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タイ国 ラタナ コーシン王朝200周年の記念出版物

吉 川 利 治*

PublicationsinCommemorationofthe"RattanakosinBicentennial,

1982,Thailand"

ToshiharuYosHIKAWA*

Aboutonehundredbooksandjournalshave
beenpublishedincommemorationoftheHRat-
tanakosinBicentennial1982''infieldslikehistory,
arts,archaeology,literature,customandtradition.
Allofthememphasizetheglorioushistoryofthe
Chakridynastyanditscapital,Bangkok,andthe

traditionalThaiculture.Itisalsonoteworthy

は じ め に

1982年 はタイ国の現 ラタナコ～シン王朝が

誕生 して200年になる｡1982年 4月 に は,首

都バ ンコクでは国王夫妻臨席の もとで盛大な

祝賀儀式が催 された｡タイ国政府が編成 した

｢ラタナコーシ ン200年祭実行委員会｣ は,

各種行事 とともに, ラタナコー シ ン王朝 200

年の発展の軌跡を示す,芸術,文学,風俗習

慣,歴史などに関す る記念出版物を刊行す る

ことに していた ｡ 刊行の仕事 は,芸術局,国

家文化委員会事務局,シンラバ コー ン大学,

宮内局,タイ国観光機構に委託 され,14種の

記念 出版物が計画 された｡それ らを列挙す る

と,
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thatsomeoftllepublicationsincludebeautiful
colourpicturesoftheinterioroftheChakri
palace,neverbeforepublished.Thesebooksand

pictureshelpustounderstandtheculturalback一
groundofthe Chakridynasty andthe Thai
people.

〔芸術局の編集担当〕

1.『ラタナコ- シン王朝 を慶 賀 す る詩 集

当選作』 (出版部数) 20,000部

2.『ラタナコ- シン王朝 を慶 賀 す る詩 集

入遺作集』 20,000部

3.『ラタナコ- シン王朝の建造物保存に関

す る記録』 20,000部

4.『ラタナコーシン王朝案内』

タイ語版 20,000部

英語版 10,000部

5.『ラタナコー シン王朝絵画集』

10,000部

6.芸術 ･文化叢書仝8巻

6.1.『ラタナコ- シン王朝の言語 と文学』

5,000部

6.2.『ラタナコ- シン王朝の慣習 と文化』

5,000部

6.3.『ラタナコー シン王朝の寺院』

5,000部

6.4.『ラタナコー シン王朝の工芸』
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5,000部

6.5.『ラタナコ-シン王朝の旧蹟 と記念建

造物』 5,000部

6.6.『ラタナコ-シン王朝のタイ舞踊 ･音

楽』 5,000部

6.7.『ラタナコ-シン王朝の歴史写真集』

5,000部

6.8.『ラタナコ-シン王朝の美術』

5,000部

7.『ラタナコ- シン王朝史』全 3巻

第 1巻 ラーマ 1世～ ラーマ3世

20,000部

第 2巻 ラーマ 4世～1932年 20,000部

第 3巻 1932年～現代 20,000部

〔国家文化委員会事務局の編集担当〕

8.『国王に関する行事遂行の方法』

80,000部

〔シンラバ コー ン大学の編集担当〕

9･『ラタナコ-シン王朝の美術品写真集』

10,000部

10･『ラタナコ-シン王朝の建築写真集』

10,000部

〔宮内局の編集担当〕

ll.『チャク リ-王家の国王 と国民 との写

真集』 10,000部

12.『国王御構想企画図集』

タイ語版 10,000部

英語版 10,000部

13.『ラタナコーンン王朝重大事件写真集』

50,000部

〔タイ国観光機構の編集担当〕

14.『ラタナコ-シン王朝名所案内パ ンフ

レット』 タイ語版 80,000部

英語版 70,000部

日本語版 40,000部

ドイツ語版 25,000部

フランス語版25,000部

アラビア語版20,000部

スペイン語版20,000部

委員会が計画 した通 り全て順調に刊行 され

たのではなさそうである｡ 例えばタイ国観光

機構が刊行することにな っている 『ラタナコ

ーシン王朝名所案内パ ンフレット』 日本語版

は,あれば日本人観光客にとって格好のバ ン

コク案内書 となるのに,バ ンコク市内でみか

けたこともない し,出版 されたという話 も聞

かない｡企画のうちの半数近 くは企画倒れな

のか,あるいはこれか ら出版 されるのか,少

な くとも1982年 9月にはみることができなか

った｢ しか し,芸術局が出版する芸術 ･文化

叢書全 8巻 は,1982年 9月までに全部刊行 さ

れた､⊃この叢書はカラー写真をふんだんに使

用 していて,カメラ ･アングルや ピン トの確

かさで美 しさを捕え,タイ国での写真技術,

印刷技術の水準の高 さを示 し,いままでタイ

国で印刷出版 された最 も華麗な叢書 といえよ

う｡ほかに,政府:機関として宝 くじ局が,王

宮内のエメラル ド仏寺院の回廊壁画 ｢ラーマ

キエン｣を全部カラー写真 で収 め た写 真 集

杏,前年に出版 している(,

ラタナコ～シン王朝200年を記念 して調査

研究を企画 した機関に,チュラーロンコー ン

大学がある｡チュラ-ロンコー ン大学はバ ン

コク市の発達を科学的学術的に調査分析する

ことを 目的とし,大学が擁する学者を動員 し

て,主に地理,建造物に関する調査にあた っ

た｡成果はバ ンコク市を中心 とした王宮,守

院,運河,家屋,市場の 5巻にまとめ られ,

写真を添えた充実 した内容は,バ ンコク史を

知 るうえでの,欠かせぬ文献資料 となってい

る｡

この出版物 目録にあげた書籍 ･資料は,逮

べた記念刊行物はもちろん,民間の出版社 ･

書店で,ラタナコ-シン王朝200周年 を記 念

して出版 された ものを集めた｡1982年にはさ

まざまな書籍が出版 されて い るが, そ の11

で,｢ラタナコ-シン200周年記念｣とか,冠を

かぶ った男ふた りが向かい合 って合掌 してい
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写真 1 ラタナコーシソ王朝200周年の シンボ
ル ･マーク｡バンコク市内に貼られて
いるシンボル ･マークは,英文のとこ
ろがタイ文になっている

るシンボル･マークを表紙に配 しているとか,

書名に ｢200年｣あるいは ｢ラタナコーシン｣

ということばを入れた,｢ラタナコーシン200

周年｣を意識 した刊行物を集めた｡ 出版年は

1982年に限 らず,1981年に出版 されたものも

ある｡ ここにあげた書籍 ･資料は主に1982年

8-9月の 2カ月間に蒐集 したもので あ り,

その後に刊行 された ものは含 まれていない

が,まだ出版 される模様である｡ 単行本以外

に大学の研究雑誌が特集号を組んでおり,特

集号に載 った論文名を紹介 した｡また記念英

文刊行物を もあげた｡

ラタナコ-シン王朝200周年を記念 して刊

行された書籍･資料の内容の特徴は,｢王朝｣,

｢バ ンコク｣,｢伝統文化｣の 3語でいい表わ
みや

すことができる｡ さらに ｢王朝｣ は ｢宮｣,
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みや こ み や ぴ

