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（SMILE 会報告）

「タイの歴史と文化」
１．タイ族国家の勃興
タイ族の起源：
言語系統：
タイ・カダイ語族に含まれる民族
タイ族:
中国南部～インドシナ半島～インド東部付近に分布し、現在の総人口は 1 億人程度。
タイ、ラーオ（ラオス）、ルー（中国､雲南省）、黒タイ･白タイ（ベトナム）、アホーム（インド､アッサ
ム州）等．．．自らの国民国家を形成しているのは、タイ人､ラーオ人。
タイ族の出自：
中国揚子江以南の地域、 Cf. ｢タイ族移動図｣→
漢民族の居住域の拡大により圧迫され、6～7C 現在の居
住地域に南下乃至西進してきた。
Cf．ビルマ族:チベット方面から雲南経由、エーヤワディ
川流域を南下、11C バガンに王国。
ベトナム族：中国南部からベトナム北部地域を出自、
漢民族支配を脱却後、南シナ海沿いに
南下、チャム人、クメール人の居住地に
勢力を拡大、18C メコンデルタに到達。
タイ族の「くに」（ムアン）：
タイ族は水田で稲作を行う民族。漢民族の圧迫で居住地を
追われ、四川、雲南の高山地帯に到達、川沿いの盆地に住み
着いた。水田に水を導水する灌漑設備が作られると、それを維
持するための共同体が形成されて行き、稲作を基盤とする共同
体、「むら（ムーバーン）」が形成され、その中で政治権力を獲得
する「むら」のリーダーが現われ、周辺の「むら」を配下におき政治権力を獲得、「くに」を形成する。
タイ族の「くに（ムアン）」である。（現在のタイ語で、ムアンは都市（町）ないし国という意味を持つ。）
川沿いの盆地単位で形成されていったムアンは、やがて有利な立地条件と有能な領主のもとで強
力なムアンが出現すると、周辺の弱小ムアンを平定し、政治権力を高め、最終的には王国と呼ぶ
に値するような強力な政治権力とそれなりの領域を備えたムアンとなる。現在のタイやラオスはタイ族
による国民国家であり、タイ人は自らの国を「ムアン・タイ」と呼ぶ。
Cf．南詔王国（8C 中～11C 初）：雲南省大理。10C 初南詔滅亡後大理国が継承（元の侵略で
滅亡）。この多民族国家南詔の支配下にタイ族が組み込まれていた。
タイ族の南下：
漢民族の圧迫下、タイ族は西進、南下。揚子江、珠江沿いに川を遡ってきたタイ族は、今度はメ
コン川、エーヤワディ川沿いに川を下り各河川の谷間に現われる盆地にムアンが形成されていっ
た。メコン川沿いに南下していったタイ族はメコン川の盆地にムアンを形成、大ムアンとしてタイ北部
のチェンラーイ、ラオスのルアンプラバーンが成立する。更に、タイ北部に水源をもち、タイ湾に注ぐ
チャオプラヤ（メナム）川沿いには多数の広大な盆地を擁していた。メコン川を南下してきたタイ族は
チャオプラヤ川流域へ入り込み、ここからタイ族の歴史とタイ領の歴史が一致することになる。
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２．タイ領での政治権力の発生
タイ族の南下以前に現在のタイ領に居住していたのは、オーストロアジア語族（東南アジア大陸
部からインドにかけて居住していた民族）のモン・クメール系の民族であった。クメール族（現在のカ
ンボジアの主要民族）、モン族（タイとミャンマに分布、かつて独自の王国を成立）、ベトナム族（比 較
的最近インドシナ半島を南下）が代表する民族である。
「海のシルクロード」：
BC2C 頃から中国（前漢）とインド、地中海方面を結ぶ海
路の交易ルートが脚光を浴びるようになり、「海のシルクロー
ド」が成立、現在のタイの領域で政治権力が発生した。
即ち、漢の武帝による南進政策によって、中国南部からベト
ナム北部を通り、海岸沿いに寄港を繰り返しながら、マレー
半島を横断し、太平洋とインド洋を結んでいた。当時は航行
技術が未熟で、海岸沿いに寄港を繰り返しながら進み、マラ
ッカ海峡経由では遠回りであった。このためインド洋側と太平
洋側の接点としてマレー半島が利用され、両岸の間を連絡
する陸路が用いられていた。
ドゥヴァラヴァティー（7-11C､タイ中部）：
現在のタイの領域で最初に現われた大国は、ドゥヴァラヴ
ァティー王国であった。7~11C タイ中部中心に栄えたモン族
の王朝であった。その中心がナコンパトム。仏塔プラ・パトム・
チェディの基壇はこの時代のものと言われる。
ドゥヴァラヴァティー様式の美術品はタイ領域内各地に見
られ、文化的影響力の大きさが認められる。仏教文化が広く
栄え、楕円形の環濠集落はタイ中部から東北部に分布して
いる（ラチャブリ、ウートーン、ロッブリｰ）。
ドゥヴァラヴァティー様式の美術
インドから仏教を受容した初期の仏教文化。インドグプタ
様式の影響。上座部仏教が基礎。
･プラ・パトム・チェディ（ナコンパトム）：BC3C にインド･ア
ショカ王がインドシナ半島最初に建立した仏塔。世界
最大級（120m）の現在の塔は 19C ラーマⅣによる。
シュリヴィジャヤ（7-13C､タイ南部）：
一方交易国家が出現していたマレー半島では、7C 頃誕生
したシュリヴィジャヤが卓越していた。この国はマラッカ海峡を
中心とする交易国家で、「海のシルクロード」の主流が従来の
マレー半島横断ルートからマラッカ海峡経由へと変化したこと
が背景となっている。船舶の大型化と航行技術の進化によっ
て、長距離の無寄港航海が可能となり、マラッカ海峡ルートの
プラ・パトム・チェディ
優位性が高まった。この時期ペルシャやアラブからの船が直
（ﾅｺﾝﾊﾟﾄﾑ､最初 BC3C…19C）
接中国へ到達し始めた。
シュリヴィジャヤの都はスマトラ島のパレンバンにあり、仏教の一大中心地であった。7C 唐の義浄＊
がインドを訪問した時、シュリヴィジャヤを通過している。その後、シュリヴィジャヤはジャワに興った
シャイレンドラ朝の影響下に入り、政治権力の分立した状態で 14C まで続く。シュリヴィジャヤの勢力
はタイ南部にも及び、シュリヴィジャヤが複数の政治権力の集合体であった可能性があり、タイ南部も
その一つ（又はその都）とも比定される。 ＊7C､唐：玄奘三蔵(陸路､7C 前)､義浄(海路､7C 後)
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クメール帝国（モン・クメール系主要民族クメール族､7-13C､東北タイ南部･北部､タイ中部に伝播）
扶南：1C、現在のカンボジアとベトナム国境付近。海のシルクロードの中継点として機能。又、イン
ド文化が流入していた。勢力圏は、一時タイ湾を挟んでマレー半島に及び、内陸ではメコン
川中流域まで拡大していた。
真臘：7C、メコン流域。当初扶南の属国、やがて扶南を併合した。現在のカンボジアからタイ東北
部の地域を支配下に置き、やがて陸真臘（北）と水真臘（南）に分裂。陸真臘は現在タイ東
北部下部、カンボジアのすぐ北に位置し、現在もクメール族が多く居住している。
アンコール朝：9C 初、ジャヤヴァルマンⅡが分裂状態の真臘の地を統一、アンコール朝を創設。
（「アンコール」はサンスクリット語で「都城」の意、タイ語の「ナコーン」）。陸真臘と水真臘の中
間の地、シエムリアップ付近に王都（環濠都城）を建設、アンコール・ワットなどの遺跡を残す。
11C、チャオプラヤ川下流域にまで支配域を拡大。12C 前半スーリヤヴァルマンⅡ（アンコ
ール・ワットを建設）時代には、チャオプラヤ川中流域、マレー半島北部まで勢力を拡大。
12C 後半、ジャヤヴァルマンⅦ（アンコール・トム、バイヨン寺院建設）の時代がアンコール朝
クメール帝国の最盛期。アンコール朝の支配域はタイの中部から東北部にかけて広く拡大
し、ドゥヴァラヴァティーのモン族もアンコール朝の支配下に置かれた。
タイ領に関わる政治権力として、ドゥヴァラヴァティー、シュリヴィジャヤ、真臘、クメールなどの王国
が存在したが、ドゥヴァラヴァティー以外は、その中心地は現在のタイ領の外にあった。尚、タイ領内
にも小さな政治権力が出現し、地方の拠点としての機能を高めており、アンコールワットの副都的役
割を果たしていた。
クメール時代の遺跡は東北部を中心にタイ国内に広く分布、ピマイ（コーラ－ト､11C)、パノムルン
(ブリラム､10-13C)、プラウィハーン（シーサケート､9-11C）が有名。
・ピマイ遺跡（ナコーンラーチャシーマー､クメール・スーリヤバルマンⅠ､11-12C）：
アンコールワットの副都的役割（パノムルン、プラウィハーンなどとならぶクメール遺跡）
当初 11C ヒンズー寺院→後 12C 大乗仏教。

