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現代タイにおける餓鬼の図像
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はじめに

　タイの仏教美術における「餓鬼」の図像は、主に寺院壁画を媒体としてあらわされてきた。こ

れらはタイ民衆の仏教観に大きな影響を与えた『三界経（さんがいきょう）』という仏典に基づ

くイメージを視覚化したものである。『三界経』とは、スコータイ王朝第６代王・リタイ（? －

1369年）によって1345年に撰述されたとされる仏典であり、その内容は欲界・色界・無色界の三

界を詳述し、仏教的世界論を展開したものである。また後述するように、人間界の記述に全体の

五分の二の紙幅を割いている点、また地獄界の記述において浮気や詐欺などの具体性の高い事例

が挙げられている点などからは実践的な性格があるとされ、民衆の行動規範を示す意図をもって

撰述されたという側面も指摘される（１）。そうした意図も含んで撰述された『三界経』の思想は、

現代タイにおける餓鬼の図像
── 異形化される餓鬼のイメージ ──
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先述のように寺院壁画などを通じて農村部の民衆にまで広く浸透した。なかでも『三界経』に説

かれた餓鬼は、痩せて骨ばった肢体、乱れた髪、鋭利な爪などの様相を呈しており、寺院壁画に

見られる図像も概ねその記述に則している。また、現存するこれらの寺院壁画の多くは18－19世

紀頃の作品である。

　しかしながら、現代における餓鬼の図像は『三界経』が説く範疇だけには留まらず、それを大

きく越えているといえる。20世紀後半に描かれた、もしくは描き直された寺院壁画、また1970年

代頃より寺院内につくられるようになった立体群像による餓鬼の表現には、『三界経』の範疇を

超えた「異形」ともいえる表現が散見される。そして、これらの新しい表現の多くは農村部で興

り、またその担い手は民衆であるという点も付記しなければならない。この点において「餓鬼」

という言葉の持つイメージは、仏典に説かれた仏教世界論における餓鬼よりもはるかに幅を持つ

ものになりつつあるという解釈ができ、このイメージの拡大は20世紀における社会背景のなかで

生じたと推測できる。

　現在タイで信仰されている仏教は上座部仏教であるが、石井米雄によれば、タイには「出家仏

教」「在家仏教」の二つの仏教が併存する（２）。この点を鑑みれば、「出家仏教」すなわち僧侶な

どの宗教者による仏教の解釈と、「在家仏教」すなわち民衆レベルでの仏教の解釈、またそれら

の視覚的な表現には乖離があるとみてよい。それは、仏教思想を表現した現代の寺院壁画や立体

群像においても同様である。したがって、仏典のみでは解釈できない民衆レベルでの仏教表現を

考察することは、タイの仏教美術におけるもうひとつの側面を浮き彫りにすることを可能にする。

本稿の目的は、そうした民衆レベルでの仏教表現の現状を把握し、その特質について考えること

にある。また、とりわけ餓鬼という図像に着目するのは、餓鬼の持つイメージと表現の幅の広さ

が、土着的な思想や、現実の社会的状況などをも強く反映し得ると推測でき、民衆レベルでの仏

教表現を考察するに有効なモチーフと判断できるからである。

１　タイにおける餓鬼

１－１　餓鬼の定義と基本イメージ

　「餓鬼」は死後の行き先として説かれる、仏教思想における六つの世界、すなわち天界・人間

界・阿修羅界・畜生界・餓鬼界・地獄界のうち餓鬼界に生まれた者である。タイ語では「プレー

ト（preet）」と称され、富田竹二郎『タイ日辞典』（1990）によれば「餓鬼；悪霊」と訳される。

また、同書では餓鬼の様相について次のように説明する。

一般的なイメージとしては生前口の悪かった者がこれになる．背はウチワヤシ tontaan のよ

うに高いが胴は竹のように細くてひょろひょろ．手はウチワヤシの如く大きく，目は空洞で，

口は針の孔のように小さく，血や膿を常食とするが多く食べられないのでいつも空腹である．
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夜出てきて krit-kriit または wiit-wiit と鳴く．（p.1125）

