧げる粥を湯気で煮ると明 記されている。

湯気による調理を可能にする蒸篭のような容器に玄米より先に入れられるのであ

るから ãj戸は比較的溶解の度合が低かったものかと推定される。

3. おわりに

Pãli 聖典の定型句( 1-1.)が挙げる 5種の乳製品の加工 順序は， 前半の 3つの
段階がバラモン教の特定のVeda祭式において為される乳加工の順序と概ね一致

する事を確認した。 すなわち， 生乳( khïra)を搾乳した後に発酵 させて酸乳

( dadhi)を作り， それを撹排して乳脂肪塊( 仰vanïfa)を作る。 これを溶 かし

た物がめ戸である。 しかしYV諸学派の儀規文献や後代の 註釈によると ， 発酵

の方法は一様ではなかった事が推定される。 撹狩法も仏典とVeda文献とでは異

なる。 Rãjasú yaの記述は svayám 1"自然、に」 というテーマで貫かれた特殊な古い

製法を反映する可能性があるとしても ， 精製過程・)1頃序 そのものは仏典の定型句

と一致し仏典の定型句が実際の乳加工法を下敷きとしている事はほぼ確認でき

る。 今回採り上げなかった様々な乳製品( ãtáñca仰， srjá， ãmz'k�ã， másfu 等 )及

びsarPis 等についても， 具体的な出典に基いて同定する必要がある。

注

例えば， PRAKASHの pt.2(食物編)はインドにおける食物の歴史 を幅広く扱っ

ており， そ こに記される乳製品の名称も 多岐に瓦っているが， 出典の検証と加工

法の分析 が不 十分である。

2 KERNと そ れ に 基く CPD s.v. ajjaー及びajj hena-m-a ggimを 参 照 :Ja VI 2072 

(verse) ajjhenamaggim idha tappayitvã : “feeding the sacred fire with c1arified 

butter". r祭火を満 足させる」については A V 2341718 : μ hute叩casゆがたた叩

仰vanltena a ggim santappenti r そして， 卜分な sappitela(5ゆかから 取った油?) 

を用いて， 仰vanzta を用いて祭火を (彼ら は) 満 足さ せ る」 が参考になる。
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ghata については PTC及び PTSD参照。

3 Paribhasaにつ い て は ， HILLEBRANDT， pp.18-19及 びSrautakosa， English 

Section vol. 1  part 2， pp.944-978参照。 尚 ， VarSrSû.と同 じく Maitrãyanlya派

に属する MãnSrSuは の'ya の代用品として ghrtá を挙げない VIII 2，1- 3: iijya間

nirvapati /1/初da必bhe tailam pratinidhis. tadaliibhe dadhi payo va. tadaliibhe 

yavaPistiini tandulapistiini vii./2/ adbhih samsr jyiijyの幼iin kurvlta./3/: 11. iijya を

彼は準備して捧げる。 2それが得られない場合は， 胡麻油 が代用品である。それ

が得られない場合は， 酸乳かミルク が[代用品である]。それが得られない場合は，

すりつぶしたオオムギかすりつぶした玄米 (麦)かが[代用品であるJo 3 . L前述

の穀頬を? J 水と混ぜてから a J.知の為の物 ( =iij仰の代用品 )たちと為すべ きで

ある。」

4 例えばJa 1 44829 (da dhi と kh'ira が常に白く ， 入れられた容器に従って形を変え

る→液 体で あ る ) ; Vin III 11222. 23 (takkava抑制. khiravanna・dadhivanna • 
sajゆtv仰加 を sukka 1精液」の色の例として列挙 ) ; Vin IV 11231-33 ( 水遊びを

禁じる規定中に kh'i ra とtakka とを挙げる)

