
古代インドの即位儀礼 と王座 (asandI)

土 山 泰 弘

1 王の即位式の儀軌を記述する最古の文献は、アタルヴァ・ヴェーダ 。パイッ

パラーダ・サンヒター(=AVP)の マントラ(4.2-3お よび2.52)で ある。これら

のマントラは、シュラウタの即位式であるムリテュサヴァ(mrtyusava,BaudhSS

18。 16)及 びラージャービシェーカ(rttabhioeka,ApSS 22.28。 11,HirSS 23.4。 50)

に使用するマントラ(TaitBr 2.7.15-17)の 源泉のひとつであ り
1)、 AVPの マン

トラに言及される儀軌 (虎の皮にのぼること、潅頂をうけること、戦車に乗るこ

と、剃髪をおこなうこと)も この二つの即位式において行われる°
。また、シュラ

ウタで大規模に発達 したラージヤスーヤの場合 も、上記の儀軌を有する勢
。それ

ゆえ即位式の中核をなす潅頂 と戦車による行進は、その由来をAVPに あらわれ

た即位式の伝統にさかのぼることができる。これに対 して、王座(asandl)に の

ぼる儀軌は、潅頂や戦車による行進とともに即位式の中核をな
｀
すにもかかわらず、

AVPの マントラに言及されない。ただしマントラに言及されなくても、即位式

で王座にのぼることが行われていた可能性は否定できない。シュラウタの即位式

では王が王座にのぼる時には詩節 (rC)を 伴わない°から、AVPの即位式でも同様

であったとすれば、AVPに言及がなくても奇異ではない。そこでヴェーダ祭式

儀ネLに おけるュsandIに 関する記述をみると、非シュラウタの伝統とシュラウタ

の伝統の複雑な関係を知ることができる。本稿ではこの点を検討して、即位儀礼

形成史の一面を理解 したい。

2 asandlは 椅子の総称である9。
腰 をおろす座はムンジャ草で編んだ もの
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(mauttavivana)で 、その座を縦横の枠木 (61rsa■yanicya)が囲む。これに二種

あって、座の形状が l aratni(50セ ンチ弱)四 方の正方形のものと、長椅子のよう

に横長のものとがある。以下に検討するように、前者はシユラウタ祭式において

使用され、後者の横長の椅子は非シユラウタの儀ネLで使用 したものと思われる。

まず正方形の座を有してシュラウタ祭式で使用する椅子は、座の高さによつて

二群に分けられる。ひとつは、座の高さにヴァリエーシヨンを許容する一群のも

ので、ソーマ祭でソーマを置 く椅子 (rttasandI)は 踏までの高さの脚をもち“、サ

ウ トラーマニーで祭主が座る椅子は1齊 または膝 までの高 さつである。またプラ

ヴァルギアで土製の壺 (mahavlra)を 置 く椅子 (samridasandI)は 、その高低につ

いて見解が別れるが、ソーマ祭の rttasandIを 基準にする割
。貝「位式で王が座る

椅子についても、具体的な形状は儀軌文献に記されていないが、raasandIの 系

統のものであったと思われる。ラージヤスーヤを主題 とする SatBrの 注釈では

asandIの 特徴は既に述べたとして、rttiSandIの規定を参照するり
。

これに対 して、アグニチヤヤナで祭主の神聖な身体をあらわす ukhya agniを

置 く椅子 (ukhyisandl)は 、その座の高 さを l prade6a(二 十センチ弱)と 定め、

儀軌文献の間に相違はない。
。即位式にこの椅子を用いるのが、AitBrに記述さ

れるプナル・アビシェーカ(punarabhiseka)で あるH)。 プナル・アビシェーカは

らi´ |′|が浄
ス ト・ヴエーダ期の即位式であり、シュラウタの貝Π位式の変容が見られる。王

座の儀軌に関して言えば、当初は王が立った姿勢で潅頂を受けていたのが、プナ

ル・アビシェーカでは王座に座った姿勢で潅頂を受ける。これはマイ トラーヤ

ニーヤ派のヴアージヤペーヤやアグニチヤヤナなどで行っていた潅頂の形式が、

ApSSの ラージヤスーヤの規定を通じて即位式の潅頂に導入されたものである・ 。

座の高さに関 してもソーマ祭の rttisandIで はな く、アグニチヤヤナの ukhy―

isandlの 系統を受け継いでいる。いずれにしても、シュラウタ祭式に使用する

椅子はその座の形状は l aratni四 方の正方形である。

3 次 に横長の座 を有する椅子 について検討する。AitBrの即位式 には上 にあげ
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たプナル・アビシェーカの他に、アインドラ・マハービシェーカ(aindra maha―

