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2016 年度海外文化研修（タイ） 

期間  2016 年 9 月 8 日（木）～9 月 15 日（木） 

 

参加者 東洋大学文学部学生 15 名（内東洋思想文化学科学生 14 人、英米文学科学生 1 人） 

 

引率者 東洋大学文学部東洋思想文化学科教授  渡辺章悟 

東洋大学文学部東洋思想文化学科准教授 岩井昌悟 

 

研修日程 

【事前学習】8 月 9 日（火）～10 日（水）白山キャンパス 5204 教室にて 

8 月 9 日（火）13：00～18：00 

トラベルサライの久我通敬氏より旅の諸注意と旅程の説明、岩井昌悟准教授の上座仏教講

義、各自の研究テーマ発表 

8 月 10 日（水）10：45～14：30 

渡辺章悟教授のタイの地理・歴史・文化についての講義、事前レポートの準備 

 

【初日】9 月 8 日（木）タイへ 

羽田空港国際線ターミナル 11:05 発（予定）。しかし台風の影響で 12:10 頃発。現地時間で

16:06 にバンコク着。18:05 にチェンマイに着。チェンマイ・プラザホテル宿泊 

 

【2 日目】9 月 9 日（金）チェンマイ研修 

ワット・プラ・タート・ドーイ・ステープ寺院、ドイプイ村、ワット・チェット・ヨート

寺院、チェンマイ国立博物館、ワット・スアン・ドーク寺、チェンマイ・ナイトバザール

見学。チェンマイ・プラザホテル宿泊 

 

【3 日目】9 月 10 日（土）チェンマイからスコータイを経由してアユッタヤーへ 

アユッタヤーを 6:15 に出発。11：30 にスコータイ歴史公園着。ワット・プラ・パーイ・ル

アン、ワット・シー・チュム、ワット・マハータート、ワット・シー・サワーイ、午後に

アユッタヤーに向けて出発、リバービュープレイスホテル宿泊 

 

【4 日目】9 月 11 日（日）アユッタヤー見学後にパトゥンターニーへ 

ワット・プラ・シー・サンペットの遺跡、王宮跡、ワット・プラ・マハータート、ワット・

ヤイ・チャイ・モンコン、St. Joseph’s Church、日本人村見学。16：20 に出発して 18：30 ご

ろにパトゥンターニーの瞑想センター（Pop House）着、宿泊 
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【5 日目】9 月 12 日（月）瞑想体験 

タニヨー師の瞑想指導の後、午後にタンマガーイ寺院のいろいろな施設を見学、展示鑑賞、

本堂参拝、沙弥の宿坊訪問、仏塔参拝。瞑想センター宿泊 

 

【6 日目】9 月 13 日（火）パトゥンターニーからバンコクへ 

瞑想指導。午後にはバンコクの王宮周辺のワット・プラケオ（エメラルド・ブッダ）、チャ

クリー・マハー・プラーサート宮殿、ワット・ポー（大寝釈迦仏）、ワット・アルン（暁の

寺）を見学。マンダリンホテル・マネージド・バイ・センターポイントホテル宿泊 

 

【7 日目】9 月 14 日（水）バンコク視察 

ダムヌーン・サドゥアク水上マーケット、国立博物館、ワット・マハータート、ワット・

ラーチャボピット、ヒンドゥー教寺院を見学。マンダリンホテル・マネージド・バイ・セ

ンターポイントホテル宿泊 

 

【8 日目】9 月 15 日（木）帰国 

羽田着後、19：30 解散 
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タイ海外文化研修を終えて 

 

 

０．はじめに 

 9 月 8 日から一週間のタイ海外文化研修の中でチェンマイ、アユタヤ、バンコクなどの視

察を通して、私は様々な新鮮な体験をした。ここでは私が特に感銘を受けたパトゥンター

ニーでの瞑想体験とエメラルド仏寺院について記述していく。 

 

１．瞑想体験について 

 海外研修 4 日目から 6 日目まで、私たちはパトゥンターニーのタンマガーイ寺院敷地内

にある瞑想体験をすることができるポップハウスストリートセンターにお世話になった。

着後すぐにセンターで東洋大学の卒業者である僧侶の方の指導の元、タンマガーイ瞑想法

の実践が行われた。タンマガーイ瞑想法とは姿勢を整え身体を楽にして行うリラックス瞑

想のことである。心の中に水晶体、太陽などの対象物を定め、身体を楽にして行うこの瞑

想はリラックスすることに重きを置いており、実際に行った瞑想体験では私自身も自分の

身体がリラックスしていくのを感じ、水の上にふわふわ浮いているような感覚を味わった。

このような瞑想法では自分の身一つ以外何も必要としないので場所さえあれば行えるとい

うのも利点であるといえるだろう。 

 5 日目にはこのタンマガーイ瞑想法の始祖であるプラモンコンテープムニーの弟子がこ

の瞑想法を世界に伝えるために建立されたとされるタンマガーイ寺院を訪れた。タンマガ

ーイ寺院の敷地はとても広く、その敷地内は塀で囲まれており、その塀の長さは 2km を超

えるともされている。敷地内には寺や僧、沙弥の寝場所の他、托鉢場や瞑想場や各役員の

住居、展示室など多くの施設がある。実際に敷地内を歩くことで、僧や沙弥の生活の一部

に触れることが出来、また沙弥についてはその住居を視察し、生活についてや将来につい

てなどの質問を直接聞ける機会もあり、いい経験ができた。このタンマガーイ寺院の敷地

内の視察で私が一番感銘を受けたのはタンマガーイ大仏塔とよばれる大きな建造物であっ

た。この仏塔は金色に輝く黄金の仏像が数多く密集してできたもので、像の数は 20,000 体

を超える。外観がなんといっても素晴らしく、輝く像一体一体が形作る楕円形の円盤のよ

うなその様相には言葉では表現できないような神秘性のようなものを感じた。このタンマ

ガーイ大仏塔では年に一度、仏教徒たちが集まって 100,000 本以上のろうそくに火をと灯し

お釈迦様に祈りを捧げる万仏祭とよばれる祭事が行われており、この日には世界中から多

くの人がこのタンマガーイ寺院に集まるとされる。夜に多くのろうそくの光とそれに呼応

するように光り輝くタンマガーイ大仏塔の姿を、またこの地に赴いて実際に見てみたいと

感じた。 

 6 日目にはタンマガーイ寺院の僧の方に対して質疑応答を行う機会があり、僧の 1 日の生
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活やタンマガーイ寺院の実状についてなど様々な話を聞くことができ、とても貴重な体験

となった。 

 ポップハウスストリートセンターでの瞑想体験と、タンマガーイ寺院の視察はタイの僧

の生活に身近に触れ合える貴重な、かつ忘れられない体験となった。 

 

 

２．エメラルド仏寺院について 

7 日目に訪れたエメラルド仏寺院は、この海外文化研修で私が最も楽しみにしていた場所

である。エメラルド仏寺院は大きな王宮の敷地内に配置されていて、敷地内にはホー・プ

ラ・ナークやプラ・モンドップなどのきらびやかに装飾された仏塔や建造物などが数多く

そびえたっている。これらの建造物ひとつひとつがクメールの様式を継いだ豪華な装飾で

飾られ、それらがあちらこちらにどん、と立っているその景観はまさに圧巻という他なか

った。 

寺院の周りは回廊で囲まれており、回廊にはラーマキエン物語の壁画が描かれている。

これはアヨータヤー王国のラーマ王子を主とした物語で、誘拐された妃を助け出す場面、

ドッサカン王との戦の場面から壁画が始まり、最後にはトッサカン王を討ち取り勝利を得

たラーマ王子が描かれている。 

エメラルド仏寺院の本堂には高さ 66 ㎝ほどの緑の翡翠で彫られたエメラルド仏が安置さ

れている。エメラルド仏の衣装は寒季、暑季、雨季でそれぞれ違うものに変化し、衣替え

は年に 3 回王様の手によって行われる。このエメラルド仏はタイ国の本尊仏として最も崇

められており、毎日多くの人が参拝に訪れる。本堂に入ったとき、多くの人が五体投地を

して参拝されるその姿に 66 ㎝の仏像とは思えない神々しさや堂々とした佇まいに圧倒され

た。エメラルド仏の両脇にはプラプッタ・ヨートファー・チュラーロークとプラプッタ・

ラートラー・ナパラーイと名付けられた 2 体の仏立像が、須弥壇の前にはプラ・サンプッ

タ・パンニ―像と呼ばれる仏像がそれぞれ安置されている。 

エメラルド仏寺院本堂の内部にも、壁画は多数描かれていた。エメラルド仏の正面には

タンマガーイ大仏塔 沙弥の居住場所 
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仏陀が悟りを開かれる寸前の場面が、南側には仏陀の出家の場面、北側には入滅などの場

面が描かれている。これらの壁画は豪華な色使いで細やかな書き込みがされており、芸術

的な側面からみてもとても優れたものであるように感じた。 

 

 

 

３．おわりに 

この一週間の海外文化研修では自分の見聞を大いに広めることが出来たと思う。とくに

タイの寺院などの建築様式は日本のそれとはまったく違った特徴であり、この研修で観た

ものを生かして芸術的視点からこの二つの特徴や相違点などをまとめて調べ、これからの

勉学に生かしていきたいと感じた。機会があればまた違う東洋の国に赴き直接その文化に

触れてみたいと思う。 

それぞれの季節のエメラルド仏 回廊の壁画（ラーマキエン物語） 
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タイ文化研修を終えて 

 

 

０．はじめに 

 今回の文化研修では、普段観光で訪れるようなところだけではなく、ダンマガーイ寺院

を訪れたり、瞑想体験をするなどの貴重な体験をすることができて、個人的にとても充実

した研修となった。今回は特に印象に残っている。スコータイ遺跡、アユタヤー遺跡、瞑

想体験についてまとめていきたい。 

 

１．スコータイ遺跡 

 スコータイ王朝ができるまで、タイはカンボジアのアンコール帝国のクメール族の支配

下で暮らしており、タイ族が彼らを追い出して、スコータイ王朝を建国したとされている。

スコータイ王朝の絶頂期の王は、ラームカムヘーンであり、テレワーダ仏教を取り入れ、

中国の幻聴からは陶芸を移入して、スワンカローク焼きを生み出した。また、クメース文

字を改良したタイ文字を考案して石碑に刻ませたそうだ。王国は、「幸福の夜明け」という

意味のように繁栄したが徐々に衰退し、アユタヤー王朝の属国となった。 

 スコータイ遺跡の中で最も重要とされているのが初代の王、シー・インタラー王によっ

て作られたワット・マハタート寺院である。ワット・マハタート寺院の名前の由来として、

かつてここには釈尊の遺骨が納められていたために、ワットが寺、マハーは大きい、ター

トは仏舎利を意味し、合わせて大仏舎利寺とされている。この遺跡はスコータイ遺跡の中

で、もっとも広大で、厳格があるが、増築や修復がなんども行われたため、構成は複雑と

なっている。池やお堂に囲まれながらも、このお寺の中心にあるものが、スコータイ王朝

独自の建築様式である、ハスの蕾の型の巨大な仏塔である。このワット・マハタートでと

ても印象に残るのもが、2 つの柱に挟まれた巨大な仏像である。この仏像はアユタヤー時代

に増築された部分とされている。 

 ワット・シー・サワーイ寺はクメール様式の塔堂を持つ寺院であり、３基並んで立って

いる点が目を引く。元々はヒンドゥー教の神殿として建設されたが、のちに仏教寺院とな

ったとされている。またワット・シー・チュムは、本堂内いっぱいに仏像が納められてい

ることが特徴の寺院である。この仏像は降魔印を結んだ巨大な座仏像であり、レンガに漆

喰が塗られてなんども修復されている。この仏像は、「恐れのない者」を意味する「アチャ

ナ仏」と呼ばれ、現在でも人々の信仰を集めているそうだ。 

 スコータイ遺跡を訪れて、感じたことはスコータイ遺跡を全て見たわけではないので、

比較はしにくいが、ワット・マハタートは遺跡に比べ比較的大きい印象を受けたことであ

る。クメール族に支配されていたということもあり、クメール様式の遺跡もあるとガイド

さんが言っていた。ガイドさんが説明しようとしていた遺跡の一部がなくなっていたりし
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て、現在も盗難のようなことが行われていることが驚きであったが、もしかしたら世界遺

産ということで高い値段になるのかなとも思った。また日本で仏像というと立ったままの

ものや座ったものが多く、遊行する仏像を見たことがなかったので、タイで初めて見るこ

とができてよかった。印象としては、とても大きく、今にも歩き出しそうな仏像であった。

しかし、修復などされているようには見えず、大部分がなくなってしまっていた点が残念

であった。またワット・マハターではタイの人が白い格好で観光をしながら、遺跡にもか

かわらず仏像の前で礼拝をしていることがとても印象深かった。日本では多分そこまです

る人はいないと思うので、やはりタイの人は信仰心が強いなと感じた。 

 

 

 

 

２．アユタヤー遺跡 

 アユタヤーの地名の由来は、インド北部にあるラーマ誕生の聖地アヨードヤ(Ayodhya)に

由来するそうだ。このラーマという人物は叙事詩『ラーマーヤナ』の主人公であり、ヴィ

シュヌ神の化身である。アユタヤー王朝は、1767 年に崩壊するまで長期にわたり巨大国家

であった。そのため、アユタヤーはアジアをはじめヨーロッパとの交易の拠点として栄え

た国際都市であった。初代の国王ラーマ・ティボーディは、古代インドで製作された『マ

ヌ法典』を参考にタイで初めて法典を編纂した人とされている。この法典がインドのもの

を参考にしたため、アユタヤー朝初期は、バラモン僧による国家儀礼に支えられ、王族や

貴族官吏などの支配階層を中軸にして、神である王の権力を聖霊力として一般に広く行き

わたした。また国家体制は、クメール人が打ち立てたアンコール王朝の専制政治組織を参

考に政治的には、王を頂点とする中央集権体制とした。そして、これまでの王に見習って、

セイロン島のサンガと交流して、上座部仏教を導入し、大仏を建設したとされている。こ

れにより、アユタヤー遺跡では、タイ南部に残っていたクメールとモン文化の伝統にスコ

ータイ様式が組み合わさった独自のウートン様式が誕生した。このウートン様式というも

のは、純粋なスコータイの仏像に見られたしなやかな曲線や弓なりの弧、そっけない隆起

線は目立たなくなり、実態感のある表現が代わりに出現した。 

 訪れた遺跡は 3 箇所であり、ワット・プラ・シー・サンペット、ワット・ローカヤース

ッター、ワット・マハータートである。ワット・プラ・シー・サンペットは、アユタヤー
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王朝の王室守護寺院である。1491 年に建立され、1500 年には高さ 16m、総重量 171kg の黄