ピマイ遺跡(ﾅｺｰﾝﾗｰﾁｬｼｰﾏｰ､11C)､ヒンズー寺院→大乗仏教(12C)

ロッブリｰ（7-13C）
ドゥヴァラヴァティー時代からロッブリｰは要衝の一つ
であったが、ドゥヴァラヴァティー衰退後、クメール帝国の
西の拠点と位置付けられ、クメールのチャオプラヤー川
流域への勢力拡大の為の拠点とされた。
ロッブリｰ美術（13-14C に独自）
・プラ・プラーン・サムヨート （ロッブリー､クメール・
ジャヤバルマンⅦ､12-13C）：
クメール式筍状の塔堂（仏塔というより祠堂）、
ヒンズー（ブラフマ―､ヴィシュヌ､シヴァ）→仏教
（釈迦如来(仏陀)､菩薩(南)､般若波羅蜜多母(北)
→17C 上座部仏教(アユタヤ､ナーラーイ王)

プラ・プラーン・サムヨート
（ﾛｯﾌﾞﾘｰ､12-13C）､ヒンズー寺院→大乗仏教
→上座部仏教(17C)
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３．スコータイ朝（1240 頃-1438）
ランナー王国(13-16C)：
メコン川沿いに南下を続けたタイ族はやがて巨大なムアンを形成する。
チェンライにタイ族のムアンが出現、11C メコン河畔のチェンセン拠点に繁栄。13C マンラーイ王出
現、王国の拠点をチェンマイに移し、1296 王都建設。「ランナー王国」と呼ばれる。
ハリプンチャイ美術（8-13C）､ランナー美術（14-16C） (略)。
スコータイ王国(13-15C)：
メコン川流域にタイ族の大ムアンが出現したほぼ同じ頃、チャオプラヤ川流域、現在のタイ領にも、
ランナーのようにタイ人による政治権力が出現する。タイ族の王国の始まり、「スコータイ王国」（1240
頃-1438）である。スコータイはクメール帝国の北の拠点が置かれていた場所である。
ジャヤヴァルマンⅦの死後クメール帝国は弱体化し、チャオプラヤ―川流域に北から流入してきた
タイ族シャム人がクメールの勢力を一掃し独立を
勝ちとったタイ族最古の王朝である。
初代シーイントラティット王。スコータイという言葉
は「自由の夜明け」の意味を持つ。
・ワット・プラパイ・ルーアン(Wat Phra Phai
Luang、スコータイ城壁北､12-13C）：
スコータイ最古の仏教寺院で、スコータイ王
朝誕生以前 12-13C､クメール･ジャヤヴァル
マンⅦ時代建立の大乗仏教寺院（→後､スコ
ータイ時代上座部仏教）である。
600ｍ四方の城壁に囲まれ、スコータイ王朝
誕生前、クメール支配下の時代のスコータイ
ワット・プラパイ・ルーアン
の町の中心。
（ｽｺｰﾀｲ､12-13C）､大乗仏教→上座部仏教
境内にチェディやスコータイ王朝にしかない
坐像､立像､臥像､遊行像の四つの仏像「プラ・シー・イラヤボット」が作られている。
ラムカムヘン王（1279-98 頃､スコータイ第 3 代国王）：
・ラムカムヘン王碑文：碑文に刻まれた文字は最初のタイ文
字であり、ラムカムヘン王がタイ文字を作り上げたと書かれ
ている。スコータイの豊かさを示す文章（「水に魚あり、
田に米あり、．．．」）や、王の偉業を讃える文章等々＊。
王は上座部仏教を庇護し、国教とした。仏教の庇護によっ
て国王はその権力の正当化を図った。現在のタイ社会や
文化の源泉とも捉えられるラムカムヘン王碑文に描かれる
スコータイ王国は、古き良きタイ的な王国であった。
Cf. タイ国 3 大王：ラムカムヘン王（1239-99）、
ナレースアン王(1555-1605)、
チュラロンコン王（1853-1910)。
ラムカムヘン王碑文
（ｽｺｰﾀｲ､13C)

＊ 「．．．、ラムカムヘン王の頃、スコータイの国は良かった。水の中に魚が住み、田には稲穂が実った。
国主は道中の住民から税を徴収しなかった。牛を引いて商いに行く者、馬に乗って売りに行く者、誰か象
を商いたい者は商いし、誰か馬を商いたいものは商いし、誰か銀や金を商いたい者は商いした。．．．」
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スコータイ美術（13-15C）
歴代の王は、スリランカから受容した上座部仏教を篤く信仰し、高度な理想美を追求し、豊かな
経済力を背景に、多くの寺院を建立した。13C は「タイ族の沸騰の時代」とも呼ばれている。上座
部仏教が深く浸透し、固有の文字や文学が生み出されるなど現在のタイ文化の基礎が築かれた。
・ワット・プラ・マハタート（Wat Phra Mahathat、王室寺院､スコータイ、13-14C）：
200ｍ四方の城壁に囲まれた寺院、境内に 185 基のチェディ（仏塔）､18 の聖堂。
本堂はラテライト石を積んで造られており、その基盤の上に高さ 8m の座仏像。
中央仏塔に 1340 年スリランカより請来の仏舎利奉納。

Wat Phra Mahathat
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(ｽｺｰﾀｲ､13-14C)

仏像
<スコータイの仏像>
スコータイ仏はスコータイ王朝時代に開発されたもので、セイロン仏の影響を受けている。なめらか
で女性的な曲線を特徴としており、基本的に黄衣以外は身に着けておらず、全体に質素なデザイ
ンを持つ。
・ワット・サパーン・ヒン（Wat Saphan
Hin、スコータイ西郊山上にスコータ
イの都を遠望して立つ、13C、ラム
カムヘン王建立)：
漆喰製仏立像、「アッターロット仏」
12.5m。
「施無畏印」(右手を上げ手を開い
て手の平をこちら側に見せる形で、
説法を聞く人の畏れを取り去る（緊
張を和らげる）形。
「アッターロット仏」
－Wat Saphan Hin
(ｽｺｰﾀｲ､13C)

・ワット・シー・チュム（Wat Sri Chum、スコータイ
城壁北､14C､｢菩提樹の森｣)：
漆喰製降魔仏坐像「アチャナ仏」15m。
「降魔印(ゴウマイン)」は悪魔を降伏(ゴウブク)させる
ための印、仏教の宇宙観､地獄・極楽・現世表現。
方形のモンドップ（箱形の仏堂､15ｍ）内安置。

「アチャナ仏」
－Wat Sri Chum
（ｽｺｰﾀｲ､13C)
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<仏陀遊行像>
スコータイ美術で特徴的な遊行仏、仏陀の歩く姿。
悟りを開いて仏陀となった釈迦牟尼が、初めての説法に出かけるべく、その第一歩を踏み出した瞬
間の動的姿を現したものと言われる。
・ワット・プラ・マハタート（Wat Phra Mahathat､
スコータイ、13C）：上述 p5
初代王シー･インタラティット創設、中央のスコータイ
様式仏塔（蓮華の蕾型）基壇に阿羅漢像 173 人。
14C のスコータイで発展した仏像様式、スコータイ
仏教芸術の最高傑作の一つ。
･ワット･プラ･シー･ラッタナ・マハタート（Wat Phra Si
Rattana Mahathat、シー・サチャナ・ラーイ､
12-13C)
・ワット･サー･シー（Wat Sra Sri、「池に浮かぶ小島
にある寺院」､スコータイ､城壁内､14C、p8）
「遊行仏」－Wat Phra Mahathat
（ｽｺｰﾀｲ､13C）

