
工
~ 国土観

rocane i3-l v. <-

土 山 泰 弘
(北 海 道 大 学)

[1]

リグ・ ヴェーダでは世界の構成を大きく分類 して天・空・地あるいは

天・地となし, これら諸世界の区別を明瞭に自覚していた。ただしそれら

は相互に断絶していたのではない。祭式を基本におくヴェーダの立場を考

慮するならば,地上とは祭祀が執行されて,天上の神々に働きかけを行な

う場であり,一方の天界は神々が祭式の働きを受けて,地上の祭場に到来

する本源である。つまりこれら諸世界は祭式を通じて相互に関連するもの

とされたのであって,祭場で誦え出される賛歌のなかには祭場の行為を天

界の出来事との関連のもとに表現することがある。

このような祭場とを関係づける思考は,祭祀それ自体に価値をおく傾向

の進展とともに,後のブラーフマナにおいて確立した知識として整備され

た。例えば祭式を行なうことが神々の真実の世界に入ることとされ,ま た

祭場で行なわれることに天界の出来事を対応させる観念,つまり天界と祭

祀 との対応思想を,adhidaivatam,adhiyajhamの 範疇 として発展 させ

てウパニシャッドの思想的な基盤を準備した。後世このように発展する対

応の観念を, リグ・ ヴェーダは豊かなイメージによって表現しているので

ある。本稿ではこの点についてリグ・ ヴェーダの rocanaを とりあげて検
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討したい。

[2]

rocandの 語は動詞 ruc「輝 く,光明を放つ」に由来し,用例の多くは

天の光明界を意味する。しかしながらこの語は他の天界を意味する div,

nttka,v,Omanな どのように空間的な意味に限定されることなく,天界

を満たす光明という意味をも有する。この点ではむしろ jy6tis,bhan■
,

varcasな ど光明の力能をあらわす語に接近する。ただしrocanaは これら

力能と違って地上において他に作用を及ぼす ことはない。例えば jy6tis

のように 五ryaが dasyuを 駆逐する作用力を発揮することはないし,var_

casの ように儀礼的な授受の対象にもならなば。従って rOcanaには天上

的な性格が一貫していると思われる。ところがここに天界と祭場との対応

の観念が作用するとき rocandの 意味は単に天界を指すだけでなく,祭場

との関わ りを生ずることになる。以下にまず rocand本来の天上的な性格

を概観し,続いて地上との関わ りを示す資料を検討したい。

(1)はじめに rocanaが天界,あ るいは天界の光明界を意味する資料を扱

う。

RV.8。 14.7

vy antariksam atiran made s6masya rocan五 /

1ndro ydd abhinad valarn//

「 ソーマを飲んでヴァラを打ち砕いたとき,イ ンドラは空界を拡げ,

光明界を (拡げた)。 」

RV.8.94.9

a yё visva parthivani paprathan rocani div五 尊/
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maritab s6mapltaye//

「すべての地界を拡げ,天の光明界を拡げたマルト神群をソーマを飲

むために (私 は呼ぶ)。 」

これらの詩節は神々がソーマの力を得て創造を行 うことを内容とするが,

このとき rocanaは地界や空界と対比されて空間的な意味をになう。その

他にも例えばインドラがその力を強大にするとき,イ ンドラに匹敵するも

の (pratimina),大地 (bhimi)と ならんで rocanaを 陵駕する (RV.1,

102.8),地上の空間 (pttrthiva‐ rajas_)を満た し天の rocanaを 圧 した

(RV.1.81.5),rocand と地界の限界 Gmas anta_)を 押しやった (RV.