金に覆われた仏像が建造されたが、ビルマに侵略された際に破壊され、金箔は、ミャンマ

ーの首都のヤンゴンにある、シュエダゴン・パゴダに使用されたと言われている。現存し

ているものは 3 つの仏塔であり、それぞれ中には 3 人の王の遺骨が納められているとされ

ている。ワット・ローカヤースッターはアユタヤー中期の様式のものとされているが、現

在のものは 1956 年に復元されたものであり、アユタヤー時代からのものではない。ワット・

マハータートは 2 代目ラームスワン王の時代に建立された説と、3 代目ボロムラーチャー1

世の時代に建立されたという説の 2 つがありはっきりしていない。ここにも巨大な仏塔が

あったとされているが、ワット・プラ・シー・サンペットのように、ビルマ軍によって破

壊されたと言われている。この寺院跡で有名なのが木の根にのまれてしまった仏像の頭部

である。 

 アユタヤー遺跡を訪れて、一番衝撃的だったのは、ワット・プラ・シー・サンペットで

使われていた金箔が、ビルマ軍の侵攻によってミャンマーのシュエダゴン・パゴダに利用

されたという話であった。なぜなら、以前シュエダゴン・パゴダに訪れたことがある場所

であったからである。今現在は、修復などされて当時の金箔が使われているわけではない

と思うが、アユタヤーの時代の頃から現在に至るまで金を維持しながら、現在も多くの観

光客や参拝客が訪れるお寺であることを知って、自分の中で歴史はちゃんと現在に繋がっ

ているということが実感できた習慣であったからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．瞑想体験 

 タイの瞑想方法は現在大きく分けて 3 種類の系統がある。1 つめが、What Mahathat 系で

ある。この系統はウィパッサナー瞑想の師である人が、ミャンマーの仏教から伝わった瞑

想方法を主に行っている系統である。この瞑想方法は実践法や瞑想の成果を Abhidhamma

に基づいているため、Abhidhammma について学ぶこともできると言われており、誰もが信

心深くこれを聞き入れているが、基礎知識のない人にとって真意を理解するのは非常に難

しいとされている。What Mahathat 寺院の主な瞑想方法は「身随観処」の中の行動観察する

ことであり、行動は立つ、歩く、座る、寝ることで、この中で特に重視して指導している

ことが座ることと歩くことである。呼吸の方法としては、お腹の膨らみを意識して、「膨ら
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む・縮む」を意識するが、もし雑念が湧いてきてしまったら、心の中で雑念を意識しなが

ら呼吸をし、雑念が消えたらまた「膨らむ・縮む」を意識する。 

 2 つめが東北寺院系の瞑想方法である。この系統は出入息念を中心としてもので、頭陀行

いと共に瞑想を重視した瞑想方法である。瞑想の実践方法としては、出入息念を中心とし

て、「プットー」と念じる仏随念が特色となっていて、息を吸い込む時に「プッ」と念じ、

吐き出す時に「トー」と念じる。このやり方は、簡単に意識を集中させることができると

されていて、この瞑想方法は座る瞑想、歩く瞑想どちらにも使われているやり方である。

座る瞑想では、瞑想をする前に、「プットー（仏）、タンモー（法）、サンコー（僧）」と 3

回念じてから、「プットー」のみを念じて瞑想に入る。この瞑想方法では、雑念が出た場合、

一度その雑念を捕まえてから放し、その後再び呼吸に意識を集中させる。歩く瞑想でも、

手を前に組み「プットー」と念じながら瞑想する。 

 最後 3 つめが Wat Paknam Phasicharoen 寺院系で、この系統は心の中で「サンマー・アラ

ハン」と唱えることが特徴で、「光明編」と「仏随念」を交える瞑想方法を初心者は行う。

そして「四禅」、「無色定」の段階を達したものは、より深い瞑想に入る方法が指導される。

座る瞑想方法では、右手の手のひらを左手にのせ、右手の人差し指を左手の親指に軽く接

するようにする。また頭の中では、瞑想の対象を置くことで、日常の事柄を考えないよう

にする。具体的には「水晶玉（光明編）」や「仏像（仏随念）」を身体の中心に置き、そこ

に意識を集中させ、「サンマー・アラハン」と心の中でゆっくりと唱えて瞑想を行う。歩く

瞑想は、実践方法は特になく、座る瞑想のように瞑想を行う。 

 今回初めて長い時間瞑想体験を行うということで、瞑想センターに着き、瞑想体験をす

るまで、私にとって瞑想は地獄の時間になるだろうという思いが強かった。なぜなら私の

中で瞑想というと、日本の座禅のイメージが強く、堅苦しいイメージがあったからである。

しかし実際に瞑想体験をしてみると、そこまで時間が長くなかったからかもしれないが、

そこまで苦ではなかった。タイの瞑想はお坊さんがリラックス瞑想であると言っていたよ

うに、本当にリラックスしながらできた気がした。日本で座禅を体験した時は、姿勢であ

ったり、手の組み方などをすごく重視しすぎたためか、瞑想中もそちらにばかり気をとら

れてしまって全然集中できなかったという思い出があるからである。 

 瞑想体験では歩く瞑想、座る瞑想どちらも行ったが、どちらかというと座る瞑想の方が、

歩く瞑想に比べて、終わった後にすごくすっきしりした気分になった。歩く瞑想では目を

開けて歩くので、意識を集中しようとしても、目に映る物に意識がいってしまってなかな

か集中できなかった。一方座る瞑想は目を閉じ、視界をシャットアウトすることなどが私

にとっては良かったのか、水晶玉などを思い浮かべながら集中して瞑想ができたと感じた。 

また、瞑想を行う前にお経を読む機会があったが、実際に現地で読まれている言葉でお経

を唱える都いう経験ができてとてもよかった。タイのお経の読み方は歌のようにメロディ

ーに乗せて唱えている感じして、慣れるのにとても苦労し、日本とは唱え方やリズムが違

う点がとても興味深かった。 
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４．まとめ 

 今回の研修では最初にも述べたように、普段行くようなところだけでない、個人旅行で

は行けないようなところにも行くことができて、とても貴重な体験ができた。タイという

と仏教関係の遺跡などを見に行くことが中心になりがちだけれども、実際にキリスト教や

ヒンドゥー教の遺跡群なども訪れることができて良かった。その一方で、仏教関係の見学

は遺跡や観光寺などが中心で、実際に地元の人が参拝しているようなお寺には行くことが

少なかったので、現地の人の参拝の姿などを実際に見てみたいと思っていた私にとっては

少し残念な部分であった。もし、今度タイに行く機会があったら、地元の人が普段行くよ

うなお寺に行き、実際のタイの人々の参拝の仕方などをみてみたいと思う。 

 

参考文献 

伊東照司『夜明けのスコータイ遺跡』雄山閣、2014 年 

鈴木哲『仏陀─南伝の旅』講談社、2010 年 

「地球の歩き方」編集室『地球の歩き方、タイ、2016〜2017 年版』ダイヤモンド・ビック

社、2016 年 

K.プラポンサック「タイ上座部仏教における瞑想実践法の現在─調査報告」龍谷大学アジア

仏教文化研究センター、ワーキングペーパーNo. 12-01、2012 年 9 月 30 日、pp. 219-230 
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タイでの瞑想体験 

 

 

０．はじめに 

同じ仏教国として、親近感を抱く人もいるであろうタイ王国だが、仏教は仏教でも日本

の仏教とタイの仏教は異なっている。また、宗教に対しての国民の考え方、密接具合も大

いに異なっている。しかし、最近ではリラックス方法としてヨーガをしたりタイに瞑想修

行にいくことが流行っていたりもする。わたしも最初の興味としてはそういった軽い気持

ちで瞑想に興味を持った。そこで、この海外研修がタイへ行く、しかも瞑想体験をすると

のことだったので、今回の海外研修に参加を決意した。事前に学習していた内容と 9 月 8

日から 15 日の 8 日間で見た様々な遺跡、寺院、そして瞑想体験、学んだ文化などを織り交

ぜてレポートにまとめていきたいと思う。 

 

１．上座部仏教 

1-1 仏教の起こり 

仏教は釈迦族のシッダールタ王子が出家し、苦行を重ねたが次第に身だけがやせ衰えて

いく苦行に意味を見出さなくなり苦行を放棄した。その後、村の娘のスジャータという女

の子にミルク粥を供養され、元気の出たシッダールタはブッダガヤの菩薩樹の下で瞑想し、

悟りを開いたと言われている。 

1-2 部派仏教 

現在タイの多くの国民が掲げている宗教、ほぼ国教ともいえる宗教が上座部仏教だ。ブ

ッダが悟りを開いた後，その教えはじわじわとインドで信者を増やしていったが，入滅か

ら 100 年後戒律と修行だけでは人々を救えないと判断した仏教大衆派の運動が起こり，仏

教団は保守正統派の上座部仏教と改革進歩派の大乗仏教とに分裂してしまった。 

インドから中国、韓国、ベトナム，日本などの北方ルートに伝播していった宗教が大乗

仏教（マハーヤーナ仏教）であり，スリランカ、ビルマ、カンボジア、そしてタイなどの

南方ルートを伝わっていったのが上座部仏教（テーラワーダ仏教）である。 

1-3 上座部仏教 

上座部仏教はこの世に生きることは苦しみであり，苦しみの原因となるのは執着する心。

その執着を僧侶になり厳しい修行によって悟りを開いたものだけが救われるという考えが

基になっている。それに対し、大乗仏教は出家僧だけではなく在家信者も救われるという

考えだ。 

僧侶の戒律には 227 の戒律があり、これは日常生活全般にわたる広範なもので中でも、

①殺生しない②盗まない③不道徳な性交はしない④悟りを得たなどの嘘をつかない⑤お酒

を飲まない。この五戒が基本的にできるだけ守るようにとされている。 



13 

 

1-4 タイでの上座部仏教 

タイでは 90％近くの人々が上座部仏教を信仰しているとみられていて、タイ国憲法では

信仰の自由を認められているが、事実上の国教である。 

タイには現在約 3 万の寺院があり、そして約 40 万人の僧侶がいるとされている。僧院は

信仰の場としてはもちろんのこと、地方では集会所、相談所としての役割も果たしている。

研修で実際にワット・ポーや、暁寺などたくさんの寺院を見学した。その中で特に印象が

強いのは 1970 年にルァンポー・タンマチャヨー住職、チャン・コンノックユーン師などを

中心に設立されたワット・プラ・タンマガーイ（以下タンマガーイ寺）で、他の寺院とは

いろんな意味でかけ離れていた。上座部仏教はサンガをいわれる教団組織が存在し、タイ

では現在大きく分けて従来型のマハーニカーイ派とラーマ 4 世モンクット王が王子時代に

仏教改革運動として始めたタンマユット派の二つの派に分かれている。タンマガーイ寺は

マハーニカーイ派に属しつつも、瞑想を中心とした寺院であらゆる面で他の寺院とは異な

っている。その敷地はとても広大で、瞑想するだけではなくさまざまな施設が備わってい

る。大瞑想場では何十万人もの人が瞑想をすることができるほどの規模だ。タンマガーイ

は仏塔も他の寺院とはデザインがだいぶ異なっている。本堂も他の寺院のようににきらび

やかで派手な感じはなく、機能性重視のシンプルでメンテナンスのしやすそうなデザイン

となっていた。敷地内には仏陀がしてきた偉業を５Ｄの映像で見られる施設や、地獄から

天国への道についての展示館などもあって、より分かりやすくなっていた。この寺院設立

はたった 3200 バーツ（1 万円）の資金で始まったが、信徒達の献身的な働きで今の寺院が

成り立っているそうだ。寺院では見学にいった日も多くの人々が瞑想にきていた。多くの

人は白い服をきていて、特に白い詰襟のようなものを着ていた人が多くみられた。 

 

２．瞑想 

2-1 瞑想とは 

瞑想とは意識トレーニング技法の一つであり、タイにおいてはタム・サマーティと呼ば

れ、直訳すると「三昧（禅定）をなす」という意味になり、仏教徒が修めるべき、戒・定・

慧の「定」の部分を鍛え、心を安定させ智慧を発達させるのに役立つとされる。 

基本的にこころの働きを静めていくサマタとありのままに観察をするウィパッサナーと

に大きく分かれているが、どちらも僧侶の修行には重要なもので完全に切り離せるもので

はない。 

今回の研修ではパトゥンターニー瞑想センターに行き、タンマガーイ寺院の僧侶である

タニヨー比丘の教えに習って瞑想を体験した。瞑想センターにはほぼ海外からくる人ばか

りで、元は仏教徒ではないため、いきなり寺院にいってもそこでの作法がわからないため、

基本の作法や知識を学ぶための場所である。 

タニヨー比丘は瞑想とは「心を安定させて一心不乱にさせる。」また「多心散乱から一心

不乱に切り替える」ということだといっていた。もちろん、悟りを得るための修行として
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瞑想をするのだが、瞑想はその宗教を信仰しているしていないに関わらず、リラックス法

として一般人が行うこともある。 

瞑想の利点として、①自分の潜在能力を開発して引き出す②心身の健康をよくする。そ

して③悟りを開くことができる。主にこの三つを利点としている。瞑想は脳科学でも認め

られていて、修行僧の脳波をみると、とても落ち着いた、集中している状態にあることが

わかっている。瞑想は精神医療のひとつとしても実践されていて、例えば、末期癌患者に

瞑想をしてもらい精神を落ちつかせたり、パニック障害を引き起こしていた子が瞑想によ

って症状が消えたりなど、多くの効果がある。 

2-2 実践方法 

瞑想体験では大きくわけて、座って行う瞑想と歩いて行う瞑想の二つを体験させてもら

った。まず、座って行う瞑想二つを体験した。 

基本の座り方は、座って左足を下に、右足を上に胡坐をかき背筋をのばす。この時背筋

は伸ばすが、肩などに余計な力が入らないように、あくまでリラックスできる姿勢になる。

手の組み方は同じく左手がした右手が上になり左手の親指と右手の人差し指が触れるよう

にする。いろんな組み方があるが、指先は感覚が鋭いため、意識を保つための組み方だ。

スカートの人がいたり、女性が胡坐をかく姿は美しくないといわれているため女性は白い

スカーフを足にかける。 

わたし達は最初は足の組み方など考えず、自分が一番リラックスできる座り方で、目を

軽くつむり、ながーく呼吸をしながら自分の心の状況を見ることからはじまった。初心者

だとこのようにすすめていくようだ。座る瞑想は「サンマーアラハーン」という言葉をゆ

っくり心の中で唱え雑念を取り払う瞑想と、もう一つは光明瞑想といって、太陽や、月、

または水晶などをお腹のあたりに思い浮かべイメージを消さないように保つことで、雑念

を取り払う方法を学んだ。そして、瞑想の種類としてはもうひとつ「ブットー」と心の中

で唱える瞑想の仕方を学びこれは私たちは歩きながら実践した。 

2-3 瞑想を体験してみて 

最初は 10 分くらい瞑想して、やめて、もう一回 10 分と区切りながらやっていたが、最

初のほうは足のしびれや、背筋の筋肉の強張りなど、たった 10 分瞑想しているだけで、30

分くらいは瞑想していたのではないかと思ってしまった。しかし、一日目、二日目と乗り

越え、三日目の 50 分の瞑想ではとてもそんなに長く瞑想していたイメージがなく、たった

三日で大した成長はしていないとは思うが、時間が少しでも短く思えたことに驚いた。 

瞑想センターでは実践方法だけでなく、作法も教えてもらえたので、お辞儀の仕方や、

瞑想を始めるときに唱えるお経と終わるときのお経も瞑想体験で学ぶことができた。 

2-4 瞑想センター 

今回の瞑想体験の時の私たちの宿泊施設として、パトゥンターニーのポップアップスト

リートセンターで二泊した。周りは自然に囲まれていて、聞こえる音は川の水が流れる音

や、木々が揺れる音、または虫の声など、瞑想がしやすい環境になっていた。また、スタ
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ッフさん手作りのとてもおいしい食事と、きれいな部屋、洗濯機、Wi-Fi も完備していてと

ても過ごしやすい施設であった。また、僧侶への食事献上まで体験できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．観光 

