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タイに於ける仏教文学に関する写本
及び寺院壁画の現地調査
山 本 聡 子

はじめに
本調査は，バンコク市とタイ東北部での仏教文学に

インド文化学専攻

前期課程１年

調査報告
バンコク市での調査

関する写本資料の収集，仏教文学がモチーフとして描

先述した『プラ・マライ』は，天界や地獄を行き

かれている寺院壁画の調査，仏教文学と関連している

来できる能力を持ったマライ長老が，世俗の人々に

儀礼についてのインタビュー調査を目的とし，2007

天界や地獄の様子を伝え，功徳を積むよう説く仏教

年８月 14 日から９月８日までバンコク市，９月９日

文学であり，写本だけでなく，寺院壁画のモチーフ

から９月 15日までウボンラチャタニー県，９月 16 日

として描かれたり，儀礼の際に誦経された経典であ

から９月 23日までナコーンラチャシマー県とコーン

る。多く現存している『プラ・マライ』は，タイ語で

ケン県，９月 24日から 10月９日までバンコク市にお

書写された経典であるが，Brereton［1995］などの先

いて約２ヶ月間フィールドワークを実施した。

行研究によれば，その物語の核となる部分はスリラン

タイ仏教は，上座部仏教であり，その上座部仏教の

カにおいてパーリ語で書かれた物語であり，そこに

正典はパーリ語で書かれた三蔵である。しかし，タイ

地獄の生々しい描写などが加わり現在広く知られる

ではこの三蔵に含まれない多くの正典外経典が書写さ

タイ語版『プラ・マライ』へ発展したとされている。

れ民間で広く信仰されている。現在研究している「パ

Brereton［1995: 18‒19］は，物語の核となったパーリ

ンニャーサ・ジャータカ」とよばれるジャータカ集や

語の物語にパーリ語で注釈した Māleyyavatthudipani-

『プラ・マライ』という経典も正典外経典の一部とし

tika が あ り， バ ン コ ク に あ る 国 立 図 書 館 に は

て知られる仏教文学である。タイでは釈迦の前世を物

Māleyyavatthudipani-tika の 12 本の写本が所蔵されてい

語るジャータカを中心とした仏教文学が，寺院壁画の

るが，まだ綿密な研究がなされていない，と述べてい

モチーフになったり，儀礼の際に誦経され親しまれて

る。そこでパーリ語からタイ語で書写する過渡期に当

きた。しかし，確固たるものとされていない正典外経

たると考えられる Māleyyavatthudipani-tika と予てより

典は，保存状態の良い写本は多くなく，写経が繰り返

研究している「パンニャーサ・ジャータカ」のテキス

されることで，少しずつ乱れが生じ，非常に難解な文

ト校訂研究のためタイ国立図書館での資料収集を試み

となっている。そこで，多くの貝葉写本を所蔵してい

た。しかし，タイ国立図書館の司書の方によれば，外

るバンコク市にあるタイ国立図書館と既に収集された

国人がタイ国立図書館の所蔵品を閲覧するためには，

「パンニャーサ・ジャータカ」の写本とは異なる系統

The National Research Council of Thailand（以下 NRCT

に位置する写本を所蔵している可能性のある東北部に

と略す）の許可を採らなければならない，とのことで

おいて，
『プラ・マライ』と「パンニャーサ・ジャー

あった。そこでバンコク市郊外にある NRCT の事務

タカ」の写本資料の収集を試みた。また，既に寺院壁

所へ赴き詳細を伺ったが，許可申請書類の提出後，そ

画研究のなされたバンコクにある王室関連の寺院を実

の結果が分かるまでに最低でも３ヶ月かかる，とのこ

際に調査した後，今まであまり寺院壁画研究の対象と

とであり，渡航期間中にタイ国立図書館所蔵の写本

ならなかった東北部にある寺院壁画を調査した。さら

調査は不可能となった。また，NRCT の担当者によれ

