
プナタラン遺跡の神話的景観
──山と水をめぐる浮彫壁画の象徴性より──

野　　澤　　暁　　子

序

　ボロブドゥール遺跡をはじめ、今日インドネシア共和国に存在する遺跡の多くは、近代に
ヨーロッパ人によって見出された。19世紀末よりオランダ植民地政府の主導で調査や修復が
行われ、現在はインドネシア政府が「民族の文化遺産」（warisan budaya bangsa）として合計
182基の遺跡を管理する［Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015］。チャンディ（candi）
と総称されるこれらの遺跡群は、４世紀頃より東南アジア各地で顕著化したインド文化受容
の過程で、ジャワ島を中心に成立した歴代王国がインド的王権概念にもとづく地域支配の一環
として建設したものである。したがってこれらの諸様式にはインドを由来とする仏教やヒン
ドゥー教の世界観が反映されており、インドおよび東南アジアの遺跡群との共通点も多い。
　この歴史的背景の一方でジャワ島の遺跡群の特色は、８～９世紀の中部ジャワ時代から10

～15世紀の東部ジャワ時代1）への移行過程で進行したジャワ文化との融合である。その端的な
例が、浮彫壁画の題材の変化である。中部ジャワ時代の事例がサンスクリット叙事詩や仏教説
話を中心とするのに対し、東部ジャワ時代の遺跡群においてはジャワ語で改編されたインド文
学およびジャワ発祥の文芸が顕著に増加している。そこで本稿では、東ジャワ最大のヒン
ドゥー教寺院であるプナタラン遺跡（Candi Penataran）を事例に取り上げる。
　本論で筆者が着目するのは、この遺跡に観察される「山」および「水」の象徴表現と、景観
化された神話世界である。まず空間的意匠に関して、聖山の具現を中心に据える構造はヒン
ドゥー思想の流れを汲むインドネシアの遺跡に一般的な様式であるが、その表現形態は多様で
ある。このなかでプナタラン遺跡の特徴は、時計回りと反時計回りに配置された数種の浮彫壁
画によって立体化された上昇構造である。先行研究において唯一考古学者H. Santikoがこの
構造に言及し、ヒンドゥーの天地創造神話「乳海撹拌（Samudra Manthan）」との関連性を提
示した［Santiko 1995, 2012］。筆者も現地調査の段階から同様に推論していたため、この解釈
を支持する。ただし Santikoの解釈はヒンドゥー教義と照合した上での一試論であり、これを
深化させた論考は出されていない。
　そこで本稿がプナタラン遺跡の構造分析のための具体的な切り口として取り上げるのが、浮
彫壁画における水の描写である。プナタラン遺跡の特徴の一つは、ジャワ東部で最も多くの
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ジャワ文芸が浮彫壁画の題材にされている点にある。ジャワの風土的特色が随所に表出したこ
れらの浮彫壁画の描写について、図像学者 L. Kievenは「水辺の場面が多い」という点を特徴
の一つとしてとりあげ、その要因を聖水信仰との関連から解釈した［Kieven 2014: 239‒245］。
筆者は聖水信仰を、先述の神話モデルに組み込まれたプナタラン遺跡の中心的要素として認め
るものの、壁画における水の描写に関してはさらに解釈を深める余地があると考える。なかで
も筆者が指摘するのは、相異なる世界を分かつ、境界的存在としての役割である。さらにこう
した水の両義性は、力の集積としての山、永遠なる聖水と相互に連結し、ジャワの自然観を取
り込みながらプナタランの多面的な信仰空間を構成していると考察する。
　以上の問題設定において筆者は、王権の理念として表象化されたインド的世界観と、地方言
語の語り物として浮彫壁画に表出したジャワ的世界観との重なり合いに、プナタラン遺跡の特
質があると推察する。こうした潜在的な二重性を想定すると、前述した山と水という象徴性は
意味的な広がりを含んだ一つの交接部分として、多様な主体を結びつける媒体的役割を果たし
たと考えられる。またこの側面は、ヒンドゥー遺跡の全体性における東部ジャワ様式の共通性
と個別性を導き出す上でも有意義な比較要素になりうる。以上の展望から、本論では山と水の
イメージに立脚したプナタラン遺跡の浮彫壁画の内容と構造を紐解いた上で、儀礼実践として
の意味生成を視野に含めながら当時の王国社会におけるこれら物語世界の意義を考察する。

１．プナタラン遺跡の概略

1‒1.　不輸不入地から王国寺院へ

　プナタラン遺跡は、東ジャワ州ブリタール市（Blitar）北東のケルッド山（Mt. Kelud）の中
腹に位置する（図１）。この遺跡はボロブドゥールの発見でも有名なイギリス人 T. S. Rafflesの
著を通じて初めて世に知られた［Raffles 1817］。その後植民地政府による修復が数回行われた
が、その過程の多くは不明であり、現
在も未完のままである2）。
　歴史的背景についても全貌は明らか
でない。重要な資料として、この遺跡
で発見され、現在も敷地内に置かれて
いるパラ石碑（prasasti Palah）がある。
Santikoによると、これはクディリ
（Kediri）王国時代（929 年‒1222年）の
スリンガ（Sringa）王の銘で1197年に
制作された。ここにはプナタランの領
地が「シーマ sima」（寺院建立のため
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に定立される不輸不入地［山崎 2011: 188］）として
Mpu Iswara Mapanji Jagwataという人物に与えられ
た件が記されている。その理由は、この人物のパラ
神（Bhatara ri Palah）3）に対する献身的な信仰実践が
認められたためという［Santiko 2012: 20］。シーマ
に関しては、9‒10世紀の中部ジャワの古マタラム
（Mataram Kuna）王国時代に作られた刻文にも数多
く記述がみられる［山崎 ibid.］。929年頃にクディ
リ王国として政権が東ジャワに移った後も、歴代王
はシーマ定立に尽力し、その一つがプナタランで
あったと考えられる。なお、９世紀以降から公文
書にサンスクリット語でなく古ジャワ語で表記され
るようになった変化もあわせ、シーマ定立は土着勢
力との駆け引きの中での国造りの証としてとらえる
ことができる。
　13世紀末に現在のスラバヤ市近郊のトゥロウラン（Trowulan）に都をおいたとされるマジャ
パヒト（Majapahit）王国の時代（1293年‒1478年）に入ると、プナタランは王国の寺院（Dharma 

Negara）として重要な位置づけとなる。Kromの調査によると、第２代ジャヤヌガラ王
（Jayanegara, 1309‒1328）から第６代スヒタ王（Suhita, 1400‒1477）の時代までの約170年間、計
12回の増築が行われたと考えられる［Krom 1923］。最多の増築期は第４代ハヤム・ウルック
王（Hayam Wuruk, 治世期：1350‒1389年）の時代における４件の増築で、王自身もこの寺院
に上記のパラ神と合祀されたシヴァ神の化身アチャラパティ霊（Sang Hyang Acalapati）へ祈
祷するために都から定期的な行幸をしたことが歴史書に残されている［Santiko 2015: 230‒231, 

