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上座仏教圏における宗教と国家
－宗教関連制度に関する基礎情報－

矢　野　秀　武

１ 、はじめに

　上座仏教は、出家者と在家者の明確な区別を重視しており、正式な出家
者で構成されるサンガと、在家者たる政治家や国民が形成する国家とは、
一線を画すものである。しかし、両者のつながりは、非常に密なものがあ
る。西洋近代の統治様式を導入する以前、上座仏教圏の国々は、いわゆる

「上座仏教国家」つまり、国王の統治の正統性をダンマ（法。仏法であ
り、また宇宙の秩序を形成する道徳律）に置き、王は人々にダンマを説く
サンガを支援・統制し、ダンマに反しない政治を遂行するという統治理念

（実際の統治がそのようであったかどうかは別であるが）が広まっていた。
　近代以降は「上座仏教国家」を前面に据えての統治ではなくなったもの
の、そのような考えが全く消えさったわけでもない。法的・政治的に平等
な市民が支えるシビック・ナショナリズムは皆無とは言えないが、国民の
多数派を占める仏教徒とその文化や思想を重視するエスニック・ナショナ
リズムが、統治に色濃く反映されてきた。
　上座仏教圏の国々の統治において、この傾向は近代化当初からのもので
あった。それは、政治の正統性理念の在り方、自律的運営に困難を抱える
出家主義集団の不安定さ、多数の僧侶・寺院のネットワークの持つ潜在力
への治安面での恐れ、僧侶や寺院、仏教の教えや文化などを行政資源とし
て活用したい政府の思惑などに由来するものであり、西洋社会のように、
世俗主義の行き詰まりやそれへの不信の乗り越えといった意味でのポスト
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近代の問題に由来するものではない。
　本稿では、そのような歴史的背景を持つ上座仏教圏における宗教と国家
の関係、特に上座仏教と近現代の国家との制度上の関係を整理することを
目的としている（1）。ただし一次資料に基づく研究論文ではなく、各国・各
地域の上座仏教について、それぞれの専門家が記した論考を手掛かりに、
宗教と国家の関係についての基本情報をまとめるといった内容の論考であ
る。すでに似たようの試みはいくつかあるのだが、各国の国家と仏教に特
化し、東南アジア限定でなく上座仏教圏のスリランカも含めるという形で
の整理は見られない。
　上座仏教と国家の関係は、重要なテーマではあり、情報の蓄積もそれな
りにある。しかし各国・各地域の状況の比較を行いやすくするためにも、
一度、それぞれの情報をまとめておくことは有益と思われる。ただし紙幅
に限りがあるので、本稿では概要を紹介するにとどめ、詳細については参
考文献で確認していただきたい（2）。
　以下、まず上座仏教圏の各国別（ただし上座仏教徒が多数派を占める国
に限る）に、仏教（宗教）と国家の関係に関する制度の概要を提示し、そ
の後、若干の補足と各国事情の比較から得られる論点を示してみたい。

２ 、スリランカ

　紀元前 3 世紀頃にインドから仏教の公伝があったとされるスリランカ
は、12世紀に上座仏教国家の統治様式を形成するなど、上座仏教圏では重
要な役割を果たしてきた。しかし、16世紀初頭から始まる、西洋諸国の植
民地支配によって、仏教も衰退し王権も滅亡した。独立は1948年（イギリ
ス連邦内の自治領として独立し、1972年に完全独立）。1956年にはバンダ
ラナイケ首相により、多数派のシンハラ人の言語や宗教（仏教）を優遇す
る政策が立案され、より過激な要求を掲げる政治僧も台頭した。また1972
年には、新憲法が採択され（1978年にさらに新憲法を制定）、仏教に特別
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の地位が与えられた。こういった政策や過激な仏教徒の言動には少数派の
タミル人（3）の反発も強く、後に民族間の紛争、さらには1983年から2009年
までの内戦へと至った。
　現在のスリランカ総人口と宗教別人口（2012年の国勢調査）は、総人口
約2,026万人、仏教徒70.2％、ヒンドゥー教徒12.6％、イスラーム教徒
9.7％、キリスト教徒7.5％［田中 2015: 316］となっている。また僧侶数は
42,677名（2011年の統計）で［橘堂 2013: 20］、全人口の約0.2％となって
いる。なお、スリランカでは1983年の比丘尼復興以後、比丘尼の数が増加
している。2008年には、約400名の比丘尼がおり、見習尼僧の沙弥尼が約
2,000名、十戒を持す女性出家修行者のダサシルマータが約3,000名いると
いう報告もある［Ayya Sobhana Bhikkhuni 2008］。（4）