“

)                            
“

)

10.81.1)と いう。他に神々が天の光明界に (divas rOcanё )住まう,ある

いは天の光明界より (div6 rocanit)や って来る, という表現がしばしば

見える。これらの用例を見ると rocanaは天界の総称あるいは天界の一領

域としての光明界である。

(幼 次に rocandの 具体的な様相を見るとそれは太陽をめぐる光明界,あ

るいは太陽の放つ光明である。

RV.3.22.3

agne div6 ar,am acha jigasy acha deva″ l icise dhfO,ya yё /

ytt rOcanё  parastat suryasya yis cavastad upatisthanta ttpah//

「アグニよ,汝は天の大水へ赴 く。汝は寛裕なる (?)神 々に語 りか

けた。光明界にあって太陽の彼方にあり (太陽の)此方にある大水へ

(汝 は赴 く)。 」

この賛歌全体はアグニを讃えて,祭祀を喜び (3.22.4), ソーマを享受

し (3.22.1),祭 官祭主に利益を与え (3.22.5),天 地などに遍在 (3.22.2)

するものであるという。本詩節においては大水に囲まれて太陽を中心にお
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く光明界があるという観念が見られる。この詩節は VaiaSaneyi‐ Satthita,

12.49に採用されて Satapatha‐Brahma,aが釈義を与えるが,そ こでは

rocan6 ha namal,a lok6 yatraloa etat tapati.tad yaS caitatt pare,apo

ytts cavare,a tt etad aha.「 このもの (太陽)が輝 く世界が光明界にほか

ならない。それゆえこれ (太陽)の彼方 と此方にある大水に (赴 く)と い

う意味である。」 (Sat.Br.7.1.1.24)と い う。 この とき太陽が存在 し太陽

の光明が及ぶ空間を rOcanaと い うのである。

RV.10.88.5

ytt jitavedo bhivanasya mirdhann atisthO agne saha rocanё na/

tanl tvahema matibhir glrbhfr ukthall sa yaiifyo abhavo rodasi‐

prib//

「汝は,ジ ャータヴェーダスよ,汝の光明によって (燃 え輝いて)世

界の頂点に立った,ア グニよ。そのような汝をわれらは励ました,詩

想によって,賛歌によって,賛詞によって (励 ました)。 汝は祭祀に

ふさわしいものとなり,天地を (光 明によって)満たすものとなっ

まこ。」

この詩節の rocanaは天上の祭火アグニが太陽として有する光明と理解

することが出来よう。すなわち本詩節の rodasiprら の語は後続の詩節にも

言及されてアグニが Saktlに よって世界を光明で満たすことを内容とする。

st6mena hf divi devttsO agnlm aljanai chaktibhi rodasiprim 「賛歌に

よって天界で神々はアグニ (太陽)を生じた,能力によって天地を満たす

(ア グニ)を (生 じた)。 」(10.88.10ab)。 つまり本詩節と同様に賛歌によっ

てアグニに力を与えることを内容とするから rOcanaは この Saktlに対応

するであろう。同様に先行する詩節 y6bhanina prthiVitt dyttm utё min

atattna r6dasl antarik,am「 光によって大地とこの天界の両世界,そ し
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て空界を拡張した (照 らした)も の (ア グニ)」 (10.88.3cd)の bhanこ と

の関連も指摘できよう。ちなみにこの詩節に見られるようにアグニが天上

の祭火として太陽と同一視されるのはヴェーダの一般的な観念である。

以上 rOcanaは天上のアグニである太陽が放つ光明,あるいは光明によ

って満たされる光明界としての意味を有し,その天上的な性格が明瞭に看

取出来る。

[3]

次に rocandが地上の祭場に関連して言及される場合,rOcanaは天界

の光明をあらわすばかりでなく,すすんで地上の祭場の出来事を指す。か

かる例を以下に検討する。

(1)