　さらに、タイにおいて餓鬼は「ピー・プレート（phii preet）」とも称される。「ピー」は、３

－２で後述するように「精霊」を指す言葉であり、先祖の霊や村の守護霊などの善霊、災いの原

因とされる悪霊、そして広くは幽霊や妖怪の類をも含んでいる多義的な概念である。プラヤー・

アヌマーンラーチャトン（1979）では、「“ピィー・サーン・テワダー”が善なるピィーの総称と

すれば、いわゆる悪霊に属するピィーの総称は何というのであろうか？　われわれの地方では

『餓鬼』（ピィー・プレート）、西北および東北地方では『餓鬼』（ピィー・ペート）というのがそ

れに該当する。」（３）と、ピーのなかでも悪霊の総称としてピー・プレートという呼称が用いられ

ていると述べる。また、これらの餓鬼は民話として語られてきたといい、同書には以下のような

話が収録されている。

お坊さんが死者の前でお経をあげているところへ、「餓鬼」が姿をあらわした。お坊さんは

これをひと目見るや、死ぬほどの恐怖に襲われ、それでも必死になってお経の題目を唱え続

けようとしたが、“エーアー”の一語を発したきり、のどがつまって、あとは声にならなかっ

たという。（p.285）

このように僧侶が読経中に餓鬼を目撃する話のほかに、タイの民話を収集した吉川利治・赤木攻

編訳『タイの昔話』（1976）でも、母親のもとに死んだ息子が餓鬼となって現れる話などが収録

されている（４）。

　さらに、先のプラヤー・アヌマーンラーチャトン（1979）によれば、餓鬼の様相について「針

の穴ほどの小さな口しか持たず、そのため血と膿以外は飲み食いせず、やせて背ばかりやたらと

高いピィーである。首は二メートルにも及び、舌を長々と出している。“キー・キー・ヒュー・

ヒュー”と恐ろしくうるさくて甲高い鳴き声を立てる。」（５）と記されている。このように、富田

やアヌマーンラーチャトンが挙げる餓鬼のイメージは概ね一致しており、背が高い点、痩せ細っ

ている点、血や膿を食し常に空腹である点、鳴き声を発する点などは、タイにおける餓鬼の基本

イメージと位置づけられる。

１－２　『三界経』に説かれた餓鬼

　冒頭で述べた通り、タイの餓鬼思想形成には『三界経』という仏典が大きく寄与している。『三

界経』はタイ語では『トライプーム・プラルアン（traiphuum phraruang）』、または『トライプー

ミー・カター（traiphuumi kathaa）』と称され、スコータイ王朝（1238－1463年）第６代王・リ

タイ（? －1369年）によって1345年に著されたとされる。リタイ王は、即位時に自らマハー・タ
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マラーチャ（「偉大なる正法王」の意）という称号をつけ、その治世中はスリランカから僧侶を

招くなど上座部仏教の発達に献身的努力をし、1362年には王自身も一時出家することにより民衆

に範を垂れた。大部分の時間と資金を寺院および仏像の建造に充て、大小さまざまな仏像を造る

技術はこの治世中に最高水準に達したという。決して派手な政策は行わなかったが、隣国へ侵攻

することもなく着実に周囲と友好的な関係を築き「賢明な王」と称された。また、リタイ王の最

期はタイ歴代国王のなかで唯一不明となっており、仏教に心酔した王が悟りの境地を求め行方を

くらましたとも伝えられている。

　リタイ王が撰述した『三界経』は仏教の教えをわかりやすく説き、かつ具体的な話を織り交ぜ

ながら記されている。したがって、しばしば「経典というよりは、宗教文学」（６）といった評価も

なされる。一般には『ラームカムヘーン王碑文』に次ぐ最古級のタイ語文献であるとされ、典拠

となった経典は仏教・バラモン教・ジャイナ教などのもの約30点に及ぶ。序文では『三界経』が

著された目的が二つ挙げられており、一つはリタイ王の母親に仏法を説くにあたりその有用性を

高めるため、もう一つは仏教を促進するためとある。また、『三界経』はこれまでに三種の写本

が知られ、最も古いものはペチャブリー県の寺院で発見されたトンブリ─王朝時代（1767－1782

年）の1778年の写本である。これより古い写本が残されているかは現時点では不明である。

　田中忠治（1989b）によれば、『三界経』には次の大きな二つの特徴が挙げられる（７）。まず一

つは、『三界経』が民衆を統制する意図をもって撰述された点、すなわち国王が仏教を政治利用

する起点となった点である。広大な版図を築いたタイ史上最高の王の一人とされるスコータイ王

朝第３代王ラームカムヘーンが1300年頃に崩御したため、『三界経』が著された当時、国内には

独立の気運を見せる国もあり社会の平安は乱れていた。そこで『三界経』にはその乱れを統制す

る「法律」のような使用のされ方、また意図があったのではないかと指摘される。その論拠とし

て、冒頭に述べたように『三界経』における人間界についての記述が全体の五分の二、また欲界

部の三分の二と大部分を占めることから実践的な性格があらわれている点、また地獄界の記述に

おいて浮気や詐欺などの具体性の高い事例が挙げられている点、さらにそこに社会秩序回復の意

図が見られるという点が挙げられている。つまり、人間界や地獄界の描写に紙幅を割き、かつ事

例に具体性を付与することでその内容を身近に感じさせ、さらに「〇〇の罪を犯せば、××の罰

が与えられる」という旨を具体的に記すことにより、乱れた社会を律そうとしていたのではない

かという見解である。『三界経』は公的な法律とまではいえずとも、今日まで語り継がれ、また

視覚的にあらわされて民衆に浸透してきた歴史を顧みれば、「規律」としては十分機能していた

と推測できる。

　もう一つは、『三界経』が全体として宿業説をとって撰述された点である。宿業説とは、過去

世に行なった善行悪行が現世で報いとしてあらわれるという説である。つまり、資産がある人や
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高貴な人は前世で徳を積んでいたからであり、同じように、社会的地位が低い人は前世の行いが