他に、
・ワット･トラパン･グン（Wat Tra Phang Ngoen、スコータイ､14C）

「遊行仏」－Wat Phra Si Rattana Mahathat

「遊行仏」－Wat Sra Sri

(ｼｰ･ｻﾁｬﾅ･ﾗｰｲ､12-13C)

（ｽｺｰﾀｲ､14C)
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仏塔
<クメール様式-筍状塔堂>
1・ワット・シー・サワイ（Waｔ Sri Sawai､
スコータイ、城壁内西南､12C-13C）：
Lopburi 様式の 3 塔*形式のクメール
寺院（シヴァ・ヴィシュヌ･ブラフマを祀
るヒンズー寺院）→スコータイ王朝時
代に仏教寺院
*Prang（クメール様式の堂）→
前室増築（仏教寺院）
その他のクメール様式：
･ワット･プラ･シー･ラッタナ・マハタート
（Wat Phra Si Rattana Mahathat、
シー・サチャナ・ラーイ､12-13）
Waｔ Sri Sawai （ｽｺｰﾀｲ､12C）

<スリランカ様式-釣鐘型仏塔>
・ワット・チャン・ロム（Wat Chang Lom､
シー・サチャナ・ラーイ、13C）：
ラムカムヘン王建立、仏塔の基壇を 32 頭の
半身像の象が囲み、2 層は如来坐像を安置
する龕(ｽﾞｼ)を巡らす。スコータイ時代のスリラ
ンカ式釣鐘型仏塔で最古。
＊シー・サチャナ・ラーイはスコータイ北約 50ｋｍ、
副王の居住地としてスコータイと同時期に建設
され、王都と併せ「双子の町」と呼ばれる。
140 遺跡。
Wat Chang Lom
(ｼｰ･ｻﾁｬﾅ･ﾗｰｲ､13C）

・ワット･サー･シー(Wat Sra Sri､
｢池に浮かぶ小島にある寺院｣､城壁
内､14C？）
スリランカ風仏塔(釣鐘型)､礼拝堂、
遊行仏(p8)。

Wat Sra Sri
(ｽｺｰﾀｲ､14C)
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<スコータイ様式-蓮華の蕾型仏塔>
・ワット･トラパン･グーン(Wat Tra
Phang Ngoen､｢銀の池｣、
スコータイ､14C､城壁内）：遊行仏。

Wat Traphang Ngoen
（ｽｺｰﾀｲ､14C）

･ワット･チェディ･チェット･テオ
(Wat Chedi Chet Thao､
シー･サチャナ･ラーイ市壁内､14-15C):
スコータイ王朝寺院内でも最重要の寺院
その他のスコータイ様式：
・ワット･プラ･マハタート（Wat Phra Mahathat､
スコータイ)

Wat Chedi Chet Thao
(ｼｰ･ｻﾁｬﾅ･ﾗｲ､14-15C)
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タイ王国の版図：
ラムカムヘン王時代にスコータイ王国の版図が大幅
に拡大、タイ族の王国で初めて現在のタイ領域の大半
を支配し、東南アジア大陸部で最大の領域を持つ王
国となった。但し、この広い領域全体にまで王の統治
権が及んだわけではない。東南アジアに出現した王
国は、支配者の権力が中央から周縁に向うほど小さく
なるような形式の国で、「マンダラ型国家」（柿崎一郎）
と呼ばれる。東南アジアの伝統的政治権力の世界で
ある。ラムカムヘン王の死後、スコータイは弱体化の一
途をたどる。スコータイの周辺を取り巻く要衝のムアン
（シー･サチャナ･ラーイ、ピサヌローク、ガンペンペッ
ド、ナコンサワン）が離反し始め、やがて 1378 年には
勃興してきたアユッタヤーの属国となった。
４．アユッタヤー朝（1351-1767）
アユッタヤー朝は以前から存在していたチャオプラ
ヤ川下流域のムアンの政治権力を結集し、スコータイ
を併合して勢力を拡大させてできた王朝である。この
地域には、ドゥヴァラヴァティ時代から拠点となる地方都市、ナコーン・パトム、ウートン、ロッブリｰなど、
チャオプラヤ・デルタを囲むように存在していた。チャオプラヤ下流域にいた旧来のモン族やクメール
族の領主に代わって流入してきたタイ族が政治権力を獲得、タイ族のムアンとなっていった。
チャオプラヤ川下流域には、スパンブリとロッブリｰの勢力が大きくなっていたが、初代ウートン王は両
ムアンの王女と婚姻関係を持ち、1351 年その両ムアンの中間点のアヨータヤーに都をおいた。アユッ
タヤー朝の始まりである。アユッタヤーの成立当初は、スコータイと同じく地方分権的なムアン連合体
の様相が強かったが、徐々に支配の構造が強化され、スコータイ時代の温情主義的な国王像からクメ
ール経由で入ってきたインド的な宗教や儀礼によって国王の権威が高められていった。
スコータイ王家の血筋を引く、8 代目のトライローカナート王（1448-88）の時代、官僚組織の整備に
加え、支配機構の組織化として身分制度（位階田）を導入した。官僚の位に応じ位階田の広さを指定
（位階田の広さはタイの伝統的度量衡のライ(1600 ㎡）で表す)、社会的身分の上下関係を示すもので
あった。こうして以後のタイの統治機構の原型が定められた。
アユッタヤーによる攻撃を一因として、1431 年クメール帝国は崩壊した。かつてインドシナ半島最大
の帝国を築いたクメール帝国が滅び、この地域での主役が交代した。クメールとの戦いの戦利品とし
てのクメール人、とりわけクメール人官吏はクメール帝国の統治機構のアユッタヤーへの導入に活用さ
れた。アユッタヤーにクメールの王権思想や文化が広く流入し、他のタイ族とは異なる独特の文化、
「シャム」的な文化が現われる。一方、北方のスコータイを一時併合したが、スコータイ領主はランナー
と手を結んで、アユッタヤーに対抗した。アユッタヤーはランナーまでを支配下に置くべく画策したが
実現しなかった。アユッタヤーはマレー半島へ支配域を拡大、マラッカまで遠征した。
ビルマでは、タウングー朝が勃興、ビルマの全領域が平定され、タイ族国家へ攻撃を仕掛けてきた。
ランナー、ランサーン（ラオス）が相次いでビルマの支配下に置かれ、最後に 1569 年アユッタヤーも
ビルマの手に落ちた。アユッタヤーは以後 15 年間ビルマの属国となる。
ナレースアン王（1590-1605）：
1584 年、ナレースアンはビルマからの独立を宣言、アユッタヤー王国が復活した。この時から、それ
までの名称であったアヨータヤーをアユッタヤーに代えて正式名称とした。
1590 年ナレースアンは王位を継承。地方統治機構を強化し、王国の中央集権化を推進した。
軍事行動を展開し、カンボジアを属国とし、ランナーを配下に収め、ビルマに兵を進めたが、シャンの
地で病死する。アユッタヤー朝の勢力はナレースアンの時代に過去最大規模となった。
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港市アユッタヤー：
東南アジアでは、15C-17C に「交易の時代」を迎えて
いた。「海のシルクロード」（上述 2. BC2C- ）以来の海上
交易の歴史の中で、東南アジアの産品は古来、中国、イ
ンド、中東の商人に注目されてきた。ヨーロッパで需要の
高まった香料を求め、各地から東南アジアに商人がやっ
てきた。マラッカなど規模の小さな港市国家が多数存在
したが、内陸に大規模な後背地を抱えた港市としてアユ
ッタヤーはヨーロッパや中国、琉球、日本からの外国船
が多数入港する国際都市であった。チャオプラヤー川沿
いにポルトガル、ベトナム、中国の外国人町が並び、日
本人町には最盛期 1000-1500 人の日本人が居住して
いた。約 600 人の日本人義勇兵が存在した。
山田長政（1612～30）は朱印船に乗ってアユッタヤー
に到着、当初商業に従事して、日本向けの蘇木や鹿皮
を買い付けていた。やがて、日本人義勇兵の隊長となり、
王に重宝され、高い官吏の位を得た。そして、王位継承
の争いに巻き込まれ、毒殺されてしまう。その死後間もな
く、日本の鎖国により、朱印船貿易も廃止され、日本人
町も消えてゆく。ただ、タイの産品は依然として日本へ運
ばれ、アユッタヤーから出た船は「唐船」として長崎へ入港していた。
ナーラーイ王（1656-88）：
ナレースアン王の時代に属国としたものの、その後再びビルマの影響下の置かれていたランナー王
国へ軍を派遣。一方ビルマのペグーまで進軍。これにより、インド洋側のメルギーなどの港市の活用が
可能となり、港市アユッタヤーの価値を高めることとなった。
ナーラーイ王は、かつてクメール時代からの拠点であったロッブリｰに都を建設、アユッタヤー王国第 2
の都とした。ナーラーイ王の時代はアユッタヤーの文化的繁栄の頂点であった。
17C 末になると「交易の時代」は終焉を迎え、ヨーロッパ勢力によるインド洋交易、中国との南シナ交易
の比重が高まって行く。東南アジアからヨーロッパへの香料交易は、17C 末の胡椒価格の暴落とともに
中国へのコメの輸出も始まり、南シナ海での中国人による交
易が繁栄し、タイにおける中国人商人の勢力も高まっていっ
た。この時期、カンボジアの王権内部で対立が発生、一部が
タイの庇護を求めてきた。タイは兵を派遣し、カンボジアを再
び勢力下におくことに成功した。
混乱の状態にあったビルマが統一されると、タイの領域に勢
力を拡大、400 年続いたアユッタヤー朝は 1767 崩壊した。そ
の長期王朝の基盤は、クメールから引き継いだ統治思想や王
権概念、また官僚組織、地方統治機構の整備、王室独占貿
易による財源であった。
アユッタヤー美術（14-18C）
アユッタヤーでは、スコータイから受容した上座部仏教
が華やかな発展を遂げた。1432 年にアンコール帝国を、
1438 年にスコータイを直轄領とした。アユッタヤーの中心
寺院ワット・マハタートと対をなすワット・ラーチャブーラナ
（Wat Ratchaburana）の中心仏塔の地下空間には国王
の王器、黄金製品が納められていた。
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Wat Ratchaburana
（ｱﾕｯﾀﾔｰ､15C）

