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一
マ ン トラ・コンクションと

シュラウタ・スー トラの関係一―

1

ヴェーダのマン トラ・ コレクションは祭祀における実際の使用を前提と

して編纂 されたものであるが,そ れぞれのマントラが当時どのような儀礼

行為に使用されていたかを詳細に知ることはできない。我々がマントラの

使用について体系的に知 りうるのは後代に成立 したシュラウタ・スー トラ

においてである。シュラウタ・スー トラは儀礼の叙述にあたって,それが

所属する派のマントラ・ コレクションに忠実であることが求められるが,

マントラ・ コレクションとシュラウタ・スー トラの間には時代の隔たりが

ある以上|いわば原型となる儀礼をどれだけ保存 しているかは明らかでな

い。 ここにとりあげるムリティウ・サヴァ(mrtyusava)と ラージャ・アビ

シェーカ(rajabhiseka)は ,そ の依拠するマントラ・コレクションを共通に

し,ま たともに王の即位 とい う目的を有するにもかかわらず,シ ュラウタ・

スー トラに伝えられる両儀礼の詳細は同じではない。その儀軌次第を検討

すると,両儀礼が発展する母胎 となった原型を想定することは難 しいこと

が明らかになる。むしろシュラウタ・スー トラから推定できるのは,マ ン

トラ・ コレクション編纂の時代にさかのぼるより古い段階において,すで

に後世の両儀礼にまとめられるようなヴァリアントが並存 し,シ ュラウタ・
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スー トラ各派の個性が胚胎 していたであろ うとい うことである。本稿では

その点についての理解を得 るために,両儀礼をめ ぐるマ ン トラ・コレクシ ョ

ンとシュラウタ・スー トラの関係を整理する。

ムリティウ・サヴァとラージャ・アビシェーカは,それぞれ Baudhaya―

naSrautasitra(=BSS)18。 16-19と Apttstamba6rautasitra(=ApSS)

22.28。 1-25に 伝えられる。両シュラウタ・スートラが依拠するマントラ・

コレクションは自派 (Taittiriya派 )の聖典である Taittirttyabrahma■ a

(=TB)2。 7.15-17で ある。 なおブラーフマナ文献の釈義では両儀礼を

扱っていない。

2

まず両儀礼の相違を生ずる原因の一つとして,マ ントラ・コレクション

を構成する三つの節 (anuvaka)が ,二つのシュラウタ・スートラにおい

て異なった順序で使用されるということを指摘しうる。その点を明らかに

するために,マ ントラ・コレクションの各アヌヴァーカと,そ のマントラ

を使用する二つのシュラウタ・スートラの対応を整理する。

TB。 2.7.151 BSS.18.16-17;361.9-362.20

: ApSS.22.28。 10-14

TB.2。 7.16: BSS。 18.17-18;363.1-365.5

: ApSS. 22. 28。  16-24

TB。 2.7。 17: BSS.18.19;365。 8-15

: ApSS.22.28.2-9

各シュラウタ・スートラの箇所が示すように,BSSの ムリティウ・サヴ

ァではアヌヴァーカを TB。 2.7.15,16,17の順序で使用するのに対して,

ApSSの ラージャ 0ア ビシェーカでは 17,15,16の順序で各アヌヴァーカ
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を使用する。 これを両儀礼に共通の儀軌によって概略をまとめれば,BSS

