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   「タイの山岳民族とカレン族」 
            辻   宏 
 
１．タイ国小史 
（１）「タイ諸語」の方言を話す８千万人 
 北方グループ：中国南部の広西壮(チワン)族自治区、貴州省 
 中央グループ：中国･ベトナム国境にまたがる地方 
 南西グループ：ベトナム北部の紅河から西の地域、ラオス、タイ、ミャンマー、中国 
               雲南省の西双版納タイ族自治州と徳宏タイ族自治州など。 
     「渓谷移動民」として河川水系に沿い南方に向かって移住、拡散を続け、 
           灌漑技術を伴う水稲耕作を行いつつ「ムアン」を構成。 
 
（２）元朝の雲南攻略を契機に、東南アジア大陸部における旧来の国際秩序崩壊、タイ諸族の 
      王国建設 
   1240 年代｢スコータイ｣にタイ族国家成立（ラムカムヘン王によるタイ文字創始） 
   （13C 末、チェンマイに｢ランナータイ｣王国、またパヤオ王国と合計３つのムアン成立） 
   －異民族を武力で制服し、自文化を強制するのでなく、先住民族、被支配民族の優れた文 
    化を吸収し、自己をそれらの文化の中に同化させることによって「文明化」して行くと 
    いうもの。  
   －アンコール帝国(9C-15C)の西北隅に位置 
   －モン･クメール系の原語を有する人々の多くが同化され、タイ諸族も積極的にその文化 
    を吸収した。 
     
（３）1351 年、港市国家｢アユタヤ｣建設、浮稲栽培 
   15C 初、アンコール､スコータイを併合（-18C） 
 
（４）1767 年、トンブリ王朝（ターク･シン） 
 
（５）1782 年、ラタナコーシン王朝（チャクリー）、バンコク 40 万人 
   Ⅳ世､モンクット王 
    「タイ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」(岡崎久彦） 
    －最高の王位継承権を有しつつ、嫡出でない異母兄に王位を譲り 27 年間の僧院生活 
     （プラトンは哲人王の教育に 15 年を要すとしている） 
    －正等パーリ仏典の奥義を究め、高い権威の宗派を起こす 
    －カトリック神父と交流、キリスト教、西洋文明を理解、タイの開明的知識人の中で指 
     導的役割、近代化への道を開く 
    －兄王の死後、推されて王となり開国政策（シャム英修好通商条約など） 
    －持てる教養、見識、人間的魅力、英･仏･羅･パーリ語などの語学力を傾けて、タイの 
     独立の保全のために肝胆を砕いた 
    －運河の建設により、新たな居住形式と緑の穀倉化（1850:90 万 ha→1930:320） 
   
   Ⅴ世､チュラロンコン王 
    柔軟な外交政策、外国の干渉を許さぬ整備された国内統治制度の確立 
    －1868 年、15 才でシャム国王、直ちに国政を摂政に委ね、成人に達する迄の 5 年間、 
     シンガポール、蘭領東インド(インドネシア)、英領インドを訪問、親しく植民地統治 
     の実態を観察（cf. 明治政府の岩倉使節団） 
    －英仏両植民地主義勢力対立の帰結としてチャオプラヤー川流域､即ち､シャムを緩衝 
     地帯としてその中立を保障する合意(1896) 
    －地方行政の整備、国民教育の発展、近代的法律、裁判制度の整備、近代的軍隊、財政 
     制度の確立 



   Ⅵ世王 
    1914 年世界大戦で当初中立国、米国の呼びかけで連合国側で参戦、戦勝国。 
    （不平等条約の改定、治外法権撤廃、関税自主権獲得で近代国家に） 
 
   Ⅶ世王 
    兄の放漫財政の赤字補填のための行政整理の被害者となった官僚層の不満、 
    1929 世界大恐慌、官吏の減俸措置に対し、絶対王政批判 
    1932 年「立憲革命」 
 
２．人口：6231 万人（2001） 
     バンコク:572 万人、チェンマイ:160 万人 
 
３．国民国家タイと民族構成 
（１）タイ国住民の民族的構成 
   シャム族(他称)：BKK を含む中央部タイを中心に居住しているタイ族系の人々 
   イサーン：ラオ族(タイ･ラオ､80%)、タイ･コラート、 
   コン･ムアン(“町の人”､平地に住む北タイ人の総称)：ユアン族 
    （表 1) タイ国住民の民族的構成 
    （表 2）タイ国の民族別人口 
    （表 3）バンコクの民族別人口 
 