５．トンブリー～バンコク
トンブリー朝、タークシン王（1768-82）：
アユッタヤーを陥落させたビルマ軍に対し、起ったタイ族の勢力の中に、チャンタブリを拠点としてい
たタークシンがいた。中国系の出自を持ち、大臣の養子となって登用され、タークの領主となっていた
が、ビルマ軍との戦いに敗れ、東部のチャンタブリまで退却した。タークシンはタイ人・中国人からなる
軍勢を率い、ビルマ軍の駐屯するバンコク（トンブリー）の要塞を奪還、北上してアユッタヤーのビルマ
勢力を駆逐した。タークシンはアユッタヤーの都の再興は行わず、トンブリーに新たな都を建設するこ
ととし、1768 年トンブリー朝を興した。この時期、ビルマ勢が清との戦争に関わっており、1770 年まで
にアユッタヤーの直接支配域を回復、更にカンボジア、ランナーを服従させ、ヴィエンチャン（ラーンサ
ーン）征服では、そこに安置されていたエメラルド仏（バンコク、ワット・プラケーオ）をトンブリに移した。
タークシンは清の乾隆帝へ朝貢を承認され、アユッタヤーの継承に成功した。
タークシン王の腹心で代々アユッタヤー朝に仕える一族で、モン族出自のチャオプラヤー・チャクリ
ーは地方平定に当り戦果を上げ、官位を授かって権威は高まり、又旧来勢力の支持も勝ち取っていっ
た。1781 年、カンボジアの政変で親タイの王が殺害されるやタークシン王の命で反対勢力平定のため
カンボジアに進軍、反対勢力を支援するベトナムとの戦いとなった。この最中、タイで反タークシン王派
によるクーデターが勃発、王は処刑された。1782 年チャオプラヤー・チャクリーが王に即位した。ラッタ
ナコーシン朝が始まった。後、ラーマⅠ世と呼ばれるようになった。
ラッタナコーシン朝、ラーマⅠ世（1782-1809）：
ラーマⅠ世はアユッタヤー時代からの旧来勢力の支持
を受けて即位したことから、アユッタヤーの王権概念の継
承などアユッタヤーの復興を目標とした。更に仏教の復興
をめざし、仏教教団のサンガの改革を行い、集権化した国
造りを目指した。タークシン王の建設したトンブリーの対岸
に、アユッタヤーの復興の一環として王都を建設し、王宮
と王宮内寺院（ワット・プラケオ、エメラルド寺院）をはじめ
多数の寺院が新築され、アユッタヤーの都をこの地に再
現していった。
この新都の正式名称は、かつてのアユッタヤーの正式
名称と同じクルンテープ､「天使の都｣＊ から始まる壮大な
修飾語が連なるものとされ、通常クルンテープと称される。
外国人はかつてのトンブリーの通称であったバンコクをそ
のまま使用してきている。ラッタナコーシンはこの壮大な名
前に含まれる語で、クルンテープと同じくこの町の省略型
の一つで、本来の意味は「インドラ神（帝釈天）の宝石」、
すなわちエメラルド仏のことである。
＊

กรุ งเทพมหานคร อมรรัตนโกสิ นทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ
นพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต
สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิ ทธิ์
( クルンテープマハーナコーン アモーンラッタナコーシン マヒンタラーユッタヤー
ノッパラットラーチャタニーブリーロム

ウドムラーチャニウェートマハーサターン

マハーディロックポップ

アモーンピマーンアワターンサティット

サッカタッティヤウィサヌカムプラシット )