では液状バターの献供 ←huti),灌頂 (abhiseka),祭主の両腕の上げ下ろ

し,車をめぐる諸儀礼 (rathユ rOhana),祭主の弟1髪をめぐる諸儀礼(Vapa_

na)と 次第するのに対 して,ApSSでは祭主の弟1髪をめぐる諸儀礼が冒頭に

立つ。要するに,二つのシュラウタ・スー トラにおいて使用するアヌヴァ

ーカの順序に違いがあ り,そ のことが儀礼の順序に相違をもたらしている

のである。両シュラウタ・スー トラとも現形のアヌヴァーカを知っていた

と考えられるかぶ
),ApSSが

TBの アヌヴァーカの順序に従っていないこ

とは ApSSの独創でなければならない。その背景には ApSSの文献史上

の特殊性を考慮することができるだろう。すなわち文献史の知識によれば,

自派の祭式規定を忠実に反映する BSSに 対して,ApSSは 自派の聖典に

対して一定の距離をおき,比較的自由な態度を示す。 とくに TBに対 して

はその傾向が顕著であるな この点より考えれば ApSSの かかるアヌヴァー

カの扱いを理解することができよう。

3

次にマントラ・ コレクションのマントラについて,ア ヌヴァーカの順序

にしたがって両シュラウタ・スー トラに規定される使用儀軌を検討 し,そ

の異同の実態を明らかにしたい。なお以下のマントラ群の [11,[2]な ど

の区分は儀軌の検討を容易にするのための便宜的なものである。またその

引用は原則としてマントラの冒頭部分にとどめる。

[1] TB. 2. 7. 15。  1-3: vyttghrδ 'yim agnttu carati privistab.… ….

(BSS.18.16;361。 9-10,ApSS.22。 28。 10)

[2] TB。 2.7.15。 3:yit te`ilparill kaSyapa rocanivat.… …。(BSS.

18.16;361.9-10,ApSS.22.28。 10)
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[3] TB・  2.7. 15.3:dyttur asi prthiVy asi(BSS. 18。 16;361. 13

両シ]ち ]fi・ ftil嘗 |、 ずれも液状バタァの献供を共有する。BSS

では六回の献供を規定するから11]の 六つの詩節 (rC)を 用いる。これに対

して ApSsで行われる献供は七回である。 したがって ApSSでは六回目

の献供までは BSSと 同じく[1]を 用い,七回目の献供にはつづく[2]の

詩節を用いる。次に両シュラウタ・スートラとも献供の後に行われる行為

として,王を灌頂するために虎の皮 (6ardilacarman)を 敷 くことを規定す

るが,さ きの献供の回数の違いがマントラの配当に影響をあたえて,BSS

は [1]に つづく[2]の マントラを使用するのに対 して, 12]の マントラを

七回目の献供に使 っているApSSで はそれに続 くマントラ[3]を 用いる。

BSSで [3]を 用いるのは虎の皮を敷いた次の行為, すなわち祭主が虎の

皮の草履 (Vaiyaghrya_upanaha― )を 履 くとい う行為が行われるときであ

るな ApSSはかかる行為を規定 しない。

[4] TB・ 2.7. 15。 3-4:vyaghr6 vムiyaghr6'dhi。 …….(BSS. 18。  16;

362.1-3,ApSS.22.28.1-2)

BSSで は祭主が敷かれた虎の皮に近づくときに唱 えるべきことを規定

する。す方の ApSSで は虎の皮に近づ くときにはマントラを使用せず(22.

28.11),虎 の皮の上に座る王に対 して祭官 (purOhita)が唱える。行為の

内容に相違はあるがマントラの内容に対応してともに虎の皮に関わる儀軌

である。

[5] TB。 2.7.15。 4-5:ytt divy左 左pah pttyasi Sari■ babhiVil...¨ .

(BSS。 18.17;362.6-14,ApSS.22.28。 13)

両シュラウタ・スートラとも灌頂に使用するな すなわち祭主である王の

前方,右側,後方,左側,上方のllmで灌頂水をそそぎかけるのであるが,
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いずれの場合 も[5]の はじめの三つの詩節を唱え,次に指定される一つの

詩節を唱える。

16] TB.2.7.15。 6:aruniri■ tva v!kam ugr嵐 血 khajarilkarim.… …

(BSS.18。 17;362.17-18,ApSS.22.28.14)