RV.3.5.10

6d astambhlt sarnfdha nakarn r,v。 'gnfr bhavann uttam6 rocani―

nam/

yttdi bhFgubhyab pari matarlsva giha santatt havyavttha印

samidhO//

「薪によって高く立って (燃え立って)ア グニは弯天を支えた,光明

の中の最高のものになりつつ (弯天を支えた),マ ータリシュヴァン

がブリグの族のために隠してあるもの (ア グニ)を点火したとき,供

物を (神 々に)運ぶもの (ア グニ)を (点火したとき)。 」

この詩節はマータリシュヴアンが天上から隠しもってきたアグニを, ブ

リグ族のために点火した故事に言及したものであり,地上が舞台になって

いる。またこの詩節の内容は先行する詩節
`d u stutal samfdha yahv6

adyaud varoman div6 adhi nibha prthivy五 尊「讃えられて,敏捷なるも
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の (ア グニ)は薪によって (燃 え立って)光明を放った,(太陽として)

天の高みで,(祭火 として)大地の暦 (中心)で」(3.5.9ab)に関連 し,

薪によって祭火が勢いよく燃え立つ姿を,天界の太揚が光明を放つ姿に重

ねて表現したものである。ちなみに同じ賛歌の別の詩節では 農 haryat6

yajatab ttnv asthad「 望まれるもの,祭るにふさわしいもの (ア グニ)

は頂点に登 った」(3.5.3c)と あるが, この詩節の sttnuを グル トナーは

祭場の火壇 と解 して祭祀 との関わ りを考慮す る。

いずれにしてもこの詩節は地上の祭火の光明と天界の太陽の光明との関

係を示 してお り,ア グニの rocanaは,その本来の意味である天上の太陽

の光明であるばか りでな く,他面では地上の祭火の光明を形容するであろ

う。

(2)

RV.6.1.7

tanl tva vay五平  sudhyё  navyam  agne  sumnayava  IInahe

devayantah/

tvanl、ィ60 anayo didyanO div6 agne brhati rOCanё na//

「新たにわれらはかかる汝に赴く,よ き詩想をもって,(神の)好意

をもとめて,神を敬 うものとして (汝 アグニに赴 く),ア グニよ。汝

は輝きつつ天の高大なる光明によって部族を導いた,ア グニよ。」

この詩節の内容は祭官祭主が地上の祭火アグニに対して奉仕を行ない
,

アグニはそれに報いて祭官祭主を導くというものである。この詩節に述べ

る「天の高大なる光明」は文字通り天上のアグニが放つ光明であるが,そ

れが地上の祭火に関係づけられて地上の祭火が燃え立つさまを形容すると

考えられる。
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賛歌全体の内容もまた地上の祭場に関わる。すなわち祭場における祭官

祭主の行為に言及して tv五単 vardhanti koi“yatt prthiVyttm tvim Mya

ubhayasO jananam「 汝 (ア グニ)を種族は地上で増大させる。人民の二

つの財は汝を (増大させる)。 」(6.1.5ab),tatt tva vayatt dama tt didi―

vinsam ipa jhubidhO namasa sadema「 そのような,家に輝く汝に対し

てわれらは膝を屈して頂礼をもって近づくべし。」(6.1.6cd),asmtt u te

mahi mahё  vidhema ndmobhir agne samfdhota havyall/vё dI Sino

sahaso glrbHr ukthafr i te bhadrttyatt sumata`yatema〃 「汝偉大なる

ものに対して大いに奉仕すべし,頂礼をもって,薪をもって,供物をもっ

て,ア グニよ。祭壇において,賛歌をもって,賛詞をもって (奉仕すべ

し),力 の子 (ア グニ)よ 。われらは汝の幸いなる好意に与るべし。」(6.

1.10)

また祭官祭主が祭祀において獲得する利益に言及して,s6 agna tte

SaSamё  ca marto yas ta inat sanlidha havyadatirn/ y五  五hutirn pari

vёda ndmObhir viSvё t sa vama dadhate tv6ta尊 //「薪とともに供物を調

達した死すべきもの (人間)は祭祀を行ない,祭務をなした,ア グニよ。

頂礼をもって献供を完全に知るものは,汝に支援されて一切の好ましきも

のを手にする。」(6.1.9), nrVad VasO sadam fd dhehy asrnё  bhtti tOkttya

tanayaya pagv五尊/pirvir foO brhatir arё agha asmё  bhadri sausrava―

壺ni santu//「 ヴァス (ア グニ)よ ,常にわれらに勇士に富む財産を与

えよ,息子と子孫に多 くの家畜を (与 えよ),悪を遠ざける多 くの高大な

る滋養物を (与 えよ)。 われらが幸いなる名高き財に与 らんことを。」 (6.