タイには多くの寺院と寺院の遺跡があって、わたし達はひたすらいろんな寺院を観光し

た。遺跡はいまでこそきらびやかなものではないが、タイのほとんどの寺院は日本の寺院

とは似ても似つかないほどにとても派手できらびやかなものであった。特にバンコク市内

は所狭しと寺院があって、次の寺院までバスで 5 分～10 分がほとんどであった。寺院内は

観光客も多いが、現地の人も多く、タイの人々が宗教にとても関心がある、また生活に密

接していることがうかがえた。 

タイの寺院は基本的に露出を控えるのが礼儀で、タンクトップを着ている人や、ショー

トパンツを穿いている人はストールなどを巻いて見学をしていた。王宮は特に厳しく、七

分丈のズボンを穿いている人でも注意されていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイの観光で楽しみにしていたのが女子が大好きなショッピングの場で、タイの有名な

マーケットにも少しいけてタイの物価の安さを実感することができた。安くてちゃっちい

ものもたくさんあるが、安くてよいものもたくさんあったので、買い物好き女子としては

マーケットの時間はとても楽しいものであった。 

他にもいろんなところを観光して、タイの日本人街だったところや、博物館、モン族の

パトゥンターニーの瞑想センター 

暁寺（ワット・アルンラーチャワラーラーム） 
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村にいったりなど、普通の旅行ではできないような体験ができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．感想とこれから 

今回タイへの海外研修に参加してみて、わたしのテーマにしていた瞑想についてはもち

ろんだが、タイの街並みや、食べ物、言語、習慣、様々なタイの文化を多く学べた。移動

が多く、チェンマイからスコータイ、アユタヤ、そしてバンコクといったタイの主要都市

の多くを見ることができ、その地方特有の文化までも学ぶことができた。 

また、瞑想について多くのことを学んで、瞑想によって得られる効果をもっと実感して

みたいなと思うようになった。日本にもタイ瞑想センターは何か所かにあって、瞑想によ

って集中力を高めたり、ストレスを軽減している人もいて、わたしもリラックス法として、

もっと瞑想を自分でも体験したいし、研究として、客観的にも宗教について学んでいきた

いと考えているので、日本の瞑想センターにも足を運んでみたい。 

わたし達日本人は多くの人があまり宗教に興味がない。しかし、世界の多くの人々は宗

教は生活に密接していて、宗教がある生活があたりまえである。どちらが良いとかは誰も

決められないと思うし、決めることでもないと思うが、グローバル化が進む現代で、互い

の理解を深めるための知識として宗教を学ぶことはとても大切だと考えている。 

これからも仏教だけでなく、いろんな宗教について学んでいきたい。 

 

参考文献 

櫻井義秀『タイ上座仏教と社会的包摂―ソーシャル・キャピタルとしての宗教』明石書店、

2013 年 

マハーシ長老『気づきと智慧のヴィパッサナー瞑想入門者のための理論と実践』サンガ、

2012 年 

 

水上マーケットに向かうボート 
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仏教国タイにおける三大寺院 

 

０．はじめに 

 8 日間にわたる海外文化研修の行程の 6 日目にあたる 9 月 13 日、首都であるバンコク市

内の寺院を見学し、タイならではのきらびやかで華やかな雰囲気や鮮やかな色彩に目を奪

われた。特に、三大寺院として名高い、エメラルド寺院・涅槃寺・暁の寺が非常に印象深

く魅力的であったため、このレポートではこれらの寺院について述べていきたいと思う。 

 

１．エメラルド寺院（ワット・プラケオ） 

1782 年、ラーマ 1 世がバンコクに遷都し、豪華絢爛な王宮とともに王室専用の寺院（護

国寺）としてこのワット・プラケオが建てられた。寺院の本堂にエメラルド仏が安置され

ていることからエメラルド寺院と呼ばれている。 

写真①  写真②  

写真③  写真④  

服装や荷物の検査を済ませて中に入るとまず左手にある回廊内部の壁画（写真①）が目

に入る。これはラーマーヤナーを題材にしたもので、タイではラーマキエン物語として知

られている。ラーマ王子が、王妃シーターを誘拐したトッサカーンという鬼と戦うお話だ

が、タイでは、主役であるラーマ王子よりも、彼の家来であり将軍のハヌマーンという猿

の化身の方が人気なようで、のちに訪れた国立博物館でもハヌマーンはトッサカーンの隣

に並べて展示されていた。 

門の両脇を見張っているのはヤックという鬼神（写真②）であり、日本の寺院における

阿吽の仁王像のようである。 

色鮮やかな本堂はアユタヤ王朝時代の建築様式とされる。金色に輝く仏舎利塔（写真③）

はスリランカ様式で、ラーマ４世がアユタヤのプラ・シー・サンペットを模して建立した

とされている。 
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翡翠でできたエメラルド仏自体は高さ 66 センチと決して大きくはないが、神秘的なエメ

ラルドグリーンに輝いていた。3～5 月の暑期、6～10 月の雨期、11 月～2 月の乾期と、年 3

回季節ごとに王室によって衣替えされているとの説明を受けた（写真④）。 

 

２．涅槃寺（ワット・ポー） 

バンコク最古の寺院といわれており、アユタヤ王朝末期に建立されたとされている。そ

の後、バンコク王朝のラーマ 3 世（1824-1851 年）がおよそ 17 年もの年月をかけて涅槃像

を祀る本堂とその回廊、礼拝堂、仏塔を建立した。 

全長 46 メートル、高さ 15 メートルにもおよぶ大きな涅槃仏の堂々とした寝姿は圧巻で

ある。狭い本堂の中には涅槃像を取り囲むようにしていくつもの柱が建っているため、歩

きながら様々な角度から見ることができる。 

平板な扁平足は悟りを開いた者の象徴とされ、長さ 5 メートル、幅 1.5 メートルほどの大

きな足の裏には、バラモン教の宇宙観がきらびやかな螺鈿細工を用いて 108 の絵で表され

ているそうだが、修理のためか足場が組まれており、じっくり見ることはできなかった。 

通路にはずらりと 108 つの鉢が並んでおり、観光客が 20 バーツ分のサタン硬貨を購入し、

1 枚ずつ鉢の中に投げ捨てていく様子が見られた。チャリーンと堂内に響くサタン硬貨の音

から、108 つの煩悩を捨てていくイメージが浮かんでくる。 

    

 

３．暁の寺（ワット・アルン） 

この暁の寺は、エメラルド寺院や涅槃寺とは、チャオプラヤー川をはさんで対岸にある

ため、数分間渡し船に乗って川を渡って訪れた。ここでもやはりヤックが門前に構えてい

た（写真⑤）。 

暁の寺という呼称は、1767 年にトンブリー王朝の初代王となったタークシン将軍が、ビ

ルマ軍の侵入で廃墟と化したアユタヤから、チャオプラヤー川をくだって夜明け頃にたど

りついたのが当時ワット・マコークという名だったこの寺だったというエピソードに由来

している。また、英名では“Temple of Dawn”と呼ばれており、これが三島由紀夫の小説『暁

の寺』の由来になったと考えられている。 

高さ 75 メートルもある大仏塔は残念ながら工事中（写真⑥）であったが、それを取り囲
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むようにして 4 つの小仏塔が建っており、この寺院独特の神秘的な雰囲気が漂っていた。

ラーマ 2 世の時代に建設がはじまり、ラーマ 3 世の時代に完成したとされる現在の仏塔は

バンコク様式で、10 バーツ硬貨に描かれていることでも有名で、その形状は、バラモン教

のシヴァ神の象徴であるリンガを彷彿させる（写真⑦）。また、仏塔の周りには取り囲むよ

うにして、ラーマキエン物語に登場するガルーダや鬼神、ハヌマーンなどの像が細かい装

飾であらわされている。（写真⑧） 

仏塔に埋め込まれた極彩色の陶磁器（写真⑨）や、寺院のいたるところで見かけた不思

議な石像、庭園に植えられた松などの風景から、中国らしいという印象を受けた。 

写真⑤  写真⑥  写真⑦  

写真⑧  写真⑨  

 

４．最後に 

なぜタイが「微笑みの国」と呼ばれているのか、私はタイでの体験を思い起こし、その

国民性について考えた。 

チェンマイのナイトマーケットではお買いものを通じて、現地の人と交流する機会があ

った。タイの物売りは、前回のインド研修で出会った物売りとは全く異なった印象を受け

た。インドでは、後を追いかけてくる彼らのギラギラとした目や、肩をたたいたり腕をつ

かんだりする積極性、強気な値段設定に少し怖い印象を受けたが、タイでは品物を見てい

て目が合うと笑顔を浮かべて、自ら値下げ交渉を申し出てくれる。最終的に値札の半額以

下になることも多々あった。 

また、パトゥンターニーのスーパーマーケットでは、現地の女性に恐る恐る声をかけ、

一番辛いトムヤムクンヌードルはどれかとたずねたところ、おみやげ用に辛すぎないもの

を一緒になって選んでくれた。2 日間滞在した同地のメディテーションセンターでは、タニ

ヨー比丘の托鉢という「タンブン」の体験を通じて、徳を積むという感覚を初めて味わっ
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た。この「タンブン」はタイに根付いている仏教の習慣で、喜んで捨てると書いて「喜捨」

ともいうそうだ。ひとつひとつのお皿を丁寧に捧げ持って僧侶に食事を献上する経験は、

今まで抱いていた托鉢のイメージを大きく変えた。こちらが僧侶に食べものをあげること

で、ありがたみのある何かをもらっているような感覚があった。 

このような感覚を日常的に体得しているタイの人は、自然に他者に対して優しく接し、

無意識のうちに日々徳を積んでいるのかもしれない。私は、今回のタイ研修を通して、「微

笑みの国」の優しい国民性の根底にある深い仏教信仰の存在を感じることができた。 
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タイの研修旅行の記録 

 

 

０．はじめに 

 今回私は、東洋思想文化学科で行われた海外文化研修に参加してきた。研修は 9 月 7 日

から 15 日まで行われた。私の本来の研究からは、この文化研修の目的である、タイの仏教

の調査という関係では薄いが、私の友人や後輩も参加するということでの興味本位で参加

をするに至った。しかし、何も課題を持たずに行くわけにはいかぬので、私は二年生の頃

にゼミの共同研究で研究していた「日本における祖霊信仰」とタイ現地での「精霊信仰」

という在地の思想があるということを聞いたので、それと比較しようという試みることに

した。なお今回のレポートに関して旅行記風になってしまうかもしれないがご容赦してい

ただきたい。 

 

１．タイへの旅路 

 タイ現地は非常に暑かった。しかもこの暑さというものは日本の蒸し暑さよりも過酷な

ものだった。一日目のレストランでは、母から聞いていた通りヤモリが非常に多かった。

二日目の寺院「ワット・プラタートドーイステープ」は非常に煌びやかであった。寺院に

行くまでとても長い階段を登らなければならず、旅行のメンバーはみな疲れていたことが

思い返される。階段に左右には大きな蛇が見られた。この蛇は入り口に頭、通路は胴体と

いう造りになっていれ、その蛇の頭にはまた小さな蛇の像があり、花や水などが供え物と

して納められていた。この蛇、ナーガは至る所に見られ他の寺院においても建造物の入り

口には蛇が左右に存在していた。恐らくこれは守護者としての役割を持つものだと考えら

れる1。 

 寺院における仏陀像は金色のものが多く、建造物も金色に彩られたものが多かった。中

にはエメラルド色の仏陀像もあり、日本の寺院との違いに驚いた。またこの寺の壁画には

仏伝の様子が描かれてもいた。その他に、地蔵菩薩の像もあり大乗仏教の影響も見られた。

寺院の見学が終わった後、トラックのような車の荷台に乗り、タイのモン族の集落を見学

した。ここではただの視察であって、仏教的な観点からはあまり見ることはできなかった。

ただここで購入したライチで作られたワインは非常においしく安かった。 

                                                   
1
 「爾時世尊。便受服之所患尋愈。爾時世尊所患既差。從菩提樹下起。往牟枝磷陀龍王池邊。

坐一樹下念三摩地。時此池中合有七日雨下。牟枝磷陀龍王。知七日雨下不絕。從池而出。

以身繞佛七匝。引頭覆佛頭上。何以故。恐佛世尊冷熱不調。諸蜂蠅等虫惱亂世尊。時此龍

王。過七日中見雨止已」（義浄訳『根本説一切有部毘奈耶破僧事』大正 25、pp. 125c-126a） 

この話からタイでは守護者として祀られているのではないかと推測される。また、タイ

では雨が多くこの話と合致しても不思議ではない。その他水に関する動物や人物の像が多

い印象を受けた。 
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 この後遺跡を巡ったが、風化した像が非常に多く、また盗まれたものも多かったようだ。

私は個人的に遺跡というものを見たのは初めてだったのでかなりの感動を覚えた。これは

後述でも述べると思うが、タイの寺院、遺跡等の文化物についてはかなり物質的な量を重

視しているように感じられる。これは我々の住む日本と比べて金色で彩られたものはもち

ろん、仏像の数も非常に多い印象があり、権力との密接なかかわりがあったのではないか

と想像させられる。 

 ホテルに戻り、夕食を済ませた後でホテルにあった Bar で飲むことにした。ここの Bar

のメニューには私の好きなシェリー酒もあったが、どうやら品切れのようであった。バー

テンダーは見た目の印象は若く温和な性格なのだろうと推測された。ソファーもゆったり

としていて私には初めての経験であった。このようなホテルを用意してくれた東洋大学の

先生やその他の職員の方々に感謝したい。しかし、ここで私にある問題が生じたのだった。

それはチップという概念に関することだった。日本にはあまり馴染みのないもので私はこ

れについて意思の疎通ととるのに苦労した。ガイドによれば、小銭程度払うのが良いらし

いのでこのとき私は、それに従うことにした。タイは日本に比べて物価が安く（大体 2 分

の 1 程度）賃金も安いのか非常に感謝されたのを覚えている。このチップの概念について

は私飲みも周りを含めて衝撃的な出来事を体験することになったのだった。 

 

２．タイ人の観光客への反応 

 日本とタイにおいて大きく変わるのは先述のチップの概念や（ただしこれは外国でよく

あること）何かについて販売品を押し売られるということだった。この押し売りに日本人

は弱い。私の場合は貧困や賃金が安いといった実情が見え隠れしたときに日本人は非常に

弱く、対応しきれずにチップを払ってしまう。例えば、タイにおいて私の友人が以下のよ

うな体験をした。 

 涅槃像を見に行ったときに、私と友人はトイレに行っていたために集団の後を追う形で

目的の像を見に行った。そこでは献花を像へ行っていて、旅のメンバーも現地人に献花の

やり方を教わりながら、そのやり方にしたがっていた。私と友人にも当然のように花が押

し売られることになるのだが、20 バーツと値段もあまり張ってはこないのでこの一連の儀

式に参加することにしたのだった。ここで友人が謎のタイ人に捕まり、懇切丁寧に献花の

方法を一緒に行っていたのを私は目にした。すると何か交渉が始まり、友人が金を渡すと

うれしそうにその謎のタイ人は去って言ったのだった。それと対象に友人の顔は今にも泣

き出しそうな表情を浮かべ私に今までに起きた悲しい出来事を話し出した。 

友人によるとどうやらいきなり供養のやり方日本語で教え始め、それに対しての対価と

してチップを求めていたという話だった。さらに何故かよくわからないキーホルダーまで

売りつけられ、日本円にして 3000 円程度取られてしまったと言う。何と悲しいことかと思

うと同時に、私は日本人の弱さというものを痛切に理解した。払ってくれと懇願されたら

払ってしまう。ここが日本人の良いところでもあり、また弱いところである。かく言う私
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もこのことから日本語で話しかけてくるタイ人が来ても、徹底してＮＯを突きつけるよう