｢バ ンコク｣は ｢都｣,伝統文化は ｢雅｣とい

いかえることが可能である｡｢宮｣ は日本 語

の意味 と同様に,王家を指すのみな らず,王

宮に しっ らえ られた信仰対象 とその信仰体系

を も意味する｡今度のラタナ コー シ ン王 朝

200年祭行事で,王宮内に祭把 されている神

像が,初めて一般公開され,刊行物の中でも

紹介されている｡ともあれ今回の刊行物によ

り,宮殿の奥深 くまでカメラが入 り,写 し出

された宮中の配置や宮殿の陳列物,絵画,装

飾か ら,王宮内の雰囲気のみな らず王宮内で

築かれてきた文化,世界観を窺 うことができ

そうであるo｢都｣ としては,今回の記念祭

がバ ンコクだけで開催 され,地方の都市はほ

とんど全 く参与 していない｡いみ じくも,チ

ュラーロンコー ン大学が刊行 した 5冊の叢書

は, 全て ｢バ ンコク｣ のことが らに終 始 し

て,他地方は全 く対象にな っていない｡ 民間

の出版物にも特にバ ンコクの歴史的発展を語

るものが多いが,えて して王宮や寺院仏閣,

名所を語るものが多 く,泥海に忽然 として出

現 した都に,いつのころ,どこか ら,い かな

る民族が,どれほどの人数で移住 してきて,

バ ンコクに何を残 したか,バ ンコク住民のル

ーツを語 るものは意外にない｡｢雅｣ として

は,王宮を中心にバ ンコクで育まれてきた美

術,工芸,絵画,建築,舞踊,演劇,音楽,

詩歌に及び,従来未公開であった美術品や工

芸の数々も紹介されている｡タイ国を代表す

る伝統文化が, タイ国の各地 の文化 を吸収

し,さらに近隣諸民族の文化や西洋文化をも

取 り入れて,多彩 さと華震 さを増 し続けてき

たことを,個 々の作品の中に窺 うことができ

る｡

この出版目録は,まずタイ国政府が組織 し

た ｢ラタナコー シン200年祭実行委員会｣が

企画刊行 した叢書 ･単行本,次いで政府機関

の刊行図書,その後にチュラーロンコーン大

学の叢書,タ ンマサー ト大学,チュラーロン
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コー ン大学刊行の研究報告書類 ,そ して民問

の出版社 ･書 情 の書籍,英文 1二胴J･物 と し,最

後 に特集号機 関誌 とい う配列J境に し,民間書

籍 は著者名をタ イ文字 のアルフ ァベ ッ ト順 に

配列 した √1

Ⅰ 政 府 機 関 刊 行 物

･･∩別 剛 3Jl肌Ⅵ甲 ∩7割嗣 1m ･-売血-

-:II--:-:≡?Ti-I:::,--i-チ --? -;_:-.I--:==-.ll;--:,.::三I
IcAm翻細 字 ∩了J詣山∩扇uwi,- ∩73J_E)
吊Eq山F17,k,鮎 3,270pp.
『タイの芸術 ･文化 第 1巻 ラタナコーシン

王朝の歴史写真集』 テクナコ-シン王朝200
年を,残存する絵画と珍 しい写真で綴る｡写真

説明はタイ ･英対訳｡

2.¶_一一_,浦田山嵐肌閃 73JlⅥ臼血石k,

511mLEqn77m絹 flTJ葡最FIEhⅥ手,1
F173J昂Eq山Fl?,k,鮎 3,360pp.
『タイの芸術 ･文化 第 2巻 ラタナコーシン

王朝の言語と文学』 タイ語の変遷,外国語と

の接触,文学史上の特徴,各種敏文について,

おのおの分担執筆｡タイ語,タイ文学の文献目

録が付されている｡

3._V_-_____,帰日山嵐u五mJl閥 Ld3J覇m

刊仙五言73JL鮎 3JJ了芝川 乱しEはうぬu五言_

73JmJ茄utnAm諺 -F173J昂Eq止閃 ,1
bak]夏,320pp.
『タイの芸術 ･文化 第 3巻 ラタナコ-シン

王朝の慣習と文化』 服装,食事,礼儀作法,

通過儀礼,年中行事,王室儀礼,慣習に関する

問題を述べる｡

4._㌔_…ー__′___,̀̀荷田山嵐u万言73JlⅥULdLJ翁G:
茄dol鞄 閃南 扇∩餌wf/･∩73J-1
荷田山門 ,k,鮎 3,296pp.
『タイの芸術 ･文化 第 4巻 ラタナコ-シン

王朝の主要寺院』 各王の菩提寺,国王が建立

した寺院,国王が修復 した寺院,王族 ･貴族が

建立した寺院,王族 ･貴族が修復 した寺院に分

類し,各寺院の特徴,由来,内部の特色につい

て解説｡

5._________,浦田山嵐u閃 73JIvlULEh巌

荷田JIum n了J茄扇∩言uⅥ手 ･ ∩73J-1 i
荷Eq山門 ,1g馳 走,486pp.
『タイの芸術 ･文化 第 5巻 ラタナコ-シン

王朝の工芸』 ラタナコ-シン王朝が生み出し

た名品の数々を,仏像,神像,漆器,経蔵庫,

木彫り品,玉座,陶磁器,織物,金銀細工,象

牙細工,象軟細工,人形,仮面,影絵,武呆等

等に分類し,一部カラーを含む写真で示 しなが

ら解説｡解説は分担執筆｡近隣諸民族の文化を

吸収 しつつ,タイ風に工夫されている姿がよく

わかる｡

6._p¶h_¶ー__,薄田山嵐棚773JlⅥ臼LEh崩b

箭EdFl773J mJTvmtFIAmwi,-flT;J_1
荷田血 l?,h舶 よ,100pp.
『タイの芸術 ･文化 第 6巻 ラタナコ-シン

王朝の美術』 寺院壁画,うるLや螺釦細工に

よる寺院扉や経蔵庫に描かれた文様 ･絵画,各

種絵画,文様,木彫 り,浮彫 り,仮面劇の仮面,

影絵芝居の影絵,これらの作り方,特徴をカラ

ー写真で解説｡

7.… ,庵山嵐 u節 制 lvl机dNVIAd

明 申1諭荷田皿ⅥU R耳油壷 一
礼Ⅵ手,閃 3JflAflJlm ,k]鮎 3,158pp.
『タイの芸術 ･文化 第 7巻 ラタナコ-シン

王朝のタイ舞踊 ･音楽』 タイ国の音楽の特徴

を述べ,楽器,楽団編成を紹介｡モン式楽器や

西洋音楽の影響を解説｡また,タイ国の仮面劇,

歌劇以外に近隣諸国の舞踊を取り入れて,洗練

された舞踊の衣裳やスタイルをカラー写真で紹

介｡影絵芝居の形式,特徴を分類 し,カラー写

兵で紹介Oさらにタイ国の人形劇も紹介する｡

8.mm _,浦田山嵐u閃73Jlm Ld3J巌

h71古仏田口luLLR紺甲1淵 ∩7,滴u一
号∩批正,∩73J昂dln了,k,鮎&,158pp.
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『タイの芸術 ･文化 第 8巻 ラタナコ-シン

王朝の名所旧蹟と記念建造物』 各所の宮殿,

寺院,記念塔がカラー写真入りで,その由来,

特徴が解説されている｡

9.-__I_I_,"ul弧 FlTJ茄 肩 痛 uⅥ子･1

Fl73J鮎 山門,h舶 よ,332pp.

『ラタナコ-シン王朝案内』 カラー写真と解

説で,バンコク市内の宮殿を紹介｡写真の美 し

さと印刷技術の高さを示す豪華本｡

10.m流 血 了･-珊 W3JlU明 nlW m冨一

噸 翫 耶 通知 73円青魚 uFn剛m71u

ここ-I.≡:,.言≡:: :-:-I:-:I :I,'三 -:::; 響 .-I--:メ

m m mfl?u k,｡｡ 山 甲 Bfln71可i,; A/
也鮎 a fllm 6)1glcN了:啓子前1醐 1-

0
罰の1713J," Rm冨n773JFl17f]1ulEJn17-

噸前耶nf茄 耶 岩沼 茄 u机 鮒 171u

LLeq訓 了冨u73J3JⅥ1了1nvJ,tgak]iI,318pp.

『バンコク誕生200年を祝してエメラル ド仏寺

院および王宮の修復に関する記録 仏暦2525年
第 1部 ワット･プラシーラタナサートサダー

ラーム (エメラルド仏寺院)』 全部で 4部か

らなるうちの第 1部である｡従来,エメラルド

仏寺院や王宮を修復 した場合,将来のために逐

一修理個所を記録してきたので,今回も過去の

記録を全て調査し,破損個所を修復,現代の技

術で補強した点を記録した報告書である｡

ll.前曲 Jl仏罰mnAfluL山J萄 uleq, -軸 7-
d Od tA

Fl773J血 瓜 鮎 371unU了m f)um 冨_

了gLl皿nnVJ了:絹茄 醐 1罰の1713J,-那 _

d t′ .メtノ . O

I/ Jq l
uFIJlu罰alnFlu比川 角 ulEq, 向丘k]G:,ex月
402pp.