238］。なお、このアチャラパティ霊とは本来「山の神」としての性格をもち、活火山として繰
り返し災害をもたらしたケルッド山（2014年にも噴火）への畏怖に根差した土着の神概念で
あると考えられている［Santiko 2015: 26］。プナタラン遺跡と王国の関わりを増築史から推察
する限り、15世紀末にイスラムの侵攻でマジャパヒト王国がバリ島へ大量移住するまでの期
間、この寺院の最盛期はハヤム・ウルック王が治世した14世紀後半であったと考えられる。

1‒2.　三部構造の空間

　プナタラン遺跡はほぼ西向きに設計されていることから、早朝は日の出の後光にそびえ、日
の入りには夕焼けに染まるという劇的な光景が日々繰り返される。この建築的方向性は、イン
ドおよび東南アジア各地の多くのヒンドゥー遺跡にみられる様式である。敷地の面積は12,964

平方メートル（４千坪弱）で、内部は三部構造となっている（図２）。西南の角にある正門か
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表１　プナタラン増築史（［Krom 1923］より）

西暦 サカ暦 建造物 図２記号

1197 1119 パラ石碑 Ｋ

1318 1241 敷居 Ｈ

1319 1240 石像 ③

1320 1242 石像 ①

1323 1245 敷居 Ｇ

1347 1269 石像 ④

1369 1291 年記の祠堂 Ｃ

1373 1295 敷居（内苑） －

1375 1297 単層基壇１ Ｅ

1379 1301 敷居（２件） －

1415 1337 奥の沐浴場 Ｐ

1454 1376 年が彫られた石 －
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ら奥まで一本の通路でつながっているが、途中にある左右一対の石像（ドゥヴァラパラ
dvrapala）の置かれた門が三つの空間の境となっている。こうした三部構造は、バリ・ヒン
ドゥーの寺院に一般的な「外苑（ジャバ jaba）―中苑（ジャバ・トゥンガ jaba tengah）―内苑
（ジェロアン jeroan）」の構造と近似する。クディリ時代には内苑の空間のみであったのが、マ
ジャパヒト時代の拡張でこの様式が完成したと考えられる。
　ここで主要なものを取り上げると、まず外苑では大小二つの長方形の単層基壇（図２：E, F）
がある。基壇は縦9.22m×横29.5m×高さ1.5mの側壁からなり、上面は雑草が生えているの
みである。大きい方の基壇（バレ・アグン bale agung）の壁は簡素であるが、小さい方（プン
ドポ・テラス pendopo teras）の壁は龍（ナーガ naga）の装飾に加え、次章で述べる物語群の
浮彫が施されている。Rafflesは壁の上面に支柱の痕跡があることから、かつては吹き抜け小
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プナタラン遺跡の神話的景観（野澤）

屋の構造をしていた分析している［Raffles 1817: 39］。通称「年記の祠堂」（C）は、入口の上
にサカ1291年（西暦1369年）と刻まれていることから付された名称である。シンゴサリ様式
の洗練された意匠からなり、年記の上部には異形カーラ・マカラ（kala makara）の破風が、内
部にはガネーシャ石像が置かれている。
　続いて中苑は、比較的狭い空間に多くの建造物が残るが、歴史的背景は不明である。なかで
も目を引くのは「龍の祠堂」と呼ばれる、四面の側壁を龍で装飾された立方体の祠堂である。
建立年と目的については明らかでない。そして内苑に入ると、中央に本堂（A）がかまえ、周
辺を小規模の建造物が取り囲んでいる。本堂は三層構造からなり、一階から二階へは左右の階
段、二階から三階へは正面中央の階段を通じて上がる仕組みである。一階と二階の側壁はヒン
ドゥー神話の浮彫が施され、三階の側壁は一定の間隔でガルーダと思われる神鳥の彫像が装飾
されている。かつて三階部分には壁で仕切られた空間があったと考えられるが［ibid.: 40］、ま
だ完全に修復されておらず、実験的に組まれた一部が本堂の北側に放置されている（D）。む
き出しの三階部分には小さなリンガ像が佇むのみである。本堂の原型はクディリ時代に建てら
れたはずであるが、その建築様式と石像に彫られた年号から、現在の本堂はマジャパヒト時代
に改築されたものと推測される［Santiko 2012: 23］。内苑の裏手には沐浴場（P）があり、こ
の側壁にも説話の浮彫が施されている。沐浴場はもう一つ敷地外にもあり、参拝者が空間の外
と内で計２回、心身を水で浄める行為がなされていたと考えられる。
　以上の構造をもつこの遺跡について一つ指摘できるのは、プナタランの語幹「ナタル natar」
が「庭」を意味するように、オープンスペースに重要性が与えられている点である。さらに全
体的な特徴として、ヒンドゥー教、仏教、龍信仰、水信仰など、ヒンドゥー・ジャワの混交的
な信仰文化が反映されている。その賑やかな雑種性は、浮彫として表現された物語の多様性と
も共通する。

２．浮彫壁画の物語世界における水

2‒1.　先行研究と全体の概要

　冒頭で述べたように、プナタラン遺跡を彩る浮彫壁画の物語群に共通した特徴は、ジャワで
生まれた物語を採用している点である。ラーマヤナなどインド由来の題材を採用したものもあ
るが、その典拠はサンスクリット語の原典ではなく、それらを古ジャワ語で改編した詩歌クカ
ウィン（kakawin）であることが J. Riggや N. J. Brandesの調査で確認された［Klokke 1993: 

8‒9］。インド叙事詩のジャワ語への翻訳は、991年に東ジャワのクディリ王国の君主となった
ダルマヴァンシャ（Dharmavansa）王の時代に盛んに進められた［永積 1998: 51］。外来文化
の摂取と伝統回帰の同時進行はクディリ時代からマジャパヒト時代にかけて広まり、インド古
典文学のアレンジとジャワ文学の創造がともに最盛期を迎え、影絵芝居ワヤン・クリット
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（wayang kulit）などジャワ独自の総合芸術としても結実した。こうした歴史からみても、ボロ
ブドゥール遺跡に代表される中部ジャワ時代と対照的に、プナタラン遺跡は地域性を取り入れ
た中世の東ジャワにおける文化爛熟期を如実に映し出している。
　19世紀の半ばよりジャワ島の遺跡に残存する浮彫壁画の解釈は、当時の宗主国オランダの
学者によって進められてきた。プナタラン遺跡は最も早く手がけられた部類に入り、1849年
に J. Riggが一部の浮彫の調査を行った［Brandes 1909: 3］。さらに Gronemanによるロロ・
ジョングラン遺跡の研究（1893）や Pleyteによるボロブドゥール遺跡の研究（1901）が出さ
れて以降、ジャワ浮彫壁画研究は特に1920年代から30年代にかけて飛躍的に進んだ。植民地
時代の研究者が残した功績は大きく、現在も影響力を保つ。しかしながら、プナタラン遺跡の
事例も含め、いまだ未解明の浮彫群がジャワ各地に数多く残されている。
　説話に関連したプナタラン遺跡の浮彫には、物語の連続性にもとづいて配置されたものと、
場面や登場人物のカットが建造物の装飾として組み込まれたものの二種類がある。ここでは後
者については割愛し、前者に関する先行研究の状況を概観する。プナタラン遺跡の連続的浮彫
壁画は、以下の４箇所に配置されたものである。

(1) 単層基壇プンドポ・テラス（pendopo teras）──図２：Ｅ
　影絵芝居ワヤンに似た平面的な描写の浮
彫群が、絵巻物のように基壇の壁を反時計
まわりに取り囲んでいる。基壇の底辺を龍
（ナーガ）が巻きつけるような意匠となって
おり、四隅と東側の２箇所の合計６箇所で、
絡まりあった龍の造形が柱となっている（写
真１）。読む起点は南東の角と考えられてい
る。これらはパンジ物語など複数のジャワ
文芸から構成され、1978年に S. Suleimanが
その他を含めた全体の解釈を試みた［Suleiman 1978］。それから時をおき、2014年に L. 

