
駒澤大學佛教學部論集　第41號　平成22年10月 （125）

１．はじめに
　タイ王国は、人口約 6800 万人のうち、90 数パーセントを仏教徒で占めてい
る。その圧倒的多数は、いわゆるテーラワーダ仏教の信奉者である。テーラ
ワーダ仏教は主にスリランカおよび東南アジアの大陸部（インドシナ半島）に
多数の信奉者を擁しているが、この仏教が伝わり定着した土地においては、国
家や地域、民族ごとに、それぞれ特色のある信仰・実践形態が見られる。
　タイ王国の仏教徒においては、「プラ⑴・プッタ・ループ」（พระพทุธรูป ＜ Pāli. 

buddha-rūpa「ブッダ・ルーパ」）すなわち「仏像」に対する信仰が、「プラ・クル
アン」信仰⑵などとも併せて、至極盛んである。Saeng Chandra-ngarm は、タ
イ人仏教徒の仏像に対する態度について、〈生きている大人物のごとくに仏像を尊

崇し、そのように仏像を扱う〉（It worships Buddha images as living personages and 

treat them as such.）［Saeng. p.11］と述べている。
　また、青木保は、タイ人仏教徒の仏像信仰の様相に関して、〈タイ人の信仰に

おいてブッダルーパは非常に重要な位置を占めている。ブッダルーパそのものはブッダ

のさまざまな形姿をかたどったものにすぎないのだが、各々の像にまつわる故事来歴や

伝説が喧伝されて、その力にあやかろうとするのである〉⑶と述べている。
　また、〈仏舎利や仏像の分配は、東南アジア全体にわたり、国ぐにとの同盟を強固に

し、政治的な主導権に基づく祭祀を創出するための、仏教徒の王たちが用いた装置と

して解釈されている〉（The distribution of Buddha relics and Buddha images has been 

interpreted as a device used by Buddhist kings throughtout Southeast Asia to cement 

alliance among states and to creat a ritually based political hegemony.）［Cama. p.154］

と言われており、仏像は、仏教徒が統治する城市国家（เมือง）の統合に大きな
役割を果たしてきた。
　タイ北部の中心都市チエンマイ（เชิยงใหม่）⑷の旧市街（城域）内の北側にあ
る、Wat Chiang Mun（วดัเชิยงมั ่น）(5) の旧本堂（วหิาร）には、“Phra Setangamani”
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（พระเสฅงัคมณี ＜ Pāli. Setan4 gaman
4
ī：「白き肢体

の摩尼〔仏〕」の意）⑹または “Phra Keo 
Khao”（พระแกว้ขาว：「白き透明石の仏」の

意）と呼ばれる、白石英（whit quartz）

あるいは白水晶（white crystal）で造ら
れた、触地印（降魔印）を結ぶ、ラー
ン・ナー様式⑺の宝冠仏の小坐像が祀
られている。旧本堂内部の須弥壇の奥
に、ガラス張りの格子付き厨子があ

り、その中に、“Phra Sila” ⑻と呼ばれる石像とともに安置されている（左の写真）。
この仏像は、〈生命の蘇生（renewal）と再生（regeneration）の力のために新年節にお

いて礼拝される〉［Donald. p.196］ものであり、〈モンスーン期の雨の降り初めを確実

にする力を持つ〉［Donald. p.288(note119)］ものとして、タイでも随一の絢爛さを
誇る、チエンマイのソンクラーン（สงกรานฅ์ ＜ Skt. sam

4
krānti）祭⑼において重要

な役割を果たす。この仏像はまた、チエンマイという都市そのものと “synony-
mous” なものとなるよう願われ、そう意識されてきた［Cf.Chiang Mai. p.22］。
　この小稿では、Setangamani 仏像について、同寺が創建 700 年記念に発行し
た小冊子 Legend. の、英訳部の翻訳により、その故事来歴を紹介する。以っ
て、タイ・チエンマイにおける仏像信仰について、「そこでいま語られている
こと」に基づいた、信仰の様相を明らかにできればと考える。用いた史料の数
は十分ではないが、この小稿により、タイ仏教における地域信仰誌の理解に些
かなりとも資することができればと願うところである。筆者の無知については、
識者諸賢のご教示・ご指摘を乞いたい。なお、タイ語の固有名詞についてはア
ルファベットにより表記し、適宜「タイ文字」（チエンマイ地方固有のラーンナー

文字は用いない）による表記も加えた。

２．Wat Chiang Mun について
　翻訳を示す前に、この仏像が祀られている Wat Chiang Mun の創建縁起と
歴史について、同寺に設置されている案内版⑽と Legend. を中心に、そこに
種々の文献の記述を加味しながら、その概略を述べておきたい。
　13 世紀の中葉、現在のタイ北部に当たる地域にあった諸々の城市国家（เมือง）

を支配下に置き、後に「ラーン・ナー王朝」⑾と呼ばれる統合王国を築いた
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Mungrai 王（มงัราย、Jkm：Man4 rāya。“Mengrai” ともローマ字表記される。A.D.1238-

1317/18）は、A.D.1294（Jkm は A.D.1303 とする）、チエンマイの南東に、Wiang 
Kum Kam（เวยีงกมุกาม）⑿と呼ばれる都を建設し、そこに遷都した［Cf. Chronicle. 

pp.42-44］。（Ms. には、王は Wiang Kum Kan に 3 年住み、その後 Wiang Ket という町

に移って 3 年とどまったが、洪水が起きたため Chiang Mai に移ったとある［Ms.p.78］）

　Mungrai 王は、さらに新たな都を築くことを考え、「三王の盟約」⒀を結ん
でいた、パヤオの Ngam Muang 王（Jkm：Purachādana）、スコータイの Ruan
王（Jkm：Rocarāja）と話し合った結果、ドーイステープ山（Jkm：Ucchugiri）と
ピン川（Jkm：Bin4 ganādī）の間に、その都を建設することにした［Cf.Jkm pp.81-