TheRamakien(Ramayana)MuralPainting

along theGalleriesof theTempleof the

EmeraldBuddha,TheGovernmentLottery

Office,1981. まずラーマ1世細作の 『ラーマ

キエン』のストーリーと登場人物を紹介し,エ

メラルド仏寺院回廊のラーマキエン壁画を1枚
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につき2ページにわたりカラー写真で載せ,タ

イ語で壁画に示された詩句に,タイ語説明と英

文説明をつける｡詩句を除き,全てタイ語 ･英

語対訳｡写真は全部カラー撮影｡作詩者の氏名

を末尾に列挙｡タイ国の写真技術と印刷技術の

粋をみせた刊行物｡1983年に再版された｡

ど
12･uJL臼11nlEu仙痛 (71um J),耶̀ 3-

3JⅥ1Fl前 号約%耶 冨u73J71滴 Fl翫 JFlt
亀山 珊 1m HRm冨閃 了Nn17翫 1望一

弧 て珊 ∩号流 血 餌 Ⅵ子 boo 止

血よk)よ,286pp.

TheChakriMonarchsandtheThaiPeopleI

ASpecialRelationship.カラー写真を用いて,

バンコクと王宮,王室と国民との結びつきを説

明する｡絶対王制から立憲君主制-の移行で,

ラーマ7世文書,ラーマ7世の憲法草案および

退位宣言の原文を写真で示しながら,王室の側

からの働きがあったことを説く｡特に現国王は

国民のよりよい生活のため,チットラダー徹所

に農業改良実験場を設置,王室をあげて辺地の

医療普及に努力している姿を写真で紹介｡カラ

ー写真で紹介されたチャクリ-宮殿の豪華絢欄

たる内部は,一般に公開されたことがなく,室

内の装飾や配置などは,王家の世界観を知るう

えで,また美術史上,貴重である｡写真説明,

本文説明はタイ語 ･英語対訳になっている｡

0qノ U
13.罰1unJluRm:∩773Jn17つ餌u五了73J

I A t′A Lj
比ⅥJ可1恥 HLLu1111､3F117可のFl『∩了73JⅥ
Lj I./ UA～
tnE｣′〕nl｣Ⅵ733JⅥ1n凹刑了弘"Rm:n773J-

nl了顛 1%弧 晶 的 了流 血 細 雨il

血｡｡1｣,∩73m 1諸nl摘 nl了,也馳 走,

66pp.

『国王に関する行事遂行の方法』 国王誕生

日,国王からの勲章の受取り方,地方での王室

行事,国王の行幸の出迎え方,国王の写真の扱

い方,王族や大僧正に対する敬礼の仕方,国王

像,写真を飾って行う行事の進行の仕方,飾り

つけの配置を図示して説明｡
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･4･LL罰南 m R弧 線 弓削PM編滴 定
-山 冨′浦和日脚亨諭 nlEq覇 6)-m W.R.

1
bmk】GI-刊.R.bmdG:LEq別 Q,"nm冨一

Fl773Jn17茄 Jlu弧 モflW 了J葡 扇 Fl_1
A

扇uvlfh｡｡1｣,nf]椚田Ⅵ3JlULW lF17割_

昂Eq山門,1gaba,314pp.

『 ラタナコ～シン王朝史 ラーマ1世～ラーマ

3世 仏暦2325-2394年 第 1巻』 テクナコ

-シン王朝初期70年間を,対ビルマ戦争,ベ ト

ナム,カンボジア関係,国家の膨張,政治 ･経

済 ･社会の発達,芸術 ･文学 ･仏教の発展,対

外関係に分けて概説｡王朝年代記を整理｡
I La

15.Flモ〕羽 田ⅥNIEJLⅥ靴LⅥJ可1飢 `̀銅Jglf11VJI

弓嵐 wn17LL壷 1日浦 ∩了流 量 ∩ _

EI

1

言uwf･-∩別 珊 Ⅵ3JlU明 ∩了aJAnd l-

Fl了,向丘血走,143pp.

『ラタナコーンン王朝時代の服装変遷写真集』

19世紀以降の王侯貴族を主とした,服装の変遷

を写真で示す｡特に,女性の服装,髪型が中心｡

16.177m 南 関 7滴 gl,-∩弓罷判u琉現員3J一

触 亭西 浦 晶 紬 扉 屯血 佃 冨

nl血 冨∩聞 ,- 円服 ∩77Mnl沌 Jldu-

弧 てflW M 前 景 n餌 明子 tg｡｡ 止1

Fl73J甫Eq止Fl?,k]舶 よ,215pp.

『ラタナコ-シン王朝を慶賀する頒詩 当選

作』 ラ-マ 1世よりラーマ9世の各王の業績

をたたえた詩集｡ ラグナコーシン王朝200年を

記念 して募集 した頒詩コンテスト当選作｡各王

が用いた印章とその意味,由来が解説されてあ

り,カラ-写真を挿入｡

･7･m Nm l緑 -L繭 住商 冨扇∩ 叩 -
茄 扇∩餌 vl亨yJ.fl.k,mtgよ一也舶 &,-

qノg qノ
∩73J万u17∩凹, Fl了ZⅥ了IJn13'REN,

bebg,272pp.

『ラタナコ-シン王朝の記念硬貨 仏暦2325-
2525年』 200年間となっているが,1870年以降

の記念硬貨,メダルがカラー写真で見開きの片

面に紳介｡ ラタナコ-シン王朝200周年の記念

メダルは,エメラルド仏像を浮彫りにした金 ･

銀 ･銅の3種のメダルになっている｡

Ⅱ 大 学 関 係 刊 行 物

･8･L翫 覇 翫叩 1即 ･-引田粛 u叩 -Q./ くし′
LⅥ刊3JⅥ1%n了:nl了刊iJIEJmlLLfq岩肌臥ルい 一

m了,"叩 1日- 血Ⅵ1弓卿 鼠,haba,
440pp.
MarketinBangkokIExpansionandDevelop-

ment. バンコクとその周辺の市場と人口の関

係,立地条件,取扱商品およびバ ンコクの代表

的市場の形態をその配置図,立面図,写真を豊

富に用いて解説｡
ウ≦｢

･9･LW m nA円弧1滴 73,Jm l叫 肌 1円,

甲南正 州 1割了仙 痛 -射 明 J-

LdW :∩雨 鮎鵠L血 龍 aub｡｡
J W fi.bmk]よ一也aba,,, 野付1日J-1

閃 血 vn知 日1鼠,也鮎 3,401pp.

BuddhistTemplesinBangkok (1782A.D-

1982A.D.). バンコク市内の寺院の建立の時

期を各王の治世ごとにまとめ,寺院の広さ,人

口との関係,僧侶の人数,寺院建築の構成,守

院の役割 ･機能,寺院をめぐる環境の変化を過

去から現在まで概観し,今日の問題をも取りあ

げている｡カラーを含む写真と図表を豊富に用

いている｡

cJ La< A A

20･山 嵐 斬柵 了･mydA 約 円甲 nln,a

宇 こ壬 :-:I---:-::.冒-i-て圭 三ここ-TI-iチ-::::･二
∩了JLⅥ刊1刊.FT.bmlqa-1g丘ha,=可Wl-1 1
ENFl諭 3JVn知 日1品 ,向丘向丘,583pp.

Palacesand RoyalResidences in Bangkok

(1782A.D.-1982A.D.). チャクリ-王宮内

の宮殿の配置,各宮殿の建設時期,特色,各王

とその王子の宮殿と御所を,その名称,歴史,

特徴をカラーを含む写真,図面で解説｡
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r≧ロ

21･血 1訂 甲 肌1円, m 耶 洲 轡

胃泡 M Bl痛 打 ･円田別晶 号J- 1:
d 一

円11LJ山MJIFl17山鮎 uL山田J LLEq冨
A

別田∩7m 痛 言JLW nlu問 - ooJ

(vM ･k,mk,純 ,ak)a),-叩 1田Jn正

3JVm WU1鼠,k)よ血走,309pp.
r±±｢

Canalsin Banghoh:History,Changes and

TheirImpact(1782A.D.-I982A.D.). 200

年間のバンコク市内および周辺地域の運河開削

の歴史を,地図,図表,写真を用いながら解説｡

特に各運河の名称,開削者,開削時期 ･目的 ･

区間 ･資金 ･長さ ･幅 ･水深 ･備考,また運河

にかかる橋についても,公文書を資料に,各国

王の時代ごとに表にまとめて便利で ある｡ま

た,バンコク地域の運河をめぐる今日的問題を

も検討している｡

A A Q/ 皇′
22.日鮒 ⅥⅥⅥ乱 3JluyJ刊Jfi苗1,-mu1

l≠∩了JL州 ｢‥了止しuuLLa冨nl了山鮎 u_
1 q

A

し山EW了f]u k]｡｡ 1｣ (yJ.fi.kmbよ-

1g鮎 よ),- 町叩1eMFl7品3JⅥ11VlU1eqU,
EP Fq

i

k)GI向丘,450pp.