Kievenが中世の貴族男性（具体的には tekesという帽子をかぶったキャラクター）の浮彫描写
に関する横断的研究を刊行し（2013年に英語版、2014年にインドネシア語版）、その中で上記
の先行研究の再整理をしたのが最後である。しかしM. J. Klokkeが Suleimanの説を疑問視す
るように［Klokke 1993: 15］、この物語群の解釈については多くの検討の余地が残る。この基
壇の役割は不明であるが、本堂に向いた配置から、供物の奉納場などであったと考えられる。
以下より「プンドポ」と略称する。

写真１　プンドポ・テラス
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(2) 本堂一階の外壁──図２：Ａ（写真２）
　これらの図像に関しては絵巻物形式ではなく、合計181の図像が独立した場面として配置さ
れている（写真３）。図像群はプンドポと同じく反時計まわりに配置されており、起点は南西
の角である（図３）。この図像群に関しては前出の J. Riggが1849年に調査した後、1925年に
W. F. Stutterheimが追調査を行った。両者の見解は一致しており、その結果この図像群はラー
マヤナ物語の一節「猿の王ハヌマンと魔王ラワナの戦い」であると同定された。ただしここで
扱われている物語は原典を直接反映したものではなく、古ジャワ語の叙事詩クカウィンとして
編まれたものである。この一節は現在もジャワ島やバリ島の影絵や舞踊劇で親しまれている。

(3) 本堂二階──図２：Ａ
　独立場面からなる一階のラーマヤナ部分と異なり、二階の図像は絵巻物形式（写真４）を
とり、かつ上記の二例とは反対に、時計回りに読むのを特徴とする。読む起点は正面階段の左
側である（図３）。1915年から1925年にかけて S. Callenfelsが最初の調査を行った結果、上記
と同様に各種芸能で引用される英雄神クリスナの物語「クリスナヤナ（Kresnayana）」のクカ
ウィン版であると判断した。その後2000年に Klokkeが、2014年に Kievenが各著書において
概要を論述しているが、大幅な変化はない。ただし、この物語は困難の果てにクリスナと女神
ルクミニが結ばれるという結末については意見が一致しているものの、その途中経過には多く
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図３　本堂の壁画の起点と終点

写真２　本堂

写真３　本堂一階浮彫壁画（ラーマヤナ）
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の不明な場面も残る。

(4) 沐浴場──図２：Ｐ
　この図像群の題材はインドの動物説話パンチャ・タントラ（panca tantra）をもとにジャワ
語で再編されたタントリ・カマンダカ（tantri kamandaka）と考えられている（写真５）。この
浮彫については1993年に Klokkeがタントリ・カマンダカの図像に関する横断的研究の中で解
釈を行っている［Klokke 1993: 225‒239］。これらは水槽の内側の壁に彫られているため、周回
して読む形式ではない。

　興味深いのは、以上に挙げた図像群はそれぞれ表現上の特徴が大きく異なる点である。プン
ドポや沐浴場の図像群は略画風であるのに対し、本堂一階のラーマヤナは精緻かつ大胆な描写
となり、二階のクリスナヤナでは洗練性が加わる。こうした差異は、それぞれを担当した彫り
師の資質や趣向の問題よりも、場そのものに与えられた価値の差が大きく関わると考えられ
る。
　このうち、水の描写が登場するのはプンドポと本堂一階のラーマヤナ壁画の２箇所のみで
ある。次よりそれらの文脈をみてみよう。

2‒2.　プンドポの浮彫壁画における水の諸相

　この図像群はキドゥン（kidung）と呼ばれる、東ジャワ時代に中期ジャワ語で編まれた叙事
詩にもとづいている。壁画には複数の物語が描かれているが、各あらすじが連続的に描かれて
いるため、場面の区切りに客観的な基準を見出すのは難しい。青山亨がプランバナン寺院の
ラーマヤナ浮彫について推論するように［青山 2014］、これらの内容も儀礼の場では絵解き僧
のような語り手が媒介となって民衆に伝えられていた可能性が考えられる。この環境を想定す
れば、プナタラン遺跡の浮彫説話群は最低限の共通理解を前提としつつも、原則として口承パ
フォーマンスを引き出すための視覚素材、いわば一種の開かれたテクストであり、その解釈や

写真４　本堂二階浮彫壁画（クリスナヤナ） 写真５　沐浴場浮彫壁画（タントリ・カマンダカ）
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語り方は主体にある程度委ねられていたと考えられる。なお、筆者の調査に同行した Yohanes 

Hanan教授によると、プンドポの浮彫はそのデザイン性からもジャワ人の眼には複数の演目
（ラコン lakon）から成る一種のワヤン（影絵芝居）として映るという4）。
　以上のテクスト解釈をめぐる相対的な幅をふまえた上で、次より全体の筋書きとしては先行
研究の解釈に沿いながら、各説話で描かれた水の表現をとりあげる。なお、プナタラン遺跡の
プンドポの浮彫の全体的解釈を初めて試みたのは、1978年の Suleimanによる研究である
［Suleiman 1978］。後年に Kievenが貴族男性の描写に関する研究の中でこの浮彫を扱っている
が、起点の設定などに疑問を呈しながらも5）、概ねにおいて Suleimanの解釈に則っている
［Kieven 2014: 198‒245］。プンドポの浮彫図像はこの二つの先行研究において、図４のように
南東の角（右上）を起点に合計80場面に分割され、ＡからＩの９編のまとまりとして解釈さ
れている。以下では水の場面を含む編（A, D, F, G, H, I）に焦点を当て、その他の編に関して
は概略的説明にとどめる。

Ａ（１～13）：サン・サティアワン
　この編はクディリ時代に誕生したキドゥンの一つ「パンジ物語（cerita Panji）」6）の一節、サ
ン・サティアワン（Sang Satyawan）という男性聖者が主人公の物語とされる（以下、サティ
アワンと略称）。物語は、地上に降りたサティアワンが王の要請で王女スウィストリ（Suwistri）
と結婚するくだりではじまる。サティアワンは結婚後まもなく妻を残して出家し、妻はその後
を追う。山の修験場で夫を見つけた妻は、自らも出家を決意する。その後王と王妃が消えた娘
を探しにやってくるが、その時スウィストリはすでに女神となっており、王と王妃に対してメ
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Ａ (1–13) : サン・サティアワン
Ｂ (14–18) : 聖者との対面 (★A)

Ｃ (19–23) : ブブクサとガガ・アキン
Ｄ (24–39) : 龍の王 (★A)

Ｅ (40–46) : 御輿行列 (★A)

Ｆ(47–53) : 手紙を運ぶオウム (★A)

Ｇ (54–65) : レヨンの島 (★A)