　独立後1972年に制定された初の憲法には、仏教に優先的な地位を与え、
仏教を保護育成することが国家の義務であることが記されている［中村 
2012: 913］。この条文は、1978年に新たなに制定された憲法（現行憲法。
ただし2010年までに18回の改正を経ている）においても、残されている。
具体的は「スリランカ共和国は仏教に対し最も優先的な地位を与えなけれ
ばならない。したがって、第10章及び第14章 1 項（ 5 ）によってすべての
宗教に付与された権利を保障しつつ、仏教を保護し育成するのは、国の責
任でなければならない」［パーリ学仏教文化学会 上座仏教事典編集委員会 
2016: 572］と、現行憲法に記されている。
　ただし他方で、第 3 章基本的人権の第10条 1 項においては、「何人も自
身の選択する宗教を信仰しまたは報じる自由、および信念若しくは信条を
保持しまた受け入れる自由を含む、思想、良心及び信教の自由を有する」
と信教の自由について記され、加えて第 6 章第27条第11項において、いか
なる宗教の信徒に対しても宗教的原則が実現できるように国が配慮するこ
とも記されている。
　憲法規定には他にも、宗教を含む様々な属性によるによる差別の禁止、
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信念表明の自由、民族や宗教の調和のために基本的人権の制限があるこ
と、仏僧の懲戒や寺院の関わる紛争を解決する裁判所などを国家が設置で
きることなどが記されている。出家者の国政参加権の規制に関する憲法規
定は見当たらない。実際、現在のスリランカにおいては、僧侶の国会議員
もいる（5）。
　スリランカにおける宗教関連の行政機関は、基本的には宗教カテゴリー
別に編成されてきた。まず1988年に「仏教省」が設立され、後に「仏教
省」および「宗教業務と道徳向上省」となり、2010年に「仏教と宗教業務
省」に編成替えがなされた［Ministry of Buddha Sasana 2016ホームペー
ジ（以下 HP と記載する）］。この仏教と宗教業務省の下に、「仏教局」や

「キリスト教局」、「ヒンドゥー教と文化局」、「イスラームと文化局」が
あった［橘堂 a 2016: 141］。そして2015年に再度省庁の編成が行われ、現
在は、「仏教省」（下部組織に仏教業務局）、「郵便事業及びイスラーム業務
省」（下部組織の 1 つに、イスラームと文化業務局）、「宗教業務と道徳向
上省」の 3 つに編成されている［Official Web Portal of Government of 
Sri Lanka 2015 HP］。
　サンガは、現在、シヤム派（ 8 支派。最大支派はマルワッタ支派とアス
ギリヤ支派）、アマラプラ派（21支派）、ラーマンニャ派（ 1 派）といった
3 つの宗派からなる［橘堂 2016b: 142-143］。宗派別僧侶数は、シヤム派
21,303名（約55％）、アマラプラ派10,254名（約26％）、ラーマンニャ派
7,458名（約19％）となっている［2006年の統計］。支派レベルで見ると13
支派が300名に満たない成員数で構成されている［橘堂 2013: 22］。また、
比丘尼サンガが近年復活しスリランカ内で広まりつつあるが、比丘サンガ
ならびに政府はこれを公認はしていない［橘堂 2016a: 141］。なおサンガ
組織を構成する規則について、スリランカでは国家の関与はなく、各宗派
がそれぞれ宗規をもってサンガを構成している［橘堂 2016c: 178］。また
それぞれの宗派に本末関係があるわけでもない［橘堂 2013: 20］。このよ
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うな事情から、スリランカの諸宗派を統合したサンガやその長であるサン
ガ・ラージャも存在せず、諸宗派を統合する国家法としてのサンガ法とい
うものもない。
　一方で、国家は、先述の憲法規定に基づき宗教関連の行政機関などを通
じて、多様な形で、サンガと仏教への支援活動を行っている（国家は他宗
教に関しても一定程度支援活動を行っている）。例えば仏教業務局のホー
ムページには、その業務として、寺院の登録、比丘と沙弥の登録、ダサシ
ルマータ（十戒を持する女性出家修行者）の登録、僧籍証の発行、仏教祭
礼の準備、寺院資産の管理補助（寺院の土地の貸付や宝石採掘権、木材伐
採移動権についての助言なども記されている）、仏教学校（仏教日曜学校）
へ の 様 々 な 支 援 な ど も 行 っ て い る ［Department of Buddhist Affairs 
2015a, 2015b, 2015c HP］。ただしこの資料からは、寺院建設修理や僧侶の
業務や役職者への補助金支出についての記載は見られない。
　スリランカでは国家の教育事業の一環に宗教教育が組み込まれている。
公立学校においては、小学校から宗教学習の時間が設けられている［Little 
2013: 8 ］。確かな情報とまでは言えないが、学生の登校する学校は、所属
宗教別に異なる傾向があり、それに合わせて宗教の時間に各自の所属宗教
の教えなど学ぶようである［コロンボ日本人学校 n.d. HP］。また主とし
て出家者向けの学校であるピリウェナも数多く存在し、教育省の管轄と
なっている［高桑 2016: 401、Ministry of Education Sri Lanka 2017 HP］。

３ 、ミャンマー

　ミャンマーの上座仏教国家が大きく変化するきっかけは、やはりイギリ
スによる植民地支配であった。1852年の第二次英緬戦争で下ビルマをイギ
リスに割譲したミンドン王は、国内の統治を確固たるものにすべく経典結
集などを行うが、賛同しない僧侶も多く、後の時代に公認 9 派となる宗派
が形成された。
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　1948年の独立後ウー・ヌ政権は、仏教国教化法案を1961年に提出する
が、非仏教徒少数民族などの不満が高まり、混乱状況を呈した［小島 
2009: 70］。これは軍事クーデターへとつながり、さらに国家による仏教擁
護の廃止と、サンガ管理のための組織化が進められた。1980年にはミャン
マーの諸宗派を集めた「全宗派合同サンガ会議」が開催され、「サンガ組
織基本規則」が定められた［小島 2009: 76-86］。その後軍事政権は、民主
化運動を抑圧しつつ、サンガへの支援を積極的に行うようになる。2008年
に新憲法が可決され、2010年に再び総選挙が行われ、軍事政権は終わりを
迎えた。
　ミャンマーの現在の総人口と宗教別人口（2014年の国勢調査）は、総人
口約5,149万人、仏教徒87.9％、キリスト教徒6.2％、イスラーム教徒4.3％、
その他1.6％となっている［SankeiBiz  2016/ 8 /12　HP］。仏教徒が大多
数を占めるが、西部チン州などでは仏教徒は少なく、ヤカイン州にはムス
リムが集住している。ミャンマーの僧侶（比丘と沙弥）数は約54万名