5 長阿合経巻17(28)布日も婆棲経(T1， 112bl-5) 1警如牛乳 。乳変矯酪酪潟 生 蘇 生 蘇

主主熟蘇熟西正潟醍醐。醍醐主主第 ー 。 象首 。 嘗有乳 時唯名局乳 。不名主主酪目玉醍醐 。如

是展車専 。 雫醍醐 時唯名醍醐。不名潟乳不名酪西示。 象首 。 此亦如是Jo 5種の各訳 語

は 必ずしも統一されていない。 漢訳仏典における乳製品の訳 語の問題については

別に論ずる。

6 Atthakathãには gorasa- 又は 戸añ cagorasa ーの語 が 散 見する o PTSDの挙げる用例

は以下の通り: DhA 1 1581.5， 3234， 396 20_3971; VvA 1473; SnA 322110 バラモン

・ヒン ドゥ一法典 類にはpañca-gavya(牛に由来するもの5種)を Prayascitta (罪

を犯したときの浄化 法 )に用いる規定がある。5 種は牛尿 (gomidra- )， 牛糞

(go側�ya -)， 生乳 (ks'ira-)， 酸乳 (dadhi-)， sarpis 発酵バター のl種ワ )であ

る。 KANE， vol. 11 p . 773及びvol . IV p.141参照。

7 Paliにおける kalasa の用例は例えば: Ap 11 548 7， 57517 (kalasii va payodharii ) 

Ja-a 1 453160 Pãli及び Veda文 献にはudakalasa -(udakalasá -)の語 も ある。 更 に

Veda祭式では dronakalasá- 1木製の桶」が用いられる。 何れにせ よ液体を入れる

桶乃宅バケツのような物であったと考えられる。

8 manthayamimo fこ見られる -amii叩ー型の 現在分 詞は ， I� なので J 1 � なのに」を

強調 する目的で用いらる傾向がある( cf.samiina - < ，; as : �であるのに)0 1- 4 

の用例中のva damano をも参照。

9 結果の Acc.の用法。 実 際 撹持しているのは da dhi であるが ， 結果を先取りして

takka を目的語とする。「お湯を沸かす ( = 水を沸かしてお湯にする)J 1服を縫う

(=生地を縫って服にする)J にあたる表 現 。
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10 HEESTERMAN， pp.58-61及び WEBER， p.26 参照。

11 永ノ尾1984参照。

12 搾乳 される牝牛が仔牛を連れているのは， 始 めに仔牛 に乳を 吸わせて 搾乳作業を

スムーズに行う為 であ ろう 。仔牛が乳首を 吸う事 で牝牛の泌乳 が促される。例え

ば， SB XIV 2，1，9-10 (Pravargya) ， Å pSrSu 1 12，8-13，2及び 14，7(Sãmn ãyya) 

参照。祭式 用語としてρra� diiが多 く用いられる(pratf<ふ「仔牛をあてがわれた ，

近づけられた 牝牛 / 牝牛 に近づけられた 仔牛 J)o CALAND PB， p.336( XIII 9，17) 