82；Chronicle. pp.44-46］。A.D.1296（Sakarāja 暦 658 年、Zinme. pp.21,28 は Sakarāja 暦

656 年とする）、その都の建設が始められた。この都は、「チエンマイ」（เชิยงใหม่：

「新しき都城」の意。Jkm：Nabbisinagara）と名付けられた［Cf.Jkm p.82；Chronicle. 

p.47］。そこはもともと、モン・クメール語族のタイ北部先住民であるラワ族
（ลวะ）の多く住まう土地であった。
　Mungrai 王が Wiang Kum Kam に遷都していた時期、周辺に、軍の駐屯地
を兼ねた離宮をいくつか有していた。そのうちの 1 つに、Wiang Lek（เวยีงเลก็、

Wiang Chiang Mun（เวยีงเชียงมั ่น）とも呼ばれる）という名の離宮があり、Mungrai 王
はここに滞在した［Cf.Legend. p.37；Chronicle. p.44］。王は、この Wiang Lek の
地に新たな都城を築こうと考え、それがチエンマイとなった。
　Mungrai 王は、チエンマイを建設するに際して、Wiang Lek のあったと
ころに王宮を築き、その敷地内にチエンマイ最初の寺院を建立した［Legend. 

p.37］。その寺院が Wat Chiang Mun（วดัเชิยงมั ่น）であった。建立開始の年はチエ
ンマイ建設と同じ A.D.1296 年であり、完成には 1 年ほどの年月が費やされた
ようである。
こ の 王 宮 寺 院 の 敷 地 に は、 釈 尊 の 髪 舎 利 を 納 め た、Chang Lom 仏 塔

（พระเจดียช์า้งลอ้ม：「囲繞する象の仏塔」の意）と呼ばれる仏塔（เจดีย）์が建てられた。
仏塔の基壇は、多くの象たちが仏塔を背負っているかのように、その四方が
象の像によって囲繞されている。仏塔の名の由来は、このことによる。Setan-
gamani 仏像は、Wat Chiang Mun 創建時に、この寺院に安置されたと言う。
　その後、Mungrai の創始した統合王国―「Mungrai 王朝」とか「前期ラーン・
ナー王朝」などと呼んでいる―の第 9 代王⒁ Tilokarat（ติโลกราช、Jkm：Siridha-

mmacakkavattiyuvarāja、Bilakarāja とも）⒂の治世期（A.D.1441-1487）に Chang Lom
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仏塔が倒壊し、この王の手により再建された。
　Wat Chiang Mun の境内には、チエンマイと同寺の歴史を知るための、重要
な史料の 1 つとされる石碑がある［Cf. 飯島 1998］。これは、A.D.1581 年に刻ま
れたもので、現在は布薩堂の入口に置かれている。
　A.D.16c の中頃から、チエンマイは、ミャンマーの王朝国家の侵攻・支配を
受けるようになった。A.D.1558 にチエンマイを攻略して支配下に置いた、ミャ
ンマー・タウングー王朝の Bayinnaung（バインナウン）は、Mungrai 王朝の血
筋を有する Wisutthithewi（A.D.1564-1578 にチエンマイの女王となっている）とい
う女性を妃に迎え、チエンマイの王家における宗教慣習に従って、A.D.1581
に、Wat Chiang Mun に奴隷を寄進している［History. p.116］。
　A.D.1796 に、後に Kawila（กาวลิะ）と呼ばれる人物により、チエンマイに対す
るミャンマーの王朝による支配が排除された。Mungrai の王統はすでに絶えて
いたが、Kawila はラーン・ナー王朝を復興した。この王朝は、「Kawila 王朝」
とか「後期（復興）ラーン・ナー王朝」などと呼ばれている。Kawila 王（治世

期：A.D.1782-1813 年）は、A.D.1805 に布薩堂を再建し［Cf.Chronicle. p.185］、その
後も荒廃していた Wat Chiang Mun の再興に尽力した［Cf.Legend p.11］。
　A.D.1873-1874 頃、Kawila 王朝第 7 代の Inthawichayanon 王（อินทวชิยานท、์在位

期：A.D.1873-1896）は、Wat Chiang Mun の布薩堂を建設（修築か？）し、Setan-
gamani 仏像の台座を造った［Cf. Legend. pp.11-12；Donald.p.196］。この台座は現
存し、そのまま用いられている。この王朝も同寺の興隆に大いに貢献している
のであるが、A.D.1884 には、チャクリー王朝（バンコク王朝、A.D.1782- 現在）に
より主権を奪われ、その支配下に入っていった。Kawila 王朝の消滅後は、チャ
クリー王朝による外護を受け、現在に至っている。

３．Legend. の翻訳
　Legend. の英訳部は、① Wat Chiang Mun 僧院長による「前書き」（Preface、

pp.27-28）、②「Setangamani 仏像への礼仏偈」（The Glorification Formula Phra 

Setangamani、p.29）、③「Setangamani 仏像の伝説」（Legend Phra Setangamanani、

pp.30-36）、④「Wat Chiang Mun 史話概略」（The Story of Wat Chienmun(outline)、

p.37）、⑤「石像（Phra Sila）の伝説」（The Legend of the Stone Image、pp.38-45）、
⑥「石像への礼仏偈」（The Glorification Formula to the Stone Image、p.46）の、全
6 章から成っている。全体の分量は 21 頁である（タイ語部は 25 頁で、寺院創建
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時のホロスコープと寺史略年譜を含んでいる）。本稿では、このうち②から③まで
の章を翻訳する。拙訳中の * を付した角括弧［*　］は、訳者（古山）による簡
略な註記である。詳細な説明等を付す必要があると考えた場合は、本稿の文末
脚注において、これをおこなっている。また、訳者による補完語句は、〔　〕
を用いて、そこに記した。