王が灌頂を受けた直後の行為に相違がある。BSSでは祭官がこのマント

ラを唱えて祭主の胸 (uras)を 拭 くが,ApSSで は王に対して唱えるとの

み規定し,王の胸を拭 く行為を述べない。

[7] TB。 2. 7.15。 6: prΔ btthiva sisrtaril jlvise nal.… 。…, indrasya

te viryakttah...…。(BSS。 18.17; 362. 18-20,ApSS. 22. 28。  14)

両シュラウタ 0ス ー トラともに祭主が両腕を上げるときに祭官が前者の

マントラを唱え,後者のマントラをもって両腕を下ろす。

[8] TB.2.7.16.1:abhi pr6hi virttyasva.… …。(BSS・  18.17;363.

1-3,ApSS.22,28.16)

[9] TB。 2.7.16.1:a tistha Vrtrahintamal.… …。(BSS。 18.17;363.

1-3,ApSS.22.28.17)

両シュラウタ・スー トラとも祭主が車 (ratha)に 赴 く際に [8]を 唱え

ることで共通するが,そ の際 BSSでは [9]も ともに用いるのに対して,

ApSsで は [9]を それに続 く行為,すなわち祭官が車に乗る王に対 して唱

える際のマントラとして使用する。 したがって ApSSで は王はこれ以降

車上において行為する。 これに対 して BSSでは祭主が車にのる行為は後

([15])に 規定される。

[10] TB。 2.7.16。 1:ankΔ u nyankttv abhito rΔ thari■ yttu.… ….(BSS。

18.17;363.3-5,ApSS.22.28.18)

両シュラウタ・スー トラとも祭主である王が車に触れる行為において使

用するな このとき BSSは 車の両側 (paksaS)に 触れることを規定するが
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では車の両輪 (Cakra)で も可 とする。

TB。 2.7.16.1-2:nttmas ta rse gada。 …...(BSS・ 18.17;363.

5-6,ApSS.22.28.19)

[12] TB。 2.7.16.2:evi brahman tΔV6d astu(BSS。 18.17;363.

6-7,ApSS.22.28。 19-21)

[13] TB・ 2.7.16. 2: tistha rΔ the ttdhi yttd vttjrahastah(BSS・  18.

17;363.6-7,ApSS.22.28.19-21)

[14] TB。 2.7.16.2:左 ra6min deva yuvaSe svΔ
`Va卑

(BSS・ 18。 17;

363.6-7,ApSS。 22.28.21)

王が車に触れた後の行為に相違がある。 BSSで は祭主が車の傍らに立

って 111]の マントラを唱え,つ づく[12],[13], 114]の マントラはすべて

祭主が手綱 (ra6mi)を 手 に とる行為において唱える。 一方 ApSSでは

[111,[12]の マントラを王が祭官に対して唱え,つ づ く[13]の マントラを

今度は御者に対して唱える。そして [14]の マントラを王が車の手綱を手に

とる際に唱える。つまり両シュラウタ 0ス ー トラで行為として共有される

のは祭主たる王が手綱を手にするとい う行為のみで,使用するマントラも

9)

一部 ([14])が 共有されるにとどまる。

[15] TB。 2.7.16。 2-3:左 tistha vrtrahann atisthantaril pttri/Δ nu

tv6ndro madatV ttnu tva lnitrivttrunaVI/dyΔ
uS Ca tva prthivf

ca..… …(BSS・ 18.17;363.8-9,ApSS。 22.28.22)

'vatu savita savё na
[16] TB・ 2.7.16.2:嵐 nu tva

BSSで は祭主が車に乗 るときに唱える。ApSSで は祭官が車上の王に対

して唱える。なお BSSではマ ン トラの引用において最後の詩節の (116])

を欠 く。

[17] TB。 2.7. 1613-4:pムri ma senyi gh6san.… …(BSS.18。 17;
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363.9-10,ApSS。 22.28.23)

BSSでは祭主が車に乗った後, 車の上で弓 (dhanuS)を 伸ばすときに

1昌 える。 これに対 して ApSsで は弓を用いず, 王が唱えるとのみ規定す

る。

[18]TB。 2.7.16。 4:ivate hё da id uttami盤 (ApSS・ 22.28。 23)

[19] TB。 2.7. 16.4:eni vyaghriril parisasvajanil.… …。(BSS。 18.

