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ミャンマー、ピュー族の古代都市シュリー・クシェートラ：記憶、伝承、遺産と村落共同体

はじめに

　本稿で扱うのは、ミャンマーのピュー族の古代都市群の１つシュリー・クシェートラ［Srī 

K etra］（１）で生活している人々の村落共同体に残っている古代都市の遺産と景観、そしてそれに

纏わる記憶と伝承についての考察である（２）。ピュー族は、チベット・ビルマ語族で、シュリー・

クシェートラは、エーヤーワディー［Ayeyarwady］川（旧名イラワディー［Irrawaddy］川）

流域の乾燥地帯に建設されたほかのピュー族の古代都市ハリン［Halin・Hanlin］（ハンリンヂー

［Hanlingyi］）とベイッタノー［Beikthano］と共に2014年にミャンマー初の世界遺産（文化遺産）

として認定された。ミャンマーの考古学者ススとウィン・チャイン（Su Su and Win Kyaing 

2014: 1）や歴史家である二人のアウン-トゥィン（Michael and Maitrii Aung-thwin 2012: 63）に

よると、ピュー期は紀元前２世紀頃から９世紀頃とされ、ヒンドゥー教の影響を残しながらも仏

教を基盤にした国家が建設された。中国人の間では、ピュー族は「驃」として知られていた。

ピュー族の古代都市群の中では、シュリー・クシェートラが最大規模の都市であったが、中国の

南西部に起こった南詔［Nanzhao］によって832年に侵略され、約3,000の人々が拓東（昆明）へ

強制移住させられた（奥平 1994: 6-7）。この侵略により、王国内の部族間の統一が壊され、中心

的な３民族のピュー、カンヤン［Kanyan］とビルマ人は他の地域に移住した。ピュー族の王族

たちは、衰退した王国を後にしてパガン地域に移住して、王権は後にパガン［Pagan］王朝（３）（９

～13世紀）に継承された（地図１）（奥平 1994: 5-7；Aung-thwin 2012: 71-78）（４）。しかし、パガ

ン王朝時代でもシュリー・クシェートラは完全に放棄されたわけではなく、宗教建造物と地域住

民が存在する古代都市として存続した。７キロ西にあるエーヤーワディー河畔のピェー（ピィー）

［Pyay］（プローム［Prome］）（５）は、恐らくシュリー・クシェートラの港であったが、13世紀に

行政と経済基盤がここに移され、中国やライバルのパガンの侵略から守られるような高い煉瓦の

壁を伴った砦が建設された（Su Su and Win Kyaing 2014: 1-2；MCRUM 2013b: 13）。

　「記念碑、像、遺物、国立の歴史公園、記念祭、祝賀会などが誇示する公的な歴史は」、シャッ

ケル（Shackel 2001: 3）が述べているように、「様々な集団がお互いの絆を見つけ出すための共

通の歴史を生成する神話を造り出す」（筆者訳）。もし、そのような神話や歴史に挑む被従属集団
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が存在すれば、歴史の解釈や、何を忘れて、何を記憶するかの選択も異なっていたと思われるが、

ピュー族の歴史や文化は、後に台頭してきたビルマ族に吸収され、ビルマ族の先史のような位置

づけになっている。現在ピュー族を名乗る人々は存在せず、シュリー・クシェートラで暮らして

いる人々の多くも、自分たちはピュー族の子孫であるが、身体的にも文化的にもビルマ人と混淆

していると信じている。遺伝的継承の事実はともかくとして、彼らは先祖から伝承されてきた

ピュー期の豊かな神話、集合的記憶や伝承を保持していることから、ピュー文化の継承者である

とは言えるだろう。

　日本ではこれまでシュリー・クシェートラを中心として書かれた論文は、私が知る限りでは皆

無で、世界的に見てもシュリー・クシェートラについての学術論文や論文の一部は、歴史学や考

古学が中心である（Aung-Thwin 2012: 63-78；Moore 2007: 129-248）（６）。ましてや、シュリー・

クシェートラの人々が古代都市の城壁内とその周辺でどのようにピュー時代の歴史や文化を認識

して語り継いでいるか、また、ピュー時代の遺産をどのように使って生活しているかについては、

歴史学や考古学を専門とするミャンマーや欧米の研究者が多少触れている以外まだ十分に研究さ

れていない。このような理由から、本稿がミャンマー研究、そして文化遺産研究や社会・文化人

類学研究に多少なりとも寄与することができれば幸いである。

１．古代都市シュリー・クシェートラの歴史と遺産

　シュリー・クシェートラはサンスクリット語であり、ビル

マ語では「栄光の地」や「恵まれた平野」という意味のタ

イェー・キッタヤー［Thaye Khittaya］と呼ばれている

（Moore 2007: 167；Win Kyaing 2010: 1）。地域住民によると、

シュリー・クシェートラが建設される前には、この地は「隠

地図１　ピュー族の城郭都市の分布
［https://ja.wikipedia.org/wiki/ピュー］

地図２　ピェー市とシュリー・クシェートラの位置関係
（Ministry of Culture, Republic of the Union of Myanmar 2013a: 3）
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者［hermit］のまち」と呼ばれていた（７）。年代記によると、仏教都市シュリー・クシェートラ

の建造者は、上ミャンマーのダガウン［Tagaung］から来た人々の子孫で、ドゥッタバウン王

［King Duttabaung］と呼ばれている。上ビルマの人々の南下の理由については、伝承によると、

３年間雨が降らなかったことにあるという。シュリー・クシェートラは、水や気候にも恵まれて

いたようで、その繁栄は約600年間続き、合計で25代の王が支配したとされている（地図３）。

地図３　シュリー・クシェートラ古代都市と歴史的建造物の看板
（筆者撮影2015年８月26日）
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ピュー語で刻まれた古代の碑文に、５～７世紀と７～８世紀の２つの王朝の記録が残されている

（Win Kyaing 2010: 1）。

　現在シュリー・クシェートラは、バゴー地方域ピェー郡に属し、ピェー市の東に位置している

が、ピェー市が拡張して東方にあるシュリー・クシェートラの西側の一部に侵食している

地図４　シュリー・クシェートラ：村の位置を表す地図
（提供：文化省考古学・国立博物館局世界遺産課）
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（MCRUM 2013a: 32；Su Su and Win Kyaing 2014: 1）（地図２、４）。