bhiseka)と いう即位式が知 られている。この即位式に使用する王座(asandI)の

釈義ではプナル・アビシェーカの場合と異なって、座を囲む縦横の枠木(anicya,

61rsa■ya)、 縦 の枠 木 を結 ぶ 紐 (praclnataia)、 横 の 枠 木 を結 ぶ 紐 (tira6cI―

navaya)、 両者の紐が交差するときにできる中央の孔 (atlka6a)な ど様々な構成

要素に言及 して、サーマンなどの実体 と同置する。このような asandIに 関する

意義づけは、isandI¨Spekulationと も言うべ き観念の伝統上にあるもので0、 AV

のヴラーテイア賛歌にあらわれ、JaimBrの マハーヴラタの釈義に受け継がれ、

KaulUpの paryaikaの叙述へ と展開する。いま注目したいのは、この isandI

の構成要素の一つ として upabarha■a(枕 )に 言及 して吉祥 (6rl)に 同置すること

であるJ)。 この upabarha■aがあるということは、先のプナル・アビシェーカの

椅子とは異なって、座が横長であることを予想させる。プナル・アビシェーカの

椅子はシユラウタの伝統に則つて l aratni(50セ ンチ弱)四 方の座に過 ぎなかった

から、upabarha,aを備えることは実際上不可能である。注釈
5)で もアインドラ

・マハービシェーカの座の縦の枠木 (61r,a■ya)を 説明して、頭部と脚を置 く場で

あると言い、また横の枠木(anicya)を 説明 して両脇の枠木であるというから、

アインドラ 。マハービシェーカに使用する椅子は長椅子、あるいは寝台の形状で

あろう。ただし具体的な大きさは記されていない。

upabarha■aを有する椅子が横長の座を有することは、KaulUp第一章の記述

が参考になる。そこにはこの世を去った者が月の質問に答えて神道を通 り行 く叙

述があるが、そこで彼は「見渡す座」(宙cak,a■i asandI)に到 り、さらにブラフ

マーが座る「無限の力能を有する座」(amita両 asa paryaika)に 到る(KaulUp

l.5)。 この二つの座について、その構成要素がサーマンなどの実体と同置される。

このなかで isandIに ついては、椅子の前後の脚と座の縦横の枠本に言及するに

過ぎないが、paryaikaの場合は敷物 (upastara,a)、 覆い (upa6rl)な どを加え、

そして枕 (upabarha,a)に 言及して吉祥と同置する(6rlr upabarha,am)。 注釈
Ю)

によると縦の枠木については長 く、横の枠木については短いと言うから、これは
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長椅子の形状である。

また Kau6Sの 二つの即位式である laghvabhioekaと mahibttioekaで も、前

者に使用する椅子 (talpa)の 形状 と後者のそれ とでは大 きさに違いがある。

laghvabhisekaで は王は灌頂を受けてのち、雄牛の皮を敷いた椅子にのぼるが、

これに対 して大規模な mahibhioekaで は、灌頂ののち、より大 きな椅子に虎の

皮を敷いて、王をのぼらせる0。 この椅子の座の大きさについて具体的な説明は

ないが、上の AitBrの二つの即位式 と重ねてみると、mahibhisekaで の椅子の

形状は横長であった可能性を否定できない。

これらの資料から知られることは、横長の椅子の方が、シュラウタで使用され

る正方形の座を有する椅子よりも、権威があるとされることである。いま検討 し

た即位式に言及するAitBrの箇所や Kau6Sがポス ト・ヴェーダ期の文献である

ことを考慮すると、ここには非シュラウタの儀礼伝統が前面にあらわれているこ

とを知る。

非シュラウタの伝統では横長の椅子を用いることは一般的であったと考えられ

る。アタルヴァ・ヴェーダのヴラーティア(vratya)賛歌はヴラーティアがのぼ

るべ き椅子 (asandI)に 言及する。そこでは asandIの 構成要素を季節、サーマン

などと同置する中で、「ヴェーダは敷物 (astira■ a)で あ り、呪文の力 (br`hman)