HousesinBangkokICharactersandChanges

duringtheLast200Years(1782A･D･-1982

A.D.).バンコクへの移民の歴史 とその居住

区,各移民が建築 した代表的家屋の特徴,特に

現在残存する古い家屋を,カラーを含む写真や

図面を用いて解説｡現代家屋の典型をも写真と

図面で紹介している｡

< f A

23.nuFl′〕J再gl73Vulu,Hn17LFl列LLEq3円17-
』 A

刊臼1EJL3Jf]JFl了JLⅥ刊｢‥ F117円Fl凹1VllJ1

n17山晶uLLmi J,-罰m血 1Ⅵ臼絹 昂nu1

3JVm Ⅵ臼1日日石773Jf11日mf,k,ak)a,26
A tノ

pp.(Mimeo.)

『バンコク市の誕生と拡大 :変遷の研究』 バ

ンコクの拡大を人口と国際資本主義という観点

から説こうとした研究報告書｡

120

～

24.砧臼絹漸fluW舶3J71山 Z扇滴萄eqA止
勺

-｡最 前 1L鮎 耶品 m ltw『 摘
旦′

Fl?J茄luてFl扇uwf (Fl13･anl41Rol石uglyu

品 7371油 日朋 1比罰調 m JlU71可_

nl了)I- モm Jnl71Ⅵ詞 ｡世1 叩 1日J-

∩了血3JVm l舵日田U, bak.よ, 71pp.
A q.′

(Mimeo.)

『ラタナコ-シン王朝のタイ語における呼称名

詞の用法 (勅書および公文書における前文の研

究)』 ラーマ 4世以来,勅書や公文書で相手

を呼ぶ時,どのように呼び,また書簡の前文を

どのような語で表現 したか,各時代の例をあげ

て研究 した報告書｡

25･山 鳩 1D甲 77m3Jl軒 ǹl了浦 J浮心il

山 田JL鮎 油 壷 餌判子 叩 L仰 :

てfl了J日新JL鮎 JⅥ1JKlt山了抗日戒 甘
罰f)Ukml｡a-k,ak,a,-田口1血晶 析風

昂∩世1 3JⅥ11A Ⅵ臼1講五万773Jm 罰掃 ,

k]ak]よ,30pp.(Mimeo.)

『ラタナコ丁シン王朝における都市の形成 バ

ンコク:交易都市の構造2325-2525』 バンコ

クの歴史的発展をいくつかの時期に分け,その

特徴をあげる｡特に交易都市としての特徴に注

目する｡

26･画 flm 1釘叩 1日｢･-血 動 詞芝目田-

Jlu脚 荷田auL刊円満γ前u7m 也｡｡

aL壷 7滴 諭 告u止 ･ てfl了Jn17

I:-I.･-1芋･7_i I:::-frm :-<:-i.=-≡:.A-i与
baba,42pp.(Mimeo.)

『ラタナコ-シソ王朝200年間のタイ歌曲の芸

術家の経歴と業績 (タイ歌謡芸術家名鑑)』 タ

イ歌曲の作詞家,作曲家,演奏家のグループに

分け,氏名を整理列挙｡

皇ノ
A A Q/ A I./ も′

27.日uLnE｣了刑 1uWZu3,日1 1臥凡も1F117可u

LL了Jm llvlUL桁てfl了山 了冨1笥即 附 子
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d

LL了JJlum m f]u罰f]J号加 止･罰E11血_

vLⅥ臼摘 昂∩391 3JⅥ11Am 1前 門 73J_

和田glf,bak,よ,110pp.(Mime｡.)

『タイ労働者階級の変遷 200年にわたる労働

力の歴史的構造』 マルクス主義の立場からタ

イ労働者階級の形成を探る｡200年間というよ

り,19世紀末から現代にいたる100年間の変遷

を迫った研究報告書｡

d A Q.′ A
28.飢-dglfl飢誠 , 嗣 珊 Eqn凹餌 qlEJglJ,1 1 1

-uW｣1誼茄1u前門J,血 脈 773J比田富

nl了L鮎 凋 別 m n正 成aUl明 浦 u-1
i

こ-≡:,;,-亨::-二 二二 =-I.三:-=--;-.=;!:7111:-

ttmi JoLm m b｡｡ A:岬 打 てm J-

∩識 W晶 即 叩 1M n?血 而 Ⅵ摘 ,
向丘k]&,31pp.LMimeo.)

『ラタナコ-シソ王朝における少数民族の文化

と政治 モン族 :200年における推移と変遷』

トンブリ-王朝以来バンコク周辺に移民 してき

たモン族の歴史と現況を探りながら,モン族の

移民が官界で果たしてきた役割,また仏教界,

音楽界に与えた影響を研究 した報告書｡

Ⅱ 民 間 の 刊 行 物

29･-｡号JLW叩 k｡oa,-し鮎 um ,18pp.
『バンコク200年』 19世紀末期のバンコクを

写 した写真17葉を紹介｡

30･叩 餌1Ln世乱読 -ul晶 Ⅵ 1L血 号J一
良

利 1N 繭 別Ⅵ1叩 boo<J,-脚 万一
Ll■=一

告諭 Ⅵ1叩 押 1那珂矧 tga最 ,

q.ノ A

168pp.

『シャム国のナーランダー マハ一夕- トの

200年』 バンコクで最古の寺院ワット･マ-

一夕～トの歴史を軸に,三蔵経の結集,仏教の

学習 ･教育,仏教大学設立のいきさつを概説｡

31.てm Jn17諭 ylA;Jyl<W硫 鮎 LL日露171山 笠_

A A A

Flf]un17L7日朋 1nll伯1%刊u者刊f]J
色ノAA l′ ～ A
um6n列IVIEJl∈qEji)Wl∈WFl了mNⅥ11γ1Ej1-il

品(711｣m J),-1g｡γ憎177凹前l扇∩_

m m<:了13Ju仰 つ13JILm 13Ⅵ川 軒
9.日__ざ __ _. __ A ∫

A 1

nl磁 場 1壷 J k･｡｡ 血 叩 -

葡扇∩批 正 ･ 前 耶 L撒 u繭 i,

hak]よ,241pp.

『ラタナコ-シン2世紀 :ラタナコーシソ王朝

200年間の重大事件を分析 した論文集』 チュラ

ーロンコーン大学文学部の修士論文から, 9篇

選んでダイジェス トして紹介｡ラーマ1世～ラ

ーマ9世に至る歴史の諸相を取りあげた論文が

多いが,タイ語に関する論文も含まれている｡

∫

32･可血 敬 重 弧 朋 W,-uuⅥnmlNm 一

色′ B

!≡り

前 n号JL州 1 也｡｡ 止 , 融 1円17･
向丘k]よ,328pp.

『バンコク200年の回顧』 ラーマ1世からラ

ーマ9世に至る,各王の時代ごとに生起 した事

件,宮殿 ･御所 ･寺院の建設,および王子 ･王

女とその母親の名,簡単な年表を付している｡ど
33.酌 1血 玩 ,LFl翫 前箭Lm1岩綿 f]EqJ.