（2008年の推計）で［土佐 2012: 558］、約5,800万人の総人口（2008年の推
計）を踏まえると、総人口における僧侶の割合は0.9% となる。女性の出
家修行者であるティーラシンは 3 ～ 4 万人（2006年の推計）［平木　2016: 
145］とされている。比丘尼復興運動は、ミャンマーでは今のところ根付
いていない［飯國 2010: 47-52］。
　独立後のミャンマーでは、2008年に公布された現行憲法が 3 つ目の憲法
となる。1947年にアウン・サン主導で制定された最初の憲法は仏教に特別
の地位を与えていた。1973年にネー・ウインの軍事政権下で制定された第
2 憲法は、政教分離の意向が強く反映され、信教の自由が謳われ、仏教に
関する特別の地位などの規定が一切削除された。そして現行憲法は第 1 憲
法と同様に再び仏教の特別の地位についての規定が盛り込まれた。
　具体的には、第 8 章第361条に「国家は、仏教を国民の大多数が信仰す
るところの特別の名誉が与えられた宗教であることを認める」と記されて
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いる。加えて第 8 章第362条には「国家は、キリスト教、イスラーム教、
ヒンドゥー教及びナッ信仰を本憲法の権威が確立する日に国に存在する宗
教として承認する」そして第 8 章第362条で「国家は、承認している諸宗
教を可能な限り支援し保護する」としるされている。つまり仏教以外に 4
つの宗教（信仰）をいわば公認するというわけである。なお第 1 章第34条
には、「公序、国民の倫理、国民の健康、本憲法に含まれるその他の規定
に反しない限り、全ての国民は宗教（の事柄）において自由に告白する権
利及び自由に信仰する権利を等しく有する」といった形での、信教の自由
も謳われている。ただし、経済、財政、政治等の問題にかかわりがある場
合に宗教に関する自由の制限もありうるといった規定もある。その他、政
治目的における宗教の利用の禁止、聖職者には選挙権と被選挙権がないと
いった規定などもある［パーリ学仏教文化学会 上座仏教事典編集委員会  
2016: 573］。
　ミャンマーの宗教関連省庁としては、1991年に改組された宗教省があ
る。宗教省の傘下には、宗教局、仏教発展普及局、国際上座仏教布教大学

（外国人向けの教理教育を行う大学）が置かれている。仏教発展普及局は
国内外で上座仏教の普及を支援する組織であり、国内の少数民族への布教
支援なども行っている。また国家仏教大学（国内向けの仏教大学）も仏教
発展普及局の傘下にあり、政府による財政支援が行われ、山岳地帯への布
教活動の義務などが課されている［小島 2009: 110-111］。仏教教理に関す
る試験は主として政府主催で行われているが［小島 2009: 104］、民間主催
の試験もある［藏本 2014: 65］。なお、一般（在家者）国民向けの公教育
で、宗教教育は行われていない。
　1980年に開催された「全宗派合同サンガ大会議」で「サンガ組織基本規
則」が制定され、公認九宗派（トゥーダンマ派、シュエジン派、ムーラー
ドワーラ派、アナウッチャウンドワーラ派、マリードワーラ派、ウエルウ
ン派、フゲットゥイン派、マハーイン派、ガナウィモウッガドー派）［小
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島 2009: 85］からなる全国的なサンガ組織が形成された（比丘と沙弥の合
計比率［1994年の統計］としては、トゥーダンマ派が全体の約89％、シュ
エジン派が約 8 ％を占めている［小島 2009: 89］）。これによりサンガと国
家は、政治のトップレベルから村までくまなく行政と結びつくようにな
る。例えば、僧侶や沙弥は出家者の登録をサンガ組織へ報告し、さらに国
家機関にも報告がなされ、僧籍登録証が発行される［小島 2009: 95-97］。
加えて、女性出家修行者のティーラシンも、サンガに準じる組織として組
み込まれ、同種の登録証が発行されるようになった［飯國 2010: 7 ］。た
だし、「サンガ組織基本規則」は国家の法律ではなく、サンガ自身の規則
である。また全国的なサンガ組織は形成されたものの、それぞれの宗派の
独立性が高い。こういった点から、国家によるサンガ統制はあるものの、
各宗派やミャンマー・サンガによる自己管理が占める点も大きいと考えら
れている［小島 2009: 83］。例えば、サンガ内の裁判はサンガ内部で行わ
れる。ただし、サンガ裁判委員会の決定に従わないものがいた場合、政府
機関が決定の執行を行うべく関与することもある［小島 2009: 101-102］。

4 、タイ

　タイはイギリスとフランスによる植民地化の狭間で近代化を推し進め
た。仏教に関しては、19世紀初頭に、後の国王ラーマ 4 世が即位前の長期
出家時代に結成したタンマユット派が、パーリ聖典回帰の仏教改革を進
め、後にタイ国サンガの教学基盤を形成していった。
　また全国的な教育インフラを作ることを目的に、国境域内の僧侶・寺院
が全国的組織として束ねられた。その法的基盤となったのが「ラッタナ
コーシン暦121年サンガ統治法」（1902年）である。その後1932年に立憲革
命を経て、三権分立型の「仏暦2484年サンガ統治法」（1941年）が制定さ
れたが、1962年には開発独裁体制のサリット政権によって国家主導型の