に，仏教文学を描いた寺院壁画をどのように理解して

ば，タイ国立図書館に所蔵されている写本の調査許可

いるのか，そして仏教文学を誦経していた儀礼の実情

を得るのは大変難しい，とのことであった。

などについて僧侶等へインタビュー調査を実施した。

その後，バンコク市にあるマハーチュラロンコン大
学（以下 MCU と略す）仏教学部ティアッブマライ学
部長に相談した所，昨年 MCU に提出された修士論文
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に Māleyyavatthudipani-tika を研究した論文があるとの
ことで，Phramahaa Phiratkon Amsumaalii［2006］を頂
き，Māleyyavatthudipani-tika の内容を知る手がかりを
得ることができた。また，MCU 国際学部チャナ学部
長が副総住職をされているバンコク市にあるラーチャ
ブラナ寺には，韻文のみで書写された『プラ・マラ
イ』の写本が所蔵されていたそうで，現存していれば
次回タイを訪問する際に調査させてくださる，とのこ
とであった。
また，ソン・シマトラン［1990: 63］が，
『プラ・
マライ』をモチーフにした壁画が現存していると言及
しているトンブリ地区にあるドゥシッダーラーム寺，
寺，スワンナラーム寺，ラーチャシッタラーム寺の３
つの寺院を訪問したが，布薩堂の扉は閉鎖されてお
り，内部の壁画調査は叶わなかった。そこで，バンコ
ク市内のサケット寺やスタット寺など観光客にも広く

写真１

トゥン・シー・ムアン寺

布薩堂

開放している寺院を訪問し，
『プラ・マライ』を含む
仏教文学をモチーフとした壁画を調査した。
ウボンラチャタニー県での調査
ソン・シマトラン［1990: 34］が，東北地方の民族
は今までに一つの国としてまとまったことがなく，し
たがって，文化的蓄積も土着の域を出ていない，と述
べているようにタイ東北部は確固たる文化様式をもた
ず，この地域を中心にした研究はまだ十分であるとは
言えない。このような東北部の中でもウボンラチャタ
ニー県は，ラオスとカンボジアに接する最東に位置す
る県である。その中心都市であるウボンラチャタニー
市に拠点を置き，市内にある寺院を中心に調査を実施

写真２

トゥン・シー・ムアン寺

布薩堂内正面

したが，バンコク市と同様，訪れた多くの寺院の布薩
堂や仏殿は閉ざされており，寺院壁画の調査すら不可
能であった。また，市外の村落にあるような寺院の調
査も試みたが，途中で交通機関がなくなり至ることが
できないこともあった。そんな中，寺院壁画，経蔵，
僧侶へのインタビュー調査を実施できたウボンラチャ
タニー県ウボンラチャタニー市にあるトゥン・シー・
ムアン寺での調査を以下に報告する。
布薩堂（写真１）は，1813年に建設されたとされ，
本堂内は全面に壁画が描かれ，前方には本尊，それ以
外の仏像，そして仏足跡が安置されている。
正面には仏伝図が描かれ（写真２）
，本尊の頭上に
合うように攻めよる悪魔からブッダを守ろうとするト
ーラニー（大地の女神）が描かれている（写真３）。
このようなトーラニーの描かれた壁画はバンコク市で
も見られたが，私が実際に目にできたものはすべて本
252

写真３

トーラニー（布薩堂本尊上部）
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親しまれている『ラーマキエン』（写真５）やウボン
ラチャタニー市を流れるムーン川流域での生活の様子
（写真６）を描いているとのことである。
堂内左側面に描かれた壁画は，『ヴェッサンタラ・
ジャータカ』である。『ヴェッサンタラ・ジャータカ』
は，547 話からなるジャータカ集の最終話として知ら
れ，タイでは，『ヴェッサンドーン・チャドック』
や『マハー・チャドック』として最も親しまれ，寺
院壁画のモチーフとしてもよく知られた仏教文学であ
る。
前世でブッダがヴェッサンタラ王であった時，ヴェ
バンコク市 スタット寺─布薩堂 背面出入口上部

