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はじめに

本報告書は、平成17年度21世紀COE研究事業「都市文化創造のための人文科学的研
究」のうち、東南アジア研究チーム所属メンバーによる研究成果の一部を、フィールド
調査の結果を中心にまとめたものである。この研究は「都市環境モノグラフ調査――ソ
フトシティの基盤的研究のための実態調査」という課題のもとに、平成15年度からタ
イとインドネシアにおいて行われている。調査の目的は、まず文化を生み出す基盤とし
ての都市環境や都市の文化蓄積の実相をとらえること、また文化景観と文化表象研究の
ための方法論の考察を行うことなどである。フィールド調査の結果はソフトシティ創造
のためのもとになる、芸術など文化を生み出すセンスの基盤を環境や景観との関連で解
明するための基礎的データとして利用される。この調査はそれゆえ文化をツーリズムの
発展などに活用するための潜在的な文化資源の発見という点でも資するところが大き
い。事業の進展とともに、研究調査の重点は次第に都市と芸術に関するテーマに置かれ
るようになりつつある。本報告書の内容は、エコツーリズム、サウンドスケープ、アー
トマネージメントなどの考察と、空間や景観研究の理論に関する資料等から成る。個々
の小論は未だ漠然とした研究成果にとどまっているように見えるかもしれないが、筆者
たちはこのような文化に関する基礎的データを積み重ねることによって、将来の「住み
やすい都市」創造に有効なデータと知見が得られるものと考えている。
調査の遂行に際しては、チュラロンコン大学、ガジャマダ大学、インドネシア国立芸
術大学など、文学研究科・都市文化研究センターと学術交流協定を結んでいる大学の関
係研究者の懇切な援助を受けた。本COE事業を通じて、都市の文化創造なかんずく大
阪と東南アジア諸都市の文化創造に寄与する学問研究の基盤の構築に進展が見られつ
つあることを喜びたい。

平成18年3月
山野 正彦
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もうひとつのエコツーリズム
― 資源としてのサウンドスケープ1―

中川 眞 *
Shin NAKAGAWA
Another Ecotourism; Soundscape as Resource for Tourism

１. エコツーリズムについて
近年、エコツーリズムがもてはやされている。ツーリズムが文化や経済に大きな影響を与え
るのは周知の通りである。観光は、特に顕著な自然資源あるいは文化資源をもっている地域に
とっては、大きな産業となっている。また、そのような資源をもっていない地域においても、
観光という名のもとに、隠れていた資源を見出したり、あるいは新たに創出したりするという
試みが始まっている。しかし、一方で、観光のために環境が破壊される事態も生じている。素
晴らしい自然環境を観光資源としたために、大勢の人々が押し寄せ、その自然そのものが失わ
れていくという、矛盾した現象が容易に起こり得る。例えば、日本の最高峰で有名な富士山は
登りやすいことも相まって、また信仰上の理由も加味されて、多くの人々が訪れるが、大量の
ゴミが排出されている。またマナーの悪い人が貴重な高山植物を持って帰ったりする。それを
処理するために、地元の人々による奉仕的な活動では間に合わず、多額の税金を投入すること
になる。あるいは、有名な高山植物を抱えている自然遺産地域においては、高額な入場料を徴
収することによって、維持管理の助けとするとともに、入場者の制限（選別）を行っている。
ツーリズムが基本的に経済的収益をめざすかぎり、常にこのような衝突は起こる。
そのような矛盾、衝突を回避するための智恵として、ツーリズムにエコロジーの思想を投入
したエコツーリズムという方法が生み出されつつある。つまり、収益のことを勘案しつつも環
境に対して最大限に配慮したツアー、もっと踏み込んでいえば、環境保全を支援するツアーの
創出である。地球への負荷をかけないようにしながら、持続可能な観光によって地域共同体の
発展をめざそうとする動きである。その事例にはいまや枚挙に暇がないが、単なる山歩きです
らエコツーリズムという名を冠せられるほど名称が誤用されている例、あるいは商業的利益の
ために名前が悪用されている例も見受けられるほどである。そういう点も含めて、すでにエコ
ツーリズムという名は確実に社会のなかに定着しつつあるといえるだろう。
*大阪市立大学大学院文学研究科教授・COE事業推進担当者
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端的にいえば、エコツーリズムとは、これまでの商業的ツーリズムとは方向性を異にし、豊
かな自然、あるいは自然と文化の類い希な融合の地を訪ねながら、それらを破壊することなく、
同時に地域へ経済的振興をもたらす観光のことである。
以下、エコツーリズムに関する関係団体・機関による定義を紹介しよう。
＊The International Ecotourism Society
Responsible travel to natural areas that conserves the environment and sustains the
well-being of local people.（環境が保全されており、地元民の福利に貢献している自然地域へ、
責任をもって旅することをエコツーリズムとする。）

＊WTO, World Tourism Organization
Sustainable tourism development meets the needs of present tourists and host regions
while protecting and enhancing opportunities for the future. It is envisaged as leading to
management of all resources in such a way that economic, social and aesthetic needs can
be fulfilled while maintaining cultural integrity, essential ecological processes, biological
diversity and life support systems.（持続可能な観光開発とは、旅行者とホスト地域の現在の
需要にマッチしつつ、次世代のためにも機会を保護し、強化するものである。あらゆる資源を
活用・管理するにあたって、次のような方法をとらなければならない。すなわち、文化の尊厳、
必要不可欠な自然環境の変化、生態系の多様性と生命を支える仕組みを維持しつつも、経済、
社会が求めるものを満たし、また美観を損ねることのない方法である。）

＊Agenda 21 for the Travel & Tourism Industry
Sustainable tourism products are products which operate in harmony with local
environment, community, and cultures, so that these become the permanent beneficiaries.
(持続可能な観光商品とは、旅行対象地域の環境、コミュニティ、文化と調和を保つよう実施さ
れている。結果、恒久的な利点をもたらすのである。)

＊日本エコツーリズム協会
エコツーリズムとは、（1）自然・歴史・文化など地域固有の資源を生かした観光を成立させ
ること。（2）観光によってそれらの資源が損なわれることがないよう、適切な管理に基づく保
護・保全をはかること。（3）地域資源の健全な存続による地域経済への波及効果が実現するこ
とをねらいとする、資源の保護＋観光業の成立＋地域振興の融合をめざす観光の考え方であ
る。それにより、旅行者に魅力的な地域資源とのふれあいの機会が永続的に提供され、地域の
暮らしが安定し、資源が守られていくことを目的とする。

以上が、一般的なエコツーリズムに関する理解だといえよう。本稿では、私の2つの関心に
従って、エコツーリズムの問題に接近したい。ひとつは、エコツーリズムを支える思想の問題
－4－

である。エコツーリズムはさきほど述べたように、開発と保全あるいは、増収と環境保持とい
う、実に両立の難しい状況の上に成り立っている。それを成り立たしめるには、強固な理論が
必要である。経済学、法律学、社会学など、いくつもの専門領域からの接近が可能であろう。
しかし、ここではなかでも最も肝要と思われる、倫理的基盤について考えてみたい。つまり、
環境倫理学的な観点から、エコツーリズムを支える論点を見出したいと思う。その際のキーワー
ドは共生、共存 coexistence である。
もうひとつの観点は、都市におけるエコツーリズムは可能か、という問いである。エコツー
リズムは手つかずの自然が残っていたり、自然と人々が共存している地域への観光が主流であ
る。例えば、ジョクジャカルタ市内、大阪市内といった都市部へのツーリズムは、主として王
宮やショッピングセンターなど（ジョクジャ）
、有名な文化遺産や美術館、ショッピングストリー
ト（大阪）に集中している。これは明らかに従来型の観光であり、都市にくる観光客の目当て
も、有名な観光スポットの訪問とショッピングというのが大半だ。しかし、ここにもエコツー
リズム的な視点を導入した、新しいタイプの観光を生むのは可能なのではないだろうか。もし、
都市におけるエコツーリズムが実現すれば、それはエコツーリズムという考え方にインパクト
を与えるし、また都市そのものの機能を変えるきっかけにもなるだろう。ある意味で、海外か
らジョクジャカルタにやってくる観光客はボロブドゥールやプランバナン、あるいはジャワ舞
踊や影絵芝居だけという観光にうんざりしているし、新たな観光資源をジョクジャカルタにお
いても見出さねばならないだろう。そのような観点から、私はひとつの資源としてサウンドス
ケープに着目したいと思う。
そのために、まずはエコロジーを支える倫理的基盤について考えることから始めよう。

2. 共存の倫理学：自然と人間との共存
共存とは実践の言葉であるが、実践を支える倫理の問題を先に考えるのは非常に効果的であ
る。とりわけ「自然と人間の共存」というトピックは考察するに値する。なぜなら、自然はも
の言わぬ存在であり、もの言わぬ存在の「意志」や「感情」を捉えることができるのかどうか
に、人間の真価が問われるからだ。私たちは自然の大切さを知りながらも、自然を破壊してし
まう。いったいどのような倫理的スタンスをもつことによって、自然と共存できるのであろう
か？
80～90年代にかけて、社会開発等の実践的場面では持続可能性 sustainability が主要な
テーマになったが、もちろん環境についての科学でもそれはキーワードとなる。地球環境が持
続可能な範囲内に開発にとどめること。そのためには次のような約束をしなければならない。
1．再生可能資源については再生速度を超えてはならない。
2．再生不能資源については、（再生可能な）代替資源の再生速度を超えてはならない。
3．汚染物・廃棄物については、それを吸収・浄化できる速度を超えてはならない
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つまり、
「地球環境の資源供給機能（ソース機能）と汚染吸収機能（シンク機能）の限界によっ
てはっき制約されている」2のだ。そして、これらは国際的な条約によって将来定められ、遵守
されることによって環境破壊はくい止められ得るだろう。
しかし、現実には環境破壊の進行はなかなかくい止めることはできない。それは一人の個人
が努力してもその効果をはっきりと知ることが困難だからだ。例えば、都市住民は大量のモノ
やエネルギーを使う生活を送るいっぽう、
『途上』国民のうちの少なからざる人々は必要最小限
の物資（食糧・水・燃料など）にもこと欠き、『先進』国民の大量消費がもたらす環境破壊のツ
ケに苦しむ、という不公正が現に存在している」3。それを都市住民はなかなか実感することは
できない。ましてや、環境問題は未来の人々のために、現在の我々が解決をはかろうとするこ
とであり、そのときも「未来の人々」を実感することは難しい。それは想像力の問題であり、
また人間がエゴイスティックな存在であることの証左である。自然の破壊は人間の利益のため
に自然を利用してきたから起こったものであり、これは人間中心主義として環境倫理学では強
く批判されている。この深刻な人間の特性から脱する、あるいは克服する（脱人間中心主義）
にはどのように自然を捉えたらよいのだろうか？
それは、チャールズ・テイラー Taylor の以下のような主張に見ることができる。
① 人 間 は 人 間 以 外 の 生 物 と 同 じ 意 味 と 同 じ 条 件 で 、 地 球 の 生 命 共 同 体 biotic
communityの構成員である。
②人間を含むすべての種は相互依存のシステムの一部である。
③すべての生物は、それ自身の仕方で自分自身の善を追求する。
④人間は他の生物に本質的に勝っているわけではない。
「自然を人間の利益や幸福を実現するための手段・道具としてではなく、それ自身が生得的
にもっている内在的価値 intrinsic value あるいは固有の価値 inherent value をもっている」
4という。つまり、自然にもそれ独自の価値があり、何人もそれをみだりに侵すことはできない

というものだ。その相互の「固有の価値」
（例えば人間としての固有の価値と羊としての固有の
価値）の間には基本的に優劣や序列はなく、相対的な関係があるに過ぎない。この固有の価値
をテイラーは「善」と言っているが、私たちが他の生物に対して敬意をもてるとすれば、この
価値や善を認めるからであろう。しかしここで指摘しなければならないのは、その認め方は多
分に直感的であり、その根拠をこれ以上遡るのは不可能かもしれないということだ。それは敬
意、共感、愛などと呼ばれるものであり、それを喚起するのが想像力である。
本田は自然の固有の価値を認めつつ、私たちがとるべき態度として「あらゆる自然対象を私
たちにとっての価値体系のなかでのみ評価するのでなく、自然生態系のシステム全体の脈絡の
なかでも位置づけ、この位置（niche）に即した自然対象の機能を損なうことなく、むしろそれ
を維持・促進するような利用の仕方を工夫しなければならない」5ということを主張する。人間
であることを保留しながら、自然生態系という視点から人間の位置を見直そうというのだ。自
然の生態系を優位において初めて、エコシステムが護れるというのだ。このような観点から、
－6－

動物を原告とした訴訟がアメリカや日本で行われたことは記憶に新しい。ものを言うことがで
きない動物を代弁して、人間が訴訟を起こしたのである。また「すべての人と生き物がみなそ
れぞれに自分らしく生きるために、限られた資源・環境をどのように分けあって利用するのが
最も有益かを常に真剣に考えて生活することが、一人前の個人の当然のモラルとして求められ
る」6というのも、同じような視点からだ。その固有の価値とは「自分らしく」ということであ
り、本来もっている生命的尊厳を最大限に発揮することだ。しかし、その発揮が利己的になさ
れるのではなく、他との協調がはかられた上で発揮される必要がある。
これまで人類は、環境のなかでの自分たちの位置づけに失敗してきたのではないだろうか。
将来の人類に益するというのは二次的なことである。最も重要なことは、環境すなわち他者の
生態系を、自らの価値体系より優先させること、このような控えめな（寛容な）態度によって
初めて自分をも含めた環境が護れる。このことの困難さは、初めに指摘したように、個人レベ
ルの努力では何も結果が見えてこないところ、さらに、自然の内在的、つまり絶対的価値を根
拠づける論を未だ持ち得ていないところにある。それを補うのが想像力であるが、それでは想
像力に過大な負担がかかってしまうだろう。個人の死は想像できても、この宇宙の死は想像で
きるだろうか？

その飛躍の方法を環境倫理学は提示してみせる必要がある。

3. 共存の経済学：協同的社会をめざして
1共同体や1国を超えた地球共同体レベルで考えながら、環境への負荷を最小限にする社会を
もとめるとき、その経済活動は大きく変化する。それは、もちろん政策を伴うことによって大
きな効果を発揮する。
例えば、エネルギーだ。化石燃料（石油や石炭）に依存することには限界がある。しかし、
再生不能エネルギー（原子力）を使う場合、その廃棄物を処理する能力を私たちはもっていな
い。未来への人々に負の遺産を残すことになる。そこで安全性、環境負荷の少なさを考えると、
太陽光発電、風力発電が浮上してくる。しかし、ここで問題となるのはコストだ。いずれも現
有の発電に較べるとコストが高い。
化石燃料から発電する場合、資源の他に各種機械設備、技術などの直接的な費用が必要にな
るが「発電に要する費用はそれらにとどまるものではない。生産から消費にいたる過程で、地
球資源枯渇へのテンポは加速され、環境はダメージを受け、人間の健康への被害も発生する。
その他、社会は広範かつ膨大な負の影響から逃れることはできない」7。これらは、コストとし
て加算されずに市場価格が決められていたのだ。「見えざるコスト」は別に社会が負担してい
た。この見えざるコストを正当に計算するならば、風や太陽などによる自然資源発電によるコ
ストは十分な競争力をもつことが証明されている。また、よりいっそうこれらのエネルギーを
促進させるために、税制上の優遇措置などをとることによって、デンマークなどは圧倒的なエ
ネルギー源の転換を成し遂げたのであった。また、そのときに注目すべきは、経済が発展した
にもかかわらず（1974年から91年の17年間にGDPで40％の成長）
、エネルギー消費量が年ごと
に低下し、ある時期からは横ばいの状態になったことだ。これは、エネルギー源の転換ととも
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に、「エネルギー少消費型経済成長が可能であることを実証してみせたのだ」8。これは地球環
境への負荷を少なくしながら、経済的成功を得た希有な例であるといえよう。それは、まさに
21世紀の私たちがめざすべきモデルのように思われる。地球環境をまもることが、また私たち
の社会をまもることに直結するのだ。そのなかで、まだまだ姿を変えるべき課題がある。それ
は、車とゴミの問題だ。
車の問題はどこの都市においても深刻だ。トラフィックカーミング（交通沈静化）によって
爆発する自動車交通を抑制し、街を住民の手に取り戻すことが望まれている。「トラフィック
カーミングの思想とシステムを欠いた都市は、利便性においてどのように優れていようと、住
民にとっても自動車の乗り手にとっても、安らかな社会でありうるはずがない」9。そしてめざ
す方向は「迂回型社会」だ。迂回を多くすることによって、車という最も便利な乗り物を最も
不便な道具にしてしまうという思想。ガソリンは多くかかり、また市内の中心部に行けば行く
ほど駐車料金を法外に高くする。そうやってコスト負担を求めることによって総量を規制し、
街を人間の手に取り戻そうとしているのだ（ドイツのブレーメン、ミュンヘン、スウェーデン
のイェーテボリなど）
。不便であることを市民が受け入れるという総意が成り立てば、社会は別
様に動き出すだろう。
私はジョクジャカルタにおいて車の問題は大きいと思う。それは、事故のみならず、騒音、
排気ガスにおいて、日本とは較べものにならないほどの深刻な環境への影響を及ぼしているか
らだ。日本ほど涼しくないジョクジャで、バイクから自転車への転換を強くいえないことは分
かっているが、バイクの数は異様に多い。自動車やバイクは確かに便利だ。しかし、このまま
にしておくと、化石燃料を多く使うことによって空気は汚染され、塵は空中に大きく舞い、人々
の健康にも深刻な被害を与える。そのような事態になると、最終的に都市としての荒廃をもた
らし、観光業などにも打撃を与えるであろう。環境の衰退は必ず都市の衰退を生む。それを察
知する必要があるのではないだろうか。ヒントは足下に、つまりベチャにあると思う。あれこ
そは環境共生型の実にすぐれた乗り物だ。ここ数年前から京都や神戸にもベチャが走り出した。
これは極めて低価格で乗客を運んでいる。もちろん、そのためにはベチャを支えるシステムを
作らねばならないだろう。ベチャに乗るということは、安いだけではなく、
「fast」から「slow」
へという、意識の再転換を促すことになるだろう。
また、ゴミの問題も深刻だ。インドネシアで私が驚くのは、ゴミを無造作に川に投げ捨てる
ことだ。火山灰系の泥土であることもあるが、ジョクジャの川は非常に汚れている。また汚水
も多く垂れ流しで流入している。環境センサスをとってみれば、それは一目瞭然であろう。ゴ
ミの「ゼロミッション」という研究プロジェクトが1992年に国連大学でスタートした。廃棄物
の有効利用化をはかって、つまり廃棄物の循環化をはかって、企業の産業廃棄物をゼロにする
運動だ。これもまた、地球環境・資源問題の解決に近づく道だ。
ビール・魚の養殖・藻という連鎖が考えられる。ビールを醸造するときに出る高タンパクを
養殖の魚の餌にする。そして魚から出る廃棄物を藻によって吸収させる。もちろん、そのため
の技術が生み出されねばならないが、そうすることによって廃棄物はゼロになる。このような
徹底した思想を、わずかでもジョクジャカルタ市民は学ぶべきではないかと思う。
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4. サウンドスケープによるエコツーリズム
かつて京都の西陣でエコツーリズムが開催された。これは都市で行われたエコツーリズムと
してかなり珍しいものだ。西陣は伝統的な町屋と、西陣織という伝統産業が根づいた典型的な
伝統的都市空間であり、目立った自然があるわけではない。このエコツアーの目的は、人々の
生活と産業、文化が一体となっているところに着目し、そういった共同体のあり方を知ろうと
いうものであった。例えば、町屋の空間構造と、それにかかわる生活、また職住の近接から生
まれる周辺の配慮。音や匂いを出したりすることに対する人間関係の調節など、街のなかで人々
が暮らしていくための智恵がいっぱい詰まっている。いまそれが失われつつあるが、西陣の人々
にとっては大切で残したい文化でもある。そういった西陣の暮らしや文化に詳しい人による解
釈（インタープリテーション）の助けを借りて、このツアーは挙行された。
このツアーはエコロジーそのものと直接結びついているわけではない。しかし、環境と人間、
文化のバランスを最大限に重視するというエコツーリズム的視点と何ら矛盾するものではな
い。むしろ、その望ましい拡大解釈だといえるだろう。ツーリストにとって、色々学ぶべきと
ころは多く、また、外部からそのように評価されることのメリットは、西陣側にとっても大き
いだろう。現在の環境を破壊することなく、むしろ望ましい環境を探りながら共益を生み出す
ことが、エコツーリズムの基本だ。
さて、私が本稿で提案したいのは、サウンドスケープを資源として考える都市型エコツーリ
ズムだ。サウンドスケープは、アコースティック・エコロジーとも呼ばれ、耳で捉える環境（景
観）だ。それは単なる物理的な音環境ではなく、意味あるもの、無意味なもの、快適なもの、
不快なものなど、私たちと様々な関係性をもちながら、私たちを包んでいる（囲んでいる）音
の総体だ。サウンドスケープよりアコースティック・エコロジーの方が分かりやすいと思うが、
音響もまた様々な生態系をつくっている。自然の音をベースに、共同体のなかには様々な人工
音が配置されている。それはときに実に素晴らしいものであったり、あるいは醜いものであっ
たりする。しかし、私たちは、そういう事実にあまり気づくことがなかった。カナダの作曲家
であり音楽教育者であるマリー・シェーファーが初めてこの言葉をつくるまで、意識すること
がなかったのだ。
都市景観の中には、伝統的な建築や宗教的施設、あるいは現代的で挑戦的なビルまで、様々
な特徴ある空間が存在し、それが都市の財産となっている。ツーリストはそういう財産を見に
来ている。それと同様に、音もまた都市の景観を構成する要素であり、それをも財産と考えれ
ば、ツアーの対象ともなり得る。しかし、これまでそういう観点はほとんどなかった。
都市生活者にとって、音環境は主として騒音問題として現れる。都市はノイズの生産地でも
ある。もちろん、都市のなかにはポジティブ、ネガティブ様々な音があるが、都市で語られ、
関心をもたれる音はノイズであった。ひょっとしたら、ジョクジャカルタではノイズすら関心
を持たれていないのかもしれない。つまり、都市の音環境はネガティブな視線から捉えられる
ことが多かったのだ。確かに、都市の音には問題が多い。しかし、シェーファーは、サウンド
スケープあるいはアコースティック・エコロジーという言葉によって、ネガティブな音と同時
にポジティブな音があること、そしてそれらが長い時間をかけて都市の音景観をつくるのだと
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いうことを明らかにした。
世界に2つと同じ音の都市はない。あるいは、ひとつの都市の内部でも、同じ音の瞬間は2度
とやってこない。音はそれほどつかみにくくて不定形なものだ。その都市のなかには、ノイズ
とは反対に、その都市らしさを表すかけがえのない音もある。あるいは愛されている音もある。
そのようなポジティブな音への関心を引き出すことによって、ノイズを消すだけではなく、大
切な音を残すという、トータルな街の音づくりの思想が生まれてくる。これをサウンドスケー
プ・デザインというが、日本の都市でも、ジョクジャカルタでもまだまだ立ち遅れている。特
にジョクジャカルタでは、騒音に関する市としての条例はないと聞いている10。だからこそ、
都市の音は、エコツーリズムの対象となる。
日本では環境庁が「日本の音風景百選」を選定し、残したい音風景を決めた。それは地元の
人々の誇りを責任を喚起し、同時に、ツーリストの誘致対象となった。私は、このような試み
にはどちらかといえば消極的だ。なぜなら、ここに選ばれた100の音風景は維持されるかもし
れないが、逆にその他は切り捨てられるのではないかと危惧するからだ。これがシンボルにな
るといいが、「これだけを残せばいいのではないか」という気分を生むのが嫌だったのだ。素晴
らしい音風景は個人的、主観的なもので、それをひとりひとりが発見したり、楽しむというの
が基本だと思うが、心ない破壊という現実に直面するときには、こういう公的なお墨付きは役
にたつだろう。
やや否定的な意見を述べたが、この100の音風景の選出によって、サウンドスケープがツー
リズムの対象となるという認識を広めた点では、画期的な出来事であったといってよいだろう。
京都では丹後半島の「鳴き砂」と京都市内の「竹林の風音」が選ばれた。それをきっかけとし
て、私の友人は「琵琶湖