「天使の都 雄大な都城 帝釈天の不壊の宝玉 帝釈天の戦争なき平和な都 偉大にして最高の土地
九種の宝玉の如き心楽しき都 数々の大王宮に富み 神が権化して住みたもう 帝釈天が建築神ヴィ
シュカルマをして造り終えられし都」
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1785 年、ビルマがタイの南、西、北の 5 カ所からタイ攻撃を加え、侵入してきた。撃退に成功。
南部のムアンを支配下に治め、マレー諸国に朝貢を約束させ、ソンクラーを南部支配拠点とする。
北部ランナーの王はラーマⅠの信任の下、1804 年ビルマ軍最後の拠点チェンセーンを攻略、長期
にわたるビルマの影響下から解放されたが、今度はバンコクの勢力下におかれることとなった。
一方、カンボジアは政情の安定せず、タイへ逃れてきた国王を助け、カンボジアの高官をバッタンバン
領主に任命してこの地を直轄領とした。ヴィエンチャンはタークシン王の配下に置かれたことで、影響
力が低下して多数のムアンが設立された。このムアンはバンコクの直接統治とされるなど、ラーマⅠ時
代は直接統治区域が拡大し、中央集権化が進んだ。
18C には、中国人による南シナ海貿易が繁栄し、当初は福建系、後、広東省東部の潮州系の血筋を
引くタークシン王の影響で潮州系中国人の勢力が強くなっていった。対中国貿易が盛んとなり、中国
への朝貢船の派遣も頻繁となった。従来のタイの主要な輸出品は内陸部の森林地帯から運ばれてき
た林産品が中心であったが、19C に入ると、米、砂糖、胡椒などの農産物の輸出も増加していった。
1809 年、ラーマⅠが死去しラーマⅡの時期には、ベトナム阮(ｸﾞｴﾝ)朝の勢力が拡大、カンボジア
やラオスの処遇を巡って、タイとベトナムの対立が発生する。ビルマも好機と見てプーケット島に進
軍したがバンコクからの援軍を前に退却した。（1785 年、同じくプーケットを攻撃したが、タイ 4 大女
傑の 2 姉妹の前に退けられている。）
カンボジアでは、1802 年に阮福暎（ｸﾞｴﾝ･ﾌｫｯｸ･ｱｲﾝ）によってベトナムを統一した阮朝が勢力を
伸ばし、ラーマⅢのタイとベトナムが宗主権を巡って対立する。1845 年双方が合意し、カンボジアの
宗主権がタイとベトナム双方にあることが確認された。
カンボジア同様に、ラーンサーンの末裔のラーオ諸国もタイとベトナムの影響下に置かれた。この地
域はタークシン王によって平定され、後ラーマⅠの時代にタイの支配権が強まった。ヴィエンチャン
王が軍勢を率いバンコクに向けて出撃するが、反撃され退却した。後、王は捉えられ、ヴィエンチャン
の街は破壊された。タイはメコン川を挟んだノーンカーイにこの地域の統治拠点を置いた。
この時期、東南アジアにヨーロッパ諸国が進出、タイはマレー半島で勢力を拡大してきたイギリス
との間に問題が発生する。イギリスの東インド会社は、マラッカ海峡沿岸での拠点港としてペナン島に
目をつけ、1786 年これを占領、1791 年これを領有する領主から租借を認めさせてしまう。この地はバ
ンコクに属していたが、ラーマⅠの知らぬまま、イギリスに引き渡されてしまった。この後、ペナンは自由
貿易港として繁栄、マレー半島西海岸の主要な外港として、タイ南部もその後背地に組み込まれて行
くことになる。イギリスは 1819 年に、東南アジアの拠点としてマレー半島南端に新たな自由貿易港のシ
ンガポールを建設する。
19C 前半はラーマⅡからラ－マⅢの治世で、ラッタナコーシン朝の伝統文化が最も輝いた時代で
あった。ラーマⅡ自身芸術に造詣があり、自ら戯曲や物語を創作した。王の庇護の下、宮廷詩人とな
ったスントーンプーの詩はそれまでのサンスクリット語の借用語でなく、庶民に理解される平易な言葉を
使ったもので、文学の大衆化に重要な役割を果たした。ラーマⅢは実務経験豊かな上、芸術や宗教
にも熱心であった。仏教に敬虔で、36 もの寺院を立て、ワット・ポーはじめ、多くの寺院が現代の姿に
整備された。
この時期の貿易の拡大による収益が寺院の建立や
修復の形で還元されていった。
ラタナーコーシン美術（18C- 、略）
ラマⅠが 1782 年ラタナコーシン朝を始めるに当り、
王宮と王宮内寺院(Wat Phra Sri Rattana
Satsadaram,Wat Phrakew､エメラルド寺院)建設と、
三蔵経の大々的校訂作業を行い、仏教興隆事業を
行った。
Wat Phrakew
（ﾊﾞﾝｺｸ､18C）
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６．タイの開国
19C に入り産業革命を経た西欧諸国が、新たな市場確保を目指して東南アジアに進出してきた。
1824 年第 1 次英緬戦争による敗北により、ビルマはかつてのインド洋交易の要衝であったメルギーな
どの位置するテナセリム地域をイギリスに割譲した。産業革命によって自国の工業製品の市場拡大の
必要に迫られたイギリスは、タイに対し王室独占貿易の撤廃による自由貿易を求めた。イギリスの東イ
ンド会社は H.バーネイをバンコクに派遣し、ラーマⅢの王制政府と条約交渉を行わせ、1826 年バー
ネイ条約が締結された。この条約は、相互主義に基づく対等の関係の条約であった。低税率での関
税の導入、治外法権などの不平等条約的内容を含まなかった。イギリス商人のバンコクでの商業活動
を保証したことで、王室独占貿易が切り崩されるもととなった。王制政府は失った収入源を、徴税請負
制度の拡大によって歳入確保を試みた。この徴税請負の任務の大半を華人が担ったことから、華人
の資本蓄積が促進される結果となった。
モンクット王（ラーマⅣ、1851-68）＊： Cf. 「王様と私」
モンクットは、ラーマⅡの王子異母兄であるラーマⅢの即位の直前に出家し、サンスクリット語、パー
リ語、仏教などのタイの伝統的学問をはじめ、科学、天文学などの西欧の学問に至るまで、幅広い知
識人であった。1851 年ラーマⅢが死去し、モンクットは還俗して王位を継承した。モンクット王は対外
的に、タイの独立国としての地位を誇示すべく、イギリスのヴィクトリア女王やフランスのナポレオンⅢに
親書を送付し、タイの西欧諸国と対等な立場を示した。また中国への朝貢を中止し、その従属関係を
解消した。モンクット王時代の最大の転機はタイの開国をもたらしたバウリング条約の締結であった。イ
ギリスとの修好通商条約であるが、不平等条約であった。タイはアヘン以外の王室独占貿易を失うこと
となった。当時列強の圧力は高まり、ビルマでは第 2 次英緬戦争で、下ビルマがイギリスに併合され、
中国はアヘン戦争でイギリスに敗退した。こうした中、モンクット王としては、これを呑まざるを得ず、タイ
は遂に｢開国｣した。（日本の場合、外交関係の復活としての鎖国体制からの開国、タイの場合、タイ経
済の世界経済への包含の側面を持つ王室独占貿易からの開国であった。）
国の特産品を租税や強制買い上げという形で王制政府が独占的に入手し、それを外国商人に独
占的に売却することで莫大な富を得ていた王室独占貿易が廃止された。これに対応すべく、政府は
徴税請負制度の強化と関税収入の増強を図ることとなった。徴税請負制度の強化はアヘン、賭博、酒
など条約に抵触しない分野で行われ、政府の安定的な歳入の確保をもたらす一方、請負人による不
正な徴税での過度な蓄積を招き、長期的に政府の歳入増を阻害することとなった。関税収入の増強
は貿易の拡大によって進められた。列強諸国の意図は、低い関税を設定させて自国の工業製品の流
入を促進させることにあったが、タイにとっては一部産品に課される平均 10%の税率に設定された輸
出税収入を増やすこと、即ち輸出の促進が重要な意味を持っていた。「開国」によって世界経済に包
含されたタイにとって、新たな輸出産品を確保でき、この関税収入の増加を促進する。それが、現在に
至るまでタイの代表的な輸出産品となったコメである。
19C に入り、東南アに列強諸国が本格的に進出し、島嶼部で特定の商品作物栽培を進めて行っ
た結果、島嶼部では消費用のコメを外国に依存する必要が生じた。大陸部の 3 つのデルタ、エーヤワ
ディ、チャオプラヤー、メコンの各デルタが島嶼部の米蔵として注目されるようになった。チャオプラヤ
ー・デルタは運河掘削によって一大水田地帯へと変貌した。
バウリング条約締結後、タイとイギリス間の貿易構造は、タイの一次産品（コメ、チーク材、ウシなどの
家畜）がシンガポールや香港に輸出され、イギリスの工業製品（繊維製品など工業製品、石油）がシン
ガポールやペナン経由でタイに流入するというものであった。
タイは政治的に独立を維持したものの、経済的にはイギリスに従属することとなった。イギリスによる
経済的権益の確保は、領土的野心は見せないだけで、「非公式帝国主義」とみなされる。各地で発生
していたこの非公式帝国主義は、自らの経済的権益が損なわれると判断すると、公式帝国主義に変
化し、領土支配に乗り出すこととなる。そして、マレー半島南部(現マレーシア)ではこの変化が徐々に
起きて来ていた。
＊
＊
＊
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＊ 「タイという国は、西暦紀元以降の世界史上、プラトンの言う哲人王を持ったことのある唯一の国だと思う。
ラーマⅣモンクット王（1804-68）こそは、プラトンが哲人王と呼ぶに価する唯一の王と思う。
モンクットは最高の王位継承権を持ちながら、嫡出でない異母兄にラーマⅢの位を譲り、27 年間の僧
院生活を行った。プラトンは、哲人王の教育に 15 年を必要としているが、その要件を上回る。
その間正統的パーリ仏典の奥義を究めて、自ら今日に至る高い権威の宗派*を起こし、またその間カトリ
ックの神父と交流してキリスト教と西洋文明とをよく理解し、タイの開明的知識人の中で指導的役割を果
たし、タイの近代化への道を開いた。 *タマユット派(戒律､修行)創始、ワット･ボヴォニベー初代管長。
兄王の死とともに万人に推されて王となり、イギリスと修好通商条約を結ぶなど、開国政策を進めた。
モンクット王が何より偉大だったのは、その持てる教養、見識、人間的魅力、そして英、仏、ラテン、パー
リ語を解したというその語学力のすべてを傾けてタイの独立の保全のために肝胆を砕いた所にある。
近代科学についての王の知識の例として、1868 年 8 月 18 日のタイの日蝕を予言したことである。宮廷
の占星術師がこの予測を誤りとしたのにもかかわらず、現地に天体観測所を築き、外国賓客を招待し、
しかもそこに招待したフランスの天文学者の予測より 2 秒も正確な予測を示した。．．．
かくして、明治天皇と在位時代をほぼ同じくするその子チュラロンコン大王時代、タイの独立と近代化
の基礎を作った。」 （岡崎久彦「クーデターの政治学」）
（岡崎久彦：元外交官、評論家。外務省初代情報調査局長、サウジアラビア、タイ王国特命全権大使
歴任。祖父岡崎邦輔は陸奥宗光の従弟。正論大賞受賞。「クーデターの政治学」ほか。）

