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東南アジア研究 10巻 1号 1972年 6月

資料 ･研究ノー ト

コ ン パ ウ ン時 代 の ビ ル マ の 神 判

大 野 徹*

TrialbyOrdealinBurmaduringtheKonbaun皇Dynasty

by

ToruOHNO

WhenIvisited Mandalay in Octoberof1968,Ihaveunexpectedly obtained a
BurmesemanuscriptcalledparabaiL7. TheMS.ismadeoffairlythickpaperabout40cm
inlengthand15cm broad. Textinliurmesecharactersiswritten with whiteinkon

bothsidesofadoublefoldpaperinblackcolor.
ThccontentsofthetextarefourformsofoathforTrialbyOrdealandtheirrecords.

Though theMS.statesthatiil】theordealswerecarriedeitherin 18thorfirsthalfof

Lhe19thcentury,theMS.itselfisnotorlglnaldocument,becauseithasadateofcopy
intheyear12380fBurmeseera,namely1876AD.

Therewere,accordingtothedescrlptlOnOftheMS,,fourkindsoftrialbyordeal
in BurmaduringKonbaungdynasty, The丘rstofthem istheordealbyLead,the

secondbyWater,thethirdofRice,and thefourthby FircI In theordealbylead,
theaccuseran(1theaccusedwrappedtheirforefingersofr短hthandwithsplitbamboo,
and thrustthem in molten lead weighed 333.3kyatsheavy. Onewho injured his

fore丘ngcrwasregarded guilty,andtheotherinnocent･ Intheordealbywater,two
poles,Oneforupstream and anotherdownstream,Wereerected in deepwater･ The

litigantsfacedeachotherwerepresseddownsimultaneouslyinthewaterwithbamboo

poleputtingontheirshouldersbygaoler･ Onewhoraisedhisheadearlierwasdecided
tobeguilty. Intheordealofrice,thetwopartiestookfivekyatsofbrokenriceeach
throughaleaffunnelintheirmouths,chew andswallowed. OnewhoeXhausedrice

earlierwascredited,and anotherlostthecase･ In theordealby 丘rc,thelitigants

holdtwocandles,madeofninethreadsinninefathomslengthandthreekyatsweight
ofwaxes,andlitatthesameinstance. Onewhosecandleexpiredearlierwasregarded
tobeguilty.

FourfeaturescanbepointedoutconcerningtheTri,dH,yOrdealin Konbaungdynasty:
(D thetrialwasalwayscarriedoutatthc員Ⅹedpta(､esuchastheprecinctofcertain
Pagoda. (2)bothoftheaecuserandtheaccusedmadereligious ()fferingstotheNats
andperformedcertain ceremonialsinobediencetothei)reCedent.(3)twopartiessw eared
thattheyneveruseanyamuletnorcharm atallforpreventingeV]'landobtaininggood.

(4) asenioro抗cerr.Cadaloudthewrittenpledgesofthelitigantsthreetimes,made
thcm roundandputIntonecksoftwoparties.

は じ め に

1968年 10月のことである.マンダレ-を訪れた筆者は,アラカン･パゴダの名で知られるマ

--ムニ ･パゴダのPE摘75市で 8帖のパ ラバイを入手 したO パ ラバイというのは,ビルマに印刷

*大阪外国語大学ビルマ語学科
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大野 :コンパウン時代のビルマの神判

技術が導入される以前使用されていた手写本のことであるOパ ラバイは,一枚の長い紙を右,

左 と交互に折 り畳んで全体を一定の寸法に揃えてあるので,あたかも小型の犀風のような形を

成 している.私が入手 したパラバイは,いずれも長さ40センチ,幅15センチの大きさで,黒一

色に塗 りつぶされた紙に白色の墨で文字が書かれている｡

パ ラバイは,一般に粗 くて厚い紙でできており,一見和紙に似ている｡使われている材質に

よって,(1)シャン･パラバイ,(2)タイェッチン ･パラバイ,(3)ワヨウ トウ ･パラバイ,

(4)ワヨウヨウ ･パ ラバイの 4種に区分される｡1' シャン･パ ラバイはシャン紙,タイェッチ

ン･パ ラバイはマンゴーの樹皮,ワヨウトウとワヨウヨウは共に竹を原料としてそれぞれ作られ

る｡このうちシャン紙は,シャン州マインガイン,マインリン地方の農民の手になるもので,ど

ルマでは通常マインガイン紙 という名で知られている｡原料はセ ックーチ ョ-とよばれるシャ

ン高原に自生する植物で,その樹皮を剥いでとった繊維を乾燥,水漬け,煮沸,洗浄 した後,

細か く叩き砕 し辛の子で漉いて作る｡2' これがシャン紙の伝統的製法であるO-方,竹パルプ

を利用した紙は,一年未満の若竹を長さ 1-2尺に伐 り揃えて木槌で叩き砕 し,得 られた繊維を

乾燥させ生石灰 と混ぜて約 3か月間水漬けにした後す くい上げて繊維を細か く砕 して洗浄,さ

らに石灰を入れた 大釜で煮沸 し何回も水洗, 乾燥をくり返した後 漉いて作る｡3) ビルマ産の

≠和紙'V製造の中心地はシャン紙を別とすれば,マンダレ一,アマラプーラ,サガイン (特に

ニヤウンゴン)に集中している｡4'従 って私が入手 したパ ラバイも,おそらくマンダレ-近辺

で製造されたものであろう｡

入手 したパ ラバイ8帖 の内容はビルマ語の散文,韻文双方を含んでおり,記された年代もビ

ルマ麿1224年(1862AD)から1230,1231,1233,1236,1237,1238,1243,1273年(1911AD)

までの 9年におよんでいる｡つまりこれらのパラバイは,1911年に書かれた最後の 1帖を除け

ば,あとはどれも19世紀中葉から後半にかけて,言い換えればコンパウン時代後期に書かれた

ものである｡当然はなはだしい虫食いやかびによる変色,水濡れに伴 うページとページの密着

などの原因で,もはや半rJ読不能あるいは著 しく判読困難なパラバイもrTlには混じっている｡

その8帖のパ ラバイのr叫こ,神判の誓約文とその実施記録とがあることに気が付いた｡ビル

マの神判について,わが国では従来あまり知られていない5)ようなので,そのパ ラバイ全文を

紹介すると共にコンパウン時代の神 判の内容について検討を加えることにしたい｡なお,パ ラ

バイの綴字には現在の正書法と適 うものも見 うけられるが,すべてそのままにしてある｡

1) EncycZoAcdiaBirmam'ca.Vol.10,pp.285-286.

