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タイのコミュニティ博物館についての一考察
―博物館か，寺院か？―
平

井

京之介＊

The Development of Community Museums in Thailand since the Late 1980s
Kyonosuke Hirai

近年の博物館人類学的研究は，非西洋の多くの社会において，それぞれの歴
史や伝統を反映した土着の博物館モデルや博物館実践が存在することを明らか
にしてきた。しかしこれらの研究は，いまだ西洋の博物館モデルを前提として
おり，土着の博物館モデルを独自の文化的構成物として十分に評価していると
はいえない。本研究は，タイの 50 のコミュニティ博物館についての調査結果
に基づき，以下の二つの問いに答えることを目的とする。第一に，タイで独自
に発展した土着の博物館モデルとはいかなるものであるか。第二に，なぜ 1980
年代後半以降にタイの各地でコミュニティ博物館が創設されるようになったの
か。それはコミュニティにおいてどのような役割を果たしているか。これらの
問いに取り組むことを通じ，本稿では，タイのコミュニティ博物館が土着の仏
教的伝統のなかに根付くものであるとともに，タイ農村社会の変容や国家主導
の開発言説の影響を受けながら，異なる立場の人びとが主体的に独自の目的や
意義をみいだして利用しようとする実践の絡まり合いの結果として発展してい
ることを示す。

Recent studies in museum anthropology have demonstrated that in many
non-Western societies there are indigenous models of museums and museum
practices that reflect the history and traditions of the society in which they
exist. Yet these studies have not fully evaluated the indigenous models of
museums as their own cultural construction, generally taking for granted
the dominance of the Western museum model. The aim of this paper is to
answer two questions in terms of the data which I have collected in 50 community museums in Thailand. First, what is the indigenous model of muse国立民族学博物館研究戦略センター
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ums in Thailand that has developed with its own history? Second, why have
many community museums been established all over Thailand since the late
1980s? What kinds of role do they take in the communities? By answering these questions, this paper tries to show that, founded on indigenous
Buddhist traditions, the Thai community museums have grown out of the
entanglement of practices as individuals in different positions have tried to
utilize them creatively, each with their own aims and meanings under the
influence of changing relationships in Thai rural society and of state-led
‘development’ discourse.
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はじめに

1

我々が今日一般的な意味で「博物館」と呼ぶ制度は，資本主義の勃興や植民地主
義，啓蒙思想，国民国家の誕生といった近代化の経験と結びついて，18 世紀ないし
19 世 紀 の 西 洋 社 会 に 誕 生 し た（Bazin 1967; Stocking 1985; Ames 1992; Pearce 1992;
Walsh 1992; Bennett 1995; 松宮 2003; Crooke 2006）。現在，非西洋社会にも多くの博物
館が存在するようになっているが，そのことはそれらの社会における同様の経験を示
すものではないし，また非西洋社会の博物館がすべて西洋の博物館モデルを採用して
いるわけでもない1）。近年の博物館人類学的研究は，西洋中心主義的な博物館言説に
対する認識論的批判にとどまらず，非西洋の多くの社会において，それぞれの歴史や
伝統を反映した土着の博物館モデルや博物館実践が存在することを明らかにしてきた
2）
。また，非西洋社会の一見
（Mead 1983; Simpson 1996; Kreps 2003; 2006; Stanley 2007）

近代的な博物館が，じつは西洋の博物館モデルが現地の歴史的伝統によって土着化さ
れたものであったり，ハイブリッド化されたものであったりすることも指摘してきた
3）
。
（Hudson 1987; Appadurai and Breckenridge 1992; Kreps 1998a）

本稿の目的は，1990 年代以降のタイ農村における，地域の歴史や文化を展示する
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小規模のコミュニティ博
物館の発展という現象に
対し，ひとつの見方を提
示することである。具体
的には，以下の 2 つの問
いに答えることを試み
る。第一に，タイで独自
に発展した土着の博物館
モデルとはいかなるもの
であるか。コミュニティ
の歴史や文化にかかわる
貴重品を共同で収蔵し管

写真 1

タープート寺博物館（ナコンパトム県）

理することはタイ農村においてけっして新しい現象ではない。それは長い仏教的な伝
統，より具体的には寺院を取り巻く物質文化のなかにみられるものである。新たに設
置されたタイのコミュニティ博物館の収集，保存，展示の基礎にはどのような伝統や
習俗，価値観が存在するだろうか。第二に，コミュニティ博物館は，タイの農村コ
ミュニティにおいていかなる役割を果たしているか。仏教寺院には以前から博物館に
似た役割があったのだが，公開を目的に新たに収集や整理がおこなわれ，改めて「博
物館」と名づけられるようになったのはこの 20 年くらいのことである。一方での国
家が進める文化政策や開発言説，他方での農村社会の流動化や人びとの宗教意識の変
化は，博物館の興隆にどんな影響を与えたのか。これらの問いに答えるために，本稿
では，2008 年から 2010 年に北タイの 50 のコミュニティ博物館において実施した調
査で得られた民族誌的データを主として用いる4）。
最初にタイの博物館の歴史におけるコミュニティ博物館の位置を確認する。次に北
タイのライヒン寺博物館の事例を紹介しながら，コミュニティ博物館の概要を説明す
る。続いて，コミュニティ博物館が 1990 年代になって発展した背景を理解するため
に，国家主導の開発言説のなかでコミュニティの文化がどのような位置を占めてきた
かを明らかにする。その後，収集，保存，展示といったコミュニティ博物館の実践に
ついて検討し，最後にコミュニティ博物館とコミュニティとの関係について考える。
このような考察を通じて，わたしはタイのコミュニティ博物館が土着の仏教的伝統の
なかに根付くものであるとともに，タイ農村社会の変容や国家主導の開発言説の影響
を受けながらも，さまざまな立場の人びとが主体的に独自の目的や意義をみいだして
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利用しようとする多様な実践の絡まり合いの結果として発展していることを示した
い。そのためには西洋近代的な博物館認識を前提にせず，独自の文化的構成物として
その実践や機能を評価することが肝要であろう。コミュニティ博物館は人びとが自ら
の抱くコミュニティについての表象を反映するとともに実体化する媒体になってい
る。そこには人びとが抱く時間意識や歴史意識，将来への不安などが表現されている
が（Kreps 1998a: 4），そうした意識は同じコミュニティの人びとのあいだでもけっし
て一様ではない。