Ｈ (66–74) : スリ・タンジュン
Ｉ (75–80) : パンジと女性 (★A)

★A : Aからの展開と思われる編

図４　プンドポ・テラスにおける浮彫図像の配置
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ル山で一年間瞑想生活を送るよう指
南する、という結末である。
　プンドポの浮彫では、Ａの1‒2に
描かれた「屋敷で誰かを偲ぶ仕草の
女性（＝スウィストリ）」と、３の
「従者同伴で何処かへむかう男性
（＝サティアワン）」で話は始まる。
その後二人は再会を果たし、最終的
には手を取り合って浅瀬を渡る
（9）。これが最初の水の描写となる

が、次の場面（10）では二人とも腰まで水に浸かっており、先導する男性が後方の女性を叱
咤激励しながら渡っているかのような描写となる（写真６）。これ以降は不可解な展開ととも
に話が途切れる。

Ｂ（14～18）：聖者との対面
　これはＡから展開した編であり、出家して聖者となったサティアワンのもとへ妻の両親で
ある王と王妃が訪れ、娘の行方を尋ねるくだりが描かれていると考えられている。

Ｃ（19～23）：ブブクサとガガ・アキン
　この編は、中世ジャワで生まれた宗教説話をモティーフとする。物語の主人公は、肉好きで
大食いのブブクサ（Bubuksah）と、菜食主義者のガガ（ン）・アキン（Gagak/Gagang Aking）
という、対極的な性格をもつ修行中の兄弟である。話のクライマックスは、虎に襲われたガ
ガ・アキンが自分より太ったブブクサをさしだそうとしたところ、虎は神の姿となり、偽善者
のガガ・アキンではなく正直者のブブクサに天国での永遠の幸福を与えるというくだりであ
る。ブブクサはヒンドゥー教徒、ガガ・アキンは仏教徒の寓喩であるなど、多様な解釈がなさ
れている。

Ｄ（24～39）：龍の王
　この編は、パンジ物語のひとつと考えられている。物語は思い悩む様子の位の高い男性の描
写（24）で始まる。そこへもう一人の貴族男性（おそらくパンジ）が現れ、彼は供え物のよ
うなものを抱えてどこかへ向かう（25）。次の場面で彼は跪き、魔王のような存在に対して手
を合わせている。その魔王の背後には、妖怪のごとき異形が群がる（26）。
　龍の彫刻の仕切りをこえて次の図像27になると別の場面に切り替わる。屋敷内の吹き抜け
小屋で一人の女性が恋煩いのように首をうなだれて座り、そこへ貴族男性（帽子が身分の証）
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写真６　水辺を渡る男女（左：９ 右：10）
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が現れ、両親となにかを話合う
（28）。そして男性は従者らしき一
人とともにどこかへ出発し（29）、
続いて二人は腰まで浸かって水を渡
る展開となる（30）。その次の場面
も水が描かれているが、そこにいる
のは一人のみである（31）。この人
物が帽子をかぶっていないことを考
えると、これは従者の方であり、パ
ンジは水に潜ったという設定と考え
られる。この先はパンジらしき人物が荒ぶる存在に手を合わせ、何かを懇願しているような場
面となる（32）。すると次に彼は巨大な魚にまたがって水上に姿を現す（33／写真７）。終盤
は女性の屋敷が舞台となり、パンジとその両親とのやりとり、そしてパンジと女性の蜜月な様
子でしめくくられる（33～39）。
　この編に関して、筆者の解釈は基本的に Suleimanや Kievenとほぼ同じである。26でパンジ
が祈りを捧げる対象は、乳房らしきものが描かれていることから、冥界の女神ドゥルガーであ
る可能性が高い［Kieven 2014: 212‒213］。ただしドゥルガーがシヴァ神の妻の一人であること
を考えると、最初の位の高い人物はシヴァの化身という設定となり、パンジはシヴァの命を受
け、ドゥルガーの怒りを鎮める使命を実行するとも理解できる。なお、ヒンドゥー教において
本来ドゥルガー女神は、シヴァの超自然力（サクティsakti）のうち「怒りの力」（クルーラ
krūra）を有するとともに植物の生育を促す豊穣神としての役割にあったが、東ジャワのマジャ
パヒト時代に入るとジャワの呪術文化との関連で文脈化され、死を司る冥界の女神としての性
格に変容した経緯が Santikoによって論証されている［Santiko 1997］。
　この「龍の王」の一節においてさらに興味深いのは、27からの展開である。これは男性が
女性の親に認めてもらうために命を賭して異界に赴き、宝物を獲得して帰還するという話であ
る。この場合の異界は海と考えられ、海底世界でパンジが対面する魔物は、Suleimanの解釈
では龍の王（raja naga）とされている［Suleiman 1978: 10］。ジャワの民間信仰において、龍の
王は「宝石の守り神」と考えられているというのがその理由である。この解釈に従えば、パン
ジが海底で入手したのは真珠などの類であり、それは33に描かれた彼の携える箱に納められ
ていると考えられる。竹取物語との共通性を示唆する一節である。

Ｅ（40～46）：御輿行列
　この編はある貴族の夫婦を主人公とし、Ｄのパンジ物語からの展開という可能性も考えら
れるが、正確には分からない。水の描写がないため説明を省略するが、これはある若い貴族夫
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写真７　パンジの海底への冒険と生還（左：31 中央：32 右：33）
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婦が聖者に相談した結果、妻のみが御輿行列とともに出家し、夫は残されるという話である。

Ｆ（47～53）：手紙を運ぶオウム
　この編は先のＥの続きと考えられる。離れ離れになった男女を中心とした短いエピソード
である。妻である女性を追いかけてきたと思われる男性の登場から話は始まる（47）。思うよ
うに再会とならず、男性は手紙を一羽のオウムに託す（49）。オウムは瀬を渡り、女性に手紙
を渡す（50, 51）（写真８）。そして次は場面が切り替わり、聖者と女性が向き合って木琴を演
奏している光景（52）となるが、この後聖者とその従者らしき人物がそれぞれ女性と性的行
為を行っているかのような場面（53）でこの編は終わる。Kievenがいくつかの可能性を示す
ようにこの終盤の解釈については議論の余地が大いにあるが、それについては別稿にあらため
たい。

写真８　瀬を渡り恋文を運ぶオウム（左：49 中央：50 右：51）

Ｇ（54～65）：レヨンの島
　この一連の図像には表面がひどく劣化しているものが含まれ、Kievenが並び順の点で疑問
を呈している部分もある［Kieven 2014: 230］。物語内容を固定化するのは難しいが、全体から
察してＦの続きである可能性が高い。物語は、男性とその従者が浜辺で舟から降り立った場
面（54）ではじまる。次の場面では、この二人が打楽器合奏の集団と踊り子を眺めている。
この楽器は Kievenも指摘するようにバリ島のレヨン（reyong）であると考えられる。音楽学
的観点からこれは J. Kunstが20世紀初頭にバリ中部で撮影した左右一対型のレヨン［Kunst 

