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The Khaṇḍakhādyaka with the Commentary of Utpala
― Study, Translation, Mathematical Notes and Critical Text

呂 鵬

要 約

インド数理天文学には、暦元（＝暦計算の始点）をカルパ、またはユガの始めに置く、

シッダーンタ（Siddhānta）と呼ばれる論書と、対照的に暦元を計算者に近い過去に置く、

カラナ（Karaṇa）と呼ばれるもう一つの文献群が存在する。 6 世紀 Lāṭadeva の

Sūryasiddhāntaは最初のカラナと考えられるが、その作品自身は独立したものでなく、

Varāhamihiraの Pañcasiddhāntikāに収録されている。したがって、現存する最古かつ独立

した作品は 7世紀のブラフマグプタ（Brahmagupta）が著した Khaṇḍakhādyaka（略 KhKh）

と考えられる。KhKhはŚaka暦の Caitra月の白分の 1日（＝西暦 665年 3月 23日）を暦

元とし、その前半部はアールヤバタの夜半学派（Ārdharātrikapakṣa）にしたがって編纂さ

れた。夜半学派というのは夜半を基準として暦日を得、惑星の位置（黄経など）を計算

する。さらに学派に関して、夜半学派のほかに、日の出を暦日の変わり目とする、ある

いは異なる天文常数をもつアールヤ学派（Ārya）やブラーフマ学派（Brāhmapakṣa）など

五つの学派が存在した。先に述べたように、KhKh自体は二つの部分からなる。即ち、夜

半学派のパラメータを用いる Pūrvaと、それと異なるブラフマグプタのもう一つの作品

Brāhmasphuṭasiddhānta（BSS）のパーラメータを用い、Pūrvaを修正・補足する Uttaraで

ある。このようにする理由について本論の中に探りを試みる。暦元以外に、シッダンー

タ文献とカラナ文献にとって最大の相違は内容にある。惑星モデル・宇宙論・数学的理
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論など天文学全般を扱う前者に対し、カラナは実用的かつ簡潔な計算ルールや数表のみ