（２）イサーン（東北タイ） 
   人口、面積ともにタイ全土の約 35%を占める。 
   仏教寺院は全国総数の半数以上 
   フランスのラオス征服以前、18C 以降タイの宗主権下におかれた往時のラオスから 
   メコン川を越えてきたラオ人の入植者や移住者（強制移住？）が住む、ラーオ文化圏に 
   属す（推定 2150 万人のラオ人の 90%が今日のタイに住む）。 
 
（３）ランナー（北タイ） 
   タイ･ユアン族（コン・ムアン） 
  
（４）北部山地民（チャオ･カオ､”山の民”、９民族集団） 
   カレン族：平地に住むタイ族との関係が深く、移動は古い 
   モン、ミエン(ヤオ)族：中国南部からラオス経由移動 
   アカ、ラフ、リス族：ミャンマーからの移住 
   （これら種族は、シナ･チベット語族に属す） 
   焼畑移動耕作を主とし、狩猟採集で補完 
    （表 4）タイの山岳民族の人口表  
 
    18C 半ば以降中国南西部からベトナム､ラオス､ミャンマーを経てこの地へ流れ着く過   
   程で、平地の国家の中核を占める多数派民族からの圧迫を受け、峻険な山並みに囲まれ、 
   交通の便が悪く、地味にも余り恵まれぬ辺境に追いやられた（説？）。 
    近年、アヘン撲滅、森林保護（焼畑耕作によって破壊された山や水系の回復）、共産主 
   義対策（ミャンマー、ラオス等社会主義国への防波堤）などの政治的問題等の背景から、 
   30 年来不干渉でいた政府が政策変更した。 
    
   タイ政府の国民化政策 
    焼畑耕作民の多いチャオ･カオの定住化(マンゴ､ソムオー､､リンチ、コーヒー 
    キャベツ､人参､じゃがいも等)   
    小学校教育の普及とタイ語の習得(識字教育) 
    上座仏教の布教(宗教面からの同化政策) 
 
 



４．タイの宗教 
   多くのタイ諸族は土着の精霊信仰を保持しつつ、上座仏教を受容しているばかりでなく、 
  クメール文化やヒンドゥー教の影響(シャム族)、漢文化の影響(雲南のタイ諸族)も見られる。 
（１）アニミズムの世界観 
    ピー（精霊）：精霊、悪霊などの広い範囲の超自然的存在を総称する観念で、タイ人が  
           仏教やバラモン教を受け入れる以前から持っていた伝統的観念。 
                      Ex. 祖霊、土地神、自然物、悪霊 
        クワン（生霊）：生まれたばかりの子供はピーの子供であるという民間信仰 
                   親は子供に、蛙、犬、豚、水牛といったニックネームをつけて呼び、 
                       ピーに連れ去られないよう、その目を欺こうとする。ピーの所有を離 
                       れた子供にはクワンと呼ばれる生霊が宿るとされる。 
                        Ex. 稲、家畜、家、乗り物 
 
（２）タイのキリスト教 
    1828 年プロテスタント宣教師ギュッツラフに始る。 
    29.9 万人(宗教白書､1990 年)と全人口の 1%未満､ 
    ・ラフ族 6 万人中の 1/3､2 万人がキリスト教化 
          －無文字民族に 1930 年代になってラフ語のローマ字表記を考案、また学童寮設置に 
      よる就学機会の増大。（ラフ･バプテスト教会） 

・カレン族 30 万人中 7 万人がキリスト教化、特にミャンマー側に多い。 
  （カレン･バプテスト教会） 

 
（３）カレン族の宗教 
    カレン族は赤カレン(PwoKaren)と白カレン(SgawKaren)の二つの部族に分かれる。 
   何れも精霊信仰を持っているが、白カレン族の集落の多くは、キリスト教の宣教師が訪れ 
   て教化されていった。一夫一婦制で、婚前交渉や離婚を認めないカレン族の伝統に、キリ 
   スト教の教義がマッチしていたためといわれる。 
 
５．カレン族 
      高地に生活するため、米は陸稲、その他トウモロコシ、カボチャ、イモ類のほか、唐辛子、  
    サトウキビを作る、米を原料に日本酒のような醸造酒を作る。 
  （山岳民族の中でもカレン族は、ケシ栽培をしてこなかった。また使役用に象を乗りこなす 
     民族として知られる。） 
  タイ全土の山岳民族(チャウカウ)75万人のうち最大の種族で 35万人(そのうち 1/3はチェン 
    マイ県)、1993 村、 
   