1949: 425］にあたる。この楽器や踊り子の衣装の描写から判断し、この男性二人はバリ島を
訪れたと解釈することができる。この後主人公の男性（おそらくパンジ）は、女性との再会を
果たす（56）。次に男性は、聖者と面会する（58）。そして次の場面では、男性が左手に立つ
傍らで、二人の女性が檀上に座る神的存在に祈りを捧げている（61）。Kievenはこの神的存在
の近くにカニが見えることから、水との関連を指摘している［ibid.: 228］（同行者のHanan教
授はドゥルガーの可能性を指摘）。これにつづく二つの図像（62, 63）は表面の劣化によって
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判読が困難だが、その次の64では幼児を抱えた女性が水辺を渡る描写を微かに読み取ること
ができる。最後は図像の鮮明さが戻り、幼児を膝にのせた男性とその横で跪く女性という組み
合わせが描かれている。Kievenはこの展開について、何処かの島（バリ島か）で男性は女性
との間に子を授かり、最後に故郷へ母子を連れ帰るという顛末で解釈しているが、筆者も同様
の見解である。

Ｈ（66～74）：スリ・タンジュン
　各先行研究において、この編はスリ・タンジュン（Sri Tanjung）物語であると考えられてい
る。作者は不詳であるが、13世紀初頭のマジャパヒト時代にジャワ東端の町バニュワンギ
（Banyuwangi）で生まれたという通説から、別名「バニュワンギ物語」ともいう（‘banyu’ は
「水」、‘wangi’ は「芳香」を意味する）。物語の主人公は、シダパクサ（Sidapaksa）という名
の貴族男性と、その妻にして天女の化身のスリ・タンジュンである。物語のクライマックス
は、夫の不在中に王との間で不貞を行ったと疑われたスリ・タンジュンが、身の潔白を示そう
と短剣クリスで自らの胸を突き刺したところ、胸からは血ではなく、芳しく清らかな水が溢れ
て海となった、というくだりである。スリ・タンジュンの魂は冥界のドゥルガー女神のもとへ
下るが、ドゥルガーはその高潔な精神を称え、新たな生命とともにシダパクサとの幸せな生活
を与えた。この物語は現在もジャワやバリの芸能で好んで上演されている。
　だが実際のところ、この一連の図像は劣化が激しい上に、スリ・タンジュンの物語内容との
決定的な一致箇所が少ない。唯一特
徴を示す図像は、魚に跨って水面に
浮上した女性（再生したスリ・タン
ジュン）と岸辺に佇む男性の場面
（70, 71）である（写真９）。Kievenも
説明を割愛しているように、保存状
態が比較的良い図像にも関わらず、
具体的な解説が難しい一編であるこ
とも記しておきたい。

Ｉ（75～80）：パンジと女性
　この編はＦの前半と似た内容である。誰かを偲ぶ様子のパンジの登場（75, 76）で話は始ま
る。そしてＦではオウムがメッセンジャーとなったが、今度は女性側の召使がその役目を担
う。召使は瀬を渡り（77）（写真10）、哀しげな女性のもとへパンジの伝言を届ける（78）。Ｆ
ではこの後不可解な展開となったが、この編では二人の思いは成就する。最後は二人の抱擁と
それを見守る聖者たちという場面（80）でしめくくられる。

写真９　再生したスリ・タンジュン（魚の上）と夫のシダパクサ（右）
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2‒3.　本堂一階のラーマヤナ壁画における水の表現

　前述のようにこの浮彫の題材は、古ジャワ
語の叙事詩クカウィンとして改編されたラー
マヤナ物語の一節「猿の王ハヌマンと魔王ラ
ワナの戦い」である。有名な話であるため内
容説明は省略するが、ここで水の描写が登場
するのは３点の図像のみである。プンドポ
での多様な表現と異なり、これら３点とも
善の世界（ラーマ王子とハノマンの国）と悪
の世界（ラワナの国）を距離的に隔てる神話
上の海（サムドラ）を表している。シンタ姫
の救済やラワナとの闘い等の使命のため、ハ
ノマンやラーマが両界を行き来する劇的な場面に描かれている（写真11）。

３．浮彫壁画が反映する世界観

3‒1.　表象された水の境界性

　以上のようにプンドポと本堂一階に描かれた各種物語では、場面展開で水が重要な役割を果
たす。特に水の存在感はプンドポの描写において顕著に発揮されている。プンドポの設置が
1375年という情報に依拠すれば（表１）、これらの浮彫の製作はマジャパヒト時代のハヤム・
ウルック王治世期であると考えられる。一方、壁画の題材はパンジ物語を中心とする、クディ
リ時代に生まれた宮廷文学である。この時間的隔たりを考慮すると、プンドポが増設された頃
にパンジ物語はすでに古典として民衆の世界でも親しまれ、歌舞劇などで演じられていたこと
が想像される。プンドポの浮彫壁画にある種の生彩が宿っているのも、おそらくこのためであ