2) MyelatThanTun.Alay々γaApinHmaPl'∫SiHtohZohhmu. LokthaPyithuNayzin,197ト9-1.

3) Aungthapyay･ ThiaungzayaShaNOeSekhuLohngan･ LokthaPyithuNayzin,1971-9-29.竹を原

料とする製紙法はエールの日誌にも記されている｡H.Yule,p.64.

4) ShayThoe,1968-4-1.
5) 荻原弘明,p.133.
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邦 訳 文

鉛 の 宣 誓

これぞ吾が誓い,正しきことをぞ申さむ｡もしも正しからざること申さば,欲望の世界,敬

着,出生の無常,色欲の世界,迷妄,疑惑,倣慢等に基因せる諸々の良からぬ悪業心に苦しま

んことを｡四阿僧紙,十万大却6'の全期間,布施を始めとする十波羅密を下,中,上と三十種

にわたりて実践なされ一切知恵を成就なされ九種の偉徳ことごとくを具現なされし釈尊を守護

せる神｡尊き僧伽を守護せる神｡分散せざる,あるいは分散せし聖仏舎利を守護せる神｡三蔵

と四吠陀とを守護せる神｡海,風,水,土,火,蘇,山等を守護せる神｡王都,日傘,玉座等

を守護せる神｡御威徳著 しく勝れし水と土の所有者,六本牙の巨象の主,数多 くの自象の所有

者,帝釈天の武器の所有者たる大法王皇帝陛下御尊体を守護せる神｡仏教を五千年間守護せる

6) 大野 徹 (1971)p･21に述べられている ｢四阿僧祇却の間十万の世界にて｣の ≠十万の世界かは ≠十

万大却Oの誤りである｡この場合の Kambh-aは ≠世界〝の意ではなく,Kalpaから派生したもの｡
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神｡以上述べし諸々の善神 ことごとくが悪 しき眼にて御覧 じなさるものとなり,吾が誓いと共

に差 し込みたる鉛の熟き溶液は地獄の火焔の如 く赤々と燃え輝き吾が手を して火傷せ しめんこ

とを｡またもしも吾が誓い正 しかりしその時は,先に述べし諸々の善神ことごとくが良き眼に

て御覧 じなさるものとなり,吾が誓いと共に差し込みたる鉛の熟き溶液は果汁の如 く涼冷爽快

なるものとなりて差 し込みたる吾が手をして火傷せ しめざらんことを0

鉛 の 記 録

元老院7'の書記官ティイナンダメイ｡提出ありし誓詞に従い,紀元1169年ナ ド一月8'黒分10

日,重さ333チャッ3マ ッ9'の鉛を王室獄吏10'の手より下級刑吏11'ンガ ･ラー,ンガ ･チュイ

ン等に渡 して溶解せ しめ,不純物を取 り除かしめたるを王室獄吏ヤーザティー-洗浄し,傷痕

済療無きを確かめたる後,此度鉛による審査を受 くるに際 しては入墨,護符,秘薬,呪文,隻

陀薙,避邪穣災の加持祈頑等一切いたしておりませぬOもしもいたしあらば宣誓書12'に記され

し如き神罰を蒙るべし.王室獄吏ヤーザティー-,宣誓書を従来同様渡 したる後 ンガ ･ミャッ

ヤーの右手人差 し指に細 く裂 きたる割 り竹を七本の茅にて下級刑吏 ンガ ･ラー, ンガ ･チュイ

ンを して縛 らしめ,誓詞を三度読み聞かせたる後環にせし誓紙を顎にはめ込み,ンガ ･ミャッ

ヤー,出生曜日1,年齢54歳,ンガ ･シャン,出生曜日6,年齢30歳,の手を王室獄吏ヤーザ

ティーハ執 りもちて熟せ し鉛の溶液中に差し込ませたり｡紀元1169年ナ ド一月黒分12日,鉛に

差し込む日至 りて,ンガ ･ミャッヤー, ンガ ･シャン,両人揃いて鉛の中に差し込みぬ｡右手

人差 し指を王都奉行13'デーワ トゥーヤ,王都書記ナンダチ ョ- ドゥ-,シュエタウンビャン等

の面前にて王室獄吏 ンガ ･ピェ一針にて突 き刺 しみたるところ膿汁得 られず鮮血のみ得 られた

り｡鉛付着せず清浄なり｡

水 の 誓 い

これぞ吾が誓い,正 しきことをぞ申さむ｡もしも正 しからざること申さば,欲望の世界,執

7) Hlutdaw.立法,行政,司法,外交,軍事等国政全般をつかさどっていた王朝時代の最高機関｡複数

の元老 (Wungyi)達によって構成されていた｡Zeyyathinkhaya,p.58;MyammaMinOkchokpon

Sadan,Vol.ⅠⅠⅠ,pp.149-172;ScottandHardiman,pp.469-474;ShwayYoe,p.511;Yule,p.137.

8) ビルマ暦の9月｡
9) 1チャッは1ペイタ- (緬斤)の百分の-｡ 1マッは1チャッの四分の1｡注 45)を参照せよ0
10) Lekmahtauk.FurnivalI,J.S.andU PeMaungTin,introduction;ShwayKaingtha,p.133',U

ThaMyat.PawranaZagaAbhidan. Rangoon,1961,p.334.

ll) Lekmayun.Furnivall,J.S.andU PeMaungTin;ShwayKaingthap.133;U ThaMyat.p.334.

12) Tissadaw Kyan. その内容は U AungThanTun,pp.145-148;ShwayYoe,pp･517-9に記されて
いる｡

13) Myowun･王都の内部およびその周辺での刑事犯罪を取り締まるのがその任務で,王都の東西南北に
1人ずつ配置されていた｡この4人の奉行は,同時に刑事法廷 (ShayYon)の構成員でもあり,その
任免は国王自らが行なっていた｡Furnivall,J･S.andU PeMaungTin,p･65;ShwayKaingtha,
pp.158-9;ScottandHardiman,part1,Vol.ⅠⅠ,pp.481-3,498;YiYi,p.19:
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着,出生の無常,色欲の世界,迷妄,疑惑,倣慢等に基因せる諸々の良からぬ悪業心に苦しまん