【翻訳】
Setangamani 仏像への礼仏偈［*คำาไหวพ้ระเสฅงัคมณี］

　　　Setangamani なる仏像は、大威力あり、大神通あり。

　　　げに仏に帰依する者は、善趣にぞ赴かん。

　　　それゆえ我は、常にこの仏像を拝し奉る。⒃

Setangamani 仏像の伝説
　Phra Keo Khao あるいは Phra Setangamani は、チエンマイにおける重要な崇拝物

である。その像は、石英で造られていることから、〔タイ語で〕“Phra Keo Khao” と名

づけられている。膝の幅は 4 インチ、高さはおよそ 6 インチである。この像は、ラワ

族［*ลวะ］またはコーム族［*ขอม、クメール族］がスワンナブーミの全体に力を及ぼし

ていた絶頂期にあって、かれらの王都としてワウォ（ラワ王国またはロプブリ）［*ละโว้

（ลวะร้ฏฐะ หรือ ลพบุรี）］を建設していた期間に、彼らによって造られた。

　石英仏像または Phra Setangamani は、崇拝し敬意を払う人びとに幸福と好運をもた

らすとともに、あらゆる危険を防ぐ守護力を有した、聖物として護持された像である。

見立てによれば、その像は、ハリブンチャイ［* 原文：Haribhunchai（หริภุญชยั、Jkm：

Haripuñjaya）。ランプーンにあったモン族の国家］の最初の女王である Chamadevi［*

原文：Jamadevi（จามเทวี、Jkm：Cammadevī）］の所有物だったようであり、Mengrai 王

朝の創始者である Mengrai 王陛下の所有物だったようである。Mengrai 王陛下は、ラー

ン・ナー・タイ王国の創始者であった。そして、後代の諸王と統治者であった王子たち

もまた、王の所有物および王子の所有物として、その像を大事にしてきた。

　 伝 説 は、 そ の 像 に、 仏 世 尊 入 滅 後 700 年 の 第 7 月 の 満 月 の 日 に、Sudeva 仙 人

［*พระสุเทวฤๅษี、ฤๅษี ＞ Skt. rs
4 4

i、神と人間の中間に位置する存在］が 5 本のキンコウボクを

携え、三十三天の天宮において王冠に敬意を払おうと、天に昇っていったとする記事を

与えている。Sudeva が敬意を払った後、彼は帝釈天と会って話し合い、帝釈天は仙人

に太陰月の満月の日にラワ王国において石英仏像が造られることを告げた。Sudeva 仙

人は、三十三天の天宮から戻った後、ラウォの都に直行した。ちょうどその時、ラウォ
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の統治者である Ramarat 王［* 原文：Phrya Ramaraja（พระยารามราช）］は、阿羅漢である

長老（聖者なる長老）が神の息子である Chanda（Chandadevaputta）［*จนัท（จนัทเทวบุฅร）］

から手に入れた純粋な白石英を原材料にして石英像を造り、工芸神に来てもらって完

全な仏像をつくり出すよう依頼することについて、Kassapa 長老と、話し合っていた。

Sudeva と他の仙人たちは、一緒に仏像の造像を分担した。製作が完了した後、仏世尊

の四肢の舎利が、像の 4 つの異なる場所の中に納められた。1 つは髪の頂部（頭の王冠）

に、1 つは額に、1 つは胸部に、1 つは口の中に納められた。

　白石英の像であるが、造像された後、〔Vāsudeva〕仙人がハリブンチャイの都を建設

し⒄、国王の輔師である聖仙 Gaviya［*Jkm：Gavaya］がラウォにおもむいて、ラウォの

支配者の王女である Chamadevi［*A.D.11c 初頭にハリブンチャイを統治］に、ハリブン

チャイに来てそこを統治する女王となるよう要請するまでの、とても長い期間、ラウォ

〔の都〕に安置された。王女は、父王の勅許により、僧侶と沙弥たちを伴って行くべく

彼らを招き、石英像 Setangamani を念持仏として彼女の所有物とするべく携えていった。

よって、白石英〔像〕は、その時以来、数百年の間、ランプーンの都の中に安置された。

ハリブンチャイ（ランプーン）を統治したすべての王たちは、同じ Chamadevi 女王の

王朝であれ、他の王朝であれ、みな、女王所有の像を崇拝し大いなる尊敬を払い、王宮

の複合施設として像を納める塔を建立した。

　Phra Setangamani は、Phraya Yeeba 王［*พระยายบีา、Jkm：Ñīpārāja］の治世期［*A.D.13

終わり頃］まで、ランプーンに安置されていた。その時、Ngernyang［*เงีนยวง］（Chieng-

sen［*เชียงแสน、現在のタイ北部チエンラーイ県にあった城市国家］）を統治する王であっ

た Mengrai 王は、彼に従っていなかったちっぽけな国々を、彼の支配下に置くべく、軍

勢を率いて征服した。しかし、ハリブンチャイの都は、当時とても強く、その時 Men-

grai 王は、スパイ活動という謀略のことを考えた。彼の寵愛する Khun Aifa［*ขนุอา้ยฟ้า］

という名の者が、軍事目的により、7 年間ハリブンチャイにスパイとして留まるべく、

送り込まれた⒅。Khun Aifa が都を奪う機が熟したと見ると、彼は、ハリブンチャイを

攻撃するのに時を逸することがないように軍勢を率いるよう、Mengrai 王に火急の伝言

を送った。Mengrai 王は、タイ仏暦 1824 年（A.D.1281）に、軍勢とともにやって来た。

自分たちの都を見捨てたくなかった都の人びとが勇猛に戦ったため、Mengrai 王の兵士

らは、都の全体を燃え上がらせる火の矢を、都の中に射込まなければならなかった。結

局、都の人びとは、Mengrai 王の軍勢に打ち破られてしまった。

　彼らが都を侵略した後、Mengrai 王は、その損害状況を検分するため、都に出かけ

た。強く彼の心を打ち驚かせた事柄は、ただ［* 原文の “onlly” は “only” の誤りであろう］、
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王宮の仏像塔が、塔を囲繞する構成物が炎ですべて破壊され消滅していた中で、焼け落