写真11　海を渡るラーマとハノマン
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ろう。
　その端的な例が、登場人物の所作である。男性が腰かけて足を組む（思索）、屈んで合掌す
る（嘆願）、左手を右肘にそえる（謙譲）など、ここにはジャワの身体文化として定型化した
所作の数々が盛り込まれている。これらの所作は演劇的記号として、物語進行を文字の読めな
い民衆に視覚的に伝達していたと思われる。さらに注目すべきは、樹木、家屋、動物といった
背景や小物の描写のリアリティである。例えば樹木は単なる「木」という抽象的存在ではな
く、庭木、森林、土手の雑木など、様々な種類の木が場と一体化して細かに描き分けられてい
る。むしろ木の容姿が、特定の場を生み出しているとも換言できる。つまり、プンドポの浮彫
壁画に描かれている万物は、現実の生きる営みのなかで深く身体化された世界である。
　水の描写に関しても同様に、当時の民俗的な世界観が反映されている。それは多様な表れを
とるが、序でも述べたように、筆者はその本質に「境界性」を観察している。プンドポの浮彫
における水の境界性は、大きく二つの性格に分けられる。
　一つは水平的な隔たりの境界としての水である。それが河川であるか海峡であるかは文脈に
よって異なるであろうが、この広く横たわる水が隔てるものは、思いを寄せ合う男女である。
二人を阻む物理的な距離を表すには、当然ながら地続きの空白よりも水を描きこむ方が効果的
である。そしてこのままならぬ距離を克服する手段として、オウム（F）や召使（I）が媒介者
の役割を果たす。筆者にとってこのパターンは天の川伝説（これも鳥が使者となる）との関連
をうかがわせるもので、非常に興味深い。またＧ（レヨンの島）の冒頭で描かれた海に関して
は、パンジが舟で訪れた異郷の描写から判断して、おそらくバリ島とジャワ島を分かつ海峡
（幅は若干３km）であると考えられる。バリとジャワの関係は11世紀のバリの王ダルマ・ウ
ダヤと東ジャワの王女マヘンドラダッタとの結婚を機に強まり、クディリ時代には活発な文化
交流が展開した。この背景と併せて考えると、パンジ物語で貴族のジャワ―バリ間の旅が登場
しても不思議ではない。なお、「ジャワからバリへの逃避行」は現代の大衆歌謡などでも使わ
れる設定である。
　もう一つは、垂直的に分けられた世界の境界としての水である。ジャワおよびバリの伝統的
な世界観に即せば、この性質をもつ水の描写は、生死との結びつきをもつ海であると考えられ
る。特にＤ（龍の王）とＨ（スリ・タンジュン）の共通項は、「死の領域」として描かれる海
底である。そしてここでは女神ドゥルガー7）が君臨する（前述のようにドゥルガーはヒン
ドゥー教で豊穣神を兼ね備えた女神であるが、マジャパヒト時代にジャワ呪術文化の影響から
冥界の女神として変容した）。そしてドゥルガーに認められることによって、Ｄの場合は宝物
を、Ｈの場合は新たな命を獲得し、「生の領域」である水上世界に帰還する。この展開から、
これらの物語において海は死に満ちた暗黒世界ではなく、両義的で、むしろ豊かな再生をもた
らす力であるといえよう。それを示す例として、Ｇでは幼子を抱いた女性という原初的な生
のかたちが描かれている8）。
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　プンドポの浮彫壁画では、こうした縦横の水の境界性とともに「別離／再会」「死／再生」
がさまざまに展開する。これらは物語のパターンとして定型的であるものの、舞台として出来
事を包み込むのは、やはりジャワの風土としての水である。女王が住まう海底の冥界、恋人が
待つ別天地、といった水の向こう側の多様な異界は、日常的に川や海を眺めながらジャワの人
びとが心に育んだ「ここではない何処か」への想像力から生まれたものであろう。ゆえにこれ
らの境界的な水の世界もまた、身体化された自然の一つなのである。
　以上の「境界性として水」という解釈の他、先行研究者の Kievenによる「聖水」（ティルタ
tirtha）との関連性からみなす解釈もある。Kievenは「水＝聖なる存在」という記号的価値を
中心化した上で、「水を渡る」場面の反復的な登場は、それを読む参拝者の心身をより清浄な
ものへと導き高めるメタファーであると解釈した。さらにプンドポの物語群の多くが恋愛にま
つわる理由からタントラとの関連性を指摘し、プナタラン遺跡は聖水崇拝とタントラが一体化
した信仰教育の場であると結論した。この解釈において、信仰の場としてのプナタランの頂点
はシヴァ神の霊力（サクティsakti）あるいは解脱（モクサ moksa）であり、プンドポの浮彫壁
画とは参拝者が最初に経験するよう設置された、現世の愛欲を象徴化した世界である。ここで
人びとはタントラの教えとともに内なる愛欲を肯定しながらも高次の次元へといざなわれ、最
終的にはクリスナ神とルクミニ女神が結合する「愛のモクサ」（本堂二階のクリスナヤナ壁画
の象徴的解釈）を精神的に経験できる仕掛けになっていると説明する［Kieven 2014: 239‒245］。
　しかし筆者が観察する限り、プンドポの浮彫壁画における水の表現を全て聖水とする一義的
な解釈には疑問が感じられる。インドの聖なる川ガンガー（GaGgā）への信仰をはじめ、確か
にヒンドゥー教において川は聖水（ティルタ）としての特別な意味をもつ。またこの聖水信仰
はヒンドゥー文化の伝播地域において、川だけでなく湖や池あるいは人工的貯水池（バライ）
をもティルタとしてみなす多様な形に伝承されている。一方で注意すべきは、プンドポで描か
れている水が川だけでなく、スリ・タンジュン物語のように明らかに海も含んでいる点であ
る。したがってプンドポの水表現の解釈においては、描写における川と海との文脈的な差異
を、特に水底に住まう女神の役割を含めながら慎重に検討する必要があると思われる。さらに
Kievenが言及するジャワ神秘主義としてのタントラ実践は、植民地時代より一部の欧米人学
者の間で言説化してきたものの、プナタラン遺跡においてその明確な根拠がみられないという
問題も残る。
　ただし、プンドポの物語群が人間の煩悩の諸相を描いたドラマである点、またプンドポから
本堂への道筋が精神の段階的上昇として設計されているという点において、筆者は Kievenと
近い見解をもつ。また、敷地の内外に設置された沐浴場の存在からも、聖水信仰はプナタラン
遺跡の中核である上、聖水による浄化が制度的に確立された中世の歴史的痕跡として重要な価
値をもつと考える。だが筆者が注目するのは、聖水や解脱といった目的化された概念よりも、
身体論的な意味合いにおいてプナタランの空間全体に立ち上がる神話的景観である。
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3‒2.　景観化された神話的自然

　プナタランの神話的景観とは、連続浮彫壁画の二種の配置方向と直接関係するものである。
これまでの先行研究で「時計回り／反時計回り」という方向性は、物理的説明として言及され
るのみであった。だが筆者は、Justusが二項対立性をインドネシアに偏在する基層的価値観と
して注視するように［Justus 1954］、壁画の配置方向はプナタラン遺跡の重要な要素と考える。
特にジャワ・バリ文化圏において、右か左かという問題は、存在の本質に関わる。
　時計回りは「プラダクシナ pradaksina」、反時計回りは「プラサウィヤ prasawya」といい、
いずれもサンスクリット語由来の概念である。前者の配置は本堂二階のクリスナヤナ壁画のみ
で、プンドポと本堂一階の壁画は後者の形態をとる。この方向性を各壁画の物語の起点（図3, 