 Cf．シャン族（ミャンマー） 
  －インド･アッサム地方、ビルマ･シャン州､カチン州、中国雲南省にかけ 5000 万人、ラオ 
   ス、タイまで含めると、1 億人のシャン人(ビルマ族は 2300 万人) 
  －シャン民族は何千年もの昔、モンゴルのウラル･アルタイ山脈から中国に移動、各地に王 
   国を建設したが、漢民族に追われ、次第にシャン州に流れ込む。紀元前、既に現在のビル 
   マ領内に王国を栄えさせてもいた。  
  －1885 年ビルマが英国の植民地になった時、シャン州は当時ビルマと関係なく独自の道を 
   歩んでいた。ビルマの東側の国々、ベトナム､ラオス､カンボジア､タイの一部に仏国が手 
   を伸ばし、植民地化していた。対抗する英国の攻勢でシャン州も独立独歩と行かず、1887 
   年、英国の保護領（植民地でなく）となった。 
  －第２次大戦後の 1947 年、ビルマ、シャン、カレンが会合、ビルマは 10 年間の協力体制 
   維持の後、シャン、カレンの独立を認める諸権利の継承を約束。 
  －1948 年、カレン族反乱（シャン族は応じず）→タイ国国境周辺にこもり闘争 
  －1957 年、シャン族独立の気運に対し、ビルマ政府の弾圧→クンサーの軍隊闘争 
    （図 1）ビルマ州別地図 
    （表 5）ビルマの民族別人口構成  



６．「カレン族の部落を訪ねて」 
（１）部落「バーン･イガー」（”黒い鳥”、カレン語で｢メー･レック･ロ｣”水のある所”） 
   －2003 年 1 月 
   チェンマイから 1 時間半、山岳民族としては、最も都会に近い、開発の進んだ村 
   （戦時中、日本軍が部落侵攻、通過） 
   部落 52 軒(200 人)中、45 家族がキリスト教 
    
（２）部落「メー･レン」（カレン語で｢ティワタ｣”水の波､知る”）－2004 年 1 月 
   チェンマイから南南西に 240km､6 時間、標高 1200ｍ 
   （チェンマイから部落へ到る道は、かつて「インパール作戦」に敗れた日本軍が、敗走し 
    た道） 
   これほど奥まで電気が通じている。近くに川あり、水牛が多く、農業が行われている。 
   部落 300 軒(2000 人)中、65 軒(500 人)がキリスト教 
   タイ政府が建設した立派な小中学校がある。奥の山から通うには極めて困難。 
   そこで、この村に建設された寄宿舎が大きな働きをする。 
    入寮費：B500(¥1500)/年 
    生徒：小学校 2 年から中学校 3 年までの約 300 人 
 （３）奥の部落「クルティー」－2004 年 1 月 
   「ティワタ」村から 50km、急坂の上り下りの悪路や川を渡り小型トラックで 2 時間。 
   雨季ともなると道は沢となり、数ヶ月交通は遮断される。 
   3 年前に教会をスタート、100 軒､130 人がキリスト教  
    
７．山岳民族の文明化と観光資源 
（１）キリスト教宣教 
   ・教育  ラフ族：無文字民族にラフ語のローマ字表記を考案、 
            学童寮設置による就学機会の増大。 
        カレン族：「カレンシロアムバプテスト聖書学校」（チェンマイ） 
                学校に通うための寄宿舎（ティワタ村） 

・生活向上、環境整備  水桶つき水洗(？)トイレ 
   （２）政府：識字教育、定住化促進のための福利厚生施設、仏教布教活動 
      タイ王室：ケシ栽培に代わる農産 
   （３）問題意識 
       観光資源としての山岳民族と開発  
   （４）その他 
      ・ニュ－ライフセンター（バーン･チヴィット･マイ） 
        アカ、ラフー、リス族の女性 120 人 
    －自給自足できないと山に戻れない（金の必要）  
        －売春犠牲者、親が売る危険性のある少女、リーダー養成者が対象 
        －安全に暮らせるシェルター、勉学(夜間学校)、手に技術(職業訓練、洋裁、商品製作) 
        政府：タイ国民証取得に協力 
     ８．その他 
     ・バーン･サバーイ 

 エイズのシェルター（青木牧師、大野姉の他 3 人が奉仕） 
 過去 2 年半の活動で、男 7、女 20 名(子供 2 名)を扱い、5 名自立、5 名死去 
 Cf. エイズは国連報道で 65 万人(NGO は 100 万人という)、うち半数が北部山岳民族 
     シェルターはチェンマイだけで 300     

         ・フェアートレード（公平貿易）－ケシ栽培に代えてコーヒー栽培   
            チェンマイ：ランナ･カフェ（鈴木満理）       
         (補)ハンセン病施設 

  チェンマイ：マッケーン･リハビリテーション･センター（浅井重郎農業指導宣教師） 
  コンケン：シリントン病院（阿部春代看護婦－好善社派遣）     
          以上  