珊 商 u甜 甑 ･眉明 野 1重 し血

VruCJlu了∩,Mk]cEka,256pp.1 ェセ
『地獄谷のスチャート似非法王』 スチャート

･コ～ソンキッティウォンという人物が,ラタ

ナコ-シン200年祭の1982年にはベ トナム, 中

国,ソ連,アメリカの軍隊がタイ国に侵入し,

タイ国は滅びると予言し,逮捕された事件に関

し,この予言者とその宗教活動を非難するため

に出版した書｡現代の ｢千年王国運動｣を知る

うえでの資料となる｡

34.醐 11滴 m um (了IU71割),-LFl7glW_
q･/ i I

A

紳 沌 k,｡｡ 山 正明 流 血 一

m 正 -B肌 77m,血鮎 3,88pp.
La

『ラタナコー ンン王朝200年の知識』 ラタナ

コーンン王朝の各王,王妃,大僧正,外国人顧
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問,歴代首相,宮殿名を写真で列挙｡
1

35.耶狛 包 3JF17冨扇ui,-L執弧 弘田引 払｡｡
Etfl

メ 1

山 号油 壷 餌 wf･"最 は 161pp･
『ラタナコーシン王朝200周年祝賀』 ラタナ

コ-シン王朝各王の治績を簡略にまとめてい

る｡特に,現国王の父であるソンクラー親王夫

妻と,その王子であるラーマ8世,および現国

王ラーマ9世夫妻,さらに第 2王女シ))ントー

ン王女の紹介に多くのページがさかれていて,

公式声明文や日常生活のスナップ写真が添えて

ある｡

36.LLのL鮎 EHL3J絹 En且 -L鮎 JlⅥ日東前 刊_
2/2ノ屯′ A

L可17旬Fl,日田了Eju77m,hよba,87pp.
刊 1

『私の知っているタイ国』 アメリカ人ダニエ

ル ･マクギルバ リーのタイ国滞在記の一部をタ

イ語訳｡マクギルバリーは的半世紀の間,チェ

ンマイを中心に北タイ,北ラオスに滞在して,

医療とキリスト教の普及に尽くしていた｡
A

37･VLn約日伐m a甲附 ,- J観 山血
Fl了J茄扇 Flau正 ,,也舶 G:,77pp.1
『ラタナコ-シン王朝200年』 ラタナコーシ

ン王朝の創始者,王宮建設,エメラル ド仏寺

院,ワット･ポー,バンコク市の発達などを簡

略にまとめた｡

38.̀東芝翫 弧 てflWm J罰gluモ絹u而 h｡｡il

凱 脚 17371摘 録 臼Ⅵ臼1m 1WIJ矧 Jl_
1

7円,"18pp.
RatianakosinBicentennial1982.ラーマ1世,

エメラルド仏像を紹介し,次いで国王が船渡御

される御座乗船を 1膿ずつ写真説明｡最後に

1982年4月に開催された国王夫妻臨席の式典期

日と慶祝行事表がついている｡タイ語 ･英語対

訳｡
A i′

39.万773JⅥ1日 Ⅵ1uW,"刊了UQ/比Fn3J了Fl宇和f]J

lm -LL両 軸 臼1,k,ak.a:,165pp.

『タイのエメラルド仏像』 エメ ラル ド仏像

は,インドやカンボジアではなく,南タイのチ

ャイヤーで彫刻された仏像であるとして,それ

122

を証明するために書かれた｡ラタナコーシン王

朝200年祭を記念 して,第 3版として出版｡著

者はチャイヤー出身｡
2/

40･u･m 血 飢 -血甜 叩 n神 州 1

罰f]J翻 177凹 笥m n773J 罰3Juu茄 扇n_

餌 wf,-L鮎 Jh 71m,bak,よ,135pp.

『バンコク2世紀シリーズ ラタナコ-シン王

朝の絵画』 ラタナコーシン王朝200年間のタ

イ人の生活を,措いた絵でながめる｡絵は一部

カラーの写真で紹介してあり,各絵には美術史

家による解説がついている｡
u i メ

41.L品 議 f]踊 ∩列宇陀 16m,-tf]Fl馴了山 訂.
La ■

Fl即｣も耶 了秤117し了別 口17山 鮎 uttmi J
メ

脚 ∩阿 州 1%了m bo｡A:萄 茄旦′
ulugl田1円 円田別 口uu m 打旧1刊了冨-

1′
A

LnEJ′〕,
k,◎ 和 w m -3 関口BlR3Jk･よ-

最 ,- 7m JFllTflm笠置Ed Fl77丸岡1紺 青

I.I-:定 =:-:I-三{:?:::,--i-5--i; ;:::一=-.-I--
{ A

〔了M JⅥ11もⅧ痛む,血走ha, 33pp.
(Mimeo.)

『バンコク200年の変遷 :王宮,寺院,家屋,

市場,運河,道路 1982年6月21日-7月 5日

チュラーロンコーン大学大講堂にての展覧会パ

ンフレット』 チュラーロンコーン大学が調査

研究の成果を展覧会で展示した際のパンフレッ

ト｡調査グループと調査報告の要約｡

42.m 了し融 蝕 Ⅵ菰 Ⅵ寵 J, -Lも昂aJm 3-
il

晶 諭 耶 冨u了aJ71℡前号1正,山号粛正_
和田釘1,h鮎 3,759pp.
『チャクリ-王家の栄誉』 現王朝チャクリ-

王家の各王の王子 ･王女の系譜を詳細に述べ,

各王子 ･王女の生年月日と経歴,享年と写真を

紹介している｡

43.山冨L罰等句 奇hmol(了つu713J), 佃 ｡｡

卸 田｡琵 "m n櫛 混 血&,170｡｡.
『世界が崩壊した200年』 ラタナコ-シン王

朝200年祭を祝う時,社会の様相が文学に与え
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た影響,文学が社会に与えた影響を知るため,

過去から学び現代に生かしたいという意図を持

って編まれた11人の新進小説家による現代短篇

小説集｡

44･山号紬 轡 日南 -nun?→甑 田富翫 tn一
礼 Ⅵf,-tflTJn17 -山裾 yJu3JMf<l札

苅印JlⅥ臼,-bak,a,92pp.

『大王とラタナコ-シン王朝』 立憲革命の元

勲と呼ばれる著者が, ラタナコ～ シン王朝200

年に向けて,国王ラーマ 1世の称号と ｢ラタナ

コ-シン｣という呼称について論じ,タイ国総

理大臣に進言したもの｡
a/ d

45.Ⅵ74,y万言73J五官3Ju (了Iu713J), 日刊Ⅵ五一il i

m田山 了冨浦 田3Jug茄 最∩紬 vl毎 日3A
71m 粛 清 k,｡｡止･画 餌 vn翔 一

71可引用1揖u耶 冨u了旧 1頼 m nd･
hよ向丘,277pp.

『ラタナコ-シソ時代の仏教史とチャクリ-王

朝200年』 本書は全 3巻の第 1巻にあた り,

ラーマ1世からラーマ3世までの各時代の僧団

統治,憎田内の教育,憎団の発達,一般民衆へ

の活動を説明｡

46.日f]亨司郎]東L雨 滴 ,･朋 .し了h 詞 t別辞
I

ⅥME]山前田13J号旬RlEq,- 罰等Uu77m,cl
hよka,168pp.

『3代の御世にわたって滞在した西洋人医師レ

イノルズ ･-ウス博士』 GeorgeHawsFeltus

の SamuelReynoldsHouseofSiam の編訳｡

-ウスは19世紀初期から的半世紀間,タイ国で

キリスト教布教にあたった宣教師｡

47･弓u訊描罰177m,-荷札山部 Ⅵ罰別il il

柵 1了了払-止別臼1,k]よk]よ,386pp.

『2世紀にわたる興味ある芸術』 ラーマ1世

よりラーマ5世にわたって建設された宮殿の各

所に施された,タイ美術,西洋美術,中国美術

について解説｡さらに,北タイにおけるビ ルマ

美術,アユタヤー王朝末期のロ ッブ リー宮殿

を,おのおの写真を挿み解説｡

A { A Q/ < も′L9
48.13J日 刊J再刊判別W, =ⅥuJ罰f]可gln了J-1 1{ 色ノ

しⅥ刊1日f]J何列177u LⅥ釘n17m別JEJ-

｡西 南 批正 晶 h m ,

向丘hよ,35pp.

『バンコク2世紀シリーズ ラタナコ-シン王

朝時代のできごと』 写真と説明で,ラタナコ

-シソ王朝のできごとを歴史的にながめる｡

49･絹 壷 茄 昌tnのN･画 mf 1品 略

-∩伊 州 1Ml描 捌 ,,I, し前耶 m

hよ血走,288pp.

『バンコクはどこから来たか?』 考古学,古

代史を専門とするふたりの研究家が,バンコク

に都が置かれる以前の,タイ国の都市の特徴を

述べ,さらにバンコクがどんな状況であったか

を説 く｡
皇′ I

50.Eq.刊alm f]臼,-L表1L等f]JmJnE]Fl 管制_
A

てfl附 了J藷 点 滴 uvl子也｡｡ 止 ,713J_1

馴れ ,bak,a,411pp.