４）と組み合わせると、プナタランの空間構造（図２）において次のような順路を想定でき
る。正門から外苑に入った参拝者はプンドポの説話世界を南東の角から反時計回りに体験した
後、中苑へと進む。そして中苑で各種祠堂を巡り、参道に戻って門より内苑に入る。内苑の本
堂では、一階の右側面からラーマヤナ壁画を反時計回りに読み、右の階段から二階に上がる。
二階では左側面から逆の時計回りにクリスナヤナ壁画を読み、中央階段から三階へ上がる。こ
の上は未修復の空間であるため割愛するが、最終的に参拝者は二階左側の階段から降りて本堂
を後にする。なお、右から入って左から出る形式は、現在のバリ島のヒンドゥー寺院でも踏襲
されている。
　インドネシアの基層的な二項対立的世界観において、原則的に右は優位（表／陽）、左は劣
位（裏／陰）の価値とされる。したがって、浮彫壁画の配置に仕組まれた時計回り（右回り）
と反時計回り（左回り）という対立的方向性には、特定の意図が含まれていると考えてよい。
この問題に唯一関心をもった H. Santikoは、反時計回りを死の儀礼から一義的に解釈した
Muuses（1922）や Soekmono（1974）への批判をふまえ、プナラタンの建築意匠とヒンドゥー
の天地創造神話である乳海撹拌との関連性を主張した［Santiko 1995: 23‒22］。乳海撹拌とは、
永遠の生命をもたらす聖水（アムリタ amrta）を求めた神々と悪魔が、マハメル（マンダラ）
山に龍を巻きつけて左右から引っ張り合い、生命の源である乳海を撹拌する話である。神々が
撹拌を続けた千年間に万物が乳海から誕生し、最後にアムリタの入った壺が山の頂上から現れ
た。この神話で神々（デーヴァdeva）は右側に、悪魔（アスラ asura）は左側に立ったとされ、
その図式は数々のヒンドゥー絵画で表現されている。
　本堂を「龍に巻かれた聖山」と見なすこの解釈は、プナタランの構造理解の上で説得力をも
つ。これによって相反する壁画の方向性と、プンドポや本堂における龍の装飾との間に整合性
が成り立つためである。本堂においてプラサウィヤ（反時計回り）が一階、プラダクシナ（時
計回り）が二階という関係──すなわち「不浄な左半身」で読むラーマヤナの戦闘世界と「清
浄な右半身」で読むクリスナの英雄譚──も、左のアスラ界と右のデーヴァ界という対比に置
換することができる。また、本堂が聖山の具現である想定すれば、浮彫壁画における水の描写
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がプンドポと本堂一階に限られている事実とも高低の位置関係として論理的に結びつく。
　ただしこの構造に関してはさらに考察を深める必要がある。例えば敷地の南側に門と参道が
設置され、北側の空間に参拝対象となる中小の祠堂群が置かれている配置構造からは、北優位
の思想が観察される。この方位性に関しては朴亨國が、同じく西向きの構造をもつアンコー
ル・ワットの内回廊のレリーフにおいてシヴァ神を主人公とする場面が北側におかれている特
徴を挙げ、「リンガに注いだ聖水は北へ流れる」「シヴァの住まうカイラーサ山がメール山およ
び人間世界の北側にある」などヒンドゥー思想に多く認められるシヴァ神と北方位の結びつき
から、レリーフ配置においても北側がシヴァ神の登場場面として自然に設定された可能性を述
べている［朴 2003: 131‒132］。実際にこの要素は、プナタラン遺跡とも共通する。前述したよ
うに、この寺院は「山の神」であるシヴァ神の化身アチャラパティ霊を祀る目的で建てられて
おり、北側にはクルッド山がそびえる。したがってヒンドゥー思想における「シヴァ神―山―
北」という象徴関係がこの遺跡にも導入されたことが考えられる。しかしながら、朴も宗教美
術の表現が含む「表と裏（建て前と本音）」を指摘するように［ibid.: 127］、プナタランの事例に
おいても表向きはヒンドゥー思想の枠組に合致させながら、実質的には活火山の荒ぶる霊力へ
の畏怖と崇拝が根底にあったと理解するのが妥当と思われる。さらに北優位の構造については、
朴が例示するバイヨンとアンコール・ワットの反転的な配置構造のように［ibid.: 127］、ジャワ
島における他の遺跡群との共通性・差異性を山との位置関係を含めた再検討が必要である。
　以上の要素から指摘しうるのは、プナタランの景観的意匠に内包される複合的な象徴性であ
る。この空間的構造は為政者側の視点において、王権のヒンドゥー思想を体現するグランド・
デザインとして輪郭化されたものであろう。しかしこの思想を現地に埋め込む過程において、
火山列島であるジャワの風土的身体性や自然崇拝的要素との交渉と融合が生じ、プナタランと
いう複数の価値観の折り重なった信仰空間が形づくられたと考えられる。さらにこの性格は、
アムリタについても考察に含める必要がある。ある文脈において確かにプナタランの信仰的中
心は、乳海撹拌神話で語られる永遠の生命としてのアムリタである。しかしヒンドゥーという
枠組を解体した時、もう一つのアムリタとして自然の湧き水、すなわち水源という存在も可能
性として浮上する。それを示唆する例として、J. W. Christieは王国による水利事業の宗教的利
点を訴えるためにアムリタのイメージが利用された記録を挙げている［Christie 1992: 17］。こ
の側面を考慮すると、プナタランで現地の人びとの信仰のまなざしが向けられていたのは、ヒ
ンドゥー神話のアムリタであったのか、それとも稲作世界観としての水源であったのかという
問題が焦点となる。その答えを導くには、シーマ（不輸不入地）としての成立背景、立地環
境、および中央との関係9）といった諸条件を文献史学や歴史生態学等との連携から明らかにす
る必要があろう。
　こうした一連の分析をふまえ、筆者はプナタランの「景観化された神話的自然」はマジャパ
ヒト時代の王権と地域社会がそれぞれの視点において共有しうる、一種のコンタクト・ゾーン
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であったととらえている。ただしプナタランが王国寺院としての役割を担っていた以上、最終
的な目的はヒンドゥー教義への信仰的統合だったであろう。この理念をふまえれば、各位置に
埋め込まれた浮彫壁画は、ヒンドゥーの大きな神話世界へ民衆を導くための、小さな物語の集
合であるとみることができる。さらに Kievenが水の描写を多く含んだプンドポの題材構成に
恣意性を感じたように［Kieven 2014: 239］、ここに描かれた水の境界性は、三層構造をとるプ
ナタランの空間において現世から聖なる空間へと至る過程での、想像上の結界であったとみる
こともできる。おそらくこの「景観化された神話的自然」という認識的枠組において、プナタ
ランの信仰的な頂点は、聖山の内奥から湧き出るアムリタの永遠性であったと考えられる。し
かし残念ながら、最上階が失われた本堂の現状においてその痕跡をみることはできない。
　Santikoが提示したプナタランと乳海撹拌神話との関係は、マジャパヒト時代のヒンドゥー
神政社会の一側面を示唆する重要な知見である。ただし一方で、筆者は Santikoの解釈を一モ
デルとして支持しながらも、その教義中心的な解釈の傾向にはやや距離を置いている。その一
例に、プナタランを含むヒンドゥー・シヴァ派寺院の上昇構造について J. Purceを援用しつつ
「シヴァの住まう天界（garbhagriha）へ至る道」とする説明がある［Santiko 1995: 23］。たしか
にプナタラン本堂三階に関しては、側面を取り巻くガルーダらしき神鳥の装飾から、魂の昇天
がヒンドゥー的に視覚化されていると考えるのは妥当である。しかし、ヒンドゥーという枠組
を過度に本質化することによって、むしろ見失われる重要な側面もありうると筆者は考える。
　その一つが、浮彫壁画の描写と言語から浮かび上がる政治性である。そもそもプンドポに描
かれた中期ジャワ語のキドゥンに親しんだ層と、本堂に描かれた古ジャワ語のクカウィンに通
じた層は、それぞれ別世界の社会集団であったのではないか。さらに本堂においても、一階と
二階の壁画にはプラサウィヤとプラダクシナという読みの身体作法によって価値の優劣が埋め
込まれている。ここから一つの可能性として考えられるのは、中世ジャワの階級社会を構成し
ていた多様な層を一定の地位的基準で分別した、参拝ルートの設定である。この見地に立て
ば、秩序の上位に配置された精緻なクリスナヤナ壁画が表す世界とは、強さと美しさで理想化
された王族の神聖性であり、その支配の正当性となる。この文脈において、「プラサウィヤ×

プラダクシナ」の価値関係は、「粗野×洗練」のうち後者を支配者層の属性とするジャワ的価
値観「カサール（kasar）×アルース（halus）」の対比構造［染谷 1993］と結ばれる。
　さらにあらためて注意したいのは、場としての意義である。Santikoはプナタラン遺跡が祈
祷（プージャpuja）およびヒンドゥー（シヴァ派）の教理学習の場であったと簡潔に説明して
いる［Santiko 2012: 27］。一方で K. Hallによると、マジャパヒト王国史「ナーガラクルター
ガマ Nagarakrtagama」では定期的なハヤム・ウルック王の来訪が稲の女神スリ（Sri）のため
の儀礼のためであったと記されている［Hall 1996: 112］。この情報にもとづけば、プナタラン
では盛大な農耕儀礼も行われたことになる。ただし以上を含めて敷地内に残存する数々の祠か
ら判断する限り、プナタランが個人の現世利益祈願から集団儀礼、または宗教教育にいたる多