悪かったからであるとする。リタイ王は『三界経』にてこの宿業説を強調することにより、民衆

の現社会的地位を前世の報いであると考えさせた。そしてこの説をとると、特権的階級にある人

は前世の行いが優れていたことになり、その支配権も正当化される。そのようにしてリタイ王は、

『三界経』にて支配－被支配関係に矛盾を残さないような立場を明らかにすることにより、民衆

の目を来世での地位向上へと向けさせ、徳を積むことを奨励した。

　以上のような特徴を持った『三界経』は、 地獄界、 畜生界、 餓鬼界、 阿修羅界、 人間界、天人界、

色界、無色界、鉄囲山と瞻部州、大劫の破壊、涅槃と聖道を、それぞれ一章を立てて詳述し、序

章や終章などを加えた形で構成される。餓鬼を説いた部分は第三章にあたり、全17種類の餓鬼が

説かれている。また、その内容については【表　『三界経』第三章　17種の餓鬼（筆者要約）】（８）

のようにまとめられる。これらの餓鬼は生前、自身の欲望のままに行動した罪により、死後は食

物を摂取することができないがゆえに痩せ細り、汚物や悪臭を纏い、常に食物を求めている点が

特徴である。

【表　『三界経』第三章　17種の餓鬼（筆者要約）】

種類・身体的特徴 生前の罪状 その他の特徴

１ 身体は金のようにきれいであるが、
豚のような口をもつ餓鬼

出家して教えを守っていたが、僧
侶を侮辱し悪口をした

・食物を見つけられない

２ 身体は金のように美しいが、口が
臭く、蛆虫に食べられている餓鬼

教えを守っていたが、僧侶を批判
し喧嘩を引き起こした

３
裸であり、身体が臭く、ハエがた
かって穴が空いている女の餓鬼

妊婦に薬を与え流産させた、また
それを否定し偽りを誓った

・食物を見つけられない
・一度に７人の赤子を産み、その肉

を食べるが決して満腹にならない

４

裸であり、全身が醜い女の餓鬼 夫が僧侶に施しをすることを怒り
罵った

・目の前の食物を食べようとすると、
糞・血・膿に変わってしまう
・目の前の布を被ると、赤く燃える

鉄板に変わって焼かれてしまう

５

ヤシの木の幹ほど背が高く、大き
な身体をもち、身体が臭く、髪が
ごわごわしている餓鬼

ケチで施しをせず、布施をしてい
る人を見るとそれをやめさせた

・身体のどこをとっても良いところ
がない
・一粒の米や一滴の水さえも腹に入

れることができない

６ 燃え上がる痩せた米を両手で掬い、
頭に浴びせている餓鬼

痩せた米を良米に混ぜ、騙して
売った

７
赤く熱された鉄製の棒をもち、自
身の頭を叩いている餓鬼

手や棒などを使って両親の頭を叩
いた

８
おいしそうな食物を食べようとす
ると糞に変わり、蛆虫が湧き、悪
臭を放ってしまう餓鬼

米を乞うた貧しい人に対して、何
ももっていないと嘘を吐き与えな
かった、またその際偽りを誓った

・常に蛆虫の湧いた人糞のみを食べ
なければならない
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９
鋭利なナイフのように長い爪で、
自分の肉や皮を削ぎ落として食べ
る女の餓鬼

他人の肉を盗み食べた、またそれ
を否定し偽りを誓った

10

日中は自身を痛め殺し、巨大な犬
に追われるが、夜間は天人テワ
ダーのような楽しい生活をする餓
鬼

日中は猟師として鹿を殺した
※夜間は教えを守っていた

・女のテワダーに世話をされる
・贅沢品を楽しむ

11

天人テワダーのような金銀や宝石
に囲まれた生活をするが、鋭利な
ナイフのような爪で自分の肉や皮
を削ぎ落として食べる餓鬼

支配者でありながら賄賂をもらい、
公正に人を裁かなかった、教えを
守っていなかったが守っていると
偽った
※友人の助言により贖罪の断食を

した

・女のテワダーに世話をされる
・贅沢品を楽しむ
・食物を見つけられない

12
粘液・吐瀉物・唾液・かさぶた・
腐った水・膿汁・糞などを食べる、
身体が臭い餓鬼

残飯を僧侶に施した

13 腐った膿汁や腐って膨張した犬の
肉のみを食べる餓鬼

僧侶に施してはならない象や犬な
どの肉を施した

14 胸・舌・口の先から炎が燃え上が
り、身体を焼かれてしまう餓鬼

僧侶や年長者を侮辱し、また嘘を
吐いた

15

目の前の水を飲もうとすると炎に
変わり、身体を焼かれてしまう餓
鬼

同情もなしに貧民を抑圧した、持
ち物や財産によって他人を判断し
た、正しい人に誤りがあると非難
した

・一滴の水も飲むことができない
・食物を見つけられない

16
身体が腐敗し、猫背であり、常に
炎に囲まれて身体を焼かれてしま
う餓鬼

森に火をつけ動物をみな殺しにし
た

17

山ほどの大きな身体や細長い鋭い
髪、また鋭利で巨大な手足の爪を
もち、炎に焼かれてしまう傷だら
けの餓鬼

支配者でありながら賄賂をもらい、
法に従わず公正に問題を解決しな
かった

・髪や爪が互いにぶつかる時、雷鳴
のような大きな音を出す

２　図像化された餓鬼

２－１　伝統的な餓鬼の図像

　『三界経』に説かれた餓鬼思想は、寺院壁画に描かれることにより民衆に浸透した。特に農村

部の寺院は宗教施設である以上に、学校や集会所などの村の中心的な機能を担っている。した

がって、民衆が寺院壁画を通して餓鬼の図像を目にする機会は多くあった。前章で述べたように、

『三界経』が撰述されたのは14世紀であるとされているが、『三界経』の内容を描いた寺院壁画の

現存作品の多くは18－19世紀頃のものである。ソン・シマトラン（1989）によれば、タイにおい

て寺院壁画が研究対象となったのは1940年代のことであり、その間に屋根からの漏水への耐久性

がない寺院では、ほとんどの壁画が消滅・損傷してしまったという（９）。加えて、損傷した寺院
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を時代遅れになったしるしだと見なし、現代の新技術をもって建て直すことを是とする「物質主