1.12)

このように本来天上の祭火あるいは太陽の光明をあらわす rOcanaの 語

を用いることによって地上の祭火を形容 し讃 えたのである。地上の事柄が
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天上との関わ りのもとで理解される資料である。

G)

RV.3.55.9

ni veveti palit6 dita asv antar mahans carati rocanё na/

vapinsi bfbhrad abhi no vi caste mahad devinarn asuratvam

ёkam//

「灰色の使者 (ア グニ)はそれら (牝牛の報酎‖)に強 く迫る。偉大な

る者 (ア グニ)は光明をもって (そ の報酬に)入 る。美しい姿を担い

つつ彼 (ア グニ)はわれら (祭官祭主)を見やる。神々が有する唯一

なるアスラの力は偉大である。」

本詩節は祭火アグニが報償を得て祭官祭主の前で燃え立つ姿を讃えるも

ので, rocanaは祭火が放つ光明を意味するであろう。この詩節を含む第

四詩節から第九詩節まではアグニに関する内容であり,二本の鑽木から祭

火アグニが鑽 りだされたる祭場の行為をテーマとする。すなわち saman6

rtta vibhrtab purutM Saye sayiSu prayuto vaninu「共通の (万物に遍

在する)王 (ア グニ)は多 くの場所に分かたれてあり,休息処に休み,木

片 (鑽木)に寛 ぐ。」(3.55.4ab),dvimati h6ta vidathesu samral anv

agran.carati k■ ti budhndh/pra琵

“

yani ra,yavico bharante 「二二人の

母 (父母である二本の鑽木)よ り生じたもの (祭火の)はホー トリ,祭祀

の場における統王である。 (祭火の)先端は (鑽木に)沿 って進み,(祭火

の)根本はとどまる。好ましい言葉を語る者 (祭官)たちは好ましい (供

物)を もたらす。」(3.55。 7abc)。

しかしそれが地上の祭火の光明に限定されてないことは次の詩節から知

ら,れ る。 Say61 parastad adha ni dvirnatibandhanaS carati vatsa ёka尊
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「彼方にやすらう二人の母 (父母である二本の鑽木)よ り生じたもの (ア

グニ)は,い まや一頭の解き放たれた仔牛としてすすむ。」(3.55.6ab)。

この「二人の母」は他の用例では天地両界を意味する場合もあり,祭火を

点ずることが彼方の祭火,すなわち天上の祭火である太陽の光明としてと

らえられる。この場合も祭火の背景に天界の光明が合意されるのであって,

かかる対応観念のもとで rOcandの 意味の拡がりを理解することができる。

以上,rOcandが祭場の祭火の光明を形容する例を検討してきたが, こ

れを言い換えれば詩人が祭場に燃え立つ祭火を rOcandの 語をもって形容

するとき,それは神々の住まう光明界,あるいは天上界の光明を念頭にお

いた表現であるということができる。かかる天上界を念頭においた表現は
,

儀礼における現実的な効果を期待する詩人たちの意図に基づ くものであり,

要するに祭祀あるいは祭祀の一要素としての賛歌が,天上界に働きかけを

なすという信念にはかならない。いずれにしてもこのように祭場の事柄を

語るにあたって,天界の出来事を念頭におくのはリグ・ ヴェーダ賛歌の特

質の一つであり, ヴェーダの国土観の留意すべき点と思われる。ここに検

討した rOcandはその一資料である。

なお本稿の主題からは逸れるが,rocanaの 観念の背景にアグニ神があ

ることを指摘しておきたい。本稿で扱った資料からも知られるように,光

明界という空間的な意味を離れて地上の祭火を形容する rocandは,多 く

アグニに関して言及されるが,ア グニは天地をはじめとして諸処に遍在し,

和||々 の先頭になって天界より祭場に来た り,ま た天界の神々に供物を運ぶ

神格である。すなわち祭場と天界とを関係づける思考は,神格にあっては

アグニにその典型を見いだすのであって,rocandと アグニとの結びつき

は必然的なものと考えられる。神格から見た天地両界の関係については別
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に論ずるべき主題であるので,いまはこの点を指摘するにとどめておきた