「仏暦2505年サンガ統治法」（1962年）が制定され、サンガ・ラージャの権
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限が強められ、国王によるサンガ・ラージャの解任規定も盛り込まれた
［石井　1975: 218］。2505年サンガ統治法は、その後1992年と、2017年に改
訂がなされている。2017年の改訂で、国王がサンガ・ラージャを選出し任
命するという改訂が軍事政権によって行われている［Bangkok Post 
2017/ 2 / 7  HP］。
　タイの総人口と宗教別人口（2011年の統計）は、次のようになってい
る。総人口約6,407万人、仏教徒94.6％、イスラーム教徒4.6％、キリスト
教徒0.7％［矢野 2015: 204］。仏教徒が大多数を占めるが、南部国境地帯
ではイスラーム教徒の方が多数派となる県もいくつかある。また北部山岳
地帯の少数民族にキリスト教徒が比較的多い。2009年の統計では、タイの
僧侶（比丘と沙弥）数は約34万名で、該当年の総人口約5,800万人を踏ま
えると［矢野 2012: 560］、総人口における僧侶の割合は0.5％となる。女
性の出家修行者であるメーチーは1.5～ 2 万人程度いるとされ、また1969
年にはタイ・メーチー協会が設立されており会員は約5,000人とされてい
る［伊藤 2016a: 332］。さらには、比丘尼となる女性修行者も近年増えて
きており、2015年に約100名の比丘尼がタイにいるとの報告がある

［Thairath 2556/11/26 HP］。
　現在の憲法は、2017年 4 月に官報で告示された第20憲法である。宗教関
連の条項としては、第 2 章・国王・第 7 条に、「国王は仏教徒であり、か
つ宗教の至高の擁護者である」といった規定があり、これは1932年の第 2
憲法以後つねに記されてきた条項である。また、第 4 章・タイ国民の義
務・第50条には、「民族、宗教、国王および国王を元首とする民主主義政
体を保護し維持する義務を負う」と、タイの国是が謳われ、また僧侶など
の聖職者に選挙権と被選挙権が無いことなども別の条項で述べられてい
る。信教の自由に関する条項は、第 3 章・タイ国民の権利と自由・第31条
に掲げられているが、第 6 章・国の基本政策方針・第67条では、「国は、
仏教およびその他の宗教を、擁護し庇護しなければならない。大多数のタ
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イ国民が長きにわたり信仰してきた宗教である仏教を擁護し庇護するにあ
たり、精神と智慧を向上させるために、上座仏教の仏法を学び広めること
について国が奨励し支援しなくてはならない。また、国は仏教がどのよう
な形であれ破壊されることから守られるように基準や方法を定め、仏教徒
がこの基準や方法に貢献できるよう奨励しなくてはならない。」と、上座
仏教を特別視した国家による支援の必要性が、これまでのいかなる憲法に
も 見 ら れ な い ほ ど 強 調 さ れ て い る［Ratthathmmanun haeng 
rachaanacakthai Pho. So.2560］。なお仏教・イスラーム・キリスト教・ヒ
ンドゥー教・シーク教の諸団体が、「種々の宗教に関する宗務局規則」

（1969年）に基づき国家によって公認されている［西本 2009: 514］。
　タイの宗教関連行政に携わる中心的な省庁は、1889年の「文教庁」とし
て始まり、数度の組織改編を経て1926年に「文教省」、1941年に「教育省」
内の「宗務局」となった［林 2009: 244］。またイスラーム教徒は内務省管
轄、キリスト教徒は外務省管轄など分担がなされていたが、1964年からは
概ね宗務局の管轄となった［西本 2009: 514］。しかし現在でもモスク登録
や華人廟の管理などは内務省の管轄になっている［林2005: 76　Kataoka 
2012: 465-469］。その後2002年に、宗務局のサンガ支援・統制の部局だけ
が独立機関の「国家仏教庁」となり、宗務局の残りの部署は、新設の「文
化省」内の「宗務局」となり、仏教および仏教以外の宗教の宗務に携わる
こととなった［林 2009: 244］。国家仏教庁は主としてサンガへの、宗務局
は一般仏教徒とその他宗教の活動を支援し、補助金を支出している。また
教育省の中に、公立学校のカリキュラム編成や教科書内容の基盤づくりな
どを行う部署があり、そこでは、一般在家者向けの公立学校で使用する仏
教科目の学習内容の作成や教科書検定などを行っている。加えて、学校教
育全体を仏教的に再編する仏教式学校プロジェクトの実施や、 2 つの仏教
大学（学生の多くは出家者）およびイスラーム学校の監督なども教育省の
業務である［矢野 2017: 127-178］。また、メーチーや在家女性信徒向けの
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教育機関マハーパチャーボディー長老尼大学が1999年に設立され、マ
ハー・マクット仏教大学（タンマユット派）に付属している［伊藤　
2016b: 443］。その他にも、いくつかの省庁の部局などが、仏教と関わる
プロジェクトを行っているケースが見られる［矢野 2017: 111-126］。
　タイのサンガは、先述の1902年の「ラッタナコーシン暦121年サンガ統
治法」（現行法は、1962年サンガ法の2017年改訂版）によって形成された
全国組織である。このサンガ法は、国家による法律であり、サンガの自主
的自律的な規則ではない。タイ国サンガは、国家からの自立性の低い公設
団体といえよう（イスラームに関しても、同種の全国的なモスクの組織化
がなされている）。タイ国サンガの中には、王室と関連の強い少数派のタ
ンマユット派と、在来の諸集団をまとめたマハー・ニカーイ派（サンガ全
体の約89％の僧侶数を占める。2009年の統計）がある。それぞれの宗派別
に組織が形成されているが、サンガ全体を監督する長老会議は、組織の頂
点を占める 1 名のサンガ・ラージャを中心に、両派の高僧達から構成され
ている。サンガ・ラージャも特定宗派には限定はなされていない。また華
人系・ベトナム系の大乗仏教の寺院や僧侶もタイ・サンガに組み込まれて
いる。なお、女性出家修行者のメーチーも独自の組織を持っているが、サ
ンガには属していない。また比丘尼について、サンガはこれを認めず静観
状態を保っている。
　タイでは公立の学校において宗教が必修科目として定められている。公
認された、仏教・イスラーム・キリスト教・ヒンドゥー教・シーク教の諸
団体に即し、形式上はこれらの宗教について選択して学習することができ
るが、多くの場合仏教を選ぶことになる。2003年からは、派遣された僧侶
が仏教の授業を担当するケースも増えている［矢野 2017: 199-203］。なお
タイ南部地域やムスリム集住地区の学校などでは、イスラーム学習が選択
されることが多い。