は枕 (upab`rha.a)で あった。」 (AVS 15。 3.7)と 言つて、upabarha■aを 備えた

ものとして言及するから、この asandIは 長椅子の形状である。婚姻儀礼で械れ

を除去すべ く新婦に水をそそぎかけるときに、マントラ「asandfに て、upadhina

にて、あるいはまた覆い(upavisana)に て行われた (呪術 )、 結婚式にて彼 らが

行った呪術、それをわれらは沐浴の水 (asnina)に据え置 く」(AVS 14.2.65)を 唱

えるがお)、 この詩節の upadhinaが upab`rha,aに相当するЮ)か ら、この ュsandI

も長椅子の形状である。葬送儀礼に遺体を安置する台 もasandIと 称 される20が
、

形状は当然のことながら横長であり、寝椅子あるいは寝台に相当するものである。

asandIと ならんで椅子を意味する語 として talpaが ある。これは婚姻儀礼に

おいて、新婦が座る長椅子であ り
a)、

寝台も兼ねた。家人を眠らせる呪文の中に

337 (4) 336

は「寝台 に横 たわ る(婦 人)(prOothe6aya20)、 talpaに 横 たわる(婦 人)(talpe_

血ya)、 吊台に横たわる(婦人)(vahya6市aI)。‥彼 らすべてをわれらは眠らせ

る。」(AVS 4.5。 3～ RV 7.55。 8)と あって talpaは長椅子である2"。 このように非

シュラウタの儀ネL伝統においては、横長の asandlあ るいは talpaが使用 される。

したがってポス ト・ヴェーダ期の即位式で、シュラウタで用いる正方形の椅子よ

りも長椅子の方が権威あるものとされるということは、非シュラウタの儀礼の要

素が前面にあらわれていることを意味するであろう。

なおこの点で興味深いのは、マハーヴラタでウ ドガー トリ祭官がのぼる椅子

asand1/talpa29の 座の形状である。JaimBrで は、この椅子をÅdityaが潅頂を

受けた故事にちなんで rttaSandIと 称 し、asandlの 構成要素
20を サーマンなど

に同置するとき、upabarha■aに言及 して吉祥 と同置する(6rlr upabarha■am,

JaimBr 2.25)。 したがってこの椅子は横長のタイプのものであろう。ところが

儀軌文献が規定するマハーヴラタでは、 l aratni四 方の正方形の座 を有する椅

子とある2つ から、シュラウタで一般に使用するものと同じ椅子の形状である。元

来マハーヴラタは冬至の時に太陽に力能を与えるための儀礼で、古い由来をもち、

民衆的な要素を色濃 く持っている2鋤

。また」aimBrの asandIに ついての釈義は、

上に述べたように、AVの ヴラーテイア賛歌以来の isandl―Spekulationと で も

言うべ き観念の伝統を受け継 ぐものである。 したがって JaimBrに 言及される横

長の椅子は、この非シュラウタの伝統を継承するものであろう。本来マハーヴラ

タでは横長の椅子を用いていたものを、儀軌文献はこれを l aratniの 座 を有す

るとして、シュラウタの規定にあわせようとしたものと思われる。

isandIを めぐるこのような事情を考慮すると、AVPの即位式で椅子が使用さ

れるとすれば、それは非シュラウタの儀礼伝統で使用されていた長椅子であった

ろう。即位式がシュラウタに組み込まれる過程でソーマ祭に用いるrttasandlに

倣つて正方形の座を有する椅子が使用され、シュラウタ内部の伝統を形成 したと

考えられる。それがポス ト・ヴェーダ期に非シュラウタの儀礼伝統が力を得るに

ヴl‐ ず竹賞卜lⅢ 'ご
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及んで、長椅子がより権威あるもの として使用 されるにいたった ものであろう。

シユラウタの即位式 における王座の使用 は、AVPと の連続 を示す として も、そ

の形状は断絶 を示すであろう。

拙論「古代インドにおける潅頂の意義―ヴェーダ文献を中心として一」、『印度哲学仏教
学』第16号 (平成13年 )、 2-4頁。

(2)拙論「『アタルヴァ・ヴェーダ』の即位儀礼―AV.4.8-J、 『rp度哲学仏教学』第 3号 (H召

和63年 )、 163-167頁、「ムリティウ・サヴァとラージャ・アビシェーヵ―マントラ・コレ
クションとシュラウタ・スー トラの関係―」、『インド哲学と仏教』 (藤 田宏達博士還暦記
念論集)、 平成元年、148-154頁。これらの論文ではAVP 4.2の ヴァリアントであるAVS
4.8を 中心に検討を加えた。AVP 4.2-3お よび2.52に ついては、別に公表を予定してい
る。

(3) Heesterllnan,J.C.,The ancient lndian rOyal cOnsecratiOn : the Rttasiya described ac‐

cording tO the¬ &jus texts and annoted。 's‐ Gravenhage,1957,p.106,113-116,127-132,212
‐215.