義的な価値観」が僧侶の間に生じたことも壁画の消滅・損傷を助長した。したがって、描かれた

当時のまま現存する作品は決して多いとはいえない。

　『三界経』が壁画に描かれている寺院は首都バンコクを含むアユタヤ・クルンテープ文化圏に

多く、17世紀以降、ウィハーン（仏殿）またはボート（布薩堂）に安置された本尊仏の後壁を中

心に描かれた（10）。タイにおける本尊仏は【図２】のように、建物の奥に坐像が正面を向くかた

ちで安置される。本尊仏の後壁には『三界経』に基づく三界図が描かれ、下部には地獄界をはじ

めとする悪道が位置している。悪道では、獄卒の責め苦を受ける亡者の姿や、地獄釡、棘の木な

どの描写を中心とし、加えて幾人もの亡者が描かれる。なかでも餓鬼と見られる図像は、背が高

く痩せ細った亡者【図３】（ワット・ドゥシダラームウォラウィハーン）（11）、蛆虫に食べられて

いる亡者【図４】（ワット・スタットテープワラーラーム）（12）などである。一方、チェンマイを

【図１】タイ寺院壁画における一般的な三界図
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中心に広がる北方のラーンナー文化圏では『三界経』の内容が本尊仏の後壁に描かれることはほ

とんどなく、独自の文化が認められる。ラーンナー文化圏では、木炭や汚物を食す亡者【図５】

（ワット・プーミン）（13）などが見られ、これらの亡者の図像はアユタヤ・クルンテープ文化圏同様、

地獄界の描写と同画面中に描かれている。

　さらに、ラタナコーシン王朝時代（1782年－現在）になると、『三界経』という主題に「従三

【図２】本尊仏の後壁に描かれた三界図（ワット・ドゥシダラームウォラウィハーン／バンコク）

【図３】背が高く痩せ細った亡者（ワット・ドゥシダラームウォラウィハーン／バンコク）
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十三天降下」の場面が付加される（14）。従三十三天降下とは、雨期の三か月間、仏陀が亡き母の

摩耶夫人のために三十三天（忉利天）に昇り説法した後、三道宝階と呼ばれる階段を伝って下界

へ降下したとされる場面であり、仏伝のうちの一篇として収録される。タイにおける仏伝は『パ

トムソムポーティカター』と称され、貝多羅葉に書かれた1786年のものが最古の現存テキストで

ある。また後の1844年には刊本が出版され、この刊本に収録された29篇の物語のうち、従三十三

天降下は第24篇にあたる。なお、『パトムソムポーティカター』全体を主題とした壁画は『三界経』

を主題としたものよりも古くから描かれており、13－15世紀の作例も一部残っている。

　従三十三天降下図は、古くは５－６世紀のインド・アジャンター石窟などでも見られるが、タ

【図５】木炭を食す亡者（ワット・プーミン／ナーン県）

【図４】蛆虫に食べられている亡者 （ワット・スタットテープワラーラーム／バンコク）
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イにおいてこの場面が『三界経』に付加されて描かれるようになったのは、先に述べたようにラ

タナコーシン王朝時代になってからである。ソン・シマトラン（1989）によれば、ラーマ２世（在

位：1809－1824年）が仏教の精進の日を増やすために、出安居の後の日を仏陀が摩耶夫人のため

の説法から降下した日であると定めたことに由来するという（15）。

　従三十三天降下の場面では、仏陀は天界から降下する際、天界から地獄界までを一望したとい

う。したがって、シンブリー県にあるワット・ムアン（16）の壁画【図６】のように従三十三天降

下を主題とした壁画においては、地獄界の様子が一部描かれている。また、この従三十三天降下

は仏画の主題としても引用され、現在九州国立博物館に所蔵されている「従三十三天降下図」【図

７】のように、画面の右下または左下の一部に地獄釡や亡者が描かれている場合もある。ただし、

従三十三天降下図における地獄界はあくまで場面構成の一要素にすぎないため、地獄釡や亡者の

図像を用い簡潔にあらわされる傾向がある。

　以上のように、『三界経』や従三十三天降下を描いた寺院壁画では、悪道の表現として幾体も

の亡者が描かれている。そして、これらの画面には地獄釡や棘の木などのモチーフが随所に見ら

れることから、一見、地獄界をあらわしているとみえる。しかしながら、なかには【図３】のよ

うに背が高く痩せ細った亡者、また【図４】のように蛆虫に食べられる亡者などが見られ、『三

【図６】従三十三天降下の場面が描かれた壁画（ワット・ムアン／シンブリー県）
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界経』の内容に照らし合わせるとこれらの亡者は「餓鬼」であるといえる。このように、タイに

おける悪道の表現では地獄界と餓鬼界の様子が混在して描かれているという特徴がある。した

がって、これらの亡者を明確に地獄の亡者／餓鬼と判断することは難しいのが現状である。

２－２　現代における餓鬼の図像

　前節で述べたように、タイに伝統的といえる餓鬼の図像は『三界経』の記述に概ね則している。

しかしながら、20世紀後半に描かれた、もしくは描き直された寺院壁画には、『三界経』の範疇

を大きく越えている表現が散見される。たとえば、ランパーン県にあるワット・ラーイゲーオ（17）

【図８】では身体が緑色や白色などに変色した表現、またワット・カオソムポート（18）【図９】で

は身体の一部または全体が著しく変容し、人間と認識できる程度を越えた姿が見られるが、これ

らは『三界経』の所説にはない表現である。

　さらに、現在タイには約３万の寺院があるといわれているが、そのうちには壁画に留まらず、

立体像で地獄界や餓鬼界をあらわしている寺院が存在する。このような寺院では、セメントを用

い等身大より少し大きな獄卒や罪人の像がつくられ、獄卒が罪人に責め苦を与えている場面があ

【図７】従三十三天降下図（19世紀／九州国立博物館所蔵）
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【図８】寺院壁画に描かれた餓鬼 （ワット・ラーイゲーオ／ランプーン県）

【図９】寺院壁画に描かれた餓鬼（ワット・カオソムポート／ロッブリー県）
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らわされる。なかには十数メートルを超える背丈の餓鬼像もつくられており、一か寺で数十体～