109（12）

5 、ラオス

　ラオスの上座仏教国家の体制は、19世紀末からのタイのタンマユット派
と［池上 2016: 153］、1899年からのフランス領インドシナ連邦への編入に
よって影響を被ってきた。その後1947年には、王国憲法が公布され、仏教
を国教化し、国王はその至高の擁護者と記された［小林・吉田 2011: 
302］。1949年にはフランス連合内のラオス王国として独立する。しかしそ
の後、親米派の「王国政府」と、社会主義・共産主義を掲げる「パテー
ト・ラーオ」に国が二分され内戦へと至った。仏教界もまた、二分されて
いった。
　一方の「王国政府」側では、サンガ法に相当する「サンガ規則を定める
勅令第62号」が、1951年に公布され、国内サンガの統一が図られた。さら
に1959年に「サンガ勅令160号」が交付された（1962年と1970年に改訂）

［小林・吉田 2011: 303］。他方「パテート・ラーオ」側では、革命支持派
の僧侶が第 1 回全国サンガ代表者大会を1956年に開催し、「ラオス仏教協
会」を結成しサンガの組織化を図った［小林・吉田 2011: 304］。
　内戦は1975年に終結し、人民革命党の指導によるラオス人民民主共和国
が設立され、王制だけでなくタンマユット派も廃止された。当初は党政府
による僧侶への統制的介入が極めて強かったが、1986年に社会主義下での
自由化が進められ、仏教への抑圧的な政策も緩和された ［小林・吉田 
2011: 306］。1989年には、第 3 回全国サンガ代表者大会が開催され、「ラオ
ス仏教協会」を「ラオス仏教連盟協会」として再編し、政府公認の統一サ
ンガ組織が形成された。
　ラオスの総人口と宗教別人口（2010年の統計）は、次のようになってい
る。総人口約620万人（ただし別の資料では約570万とされている［吉田 
2011: 562］）、仏教徒66.8％、民間信仰30.7％、キリスト教徒1.5％［矢野 
2015: 204］。仏教徒が大多数を占めるが、非仏教徒の少数民族も多い。
2011年の統計では、ラオスの僧侶（比丘と沙弥）数は約 2 万 4 千名で、総
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人口における僧侶の割合は約0.4％となる（6）。女性の出家修行者である
メー・カオは478人いるとされている［吉田 2016b: 463］。比丘尼について
の報告は見られない。
　ラオス最初の憲法は1947年の王国憲法であるが、現行憲法は、社会主義
ラオスによる1991年公布（2003年改訂）の憲法である。その第 1 章第 9 条