音の八景」を提案して、人々にサウンドスケープの面白さを説いて

まわっている。
しかし、概ねこの「音風景百選」は自然にウェイトが置かれている。自然はモノ言わぬ存在
ゆえに、代わりに人間が主張しなければならからだ。だが、私の提案するサウンドスケープの
エコツーリズムは、都市のなかのサウンドスケープを対象とする。自然に恵まれた地方を軽視
するというのではなく、そういった地域のサウンドスケープにはすでに目配りが届き始めてお
り、後発の資源に先駆的に着目しようというものだ。
都市は自然の場というよりは、人々が暮らし、モノや情報を交換し、消費する場だ。そこに
は都市ならではの音が存在する。それはノイズ（これを私は都市の自然音と呼びたい）と広義
の意味での文化の音だ。サウンドスケープによるエコツーリズムでは、この都市の音を聴きな
がら、音と人々の営みの関係を知り、ふだん聞き過ごしている音の大切さに思いを馳せること
を目的とする。
例えば、京都の人々が最も愛している音に祇園囃子がある。これは7月17日の巡行をクライ
マックスに、7月1日から京都の中心部で鳴り響いているものだ。京都の人々はこの音を聴くと
7月（＝夏）を思い起こす。同時に、この祭礼は日本屈指のツーリストを集めるので有名で、
一晩に数十万人が押し掛けることも珍しくはない。従って、ツーリズムの対象としては珍しい
ものではないが、サウンドスケープならではのツアーが可能だ。通常のツアーであれば、鉾を
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見たり、京都の夏の食事をとったりと、囃子に耳を傾けるのはその一部に過ぎない。しかし、
私の提案するツアーでは、囃子を演奏している現場（町家の2階）に足を運び、その演奏風景
を観察するとともに、近くの町屋にお邪魔し、最も京都らしい音の楽しみ方を体験する。
祇園囃子はコンチキチンと呼ばれて、その優雅さが喧伝されるが、現場で聴く囃子の音はそ
んな悠長なものではない。音量は100dbAを超え、まさに耳を聾さんばかりの大きさだ。楽器
は3つに分かれ、比較的若い人がカネを打ち、それからフエかタイコにわかれて出世していく。
常に長老が演奏を見守り、若い人々が受け継いでゆく。共同体の文化の伝承の現場でもある。
また、囃子が伝統的に男性のみによって担われてきたことに、改めて気づくだろう。それから
近所の町屋に移動する。
京都の町屋は独特の構造をもっていて、その最たるものは中庭だ。庭といっても、四方の家
屋に囲まれていてさほど大きいわけではない。しかし、ここでは四季の花が咲き、鳥が飛来し
て、住んでいる人の心をなごませる。そして、ここに微かに囃子の音が届く。表からは家屋に
よって遮断されているため、その遮音効果は大きく、車の音なども大幅に減衰している。囃子
の音がまるで空から降ってくるようにきこえるのだ。主人は、その音を聴きながら一献傾ける
のが最上の楽しみだという。地域の音が住民の家のなかにまで入りこみ、ひとつの生活スタイ
ルをつくっている。このスタイルは、囃子という音と、町屋という建築構造が交差する地点で
生まれる。そこから、私たちは町屋が作り出す文化の深い奥行きに触れることができる。京都
における伝統的な生活のなかで、人々は多様な要素を組み合わせて、生活の文化をつくってい
るのだ。これらを知ることもまた、都市型のエコロジー体験だ。西陣で機織りの音、機織り唄
を聴くこともまた、西陣の人々の伝統的な生活文化に触れることにつながる。また、町屋の中
庭で、囃子に混ざってけたたましいバイクや自動車のノイズがきこえてくるとき、私たちはア
コースティック・エコロジーが崩れつつあることも知るだろう。
また、近年では私が監修として関与している、奈良市奈良町におけるサウンドスケープによ
る町づくりも地域の関心を集めている。これは「奈良まちづくりセンター」が主宰するもので、
音という観点から自分たちの居住する町を見直し、さらに観光にも役立てようとする運動だ。
奈良町は元興寺を中心とする、奈良時代にまで遡る古い町域だが、近年は都市開発の結果とし
ての産業道路の新設などによって、町としてのアイデンティティや誇りが失われてきており、
それがこの町の目玉であった観光産業にもネガティブな影響を与えていた。これまで住まいの
空間や、伝統的工芸などに目を向けてきたが、サウンドスケープもまた、町を見直すツールに
なるのではないかということで、2004年度から取り組みが始まった。
地域住民への聞き取り、アンケート、環境の定時観察、録音などを通じて、奈良町のサウン
ドスケープの概要や、住民の意識を調べたのち、プロジェクトチームは2005年度に2つの社会
的な発信を行った。ひとつは地域FMへのサウンドスケープに関する番組コンテンツの制作・
提供で、4月から9月まで26回にわたってオンエアされた。この番組は一部のリスナーからは評
判となり、投書もあった。もうひとつは「音の庭」づくりで、町づくりセンター内の寂れた中
庭を再生させるべく、毎月1回のワークショップを行って、「音聞きタイム」など、音への関心
を広げながら、参加者による庭づくりを楽しむイベントが開催された。プロの庭師によるガイ
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ドによる庭づくりは素人がめったに体験できるものではない。そのような活動を通じて地域の
人々や地域外からの参加者が、音への意識を高めていった。現在では、その成果を訪問者（観
光客）にも知ってもらえる方策を考案しているところだ。11
エコツーリズムは少量のツーリストを対象とする。バスを何台も連ねたエコツーリズムはあ
り得ない。また、エコロジーへの理解を深めるためには、その地域の文化や自然に造詣の深い
適切な案内者（インタープリーター）を用意しなければならない。そういう意味では、手間暇
はかかる割に、収益の少ない事業だといえるだろう。だが、ツーリズムが、大量のものから、
自分だけの、すなわち人があまり行かないもの（例えば、秘境ツアーなど）のように、急速に
多様化していることは事実だ。また、いわゆるツアーよりも、個人旅行が圧倒的に増えてきて
いる。そういう多様なニーズを考えるとき、都市型エコツーリズムもまた、極めて意義深く、
同時に少しの収益をあげることのできる計画だといえよう。
エコツーリズムの基本は、望ましい環境の保持にある。この点は、特に都市では留意する必
要がある。環境への関心が高まっているなか、環境の悪い都市は、いくら有名な遺跡や施設を
もっていたところで、その魅力はどんどんなくなっていくだろう。環境先駆的都市こそが、人々
の住みたい、訪れたい街となる。つまり、エコツーリズムの成り立つ都市こそが、今後の観光
都市のモデルになるのではないだろうか。
ツーリストを引き寄せるためには、環境への配慮が必要だ。エコロジカルな街の魅力を発信
すること。そこに人々が集まってくる。単にボロブドゥールやプランバナン周辺が整備された
だけではだめだ。大阪、京都やジョクジャカルタの街が魅力あるエコロジー都市に変わること。
それが未来のツーリズムの第1条件であると思われる。

注
1. 本稿は2005年7月18日にジョクジャカルタ市で開催された国際シンポジウム “Lingkungan
Hidup dan Pariwisata（環境と観光）”における発表 “Apa yang menjadikan eko tourisme?
（何がエコツーリズムを成り立たせるのか？）”に基づき、改稿したものである。
2. 本田1998：192
3. 同上：193
4. C. Taylor：154
5. 本田：195
6. 同上：203
7. 内橋1995：155
8. 同上：129
9. 同上：131
10. ジョクジャカルタ特別州には環境条例があるが、その遵守の考え方は浸透しているとは言
い難い。
11. 中宏之『サウンドスケープ・デザイン

具体的手法の考察と実践』
（大阪市立大学大学院文
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Koh Kred 調査報告
ブッサコーン・サムロントン *
Bussakorn Sumrongthong
Cultural Resources Management at Koh Kred

General Information
Koh Kred is located some 2 km. south of Amphoe Pak Kred, Nonthaburi. The island was once a
strip of land extending out along the bend of the Chao Phraya River. After a canal was dug to link
the waterway during the Ayutthaya period, it became an island surrounded by two waterways, the
Lad Kred and the Om Kred Rivers, which are actually two separate branches of the Chao Phraya.1

Kred or Tred
According to the Royal Institute’s Thai Dictionary of 1982, Kred or Tred is a small water way
that connects two stretches of the same river. Lad Kred, as in the name of a canal, according to a
narrow canal that provide a shortcut between two points on a river.

Koh Kred(Picture from Google Earth)
Koh Kred is a sub district of Amphoe Pak Kred. It is made up of seven villages on 990 acres of
fertile flood plain. Its soil is good for farming and Koh Kred clay is ideal material for earthenware
pottery.

*Assoc.

Prof. of Faculty of Fine and Applied Arts Chulalongkorn University
（チュラロンコン大学芸術学部助教授）
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Pottery at Koh Kred in the past
A network of man-made canals criss-cross the island feeding its paddy fields and fruit orchard.
Because of its good soil and geographic location, Koh Kred and its surroundings have been home to
continuous human settlement, as evidenced by the large number of ancient temples in the
landscape that date back to the late Ayutthaya Period.
This unique island located in the middle of the Chao Phraya has a long history of human
habitation and charming local culture. Together they have made Koh Kred a popular tourist
destination.

On the way to Koh Kred
Om Kred River, the older of the two river branches, flows north. The river is quiet today, with
only an occasional ferry boats from Pak Kred and little row boats peddling noodles and ice cream
passing by. Beyond Wat Sao Thong Thong houses are fewer and farther between, replaced by fruit
orchards.
A popular tourist route is Khlong Bang Bua Thong just west of the island also known as
“Sweets Canal” because people who live along its sides once made palm sugar in addition to rice
farming, and making sweets naturally followed from this. Khlong Bang Bua Thong is now
Nonthaburi’s major production and wholesale base for Thai sweets.
Looking across the river from the South end of the island, you can see the main mosque of the
Tha It Muslims moved to Koh Kred years ago and the two communities maintain close ties with
each other.
At the point where the rivers converge, turning into Lad Kred River brings a change in
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scenery. Houses along the banks are much more densely packed and the famous local pottery is
usually seen stacked up at piers waiting to be exported. Given the passing traffic and the two ferry
piers that link Koh Kred with the outside world, this stretch of the river is busy for most of the
river is busy for most of the morning and evening rush hours. When it was first dug, Lad Kred
measured 12 meters wide and 3 meters deep, but over the year the strong currents have eaten
away at the river banks, robbing many landowners of land that now exists only on paper.

History
1721 A.D.
Koh Kred was originally located on a protrusion of land along the bend of the Chao Phraya
River; thus its former name of Ban Laem (Cape Point Village).
In 1721, when Ayutthaya was the capital of Siam, King Thai Sa ordered a canal dug through
the village to shorten journeys up and down the river, facilitating trade and the movement of troops
during wartime. The canal, named Khlong Lad Kred Noi, was originally 12 meters wide and three
meters deep, but changes in the river’s course increased the speed and force of the water so much
that over the years water has eaten away at the land on both banks, turning the village into an
island, and pushed an ancient Chedi on the island off its foundation.

Mon Dance on stage at Wat Poramaiyikawas
Between 1767-1782 Mon people began to migrate east to Siam during the reign of King
Naresuan the Great of Ayutthaya, and the exodus continued well into the Rattnakosin (Bangkok)
years. The first Mon immigrants to settle in Koh Kred did so during the times of King Taksin the
Great, who reigned during a brief transition period between Ayutthaya and Rattanakosin. The king
sent his men to bring back Phraya Jeng, a senior Mon official in the court of Ayutthaya, and other
Mon who had been taken prisoner during the fall of Ayutthaya, to settle in areas that are today
parts of Amphoe Pak Kred of Nonthaburi and Amphoe Sam Khok of Pathum Thani. Koh Kred
already had a Mon community dating back to the late Ayutthaya period, centered around Pak Ao
Temple (now Wat Paramaiyikawas), so it did not take long for the newcomers to settle into their
new home.
In 1815 the Mon of Mataban killed their oppressive Burmese governor in a popular revolt,
then fled to Siam sent his son Prince Mongkut (the future King Mongkut, or Rama IV) to meet a
group of Mon at the Three Pagodas Pass in Kanchanaburi. A senior officer Chao Phrahaya Abaci
Budworm, was dispatched to bring the Mon of Tak province down to Pathum Thani and
Nonthaburi. About 40,000 displaced Mon settled in the kingdom during this period.
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The Great Floods of 1995 and 1996 destroyed most of the fruit orchards on Koh Kred, bringing
many farmers to the brink of bankruptcy.

Flood at Koh Kred
At the onset of the economic crisis in 1997, most of Koh Kred’s earthenware factories were shut
down. An aid project by Amphoe Pak Kred prow into a campaign to develop Koh Kred into a tourist
destination. The timing couldn’t have been better, as it was the start of the Amazing Thailand
tourism campaign of 1998-1999, and government support quickly poured in to help bring back to
life the customs and traditions of the Mon of Koh Kred. A chief beneficiary of the revival campaign
is the art of pottery making, and a cottage industry now caters chiefly to tourists.

People
The majority of Koh Kred’s population is split almost equally between ethnic Thais and those
of Mon descent. The cultural and racial amalgamation that has occurred over the course of two
centuries makes it hard to separate the two ethnic groups. But an observant visitor can tell them
apart by the orientation of their homes, their traditions and rite.

Thais
Thais make up about 42 percent of the local population. Most of them live in the north, south
and west of the island, in villages No.2 through 5. Most of Koh Kred’s Thais are believed to have
settled here before the arrival of the first Mon immigrants. Historical records show that at the
southeastern end of the island stood a customs checkpoint where goods and travelers passing
through the canal were taxed for the passage. At the rear of the island, the water created a rather
natural harbor for passing boats. A human settlement, Ban Pak Kred Noi, subsequently rose on the
Pak Kred side, Providing temporary shelter and a trading place for passing tradesmen. At the site
of the old customs checkpoint only the name has survived; it is now Ban Pak Dan, or checkpoint
village.

Mon
The ancient Mon kingdom occupied the east side of the Irrawaddy Plains in what is now
Myanmar. The kingdom was constantly at war with the Burmese, its neighbors to the North, from
1600 B.E. (1057 A.D.) well into the 23rd century B.E. Several waves of Mon immigrants fleeing the
war with the Burmese came to Siam, attracted by geographic proximity, a similar climate and the
common faith in Buddhism. The immigrant were welcomed and treated as equals by their hosts, as
their migration was seen as a weakening of the Burmese military might. Many of these immigrants
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later formed a core part of the Thai army.
The Mon immigrants were given land on the banks of the Chao Phraya and the Mae Klong,
two strategically important routes. They were giver religious freedom and were free to observe their
own traditions and rites. The biggest Mon settlements were in Amphoe Pak Kred in Nonthaburi,
Amphoe Sam Khok in Pathum Thani and Amphoe Phra Pradaeng in Samut Prakan.
The Mon of Koh Kred makes up about 43 percent of the local population. Most of them live in
village No.1, 6 and 7, which together make up the largest Mon community in Nonthaburi province.
These ethnic Mon carry on the traditions of their ancestors. They worship the household guardian
spirits of their paternal family, and the Mon language is still taught at some temples. Outside
temple wall, however, the language is spoken by only a handful of elderly people.

Muslim
About 15 percent of the local population is Muslim, most found in Villages No. 2 and 7.
Muslims moved to Koh Kred around 1984, when some local people traded land with the Muslims of
Tambon Tha It on the opposite side the river.

Chinese
Some of Koh Kred’s Chinese married locals and moved here; the rest are descended from
Chinese potters who moved to the rest are descended from Bangkok’s Ratchatewi district, circa
1995. The reason is obvious: Koh Kred is located close to a clay source, and pottery barns and kilns
already existed. The newcomers had only to alter the size and shape of the kilns, from the
Mon-style camel’s back kiln suited for firing water jars, to the low, oblong “dragon kiln” for firing
flower pots, the Chinese trademark ware.

Map of Koh Kred’s 7 Villages
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Floating Orchard Tour and Historical Overview of Mon Arts
Koh Kred has been a human settlement since the Ayutthaya period, thanks to its
advantageous geographic location and fertile soil. Historical evidence from the period includes
several of the island’s temples, and records say a customs checkpoint, Dan Khanon and a market
community existed on its southern tip.
Today, Koh Kred is an expanse of farming country with no bridge to the mainland. Visitors to
the island can feel a change in atmosphere from the modern urban community on Pak Kred just a
ferry ride away and the rural-like environs and quiet atmosphere of Koh Kred, reminiscent of a
bygone era, when life was simpler and neighbors knew and cared about each other.

Local Arts & Craft
Col. Chatiwat Ngamniyom is the only surviving master artisan of the Mon school in Amphoe
Pak Kred. He was apprenticed at age 12 with the former abbot of Wat Sanam Nuea, a master of
Mon parchment craft, and had made ornamental parchment paper for hem coffins at several
temples before becoming resident craftsman at Wat Paramaiyikawas in 1993. Each parchment
artist has his own signature. “To become a parchment artist you have to be able to do everything
from designing parchment patterns, to the actual tracing and to making the decorative details. I try
to preserve as much of Mon traditional designs as possible, using woven bamboo strips for
structure. Our hem coffins are unique because they have double lids and claw legs by way of
ornament.” Given the unpaid nature of their work, Mon craftsman these days can not find anybody
to carry on this heritage. “I am the only one left in Pak Kred now. My apprentices all quit after
learning the basic stuff. Nobody takes the craft seriously, because they don’t get paid for doing it.”
Chatiwat’s works for the temple include a hem coffin, the ornamental multi-tiered umbrella that
once adorned the Maha Raman Chedi, and the throne of Phra Nonthamunin.

Monks’ Funeral
An ornamental hem coffin and parchment castle are made for the occasion and burned with
the body. The first spark at the cremation is lit not by hand but with a special funeral flare, so as to
keep the body untainted.

Koh Kred Pottery
Earthenware making is a craft the Mon brought with them from their former homeland on the
Irrawaddy plains. The Mon of Koh Kred traded with their fellow Mon, buying wood for firing the
pottery from the Mon of Samut Sakhon and selling the finished goods to merchants from Pathum
Thani and Ayutthaya, who peddled the pottery upriver as far north as Nakhon Sawan, Sukhothai
and Phitsanulok. The famous Sam Khok water jars were actually made on Koh Kred, but were so
named after the hometown of their peddlers.
Koh Kred pottery is known for its quality and durability, thanks to fine, malleable local clay
that turns hard and strong when fired. The booming local pottery industry went into a slump when
cheaper Ratchaburi earthenware entered the market around 1967, a situation compounded by the
increasing scarcity of local clay. Potters resorted to buying clay from Pathum Thani, but as this has
a softer texture unsuited for making water jars, potters had to limit themselves to smaller ware
such as jars, bowls and mortars, Local potters were hit once again by the arrival of plastic ware and
cheap mortars from the northeast.
Koh Kred pottery enjoyed a brief revival during the bubble years, when ornamental
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earthenware was in high demand, prompting even Mon potters to break with tradition and start
making plant pots and garden ornaments. This short-lived boom ended with the collapse of the
economy, and most pottery barns were forced to shut down until local authorities began their
campaign to promote Koh Kred as a cultural tourism destination.

The Essence of Koh Kred Pottery
Koh Kred pottery is unglazed, with a coarse and porous texture that help keep water cool.
Local pottery produce two types of clayware: utilitarian ware such as water jars, bowls and dishes,
and pots traditionally reserved for monks and elder members of the families.

Lai Vijit Pottery
Intricately sculpted earthenware, as featured in Nonthaburi province’s official emblem, is a
signature of the Koh Kred School of pottery. Good Lai Vijit pottery has perfect proportions, a round
mouth, gently sloping “shoulders” and ornately sculpted details. It comes with matching pedestal
and a pointed lid.
The decorative details are either stamped on with a mold, hand-carved into the piece, or made
separately with a mold and then affixed to the article itself.

Wat Salakun
This temple in Village No.3 originally stood on the bank of the river, but over the years the
river has deposited land on this bank, adding a great distance between the temple and the river. A
former abbot of Wat Salakun was known for his mystical abilities and his collection of crystals and
artifacts inlaid with mother-of-pearl including a full-size coffin. None of the original structures has
survived.

Floating Orchards
Fruit orchards fringe the water in Villages No. 2-5. Most ethnic Thais here were rice and fruit
farmers, tilling the vast farmland that once sprawled across the heart of Koh Kred, and making
palm sugar after the harvest. When the price of rice went into a slump, farmers abandoned their
rice paddies for the fruit orchards.
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Once almost all the fruit orchards produced only lichees. Delicious Salakun Lichees were
popular at the court of King Chulalongkorn, but since 1967 climatic changes have raised winter
temperatures so much that Lichees trees have stopped bearing fruit, forcing farmer to switch to
growing durian. Several consecutive years of flooding from 1978-1983 destroyed 40 percent of the
island’s durian orchards, and the rest were all but wiped out along with other cash crops during the
Great Floods of 1995 and 1996. Koh Kred farmers turned to perennial crops such as banana and
corn until a government project in late 1997 encouraged them to pick up lucrative durian growing
once again. The crop planted during that drive will bear fruit in the 2003-2004 seasons.
Koh Kred has about 160 acres of durian plantations. Local farmers also grow pomelo, mango,
banana, mangos teen and Santos, and their produce can be found at local markets and at Pak Kred
Market. Tourists can sample Koh Kred fruits fresh from the orchards in the Mon Village.

Salakun Lichees
During King Chulalongkorn’s visit to the island, then called Ko Salakun, the Royal entourage
was known thereafter as the Salakun variety. The name Salakun is thought to have come from a
local temple in what is now Village No.2.
When Salakun became a Tambon of Pak Kred, its name was changed to Koh Kred. Today
Lichees is hard to come by on the island, with only a handful of them being kept for old time’s sake.
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Koh Kred Symbol

Swanlike Statue
Mr. Somchai the Chair of Tambon Administration Organization (TAO) told the story of Koh
Kred symbol that the swanlike statue (which one can see before reaching the Island) supposed to be
Koh Kred’s symbol. This statue was made according to the order of the Head of Nonthaburi
Province and administrative committee. They gave the reason that, since swan is considered a
Mon’s symbol, therefore they believed that this statue could be a good promoting point of Koh Kred
where most people are Mon. However, this statue was not well accepted by people at Koh Kred.
Local people at Koh Kred have a strong idea of making Lai Vijit Pot(delicate pottery work) to
replace this swanlike statue in order to promote their pottery work which is the highlight of their
business. Local people pay attention on their way of living -being potters, more than their Mon
identity. Even though the idea of making a Laivijit Pot to replace swanlike statue has been
accepted by local people, it cannot be done due to the lack of budget and support from government.