18;364。 13-14,ApSS.22.28.23)

BSSでは [18]の マントラを引用せず, したがってその使用規定を欠 く。

そして [19]の マントラを祭主に新鮮なバター (naVanita)を 塗るときに祭

官が唱える。ApSSで は [18],[19]の マントラを祭官が車上の王に対 して

唱える。ApSSで はナヴァニータを使用 しない。

[20] TB.2.7。 16.4-5:id asgv etu siryal._¨ 。(BSS.18.18;364.

14-365。 3,ApSS.22.28.23)

[21] TB。 2.7. 16. 5: yΔ ntu nadiyo vttrsantu parjiny屁 |.… …。(BSS。

18。 18;365.3-5,ApSS.22.28。 23)

122] TB。  2. 7.16.5:innavatam Odanivatam amiksavatam.… ….

(BSS。 18。 18;364。 3-5,ApSS.22.18.24)

BSSで は祭主が昇る太陽 (aditya)|こ ちかづいて [20]の セントラを唱

え,[21],[22]を 祭主が居所 (rajagrha)か ら離れて唱えるマントラとし

て用いる。ApSSで は [20], 121]の マントラを王が太陽を見上げて唱える

際に使用 し,[22]の マントラを王が人民 (janapada)を 眺める際に唱える。

つまり両儀礼に共通なのは [2鋼 のマントラが太陽をめぐる行為に使用され

るとい うことであるが, これはマントラの内容 (「彼方なる太陽は昇るベ

し。………」)に 対応する。

[23]TB。 2.7.17.1-3:yё  keSinan prathamtth satrim ttsata.… l:)
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/｀

(BSS.18.19;3も 5,8-14,ApSS.22.28.2,4-8)

祭主たる王の弟1髪 をめぐる諸儀礼で使用されるマントラ群である。すな

わち弟1髪 に先立つ液状バターの献供を行い,椅子 (asandI)に 座る王の髪

を弟1り ,そ の髪を束ねてタルバ草の上に置 くとい う一連の行為に使用する。

それぞれの行為と使用するマントラの対応は両シュラウタ・スー トラにお

いて一致している。

124] TB。 2.7.17.3:bΔ lariI■ te bahuv6h saviti dadhatu.… …。(BSS。

18。 19;365,14-15,ApSS.22.28.9)

[25] TB。 2.7.17.3:yttt Sirninta″ lk嵐血katas te lilёkha...… .(BSS・

18.19;365。 10-11,ApSS.22。 28。 9)

祭主の剃髪をめぐる儀礼に続 く行為に相違がある。BSSで は [24]の マン

トラを唱えて祭主を湯 (us■odaka)で 洗 う。 また 125]に ついては祭主が

椅子に登って (TB・ 2.7.17.1-2,BSS.18。 19;365。 卜10)後 ,そ して髪

を弟1る (TB。 2.7.17.2-3,BSS.18。 19;365。 11-14)前 にマントラを使用

するな この点でマントラの引用がマントラ・ コレクションの順序に従って

いない。 これに対 して ApSSで は液状バター(ajya)を 混ぜた牛乳(payaS)

を [24]を 唱えて王の両腕に,そ して [25]を 唱えて

=の
頭に塗る。

以上の検討からマントラ・ コレクションを共有する両シュラウタ・スー

トラのあいだで,マ ントラの使用儀軌をめぐって種々の場合があることが

知 られるが,大きく分けてマントラとそれを使用する儀礼行為が相互に共

通する場合 と相違する場合の二つの類型に整理することができる。 このう

ち前者の類型はさらに二つに分けることができる。まず第一に両シュラウ

タ・スー トラの間でマントラとそれを用いる儀礼行為が一致する場合があ

る。例えば灌頂の儀礼([5])では使用されるマントラ・ コレクションのマ
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ントラ群 と灌頂の行為の次第が両シュラウタ・スー トラにおいて一致する。