263

（19）



名古屋大学人文学研究論集 第１号

目的な場として機能していたことが分かる。またプナタランの儀礼に修験者ルシ（resi）や呪
術師ジャンガ（jangga）も関わったという記録［ibid. :108］からも指摘しうるのは、むしろプ
ナタランの意義が「主体の多様性」そのものにあるということである。
　そこで筆者は一つの推論として、こうした多様な主体を一定の秩序へ取り込むために王国の
仕掛けた装置が、「群衆の身体的参与」を条件に景観化された神話世界であったと考える。観
念的な教化だけでなく、群衆を特定の運動に吸収することも、身体の支配という統治のあり方
である。それは反復的な実践、すなわち儀礼という形態を通じて強化される。この視点にもと
づけば、プナタランとは王国にとって貴族、農民、在野の宗教者といった多様な主体が集まる
境界的な磁場であり、だからこそ「山」と「水」という万人に開かれたイメージを輪郭線に、
多様な主観と身体を包摂しうる「夢の庭」として設計されたのではないであろうか。そしてこ
の場において浮彫壁画の物語群は、想像的体験と身体の共有をうながしながら「一にして多」
の動的世界を創出する、強力なメディアであったと考えられるのである。

結　び

　余白の多い空間、民話からヒンドゥー叙事詩にいたる多様な絵物語、そして浮彫壁画の方向
的規則性──テーマパークを思わせるこれらの要素は、群衆の身体的参与をもって「世界の成
立」としたプナタランの基本コンセプトに由来すると筆者は考える。建築それ自体としては、
ボロブドゥールやプランバナンの圧倒的な完成度に比べ、あきらかに鄙びた印象を与える。し
かし、絵物語の世界に導かれつつ群衆が長蛇のうねりとなってこの場に体現した神話的スペク
タクルは、シャイレンドラおよび古マタラムの時代にはなかった、マジャパヒト王国が確立し
た一つの権力のかたちであったかもしれない。ここにおいて「群衆／身体／物語」という相関
的に主体を構築する力は、「カリスマ／言葉／霊的アイテム」を中心とする B. Andersonのジャ
ワ権力論［Anderson 1990］とはまた異なる視座として価値をもつといえるであろう。
　ただし遺跡の意匠様式の象徴性とその起源についてはさらなる検討が必要である。東部ジャ
ワにはプナタラン本堂と類似した構造の遺跡が点在し、これらはマジャパヒト時代の一様式と
推定されるものの10）、他方では反時計回りの壁画配置を含むアンコール遺跡やチャンパ遺跡に
関する朴亨國の論考［e.g. 朴2004: 53, 2009: 24］もある。したがって今回の事例を狭域的・広
域的な比較のなかで詳細に再検討することも、今後の重要な課題の一つと考えている。

［謝辞］本研究は JSPS科研費（15KK0048）の助成を受けたものです。研究実施に御協力いただいたインドネ
シア国立スラバヤ大学のDjodjok Soepardjo副学長、Yohanes Hanan教授、Nasution教授、Bambang Sugito
教授およびその他の方々にあらためて深く御礼申し上げます。
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註

１） ８～９世紀にシャイレンドラ王国と古マタラム王国が現在のジョグジャカルタ近郊で栄えた時期を「中
部ジャワ時代」、ムラピ山の噴火（または疫病流行）で10世紀に古マタラムの王都が東ジャワのクディリ
に移されてから15世紀末にマジャパヒト王国がイスラム勢力に駆逐されるまでの時代を「東部ジャワ時
代」と称する。

２） 例えば Rafflesは発見当時に４つの面をもつブラフマ像が佇んでいたと記しているが［Raffles 1817: 40］、
その行方は不明である。Santikoはこの像が本来ヴィスヌ神、シヴァ神（あるいはイスワラ神）と三位一
体をなしていた可能性を挙げている［Santiko 2012: 25］。

３） パラ神は後述のアチャラパティ霊とともに伝統信仰の「山の神」であるという王国史の記述［Hall 
1996: 112］ から、クルッド山（2014年にも噴火した活火山）の両義的霊力を神格化したものと考えられる。

４） 例えば場面を仕切るような木がしばしば描かれているが、これはジャワの感性において影絵芝居の始まり
と終わりに表れる「生命の樹・カヨン（kayon）」として認識されるという。

５） バレ・アグンからプンドポへ向かう順路の場合、図像47が起点になると指摘する。
６） 11世紀クディリ王国の宮廷世界を舞台に描かれた物語で、コリパン国のパンジ王子がクディリ国王女チャ
ンドラ・キラナを求めて旅をする冒険譚を中心とする［福岡2016: 172］。

７） 海底に死を司る女神が住むという信仰はジャワに古くから存在し、日本の竜宮城伝説にも似た南海の女王
ニャイ・ロロ・キドゥル（Nyai Loro Kidul）を巡る数々の伝承もある。マジャパヒト時代にドゥルガーが
死や海と結びついた要因には、この伝統信仰の影響が考えられる。

８） バリ島の地方の海岸では夕暮れ時になると妊婦とその夫が腰まで海水につかっている光景が見られる。地
元民によると、海水がもつ生命力を胎内にしみこませるためであるという。

９） Christieは文献史学的調査から、ジャワおよびバリの伝統的な水利組織に対して王国が直接的な統制力を
もたなかった可能性を指摘している［Christie 1992: 17］。

10） これらは例えばクダトン遺跡（Candi Kedaton）のように二階部分が未修復のもの、またジャゴ遺跡
（Candi Jago）のようにマジャパヒト時代以前に建立されたが後にマジャパヒト王によって改築されたも
のも含むため、あくまで推論的分類の段階である。
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Abstract

The Mythical Landscape of Candi Penataran: The Symbolism of Mountain and Water in Reliefs

NOZAWA, Akiko

 Candi Penataran, the largest Hindu monument in eastern Java, was completed by the Majapahit kingdom 
in the 14th century as a ‘state temple’ which includes various narrative reliefs. Hariani Santiko analyzed the dual 
spiral arrangement of the main reliefs as a symbol of the movement of a holly mountain expressed in a creation 
myth of Hinduism (Samdra Manthan). For the further interpretation of the mythical landscape of Penataran, 
this article especially examines the symbolism of water which is represented in the reliefs of a rectangular stage 
named pendopo teras.
 The narrative reliefs of this site describe local tales written in the medieval era. The common feature of 
these stories is the role of water which directs the dramas into various dimensions. While an iconographer 
Lydia Kieven simply identified this as Hindu worship for holly water (tirta), this article particularly focuses on 
the function of water as a barrier to divide the world vertically (death and rebirth) and horizontally (farewell 
and reunion). Significantly, the whole sequence represents the cosmology of medieval Java based on various 
powers of water originated from local nature worship.
 Candi Penataran was primary designed as an embodiment of Hindu cosmology by the political strategy 
of Majapahit. However, the detail of the reliefs shows multiple aspects of symbolism constructed upon the 
inclusion of local societies in order to produce a theatrical space together through ritual practices for the 
divinity of the kingdom.

Keywords: Medieval Java, Hindu Monument, Narrative Reliefs, Cosmology, Nature Worship
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