Lai Vijit Pot

Koh Kred Tourism
How to get to Koh Kred?
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1.
2.
3.

Park at Wat Klang Kred then take the boat to Wat Chimpli
Park at Wat Sanam Noe then take the boat to Wat Poramai
Nonthaburi Pier and take a long-tailed boat

Koh Kred Walking Tour
Koh Kred is divided into two parts: farmland, which takes up most of the area, and the Mon
Village on the east rim. A walking tour along the 5.2 km. ring road is an ideal way to explore the
island, but don’t forget to bring a hat or umbrella to provide some sun protection. This route takes
you through local potteries and fruit orchards. Most of the restaurants, juice bars and souvenir
shops dotting the sides of the road are open on weekends and public holidays and closed on
weekdays.
A typical walking tour starts at Wat Paramaiyikawas, a Mon spiritual and ceremonial center.
Turning west, the road will take you to the ancient pottery museum, Wat Phai Lom and Wat Sao
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Thong Thong with their beautiful ancient chapels and Chedis. Backtracking to the starting point,
turn south to visit Wat Chimpli Sutthawat and local fruit orchards, ending the tour at Wat
SalaKun. Visitors can catch a ferry back to the mainland at Pa Fai Pier, or board one at Wat
Paramaiyikawas pier. Several potteries dot this route. Visitors are welcome to drop in to see hoe
the famous Koh Kred earthenware is made. If you plan to buy some as a souvenir, make sure it has
a firm, smooth texture and when you tap a finger against it, it should give off a clear, resonant
sound that shows it has no cracks or fractures.
Food connoisseurs should not miss a meal of Khanom Chin (rice spaghetti with curry) and
Mon-style Khao Chae, washed down with a refreshing nam wan served in a clay pot.
The Mon Village south of Wat Paramaiyikawas has a number of ancient potteries and firing
kilns of Mon and Chinese varieties. Mon kilns, shaped like a camel’s back, are used for firing water
jars, while the low, oblong Chinese dragon kilns are used for firing plant pots. Homeowners living
near the river often make a flood embankment of broken pottery.
The road from Sala Samakkhi Pier leads through fruit orchards fenced off by flood levees.
Perennial crops such as bananas, coconuts and corn are planted right on the embankments while
fruit trees such as durian and citruses are grown on ground raised with soil dug out from the canals
that feed the orchards.
Locally grown, pesticide free vegetables are another popular souvenir. For a guided tour of the
fruit orchards, contact the Tambon Koh Kred Administration Organization in advance, on Tel.
0-2960-9063.
A shorter walking tour might start at Wat Paramaiyikawas and end at Wat Sao Thong Thong.
From there, take a motorcycles are banned on weekends and public holidays.

Cycling around the Island
Cyclists can take a two-wheel tour of the island, stopping by local potteries and fruit orchards
for a visit. The route through the Mon Village is rather crowded with pedestrians, so care should be
exercised. Beyond Village No.6 the road cuts through orchards and abandoned rice paddies,
vegetable patches fed with little man-made canals that were once a transportation route but are
now mostly impassable because of decades’ worth of slit at their bottom. Most fruit orchards are not
accessible by road. Visitors should ask permission before visiting, or contract the Tambon
Administration Organization (TAO) office ahead of time Beware of sharp curves on some stretches,
where the road is steeply elevated over small canals. As bicycles share the narrow walking paths
with pedestrians, visitors should avoid a cycling tour on weekends and public holidays, especially
from 11.30a.m.-3p.m., when the area is crowded with tourists.
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For a visit to the floating market at Wat Saeng Siritham, famous for its array of food and
fruits, board a boat at the TAO pier on the southwestern end. Some 500 meters west of the pier is
Muslims community of Soi Ban Khaek, an extension of the Tha It community across the river,
whose mosque is visible from this side. A little further down the road stands Wat Salakun, which
once sat on the bank of Om Kred River, but is now set some way back from it by a sizeable piece of
land that has grown into the river. This stretch of the Chao Phraya is much quieter than the Om
Kred side, with an occasional tourist boat or local row boat passing by.

A boat tour around the island offers a refreshing way to explore the island and a perfect
alternative to a walking tour. The best time for a boat tour is in the early morning and late
afternoon before sunset.

Island Boat Tour Program
Below is example of one of the boat tour program arranged by a few tour agencies in Bangkok.
Visitors have three options:
1. Island boat tour service, available on weekends and public holidays. Boats leave Wat
Paramaiyikawas every hour from 9 a.m.-5 p.m. The fare is 40 baht for adults, 20 baht for children
under 12. The tour takes one-and-a-half hours.
2. “Yai Lek’s ferry” departing from Wat Klang Kred Pier. An island tour is available for 50
baht a person, but the boat only leaves when there are at least six passengers on board. Charter
trips are available for 300 baht. Call:0-2960-9600 (press 1)
3. Private long-tail boats for hire. These are available at Pak Kred Pier daily. Princes start at
350 baht for a one-and-a-half hour tour; 400 baht for a two-hour (Princes may vary, depending on
the number of passengers, number of stops en route and length of tour.)

Example of Koh Kred Tour Itinerary
Every Sunday with Chao Phraya Express Boat [9:00 - 15:30 hrs.]
Itinerary of Koh Kred Tour
9:00 hrs.
Depart from Sathorn Pier to Maharaj Pier by 40-seat boat
9:30 hrs.
Depart from Maharaj Pier to Koh Kred
10:30 hrs.
At Kho Kred, visit the Wat Poramaiyikawas, a 200-year-old ethnic Mon-style temple, with
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history dating back to early Ayutthaya period. The temple chapel has exquisite samples of
architecture, mural painting and fine plasterwork including a display of many ancient
Mon artifacts. Afterwards, visit the Mon community’s village and Ancient Mon Pottery
House. Villagers in the area have maintained their culture, simple lifestyle and their
renowned skills in distinctive style of pottery.
12:00 hrs.
Depart from Wat Pailom to Baan Kanom Thai (House of Thai Sweets)
12:15 hrs.
Arrive at Baan Kanom Thai (House of Thai Sweets) for lunch and observe traditional Thai
art of preparing delicate dessert.
13:00 hrs.
Leave Baan Kanom Thai, cruising along Klong Kanom Waan, the canal where villagers
make their living from making Thai desserts for both retail and wholesale trade.
13:30 hrs.
Arrive at Pimonrart Floating Market, enjoy shopping Thai traditional food and souvenirs.
13:50 hrs.
Leave Pimonrart Floating Market back to Bangkok.
15:10 hrs.
Arrive at Maharaj Pier
15:30 hrs.
Arrive at Sathorn Pier (Taksin)
Note: This tour program has some excursion by cruising along Klong Kanom Waan (opposite Kho
Kred) and stopping at floating market which is out of Koh Kred Island.2

Koh Kred ‘s Food & Culture
Palace-style Hantra & Mon-style Khao Chae

Hantra
During the restoration of Wat Paramaiyikawas in 1874, King Rama V made several trips to
the temple to make merit. The occasions prompted cooperation between the Mon of Koh Kred and
Thai cooks in charge of cooking for the monks and members of the royal entourage. Among the
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culinary exchanges that took place was the palace cooks’ adoption of Mon-style Khao Chae, which
was later, adapted into the palace-style version popular today. Koh Kred residents learned how to
make Hantra(egg-net covered dessert) from the palace cooks, but later added their own touch to the
recipe by substituting the golden egg net with a nest of egg white. Other palace dishes adopted
during that time include Indian-style Masaman curry, Kaengbuan, Yamyai Salad, Mu Krachok
with fried chili paste and Mi Krop (deep-fried rice vermicelli topped with sweet and sour gravy).

Mon-style Khao Chea

Khao Chae
This dish is called “Songkran Rice” because of its special place in the local Lunar New year
(Songkran) festivities. Local Mon donate money to make enough of the dish to offer Buddhist
monks, celestial spirits, household guardian spirits and village elders. The differences between the
original Mon-style Khao Chae and the more popular palace version lie in the savory
Side dishes eaten with the steamed rice in jasmine-scented water. Mon-style side dishes
include stir-fried salted turnip in coconut cream, string bean salad with green mango and toasted
coconut, black beans boiled in sugared coconut cream, shrimp-paste balls and curry with stir-fried
water morning glory.

Local Cuisine
Rice is the staple of the Mon cuisine. It is eaten with a variety of fermented fish dips and
curries, some similar to Thai dishes, such as green curry with heart of coconut palm, red curry with
pork or beef and green bananas in place of eggplants as in the Thai version. The Mon version of
Kaengsom, or sour and spicy clear soup, is made with a variety of local vegetables such as matad,
okra, or Thai watercress and young tamarind fruit-the latter version is always accompanied by
spiced catfish balls. During the annual Buddhist Rains Retreat, when matad is in season, visitors
can sample homemade Kaengsom matad at local food stalls.
Another common seasoning is toasted grated coconut pounded with salt and sugar until all the
ingredients become smoothly blended. This is eaten with steamed rice as an appetizer.
Dished made for special occasions include Khao Chae, or rice with savory side dishes, and
Khanom Chin, or rice noodles, eaten with a variety of gravies of curries.
Naw Kala, the shoot of an indigenous plant in the ginger family, provides a staple ingredient
for local cuisine. The shoots are made into Kaengliang, or spicy clear soup with herbs, stir-fried, or
steamed and eaten with chilly dips.
Local cooks catering to tourists have concocted new recipes featuring Kala shoot cake,
Kaengsom and pork noodles with Kala shoots.

Mon Houses
The ethnic Mon of Koh Kred build their houses against (“Khwang”) the north-south flow of the
river. Prince Damrong, the father of modern Thai history, believed a house that faces north is safe
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from the wintry wind and sun while affording its occupants the southerly breeze.

Customs and Traditions
Mon traditions and customs are a highlight of any visit to Koh Kred. These are different from
Thai traditions in that they have their origins in the Mon school of Buddhism and animistic beliefs.

Songkran
The Lunar New Year is the most important time on the Mon calendar, celebrated with days of
merit-making and traditional fun and games. On the eve of the festivities, people come together to
make traditional dishes and dessert such as, Kanom Chin and Kalamae (brown sugar caramel), to
offer to monks as a form of merit making. Songkran Day is marked with the making and partaking
of Khao Chae, procession with intricate ornamental streamers, a bowling game called Saba and the
making of sand castles. On April 15, locals will join in the rite of bathing of monks. A white-cloth
tent is erected and the monks will bathe with water flowing through a pipe, as Mon customs forbid
women from offering anything directly to monks, even bathing water. All through April, locals and
visitors gather at Wat Paramaiyikawas to bathe the Buddha’s relics and Phar Maha Raman Chedi.
Songkran on Koh Kred ends with a unique rite found no where else, in which laymen offer a
refreshing drink to monks as a perfect foil for the summer heat. The drink, called Namwan(sweet
water), is taken to temples in a procession. (For information on Koh Kred’s Songkran celebrations,
contract Wat Paramaiyaikawas.)

Ram Chao Pho Dance
On the first day of new moon in the 6th lunar mount, local Mon pay homage to the village’s
guardian spirit, Chao Pho Ketkaew Chaiyarit. In the morning, celebrants offer food to monks at the
Chao Pho’s shrine in Village no.1. In the afternoon, offerings of food and dances are made to the
shrine, culminating in a séance with the spirit.

Tak Bat Namphueng
On the morning of the Full Moon day the 10th lunar mouth, locals make an offering of honey
and Khaotom Luk Yon (rice cooked in coconut cream and wrapped in coconut leaf) along with other
foodstuff to monks. This tradition dates back to ancient times, when monks made their own
medicine from herbs mixed with honey.

Ok phansa Alms-offering
At the end of the Buddhist Rains Retreat, traditionally on the first day of the waxing moon in
the 11th lunar month, monks are taken on their alms-collecting rounds along the river in
elaborately decked out boats. After the Buddhist rites, the boats stay on for the fun-filled boat song
duel.
In the afternoon, locals line up to offer flowers, candles and incense to monks on their way to
the monastic congregation. This custom relives a chapter in the Legends of the Buddha, when
people brought flowers and offerings to greet Him as he descended from the heavens after
preaching to his aunt and childhood guardian.

Music, Dance and Games Mon Traditional Music
The Pi Phat traditional ensemble is ubiquitous in Mon customs, but its use in Thai society has
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been limited to funerals. Prince Damrong, the father of modern Thai history, guessed that the
reason was because a Pi Phat Mon troupe was commissioned to play at the funeral of Queen
Debsirin, King Mongkut’s consort, who was of Mon descent. The heritage is carried on today by Koh
Kred’s renowned Yaem Slip company.

Mon Dance
Mon traditional dance is marked by delicate hand and body movements. The Koh Kred school
of Mon dance is reputed to be one of the most beautiful and faithful to the ancient convention.

Thayae Mon
This game of wit is played by two or more people who take turns to sing, dance and banter
with each other.

Saba
A popular game among single people, Saba is played by two sides, the men’s and the women’s
Each player gets his/her turn to try to hit his/her designated opponent’s hockey-puck-like ball,
called Saba, with his/her own. A foul is called when a player hits the Saba of someone else on the
opposite team, and the other team gets to play.

The Cultural Management at Koh Kred

Committee of Tambon Administration Organization (TAO)

Tambon Administration Organization (TAO) , Tambon Koh Kred is comprised of 20 regional
offices. Their temporary employees and the organization are self-managed.
However, the Amphoe Pak Kred group is separate from the Local Administration Organization
and they work independently of each other.
After the massive flooding in 1995 which caused much suffering to the local villagers Mr.
Wacharin Rojanapanich, the District Chief Officer of this region, initiated an assistance program at
that time and commenced to restore Koh Kred as the tourism resource of the province. This was
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achieved by using the prominence of the Mon’s culture and their unique pottery as a marketing
focus.
Also at that time, Mr. Somchai in the position of Sub district Headman for the Tambon Koh
Kred area, took action as did the initial group with Mr. Surajitr to promote the tourism to the Koh
Kred region since 1996.
Starting from restoration of the molding of pottery in Koh Kred, Koh Kred then used public
relations to promote tourism so that Koh Kred became more well known.
Since 1997, when the government announced the “Amazing Thailand” slogan for promoting
tourism in Thailand, Koh Kred has been contacted by the Tourism Authority of Thailand (TAT) to
send the Thai-Raman people to join the parade and present themselves and their culture in the
festivals held in many provinces.
Tambon Administration Organization (TAO) has the major responsibility in managing the
public utilities in Koh Kred. In addition, Koh Kred has organized the activities and the traditions of
the Raman people by supporting many opportunities for them, while the Provincial Office of
Culture has a role in monitoring and coordinating directly with the people or the temples in the
area. In this area most temples are Mon temples except the temple of Wat Salakun which is the
only Thai temple. Most people on Koh Kred are Mon people. It is made up of about 35 percent of the
people living in Mu 1, 6 and 7 and most people in Mu 2 and Mu 3 follow Islam.

In addition, there are about 15 percent Thai people. The Mon people in Koh Kred have their
own culture: Such as the traditional Mon dance, Song Kran festival, and the gift of food offerings to
Buddhist monks. Koh Kred has organized the presentation of a traditional Mon dance at Wat
Poramaiyikawas every Saturday-Sunday but it has stopped doing so recently. In the past, the
occupation of the people in Koh Kred was durian planting and pottery molding for sale. Some
people went to work outside the Koh Kred area.
The villagers are in need of more facilities such as bridges, roads and ports in Koh Kred. In
addition, the agencies and the outsiders still need Koh Kred to be maintained in historical
condition. This will allow Koh Kred to build the identity of ecotourism so when the outsider comes
they will see the natural beauty with a growing pottery industry balanced with modern devices
such as the electric kiln for consistent quality.

－30－

Therefore, Koh Kred should be promoted in other aspects such as improving the landscapes,
improving the architecture in Koh Kred to be conservative and in a traditional way. But the
important problems, that is that there is an annual flooding problem such that each year its
flooding last for a duration of about three months (September to November). The permanent
solution is to construct a levy/dam surrounding the island, but this requires a very large budget.
There are also some obstacles of using the land needed to build a road around the island. Will
it be placed on the land of the villagers or the landowner? How will these landowners be
compensated and whom determines the precise route of the road and which land owners will be
affected?
In addition to assist in the promotion of tourism, the organization held English language
training for bikers for hire and it provided the (printed?) guides which was a student group to give
local tourist information to visitors on Saturday-Sunday.
The primary need of the Tambon Administration Organization (TAO) office at the present
time, is funds for the budget to develop Tambon and promote tourism in Koh Kred.
In the aspects of their culture, there are many supports such as Wat Poramaiyikawas which
has a museum that houses their cultural items, but there is something to study to develop further
such as the Mon culture. That is the good thing for the overview of the culture on Koh Kred.
The exquisite water-pots are different from those of the historical past due to the application of
the potter such as process or type of clay at this time.
The important benefit of Koh Kred is that the people on Koh Kred are made up of a variety of
races and religion, but when there is an occasion or an important event, they all work together side
by side with no disagreement and live together peacefully.
The cultural resource on Koh Kred in 7 villages consisted of :
1. Community Organization Coordination Center, Tambon Koh Kred
2. Pottery Handicraft Center
3. Cooperative Groups consisted of 4 groups:
・ Cooperative Group of Auspicious Sweets,
・ Cooperative Group of Dessert
・ Cooperative Group of Plastic Weave
・ Cooperative Group of Artificial Arts
4. Saving Groups for Production Mu 2 consisted of 2 groups :
― 7 Village Funds and Urban Community Fund
― Village Fund Network at the Level of Tambon
5. Center for the Promotion of Culture
6. Agricultural Technology Transfer Center3
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Current Tourism Management at Koh Kred
Current Tourist Map

1. Poramai Temple Museum
2. Koun Arman House & Mon Traditional Dance Centre & Museum
3. World War II plane
4. Aell’s Dessert House
5. Klong Kanom Wan (Thai Dessert Canal)
6. Community Maket Pier
7. Koh Kred Pottery & Handicraft Centre (OTOP Village)
The current tourist map shows the places that have been promoted by the travel companies to
attract tourist. The tour agencies usually bring tourist to visit a few stops as seen in the map above.
Tourist will have a chance to explore places number 1 and 2 after arriving at - Poramai Temple
Pier. Then they will walk through market where souvenir, foods and snacks are on sale along the
pathway. The next famous place to stop is Koun Arman House. Tourist can explore traditional Mon
archives at the museum in the house. If lucky, tourist can explore Mon traditional Dance by Khun
Yai Prung or/and her team. Khum Yai Prung is one of the Mon generations who is the most famous
dance master at Koh Kred nowadays. The next target is a boat trip starts from Community’s
market pier. There is the World War II plane displayed on the way to Aell’s dessert House. After
stopping by Aell’s Dessert House and exploring the Thai dessert making process then get back to
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the boat and travel along the Klong Kanom Wan opposite side. This cannel is famous for Thai
dessert making. Later, they will go back to Community Market Pier and walk along the small
street to OTOP Village the see a presentation of the OTOP Centre in the small meeting hall.
Outside is an old kiln where tourist can see a demonstration of pottery making process.
After our survey to find out cultural resources of Koh Kred we discovered more interesting
places which should be beneficial for the tourist to visit. The below suggested tourist map shows the
additional places that we recommend tourist to stop by. There are 18 suggested places for tourist to
stop in order to gain experience in wider view of cultural resources at Koh Kred.
Suggested Tourist Map

1. Poramai Temple Museum
2. Community Market Pier
3. Chamlong’s Mortar Kiln
4. Mae Payom Dessert House
5. Koh Kred Pottery & Handicraft Centre (OTOP Village)
6. Mak-Ai Potter’s House
7. Chimpli Temple
8. Plastic Weaving Centre
9. Kred Buddha Garden
10. Rang Dang Tea Shop
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11. Sou Tong Thong Temple
12. Tum’s Pottery’s factory & Old Kiln
13. Phi Lom Temple
14. Thai & Mon Music House
15. Borirak Potter’s House
16. Koun Arman House & Mon Traditional Dance Centre & Museum
17. Sangop’s Thai&Mon Music House
18. Aell’s Dessert House
19. Batik & Artificial Centre

1. Poramai Temple Museum

Wat Paramaiyikawas Museum and Thai Nithat Hall of Pottery
The museum, located in the monks’ quarters, houses objects given to a former abbot by King
Chulalongkorn (Rama V), personal belongings of Princess Sudarat Rajaprayoon, who sponsored the
temple’s renovation, and Mon art and artifacts. The majority of Mon art on display is related to
Buddhist rites, such as the sculpted metal spire of Phra Maha Raman Chedi and traditional
parchment art used in senior monks’ funerals.

Inside museum
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Mon archives

Pottery making process
The ground floor of the museum, called Thai Nithat Hall, houses a display of earthenware
pottery through the ages, including local clay pottery. At the bottom of the stairs leading up to the
museum sits the largest earthenware water jar in the country, made by a famous local artisan at
the behest of Phraya Chaiburindra, in 1925. The museum is open from 1-4 p.m. on weekdays and 9
a.m.-5 p.m. on weekends.

Chapel

Inside the main chapel
The interior walls of the new chapel feature mural paintings depicting 13 major chapters from
the Buddha’s life, painted by Prince Pravij Jumsai. The use of a perspective and vanishing point is
reminiscent of the works of Krua Inkhong, the first Thai perspective painter. Verses recounting the
chapel’s construction are sculpted into window panes, beginning with the window opposite the main
Buddha image.
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This two-century-old temple is a Mon spiritual center and venue for Mon traditional and
religious rites and festivities and a seat of Pali and Raman (Mon language) learning. Its Mon name
means “temple on the cape’s head”. Wat Paramaiyikawas is one of the few temples where daily
prayers are chanted in Mon.
When King Chulalongkorn (Rama V) made a trip to the temple in 1874, it was in a sad state of
disrepair. The King convinced his great-aunt, Princess Sudarat Rajaprayoon, to sponsor a major
renovation, and renamed the temple Paramaiyikawas, or Great Aunt’s Temple, in her honor.
Other Buddha images in the temple’s gallery were built during the reign of King Taksin the
Great and restored during the period of King Rama V. King Rama V ordered a Mon-style Chedi
built on the ground behind the main chapel, and named it Phra Maha Raman Chedi. The structure
is a replica of Hanthawaddy’s Mutao Chedi, a Mon religious landmark.
Phar Nonthamunin Nonthaburi province’s principal Buddha image, is situated at the rear of
the chapel of the Reclining Buddha. Each door and window panel is decorated with three tiers of
frescoes. Topmost is the seal of King Rama V. The middle row replicates the Dusit Maha Prasat
throne hall in the Grand Palace. The bottom frescoes on the 26 panels depict books on high trays,
each book containing a verse on the restoration of the temple.
The temple’s principal Buddha image which describes the posture of Victory over Mara (Evil),
was the work of Prince Pradishtha Varakarn, the top religious sculptor during the late Rama IV to
Rama V. The image’s lifelike features are characteristics of that period.