で構成されている。さらに、そういうルールは韻文で書かれており、KhKhの場合は注釈

なしに完全な理解が不可能とされる。

KhKhに対し、注釈者 Pṛthūdaka（864年）、Utpala（969年）およびĀmarāja（およそ 1200

年）による三つの注釈書が刊行された。その中で、Utpalaの注釈書（UKh）は最も完全

かつ詳細と思われる。というのも、他の二つはいずれも KhKhの後半 Uttara章の多くの

部分が欠けているからである。それに、Utpala自身が KhKh各章の様々なトピックに沿

って、BSSから、あるいはほかの天文学書からの詩節をたくさん援引し、さまざまな主

題に応じて必要な補助的計算、あるいはほかの計算方法を補足した。おそらくこの理由

で、Al-Bīrūnīの記述では Utpalaの注釈とともに KhKhはインド天文計算書の代表として

中世紀のイスラム世界に広く知られることになった。したがって、UKhに対する研究は

KhKhの研究の中においては一番有意義と考えられる。特に KhKhの後半 Uttara全 6章は

UKhのテキスト以外に現存しない。しかし UKhの研究については、Chatterjee [1970]およ

び Pingree [1973]によるサンスクリット校訂版のみが与えられている。現代文の翻訳は存

在せず、その内容についての解説や研究はまだなされていない現状である。そのほか、

KhKhと BSSの比較研究も深く行われていない。また、既刊した KhKhの翻訳やルール

の証明についても改善の余地は十分残っている。

本論文は四つの章からなる。第一章の導引はブラフマグプタと彼の著作である BSSと

KhKh、それとインド数理天文学の学派と代表的天文学者を紹介し、KhKhの総覧、即ち

それの年代・構成・コンテンツのリストを与えたうえで、その内容のオリジンを分析し

た。そして、KhKhに対する三つの注釈書の特徴と詩節の対応関係を説明した。続いて、

Utpalaと彼の著作に対する紹介、彼の注釈の特徴と年代の問題について議論した。この

章の最後に KhKhに関する研究史について述べた。第二章は KhKhに見られるいくつか

の特徴についての議論である。具体的に、以下のような研究が含まれている。KhKhの紀

元とユガ常数の求め方、それについて他学派との比較分析、KhKhに用いられる天球モデ

ルと惑星運動モデルの特徴と応用、太陽・太陰・暦日という三つの単位の説明、そして

それによる KhKh 1.9と 11-12のルールの証明。さらに、KhKhと BSSの 25章を目的・構

成・主題・公式・数表など方面からの比較研究を行い、両者の異同と継承関係を確認で
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きた。最後はこの章にある KhKh研究の発見を述べた。第三章は UKhのいくつかの特徴

についての議論である。まずは UKhの総覧、注釈の目的・タイトルについてのコメント。

続いて、Utpala個人の注釈スタイルを説明し、UKhに引用された詩節とその出典の分析

とまとめ。その次は UKhの注釈としての面を研究し、具体的は以下のような内容を挙げ

た。数字の読み方、算術面・板についての説明と実際にそれにおける一般的な計算手順

と分数計算のときの手順、またそれと関連する 60進法数の平方計算のテクニックの説明

を示した。さらに、UKhに補足された、あるいは改良された二つのルール、即ちミシュ

ラというコンセプトを使う計算と、正矢（versed sine）を用いて KhKhのルールの改良に

関して詳しく解釈と証明を与えた。続く第 4章には KhKhと UKhの中にある全部のルー

ルの解釈、必要に応じてそれらの証明と、実例を用いるイラストレーションを与えた。

その中に、いくつか新しい、あるいは BSS/KhKh独自なルールを確認できた。例えば、

第 1章と第 10章のパータ（pāta）に関する計算、第 5章の Utpalaによる視差の計算と食

の時間の修正手順、第 4章と第 13章にある二通りの食周期（parvan）の計算と、第 15

章にある黄経が等しくない場合の惑星の合の計算などである。それに、証明の部分にも

いくつか新しい、あるいは改良した証明を与えた。例えば、第 1章に惑星らに対して秒

単位の補正値の由来の解明、パータ計算の証明、第 13章に太陽と月に加える更なる修正

値の符号の導出などである。さらに、月の角の傾きや、日食・月食の平面図法を解釈し

たうえで作図の例も与えた。最後に、UKhの校訂テキストと英訳を論文の付録として添

付した。校訂の際に主に文法的と数学的な理由から Chatterjee [1970]および Pingree [1973]

にある誤植を訂正し、より理解しやすいために段落を区分した。翻訳の際に Chatterjeeや

Sengutaと違って KhKhの韻文原義のまま翻訳した。それによって、Utpalaの注釈の韻文

理解するための重要性がわかることになる。

以上の研究によって、論文は主に以下のような六つの結論に至る。（１）KhKhの前半

部分（Kh-P）が夜半学派に非常に忠実するのをいろいろな面からの考察により確かめる

ことができた。それに対照的に、後半部分（Kh-U）が BSSに従って作られて、実際の天

文観察を重視するものだと、厳密な分析によって分かった。（２）KhKhの成立の背景に

は、BSSの第 25章、即ち DhGの直接の影響を受けたことが発見した。それと同時に、

KhKhと DhG両作品を比較した上で、それらの特徴と同異を具体的な例によって示した。

さらに、作者ブラフマグプタがカラナ系の天文学書を作る理由を探った。つまり、（i）
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暦に必要ある天文計算を簡潔するために、（ii）伝統である Vedic系占星術とより新しい