ことを｡四阿僧紙十万大却の全期間,布施を始めとする十波羅蜜を下,中,上と三十種にわた

りて実践なされ一切知恵を成就なされ九種の偉徳ことごとくを具現なされし釈尊を守護せる神｡

転じなされし法輪を守護せる神｡釈尊の左右の弟子,大弟子,羅漢80人を守護せる神｡三蔵と

四吠陀とを守護せる袖｡海,胤 水,土,火,蘇,山等のすべてを守護せる神｡王都,王宮,

日傘,玉座等を守護せる神｡徽威徳著 しく勝れし水と土の所有者,六本牙の巨象の主,数多 く

の自象の所有者,帝釈天の武器の所有者たる大法王皇帝陛下御尊体を守護せる神｡仏教を五千

年間守護せる神｡イラワジ,この河を守護せる神｡以上述べし諸々の善神ことごとくが悪 しき

眼にて御覧 じなさるものとなり,吾が誓いと共に潜りたる水中にありては鰐や海豚を始めとす

る猛獣猛魚ことごとくに苦 しめらるるものとなり,水中に潜ること能わず して浮上せんことを｡

またもしも吾が誓い正 しかりしその時は,先に述べし諸々の善神ことごとくが良き眼にて御覧

じなさるものとなり,吾が誓いと共に潜りたる水中にありては鰐,海豚を始めとする猛獣猛魚

ことごとくが接近し得ずして無事平穏に潜水 し得んことを｡

水 の 記 録

紀元1155年ダグー月14'自分6日,皇太子府の書記官マウン･フニン,面前にて宣告O誓詞二

通に記述 しある如 く当日訴訟当事者両名所定の潜水地点-と到着せるや,酉面内側勤め15'の文

盲の下役人 ンガ ･ミャッをして記録書を懸けせ しめ神に礼拝供養せ しめたる後恒例の如 く水着

に着替えせ しめたり｡廃,舌,口蓋,衣服,頭髪ことごとく取調べて清浄ならしめ,秘薬,護

符,避邪穣災の加持祈藤,呪文,受陀羅一切を私本人はもちろんのこと私側の証人全員此度潜

水するに際 しては絶対にいたしておりませぬ｡宣誓書を王室獄吏 ンガ ･ピェ-が恒例の如 く渡

して所持誓約せ しめたる後誓詞を三度読み聞かせ,丸めた文を頚にはめ込み,上流の柱には記

録書を授かりし人 ンガ ･アウンクー,出生曜日3,年齢32歳を綱持ち酉面内側勤めの下役人ン

ガ ･アウンシーに,下流の柱には記録書を授かりし人 ミ･トゥ,出生曜日1,年齢40歳を綱持

ち西面内側勤めの下役人に持たしめ,両者のちょうど真申にて西山内側勤めの下役人ンガ ･ミ

ャッヤーをして両人の肩を押え竿でもって並行させ対面せ しめたる後押え竿を押えて潜水せ し

めたり｡この間王室獄吏ンガ ･ピェ-をして半時静かに見守らせたるところ,下流の柱にて潜

りしミ･トゥ,時刻 2アウンにして水面-浮上せり｡それを確かめたる後綱持ちンガ ･アウン

シー,上流の柱にて潜 りしンガ ･アウンタ-を引き揚げり｡水車 より陸上に跳び上 りて喜びぬ｡

潜水を指揮監督せ し者,王都北面の兵団長16'ティー-チ ョ-ディン,皇太子府の書記官ヤーザ

14) ビルマ暦 1月｡

15) 酉面内側担当の兵団長(Htaunghmu)の部下｡U Tin(1967),p･354･

16) Htaunghmu.王都奉行の部下で,王都の東西南北を守備した4個兵団(兵員数各1千人ずつ)の司令
官｡王都奉行と共に刑事法廷の構成員でもあった｡Zeyyathinkhaya,p･64;ShwayKaingtha,p･161;
ScottandHardiman,pp.481,498. なお時刻のアウンとは,息を詰める,息を凝らすことを指す｡
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ウンタ,同じくマウン･フニン,ンガ ･アウンタ-の弁護士ナンダチョ- トゥ-. ミ･トゥの

弁護士カテ- 17'書記O

米 の 誓 い

これぞ吾が誓い,正 しきことをぞ申さむ｡もしも正 しからざること申さば,欲望の世界,執

着,出生の無常,色欲の世界,迷妄,疑惑,倣慢等に基因せる諸々の良からぬ悪業心に苦 しま

んことを｡四阿僧紙十万大却の全期間 (布施を)18'始めとする十披羅蜜を下,中,上と三十種

にわたりて実践なされ一切知恵を成就なされ九樺の偉徳ことごとくを具現なされ し釈尊を守護

せる神｡釈尊の左右の弟子,大弟子,出家,羅漢等80人を守護せる神｡僧伽を守護せる神｡分

散せざる,あるいは分散せ し聖仏舎利を守護せる神｡ 三蔵と四吠陀とを守護せる神｡海,風,水,

火,秦,山等のことごとくを守護せる神｡王都,王宮,日傘,玉座等を守護せる神｡御威徳著

しく勝れ し水と土の所有者,六本牙の巨象の主,数多 くの自象の所有者,帝釈天の武器の所有

者たる大法王皇帝陛下御尊体を守護せる神｡仏教を五千年間守護せる神｡以上述べ し諸々の善

神ことごとくが悪 しき眼にて御覧じなさるものとなり,吾が誓いと共に噛みたる米はあたかも

石や砂の如 くなりて岨噂すること能わず黒き血の塊を吐血せんことを｡またもしも吾が誓い正

しかりしその時は,先に述べし諸々の善神ことごとくが良き眼にて御覧 じなさるものとなり,

吾が誓いと共に噛みたる米はあたかも神の御食事,神の栄養の如 くなりて一粒残らず早々と阻

噂し得んことを｡

米 の 記 録

紀元1159年ワ-ガウン月19'黒分 9日,皇太子府, ミ･ニェインとンガ ･ラーとの強姦なり和

姦なりとの主張に関 し,双方誓詞と共にミ･ニェインとンガ ･ラーに米を岨曝せよとの宣告を

下せりOそのとおり誓えり.誓詞 2通を皇太子府の書記官ヤーザウンタ,府に提出せり.誓詞

2通に基づき米を阻噂せ しめよ.王都書記シ3･エダウンノーヤク-ティンガ,皇太子肘伝達官

ティーイデーワシー トゥ-,王室獄吏ヤーザティーへ 訴訟当事者,弁護士,全員揃いてシン

ヂ ョウのシュエグー ･パゴダ-出かけたり｡所定の米阻境地-と到着せるや神 -の礼拝供養等

為すべき礼拝供養を為さしめたる後, ミ･ニェイン,ンガ ･ラーに,此度米を阻噂するに際 し

私本人はもとより私側の証人全員,呪文,護符,秘薬,鼻陀躍,避邪穣災の加持祈頑等一切い

たしておりませぬ｡もしもいたしあらば,宣誓書に記されあるが如き神罰を蒙るべ し｡ ミ･ニ

ェイン,出生曜日6,年齢15歳,ンガ ･ラー,出生曜日1,年齢33歳,に宣暫書を持たせて誓

17) マニプールの住民に対するビルマ語の呼称.Yule,p.71. ビルマ王国にはマニプール担当の官吏とし
てカテ-ウンが任命されていた.ScottandHardiman,p.490.