このような場合マントラ・ コレクション編纂の時代にさかのぼる古い段階

おいても同一の儀軌が行われていたことが推測できる。同様の場合として,

祭主の両腕の上げ下ろし[71,祭主が車に触れる[10],祭 主の弟J髪 に関わ

る諸儀礼 [23]があげられる。次に第二の場合として,使用されるマントラ

の範囲に相違はあるにしても同一の行為がシュラウタ・スー トラで規定さ

れることがある。例えば液状バターの献供 ([1])で は献供とい う行為自

体は両シュラウタ・スー トラで共有されるが,献供の回数に相違があるた

め使用するマントラの数が ApSSの 方が一つ多い。 このような場合使用

されるマントラの範囲に相違はあるが,献供 とい う行為自体は第一の場合

に準じて古層にさかのぼるとみることができる。同様の例 として祭主が車

に赴 く[8],祭主が車の手綱をとる[14],祭主が太陽に対してマントラを

唱える[20],お よびそれに関連する儀軌があげられる。

これに対 して両シュラウタ・スー トラの間でマントラと行為の結びつき

が相違する場合,相違をもたらす原因の一つとして BSSでマントラ 0コ

レクションのマントラの使用規定を欠 く([161,[18]),あ るいは使用する

マントラがマントラ・ コレクションの順序に従わない ([25])と い う,マ ン

トラ・ コレクションの扱いそのものに起因する場合がある。 この点ではむ

しろ ApSSの ほうがマントラ・ コレクションに忠実なわけである。 その

他の相違点についてはほとんどが行為内容の相違であるが,そ の中にはシ

ュラウタ・スー トラ独自の祭具を使用することに制約される場合がある。

虎の皮の草履 (BSS― [3]),弓 (BSS一 [171),新鮮なバター (BSS― [191),

王の居所 (BSS-121],122])な どはその例である。 このようにマントラの

扱いについて両シュラウタ・スー トラが相互に異なる場合,マ ントラが本

来 どのような行為において使用されていたかを推定するのは困難である。
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たとえば [17]の マントラにおいて弓が言及されるからといって,行為の中

で弓を用いる BSSの 規定が弓を用いない ApSSに 対 してオリジナルとは

言えない。マントラの意味が儀礼行為をどの程度まで方向づけ,あ るいは

儀礼行為の側でマントラの意味内容をどの程度まで意識 していたかについ

て一般的に述べることは出来ないからである。

むしろマントラ・ コレクション成立にさかのぼる時代において,シ ュラ

ゥタ・スー トラに伝えられる両儀礼の相違に結果するようなヴァリアント

がすでに存在 していたと考えることができる。その事情を [9]と [15]の マ

ントラの使用に徴して推測しうる。すなわち当該箇所で指摘したように祭

主が車に乗るときのマントラとして,ApSSの ラージャ・アビシェーカで

は [9]を 使用 し BSSの ムリティウ・サヴァでは [15]の マントラの使用を

定めるが,車に乗るとい う儀軌的に重要な行為であるにもかかわらずこの

ような相違を生ずる背景として,両者のマントラがともに「(車に)の ぼる

べし」 6 tistha)の 語を有 していることがあろう。つまり両者のマントラ

のいずれを用いても車に乗るとい う行為と対応するのであって, どちらの

マントラを用いるかの選択は各シュラウタ・スー トラの裁量に委ねられる

といった倶l面があるなこのことをマントラ・コレクションからみれば,儀

礼のヴァリアントを生ずる原因がマントラ・コレクションの側にもあるこ

と,言い換えればマントラ・コレクション自身が行為のヴァリアントを許

容することを意味する。したがって両儀礼の原型ともいうべきただ一つの

儀礼を想定するよりも,む しろヴァリアントの並存を考えたほうが実情に

即しているであろぢなこのように考えるならば行為のヴァリアントの存在

は,マ ントラのもつ豊かな可能性を示すものといえよう。
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注