The original Mon-style Mutao Chedi, believed to have been built by the first Mon immigrants
to Koh Kred, now sits leaning to one side because of the river’s strong currents. Sala Rap Sadet or
Royal Pavilion was built for King Chulalongkon’s visit. Years later a Mon traditional art
performance was put on in this pavilion for King Ananda Mahidol (Rama VIII) and his brother, the
future King Bhumibol Adulyadej, during their visit to the temple on May 8, 1946.
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2. Community Market Pier

This Community Market is located at Mu 1 Village. It is a meeting place for the local people to
transfer goods. The Market will be open and close at certain time. Nowadays it has been renovated
and modernized therefore the picture of original market in the past had been changed to be in the
modern style.

3. Chamlong’s Mortar Kiln

Address : 114/2 Mu 1 next to Mae Phayom’s Dessert House
Tel: 02 584-5030
Owner : Chamlong Rattanaudom(Mapheong is his nickname)
Age: 71 years old
Description Chamlong’s Mortar Kiln is located in Mu1. Most of old kilns at Koh Kred are not in
a perfect shape but the two Chamlong’s Mortar Kilns appeared to be in a good look as if they used
to be in the past. Nowadays Chamlong’s Mortar Kilns are out of use. Mr. Chamlong was a famous
potter and produced many types of pottery. He practiced how to be a professional potter from his
father who came to Koh Kred since a hundred years ago. He stopped making pottery according to
his age and his wanting to rest after a long tiring period of work and a potter.4
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4. Mae Phayom Dessert House

Cooperative Group of Auspicious Sweets at Koh Kred
Address : 93/1 Mu 1
Tel: 02 584-5062
Chair: Mr. Wattana Chanhomsakun
Descriptions : Kanom wan Mae Phayom produced various types of auspicious sweets. This
cooperative group established after the great flood in 1995 by Mr. Wacharin Rojanaphanich who
was the head of Pak Kred District in order to help promoting tourism along with Pottery
Handicraft Center. Currently there are 30 members help running this Coop.5 (see Koh Kred’s Foods
and Culture)

Thai desserts for sale
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5. Koh Kred Pottery & Handicraft Centre (OTOP Village)

Address: 99/2 Mu 1Tumbon Koh Kred, Pak Kred District, Nonthaburi Province
Tel : 0-2584-5139, 0-25845094, 0-1914-4359, 0-1989-8229
Koh Kred in another way further developed its tourism and public image by establishing a
Pottery Handicraft Center. This promoted the small-scale pottery industry in addition it was
assisted by the Local Administration Organization by funding the purchase of an electric kiln.
When the center was chosen as the OTOP village in the central part of Thailand, the center
received funding from the central budget passed by the governor since 1994.
The Pottery Handicraft Center has grown in many aspects such as developing materials and
packages for the pottery industry. This product development and research work was supported by
the local scholars whom provided their expertise about the production process and their work
resulted in pottery products with better quality and less damaged products.
In addition, it increased the villager’s income from producing the products and shipping the
products to be resold in other locations according to the tourism resource on Koh Kred.
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6. Mak-Ai Potter’s House

Mr. Mano and his son - Mr. Thanong Mak Ai

Mak Ai’s delicate pottery work
Address : 123/5 Mu 1 Koh Kred Pak Kred District Nonthaburi Province
Description: Mai Ai Family is one of the most well known Potters at Koh Kred. Mr. Mano is
the Leader of the family. His pottery skill has been passed on to his 20 years old son -Mr. Thanong
and also his wife - Ms. Somjai. They all successfully run pottery business since their ancestor. Some
of their works cost more than one million baht. Their delicate and unique designs made them
become famous. The products of Mak Ai Family have been exported to other countries. Now they
started a gallery that consists of painting and all kinds of their pottery works.

7. Chimpli Temple
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Wat Chimpli Sutthawat, located in Village No.1, was originally a Mon temple. It was
renovated in 1832 by a Chinese tycoon called Chim and was thereafter named after its benefactor.
The Ubosot sits on a curved base resembling a junk’s keel, reflecting the belief that Buddhism is a
boat that takes believers across the sea of Samsara. The gable on the front façade features beautiful
woodcarving depicting the Mun God atop his chariot.
South of Wat Chimpli stands a deserted monastery, variously called Wat Pa Fai or Wat Pa
Lelai. The only surviving remnants of the temple are the Ubosot and two Chedis. In front of the
Ubosot sits a Buddha image flanked by an elephant and a monkey, known as the Pa Lelai Buddha.

8. Plastic Weaving Cooperative Group
Address : 11/2 Mu2 Koh Kred, Pak Kred District, Nonthaburi Province
Tel: 0-2960-8274
Leader : Ms Verawan Sukthong
Description : This Cooperative Group produces Weaving products such as colorful basket, bag,
and trash from Plastic straps. The group has been established since 3 Feb. 1993 started with a
group of housewives who lived at Koh Kred. This project sponsored by Ban Kred Trakan by
supporting daily income 82 thb/each worker. After their products became well known the number of
workers have raised up to 30 people.6
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Products of the Coop.Weaving Centre

9. Kred Buddha Garden

Address : 59/4 Mu 2 Koh Kred, Pak Kred District, Nonthaburi Province
Tel : 0-2584-5219, 0-2503-4886-7, 0-1445-5534, 0-1438-4792
Owner: Ms Sumalee Sangkumkom
Descriptions : Kred Buddha Garden is the biggest home stay at Kohkred. There are different
types of houses for tourist to choose according to their budget. The cost of accommodation is from
200 thb/night. Various kinds of plants and trees are unique and attract tourist to enjoy their short
or long stay. This home stay provide meeting room for seminar group as well as private house for
individual. During weekend there is a buffet for everyone who would like to eat out in atmosphere
surrounded with nature.
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Tuna fish baskets
Along the way from one house to others there is an interesting interior design which using
Tuna Basket as their decoration all over the place. The owner described the idea of using tuna
baskets that they remind her of her childhood that she has been brought up by her parents and had
a chance to study because her parents were weaving tuna fishes baskets and sold them in the
market. The benefits of this business could help her parents to raise her and send her to school.
With her gratitude minded to her parents the tuna baskets is a symbol that remind her of the
generosity her parents gave her in the past. These can recall her of her parents during working in
this home stay.7

Meeting Hall
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Entranceto Kred Buddha Garden

Hut at Kred Buddha Garden

Rang Dang Tea Shop
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Rang Dang leaves
Address : 53/2 Mu 4 Koh Kred, Pak Kred District, Nonthaburi Province
Tel : 0-2584-5564, 0-1710-0098
Owner: Mr. Niwat Chey-aim
Description: This tea shop is famous in making Cha Rang Dang tea. This rang dang tea is type
of RHAMNACEAE (Ventilago Calyculata). Local people around this place used to grill or dry the
Rang Dang leaves and make it as herb tea. This type of tea is believed to be good for reducing
cholesterols. The owner of the shop- Mr. Niwat Chey-Aim told the story before setting tea business
that his father and ancestors used to make tea out of this Rang Dang leaves. After the great flood
in 1996 he started growing Rang Dang tree and started Rang Dang tea seriously. Later on, Rang
Dang tea became very popular to local and outsiders who often come to order at his shop and sell all
over Thailand.8

Rang Dang tea leaves
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11. Sou Tong Thong Temple

Wat Sao Thong Thong was built around 1770 in the Mon-style. It was renovated and renamed
during the reign of King Rama IV by Chao Chom Ambha, a consort to Rama II, together with her
son the Prince of Vorajak. In its compound stands the largest Chedi on a sculpted pedestal in
Amphoe Pak Kred, surrounded by 12 smaller Chedis.
The prayer hall and monks’ quarters embody the Mon architectural style. The prayer hall
features intricate gilt doors with inlaid door panels, and window panes carved with natural and
mythical motifs. Khun Thep Phakdi building, built in 1908 by a local Mon magnate, housed the
classrooms of the first secondary school in Pak Kred.
Chao Chom Morakot pavilion, which stands over the temple’s pier, was donated by a consort to
King Chulalongkorn.

Tum’s Pottery’s factory & Old Kiln
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Address : 15 Mu 6
Owner : Ms Arunsri Ritided (nick name:Tum)
Tel: 02-25845121
Descriptions : Pottery Demonstration Centre provides knowledge old style pottery making. The
productions of this Centre are varying such as jars, vases, pots and lamps which are typical Koh
Kred’s pottery styles. There is an old kiln over hundred years displayed as an attractive point for
tourist.9

Demonstration of pottery making by the owner-Pa Tum
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Ms.Tum- the owner of pottery’s house

Pottery products for sale

13. Phi Lom Temple

Wat Phai Lom located in Village No.6, this Buddhist temple was built circa 1770 and
completed five years later by Phraya Jeng, patriarch of the Gajaseni family. The main chapel has
been partly renovated over the years.
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14. Thai & Mon Music House

Address : 1/4 Mu 7 Koh Kred, Pak Kred District, Nonthaburi Province
Tell: 0-2584-5613, 0-9609-1172
Leader : Mr. Somchai Ronkhaw
Description : RonKhaw Mon’s ensemble is the oldest Mon ensemble at Koh Kred. Mr. Yam
RonKhaw is the previous leader of this ensemble. Ronkhaw family has done Piphat Mon
performing business over a hundred years ago. Now this business is still running. After the death
of Mr. Yam and his son-Mr. Somchit, Mr. Suthipong succeeds this business. Apart from Pi Phat
performance, Mr. Suthipong and his mother open small Thai traditional food for take away since a
long time in order to earn enough money to live. Mr. Suthipong also opens Mon music class for
children in the local area and earns small amount of money for the teaching fee during the
weekend.

Aran Ronkhaw’s Piphat Mon Ensemble
Address : 1/3 Mu 7 Tumbon Koh Kred, Pak Kred District, Nonthaburi Province
Leader : Mr. Aran Ronkhaw
Next to Somchit’s house there is another Piphat Mon ensemble which belongs to Mr. Aran
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Ronkhaw who is Somchit’s relative. Somchit and Aran ensembles mostly perform together. When
Somchit’s ensemble is hired, musicians in the Aran’s ensemble will help performing if they are
requested, and in the same way with Aran’s ensemble.

15. Borirak Potter’s House

Pottery Factory

Products of Borirak’s Potter’s House
Address : 2/1 Mu 7 Tumbon Koh Kred, Pak Kred District, Nonthaburi Province
Owner: Mr. Borirak Suksiltam
Descriptions : Borirak Potter’s House belongs to Mr. Borirak who is one of the professional
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potters at Koh Kred. He produces delicate Koh Kred pottery style. Mr. Borirak became well
known as one of the best Koh Kred potters. His order could be small souvenirs or special pottery
made to order nationwide. On 14 April 1999 HRH Princes Maha Chakkri Sirinthorn visited Koh
Kred and came to Borirak’s pottery House then made one pottery work. And on 14 April 2002 HRH
Princes Pachara Kitiyapha had also produce a piece of pottery work at Borirak’s Pottery house.
Those two precious pottery works are displayed at this place for visitor to appreciate.

16. Koun Arman House & Mon Traditional Dance Centre & Museum

Address: 19 Mu 7 Tumbon Koh Kred, Pak Kred District, Nonthaburi Province
Tel : 0-2584-5086
Curator : Mr. Paisan Boonpook

Ancient Mon Pottery Museum
Founded by Paisan Boonpook, a local potter of Mon descent, the museum houses local artifacts,
most notably traditional sculpted earthenware. On display are rare, ancient specimens and fine
contemporary pieces.
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Name: MS Prung Wongchamnong
Age: 77 ป
Address: 78 Mu1 Tumbon Kohkred Pak Kred District Nonthaburi Province
Tel : 0-2583-4134
Description: Ms Prung had studied Mom Dance with Khun Yai Ju who is her aunt. She started
her career as dance teacher at Satree Nonthaburi School then she was hired by many places such
as, Saranrom Palace, Wat Pathum Kongka, Chan Kasem College and other places to teach Mon
dance to students and adults.
Mon dance has 2 types- one is the pacing and another is sliding(moving feet slowly without one
lifting from the floor). The latter is the original one which Ms Prung said it would have been
unknown to the present generation because this dancing style is not easy to practice.
Mon Dance has been supported by Tourist Authority of Thailand to perform at weekend at
Poramaiyikawas Temple but it was not popular to the visitor therefore this support had stopped.
But it was arranged occasionally at the funeral ceremonies or special arrangement with the tour
agencies.10

17. Sangop’s Thai&Mon Music House

Address: 11 Mu 5 Tumbon Koh kred Pak Kred District Nonthaburi Province
Owner/Leader of Piphat Ensemble: Sangop’s Thai&Mon Music House
Tel : 0-2584-5613, 0-9609-1172
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Description: Sangop’s Thai &Mon Music House provides Thai and Mon musical performances
for special occasion of the local community as well as outsiders. This Sangop’s Thai&Mon Music
House also provides Thai & Mon Music lessons for local children and those who are interested in
learning both types of music during weekend.
Notes: Sagnop’s family’s members also grow banana trees in their land as their hobby.

Piphat Mon Ensemble in the Funeral Ceremony

Pier in front of Sngob’s house

Pi Phat Thai at Sangob’s house
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18. Aell’s Dessert House

Advertisement of Ban Khun Aell’s Thai Dessert

Aell’s Dessert House’s pier
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Demonstration of Thai dessert making
Address: 31/1ม.4 Tumbon Kohkred Pak Kred District Nonthaburi Province
Tel : 0-2584-5564, 0-1710-0098
Owner : Ms. Vanida Sawangnet
Description : Aell’s Dessert House is one of the famous Thai Dessert House where tourist can
relax in the dinning hall while having Thai foods and various kinds of Thai dessert such as Huntra,
Kao Chea, Ja Mongkut and other typical Thai snacks. Tourist can enjoy a river view with nice
breeze from Chao Phraya River. This Aell’s Dessert House can be reached by boat from Wat
Poramai’s Pier. During weekend boats depart from Poramai’s Pier every hour.11

19. Batik & Artificial Centre

Batik & Artificial Centre can be reached by motorcycle by the side of the house
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Batik & Artificial Centre can be reached by boat in the front.

Bakery shop is one of the additional businesses of this Batik & Artificial Centre

Artificial flowers
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Address : 53/2 Mu 3 (Soi Islam) Tumbon Kohkred Pak Kred District Nonthaburi
Province
Tel : 0-2960-8204, 0-7011-7998
Chair : Ms. Ladda Wanyale
Description : This Batik & Artificial Centre is the place that local people who are interested in
making artificial flowers for living can meet and work together. They have established cooperative
group to provide demonstration of handicraft such as Batik shirts, handkerchiefs and artificial
flowers. The bakery shop is their additional business apart from making artistic works for sale.12

Suggestion
Noticing atmosphere of the surrounding places of the suggested stopping point it can be seen
that with the capability of the space available at each house there could be the possibility to
develop the unused space to benefit cultural tourism in the future. If the tourism authority could
get together with local authorities in promoting the Mon’s cultural place and provide more option to
the tourist by helping the local to organize their own places according to their own way of life so
that the place where they live could reflects the Mon culture- a living culture that not only the Mon
themselves but the tourist can relate to.

References:
Tourism Authority of Thailand’s Booklet
OCharoen, Suporn. Mon in Thailand, Thai Research Fund
Memorial Book of Phratraisoranatach (Malai Buppatamo) Wat Poramaiyikawas
Momorial Book of Phrakru Phatum Tammarat (Ampha) Atito Wat Saladang Noe

Notes:
1
2
3

Information from Tourism Authority of Thailand’s booklet
Tourism Authority of Thailand’s booklet
Somchai Tadchang: Head of Tambon Administration Organization (TAO), interviewed: 16
November 2005
4 Chamlong Rattanaudom, interviewed 10 July 2005.
5 Mr. Wattana Chanhomsakun, interviewed 16 November 2005
6 Mr. Chaleaw Netpong, interviewed 30 August 2005
7 Mr. Vichian Sangkumkom, interviewed, 20 Nov, 2005
8 Niwat Chey-Aim, interviewed 22 August, 2006
9 Ms Arunsri Ritided, interviewed, 10 August 2005
10 Ms. Prung Wongchamnong, interviewed 20 November 2004.
11 Ms. Wanida Swangnet, interviewed 22 August 2005.
12 Ms. Ladda Wanyale, interviewed 16 September 2005.
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タイにおけるエコツーリズム政策と現状
清水 苗穂子 *
Nahoko SHIMIZU
Policy of Ecotourism in Thailand and its Current Condition

１. はじめに
タイは東南アジアの中でも、最もツーリズムに力を入れている国家である。特にインバウン
ドと国内旅行1に対して強力な政策を掲げている。2004年度は外国人入国者が、約1,160万人を
記録し、国内旅行者数は7,480万人にも達した2。タイは豊富な自然と歴史遺産、そして多様な
少数民族の文化を観光資源としており、その多彩な魅力は観光客を誘引する大きな要素となっ
ている。したがって外国資本による観光開発も盛んに行なわれている。
一方、世界的な課題である持続可能な開発がタイでも重要視されるようになり、ツーリズム
においてもその流れを汲み、開発よりも保全に比重を置く、サステーナブル・ツーリズム（持
続可能な観光）やエコツーリズムが脚光を浴びている。現在タイのエコツーリズムは、
「国立公
園や自然公園でのエコツーリズムや地域住民が参加するコミュニティ・ツーリズム（政府が関
与）」および「観光産業が行なうエコツーリズム」、そして「NPOが行なう援助中心のエコツー
リズム」の3つに大別が可能である。そこで今後さらに重要視されるであろうタイの「エコツー
リズム」に焦点をあて、その政策と現状について考察を行なうことを目的とする3。
今回の報告は、2005年7月31日から8月28日までのタイにおけるフィールドワークでの研究
を基本としている。視察地は、タイ北部のチェンマイ、チェンライ、ドイインタノン国立公園、
タイ中部のバンコク近郊のクレット島、タイ南部のプーケット、カオラックである。調査の方
法は対象地におけるヒアリングを中心に行なった。

*大阪市立大学大学院文学研究科後期博士課程アジア都市文化学専攻、COE研究員

－58－

International
Tourist

Average

Year
Number

Change

(Million)

(%)

Average Expenditure

Length
of Stay
(Days)

Revenue

/person/day

Change

Million

Change

(Baht)

(%)

(Baht)

(%)

1997/1

7.22

+0.41

8.33

3,671.87

-0.92

220,754

+0.63

1998/1

7.76

+7.53

8.4

3,712.93

+1.12

242,177

+9.70

1999/1

8.58

+10.5

7.96

3,704.54

-0.23

253,018

+4.48

2000/1

9.51

+10.82

7.77

3,861.19

+4.23

285,272

+12.75

2001/1

10.06

+5.82

7.93

3,748.00

-2.93

299,047

+4.83

2002/1

10.80

+7.33

7.98

3,753.74

+0.15

323,484

+8.17

2003/1

10.00

-7.36

8.19

3,774.50

+0.55

309,269

-4.39

2004/1

11.65

+16.46

8.13

4,057.85

+7.51

384,360

+24.28

2005/2

13.38

+14.84

8.10

4,150.00

+2.27

450,000

+17.08

2006/2

15.12

+13.00

8.20

4,300.00

+3.61

533,000

+18.44

Domestic
Thai Visitor
Year
Trip

Change

(Million)

(%)

Average
Length
of Stay

Average Expenditure

Revenue

/person/day

Change

Million

Change

(Baht)

(%)

(Baht)

(%)

(Days)

1997/1

52.05

-0.79

2.31

1,466.00

+11.57

180,388.00

+14.66

1998/1

51.68

-0.72

2.37

1,512.70

+3.19

187,897.82

+4.16

1999/1

53.62

+3.02

2.43

1,523.55

+2.29

203,179.00

+7.42

2000/1

54.74

+2.08

2.48

1,717.77

+12.75

210,516.15

+3.61

2001/1

58.62

+7.09

2.51

1,702.70

-0.88

223,732.14

+6.28

2002/1

61.82

+5.45

2.55

1,689.52

-0.77

235,337.15

+5.19

2003/1

69.36

+12.2

2.61

1,824.38

+7.98

289,986.81

+23.22

2004/1

74.80

+7.84

2.60

1,852.33

+1.53

317,224.62

+9.39

2005/2

76.24

+1.93

2.65

1,965.00

+6.08

347,300.00

+9.48

2006/2

79.33

+4.05

2.67

2,050.00

+4.33

378,000.00

+8.84

18 August 2005
Note: /1=Actual
表‐1

/2= Tourism Strategy of the Ministry of Tourism and Sports

タイの外国人旅行客数と国内旅行者数
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2. タイの観光政策とエコツーリズムの位置付け
2‐1．タイ国政府観光庁における観光政策
タイの内閣組織のひとつが観光スポーツ省で、その下部組織である観光庁（タイ国政府観光
庁：Tourism Authority of Thailand、以下TATと略す）が主にタイの観光振興全般を司る組織
である。TATは1959年に創設され、47年間に渡って観光振興と観光マーケティングの発展に寄
与してきた。現在では総務部、観光商品部、国内マーケティング部、国際マーケティング部、
広報部の5部署を設置している。

図‐1

4

タイ国政府観光庁の組織図

TATにおける2003年から2006年までの共通のビジョンおよび使命5は、下記の4点である。
①

タイの観光開発とプロモーションのための方針とマスタープラン策定のサポート

②

ビジターが目的地としてタイを選択するための革新的なマーケティング戦略の考案と実行

③

タイ人とタイ在住外国人をターゲットとした国内旅行の促進と開発

④

マネジメントと高度なサービスに向けての組織およびコーポレートガバナンスの開発
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上記のビジョンに基づき、TATでは12の商品展開「アドベンチャー、カルチャー、ダイビン
グ、エコツーリズム、ファミリー、ゴルフ、ロングステイ、マリン、メディカルツーリズム、
ショッピング、スパ、タイフード＆料理」を行なっている。また、テーマ別旅行「ハネムーン、
インセンティブ、トランジット、パッケージ、エコツーリズム、ロングステイ、修学旅行」と
して、7つのカテゴリーに分類されている。
エコツーリズムはタイがプロモートする旅行商品、そしてテーマ別旅行にもリストアップさ
れている。TATの観光政策の中でも重要な戦略のひとつとして位置付けされていることがわか
る。
2‐2．タイ国政府観光庁におけるエコツーリズム政策
TATは、1992年に開催された地球サミットでのアジェンダ21や2002年のヨハネスブルクサ
ミットでのヨハネスブルグ宣言における持続可能な開発の方針を強く意識し、「サステーナブ
ル・ツーリズム」の振興に力を注いでいる。TATにおいては、エコツーリズムをサステーナブ
ル・ツーリズムのひとつであると捉えている。（図‐2参照）