「宗教活動の尊重・保護」には、「国家は、仏教徒及び他の教徒の合法的な
活動を尊重し及び保護する。国家は、比丘、沙弥及び宗教の聖職者が、祖
国及び人民のために有益である活動に参加するよう動員し及び奨励する。
宗教の間及び人民の間を分裂させるあらゆる行為は、禁止する」と謳われ
ており、国家による仏教および他宗教の尊重・保護とともに、宗教者の国
家への協力や宗教的な争いの禁止などが盛り込まれている。また、第10章
第90条では、国章のデザインの一部に、ラオスの有名な仏舎利塔タート・
ルアンが組み込まれていることが明記されている。なお社会主義国の憲法
によく見られるものであるが、第 4 章第43条「ラオス国民は、宗教を信仰
し、または信仰しない権利及び自由を有する」のように、信仰しない権利
や自由も謳われている［パーリ学仏教文化学会 上座仏教事典編集委員会 
2016: 574］。
　サンガの管理については、党政府や行政組織、ならびにラオス人民革命
党中央委員会・大衆組織部の管轄下にあるラオス国家建設戦線なども関
わっている［吉田 2009］。2002年に公布された「宗教活動の管理・保護に
関する首相令第92条」では、仏教以外の宗教に対する党政府の方針が記さ
れ、それらの宗教集団は、ラオス国家建設戦線に登録申請することが必要
とされている。またこの首相令では、国家が公認する宗教を、仏教・キリ
スト教・イスラーム・バハイ教としている［小林・吉田 2011: 319］。
　サンガ統治法に関しては、先述のように、王国政府がサンガ法に相当す
るものを公布した経緯があるが、社会主義体制下のラオスにおける初のサ
ンガ法は1998年に布告されたものである。後者のサンガ法は、第 4 回全国
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サンガ代表者会議で採択され、その後首相が承認し布告する国家の法律と
なっている。なおサンガ法は、2005年に改訂されているが、基本的には
1998年サンガ統治法が踏襲されており、改正点は「仏教連盟協会の各部局
の業務と管理職の条件規程および出家資格制限を明確化し、出家者の管理
や宗教資産運用に関する地方レベルの権限を拡大」した点などにある［吉
田 2009: 785］。現行サンガ統治法には、サンガの組織構成だけでなく、党
政府が仏教・比丘・沙弥を保護・育成すること、在家戒の男女修行者も比
丘や沙弥と同様に管理対象とすること、出家者や修行者は郡長や村の行政
委員会が交付する出家証明書を取得すること、出家者や修行者は身分証を
携行すること、僧は社会の治安維持に携わり、人々の迷信・享楽・浪費を
やめさせ、文化を振興し、生薬を研究して病気を防ぎ、経済の振興などに
協力することなども記されている［吉田 2009: 791-793］。
　ラオスでは、世俗者向けの公教育において宗教教育はなされていない。
ただし、出家者向けのサンガ学校（小学校、中学校）は、党政府により世
俗教育が導入され、また無償教育機関として全国的な制度化が行われた。
これらの学校は、貧困層や地方出身者への教育支援機能を果たしている。
加えてビエンチャン（1996年）とチャンパーサック（2006年）に仏教大学

（サンガ・カレッジ）も設置された。また、王国政府が1967年に設置した
仏教教育研究所は、党政府によりサンガ教員養成学校として改組されてい
る ［吉田 2016a: 267］。

6 、カンボジア

　カンボジアも19世紀にはシャム（タイ）の影響を強く受け、1854年にト
アンマユット派（タンマユット派のクメール語発音）が創設されている。
多数を占める在来派は、モハー・ニカーイ派（内戦後はマハー・ニカーイ
派に発音が変更）としてまとめられた。
　1863年にカンボジアはフランスの保護国となるが、シャムへの僧侶留学
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は続いた。シャムの影響力を排除したい植民地政庁の思惑もあり、クメー
ル語訳三蔵の編纂事業（1880年）や、カンボジア国内のパーリ語学校の設
立（1909年）などが、王令として発せられた［小林 2009: 35、笹川 2016a: 
156］。1906年には、改革寺院学校が設立され、従来の寺小屋教育をもとに
在俗の児童への教育を行う制度も作られた［笹川 2016c: 232］。なお、植
民地期のサンガ統制は、サンガ法に相当する王令や政令によってなされて
いた。例えば、「1919年 7 月25日王令46号」と「1943年 2 月 9 日王令12号」

（1946年 1 月12日王令157号によって改訂）が交付された。後者は、その後
のカンボジア・サンガの基盤となる。
　1946年にフランス連合内の自治国として独立したカンボジア王国は、
1947年に憲法を制定し仏教を国教と定めた。1953年には完全独立を果し
た。しかし、政情は安定せず、1970年のクーデターから内戦へと突き進ん
でいった。その後急進的な共産主義革命を掲げる民主カンプチア（ポル・
ポト政権）が政権を取り、多くの住民が過酷な支配のなかで命を落とし
た。寺院も破壊され僧侶も強制還俗させられた。
　民主カンプチアの支配は、1979年に隣国ベトナムの介入によって終結を
迎える。新たに政権に就いた人民革命党は、サンガの復興も行った。ただ
し政府がベトナムから招聘した僧侶による出家式のみが公式に認められ、
出家資格も国策に反しないよう制限が設けられていた。 ［小林 2009: 42］。
　1989年にカンボジア政府は社会主義を放棄する。また上座仏教を国教と
定め、出家年齢の制限も撤廃した［小林 2009: 43］。1991年にはフランス
からシハヌーク前国王が帰国する。またタンマユット派も復活し、サンガ
は二派体制に戻った［笹川 2016b: 159］。そして1993年にカンボジア王国
が成立し、新憲法（現行憲法）を制定した。この憲法においても仏教は国
教として定められている。
　カンボジアの総人口と宗教別人口（2010年の統計）は、次のようになっ
ている。総人口約1,414万人、仏教徒96.9％、イスラーム教徒2.0％。カン
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ボジアの僧侶（比丘と沙弥）数は約5.5万名で、総人口における僧侶の割
合は約0.4％となる［矢野 2015: 204］。ドーン・チー（女性の出家修行者）
は約 1 万人いるとされている［高橋 2016b: 364］。またドーン・チーと在
家女性を会員とする「カンボジア尼僧女性信徒協会」が1955年に設立さ
れ、約 2 万人の会員（2011年）を擁している［高橋 2016a: 262］。比丘尼
についての報告は見られない。
　現行憲法では、第 3 章・クメール市民の権利及び義務・第43条に、「ク
メール市民は、性別を問わず、信仰の自由の権利を有する」、「国家は、他
人の信仰に影響を及ぼさず、公共の秩序及び安全を侵害しない限り、信仰
及び礼拝の自由を保障する」、「仏教は、国教とする」とあり、一方で信教
の自由を謳いつつ、他方で仏教を国教としている。また第 1 章・王権・第
4 条では、「カンボジア王国の国是は「民族、宗教、国王」とする」と記
され、加えて第 2 章・国王・第13条では、上座仏教マハー・ニカーイ派と
トアンマユット派それぞれの大管長が王位継承評議会の委員に含まれると
記載されている。さらに、第 6 章・教育、文化及び社会・第68条には、