になったのだった。外国、賃金がそこまで豊かではない土地に関して言えば、日本人とい

う観光客は言わば上客のようなもので、一番手ごろに行える狩の対象として見られている

ことに私には感じられたのであった。かく言う私もタイマッサージを受け終わったときに

200 バーツというチップを要求されたので、しかたなくその半分ほど払ってしまったのだ。

（これは Bar での経験によるものである。飲食業や直接的な業務の場合は払ったほうが良い

という認識があった。）しかし、現地に精通している人に言わせれば、この程度の場所にお

いて払う必要はないと言われた。つまり私の導き出した答えは、断固としてチップを要求

されたとしても損だと感じた場合は払わない、そして払う場合はホテル等の格のある程度

高い場所で払うのがチップを効果的に払う要因だと考えられたのだった。日本人とタイ人、

文化なのか同じ人間であってもあまりに違う。ここでの異国間の理解はあり得るのだろう

か。 

 

３．少年僧侶への質問を通して 

 タンマガーイ寺院と施設に宿泊したのはもちろん周知の事実であろうが、私は寺院の見

学や本来の目的であった瞑想よりも印象に残ったことをここで述べようと思う。タンマガ

ーイ寺院内では少年僧侶たちの教育施設があり、そこは学校と同じく英語や美術色々な授

業があると少年僧侶は私の質問に答えてくれた。最後に私は「仏教について、他国のそれ

について学習することはあるのか。」と聞いてしまったのだ。少年僧侶は当然に「ない」と

答えたのだった。これは仏教を学問あるいは、文化として勉強している私には衝撃的な事

実であったのは間違いがない。ここではタイの仏教しか知らぬのだ。そして他国に同様な

ものが別の形によって存在していることを疑わない。ここでの宗教観の対話、異文化交流

は起こりえるのだろうか。もちろん知識階級においては間違いなくあり得る。これは、我々

と同様にある種の文化として宗教を理解し、知識としてそれについて話を行うのであれば

間違いなくあり得る。しかし、知識を持たない人、もちろんこの話に出てきたような人物

たちだけではない。この文化の学習といったものから離れた人々であるとか、文化の根底

に根ざしているような一般的な人々の交流はあり得るのだろうか。私は、わびさびだとか

お茶の旨さだとか、刺身の旨さだとかは日本人にしかわかりえぬものだとしか感じられな

い。なぜならば、肉体的に生来から日本に居ることによりその土地の息吹を受け、暮らす

といった原始的な行為なしにはその土地の人種には近づけないのではないかと常々おもっ

ているからだ。 

 この出来事から私は宗教観の対話といった問題は、日本人に対しても難しい話であるの

にもかかわらず、外国人との対話は非常に困難であるように感じられた。しかし、ここで

困難だからといったことを思ったから諦め、放棄するといったことは文化の崩壊の一手を

担ってしまっているようにも感じられるのだ。私の学習というものは日本の文化の底辺を

支えているのだ。 
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４．終わりに 

 本来意図したものからは大分離れたレポートになってしまったが、私はこの文化研修の

できごとは将来的に得ることの難しい体験を若いときに経験することが出来たと思ってい

る。私がこのような経験、体験を行うことが出来たのもひとえに東洋大学の職員の方々、

学科の先生が他のおかげだとしか思えないのだ。私が言えるのは、このレポートをどこか

で見た東洋思想文化の後輩諸君に対して、海外へ行くのだとしか言えぬ。日本に居ただけ

では絶対に広がらない文化の視野は間違いなく広がる。タイの他にもインドや中国、普段

いけない場所へ行くこともあるだろう。少しでもいきたいと思ったら行くのだ。それはき

っと、君の血と成り肉と成り、いずれかの時に大きな財産となるのは間違いない。 

 

参考文献 

星田晋五『タイ－生活と文化』学習研究社、1972 年 
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図 1 「原健 ブログ」「タイ・チェンセーン様式の仏像」 

（http://d.hatena.ne.jp/takeshihara/20120228/p1, Accessed:2016/10/13） 

ワット・プラ・タート・ドーイ・ステープ寺院から読み取れる 

タイの仏教美術について 

 

 

０．はじめに 

 私が今回の海外文化研修に参加した目的は海外の仏教世界に直接触れ、仏教文化への理解

をより深めるためである。また、日本の仏教美術とは異なる、タイの仏教美術が実際にどの

ようなものであるか理解するためでもあった。 

本レポートでは、はじめにタイの仏教美術の一つであるラン・ナー・タイ朝美術について

概要を取り上げ、次にチェンマイのワット・プラ・タート・ドーイ・ステープ寺院を中心に

実例をとりあげる。 

 

１．ラン・ナー・タイ朝美術について 

ラン・ナー・タイ朝は北部のタイ族の王朝であり、1296 年にメンラーイ王が創設した。

都はチェンマイ。1556 年にビルマから侵略を受け王朝は崩壊した。 

王は上座部仏教を信仰し、各都市に様々な名刹を建てた。また、ビルマに近いことから仏

教美術や建築はビルマの影響を強く受けている。南部のスコータイ朝美術やアユタヤ朝美術

は同時期に存在したものである。 

この美術様式において仏像は大きく 2 期に分けられる。第 1 期は王朝初期の 13 世紀から

14 世紀中期に当たる。インドのパーラ朝様式がビルマを経由し伝播した。このパーラ朝様

式の仏坐像は「初期チェンセーン様式」と呼ばれる（図 1）。特徴として、頭上に宝珠をの

せ、左肩から垂れる細長い垂布は短い。両足は結跏趺坐で座り、右手は降魔印を取り、両弁

の蓮華座の上に乗っているという点があげられる。 

 

 第 2 期は 14 世紀中期から 16 世紀中期を指す。南部のスコータイ王国の上座仏教が北伝し

た。従来のパーラ朝様式にスコータイ朝様式が加味された仏像は「後期チェンセーン様式」

http://d.hatena.ne.jp/takeshihara/20120228/p1
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図 3 「タイ観光と憂国の思い」、「ワット・プラタート・ランパーン・ルアン寺院 2」 

（http://www.thai-kanko.2-d.jp/ranpanruan2.html, Accessed:2016/10/13） 

図 4 

と呼ばれる。特に 15 世紀中期から 16 世紀中期は王国の最盛期にあたり、仏教王と称される

ティローカ王（位 1441-1487）によって多くの仏教施設が作られた。また第 2 期にはビルマ

から入ってきた、釈迦仏の頭上に王冠を載せた「宝冠仏」と水晶や珠玉でつくられた仏坐像

が流行した（図 2）。 

 

 

 仏塔はランパーンにある大寺院、ワット・プラタート・ランパーン・ルアン寺院のものが

有名である。1449 年に当時の領主、チャオ・ハーンテェー・トーン王によって建立された

仏舎利塔でビルマ様式である（図 3）。 

 また建物としては、チェンマイのワット・プラ・シン寺院の境内にたつ経蔵が有名である。

経蔵は 2 階建てになっており、1 階の側壁には、漆喰性の天人立像が彫刻されている。天人

像は全て優雅な作りで 2 階部分は木造建築となっている（図 4）。 

 

 以上から、ラン・ナー・タイ朝美術はビルマ、スコータイ王国といった周辺の仏教国の美

術様式の影響を受けながら、発展したものであると考えられる。特にビルマからの影響は強

く、ラン・ナー・タイ朝美術の寺院の多くはビルマ風になっている点からもうかがうことが

できる。 

図 2 ワット・プラ・タート・ドーイ・ステープ寺院にて著者撮影：2016/9/9 

図 4 「Mizumizu のライフスタイル・ブログ」 

「チェンマイで最も格式の高い寺、ワット・プラ・シン」 

（http://plaza.rakuten.co.jp/mizumizu4329/diary/200908150000/,  

Accessed:2016/10/13） 

http://www.thai-kanko.2-d.jp/ranpanruan2.html
http://plaza.rakuten.co.jp/mizumizu4329/diary/200908150000/
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２．ワット・プラ・タート・ドーイ・ステープ寺院について 

寺院はタイ北部チェンマイのステープ山の頂上、標高 1080m にある。クーナ王（位

1355-1385）により 1383 年に建てられた。王はタイに収められた仏舎利1の一部を白象で運

ばせ、白象が休んだ場所に寺院を建てることにした。そして白象が膝をついて休んだのがス

テープ山の頂上だったとされる。宗旨はマハーニカーイである。仏教美術の様式はラン・ナ

ー・タイ朝美術である。名称のワットは日本語で王立をドーイ・ステープはステープ山をそ

れぞれ指す言葉である。参拝の際には西洋の宗教施設同様に露出度の高い衣服は着てはなら

ない。 

傾斜のきつい 348 段の階段があり、階段の左右には色彩豊かな 7 つの頭を持つナーガの像

が作られていた（図 5）。階段の終わりには狛犬がおかれていたのだが、日本のものと比較

して色彩が派手で、犬というよりか幻獣のように見えた。寺院の外観は他のタイ仏教寺院と

比べ質素な印象をうけた。寺院の周囲には、この地に仏舎利を運んだとされる白象の像（図

6）やチーク材でつくられた瞑想所（図 7）、建立者であるクーナ王の像などが存在した。瞑

想所の外壁の彫刻にはブッダの涅槃図などが繊細に彫刻されていた。また、建物の前にある

獣の彫刻はモン族2の信仰する商売の神であるとのことだった。寺院には多くの鐘がおいて

あり、かつて時計が普及していなかった時代には、寺院が鐘を鳴らし時間を伝えていたとい

う。 

 

 

                                                   
1
 タイの仏舎利の大半は仏陀の髪の毛とされる。 

2
 タイの山岳民族でかつて王朝を建てたこともあった。 

図 5 ワット・プラ・タート・ドーイ・ステープ寺院にて著者撮影：2016/9/9 

現地ガイドによると 306 段あるとのこと。 

図 6（ワット・プラ・タート・ドーイ・ステープ寺院にて著者撮影:2016/9/9） 
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寺院に入るためには靴を脱ぐ必要があり、室内ならまだしも屋外に近い寺院の中で靴を脱

ぎ裸足になるのは、個人的に不思議な感覚であった。寺院は廻廊式になっており、その中心

には仏舎利を収めているとされる金色の高さ 32m、幅 12m の仏塔があった（図 8）。ワット・

プラタート・ランパーン・ルアン寺院の仏舎利塔に形状が酷似している点から、この仏塔も

ビルマ様式であると考えられる。仏塔の周囲には大小様々な仏像があり、それらは主に「後

期チェンセーン様式」であったが、翡翠でできたものや背中に 7 つの頭を持つナーガを伴う

もの、金箔を張られ原型がわからなくなったもの、涅槃した仏陀を模したもの、高僧ウパグ

プタの仏像（図 9）も存在し、バリエーションに富んでいた。 

 

 

内壁には 20 世紀に描かれた壁画が存在した。壁画は西側のお堂から始まり、ヴェッサン

図 7（ワット・プラ・タート・ドーイ・ステープ寺院にて著者撮影：2016/9/9） 

図 8 ワット・プラ・タート・ドーイ・ステープ寺院にて著者撮影：2016/9/9 

図 9 ワット・プラ・タート・ドーイ・ステープ寺院にて著者撮影：2016/9/9 
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タラ本性話を最初に仏陀の生涯が色彩豊かに描写されている（図 10）。しかし、経典にある

本性話とは詳細が異なっている点があり、タイで独自に発展した部分もあると考えられる。 

 休日ということもあってか寺院内は大変混雑していた。寺院を訪れている現地の人々は仏

教を熱心に信仰しているのが読み取れ、人と仏教の距離が日本と比較して非常に近いと感じ

た。また、有名な寺院でもあるため観光客の姿も多く見られた。 

 

３．まとめ 

 事前学習等で勉強したうえでワット・プラ・タート・ドーイ・ステープ寺院を訪れたつも

りであったが、現地に行かなくてはわからない点を数多く発見することができた。寺院内お

かれた数多の仏像や、ウパグプタいった高僧の仏像があるなど、知らなかったことが数多く

あった。特にウパグプタに関しては他国との伝承が異なっており、タイ仏教独自の発展を感

じることができた。 

 本寺院がタイの他の寺院と共通している点として、日本の寺院と比較し金色が多く用いら

れており派手であった。また、仏像と仏塔の数が多く、これは寺院の規模に比例して数が多

くなる傾向にあった。この現象は仏像と仏塔は功徳をつむための一環として大量に作られた

ためではないかと私は考える。さらに、建立した王の銅像が立っている場合が多かった。訪

れた都市には必ずと言っていいほどラーマ 9 世や王族の肖像が至る所にあったことを考え

ると、王を敬うというタイ国民の精神を読み取ることのできる事例であると考えられる。 

今回の海外文化研修で日本以外の他の仏教国の寺院や仏教美術、それらを取り巻く環境、

仏教と人々の近さを肌で感じることができたのは、自分の仏教研究において大きな糧となる

と思う。 

 

参考文献 

伊東照司『インド東南アジア古寺巡礼』雄山閣、1995 年 

伊東照司『東南アジア美術史』雄山閣、2007 年 

図 10 ワット・プラ・タート・ドーイ・ステープ寺院にて著者撮影：2016/9/9 

翡翠の仏像の背後にあるのが壁画。 
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海外文化研修に参加して 

 

 

０．はじめに 

私が今回、タイの海外文化研修に参加したいと思ったのは、ヨーガを個人研究の対象と

しており、瞑想体験をしてみたかったこと、また、仏教寺院や遺跡を訪れ、タイという国

の歴史や文化に触れたいと思ったためである。 

今回は、海外研修に参加するにあたり、タイの代表的な瞑想法の中で、自分がどの瞑想

を体験してきたのか、また、その瞑想法がどのような体系をとったのかなどをきちんと理

解してくることを１番の目的としていたので、その点に重きを置くと共に、あまりの壮大

さに驚いたタンマガーイ寺院や、多くの仏教寺院と遺跡に訪れた感想などもまとめていき

たい。 

 

１．瞑想とは 

まず、瞑想とは、心を安定させ、多心散乱の状態から、一心不乱に切り替える１つの方

法のこと。瞑想の利点としては、自分の潜在能力を開発して引き出せること、心身の健康

をよくできること、悟りを開くことができるという点が挙げられるという。 

私たちが体験した瞑想法は、タイ上座仏教では一般的とされる『入出息念経』や『大念

住経』などに基づいた瞑想法とは様相を異にする、プラモンコン•テープニーにより発見さ

れた、タンマガーイ式瞑想法1であった。 

また、子どもから大人までできる様々な瞑想方法があると知り、私たちに瞑想指導をし

て下さったタニヨー比丘の、死体を見てイメージするという死体観察法の話や、人は思い

込みで死に至ってしまうほど心と体は密接している、という話は大変興味深かった。 

 

２．瞑想指導について 

2-1 瞑想方法 

今回、私たち体験したタンマガーイ式瞑想法では、自分を楽にしてあげることが重要な

ヒントとされていた。そのためには、体の姿勢はすごく大切で、心がリラックスしていな

いと体も落ち着かなく、心が体内に落ち着くように沈め、姿勢を変える際も体を急に動か

してはならず、ゆっくり変えることが重要であり、さらに、いいことや幸せな事を思いな

がら瞑想すると良いという。 

また、瞑想における基本的な姿勢は、右の足首を左足のふくらはぎの上に置くようにし

て座り、右の掌の上に左の掌を乗せ、右手の人差し指と左手の親指を付けて、軽く目を瞑

る姿勢。何度か深呼吸をして、背筋を真っ直ぐに伸ばし、眠る時の様に優しく目を閉じて

                                                   
1
 (矢野 2006:82.83) 
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自分の心の状態を観察する。これにより、感覚を全てシャットダウンし、心に波のある状