サステーナブル・ツーリズム
エコツーリズム・カルチャーツーリズム・コミュニティツーリズム・
アグロツーリズム・アドベンチャーツーリズム

図‐2

サステーナブル・ツーリズム

TATはエコツーリズムの定義を、「自然資源への自覚と責任を持つツーリズムである。生態
系と関連した地域性や文化資源のユニークな特徴を利用し、持続可能な環境への自覚と実践の
ために地域住民と共同運営のもとに相互の意見交換をしようとする観光形態である6」としてい
る。ここ数年は以前にも増して、政府は観光政策を地域参加、観光客の安全性、非開発を提唱
するサステーナブル・ツーリズム開発に適合させてきた。エコツーリズムという言葉は、自然
地域における生態系にたいして知識と責任に基づくひとつの観光の形として広く使用されてき
た。現在、真のエコツーリズムといえる観光客数はほんの少数である。そのほとんどは、ネイ
チャーツーリズム、アグロツーリズム、文化・歴史ツーリズム、ヘルスツーリズムの観光客で
ある。主に自然公園や歴史的文化を持つ地域で、これらの観光が行なわれている7。
タイの国立公園は、かねてからエコツーリズム産業にとって重要であるとされてきた。ほと
んどの公園には簡単にアクセスできる道路が整備されている。現在タイには国立公園が79ヶ
所、自然保護区が89ヶ所あり、それらの自然素材を観光資源としたエコツアーをTATがプロ
モートし、ツアーオペレーターが商品化している。また18ヶ所の海洋国立公園では、自然に負
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荷をかけないよう配慮をしたカヌー、ウィンドサーフィン、シュノーケリング、セイリング等
を実施している。
そこでTATは、タイ国内のエコツーリズムの促進と適切な発展のための支援ネットワークが
必要であると考え、国内会議を開催し、国家レベル、民間レベル、地域レベル各々でネットワー
クを構築するという合意に至った8。国家レベルでは、内務省や天然資源環境省、外務省と連携
し、地域住民の参画と地域の発展、国立公園の生態系の管理、国外へ向けてのエコツーリズム
のPR等の業務を行なう。
さらに大学とも協力し、エコツーリズムの認識の普及に努めている。2001年、TATはバンコ
クのカセサート大学と協働で「タイのエコツーリズム情報センター：Thailand Ecotourism
Information Center9」を設立した。年間約100万バーツがTATより出資されている。加えてエ
コツーリズムワークショップをカセサート大学と主催し、年間2回ほどのペースでツアーオペ
レーター、政府機関、NGO、大学などのステイクホルダー間で話し合いが持たれている。さら
に同大学とTATは『エコツーリズムに向けての実用的なデザインと開発：“ Manual for
Ecotourism Faculty Design and Development” 』を共同で出版している10。
民間レベルのネットワークづくりにおいては、エコツアーの商品開発や販売を行なうツアー
オペレーターが立ち上がり、1997年にTEATA(タイエコツーリズム＆アドベンチャートラベル
協会：Thai Ecotourism & Adventure Travel association)を設立し、ウェブサイトからエコツ
アーの予約が行なえるようになった。
地域レベルでは、内務省の下部組織「地域開発局：Department of Community Development」
の管理の元で運営される「地域運営団体：Tambon Administration Organization（TAO）
」は、
地域で運営されるコミュニティ・ツーリズムのサポートを行い、地域内でのネットワークの構
築に貢献している。

3. エコツーリズムの主体
現在タイではエコツーリズムを運営する主体が、「国立公園や自然公園でのエコツーリズム
や地域住民が参加するコミュニティ・ツーリズム（政府が関与）
」、
「観光産業が行なうエコツー
リズム」
、そして「NPOが行なう援助中心のエコツーリズム」
、の3つに大別が可能である。各々
の主体の特徴と現在の活動を整理する。
3‐1．政府系
政府機関はエコツーリズムを含むサステーナブル・ツーリズムに関していくつかのプロジェ
クトを展開している。ここでは天然資源環境省、内務省、王室プロジェクト、首相府が行なう
4つの機関の活動に注目する。
（1）天然資源環境省国立公園野生生物植物局
天然資源環境省の下部組織である「国立公園野生生物植物局：Department of National Park,
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Wildlife and plants」は、保護地区内のネイチャーツーリズムやエコツーリズム開発の中心的
な役割を担っている。国立公園と森林公園ではネイチャーツーリズムを奨励し、一方野生生物
自然保護区内の指定されたエリアでは、自然教育とエコツーリズム活動のみが許可されている。
観光計画は国立公園野生生物植物局の指導の元で、外部の民間業者や研究機関が請負っている。
地域コミュニティは保全地域内で、食事や宿泊の提供といったサービスと運営などを担当して
いる。ところが問題もある。本来なら、保全地域内に暮らす山岳民族らがエコガイドとしてイ
ンタープリテーションを行うことが望ましいが、法律で彼らが山を降りることが許可されてい
ない。問題が浮いた状態のまま、国立公園における観光客数は上昇の一方である11。

写真‐1 ドイインタノン国立公園のビジターセンター
（2）内務省地域開発局
2‐2でも言及した地元地域の自治組織TAO（地域運営団体）が、地域コミュニティ内の保全
地域でコミュニティ・ツーリズムをサポートする役割を担う。その役割とは、政府からの予算
獲得のサポート、地域住民全体の意見の収集と上部組織への伝達、観光収益の5％がTAOに分
配されるようにすることである。
さらにそれら全体を統括するのが「地域開発局」で、コミュニティ・ディベロップメントの
ために、学びのプロセスの指導や住民参加の奨励を使命としている12。中でも、コミュニティ・
ツーリズムを振興することで、観光事業を含む地域コミュニティの事業者を育て、地域経済と
社会福祉をよりいっそう強化しようとしている。このシステムはようやく始まったばかりであ
り、各地域の背景もそれぞれ異なるので、多くの活動を分析しデータを収集することで、新し
い地域への還元が期待されている。
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（3）王室プロジェクト局
プミポン国王が1952年より統括し、人間の自立のための開発という目的を掲げた「王室プロ
ジェクト：Royal Project」は、現在までに3,000を越えて実施されている13。王室プロジェクト
では、山岳民族がケシの栽培や移動焼畑を行なうことによる自然へのインパクトの軽減、およ
び山岳民族の生活改善と向上のために、定着農業、寒冷地での野菜や花栽培、段々畑農法の指
導を行なう。そして定住生活が落ち着いてくると、山岳民族の文化や自然環境を紹介するため、
エコツーリズム、カルチャーツーリズム、コミュニティ・ツーリズムが観光プロジェクトとし
て提供される。ホームステイプログラムが主として実施され、地域住民への経済的効果と社会
的効果をもたらしている14。しかし残念なことに、TATなどのプロジェクトとリンクしていな
い。
（4）首相府
首相官邸直轄の組織、
「The Designated Area for Sustainable Tourism Administration：
DASTA」はタクシン首相により2003年に結成され、首相が直接指揮を取る。サステーナブル・
ツーリズムプロジェクトを指定された地域で行なう。その目的は、質の高い世界レベルの観光
開発を推進することとしている。特別な地域として指定されるためには、3つの基準を満たす
必要がある。1つ目は国立公園または世界遺産に指定されている地域で、自然環境が整ってい
ること、2つ目はその地域の文化や伝統がタイ王国において重要であること、3つ目は観光目的
だけに開発されたエリアを含むことである。
すでに2ヶ所が該当地域に指定された。タイ南部のプーケット島に次ぐ2番目に大きいチャン
島におけるエコツーリズム開発、およびタイ北部チェンマイにおけるナイトサファリ計画であ
る15。
これらのプロジェクトは壮大な観光開発であり、ハードを優先してコミュニティの参加を無
視するものであると批判の声が地域住民から上がっている。環境を最大限保全しながら、5つ
星リゾートを開発するという主旨には、確かに矛盾もあり、地域住民への説明とコンセンサス
を得ることが課題であろう。
3‐2．観光産業
TATの指導もあり、現在では大小規模に関わらず、多くの旅行事業者がサステーナブルを意
識したツアーを運営・販売している。ここでは以下のように2種類の特徴に分け、旅行事業者
の扱うエコツアーを分類する。
（1）外国人専門のインバウンド部門を持つ旅行会社
2001年の米国同時多発テロ事件と2003年のSARSがインバウンドを直撃するまでは、TATは
主に外国人観光客の誘致をタイにおける観光政策の最大課題としていた。したがって、外国人
を専門に扱う旅行事業者が多数存在する。TATのウェブサイトでもATTA（タイ旅行会社協会：
Association of Thai Travel Agents）やTEATA(タイエコツーリズム＆アドベンチャートラベル
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協会：Thai Ecotourism & Adventure Travel association)、その他ホテルやツアーを英語で直
接予約できるサイトがリンクされている。特にTEATAのサイトは充実しており、申し込みが英
語で簡単にできるというだけでなく、タイのエコツーリズムの定義や特徴、自然や文化の説明、
さらにTEATEによるツアーの品質と責任の保証にも言及している。ツアーひとつひとつの説明
もかなり詳しく、店頭へ出向き予約を行なうことと変わりはないといえる。
TEATAのメンバーで創業30年の外国人専門のインバウンド会社、「Educational Travel
Center：ETC」は、主に欧米人向けのアドベンチャーツアーやエコツーリズム、自然教育関連
のツアーを扱う。TATと協力して、外国で開催されるトラベルマートへ出店したり、自社のウェ
ブを使ったりしてPRを行なう。エコツーリズムでは必須条件である、自然や文化背景の説明を
するインタープリテーションを大切にすることで、非常に品質が高い商品を提供し、評判を挙
げている。自社でエコ使用のボートを所有したり、山岳民族を定期的に雇用したり、サステー
ナブルを強く意識し、エコツーリズムの理念に沿うよう努力を続けている16。

写真‐2 エコボートを利用したツアーのパンフレット
一方、サステーナブルをさほど意識せずに、エコツーリズムという名を掲げてネイチャーツ
アーを行なっている会社も見られる。そういった事業者はTEATAのメンバーに加入できない。
TEATAには現在約50社が加入しているが、商品開発や運営に関してのメンバーによる会議も
行うなど、ツアーの品質と事業者の質の確保には余念がない。
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（2）国内向け団体ツアー
（1）と同様、テロ事件とSARS以降インバウンドの集客が難しくなり、TATは「Unseen
Thailand」キャンペーンを展開することとなった。これは国内観光客（タイの国民とタイ在住
の外国人）をターゲットにしたプロモーションで、元来自然が好きなタイの国民へネイチャー
ツアーやエコツアーをアピールしたが、エコツーリズムは一種のブームにすぎず、その理念な
どが浸透しているとは言い難い17。まだまだ団体ツアーも健在で、タイ国鉄を利用した野生植
物を観察する国立公園へのネイチャーツアーにおいて18、ある旅行会社が大規模な団体ツアー19
を企画し、週末の土・日に各々約1,000人の募集をしたが、大人数なので比較的旅行代金が安く、
ほぼ完売であったという。同じ種類のツアーでバスを利用するものはさらに安く、一日でその
国立公園には数千人もの観光客が同時に押し寄せていた。整備されたトレッキングコースをは
ずれて、山道に直接入り込むツアー客も少なくなく、このままでは、国立公園の環境への負荷
は増すばかりである。
3‐3．NPO系
タイで活動する外国のNGOは環境保全、エイズ、教育、農業、女性・子供等の支援を行なう
20 が、中国やインドネシアで見られるように、それらの目的のために観光を活用する外国の

NGOはほとんど報告されていない。一方、タイ国内のNGOやNPOでは、少数民族のためのコ
ミュニティ・ディベロップメントや子供の人権および教育の支援に、観光を利用するケースが
見られる。
たとえば、タイ北部のチェンライで活動する1992年に創設されたNPO「メーコック財団：
Mae Kok Foundation」では、タイ北部に住む山岳民族が、麻薬問題の果てに、両親が養育を
放棄せざるを得なくなった子供や青少年を引き取り、共同生活を行い支援している。現在24人
の子供を預かり、生活と教育の面倒を見ている。運営資金は、政府の補助金、寄付、そしてス
タディーツアーの収入で補っている。スタディーツアーには日本や欧米の高校生が参加し、
ファームの子供達と共同生活し、また山岳民族を訪問して彼らの生活や現状を学ぶ。財団では
もっと多くの人にこの現状を伝えたいが、インターネットが出来る環境ではないため、スタ
ディーツアーの集客もままならない。21
またREST（Responsible Ecological Social Tours Project）は1994年に創設されたコミュニ
ティ・ベースト・サステーナブル・ツーリズムをサポートするNGOである。活動範囲はタイの
北部と南部で、主に少数民族のコミュニティを支援するためにいかに観光を利用するかに関し
ての指導をしている。PRはウェブサイトを通じて行なわれているが、運営を支援するスタッフ
が不足し、政府など公的な機関からのサポートがほとんど得られないことが課題であるという。

4. おわりに
本稿では、タイにおけるエコツーリズムの観光政策と、3つの主体の位置付けと現状を考察
した。以下、3つの主体の関連性を図で表した。
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多くの途上国と同じく、タイの観光振興は政府の中でも重要な位置付けであることから、今後
もさらなる発展を期待されている。タイの観光資源は豊かな山や海などの自然資源とアユタヤ
などの歴史的文化遺産、そして山岳民族など少数民族の歴史や文化が主流になっている。それ
らを考慮して、自然や文化の保全と少数民族の生活の向上を基本とした観光政策の策定は必至
で、そういった局面では、TATは政府外の組織である大学や観光事業者と連携を取りながら、
積極的にタイ全体のエコツーリズムの普及と認識の向上に努めていると言えるであろう。TAT
が中心となったネットワークが構築され、強化されている。
しかし、それらのエコツーリズムにも課題はある。地域自体がエコツアーの主体でないため、
タイの観光事業者や政府のお墨付きの開発業者の意向に偏った開発や運営となり、地元側は十
分な利益を地域に還元することが難しくなっている。DASTAに浴びせられる批判が物語るよ
うに、形だけの地域住民への説明だけでなく、開発対象地域住民との十分な対話を義務付ける
といった対策が急務であろう。仲介役としての、NGOなどの支援が望まれるところである。
他方、政府の王室プロジェクトやNGO・NPOが主体となるエコツーリズムやコミュニティ・
ツーリズムでは、人間開発が最優先されるので、地域にエンパワーメントを与えるという本来
のエコツーリズムの理念に忠実である。しかし、王室プロジェクトは別にしても、小規模のNPO
の活動においては、資金不足や労働力不足という難問を抱えている。NPOは多くが単独で活動
しており、ネットワークも持たない組織が多い。TATなどの機関がこのようなNPOをどのよう
にサポートしていくのか22、今後の大きな課題である。大規模レベルの開発と小規模レベルの
開発、両方存在することで双方が足りない部分を補い、また相乗効果をもたらすことが可能と
なる。観光客は観光資源だけに期待しているのではなく、そこに暮らす地域コミュニティも含
めた観光を求めている。エコツーリズムに人間同士の交流は欠かせない。
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インドネシアの文化政策と
ジョクジャカルタ・アート・フェスティバル
岡部 政美 *
Masami OKABE
Cultural Policy of Indonesia and The Yogyakarta Art Festival

１. はじめに
本報告書は2005年6月7日から7月7日の1ヶ月間にわたって、ジョクジャカルタ特別州で開催
された「第17回ジョクジャカルタ・アート・フェスティバル」についてのものである。報告者
は6月3日にジョクジャカルタに入り7月8日まで調査を行った後、7月9日から7月16日に「第27
回バリ・アート･フェスティバル」の調査のためバリに滞在した。
本調査の実施地であるジョクジャカルタ特別州は中部ジャワの南岸に位置する人口300万人
ほどの行政地域である。ジョグジャカルタ市（Kota Yogyakarta）と、それを取り囲む4つの県
（Kabupaten Seleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kuon
Progo）からなっている。このうちジョクジャカルタ市には行政機関や大学が集中し、王宮や
ショッピング街のある州の中心地となっている。
ジョクジャカルタはバリにつぐ観光地として人気がある。観光客は街中に宿泊し、日帰りで
仏教寺院のボロブドゥールや、ヒンドゥー寺院のプランバナン（両寺院とも1991年に世界遺産
に指定されている）まで足をのばす。市内では王宮と芸能がおもな観光資源である。そもそも
ジョクジャカルタには1755年にマタラム王国が分裂した際に都が置かれ、現在の王宮が築かれ
た。その後ジョクジャカルタの王宮は、オランダ植民地政府の巧妙な政策によって、政治的な
力を骨抜きにされるかわりに、もう一方の都が置かれたスラカルタの王宮と競い合ってジャワ
伝統文化の再生や復興を図り王宮文化を花開かせていく。この時期はジャワ文化のルネサンス
ともいわれ、とくに舞踊や影絵芝居、ガムラン音楽、王宮儀礼の形式、バティック（ろうけつ
染め）などが洗練され、王宮はジャワ文化における中心地として確立していった。
こうしてジョクジャカルタは、
「ジャワ人の心のふるさと」とも呼ばれるようになり、今日に
いたるまでジャワ文化、なかでも各種の芸能の盛んな古都として知られ、それらは同時に観光
資源ともなっている。実際に街には多くのアーティストが住み、芸術高校（SMKI）、国立芸術
*大阪市立大学大学院文学研究科後期博士課程アジア都市文化学専攻
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大学（ISI）も存在する。ジョクジャカルタの国立芸術大学は1963年という早い時期に設立さ
れている。また、王宮から発祥した芸術だけでなく、前衛的な芸術を手がけるアーティストも
多くこの街に住んでいる。ジョクジャカルタ・アート・フェスティバルは、こうした文化の薫
り高い地方都市で17年前から一度も欠かすことなく行われているフェスティバルである。
ところでインドネシアは、各種のフェスティバルが非常に盛んな国である。イカット（絣織
物）フェスティバル、ワヤン・フェスティバル、食品・フェスティバルといったフェスティバ
ルの中心となるものを絞ったものから、ロンボック・フェスティバル、スマラン・フェスティ
バルといった地域の名前をつけたフェスティバルまで、また全州の代表がそろうような大規模
なものから、小規模なものまでさまざまなフェスティバルが開催されている。また、ジョクジャ
カルタにおいても1年を通じて大小様々なフェスティバルが開催されている。そこでジョク
ジャカルタ･アート・フェスティバルをみていくまえに、まずインドネシアでフェスティバルが
盛んになった特有の政治背景を振り返っておく。

2. インドネシアにおけるフェスティバルの開催経緯
1945年に200から300ともいわれる民族を抱えて独立した新生インドネシアの最重要課題
は、多くの民族をひとつにまとめて国家を統一することであった。そのために実施されたのが、
それぞれの民族のもつイデオロギー的な要素を排除した「われわれインドネシア人」の国民文
化を創出しようとする文化政策であった。第二代大統領スハルト（在任1966～1998）のとった
それは、民族や種族という枠を行政単位である「地方」という枠に置き換えるものであった。
つまりそれぞれの種族や民族としての意識を「独立」や「自治」に向けさせるのではなく、自
らの種族や民族の文化を高める方向に向けさせることによって、安定した国家の統一をはかっ
たのである。民族集団の文化は地方の一地域の文化であり、
「何々民族の文化」ではなく「何々
州の文化」として捉えなおされる。
具体的な政策として、たとえば当時一局しかなく政府の強い管理下におかれていた国営テレ
ビで「各地の芸能」
（Tari-tarian Daerah）と題された番組が組まれていた（山下1988:304）
。
そこでは各州の舞踊や歌が放映され、国家によって各州の代表的な芸能が選定・認定されてい
た。また、なかでも1975年にスハルト大統領夫人の肝いりでジャカルタ郊外に作られた「タマ
ン・ミニ・インドネシア・インダ」は、文化政策の目に見える模範例である。直訳すれば「美
しいインドネシアの小さな公園」である。その公園には、ミニチュアのインドネシア諸島がつ
くられ、インドネシア27州（当時）を代表する特徴的な伝統家屋が再現され、その内部には各
地の民具や衣装が展示され、さらに定期的に各地の伝統芸能も上演されている。つまり、トラ
ジャのトンコナンと呼ばれる船形の屋根をもつ家屋は「南スラウェシ州の伝統家屋」であり、
ジャワの王宮舞踊は「中部ジャワ州の踊り」というように、それぞれの民族の家屋や舞踊は、
州を代表する家屋や踊りとして紹介、展示されているのである。
そういった各民族を代表する文化を、政府は既成のものとは捉えず、国家によって育成され
るものだと考えていた。45年憲法で言及されているようにインドネシアの文化は、「外国の文
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化からの新しい要素はこばむことなく、時代や文化の進歩、また統一の促進に向けたもの」で
なければならなかった。つまり文化は新しい要素も取り入れ、新たに創造していくことが求め
られていたのである。
中央政府でそのような文化政策が実施されるなか、バリでは他州に先んじて文化と観光の問
題が話し合われていた。すでに植民地時代の1930年ごろから観光地として国際的に有名となっ
ていたバリは、第一次五カ年計画（1969年）で国際観光が経済発展の重要な柱とされたのを受
けて有数の観光地として整備されていく。1970年代には、世界銀行の勧告と国連の開発プログ
ラムによってホテル建設が始まり、観光開発公社も置かれるが、これらの開発の主導権は中央
政府が握っていた。
しかしバリ側は一方的に開発されることをよしとせず、1971年には州知事の呼びかけで「バ
リにおける文化観光のあり方に関するセミナー」が開かれ、
「文化観光」の理念が提示された。
その理念とは、観光による文化の「汚染」を防ぎ、逆に観光をバリの文化の発展のために利用
していこうというものであった。このように本格的な観光開発が実施され始めた1970年代前半
のバリの文化と観光の問題は、観光による汚染からいかに自分たちの文化を守っていくかとい
うことに重点が置かれていた。
ところが、次第にバリ人たちは観光客に見られることによって、逆に自分たちの文化に自覚
をもつようになる。おりしも彼らの自覚は、うまく中央政府の文化政策と合致し1979年に「バ
リ･アート・フェスティバル」が開かれる。つまりフェスティバルはバリ人にとってはそこに自
分たちの文化を提示することによって、バリ人の文化を再認識し誇りや愛着を養い、政府にとっ
ては「バリ州」という州の文化を創造するための器として機能したのである。政府の文化政策
に歩調を合わせたこのようなフェスティバルは、第1回バリ・アート・フェスティバルを皮切
りに、以後、各地で政府主催のものが開かれていく。
なかでも、バリ・アート・フェスティバルは6月半ばから7月半ばまでの一ヶ月間にわたり、
州都デンパサールにあるアート・センターで繰り広げられるフェスティバルであり2005年には
第27回を数えるまでになった。内容は大別して「パレード」、
「工芸品の展示」、「芸能集団の公
演」、
「競技会」、
「シンポジウム」に分けられる。広大なアート・センターでは、朝から晩まで
2～3の「芸能集団の公演」や「競技会」が並行して行われ、家族連れなどで大変な賑わいをみ
せる。文化と観光に関する問題を経たバリが、フェスティバルに力を入れているのは、開催初
日のパレードに毎年、大統領もしくは大統領クラスの政府要人の列席していることからも伺え
る。2005年度の開会式にはユドヨノ現大統領が出席している。
「競技会」は、竹細工や木彫などの工芸品部門と芸能部門に分けられ、バリの各県での予選
で勝ち残った個人や団体によって、県による対抗戦という形をとって競われる。なかでも最も
盛り上がるのが、ゴン・クビャールと呼ばれるバリのガムラン音楽の競技会である。フェスティ
バルのうち入場料を徴収しているのは、このゴン・クビャールの競技会だけであるが、安くは
ないチケットは高い席から売れ、最終審査会ともなるとかなりの立ち見客がでる。優勝グルー
プには日本円で約300万円が賞金として与えられるが、これも次の年の準備のためにほとんど
がなくなるという。フェスティバルでは古典曲だけでなく新曲も歓迎されるので、フェスティ
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バルにむけて新しく曲をつくるグループも多い。フェスティバルの始まる1ヶ月前から各州で
予選会が行われ、審査員によってさまざまな助言と補助金が与えられる。
ここにフェスティバルの目的が隠されている。つまり、インドネシアでは文化は国家によっ
て「育成」されるものだと考えられており、重要なのはフェスティバル自体ではなく、それに
いたる過程なのである（山下 1999:74）。実際に今回の調査において報告者はバリ州政府役人
から、「審査員は選出グループを決めるためではなく、バリ文化のクオリティを保つために存在
している。バリ・アート・フェスティバルがあるからこそバリの文化、芸術は発展しているの
だ」という証言を得た。まさに国家は審査員というフィルターを通して、文化を「育成」して
いる状況が確認できた。フェスティバル自体の開催は6月から7月の一ヶ月間であるが、バリ人
は一年を通して地元代表に選ばれようと練習に励んでいるのだ。言葉を変えれば、バリ人は審
査員の助言と補助金を得て、一年を通して文化を創り出しているのである。
また新曲が歓迎されるのも、文化はたんに保存されるものではなく、競争原理に基づき、新
しい時代に適合した創造的な育成が意図されているからである。つまり、州政府は「競技会」
という形をとって競わせることによって、文化を型にはめ込むのではなく時代に適したものに
していこうとしているのである。それは第一回バリ･アート・フェスティバルにおける州知事の
言葉に象徴されている。「文化接触は避けられないものであるが、それは国や地域の文化を破壊
するものではない。フェスティバルは現存の伝統文化の機能を現代の生活に合うように再創造
を促すように挑戦すべきである。」（Kantor Gubernur Bali 1991:xi）
このようにインドネシアの各地でフェスティバルが催されるようになった経緯は、政府の国
家統一を目指すための文化政策に都合がよかったからであり、それを受けてジョクジャカルタ
でも1989年からアート･フェスティバルが開催されるようになった。では、つぎにジョクジャ
カルタのアート・フェスティバルをみていこう。