ッサンタラ王は，あらゆる財産を与えすぎたため国を

尊と対立するように背面の出入口の扉上に描かれてい

ていた（写真７）。そのヴェッサンタラ王の住処へ奴

た（写真４）
。トゥン・シー・ムアン寺のように本尊

隷を欲しがっていた貧しいバラモンのジュージャカが

の大きさに合うように正面に描かれたものは珍しいと

入り込んだ（写真８）。王妃が出掛けた後，ジュージ

思われる。

ャカは王に奴隷として彼の二人の子供がほしいと頼

写真４

追われ，妻のマッディーと二人の子供を連れて隠棲し

堂内右側面に描かれた壁画は，寺院の僧侶によれ

む。すると，王は二人の子供をジュージャカに与えて

ば，インドの叙事詩『ラーマーヤナ』のタイ版として

しまう。その後父であるサンジャヤ王が二人の孫を救

写真５

写真７

ラーマキエン（右側面）

隠棲しているヴェッサンタラ王たち（左側面）

写真６

写真８

ムーン川での漁の様子（右側面）

ヴェッサンタラ王たちとジュージャカ（左側面）
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写真９

説法図（背面）

写真 10

托鉢する僧の姿（背面）

い，ヴェッサンタラ王とマッディーを迎えに行く，と

この寺院の僧侶によれば，元々ここで所蔵していた写

いう前世物語である。

本はラオ文字で書写されたものであったが，現在の僧

堂内背面には，説法図（写真９）を中心にし，その

侶たちはラオ文字を読むことができないため現在はタ

周辺に僧と世俗の人々の生活の様子（写真 10）が描

イ文字で書写し直されたものを誦経している，とのこ

かれている。

とであった。また，所蔵されている写本の完本がどの

トゥン・シー・ムアン寺布薩堂の右側には，蟻など

ような内容のものであるのかは，伺うことができなか

の害虫から写本を保護するために池の上に建てられた

ったが，探し求めている『プラ・マライ』や「パンニ

経蔵がある（写真 11）
。

ャーサ・ジャータカ」の写本は所蔵していないだろ

内部には２つの棚と１つの木箱があり，後ろのガラ

う，とのことであった。

ス付きケースにはバラバラになってしまった写本（写

また，『プラ・マライ』の朗詠について僧侶の方に

真 12）
，前の棚には白布によって包まれた完本の写本

インタビューした所，ウボンラチャタニー市では現在

（写真 13）
，前の棚のさらに右前方にある金色に塗ら

も葬儀と新年祭において『プラ・マライ』を朗詠する

れた木箱には虫に食われ断片となってしまった写本が

習慣がある，とのことであった。また，インタビュー

所蔵されていた（写真 14）
。所蔵されている完本を見

に応じてくださった僧侶の方は親切にも『プラ・マラ

せて頂くことはできなかったが，バラバラになってし

イ』を所蔵していそうな近隣の寺院にも連絡をしてく

まった写本を手に取って見ることを許可して頂き拝見

ださり，写本を所蔵しているか否か，近日中に『プ

させて頂いた所，多くのものは現在のタイ文字で書か

ラ・マライ』を朗詠する葬儀を予定しているかどうか

れた三蔵のようであり，中にはラオ文字で書かれた写

を確認して下さったが，葬儀の予定はなく残念ながら

本も含まれていたが，ただ雑然と詰め込まれていた。

写本も目にすることはできなかった。

写真 11
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経蔵

写真 12

経蔵内後方の棚に収められた写本

「人文学フィールドワーカー養成プログラム」調査報告

写真 13

経蔵内前方の棚

調査を計画した当初は，長期間ウボンラチャタニー
県での調査を予定していたが，ウボンラチャタニー市

写真 14

経蔵内前方の棚前に置かれた木箱

イ』をモチーフに描かれた壁画を発見することができ
たので，その２つの寺院について以下に報告する。

内にある寺院をはじめ多くの寺院を訪問したが，経蔵

ナコーンラチャシマー県パックタンチャイ郡ナー・

や布薩堂の扉が閉鎖されており調査目的を果たせない

プラ・タート寺（写真 15），旧布薩堂（写真 16），正

と判断し，ウボンラチャタニー市を離れることにし

面扉の上部に描かれた壁画（写真 17）は，色あせて

た。そこで，ソン・シマトラン［1990: 34］で，この

いるもののその中に描かれているマライ長老の姿を確

文化圏の壁画の大きな特徴は，
「シム」と呼ばれる建

認することができた。この寺院は元来は外壁と内壁の

物の外側に書かれている点である，として報告されて

全面に壁画が描かれていたとされているが，現存する

いるナコーンラチャシマー県とコーンケン県の寺院へ

外壁の壁画は，正面側のみで，内壁の壁画は，残念な

調査対象を移すことにした。

がら扉が閉ざされ内部を確認することはできなかっ
た。

ナコーンラチャシマー県とコーンケン県での調査
ナコーンラチャシマー市に拠点を移し，ナコーンラ
チャシマー県とコーンケン県の村々に点在する多くの
寺院を訪問した。そのうち２つの寺院で『プラ・マラ