コミュニティ博物館小史

2

タイの博物館の歴史は 19 世紀半ばにまでさかのぼる。モンクット王（ラーマ 4 世）
の治世に王宮内に建てられた小さな展示館が，タイで最初の博物館だとされる（Vidya
1966; Yupho 1990; Askew 1996; Chen 2008）。この展示館は王個人の私的な博物館であ
り，所有する美術品や骨董品を西洋からの賓客にみせるためのものだった。主権が脅
かされるなかで，シャム（タイ）国家の文化的統一性，正統性を西洋列強にみせつけ
ることを目的にしていた（Askew 1996: 187）。この最初の展示館が「さまざまなモノ
をみにいく」
（praphat phiphittha phanta）と呼ばれていたことから（Yupho 1990: 3），
「さ
まざまなモノ（を所蔵する）場所（phiphittha phantha sathan）」がタイ語で「博物館」
を意味するようになった5）。ただしこの展示館は「博物館」というよりは，王の富や
権力を象徴する仏教美術品や金銀を彩った調度品などを無秩序に並べた，いわゆる
「珍品陳列室（cabinets of curiosities）」に近いものだったようである（Sangaroon 1988;
O’connor 1995; cf. 吉田 1999）。
1874 年，モンクット王の子，チュラロンコーン王（ラーマ 5 世）が，訪問先のジャ
ワとインドで博物館を見学する。そこでは博物館が宗主国の威信を示す場として，ま
た植民地統治の正当性を示す手段として利用されていた。これをみた王は，タイが植
民地化の脅威から逃れるために，博物館を通じて自国文明の独自性や優秀性を示すこ
との必要性を認識する（Peleggi 2002: 14; Chen 2008: 23）6）。帰国後，父の私的コレク
ションを新しい場所に移して一般に公開し，それを英語で「ミュージアム」と呼ん
だ。これがのちのバンコク国立博物館の前身である。タイにおける博物館の誕生は，
当時の植民地的状況によって規定されていたといえる。
1920 年代になると，博物館は国家建設に資する教育装置として注目されるように
なる。プラチャーティポック王（ラーマ 7 世）は，すぐれた歴史家であったダムロン
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親王に王立博物館のリニューアルを命じた。ダムロン親王はフランス極東学院の歴史
家ジョルジュ・セデスと協力して，王制を正当化する仏教美術史を作成し，これを反
映した展示を完成させた。このときの分類法は，現在まで，タイの国立博物館におけ
る展示構成の標準になっている。1927 年，王立博物館はバンコク博物館に改称され，
1932 年にタイが立憲君主制に移行すると，国立博物館に改組された。
以後，これまでにタイで 44 の国立博物館が開館した。それらはおおまかに 2 つの
タイプに分けられる。ひとつは，王室や寺院が所有していた既存のコレクションを格
上げし，国立博物館としたものである。タイの宮廷や大寺院は，以前からさまざまな
美術品や骨董品が集まる場所であったことから，最初期の国立博物館の起源になっ
た。王室博物館の代表例には，バンコク国立博物館やチャンタラカセーム国立博物館
（アユタヤ県，1932 年）など，寺院博物館の代表例には，イン・ブリー国立博物館（シ
ンブリー県，1953 年），マハ・ウィラウォン国立博物館（ナコンラーチャシマー県，
1961 年），ハリプンチャイ国立博物館（ランプーン県，1961 年）などがある。もうひ
とつは，発掘調査の成果を保存し展示するために寺院遺跡や古代都市の近くに建設さ
れた国立博物館である。文化省芸術局は，大規模な調査や発掘，修復等をおこなうと，
その近くに博物館を設立してきた。代表例には，ウ・トーン博物館（ナコンパトム県，
1959 年），ラームカムヘーン国立博物館（スコータイ県，1964 年），ピマーイ国立博
物館（ナコーンラーチャシーマー県，1964 年），バーンチェン国立博物館（ウドンタ
ニー県，1975 年）などがある7）。
どちらのタイプの国立博物館も，コレクションは美術品や考古遺物が中心で，民族
誌的資料は極端に少ない。近年，地方の国立博物館に地域文化を紹介する展示コー
ナーが加わるようになったが8），それらの展示は扱う資料も展示法も似ていて，その
地方の独自性よりは他地域との共通性を示す傾向がある。それというのも，国立博物
館を紹介する芸術局の刊行物にあるように，タイの 44 の国立博物館はその目的を，
タ イ 全 土 に 共 通 す る「 タ イ 人 ら し さ 」 を 明 確 に 示 す こ と と し て い る か ら だ
（Charoenpot 2008: 3）。「タイ人らしさ」は文化のなかに深く埋め込まれたものであり，
古代から続いているもので，社会が近代化しても，その中核となる基礎的な要素は変
わらないという（Charoenpot 2008: 6）。各地の国立博物館は，「タイ人らしさ」を示す
国家遺産に人びとを触れさせ，彼らのなかに国家に対するプライドを醸成することを
そのミッションに掲げている（Charoenpot 2008: 8）。
1980 年代後半以降，地域の伝統的な生活用具やコミュニティの歴史を展示する小
規模の博物館がタイの各地で設立された。とりわけ 1990 年代後半から 2000 年代にか
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けてその数は急増し，現在，1,000 館
以上に上っている9）。これらの博物館
にはいくつかの呼び方があるが，本稿
では「コミュニティ博物館」（phiphit
thaphan chumchon）と呼ぶことにする。
その理由は，地方政府等から一部の財
政的支援を受けることがあるとして
も，これら博物館の大半がコミュニ
写真 2

ゲートカラーム寺博物館（チェンマイ県） ティによって設立され，コミュニティ

によって運営され，コミュニティの歴
史や文化を表象しているからである。ここでいう「コミュニティ」（chumchon）とは
一義的に「村落」（mu ban）を指すが，儀礼の共催などを通じて密接に結びつく複数
の村落や「行政区」（tambon）を指すこともある10）。農村の人びとのあいだでは，コ
ミュニティ博物館よりも「土着博物館」（phiphitthaphan phyn ban），研究者や博物館
専門家のあいだでは「地域博物館」（phiphitthaphan thorng thin）という呼び名が一般
「博物館」と称さず，
「文化センター」
（sun watthanatham）
，
「地
的のようだ11）。さらには，
域文化センター」
（sun watthanatham thorn thin）
，
「土着文化センター」
（sun watthanatham
phyn ban）などという名称を使うところもあった。これらはおそらく，博物館機能を
持ちながらも，モノの展示よりそこでおこなうコミュニティ活動を強調しようとして
いるか，文化遺産の保存より文化復興運動に力を入れることを示そうとしていると考
えられる12）。いずれにしても，これらのコミュニティ博物館は村落や地方自治体が自
主的に設置したもので，政府の方針に従って設立されたものではない。それゆえ中央
官庁の直接的な管轄下になく，その実態はこれまでほとんど知られていなかった。各
地にある芸術局傘下の国立博物館が，主要なコミュニティ博物館の所蔵品を調査して
貴重な文化遺産を登録したり，コミュニティ博物館実務者向けの講習会を開いたりし
たことはあるが，それらは組織的，網羅的に実施されたわけではなく，継続性があっ
たわけでもない13）。
タイ全国のコミュニティ博物館の実態がしだいに明らかになってきたのは，シリン
トーン人類学センター（以下，SAC）がコミュニティ博物館の調査や支援，ネットワー
ク化等に関する包括的なプロジェクトを開始して以降のことである。SAC はバンコ
クにある文化省管轄の独立した法人組織で，人類学関連の資料収集や調査の支援，お
よび公的教育の促進を目的として活動している。文化遺産を保護するうえでのコミュ
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ニティ博物館の果たす役割に注目し，
2003 年から 2008 年にかけて「地域博
物館研究開発プロジェクト」を実施し
た14）。彼らはこのプロジェクトでタイ
国内のコミュニティ博物館のデータ
ベースを作成するとともに，機関誌の
発行や交流集会の開催などを通してコ
ミュニティ博物館どうしのネットワー
ク構築を推進した。さらには，3 つの

写真 3

ローンメン寺博物館（チェンマイ県）

コミュニティ博物館を選んで技術支援
や能力開発をおこない，そこで得られた知識や経験を講習会や出版物を通じて他の博
物館と共有するという活動も実施した。
SAC がこれらの活動を通じて確認したことのひとつは，タイのコミュニティ博物
館 が タ イ の 民 衆 仏 教 の 伝 統 の な か か ら 生 ま れ て き た と い う こ と で あ る（Paritta
2006a）。仏教寺院は以前から，仏像をはじめ，僧の日用品，儀礼用具，考古学遺物な
ど，コミュニティが共有する貴重な文化財が蓄積される場所であった。その一番の理
由は，寺院の新築や改築に財政的支援をすること，僧の日用品や儀礼用具を寄進する
ことが功徳を積む重要な手段であり，これらの行為を通じて寄進者は幸福になると信
じられていたことである。それゆえ，地域の文化を保存し後世に伝える博物館が，寺
院のコレクションや一部建物を基礎につくられたことは，村人たちにとって自然なこ
とだったと思われる。SAC が 2008 年までに存在を確認した博物館 1,052 館のうち，
寺院によって運営されるコミュニティ博物館は 314 館である（Princess Maha Chakri
Sirindhorn Anthropology Centre n.d.）。その他に，個人による運営が 173 館，学校によ
る 運 営 が 261 館15）， 地 方 自 治 体 に よ る 運 営 が 71 館 あ る が（Princess Maha Chakri
Sirindhorn Anthropology Centre n.d.），これらのなかにも寺院内に設置されているもの
や，寺院コレクションをもとに創設されたものなど，寺院と関係が深いコミュニティ
博物館は少なくない。
それでは，タイの仏教伝統を基礎にした博物館の実践とはどのようなものだろう
か。博物館の原型が以前から仏教寺院のなかに存在していたとしても，それらはなぜ
1980 年代後半以降になって「博物館」に変身したのか。コミュニティ博物館を出現
させた社会文化的状況とはどのようなものであったか。以降では，これらの問題を，
北タイにあるコミュニティ博物館のひとつ，ライヒン寺博物館の事例を取り上げなが
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ら考えてみたい。