フランスのインドシナ半島への植民地化進出
インドシナ半島で最初に植民地化を進めたのは西から入ってきた タイの領域喪失（18C 末～20C 初）
イギリスで、次いでフランスが東からインドシナ半島を狙ってきた。
アヘン戦争の後、中国と条約を結び中国進出を本格化、ベトナムに
その中継拠点を求め、1862 年コーチシナを獲得した。
フランスのインドシナ植民地化の第 1 歩であった。
フランスはメコン川河口のコーチシナを得、メコン川を遡って中国
へ進出するルートを確保すべく画策したが、上流にはカンボジアが
位置していた。内乱の続くカンボジアのノロドム王に圧力をかけ、保
護条約を調印させる。宗主権を有するとするタイ、ベトナムの譲歩を
求め、1867 年タイ仏条約締結、タイ・カンボジア保護条約の破棄、
フランスのカンボジア支配権を認めさせた。但し、フランスはバンコク
の直轄領のバッタンバン、シエムリアップ等については、タイの宗主
権を認めた。
フランスは中国へ進出ルートとしてメコン川が不適と判明すると、
トンキンから紅河沿いの進出ルートを確保すべく、再びベトナムに
焦点を定め、1884 年ベトナム全土をフランスの保護国化した。
ベトナムを獲得して、次にメコン川流域、ラオスの獲得を目標とした。
清の太平天国の乱の末裔、ホーに度々襲撃されていたルアンプラ
バーンを守るため、タイはバンコクから征伐隊を、同時にフランスも
東から征伐隊を派遣した。双方はディエンビエンフーで国境線画
定交渉を行い、現在軍が駐屯する範囲を領地に定めることとして合意した。
タイ族の居住地であったものの、タイの属国の属国がフランス領となった。（地図の注 4。）
フランスはメコン川左岸（東岸）をベトナムの保護領として主張した。イギリスは、タイ側で経済的権益
を維持する上での期待を持って静観していた。フランスは、1893 年メコン左岸からのタイ軍撤退を要
求、拒否したタイ側に対し、軍事的圧力を強め始めた。軍艦をバンコクへ派遣、チャオプラヤー川河
口を突破、パークナーム（河口）に設置したタイの要塞と交戦、バンコクに遡上し、港を封鎖した。
支援を期待したイギリス側の反応は最後までなかった。賠償金の他、メコン左岸の割譲、右岸 25km
地帯、バッタンバン、シェムリアップの非武装化と徴税権喪失等であった。メコン川左岸はすべてフラン
ス領となり、メコン川が国境線となった。
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タイの「緩衝国」化
メコン川左岸を獲得したフランスは、更にメコン川右岸とカンボ
ジア北西部に次の狙いを定め、最終的にタイ全土の確保を目論
んでいた。先のパークナム事件後の条約で、合意事項が円滑に
実行されるための担保としてタイ湾岸の港市チャンタブリを占領
していた。
ここまでフランスの触手が及ぶに至り、イギリスも静観していら
れなくなった。ビルマ全土を 1886 年に植民地化したイギリスも、
メコン川上流ではメコン川を挟み国境を接することになった。更
にフランスがメコン右岸に勢力を拡大すると、イギリスは経済的
権益を脅かされる危険性が高まった。両国はここに 1896 年英仏
宣言を発表し、チャオプラヤー川流域を「緩衝地帯」とすることを
認め合った。タイの「緩衝国」化であった。即ち、タイの領土を限
定的に認める一方で、メコン河右岸の東北部とマレー半島にそ
れぞれフランスとイギリスが進出することを相互に容認し合うとい
う内容であった。
更に、イギリスは 1897 年タイと密約を結び、緩衝地帯外のマ
レー半島部におけるイギリスの権益を保全する意図を持った確
約をタイから得た。マレー半島は錫鉱山を中心にイギリス資本が多数入り込んでおり、イギリスの利害
の最も高い地域であった。
７．タイの近代化
チュラロンコーン王（ラーマⅤ､1868-1910）：
1868 年モンクット王が死去、15 歳の長子チュラロンコーン（摂政：シースリヤウォン）が王位を継承す
る。父モンクット王やアンナ・レオノーウェンスから教育を受けたチュラロンコーンは前王に勝るとも劣ら
ず教養を身に付けた聡明な王であった。1871 年にシンガポールやインドを訪問し、植民地の近代的
な国家建設や統治形態を学んだ王は、タイにおける近代化の必要性を痛感した。1873 年、成人を迎
え、2 度目の即位式によって権力を獲得すると、バンコクでの統治改革に乗り出す。
国家財政基盤強化のため、国家歳入室を設置し、徴税請負制度によって従来徴税請負人に流れて
いた富の流れを国家に向け歳入増を図った。また国政参議会と枢密院を設置し、旧省庁の担い手で
あった有力貴族から国王が行政権力を獲得することを目指した。国王への権力の集中化を図る、こうし
た矢継ぎ早の諸改革は、従来既得権を持っていた摂政や有力貴族の反発を買った。
80 年代に入り、抵抗勢力の鎮まるまでの時期を経て、改革路線推進の環境が整うと、本格的な改革へ
と進むこととなる。
チャクリー改革：
チュラロンコーン王による一連の近代化改革は、ラッタナーコーシン朝の別名、チャクリー朝による
上からの改革ということから、チャクリー改革と呼ばれる。（ラーマⅠ:チャオプラヤー･チャクリー）。
先ず、中央集権型の統治形態を導入するために省庁の重複した機能を外して機能別に再編、国王直
属の大臣を置き、多く自らの弟を充てた。
従来地方分権的様相の強かった地方統治組織も抜本的に中央集権型に改編された。
並行して教育制度の近代化も進められた。官僚や地方領主が直接平民や奴隷を支配していたが、近
代国家設立をめざし、平民の賦役に代わる人頭税の導入、奴隷制度の漸進的廃止を図った。この結
果、徴兵制による近代的な軍隊の整備も可能となり、徴兵令も公布された。
カンボジアの保護国化以降、メコン右岸、マレー半島等タイが割譲した領土は、現在の国土面積に
ほぼ匹敵するものであった。大半がかつての属国であり、朝貢関係にあった地域がバンコクとの関係
を断ち切られたというのが実情であった。
-16-