ちていなかったことであった。王が、塔の内部を見ようと中に入ると、そこに安置され

ていた白石英の像を見つけた。それは彼を信仰的な喜悦で満たしめた。すると、彼は仏

像を彼自身の住まう場所に安置されるよう招請をおこない、その時以来、大いなる尊敬

という彼の個人的な崇敬のために、仏像を王の所有物とした。

　後のこと、タイ仏暦 1839 年（A.D.1296）に、王都としてチエンマイなる都を建設す

ると、その仏像は、王宮の中に安置するべく将来された。彼の治世期を通して、彼が戦

争を行っている間でさえ、その仏像は常に彼とともにあった。彼は、その仏像に対して、

とても注意深かった。彼が亡くなった後、その仏像は、Mengrai 王朝の第 11 代の王で

あ る Tilokarat［* 原 文 Tilokaraja（ติโลกราช、Jkm：Siridhammacakkavattiyuvarāja）］ の

治世期まで、チエンマイにあり続けた。彼もまた、仏教への大いなる信仰と崇敬があり、

仏教の大いなる隆盛に向けて仏教徒の活動を外護した。その隆盛は、過去のいかなる時

代よりも、より華やいだものであった。Tilokarat 王は、その時、真鍮宮殿と水晶仏塔

の建築図面を写すべく、彼の筆頭建築技師であった、Mune Damphrakote［*หมืน่ดา้มพร้าคฅ、

Jkm：Sīha(la)gotta］を、セイロンに送った。筆頭建築技師が戻った後、王は、彼に、

各僧院におけるすべての壮麗な建物の建築監督となり、エメラルド仏像［*พระแกว้มรกต、

Cf. 脚注⒂］と白石英仏像［*Setangamani 仏像］を安置する塔を現在の Wat Chedi 

Luang［*วดัเจดียห์ลวง、Jkm：Rājakūt
4
a］⒆に建立するよう、命じた⒇。ゆえに、この治世期

の間に、多くの聖なる仏像、すなわち、エメラルド仏像、シヒン仏像［*พระพทุธสิหิงค］์�、

Setangamani 仏像、石像［*พระศิลา、Cf. 脚注⑻］が、チエンマイにあったのである。後の

二つの仏像は、現在、タイ・チエンマイの Wat Chiang Mun に安置されている。

　白石英仏像は、Tilokarat 王の治世期の間、Wat Chedi Luang に安置されており、彼の

孫である〔次代の王〕Phra Yod Chiangrai［*พระยอดเชียงราย、Jkm：Jam
4
rāyaggarāja］の治

世期［*A.D.1487-1495］まで続いた。この治世期の間に、白石英仏像に、偶発的な事件

が起きた。すなわち、その時、南部を統治する王子の子である Suriyavongsa［*สุริยวงัสะ］

が、僧として得度し、タイ仏暦 2030 年から 2048 年（A.D.1487-1505）の間に、Wat 

Veluvan（Ku Tao）［*วดัเวฬุวนั（กู ่เฅา้）］�に住むため上京していた�。そこに住んでいる

期間に、その僧［* ＝ Suriyavongsa］は、Tilokarat 王の娘である Nang Tow Uey Haw 

Keang［*นางทา้วเอือ้ยหอขวาง］と親密な仲になった。この Suriyavongsa 僧は、Wat Chedi 

Luang［* 原文の “Loung” は “Luang” の誤りであろう］に安置されていた白石英仏像を我

がものにしたいと望み、彼女に自分のために取り計らうよう嘆願した。Nang Tow Uey 

Haw Keang は、その時、病気になったふりをし、白石英仏像を手に入れるために、そ
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の仏像に敬意を払うならば快復するであろうということで、彼女の住居に持ってくるよ