い 。

》二:ニ

(1)例えばソーマ圧搾をめぐる賛歌に次のようなものがある。

9.3.7

e§a divatt vi dhavati tir6 rajansi dhttraya/

pavamanab kanikradat//

「このもの (圧搾されたソーマ汁)は天を貫き流れる。 (ソ ーマの)

流れをもって三つの空間を通過して (貫 き流れる), 自ら浄まりつつ
,

(牡牛として)声高く鳴きつつ。J

この詩節をグル トナー (Der Rig―Veda,Bd.3,S.12,Anm.ad 7b)|ま 賛歌

が誦え出される祭場の出来事をふまえて,天 は羊毛の濾過器 (pavitra)

であり空間 (rajas)は 濾過器とソーマが滴 り落ちる桶 (k6Sa)の 間の空

間を指すと理解する。つまり圧搾されたソーマ汁が浄化器を通して浄めら

れて桶の中に落下する祭祀行為の観点から賛歌を解釈するのである。これ

に対してリューダース (Varu,a,Bd.1,S.213)|ま 文字通 り天界の出来事

と理解してソーマが圧搾されて空間を通過し,光明を生ずるべく天界へ上

昇する経緯を述べると解釈する。

これらの解釈の相違は一つには両学者の文献に対する関心の相違に基づ

くであろう。すなわちグル トナーが リグ・ ヴェーダを後世の釈義や儀軌文

献との関わ りの中に位置づけようとするのに対 して, リューダースは リ

グ・ ヴェーダの宇宙観を再構成しようという意図がある。言い換えればゲ

ル トナーが賛歌が誦え出される祭場の有様を考慮するのに対して, リュー

ダースは誦え出された内容から出発するのである。かかる視点の相違は文

献の理解に反映するであろう。(こ のような両者の相違は他にも例えば

RV.9.29.3に言及される海 (samudra)に ついて,こ れを桶の中のソー

マ汁と理解するグル トナーに対して, リューダースはソーマが起源する天

上の大水と解釈するところにも見られる。Luders,Op.cit。 ,S.270)

しかしながらより根本的にはリグ・ ヴェーダ自身にそのような解釈の相

違を許容する性格があるであろう。要するに上に述べたようにヴェーダの

詩人たちは祭場の事柄と天界の出来事の間に相互の関連を意識して,祭場

の事柄を詠いながら天界の神々の事績に言及するのである。かかる祭場と
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天界の対応の観念が,詩節を解釈するにあたって,それが祭場の事柄を意
味するのか天上の出来事 と理解するのかについて学者の間で意見が分かれ
る一つの要因となるであろう。

(2)拙 論「 ヴェーダの jy6tis」 ,『印度哲学仏教学』 (北海道印度哲学仏教学

会)第 8号,平成 5年,(掲載予定)を参照されたい。

(助 拙論「 ヴェーダの varcas」 ,『印度哲学仏教学』第 5号,平成 2年 ,

67-80ペ ージを参照されたい。

(4)rocandと 同じように天界の空間をあらわす とともに光明の力能をも意

味する語に svar力 ぁヽるが,rocanaと 異なって svarは 子孫繁栄などの

様々な利益 と連合 して,儀礼 による獲得が希求 され るもので もある。
Gonda,J.,Loka―ヽヽ「orld and Heaven in theヽ reda, Verhandelingen der

koninkliike nederlandse akadernie van wetenschappen, afd.letterkun―

de,nieuwe reeks,deel LXXHI,No.1,(Amsterdam,1966),pp.76‐
80.