参照。文化人類学の分 野では「乳利用の民族誌』に， 前 もって仔牛 に乳を 吸わせ

る 等の 様 々 な 地域における 搾乳 法の報告が ある 。 南部イラク から 出士した

BC4000年紀の装飾版にも， 搾乳 されている牝牛の仔牛二 を連れている様子が 描か

れている。搾乳 から バター製造 に至 る過程を 描いた ものと思われる。足立 1980，

pp.154-157参照。

13 後に示すよう に， 革袋( dfti-， vin ata -)の用法は文献 により異なる。Taittiriya派

に属する HirSrSu， Å pSrSuが 革袋にkszrá を 搾り出すのに対し ， SB ではM， K 

共 にks zrá を dádhi にしてから 袋に注ぎ 込むとしている。

14 容器 である 革袋の語 に白 YV派に属する SB(M)と KãtySrSuとが víi加taーを 用い

るのに対し ， 同派の SB(K)及び 黒 YV派の 文献 はdftiー を用いている。後省は

RVをはじめ用例 も多 く ， ごく 一般的 な 語と見 て よ い 。 写V VI 48，18. : dfter 

iva te 'vrkám astu sakhyám / áchidra勾la dadhanvátah súpurnasya dadhanvátah // 

「君との友好関係は皮袋のよう に危険のない ものであれ / 破れ目のない ， dádhi 

を入れた(草袋のよう に)， 十分 に満 た された ， dádhi を入れた(草袋のよう に)J。

dfti は液状の物の容器として用いられる事 が多 いよう である。TS VII 5，6，2. : yád 

áhar nótsη
.
のur yáth a dftir úpanaddho vipátaか evám samvatsaró vi pated 1"もし人

が 一ー日 を 空にしないとしたら ， 丁 度( 一杯に満 た されて) 口の閉じられた 革袋が

弾け 散る( 破裂する) よう に， 同 様に， 歳(一年間)は弾け 散る ことになろう 。」

とあるよう に， 破裂するまで膨 らませる事 が できる， 気密性 の高い物と考えられ

る 。 又 ， こ れを 輸に用 いる例 もある 。 cf. RV VII 89，2 0 他 方 ， vin ataー は

BaudhSrSuの 以 下の箇所 に類似の語 ( vin ada- / vin ala -ー地域・時代 による音韻 変

化? ) が見られる程度で， 特殊な 話と考えられる: tesu k ala eva dadhi vinal an 

asaめのanti . a gatesu rathesu yad vin alesu navanttam utszdati tad 

vil apyo砂uy a jyakumbhe p raかasyati. 11 (XVIII 20， p.36610.ll， p.36710.12) 1"丁 度良L、

時に， それら (車違) にdadhi [を入れた] 革袋達を彼らはぶら下げる。 一 戦車

達が こちら にやって 来 た 時， 革袋達の中 で仰vanzta が分離していれば， それを取

りのけ ， (それだけを) すくい上げて a jya 用] の壷の中 に入れる J :ρayasah 

samasecana iti // drtau v a  viniide va samasiñced iti baudh ayano. nav ay am kumbhy am 

iti i altkih . // svayam krtesv iti // sut ram i alzker . atro ha smaha baudh ayano 

1 65 



17 

gony asapramrdi傾向丘m kus an am bω'hih samnahyet svayam ρatit an am kasth an am 

idhm四m，yad eva vedyai r upam s a  vedir . drtim v a  vin adam v a  ratha adh ayaρarivahed 

yat tatra navanitam utsidet tad Gり戸間syad iti. // (XXII 17， p ，14PI5， XII 5に対す

る Dvaidasutra)r ミルクを 完全 に注ぎ空ける事について， drti の中か vin ada の中

かに完全 に注ぎ空けるべきであると Baudh ãyanaは (言う )。白likiは新しい 土鍋

( cf .  RAU， p .19)の中に， と (いう )0 W白然に 作られた物たちの中に」云々とい

うのは S ãlikiの sutraである。 これについて， Baudh ãyanaは次のように言って

いたものだった: 牛が踏む事によ って柔らか くされたクシャ草 達か ら成る 敷草を

集め備えるべし。〔そ して] 自然に落 下 した木片 から成る焚き木 をo vedi の形 をし

ていさえすれば， それが vedi である。drti を， 或いはvl仰da を積ん で戦車を走り

回らせるべきである。その時navanita が分離するならば， それを ajya として用

いるべ し， と」。 これらも乳 加工 に関する記述であるが， 二つの切 によ って，

vin ada-とdrtiーとは別々の道 具 と 見 な さ れ ていたと解釈 さ れ る。 こ の 箇 所 の

vin ade には， Vl叩le (GUC') /vi叩le ( the other MSS . and the Viv ，)という 異

説が挙げられているo SB 中の用例は前掲箇所 のみ。 尚， ミルクを入れた 革袋を

揺らす事によ って撹狩 し， 脂肪塊 を分離させる手法は今日 でも 中央・西アジア，

アフリカ等で行われている。 『乳利用の文化史』参照。

15 bhavati r 生 じる， 現れる」 は， 祭式 文献ではr (目下行 われている祭式の場面 で)

用いられる」という意味 になる。

1 6  語義語 形共に不明。 異読 は amatsye， amaste， amatsye o Sãyanaは TS 1 8，9に 対

する註 で当該箇所 を 引用する 際にd仰'asya とし amrena pusparase附lePit ay am

drtau duhanti rマンゴー によ って， [つまりその] 花 の蜜 によ って塗り付けられ

た 革袋の中に彼らは搾乳 する」と説明する (d巾は本来男性名 詞であ るが， 後代

に は女性 名 詞と して 扱 わ れ て い る )。 一方 ， S ãyana 以前と さ れ る Bhatta

Bhaskaraは同所 に 対 し amastye の 語 を採 って 註釈 す る 。 T ãlavrntaniv ãsin

(ÄpSrSu-Prayogavrtti， cf . CALAND， p .134， XVIII 11，3 .  n .2) は当該箇所に対し

d仰stye として註 記する。λpSrS u自身 の異読 には amra明がない事から， 実 際

の伝ゑは amastye であ ったと考え， 以下に解釈の可能性を挙げるo amasかe: amá

(生 の/熟していない / 加熱していない )と， das の抽象 名 詞 stf- から作られた

*ama -sti -の形容詞 amasty止「生 の状態 にある物 (を伴 った )J の Loc. sg . masc. 