う頼んだ。彼女の要求が満たされ、何日もの時間が過ぎた後、塔の管理人 Phan Chula

［*พนัจุฬา］は、その仏像を取り戻そうとやって来た。王妃は、代わりに、口を閉ざしてい

るようにということで、管理人に千金の賄賂を与えた。そして、王妃は、その仏像を竹

で編んだ箱の中に入れると、堅く閉じたバッグの中にその箱を入れた。すると、彼女は、

Suriyavongsa 僧にそのバッグを贈り届けるために、彼女の奴隷である Aikon［*อา้ยกอน］

を遣わした。すると、その僧は、その仏像を中空の竹のいれものに収め、仏像とともに

南の地方へと逃げ去った。

　後に、タイ仏暦 2035 年（A.D.1492）のこと、Phra Yod Chiangrai 王が、南西の都［*

＝ランプーン］に、白石英仏像をそこに安置しようとの意図のもと、Wat Tapodharam

［*วดัฅะโปทาราม］（現在の Wat Rampueng［*วดัรำาพึง］）という名の僧院を建立させた�。王が、

その仏像は無くなった、ということを探索者から知ると、Aikon は、王妃がその仏像を

持っていくようにと自分を遣わし、〔仏像は〕Suriyavongsa 僧に贈り物として与えられ、

僧がその仏像を得た直後に、僧は仏像とともに逃げ去った、と白状した。

　すると、Phra Yod Chiangrai は、贈答品と、その仏像を返すよう求める親書とを持た

せた使節を、アユタヤ［*อยธุยา］王に遣わした。アユタヤ王は、親書に対して、捜査探索

したもののまったく無駄な努力に終わった、という返事を送った。Phra Yod Chiangrai

王は、怒り、軍勢を率いてアユタヤに向かった。1 ヶ月うちに彼はその仏像を取り返し

たので、軍勢を引き返させた。白石英仏像は、再びチエンマイの都に安置された。

　現在、白石英仏像は、チエンマイの人びとにとって「最高の聖霊」［* 原文 “TOP 

SPIRIT”］のシンボルとして、タイ・チエンマイの Wat Chiang Mun に安置されており、

我々チエンマイ人が我々の祖先たちと昔のラーン・ナー・タイの英雄たちから受け継い

だ最も尊いものである。我々は、注意深く、私たちの功徳となるよう最高の崇敬を込め

て敬意を払うべきである。そして、我々は、その仏像を、誇り、その仏像が永遠に私た

ちとともにありますように、と柔和な気持ちで支えていくべきである。

４．むすびにかえて
　Legend. における Setangamani 仏像の故事来歴は、この仏像の持つ聖性（宗

教性）と政治性を主張するものであると評することができよう。与えられてい
る紙幅は既に尽きようとしているので、その分析と考察は別の機会を得たいと
考える。そこで、残された紙幅は、Legend. のそれとは異なる、この仏像の由
来に関する伝承のあることを紹介し、この小稿のむすびにかえたい。
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　Donald. に は、E.W. Hutchinson. ‘Sacred Image in Chiengmai.’ The Journal 
of the Siam Society 28.2 (1935) : pp.115-42 にある話として、次のような、釈尊
巡錫伝説�を盛り込んだ話が紹介されている［Donald. pp.196,288(note121)］�。〈世

尊が朝に托鉢をしていると、Khun Sāen Thong という名の在家者が、彼自身と、彼の

召使いであった 5 人の姪とを、捧げた。世尊はこれを拒み、Khun Sāen Thong に、彼の

7 歳の姪を尼僧として出家させることを勧めた。すると、仏は、自分の入滅から 837 年

後に、この場所に、Chīmai（Chiang Mai）という都が建てられるであろう、と予言した。

この出来事を記念して、Khun Sāen Thong は、仏の姿を象ったものと石に刻んだ仏の予

言を得て、それを、ステープ山の西側を流れる Māe Khā 川の源流地点に埋めた〉。こ
の Khun Sāen Thong が得た「仏の姿を象ったもの」（the likeness of Buddha）す
なわち Setangamani 仏像は、後に帝釈天が天界に運び、満月の 5 月 8 日にラ
ワ族の Rām 王に与えられたと言う［Hutchinson 前掲論文 p.116］。
 （2010 年 6 月 25 日脱稿）
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⑶　青木保『タイの僧院にて』（中公文庫 M85）、中央公論社、1979 年 pp.123-124
⑷　“เชิยงใหม่”（เชิยง ＋ ใหม่）は、我が国においては、一般にカタカナで「チェンマイ」と音

写されている（ローマ字表記は “Chiang Mai” など）。しかしながら、この語の “เชิยง” の
部分については、〈日本のマスコミなどは大抵チェン、例えばチェンマイと書くが誤り
である。タイ語の二重母音は必ず第 1 母音にアクセントがあるのでチエンと書かねば
ならぬ。-i- にアクセントがあるからこそ話音では -a- が -e- に変音するのである〉［タイ
日 p.471a］と言われている。ゆえに、本稿では、これを「チエン」と音写することと
する。このようなカタカナ表記は、最近刊行された『タイ事典』［タイ事］においても
採られている。

⑸　Wat Chiang Mun の所在地：171 T. Sripoom A. Muang Chiang Mai Thailand。なお、
“วดัเชิยงมั ่น” は、“Wat Chiang Man” や “Wat Chieng Mun” ともローマナイズされる。

⑹　“สฅงัคมณี” は、“Setangamani” のほか、“Setangkamani” や “Setangkamanee” ともロー
マナイズされる。

⑺　伊東照司は、ラーン・ナー王国の仏像について、①第 1 期：A.D.13c から A.D.14c
中頃（王国草創期）、②第 2 期：A.D.14c 中頃から A.D.16c 中頃まで、の 2 期に分けて
いる。そして、第 1 期においては、インド・パーラ王朝（A.D.8-10c）の様式がミャ
ンマー（ビルマ）に伝わり、それがタイ北部に伝播してパーラ様式の仏坐像が多く造
られ、第 2 期においては、南のスコータイ王国のテーラワーダ仏教の伝来とともにス
コータイ様式の影響を受け、パーラ様式の上にスコータイ様式を加味した、一般に

「後期チェーンセーン様式」と呼ばれる仏像が造られた、と言う。また、第 2 期におい
ては、頭上に宝冠を載せた「宝冠仏」がミャンマーから入ってきて広まり、“Emerald 
Buddha”（脚注⒂）など、水晶や珠玉で造られた仏坐像が流行したとのことである（伊
東照司『東南アジア美術史』、雄山閣、2007 年、pp.67-69）。なお、Carol Stratton は、
Setangamani 仏像はハリブンチャイの伝統に属しておらず、ナーン、チエンライ地方
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で造られたものであろうとし、また像の特徴から A.D.16c 初期のものであろうと述べ
ている［Sculp. p.276］。

⑻　“Phra Sila”（พระศิลา、タイ語で พระหินอ่อน とも言う。ศิลา ＜ Pali. silā「石」）とは、Wat 
Chiang Mun 本堂において、Setangamani 仏像とともに並び祀られている、大理石版に
彫られた仏像である。これは、例えば Jātaka-att