ライヒン寺博物館

3

ライヒン寺博物館のあるライヒン村は，タイ北部のラムパーン県ゴカー郡の中心部
から約 7 キロのところに位置する。約 400 世帯，1,500 人の比較的大きな村である。
この村では伝統的に稲作とサトウキビ栽培を生業とし，農閑期に機織り等をおこなっ
てきた。1980 年代くらいから男性が国外へ出稼ぎに行くようになり，最初はサウジ
アラビアやリビア，レバノンなど，続いてシンガポールや台湾，韓国などへ行くよう
になった。彼らの仕送りで村は経済的に豊かになり，多くの世帯で家を建て替えた
り，車を買ったり，商売をはじめたりするようになった。2000 年代以降は，通勤可
能な距離に工業団地ができるなど，周辺での経済開発が進み，若者は村にいてもセラ
ミック工場や建築現場などで賃労働に就くことが可能になった。ただし伝統的な生活
様式がまったく失われてしまったわけではなく，多くの世帯はいまだに水田を所有し
て稲作を営み，近くの森林で食物採集をするなどもしている。
僧坊（kuti）に納められていた儀礼用具や骨董品を整理して，ライヒン寺に博物館
が設立されたのは 1960 年頃のことだ。ライヒン寺は歴史のある仏教寺院であり，
1683 年に建立されたチェントン（ビルマ北東部）様式の本堂と，伝統的なランナー
（北タイ）様式の門が有名である。村の刊行物に記されているように，博物館は，「昔
からあるコミュニティのアイデンティティと文化を示す地域の伝統的なモノを収集し
保存する」ために，村人
によって設立された。し
かし当時の実情を知る村
人の話によれば，そのこ
ろの博物館はたんなる物
置に近いものだったとい
う。1989 年 に は， 村 人
をはじめ，住職を尊敬す
る人びとの寄付によっ
て，現在博物館になって
いる建物が建てられた。
写真 4
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ン寺博物館で現在世話人をしている S 氏によれば，その後の 10 年間以上は物置のよ
うな状態のまま放置されていた。1999 年，バンコクから故郷のライヒン村に戻った
S 氏が博物館を開けて中に入ってみると，「ネズミや虫でいっぱいだった」という。
博物館としての活動が活発になるのは，S 氏が世話人になってからのことだ。はじ
めて博物館を訪問したのと同じ年，S 氏はライヒン村のある行政区の評議会議員にな
るとともに，博物館の世話を任されるようになった。2004 年，寺院に寄進する大き
な儀礼（pha pa）を組織し，集めた資金で博物館を整備した。2006 年に国立博物館が
開催した研修会に参加し，収蔵品のデータベースの作成方法について学んできた。
2007 年に SAC と共同での「地域博物館研究開発プロジェクト」が始動すると，保存
管理やドキュメンテーションについての研修会に参加したり，他のコミュニティ博物
館と交流したり，地域の歴史の聞き取りや村の古い写真の展覧会などを実施したりす
るなど，S 氏は博物館活動をさらに積極的に進めた。2009 年には，行政区評議会の
資金援助と SAC の技術協力を得て，稲作や家事，儀礼や市場など，村の生活様式や
習俗に関する新しい展示棟をオープンさせた。S 氏は過去を振り返ってこういう。
「以前は（博物館は）倉庫だった。……SAC が来て，展示の整理を手伝ってくれた。
村人が（博物館の）管理をできるようになるまでに 5 年かかった。村人は最初はその
重要性がわからなかった。（博物館で）老人が少しずつ子どもたちに経験を語った。
外国で働いた経験のある人がそれを博物館で話したりした。（村人たちは）少しずつ
村に歴史があると感じるようになった。博物館はたんなる倉庫ではなくて，感動を集
める場所だ」。
S 氏はライヒン寺博物
館の世話人になってから
国立博物館や SAC が主
催する研修に何度か参加
してはいるが，博物館学
の正式な教育を受けたこ
とはなく，コミュニティ
の歴史や文化に関心が高
いふつうの村人である。
博物館に常駐しているわ
けではなく，調査当時，
行政区評議会議員という

写真 5

大型の儀礼用具の展示（ライヒン寺博物館）
289

国立民族学博物館研究報告

37巻 3 号

本業をもっていた。博物
館には他に，週 2 回清掃
業務に携わる女性が 2
名，頼まれてときおりガ
イド役を務める年配の男
性が 1 名いたものの，実
質的に S 氏がひとりで
管理していた。それゆえ
一応の開館時間はあった
が，収蔵品の紛失を防ぐ
写真 6

貴重な仏像を守る鉄柵（ライヒン寺博物館）

ため，村で祝祭があると
きを除きふだんは鍵を閉

めており，来館希望者は事前に日時を知らせて S 氏と約束しておく必要があった。こ
うした事情はどこのコミュニティ博物館でもだいたい同じで，寺院の住職か世話人に
予約しないで突然訪問すると，博物館を見学できないこともあった。世話人は基本的
にボランティアで，隠居している元僧侶や元学校教師であることが多い16）。
世話人は，新規の事業計画や資産管理にかかわることなどはすべてコミュニティの
意思決定に従う。日常的な運営においても，コミュニティに関連することなら村長，
政治に関連することなら行政区の評議会議長に相談する。イベントを企画するとき
は，寺院を管理する村の寺院委員会から承認を得ることが求められている。展示リ
ニューアルや建物の改築のように資金が必要な事業については，村の全体会議で提案
し，村人全員から意見を聞いて承認を得なければならない。これらの基礎には，博物
館がコミュニティによって共有される寺院の一部施設として村人に認識されているこ
とがある。もともとコミュニティ博物館はコミュニティの支持のもとに寺院の敷地内
に設置された。建物が改築，新築され，収蔵品が整理されたのは，寺院の資金を使っ
てである。展示品は最初から寺院にあったコレクションか，博物館設立時に僧の呼び
かけに応じて村人が寄進したものだ。わずかではあるが，運営費が寺院から出てい
る。こうしたことから，コミュニティ博物館の管理運営においては，公共施設として
の役割や「科学的」な博物館管理よりも，コミュニティの事情がつねに優先されるこ
とになる。
ライヒン寺博物館の展示施設は一階建ての南北に長い長方形の建物で，東側中央に
入り口がある。四方の壁全面に木製の開き窓がついており，来館者が来たときだけ必
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要に応じてそれらの窓は
開けられる。入り口の壁
に は，「 昔 の ラ イ ヒ ン，
価値ある歴史」というタ
イトルで，村の儀礼や寺
院の改修工事など，数十
年前のライヒン村の様子
を偲ばせる古い白黒写真
が解説とともに展示され
て い る。 ま た そ の 隣 に
は，
「なぜ外国へ行かな
ければならなかったか」

写真 7

貝葉文書関連の展示（ライヒン寺博物館）

というタイトルのパネルがあり，国外へ出稼ぎに行った村人の写真とともに，「貧し
かった」「子どもを学校へやるため」「人生経験のため」などといった彼らの語りが紹
介されている。このパネルはライヒン寺博物館が 2007 年に実施した教育プログラム
で作成したものだ。
展示は順路がなく，テーマごとに明確に区分されているわけでもない。器物がただ
種類ごとにまとめて並べられている。小さいサイズの器物はキャビネットに収められ
ている。キャビネットが不揃いなのは，それらも村人による寄贈品だからである。特
別なイベントの際につくられた，名称が記された程度のネームプレートが，ごく少数
の年代物の展示物にだけ付いている。他の展示物は，中高年以上の村人には，解説が
なくとも何であるかがだいたいわかるという。おおまかにいって，展示室の北側半分
に村人が寄進した日用品，南側半分に以前から寺院が収蔵していた仏教関連のものが
置かれている。例外は，入り口のある東側の壁沿いで，そこは展示室でもっとも広い
空間であるため，大型の儀礼用具が展示されている。
展示室内にはほぼ正方形の陳列棚の島が 2 つある。北側の島を構成する 3 つのキャ
ビネットには，高坏，水入れ，燭台，秤，ナイフ，タケ製の各種生活用具，地元で製
造された陶器，ガラス製容器，キンマ用具など，1960 年代くらいまでこの地域の家
庭でふつうにみられた日用品が置かれている。北側には中国製の陶器がキャビネット
に入って展示されているが，これらは中部ナコンサワン県から移住してきた一人の村
人が寄贈したものだという。西側の壁沿いに，北から，太鼓やゴングなどの楽器，水
入れ，昔の貨幣と銀製品などが展示されている。これらは，昔のコミュニティの生活
291

国立民族学博物館研究報告

37巻 3 号

を展示するという主旨に賛同して，ライ
ヒン村の人たちが博物館に寄贈したもの
だ。
展示室南側の島にあるキャビネットの
なかには歴史のある小さい仏像が収めら
れており，その全体が鉄柵で二重に囲ま
れている。この鉄柵は，2002 年に仏像
が盗難に遭ったときに設置された。鉄柵
の周囲には，約 300 年前にライヒン寺の
本堂を建立したチェントンの王のものと
される帽子，約 200 年前のライヒン村村
長の帽子，アンティークの刀，呪術用具，
灯籠流しの儀礼で用いる団扇（wi）など
が，間隔を開けて展示されている。西側
写真 8