か。stf-は初期 の Veda 文献に 見られる古い語 。 LIEBERT， pp .12及び 33f参照。

この語によ って， r生草， なめしていな い革 J， I加熱していな い牛乳 」或いは「熟

し て い な い 果 物 」 が意 味 さ れ て い た可能性が あ る o Tãlav . は amastye

amathitap urve ame v a  í amastye とは， まだ撹枠されていな い， 或いは， 生 の(加

熱していない)[ という意味 であるJJと註記し 牛乳を想定していたと考えられる。

一方「熟してい な い 果物 」 に関わ る限定語と考える場合 ， dádhi 製造に用いる
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iitáñcana CAgnihotra 祭に用いた牛乳の残り等， 凝固 促進に用いられる 添加物 )と

の関連が想起される。 これは新月祭の準備 祭に組み込まれる Sãmnayya(ミルク

と殴 乳 dádhi とを混ぜた物 )の献供で用いられるが， その代用品の 1つに kvàla Cナ

ツメのl種)が挙げられている。 Sãyanaのiimra 使用説と何らかの関連を持って

いるかもしれ ない。 Samnayyaについては稿を改 めて検討する。 尚 HirSrSuの

対応箇所 (XIII 4，16)ではiimraりa， Mahãdevasãstrin (20C)の註釈にはamastye，

彼による ÃpSrSti同所 の引用にはiimrasya の読 みが採られているが， 彼の注 釈は

Sãyanaの TS 註と共通する 点が多 く， 実際のテキストの伝 承はiimastye であった

(Sãyanaに倣って読み 替 えたりものと思われる。

17 tanduláをsthávista -/ksódisthaー で分けるのは， MS， KS (ksodlyiims-/sthavzァiims-)

及び HirSrSuo 2 - 2 - 1参照。 SB(M)V 3，2，7(後述2 - 3.) はánzyams- Páribhinna

「細かめの， 砕けた J /stháv'iyiims- áParibhinna- I大きめの， 砕けていない J ; 

担 ( K): Páribhin加ー /áParibhinnaー。

18 但し svayamurteく=svayammurte)は「自然、に凝固した J と解 すべきであ ろう 。

svayamの 解 釈と 関 わ る 以下 の規定と関 連 す るか 。 ÃpSrSti XVIII 11，10 

athaikesiim // ardham vedyiih kurvanti . !  ardham svayam krtam.// ardham barhir 

diiti . /  ardham svayam dinam upasa1仰向。hyati .//ardham idhmasya vrscati . /  ardham 

svayam vrkηam./10/ I一方， ある人々の[ 見 解では] : r vedi の 半分を彼らは作る。

半分は自然に作られた物である。barhis (祭式に用いる 敷草 の束)の半分を彼ら

は刈る。自然に切断された半分を併せて彼は共に束ねる。 薪の半分を彼らは切る。

半分は自然に切られた物である J(と)J。 同所に 対する CALANDの註(p.135)参

照、。 この事 は BaudhSrSti XXII 17 (Dvaidastitra)にも述べられている。

19 原文中の( )部分は， 写本の省略を校訂島が他のテキストから補ったもの。 53

は TS(前出 2-2・1)に基づくと考えられるが， TSにはcinoti ではなく cinuyiit が

ある。

20 馬車を走らせる 際 ， Mãdhyandinaが lnf.十 iiha で mantraの内容だけを示すのに

対し， Kãnva (VII 2，1，7)はeténa dediyadhvam t'ti . : Ir それと一緒に君達は何度

も飛び跳ね よ』と (唱え る )J という mantraそのものを明記している。 cf.

GIPPERT， J.: Verbum dicendi + lnfinitiv im lndoiranischen. (Münchener Studien 

zur Sprachwissenschaft 44. 1985. p.29ff.)。

21 WEBER版 ， Bibliotheca lndica版， Kashi Skt.Ser.版は bhávatiと副文アクセン

トに しているが， 主節の定動詞とする Kalyan-Bombay版に従う 。 直前のtád

iijyam bhavati，更 に 8. のtásmiid usmánii srtó bhavati を参照。
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略号表

足 立 1980

1998 

A 

Ap 

ApSrSu 

BaudhSrSu 

CALAND ApSrSu 

PB 

CPD 

D 

永ノ尾19 8 4

HEESTERMAN 

HILLEBRANDT 

HirSrSu 

Ja 

KANE 

KASHIKAR， C. G. 