　シュリー・クシェートラの古代都市は、約30平方キロメートルの広さがあり、周囲を円状に約

14.6キロメートルの煉瓦造りの城壁に囲まれ、外側には濠が廻らされている（Moore 2007: 167）。

12の門があると中国の年代記『新唐書』には書かれているが（奥平 1994: 6）、９つの門（８）のみ

名前が残っていて、ミャンマーの文化省の考古学と国立博物館局の専門家たちによって考古学発

掘が行なわれた。古代都市の建造物には、ほかに、僧院、仏塔［hpaya］、王宮跡、ベイッタノー

女王の墓などがあり（地図３）（Aung Aung 2012: 69-73；Win Kyaing 2010: 2-25）、王は９つの

池を造ったと言われている。城壁内には、現在23の村があり、フモーザー［Hmaw-za］（中央部、

14集落）（９）、モウッ・シェ［Mok-she/Hmok-she］（西部、６集落）（10）、トウィン・ビェー［Twin-

bye］（東部、３集落）（11）の３つの地域に分類されている（地図４）。2007年の統計では、シュリー・

クシェートラの人口は7,243人である。住民の中には商売をしている者、公務員や教員をしてい

る者もいるが、多くの住民は農民であり、市壁内外にも水田、畑、果樹園がある。現地の考古学

フィールドスクールの校長ウィン・チャイン氏によると、たびたび洪水被害に見舞われるピェー

市と違って、シュリー・クシェートラは、洪水が起こらないような比較的高い土地に創られてお

り、濠や灌漑水利が現在もうまく機能している（12）。

　今日、ヤンゴンへ出荷するために野菜、花、果物が各村の数か所に集められ、トラックが毎日

集荷にやって来る。農耕には、古代の水路、濠、貯水池が現在でも活用され、古い仏塔脇には多

くの場合僧院があり、宗教生活には欠かせない存在である。古代の主な建造物、村や僧院の名称、

池や丘（塚）などの地名に関しては豊かな伝承が語りつがれており、精霊信仰も仏教と共に人々

の生活に密接な関係がある。シュリー・クシェートラは、このように古代の遺産を現在も人々が

活用していることから、単に朽ち果てて廃墟となって忘れ去られてしまった遺産ではなく、カン

ボジアのアンコール遺産のように、今でも人々の記憶に深く根ざし、様々な形で生活に活用され

ている「生きている遺産」［living heritage］（Miura 2004；三浦 2011）と言えるだろう。

２．神話、伝承と遺産

　シュリー・クシェートラに関する神話や伝承は多いが、ほとんどが創設者ドゥッタバウン王に

関するもので、地域社会で広く語られている。王の名前を特定していない場合でも、どの王かと

尋ねると、たいてい「ドゥッタバウン」と答える。この王が仏教都市を創設したことについては、

次のような伝承が残っている。

シュリー・クシェートラの創設に関する神話、伝承と遺産

仏陀がエーヤーワディー川の向こうの山にお出ましになった。この山に２匹のモグラがいた。

雄のモグラは、仏陀に土地を寄進したところ、仏陀は微笑んだ。そこで、このモグラは、仏
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陀がなぜ微笑んだかについて尋ねた。すると、仏陀は、「何年か後にここに大きな都ができ、

仏教の都となるかも知れない。そしてこの都は、ドゥッタバウン王によって造られるだろう」

と答えた。また、仏陀は、雄のモグラがドゥッタバウン王になり、雌のモグラが女王になる

ことを予言した。

　多くの年月が流れて、ドゥッタバウン王が都を作るために、ナーガ［naga］（ヒンドゥー神話

の蛇）（13）に乗って牛皮を細長く裂いた紐を巻きつけた棒を地面に差して土地の広さを図ったとい

う。この謂れがある場所がサッタイン・パヤー［Settine/Settaing Hpaya］（標的柱の仏塔/都の

中心の塔）（図１）といい、シュリー・クシェートラの中心にある。ここで2010年頃まで儀礼が

行われ、仏陀に供物（花、食物、水、蝋燭、線香、お金など）を捧げ、その後に踊りやスポーツ

を楽しんでいたが、多くの長老が亡くなり、古い信仰も薄れて、今はこの仏塔ではなく、王宮の

北東の隅にあるシュエ・ナン・ウー［Shwe-nan-oo］（金色の宮殿の前）（図２）という仏塔があ

る僧院で太陰暦のダバウン［Tabaun］（３月頃）に満月を挟んで３日間儀礼が行われるように

なった。

　ほかによく知られている伝承は、北にあるナーガ・トゥン［Naga-tung/tount］（「ナーガが蛇

行する」の意）門に纏わるものである（地図３）。伝承によると、ドゥッタバウン王はナーガに乗っ

ていたが、ナーガは自分よりも強いガロン［Galon］という名の神話的蝙蝠（ガルーダ/ヒンドゥー

神話の鳥）を見て恐れをなして蛇行したと言われている。二重の市壁のある門の入り口から壁内

へ続く道は、大勢の敵軍が一度に入るのを防ぐために狭く蛇行している。ドゥッタバウン王は、

ガロンに向けて弓矢を放ち、ガロンは地面に落ちて［ヂャ］死んだという（14）。ミョウ・ゾウ

［Myo-zo］村の近くにはガロン・ヂャ［Galon-kya］という名の古刹（図３）があり、20年程前

まで近くにあるミョウ・ゾウ村、トウィン・ビェー村、コン・ヨウ［Kon-yo］村によって雨乞

いの儀礼が行われていたという。

図１　サッタイン・パヤー
（筆者撮影2015年８月21日）

図２　シュエ・ナン・ウーの仏塔と
王宮跡（筆者撮影2015年８月31日）

図３　ガロン・ヂャッ僧院
（筆者撮影2015年８月21日）
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　神話の登場人物はこのように超自然的な存在である場合が多く、世界の創造と始まりについて