貝葉文書が収められた文書庫（ライヒ
ン寺博物館）

の壁沿いには，貝葉文書の製作用具，破
損した本堂の瓦，貝葉文書および漉き紙

を用いた古文書などがそれぞれキャビネットに入って並べられている。南側の壁の前
には，各種の儀礼用具，その昔ライヒン寺に止住した偉大な僧，マハーパーが用いた
椅子，書見台，マハーパーの仏像ペンダントなどが置かれている。ここに展示されて
いる儀礼用具のうちのいくつかは現在でも持ち出されて使用される。これらの仏教関
連の器物は実用品であるだけでなく，信仰の対象であるとともに，さまざまな装飾が
施された美術品でもある。
ライヒン寺博物館には，この展示室の他に，「貝葉文書」（baj lan）が収められた文
書庫がある17）。そこには数多くの貝葉文書が，木製箱ないしキャビネットに入って収
納されている。貝葉文書とは，加工したヤシの葉に刻まれた古文書であり，経のほか，
地域の歴史や民間医術，呪術などが記されている。なかでももっとも古い貝葉文書
は，約 500 年前に製作されたものだ。また，文書庫の入り口にいたる一角の軒下には，
手紡ぎ機，ザル，瓶，水筒など，サイズの大きい生活用具が展示されている。
全体として，ライヒン寺博物館の展示は，形式的価値や美学的価値がほとんど焦点
化されておらず，家族やコミュニティに記憶を思い出させるものになっている。それ
は，出稼ぎの増加や商品経済の流入によって急激に変化する以前の，ライヒン村の
「伝統的」な生活を提示しているといえる。地元の材料を用いた手作りの器物によっ
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て表現されているのは，それらを用いておこなわれた農業や採集活動，伝統儀礼や慣
習であり，それらとともにあった相互扶助や寛大さ，連帯感といった人間関係のあり
方である。ライヒン寺博物館の展示が扱うもので，過ぎ去った過去の時代に属するも
のは少ない。中高年以上の村人であれば，展示品のほとんどは自分の親や祖父母の家
で実際に使われているのをみたことがあるものだ。そして博物館にもっとも多くやっ
て来るのも彼ら村の中高年たちである。親族や知人が遠方から遊びに来ると，彼らは
博物館に連れてきて，展示物を指さしながら，昔の村の生活がどのようであったかを，
自らの個人的な思い出とともに懐かしげに語る。近隣の山川にどれほど豊かな自然が
あり，そこで食物を採集することがいかに楽しかったか，苦しい農作業がいかに相互
扶助に支えられていたか，村の儀礼にどこからどれだけの人数が集まりそこでどんな
ハプニングが起きたかを情感豊かに語るのである。ライヒン寺博物館は，村人が過去
を振り返り当時の生活様式や人間関係のあり方への郷愁を楽しむ場所になっている。
それゆえ部外者にとって，こうした展示物が喚起する情動的な力のほとんどは作用し
ないだろう。
しかし，ライヒン寺博物館の展示は，たんに村人が自分たちの昔を懐かしむ空間と
してだけでなく，文化的真正性を生み出す場としても機能している。この地域の歴史
的伝統を国民文化のなかでの価値ある遺産として位置づけ，より広く認知されること
を求めてもいる。展示室南側の展示や文書庫は，ライヒン村に古い歴史的伝統と独自
の文化が存在することを証明している。とりわけその象徴になっているのは，300 年
の歴史をもつライヒン寺本堂に関連した遺物であり，過去の偉大な僧，マハーパーの
遺品であり，仏典や地域の歴史，民間知識などを記した大量の貝葉文書である。これ
らのモノを博物館で展示することによって，ライヒン村の文化的な真正性を提示しよ
うとしているのであり，実際にそれは村人が地域の文化により誇りを持つ源泉になっ
ている。

4

地域文化と開発
19 世紀半ば以降，タイの支配者たちは，タイ国には「タイ人らしさ」（khwam pen

thaj or ekkalak thaj）という共通の文化的特性があるという言説を国内外で普及するこ
とに精力を注いできた（Reynolds 2002a; トンチャイ 2003）。近隣諸国が植民地化され
ていくなかで，他国と異なる独自の卓越した文化を有することが，独立国家としての
正当性の根拠のひとつになると考えたからである。くわえて，1930 年代初めに国民
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国家に移行して以降は，国民文化としてのタイ文化というイデオロギーが，国内に存
在する文化的，民族的多様性を隠すことにも用いられた（Reynolds 2002a: 8）。このイ
デオロギーのもとでは，バンコク周辺のエリート層から生まれたタイ文化が近代化に
よっても変わらない本質的なものとされたのに対し，北タイや東北タイ，南タイの地
方文化，あるいはイスラム教徒や山地民等のマイノリティ文化は近代化を妨げるもの
として抑圧された（Keyes 1989; Thongchai 1995; 平井 2007）。国立博物館もこのイデ
オロギーを流布する強力な装置のひとつとして利用されてきた。
しかし 1970 年代半ばになると，地方文化が肯定的な評価を得るようになっていく。
きっかけは 1973 年に生じた民主革命だった。この事件はタイ全国で人びとの政治意
識を高めるとともに，地方の文化とアイデンティティに対する関心を高めることに寄
与した（Thongchai 1995: 110）。さらに冷戦が終結し，タイの政治状況が安定し，経済
的にも発展すると，文化的多様性を以前より許容する素地ができ，一定の範囲内で地
方文化の振興を政府が促進するようになった。観光産業の飛躍的発展もこの流れを大
きく後押しした。ただし，こうした地方文化の興隆の流れには，国民統合に抵触しな
い範囲内でという限界があった。たとえば，この頃から若い世代の研究者のあいだ
で，王朝史を中心とする都市エリート層の支配的な歴史（phongsawadan）に対抗す
る地方史の研究が盛んになるが，この地方史は地方の王朝史であり，農民や一般大衆
の歴史ではなかった（Thongchai 1995）。地方史の単位は行政単位と重ね合わされ，国
家の統合や調和に危険をもたらすような内容は避けられたし，観光やビジネスとの妥
協のうえに成り立っていた（Thongchai 1995）。このような地方史の限界は，地方文化
やアイデンティティのあり方についてもそのまま妥当する。地方の自律的なアイデン
ティティは，芸術や文学，伝統という領域においてのみ容認されたし，そこで称揚さ
れる歴史や文化には，国民的歴史や文化の語りにおいて役割を果たすものだけが選ば
れた。すなわち地方文化は国民文化のバリエーションとしてのみ描かれたのである。
民主革命の影響のもとに生じた「タイ人らしさ」をめぐるもうひとつの言説に，
「コミュニティ文化」（wathanatham chumchon）論と呼ばれる一部知識人による思想運
動がある。この運動の推進者によれば，「タイ人らしさ」とは，民衆，とりわけ農民
の生き方と知恵に深く根ざすものであり，農村コミュニティをその存在基盤としてい
る（Chatthip 1991; Reynolds 2002b; Delcore 2003; トンチャイ 2003）。以前のタイの村落
経済は自給自足的なものであり，コミュニティ内部の結合は強く，生活のあらゆる面
で相互扶助がおこなわれていた（チャティップ 1987: 101）。寛大さや親切，相互扶助
といった村落社会の特徴は後進性のしるしではなく肯定的なタイの価値観であり，タ
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イ社会が危機にあるのは，むしろ新自由主義的政策や西洋化によってタイ文化の基盤
である農村コミュニティが崩壊させられそうになっていることに原因があると彼らは
いう。ここではコミュニティが，近代文明や消費主義社会，政府主導の開発イデオロ
ギーに対抗する視座を提供するものととらえられている。コミュニティには協働のも
とに限られた資源を効率的に利用して開発を促進するマネジメント力が潜在的にある
のであり（Walker 2001: 8），民衆こそが自らの自主性のもとでコミュニティにもとも
とある「民衆の知恵」（phum panya）を用いて「開発」（phathana）を進めるべきだと
主張される。彼らの言説においてコミュニティ文化とは，近代的であるとともにタイ
的である生活様式を実現する，持続可能な開発戦略の基礎として位置づけられてい
る。ここにみられる単純化され理想化されたコミュニティのイメージは，1990 年代
以降，タイの開発 NGO が農村で政府主導の官僚主義的，資本主義的な開発言説に対
抗し，持続可能な，民衆主導の開発言説を主張するのを擁護した。
1990 年代後半になると，コミュニティ文化論の主張の一部が国の法律や政策方針
18）
。1997 年憲法にはじめて「コミュニ
に取り込まれるようになる（重冨 2009: 21）