18) この文句は原文では脱落している｡
19) ビルマ暦の5月｡
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約せ しめたる後, ミ･ニェインの口中には王室獄吏ヤーザティー-が,ンガ ･ラーの口中には

北面内側勤め20'の刑執行吏21'ンガ ･バンプインが,人差し指をそれぞれ差 し入れたる後,木の

葉の漏斗にて屑米 5チャッずつを同時に受けさせ ミ･ニェインとンガ ･ラーに阻噂せ しめたり｡

ミ･ニェイン米尽 きぬとの報告,阻博 し始めに3度,米注ぎ入れし者共申せり｡米尽きぬ｡ ミ

ニェイン,ンガ ･ラーの口中に一斉に人差 し指を差 し入れたる後,水を含ませ挟壷に口中の

水を吐かしめたり｡ ミ･ニェイン阻曙し得たり｡ンガ ･ラー呪晒し得ず,米粒残れり｡この間

指揮監督せ し者,王都書記シュエダウンティンガノーヤタ-,皇太子府伝達官ティーイデーワ

シー トゥ一, ミ･ニェインの弁護士ヤーザティーィ,ンガ ･ラーの弁護士ウテインチョ-ディ

ン,刑事裁判所22)の書記ンガ ･トゥ-,皇太子府書記官ンガ ･エイO

灯 火 の 誓 い

これぞ吾が誓い,正 しきことをぞ申さむ｡もしも正 しからざること申さば,欲望の世界,敬

着,出生の無常,色欲の世界,迷妄,疑惑,倣慢等に基因せる諸々の良からぬ悪業心に苦 しま

んことを｡四阿僧紙十万人却の全期間,布施を始めとする十波羅蜜を下,中,上と三十種にわ

たりて実践なされ一切知恵を成就なされ九種の偉徳ことごとくを具現なされ し釈尊を守護せる

神｡転ぜ し法輪を守護する神｡釈尊の左右の弟子,大弟子,出家,羅漢等80人を守護せる神｡

三蔵と四吠陀とを守護せる神｡海,風,水,土,火,秦,山等のことごとくを守護せる神｡王

都,日傘,玉座等を守護せる神｡御威徳著 しく勝れし水と土の所有者,六本牙の巨象の主,数

多 くの自象の所有者,帝釈天の武器の所有者たる大法王皇帝陛下御尊体を守護せる神｡仏教杏

五千年間守護せる神｡以上述べし諸々の善神ことごとくが悪 しき眼にて御覧じなさるものとな

り,吾が誓いと共に灯 したる火は激 しき風吹き来たりて点火せず,燃焼せず,消滅せんことを｡

またもしも吾が誓い正しかりしその時は,先に述べし諸々の善神ことごとくが良き眼にて御覧

じなさるものとなり,吾が誓いと共に灯 したる火は激 しき風吹き来たらず消滅せず最後まで燃

焼せんことを｡

灯 火 の 記 録

紀元1198年ダバウン月23'自分 7日,ネ- ミョウシュエダウンヂ ョ-とンガ ･シュエオウ,火

にて競 うべ Lとの元老院の宣告に従い,マ--アウンミェ-ボンタ一 ･パゴダの内部に王都書

記シュエダウンイェーヂ ョ-イェ-プラ行き,ネ-ミョウシュエダウンヂ ョ～の弁護士ゼ-ヤ

20) 北面内側担当の兵団長 (Htaunghmu)の部下｡U Tin(1967),p,354.

21) Ahun. 刑事法廷 (ShayYon)付属の牢獄の責任者｡ShwayKaingtha,p･133;Ahmudan階層の下級
監督｡Taw Sein Ko,p.234.

22) ShayYondaw. U AllngThanでun(1968a),pp･34ト3;ShwayYoe,p･511.

23) ビルマ暦の12月.
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ティンノーヤタ-,ンガ ･シュエオウの弁護士 ミンチョ-ティンカヤ一揃いたるところにて訴

訟当事者両人願い出たり. 仏像に食べ物を供えて礼拝せ しめ, 刑吏24'ンガ ･カンベ-,王室

獄吏 ンガ ･シュエ トゥをして予め神に供えせしめたる後四隅の神に供えをし,仏像に食べ物を

供えて礼拝 し,訴訟当事者両人の渡せ し幌幕を刑吏 ンガ ･カンベ-,王室獄吏ンガ ･シュエ ト

ウを してパゴダへの門の周囲に張り廻らせて密閉し,訴訟当事者両人の渡せ し3チャッの蝋を

3度施 したる後書記シュエダウンテインカチ ョ-スワ-が長さ9尋の同一紡ぎの糸 9本を換り

合せ我で引かせて一人一本ずつ掲げせ しめ,宣誓書九冊の八行すべてを書記シュエダウンテイ

ンカチョ-スワ-が読み聞かせ,刑更の息子 ンガ ･カンヂ-をして宣誓書を常の如く渡 しめた

る後所持せ しめ,書記テインカチ ョ-スワ-が誓詞を 3度ずつ読み上げ,誓詞 4通を 2通ずつ,

1通は頚に,残る1通は燭台に,王都書記シュエダウ-イェ-プラヂ ョ-が平等にはめ込みた

る後,訴訟当事者両人の口中に水を 1マッずつ書記シュエダウンテインカチョ-スワ-が口中

に含ませたる後,昼前 1点銘 25)過ぎに同時に火を王都書記シュエダウンイェ-フラヂ ョ-が点

じたるところ, 2点鏡26)過ぎ9パワー27'に至りたる時ネ-ミョウシュエダウンヂ ョ-の火消え

たり.燭台受けの煉瓦の上に蝋残れりoその後 9パワー 1ビ- 2ティッにンガ ･シュエオウの

火消えたり.その時燭台受けの煉瓦の上に蟻残らざりき. 王都書記イェ-フラーイェ-ヂ ョ-

2本の燭台を回収せりO検証せし者,王都西面の兵団長ゼ-ヤシュエダウンノーヤク-,元王

都長官元パダウン領主ティー-チョ-スワ-,王妃のキンマ保持官シュエダウンチョ- ドゥ-,

サ リン王子の僕イェ-ティンノーヤタ-,全員揃いたるところにての記録なり.