「……政府は、パーリ語学校及びプッティカ・セクサー（7）を普及させ、発
展させる」といった、仏教を特に重視する規定が定められている［パーリ
学仏教文化学会 上座仏教事典編集委員会 2016: 574-575］。
　宗教省（英語表記は Ministry of Cults and Religion）は2011年に改組が
行われ、宗教総局と総務財務総局から構成されるようになった。宗教総局
には、仏教業務局、他宗教局、社会参加仏教研究普及局、宗教関連争議処
理局、仏教研究所が設置されている。宗教省は、宗教団体の管理・統制
や、仏教教育の振興、宗教関連の研究と出版、布教支援その他の業務を
行っている［Ministry of Cults and Religion 2011: 2 -3,4］。サンガの年次
集会の開催費用などに対しても、国からの補助金が支給されている［小
林・吉田 2011: 275］。
　カンボジア・サンガを構成する法規は、「1919年 7 月25日王令46号」と
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「1943年 2 月 9 日王令12号」（1946年 1 月12日王令157号によって改訂）で
あり、1953年の独立後に、実質的にサンガ法として機能してきた。前者は
行政区分と寺院領地管区を一致させることや、宗派争いや僧侶の法律違反
に行政が介入できることなどが定められており、後者においては、マ
ハー・ニカーイ（モハー・ニカーイ）派とトアンマユット派のそれぞれの
長を頂点とした位階的な組織化が定められている ［笹川 2016d, 2016e: 
321］。なお、カンボジアのサンガは、僧侶数の約98％を占めるマハー・ニ
カーイ派と少数派のトアンマユット派の二派で構成されており［笹川 
2016a: 156］、両派を統一して束ねるサンガの長の役職は設置されていな
い。
　また僧侶は選挙権を持っているとされているが、それを行使するかどう
かは僧によって意見が分かれている［小林 2009: 56-57］。出家者向けの仏
教学校も全国的に制度化されているが、これは宗教省が管理している。な
お、制度化した宗教教育とまでは言えないが、カンボジアの在家児童向け
の公立学校の国定教科書の中には、善因善果・悪因悪果の因果応報を説い
ている箇所も見られる［大坪 2016: 18-19］。

７ 、補足と考察

　以下、いくつかの補足を述べ、最後に若干の考察を行いたい。
1 ）上記の諸国家が支援と統制の対象としているのは、上座仏教だけでは

ない。むろん上座仏教が多数派を占める地域であるため、国家がまず
対応しようとするのが上座仏教であることは間違いない。しかし、そ
れ以外の諸宗教（大乗仏教、イスラーム、キリスト教諸派、その他の
宗教集団）も、様々な形で国家の支援や統制を受けている。

2 ）これまで述べて来たことは、国家レベルの制度的側面から見た仏教や
他宗教の位置付けに限定されたものである。超俗の悟りを目指す仏教
の思想と実践や、生活に埋め込まれた民衆の仏教などとは、関わりが
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あるものの、それとは異なる為政者視点で構成された仏教もしくは宗
教である。それは国家の正当性の確保そして国家統合など国家運営の
ために諸宗教を活用することを前提とし、宗教集団や人々の信仰を統
制し、標準化しようとする面がある［林 2016: 163］。

3 ）しかしこのような国家レベルの標準化は、必ずしも完全に遂行される
とは限らない。国家の制度化された宗教の視点は、確かに強力であ
り、国民の思考様式を一面で強く規定している。しかし、標準化に抗
する動きは様々なところで見られる。例えば、タイとミャンマーの国
境域にあるタイ北部のメーホーンソーンなどでは、僧侶の多くが、
ミャンマーから渡って来たタイ国籍を持たないシャン人であり、その
ため、タイ政府はこれらの僧侶を正式な僧侶とはみなさない。しか
し、一般の在家信徒にもシャン人が多く、タイ国籍を持っている者も
いる。したがって、タイ国籍のないシャン人僧侶も、この地域の仏教
行事を成り立たせるのに必要とされている［村上 2009］。また1980年
代以降のブンチュム師の活動は、ミャンマー・タイ・ラオス・中国の
国境地帯を遊行し、この地にかつてあった仏教圏を再興するようなも
のとなっている［馬場 2016: 164-165］。さらにタイ都市部でも、1970
年代から現れた仏教運動の中には、タンマガーイ寺院のように独自の
瞑想を強調する団体や、サンティ・アソークのように、サンガを鋭く
批判し独自の仏教集団を形成するようなケースもみられる。

・
　次いで、本稿でまとめた政教関係情報の比較から得られる特徴について
の考察を示しておきたい。
1 ）上座仏教徒が多数派を占める全ての国が、宗教とりわけ上座仏教に対