(5)rocand の用例については リューダースが網羅的に紹介する。Luders,

H.,ヽraru■a.Aus dem Nachla3 herausgegeben von Lud、 vig AIsdOrf,Bd.

I,(Gё ttingen 1951),S.66-73.リ ューダースは rocanaを 空間的な意味で理

解 しようとする。またルヌーもリューダースの見解を採用す る。Renou,
L。 ,Ёtudes vodique et pa■ inёennes(=EVP),t.IX,PublicatiOns de l'

institut de civilisatiOn indienne,sorie in-80,  fascicule 16,(Paris,1961),

p.94. なお rOcana ンこつぃて |ま Miiller, F.M., Vedic Hymns, part l,

Sacred B00ks Of the East Series, VOl.32,(Delhi, 1979, first edition

1891),p.49-51で も扱 う。

(6)rocanaが 他の空間と対比され,列挙される資料は以下のようである。
antarik§ a(Rヽr.3.6.8), antariksa/rajas(4.53.5),  div/rajas(5.69.

1),parthiva― rajas(8.69.4),pttrthivani(5.81.3‐ 4),rajas(6.7.7.),im五

(8.1.18),paravat/akti(8.5.8),dlrghaprasadman/samudra/五 krta―

grha― (8.10.1), samudra/pttrthiva―  sadana/antarik§ a (8.97.5), div

(9.17.5),pttrthiva/rajas(lo.32.2),svar,ara/antarik,atti/dyttvabhJ_

m1/prth市 i(10.65.4)。 これ らの資料によってみても rOcandが 空間的な

意味をもつことが知 られる。なお vigvam tt bhasi rOcanam 「一切の

rocanaを 輝かせる」 とい う場合の rocanaも 光明界 と理解できるであろ

う。RV.1.49.4b; 1.50.4c;3.44.4b(a bhati)

(7)移利えャゴdiv6 va yё rOcanё  santi dev丘尊(RV.3.6.8b),trtiye prsthё  adhi

r()canё d市a尊 (RV.9.86.27d),その他 RV.1.105.5b;1.155.3d;8.58.
3d;8.82.4c;8.86. 5a;9.75.2d.
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(8) RV.1.6.9b; 1,49.lb; 5.56.ld; 8.1.18.b; 8.8.7ao cfo RV.8.10.1

(divI気‐rOcana‐)

(9)太陽が天上の大水に囲まれてあるという観念については Luders,H.,

op.cit.,S.294‐296.

00 リューダースはこの rocanaを InstrumentaliS der Raumerstreckung

として光明界として理解する。Luders,H。 ,Op.cito S.67.ル ヌーも同様,

EVP,t,XIV,p.23,91.し かしグル トナーは光明 (Lichtglanz)と 訳す。

Geldner,K.F.,Der Rig‐ Veda,Aus dem Sanskrit ins Deutsche ubersetzt

und nlit einem laufenden Kommentar versehen, Bd.III, Harvard

Oriental Series,Vol.35,(Cambridge,ヽ Iass,1951),S.280‐281.rocanaンこ

ついて光明界 と光明の意味の区別はさほど明瞭ではない。同じことは

svarの 意味についても指摘されている。Gonda,Op.cit.,pp.74‐ 76.

αD 01denberg,H.,Die Religion des Veda,(2.Auflage.Stuttgart und

Berlin.1917),S.108‐ 9

02 Geldner,K.F.,Der Rig‐ Veda,Bd.I,S.340

1131 この詩節の部族 (宙6)は天界の神々の部族を意味する (Luders, Op。

cit.,S.67‐68)が,祭場の祭官祭主との関わ りを無視できない。

00 Geldner,K.F。 ,Der Rig‐ Veda,Bd.I,S.400,(Bem.ad 4c)
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