の物語である。エリアード（Eliade 1963: 6）は、神話の超自然的な存在の役割について、次の

ように述べている。

「神話は、様々な、かつ、時折劇的な形で神聖性を突き破って『世界』が創設され、今日あ

るように創造されたことを語る。超自然的な存在の仲介を経た結果、人間が今日あるように、

死ぬ運命で、性的で、文化的な生き物として存在するのである。」（下線部はエリアードの強

調）（筆者訳） （Miura 2011: 124）

　新しい文明、国家や都市の創造主の偉大さは、また、神秘性と宗教の世界と絡み合って誇張さ

れるのが常である。シュリー・クシェートラの西側には、ミィン・バフ［Myin Bhahu］（見えな

い）という山（地図２）があり、その頂上に立つ仏塔は、そこにある僧院の僧侶によると、ドゥッ

タバウン王が仏陀生誕から117年後に建立したという。この山には、修行した人以外には見えな

い金の仏塔があると信じられている。

ドゥッタバウン王とベイッタノーの女王に関する伝承と遺産

　ベイッタノーの女王（以降、ベイッタノー女王）の墓がシュリー・クシェートラの城壁の外に

あるが、この女王は、下記の伝承のように、ドゥッタバウン王の奸計に陥って戦争に負けて、不

本意ながら王の妃にさせられたと言われている。

ベイッタノー女王は、叩くと洪水を起こすことができる大太鼓を持っていたので、ベイッタ

ノー国を倒すのは困難だった。そこで、ドゥッタバウン王が家来の兵士を僧侶に見立てて女

王の所に送った。すると、熱心な仏教徒である女王は僧侶を昼食で持て成した。そこで、僧

侶は大太鼓を見て、太鼓の皮を犬とアヒル（山羊の説もある）の皮で張り代えるように提案

した。そうした所、大太鼓は（兵士たちを鼓舞するような）いい音を出さず、アヒルと犬の

鳴き声を放った。奸計に気が付いた女王は僧侶を憎んだが、後の祭りで、王は女王の都を占

拠し彼女を自分の妃にした。

　この経緯から王が女王を連れてベイッタノーからシュリー・クシェートラに戻るまでに留まっ

た場所や女王の王に対する嫌悪感に関するエピソードがいくつか知られている。

　ピェー市近郊の山の上にシュエ・ナッ・タウン・パヤー［Shwe Nat Taung Hpaya］（金色の

精霊の山の仏塔）（図４）がある。伝承によると、ベイッタノー女王とドゥッタバウン王はこの

あたりに泊まった。ある晩、女王は、山の上に何か光るモノを見たので、そこに宮殿と仏塔を建
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て、しばらくはこの地に留まった。僧院の説明によれば、ドゥッタバウン王が地域の精霊ナッの

力を借りて一夜のうちに建立したという。その後何人ものビルマ人の王たちが精霊の力を借りて

再建したと言われている。瞑想した人は亡くなった後にナッになるという信仰があり、ナッは、

多くの財宝が埋め込まれた仏塔を護っていると信じられている。

図４　シュエ・ナッ・タウン・
パヤー

（筆者撮影2015年９月２日）

図５　シュエ・ミェッマン・
パヤー

（筆者撮影2014年８月31日）

図６　ウィンチェー・タウン・
パヤー、ドゥッタバウン王の像
（筆者撮影2015年９月６日）

　シュエ・ナッ・タウン・パヤーよりもピェー市に近い所にシュエ・ミェッマン・パヤー［Shwe 

Myethman Hpaya］（金色の眼鏡の仏塔）（図５）がある。この仏塔もドゥッタバウン王とベイッ

タノー女王に関連しており、本堂には眼鏡をかけた仏像が祀られて、目にご利益があるという。

シュリー・クシェートラの村人によると、ベイッタノー女王は、ドゥッタバウン王との戦争に負

けたことに憤慨しており、王に復讐しようとした。そこで、占星術師に尋ねると、「墓地に行っ

て死体の衣を取って来なさい。その衣で美しいハンカチを作り、王に贈りなさい」と指示された。

王は、その贈り物を少しも疑うことなく受け取って顔を拭いた。その時王の超能力の源である第

３の目が消え、同時に超能力も失われてしまった。そこで、王は預言者に「どうしたら第３の目

を取り戻すことができるか」と尋ねたところ、「仏陀に眼鏡を贈りなさい」と言われ、その通り

にしたところ、第３の目を取り戻すことができたという。

　ピェー市のエーヤーワディー川流域の山にある仏塔は、ウィンチェー・タウン・パヤー

［Winkye Taung Hpaya］（山の入り口の仏塔）（図６）と呼ばれ、ドゥッタバウン王が誕生した

場所と信じられている。神話によると、上ミャンマーに住む２人の盲目の王子を王位継承に不適

切として殺害しようとした父王から逃すために、母親がエーヤーワディー川を船で南下させた。

聖者の尿を飲んだ雌鹿から生まれた娘マ・ぺー・ダー［Ma-pe-dar］が成長して、この仏塔と僧

院のあるあたりで王子たちと出会った。そして、王子の１人と結婚して妊娠したが、その王子は
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亡くなり、もう１人の王子と再婚した。ドゥッタバウン王は、マ・ぺー・ダーを母とし、王子た

ちを父としてここで誕生したのである。ドゥッタバウン王に関連する地域の遺産は、このように

シュリー・クシェートラとピェー市とその周辺に及んでいる（15）。

　ドゥッタバウン王とベイッタノー女王に関する他の遺産に、シュリー・クシェートラの市壁の

外側にある３つの仏塔、パヤー・ヂー［Hpaya-gyi］（図７）、パヤー・マー［Hpaya-ma］（図８）、

ボー・ボー・ヂー［Baw-baw-gyi］（図９）がある。仏塔を建てる前に、王は女王にどのような

形の仏塔を建てようかと相談したところ、女王はその時に子供に授乳しており、王が嫌いなので

自分の胸を見せて、「このような形にしては」と（皮肉っぽく）提案したという。これらの仏塔は、

都の北西、北東、南西にあるが、それぞれ乳房の形に見えることから、このようなエピソードが

生まれたのであろう。伝承のほかの説によると、それぞれの仏塔は王の妃一人ずつに捧げられ、

ボー・ボー・ヂーが、ベイッタノー女王への贈り物だという。この解釈は、ボー・ボー・ヂーが、

女王の墓に近いことに起因するかも知れない。それぞれの仏塔の脇には僧院があり、地域住民は

仏教の儀礼のために訪れる。パヤー・ヂーは、ピェー市の周辺地区の人々が中心になって儀礼を

行っている。パヤ・マーは、トウィン・ビェー村の人々が中心的に５月に３日から５日間儀礼を

行っていたが、資金不足のために1988年以降儀礼を行っていないという。ボー・ボー・ヂーには、

とりわけ雨安吾明け（10・11月）の灯明祭（16）の儀礼の時にシュリー・クシェートラの多くの村

人が蝋燭や花を持って訪れる（MCRUM 2013b: 48-49）。

図７　パヤ・ヂー
（筆者撮影2015年８月22日）

図８　パヤ・マー
（筆者撮影2015年８月31日）

図９　ボー・ボー・ヂー
（筆者撮影2015年８月27日）

　前述のシュエ・ナン・ウーの手前にスィン・チー・タイン［Sin-thi-tain］（象を繋ぐ柱）とい

う名の仏塔（図10）があり、その手前にスィン・ビュー・ガン［Sin-byu-gan］（白象の池）（図

11）という名の池と同名の村が対岸にある。伝承によると、ピュー時代にすべての王が吉兆の象

徴である白象に乗ってやって来て、象を仏塔の所にあった杭に繋いでいたという。ドゥッタバウ
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ン王の息子タウン・ニョウ・ミン［Taung Nyo Min］（茶色い山の王）が池で白象に水浴をさせ