『バンコクを語る :ラタナコ- シソ王朝200年
祭記念』 バンコク創成期,王宮,チャオプラ

ヤー川の渡 し場,国礎柱,バーン･モー,サム

ペン,ニューロード街,黄金の丘,王宮前広場,

バクチ場など,バ ンコク旧市街の過去から現在

にかけて変遷の跡を語る｡

A A U t o u u Ad
51.悶 1qaJun11%即,Vlf]Jcm773才71可flFl列,

-別離最鵬 ｡｡コ,-血 ◎(h舶 よ),
1

353pp.,Leq3Jh316pp.(baha)

『タイのサンガ200年』1-2｡ トンブリ-王

朝以来のタイ国仏教界の歴史を,各王の時代ご

とに現代まで概観する｡スリランカ,ビルマと

の交流,三蔵経の結集,憎団の改革,法規制な

ど,タイ国の憎界内部の活動とともに,政治,

王制とのかかわりにも触れている｡

52･西 南適 し酪 -し罰誼閃 上 帯血 Zm

k]abよ,176pp.

『平民の吟遊詩』 バンコクの歴史の底辺で生

きていた人々を点描 して詠んだ詩集｡
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53.-W漬 鮎 鮒 fnyJn了J滴点∩扇uⅥ青田f]JElil ど

先山 --tnl猫-叩nl,bak,皮,

392pp.

『絵でみるラタナコ- シン王朝200年』 ラタ

ナコ-シン王朝200年の歴史を,絵解き文でわ

かり易 く解説｡解説文には英文の要約が逐一つ

いている｡

A{ A
54.しそ〕nlγtEJm 引田1J,L罰uf]u訳し列乳 "Ⅵ731

m … 171摘 W.了監房混 - 守一

::-:,こ-3_-=:} -=--lT-i.:.･.三三-?:,;已;=,:A,:･1:,=I-tI:,･;三三-

l

皇ノ
NⅥ1NuL触 山卿 田nhm um uu-

Q/ < i′

u73J3JⅥ171℡1J,H f]JRF117円1Fl了罰f11,11
bahe(h),56pp.

『王宮 :シワ-ライ庭園,モンティエン宮殿,

王宮の周囲の門と砲台』 主に,王宮内の宮殿

と宮殿の問に配された庭園と,戴冠式その他王

室の儀式に使用される宮殿の玉座,および王宮

内に入る各方角の門を写真で紹介｡

I/
55･ニー｢ -, "m n 73J3JⅥ171mJVl7㌢-
覇潰軒 別Ⅵ1山1即Ⅵ 璃耶頭頂
茄守N血 71即肌-別Rtnl諭 刊叩 言一

日fn,k)丘k]a(k]),56pp.

『王宮 :ドゥシット宮殿,チャクリ-宮殿と,

その施設』 現在は外国の大公使を迎える儀式

にしか用いない王宮内の宮殿を,カラー写真で

示 しながら説明｡タイ国の伝統建築と洋風建築

との調和の美 しきを示 し,さらに室内装飾に中

国美術の影響をみることができる｡中高放生用

解説書｡

Ⅳ 英 文 刊 行 物

56.SteveVanBeek,Bang尭okOnly Yester-

day,HoneKongPublishingCompany,

1982,63pp.

写真によるバンコクの過去の姿を栢介｡

57.TheCommitteeforthePublicationof

124

HistoricalDocuments Office of the

PrimeMinister,ForeignRecordsofike

BangたokPerioduPioA.D.1932,Office

ofthePrimeMinister,1982,268pp.

ラーマ1世からラーマ7世に至 る各 王を紹介

し,各王の時代の西洋人の見聞録を抄録｡

Ⅴ 学術雑誌のラタナコ-シン王朝

200周年記念特集号

58.-l17mm 了Nm鮒 f,-ヨ巌 ◎血覇
I

A
@,3JulF13Jhよk]よ,248pp.

ThammasatUniversityJournal,γol.ll,No.1,

March1982. セミナー報告として,次の諸氏

の報告を掲載 し,基調報告を除き各報告にはコ

メンテーターのコメントを付 している｡

ククリット･プラーモー ト｢ラタナコ～シソ

王朝の2世紀 :基調報告｣

ブッパバナー ト･スワンナマート ｢ラタナコ

-シソ王朝の国家建設｣

カノク ･ウォントラガーン ｢バンコクの密集

地区の発生と拡大｣
ニティ･イオシーウォン ｢ラタナコ-シン王

朝初期の基層文化と文学｣

トリーシン･ブンカチョーン ｢タイ小説の過

去 ･現在 ･未来 :若干の観点｣

ウィタヤーコーン･チエンクーン ｢中央部農

村社会の変化 1960-1980｣

ソムキア ト･ワンクナ ｢タイ労働者階級の変

遷｣f
59.-117即 73JVn弓vlU1品昂Eq山 ∩了 も血 前･

A
し佃 Fl別fgluて∩扇uv1号h｡｡1｣,"271pp.1
SilbakornUniversityJournal,SbecialIssue,

Vols.4-5,December1980-December1982.

スメート･チュムサーイ ｢タープラ宮殿 :芸

術家集団とそれをめぐる話｣

チョ- ト･カンラヤーンミット ｢ラタナコ-

シン王朝200年の名匠たち｣

ウィブ-ン･リースワン ｢ラタナコ-シン王

朝の技術者たち｣
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スパトラディット･ディッサクン ｢ラタナコ

-シン王朝の主要仏像｣

プラティープ･チュムボン ｢ワット･プラチ

ェ-トゥボンと刻文による教育｣

ソムプラソン･ヌワムブンルー ｢ワット･プ

ラチェ-トゥボン:庶民の文学｣

ピパット･ボンピーポ-ン ｢ラタナコ-シン

王朝初期の王立寺院｣

ノー･ナ ･パークナ-ム ｢王城前広場の過去

と現在｣

アッサダーン･ポーラ-ノン ｢バンコクの水

運｣

チューンリ･チャームラマーン ｢ラタナコ-

シン王朝の運河の役割｣

カムトーン･クンチョンほか ｢ラタナコーシ

ン王朝の東岸:王都建設前より立憲革命ま

で｣

≪補 遺≫

ラタナコ- シン王朝200周年を記念 した 出

版物は,1982年 8月か ら2カ月間に蒐集 して,

文献 目録を作成 した｡その後,1983年 2月16

日より1カ月間,再びタイ国に滞在する機会

を得て,その後に,出版 された刊行物,約30

点を蒐集することができた ｢〕その後に出版さ

れた刊行物の特徴は,1982年 4月に催された

記念儀式 ･祭典の模様を,鮮やかなカラー写

真で記録 した ものが数点含まれていることで

ある,D また,1982年 6月に出版 された記念刊

行物である 『タイの伝統』は,書店に出回る

と間 もな く品切れになったのであろう,1982

年 8月当時バ ンコクでは見出すことはできな

かったが,今回,北タイのチェンマイ市内の

書店で購入することができた｡タイ国の出版

物 としては,非常な高額の書であるが,良書

は値段の如何にかかわ らず,またた くこ問に売

り切れて しまうことを示 している｡

前回,記念刊行物 はほぼ出揃 ったと思 った

60.-m m了血潮 耶和子･日東d現血 扇

6),別∩71f13J-L3J凹1Ejubよk]よ,151pp.