して支援や統制といった介入を行っている。唯一、厳格な政教分離を
取ろうとしたのは、奇しくも植民地時代のイギリスによる統治くらい
である。
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2 ）これらの国々の現行憲法では、上座仏教の特別待遇と信教の自由とい
う、異なる理念が並存する憲法規定を取る国が多い。そこに思想的に
そして実際的に軋みが生じていないかどうか、あるいは軋みをどのよ
うに改善しようと試みてきたのか、政教分離がどう解釈されてきたの
かについて、熟考してみる必要があるだろう。

3 ）イギリスの統治下にあり、政教分離政策を経験したスリランカやミャ
ンマーでは、王室も衰滅し、サンガも多くの宗派や支派に分かれてい
る。そしてこれら宗派の自立性の高い国で、政治僧や排他主義を掲げ
る運動が顕著にみられる。逆に言えば、国家によるサンガ統制が強い
国では、サンガの自立性は低く、治安面での統制も行いやすいという
ことだろう。なお王室に関しては、社会主義政権下のラオスやカンボ
ジアでも、衰滅や影響力の衰退がみられるので、むしろ王室の強い影
響力を保ってきたタイは特殊ケースと言えるだろう。

4 ）スリランカを除き、国家規模でのサンガの統一組織や連合体は、国家
の法律や意向を基盤に形成された公設集団と言える。とはいえ、実際
には各国のサンガ統合の様子はだいぶ異なる。スリランカには統一サ
ンガは存在しない。ミャンマーは宗派の連合体としてのサンガになっ
ている。カンボジアは二派を統合するサンガの長は存在しないが、カ
ンボジア・サンガとしての一定のまとまりはある。タイは二派を統合
するサンガ組織がありサンガの長であるサンガ・ラージャも存在す
る。ラオスでは旧宗派は解体され、 1 つの組織に改編されている。

5 ）国により人口規模がかなり異なり、さらに僧侶や修行者の規模や比率
もだいぶ相違がある。スリランカやラオスは国の人口規模も小さい
が、加えて上座仏教徒の比率も他国に比べて小さい（スリランカでは
総人口の約70%、ラオスでは約66%）。しかも上座仏教の本家として
の自負を持つスリランカでは、僧侶の人口比率が他の国と比べて最も
低い。逆にミャンマーでは僧侶数（半数は沙弥）も比率も飛びぬけて
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高い（スリランカの僧侶数約 4 万、僧侶比率0.2％、ミャンマーの僧
侶数約54万、僧侶比率0.9％）。

6 ）国家主導の政教関係からサンガが自立する方法の 1 つは、国家を超え
た組織を形成することにあるだろう。スリランカの内戦終結やアセア
ン共同体構想の進展、あるいは各国の仏教大学における僧侶の国際交
流など、この地域を縦横に結ぶ可能性が開きつつある。しかし宗派の
数や位置づけ、国家レベルでの組織的統一性の程度、僧侶数およびそ
の割合、そして使用する言語など、この地域の上座仏教サンガは、
様々な点で状況を異にしている。これらを踏まえると、国家を超えた
上座仏教サンガが実体化することは当面難しいと思われる。

　最後に、上記で触れていない、政教関係に関わる今後の変化の可能性に
ついて、（政治体制の変化は脇に置き）宗教側の変化要因をいくつか指摘
しておきたい。まず、移民増加の影響が近いうちに現れる可能性が考えら
れる。例えばタイでは、国境域だけでなく都市部でもミャンマーなどから
の労働者を多く抱え、彼らは定住化し二世もタイで生まれている。他方で
タイ国民は今後急速に少子高齢化へと突き進む。このような状況は、出家
者を構成する民族や年齢層の変化に少なからず影響を与えることだろう。
加えて、IT 上での新たなネットワーク形成もみられる。反ムスリムを掲
げた仏教徒の排外主義者のネット上のつながりなど、実態がとらえにくい
現象も増加する可能性がある。こういった点が今後、上座仏教圏の政教関
係に影響を与えるのではないだろうか。また、西洋諸国を含む他の国々で
独自の上座仏教団体が形成されている。まだ少数派ではあるが、国家を超
えた上座仏教徒のネットワークを形成する際には、重要な役割を持つ可能
性もあるだろう。
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註
（ 1 ）本研究は科研費の基盤研究 B・16H05712 および基盤研究 A・

16H01895 の助成を受けたものである。
（ 2 ）本稿は、『東南アジア文化事典』（丸善出版）において筆者が担当し

た「仏教と国家」の項目執筆用のメモが元になっている。事典項目は
ごく短い文章で、またスリランカに関しての記述が十分ではない。そ
こで本稿を事典項目の末尾に参考文献として掲げ、補足説明を得られ
るように試みた。

（ 3 ）宗教的にはヒンドゥー教徒やキリスト教が多い。また民族と宗教の
結びつきは、むしろ近代以降に強調されていったものといわれている。

（ 4 ）上座仏教圏の国々の総人口と宗教別人口比は、［矢野 2015: 204-205, 
外川 2015: 302］に一覧表が掲載されている。ただし、ミャンマーに関
しては2014年に30年ぶりに行われたセンサスの結果があり、これは反
映されていない点に注意されたい。

（ 5 ）上座仏教圏諸国の現行憲法における宗教関連規定については、『上
座仏教事典』の資料編572－576頁に詳細が記さている。ただしタイは
その後2017年に新たな憲法を制定している。

（ 6 ）総人口約620万人の場合、0.35を繰り上げて約0.4％。総人口約570万
人の場合は、0.42で繰り下げて約0.4％。

（ 7 ）カンボジアの仏教教育課程。パーリ語や教理学習が中心であるが世
俗科目も含まれている。
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