ていて、後に象と共にナッになって村人を護っているという。白象に乗った王子のナッ─スィ

ン・ビュー・シン［Sin-byu-shin］（白象の主）─の社（図12）が村はずれにあり、毎年太陰暦の

カソン［Ka Sone］（５・６）月にナッ祭（ナッ・プエー［Nat-pwe］）を執り行う。この祭りには、

フモーザー地域の多くの村人たちが参加し、ご加護を祈る。それ以外に、新しい車、オートバイ、

機械などを買った後や男性が仏門に入門する前にご加護を祈り、田植えの後には稲を害虫から

守ってくれるように祈願する。このナッは、フモーザー地域の地主と位置付けられている（17）。

図12　スィン・ビュー・シン
（筆者撮影2015年８月28日）

図11　スィン・ビュー・ガン池
（筆者撮影2015年８月28日）

図10　スィン・チー・
タインの仏塔

（筆者撮影2015年８月28日）

　ドゥッタバウン王とベイッタノー女王の子供の誕生に関する地名チン・ミョウ・ヂー［Chin-

myau-gyi］（大きな浮く胎盤）という所がフモーザー地域のゼー・ヤッ［Zey-yat］周辺にある。

現在は水田地帯であるが、当時は川が流れていたと考えられている。というのも、この場所は、

王と女王の子供が生まれた後にその胎盤を金の皿に載せて、宮殿に繋がっている川に流した所と

言われているからである。

ドゥッタバウン王と美女トン・ピャウン・フラに関する伝承と遺産

　ドゥッタバウン王と美女トン・ピャウン・フラ［Thon Pyaun Hla］（三度美しく変わる）（図

13）の伝承とそれに纏わる場所がシュリー・クシェートラの市壁の外で南東に何ヵ所か残ってい

る。トン・ピャウン・フラは、一日に三度美しく変わるといわれ、それは、女性として、夜叉と

して、そして守護神としてということである。シュリー・クシェートラの南側にあるマ・トー

［Ma-taw］（優れた女性）村（地図５）に残っている伝承は次の通りである。

　王は、望遠鏡から、美しいトン・ピャウン・フラを見初めて、彼女と結婚したいと思い、
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家来に彼女を宮殿に連れて来るようにと命じた。ところが、王の他の妃たちが彼女に嫉妬し、

家来に９頭の象をトン・ピャウン・フラに繋いで宮殿に連れてくるようにと指示した（18）。

家来は、王にこの女性は象のために宮殿に入ることができないと話したが、王は、彼女が太っ

ているあまり宮殿に入ることができないと誤解した。トン・ピャウン・フラは、王が現れて

宮殿に入れてくれるのを長い間待った。この場所は、市壁の外の田畑の中にあり、リン・ル

ワン・タウン［Lin-lwan-taung］（夫の不在を寂しく思う山）と呼ばれている。その後、トン・

ピャウン・フラは、他の場所に移って、王が迎えに来るのを待った。その間に、爪で地面を

レッテー・カン

地図５　シュリー・クシェートラ : ピュー族の古代都市の位置、村と世界遺産の範囲
（Ministry of Culture, Republic of the Union of Myanmar 2013b: 10）
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何度も何度も掘ったので、それは池になりレッテー・カン［Le-the-kan］（爪の池）（地図５、

図13、図14）と呼ばれている。

　王はまた望遠鏡でトン・ピャウン・フラを探し、彼女が死の間際なのにまだ美しいのを確

認した。そして、馬に乗ってある村を通り過ぎて、彼女の下に駆け付けた。この村は、ミィ

ン・フサイ・ビィン［Myin-hsaik-byin］（馬が来た野原）と呼ばれている。この村を通り過

ぎて、既に死んで横たわっているトン・ピャウン・フラを見つけた王は、彼女の身体を揺さ

ぶり、本当に死んでしまったのかを確かめた（19）。トン・ピャウン・フラの亡くなった村は、

コーヂー・フロッ［Kogyi-hlok］（体を揺する）、死体が埋葬された村はコーヂー・ミョウッ

［Kogyi-myoke］（〈死〉体を埋葬する）と呼ばれている。王は、この村の近くに仏塔を建てた。

　コーヂー・ミョウッ村に残っている伝承によると、トン・ピャウン・フラには、二人の兄弟王、

チャウッ・ニュウ・ミン［Kyauk Nyu Min］（恐れおののく王）とチャウッ・サウン・ミン［Kyauk 

Saun Min］（恐れ警戒する王）がいた。兄弟は、ドゥッタバウン王と闘鶏に興じていた。その時

ドゥッタバウン王は、「闘鶏に勝った者は褒美を取ることにしましょう。もし、あなた方が負け

たら、妹を私にください。私が負けたら、私の宮殿を差し上げましょう」と言った。そして、兄

弟王は闘鶏に負けて、妹を差し出すことにした。ところが、ドゥッタバウン王の４人の家来たち

は、この娘の美しさに嫉妬し、もし王がこの娘を宮殿に入れると仕事をまじめにしなくなると考

えた。トン・ピャウン・フラは、ドゥッタバウン王の宮殿に３頭の象を連れて来た。その時、召

使たちは３頭の象を連れて宮殿の中に入ることはできないと言ったという。その後の話は、マ・

トー村で聞いた話とほぼ同様であるが、トン・ピャウン・フラは、王によってこの村に埋葬され

たという。家来たちの話とは裏腹に、トン・ピャウン・フラが大変美しかったことから、王は、

これらの家来たちを処刑し、死体を彼女の墓の４隅に埋めたということである。

図13　トン・ピャウン・フラの像
（筆者撮影2015年８月23日）

図14　レッテー・カンの畔に
建つ僧侶の像

（筆者撮影2015年８月23日）

図15　シュエ・ミィン・ティン
（筆者撮影2015年８月23日）

　コーヂー・ミョウッ村は、古い土器作りの村で、トン・ピャウン・フラが埋葬されたと言われ
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ている所には、小さな仏塔が建っている。ここで2000年頃に政府の役人（恐らく文化省の考古学