垂の 水 記 録

紀元1157年ワ-ゾウ月28'黒分 3日,病人シュエダウンポーディン,医師ヤ ックモウタイェッカ,

ア-ラワヵ,カウェー等より, ミ･トゥ-は重なり,想りつくなりとて皇太子府に告訴ありた

るを,水清めよとの皇太子府長官の宣告と共に皇太子府の書記官長ヤーザタウン,書記 ンガ ･

ィ,大審院-提示せり.元老院-報告 したるところ恒例の如 く審査せよとて,ウンシンド一 ･

パカン･ミンデー,トンバ一 ･ミンデー,フナパー ･ミンデー等協議の結果 ミ･トゥ-を水漬け

にせんと一致｡河辺に至りたる時, ミ･トゥ-,出生曜日2,年齢50歳に,腰衣を裏表にし上

下逆さまに着せ しめたり｡層,舌,口蓋,毛髪,掌等を検めさせたる後全身に水を浴びせて舟

の上に乗せ,刑執行吏ンガ ･チャーパンを して頭髪を七つの常に結わしめたり｡その上に,さ

らに櫛紐 7本を挿きしめたり｡七つの留一つ一つに,櫛紐 1,禿鷹の羽根 1,人骨 1,蝕の栂

24) Ana･王都奉行の部下で,奉行外出の際先導する.ShwayKaingtha,p.133.

25) 1点鐘 (1chetti)は現在の午前9時｡1pa-horと同義｡
26) 2点鐘 (2chetti)は現在の正午にあたる｡従って,2pa-horと同じ意味になる｡
27) パガン時代の碑文にも記されている時刻の単位｡大野 徹 (1971),p.25.
28) ビルマ暦の 4月｡
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指の紐29'と林竹 とにて作成せ し矢等を,刑執行吏 ンガ ･チ ャーパ ン挿せ り｡二乗の舟の舶先 と

膿 とを清め, ミ ･トゥ-を綱にて縛 りたる後,舟 と舟 との間に練竹を縫糸 7,練糸 7に織 りた

る竹常,棟突 き刺 さりたる竹背の上 に,西面内側勤めの下役人 ンガ ･ビューを して戴せ しめた

り｡烏の糞受 け,30'77本の針金 にて腰綱を作 りたる後,刑執行吏 ンガ ･チ ャーパ ンに所持せ し

めた り｡密閉せ し水嚢 に収めたる 7戸分の糞尿を西面内側勤めの下役人 ンガ ･ミャッチ ョウを

して頭上 より注が しめ,刑執行吏 ンガ ･チ ャーバ ンを して上下左右 に 7度弓にて射 きしめたる

後,王室獄吏 ンガ ･ビューを して舟傾か ざるよ う監視せ しめ,二男の舟を引き離 して先例の如

く水 中に落Tせ しめた り｡水 中に転落するや否や紐一本 も沈 まず水面 に浮びて漂え り.その間

指揮せ し者,王都書記ナ ンダチ ョ- ドゥ-,皇太子府書記官ヤーザタウン,検視せ し証人,王

都西門の禁衛司令官,31'皇太子府書記官マウン ･フニ ン,騎兵隊司令官,32' ミンデーの判事ゼ

-ヤテ ィンヂ ャン,医師ガ ンビーヤ, シュエダ ウンポーテ ィン,ヤ ッタモ ウタイェッカ,ア-

ラーワカ, カウェ一等の代理の弁護士,判事 ンガ ･シュエウ-, ミ･トゥ-の代埋,その女聾,

元老院の書記, ミンヂ-の書記 ンガ ･ミャッヤー等揃いたるところにての記録｡

棟 得 べ し

ス一 ･ボウ,33)ス一 ･レ- 3,34)黒色 ス一 ･ガウ4,35'ス ･レッワ- 1,シャースビュー 6,36'

リタ-ユエ 7,櫛紐 7,人骨 7,禿鷹の羽根 7,虹の栂指の紐,手の栂指の紐 1,麻竹 1,杏

閉せ し水喪 1, 7戸分の糞尿な り｡

紀元1238年37)ワ-ガ ウン月38)自分 1日,四方 向の世界39'を筆写 し終 え り.

ビ ル マ の 神 判

パ ラバ イの内容 は,以上のよ うに,神判の宣誓文 4通 とその実施記録 5通 とか ら成 っている｡

この札 宣誓文の構成 は基本的には 4通 とも同 じで,(1)訴訟当事者の誓い ｢これぞ吾が誓い,

29) chaymagyoは,Letmagyoと共にビルマ人の葬式の際に使われる紐のことである｡前者は屍の両足の

栂指を,後者は両手の栂指を結び合わせるのに用いられる｡ShwayYoe,p.589.

30) 王族や僧侶の屍を収めた棺の上に覆ってある日除けのことである｡

31) Windawhmu.王都の東西南北の4門で警備にあたった禁衛兵の司令官.FurnivallandU.PeMaung

Tin,p.61;Zeyyathinkhaya,p.61.王都の東西南北の4区域を守備した兵団の司令官 (Htaunghmu)

とは別の将校｡

32) MyinWun. 騎兵部隊の司令官｡U ÅungThanでun(1968b),p.203.

33) AcaciaConcinna. 印度相恩｡陳輔性,p.157.

34) あざみ｡茨泰,陳静杵,p.158.

35) CoesalpiniaPaniculata･ 華南雲宝｡陳浦佐,p.157.

36) AcaciaCatechu･ 児茶｡陳儒性,p.397. なお頼竹 (タス-ワ-)揺,火葬の時に用いられる0

37) 1876AD. なお蓮の水審判で容疑者に糞尿を注 ぐのは.葱りついている悪霊を追い出すためである.