ギリシア系の占星術のために、（iii）自分/ブラーフマ学派の作品/主張を示すためにであ

る。（３）KhKhに対する Utpalaによる注釈書（UKh）を研究した上で、カラナ文献の特

徴を沿って両者にあるほぼ全部の計算方法の解説、証明とイラストレーションした。本

論文に示された手順によって KhKhの暦の計算が実現できると思われる。また、従来の

証明やイラストレーションを検討して、いくつかのアルゴリズムやイラストレーション

や作図の証明や演算や解説をより正確に、あるいは新たに与えることができた。（４）UKh

自体に関しては、その作成年代（968AD）に対する以前の見解には再考の余地があると

いうことが分かった。それに、UKhの KhKhに対する重要性を示して、その注釈スタイ

ルと語彙を分析して、UKhが如何なる天文学初心者向けに作られたことや、算版計算や

筆算の方法とテクニックや、KhKhに対して非常に忠実していることや、解釈、あるいは

計算の間違いが極めて少ないことが分かった。そして、Utpalaの唯一とも言えるブラフ

マグプタのルールに反する正矢（versed sine）の応用について数学的な証明することがで

きた。（５）KhKhや UKhと BSSとの対応関係を考察することと共に、BSS研究にも寄

与することができた。（６）現存する Chatterjeeと Pingreeのエディションに基づいて、よ

り優れた UKhのエディションを作り、その現代語の全訳を与えた。これをベースにして、

今後のインド天文学史研究には価値があると考えられる。
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Abstract

The Khaṇḍakhādyaka (‘Dainty of Partial Numbers’, abbr., KhKh) is a significant Indian

astronomical work written by Brahmagupta around 665 AD. It is a “Karaṇa”, or manual of

astronomical calculation which is in contrast to the “Siddhānta”, or astronomical canon such as

Āryabhaṭa’s Āryabhaṭīya (in the beginning of 6th century AD, Abh) or Brahmagupta’s another

work Brāhmasphuṭasiddhānta (628, BSS). KhKh is composed of two parts: the “pūrva”, or the

first part, and the “uttara”, or the advanced part. The text is published with three commentaries by

Pṛthūdaka (864),1 Utpala (about 960),2 and Āmarāja (about 1200).3 Among the three, Utpala’s

commentary is regarded as the most complete and detailed one, because it not only contains the

full text of the “uttara” part, but also Utpala supplies many algorithms of his own, and quotes

many related verses in the explication of KhKh.

Sengupta [1934] translates the “pūrva” part of KhKh and few verses of “uttara” with the

illustration according to the Pṛthūdaka’s commentary. Chatterjee [1970 vol.1] presents another

translation of full text of KhKh with mathematical notes. But there is no translation of KhKh

together with the commentary. It is already known that the commentaries are very helpful to

understand or practice the rules of KhKh. Furthermore, we notice that there are also many rules

found important to supply KhKh proper, especially in the commentary by Utpala. On the other

hand, the style of the commentary on the Karaṇa is much different from the one on the Siddhānta.

Although there are many translations and studies on the Siddhānta works with commentary, there

is neither study nor translation of the commentary on a Karaṇa. In addition, the dissimilarity

between the Karaṇa and the Siddhānta is not fully studied, thus KhKh is a good example for us to

compare with BSS because both are composed by the same author Brahmagupta.

This dissertation presents a study of Utpala’s commentary on the Khaṇḍakhādyaka (UKh)

which consists of four chapters. The first part is an introduction including the information about

Brahmagupta with his works, and that about Utpala. In the second chapter we discuss features of

KhKh proper. We examine the epoch, constants, models, measures and instruments used in KhKh,

1 Sengupta, ed. 1941. The Khaṇḍakhādyaka by Brahmagupta with the Commentary of Caturveda Pṛthūdaka Svāmin.
Calcutta. 168p.
2 Chatterjee, ed. 1970. The Khaṇḍakhādyaka of Brahmagupta with the Commentary of Bhaṭṭotpala. Vol.2. Calcutta.
238p.
3 Babua Misra, ed. 1925. Khaṇḍa Khādyakaṃ by Brahmagupta with the Commentary Called Vasana Bhashya by
Āmarāja. Calcutta. 200p.
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and make a comparative study of KhKh with BSS, especially the Dhyānagrahopadeśādhyāya.

The features of Utpala’s commentary are argued in the third chapter. We provide the overview of

UKh, and expound the remarkable instruction, algorithm and improvement of KhKh by Utpala. In

the fourth part we give a mathematical notes on UKh, which includes the explanation of all the

rules, together with the verification and illustration. Then the Sanskrit text and the English

translation of UKh are added as the appendices A and B, respectively.