者たち）が来て発掘調査を行って、後を埋め戻さなかったために、池になってしまったという。

　レッテー・カンには仏塔と写真にあるようにトン・ピャウン・フラの像を祀った社（図13）や

僧侶の像（図14）などがある。また、19世紀に建立されたが、現在廃墟となっている僧院（図

15）の２つの建物と新しい僧院がある。この古い僧院は、マ・トー村の大地主であるウー・ソー・

ボン［U Saw Bon］が建立したといわれている。彼の孫によると、マンダレーに近い古都インワ

［Inwa］（1364～1752年）の僧侶がインワの崩壊後にここに辿り着き、仏塔をシュエ・ミィン・ティ

ン［Shwe-myin-tin］（金箔が貼られている）と名付けたという。この池の中から、2010年にイン

ワ期の白い大理石でできた顔がない仏像と顔が別々に発見され、修復されたという。

　トン・ピャウン・フラのエピソードからわかることは、彼女の美貌に対する王室関係者の嫉妬

や不安が、彼女を王宮に入れることを阻止し、彼女に関係している場所はほとんどが市壁、つま

り時の権力の中枢の外側である。このことは、権力の内側に入ることができなかった美女の悲運

を象徴し、外側への力が強く働いた結果であると言えよう。

　これまで述べたように、シュリー・クシェートラとその周辺にはピュー時代の遺跡と伝承に纏

わる景観や地名が残っており、それは、市壁の中にある村の地名からも伺える。山、丘、池など

の景観は、王の建造物、伝承や信仰と関連深いことがわかる。

３．シュリー・クシェートラの村落共同体：伝承、記憶、信仰

シュリー・クシェートラの地域や村と名前に関する伝承と記憶

　シュリー・クシェートラの城壁の中には、前述したように23の村（地図４）があるが、正確に

言うと、フモーザー地域のゼー・ヤッは、古代都市のほぼ中央にあり、「市場の場所」という意

味である。この地域に徐々に人々が住むようになって、現在では村同様の行政区域として統計も

取られている。ゼー・ヤッはシュリー・クシェートラの経済活動の中心で、店が多く、博物館も

近くに建てられている。

　シュリー・クシェートラにある村の名前には、大きく分けて２種類あり、１つは王や王家に関

わる名前、後１つは樹木、丘・塚（kon/gon）、池（kan/gan）など自然や土地の特徴を表してい

るものである。ほかに、僧院に関連した名称もいくつかある。丘・塚は、墳墓、仏塔、僧院と関

連しており、また池は王が造ったとされているので、王家と関連している。フモーザー地域とト

ウィン・ビェー地域には王や王家に纏わる村名が多く、モウッ・シェ地域は自然の特徴に関する

ものが多い。また、人々の記憶によると、フモーザー、リン・ユワ、チャウン・ゾウ・ゴン

［Kyaung-zo-gon］、ミョウ・ゾウやコン・ヨウのように、名前が何度か変化している地域や村が

あり、旧名の中にもいくつかの説や由来の解釈の違いなどが見られる。
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　王や王家に関わる名前の村は、フモーザー地域のリン・ユワ（旧名 : ミン・ユワ［Min-ywa］

王の村）、ミン・ダン［Min-dan］（王の寮：家来たちの寮）、ミン・デー・ゴン［Min-de-gon］（王

が滞在した丘）、そして村名に直接の言及はないが伝承により王家と関わっていると思われるのが、

クウェー・テー・ゴン［Khwe-the-gon］（［王家の］犬の墓地の塚）、シュエ・ジョウビン［Shwe-

gyo-bin］（１説によると、王が木の下で冶金を行った）と、前述したスィン・ビュー・ガン（白

象の池）である。シュエ・ジョウビン村は、王宮から近く、王宮の召使たちが住んでいたという

伝承が残っている。トウィン・ビェー［Twin-bye］地域のトウィン・ビェー村は、旧名［Twin-che］

が王の家来の名前だと信じられており、またミョウ・ゾウは、もともとはメイマ・ソウ［Meima-

so］（悪い女）「王の家来たちの意地悪な妻たち」が宮廷から追い出されてから住み着いた町」と

されていたが、後に「悪い」を意味する［so］を使ってミョウ・ソウ［Myo-so］（悪い町）に変え、

次に［so］に代って［zo］に変えたことで「悪い」意味がなくなったということである。コン・

ヨウ自体は、「長い丘」または、「長い川」を意味し、村のそばを川が流れ、川には土手（丘）が

ある。この村の伝承によると、花売りの女性が、いつも村の道を通って王に花を献上に行ったと

いう。この道は、パン・ドー・セッティ・レイン［Pan-daw-hset-tei-lein］（花を捧げる女の道）

と呼ばれ、村から城壁を出て間もなく現れる緩やかな丘がこの女性の住んでいた所とされ、パ

ン・テー・マ・ゴン［Pan-the-ma-gon］「花売り女の丘」と呼ばれている。

　イギリスの植民地化が関係している地名にフモーザーがあり、元々はタイエッ・ピャウ

［Thayet-pyauk］（マンゴーの木が消える）というビルマ語名で、またマンゴーの木が再び現れ

たら、地域が繁栄するという伝説が残っているが、植民地化以降フモーザーに改名したという。

植民地化の過程で人々の移動があり、外の地域から移民したり、内部の人との婚姻を通したりし

て現地社会に溶け込んでいる人々がいる。例えば、イギリスがビルマ最後の王ティーボーが居住

していたマンダレーを占拠した際に、この地域に住んでいたシャン族が避難民として南下して住

み着いたのが、モウッ・シェ地域のシャン・ズ（シャン族の集団）であると村人は証言している。

また、植民地時代にイギリスはインド人を多く移民させたが、インド系の人々は英緬戦争時に兵

士としてやって来た人々のほかにシュリー・クシェートラの中に鉄道を敷設するための労働者と

して入っている。インド系の人々を差すカラー［Kala/Kalah］（20）という言葉が付いている村がカ

ラー・ガン［Kala-gan］（インド人の池）であり、村の近くに同名の池がある。また、リン・ユ

ワ村には母方の祖父がムスリムのインド人である60代の男性が住んでいて、母はムスリム、父は

仏教徒だったという。この男性の話では、最初３人のインド人が建設労働者としてやって来て、

フモーザーの外に住みつき、インドから他の労働者を呼んで、インド人の人口が増えたという。

このインド人たちが現地の女性と結婚したことで、インド系の世帯が増え、現在11世帯が近所に

住んでいる。シュリー・クシェートラ内にモスクこそないが、11世帯の人々がこの男性の家に集

まり、一緒に祈りを捧げるが、彼はまた、仏教の僧院や仏塔にも出かける。シュリー・クシェー
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トラではミャンマーの他の地域で知られているような宗教をめぐる争いは聞かれない。