写真 15

ナー・プラ・タート寺

写真 16

ナー・プラ・タート寺

旧布薩堂
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写真 17

写真19

写真 21
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旧布薩堂正面上部

サラ・ブア・ケオ寺

写真 18

マライ長老（正面上部─左上）

布薩堂

マライ長老（背面左側─左中）

写真 20

サラ・ブア・ケオ寺布薩堂

写真 22

バンコク市

背面左側

サケット寺布薩堂

正面
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この寺院で確認できたマライ長老の姿（写真18）

明らかになったので，他に写本資料を収集する術を模

のようにチューラーマニ塔の前でインドラ（帝釈天）

索しなければならない。また，MCU で頂いた修士論

と対話する場面が描かれた寺院壁画を報告したものは

文，Phramahaa Phiratkon Amsumaalii［2006］のローマ

他になく，このような場面は，
『プラ・マライ』の写

ナイズと和訳をし，『プラ・マライ』を研究する自身

本挿絵の中でよく見られるものである。

の修士論文の考察に加える。さらに，本調査で得た寺

コーンケーン県ノンソンホン郡ワンクーン村サラ・

院壁画の資料については，原典に基づいて考察を加

ブア・ケオ寺布薩堂（写真19）の外壁の背面左側に

え，特に『プラ・マライ』に関する寺院壁画資料につ

は地獄絵図が描かれている（写真20）
。

いては，本フィールドワーク以外の調査で得られた

地獄絵図の中にマライ長老の姿が描かれ，その横に

『プラ・マライ』の写本挿絵との比較研究も進める。

この地方独自のイサーン文字で “Phra Malai” と書かれ

仏教文学，特に『プラ・マライ』を誦経する儀礼が東

ている（写真 21）
。バンコク市にある寺院壁画の地獄

北地方では現在も続いているということが分かったの

絵図の中に描かれるマライ長老の姿は，飛翔しながら

で，儀礼の調査ができるよう情報収集し，再度フィー

地獄を眺める構図（写真22）が一般的であるが，こ

ルドワークを試みたいと考えている。

の寺では，大変珍しい直立した静的な姿で描かれてい
た。

フィールドワークをしながら約２ヶ月間タイで生活
し，直にタイ仏教に触れたことで，現在も厚く信仰さ
れている，生きているタイ仏教とどう向き合い，いか

おわりに
約２ヶ月間，バンコク市街にある有名な寺院からタ

に研究していくべきなのか，ということを考える機会
となった。
最後に，お世話になった MCU の先生方や学生の方，

イ東北部の小さな村にある寺院に至る多くの異なるタ

インタビューに応じてくださった僧侶の方々，調査期

イプの寺院を訪問し，多大な困難もあったが，充実し

間中に出会い助けてくださった多くの方々に深謝申し

たフィールドワークを実施することができた。結果と

上げます。

して，写本資料の収集に関しては不本意であったもの
の，今後の研究につながる情報を得ることができた。
また，寺院壁画に関しては，タイ東北部では交通機関
の整っていない地域にある寺院へも脚を伸ばすことが
でき，本調査報告書には挙げきれないほど多くの今ま
で目にしたことのなかったような貴重な写真資料を得
ることができた。さらに，仏教文学を誦経する儀礼を
実際に目にする機会には恵まれなかったが，訪れた寺
院の僧侶やその地域の住民の方々，仏教文学の描かれ
た寺院を保護している人々と対話することができ，彼
らの精神にも触れることができた。
今後の課題としては，タイ国立図書館所蔵の写本資
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料を収集することはあまり期待できないということが
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