44
hakathā の Cūl

4
aham

4
sajātaka-vann

4 4
anā

（ビルマ第六結集版 vol.5, pp.354-377、Cf. 中村元監修・補注『ジャータカ全集』、春秋社、
2008 年（新装版第 1 刷）pp.175-192（片山一良訳「小ガチョウ前生物語」））に見られる、
いわゆる「酔象調伏」の説話において描かれている、釈尊が酔った狂象 Nāl

4
āgiri を調

伏して従順にし、頭の瘤を撫でながら法を説いている場面を象ったものである。これ
は 2500 年前にインドから将来されたものであると言う（Cf. 脚注 (10) ③）。Legend. は、
マガタの Ajātasattu 王の発願により造像されたと述べている。しかしながら、この仏
像にはインド・パーラ王朝の様式の影響が認められる。パーラ王朝期の書体によるサ
ンスクリットの縁起法頌も記されている［Daniel. p.196］。ゆえに、Phra Sila が 2500
年前のものであるとする話は、史実ではないであろう。しかし、チエンマイの人びと
の Phra Sila 信仰においては、このような伝説が、それをして崇敬なさしめるところの
基盤となっているであろうと思われる。なお、この Phra Sila には、雨を降らす力があ
ると信じられており、日照りの時に雨乞の祈願がなされると言う［Cf. Donald. p.197］。

⑼　ソンクラーン祭においては、仏像への灌水がおこなわれる。なお、タイのソンク
ラーン祭については、岡田芳朗『アジアの暦』（あじあブックス 49）、大修館書店、
2002 年 pp.199-203 を参照されたい。ソンクラーン祭は、一般に「旧正月」と説明され
るが、このような表現は正確ではないと言う（同書 p.200ff）。また、ソンクラーンの習
俗に関しては、プラヤー・アヌマーンラーチャトーン著、森幹男編訳『タイ民衆生活
誌（１）―祭りと信仰―』（タイ叢書文学編 2）、井村文化事業社・勁草書房、1979 年
pp.1-124 に詳しいので、これを参照されたい。ただし、チエンマイのソンクラーン祭
においては、タイの他の地域と異なる独自の習俗が見られる。

⑽　ここでは、以下の 4 つの案内版の記述を参考にした。
　 ① タ イ 王 国 政 府 観 光 庁（TAT: Tourism Authority of Thailand） が Wat Chiang 

Mun の正門内側脇に設置した案内板（タイ語・英訳）。英訳全文：Built during 1296-
1297 A.D. by Phya Mungrai, Wat Chiang Mun was the first royal temple built in the 
vicinity to Chiangmai’s ancient city, on the former Wiang Chiang Mun Palece donated 
by Phya Mungrai. The temple instores several valuable hitorical artifacts, the most 
significant are the white quartz Buddha image of “Phra Setangkamanee “or “Phra 
Kaew Khao” in Lanna style which Phya Mungrai brought from Hariphunchai and also 
a stone Bubbha statue in the posture of sub-during the elephant “Nalakiri”, carved 
by craftsmen of the Pala School. ／Another priceless artifact is a stone inscription 
written in 1581 A.D. which records the histories of Wat Chaing Mun and the city of 
Chiangmai. The 700 years old Chedi “Chang Lom” or Elephant-surroundes Stupa is 
the oldest and most significant Stupa within the temple compounds.（※下線は引用者

（古山）による。文中下線部の “hitorical” は “historical” に、“Bubbha” は “Buddha” に、
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また “sub-during” は “subduing” に、それぞれ訂正されるべきである）。
　②同寺新本堂入口に設置されている金属製案内板（タイ語・英訳）。英訳全文：King 

Mangrai ordered the construction of this temple during the construction of Chiang 
Mai in A.D. 1296 and called it “Wat Chiang Man”. During King Tilokkarat’s period 
(A.D. 1441-1487) the stupa fell dawn and was reconstructed. After a long period of 
deterioration, this temple was restored by King Kawila (A.D. 1782-1813). The special 
characteristic of this temple is the stupa’s base decorated with surrounding elephant 
statues which makes it one of the monuments to receive Sukhothai influence in Chain 
Mai.

　③同寺本堂入口の壁面にはめ込まれている石製案内板（英語）。全文：Enshrined in 
this temple are Phra Setangamani (Crystal Buddha) and Phra Sila (Marble Buddha). 
The former is believed to have been made in Lavo (Lopburi) about 1,800 years ago, 
and the latter in India about 2,500 years ago. Both of this Buddha statues have been 
in the temple since its founding in the 13th century A.D. They date back to the time 
of the establishment of Chiang Mai City by King Mengrai the great, the first king of 
the Mengrai Dynasty.

　④同寺境内の Chang Lom 仏塔の前に設置されている石製案内板（タイ語・英訳）。英
訳全文：In B.E. 1839 (1295 C.E.) , King Mengrai (from Chiang Rai) , king Ngam Muang 
(from Payao), and King Ruang (from Sukhothai) built a royal residence and sleeping 
quarters at this site, and began construction of Wat (temple) Chiang Man at the same 
time then also began construction of the‘new city’ Chiang Mai. When the temple and 
the city were fully compleated , they then constructed this Chedi (Stupa) where the 
royal residence and sleeping quaters had been, and enshrined a sacred hair relic of 
the Buddha inside the Chedhi (Stupa).