ナッ信仰と地域のアイデンティティ

　シュリー・クシェートラの住民の経済活動や姻戚関係は、現在この内部に留まらず、もっと広

い地域をカバーしている。しかしながら、フモーザー、トウィン・ビェー、モウッ・シェという

３地域に分かれているのは、単なる地理的地域や歴史的記憶を共有する地縁的共同体であるだけ

ではない。地域のアイデンティティを強化することに大きく寄与していることがもう１つあり、

それは前にも触れたナッ信仰である。

　シュリー・クシェートラにはいくつものナッの社があるが、重要なナッの社では、前述したよ

うにピェー市のカン・バウン［Kan-paun］（池の土手）かシュエ・ダガー［Shwe-daga］にいる

霊媒（ナッ・ガドー）（21）と楽団を呼んでナッ祭が開かれる。フモーザー地域では、市壁の北東に

ナッ・バウッ［Nat-bauk］門、中央のスィン・ビュー・シンと南西の門ヤハンダー［Yahanda/

Yahandar］（図22）でナッ祭が執り行われる。ナッ・バウッには、ナッ・バウッ・メー・ドー

［Nat-bauk-mae-taw］（ナッ・バウッ門の母なる神）と呼ばれる虎に乗ったナッが市壁の内側に

祀られている。門の外側にも小さいナッの社がある。ここでは、ドゥッタバウン王が罪を犯した

人を処刑したと言われている。ナッ・バウッ・メー・ドーは、フモーザー地域にとっては中心的

なナッであり、毎年ダバウン月にナッ祭が開かれる。スィン・ビュー・シン同様、車やほかの乗

り物を購入した後や、男児が仏門に入門する前には、この社に参ってから僧院に行く習慣が残っ

ている。市と市民を悪から守るという古代の信仰の記憶がナッ信仰に反映されている。

　トウィン・ビェー地域では、村はずれにあるナッの社でコン・ヨウ村にいる女性の霊媒が儀礼

を行い、主に両村の人々が参加する。この時に楽団だけは、シュエ・ダガーから呼ぶ。この霊媒

の前任者は、トウィン・ビェー村の人であったという。トウィン・ビェーとコン・ヨウは姉妹村

なので、結婚式や葬儀には互いの村の全世帯を招待する。ミョウ・ゾウもこの地域に含まれてい

るが、より近いフモーザーの儀礼に参加することの方が多いようである。

　モウッ・シェ地域には、カン・バン・スの村はずれにあるナッの社で６月頃にピェー市のナッ・

ガドーと楽団を呼んでナッ祭が１日だけ開かれ、地域の村人たちが参加する。

　このように、広いフモーザー地域は、２つの対角線上にある門とその中心地域にある重要な

ナッの信仰集団である。トウィン・ビェー地域やモウッ・シェ地域のような小さい地域は、１ヵ

所のナッを中心に形成さている緩やかな信仰集団といえるだろう。

　シュリー・クシェートラのナッ祭に呼ばれるナッ・ガドーと楽団（図18）は、ピェー市のカン・

バウンにあるこの地域では最大の２つの大きなナッの社かシュエ・ダガーのナッの社に属してい

る。カン・バウンには２つ池（図16）があったが、現在１つは埋めたてられ、家屋が建っている。

ここに祀られているナッは、カン・ドー・マウン・ナ（ア）マ［Kan-taw-maung-ama］（姉・弟
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の御池）（図17）と呼ばれている。その謂れは、ドゥッタバウン王が池を造ろうとしたができず、

木曜日生まれの姉と弟が人柱として殺され、ナッになったという。殺された姉弟は王に復讐を誓

い、この辺りで王の服、唾を吐くこと、放尿、罵声などを嫌うという。この２柱のナッは、毎日

牛を１頭食べていたので、王が預言者に「なぜ毎日牛が１頭ずついなくなるのか」と尋ねたとこ

ろ、「王様が殺させた２人が牛を食べている」と答えた。そこで、王はナッに殺させたことを謝

罪し、「牛を毎日１頭ではなく、半分ずつ食べ下さい」と懇願した。その後、ナッが肉を食べる

量が減った。ある時王は夢の中でナッが住むところがないから、住む場所を用意するように請わ

れた。そうして建てられたのがこの２つの社であるという。ある者によると、この姉弟がフモー

ザー出身だったので、フモーザー地域の人々も、数年前までカン・バウンの祭りに参加していた

が、人々が忙しくなり、フモーザー主催の祭りは行われなくなったという。

　同じようにカン・トウ・マウン・ナ（ア）マに捧げた社が、シュエ・ダガーのゼー・ジョウ・

カン・マウン・ナ（ア）マ［Zei-kyo-kan-maung-ama］（姉・弟の御池の歓迎市場）にあり、そ

ばに池が２つある。ここには、20人ほどのナッ・ガドーと歌手を含めた楽団のメンバーが15人い

るという。シュエ・ダガーのナッ・ガドーの１人によると、カン・バウンがこの姉弟が殺された

所で、シュエ・ダガーの社のある場所が、彼らが休息していた所であるという。

図16　カン・バウン
（筆者撮影2015年８月22日）

図17　カン・ドー・マウン・
ナマのナッの像

（筆者撮影2015年８月22日）

図18　踊るナッ・ガドー
（筆者撮影2015年８月22日）

　ミャンマーでは、仏教がナッ信仰より重要で上層に位置するとされているが、この地域では、

仏教の僧侶の１人はナッ祭の主催者である。前述したヤハンダー門（図19）の近くにジャー・ト

ウ・ヤ［Gya-toh-ya］（森の中）という僧院があり、この僧院の創建者でマ・トー村出身の僧正（図

21）は、この僧院で夜に馬の駆ける音を聞き、白い馬に乗ったナッ─ミィン・ビュー・シン

［Myin-byu-shin］（白馬の主）（図20）─を何度も夢に見た。この僧正によると、６世紀頃に人間

だったミィン・ビュー・シンは白馬に乗っていた。ドゥッタバウン王には10人の息子がいて、息

子たちは、門の近くにある（ドゥッタバウン王が造ったと言われている）ヤハンダー池で体を洗

い清めてから僧侶になったという。彼らが帰る時にミィン・ビュー・シンが池から洞窟へ続く道
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で僧侶になった王子たちに会ったので、敬意を払って頭を下げた。この時にミィン・ビュー・シ