態から、徐々にその波を沈めていく。 

次に、「サンマー･アラハン」の言葉を心の中で

ゆっくり唱える、もしくは「光明(水晶玉や光の玉、

太陽など)」をお腹の中にあるとイメージしながら

保ち続けるが、これらは別々に行うものであり、

音声による雑念を取り払いたい時には「サンマー･

アラハン」を、映像の雑念を取り払いたい時には

「光明」をイメージすることが適していると教わ

り、同時に行う方法もあるという。私には同時に 

行うやり方が合っていると感じたため、両方同時に行う方法を

取った。 

2-2 瞑想体験をして 

実際に体験し、1 日目、初めて瞑想をした時にはすごく時間が長く感じ、足の痺れが気に

なってしまいタニヨー比丘から教わった多心散乱から一心不乱への移行はうまくできなか

った。だが、2 日目の瞑想をした際、タニヨー比丘から「何分くらい瞑想していたと思いま

すか？」という問いに対し、私は 30 分位かと思ったが、実際は 50 分程瞑想していたと知

り、前日との時間の流れの感じ方が全く違っていたことに心から驚いたと共に、足の痺れ

もいつの間にかに忘れていることに気づいた時、良い瞑想状態であると感じることができ、

とても嬉しかった。 

  また、指導を受けた中で、心の中で唱える「サンマー･アラハン(煩悩から離れている者)」

という言葉が、言葉の意味よりも、その長さが丁度いいという理由により使われていると

いう点は予想外だった。後述する、歩く瞑想法の時に唱えられる「プットー」という言葉

も、言葉の長さが適しているために使われていると知り、言葉の長さの重要性については

今まで考えたことが無かったため、瞑想においては重要なのだと実感した。 

 2 日間の瞑想体験を通じて、瞑想をして心を落ち着かせ、邪念を取り払える時間はとても

大切だと感じた。「自分がここにいる」と感じられる時間や、頭の中を空にすること、心と

体を一体化させるということは、日常生活の中ではなかなか難しく、非日常的であり、心

の健康に繋がるなと強く実感した。 

また、歩く瞑想も体験した。私たちが教わったのは、光明(水晶玉や太陽)をお腹の位置に

思い描きながら歩く方法。目線は少し下にし、サンマー•アラハンの言葉は使わずに、光明

を思い描き忘れてしまったら気づいた時点で思い直せば良いと教わった。 

実際に体験をし、目線を下にしたまま歩くことにも集中しながらも、思い描く対象物に

も集中しなければならないため、想像以上の難しさに驚いた。 

また、私たちが教えてもらったもの以外にも、ビルマからの影響を強く受け、足の指、

甲、かかとのようにだんだんと床につけて歩くウィパッサナー瞑想、「プットープットー」

図 1 瞑想指導を受ける様子 
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と称えながら歩く瞑想法などがあるそうだが、これらの共通点は「集中すること」であり、

集中力がとにかく大事であると学んだ。 

 

３．タンマガーイ寺院 

次に、その規模の大きさと施設の構造にただただ圧倒され、実際に瞑想体験をさせて頂

いたタンマガーイ寺院についてもまとめていきたい。 

東京ドーム 70 個分の敷地面積であるというタンマガーイ寺院。初めは、3400 バーツ(約 1

万円)の資金で、1 人の住職と 10 人程の弟子から始まったとされており、本堂の壁には、資

金節約のために１つ１つ白い石で装飾が施されている(図 3)などの説明を聞き、この寺院の

歴史についてもっと知りたいと思ったため、調べ学習を行った。 

 

    

図 2 タンマガーイ寺院の本堂              図 3 本堂の壁。1つ 1 つの白い石から成る。 

3-1 タンマガーイ寺院とは  

タンマガーイ寺院とは、首都バンコクの北方約 40km、バンコクの隣県であるパトゥンタ

ーニー県に莫大な敷地(約 437 万㎡)を持つ寺院であり、この寺の前身と言える集団は、1960

年初頭にパークナーム寺内部の小さな瞑想集団の１つとして始まっている。その後、この

集団は 1970 年に現在の敷地の一画(約 31 万㎡)を寄進によって得て独立し、そこに仏輪瞑想

センターを建設しているが、寺院設立の中心的役割を果たしたのが、タンマガーイ寺院の

最高権威者(初代住職)プララーチャパーワナー•ウィスット(チャイヤブーン•タンマチャヨ

ー)師と、2 代目住職プラパーワナー•ウィリヤクン(パデット•タッタチーウォー)師、さらに、

上記2名の瞑想の師匠である女性修道者の故ウバーシカー•チャン•コンノックユーンである。 

この寺院が急成長を遂げたのは 1977 年頃からで、宗教局から寺院登録許可を得て、寺院

名をプラ•タンマガーイ寺とし、さらに「世界タンマガーイ•センター」を建設するために周

囲の土地を買収し、大規模な儀礼を悠々と行えるほどの大寺院へと拡大。現在では、公称

10 万人程度の参加者を集める仏教行事を年に数回行っており、また、100 万人近くの参加

者が一堂に会することができる野外の大儀礼場も建設している1。 

                                                   
1
 (矢野 2006:123.124) 
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実際に 1.1km にもおよび、100 万人が瞑想する

ことのできる大礼儀場(図４)を見たが、その大き

さにただただ圧倒された。また、寺院では、僧侶

の階層により暮らす建物の大きさの違いに驚い

たと共に、大部屋に 100 人もの人が一緒に暮らし

ていて、個別の部屋が無いと言う点にも驚いた。 

3-2 タンマガーイ寺院の特色 

この寺の特色としては、水晶玉や光の球など

を内観するタンマガーイ式瞑想法の実践、規律と管理の行き届いた組織業

務、および、マスメディアとマーケティングの知識を利用した宣伝、イベ

ント化された大儀礼1などを上げることができ、私達が寺院に伺った際にも沢山のメディア

が訪れていた。さらに、タンマガーイ寺院の仏教思想は、地獄や天界などの他界、ならび

に神霊の存在などの超自然的な観念を事実的なもの2として捉えており、私も地獄の世界と

天国の世界を模して作られた展示会を見させて頂いたが、全てが恐怖と暴力に包まれてお

り、目を覆いたくなるほどのリアリティのある映像が流れていた地獄の世界や、全てが光

り輝いて、明るすぎると感じた天国の世界などがここでは表現されており、小さい子供が

見たら大きな影響を受けるだろうな、と強く感じた。 

また、タンマガーイ寺院のシンボルマークはストゥーパの形(図 5)をしており、タンマガ

ーイ式瞑想法の果てにはこのシンボルマーク、もしくは仏像が見えるという。このシンボ

ルマークは、外側に 30 万体、内側に 70 万体の計 100 万体、さらに中に 14 金の仏像が安置

されており、仏像の裏には、お布施をした人々の名前が１つ１つ書かれているという。 

さらに、タンマガーイ寺院では、実際に沙弥の生

活を覗かせて頂いたが、子供たちが朝 5:30 から仏教

について学び、現代の文化に触れる機会や、他の仏

教を学ぶ機会がなく、1 日 2 食、もしくは 1 食の日も

あると聞き、正直、すごい世界だなと感じた。だが、

それ以上に、僧侶になり、厳しい修行の果て、悟り

を開いた者だけが救われるという上座部仏教の教え

が、子供たちの中にも強くあると感じることができ

たため、実際の沙弥の声を聞くことができたことも嬉しく思

う。 

また、タンマガーイ寺院に来ていた人々がみんな白い服を着ていたが、その理由は、ど

んなことをしても服を汚さないように(心を乱さないように)するためと知り、人々の信仰の

強さも感じた。 

                                                   
1
 (矢野 2006:125) 

2
 (矢野 2006:136) 

図 4 大礼儀場 

図 5 タンマガーイ寺院のシンボル 
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４．数々の寺院を訪れて 

最後に、今回の海外研修では、タンマガーイ寺院をはじめ、スコータイ歴史公園やアユ

タヤ遺跡群、また、バンコク歴史博物館を訪れ、優美な曲線が特徴であるスコータイ独自

のスコータイ様式の仏像、さらに、スコータイのものよりもより男性的とも感じたクメー

ルの影響を強く受けたアユタヤの仏像などを多く見て、両者の違いを感じることができた。 

下の写真(図 7)は、スコータイ歴史公園にあるワット･シー･チュムで、この寺院の仏殿の

中に納まっている約 15m の高さの降魔仏座像は、スコータイ様式の代表とも言えるもので

ある。 

この仏像は、左手を組んだ足の上に置き、右手は膝の前に指

を揃えて、大地に向けてすらりと伸ばす形を取っているが、こ

の仕草は、大地が裂けて悪魔が吸い込まれてしまったことを意

味している1ようだ 

また、アユタヤのワット•マハータート(図 8.9)では、ほぼ全て

の仏像が上半身しか残っていなく、ビルマ軍に攻撃された後を

ひしひしと感じ、虚しさや悲惨さも感じた。また、今も残る遺

跡群の全体を見ると、50%が戦争による破壊で、50%が盗難によるものであると聞

き、半分もの割合で、盗難により破壊されてしまっているという現状は、考え深い

なと思った。 

    

図 8                                 図 9 

 

５．終りに 

今回の海外研修での 1 週間は、本当に数多くの仏教寺院や遺跡を訪れることができ、タ

イの歴史や文化に触れることができたことに加え、僧侶から直接瞑想指導を受けることが

できたため、私にとってとても刺激的なものであった。帰国してからも教えて頂いた瞑想

法を自宅で行っているので、今後も続けていくのが今の目標だ。また、タンマガーイ寺院

の別院が茨城県にあり、自宅から車で行くことの出来る距離だったので、近々訪れようと

思う。 

                                                   
1
 (高杉 2001:204) 

図 7 
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今回の研修を通じてタイという国にさらなる関心が向き、また訪れたいと思ったので、

いつかまた絶対に訪れたい。沢山の仏教寺院や遺跡を視察させて頂け、貴重な体験を沢山

することでき、自分自身の視野を大きく広げることができたので、参加できて心からよか

った。今回の研修を通じて得たものを、今後の人生にも繋げていきたい。 

 

参考文献 

矢野秀武［2006］『現代タイにおける仏教運動─タンマガーイ式瞑想とタイ社会の変容』東

信堂 

櫻井義明［2013］『タイ上座仏教と社会的包摂─ソーシャルキャピタルとしての宗教-』明石

書店 

高杉等［2001］『東南アジアの遺跡を歩く』株式会社めこん 

 



36 

 

顔の無い仏像と黄金の寺を見て 

 

 

０．はじめに 

 今回の文化研修はタイという国の生活と、自然と人々と共にある寺院を直に見たいと思

い参加した。生活を知りたいとはいえ言葉や文化の知識をわずかながら出国前に学んだだ

けで、想像がつかない料理の味と現地の人とはたしてコミュニケーションはとれるのかと

いう不安が大きかったが、その地に立って向き合いさえすれば焦って考えることのない悩

みだったのだと知った。名前も材料もわからない料理も口にすればおいしいものばかりで

すぐに食事は楽しみに変わった。何より安心したのは、タイの人は笑顔を惜しみなく返し

てくれるということである。自信なく発音したコップ・クン・カー（ありがとうの意味）

に手を合わせて笑って返してくれたので、異国であると構えてしまっていた緊張はすぐに

解けた。 

 このような思いで始まった文化研修では行く先々の寺院や遺跡に多くの関心をもたらし

た。その中から私が特に興味を持ったことについていくつか述べる。 

 

１．破損された仏像 

 アユタヤの寺院をいくつか巡ったときに、風化とは大きく異なる壊れ方をしている仏像

を多く見た。特に破損度の高い部位は頭部であり、鎮座し並んでいる仏像すべての頭部が

ないというようなところもあった。 

・ワット・マハタート 

ワット・マハタートはアユタヤ王朝 3 代目の王、ボーロマ・

ラーチャーティラート1世により1374年頃から建設され、1390

年に完成された。ここに限らないが、ビルマ軍の侵攻により崩

壊が激しく、仏像は殆ど全てが首を切られている。また、長い

年月の間に木に取り込まれてしまった仏頭もあった。 

 このワット・マハタートを見学した際、こんなにも緻密なデ

ザインがレンガで作られているということにまず驚いた。山が

なく岩を切り取るような建築ができないと聞き、湿地帯に寺院

を建立するというのは並みならない労力であるとおもった。 

 図 1 の中央に写されている大きな仏像の両側には小型の仏

像が並んでいるが、そのすべてが首を落とされていた。ここだ

けでなく、奥に進んだところにある建築物にも仏像が置かれていたのであろう台座

や形がわずかに見て取れる壁面もほとんど首のないものであった。 

図１ 
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奥の建設物もなかでもでも一体、頭部がきれいに残っているものがあった。坐像であり、

服のしわまではっきりと見ることができた。ビルマ軍の侵攻があり崩壊していったなか、

残されている仏像はどのようにして破壊を免れたのかが知りたいと思った。ワット・マハ

タートを囲む何層かになっている壁は高く、厚い。階段になっていたりして、外部からの

攻撃は直線的に、スムーズに入ってくることができない構造になっていた。崩壊した部分

が多い今でさえ内部に立てば厚いレンガの壁に遮られ、見渡せる空間は少なく感じた。す

べてが現存していたならば今よりもさらに厳重な、鎧をまとった空間だったのだろう。こ

こに限らないが、写真で見ただけではなくその土地に立つと、そこが最も栄えていた時代

に触れたいと感じてしまうほど遺跡という存在は生々しかった。 

 ワット・マハタートの名所といってはなんだが、木の根に埋まった仏の頭部は想像より

も大きなものであった(図 2)。木の根に取り込まれていても仏像には変わりなく、表情も他

のものと大きな違いはないが、本来あるべき場所ではない

からか不思議な感じがした。ここで写真を撮るときは仏像

よりも頭が高くならないようしゃがむように注意書きがさ

れていた。 

・ワット・プララーム 

1369 年、父ウートン王の葬儀のために、ラメスワン王に

より建立されたとされるアユタヤ王朝初期の寺院。アユタ

ヤの王宮のほとんどが破壊されている中ワット・プララー

ムをはじめとした寺院は多く現存していることから歴史的

価値が高いものといえるだろう。このワット・プララームもレンガで造られている。

その立地はチャオプラヤ川とその支流であるパーサック川、ロップリー川に囲まれ

た中州に集中しており、敵が攻めてきたときの防御手段として非常に有効である。辺りに

住宅などはなく、広大な土地のなかにこの寺院があるため、ここに着いてすぐ、緑と赤茶

色のコントラストがきれいだと思った。 

ワット・プララームは先ほどのワット・マハタートと比べるとさらに崩壊が激しく、残

されているものが非常に少なかった。ワット・マハタートの仏像の多くは頭部が破壊され

ているものが多かったが、こちらは頭部だけでなくからだもなくなっていたのである。組

んだ足か、指先のようなたった一部があるのみで、仏像の形を残しているものは

壁にあった大きな立像くらいだった。現地ガイドの説明によると侵攻により破壊

されたのち、残ったものは盗まれていったよう

である。 

図 3 にあるレンガ造りの外壁に注目しても崩

壊の差はわかる。四角く囲うようにあるのが外

壁部分なのだが、高くなっているところは見る

限り全体の 2 割もなかったように確認できた。

図 2 

図 3 図 3 
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壁の厚みはワット・マハタートと同程度のため、こちらへの攻撃が激しかったのか、重要