⑾　「ラーン・ナー」（ลา้นนา：「百万の田」の意。※この語の表記・語義に関しては、Cf. 
Hans Penth. A Brief History of Lan Na, Civilizations of Nothern Thailand. Chiang 
Mai: Silkworm Books, 2002.）という呼称の確実な初出は、16 世紀半ばの「チェンサー
寺碑文」であると言う［飯島 1998 p.104］。ゆえに、Mungrai 王の治世期において、そ
の統合王国が「ラーン・ナー」と呼ばれていたかについては、検討の余地がある。な
お、元・明の史料は、この統合王国を「八百」あるいは「八百媳婦」と呼んでいる

（Cf. 星野龍夫『濁流と満月―タイ民族史への招待―』、弘文堂、1990 年 p.332ff.; Foon 
Ming Liew-Harres, Volker Grabowsky, Aroonrut wichienkeeo. Lan Na in Chinese 
Historiography, Sino-Tai Relations as Reflected in the Yuan and Ming Sources (13th 
to 17th centuries). Bangkok: Institute of Asian Studies Chulalongkorn University, 2008. 
p.16ff.）。

⑿　Wiang Kum Kam は、Chronicle. p.42 及び Zinme. p.21 に現れる “Jayabhūmi” に当た
る。この都については、History. p.57 及び飯島 2001 p.272-277 を参照されたい。

⒀　「三王の盟約」とチェンマイ建都については、Jkm pp.81-82、Chronicle.pp.41-47、
Zinme.pp.21-29 に見られる。ただし、その内容には、それぞれ相違が見られる。な
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お、今日よく知られている「三王の盟約」とチエンマイ建都に関する歴史伝承とその
問題については、飯島 1998 及び 2001 を参詳されたい。この歴史伝承の現存最古の記
述史料は、A.D.16c の Jkm と、A.D.1581 年に刻まれた Wat Chiang Mun 碑文であり、
Mūlasāsanā など、これに先行する史料には見られないと言う [Cf.Ms. pp.78-79]。

⒁　代の数え方は National-M. p.32 及び History. p.252 による。
⒂　Tilokarat の時代は、ラーン・ナー王朝の最盛期などと言われる。王は、多数の寺

院を建立し、チエンマイの西北の郊外にあった Wat Jed Yod（วดัเจด็ยอด）において仏典
結集の大事業をおこなうなど、仏教の興隆に力を尽くした。また、それまでランパー
ンに安置されていた、今日エメラルド仏像（พระแกว้มรกต、“Emerald Buddha”）の名で
知られている仏像を、1481 年に、チエンマイ城市内の Wat Chedi Luang（วดัเจดียห์ลวง、
Cf. 脚注⒆）に移したことで知られている［Cf. History. p.80；Jkm-Ind. P.152］。な
お、Phra Buddhaphotchanavarabhorn (ChanKusalo). A Guide to Wat Chedi Luang 
(นำ�ชนวดั เอดีย์หลวงวรว�ห�ร). Trans. Sommai Premchit. Chiang Mai: Wat Chedi Luang, 2006 
(4th published). pp.19-20 によると、エメラルド仏像は同寺に 80 年ほど安置され、「大
仏塔」の東側の壁龕に納められていた。このエメラルド仏像は、その後ラオスのラー
ン・サーン王国に渡り、タイ・バンコクに移された。現在はバンコクの王宮寺院 Wat 
Phra Kaew（วดัพระแกว้）に、タイ王国の守護仏として安置されている。この仏像の由来
は Jkm の Ratanapat

4
imā-kathā（pp.98-103）に語られている。手短には Jkm-Ind. p.152

を参照されたい。Tambiah 前掲書 pp.214-219 にも言及がある。なお、Zinme. pp.49-52
にもエメラルド仏像の歴史に関する記述が見られる。

⒃　Legend. の英語抄訳部に記されているローマナイズされたパーリ語偈文には、誤
記と思われるものが認められるため、タイ語部にあるタイ文字表記によるそれを
ローマナイズして翻訳した。なお、原文は次の通り。：setan4 gaman

4
ībuddhabimbam

4
, 

mahātejam
4
 mahiddhikam

4
. yo ve buddham

4
 namassanto, saggatim

4
 so gamissati. tenetam

4
 

buddhabimbañca, aham
4
 vandāmi sabbadā.

⒄　ハリブンチャイ建都の説話は、Jkm p.72ff. 及び Cama. p.49ff. に見られる。
⒅　ハリブンチャイ攻略における Aifa の活躍の話は、Chronicle. pp.28-34 に見られる。
⒆　Wat Chedi Luang（วดัเจดียห์ลวง、Jkm：Rājakūt

4
a）は、チエンマイ旧市街（城域）の

中心部にある（所在地：103 Phrapokklao Road. T. Phrasing A. Muang Chiang Mai 
Thailand）。チエンマイにおける重要な古刹の 1 つであり、境内には、チエンマイ最
大級の仏塔で、寺の名称ともなっている「大仏塔（Chedi Luang）」があるほか、城
市を守る守護柱（インタキン）があることで知られている（インタキン祭について
は、Cf. 福浦一男「宗教儀礼と都市のモダニティ―チェンマイの精霊崇拝の民族誌研
究」（京都大学『京都社会学年報』9 号、2001 年）；同「精霊憑依のコミュニティ―北
タイ , チェンマイの基柱の守護精霊を崇拝する霊媒集団とその宗教実践」（京都大学人
文科学研究所『人文学報』98 号、2009 年所収））。寺史については、Jkm-Ind. pp.210-
213、Chronicle. pp.69-71 を参照されたい。境内に設置されている案内板（タイ語・英
訳）には、“Wat Chedi Luang Waravihan, Amphoe Muang is one of the ancient and 
important temples in Chiang Mai. A legend goes that its old name is Chotikaram. 
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There is no evidence of its construction; however, the legend suggests thet there 
was Phra Sona and Phra Uthara that came from India who came to pay homage 
and was very faithful. An Old Lawa man aged 120 years took the blanket dipped 
in oil for worshipping; hence, the temple was called ‘Chotikaram’ meaning ‘Blazing 
temple’. Some believe that it was built during the reign of King Sean Muang Ma, King 
Mengrai the Great king of Mengrai Dynasty to dedicate to his late father, King Kue 
Na.” 云々とある。もともとこの寺はラワ族の老人の故事に因んで Jotikārāma と呼ば
れ、アソーカが派遣した伝道師 Sona 比丘と Uttara 比丘が参拝に訪れたこともあると
言う（寺伝）。ある者は Mengrai 王朝の第 7 代（National-M. p.32 及び History. p.252
による）王 Sean Muang Ma（治世期：A.D.1385-1401）が建立したとする（※これは
Chronicle. に見られる話である）。