ンはナッになり、そのことを記念して社が立てられてという（22）。僧正は、20年程前に瞑想中に

このナッが現れて、楽しませてくれるように頼まれ、その時以来、毎年１回９月頃３日間僧院が

経費の大部分を支払ってカン・バウンかシュエ・ダガーのナッ・ガドーの一座を呼んで祭りを

行っている。上座仏教の僧侶は戒律では歌舞の観劇は許されていないが、この祭りにだけは例外

的に参加するという。この僧正は、ピェー市にも同名の僧院を建立して、主にシャン州から預かっ

た270人の孤児たちの世話をしながら住んでいるが、僧正の魔除けや祈祷の効果が高いことで知

られているために、軍の上層部などからの訪問客が絶えることがない。

　シュリー・クシェートラの３地域は、このようにナッ信仰を通して地域の人々と信仰の共同体

を形成しつつも、ピェー市のドゥッタバウン王に関連した姉弟のナッ信仰を支えているナッ・ガ

ドーの集団を自分たちのナッ祭に呼ぶことによって、その絆を深め、より大きな信仰の共同体を

形成しているといえる。また、シュリー・クシェートラにおいて、ナッ信仰は仏教と同じ程度の

重要性をもっていることが、ヤハンダー門のナッ祭を僧院が主催することでも明らかになった。

古代都市の創始者であるドゥッタバウン王、仏教の信仰、王の有形・無形の歴史遺産である城壁

と門、僧院、仏塔、池、ナッ、神話、伝承は、重層的に地域の人々の歴史観、記憶の形成、景観

の解釈と地域のアイデンティティの構築に大いに貢献してきた。また、場所の名前やそれに纏わ

る伝承は、往々にして事後に命名や創作されたり、時には説得力をもつ想像の語りが伝承された

りしてきたのかもしれない（Miura 2004: 69；三浦 2011: 132）。シュリー・クシェートラで得ら

れたこれらの知見は、筆者のアンコール地域での研究（Miura 2004；三浦 2011）から得られた

ものとかなり似通っている。このことから、遺跡、王権、精霊信仰、仏教、地域社会の道徳・秩

序の維持や安寧の祈願などの関係性や重要性は、東南アジアのヒンドゥー文化の影響を受けた古

代仏教都市に共通した特徴や状況であるということがわかる。また、宗教のイコンのように、伝

図19　ヤハンダー門
（筆者撮影2015年８月26日）

図20　ミィン・ビュー・シン
（筆者撮影2016年２月20日）

図21　僧正
（筆者撮影2016年２月20日）
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承の主要人物の像を構築して伝承と関わりのある場所に置くことで、伝承の信憑性を見る人々に

訴えると同時に、像は祈るための対象になり、また場所、事件やその時代の社会に対する我々の

想像力を強化することにも繋がっていると解釈できるだろう。

まとめ

　本稿では、ミャンマーのピュー族の古代都市群の１つであるシュリー・クシェートラで生活し

ている人々の村落共同体に残っている古代都市の有形遺産（建造物、文化遺物、池、濠など）と

景観（山、丘、川、池、建造物を含む）、そしてそれに纏わる記憶、神話と伝承（無形遺産）に

ついて論じた。また、共同体がどのような歴史観を共有し、どのようにピュー族の古代文化を認

識しながら継承し、生活しているのかを考察した。

　古代都市とその周辺の建造物、山、丘、池、神話や伝承は、都市の建設者であるドゥッタバウ

ン王に関するものが圧倒的に多く、いかに地域の人々にとって、この王の存在が重要だったかが

よくわかる。また、この王の奸計によって征服され、妃にさせられたベイッタノーの女王に関連

した仏塔、墓や夫との不和に関する伝承も残されている。王の妃になり損ねて亡くなった美女の

トン・ピャウン・フラに関する伝承も市壁の外、特に南東地域で語られており、地域の僧院や伝

承に関する場所や地名の説明に使われている。シュリー・クシェートラ内の地域や村の名前も古

代都市の空間配置を反映しており、考古発掘や盗掘による埋蔵文化財の発見が地名の由来や伝承

の真実性の確認作業にも繋がっている。

　このように、有形・無形のどちらの遺産も現在シュリー・クシェートラで生活している人々に

とっては、地域の文化や歴史の理解、それに共同体のアイデンティティ強化に繋がっている。シャ

ン・ズ村の人々やインド系ムスリムなどシュリー・クシェートラの外から流入して来た人々とそ

の子孫も地域文化の中にうまく溶け込んでいる。異民族と過去と現在を結びつける最たるものが、

ナッ信仰と儀礼と言う形で残っており、仏教への帰依と共に地域住民の精神生活の支柱になって

いる。ナッは、重要な場所（門、中心地など）を護ったり、人々の言動を戒めたり、かつて王に

より犠牲にさせられた人々をその場所で記憶し、儀礼という形で敬意を表する装置の役割を担っ

ている。ミャンマーでは、一般的に仏教がナッ信仰の上位に立つと考えられているが、ここでは、

地元出身の仏教の僧侶でさえ、ナッに敬意を払って、ナッ祭りを主宰しているところから、古代

文明の記憶は、時代と共に薄れていくどころか、仏教の教えと共に人々の精神生活の支えとして、

ますます強化されているのがわかる。

　世界遺産の文化遺産に関する研究は、有形文化財、公文書に書かれた歴史や遺産の保護に関す

るものが圧倒的に多いが、地域社会による遺産や歴史の認識や活用に関する文化・社会人類学的

な研究を行うことにより、遺産の価値や地域文化をより深く知ることが可能になり、またそのこ

とが今多くの遺産地域で求められている地域住民参加型の遺産保護や活用に生かすことができる
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のではないかと思われる。