数百体の立体像が空間を構成している。そして実際に参拝者がその空間に足を踏み入れることに

より、死後の世界を疑似体験できる構造となっている。

　日本ではこのような寺院を「地獄寺」と称しているが、タイでは日本における「地獄寺」に相

【図10】立体像であらわされた餓鬼（ワット・パイローンウア／スパンブリー県）

【図11】立体像であらわされた餓鬼（スワン・パーブリラットナージャーン／スリン県）
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当するような総称は存在せず、あくまで個々の寺院の一角につくられた空間であると認識されて

いる。本稿では、このような「立体像を用い、敷地内に地獄をあらわした空間を併設している寺

院」を「地獄寺」と称する。地獄寺は地域を問わずタイ全土に点在しており、本稿執筆時点で確

認できる限りでは70か寺近く存在する。また、地獄寺が最初につくられたのは1956年頃であり、

その後1970年代以降を境に徐々に増え続けている。したがって、地獄寺に見られる立体像は、現

代タイにおける最も新しい亡者の図像であると位置づけることができる。

　このような地獄寺の立体像においても、餓鬼の図像は現代における寺院壁画と同様の傾向が見

られる。たとえば、ワット・パイローンウア（19）【図10】のように身体が著しく変色したものや、

スワン・パーブリラットナージャーン（20）【図11】のように身体全体が変容し、人間と認識できる

程度を越えた表現が散見されるのである。加えて、前節までに述べた寺院壁画でも見られたよう

に、立体像においても地獄界の様子と餓鬼界の様子は混在してつくられている。

２－３　日本における餓鬼像との比較

　本節では、比較の一例として日本における餓鬼像について少しふれておきたい。日本における

餓鬼は『正法念処経』をはじめとした仏典に説かれ、図像でいえば「餓鬼草紙」が一般によく知

られている。東京国立博物館所蔵の「餓鬼草紙（旧河本家本）」には、『正法念処経』に説かれた

36種類の餓鬼のうち、10種類の餓鬼が図像化されている。「餓鬼草紙」では、餓鬼は茶色く骨ばっ

た肢体で描かれ、また過度に膨張した腹部、窄まった口などの表現が見られる。これらの餓鬼は

人間界にも存在し、人間の目には見えないながらもすぐそばに棲んでいる様子があらわされてい

る【図12】。また、聖衆来迎寺所蔵の「六道絵」【図13】は、全15幅のうち１幅は餓鬼道を描いた

ものであり、墓の供物を食べる悕望餓鬼や、経を聞くと力を得る食法餓鬼など多くの種類の餓鬼

【図12】旧河本家本「餓鬼草紙」第三段　伺便餓鬼図（東京国立博物館所蔵／12－13世紀）
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が存在している。このように、日本における餓鬼は「餓鬼道に堕ちた者」として、比較的独立し

て描かれている。

２－４　定義の問題性

　一方タイでは、餓鬼は六道のうちの一界の衆生として『三界経』第三章に独立して説かれてい

るにも関わらず、実際に寺院壁画などに描かれる場合には、一世界としての区画的な描き分けが

ほとんどなされていない。先に挙げた『三界経』を主題とした壁画や従三十三天降下図にも見ら

【図13】六道絵　餓鬼道（聖衆来迎寺所蔵／13世紀）
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れるように、地獄界と餓鬼界の様子は混在して描かれているのである。したがって、タイにおけ

る餓鬼は「悪道に堕ちた者」という枠組みのなかで表現されているといえよう。また、これは地

獄寺の例においても同様であり、同じ空間につくられた亡者の立体像は、地獄の亡者／餓鬼の区

別を意識的にすることはできるが、区画的な区別はなされていない。この点は、日本における餓

鬼の表現や認識とは明らかに異なる特徴である。よって、タイにおける餓鬼を考察するにあたっ

ては、テキスト上でのイメージと、図像としてのイメージに乖離が見られる点を特筆する必要が

生じる。これまでに述べてきた図像化された餓鬼の事例をふまえ、改めて「餓鬼」という存在に

ついて再考しなければならない。

　また現在、タイにおける餓鬼の図像に関する研究は、日本においてはほとんどなされていない

点も付記したい。広く悪道や亡者の図像について述べられている研究には、①寺院壁画における

『三界経』の表現に関する研究《ソン・シマトラン（1989）》、②紙写本（21）における『三界経』の

表現に関する研究《彦坂千津子（2015）》、③紙写本における『プラ・マーライ』（22）の表現に関

する研究《畝部俊也・山本聡子（2008）「タイ仏教写本『プラ・マーライ』について─説話とそ

の図像表現─」、佐久間留理子（2008）「タイ仏教の蔵外経典『プラ・マーライ』の写本研究─挿

画の主題とその文化史的背景─」》などが代表して挙げられるが、いずれも「餓鬼」に焦点を当

てているものはなく、あくまで『三界経』『プラ・マーライ』などのテキストに基づく考察がな

されている。先に述べたように、タイにおける餓鬼の表現にはテキスト上でのイメージと、図像

としてのイメージに乖離が見られるため、テキストのみでその表現を理解するには限界がある。

　前節までに再三述べてきたように、現代タイにおける餓鬼の図像には仏典の所説を越えている

表現が散見される。たとえば、身体が変色した表現、身体の一部または全体が著しく変容した表

現などである。これらの特徴をふまえると、「仏典の範疇を越えている表現」は人間と認識でき

る程度を越えた表現であり、「異形化」と換言することができよう。つまり、現代タイにおける

餓鬼の図像は異形性を帯びており、また餓鬼自体も「異形なもの」というイメージで解釈されて

いるのではないかと推測できる。よって次章では、現代に見られる餓鬼の図像について「異形化」

という観点で考察を加えたい。

３　異形化された餓鬼の考察

３－１　餓鬼の再定義と分類

　タイにおける餓鬼は、広義には「亡者」として捉えられている。さらに、悪道に堕ちた亡者は

地獄界の亡者／餓鬼と二分できよう。またそのなかで、同画面または同空間に混在している地獄

の亡者と比較すると、餓鬼と見られる図像には次のような特徴を挙げることができる。
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　まず、①獄卒などの他者に責め苦を与えられていない、という点である。地獄界の大きな特徴