度は低くあまり守られなかったのかがワット・プララームとワット・マハタートとの違い

なのではないかと考える。 

観光的な面でも人はかなり少なかったが、歴史を守るという意味でこれ以上の窃盗や風

化から保護してほしいと思った。 

 

２．ワット・プラ・ケオ(エメラルド寺院) 

 エメラルド寺院の通称で知られているワット・プラ・ケオは、1782 年、ラマ 1 世が現在

の王朝であるチャクリー王朝を開いたときに護国寺として建てた寺院である。敷地内の黄

金の仏塔には仏舎利（仏陀の遺骨）が納められている。ワット・プラ・ケオは王室の守護

寺院として建立され、タイで最も美しく、きらびやかな寺院でもある。 

 見渡す限り金の装飾で覆われていて、壁の模様やナーガの装飾などは金だけでなく赤や

青、緑など色とりどりのタイルなどが使われている。本堂の中にはエメラルド仏があり、

ここを訪れた人は皆参拝をしていた。エメラルド仏自体は小さく、石のエメラルドではな

いそうだ。本物のではないにしても翡翠という鉱物でできており緑に輝く仏像は神秘的で

あった。またこのエメラルド仏は年に三回衣替えで着ているものが変わるのである。 

 ワット・プラ・ケオの装飾には変わったものがいくつかあった。ひとつは建物を支える

ような体勢をとり何体もつらなっている彫刻である(図 4)。これは後ほど行った寺院でも確

認できたが、険しい形相で支える体勢をとる鬼のようなやつはどのような意味があるのか、

見た目どおりの意味なのかさらに調べたいと思う。もうひとつは屋根や手すりなどさまざ

まなところにいるナーガと竜である。段になっている屋根の角には必ずおり、とくに出入

り口に大きな彫刻があるため、そこを守るという意味があるのだろう(図 5)。 

    

図 4                                  図 5 

 この寺院は人気の観光スポットのため、拝観者の多くは外国人であった。本堂内以外は

撮影 OK なので記念撮影している人がほとんどであった。タイの寺院といったらここワッ

ト・プラ・ケオといっても過言ではないので、一目で美しさが見て取れるこの寺院の建物

ひとつひとつの意味を学習し、再び訪れたいと思った。 
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３．水上マーケットと自然 

 タイの水上マーケットは細長い小船に果物や雑貨が積

まれており、それを観光客や地元の人に軽快に売りさばい

ていく様子はなかなか活気があって楽しむことができた。

物価は町と比べると高いようだが、その場でさばいてくれ

たマンゴーやライチ、ドリアン、マンゴスチンなどはどれ

も新鮮でとても甘くおいしかった。なかでもココナッツの

殻に盛り付けたアイスクリームは見た目も華やかであり、

甘みが強いが買ってよかったと思えるデザートであった。 

 この水上マーケットはもともと運河の上や、運河の近く

に住むタイの人々の生活の一部として存在していた市場

であった。いまでは人気の観光スポットとして連日ツアー

も行われており、小型ボートで買い物をすることもできる。

水上マーケットというと売り手も買い手も船の上でやり

取りをしている姿を思い浮かべるが、いくつかパターンが

あり今述べたものの他に、陸地や桟橋から停留している船

のもとへ行き買い物するマーケットや、水上ではなく運河ちかくで開かれている

市場のこともいう。今回は小型ボートで 30 分ほど移動した後、停留している船にて買い物

をした。船着場から少し離れたところはもう、見慣れた陸の雑貨店がつらなって元気に客

引きをしていた。 

さらに水上マーケットまでの移動でさまざまな動植物を観察することができた。ジャン

グルの様な植物を眺めているとまだ緑色をしたバナナが房で生っていたり、ところ狭しと

そびえるヤシの木を見たり、川べりにはオオトカゲの姿も見ることができた。 

 ここではタイらしい自然と、現地の人の生活に近いマーケットでの買い物ができたため、

とてもいい経験になった。 

 

４．まとめ 

 今回のタイ文化研修に参加して、

視覚的にも味覚的にもたいへん充実

した旅だった、というのが一番の印

象である。本当に知識は少なく、知

っていたらさらに考察できるのでは

ないかと感じる場面が多くあったが、

それでもいくつもの寺院を訪れてい

図 6 
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くうちに傾向や差異を見て取れるようにはなった。現地にいって見て触れる、こればかり

は資料の写真を日本で眺めていても一生気づくことのない、大切な学習だった。 

 生活を知るという意味でもさまざまなところへ連れて行ってもらい、多少観光客向けで

はあったがタイの食事を口にできたことはうれしかった。一週間近い研修のなかで、確認

できたこと、さらにわからないことなど次の学習につながるものも見えてきた。着いてい

くことに一生懸命になってしまった今回の研修を生かし、やりのこしたことを消化するた

め、もう一度学びにタイに行きたいと思う。 

 

参考文献 

伊東照司『東南アジア美術史』2007 年 
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タイの Wat Paknam Phasicharoen 寺院系瞑想 

 

 

０．瞑想とは 

瞑想は英語では、“Meditation”といい、心を体の中心に静止させ、心を体の中に優しく引

き戻し、種々の感情や思考、日常生活などに惑わされずに、身体の 1 点に集中し、多心散

乱から一心不乱になる方法のことである。 

また、タイの瞑想実践方法は、Wat Mahathat Yuwaratrangsarit 寺院系、東北地方寺院系、

Wat Paknam Phasicharoen（以下 Wat Paknam）寺院系の 3 つの系統がある。これらは、タイの

中で同じくらいの人口の割合で行われているが、その中で私たちが教わったのは、Wat 

Paknam 寺院系の瞑想だったため、Wat Paknam 寺院系を中心に論じていく。 

 

１．Wat Paknam Phasicharoen 系瞑想の歴史 

 Wat Paknam 寺院系の瞑想法は、プラモンコンテープ（Phra Monkol Thepmuni（Sod 

Candasaro）；1844-1959 年）により広められた。プラモンコンテープムニーは、出家する前

の名前をソット・ミーケオノーイと言う。1884 年 10 月 10 日にスパンブリー県ソーンピー

ノーン群、ソーンピーノーン区に生まれた。22 歳でスパンブリー県ソーンピーノーン寺院

で出家得度し、毎日、学問的な仏教学と同時に瞑想実践に励んだ。複数の名のある僧から

瞑想指導を受けていたが、なかなか悟りを開くことができないでいた。それから 11 年後、

ノンタブリー県にあるボーボン寺院で修行に入っていたある日の朝、托鉢に出る前に「出

家して 11 年、毎日休むことなく学問も実践も励んできたのに私はまだ仏陀や阿羅漢と同様

の悟りを開くことができない。これは、さらなる努力をしなければならない。そうでなけ

れば放逸な生活をするものになってしまう」と思って托鉢に出かけ、寺院に戻ってくると、

昼食の時間まで本堂で瞑想をしていた。同日の夕方、「今日、もし悟りを開くことができな

いのであれば、自分の命を仏陀に捧げましょう。このために命を落とすこととなっても、

これが後輩の手本となるのであればそれでも構わない」と決意し、瞑想に入り「サンマー・

アラハン（samma araham・正しい阿羅漢）」と心の中で静かに唱え続けた。時間を追うごと

に心は徐々に静けさに包まれていった。そして、日が変わる頃、ついに悟りを開くことが

できたのであった。その後、1918 年に Wat Paknam 寺院の住職となり瞑想法を瞑想初心者に

教え、これに並行して、より深い瞑想に入る瞑想法を熟練者に教え始めたのが始まりであ

る。 

 

２．瞑想における姿勢 

 人間は 2 つの要素から成り立っており、それは身体と心である。心は肉体の中に存在し、

思考や言葉、行動に関わる大きな役割を持っている。心は身体を通じて出現し、それ故に
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体と心には密接な関係がある。 

 そして、姿勢を正しくすることで安定感が得られ、疲れや痛みを感じなくなったり、ま

た、姿勢の調整の理論をよく学ぶことで、瞑想の結果がより良くなることが期待される。 

  正しい姿勢 

《姿勢を正しく整える方法》 

①右の脚を左の脚に載せた半跏趺坐の姿勢でゆったりと座り、上方に向けた右の掌を左の

掌の上に載せ、右の人差し指を左の親指の先に触れ合わせる 

②上半身を整える、前後左右に傾かないようにする。しっかりと体をまっすぐにするが、

無理な力はいれてはいけない。こうして姿勢を整え、目を柔らかく閉じる。 

③目を閉じたら、身体に緊張していたり強張っていたりする部分が無いか確認する。その

際はゆっくりと全身を隅々まで点検する 

④緊張していたり、強張っている個所があればそこをリラックスさせ、血行が良くなるよ

うにしてみる。 

⑤全身の筋肉をリラックスさせる。まずは目の筋肉、そして頭の筋肉、うなじ、肩、腕、

背中、お腹、足、つま先という順でやっていく。 

⑥全身が快適になり、全身の血行が良くなるまで姿勢を整える 

これらは、瞑想する前の重要な準備運動である。これを瞑想の前に、毎回行うことで瞑

想における集中力と気づきの大いなる向上が望めるだろう。 

《詳細な方法》 

（1）身体をリラックスさせる方法 

まずは頭部からリラックスさせていき、爪先まできたら今度は逆に爪先から頭部へと登

っていく手順を取る。身体を完全にリラックスさせ、心が本来あるべき身体の中心に戻る

のが理想である。 
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タンマガーイ寺院の住職タンマチャヨー師は、単純に身体をリラックスさせるというだ

けではなく、同時にあらゆる臓器が透明になっているというイメージを持つことを勧めて

いる。そうすることで心の透明さに想いが行き、心が純粋で明るくなる 

（2）目の閉じ方 

目を閉じることで外界のイメージを遮断し、心がふらつくのを防止することができる。

目の虹彩を閉じるようなもので、目の閉じ方には以下のような方法がある。 

①眠りにつくような感じで優しく瞼を降ろして目をつぶる 

②目をギュッとつぶるというようなことはしない。半分閉じるか、全部閉じるか閉じない

くらいに柔らかく快適に閉じる。 

③睫毛が触れ合う程度に目を閉じるのが良い。目を強く閉じすぎると瞑想中に頭痛を起こ

すなど、良い結果を得ることができない。 

④目があるということすら忘れるのがいい。このようにして目を閉じることで内的イメー

ジが見やすくなる。 

目の閉じ方を知らない瞑想者は、両の瞼に磁石が入っているかのように目をギュッと瞑

り、瞑想の対象を必死に見ようとする。それは疲労、頭部のコリ、目の痛み、首のコリに

繋がる。また、このような状態で瞑想している瞑想者のもう一つの特徴として、彼らは瞑

想すればするほど顔つきが老けていく。 

目の閉じ方というのは些細な問題のようだが、この点でひっかかって 10 年、20 年と修行

が全く進まないと感じる修行者もいるので、軽視してはならない。 

（3）座相の整え方 

①背中を伸ばしてどっしりと、山のような安定感をもって座る。あらゆる方向から風が吹

き寄せても動じないということである。 

②くつろぎを感じ、瞑想に適していると感じる姿勢に座相を調節する。正しい姿勢で座っ

ていれば、長時間座っても倦怠感や疲れ、苦痛や眠気を感じない。 

③美しい瞑想の姿勢を得るためではなく、新進のリラックスのために座っているのだと思

うことが必要である。美しく座ろうと強く望んで一生懸命頑張り過ぎると緊張が生じ、

瞑想の結果が思わしくなくなる。 

④疲労や痺れを感じたら、姿勢を調節する必要がある。膝を少し上げ下げしたり、足の組

み方を反対にしたりして、血行を回復させる。そのまま我慢し続けると、心が身体の中

心を離れ、疲労を感じている部分に行ってしまう。また、身体を動かす前に、身体の中

心に心がある事を意識し、瞑想中はくつろいでスッキリとした気分で心を集中する必要

がある。 

⑤通常の半跏趺坐が辛いという人は、血液の循環の良いものであれば別の座り方をしても

かまわない。座り方において重要な点は、快適なことであるからだ。しかし、快適であ

るといっても、そのまま眠ってしまったり、足を放り出したり、半分横たわるような状

態では、正しい瞑想はできない。 
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３．瞑想実践法 

 Wat Paknam 寺院系の瞑想法は、プラモンコンテープムニーの教えを重んじて、「光明遍」

と「仏随念」を交える瞑想法を初心者に指導する。そして、「四禅」または「無色定」の段

階を達成した者に、より深い瞑想に入る瞑想法を指導する。もちろん、私たちは初心者だ

ったので、「光明遍（Aloka-kasina）」と「仏随念（buddhanussati）」」の瞑想法を教わった。 

また、私たちはタンマ・ガーイ寺院というパトゥンターニーにあるお寺で瞑想体験を行

った。そこは、瞑想をするためのお寺で周囲には何もなく、ただ自然があるのみで、瞑想

しやすさをとにかく追求したお寺だった。また、そのため、本尊も私たちが行った瞑想と

同じ印を結んでいる。 

           

タンマガーイ寺院本殿                                タンマガーイ寺院本尊 

 また、瞑想を行う場所は下の写真のような場所だった。 

 

（１）坐る瞑想の実践法 

①まず仏像に三拝し、指導僧侶に三拝し、お経を唱え、五戒などを受ける。 
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  経を唱える姿 

②座布団の上に坐り、足を組み、右足を左の足の上に乗せ、背筋を真っ直ぐに伸ばす。そ

して、右の掌を左の掌に乗せ、右手の人差し指を左の親指に軽く接するようにし、重ね

た両手をかかとの上に優しく置く。睡眠時のように軽く目を瞑る。 

③身体をリラックスさせる。そして、頭の中で日常の事柄を考えないように、瞑想の対象

を置く。この瞑想実践では、瞑想の対象を透明で傷のない「水晶玉」や丸い光、太陽、

満月などがお腹の中にあるように想像し、そこに集中意識させる光明遍と「サンマーア

ラハン（samma araham）」と口には出さず、心の中でゆっくりと繰り返し唱える仏随念を

行う。また、光明遍の際のイメージはもやもやとしたものでもよく、1 点に集中すること

が重要なのである。 

 

瞑想実践中 

瞑想実践中             

（２）歩く瞑想の実践法 

歩き方や時間などに決まったパターンはないが、ただすべての行動を観察しながら、坐

る瞑想と同様に光明遍か、仏随念、もしくはその両方を行う。 



46 

 

この瞑想は日本の坐禅の方法の 1 つである経行に似ていた。 

      

歩く瞑想実践中                             歩く瞑想実践中 

 

そして、光明遍だけか、仏随念だけ、もしくはその両方を行うが、光明遍がやりやすい

人は日常生活における映像の雑念の影響を、仏随念がやりやすい人は音声の雑念の影響を

日々受けていることがわかる。私は仏随念がやりやすかったため、日常生活においては音

声の雑念の影響が多いのだろう 

このように瞑想を続けていき、「四禅」または「無色定」に至る。その後「法心（dhammakaya）

の法眼（dhammmacakkhu）によって五蘊・十二処・十八界・二十二根。四聖諦・十二縁起

を観じつつ、煩悩を捨断し、預流・一来・不還・阿羅漢という四沙門果に順に到達する。 

また、この Wat Paknam 寺院系の原典は清浄道論に光明遍、仏随念が共にあり、それに加

えてその瞑想の指導者のテクニックを加えたものが受け継がれている。 

最近では、瞑想センターで教える人が僧侶ではなく、一般の方だったり、瞑想と宗教は

関係ないので他宗教の方が瞑想しにタイに来ることがあると僧侶の方から話を聞いた。ま

た、他宗教の方が来た場合はお経を唱えないそうだ。 

 