⒇　Mune Damphrakote（Jkm：Sīha(la)gotta）をセイロンへ派遣した話は、Jkm pp.98-
99 及び Chronicle. p.102 に見られる。Chronicle. によれば、Wat Chedi Luang 建設は
A.D.1475-1479 頃のことであったようである。

�　シヒン仏像（พระพทุธสิหิงค、์「シヒン」（สิหิงค）์とは “sim
4
hala” の転訛であると言う）は、

チエンマイ旧市街（城域）の西側にある Wat Phra Singh（วดัพระสิงห์）に祀られている
仏像である。ただし、タイ国内には、これがそれだと言われているシヒン仏像が、チ
エンマイのほかに、バンコクとナコンシータンマラートにもある［Cf. Jkm-Ind. p.153］。
A.D.156 にセイロンで造られ、タイに伝来した後は各地を転々と移動し、A.D.14c の終
わり頃にはチエンラーイに安置されていた。時のチエンラーイ王 Maha Phrom（Jkm.：
Mahābrahmā）が、これをSean Muang Ma 王に献じ、チエンマイにもたらされた［Cf. 
Jkm pp.86-91（Sīhalapat

4
imā-kathā）；Chronicle. pp.68-69］。Tambiah 前掲書 pp.233-240

には、この仏像の歴史についての詳しい言及がある。
�　Wat Veluvan はチエンマイ旧市街の北側の外れにある。寺名は Wat Ku Tao が広

く通用している。寺院創建の時期や経緯などはよく分からない。境内の仏塔前に設置
されている金属製案内板（タイ語・英訳）には、“According to Burmese Chronicle, 
in 1613 King Mang Chuoi Thao of Burma ordered a royal cremation ceremony for 
his elder brother who had died in Chiang Mai. He ordered the construction of a 
stupa named “Chedi Kutao” to keep his brother’s relics and also the temple in the 
area of a copse of bamboo which resulted in the name “Wat Weruwankutao” (Weru 
means bamboo).” とある。Mang Chuoi Thao（Phra Choi とも。Sadokyo ＝ Thado 
Kyaw と呼ばれる）なる人物は、Nawrahtaminsaw の 3 人息子のうちの末子である。
Nawrahtaminsaw は、ミャンマー・タウングー王朝の Bayinnaung（バインナウン）と
Wisutthithewi との間に生まれた子で、A.D.1579(?)-1608 においてチエンマイを統治し
ていた。彼の末子 Mang Chuoi Thao は、Nawrahtaminsaw の死後、チエンマイの貴
族グループの後押しで、A.D.1608 にチェンマイの王位に就いた。しかし、その後、別
の貴族グループは、彼を退位させ、Nawrahtaminsaw 王の次男 Phra Chaithip を王位
に就けた。しかし、Phra Chaithip もまた退位させられ、再び Mang Chuoi Thao が
チエンマイ王に即位することになった［History. pp.116,120］。この仏塔に葬られた
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という遺骨は、この Phra Chaithip のものか、あるいは、アユタヤの後ろ盾を得て
チェンマイの王位を狙ったが A.D.1608 年に死亡した長兄 Phra Thulong のものであ
ろうと思われる（なお、Zinme. p.69 Appendix I によると、いずれも年代は不確かと
し て い る が、A.D.1607-1613 は Min Ye Dibba が、A.D.1613-1614 は Thado Kyaw が、
チェンマイ王であったと言う）。また、正門内側脇の案内板（タイ語・英訳）には、
“Nothing is known of its only a legend saying its Chedi contains the ashes of Prince 
Saravadee, the son of King Bayinnaung of Burma, who ruled Chiang Mai from 1579-
1607.” とある。この記述によれば、この仏塔には Bayinnaung 王の息子 Saravadee（＝
Nawrahtaminsaw ？）の遺骨が（も？）葬られているようである。なお、この仏塔は
“Chedi Ku Tao” と呼ばれ、大小の団子を 5 段重ねたような、極めて珍しい形状をして
いる。

�　Wat Ku Tao 境内に設置されていた（筆者が訪れた時は放置に近かったが）案内
板（タイ語・英訳）には、“The name of this temple was mentioned in a document 
written during the reign of King Phaya Yod Chiangrai , in 1492. The document states 
that: “After the Prince Suriyawong, the son of Phraya who ruled the area to south of 
the city of Chiangmai, had been ordinated, he was invited to stay in Wat Weruwan 
Ku Tao, chiangmai”. 云々とある。これは、Legend. の記述と同内容である。この案内
板によれば、この話は、Phra（Phaya）Yod Chiangrai 王の治世期に書かれた文書にあ
るもののようである。

�　Jkm p.104 に は、Phra Yod Chiangrai（Jam
4
rāyaggarāja） が、Mūsika-sakarāja 654

年（A.D.1492）に Tapodārāma（＝ Wat Tapodharam）を建立させたとの記述が見ら
れる。

�　チエンマイ地方への釈尊巡錫説話は、Wat Phra That Doi Suthep の仏舍利縁起にお
いても見られる（Cf. A Legendary History of Wat Phra That Doi Suthep, The 635th 
Anniversary Version. Chiang Mai: The Phra Borom That Doi Suthep Foundation, 
2006(B.E.2549)）。

�　 な お、Donald. は、A.D.1975 に Wat Chiang Mun が 発 行 し た 小 冊 子 に お け る
Setangamani 仏像の由来を紹介しているが、これは Legend. のそれと同一である。
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