38) ビルマ暦の5月｡

39) ≠4種の神判かを指す｡
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正 しき事をぞ申さむ｣で始まり,(2)もしも嘘をついている場合には欲乳 執着,無常,色欲

等に基因する種 々の悪業心に苦 しめられ,諸 々の尊神から悪 しき眼で眺められて,神判に敗れ

ん ことを,(3)逆に正 しい場合には,諸々の善神から良き眼で眺められ神判に勝つこと,を祈

願 したものである｡

｢諸々の善神｣ としては,(1)釈尊を守護する神,(2)転 じた法輪を守護する神,(3)憎伽

を守護する神,(4)仏弟子,羅漢を守護する神,(5)仏舎利を守護する神,(6)三蔵 と四吠陀

とを守護する神,(7)侮,両,川,土,火などを守護する神,(8)王都,王宮,玉座を守護す

る神,(9)国王を守護する神,(10)仏教を五千年守護する神,(ll)イラワジ川を守護する神

の11神が挙げられている｡(1)(2)(3)は仏法僧の ≠三宝クを指 しており,(4)は (3)と,(5)は

(1)と,(6)と (10)は (2)と,それぞれ同義語だとみなすことができる｡そして (8)と (9)は

国王および国王の付属物 (王権の象徴)杏,(7)と (ll)とは天地自然を表わしているから,以

上11柱の神は,(1)仏教の守護神,(2)国王の守護神,(3)自然の守護神の ≠3系統の神かに

まとめられる｡ ビルマ語ではすべて Natで表現 されるこれらの神々が, ヒンズー教的な神な

のか,仏教受容前のビルマ民族間有の神を表わしているのか,パ ラバイの内容からだけでは明

らかでない｡一般に仏教に採 り入れられたヒンズー教の神々は守護神としての性格を もたされ

ているから,ここで言 う ｢仏教の守護神｣がヒンズー系の神々 (一例を挙げれば帝釈天あるい

は釈提桓閃)を指 している可能性は強い｡このことは,守護神の中に三蔵だけでな くバ ラモン

教の聖典である四吠陀 (リグ ･ヴェ-ダ,サーマ ･ヴェ-ダ,ヤジュル ･ヴェ-ダ,アタルヴ

ァ ･ヴェ-ダ)40'を守護する神が含められていることからも察せ られる｡｢自然の守護神｣とい

う場合には,天神,地神,風神 ,火神のように自然の事物または現象を神 格化 した神であるか

ら,かならず Lもヒンズー的な神々とばか りは言えないにしても,いわゆる自然神はすでに リ

グ ･ヴェ-ダのr国こ姿を現わしている以上, ヒンズー的でないとも断言はできない｡ ｢自然の

守護神｣の中 には ｢イラワジ河を守護する神｣のように地方的 (ローカル)な神 も含まれてい

るが,これとてもインドの女神サラスヴァテ ィーか らの転化だと解釈できぬこともない｡

神判の宣誓文については,ほかにも資料がある｡例えば,パガンのピャンチ一によって西暦

1426年に編纂された41'と言われるダムマタッ･クンチャー ･ヂ ャン (DhammathatKwancha

Cyan)の記述がそれである.原本はおそらくパ ラバイまたはペ-ザ- (良薬) として伝えられ

たものであろうが,そこか ら抜粋された内容がウ一 ･チ ョ- ドゥンの ｢ビルマ文献選集｣第 2

巻42'に収録されている.それによると,ダムマタッ･クンチャー･ヂ ャンの宣誓文は,(1)水の

誓い,(2)米の誓い,(3)火の誓いの 3種だけである｡もっともこの場合の ｢火の誓い｣は,

40) 辻 蕃四郎 p.1.
41) UÅungTllamでun(1968り p.91.
42) tJKyawDun,pp.73-76.
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内容的には｢鉛の誓い｣のことであるから,結局 クンチャー ･ヂャンの宣誓文には｢灯火の誓い｣

が欠けていることになる｡ ｢ビルマ文献選集｣に収められている3通の宣誓文は -ンターワデ

ィー ･シンビューシンミンタヤー(自象主法王)43'治世当時の神判の宣誓文だと述べられている

ので,筆者がマンダレ-で入手 したパラバイの宣誓文よりは時代的には300年ばかり7机 ､こと

になる｡この宣誓文の構成も, パ ラバイ記載の宣誓文と大筋において類似 しており, (1)｢私

は正 しいことを申します｣という誓いの言葉で始まり,(2)もしも痛偽りを申した時には10種

の悪業に苦 しみ,神々に見放されて命尽きんことを,(3)逆に正 しければ,10柘の功徳を積ん

で神々に見守られ神判に勝ちますようにとの祈願とから成 っているO ただし記述内容はかなら

ず Lも同じではない｡例えば ｢仏教の守護神｣は,｢釈尊入滅後五千年間にわたり仏像,仏塔,

仏舎利のことごとくを守護なされ し尊き神｣とか,あるいは ｢八万四千の聖典44'すべてを守護

なされ し尊き神｣などとあるが,≠仏像クや ≠仏塔か,≠八万四千の聖典〃などという表現はパラ

バイの宣誓文には見出されない｡ また ｢自然｣にしても, ｢マ--ナガラ,ソーラサ,ニガマ,

ジャナバグその他の村々｣だとか, ｢五大河｣, ｢丘百小川｣,｢須弥両の頂｣,｢ヒマラヤ｣とい

った具体的な名称が使われている｡さらにその ｢自然を守護する神｣ として,地神 (Bhumma

cuiw), 天神 (Akasacuiw), 樹木神 (Rukkhacuiw), 大自在天 (Paramiswa), 歓喜天

(Mahapinne), 海神 (Manimekhala)といったような神々の名が現われる｡ 以上の事実から

みて,神判の宣誓形式はタウングー時代においてもコンパウン時代と大同小異であったが,宣

誓の表現内容としてはタウングー時代のほうがコンパウン時代よりもヒンズー的色彩を濃厚に

示 していたと言える｡神判の起源もきりながら宣誓文の形式がインドから由来 したものである

可能性はきわめて強い｡

神判の実施記録は5通あり,鉛の記録が紀元1169年(1807AD),水の記録1155年(1793AD),

米の記録1159年 (1797AD),灯火の記録1198年 (1836AD),垂の水記録1157年 (1795AD)と

なっているOつまりこれらの神判は,いずれも18世紀の未から19世紀の中 頃にかけて実際に行

なわれたものである｡筆者が入手 したパラバイは,末尾の説明書きによると,それらの記録を

紀元1238年 (1876AD)に複写 したものである｡宣誓文は4通なのに実施記録が 5通もあるの

は,言 うまでもなく4通の宣誓文に添付された 1通ずつの記録書以外に,宣誓文を欠いた別の

実施例 (垂の水記録)が加えられているからである｡この特殊な実施例もまた,その実施内容

からみて神判の一種であったことは 明らかだが, なぜ ｢4種の神判｣(KambhaLayyap)に

依らないで,こうした特殊な審判方法を用いたのか明らかでない｡

パラバイの実施記録によれば,コンパウン時代のビルマには4通 りの神 判 (垂の水記録は除

く)があった｡それは,(1)鉛,(2)水,(3)栄,(4)灯火を利用する方法で,いずれも同一

43) タウングーj:.朝のいわゆるパインナウン王のことである0
44) 三蔵を意味する言葉で,碑文の中でも使われている｡大野 徹 (1971),p.32.
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条件の下で訴訟当事者双方に行なわせることによって事の是非を判別するものである｡その具