として、他者に責め苦を与えられている点を挙げることができるが、餓鬼界においては苦痛を受

けることはあっても、それは獄卒など他者によるものではない。ただし、犬や蛆虫、ハエなどの

動物による苦痛については例外的である。

　次に、②身体が変容している、という点である。①のように獄卒などの他者に責め苦を与えら

れていない場合、その苦痛の原因は自身によらなければならず、必然的に自身に何かしらの変容

が求められる。したがって、餓鬼の多くは身体に変容が見られる。この変容には食物を見つけら

れないがゆえに異常に痩せている、という点も含まれる。

　また、基本となる「身体が変容している」表現は、次のように分類できる。すなわち、①痩せ

ている、骨ばっている、腹部の膨張（飢餓の表現）、②身体の一部が肥大（手・足・性器など）、

③身体の一部が変容（獣頭人身・無頭人）、④身体全体が変容（巨大化・変色）、である。さらに

これらに加え、炎に囲まれる（炎を身体に配す表現）、異食（木炭・糞尿・人肉）などの表現も

散見される。

　また、③については少し補足したい。タイにおける亡者の表現には頭がなく、胴体に顔がつい

ている「無頭人」や、頭部が動物になっている「獣頭人身」が含まれる。これらの亡者について

は、18－19世紀にはすでに描かれており、現代における異形化とは別の系譜で考察する必要があ

る。特に無頭人については、３－４で詳述する。

３－２　精霊信仰との親和

　【図14】【図15】は、2010年８月～９月にバンコク Thailand Creative & Design Center にて行

われた、“Spirits: Creativities from beyond” Exhibition”のイメージ図像である。この展覧会は

タイの精霊ピーを題材とし、恐怖が常に人間の想像力となって文化面に影響を及ぼしているとい

う趣旨のもと開催された。展示物には、ピーを題材にした映画や現代の表象も含まれている。そ

して、この【図14】の右端および【図15】に描かれた身体全体が緑色をしている者は「ピー・プ

レート」である。

　１－１で述べたように、餓鬼には「プレート」という呼称に「ピー」を冠している場合がある。

タイにおける餓鬼のイメージは『三界経』によるところが大きいが、山辺習学（1981）は餓鬼界

について、「おそらく世尊当時の古いインドの宗教思想で、一方では楽しい父祖の夜摩界が宗教

的批判によりて暗い地獄界となるとともに、他方では民間信仰に発端したこの幽冥界にもいつし

かその批判が加えられて」、また「前者が『ヴェーダ』以来の婆羅門数学の推移を語るとすれば、

後者はまったく民間信仰の変遷を示すものと思われる。」（23）と述べている。つまり、餓鬼界はも

ともと民間的な信仰から発端した思想であり、これをタイに当てはめると、民間的な信仰すなわ

ち精霊信仰においても餓鬼は存在しているということになる。したがって、「ピー・プレート」
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という呼称が示すように、精霊信仰と餓鬼思想は非常に親和性が高く、その図像にも共通性が見

られるのではないかと推測する。

　タイにおける精霊信仰は「ピー信仰」とも称され、仏教が普及する以前より現在もなお見られ

るものである。「ピー」とは信仰の対象となる精霊を指し、祖霊・善霊・悪霊・守護霊・幽霊・

妖怪など、土着的な信仰における精霊から現在におけるホラー要素の強いオバケまで、幅広い意

味をもつ概念である。精霊信仰におけるピーは、ある時は現世利益の祈願対象であり、またある

時は諸悪の原因を帰せられる存在として機能してきた。たとえば、津村文彦（2009）では、2000

【図15】“Spirits: Creativities from beyond” Exhibition”のイメージ図像

【図14】“Spirits: Creativities from beyond” Exhibition”のイメージ図像
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年に行なわれた東北タイでの聞き取り調査によって、以下のような事例が報告されている。