3. ジョクジャカルタ・アート･フェスティバルの概要
第17回ジョクジャカルタ・アート・フェスティバルは、2005年6月7日から7月7日にかけて、
ジョクジャカルタ市の目抜き通りマリオボロ通り南端に位置するベンテン・フレドブルグ博物
館（Museum Benteng Vredeburg）の敷地をメイン会場として各地で行われた。フェスティバ
ルはインドネシア語で“Festival Kesenian Yogyakarta”といい、頭文字をとって”FKY“と
表記されたり呼ばれたりすることも多い（写真1、フェスティバルのポスター。マリオボロ通
り方面から会場を望む。）今年のテーマは「環境のための芸術（Seni untuk Lingkungan）
」で
あった。実行委員への聞き取りによるとそれの意図するものは、
「近年の開発によって、かつて
儀礼や住民の楽しみのために使われていた土地が潰され、ビルが建つようになってきた。おか
げで確かにわれわれの生活は便利になり、ショッピング･モールに行けば何でもそろうように
なった。しかし、本当にそれでよいのか。いまや、農作業を終えた夜に農民が楽しんでいたガ
ムランは電子楽器にとって代わられ、夜の時間はテレビを見ることに費やされている。農民で
さえ街に移り住むと儀礼を行わなくなってきている。開発とは誰にとってのものなのか。いま
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いちど、環境そのもの、芸術環境を見直そう」というものであった。

写真1

FKYのポスター

フェスティバルは大別して、「オープニング・セレモニー」、
「工芸市場」
、「美術」、「音楽」
、
「文学」
、「舞踊」、
「演劇」、
「伝統芸能」、
「マルチ･メディア」、
「参加イベント」に分けられる。
フェスティバルのスケジュールを記すと以下のようになる。
＜第17回ジョクジャカルタ・アートフェスティバル

スケジュール＞

◆オープニング・セレモニー
・ ストリート・パフォーマンス
ベンテン・フレドブルグ前の歩道
6月7日 16:30～
・ ジョクジャカルタ・アートフェスティバル開会式
ジョクジャカルタ3月1日モニュメントプラザ
6月7日 19:00～
◆工芸市場
・ 美術工芸市場
ベンテン・フレドブルグ敷地内
6月7日～7月7日 9:00～22:00
・ 工芸品ワークショップ
ベンテン・フレドブルグ敷地内
6月12日 8:00～
・ 創造作品コンテスト
ベンテン・フレドブルグ敷地内
6月26日 9:00～
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・ 子供絵画・塗絵コンテスト
ベンテン・フレドブルグ敷地内
6月26日

9:00～

・ 子供カラオケ大会
ベンテン・フレドブルグ敷地内
6月26日

7:00～

・ おかま舞台フェスティバル
ベンテン・フレドブルグ敷地内
6月19日

14:00～

・ バンド･フェスティバル
ベンテン・フレドブルグ敷地内
7月3日 14:00～
・ レクリエーション・ステージ
ベンテン・フレドブルグ敷地内
6月7日～7月7日

19:00～

・ スペシャルデー：パーティー＆映画上映
ベンテン・フレドブルグ敷地内
6月18日

19:00～

◆美術
・ 美術展
タマン・ブダヤ・ギャラリー
7月3日～17日
・ 美術即売会（バズアート）
ベンテン・フレドブルグ博物館
6月11日～7月7日
・ シンポジウム
タマンブダヤ・セミナールーム
7月4日 9:00～
◆音楽
・ インディーマーケットデイ
クダイクブン・フォーラム
7月2, 3, 4日 15:00～
・ 公衆のための音楽
ブリンハルジョ市場
6月26日
◆文学
・ 女性詩人による朗読
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クダイクブン・フォーラム
6月18日

19:30～

・ 文学シンポジウム
クダイクブン・フォーラム
6月18日

14:00～

◆舞踊
・ ダガラン集落をつなぐ
バントゥール県セウォン・ダガラン集落
6月30日

15:30～21:00

◆演劇
・ “Jaran Sungsang”（演目）
スレマン県トゥリ村
6月8日 19:30～
・ “Modhin Karok”（演目）
スレマン県カリウラン村
6月10日

19:30～

・ “Alang-Alang”（演目）
スレマン県カラサン村
6月12日

19:30～

・ “Pandawa Dadu”
（演目）
バンドゥール県 プンドポ・ルマ・ブダヤ・トゥンビー
7月3日 19:30～
・ 演劇ワークショップ
ニティプラヤン
6月19～30日 9:00～
・ スリムルトノ氏賞演劇コンテスト
アスドラフィー（映像大学構内）
6月17～19日 10:00～
・ 演劇パレード
アスドラフィー（映像大学構内）
6月19～21日 19:30
・ 路上マイム
各地
7月1～3日
◆伝統芸能
・ ジャワ文学モチョパットの朗誦
AMPTAキャンパス構内プンドポ
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6月9, 10日 19:00～
・ ワヤン・クリ
スレマン県トゥリ村
6月9日 20:00～
・ ワヤン・クリ
ジョクジャカルタ市長の家
6月16日

20:00～

・ ワヤン・クリ
バントゥール県トゥンビー
6月21日

20:00～

・ ワヤン・クリ
グヌン・キドゥル県知事の家
6月30日

20:00～

・ クトプラ
芸術高校構内
7月5日 20:00～
・ ガムランコンサート
芸術高校構内
7月6日 19:30～
◆マルチメディア
・ マルチメディア芸術展覧会
タマン・ブダヤ
6月20～23日 9:00～21:00
・ インディー映画コンテスト
タマン・ブダヤ
6月5～17日
・ 優秀映画上映会
タマン･ブダヤ
6月20～23日 10:00～
・ 映画上映ボックス・オフィス
タマン・ブダヤ
6月20～23日 16:00～
・ マルチメディア・ワークショップ
タマン・ブダヤ
6月20～23日 9:00～
◆参加イベント
・ ムルティ･チョデ儀礼
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チョデ川北側一帯
6月17日～7月3日 15:00～
・ ジョクジャカルタ・アート・フェスティバル・セミナー
クパティアン
7月2日 9:00～
・ ジョクジャカルタ・アート・フェスティバル・クロンプロゴ
クロンプロゴ県
7月5～7日 10:00～
・ 民族音楽コンサート
タマン･ブダヤ
7月5日 20:00～
・ API（テレビ番組）コメディアン･オーディション
タマン･ブダヤ
6月16日

8:00～

・ DAI（テレビ番組）オーディション
タマン･ブダヤ
6月16~18日 8:00～
・ APIロードショウ
タマン･ブダヤ
6月19日

20:00～

以上が2005年度のジョクジャカルタ・アート・フェスティバルのスケジュールである。メイ
ン会場となったベンテン･フレドブルクでは、つねにゲーム等の小さな催しが行われ、工芸品市
場も朝9時から夜10時まで開かれていた。またタバコメーカーのジャルム・スーパーがスポン
サーとなって舞台が設置され、土日にはキャンペーン･ガールを用いたタバコのキャンペーン
と、ロック･バンドの生演奏が行われていた。ゲームは「スーパーショート・サッカー」
、「スー
パーウィニング･サッカー」、「スーパー･ロープ（写真2

地上5メートルほどのところに張られ

た綱の中央に結ばれた赤い布を、参加者二人が両端から取りにいくゲーム）
」、「クライミング」
があり、こちらもタバコメーカーのジャルム・スーパーがスポンサーとなっており、「クライミ
ング」をのぞく各ゲームに賞金総額200万ルピアが用意されていた。
次にスケジュール表に沿って各催しについて記していく。内容は報告者の観察に基づき、さ
らに新聞2紙（Kebudayaan Rakyat, Kompas）からの情報で補った。なお、夜間や遠方で行わ
れるものも多く、またいくつかの催しは同時平行で行われたので、報告者はすべての催しを観
察することはできなかった。
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写真2
◆

オープニング・セレモニー

・

「ストリート・パフォーマンス」

スーパー・ロープ

6月7日16時30分よりマリオボロ通り南端の大統領官邸周辺の路上で行われた。小学校の団体
による踊りや、パプア･ニューギニアの人による踊りなどがあった。
・

「ジョクジャカルタ・アート・フェスティバル開会式」
6月7日19時よりマリオボロ通り南端のジョクジャカルタ3月1日モニュメントプラザで招待

客を対象に行われた。まず設置された大画面から映像が流された。ナレーションの内容は次の
通りである。

「市民参加でフェスティバルを盛り上げていこう／フェスティバルは地域が参加し
て初めて成り立つもの／17年間1度もフェスティバルが途切れることなかったのは
素晴らしい／この機会をアーティストたちに利用してもらいたい／今回のテーマは
芸術は芸術家のためだけにあるのではなく、市民と芸術を近づけることにある／伝
統を大切にしていこう／このフェスティバルは地域、市民とともに展開していく」

続いて市民からのメッセージが映像で流される。市民はベチャ（前に人を乗せて走る3輪人
力車）の運転手、ガソリンスタンドの店員、たまたま道端にいた人など、ごく普通にジョクジャ
カルタで暮らしている市民たちであった。メッセージの内容は次のようなものが多かった。

「ジョクジャの伝統や文化がさらに発展されますように」
「ジョクジャの伝統や文化が市民に近づきますように」

続いてスルタンと数名の関係者からの祝辞があった。スルタンの祝辞の大意は次のようなも
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のであった。

「民衆の価値基準の多くが経済的側面におかれている現在、伝統的な文化芸術は影
を潜め始めている。民衆の娯楽はすでにテレビに奪われ、娯楽の場所はディスコや
カフェにとって代わられた。それが私たちの芸術の歴史における現実の一瞬である。
そのような時代に開催されるジョクジャカルタ・アート・フェスティバルは、現在
の文化状況になんらかの貢献ができるだろうか。すべての文化はなにかしらのスピ
リットを与えられて初めて魂が進歩する。それはやがてインドネシアの新しい文化
になる。多くの民衆に娯楽を与えることのできるこのフェスティバルは、われわれ
の誇りといえ、また経済を活性化することにもつながっている。」

フェスティバル実行委員長の祝辞の大意は次のようなものであった。

「今回のフェスティバルのテーマ『環境のための芸術』は、ジョクジャカルタにお
ける文化の存在をもう一度覚醒するための、ひとつのきっかけとなる。芸術表現を
（生活の）前面に押し出し、いまいちど文化の純粋さを提示するために、市民が協
力することを望む。
」

続いて、
「ホワイト・リバー」と題された舞台が上演された。内容ははじめにマイムやアイリッ
シュ音楽、アフリカ音楽、ガムラン音楽などが演奏された後、舞踊が上演された。舞踊は王宮
舞踊に続いてライオンや鳥獣が登場し、サテ・マドゥラ（マドゥラ地方の焼き鳥）売りが、実
際にサテをもって登場するコンテンポラリー作品であった（写真3）。

写真3

開会式『ホワイト･リバー』
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◆

工芸市場

・

「美術工芸市場」
会期中を通してベンテン・フレドブルグ敷地内に、絵画や布、アクセサリーなどの美術工芸

品を売るテントが百数十店ほど張られていた（写真4）
。制作者自身が店員となっているケース
が多かった。

写真4
・

工芸市場

「子供絵画・塗絵コンテスト」
6月26日9時からベンテン・フレドブルグ敷地内で、子供の絵画と塗り絵のコンテストが行わ

れた。木陰に座ってクレヨン、絵の具など好きな道具を用いて作品の制作に励む子供と付き添
いの保護者の姿が見られた。
・

「子供カラオケ大会」
6月26日7時からベンテン・フレドブルグ敷地内の特設ステージで子供のカラオケ大会が行わ

れた。子供とはいえ舞台衣装を身につけ、歌唱力もなかなかのものであった。
・

「おかま舞台フェスティバル」
6月19日14時から、ベンテン・フレドブルグ敷地内の特設ステージで行われた（写真5

ジョ

クジャカルタの王宮舞踊をおどる踊り手）
。こういった催しを企画した意図は、実行委員による
と、
「おかまは、人並み以上の才能をもっていながら、社会の隅に追いやられているために今ま
で自分を表現する場がなかった。彼らも他の人間と同様に自分自身を表現するメディアが必要
である。彼らの表現方法は踊り、絵画、ファッション等さまざまあり、それらは社会に出され
る必要のある創造的なものである。今回のステージは彼らに表現する場を提供するものである」
ということであった。23人の出演者は個性に富んでおり、ジョクジャカルタでも名の知れた女
性舞踊の踊り手やから、単に女装をして歌を歌ったり詩を詠んだりする男性までさまざまで
あった。1位から3位のほか、ミス・フェーバリット賞、ミス・自信満々賞、ミス・ユニーク、
ベスト･コスチューム賞が選出された。出演者のひとりは、「出演したすべてのおかまは、人前
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で腕前を表現する機会を得ることができて、とても褒められたような気がする。私たちのため
に表現する空間を与えてくれたフェスティバルの委員に感謝する」と話していた。なお、「おか
ま」はインドネシア語の“Waria”を日本語に訳したものである。”Waria“は「女性」を意味
するインドネシア語の”Wanita”と、「男性」を意味する“Pria”の折衷語であり「おかま」に
違いはないのだが、前述の踊り手は日本語でイメージする「おかま」とは程遠く、舞台は非常
に洗練されており、彼自身、ジョクジャカルタ国立大学で舞踊を学びつつ私設の舞踊学校で舞
踊を教えているプロの踊り手である。いずれにしても、会場はため息と笑いで大いに盛り上がっ
ていた。

写真5

写真6

おかまショウ

インドラマユの踊り
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・

「スペシャルデー：パーティー＆映画上映会」
6月18日19時よりベンテン・フレドブルグ敷地内の特設ステージで「スペシャルデー：パー

ティー＆映画上映会」が行われた。イリアン・ジャヤ州の舞踊、中部ジャワ・インドラマユの
舞踊（写真6）
、スマトラ島パダンの皿を用いた舞踊（Tari Piring）が上演された後に、映画の
上映会に入った。映画のタイトルは“Daerahku Indonesiaku”であり「私の地域、私のイン
ドネシア」という意味である。内容はオランダ植民地時代、独立闘争、スハルト前大統領崩壊、
各地のデモクラシー、政党集会、アミン・ライスやワヒド前大統領など大物政治家の様子を描
いたものであり、最後は「宝物のインドネシア」といった意味の“Indonesia Pusaka”という
歌で締めくくられた。引き続き、若手コメディアンのステージに入った。
◆

美術

・

「美術展」
7月3～17日の間、タマン・ブダヤ･ギャラリーで開かれた。3日には開会式が開かれ、若手コ

メディアンのコントに引き続き実行委員長のクス・インダルト氏のトークがあった。彼は「作
品はどれも力作ぞろいで、これからそう遠くない時期に世に出てくるだろう、あるいは世に出
てくるべきものである」と話していた。展示作品は公募によって170作品もが集まり、最終的
にその中から37作品が選ばれた。作品はほとんどが前衛的なものであった。
・

「美術即売会」
6月11日から7月7日まで、ベンテン・フレドブルグ博物館2階のギャラリーで「美術即売会」

が開かれた（写真7）。これはインドネシア語で“BazArt"と表記されているが、”Bazar Art”
を省略した言葉である。100点ほどが展示されており6月18日の時点で20点ほどが売約済みで
あった。観客は平均200人ほどが訪れているということであった。

写真7

美術即売会
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◆

文学

・

「女性詩人による朗読」
6月17日19時30分から（スケジュール表の18日から変更）、
「女性詩人による朗読」がクダイ

クブンで行われた。クダイクブンは、王宮南側のゲストハウスの並ぶプラウィロタマン通りに
あるレストランであるが、併設しているギャラリーやスタジオは、個展開催やとくに現代もの
の舞踊やアンサンブルの練習のために貸し出されている。7人の女性詩人と、津波の惨事を反
映させたアチェについての詩を朗読するために特別にバンダ・アチェから1人の女性詩人が招
かれて、詩の朗読会が行われた。
・

「文学シンポジウム」
6月18日19時30分からクダイクブンで「文学シンポジウム」が行われた。まず招待された7

人の女性詩人の作品について討議し、さらに現代インドネシアの全体的な女性詩人の現象を討
議した。その内容は、
「文学、とくに詩は、私たちの周辺で起きているたくさんの社会問題から
逃げている。しかしわずかではあるが、今回招待した7人の女性詩人のように社会問題と向き
合っている詩人もいる。読者は軽いテーマの散文詩は受け入れるが、社会問題等を扱った重い
テーマのものは避ける傾向があるため、彼女たちはわずかな読者と触れるのみである。だがこ
のフォーラムで社会問題をみつめた彼女たちの詩を評価することができたことは、その他の詩
人から積極的な反応が返ってくることにつながるだろう」というものであった。

写真8

ダガラン集落の若者による踊り

◆ 舞踊
・

「ダガラン集落をつなぐ」

7月1日の15時30分からバントゥール県のダガラン集落で「ダガラン集落をつなぐ」が行われ
た（写真8）。「つなぐ」とはインドネシア語の”sambun“を訳したものであるが、上演内容か
らみると「リレー」に近く、ダガラン集落で行われた芸術を次々とつないでいく、というニュ
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アンスである。ダガラン集落は市内まで車で15分程度であるが、田舎の集落といった雰囲気で、
集落の西側には広大な田んぼが広がり、民家の庭先にはバナナの木が植えてあったり、ニワト
リが走り回っていたりする。老女は普段からバティックを腰に巻き、クバヤと呼ばれるブラウ
スを着用している。こういった姿はすでに街中では行商人以外にはあまり見られない。内容は
8つの舞台を次々に場所を移して上演していくもので、村の民衆の踊り、ジャティランと呼ば
れる馬の人形を用いた踊り、それにプロの踊り手によるコンテンポラリーダンスであった。プ
ロのものは、あらかじめ用意しておいた泥沼に入って踊るものや、バナナ畑のなかをサルのよ
うに走り回るもの、田んぼの中に作った簡易舞台で踊るものなどさまざまであった。これらは
非常に前衛的なもので、報告者を含め村人たちには理解しかねるもののようであった。ジャティ
ランの世話役であるスプリヤディ氏は、「ダガラン集落はいくつかの伝統的な芸能を発達させ
ているが、時代が発展している現在、若者たちの関心を伝統的な芸能につなぎとめておくのは
難しい」と話していた。
◆

演劇

・

「スリムルトノ氏賞演劇コンテスト」
6月17～19日の10時から、王宮南側にある映像大学（アスドラフィー）で「スリムルトノ氏

賞演劇コンテスト」開かれた。スリムルトノ氏（故）は著名な演劇人である。この演劇コンテ
ストは学生たちのために企画されたもので、自由なテーマで5分間の持ち時間が与えられた。
審査内容は、構想と理念のオリジナリティー、テーマの探求具合、全体的な表現力、創造性と
時間内への収め方、である。優秀なグループには、ジョクジャカルタ特別州知事、タマン・ブ
ダヤ・ジョクジャカルタ、ジョクジャカルタ・アート・フェスティバル委員会、GKRHemas
王妃、ジョクジャカルタ市文化議会、ジョクジャカルタ言語研究所、映像大学からトロフィー、
表彰状、助成金が与えられた。また19日20時からはコンテストとは別に独演劇「CORO」が上
演された。脚本を書いたアナンは「
“CORO”という独演劇は這い蹲る虫、もしくは汚いところ
から来た何かに対する人の怒りについて語ったものである。その汚らしいところから来た虫は
常に危険をもたらしたり、死に至らしめる病原菌を運んだりする。そういう訳で、怒り恨みを
もっている人はcoroを殺したがる」と語っている。演劇部門の実行委員長エドによれば、「注意
深く観察していると、実用的な芸術である演劇は“CORO”のような運命をたどる。もしCORO
と違う運命をたどれば演劇は活動空間を持つことになる」と話している。
・

「演劇パレード」
6月19～21日の19時30分から映像大学で「演劇パレード」が行われた。ここではコンテスト

の形式をとらず、招待された3グループがそれぞれ上演を行った。
「パレード」と記されている
が内容は舞台上で上演される現代演劇であった。
・

「路上マイム」
7月1日の20時からマリオボロ通り南端の3月1日モニュメント・プラザと、その前の交差点で

「路上マイム」が行われた。８人のパントマイマーが「0秒（Titik No0）
」を上演した。同様の
ものが、7月2日の20時から南の王宮広場、トゥグ駅周辺で行われた。
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◆

伝統芸能

・

「ワヤン・クリ」
6月16日の20時からジョクジャカルタ市長の家で「ワヤン・クリ」
（影絵人形芝居）が上演さ

れた（写真9）
。「ワヤン・クリ」は各県でも上演されているため全5回の上演であった。儀礼な
どに伴うワヤン・クリは、通常明け方近くまで上演されるが、今回のものもフェスティバルの
一環とはいえ明け方近くまで上演され、報告者が家路についたのは午前4時半であった。ジョ
クジャカルタ・テレビが撮影に来ており、4日後の6月20日から一週間23時より一時間ずつ放映
されていた。