体的な実施方法は,パラバイの記録によれば次のようになる｡

1. 鉛による神判

(1)下級刑更に重さ333チャッ3マ ッ分の鉛を熟 して溶解させる｡(2)原告,被告双方の右

手の人差し指を下級刑史に割 り竹と7本の茅とで縛らせる｡(3)当事者双方に誓詞を 3度読

み聞かせて常にはめ込む｡(4)当事者双方の右手人差し指を王室獄吏がもって釦の溶液中に

差 し込む｡

2. 水による神判

(1)所定の潜水地点で神への礼拝供養を済ませた後, 原告被告双方を水着に着替えさせる｡

(2)身体検査を済ませ,誓詞を 3度読み聞かせて首にはめ込む｡(3)上流と下流に柱を一本

ずつ立てて当事者双方を配 して向い合わせた後,中 間にいる下役人が押え竹で両人の肩を押

えて潜水させる｡

3. 米による神判

(1)所定の場所で神への礼拝供養を済ませた後, 原告被普双方に誓詞を読み聞かせる｡ (2)

王室獄吏および刑執行吏の両名が訴訟当事者双方の口中に人差し指を指 し入れ, 5チャッず

つの屑米を木の葉の漏斗で渡 して唄晒させる｡

4. 灯火による神判

(1)パゴダの境内で仏像および神-の供養礼拝を済ませた後,門に幌幕を張り巡 らせて密閉

する｡(2)撚 り合せた長さ9尋の糸 9本に原告被告双方の渡 した噛3チャッをつけて燭台と

し, 1人 1本ずつ掲げさせる｡(3)誓詞を 3度ずつ読み聞かせた後, 1通は首にはめ込みも

う1通は口に含ませる｡(4)両燭台に同時に火を灯す｡

ダムマタッ･クンチャー ･ヂ ャンでは灯火による神判を欠 くが,残 りの 3方法は次のように説

明されている｡

1. 鍋 (MトHnaik)による神判

パゴダの境内で黒鉛 1緬斤 45)を鉄釜に入れて溶解せよ｡その後誓紙を訴訟当事者のかんざL

にはめ込んで,人差し指の先を黒鉛溶液に触れさせ,割 り竹をたてて差し込めO神-の供物

は仕きたりどおりにせよ｡

2. 水 (Ye-1a)による神判

肩が浸るくらいの深さのところに7肘尺 くらいの距離を離 して柱を立てよ｡柱の先端には穣

災の花をくくりつけ, 実施当事者双方に 神 に供える穣災の壷, 穣災の花, 鵜等を持参させ

よ｡水辺に至れば神に供養礼拝 し,誓詞を読んで首にはめ込みとれないようにひもで巻いて

45) 1緬斤は3.65ポンドに相当する｡
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しばれ｡その後当事者双方の常に穣災の花を挿 し,三宝と神とに祈 りを捧げて柱-降ろし,

腰を綱で縛ってその網の端を柱にくくりつけておき,両人の肩に竹を戴せて潜れと命じ竹の

中央を押えよ｡陸上で時間を計る人にも潜水と同時に鼻の穴をふさいで息を止めさせ待機さ

せよ｡もし呼吸停止ができなくなって塞いでいた鼻から手を放したら,潜水中の二人を浮か

び上がらせよOどちらか一方が浮かび上がれば残りのほうを浮かび上がらせよ｡柱打ち,竹

押え,綱,木,竹,篠などの代金を支払わせよ｡柱打ちをした者と竹で押えた者には慣例に

従って報酬を支払え｡

西暦1756年にマ--ティーイオウクマゼ-ヤティンヂャンが編某したマヌチェー ･ダムマタッ

(ManukyeDhammathat)の第9章に記述されていると言われる4種の神判のやり方が,ウ

一 ･アウンタントゥンの著者 ｢ビルマ王朝時代の司法｣46'に転載されているが,それによると

その実施方法は次のとおりである｡

(1) 競火法 (Mi-pyaing)

口の1両こ水を 1チャッずつ含ませておいて同町 こ火を灯 し先に消えたほうを負けとせよ｡火

が消えなくても水がなくなっていれば負けとせよ｡同時に火が消えた場合には口中の水を吐

き出させ少ないほうを負けとせよ｡

(2) 競水法 (Ye-pyaing)

当事者を河川湖沼で潜らせ先に浮上した者を負けとせよ｡

(3) 米噛み法 (Hsan-wa)

1チャッずつの米を同時に噛ませて先に阻曝し得たほうを勝ち,残ったほうを負けとせよ｡

同時に岨曝し終えた時には水でうがいをして吐き出させ,水の濁っているほうを負け,澄ん

でいるほうを勝ちとせよ｡

(4) 鉛浸し法 (Hke-Hnit)

銅の中に浸けさせ火傷したほうを負け,無傷のほうを勝ちとせよ｡

ピルチャー (R･H･Pilcher)の説明47'では米による神判を欠くが, 残り3種の神判の仕方は

次のようになる｡

(1) 灯火 (Mi-Htun)による神判

寺院の祭壇で祈念 した後,同じ太さのしんをもつ同じ長さのろうそくを双方一本ずつ灯し,

先に燃え尽きたほうが負けとなる｡

(2) 鉛 (Hke-Htauk)による神判

両人の人差し指を先端だけ残して羽毛で包み込み,溶けた鉛の中にさし込む｡指は, 2- 3

46) tJÅungThanTun(1968a),p.138.
47) ScottandHardiman,pp.484-5.
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日縛ったままにしておく｡一方が負傷 し,もう一方のほうが無傷の場合,負傷 したほうが負

けとなる｡傷の度合が判別困難な時には,双方の指に針を突き刺 しリンパ液が流れ出るかど

うかをもって判定する｡

(3) 水 (Ye-1a)による神判

水の中 に入った二人の頭を棒で押えつける｡長 く潜水し得たほうが勝ちとなる｡

北シャン州,商シャン州のコミッショナーとして長年ビルマで暮 らし ｢ショエヨウ｣というビ

ルマ名までもつジ ョージ ･スコットによれば,48'ビルマの神判法は次のようになる.

