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研究成果の概要（和文）
：クメール王国の刻文に頻出する devarāja の語は、
「神のような王」を
意味し、王の没後にその墓廟として寺院が造営され、神仏と一体化した王像が安置されたと考
えられてきた。また東部ジャワでも、同様な信仰があったとされてきた。しかしインドではこ
の語は「神々の王」の意味で用いられるのが一般的で、王を神格化する信仰が盛行した形跡は
ない。南インドでは王像が神像と並べて寺院に安置されることは珍しくないが、むしろ王権の
神聖さの明示にあったと考えられる。
研究成果の概要（英文）：The Sanskrit word devarāja, frequently found in the Khmer
inscriptions, has been clarified to mean ‘kings as gods’. It has been considered that
some Khmer temples were tombs of rulers where the images of the deified rulers were
enshrined. The devarāja cult was also popular in the East Javanese Period. But in Indian
literatures, ‘devarāja’ is generally understood as ‘king of gods’, and the devarāja
cult does not seem to be popular in India. Though the images with inscriptions of the
king’s names are not rare, they are surmised to denote the sacredness of their kingship.
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１．研究開始当初の背景
東南アジアには、王をインド起源の神仏と
同一視するデーヴァラージャ信仰があり、こ
とにクメール王国とジャワに顕著に認めら
れることが古くから指摘されてきた。例えば、
アンコール王国(9 世紀初頭～15 世紀前半)で

は、都の中心に寺院を造営し、この寺院を王
の死後にその墓廟とし、王に似せた神像ある
いは仏像が奉納されたという。また 10 世紀
前半から 16 世紀前半の東部ジャワでは、王
の遺体を火葬した土地に寺院を造営し、王に
似た身体的特徴をもつ神像を安置するのが

しばしばで、それを研究者は portrait statue
と呼んできた。
一方南インドのタミル地方でも類似の現
象が認められることはよく知られている。ま
ずパッラヴァ朝初期の 7 世紀に造営された石
窟寺院に、王の別名にちなんだ呼称がつけら
れるのは珍しくない。また神話浮彫中の神に
王のイメージを重ねることや、神像と並べて
刻まれている像が王や王妃の肖像であるこ
とが、刻文により確かめられている。またチ
ョーラ朝(9 世紀末～13 世紀末)には王のパッ
リッパダイ(墓廟寺院)が多数造営され、11 世
紀になると王の存命中に寺院およびその本
尊に王にちなんだ名称がつけられた。
しかし、南インド、ジャワ、クメール王国
でのデーヴァラージャ信仰、王の肖像、墓廟
寺院が何らかの影響関係にあるのか、美術史、
建築史、考古学の観点からの総合的な検討は
不充分であった。
２．研究の目的
本研究は、同じ代表者による平成 14-16 年
度基盤研究(A)(1)「東南アジア彫刻史におけ
る＜インド化＞の再検討」および平成 18-20
年度基盤研究(A)「環タイ湾地域におけるイ
ンド系文化の変容に関する基礎的研究」を継
承発展させる意図のもとに計画された。すな
わち南アジアと東南アジアにおけるヒンド
ゥー教および仏教の造形芸術遺品を資料と
して、イスラーム伝播以前の当該地域におけ
る王の神格化の実態を解明しようとするも
のであることを目指した。
具 体 的 に は 、 (1) サ ン ス ク リ ッ ト 語
devarāja の語義を、南インドと東南アジアと
の文献や刻文の用例に即して検討する。(2)
王の「肖像」が寺院のいかなる場所に安置さ
れ、神像と同様に礼拝の対象とされたか、ま
たモデルの肉体的な特徴を個性的に再現し
ているか。(3)墓廟寺院の遺骨の奉納方法を
解明するとともに、東南アジアに古くからあ
った祖先崇拝との関連を考察する。
３．研究の方法
一般社会人にも公開した研究会の開催と、
現地調査とを活動の中心とした。研究会は 4
年間で 28 回開催し、上智大学四谷キャンパ
スと九州国立博物館での各 1 回以外は、新大
阪駅から至近距離にある大阪人間科学大学
を会場とし、毎回 2～3 名の研究者の発表と
質疑応答にあてた。補助事業者以外に 17 名
の研究者を発表者として招待し、多角的な内
容の研究会とした。
現地調査は、2009 年夏にインドネシア、同
冬に南インド、2010 年夏にスリランカ、同冬
にカンボジア、2011 年夏にタイ、同冬にミャ
ンマー、2012 年夏にオランダ、フランス、イ
ギリス、同冬にインドネシア、カンボジアで

実施し、補助事業者以外に延べ 15 名の若手
研究者に協力者として参加していただいた。
ことにタイでは同国美術局の全面的な支援
をうけ、ミャンマーでは元文化省歴史研究局
研究員 U San Win 氏に調査に同行いただいた
ほか、レイデン大学 M. J. Klokke 教授ほか
多くの第一線で活躍している研究者と意見
交換することができた。
４．研究成果
インドの文献や刻文資料では、devarāja の
語は「神々の王」を指すのが一般的であるが、
何らかの名前として、また「神(のような)王」
の意味で用いられるのがごく少数ながら見
出された。ただしクメール王国の刻文にある
devarāja はリンガの形で造形化されるが、同
様の例を南アジアで確認することはできな
かった。南インドのパッラヴァ朝では 7 世紀
初から 8 世紀にかけてヒンドゥー教寺院の呼
称に王の別名を冠する例が多数認められ、そ
れはチョーラ朝にも引き継がれた。これらの
寺院に安置された王像が礼拝対象とされた
ことは明確ではなく、王権の神聖さや王統の
権威の明示にあったと思われる。王像の制作
は北インドではクシャーン朝に限られ、南イ
ンドの諸例がそれに起源するか否かは確認
できなかった。また東部ジャワには伝統的な
図像に基づかない神像がしばしば見られ、そ
れらは portrait statue と呼ばれてきたが、
その面貌は画一的であって個人的な特徴を
表現していないので真の肖像とは呼び得な
いことを明らかにした。
これらの成果を含む 12 点の論文を掲載し
た研究成果報告書を、2013 年 3 月に公刊し、
関係機関や研究者に配布した。
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