KãtySrSu 

足立達『牛乳 生乳から乳製品まで』 柴田書庖， 1980 

足立達『ミルクの文 化史』東北大 学出版会， 1998 
Anguttara-Nikãya: Ed . MORISS， R.， HARDY， E. London 

1885-1900 (PTS). 

Apadãna: Ed. LILLEY， E. London 1925-1927 (PTS). 

19 

λpastamba-Srauta-Sutra: Ed. GARBE， R.: Ca1cutta 1882， 1885， 

Baudhãyana-Srauta-Sutra: Ed. CALAND， W.: Ca1cutta 1904--1924. 

Das Srautasutra des λpastamba. Göttingen-Leipzig 1921， 

Amsterdam 1924， 1928 [λpSrSuの翻訳 ]

Pañcavimsa-Brãhmana (tr.) Delhi 1931 

A Critical Pãli Dictionary， begun by TRENCKNER， V.， ed. 

ANDERSEN， D.， SMITH， H.， HENDRIKSEN， H. voLI， Copenhagen 

1924-1948， Vol.II (fasc. lff.l， Copenhagen 1960ff. 

Dïgha-Nikãya : Ed. RHYS DAVIDS， T.W.， CHARPENTER， J，E.， 

1890-1911 (PTS) 

「 古代イン ド祭式文献に記述された穀物料理J，r国立民族学博物

館研究報告� 9-3 ( 1984)，521-532. 

HEESTERMAN， J.C. : The Ancient lndian Royal Consecration. The 

Rãjasiiya descibed according to the Y ajus texts and annoted. 's

Gravenhage 1957 

HILLEBRANDT， A. : Ritual-Litteratur. Vedische Opfer und 

Zauber. Graz 1897 

Hiranyakesi-Srauta-Sutra : Ed. Anand必rama-Skt.Ser. 53 : 

Satyãi?ã<;lhaviracita� Srautasiitram. 1907 -1932 

Jãtaka: Ed. FAUSBØLL， V.， London 1877-1897. 

KANE， P. V.， History of Dharmasãstra， Poona 1930-1962 

A Survey of the Srautasiitras. Journal of the University of 

Bombay， Vol. XXXV ( New Series)， Part 2， September 196 6 .  

Bombay 196 8 

今Srautakosa.

Kãtyãyana-Srauta-Siitra: Ed. WEBER， A. Berlin-London 1859. 

(=Chowkhamba Sanskrit Series 104， Varanasi 1972) 
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KERN 

KS 

LIEBERT 

M 

MãnSrSu 

Mil 

MS 

『乳利用の民族誌』

PTC 

PTSD 

Pp 

PRAKASH 

RAu 

RV 

S 

SB (M) 

(K) 

Ed. Pandit Nityãnanda Panta Parvatiya (pt.1). Benaress 1928; 

Pandit Gopãl Sãstri Nene and Dogrã Anantrãm Sãstri (pt.2). 

1939. 

Ed. Pandit Sri Vidyãdhara Sarmã. Benares City 1933-1937 (?) 

Ed. (XVまで)， transl. H. G. Ranade: Poona 1978 

KERN， ]. H. C.: Toevoegseln op 't Woordenboek van Childers. 

Amsterdam 1916 

Kãthaka-SamhitA: Ed. SCHROEDER， L. von. Leipzug 1900 -1910 

LIEBERT， G.: Das Nominalsuffix田ft'- im Altindischen. Lund 1949 

Majjhima-Nikãya: Ed.， TRENCKNER， V.， CHALMERS， R. London 

1888-1899 (PTS) 

Mãnava-Srauta-Sutra: Ed.， U van GELDER， J. M. New Delhi 1961， 

1963 (おtapitaka Series 17， 27) 

Ed. (: I-V) KNAUER， F. Buch 1: St.-Petersbourg 1900; Buch II 

1901; Buch IIl-V: 1903 

Milindapañha: Ed. TRENCKNER， V.， London 1880 

Maitrãyani Samhitã: Ed. SCHROEDER， L. von: Leipzig 1881-1886 

雪印 乳 業健康生 活研究所編， 石毛直道・和仁陪明編著， 中央法規，

19 92 

Pãli Tipitakam Concordance， ed. WOODWARD， F. L.， HARE， E. 