ティの権利」をうたう条文が入り，政治過程への民衆の参加が促された。1997 年か
らの第 8 次国家経済社会開発 5 ヵ年計画には，「強固なコミュニティ」づくりが課題
であると明記された。さらに 2000 年代に入ると，コミュニティによる自治を促進す
るコミュニティ組織会議法やコミュニティ林法などの法律もできた。また，教育カリ
キュラムのなかにもコミュニティのニーズを重視するものが現れた（重冨 2009: 21）。
2001 年にはじまった「一村一品運動」（One Tambon One Product: OTOP）に代表され
る政府主導の「コミュニティ・ビジネス」（setthakit chumchon）の振興も，そうした
例のひとつであろう。これらの施策では，官僚機構を通じて中央政府からコミュニ
ティに開発がもたらされるのを待つのではなく，コミュニティの人びと自身がイニシ
アチブを発揮してコミュニティの開発に参画することが促されている。
コミュニティ開発政策が実施されていくと，農村の人びとのあいだでも自分たちの
文化に対する関心が高まっていった。ただし彼らはコミュニティ文化論を説く知識人
や NGO 活動家とタイ人らしさの危機を共有したわけではない。まずは観光資源とし
ての期待と結びつくかぎりで自分たちの伝統や文化に注目するようになった。1980
年代半ばにはじまったタイの経済ブームは，都市の富裕層を中心に余暇のひとつとし
て国内観光を楽しむ人を急増させ，タイ観光局も，イベントの開催や広報宣伝活動な
ど，国内観光の育成に力を入れるようになった。90 年代に入ると，地方の農村でも，
現金収入の増加や消費スタイルの変化を背景に，人びとの観光への関心が高まった。
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1991 年にスコータイ歴史公園がユネスコ世界遺産に登録されたことと，タイ政府が
1994 年をタイ文化振興年と位置づけ，「タイ文化を保護しよう」
（anurak watthanatham
thaj）という標語を掲げて各種の施策を実施したことが，農村における文化遺産に対
する意識の高まりに大きく寄与したと思われる。このときはじめて，ふつうの地方農
村の生活様式や習俗も，保護されるべきタイの文化遺産の一部になりうることが認め
られ，さまざまなプロジェクトへの地域コミュニティの主体的参加が促されるように
なったのである。儀礼やダンス，衣装が「地域の」（phyn ban or phyn myang）と形容
されるようになり，「遺産」（moradok）や「保護」（anurak）ということばとともに語
られるようになった19）。90 年代後半に出版されるようになった県ごとの観光ガイド
ブックや地図は，全国レベルの歴史的遺産だけでなく郡や市レベルの現代の文化や習
俗，伝統工芸などをも紹介し，国内観光を大きく促進した。タイ文化の基礎を構成す
る民俗的伝統は，もはやバンコク都市部のエリート層だけがもつものではなく，より
幅広い層のタイ人の生活のなかにみいだされうるものとなった。
こうした文化を資源とする開発の流れのなかで，各地にコミュニティ博物館が誕生
していくことになる。ある寺の住職は，コミュニティ博物館を建設する理由を次のよ
うにわたしに語った。「きっかけは，行政区の研修に出席したことだった。それで博
物館に興味を持った。博物館をつくるには全部で 50 万バーツもかかる。それでも完
成すれば，観光客がやってくる。学生がやってくるようになる。……村人にとっては
物が売れるようになる。食べられるようになる」。博物館という制度は，消えゆくコ
ミュニティの文化を救出する装置というよりは，経済開発を促進する手段のひとつと
して農村の人びとにまずは注目されたのである。

土着の博物館実践

5

タイの仏教寺院は古くから文化財を保存する「博物館」の役割を果たしてきた。仏
像をはじめ，儀礼用具やお守り，家具，漆器，陶器，楽器など，一部は僧の私物を含
むが，収蔵品のほとんどは村人がさまざまな機会に寺に寄贈したものであり，いわゆ
る布施である。上座部仏教社会では，僧および寺院への寄付が重要な徳を積む行為
（tham bun）とされており，将来ないし来世において幸運を呼ぶと信じられている。
本節では，タイのコミュニティ博物館でコレクションの核になっている貝葉文書に注
目しながら，寺院で伝統的にみられる物質文化を検討する。貝葉文書について論じる
ことは，他の収蔵品についても多かれ少なかれ当てはまるだろう。
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貝葉文書（baj lan）とは，タリポットヤシ（学名 Corypha umbraculifera）の葉を加
工したものの上に鉄筆で引っ掻くようにして字を刻んだ古文書で，多くは仏教関連の
経典や注釈書である20）。経典を書写して奉納すると功徳になると信じられてきたこと
から，タイの寺院には貝葉文書が大量に保管されている。貝葉文書は数十年，場合に
よっては数百年の保存が可能といわれ，地域の文化的価値や信念，伝統を継承する重
要な媒体として，北タイ社会では 20 世紀半ばまで製作されてきた。1980 年代に地方
史ブームが起きるまでその存在はほとんど忘れられていたが，現在では多くの貝葉文
書を保管することが伝統のある寺院であること，ひいてはその村が長い歴史や文化的
アイデンティティをもつことの象徴とみなされるようになっている。ライヒン寺博物
館では，もっとも古いもので 530 年前に製作された貝葉文書を，一部の紙製文書と合
わせ，約 3,300 冊保管していた。
積徳の他に，村人が寺に貝葉文書のような貴重品を寄贈する理由がもうひとつあ
る。それは，タイでは伝統的に，骨董品や珍品に超自然的な力が宿ると信じられてき
たことと関連する。古いもの，たとえば素性が不明な遺品や拾った出土品などには，
強い超自然的な力が潜んでいる可能性がある。人びとに幸運をもたらす力がある反
面，扱いを間違えると災厄を引き起こす力があると信じられている。そのため，霊験
がありそうな骨董品や珍品などが遺品として残されたとき，村人はそれを寺院に寄贈
する。あるコミュニティ博物館では，これといって特徴のない古いアイロンを展示し
ていた。わたしが理由をたずねると，それは村人が自分の畑から掘り出したもので，
処置に困って寺に献上（thawaj）したのだとその博物館の世話人は答えた。この世話
人は超自然的な力が宿るモノを「熱いモノ」（khorng rorng）と呼び，次のように説明
した。「熱いモノをもつと心が落ち着かない。たとえば武器のようなものを家に置い
ておきたくない。かつて人を殺したことがあるかもしれない。……これは教訓であり
信仰だ。武器は武人がもつものであって，農民に生まれたら，それは自分には合わな
い。だからよい寺へ預ける。家には置けない。捨てることもできない。それで寺に保
管してもらうのだ」。超自然的な力があるモノを不相応な人が所有すると，適切に世
話することができないために危険が及ぶと考えられている。仏教寺院は神聖な場所で
あり，危険な霊的力から守られている。僧には超自然的な力に対抗可能な徳や霊的力
が備わっている。それゆえ寺院に預けておけば，適切に面倒をみてくれるはずだとい
うのである。
コミュニティ博物館は，博物館を設立したときにたいてい村人から新たに展示品を
集めている。展示品の核となる部分，すなわちもっとも美術的，歴史的価値がある展
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示品の多くは，寺の収蔵品や僧の所持
品として以前から寺にあったものだ。
しかし，数のうえでは新たに村人から
集めたモノの方が多い。村人たちはそ
れぞれ自分で選んだモノを寄贈するの
だが，その際には起源や美的価値，希
少性よりも，コミュニティにおける歴
史的価値が選別の基準になっている。
たとえばそれは，生命力や霊的力を有
するとされる神聖なモノであり，かつ
てコミュニティにおいて自分たち家族
の地位や名誉を象徴していたモノであ
る。初期のタイプライターやテレビ，
ミシン，電話機といった，数十年前は
写真 9