(1) 米による神判｡米を食べる｡

(2) 錫による神判｡薄い様相の葉に包んだ指を溶けた錫の中に突っ込む｡

(3) 水による神判｡どちらが長 く水中に留まっていられるかをみるため,双方を水中に浸す｡

たいてい僧侶が立ち合い,実施前に読経する｡ 両人が河または池の中に入って胸位の深さ

までくると水中 に潜る｡すると二人の男が双方の頭を板で押えつける｡先に浮かんできた

ほうが敗訴となる｡

(4) 灯火による神判｡通常パゴダで行なわれる｡僧侶によって令状その他が読み上げられた

後,等量の鴫で当事者双方のろうそくが作られる｡ろうそくは同時に点火され,先に燃え

尽きたほうが敗訴となる｡

シュエボウ県イェ-ウ-町の郷土史家ウ一 ･タウンが収集したパラバイには,｢水による神判｣

の記録がある｡49' それによると,神判は紀元1139年 (1777AD)ガソン月黒分12日,シュイン

フミョ一 ･パゴダの仏塔奴隷50'の頭モンダウンチョ-ディンとシュエダウントゥ-ヤーチョ-

スワの問で行なわれた.潜水 したのは,モンダウンチョ-デインの代理 ンガ ･チャー,出生曜

日6,年齢35歳と,シュエダウントゥ-ヤチョ-スワ-の代理 ンガ ･イー,出生曜日4,年齢

45歳の両名である｡両人は所定の潜水地点で,慣例に従って神-の礼拝供養を済ませると,服

を着替えて,層,舌,口蓋,頭髪,衣服等を検めてもらったOそして 3度読み上げられた誓詞

に耳を傾け,丸めた誓紙を髪にはめ込んで誓いの書を手にもった｡その後,両者の中間にいる

北面騎馬兵士ンガ ･タ- ドゥ工の合図でいっせいに潜ったところ,時刻 2アウンでンガ ･チャ

ーが浮かび上がった｡その結果,原告モンダウンチ ョ-ディンの敗訴となり,被告シュエダウ

ントゥ-ヤチョ-スワ-およびその一族に対 し一人あたり25チャッから70チャッにおよぶ多額

の賠償金を支払わされることとなった｡

以上6件の資料以外にも,神判に関する断片的な説明をした文献はある｡例えば,アレクサ

48) ShwayYoe,pp.519-520.
49) U Thaung.KonbaungKhiz-U TayaSzyinHton. LokthaPyithuNayzin,1968-3-26.
50) ビルマの仏教奴隷については,大野 徹 (1969),pp.209-216で述べられている｡
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ンダー ･ハ ミル トン51'やサンジェルマノ神 父,52)コックス大尉,53'クローファー ド54'などの著

書である｡ただ,その説明はいずれも大同小異なので割愛する｡ビルマ語の神判資料としては,

キンウン ･ミンヂ一によって収集され現在 ビルマ田立図書館に収蔵 されている約 700帖のパ ラ

バイの中にも1帖あると報告されている55'が,残念ながらその内容を調べる機会には筆者自身

まだ恵まれていない｡

ま と め

以上 6種の質料に記述されている内容を子細に検討 してみると,実施細 目については資料相

互間にかなりの違いがあることが目につ く｡例えば,筆者が所有 しているパラバイの記述によ

れば ｢鉛の神判｣で使用される鉛の量は 333チャッ3マ ッであるが,ダムマタッ･クンチャ-

･ヂ ャンの記述では 1緬斤すなわち 100チャッとなっている｡ また ｢米による神判｣で使用さ

れる米 も,筆者のパラバイでは 5チャッ,マヌチェ一 ･ダムマタッでは 1チャッ,クンチャー

･ヂ ャンでは 1マ ッというように,それぞれ分量が異なる｡

こうした実施細 目の違いは別として,神判の実施方法は基本的にはいずれも共通 している｡

それを要約すると次のようになる｡

(1) 鉛による神 判.一定の量の鉛 (または錫)を熟 して溶解させ,羽毛あるいは割 り竹を巻

きつけた両人の右手人差し指をその中に差 し込ませて怪我をしたほうを負けとする｡ただ

し即決ではない｡検査は 2- 3日後行なわれる｡判別困難な場合には針で突ついて鮮血が

出れば勝ち,膿が出れば負けとなる｡

(2) 水による神 判｡所定の潜水地点に柱を二本立てる｡双方の身体検査を済ませた後,衣服

を着替えさせ,柱の中間にいる役人の合図 (竹で両人の肩または頭を押える)で潜水させ,

先に浮かび上がったほうを負けとする｡もっとも実際の潜水は,訴訟当事者自身でなくて

もよい｡

(3) 米による神判｡所定の場所で役人が,等量の米を双方の口の中に木の葉の漏斗で渡 して

岨噂させ,先に消化 し得たほうを勝ちとする｡

(4) 灯火による神判.所定の場所で双方に同じ規格のろうそくを一本ずつもたせ,同時に点

火 して先に燃え尽 きた (あるいは消えた)ほうを負けとする｡

また, 6種の資料の記述内容からは,4種の神判に共通 した次のような特徴を導き出すこと

51) AlexanderHamilton,pp･32-33.

52) JohnJardin,p･90.

53) Hiram Co又,pp･34-37.
54) JohnCrawfurd,pp.406-7.

55) YiYi,p.9. また,イェ-ザヂョウ判事マウン･ビューによる ｢垂の水審判｣が 1件知られている｡
LokthaPyithuNayzin1972-5-26.
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ができる.(1)神判は常に一定の場所 (例えば米や灯火による神判ではパ ゴダの基壇)で行な

われる｡(2)神判を行なう前に,神-の礼拝供養を行なわせる｡(3)呪文,護符,畳醍羅,避

邪穣災の加持祈商は 行なっていない旨双方に誓わせる｡ (4)誓詞を 3度読み上げて 双方の首

(または頑,あるいは髪,かんざLなど)にはめ込む｡(5)原告,被告双方の弁護士,神判の

結果を確認する裁判官 (通常は皇太子府の書記官や王都奉行, 王都書記などの高級役人), 柿

判実行の補助的役目を果たす獄吏刑吏等の下級役人など,多数の人が立ち合 う｡
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