IVarasan Prau)atiisat,γol.7-1,January-

April1982 『タイ社会200年特集号』

サワパー･パタイヤワット｢ラタナコーシソ

王朝1782-1982年のタイの世界観｣

ソムチョ-ト･オーンサクン ｢偉大なる人の

反乱:南タイの千年王国運動｣

デウィット･K･ワイアット ｢タイ社会の教

育と近代化 (タイ語訳)｣

タンマニット･ワラ-ポーン ｢絶対王制時代

におけるタイの国家運動の構造｣

チョムプ-ヌット･ナ-キーラック ｢ラタナ

コ-シン王朝初期における西洋人 とシャム

人｣

ナロン･プワンピット｢タイ社会200年に関

する主要文献｣

が,今後に出版 が予定 されて い るもの もあ

り,まだ遺漏があるかもしれない｡それに し

て も, 約100点にものぼる記念の出版物が刊

行 されたことになる｡ 周到に準備された もの

もあれば,場あた りな間に合わせのものもあ

るが,官界,民間ともに,この年を期 して多

大の資金 と時間を費や して意欲的に出版 した

ェネルギーに,まず驚 く｡ そ して,その中の

い くつかは写真技術,印刷技術の レベルの高

さを示 し,優れた学者を動員 して執筆編集す

れば,先進諸国に劣 らぬ良書を生み出すこと

が可能であることを示 した｡ともあれ,こオ1

を機にタイ国での出版活動がますます活気づ

き,良書が次々と生み出されることを期待 し

たい｡

≪補遺≫では,タイ語刊行物の著者名また

は編者名のタイ文字アルファベ ット順に配列

し,続いて英語,フランス語刊行物を同 じく

アルファベ ット順に配列 した｡

･･血 流 弓了山 浦親 日mⅥ1甲ui･d 旦ノ
=Ⅵf]刊7g3JmLⅥEJ7万773J," 罰3JIF13JⅥf]J
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押 流 血 潮 Ⅵ弘 也ak,よ,42pp･
『経蔵産』 エメラルド仏寺院の中にある三蔵

経を収納していた経蔵庫を写真で紹介し,かつ

て収納されていた経典類を解説し,経蔵庫の建

築様式についても説明している｡タイ国図書館

協会がラタナコーシン200周年を記念 して出版｡

2･円批 m nl聖 1u弧 t～棚 千滴 肌-

モ∩餌 Ⅵ子也｡｡止 血 3滴 11附 子叩 一

丸 偏 uwf･-W nm nl葡 即製一
弧 t- 号浦 諭 餌 判子 也｡｡ 止

-血 潮 1甲痛 言浦 品 詞uⅥ子 LalNq/ A
h 了邪11∈川 G:-yJ.fl.bG:da," FIE】J-

可棚 引1肌叩 諭潤1前 門 浦 d ln了,

hghよ,576pp.
『ラタナコーシン王朝史 第2巻 ラーマ4世

-1932』 王位継承,外交に始まり,政治,鍾

済 ･財政,交通 ･通信,法務,教育,宗教など

の改革,社会 ･文化の変化,国防という章に分

け,総括的に説 く｡

- , -山 冨浦和鮒 fn了J諭扇 ∩_11L′
扇uⅥ亨Leq.3Jm刊.fl.hG:da一山可動 ,"1

∩ひ胴列W3JlULⅥ甲 南 1紬 了N融 In7･
血走k]3,772pp.
『ラタナコ-シン王朝史 第3巻 1932-現代』

王位継承,民主政体の発展,国会,政治,国防,

経済,財政,農業,工業,外務,法務,交通 ･

運輸,教育,厚生,宗教,大学,社会と文化の

各章を関係各省が分担して現代を中心に解説｡

一部はローン･サヤ-マノンによる｡写真を多

く挿入｡

4･RaL卿 のⅥ1Ⅵ漬鮎 f11血 了芝浦 即 日摘
ま′色.′0

A
71m商 翫 浦 南 扇扉 boo止1

-批 鮎 1m 比 倫 1滴 血 三m 適
前守門 浦 肩痛u扉 血｡｡止,1且1色ノQノ q/ {oQ/
凹V13JJn了Ⅵf]J旬刊刊田1EJ田『1Flの,bak]b,

1,032pp.
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『ラタナコ-シン王朝200年のチャクリ-王統

史図解特集』 歴代の各国王,現王室,歴代の

大僧正,バンコク市内の有名寺院 ･名所,タイ

貨幣,郵便 ･通信,新聞,鉄道 ･電車,学校,

軍隊,芝居,儀式等々を写真で示 しながら各専

門家が解説｡
～

5･叩 Ⅵ冨 山 1号掴 ,前句 L梅 1滴
l≡ゴ

野 方轡 1日m 別 五日1,て爾 徹 1恥

五m , 瀦̀柑m抗品 dN◎面 前 ,-

五%1Fl17FlTJLⅥ刊 新前 ,bak]&,418pp.1
『タイの伝統 第 1巻 背景』 全 4巻のうちの

第 1巻である｡ククリット･プラ-モート｢タ

イ社会｣, ピシット･チャルーンウォン ｢有史

前の人間世界｣,スメート･チュムサーイ ｢水｣,

チョ- ト･カンラヤーンミット ｢伝統的タイ建

築｣が収められている｡B4判にカラー写真,

地図,図版を豊富に用いた解説書｡特に,タイ

国の考古学をカラーの地図,写真,図版および

引用文献を示したピシットと,水に対するタイ

人の世界観,水の文化,村落や町の形成を説 く

スメートは,ユニ-クかつ体系的な解説をし,

本書がタイ国を描 く近来にない優れた書となっ

ている｡第 2巻以降の出版が待望される｡この

シリーズは,バンコク銀行がラタナ コ- シン

200周年を記念 して出版 し, タイ ･ワッタナ-

パーニット社が印刷を引き受けている｡編集 ･

印刷において,タイ国が日本や欧米に劣 らぬ技

術を有していることを示す書であろう｡
A A

6.弘1J13J 3Jlし開nJ, "刊了芝了1浦 弘eqf)a
Q' d

m mmm u 6)&｡1｣,-Fl73JfiAfl山門 ,

血走k]よ,237pp.
『建都150周年記念御大典』 50年前のバ ンコ

ク建都150周年記念の儀式の模様を, 当時の記

録をもとに描いた｡ラーマ1世橋竣工儀式,エ

メラルド仏寺院の修復が中心となる｡ラタナコ

ーシン王朝200周年記念としてまとめられた｡

t A

7･uJLEJllnlEIJ可u旬17(71u313J),HVJ了冨-○′

71甘露 弧Tfl附了J葡正絹u而 也｡｡il
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d

止･elol茄 71飢約 1五m了,hatge,230pp.

RoyalCeremoniesfortheRattanahosinBicen-

iennial. 1982年 4月のラタナコ-シソ王朝200

周年祝典の,王室を中心とした儀式をカラー写

真で克明に記録している｡歴代国王像に参拝,

バラモン儀式,エメラルド仏像参拝,シャム神

王像参拝,国礎柱の参拝などが含まれている｡

タイ ･英対照の説明｡ I
8.u写動 fj嫡 L南 沌 EqAL門前適(山 笠_

良

川副wU)新前 ,壷 冨宗純 oo山 号J-

崩gl扇FIAfluWf,-u写1晶 uA崩 し鮎 沌｣Afl_
LR轟 音 (血 zL醐 1閥 )前衛 ,bahg,

634pp.

『受谷建都200周年宗己念特刊』 Btcentenniat

Souvenir.タイ語,英語のビジネス雑誌を出版

する雑誌社が編集した記念号｡最初の約270ペ

ージがタイ語,次いで130ペー ジが中国語,残

りの200ページが英語によってタイ国の王朝史

を紹介｡説明はおのおの異なり,中国語文はタ

-クシン王から説 く｡

9･血1湘冒し州 南Am mam1,-叩 一

洲 脚 Lm - 漬前 号品 (止㍑_

川前Ⅵ臼)翫nugl,也馳 走,53pp.,

『我がバンコク』 フイルムとカメラのコダ ッ

ク社 (タイ国)が, タイ国政府より200周年記

念祭典を写真で記録する会社に選ばれ,またラ

タナコ-シン200周年を祝してフォト･コ ンテ

ス トを催して,入賞作を紹介｡200周年を祝う

バンコクのさまざまな姿が美 しい写真で紹介さ

れている｡

10･山冨m qj 肩痛 u孤 ,-列1品絹 扇 u,-
∴空ヨ

比Ⅵ了VJWEJl,ha血e,292pp.

HeartComesHome. タイ族の発祥から現代に

至る民族史を描 く｡

･1･山1号扉 繭 岬 77m -翫 て∩一
触 Ⅵ亨了.軒 h｡｡,-罰∩田1Ⅵ臼,bak,之,C[
216pp.

『ラタナコーシン暦200年』 カラー写真を挿

みながら, ラタナコー シソ王朝200年のゆか り

の名所旧跡を紹介,解説する｡

12.1m 6滴 1J琉 γ憎,-前 衛 3JIVnm 13J_
qJ O l qL/

ⅥJf]EJ:1了了mf]1713J罰3J臼田3JⅥ1罰∩了J-1

諭南 扇u再録 也｡｡," ｣前耶 訂臼1,

h之hよ,378pp.