(4)Baudhtts18.17:1… 2(mFtyusava),ApSS 22.28.3,HirOs 23.4.43(rttabhioeka).rttasiya

で は adhvaryu祭 官 が yttuSを 唱 え る 。 Heesterman,The ancient lndian rOyal cOnsecra_

tion,p.141.

(5)asandIの 棚[要については、 MacdOnell,A.A.,Keith,A.B.,Vedic index Of names and sub_

jects,V01.1,1912(rpt.Delhi,1967),p.71-72,Rau,ヽ
11,Staat und Gesellschaftim alten ln―

dien,nach den Brahma,a_Texten dargestellt,Wiesbaden,1957,p.125.

(6) sa upakalpayate.¨ audumbarlln rttasandilln tasyai nabhidaghnab pada bhavanty arat―

nilnatra,i61r,a,yanicyani(BaudhSs 6.10:166.7‐ 14),audumbary asandy aratnilna‐

tra`Tr,a,yanicya nabhidaghnapada mauttav市 ana(ApSS 10.29.7), aubumbarim
asandltt nabhidaghnam aratnimatraiglbhitam aharanti catvarab(KatySS 7.9.27).

その他 Bharss lo.20.8,HirSS 7.3,VaikhSS 12.21:141.17‐ 19.な おManssが規定する
rttaSandIは股までの高さの脚をもつ。asandim udghttaty ukhadadhnapadam aratni_

matratt muttair vyutam audumbarim(ManSs 2.1.4.34).

(7)audumbary asandy aratnimatra`ir,a,yanicya nabhidagllnapada mautta宙
vana(ApSs

19.9.10). 6alnitranu6asanaprabhFti Vanaspatyantatt k■ va SOmasandlvad asandiln
janumatrapadiln vedyor nidadhati ksatrasya yOnir iti(KatySS 19.4.7).

(8) sa upakalpayate .¨  managvar,lyasIIn iva samradasandIIn yadi pravargyavan sOmO

bhavati(BaudhSs 6.10:166.15-16),samradasanditt nitaratt rttasandya varolyasim

eke samamananti(ApSS 15.5.7),vyahyasyamab samradaSandim agre■ a yatha ra―

jasanditt rttasanditt var,iyaslm eke samamananti samradaSandim eke mauttlbhi ra―

力ubhir ekasarabhir vyitatt ca(Hir6S 24.2.4).イ也にBhaSS ll.5.7-8,VaikhSS.13.7:

260.5-6。 なお KatySSは 椅子の高さを肩までと規定する。balvttatt ViVanam asandyau_

dumbarya skandhamatryab(KatySS 26.2.8).

Saya,a ad SatBr 5.4.4.1:asandilak,a■ aln pirvanl uktam.→Saya,a ad SatBr 5.2.1.22:

asandilak,attalrn uktatt katyayanena― ``audumbarllln asandlm nabhidaghnalrn aratni―

matraiglbhitam aharanti"― (KatySS 7.9.27)iti.

sa upakalpayata audumbariln ukhyasandiln tasyユ b prade6amatrab pada bhavanty

aratnilnatra■ i 6ir,a,y anicyani sa mauniibhi ralJubhir vyita bhavanti(BaudhSS

10.12:11.14-12.1), audumbary asandy aratnilnatra`Ir,a,yanicya prade`amatra_

pada mauttaViVana phalakastlr,a va mFda pradigdha(ApSS 16.10.16), asandltt ni―

dadhati.tasyab prade6amatrab padab.Samanam anyat(ManSs 6.1.4.3-5).脚 の高

さ以外はrttaSandiと 同じであるという→ManSs 2.1.4.34(注 6参照).ahavaniyasya

purastad  udgatrasandlvad  asandyatt  catura`raigya平   6ikyavatyatt  nidadhati

deva agnim iti(KatySS.16.5.5)。 他にVarSS 2.1.4.4.

tasyaite purastad eva sambhara upaklpta bhavanti. audumbary asandi. tasyai

prade`amatrab padab syuL aratnilnatra,i `Tr6a,yanicyani.maunJatt ViVayana平
,

vyaghracarmastara,am,¨ 。(AitBr 8.5.3).