４．まとめ 

 私たちは皆、健康、食事、入浴睡眠、運動に多大な時間を割いている。これらは全て、

たくましく、健康な生活を送るためにしている事である。しかし、日常生活の、例えば仕

事の時、考える時、決断する時などに最大限の力を発揮しようと思ったら、心をぐっと集

中しなければならないということを大抵の人が見落としている。瞑想は心を鍛え、考えた

り話したりの他、様々なことにおいて、いつでも最大限に力を発揮できるような心の状態

を保つための秘訣なのである。というわけで、毎日瞑想することが重要なのである。 

 

参考資料 

K.プラポンサック「タイ上座部仏教における瞑想実践法の現在─調査報告」龍谷大学アジア

仏教文化研究センター、ワーキングペーパーNo. 12-01、2012 年 9 月 30 日、pp. 219-230 

タイ仏教瞑想センター編『心がす～っと軽くなる！ タイ瞑想』タイ仏教瞑想センター、
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2015 年発行 

タイ美術史概観―実際の見学、鑑賞から 

 

 

１．タイ歴代王朝、歴史について 

 タイ族によって最初に建てられた王朝は 13世紀のスコータイ王朝

であるが、それ以前にもモン族やクメール族による王

朝が現在のタイ国内に存在していた。タイ族とは現在

の中国南部、雲南省に住んでいた民族で、南下してき

て現在のタイ国内に移住したとされている1。文字資料

が十分に残されていない為に不明な点も多いが、タイ

の歴代王朝の年代表は、図 1 の略年譜の通りである。 

 ドヴァーラヴァティー王国は先住民族であるモン族

の王国で、タイ中部に 6世紀～11世紀にかけて栄えた2。

モン族は仏教徒であったと考えられているが、彼らが

信仰していた仏教が現在のタイ仏教と同じ上座部仏教

であったのか、他の部派仏教であったのか、或いはそ

の両方であったのかの議論は確定していない3。 

 シュリーヴィジャヤ帝国はインドネシアのスマトラ、

タイ国南部マライ半島、マレーシア、フィリピンにお

いて、7 世紀～13 世紀にかけて栄えた。海上貿易で交

流した連合国家であったと考えられ、主に仏教を信仰していた。出土した仏像の特徴には

大乗仏教の影響が見られる。スマトラやタイ国南部から出土した碑文史料や中国の漢籍史

料、アラブ史料にもこの帝国名が散見されるが、都がどこにあったのか確証に至らないこ

とも多い4。 

 ドヴァーラヴァティー王国が衰退していったのは、クメール族によるアンコール王朝の

支配勢力がタイ国内にも及んだ為だと考えらている5。12 世紀～13 世紀にかけてのアンコー

ル王朝によるタイ国支配期をロッブリー期と称し、仏教では大乗仏教が、併せてヒンドゥ

ー教も信仰され、強く影響を及ぼした。 

 東北部、中部においてアンコール王朝の支配が及んでいた 13 世紀に、北部にあった小国

が勢力を拡大し一つの王朝を築いた。それがランナー・タイ王朝であり、初代のマン・ラ

                                                   
1
 伊東[2007] p. 55 

2
 伊東[2007] p. 56 

3 並河[1987]所収、石井米雄「祈りのタイ─上座部仏教の世界」p. 212 
4
 伊東[2007] pp. 59-60、伊東[1988] pp. 33-40 

5
 伊東[1988] p. 14 

図 1：伊東[2007] p. 167 
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イ王は 1296 年、チェンマイに都を建てた。タイ族によるランナー・タイ王朝は 1556 年に

ビルマから侵略を受けるまで、約 260 年間にわたって栄えた。仏教では、南のスコータイ

王朝から 1370 年に高僧マハーテーラ・スマナが招来され、上座部仏教が齎された1。 

 ランナー・タイ王朝とほぼ同時期に、クメール族の支配に抵抗した人々が、タイ族独自

の王国として創設したのがスコータイ王朝である。1250 年～1438 年までの約 200 年間、9

代の王が続いた。1 代目から 6 代目までの時代が純粋なスコータイ王朝で、以降は南部に台

頭してきたアユタヤー王国の属国であった。王国創設とともにスリランカから高僧を招き、

スコータイ王朝の歴代の王は、上座部仏教を篤く信仰した。スコータイ王朝の第 3 代、ラ

ームカムヘン王の時代にタイ文字が創案された。スコータイ王朝期は文字文化、美術とも

に、タイ国独自の様式が定まってきた時代である2。 

 アユタヤー王朝は都をアユタヤーに置き、1350 年～1767 年まで、約 400 年間にわたって

栄えた王国である。歴代の王は 33 代まで続き、1767 年にビルマ軍の侵攻によって絶滅する

まで栄えた。王朝が栄えた約 400 年間に、都には多くの仏塔や仏寺が建立された。アユタ

ヤー王朝下ではビルマやアンコール王朝との戦乱が度々起こり、対アンコール王朝では

1431 年にアンコール軍を攻略したが、対ビルマ軍との戦いでは、二度首都陥落を経験して

いる。その際の再興は、貿易による経済発展のおかげである。貿易で栄えたアユタヤー王

朝は、アジアでは明、琉球王国、マレー半島、ジャワ島等と交易が行なわれ、大航海時代

の影響を受け、西洋のポルトガルやオランダ、イギリス、デンマーク、フランスの各東イ

ンド会社とも交易がなされた3。 

 アユタヤー王朝はビルマ軍の攻撃により滅亡する。この時期、タイ全土には 5 つの勢力

があり、どれも地方勢力の域を超えられずにいた。その中で軍事的才能を発揮したターク・

シンは 1770 年代末にほぼ全国を統一し、トンブリに王朝を建てた。しかし、トンブリ王朝

はわずか 15 年という短命な王朝であった。ターク・シン王の盟友であったチャクリーにク

ーデターを起こされ、ターク・シンは処刑された。チャクリーは 1782 年、ラタナコーシン

王朝をバンコクに開き、ラーマ 1 世となった。ラタナコーシン王朝は、別名バンコク王朝

ともいう。近代を経て、現代まで続く王朝である4。 

 

２．タイ美術史について─実際の見学と照らし合わせて 

 タイにおける先史時代の美術作品は、主に外来のものであり、古代ローマの青銅製ラン

プや南インド、スリランカの仏像が挙げられる。仏像は主に立像であり、偏袒右肩、衣の

襞は条溝で、説法印または施無印を示している。仏坐像の場合、半跏趺坐のものが多い。

古代の東南アジアで文献に残る最古の王国は扶南王国であるが、現在のタイ国内に都があ

ったか等は不明な点が多い。これらの作品は、主にインド商人が持ち込んだと考えられて

                                                   
1 伊東[1988] pp. 51-59 

2 伊東[2007] pp. 63-64、伊東[1988] pp. 60-61、スパトラディット[1987] p. 185、綾部[1995] pp. 3-7 
3 伊東[2007] pp. 69-71、伊東[1988] pp. 76-77、綾部[1995] pp. 11-20 
4 伊東[2007] p. 71、伊東[1988] p. 88、綾部[1995] pp. 23-34 
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いる1。 

 古代ドヴァーラヴァティー期（6・７~11 世紀）の美術は石仏を中心に仏教美術が多く、

この時期のものと考えられる石仏は石灰石で出来ており、古いものになればなる程インド

美術からの影響が見受けられる。衣に線（衣褶線）が無いなど、インドのグプタ様式の影

響が見られる。他の仏教国からの伝来品もあるが、国内で制作されたと考えられるものも

あり、タイでの制作と考えられる理由としては、仏像の表情がモン族の特徴を表している

ことによる。仏陀が椅子の上に座り、両足を椅子の前に垂れ下げている仏倚像が特に注目

すべき作品であるといわれる。また、石仏のほかに青銅仏も制作されている。更にドヴァ

ーラヴァティー帝国の圏内からはバラモン教の神像も出土している。南インドの影響が見

られ、一番多く見られるのはヴィシュヌ神像で、他にクリシュナ、シヴァ神の象徴である

リンガ、スーリヤ神像等も発見されている2。 

  

 

 

 

美術史ではシュリーヴィジャヤ帝国の版図から出た 7～13 世紀の仏教美術の作品群をシ

ュリーヴィジャヤ美術と呼んでおり、インドとジャワから影響を受けた。インドからは後

期グプタ美術（6～7 世紀）とパーラ美術（8～12 世紀）、ジャワからは中部のシャイレーン

ドラ美術（8～9 世）の影響を強く受けた。シュリーヴィジャヤ美術の仏教美術は大乗仏教

のものである。観世音菩薩像には化仏があり、左肩にはインド産のカモシカが垂れ下がっ

ている3。 

 

 

 

                                                   
1スパトラディット[1987] pp. 16-18 
2 伊東[2007] pp. 56-59、伊東[1988] pp. 13-32 
3 伊東[2007]59 頁-61 頁、伊東[1988] pp. 33-41、スパトラディット[1987] pp. 65-67 頁 

図 2：「法輪とひざまずく鹿」（初転法輪）。 

2016年 9 月 14 日バンコク国立博物館にて筆者撮影。 

図 3：図 2 説明碑文。2016 年 9月 14 日バンコク国立博物館にて筆者撮影。 

〈「法輪とひざまずく鹿」ナコン・パトム県ムアンナコンパトム郡の 

ワット・サセナ（さびれた寺院）にて発見。ドヴァーラヴァティー様式。 

7 世紀（1400年前）〉 

（英語からの和訳筆者） 
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ロッブリー期の美術は、タイ国内におけるクメール様式の時代といえ、その繁栄期は主

に 12～13 世紀である。クメール式塔堂をクメール語で「プラサート」、タイ語で「プラー

ン」と呼び、ロッブリーには多くのクメール様式の寺院が建立し、そのうちの一つ、ワッ

ト・プラ・プラーン・サーム・ヨートは大乗仏教の寺院であったと考えられている。アン

コール帝国では大乗仏教が信仰されるとともにヒンドゥー教も信仰され、ヒンドゥー神像

も多く制作された。 

  

  

ランナー・タイ王朝の時代、王朝のあったタイ北部では上座部仏教が信仰されていた。

王国の草創期、13 世紀～14 世紀中頃にかけて、仏像（釈尊像）はインドのパーラ朝（8～

12 世紀）の影響がビルマに伝わっており、それがタイ北部にも齎された為、パーラ様式の

仏坐像が多く制作された。一般に「初期チェンセーン様式」と呼ばれこの時期の仏坐像は、

図 4：「観世音菩薩像」。 

2016年 9 月 14 日バンコク国立博物館にて筆者撮影。 

左肩から垂れ下がっているのがカモシカである。 

図 5：図 4 説明碑文。 

2016年 9 月 14 日バンコク国立博物館にて筆者撮影。 

〈「観世音菩薩像」スラータニー県チャイヤー郡のワット・プラ・ボロマタート 

にて発見。シュリーヴィジャヤ様式。9 世紀（1200年前）〉 

（英語からの和訳筆者） 

図 6：「観世音菩薩像」2016年 9月 14 日バンコク国立博物館にて筆者撮影。 

図 7：図 6 説明碑文。2016 年 9月 14 日バンコク国立博物館にて筆者撮影。 

〈「観世音菩薩像」カーンチャナブー県サイヨーク郡ムアンシンにて発見。 

タイで発見された古代クメール様式。13 世紀（800年前）〉（英語からの和訳筆者） 
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頭上に宝珠をのせ、左肩から垂れる細長い垂布は、短く、乳首の所で切れ、短い。両足は

結跏趺坐で座り、右手は降魔印をとって、仏は、両弁の蓮華座の上に乗っている1。 

のが特徴である2。 

 14 世紀半ばを過ぎると、南のスコータイ王朝から上座部仏教が伝来し、スコータイ様式

の影響が及ぶようになる。この時期からの仏像を「後期チェンセーン様式」或いは「チェ

ンマイ様式」といい、仏像の頭上にラッサミー（火炎状のもの）が飛び出し、顔は卵形に

なり、身体は幾分細くなり、左肩から流れるサンカーティ（垂布）は長く臍の辺りまでく

るようになり、半跏趺坐で飾りの無い台に座るようになる。この様式で有名なのはバンコ

クのワット・プラ・ケオにあるエメラルド仏で、15 世紀初頭にチェンライにあったものが

ランパーン、チェンマイ、ビルマを経てバンコク王朝下ラーマ 1 世の時代にタイに戻り、

王宮寺院に納められるようになった3。 

 

 スコータイ王朝期は、タイ独自の美術様式が確立した時代とされている。スコータイ美

術の特徴の一つは、遊行仏が作られるようになったことである。上座部仏教が信奉された

スコータイ王朝下では、実在の釈尊と同様の遊行が推奨され、その姿は仏像にも表される

こととなった。丸彫の歩く姿の釈尊を彫像化したのは、世界の仏教芸術の中で、タイのス

コータイ美術だけである4。左手で施無印をなし、右手をだらりと下へさげて歩いている。

他のスコータイ美術の仏像の特徴としては、火炎状の長いもの（ラッサミー）が飛び出し、

これはスリランカの仏像にも見られる特徴で、放射する光を表している。螺髪の一つ一つ

がチェンセーン様式より細かく作られるようになり、顔は全体的に卵形で、眉は弓のよう

                                                   
1 伊東[2007] p. 67, l1. 13-14 
2 伊東[2007] p. 67、伊東[1988] pp. 51-53 
3 伊東[2007] pp. 68-69、伊東[1988] pp. 54-59 
4 伊東[1988] p. 61, ll. 8-9 

図 8：2016年 9 月 10 日スコータイ Wat Phra Pai Luang（ワットプラパーイルアン） 

にて筆者撮影。クメール様式仏塔。Wat Phra Pai Luang は当初はクメール王朝時代に 

建立された大乗仏教寺院であったが、後にスコータイ王朝時代に至り上座部仏教 

信仰の時代になっても破壊されずに残された。Wat Phra Pai Luang の向かって前方部に 

クメール様式の仏塔が残っている。（現地ガイド、ノッパワン氏説明による） 

図 9：2016年 9 月 9日チェンマイ Wat Phra That Doi Suthep(ワットプラタート 

ドーイステープ）にて筆者撮影。ラッサミー、サンカーティ、半跏趺坐といった 

特徴が後期チェンセーン美術の様式を示している。 
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な曲線をなし、口元には微笑を浮かべている。肩は厚く、幅広であるが、腰は締まって小

さくなっている。サンカーティ（垂布）は臍の近くまであり先端が逆さのⅤ字形に切れるの

が特徴で、半跏趺坐に左手は臍の辺りに置き、右手は降魔印を取っている。また、スコー

タイ王朝の仏塔は塔の上部が蓮華の蕾をとるもの、スリランカ式の丸型の仏塔、シュリー

ヴィジャヤ様式の影響を受けたもの 3 種類のものが制作された。他にも、仏足石やバラモ

ン教の神像も制作された1。 

 

 

  

  

 