『ラタナコ-シン200周年文集』 著者 の友人

(学者,評論家,作家)を戯画化して措 く｡

qノ A U
13.了1甘uaLenglEj田口1u,日刊可uluFl了3J現uul

F乃 巨≦コ
71Wum6nglEj罰E11% 刊.軒 k]ak]之,"

f]∩耶 し旬等nJ菌症 h馳 走,930pp.
qL/

Q/
『2525年 (西暦1982年)王立学士院版タイ語辞

典』 ラタナコ-シン王朝200周年を記念 して32

年ぶりに新版を刊行した｡ページ数では約100

ページ少なくなっているが,A5判,見出し語

とページ数字を緑色で配して 2色刷りにし,辞

書用の用紙を用いて,表紙は軟らかくし,ひき

易く,みやすく工夫されている｡本文内容も,

熟語を多く取り入れ,英語からの借用語,最近

の訳語,新語も多 く加えられた｡動植物名には

学名を加え,古語には古典文学,年代記などか

らの出典が明らかにされている｡しかし,この

辞典でもすでに間に合わなくなった訳語 ･新語

が生まれている｡

14.訳詞 正 円等前7,-L缶Ⅵ了冨晶 絹 も罰則

也｡｡ 山品諭 告uwf,- ｣前耶 冨m

メ

bak]3,122pp.

『ラタナコ-シン王朝200周年を祝して衡稜威

をたたう』 チャクリ-王朝 9代の各国王をた

たえる詩集｡
2/

15.乱 翫Tufl正 鵠新一前 崩1L鮎IF乱-

L摘 招Ⅵu,hよ最 ,395pp.

『主従は天下をともにする』 著者がラタナコ

-シン王朝200周年に寄せて講演した講演録や,

評論を集めて 1冊に編集｡

･6･弧捕 紬 1血 -R押 仰 晶 k,00
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A

止 ･u77mFIA乳 k,ak)よ,176pp.

『200年前のバンコク』 バンコク建都200年に

寄せて,市内の名所旧跡について述 べ た随筆

集｡

17.菰 斉 m l可, -Lil昂3J萄 茄 了LLni'l Ln2'l
ilJ E賢トrfT

しLBJuglu,H fl了JLll刊3JⅥ111円了, bi旭丘,
1

170pp.

RaiianakosinBicentennial.ラタナコ-シソ王

朝200年祭の祝典をカラー写真で収録O特 に,

チャクリ-王宮,エメラルド仏寺院の夜景,国

王夫妻の船渡御,市内の祝賀パ レードなどの写

真をタイ ･英両語で説明｡

18･Lm n m An押 -輔 舶 甲
q77

r
n

l 色ノ
川 yJl罰f]J円列177凹 〔17比釘JnlEJ罰3JEl･
葡点 滴 肌Ⅵ子･L鮎 Jh 71m,tg馳 走,

170pp.

『ラタナコ-シン王朝時代の衣服』 19世紀初

めより現代に至る服装の変遷史｡特に上流階級

が主になる｡

19.LarrySternstein,Poriraiiof Bangkok,

Bangkok Metropolitan Administration,

1982,152pp.

本書 は JournalofSiam Society,γol.67,

Part2(1979)の論文 "KrungThepatone

hundred:Scapeandgrid"をもとに,さらに

補筆,写真 ･地図を豊富につけ加えた｡特に,

近年のバンコクの人口増加,市域の拡大とバン

コク市の未来図を措いている｡

20.PharaniKirtiputra,ArtObjectsPertain一

mgtotheChakriDynasty,TheOffice

ofHer Majesty's Private Secretary,

1982,133pp.

チャクリ-王朝200年の問に作り出された美術

品,および外国からもたらされた美術品の一部

を,カラー写真で紹介｡中国の陶磁器,素翠の

細工が半分を占め,あとの半分がタイ国の金銀

細工などで占められている｡

21.The Sub-committee for Documentary

128

CompilationCommitteefortheRattana-

kosin BicentennialCelebration (ed.),

Raiianakosin BicentenntalILife and

PeoPle,NonsuchCo.,Ltd.,1982,459pp.

ラタナコ-シン王朝以前のタイ国,チャクリ-

王朝 (即ちラタナコーシン王朝)歴代の国王,

バンコクの成立,国礎柱,王城前広場,黄金の

丘,巨大ブランコ,現代のバンコク,タイ国の

仏教,芸術,工芸,生活と社会,経済, 福祉,

農業,工業,開発,財政,交通 ･通信,科学技

術などをおのおの専門家が分担執筆｡現代タイ

国の各界の状況を要領よく紹介｡写真も多い｡

22.ThidaBoontham(ed.),BicentenaireDe

Bangkok,1982,119pp.

フランス語によるタイ国の詩歌,文学,タイ国

近代史,美術,仏教の小論を集め,バンコク建

都200周年を記念 して出版｡

追加
1′ O A A ら′ J4 A I/

11円m冨研 1し仙 nl71% ･ Hnl珊 nu11% -

Ⅵ1血了:可1Fl了LLEq冨前 印Jm 荊 u岩脈]J
u qノ 1 2/ d 9/

甘11可uuⅥ可JⅥ1円列1nglf]n17EJIEJfluL刊1

nm w判別Ⅵ1um : nl詞 弛 胤 11等 一

読 珊 了油 壷 紬 而 也｡｡ 止 ,1
田口1払 う嵐 山 冨可1Fl了LL∈q訂前 門J 3JⅥ1-

A IL′ A
1ⅥEJl∈qEJ3JⅥQleq,hak]よ,111pp.

『人口と社会の研究 3.バンコクへの移住に関

するクーク県農民の意識 :ラタナコ- シン200

年記念の研究』 1982年4月の20日間,クーク

県の農民15-45歳 の200人に面接調査した結果

報告｡地方の農民のバンコク-の思いと,体験

にもとづく感想などが窺える｡

<ま′A A/ A
2.flml旬17EJEJl旬日,日田f11′〕冨Ⅵ1JLFT了凹句ni)

刊 ∝月

紬 NLL田山 3m 了脚 ∩神 州 uⅥ1-A色/ l
Vtfl7 71日Jlun171覗 t吉羽J6)-k,=可W111

日JFl了血 JⅥ1知 日1免 , 血走tgg,183pp.,

307pp.
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『バンコク市の経済 ･社会 ･人口の様態 研究

報告 1-2』 バンコク市民の人口構成,職業,

国籍 ･民族籍,宗教,出生地,食事と衛生,咲

入と支出,貯金と借金等々にわたり,7ンケ-

ト調査し集計した統計表を第2巻で示し,第 1

巻で調査結果をまとめている｡

3･Ⅵ･∩前 沼紬 日野 臼1･-浦 舶 叩 J-
fgl扇 Fl紬 wf,- REu訂f)um 73JFl17献
血 an即了罰1凹11MU 晶 m冨nm n1号

も′ ∫ A 0 qノ A

Lf]Fl∈qFl凹m刊aJ可1管1 日1unLeqq1万F117

wUFl萄Nu官庁 也鮎 よ,31pp.cJ]
『ラタナコ-シン王朝の国礎柱』 国礎柱の伝

統的な考え方と,バンコクの国礎柱の由来,お

よびその前に配されている神像について解説｡
u { u A も′ む′ i

4.uleq旬uⅥ7 7飢uln了,甘飢3Jl罰i)可1uuVl,
1

3Jl珊 言 責1#Flut, -1JnAmn31鮎 棚 前 _

鮎 1%日放罰gl扇∩餌 Ⅵ手 ,k.ak,a:,283

pp.

『ラタナコ-シン王朝の書物雑記』 『三印法

典』に始まり,歴史的に価値ある辞典類,雑誌,

新聞,教科書について解説｡またタイ国内の図

書館を紹介｡最後に著作権,印刷法についても

解説｡

5･血 四 百滴血宕･ -∩?,JtW 1- -

品晶 壷 1m 高前言‥ 血 覇nLⅥ外
i

nl了盲舶1亀 田鮎 7滴 品 詞u判子 Wl i
fl.hmlqa flLSJVJ.軒 k]ak]3,-鮎 刑罰肌,

404pp.

『チャクリ-王朝におけるバ ンコク200年 :

1782年-1982年間の ラタナコ-シン時代の重大

事件の記録』200年の問の各王の時代に生起し

た主な事件というより,王の著作や王室行事を

解説紹介｡

本稿は,昭和57年度文部省科学研究費補助

金(海外学術調査)による研究 ｢東南 アジアの

政治的生態空間の成立 と展開に関す る研究｣

(代表者 :土屋健治) の海外学術調査成果の

一部 として執筆 された ものである｡
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