数十年前は珍しかった外国製製品の展
示（ゲートカラーム寺博物館）

珍しかった外国製製品が多くのコミュ
ニティ博物館で展示されている。これ

らは日用品の範疇からまだ大きく踏み出ていないモノたちであり，研究者や博物館実
務家からは博物館に置くものとして評価されていないが，村人にとっては，コミュニ
ティが劇的に変化した時代の思い出を多く記憶している貴重なモノたちなのだ。
かつての寺院の倉庫が博物館になったことによって，ほとんどのコミュニティ博物
館では展示方法に大きな変化がみられたわけではない。館内を来館者が歩いて回れる
ように整理整頓され，以前より頻繁に清掃されるようになってはいる。しかし機能や
年代によって展示品が分類されていたり，テーマを決めてコーナーが作られたりして
いることはあまりない21）。基本的には収蔵品が選別なしに並べられており，結果とし
てたとえば，大型の展示品が重複して数台並んでいることがふつうにみられる。一方
で，展示空間を構成する唯一の基礎となっているのが，タイの伝統的な象徴秩序であ
る。タイの空間概念は社会秩序や世界観と密接な関係を持っており，社会生活のあら
ゆる空間において，上下および東西南北の 4 つの方位軸を基準とした方向性が強調さ
れる。高い位置は価値の高いものに，低い位置は価値の低いものに対応する。四方位
では，北と東が価値の高い吉の方位であり，南と西が価値の低い凶の方位である。多
くのコミュニティ博物館はこの秩序にそって展示品を並べている。展示室のいわゆる
上座には象徴的価値が高い仏教関連のもの，下座には象徴的価値が低い日用品などが
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並べられる。とりわけ聖性の高い仏陀像などは物理的にも高い位置に展示されること
が多い。反対に，汚れたものとされる女性が腰に巻くサロンなどは，工芸品として高
い価値のものであっても，埃をかぶりながら床すれすれの低い台に載せられていたり
する。建物が 2 階建ての場合は，かならず仏陀像は 2 階に収められる。1 階に置くと，
来館者がタブーの侵犯を恐れて 2 階に上がれなくなるからだ。高床式になっている僧
坊の床下を改装してコミュニティ博物館にしているところもあるが，そういうところ
では日用品や儀礼用具だけを床下に展示し，仏陀像は上の僧坊か本堂で展示してい
る。
保存についても，コミュニティ博物館では土着の物質文化の伝統がそのままのかた
ちでみられる。たとえば貝葉文書は，タケを芯にして絹または上質の綿布を編んだも
ので包んで保存する。特に大切な写本の場合は，反りの押さえと害虫除けに，漆（maj
hak）を塗った板で上下に表紙を付ける。さらにそれを木製のケースに収め，害虫防
止効果のある黒胡椒（med phrik thaj）とともに経櫃（hip tham）に入れる。経櫃は床
に直接つかないように底上げしてあり，このことが内部の湿度を安定させるのに寄与
する。これらはすべて貝葉文書を長期に保存するための地域の伝統的な工夫であり，
現在でもそのまま継承されている。最新の保存科学の観点からみても，こうした保存
法は十分に合理的なものである22）。
博物館の展示品とその寄贈者との関係は，仏教の寄進の伝統にみられる寄贈された
モノと寄贈者との関係に類似する。すでに述べたとおり，博物館へモノを寄贈するこ
とは寄進の一種とみなされる。寄贈品は博物館でコミュニティの共有物として保管さ
れるが，これ以降も寄贈者は，寄贈品とのあいだに何らかの人格的な関係が存在する
かのように振る舞う23）。博物館に寄贈された品々には，その裏や下にじかに，あるい
は札を付けて，寄贈者の名前と寄贈日が記入される。
具体的に寄贈者がどれだけその品に所有の感覚を持ち続けるかを推し量ることは難
しいが，わたしがいくつかのコミュニティ博物館で共通して聞いた次のような 2 つの
タイプのエピソードは，寄贈者とモノとのあいだに人格的な関係が維持されているこ
とを示すと考えられる。第一に，コミュニティ博物館にはほぼ同じタイプの展示品が
複数展示してある。そのことが狭い展示室を余計に狭く感じさせている。世話人に聞
くと，重複を整理できないのは，それぞれ別の家族が寄贈したモノから特定のものを
選んで展示することができないからだという。家族の遺産は博物館に展示されること
でまたその家族の誇りとなるのだ。第二に，寄贈してからしばらく経った後でも，説
得力のある理由があれば，元の所有者に展示品を取り返す権利があるという。その理
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由とは，たとえば，博物館での取り扱いが不適切だとか，盗難の危険性があるといっ
たことなどである24）。あるモノが不適切に扱われたり盗難に遭ったりすると，そのモ
ノの神秘的な力によって元の所有者に危害が及ぶ危険性があると考えられている。亡
くなった元所有者が夢に出てきて，寄贈品が正しく扱われていないので，博物館から
取り戻すように家族に告げた，という話をわたしは何度か聞いた。ただし，展示品の
引き上げは関係者のあいだで重大なトラブルになることが多く，実際に引き上げられ
ることはきわめてまれである。とはいえ，寄贈した後も寄贈者やその家族に一定の譲
渡されない権限が残ると考えられていることは確かである。コミュニティ博物館は，
仏教寺院の伝統的な役割を引き継ぎ，たんなるモノの保存管理だけでなく，村人と，
モノとつながる死者や超自然的存在との調和的関係を維持するという役割をも担って
いる。

実践の変容とコミュニティ

6

前節では，タイのコミュニティ博物館における収集，展示，保存が，いかに仏教寺
院の物質的伝統と連続するものであるかについて記述した。タイの土着の博物館実践
は，専門的な博物館実践に置き換わることなく，ほぼそのままのかたちで維持されて
いた。では，博物館という枠組みに入れられることによって，寺院の倉庫にあったモ
ノとコミュニティとの関係に変化が生じただろうか。タイのコミュニティ博物館が，
専門的知識の導入が進まない，たんなるできそこないの博物館ではないとしたら，西
洋的な「博物館」とは異なるどんな役割をコミュニティで果たしているだろうか。
第一に，コミュニティ博物館は，コミュニティが主体的に企画した，観光を通じた
経済開発の装置として村人に認識されている。コミュニティ博物館の関係者の多く
は，観光資源を創出し，観光客を誘致することを博物館にもっとも期待している。そ
して実際に，博物館設立以降，寺院への訪問者は増え，儀礼や祝祭に以前より多く人
が集まるようになったと彼らはいう。しかし博物館来館者のほとんどは村人か，出稼
ぎに行った地元出身者およびその家族や友人たちであり，まったくの部外者は研究者
や教師，博物館実務家などにほぼ限られていた。この意味では，コミュニティ博物館
が観光客誘致や地場産業の育成に貢献しているとはいえないだろう。
ただしごく例外的に，展示する美術や工芸と，コミュニティの伝統や文化のイメー
ジとを有機的に結びつけ，博物館を活用した産業振興に成功しているコミュニティ博
物館があった。たとえばタイ・ルー族のある村では，コミュニティ博物館の設立が
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きっかけになって伝統工芸の復興運動がはじまった。タイ・ルー族は中国南西部から
移住してきたタイ系の民族で，かつて美しい民族衣装とその優れた機織り技術で広く
知られていたが，彼らの生活が多数派民族コン・ムアンに同化し，あるいは近代化し
ていくなかで，その伝統をほとんど失いかけていた。わずかに村に残っていた伝統的
な織物作品を集めて博物館をつくり，道具や技術，ノウハウとともに展示した25）。そ
して数少ない年寄り女性のもつ機織り技術をよりどころとしつつ，村の婦人会（glum
mae ban）を母体にして，地元の女性たちを指導する機織り教室が寺院内ではじめら
れた。この女性たちは，求めに応じて来館者に実演してみせるとともに，作品を博物
館で展示し，隣接するミュージアムショップで販売している。たとえ数が少なくと
も，こうした一部の成功例は，関係者のあいだで，コミュニティ博物館による観光開
発の伝説となり，地方農村において博物館という制度への期待を大きく膨らませるこ
とに寄与している。
第二に，コミュニティ博物館は，急激に変化する社会のなかで村人たちが自らの伝
統文化やアイデンティティを定義し，それらを保存しようとする意識を高める装置と
して機能している。1990 年代に入ると，タイの地方農村でも工業化がはじまり，工
場労働や建築業などで，農業よりもよい現金収入を恒常的に得る村人が増えていった
（平井 2011）。同時に，都市へ出稼ぎに出る人がいる一方で，他地域から流入する人
がおり，村人の多様性も少しずつ高まった。コミュニティは経済的に豊かになり，生
活の利便性は高まったが，農業や儀礼における協働を通じて連帯感を醸成する機会が
減って個人化が進み，年配の人を中心に自分たちの伝統や価値が脅かされていると感
じる人が増えた。過去との断絶をもたらす急速な近代化が進行するなかで，人びと
は，かつて農村コミュニティの存在の基盤であったコミュニティ文化を保存し，独自
の伝統をもつコミュニティに対する自負や文化的アイデンティティの感覚を次世代に
伝えていきたいと考えるようになった。彼らの考えるコミュニティ文化とは，自給自
足的な生活，農業での相互扶助，儀礼での寛大さや連帯感，敬虔な仏教信仰などのこ
とであり，これらは現実の近過去の農村生活の特徴というよりは，コミュニティに
とって基本的なものとして理想化されたものである。コミュニティ博物館は，村人た
ちがこうしたコミュニティの肯定的なイメージを発見したり，定義したり，保存した
りする試みを通じて，自らのコミュニティ文化やアイデンティティにより誇りを持つ
ようになる装置になっている。
ただし，ここで注目すべきことは，コミュニティ博物館で表象される文化やアイデ
ンティティがタイの国民文化の一部として定義されることである。1980 年代以降に
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タイで興隆した地方史研究には，観光
開発への貢献を重視する一方で，国民
統合に危険な歴史や文化を避ける傾向
がみられた。コミュニティ博物館は農
民の歴史や文化を扱う点でこれら地方
史と異なるが，それでもコミュニティ
文化がいかにタイの国民文化につな
がっているかを強調している点は共通
する。展示されるコミュニティの単位
は行政単位と重なることが多く，コ
ミュニティ内の多様性や不調和は無視
される傾向にある。歴史のある展示品
に付される年代には，「ラーマ 4 世時
代」といったような国王名による時代
写真 10