1)か りに TBの成立を紀元前 9-10世紀,BSSを 紀元前 5-6世 紀,ApSS
を紀元前 4-5世 紀とすれば,マ ン トラ・ コンクションとシュラウタ・スー

トラの間には数百年のひらきがある。A.B.Keith,The Veda of the Black

Yajus Sch001 entitled Taittiriya Sanhita, IrOS xvIII, Cambridge

(MaSS・ ),1914,pp.xlv_xlvi.辻 直四郎『現存ヤジュル・ ヴェーダ文献』,東

洋文庫論叢第52,1970,13ペ ージ,20ペ ージ 」.Gonda,The Ritual Sitras

(A IEistory of lndian Literature,Vol.1,Veda and Upanishads,Fasc.2),

pp.476 ff.

2) A.B.Keith,op.cit。 ,pp.xli xl五 .

3)辻 直四郎,Op.cit.,22ペ ージ。

4)液 状バターの献供に使用されるマン トラのうち 3回 目の献供に使用する詩

節 ;bhttt6 bhit6su carati pravistal.… ….TB。 2.7.15。 1-21ま Atharvaveda

(=AV)4.8。 1の ヴァリアン トとみられる。同様の例が [4](AV.4.8。 4),

15](AV.4.8.5,6),[8](AV.4.8.2), 115](AV.4.8.3),[19](AV。 4.

8.7)に もみえ,伝承上の関連を予想せしめる。AV.4.8は Kau6ikasitra

(=Kau6S)の 即位儀礼 (17.1-29)に使用される。 これについては, 拙稿

「『 アタルヴァ・ ヴェーダ』の即位儀礼―AV。 4.8」 ,『印度哲学仏教判 ,第
3号 ,(昭和63年),155169ペ ージを参照されたい。

5)[3]の マン トラは他の儀礼でもしばしば用いられるが当該儀軌とは関連を

持たない。 e.g.TaittirttyasaFilhita(=TS)1。 1.3。 1,BSs。 1.3:4.79,

ApSS.1.11.10,A.Hillebrandt,Das altindische Neu― und Vollmonds―

opfer,」 ena,1879,pp。 1011.以下本テキス トで扱 うマン トラが他のマン ト

ラ・ コンクションに共有される場合があるが,儀軌的な関連を持たない場合

は一々注記しない。

6)灌頂のとき唱える第 3詩節,indraril vi`va avivrdhan.… …TB。 2.7。 15。

5は [15]の 儀軌においても使用される (TB。 2.7.16.3)。         `
7)BSSで は

`ataも
併記するが意味不明である。The Baudhayana Srauta

sutra be10nging to the Taittiriya Sallilhita, edited by Dr. ヽヽ″。 Caland,

πヽol.2,Calcutta, 1907,p.363,n. 1.

8)こ のマン トラは他の儀ネL(agnio10ma,Vajapeya,odanasava,宙 vaha)に

おいても同様に用いられ,車 に対 してあるいは車に触れる際に唱える。 e.g。
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Ts。 1.7.7.2,TB。 1.3.5.4,2.7.8。 1,BSs.11.7:75。 7-8,ApSS.18.4.

6, 22. 26. 17, Latyayana`rautasitra 2. 8. 9, Drahyayana`rautasitra 5。

4.6,ApastamOagrhyasutra(=ApGS)8. 22. 4,Hira■ yake`igrhyasitra

(=HGS)1.12.2,ManavagThyasitra(=MGS)1.13.4,Paraskaragrト
yasutra(=PGS)3.14.6.

