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lkçN³smÁal;rcnabfGgÁrvtþ
lkçN³smÁal;rcnabfGgÁrvtþmanPaBl¥RbNit nigebIkEPñk.  RBHBuT§rUbRbk;naKenAkñúg 

rcnabfGgÁrvtþ eRcInEtmanlm¥edaymkud nigeRKÓgGlgáaenAelIedIméd nigkeCIg. EteRkay 

mkeyIgkRmeXIjmanRBHBuT§rUblm¥edayeRKÓgGlgáaNas;. enHRbEhledaysareKcg;

bgðajBIRBHBuT§rUbeRkayeBlRtas;dwgnUvRBHsmasem<aFijaN. RBHBuT§rUbEdllm¥eday 

eRKOgGlgáardUcRBHBuT§rUbRbk;naKkñúgrcnabfGgÁrvtþenH eyIgehAfaRBHBuT§rUbRTg;eRKÓg.

 RBHBuT§rUbEbbenH eRcIneXIjmanenAGasIukNþalCaBiessenA):LaRbeTs\NÐa.

The characteristic of the Angkor Vat style
　The characteristic of the Angkor Vat style is the fine decoration, and open eyes.
　The Buddha on the NAga in the Angkor Vat style wears a mukuTa and a diadem which is a 
band supporting the mukuTa, and it also wears accessories on the arms, wrists, and ankles.
　Since the Buddha has already attained enlightenment, his statues are seldom shown with 
lavish accessories. Buddhas decorated like the Buddha on the NAga in the Angkor Vat style 
are called “le Bouddha paré” or “Adorned Buddhas,” and these were often seen the Buddha 
statues (bhUmiparZa-mudrA) in Central Asia, especially during the PAla Period (India).
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RBHBuT§rUbRbk;naK 
RBHBuT§rUbTaMgBIrGgÁenHmanlkçN³dUcKña ehIyPaKeRcInk¾dUcRBHBuT§rUbepSgeTotenAkñúúúúúg

sil,³ExμrEdr KWKg;RBHEPñnelIregVlbIcgVayrbs;naKk,al7EdlebIkBBar. RBHBuT§rUbenHman

kayvikar smaFi bgðajBIPaBs¶b;s¶at;;nigEsVgrkRBHniBVan. edayELkRBHBuT§rUbelx (BK138)
 eKqøak;ya:gykcitþTukdak;enAelIépÞmux nigEpñkRskanaK b:uEnþBMumanlm¥edayk,aMgmkudeT rIÉ

TRmg;RtecokKWRsedogKñanwgRBHBuT§rUbelx(BK274).

  cmøak;RBHBuT§rUbKg;TRmg;RBHkaysRmakelIpáaQUkBak;kNþalEbbenH       k¾manenAPaK 

GaeKñy_RbeTs\NÐa nigRsIlgáaEdr. ktþaTaMgenHGac(eyIgyl;GMBI#sKl; énRBHBuT§sasna

mhayanenAkñúgsm½yGgÁr)n.

Buddha on NAga
Like these two statues, almost all the Buddhas that are seen situated on NAgas in 

Khmer Art are protected by seven-headed NAgas with 3 coils, and the Buddhas 
themselves are shown presenting the dhyAna-mudrA. DhyAna-mudrA meant that the 
Buddha meditates in a calm and stable condition, observing the truth. 

Although BK138 does not show decorations like the diadem and mukuTa, fine carvings 
are seen sculptured on face and scales of the NAga.  The form of the ear is similar to that 
of BK140-274.
Also, the Buddha is shown sitting not in the full-lotus posture but in the half-lotus. This 
style of sitting is seen in South-East India and Sri Lanka, and it is a point that has to be 
taken into consideration when seeking to know the roots of MahAyAna Buddhism in the 
Angkor period.
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1\ sUmsÞaKmn$

Information

2\ rbkKMehIj
etIBuTÔbdimamanlkÂN:y"agdUcemÑcenAeBleKrkeXIj? /ÕkNa@nrkeXIj ehIyetIeKeFÞI
kMNayy"agdUcemÑc? enHCakarbgàajBIrUbftTaMgLayenAkÕégkMLégeBleFÞIkar 
RsavRCav.
sUm/eJÈIjTsßnaRBHBuTÔbdima RBmTaMgrUbcmÝgTaMgLayEdleRbIedaybecÆkviCÈafÚI.

Discovery Room
Here you will get various information of the archaeolog-
ical survey which discovered the Buddhist statues. Also 
you can see the full-size replicas. This is the output of the 
Sophia’s project “IT (Information Technology) and Ar-
chaeology”.

3\ eragtaMgBuTÔbdimasMxan;|
sUm/eJÈIjTsßnaBuTÔbdimasMxan;|enATIenH EdlrYmman* fÚeKalRBHBan; 
RBHBuTÔrUbRbk;naK RBHBuTÔRTg;Qr ehIynigRBHBuTÔrUbKg;. 

Main Hall
This hall contains the “thousand-seated Buddha” 
pillar and the museum’s main collection of stat-
ues, including standing Buddha and Buddha on 
Naga. You are surrounded by the series of stat-
ues. The layout of statues in this main hall can be 
imagined the pit buried statues. 