写真9

ワヤン・クリ

写真10
・

クトプラ

「クトプラ」
7月5日の20時より芸術高校（SMKI）で「クトプラ」が上演された（写真10）。クトプラは
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ガムラン音楽を用いた大衆演劇といった雰囲気の演劇であり家族経営のものが多く、即席の小
さな舞台上で、ワヤン・クリと同様に明け方近くまで上演されることが多い。しかし今回のも
のは芸術高校の大きな舞台で、2時間程度にまとめられたものが上演された。
◆

マルチ･メディア
マルチ･メディア部門は6月20～23日の10時から21時まで、タマン・ブダヤを中心に開かれた。

ブース出展と映画上映があり、いずれもコンピュータを用いてアートを創造しようとする若者
と、映画の撮影に取り組む若者のために企画された。マルチ･メディア部門コーディネーターの
ディアは、
「この部門は若い映画人の能力を推し量り、彼らに芸術を創造する機会を与える。」
と話している。
◆

参加イベント
「参加イベント」は、ジョクジャカルタ･アート･フェスティバル独自の催しではなく、他の

催しに参加したものである。
・

「ムルティ･チョデ村儀礼」
「ムルティ・チョデ儀礼」はジョクジャカルタのほぼ中央を流れるチョデ川周辺に住む住人

の儀礼である。フェスティバルのテーマ「環境のための芸術」に呼応する副題「人生のための
川」
（Sungai untuk Kehidupan）が付けられていた。「儀礼」と記されてはいるが、内容は「パ
レード」といって差し支えなく、7月3日の15時よりソロ通りにあるメルキューレ・ホテルを出
発点として、婦人会や子ども会、華人グループなどさまざまな団体がチョデ川に沿って北上し
た。
・

「ジョクジャカルタ･アート・フェスティバル・セミナー」
7月2日の9時からクパティアン（地域計画委員会ビル）で「ジョクジャカルタ･アート・フェ

スティバル・セミナー」が開催された。テーマはフェスティバルと同様「環境のための芸術」
であり、フェスティバル実行委員会とジョクジャカルタ国立大学の研究協会のなかの文化学習
本部と、日刊紙Kebudayaan Rakyatの共催であった。このセミナーでは、スルタン（代読）の
基本方針演説に続き、アプリヌス氏の発表「大衆・芸術・環境」、スマルヨノ氏の発表「2020
年に向けてのジョクジャカルタ文化の容貌」、ルヤ氏の発表「街の芸術派コントローラーを探
す」
、ハリオング氏の発表「覚醒されたメディアとしての地域の価値

ニティプラヤン村の事例」

が行われた。
・

「ジョクジャカルタ・アート・フェスティバル・クロンプロゴ」
7月5～7日にかけてクロンプロゴ県において「クロンプロゴ・フェスティバル」が開かれて

おり、「ジョクジャカルタ・アート・フェスティバル・クロンプロゴ」は、同フェスティバル最
終日の閉会式にあわせて行われた「ジョクジャカルタ・アート・フェスティバル」の閉会式で
ある。19時から行われた閉会式では、竹でつくられたガムラン音楽の演奏につづいてフェス
ティバル実行委員長のスピーチがあり、その後はワヤン・クリの上演に入った。
・

「民族音楽コンサート」
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7月5日の20時からタマン・ブダヤで、ジャカルタを中心に活動している民族音楽グループ「メ
タ・ドムス」を招いて行われた。これは「メタ・ドムス」が行っている全国ツアーの一環であっ
た。
「メタ・ドムス」はスマトラ島の楽器を中心にインドや中国の楽器を取り入れた音楽活動し
ており、この日はメディテーション音楽や、マントラ儀礼のような音楽が演奏された。
・

「APIロードショウ」
6月19日7時よりタマン・ブダヤで「APIロードショウ」が生放送で行われた（写真11）。
「API」

は現在、インドネシアでもっとも人気のあるコメディー番組である。

写真11

APIロードショウ

4. おわりに
最後に今回のフェスティバルのテーマと運営形態、中央政府の文化政策との関連について触
れておく。
第17回目のジョクジャカルタ・アート・フェスティバルのテーマは「環境のための芸術」で
あった。ちなみにこのテーマは2008年の第20回のフェスティバルまで引き継がれる。実際に
テーマに沿った催しはどれだけあったであろうか。「女流詩人による朗読」に続いて行われた
「文学シンポジウム」では、このテーマは取り上げられているが、あくまでもシンポジウムの
議論の要は社会問題に目を向けようとしない詩人に対する危惧であった。部門実行委員長は、
「環境のための芸術」は「テーマであるから取り上げた」とも話している。また「ムルティ・
チョデ儀礼」は、川沿いに住む市民たちが川に沿って北上したパレードであり、「川」を中心に
すえたものであったが、パレードの内容はそれほど「川」と関係のないものであった。この行
事に関連して「チョデ川の掃除大会」、
「ジョクジャカルタ市長とチョデ川で魚釣り大会」が行
われた。これはチョデ川を掃除することによって自然環境を見直し、きれいになったチョデ川
で魚釣りをして自然を満喫しよう、といった趣旨の行事であり、
「環境のための芸術」に近いと
いえるが、アート・フェスティバル自体の行事ではない。「ムルティ・チョデ儀礼」もフェスティ
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バルの実行委員が企画したものではなく、フェスティバルが「ムルティ・チョデ儀礼」に参加
した形である。
開会式の祝辞のなかの言葉、「ジョクジャカルタ･アート・フェスティバル・セミナー」の一
部の発表内容では、
「環境のための芸術」が取り上げられていた。しかし開会式の中継はなく（数
年前は中継されていたと聞いたが）、招待状を受け取った100人強ほどの関係者を前にして行わ
れたにすぎず、セミナーも限られた人たちのあいだでのみ開催されている。その後、開会式や
セミナーの内容が広く公開されたかどうかは不明だが、いずれにしてもこれらは市民に環境と
芸術について考えさせる力をもつものではない。
ここでフェスティバルが行われていた2005年のジョクジャカルタの状況を振り返ってみる
と、大型ショッピングモールの異常なまでの建設ラッシュがあった。スラカルタからジョクジャ
カルタに伸びている幹線道路であるソロ通りには、2005年6月の時点で10ものショッピング
モールがほとんど間隔をおかず建設を急いでいた。そのほか、テレビ局は1989年までは国営放
送１局であったのに対し、1980年代末から1990年代にかけて民放5局が開局し、さらに2000年
代に入って5局が開局している。また2004年ころには国内線のみであった空港が、シンガポー
ル、タイなど地域限定ではあるが国際空港となり、2005年には空港の建物をリニューアル中で
あった。こういった状況では、農作物の収穫に対して儀礼を行わなくても、市民は便利できれ
いなショッピングモールで買い物を済ませることができ、夜はわざわざガムランを演奏しなく
てもテレビを見て過ごすことができる。国際空港ができたことで観光客を狙ったあらたな施設
が建設され、新たに土地が潰される可能性もある。
にもかかわらず芸術環境を見直そうとするならば、それを舵取る強力なリーダーシップが必
要なはずである。しかし、後で述べるように「環境のための芸術」を実現させるために開かれ
たフェスティバルの組織力は弱く、予算も十分な額ではない。また、前述のようにそれぞれの
催しはテーマと関係のないものが多く、テーマが「飾り」となっている観が拭えない。テーマ
を知っている市民がいったいどのくらいいるのかも疑問である。よってこのフェスティバルに
おいて、
「環境のための芸術」というテーマは達成されてはいないといえる。
つぎにフェスティバルの運営形態としては、実行委員長にフリーでガムラン等の売買を行っ
ている人物、副委員長に芸術雑誌の記者、その他に各部門の委員長がいるものの、州政府の役
人は見当たらなかった。開催前の運営会議等では州政府の役人も出席していたが、少なくとも
運営の現場にあたっているのは実行委員の民間人であった。予算として3,000万ルピア、日本円
に換算しておよそ360万円が州政府から支給されている。しかし1ヶ月にわたるフェスティバル
の諸費用を賄うのに、この予算では少なすぎる。宣伝広告費等、フェスティバル全体にかかわ
る費用を差し引いた金額が、各部門に平等に振り分けられていたが、もちろん舞台で使う道具
類、出演者の交通費を賄える金額ではない。民族音楽グループ「メタ・ドムス」は、全国ツアー
の一環とはいえ、手弁当でジャカルタから来ており、10名ほどのメンバーは実行委員長宅に宿
泊をしていた。実行委員らの給料も支払われるかどうか分からない状況であった。
これでは、実行委員がどれだけ組織立ち、指示系統がはっきりしているのか疑問である。州
政府の役人が実働的な委員に加わっていないというのも、運営資金だけ捻出しておいて、あと
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は芸術の好きな民間人に任せておく、といういささか投げやりなやり方ではないだろうか。ま
た、フェスティバルの事務所ははじめタマン・ブダヤに置かれていたものの、期間中は実行委
員長宅の居間に移っていた。事務的な活動拠点が定まっていないのは、組織力の弱さだろうか。
実行委員のひとりは、
「（委員の仕事を）半ボランティアでやっている。これがジョクジャカル
タに住む人の習慣」と話していたが、こういった運営体制だからこそ、せっかくのテーマも徹
底されていないのではないだろうか。本業との掛け持ち（彼らは実際に委員と本業の両方の仕
事をこなしていた）では、たとえ志が高くても十分に仕事はこなせない。
一方、バリ・アート・フェスティバルの予算はジョクジャカルタの10倍の3億ルピア、日本
円でおよそ3,600万円である。そこから賞金やアーティストたちの交通費も出される。実行委員
は、すべてバリ州の文化庁の役人であり、実行委員長、副実行委員長、各部門のコーディネー
ターは複数人で担当し、指示系統もはっきりしていて非常に組織立っている。これは以前に実
施された大規模な儀礼において、そこに行政が介入する基盤がすでに出来上がり、歴史的に儀
礼や芸能における役所の果たす役割が整っていたことも大きな要因であると思われる。それに
してもジョクジャカルタのフェスティバルは、予算は財政的な問題もあると思われるのでひと
まずおいておくとして、運営形態から改める必要がある。
つぎに中央政府の文化政策との関連を見ていく。ジョクジャカルタの市民は、このフェスティ
バルに関して3つに分けられる。1つめは主に創造的なものを手がけるアーティスト、2つめは
伝統的なものを受け継ぐアーティスト、3つめはそれ以外の舞台にあがったり作品を出品した
りしない一般の市民たちである。
1つめのアーティストたちは若手が多く、フェスティバルにむけて自分の作品を創り展示し
ていた。工芸市場では工夫を凝らした商品、たとえばバティックを用いたインテリアや服飾品、
ジョクジャカルタやその踊り手をモチーフにした絵画が並んでいた。工芸市場の多くは制作者
自身が売り手であり、客の反応をダイレクトに感じられるため、それを次の作品に生かすこと
ができる。
「おかまショウ」も普段、あまり社会で自分を表現する機会のない人が堂々と自分を
表現し、さらに観衆の反応を知る良い機会となった。
「美術即売会」や「美術展」に並べられた
彼らの作品の多くは前衛的であった。絵画部門の実行委員長が言うとおり、
「美術展」には170
作品もの応募があり、実際に勝ち残った37作品は力作ぞろいであった。マルチメディア部門、
演劇部門に参加した若い映画人や演劇人も、絵画部門と同様に、勝ち残ってきたアーティスト
たちである。彼らの作品を見に来た観客のなかには、それを熱心に見る彼らと同じアーティス
トが多くいた。
2つめのアーティストは「ワヤン・クリ」や「ジャワ文学モチョパットの朗誦」の担い手、「ダ
ガラン集落をつなぐ」に参加したダガラン集落の住人たちをさしている。報告者はその内容を
すべて観察できたわけではないが、フェスティバル用にアレンジしたものではなく普段どおり
に上演したようであった。3つめの一般の市民たちはそれぞれの催しを楽しんでいた。とくに
メイン会場では、会期を通して工芸市場やミニ・ゲームなど何かの催しをしており、子供の「絵
画・塗り絵コンテスト」、
「カラオケ・コンテスト」や、「おかまショウ」などは、家族連れや友
人同士で訪れることのできるように週末に設定されていた。
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このように作品を創りだすアーティストがいて、それを楽しむ市民のいるこのフェスティバ
ルは、政府の文化政策ともうまくかみ合って成功しているように見える。つまり1つめのアー
ティストは、舞台にあがって賞を得ようとしたり、最終選考で残る作品を手がけようとしたり、
「競争」をしているのである。またエントリーのみで参加できる「おかまショウ」も順位を争
う「競争」である。その過程で作品が洗練されたり、新たなものが生まれたりする可能性が出
てくる。バリのように予選段階で助言をする審査員は見当たらなかったが、これも「競争」を
通した文化の「育成」といえる。2つめのアーティストは、ジョクジャカルタ特有の伝統的な
ものを上演したという点で、自分たちの文化に対する「愛着」を養う機会を提供したといえる。
さらに、少し大げさではあるが、アーティストたちの作品を目にして、自分たちの文化に「愛
着」を養ったり深めたりした3つめの市民も多くいたはずである。よって今回のフェスティバ
ル全般をながめると、テーマは達成できたとはいえないが、政府の文化政策には合致していた
といえるだろう。
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景観概念に関するノート
―都市景観解読のための断片的予察―

山野 正彦 *
Masahiko YAMANO
A note on the concept of ‘landscape’

Ⅰ
小稿の趣旨は、1980年代後半以降の文化地理学の新展開の中で生じてきた文化・政治地理学
的アプローチを参照しながら、
「景観（landscape）
」を媒介とした「文化（culture）
」の解釈と
記述の方法論の可能性を探るための前提として、｢景観｣概念の新しい定義づけのための予備的
考察を行うことにある。筆者はすでに前稿において、いわゆる文化論的転回に伴う新しい文化
地理学の動向について考究し、
「景観」概念の再定義を試みた1)。図らずもその直後の2002年度
から開始された、大阪市立大学大学院文学研究科のCOE都市文化創造に関する研究プロジェク
トへの参加によって、都市文化の創造あるいは再構築の手立てを考える際、都市景観の中に表
れたものとして文化をとらえることが有用で実際的な方法であり、そのための前提となる「景
観」や「文化」概念のより詳細な定義づけを試みる必要に迫られている。この課題に関する周
到に準備された論文の作成は他日を期すことにして、小稿はそのための予察とすべく、筆者の
これまでのいくつかの思索の断片をノートとして書き記したものである。
景観は物理的（physical, morphological）な存在であると同時に、象徴的な意味体系として
の存在である。景観は意味を作り、伝達し、付与する作用をもっている。文化を通じて景観に
付与される共有の意味は、社会的な構成物であり、社会集団のアイデンティティとセキュリティ
の維持装置ともなっている。景観と景観表象に込められた意味は多様であり、景観はいわば「意
味の貯蔵庫」とでも言いうる。それゆえ本COEプログラムの課題である、都市の文化蓄積を記
録し、解釈し、それに基づいて都市文化の再創造を企図するような際に、都市の景観について
の考察が有効かつ不可欠である。
景観は① material

② representational

③ experiential の3つの異なったレベルの属性

を合せもっており、景観の考察を行う際にはこれら3つの属性を全体としてとらえることが必
須である。したがって都市の土地利用や建造物についての文書、地図などの史資料のみならず、
*大阪市立大学大学院文学研究科教授・COE事業推進担当者
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儀礼や神話を含む都市景観の記憶を掘り起こし、それらの表象の解釈を試み、さまざまの人々
（支配者、下層民、年齢・性差、人種･民族、内部者、外部者など）が景観や景観表象に付与し
た多様な意味を読みとる作業が、まず基礎的なものとして求められる。次にその成果をもとに
景観を通しての文化・政治の意味作用を考慮した、景観の再構築（renovation, transformation）
が構想されるべきである。「景観」は文化の再生産と変革の過程における重要な構成要素であ
る。景観の再構築は景観を使用する諸集団にとっての意味や価値づけの競合の場となる。都市
文化研究における新しい「景観」概念の有効性を示し、景観から文化を逆照射する方法論を示
すことが、当面の目標である。

Ⅱ
上にも述べたように、かつて筆者は景観（landscape）概念について、試みの定義を提示し
たことがある。ここでもそれに多少の改変を加えて再掲し、若干の付加的考察を試みることか
ら始めたい。
1

景観の物的側面
景観とは本来、地表上のある地点から、視覚に代表される五感によって感覚的に知覚される、

ある一定の広がり（領域）とまとまりある外観（アスペクト）を持った、人間と動植物の生活
する地圏・水圏と気圏との接触部分に並存する自然・人文の諸事象の総体をさす。
これは1960年代以前に支配的であった、伝統的地理学における定義である。地理学では元来、
景観のフィジカルな側面に重点を置いて研究を進めてきた。地理学史上には、シュリューター、
パッサルゲなどのドイツ景観論の系譜とサウアーのバークレー学派の文化景観の研究の伝統が
聳えている。
しかし1961年のアメリカ地理学会年報誌上に掲載されたローウェンタールの論文2)の出現に
より、個人や集団の景観イメージなど、景観概念の主観的側面への拡張が達せられた。レルフ
やレイなどの人文主義地理学者によるその後の景観概念の主観的側面への言及は、現代の新し
い文化地理学への道程であった。
筆者は｢景観｣の物的側面を考察するためには、伝統的地理学の形態学的および生態学的景観
に加えて、批判的地理学の系譜の人たちの使用する「建造環境」
（build environment）の概念3)
を、従来の景観のフィジカルな側面の研究と、社会経済的アプローチを取る人たちのための基
礎概念として位置づけ、整備することが有効であろうと考える。
2

「景観」の意味体系としての側面、あるいは存在論的･現象学的視点からの考察を目ざす人

文主義的文化地理学に即した概念の定義
景観とはとらえる主体の見方によって恣意的に構成される画像とみなされるべきであろう
か。イメージとしての景観、観念としての景観などの、実体ではない表象された景観を取り扱
おうとする接近法をとるとして、しかし依然としてその中で客観的景観と名づけることができ
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る、実在に相当するものとして常に議論の展開に際して参照すべき画像があると考えたい。こ
の意味での「客観的景観」の特徴は、主体から距離をとること、その意味で中立的写像である
こと、たとえば、その特徴からカメラオブスキュラ的画像のような写像、反映物ということが
できる。われわれはこの像を参照体系として｢主観的空間｣の考察に向かうことができる。
次に「主観的景観」は、風景画、知覚され、構成されたイメージ、文化を通じて意味や価値
が付与された象徴的体系、解釈されるテクストなどである。現象学的存在論では、景観に刷り
込まれた（突き出た・浸透した）主体（現象学的、実存的世界内存在）
、ハイデッガーや、ある
いはまた別のメルロポンティの所論に依拠した「景観」の概念規定が行われうる。
カナダの地理学者エドワード・レルフはかつて筆者との会話の中で、自身の現象学的景観把
握の方法（レルフはresponsive methodと言っている）について次のように語った4)。この方法
は外界に存在するものを熟視して批判的に思考する方法とでも名づけることができるが、地理
教育面でも有効なわかりやすいとらえ方として大いに支持できる。
i

What does it look like?

ii

How has it come to look like this?

iii

What does it tell us about society/values?

方法は上の3つの連続する観察と思索の過程を含んでいる。iは見る過程である。iiは想像力を
働かせた思考の過程である。iiiは解釈し記述する過程である。これらの過程で重要なことは、
偏見と習慣に由来するものを除去し、純粋な意識に映じたものをクリアに見て、洞察し、感傷
を排して記述することである。現象学的地理学の景観観察と解釈の方法論は今日でもその意義
を失っていないであろう。
3

新しい「景観」概念試案
上記の伝統的景観概念、「建造環境」の概念、人文主義地理学から新しい文化地理学における

研究視座を通観して、現代における「景観」の定義を試みるとするならば、下記のようになろ
う。
「景観」は建造された構築物の集まりのような物質的な対象として、また人間のさまざまの
生活実践やそれらの象徴的な表象物（文化）のような精神的な対象として、もしくは両者の複
合した対象として、概念化され、考察される。その意味で「文化景観」とは構築物のみならず、
人間集団がおのおのの文化を通じて形成した象徴的で体系的な表象物ないしはイメージ、すな
わちさまざまの人間が行為と経験のなかで、意図や態度のさまざまの組み合わせを通じて、事
物に付与した意味や価値の網の目とみなすことができる。
「景観」はさまざまな時期の文化を通
じて、長い歴史の過程を経て形成されたものであり、人間の日常生活世界の場所的基礎を提供
している。それは物的実在として、象徴体系として人間の活動を拘束し、人間集団内の意味の
共有とコミュニケーション作用の媒体となり、人間生活のアイデンティティとセキュリティの
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源泉となっている。

Ⅲ
現代の景観論について思索するとき、熟考すべき重要なテーマは景観の表象、景観の解釈で
あろう。
「景観」という考え（idea）は、外界を見る一つの見方（a way of seeing）を表現して
いる。この考えはルネサンスに北イタリアやフランドルなどの先進地域のエリートの意識とし
て初めて出現した。それゆえに「資本主義」という一定のイデオロギーを含んだ概念である。
この考えは風景画の発生のもとになり、透視図法と顕微鏡、望遠鏡、カメラのような外の光景
を表象するための発明などの技術革新とともに生まれてきた実在を表象する方法である5)。
一つの景観とは一つの文化的イメージである。周囲の環境を表象し、構造化し、象徴化する
ための絵画的手法のことである。景観が非物質的存在であるというのではない。景観はさまざ
まの物体の形で、カンバス上の絵の具、紙の上の書き物、地表上の石、水、植生などの、多く
の面上に表象されるであろう6)。
上記は、新しい文化地理学の景観概念の出現に大きな影響を与えたイギリス地理学からの提
言である。この場合に、景観はrealityの写し（表象）なのか、それとも実在そのものなのか？
ギリシャ以来の地理学の伝統的課題は、description, depictionによるgrapho（graphy）の制作
であった。アレクサンダー･フォン･フンボルトの植物地理学の業績は、その近代におけるモデ
ルである。アメリカの歴史学者マーチン・ジェイ7)が近代における支配的な視覚モデルとして
あげた3種、すなわち、①デカルト的遠近法主義、②オランダ絵画の地図的描写術、③バロッ
ク的視覚のうち、近代地理学の景観論は特に第2のものにその成立の基礎を置いているという
べきであろう。その意味で景観はまず正確に観察され、描写されなければならない。ジェイが
引用する、アルパースの言うオランダにおける地図的描写術の特徴は「北方の美術においては
物語やテクストへの言及が押さえられ、目に見える表面を描写することがもっぱら好まれた。
ここでは単眼の主体が特権的・構成的な役割を果たすのではなく、キャンバスという平面に描
かれた物の世界、絵を見るものの位置などに左右されない物の世界がまず存在している」8)と
いうものである。上述の筆者の｢参照のための画像｣という見解もこの考えに由来している。
しかしながら景観観察・解釈者の身体とは社会的、心理的、文化的、政治的、歴史的なフィ
ルターを装着した存在である。表象はフィルターを通して構成されたものであるとの性格を払
拭することはできない。最近の文化･政治地理学においては、real worldは存在物として、また
イメージとしてどのように構築されてきたか、だれがこの存在物を作り出す権力をもっている
か、文化メディアにより伝達される表象の政治性、観察者の身体を規律化し制御し続けている
ような政治的社会的権力の持続的装置を明らかにすることなど、景観と表象をめぐるテーマが
議論され、従来疎遠であった、文化、社会、政治地理学の接近が顕著となっている。
テクストとしての景観の解釈論を主導したのはジェイムス・ダンカンの一連の論考9)であっ
た。スリランカのキャンディ王国の王都キャンディの分厚い記述を基にした具体例の提出に基
づく論の展開が、彼の所論の説得力を高めている。
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描写とは鏡の写像ではない。なぜなら、それは描写する人の言語や知的枠組みの範囲内で
組み立てられるしかないものだからである。そうした言語は「向こうにある」現実と一対一対
応をする単語セットではない。それはいくつかの言説――すなわち社会的に構成された共有の
意味、イデオロギー、
「常識」をなす一式の想定――をよりどころとするものなのである。同じ
単語が別の言説のなかでは別の意味を持つかもしれない。描写とはそのようにコンテクストと
結びついた場合にのみ意味を持ちうるものである10)。
景観解釈は私たちを学際的な知的アリーナの中心へと導き、学者たちはそこで、客体化、表
象、意識、イデオロギーの性質、それにひとつの文化体系が有するこうした諸相の関係性のよ
うな重要な争点に取り組んでいる11)。
景観を文化体系の中心的要素の一つであると論じよう。というのも物体の秩序だった集合体、
すなわちテクストとして景観は意味付与の体系として作用し、それを通してある社会体系が伝
達され、再生産され、経験され、探索されるからである12)。
ダンカンのこれらの認識は文化人類学や建築のポストモダンを意識した議論の影響下に現れ
たものである。1992･1993年に出版された2冊のリーディングス13)は、景観の表象と解釈に関す
る地理学的研究の進展に大きな刺激を与えたものとして評価され得よう。
（本来このあとに、ミシェル・フーコーのヘテロトピアのideaをもとにした都市空間・都市
景観の異次元的構成についての議論を予定していたが、今回は割愛する。）