ワチラーウット王（ラーマⅥ、1910-25）：
タイ人に「タイ人」としての自覚を持つよう促し、タイのナショナリズムの鼓舞に重要な役割を果た した
タイ最初のナショナリストともいえる。いわゆる「上からのナショナリズム」、「公定ナショナリズム」と呼ば
れるもの。共和制中華民国の成立と辛亥革命思想のタイ人への浸透、タイの絶対王政への反発懸念
の高まり、タイの経済活動を牛耳っている中国、華僑への警戒感に発するものであった。
第 1 次世界大戦参戦：
第一次世界大戦の勃発によって、それまでアジアやアフリカで帝国主義の下で植民地獲得競争を
繰り広げていた列強は戦争に巻き込まれ、競争は終焉を迎えた。これによって、タイの独立喪失の危
機は消え、更なる領域の縮小も免れることとなった。ワチラーウット王はこの戦争に参戦して戦勝国とな
ることで不平等条約改正を進める可能性を見据えて、ギリギリで連合国側で参戦。1917 年タイはオー
ストリア=ハンガリーに宣戦布告し、ヨーロッパ戦線に飛行部隊、自動車輸送部隊を派遣、期待通り「戦
勝国」の座を確保することに成功した。この機に、赤（民族）､白（宗教）､紺（国王）の 3 色旗を定めた。
タイの第 1 次大戦への参戦は、「世渡り上手」な国タイの外交姿勢が現われている。「危ない橋は渡ら
ない」、「最小の負担で最大の利益を得る」といった、どちらが優勢かを最終的に見極めてから参戦す
るという発想は、後の第 2 次世界大戦時にも出現する。
タイは同じ戦勝国として肩を並べた英仏米に条約改正を求め、後の交渉が残されたものの、特にタ
イへの領土的野心の強かった仏との間の 1855 年以来の不平等条約の改正作業を 1927 年まで に終
えた。タイが当初、独立の維持や中央集権化の推進を目的にして構築していた鉄道網であったが、戦
後、これによって経済的統合を促進し、更にインドシナ半島の交通センターとすることが画策された。
８．「シャム」から「タイ」へ
立憲革命（1932 年）：
この時期、国家財政の悪化などを理由に、王族内からも批判が噴出していた。また教育を受けた都
市中産階級は、絶対王政という体制自体に不満を抱き始めていた。1925 年ワチラーウット王が死去、
弟のプラチャーティポック（ラーマⅦ､1925-35）が即位した。5 人の有力王族から成る最高顧問会議を
設置し、集団指導体制による政権運営をすることとなった。
欧米に派遣されていた官費留学生の間に、旧態依然とした母国の政治体制への憂慮が高まっ て
いった。1927 年、パリで秘密結社「人民党」が誕生した。陸軍留学生ピブーンらが設立に関わった。
目的は、立憲革命によるタイの政治体制の改編であり、達成すべき原則として、多方面での独立維
持、国民の安全保障、経済活動の保障、国民の平等、自由権の付与、教育の拡大を定め、クーデタ
ーによる政権奪取で行うことを決めた。更に 1929 年に始まった世界恐慌で、タイ経済は悪化し、都市
中産階級の政治批判は高まった。王は議会制民主主義の導入で危機を乗り越えようと、憲法案を用
意したが、最高顧問会議で反対され公布に至らなかった。
1932 年、軍の後ろ盾を得て、人民党のクーデターが勃発した。王は人民党の要求を受諾、臨時
憲法が制定された。人民党は革命を円滑に進めるために、絶対王政から共和制への意向という極端
な変革を避け、国王や王族の存在を認めた立憲君主制を施行した（人民代表会議、1 院制）。
1933 年、人民党政府の分裂、プラヤー・ハポン首相（1933-38）、
1933 年、ボーウォーラデート親王の反乱（全国道路整備の契機）、
1935 年、王退位（ラーマⅦ→ラーマⅧ）。
ピブーンのナショナリズム
1938 年ピブーン首相（1938-44、1948-57、人民党設立時のリーダーの一人）就任。
ナショナリズム高揚・・・1939 年国家信条公布。国名「シャム」を「タイ」に変更。中国人同化政策（タイ
人の国）。
・ナレースアン王､タークシン王､ワチラ－ウット王像建設。
・「民主記念塔」（立憲君主制クーデター記念､ラチャダムナン､1939）。
・「戦勝記念塔」（タイ・仏領インドシナ紛争､パホンヨーティン､1941）。
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＊ 国名「シャム」から「タイ」へ

ราชอาณาจักรไทย（ラーチャ・アーナーチャック・タイ）。通称は、เมืองไทย（ムアンタイ）。
（ราช は「王」、อาณาจักร は「領土」、ไทย は「タイ」を意味する。）
正式国号は、

公式の英語表記は、The Kingdom of Thailand 、略して Thailand。漢字で泰。
1939 年までの正式国名は Siam（サヤーム、英語発音:サイアム、日本語発音：シャム）。
日本で、かつて暹羅と記した（暹（せん）という国と羅斛（らこく）という国の合併）。
（なお、暹という国はスコータイ、羅斛はラウォー（ロッブリー）とするのが従来の定説。石井米雄の新定説
(2002 年)で、暹はアユタヤ。また暹羅の読みとして「和漢三才図会」(1712 年)でしゃむろ、シェンロウと
いう読みを与えている。しかし、明治期以降シャムの読み
が定着した。また、同時代の外交において暹羅国と表記。)
一方、20 世紀前半までにシャム/Siam が国名として
定着したが、1939 年、時の首相ピブーンは国名をタイに
変更する。これはシャムがチャオプラヤー川流域のタイ
族を指す外国からの言葉で、タイ族の自称である「タイ」
に変更するのが適切であったと説明されるが、一方でチ
ャオプラヤー川流域以外のタイ族をも取り込もうとしたピ
ブーンの意図とも読み取れる。
その後、いったん国名はシャムに戻されたが、返り咲
いたピブーンにより 1949 年、国名がタイに戻された。
（現在でも、タイという名前に反対する意見がある。）
－Wikipedia－
1686 年の古地図、"Siam"（シャム）