4\ Efvbn;Rsn;
enAkÕégEfvCan;TI2enH KWRbdUceTAnwgEpÕkxagkÕég^nkMBUlR@saTbnÓaykÑI 
EdlmanteRm]bRBHBuTÔrUbRbk;naKCaeRcIn. sUmrIkrayCamYynwgkaredIr
kMsanÑenATIenHedayRs^mfa /ÕkkMBg;EtenAkÕégR@saTdUckalBIsm&y 
buraN.

Gallery of the Temple
Inspired by the inner sanctuary of Banteay Kdei, 
this gallery with its vaulted ceiling houses many 
statues of Buddha seated on Nāga .   

Main hall

Gallery of the temple

Khmer ceramics
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eragCag
etI/Õkcg;saklÖgdusrUbfÚeKalRBHBan;Edr>eT? 
eyIg@nplitCarUbcmÝgedaybecÆkviCÈafÚI
/Õk/acsbÖayCamYynwgkarsaklÖg sUmkuMRBYy@rmÙ/MBIkar@k;EbkeLIy. 
eyIgsUmbJÈak;fakarsaklÖgenHmaneBlkMNt;

Workshop
Would you like to enjoy a rubbing of the “thousand 
seated Buddha” pillar?  You don’t worry about dam-
aging something, because that is a replica! Other 
“Hands on” programmes will come soon. 

 kulalPaCn$ExÚr
enHCakarbgàaj/MBIkulalPaCn$ExÚrnasm&y/gÃr
Edl@nrkeXIjBIkareFÞIkMNayenAsÒanIy$LtanI
edayKN:RbtiPU/nÑrCatiedImÖI/gÃr^nsaklviTÛal&ysUhÞéIy"a.

Khmer Ceramics
Artifacts excavated from the Tani kiln sites 
are shown here.  These were made in 
Angkor period. Archaeological survey at 
Tani sites were carried out by the Sophia 
University Angkor International Mission.

　１．バンテアイ・クデイ発掘調査と仏像埋納坑

バンテアイ・クデイ Banteay Kdei
カンボジア北西部シェムリアップ州に位置するアンコール期

（西暦 802 ～ 1431 年頃）の石造建築群のひとつ。ジャヤヴァ

ルマン 7世治世下 12 世紀末頃に建立されたと考えられている

大乗仏教寺院。

上智大学アンコール遺跡国際調査団は、

2000 年から 2001 年にかけての発掘調査

を通じて、274 片にのぼる仏像群を検出し

た。調査の結果、人為的に壊されたと推測

される仏像が一括して坑（仏像埋納坑）に

埋められ、さらにその上は盛り土によって

覆われていたことが明らかになった。坑の

規模、仏像を埋めた作業手順等についても、

一定の解釈が得られている。

　

　２．成果報告
発掘調査の経緯とその成果については、協

会第 70回総会研究発表（2004 年）、およ

び協会第 73回総会研究発表（2007 年）等

にて報告しており、そちらを参照されたい。

詳しい調査報告・論考等は日本語や

英語によって発表されている。

また、この発掘に実習生として参加

した王立芸術大学（在プノンペン）

考古学部学生達が実習終了後に、同

学部紀要へ実習報告を兼ねた調査速

報をカンボジア語で投稿している。　

　３．一般公開にむけて－博物館建設－

上智大学アンコール遺跡国際調査団
1989 年 3月、第 1次調査団を派遣して組織的な活動を開始。団長石澤良昭（上智大学学長）。建築班、考古班、窯跡班、社会文化調査班な

どから成る。調査団の現地活動拠点として、上智大学アジア人材養成研究センターがある。　考古班は、1991 年からバンテアイ・クデイで

発掘調査および、人材養成プロジェクトの一環としてカンボジア王立芸術大学学生を対象とした現場実習と文化遺産集中講義等を継続実施

中。　考古班の主たるメンバーは、中尾芳治（帝塚山学院大学）、上野邦一（奈良女子大学）、菱田哲郎（京都府立大学）、宮本康治（大阪歴

史博物館）、田畑幸嗣（上智大学）、丸井雅子（上智大学）。現在は、カンボジア政府のアプサラ機構と連携して全ての調査および遺跡の維

持管理作業を進めている。

出土した仏像群は一時的に上智大学アジア人材養成研究センター（シェムリ

アップ）にて保管されていた。一方で、カンボジア政府と上智大学は、これ

ら仏像群を「一括遺物としてまとめて管理し一般公開する為にはどのような

　　　　　　　　　　　　方策があるか」について協議を重ねた。幸い、イ

　　　　　　　　　　　　オン 1％クラブの全面的な資金援助を受けて専用

　　　　　　　　　　　　の博物館が建設されることが決まり、展示は上智

　　　　　　　　　　　　大学が準備を進めた。展示設計は森美術館（六本

　　　　　　　　　　　　木）の武部圭男氏からご協力いただいた。諸作業

　　　　　　　　　　　　は調査作業員として実際に仏像発掘に携わったロ

　　　　　　　　　　　　

ハール村の男衆が担った。展示に際して必要とされた彫像の修復等は、プノン

ペン国立博物館修復部門へ依頼した。青銅製小型仏像等 3点は、日本への持ち

出し許可を得た後、（財）大阪市文化財協会にて保存処理作業を終えた。

こうして博物館は 2007 年 11月 2日に完成記念式典を執り行い、2008 年 1

月 2日から正式に一般に公開されている。

最初の仏像発掘から実に 8年が経っていた。

４．比較研究と展示解説の作成