■語り no.7

　「人が訪ねて来るのは良いが、ピーが訪ねてくるのは良くない」と言われるように、祖先

の霊がやってくると誰かが病になることが多い。そういうときは、遺産争いをしていたり、

残された家族の間で不仲があったりするときだ。そういうときは、モータム（24）に占いをし

てもらって、先祖霊が何を欲しているのかを突き止める。先祖霊の要求を満たせば病はすぐ

に快癒する。（2000年２月・NK 村・女性40代）（p.9）

このように、人々は儀式や供物を通じてピーに願いを叶えてもらい、また人知を超えた現象、た

とえば不慮の病気や事故などが起こると、その原因を帰せる存在としてピーを想定してきた。

　津村（2012）では、ピーをめぐる視覚表現について「特徴的なのは、豊富な語りがみられる一

方で、アンバランスなほどに欠落したピーの視覚表現である。」（25）と述べている。たしかに、ピー

は主に口承で語り継がれてきたものであり、その視覚表現は乏しい。農村部におけるピーは「そ

もそも超自然的存在であるピーは『語り』の中にしか存在しえない。」（26）のである。

　しかしながら、ピーの視覚表現がまったくないというわけではない。農村部で古来語りの中に

存在してきたピーは、現代になり「怪奇映画」という媒体で視覚表現が盛んになされるように

なった。もちろん、怪奇映画におけるピーの表象は語りの中で形成されたピー・イメージから発

したものである。しかしながら、語りと比較すると映画という媒体の影響力は非常に大きく、ま

たその視覚効果も大きい。現代になり怪奇映画のなかでピーは繰り返し表象され、その結果、タ

イ人の生活のなかで精霊として認識されていたピーは異形性を帯び、怪談的な性格が強まって

いったと推測できるのである。

３－３　怪奇映画におけるピーの表象

　四方田犬彦（2009）によれば、タイに映画が紹介されたのは1897年のことである。次いで1904

年には、日本人の尽力により初の常設映画館が完成した。一方タイ人による映画制作は1927年に

始まり、1932－1942年には最初の興隆期を迎える。この時期からすでにピーを主題とした映画は

制作されており、その後も一定の本数を維持しながら、ピー映画はタイ映画の中で地位を確立し

てきた（27）。

　タイの怪奇映画のなかでも不動の地位を占めているものに、『メー・ナーク・プラカノーン』

という物語がある。『メー・ナーク・プラカノーン』（別称『ナーン・ナーク』）は、バンコクに

あるマハーブット寺院を舞台とした、口頭伝承をもとに生成された幽霊譚である。その初出は

100年以上も遡り、1912年には演劇化、1936年には映画化がなされている。特に映画はこれまで
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に少なくとも20本はリメイクされており、タイのピー・イメージの一端を担うものとなった（28）。

　この『メー・ナーク・プラカノーン』は、その物語展開に社会・政治的背景との関連が指摘さ

れている（29）。物語の終盤では、呪術師の手におえなかったピーが、中央政府から派遣された高

僧により説得されるという展開になる（30）。この展開からは、国家仏教が土着の精霊信仰に最終

的な勝利をおさめるという「仏教の優越性」が読み取れ、物語が生成された当時のサンガ統治法

公布などによる中央集権化という背景が大いに影響し、表象されていると考えられている。

　このように社会・政治的背景をもって表象された『メー・ナーク・プラカノーン』のピーであ

るが、四方田は「映画に登場するあらゆる怪物、幽霊、妖怪の類はつねに固有の政治性を体現し

ており、歴史的な存在である。」（31）と、怪奇映画に見える政治性はこの作品に限ったことではなく、

怪奇映画全体にいえることであると指摘した。四方田や津村が述べたように、ピーを表象した怪

奇映画が政治性を孕んでいるとすれば、ピーの範疇に含まれる餓鬼の図像にも当時の社会背景が

大きく影響していることは想像に難くない。

　また、タイにおける怪奇映画は1970年代に入ると制作数が急増し、1976年には年間200本とい

う大量の映画が制作された。そのなかでも一定の割合を保ちながらピー映画は制作・受容され続

けたという（32）。また、1960－1970年代にかけては映画が大衆娯楽の頂点にあり、この時代にお

いてピーを題材とする怪奇映画は、決して「Ｂ級映画」として貶められることはなかった（33）。

また、1980年代に映画制作は一時低迷するも、クーデタが頻発すると触発されたように「ピー・

ポープ」シリーズが制作されている。この「ピー・ポープ」という映画は東北タイに固有である

ピーを題材とした映画であり 、四方田（2009）によれば、「ピー・ポープ」シリーズは「バンコ

クのような都会の映画館で上映されることはほとんどなく、もっぱら地方都市の小さな映画館や

村落の屋外上映、またワットの祭礼に催される特殊上映などを通して、地方の観客を対象として

制作されたものである。」（34）という。

　したがって、1970年代以降という時代には、民衆が怪奇映画を通じてピーの図像を目にする機

会は確実にあったといえる。また寺院において、現代では寺院壁画や立体像の制作は、住職が提

案し、実際の制作は民衆または村の職人らが担当している場合が多い。よって、制作者は民衆で

あるといって差し支えなく、民衆が目にした怪奇映画におけるピーの図像が餓鬼の図像制作に影

響した可能性は高い。

　また、1970年代という時代はタイの社会にとって大きな変動のあった時代である。タイでは

1932年の立憲クーデタを皮切りに、その後も「軍隊が政権を獲得する手段」として度々クーデタ

が行われてきた。その度に多くの死傷者を出したことは民衆の反感を煽り、民衆は政府に対して

デモや集会を行うようになる。特に1970年代には多くの民衆デモや学生運動が行われたが、1973
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年についに警察との武力衝突が起きた。この一件は「10月14日政変」と称される大惨事となった。

また、1976年には軍部の弾圧により「血の水曜日事件」というタイの歴史の中で最も野蛮で残虐

な事件も勃発した。1970年代における政治面の混乱は歴史的にも大きなものであり、その後のタ

【図16】ピーの立体像（ワット・メーゲッドノーイ／チェンマイ）

【図17】ピーの立体像・前掲図部分拡大（ワット・メーゲッドノーイ／チェンマイ）
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イ社会・文化面において大きな影響を及ぼしている。このような時代に餓鬼を表象するにあたり、