謝　辞

　本研究は、平成27年度の科学研究費助成事業（科学研究費補助金）（奨励研究）で交付された

研究費で実施が可能になりました。日本学術振興会には心から感謝の意を表します。それに伴っ

てミャンマーの文化省考古学・国立博物館局から当研究への協力を得ることもできました。当局

の管轄にあるシュリー・クシェートラの考古学フィールドスクールの校長ウィン・チャイン氏、

スクールの講師であるヘイ・マー・ミン［Hay Mar Min］女氏と世界遺産事務所の副部長で現

場監督のチョー・ミョウ・ウィン［Kyaw Myo Win］氏には、資料と情報の提供、研究助手や

インフォーマントの紹介、図書館使用の許可などをいただき、心から感謝申し上げます。また、

ロンドン大学東洋アフリカ研究学院（SOAS）の東南アジアの美術考古学の名誉教授で、とりわ

けミャンマーの美術考古学の第一人者であり、筆者の修士課程の指導教官だったエリザベス・

モーア［Elizabeth Moore］先生にも、励ましやアドバイスをいただきました。心より感謝申し

上げます。ミャンマーに関する情報やミャンマー語のご指導をいただきました東京外国語大学名

誉教授の奥平龍二先生と日本ミャンマー・カルチャーセンターの所長ヘー・マー・ウィン［Hey 

Mar Win］先生にも厚く御礼申し上げます。通訳ガイドとオートバイタクシーの運転手を務めて

くれたティン・ウィン［Tin Win］氏とミョウ・ゾー・アウン［Myo Zaw Aung］氏、そして現

地情報、ミョウ・ゾー・アウン氏の紹介、おいしい食事と宿を提供していただきましたピェー市

の「横浜レストラン」の上村正幸氏、旧友のイン・イン・ハン［Yin Yin Han］にも大変助けら

れました。彼らにも謝辞を述べたいと思います。最後になりますが、シュリー・クシェートラの

多くの方々が貴重な時間を割いて様々なローカル・ナレッジを授けて下さったことでこの論文を

上梓できました。彼らに心から感謝申し上げます。

注

（１）　日本語では、スリ・クセトラ、シュリ・クセトラ、シュリ・クシェトラ、シュリ・クシェートラ、シュリ・
ケストラ、スリ・ケストラなど複数の表記がある。英語でも Sri Kshetra と記す場合もあり、日本語、英語共
に共通した一つの表記があるわけではない。この状況は、ほかのミャンマー語についても同様である。

（２）　本稿は、平成27年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）（奨励研究）で研究課題「ミャンマー初の世
界遺産における住民参加型の遺産保護と活用の可能性を探る」に交付された資金で可能になった研究で解明
したことの一部である。

（３）　現在バガン［Bagan］の表記が使われているが、ほとんどの参考文献では旧名のパガンが使用されているこ
とから、本稿でもパガンを採用した。

（４）　ほかの参照文献は、岡野（2013: 22-26）；根本（2014: 29-31）；Ministry of Culture, Republic of the Union of 
Myanmar［MCRUM］（2013a: 37）；Su Su and Win Kyaing（2014: 1）。

（５）　植民地時代の対外呼称。
（６）　ほかの参照文献は、奥平（1994: 5-7）；根本（2014: 29-31）；MCRUM（2013a: 1-413）；O’reilly（2007: 18-25）；
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Su Su and Win Kyaing（2014: 1-11）；Win Kyaing（2010: 1-26）。
（７）　Moore（2007: 167）も、このことに言及している。
（８）　９つの門とは、ナーガ・トゥン［Naga-tunt］、シュエ・ダガー［Shwe-daga］、モウッ・シェ［Mok-she］、ルー・

リン・ジョー［Lu-lin-kyaw］、ヤハンダー［Yahanda］、テラワディー［Therawaddy］、マ・トー［Ma-taw］、
トウィン・ビェー［Twin-bye］、ナッ・バウッ［Nat-bauk］である（Win Kyaing 2010: 2）。

（９）　チャウン・ゴン［Kyaung-gon］、グワ・ガン［Gwa-gan］、クウェー・テー・ゴン［Kwe-the-gon］、リン・
ユワ［Lin-ywa］、ミン・ダン［Min-dan］、ミン・デー・ゴン［Min-de-gon］、チャウン・ゾウ・ゴン［Kyaung-
zo-gon］、ゼー・ヤッ［Zey-yat/Zey-yet］、ユワ・マ［Ywa-ma］、スィン・ビュー・ガン［Sin-byu-gan］、タ
ウン・ロー・ニョウ［Taun-lo-nyo］、ジョウビン［Gyobin］、カラー・ガン［Kala-kan/Kahah-gan］、シュエ・
ジョウビン［Shwe-gyobin］。

（10）　モウッ・シェ、ティッセインビン［Thitseinbin］、キンモン・ジョン［Kimmun-gyon］、カン・バウン・ス
［Kan-baung-zu］、シュエ・ダガー［Shwe-daga］、シャン・ズ［Shan-zu］。

（11）　モウッ・シェ、コン・ヨウ［Kon-yo］、ミョウ・ゾウ［Myo-zo］。
（12）　このことは、MCRUM（2013a: 241）にも言及されている。
（13）　ヒンドゥー教の神話に登場する蛇で、時には奇数の頭を持っている。
（14）　ほかの伝承では、ナーガの火炎によってガロンが死に、地面に落ちたという。
（15）　奥平（1994: 9-10）と内容はかなりの部分異なっているが、MCRUM（2013a: 66）にはもっと詳細な建国説話

が記述されている。
（16）　雨安吾明けに仏陀の帰還を歓迎する祭で、人々は仏塔に花や蝋燭を持って行き、火を灯す。家々の周りに

も蝋燭の火を灯す。
（17）　仏教とナッ信仰の共存の重要性は、ピュー時代から今日まで古代都市で継続している伝統として世界遺産

登録書類にも言及されている（MCRUM 2013b: 100-102）。
（18）　ゼー・ヤッ地区で聞いた話では、ほかの女性たちがトン・ピャウン・フラに嫉妬し、彼女が王に近づくの

を阻止して、王にトン・ピャウン・フラは太って醜いと告げたことで、王が彼女を宮殿に入れるのを禁じた
という。ジョウビン村で聞いた伝承では、トン・ピャウン・フラは３頭の象に乗って来たので門から中に入
れないと家来が王に告げたという。王はそれを、彼女が象のように太っていたと解釈して、彼女が宮殿に入
るのを禁じたとのことである。

（19）　ほかの伝承では、王ではなくトン・ピャウン・フラの兄が妹の死体を揺さぶり、死体を埋めたという。
（20）　長田（2013: 55）は、「カラー」は、「外来の人を指す他称で、多くの場合、幾分かの蔑みや嘲りを込めて南

アジア系の人々に用いられる」と述べている。斎藤（2010: 8）は、「カラー」は、ミャンマー人によって単に
インド人を差して使われるだけでなく、特にインド系ムスリムを差して呼ばれることが多く、時に差別的ニュ
アンスを含むため、この呼称を嫌う人もいるという。

（21）　ナッ・ガドーは、「ナッの妻」の意で、「ナッが憑依する霊的資格をも（ち）」（田村 1994: 124）、通常女性
か女装した男性である。女性のナッは男性のナッ・ガドーが好きで、男性のナッは、女性のナッ・ガドーが
好きだという。彼らは、ナッと結婚しなければならならず、いくつかの貝を投げて、どのナッと結婚しなけ
ればならないか伺いを立てると、ナッが返答する。ナッは、ナッ・ガドーが人間と結婚するのを好まないが、
どうしても結婚したいときにはナッに許しを得なければならない。ナッ・ガドーがゲイであることは構わな
いが、それもー応ナッの許可が必用である。ナッ祭が近くなると、ナッ・ガドーは踊りたくなり、ナッの社
に行きたくなるという。ナッとナッ・ガドーについては、田村（1994: 111-150）に詳しい。

（22）　これは、ナッの仏教への帰依を示唆する表現である。
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