地元出身の準ミス・タイランドの展示
（ムアンヨーン寺博物館）

区分や，国立博物館が採用する仏教美
術史の時代区分が用いられる。ほとん

どのコミュニティ博物館では，入館してすぐの目立つ位置に，王族がその寺を訪問し
た写真や王族からの下賜品，国や自治体から授与された各種賞状，地元のニュースが
出ている全国紙の記事，美人コンテストで活躍した村出身女性の写真などが誇らしげ
に飾られている。国外から移住してきた少数民族によるコミュニティ博物館の展示
は，国民文化への統合をより意識的に示そうとする興味深い例である。彼らは移住元
との歴史的つながりに触れながらも，現在はタイで独自の文化を発展させていること
を強調する。たとえば，ラオスから移住したプワン族のコミュニティ博物館は，移住
の歴史を紹介しつつ，自らの言語や文化，生活様式の独自性を強調する展示をおこ
なっているが，ラオスの同胞をラオ・プワン族（law phuan）と呼んだうえで，自ら
をタイのプワン族であるタイ・プワン族（thaj phuan）と称して区別する。すなわち，
彼らの歴史や文化はあくまで多様性をもつタイの国民文化の一般的な例のひとつだと
主張するのである。コミュニティ博物館はタイの国民的歴史のなかにコミュニティを
位置づける役割を果たす。コミュニティ独自の文化がタイの国民文化に融合されるの
だ。
第三に，コミュニティ博物館は村人たちが失われたコミュニティへの郷愁を楽しむ
場所になっている。おそらくこれは，コミュニティ博物館にはじめから期待されてい
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たことではなく，後から一部の村人のあいだで自然に発生した機能であろう。展示
は，かつての農村の生活様式を表象するとともに，それに付随する人間関係や価値観，
信念などを来館者に喚起する。それらは過去の暮らしに対するノスタルジアを強く感
じさせるものであり，とりわけ急激な生活の近代化にうまく適応できず，取り残され
たと感じている人びと，伝統的な知識や隣人への協力，儀礼で果たす役割などによっ
て維持していた威信を喪失した人びとにとってはそうである。彼らは，かつてあった
とされる「連帯感」（samakkhi）に満ちた農村コミュニティというユートピアを理想
化し，繰り返しそれを振り返るためにコミュニティ博物館を訪れるようになってい
る。ただし，たんに過ぎ去った日々を思い出して懐かしみたいと思うだけでなく，そ
れらをもう一度取り戻したいという気持ちも彼らにはあるだろう。コミュニティにお
ける自分たちの「正しい」役割についての感覚をよみがえらせる装置として博物館に
価値をみいだしているのだ。博物館を利用して，村人間の相互扶助や連帯感，自然と
共生する暮らしなどが，コミュニティのイメージやアイデンティティにとって本質的
な要素であることを若者に教えようというのである。このことは現在コミュニティで
生じている変化を批判する枠組みを提供することにもなるだろう。コミュニティ博物
館は観光開発の装置として設立されたものだが，逆説的にも，その成功は部分的には
コミュニティの近代化に批判的な村人にアピールする力に依存する。
最後に，コミュニティ博物館の発展には，僧侶および寺院の行為主体性が中心的な
役割を果たしている。かつて寺院はコミュニティにおける学問と芸術の中心であり
（Wyatt 1994），いわば博物館やアーカイブズの原型であった26）。ところが 1980 年代に
入ると，宗教と社会との関係が大きく変化し，それを反映して文化や道徳の分野にお
ける寺院のコミュニティへの影響力はしだいに衰えていった。そんなときにコミュニ
ティ博物館が，僧侶や寺院がかつての役割や威信を回復する装置として注目されるよ
うになった。博物館を持つにいたった理由をたずねると，ある寺の住職はわたしにこ
ういった。「この寺に興味を持ってくれる人がいなかった。それで博物館をつくっ
た」。コミュニティの伝統的な生活様式や習慣，美意識において仏教は本質的な要素
であった。博物館がそうした生活様式や習慣，美意識の価値を表現することは，仏教
の重要性を再認識させ，僧侶の威信を回復させることに役立つだろう。年寄りの男性
をはじめ村の伝統的なリーダーたちは，近代的教育システムの普及によって知識の源
としての威信を疑問視されるようになったことを残念がる点で僧侶と同じであり，博
物館活動に積極的に協力する27）。僧侶やその協力者がコミュニティ博物館に対して抱
いている関心やそれがもたらすだろう利益に対する認識，その活動への協力姿勢など
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は，コミュニティ博物館の活動に参加することで彼らが当然期待してしかるべき物質
的・象徴的利益の得られる機会の大きさに比例している（ブルデュー 1990: 310）。社
会が激しく変容していく時代において，過去のコミュニティを表象することは，彼ら
の特権的地位が脅かされる以前の時代を回復しようとする利害関心のある試みとして
とらえることができる28）。