0の  「古代インドの潅頂儀礼―ヴェーダ祭式からヒンドゥー儀礼ヘー」、『印度哲学仏教学』第

14号 (平成11年 )、 95-96頁 。前掲拙論「古代インドにおける潅頂の意義―ヴェーダ文献

を中′亡ヽとして一」16頁 注13。

Hauer, J.W., Der Yoga : ein indischer Weg zum Selbst, Stuttgart, 1958, p. 45.,P. Rolland,

Le Mahavrata : contribution d l'6tude d'un rituel solennel v6dique (Nachrichten der

Akademie der Wissenschaften in Giittingen il.Philologisch-Historische Klasse ;

Jahrg. 1973, Nr. 3) , G<ittingen, 1973, p.60-62( t10l - [tZ] ) . cf. "paryanka-vidy6", Rolland,

Le Mahavrata, p.7I( t21l ) .

tasyai ... 6riyam upabarha4am(akurvan) (Antnr B. 12.3) .

Sayar,ra i dsandydm Sayanasyendrasya 6irode6astham phalakam 6rrsalyam. tac ca

pddade6dvasthitasya phalakasyapy upalaksalam (ed. Aufrecht p. 400) .

(16) Sankardnanda: anucye daksinottarayor dlrghe khatvange ... 6rrsalye purvapa6ci-

mayor hrasve khatvapadadhare.

0z) talparsabham carmarohayati (laghvabhiseka, Kau6S 17.3) , varsryasi vaiyaghram

carmarohayati (mahdbhiseka, KausS 17. 13).
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Km6S 75。 26,辻直四郎「古代インドの婚姻儀式」『ヴェーダ学論集』、岩波書店,1977,p.304

(§ 1lc)。

Macdonell,A.A.,Keith,A.B.,op.dt.,p。 90.

e.g.BaudhPS l.2,ApSS 31.1.18,BhttPS l.2.1.辻直四郎「古代インドの葬送儀式J

「ヴェーダ学論集』p.338,Caland,W,Die Altindischen Todten‐ und Bestattungsge‐

brauche,Amsterdam,1896,p.15,p.16.n。 68.

o arぬ a talptt sumanasyamma(N614.2.31め
,

76.20。

pЮ岬Mについては、その形状について具体的に記載されている文献を見いだすことが出

来ないが、ホフマンが言語学的な側面から検討を加えて、夜間に屋外で横になって休む寝

椅子であると推測した(Hdhanll,K。 ,“Vedisch pr6,■ a‐",StI113/14(Festschritt Rau),

Reinbeck 1987,p.129‐ 134(〒=Aufsatte zur lndoiramstik,Band 3,Wiesbaden,1992,p.858

‐863))。

同様に「師の閏房 (talpa)を犯すもの」(guror talpam討 asat:ChmdUp5。 10。 9)。

ud炉Ⅲ 祭 官 が椅 子 にの ぼ る こ とをPaiBrで は二sandim密Jり己g ミヽ (P面Br

5。 5。 1)と いうが、 TaitBrて まヽtalpam a… dg5げati(TaitBr l.2.6.5)と υヽう。

athai,audumbary rttasandl;tasyai blねadrathantare p働 Ⅳau padau, .̈aparau

lpttau),… anicy血,1."clnam ttm聾,… ur“山 叩 仁枷 碑 ),… astaranam,… 赫

rO呻,… upabarhttam(JaimBr 2.25)。

aratnima缶面  6■,■v■lyanucymi(6a血 ぬ6s17.2.6),prtte6am詢菰  pada arat_

nilnattanitara■ y angmi(Laけ SS 3.12.4), udgatasandy員 7n prade6apadyatt sO¨

mmanとvad anyat(LけSS 13.3.2‐3).

981 JGonda,Die ReLgionen lndiens,Bd。 1,Stuttgart,19782, p161‐ 162.

iti talpa upave6ayati (Xau6S