9)[13]と [14]の マン トラは ValaSaneyin派の raiasiyaに おいて,車 に乗っ

て祭場をまわる王が antabpatya柱 のそばで草をとめるときに唱える詩節の

一部 として使用される。ValaSaneyisarilhita lo.22,Katyayana`rautasitra

15.6. 22, 」.Co Hecsterllnan, The Ancient lndian Royal Consecration,

's―Gravenhage, 1957,p. 129.

10)冒頭句 (pratika)の みの引用によって四詩節が指示されるが, これは詩節

全体が先行するセクション (第一詩節一TS・ 1.4.37.1,第二一第四詩節一

TB.2.7.8.1-2)に 伝えられているからである。

11)二つの詩節の冒頭句が引用される。詩節全体は TS。 1・ 5.11。 3に伝えら

れる。

12)[23]一 [26]の マン トラは raiaSttyaに おいて王の髪を弟1る ときにも同様に

用セ`られる。 ApSS.18.22。 10,11,Manava6rautasitra 9.1.5.44,」 .C.

Heesterman,Op.cit。 ,pp。 213214.ま た[23]の マン トラ群のうち,y6navapat

savita ksur6,a.… ..は Cid5karmanゃ upanayanaの 髪を剃る行為におい

て も使用 され る。 C・ g.ApGS.4。 10.6,HGS.2.6.10,MGS.1.21.6,

PCS. 2. 1. 11, Iくau6S. 53. 20, 55. 4.

13)BSSの規定 asya sirab pramandayatiの 意味は不明である。」・C・ Hee―

sterman, opo cit., p. 212, n。  3.

14)両 シュラウタ・スー トラの Odanasavaで 同じマントラの使用が定められ

る (TB・ 2.8.1,BSs。 18.16;354.6,ApSS.22.26.16)が , その行為内

容はここでの使用と同じである。つまり各シュラウタ・スー トラ内部でマン

トラと行為の結びつきが′くタン化している。

15)こ のような印象はマントラ・コンクションのマントラを用いない儀軌に関

して両シュラウタ・スー トラを比較するならばますます強められる。このと

きの行為内容の相違は,マ ントラ・コンクションのマントラを用いる行為の

間の相違よりも大きい。 その原因は BSSが ApSSに比べて使用する祭具

が多種多様であり, したがってまた規模が大きいことに求められる。その例
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を以下に整理しておく。

a)BSSに 固有の儀軌

BSS。 18。 16;361.8-9

儀礼の冒頭の行為である。祭火を祭場に設置する次第を規定する。

BSS。 18.16;362.3-5

灌頂 ([5])に先立って弓を祭主に手渡し,祭主を金銀の板 (Suvar―

■araiata)な どで囲む。

BSS.18.17;362.21-363.1

灌頂を終えた後,祭主の顔を拭く。

BSS.18.17;363.10-364.2

祭主が戦車の上で弓を伸ばした ([17])後で 6ataに関する行為を

行う。また祭主が戦車からおりる際に崎子を用いる。

BSS.18.18;364。 3-13

祭主に新鮮なバターを塗る行為 ([19])に先立って祭官に
`ataを

与

える,太鼓 (dundubhi)を 叩く,祭主が沈黙を守る,人々に牝牛を与

える,祭主が粥 (mantha)を食するなどの諸儀礼が行われる。

BSS. 18.19;365.6-8

液状バターの献供([23])に先立って12日 にわたる禁戒 (dVada6aha¨

vrata― )を 行う。

b)ApSSに 固有の儀軌

ApSS.22.28.1

儀礼の冒頭の行為である。祭火のそばで夜を過ごす次第を規定する。

ApSS.22.28.5

弟1髪 ([23])の ために椅子に座って後, 祭官 (purOhita)に 恩典

(Vara)を与える。

(つ ちやま やすひろ。駒沢大学北海道教養部非常勤講師)