おわりに

7

過去 20 年のあいだにタイ農村の寺院で次々とコミュニティ博物館が誕生していっ
た。それはタイのコミュニティの変化のなかから生まれたものであり，コミュニティ
の必要を反映したものである。ただしコミュニティは同質的な集団ではない。その必
要はひとつではなく，すべての成員にとって同じでもない。階級やジェンダー，年齢，
都市経験，個人的性向などによって，村人はそれぞれ博物館とともに異なる実践をお
こない，コミュニティについて異なる言説やイメージを生産する。しかもその言説や
イメージは，来館者の反応をはじめ，博物館の専門家や地方自治体の職員，NGO，
マスメディアといった，さまざまな立場からコミュニティの歴史や文化に関心をもつ
人びととの対話によって発展していく。コミュニティ博物館は，コミュニティや伝
統，近代化についての複数の言説とイメージが競合しつつ生産される場になってい
る。
本稿で論じたように，タイ寺院にあるコミュニティ博物館とは，村人が骨董品や珍
品を寄贈して功徳を積む対象であるとともに，それら寄贈品を，物質的かつ霊的に，
安全に保管するコミュニティの施設であった。それは，観光消費のための場所を提供
しようとする開発言説と結びついたり，地方自治体の提供する開発プロジェクトから
支援を受けたりして発展していた。同時に，コミュニティが流動化し，大量の大衆消
費財とともに都市文化が流入してくるなかで，コミュニティのアイデンティティを維
持しようとする一部の村人たちの取り組みに強く後押しされていた。この際，国家の
定義する歴史観に抵触しないように，あくまでコミュニティの文化は多様性を含むタ
イの国民文化の一部であると位置づけられていた。さらには中高年以上の村人，近代
化にうまく適応できない世代の人びとにとって，コミュニティ博物館は，以前の助け
合いや寛大さ，連帯感，豊かな自然にあふれるコミュニティの生活を思い出し，安ら
ぎを感じることができ，そこで自分が果たしていた肯定的な価値を確認する場所に
なっていた。
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しかし，タイのコミュニティ博物館の発展にとって何より重要だったのは，僧や出
家経験者など，仏教に信仰の厚い人びとによる働きかけである。彼らは社会の世俗化
や生活の近代化によってコミュニティの知的リーダー，文化のエキスパートとしての
役割を失いつつあり，博物館活動を通じてコミュニティにおける仏教的伝統や道徳の
意義を高め，その継承者としての自己の権威とアイデンティティを正当化しようとし
ていた。これまでの寺院とのかかわりを通じて獲得した経験やネットワークを利用し
て博物館活動に参加する一方で，彼らのコミュニティ博物館への積極的な関与は，彼
らが「文化的な場」（ブルデュー 1990）において占める位置によって導かれていた。
寺院や仏教の伝統を賞賛し記念するために博物館を利用しているのだ。疑いなく，タ
イのコミュニティ博物館が西洋や他の地域の博物館と大きく異なるのはこの点であろ
う。
博物館人類学者のクレプスは，インドネシアの中部カリマンタンの地域博物館の研
究において，地域の人びとは自分たちの文化パターンに合わせて博物館という概念を
解釈し直しており，博物館の専門家たちが博物館志向（museum-mindedness）の欠如
とみたものが，じつは押しつけられる既存の博物館概念やその運営形態に対する地域
コミュニティの抵抗の一形態であると述べている（Kreps 1998b: 14）。そして博物館
という概念をさまざまな形態と意味を含むものにもっと拡大すべきだと主張する。こ
の認識は重要だが，西洋の博物館概念を前提しているという点で，タイのコミュニ
ティ博物館の考察にはまだ不十分だとわたしは考える。本稿で論じてきたように，タ
イのコミュニティ博物館については，タイの仏教文化の伝統の変容過程という観点か
ら理解したほうが得るところが大きい。それは，コミュニティの文化政治に関わるさ
まざまなエージェントの複雑な思惑の絡み合いの結果として，創造的に生み出された
問題解決の一形態である。その未来の方向性はまだ定かではないが，その文化的，政
治的可能性には今後とも注目していく必要があるだろう。
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註
1） 西洋の博物館，特に民族誌博物館といってもさまざまなタイプのものがあり，簡単に定義
できないことはもちろんである。ここでは西洋の博物館を，科学的客観主義，理性と合理性
の強調，進歩や社会進化論に基づく時間概念といったような，近代のメタナラティブを実体
化するとともに反映するものとして考えている（Bazin 1967; Ames 1992; Pearce 1992; Walsh
1992; Kreps 2003）。あるいはより批判的に，松宮が指摘するように，「ミュージアムとはそ
の機能からみれば，西欧の近代が新たに発見した価値観念，つまり『芸術』『文化』『歴史』
『科学』といった観念によって，新しい『聖性』を創出し，その聖性のもとで新しい『タブー
領域』を確定していくものであ」（松宮 2003: 14）るとしてもよいだろう。こうした西洋の
博物館の定義はすでに時代遅れに聞こえるかもしれないが，ICOM による博物館の定義に
は，まだその痕跡をうかがうことができる。「博物館とは，社会とその発展に貢献するため，
人間とその環境に関する物的資料を，調査，教育，楽しみを目的として，取得，保存，研究，
伝達，展示する公開の非営利的常設機関である」（吉田 2011: 22）。この定義の延長線上で考
えれば，コレクションの公開制限や私的ないし集団的所有，科学的知識よりローカルな知識
の優先といった特徴をもつ非西洋の土着の博物館は博物館ではないという議論も成り立つ。
2） 土着の博物館の具体例としては，ニュージーランド・マオリの倉庫（pataka）
，ニューギ
ニア・セピック川流域の精霊の家（house tambaran），オーストラリア・アボリジニの保管所
（keeping place），ナイジェリアの祖先祠（obio），さらにはアジアの寺院やほこらなどが挙げ
られている（括弧内の表記はそれぞれの現地語）。
3） 反対に，西洋社会にあるいくつかの博物館では，展示対象になっているコミュニティの土
着の博物館モデルを尊重し，自らの博物館実践に採り入れるようになっていることが報告さ
れ て い る（Karp, Kreamer, and Lavine 1992; Pearce 1994; Clifford 1997; Clavir 2002; Peers and
Brown 2003; Isaac 2007; Lonetree and Cobb 2008）。
4） 本稿の基礎となる民族誌的調査は，科学研究費補助金基盤研究（C）「変動するタイ社会
におけるコミュニティ博物館の人類学的研究」（研究代表者：平井京之介）〈JSPS 科研費
20520721〉 の 助 成 を 受 け て，2008 年 8 月，2010 年 2 月，2010 年 11 月 か ら 2011 年 1 月，
2011 年 3 月におこなった。
5） 本文中の括弧内のイタリックによる原音表記はすべて標準タイ語である。表記法は基本的
に M. Haas 1964 年版 Thai-English Student’s Dictionary に従った。ただし長短母音は区別せず，
声調符号は省略した。また，一部の表記について以下のように変更した。
		 ŋ=ng   ɛ=ae   ə=oe   ɔ=or
6） 1860 年，フランスの探検家，アンリ・ムーオが隣国カンボジアのアンコールワットを「発
見」し，ギリシャやエジプトの遺跡に匹敵するものとして賞賛したことから，以降，古代文
明が国家の外交手段のひとつになっていた（Chen 2008）。このことがタイの指導者たちの歴
史認識や博物館観に大きな影響を与えていたことは想像に難くない。
7） 括弧内は所在県および設立年。
8） 最近，カンチャナピセーク国立博物館（パトゥムタニー県）という民族学博物館が設立さ
れた。
9） 本稿では，コミュニティ博物館の統計的データについて主にシリントーン人類学センター
の地域博物館データベースを利用する〈http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/〉。本
データベースはメインテナンスが十分になされているとはいえないが，タイ国内のコミュニ
ティ博物館に関するもっとも信頼できるデータベースであることは確かで，その概略を知る
には十分な有効性をもつ。
10） 行政区は複数の「村落」から構成される地方自治の単位で，「郡」（amphoe）の下部単位
である。
11） タイで地域博物館の権威とされるシーサックは，地域博物館をコミュニティに役立つため
のもので，村人にその土地の歴史や文化を維持させ，教育するための機関と定義している
（Srisak 2000）。この定義にはコミュニティ博物館の設立に協力する外部研究者の立場が反映
されていると感じられる。
12）「センター（sun）」は，郡や県など，行政主導で運営される施設のことで，コミュニティ
博物館とは成り立ちが大きく異なるとする意見も一部の研究者や博物館専門家から聴かれた
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が，実際の施設を比較してみると，それほどの差異はみられなかった。
13） ただし，国立博物館のこうした活動は地方の村落レベルにおいて博物館に対する意識を高
めるうえで大きな役割を果たした。じっさい，国立博物館が実施した講習会に参加し，自分
の村に博物館をつくることを思いついたというケースが少なくない。
14） このプロジェクトの詳細については以下の報告書に詳しい（Paritta 2004; 2006b; 2008）。
15） 小学校，中学校，高校，大学などによって運営されるコミュニティ博物館の多くは，教室
などを改装して博物館にしている。
16） 多くのコミュニティ博物館では入り口の鍵を寺の住職が管理している。住職の外出中に世
話人が来館者を迎えるときは，事前に鍵を預かっておく。ライヒン寺博物館でもっとも貴重
なコレクションは鉄柵で囲んだケースに収納されていたが，この柵には 4 つの鍵がついてお
り，寺院委員会のメンバー 4 人が別々にそれを管理していた。それゆえ通常，来館者は遠く
から柵越しにしかこれらのコレクションを鑑賞できなかった。コミュニティ博物館のなかに
は寺の住職が鍵を誰にも貸さないために，村人でさえ展示をみることが困難になっていると
ころもあった。近年，住職が地元出身者でないことが増えており，そうしたところでは寺院
と村人とのあいだの信頼関係が薄れてきていることがその理由のひとつに挙げられる。
17） わたしが 2010 年に調査したときには，村の伝統的な生活の様子を紹介する新たな展示室
が完成していた。そこでは伝統的な家屋，台所，村の儀礼，村の市場，農作業，伝統行事な
どの風景が写真とともに再現され，主に子ども向けの教育に利用されていた。本稿でこの展
示室を考察の対象から外したのは，シリントーン人類学センターから派遣された研究者が中
心になって制作されたものであったため，村人との関係を評価するにはもう少し時間をかけ
る必要があると判断したからである。
18） 1997 年 7 月に起きたタイの経済危機と，同年末の自給自足経済（self-sufficient economy）
を唱える国王の誕生日スピーチ，さらには 2001 年以降のタクシン政権による農村重視政策
がこのプロセスを後押ししたと考えられる。詳しくは（重富 2009）を参照。
19） ただし農村の人びとは，「遺産」という概念を，歴史的価値の高い文化財，国家や専門家
によって「タイ文化」を代表すると認められたもの，市場価値のきわめて高いものという意
味で用いており，高級文化に限定する傾向がある。これに対し，コミュニティで歴史的価値
のある文化財は「ボラーン」と呼んでいた。このことばは，以前は「時代遅れ」や「田舎
者」という否定的な意味で用いられていたが（平井 2011），1990 年代後半以降は「真正性」
や「本物性」という肯定的な意味でも用いられるようになった。
20） チェンマイ大学社会調査研究所の調査によれば，北タイの寺院が保存する貝葉文書は，そ
の 9 割が仏教関連のものである（Udom 2003）。経典や注釈書，仏陀の伝記，仏教史，遺物
の縁起，聖人の伝記などの他，慣習法や天文学，呪術なども含まれている。
21） 国立博物館や SAC の研修に参加すると，最初に盗難防止のために所蔵品リストを作成す
ることを教わるが，実際に作成しているコミュニティ博物館はごく少数だった。
22） 貝葉文書は長期保存が可能といえども，いずれは腐食するか虫害に遭う。そこでその前に
新たに複製が作られるのだが，これは知識や技術が次世代に継承される機会にもなる。もと
もとタイにはモノをそのまま保存することよりも，複製をつくるためにスキルを継承するこ
とを重視する傾向があった。しかし現在，貝葉文書製作に関する知識は消失しかかってい
る。
23） 儀礼用具や楽器など，一部の展示品は本来の機能を継続する。祭礼のときなどに持ち出さ
れて使用されるのだ。
24） 以前は盗難や紛失の防止が寺に骨董品や珍品を預ける理由のひとつになっていた。たたり
や天罰への恐れがあるために，寺院内で盗難を心配する必要がなかったからである。しかし
村人の仏教や超自然現象への信仰が薄れるにつれ，寺でも盗難が多発するようになった。わ
たしが調査したコミュニティ博物館の多くが，博物館としての開館以来，展示品の盗難が増
えたことを一番の悩みに挙げていた。なかには数度の盗難に遭ったことを理由に一般公開を
止めた博物館もあった。
25） 博物館を開発に結びつけようとする人びとには伝統文化の保存という意識は薄く，展示さ
れる文化や技術は伝統的ということになってはいるが，メディアや観光客，行政の関心を引
くために新たに発明されたものであることも少なくない。
26） 19 世紀まで寺院は青少年が仏教や読み書きを習う唯一の場であったし，20 世紀に入ると
世俗的な学校教育も寺院でおこなわれた（Keyes 1989）。現在でも農村部では寺院の敷地内
かその隣接地に小中学校がある場合が多い。またタイの伝統的な美術といえばそのほとんど
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は仏教に関連しており，修行し，功徳を積み，教えを広めるために多くの美術品が作られた。
芸術家や職人は寺院を訪れ，そこに保存されている作品をみて伝統的な技法やスタイルを学
んだ。コミュニティにおける文化の保存や知識の伝承は，寺院への寄進や仏教儀礼を通じて
おこなわれていたのである。
27） 博物館で機織りの展示をしているところでは，年寄りの女性が博物館活動で中心的な役割
を果たしていることが多かった。
28） 一部のコミュニティ博物館ではあるが，住職が自らの地位や寺院の威信を高め，あるいは
誇示するために，広い地域から収蔵品を積極的に集めている場合があった。
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