餓鬼の図像に変化があらわれた要因のひとつとして、やはり社会背景が影響しているといえよう。

　さらに、ピーの図像と餓鬼の図像が親和している可能性について、それを補強するかのように、

実際に寺院においてピーが制作されている事例も存在する。チェンマイにあるワット・メーゲッ

ドノーイ（35）では、地獄の亡者や餓鬼に混在して、ピーの立体像が制作されている【図16】【図

17】。このようにピーそのものを寺院のなかで制作したこの事例は、ピーの図像と餓鬼の図像と

の親和をより強く示している。

３－４　独自の図像発展　─無頭人を例にして

　タイの寺院壁画や立体像では、頭部がなくかわりに胴部に顔がある「無頭人」の像も散見され

る。この無頭人も餓鬼と同様に寺院壁画に描かれているが、『三界経』には「胴部に顔がある」

という記述は見当たらない。

　この無頭人はタイのみならず、全世界的に見ることのできる図像である。文献上での初出は前

５世紀のヘロドトス『歴史』にまで遡ることができ、そのなかで古代リビアには「胸に眼のある

無頭人（アケパロイ）」が棲息していると記されている。さらには、中野美代子（2007）によると、

マルコ・ポーロ『東方見聞録』の写本である『驚異の書』（15世紀）などにも「異形民族のブレ

ミエス族」として挿画が残っているという【図18】。一方東洋では、古代中国の地理誌『山海経』

に「刑天（けいてん）」として記され、刑天はもともと帝に斬首された者である【図19】。図像化

されたこれらの無頭人は、いずれも胴部の顔と身体が一体化している。

　しかしながら、タイの寺院壁画に描かれた無頭人の中には、ワット・スラケットのように、頭

部がそのまま胴部に移動している表現が見られた【図20】。つまり、これらの表現には顔の輪郭

【図18】参考　異形民族として描かれた無頭人
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線や毛髪が見られ、『驚異の書』や『山海経』の挿画に見られる無頭人の図像とは明らかに異なっ

ている。

　このように、無頭人は全世界的に見られる図像であるが、輪郭線や毛髪を伴った表現がなされ

ている点、そして無頭人が地獄の衆生として描かれているという点はタイのみで見られる特徴で

あり、これは無頭人の図像がタイで独自に発展したことを示唆している。無頭人の例はあくまで

【図19】『山海経』の挿画として描かれた刑天

【図20】輪郭を残す無頭人（ワット・スラケット／バンコク）
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一例に過ぎないが、この一例よりタイにおける図像の独自発展の可能性は担保されたといえよう。

むすび

　本稿では、寺院壁画や立体像に見られる餓鬼の図像を通して、タイにおける民衆レベルでの仏

教表現の現状を把握し、その特質について考えることに努めた。古来、餓鬼は仏典の所説におい

て存在しているが、その表象にはテキストのみでは成立し得ない表現が散見された。とりわけ、

現代における餓鬼の図像には、仏典の範疇を越えた「異形なもの」への傾倒が見られ、伝統的な

図像とは一線を画している。これらの事実より、改めてタイにおける餓鬼について再考する必要

が生じた。タイにおける餓鬼は、民衆レベルでは悪道に堕ちた亡者であり、精霊ピーでもある。

したがって、「餓鬼」と邦訳してしまうのではなく「プレート」「ピー・プレート」と表記した方

が実情を捉えやすい。

　さらに、現代における餓鬼の図像が異形化した要因の一つとして、精霊信仰に発端し、怪奇映

画でさかんに表象されてきたピーの図像が考えられると示した。この背景には20世紀における社

会変動があり、餓鬼の図像は仏典に留まらない、政治性を体現する存在としても機能してきたの

である。

　餓鬼は、いくつもの世界をまたぐ曖昧な存在である。餓鬼に生まれた者は餓鬼界に棲むとされ

るが、その空間は定められているわけではなく、ときに地獄界や人間界にも姿を現す。餓鬼は人

間の目には見えないがすぐそばにいるという恐怖があり、この点においてピーとも共通の性格が

ある。民衆にとって身近であるがゆえに、民衆レベルでの仏教表現には欠かせない存在となって

いるのであろう。

　現代タイにおける餓鬼の図像は、自国の文化をふまえつつ時代に沿って新しい図像を生み出す

という、一つのアイデンティティの現れである。そうした視点を念頭に置きながら、これからも

歴史・地理・哲学・宗教・民俗などの広い視野をもって、民衆による造形活動の魅力を追いかけ

ていきたい。

【注】
（１）　田中（1989b）、pp.129－139
（２）　石井（1991）、pp.128－130
（３）　アヌマーンラーチャトン（1979）、p.285
（４）　吉川・赤木編訳（1976）、pp.38－41
（５）　アヌマーンラーチャトン（1979）、p.285
（６）　田中（1989b）、p.120
（７）　前掲書、pp.132－139
（８）　本稿では訳出の際、Frank, E, R. & Mani, B, R. による英訳本 THREE WORLDS ACCORDING TO KING 

RUANG A Thai Buddhist Cosmology （1982）、またその英訳本をもとにした伊東照司「タイ仏典『トライ・
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プーム・プラ・ルアーン』」（1986）、および澤井なつみ「タイ語『三界経』に見られる「業（kam）」と「積
善（tham-bun）」」（2000）を適宜引用、参照した。
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（13）　ワット・プーミン　ナーン県。建立は1596年とされる。壁画は歴史的・美術的にも価値が高いとされ、ナー
ン県のみならずタイを代表する寺院。壁画は19世紀末に描かれた。

（14）　前掲書、p.64
（15）　同上
（16）　ワット・ムアン　シンブリー県にある寺院。建立は1822年頃とされる。壁画が描かれた年代は定かではな
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（28）　前掲書、pp.85-87
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『タイ─仏の国の輝き』会期2017年４月11日～６月４日・2017年７月４日～８月27日、於九州国立博物館・東京国

立博物館、九州国立博物館・東京国立博物館・日本経済新聞社文化事業部編
『1000年忌特別展　源信　地獄極楽への扉』会期2017年７月15日～９月３日、於奈良国立博物館、奈良国立博物館編、

奈良国立博物館・朝日新聞社・NHK 奈良放送局

【ウェブサイト】
Thailand Creative & Design Center HP　http://www.tcdc.or.th/exhibition/8314/ （2018年10月６日閲覧）
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