第 2 次世界大戦と失地の回復
1939 年第 2 次世界大戦開戦後直ちに、中立宣言。
英仏/タイ、日/タイ不可侵条約。タイは弱体化した仏ヴィ
シー政権に対し「失地」返還要求。併せて大タイ主義（旧
タイ領の支配域にまで拡張する政策で、その領域に住
む者を「タイ人」と見做し、タイ語を理解しタイ文化に通じ
た者となること）を打ち出した。
1940 年、タイ/仏海戦でタイ大打撃、英に先んじ日本
が調停。メコン右岸全域と西北カンボジアの一部を割譲
する調停案を調印。→「戦勝記念塔」（パヤタイ､1941）。
1941 年、日本軍は、タイ、仏印、英領マラヤ、ビルマ
に進軍開始。追って、ビルマ進軍に際し、タイ・日同盟条
約締結。その後、タイは対連合国宣戦布告（→署名者の
欠落で宣戦布告の無効宣言の布石）。
戦争の進捗に伴い、また枢軸国側の劣勢が明らかにな
るにつけ、ピブーンの日本離れは加速した。連合国に留
学していた留学生は抗日組織「自由タイ」を組織し、プリデ
ィーが連合国と接触を試みていた。ピブーン後の政権は、
日本との同盟関係を維持しつつ、他方自由タイの活動を
支援した。
1945 年、日本がポツダム宣言の受諾を決めた情報がタイに伝わると、タイ側の関心は抗日蜂起か
ら戦後処理に移った。タイは英米に宣戦布告を行っており、このままではタイは敗戦国とならざるを得
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ない。これに対し、プリディ-は宣戦布告の際の無署名を切り札に、8 月 16 日に宣戦布告の無効を宣
言した。即ち、宣戦布告は国民の意思に反したものであり、摂政の署名がないことから憲法上も無効で
あり、宣戦布告は日本による強制下のやむを得ないものであったと、国際社会に訴えかけた。
戦後のイギリスとは、アメリカを仲介として、宣戦布告の無効、ビルマとマラヤの領土返還、コメ 150
万トンの供与等の平和条約を締結した。フランスとの交渉は難航し、1946 年仏軍はタイ領を攻撃、そ
の結果、タイの国連復帰は実現出来たが、ピブーンの大タイ主義に基づいて拡張した領土はすべて
返還すること（1909 年の状態、p15 地図）となった。
９．戦後～
西側陣営へ
1945 年、新憲法制定。上院(間接選挙)/下院（直接選挙）2 院制、複数政党制、現職軍人･官僚の
政治参加禁止を内容とする議会制民主主義を掲げた。
1946 年、国王怪死事件。弟のプーミポン（ラーマⅨ、1927-2016）が王位継承。
中国の共産勢力拡大の中、タイの共産化も懸念され、反共を前面に出すピブーンは陸軍のクーデタ
ーで再び政権の座を獲得した。こうした国際情勢下、ピブーンは米英の信頼を得ることとなった。
更に、政情不安の続く中、ピブーンは共産主義の危機を根拠に自らクーデターを起こし、議会と政党
を廃止し、人民党の 1932 年憲法（人民代表会議､1 院制、p17）を復活させた。
ピブーン政権は非民主的に後退していったが、反共姿勢を強める政権はアメリカの意に適い、タイ
は西側諸国の一員としての立場を明確にし、むしろ反共姿勢を内外にアピールしていった。
アメリカはタイを支援するために、経済技術協力協定、相互防衛援助協定を結び、無償資金援 助
を始めた。灌漑設備、港湾整備、鉄道復興を対象に、世界銀行からの借款に成功した。
西側陣営の一員となって、タイは早い段階から、無償資金協力や借款を利用し、近代国家建設に必
要なインフラ整備を進め、急速に復興していった。
ピブーンは戦前は大タイ主義を掲げたナショナリズムを、戦後は経済ナショナリズムを重視した。
タイの工業化の担い手を民族資本に求めたが適わず、国家主導型の国営企業を設置した。結局、経
営能力、技術力に欠ける国営企業による経済ナショナリズムは失敗した。やがて、ピブーンは、議会
制民主主義体制を回復させて民主的に自らの地位を安定させようと、政党法（政党活動の自由化）、
労働組合法（労働組合活動の合法化）などを施行した。1957 年に行われた総選挙では、大掛かりな
不正が発覚、政府批判が過熱、反政府デモ、そしてサリットの起こしたクーデターによってピブーン６政
権は崩壊した。同年行われた総選挙で、タノーム政権が成立したが、与党は過半数を取れず国会運
営に支障をきたした。サリットは議会を停止させ、政権を安定させるべく、再びクーデター（「革命（パテ
ィワット）」）を行い、政権を掌握した。
ピブーンは立憲革命以降のタイ政治を導いてきたリーダーであったが、ここに「人民党」からの時代
が終わった。次いで始まるサリットの時代は、反共路線こそ共通するが、経済政策を中心とする新しい
時代となり、タイにとっての重要なターニングポイントとなった。
開発の時代（サリット、タノーム）
サリット（1959-63）とその次のタノーム(1958､1963-73)の時代は、「開発」を旗印に掲げた権威主義
体制、「開発独裁」政権と呼ばれる。サリットはタイ式民主主義の必要性を訴えた。国王を元首とした民
主主義として、国王の重要性を強調、かつてワチラーウット王の説いた民族、宗教、国王の 3 原則を国
是とした。恒久憲法はクーデター（「革命（パティワット）」）のあと、1968 年タノーム時代に出来た。
サリット時代の経済政策は、「開発（パッタナー）」をキーワードとした、外資を導入し民間主導型の工
業化を推進したことであった。即ち、国家は民間主導型の経済開発のための基盤（インフラ）整備のみ
を行い、経済開発（工業化）には国家が直接参入せず、不足する資金や技術力については外資導入
で対応することとした。．．．高規格道路（バンコクと東北部ノーンカーイ）、ダムの建設。メイズ（飼料用ト
ウモロコシ）、ケナフ（ジュート代替）、キャッサバ（タピオカ）商品作物の導入等。
一方、タイ国内外で共産主義の勢力拡大が顕著となる状況を憂慮する西側諸国にとり、共産主義の
浸透対策を講ずるサリットは、頼もしい存在であった。
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インドシナ半島では 1954 年ベトナム/フランス間の戦争が終結。南北に分断されたベトナムでは約
束の統一選挙が反故にされ、ベトナム労働党は南ベトナムの解放を目的に、1960 年から本格的に活
動を開始、アメリカは介入を決断し、1964 年トンキン湾事件を口実に北ベトナム攻撃を開始した。
東南アジアへの北からの共産主義の波の波及を抑える役割を南ベトナムとラオスに期待していたアメリ
カのもくろみは敗れ、「最後のとりで」は一歩後退させタイにせざるを得なくなっていた。
共産主義の波はタイにも浸透していた。これに対抗するためにサリットが打ち出した施策が、「開発｣
であった。またプーミポン王（ラーマⅨ）･シリキット王妃の積極対応により国民統合が強化された。
タイと西側諸国、特にアメリカの利害は一致するところとなり、共同して共産主義に対抗すること な
り、無償資金協力や借款などの国際協力で、タイのインフラ整備は進んだ。
1967 年、タイ、マレーシア、フィリピン、インドネシア、シンガポール 5 か国からなる東南アジア諸国連
合（ASEAN）が成立した。
1973 年「10 月 14 日事件」
「開発」の成果によって、インフラは整備され、政治の安定、経済発展は遂げられたが、地域間、都
市･農村間、所帯間の格差が拡大し、歪みが拡大していた。外資導入政策で工場は出来たが、原料や
部品の輸入の増大で貿易収支は悪化した。「開発」のもたらす現実から、学生や知識人 が、社会問
題、政治への問題意識を持つようになった。サリットの死後政権を担当したタノーム政権は安定せず、
再度クーデターにより、憲法と国会を廃止した。1972 年ジャーナリズムは日本商品の氾濫と対日貿易
赤字の拡大に懸念を示し、学生センターは国産品愛用運動と日本商品不買週間の提唱、反日ポスタ
ーによって反日運動を進めた。政権と学生らのデモ隊の対立で、1973 年 10 月 14 日惨事は起きた。
プーミポン国王がタノーム首相に対し辞任を促し引導を渡し、その様子が TV､ラジオで放送され騒動
は沈静化した。国王の権威を常に普遍的に中立に保ち、いざという時に調停者の役割を果たすとい
う、タイ国王の政治的役割が示された。1958 年から続いた開発独裁政権は崩壊した。
タノーム退陣の後、サンヤー（タマサート大学長、元最高裁長官）が暫定政権の首相に任命された。
しかし、開発独裁政権下の抑圧から自由を獲得した様々なグループ、労働者、農民、学生らが活動を
活発化した。1974 年田中角栄首相が東南アジア歴訪に際しタイを訪問した折、学生センターが再び
反日運動を繰り広げた。オイルショック（1973 年）の影響と相次ぐストや労賃の値上げで物価が上昇、
経済は停滞していった。
国民国家（プレーム）
1980 年プレーム（1980-88）が首相に任命された。調整型政治による政治の安置化を意図した。
軍出身ながら軍主流派と距離を置き、権力欲に乏しい中庸な政治姿勢は政治の安定化へ結びつい
た。議会制民主主義の原則を重視、サリットのタイ式民主主義の国家 3 原則を基礎とし、国王、軍を重
視した。国内の共産党勢力に対しても調整型の対応を取り、武力によらず対話により説得を用い、や
がて 1983 年頃には共産勢力はほぼ消滅した。なお、プレームはプミポン国王の信任厚く、後年、枢密
院議長（1998- ）になっている。
第 2 次オイルショックの影響と国際市場における一次産品価格の低迷から、タイの経済状況は 悪
化、1982 年国際通貨基金(IMF)、翌年世界銀行から救済融資を受ける。（後、1997 年の通貨危機後
にも IMF から支援を受ける。） タイは政治的にも比較的安定し、インフラの整備も進んでいたことか
ら、タイへの外資流入は顕著となり、タイの経済状況は好転していった。
長期政権を維持してきたプレームであったが、力をつけてきた中間層、都市住民の民主化要望から、
軍人であるプレーム首相に対する反発が出てき、プレームは自ら首相の座を降りた。
プレーム以降
次いで、1988 年政党政治家、チャーチャイ首相（1988-91）が就任、周辺諸国との経済関係強 化を
目指し、スローガン「インドシナを戦場から市場へ」を提唱した。チャーチャイは議会制民主主義に基づ
いた政権であったが、所詮は金権政治であり、国民は幻滅した。1991 年軍部によってク ーデターが起
こされたが、国民の大半が特に反発を見せることはなかった。
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＊ タイ国の軍事クーデター
タイ国を立憲君主制に移行させた 1932 年 6 月以降、2014 年 5 月の現プラユット政権までに計 19 回
のクーデターが起きた（うち 13 回成功）。
（最近の政変）
1992 年：「5 月の暴虐」（スチンダ－首相→チャムローン）、
1997 年：「人民のための憲法」制定、
2001 年：タクシン（ทักษิน､丘達新）政権誕生（タイ愛国党､2001-06）、

cf. タークシン(ตากสิ น､鄭信、1734-1782)
2005 年：タクシン総選挙で圧勝、文民政権として初の単独政権樹立、
2006 年：クーデター（反タクシン運動）、「人民の憲法」廃止、首相権限を制限する憲法制定、
2014 年：クーデター（プラユット政権）。
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