 アユタヤー王朝時代の美術作品は、スコータイ王朝期に確立されたタイ独自の様式を外

来の影響を受けずに発展させたもので、「国民美術」の時代であるとされている。基本的に

はそれ以前からあったスコータイ様式、クメール様式を更に発展させており、この時代に

なって仏像や仏教建築以外に仏教壁画や絵画の作例が見られるようになる。建築と仏像は

一般に、その規模がそれ以前のものより一層大きくなっているのが特徴である。アユタヤ

ー王朝の仏像の流行としては、ウートーン様式の流布、スコータイ様式の流布、石仏の流

行、宝冠仏の流行が挙げられる。ウートーン様式とは、アユタヤー王朝の都がアユタヤー

に置かれる前にアヨーダヤーにあったと考えられており、その間に制作されたドヴァーラ

ヴァティー美術とロッブリー美術の様式を混交させた仏像の様式をいう。ウートーン様式

ではサンカーティはⅤ字で切れるのではなく、直線に切れるようになる2。 

                                                   
1 伊東[2007] pp. 63-66、伊東[1988] pp. 60-71 
2 伊東[2007] pp. 69-71、伊東[1988] pp. 72-87, 141-146 

図 10：図 11 説明碑文。2016年 9月 14日バンコク国立博物館にて 

筆者撮影。 

〈「遊行仏」スコータイ県サワンカローク郡のワット・サワンカラーム、 

プラ・サワンカウォーラナーヨックからサワンカウォーラナーヨック 

国立博物館へ寄贈。ブロンズ製。スコータイ様式。14-15 世紀 

（600-700 年前）〉（英語からの和訳筆者） 

図 11：「遊行仏」2016年 9 月 14 日バンコク国立博物館にて筆者撮影。 

図 12：スコータイ様式仏塔。2016年 9月 10日 

Wat Maha That（ワットマハータート）にて筆者撮影。 
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図 13：2016 年 9月 10 日 Wat Sri Sawai（ワットシーサワイ）にて筆者撮影。 

スコータイ様式の仏像。 

図 14：2016 年 9月 10 日 Wat Sri Chum（ワットシーチュム）にて筆者撮影。 

スコータイ様式の大仏。 

図 15：2016 年 9月 10 日 Wat Phra Pai Luang（ワットプラパーイ 

ルアン）にて筆者撮影。リンガ像跡。台座になっているのがヨーニである。 

図 16：2016 年 9月 11 日 Wat Phra Si Sanphet（ワットプラシーサンペット）にて筆者撮影。 

アユタヤー王朝の仏塔。 

図 17：2016 年 9月 11 日 Wat Phra Maha That（ワットプラマハータート）にて筆者撮影。 

仏頭が木の根に埋まっている 
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 ラタナコーシン王朝（バンコク王朝）に入ると多様な美術作品が作られたが、当初、ラ

ーマ 1 世はあまり仏像制作はなさず、各地にある名品をバンコクに持ち込むことに終始し

た。その数は凡そ 1200 体といわれ、それらは修復がなされバンコクの各寺院に納められた。

ラーマ 2 世、ラーマ 3 世の時代には多くの宝冠仏が作られ、ワット・ポーの涅槃仏はラー

マ 3 世の時代に作られた。仏足の螺旋細工が有名で、中国美術の影響が見られる。この頃

制作された仏像、仏塔は後期アユタヤー美術の様式を原則的に引き継いでいる。ラーマ 4

世の時代には西欧諸外国との交渉が始まり、西洋美術の影響も受けるようになる。ラーマ 5

世の時代に完成した Chakri Maha Prasat Hall（チャクリーマハープラサート宮殿）はタイの

伝統的な建築様式と西洋様式が混交したものになっている。絵画では仏伝図やジャータカ

に材をとった仏教絵画のほかに、タイ版の『ラーマーヤナ』である「ラーマキエン」が壁

画で描かれ、これはワット・プラ・ケオに回廊にある。1
 

  

                                                   
1 伊東[2007] pp. 71-75、伊東[1988] pp. 88-97、スパトラディット[1987] pp. 168-172 

図 18：2016 年 9月 11 日 Wat Yai Chai Mongkhon（ワットヤイチャイモンコン）にて 

筆者撮影。涅槃仏。 

図 19：2016 年 9月 11 日 Wat Phra Si Sanphet（ワットプラシーサンペット）にて筆者撮影。 

損傷が激しいが、ウートーン様式のサンカーティが確認できる。 

タイの遺跡の損傷の多くは、湿度に、盗掘、戦乱による 

（現地ガイド、ノッパワン氏の説明による） 

図 20：2016 年 9月 14 日バンコク国立博物館にて筆者撮影。 

〈「降魔成道」1926年、威厳あるラーマ 7 世によって寄贈された。 

アユタヤ様式。ナコンシータンマサート校。16世紀（500 年前）〉 

（碑文の英訳からの和訳筆者） 

図 21：2016 年 9月 13 日 Wat Phra Keaw（ワットプラケオ）にて筆者撮影。 

仏塔はアユタヤー様式を模している。 
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尚、タイでの海外文化研修の日程中、実際に見学した寺院、博物館は以下の通りである1。 

 

 

                                                   
1 各寺院の建立年代、詳細についてはタイ国政府観光庁 HP（www.thailandtravel.or.jp）を参考にした。 

図 22：2016 年 9月 13 日 Wat Phra Keaw（ワットプラケオ）にて筆者撮影。 

回廊内「ラーマキエン」壁画。 

図 23：2016 年 9月 13 日 Chakri Maha Prasat Hall 

（チャクリーマハープラサート宮殿）にて筆者撮影。 

タイの伝統的建築様式と西洋様式が混交した 

建物になっている。 

図 24：2016 年 9月 13 日 Wat Pho（ワットポー）にて筆者撮影。 

巨大な涅槃仏の頭頂部。 

図 25：2016 年 9月 13 日 Wat Pho（ワットポー）にて筆者撮影。 

仏足部分。修復中。 

図 26：2016 年 9月 13 日 Wat Arun（ワットアルン）にて筆者撮影。 

ラーマ 3世の時代に完成した。 

http://www.thailandtravel.or.jp/
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9 月 9 日 

（2 日目） 

チェンマイ 

Wat Phra That Doi Suthep 

(ワット・プラ・タート・ 

ドーイ・ステープ） 

図 9 
1383 年に当時のクーナ王によって建立された。

仏舎利が納められている。 

Wat Ched Yod 

（ワット・チェッド・ヨード） 
 

1456 年にティローカ王によって建立された。7 つ

の仏塔が建ち、境内には菩薩の木（菩提樹）があ

る。 

チェンマイ国立博物館   

Wat Suan Dok 

（ワット・スアン・ドーク） 
 

1383 年に建立された。本堂には青銅の仏像が納

められ、歴代の王の遺灰を納める白い仏塔が境内

に点在している。スアン・ドークは「花園」の意

である。 

9 月 10 日 

（3 日目） 

スコータイ 

Wat Phra Pai Luang 

（ワット・プラ・パーイ・ルア

ン） 

図 8 

図 15 

スコータイで最も古い寺院で寺院前方部に 3 基

並んで建つ塔堂（プラーン）はクメール王朝のジ

ャヤーヴァルマン 7 世の頃に建立された。当初は

大乗仏教寺院であったが、後に上座部仏教寺院と

なった。 

Wat Sri Chum 

（ワット・シー・チュム） 
図 14 

アチャナ仏（大仏）が祀られており、礼拝堂や本

堂はラーマカムヘーン王の時代（1239-1317）に

建立された。 

Wat Maha That 

（ワット・マハー・タート） 
図 12 

スコータイ歴史公園内で最も大きい。Wat Maha 

That は「仏舎利寺」の意である。 

Wat Sri Sawai 

（ワット・シー・サワイ） 
図 13 

スコータイ歴史公園、城壁内部に位置する。12

世紀末～13 世紀初めにヒンドゥー教の神殿とし

て建立され、スコータイ王朝時代に仏教寺院とな

った。 

9 月 11 日 

（4 日目） 

アユタヤー 

Wat Phra Si Sanphet 

（ワット・プラ・シー・ 

サンペット） 

図 16 

図 19 

1448 年にトライローカナート王によって建立さ

れた。トライローカナート王とその王子らの遺骨

が納められている。 

Wat Phra Maha That 

（ワット・プラ・マハー・ター

ト） 

図 17 

1369～1370 年の 2 代ラーメスアン王が建立した

とする説と、1370～1388 年の 3 代ボロムラーチ

ャー1 世が建立したとする説がある。木の根に埋

め込まれた仏頭（図 17）が有名である。 

Wat Yai Chai Mongkhon 

（ワット・ヤイ・チャイ・ 

モンコン） 

図 18 

アユタヤーを建都した初代ウートン王がセイロ

ンに留学した修行僧たちの瞑想の為に建てた寺

院で、大きな涅槃仏が有名である。 

St. Joseph's Church   
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（キリスト教教会） 

アユタヤ 日本人村跡  

16世紀初頭に御朱印貿易に携わった商人や浪人、

キリシタン迫害から逃れようとした日本人たち

が築き、最盛期には 2000～3000 人の日本人が住

んでいた。村長であった山田長政は、22 代ソン

タム王から官位を与えられる活躍をした。 

9 月 12 日 

（5 日目） 

パトゥンターニー 

タンマガーイ寺院   

9 月 13 日 

（6 日目） 

バンコク 

Wat Phra Keaw 

（ワット・プラ・ケオ／ 

王宮寺院・ 

エメラルド寺院） 

図 21 

図 22 

図 29 

1782 年、ラーマ 1 世が現在の王朝を開いた際に

護国寺として建立した。 

Chakri Maha Prasat Hall 

（チャクリーマハープラサー

ト宮殿） 

図 23 
Wat Phra Keaw（ワット・プラ・ケオ／ 

王宮寺院・エメラルド寺院）に隣接している。 

Wat Pho 

（ワット・ポー／涅槃寺） 

図 24 

図 25 

アユタヤー王朝時代末期、プラペートラチャ王の

時代（1688～1703 年）に建立したといわれるバ

ンコク最古の寺院。 

Wat Arun 

（ワット アルン／ 

暁の寺） 

図 26 

1767 年、ターク・シン将軍がビルマ軍による侵

攻で荒廃したアユタヤーを離れ、チャオプラヤー

川を下ってきた際、夜明けにこの寺に着いたこと

からこの名前がついた。 

9 月 14 日（7 日目） 

バンコク 

バンコク国立博物館 

図 2 

図 3 

図 4 

図 6 

図 7 

図 20 

 

Wat Maha That 

（ワット・マハー・タート） 
  

Wat Ratchabophit 

（ワット・ラーチャボピット） 
  

Wat Maha Uma Devi 

（ワット・マハー・ウマー・デ

ーヴィー）ヒンドゥー教寺院 
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３．考察─サンカーティについて 

 大乗仏教の隆盛とともにガンダーラやマトゥラーで仏像が制作されるようになり、各地

に伝播していった。仏像の袈裟は、それぞれの土地の気候や仏像の受容のされ方を表して

いる。例えば、北部にあるガンダーラでは寒い気候が影響して身体を全体的に覆う通肩で

制作され、ガンダーラより温暖なマトゥラーでは通肩の他に偏袒右肩の仏像も制作されて

いる。 

 初期タイ美術における仏像は、インド・グプタ様式の影響を受け、偏袒右肩のものが多

く見られたが、時代が下ると共に変容し、スコータイ時代には後のタイ美術全般に踏襲さ

れることになる帯状のサンカーティが完成した。これは、上座部仏教の袈裟の巻き方を表

現したものであるとされるが1、上座部仏教の影響だけでなく、タイの気候条件やバラモン

教（ヒンドゥー教）の影響も考えられるのではないだろうか？ 

 伊東[2007]では、同じ上座部仏教国であるミャンマーの仏像も紹介されているが、仏像の

袈裟は特に強調されていないか（強調されていない為、通肩にも上半身に衣がないように

も見える）偏袒右肩のものがほとんどであり、サンカーティ状のものを着用しているのは

梵天（図 27）だけである2。 

  

 タイの気候は南インドや他の東南アジアの国々と同様に暑く、雨季と乾季にわかれる。

蒸し暑い気候では、通肩仕様の仏像にはリアリティが感じられなかったであろう。また、

タイでは仏教と共にバラモン教、ヒンドゥー教も大きく影響を与えている。サンカーティ

の形状は図 4 のカモシカに似ており、これは図 28 のシヴァ神像の左肩から流れる帯状のも

のにも似ている。これは、ヒンドゥー教でバラモンが着用する帯状の聖紐であると考えら

れる。 

 推測の域を出ないが、このヒンドゥー神像の特徴が仏像にも取り入れられ、気候的要因

や上座部仏教の袈裟の着方と合わさって発展したのが、タイの仏像におけるサンカーティ

なのではないかと思う。 

 

 

                                                   
1 上座部仏教の僧侶は儀礼時には偏袒右肩で袈裟を着用するが、私的な外出時は両肩を覆い、通肩の状態

になるという。（現地ガイド、ニワット氏の説明による） 
2 伊東[2007]冒頭部図版 24-45 を参考にした。 

図 27：梵天 

（ナンパヤー寺、バガン、ミャンマー）伊東[2007]冒頭部図版 31 
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４．まとめ─他国文化（仏教、ヒンドゥー教、道教）の受容を中心に 

アジアの宗教美術の多くは、その宗教の教義に終始するのみならず、現地の土着的信仰、

民俗的信仰と混交していく過程で発展して来た。タイには古来からピーやクアンといった

精霊信仰があり、これら土着のアニミズムと仏教（上座部、大乗）、ヒンドゥー教が合わさ

っていくことで独自の発展を遂げてきた。 

外来の宗教を排他せず、吸収する形で発展させていくのは、アジア独自の強みであり、

タイも例外ではない。例えば、バンコクのワット・プラ・ケオには道教像が安置されてい

る（図 29）。これは中国から齎されたものではあるが、当初は信仰対象ではなく交易の際に

荷物の重しとして持ち込まれた1。しかし、信仰の対象ではなかったにも関わらず、設置の

され方は門神と同様であり、信仰の対象と見間違うような扱われ方をしている。スコータ

イ遺跡等にも琉球王国のシーサーのような彫像があったので、タイにおいても民間信仰の

中には鬼や悪魔が入り口から侵入するのを防ごうとする門神のような存在がいたのかもし

れない。異教の神も信仰に関係なく利用しているのである。 

  

 タイでは文字史料が十分に残されておらず、歴史研究においては不明なことも多い。ま

た、歴史教育では為政者に都合の悪いことは教えられず、史実が十分に国民に伝わってい

                                                   
1 現地ガイド、ニワット氏の説明による。 

図 28：シヴァ神像。中部ジャワ出土。 

伊東[2007] 冒頭部図版 13 

図 29：2016 年 9月 13 日 Wat Phra Keaw 

（ワットプラケオ）にて筆者撮影。 
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ないこともあるという1。そのような状況で、かつては排他性のある教育を受けた故にカン

ボジアやミャンマー（ビルマ）が好きではなかったと、現地でガイドをして下さったノッ

パワン氏が仰っていた。その上で、他者に対して寛容な心でないと国は発展しないという

主旨のことも仰っていて、それがとても印象に残っている。現在の日本の状況を鑑みると

非常に示唆に富む発言だと思うし、また、タイの美術史を概観する限り、排他性は必ずし

も内包されてはいないと思うので、今後も経済的発展のみだけではなく、文化的側面など、

様々な面でタイは発展していくのではないかと思った。 
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1
 現地ガイド、ノッパワン氏談。 
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