M.， London 1952ff. 

The Pali Text Society's Pali-English Dictionary， ed. RHYS 

DAVIDS， T. W.， STEDE， W. London 1921-1925 

Puggalapaññatti: Ed. MORRIS， R.， London 1883 

PRAKASH， Om : Economy and Food in Ancient lndia， 2 vol. Delhi， 

1987. 

RAU， W “Topferei und Tongeschirr im vedischen lndien" 

Wiesbaden 1972， 

Rg-Veda: Ed. AUFRECHT， T. Bonn 1877 

Samyutta-Nikãya:Ed. FEER， L.， London 1884-1904 (PTS). 

Satapatha-Brahmana (Mãdhyandina): Ed. WEBER， A. Berlin 

London 1855 

Ed.Kalyan-Bombay: 1940 

Satapatha-Brãhmana (Kãnva): Ed. CALAND， W. Lahore 1926， 
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1939. 

Srautakosa Srautakosa. (C.G. KASHIKAR Editor- i n- charge; Engli s h  

T 

TB 

TS 

s ectio n  by R.N. DANDEKAR). Vol. 1 Sanskrit section 1958; vol. 

1 English section， part 1 1958， part II 1962; vol. II Sanskrit 

section， part 1 1970; vol. II English section， part 1 1973， part II 

1982. Poona 

大正新修大蔵経

Taittirlya-Brãhmana: Ed. Anand必ramaSkt.Ser. 37. 3rd ed. 

Poona 1979 

Taittir1ya-SariJ.hitã: Ed. WEBER， A. Leipzig 1871， 1872. ( Indische 

Studien 11，12) 

Ed. AnandãsramaSkt.Ser. 42. Poona 1940-1951 

V孟dhSrSü.

VãrSrSù 

Vadhü.la-Srauta-Sùtra: Ed. CHAUBEY， B. B. Hoshiarpur 1993 

Vãrãha-Srauta-Sü.tra: Ed. CALAND， W - Raghu VIRA. Lahore 

1933 

Vin 

WEBER 

付 記

Vinaya-Pitaka: Ed. OLDENBERG， H. London 1879-1883 

WEBER， A. : Uber die Königsweihe， den R ãjasü.ya. Berlin 1892 

1. Cp.10・2-2-2J BaudhSrSü.においては ， 搾乳 ・凝固の過程は XII 5 :  91，6 -7 ; 14-15; 

92， 9-11に ， 革袋を車につけて撹持する 過程は XXII 17 : 141，9司15(註14参照)

に ， caruー の 調理は XII 6 : 92，16-93，11に ， それ ぞれ 述べられている。XII 6 の 冒

頭には TS 1 8，9，2δ(p.9参照) が引用されている。 この引用の後の記述はsvayam

を 「祭主自ら」とする Vãdhü.la派の解釈を準備したとも推測されるが ， この 点は

a-tañc の検討の 際に 別途論ずる 予定である。[井狩浦介教授のご指摘に基づく]

2. p.12の VãdhSrSü.の引用は CHAUBEYの Ed.によった。井狩教授が 既に 繰り返し

指摘しているように ， この Ed.には多 くの 欠陥がある。 教授は本稿の引用部分に

ついて ， より信頼できる Textを 筆者に 提 供して 下 さ り ， CHAUBEYの「修正 」 が

BaudhSrSü.に 安易に依っている 点等を 個々に具 体的に 指摘して下 さった。しかし

既に最終校正前で ， ご教示を 活かす事ができ なかった。 本 論の 趣旨はその事によ

って直接の 影響を 受けないと信ずるが ， 井狩教授の 正確な Textに基く検討は別

の 機会を 期 したい。
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3. p.4の Paribhãsãの 記 述及び註 3に関して ， 永ノ尾信悟教 授 か ら ご 著書 Die

Cãturmãsya， Tokyo 1988， p.26 f.， n.169並びに 以 下の参照箇所をご教示頂いた:

JaimGS 1 1 [1，13-14J; Grhyasamgraha-parisista 1 106 -108 ; BharParisesaS 222 ; 

F.M.Smith， The Vedic Sacrifice in Transition， Poona 1987， pp.248-250. 

4 乳製品及び乳加工については伊藤倣敏東北大学農学部教授にご教示頂いた。
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