Ⅳ
文化（culture）の概念についても定義が試みられなければならない。しかしこの語の定義は
はなはだ困難な作業である。「文化」は文化研究、マスコミ研究、人類学、地理学、歴史学、建
築学などの分野でさまざまなニュアンスをこめて使われている。高級文化と大衆文化、伝統文
化・近代文化・ポストモダン文化、農村文化と都市文化、ローカル（ヴァナキュラー）文化と
グローバル文化などの範疇が区別される。文化概念についての筆者の考察は目下のところ断片
的な定義の収集の域を出ない。ここでは代表的な定義として以下の3つをあげておくにとどめ、
更なる考察を続けたい。
A

文化とは生活の仕方の全体。意味付与の体系であり、必然的にそれを通じてある社会秩
序が伝達され、再生産され、経験され、探索される（R.Williams）14)。

B

「まず第一に、文化は、具体的な行動様式の複合体――慣習、慣例、伝統、習慣――と
してではなく、行動を支配する制御装置――計画、処方、規則、指示（コンピュ－ター技
師が「プログラム」とよぶもの）――として見られるべきである。第二の考え方は、人間
は人間の行動を秩序づける、遺伝を越え、身体の外にある制御装置、すなわち文化的プロ
グラムに何よりも依存する動物であるというものである（C.Geertz）15)。
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C

「文化とは、人々の行為と行為による景観や建造環境を含む物的加工品の生産を形づく
る、観念、習慣、信条の集合体である。文化は社会的に意味が明らかにされ、社会的に決
定される。文化の観念は、これらの観念と価値の集まりを表現し、言い表し、挑戦すると
ころの社会集団の生活の中に表されており、それ自身、時間的、空間的に特有なものであ
る。」
（Linda McDowell）16)
新しい文化地理学の立場からは、Cのマクダウェルの定義が簡にして要を得たものとして、

参照されて良い。文化にかかわる他の分野の研究にも参照されるに値するように思われる。文
化の蓄積を研究し、アーカイブス化し、文化の新たな創造を図ろうとするとき、具体的に何を
研究の対象とするのか、文化は目に見えないものであり、一見つかみどころがないような存在
である。文化地理学のこれまでの認識では、人間は文化を通じて景観を作り上げ、それに意味
や価値を付与してきた。人間の生産と消費生活の実践は結果として何らかの景観を形成し、そ
してその作られた景観が人間生活のコンテクストとなる、あるいは人間の生活を拘束する。
Agentとしての人間の生活の仕方、とくに人間の行動の積み重なり(時間地理学でいう活動束)
が、景観への共通の価値を生み出し、景観を変形させてゆく。総体としての景観は、物理的･
自然的要素、個人的･社会的行為のパターン、個人的および社会的に共有された意味を合わせも
つ。そして現代人は自分の周囲の景観について直接的観察にもとづく知識なしでも生きてゆく
ことができる。周囲の人々やマスコミニュケーションを通じて伝えられる、コンベンショナル
な情報に沿って生活してゆけば、身体的･精神的苦痛は少ないとさえいえる。情報提供過程にお
ける、新しいテクノロジーについての技術的専門家の役割は拡大の一途であるが、生活の仕方
と景観の価値や質についての倫理的、美学的検討は十分ではない。都市の景観をどのように作
り上げるのかの考察には、必然的に人間の全体として生活の仕方を考えることが伴うのである。
ともあれ、景観の考察から文化を逆照射すること、さらに拡大して景観を媒体として、文化、
政治、社会、経済の複合体系を解き明かす試みが有効なものとして追求されるべきであろう。
文化景観の研究者は、当分の間、表象とテクストという難しい課題から離れられそうにない。
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近代都市の公共空間と地理学
ピーター・G・ゴヒーン
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訳）
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要約
公共空間はしばしば近代都市において問題を孕んだ空間と見なされている。つまり，つねに論
争の空間である。それは、協働する制度と市民を構成する公的なものが儀礼を上演し、承認を
勝ち取ろうと主張する、可視的で接近可能な場venueである。本稿は、この近代都市における
公共圏をさまざまなパースペクティブから評価する二つの主題について議論する。その後、二
つの観点の提案者がさまざまに解釈する論点のいくつかを探究することによって、公共圏につ
いての明確に相反する結論を理解するようにしたい。

キーワード：公共空間、公的な象徴、儀礼、近代都市

近代都市の公共空間は意味と論争で充満している。懸案となっている空間とは、公的なもの
が集合的に価値づけるものである。すなわちそれ〔公的なもの〕が空間に象徴的な意味を帰属
させ、空間に関するさまざまな要求を主張するのである。公共空間の価値は、市民的な趨勢に
よって付与されるものだ。市民は自分たちの態度を表現し、主張し、そして自分自身の目的の
ために利用することによって、意義ある公共空間を創造する。こうして、それは重要な公的資
源になるのである。意味と利用の仕方がともに常に変化しているゆえに、その過程はダイナミッ
クなものである。理解の交渉はつねに更新されており、それゆえ議論には過程が伴うのである。
公的なものthe publicという概念それ自体には一般的な同意があり、公的なものの特徴を提
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起する二人の研究者が選んだ言葉は非常によく似ている。一方にとって、公的なものとは「家
族と親しい友人たちの領域とは別にある社会生活の領分ばかりでなく…知人たちと見知らぬ人
たちの領域」でもある（Sennett,1992: 17）
。また他方にとって、
「都市の公共空間の特徴を定
義するものは、近接性、多様性、そしてアクセシビリティである」
（Zukin, 1995: 262）
。
近代都市の公共生活に対する公共空間の意義に関して、現在の都市研究にはきわめて対照的
な二つの評価がある。一つの見方は、公共圏が、近代都市において強力な社会的政治的な理想
としての価値を急激に下げているという前提から生じている。私がリチャード・セネットの著
作を参照しながら考察するこの解釈によれば、公共の問題public issuesをめぐる論争への積極
的な参加から市民的関心が離れていくにつれ、公共空間への関心も失われていった。ある論者
にとって、このことは市民の集合的な権利と資本主義との闘争を表現している。それに反する
解釈は、あらゆる種類の集団が公的な認知度を獲得し、承認を求め、要求を満たすことができ
るという、好ましいアリーナとしての公共空間の意義が継続していることを強調する。フィリッ
プ・エシントンとシャロン・ズーキンの著作を参照しながら定義するこの観点によると、都市
の公共空間はとりわけ独創的なやり方で、称賛と争いをともに映しだすダイナミックな都市の
公共生活を特徴づける変化および持続性を反映している。この観点を提起する者たちは、そこ
で演じられる公的な儀礼や政治のレパートリーの変化を理解することに焦点を当てている。本
稿の主だった二つの目的とは、都市の公共空間の意義に関して対立するこれらの論点を考察す
ることと、近代都市における公共空間の意義についての結論が対立に至る根拠を検討すること
である。

Ⅰ 公共空間の性質
1 公的なものと近代都市
近代都市を理解するときに重要な影響をもつ公的なものという概念は、都市社会科学それ自
体の誕生とともに現れた。ロバート・パークと彼の同僚たちは、戸惑いをもたらす新しい環境
に都市居住者（そのほとんどが新しく都市に流入してきた者）がどのように対応するのかを説
明する基本的なものとして、その概念に依拠した。かれらは価値や関心の共有に基づいたコミュ
ニティの構造を強調するときに、またニュースの普及やコミュニケーションに焦点を当てると
きに、直接それを認識するのである（Park,1972; Barth,1980; Bulmer,1984: 76-78）
。しかし、
1963年に公的なものの観念は新しい色合いを帯びる。エイザ・ブリッグスがその独創性に富ん
だ著作Victorian citiesにおいて、近代都市の歴史的繁栄を理解するには公共文化が重要である、
と指摘したのである。ブリッグスは、ビクトリア朝の都市計画家が公共文化をどのように考え
たのかについては何ら定義づけしなかったけれども、その時代に通底するアジェンダを構成す
る決定的な問題に焦点を当てた。彼の著作においては、
「衛生的観念」、公共の制度、公共の関
心や都市の「改良」などのような見出しのもとで、それが繰り返される。ブリッグスはビクト
リア期のアーバニズムの研究を開拓し、その歴史を一般化するという能力には限界があること
をはっきりと自覚していた。彼は著作において対象にしている個々の都市史の複雑な軌跡を曖
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昧にしようとはしなかった。事実、彼はその点を強調した。彼は、鉄道時代の工業都市におい
て発達する人間の経験のなかに、プライドと同様に恐怖をも感じるという同時代人たちの矛盾
する反応をためらうことなく認めた。しかし彼は、研究の主な解釈の手法として、当時の主要
な問題を公共の場で論争されているものとして概念化し、その概念化の物語を構築することを
選んだ。彼は、都市の出来事を紹介する際に経験された対立関係に読者の注意を向けさせる。
その登場人物には政治家、社会哲学者、改良主義者たちが含まれていた。ブリッグスは、都市
が直面した無理難題に対応する取り組みの担い手を通じて、都市的な公共あるいは公衆publics
というものがビクトリア朝に現れた、という考えにとって有力な議論をつくりだした。その結
果が、ビクトリア朝の都市の歴史的発展の重要な意義であった。新しい都市の未来に関心をも
つ同時代人を魅惑させた衝撃都市であるマンチェスターでさえ、
「行政」がその発展の「英雄」
であったと彼は記している。公共圏において達成されたものとは「ほとんど後戻りのできない
もの、きわめて創造的なもの」だったのである（Briggs, 1968: 138）
。
マーシャル・バーマンはまったく違う脈絡で、同じように近代のアーバニズムを公共圏と同
一視している。卓抜した批判の書であるAll that is solid melts into air（1988）において彼は、
近代の都市の感性は都市の公共空間、特に街頭streetsにおける遍在的で制約を受けない人や集
団の出会いから生じる、と論じている。かなりの程度、これらの空間それ自体が都市景観の近
代化の産物であるし、オスマンのパリはその最も良く知られた事例である。そして目抜き通り
boulevardに要約されるこれらの空間は、
「19世紀の最も壮観な都市開発、そして伝統的な都市
の近代化における決定的な進展」の一角をなしている（Berman, 1988: 150）
。バーマンが示す
とおり、都市が初めてすべての居住者に開かれるようになったのである。この寛容な新しい公
共空間は、普通の居住者にとってはそれまで存在していた公共空間よりもはるかに近づき易く
なった。いまや市民は、自分たちの各々の目的で公共空間を比較的規制なく利用することがで
きる。この新しい空間における社会的表現の幅は広くなり、特に街頭は、官僚的な規制をたや
すく無視し、きわめて豊穣でかつしばしば争い合う多様な活動を主催する役割を果たしたので
ある（Ross, 1988）
。
クリスティーヌ・ボイヤー（1996）は最近、広義の近代期におけるヨーロッパやアメリカの
都市的経験を広範に引用しつつ、公的なものの概念と都市の関係についてのオルタナティブな
視点を提示した。彼女は「
『公的なもの』はネガティブな概念になってきており」、対照的に「『私
的なもの』が高尚なイメージによって刷新されている」と述べる（1996: 9）
。この観点からす
ると、公的なものは都市における一貫した力として存在しなくなっている。つまり、多くの人
が公的なものに属しているはずだと信じている特権が、その相続人として装っている私的な利
害関心によって占有されているのである。この観点から公的なものを見る人たちは、いくらか
の市民――特に中産階級――が公共の場での目に見える役割から選択的に撤退する証拠や、公
的な活動の混乱や時折の混沌にさえも焦点を当てる。それらの観点からすると、近代都市はま
すます公共空間の広範囲に及ぶ享受や利用に対してよそよそしい環境を提供するようになって
いる。つまり、都市はますます私的な関心が公共の関心と対峙する場所になっているのである。
かれらは近代都市における公的なものの断片化された性質に弱さを見ており、周辺化された集
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団が公共圏において自分たちの利害関心を表現したり、実行したりすることの難しさを強調し
ている（Davis, 1990; Zukin, 1991; Sorkin, 1992; Boyer, 1993）
。
公共圏という概念の普及はユルゲン・ハーバーマス（1989）の研究のおかげである。彼の元々
の定式化は批評家たちを刺激して、とりわけその歴史的政治的特殊性について意義のある修正
を提案させた。ハーバーマスは公共圏を特殊で限定された歴史的実体であるとみなす。彼が言
うには、それは、一般の公的なものとしてその目的や利害関心を表現することで国家の権利に
挑戦できると理解した、特定の私的な利害関心によって提起される異議申し立てから生起した
のである。ハーバーマスは、中産階級だけがコミュニケーションの技術を所持し、権力のレバー
を操作し、それゆえ政府の制度に対して権力を行使する効果的な利害集団になったと説明した。
後に論じるように、後続の学者たちは、中産階級が影響力のある公衆として特権的な地位を享
受するという彼の観点をめぐって、激しい論争をおこなっている。
公共圏の理解と公共空間の解釈との関係は、一般的原因とより直接的な結果との関係である。
誰が公的なものを構成しているのかという考えが一般化、あるいは民主化するにつれて、公共
圏はより包括的な概念になる（Ryan, 1990; Matthews, 1992; Zukin, 1995）
。公共圏の排他的
な概念は、公共空間の本質や意味を決定する際における公共空間についての、とくにどのよう
な集団や関心が効果的な声を持っているかについての限定的な観念と一致する。ハーバーマス
が当初意図したよりも広い範囲の声を組み入れるよう、公共圏の概念が広まるにつれて、公共
空間の本質を決定するときにはどのようなインプットが重要であるかの包括的な観点もまた進
展するのである（Fraser, 1991; Cresswell, 1992; 1996）
。他に社会史の文献、特にイギリスで
行われた社会史の文献のなかには、公共空間における行動規範を確立するときに一般人が重要
な役割を果たすという、広範な観点のための豊富な資料が見出されるはずである（Hobsmawm
and Ranger, 1983; Thompson, 1993）
。
2 「意味を失った」公共圏
リチャード・セネットは、現代都市における公的なものの関係性や力の喪失をもっとも雄弁
に力強く提起した者の一人であり、そうした貢献は、彼の印象深い一連の著作に示される、す
ぐれた業績に通底する議論によって支えられている。私は彼の研究を参照するにとどめて、そ
のネガティブな立場を概観するつもりである。こうした研究は、近代都市研究のなかでもおそ
らく議論の持続性と精確性においてユニークなものである。彼は、近著Flesh and stone. The
body and the city in western civilization（1994）で、都市の人々は公共の利害関心を共有する
という主張を、近代都市が「改ざんする」と結論する。このことを彼は、私的な快適さへの19
世紀的な選好の不幸な結果であるとか、「群衆の要求に抵抗し、個人の主張を特権化する」
（Sennet, 1994: 375）ための破滅的な決定であるとみなした。彼が比較を求めるルイス・マン
フォードによる初期の都市の歴史的概観と同様に、セネットの物語は失望のうちに幕を閉じる。
それは、近代個人主義の勝利と結びつけることの失敗、および公共における信頼、つまりコミュ
ニティの経験の喪失である。公共空間は「からっぽの空間、つまり抽象的な自由はあるが恒久
的な人間関係のない空間」となったのである（Sennet, 1994: 375）
。
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人びとが都市の公共圏を「意味がない」ものとみなすようになったという考えは、セネット
が1976年初版の『公共性の喪失』の中で初めて概略を示したものである。ここで彼ははっきり
と、自らが19世紀における公共生活の混乱と見なしていることに焦点を当てている。公共文化
の危機の結果として、19世紀の人びとは「能動的な力としての、すなわち『公』としての自己
意識をなくした」
（Sennett, 1992: 261）
。この結果には4つの条件があると彼は提示した。第一
に、生活の実質的な状態の変化が、公共の場に存在することbeing in publicの強度や意味を縮
小させた。都市が成長するにつれて、公共の場、とりわけ街頭においてさまざまな社会的背景
をもった人びとの分け隔てない交流が増し、それと同時に決まった衣服や行動規範を採用する
ようになり、公共の場で仲間を大衆から区別する能力が減退するのである。これは結果的に、
より受身の態度をとる人々が社交性のなさを示し、公共圏の支配への知識や信頼をあまりもて
なくなることをもたらした。この問題は特に中産階級で深刻になるとセネットはいうのである。
第二に、コスモポリタン都市においては外見で地位が測れなくなっているので、感情を表に
出すことに対して守勢になる。公共の場において自分の個性を明かすことは危険である。街頭
は真実を晒すというよりも幻影の場所になったのである。
第三に、公的な人間が、都市の公的な生活を傍観するばかりで決して参加することのない見
物人に取って代わられた。遊歩者は、より目につくようになるが受動的な人物だったのである。
都市市民はこのような変容から近代文化の根本的な真理――個人の自覚や感情の追求が社会関
係の経験に対する防御であること――を学ぶと、セネットはいう。
最後に、セネットの観点によれば、19世紀の都市の公共生活における動揺や不確かさの極み
が、親密性への関心にもとづいた新しい個性の創造であった。初期の研究で、セネットは、近
代都市への順応においては、家族こそが「かつて都市という広い舞台で求められた社会的機能
と接触を占有してきた」
（Sennett, 1970a; 52; 1970b）と結論した。都市居住者は自分たちを一
つの集団としてまったく考えなくなり、公的人格public personalityの観念は幻想になってし
まったのである。
この衰退のプログラムは容易に次のような考えをもたらした。すなわち近代都市における公
共空間はたとえ人で満たされているときであっても危険であるにちがいない、と。政府はそれ
ゆえ、公共空間において本来的に危険な振る舞いを統率・規制するという並々ならぬ努力をし
なければならない。つまり、他の強力な利害関心が、民営化された代行者を用いて、本来的に
公共空間に取って代わるように働くのである。セネット（1990: xii）はこの状況を公然と非難
しており、
「ライフステージにおける都市の衰退や陳腐化」につながると断言した。都市や公共
文化に関する他の一連の研究によれば、セネットは、近代都市のデザインが活気のある公共文
化を支援する都市の能力を蝕んでいる、と論じている。都市とはその本質において｢さまざまな
年齢や人種・階級・生活様式・能力のすべてが路上で、あるいは巨大な建物の中で群がりあう
ことのできる場所であり、したがって、都市とは差異の本来的な故郷である｣と、彼は書いてい
る（Sennett, 1990: 78）
。にもかかわらず、ここ200年間、都市デザインの歴史のほとんどが都
市生活のこの真理に対する反感を明らかにしてきている。彼は、自らが信じるところによると、
これらの差異の経験を消失させ都市居住者のためにその成果を規制しようとしてきた一連の計
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画に注目している。彼は、18世紀の都市デザインは当初しばしば、群衆を組織するというより
もむしろ、都市の｢群れ集まった状況から人々を引き離すための溝｣をつくることを意図してい
た、と信じている（Sennett, 1990: 95）
。かつて学ばれたその教訓は、その後19世紀のアメリ
カでコピーされた。
オムステッドは都市を閉め切った…群集はデザインによって弱められるべき力である。
縁辺部を活力ある発展の拠点にし、中心部のこれまでの価値の低下を促したのが、人々
の集まりを組織するよう意図されたこの構造であるというのは、都市形成史における大
いなるアイロニーの一つである。何もない縁辺部への拡散において、そのデザインは中
心に寄せ集められた他者性を避けているのである（Sennett, 1990: 95）
。
これは驚くべき最終判決である。近代都市の出現が明らかになる以前の計画が、あたかも人間
がこれまでに築いてきたなかでも最も急速に変容する都市環境での生活経験を100年ものあい
だ閉じ込めておくような影響や意義を保持してきたことなどありえるのだろうか？
3 公共空間の発展可能性
他方で、近代都市を特徴づける独特な公共空間の解釈を論じる声もある。その著者たちは、
文化的に意義のある都市の公共空間を占有し統制する権利を行使することで影響を与えるため
に、自らの所有権を正式に主張することを常に選択してきた人々の行動や制度の意義を、理解
しようとしているのである。この〔公共空間という〕なわばりturfは、都市社会で正式な権利
の主張を望んでいる集団や利害関心が、権力や権威との争いを選択するのに好都合な場所であ
り続けてきたし、そうであり続けている。最近の研究が明らかにしているのは、近代都市の誕
生以来、多くの集団が信じ続けている次のような信念である。すなわち、公共空間は、世論に
影響を与え正当性を確立しようとするキャンペーンに好都合な場だということである。この主
題を支持する最近の研究者のなかには、19世紀後期バルセロナでの労働者階級の女性運動や、
現在のロサンゼルスでの女性のエスニックグループの公的な歴史、20世紀初頭のニューヨーク
のゲイ、サンフランシスコでの自警団と政府、そして20世紀後半のアメリカのディズニー社な
どを対象にする者がいる（Kaplan, 1992; Chauncey, 1994; Ethington, 1994; Hayden, 1995;
Zukin, 1995）
。これらの研究者にとって公共空間とは、世論を形成し要望を主張するための活
力ある場locusであり、皮肉まじりのセネット的な違和感など持ち合わせていない。さて、ここ
で私は、扱っている時期と制度が異なる最近出版された2つの著作での公共圏の扱い方を分析
することにする。エシントンは、19世紀サンフランシスコの統治の方法や世論の形成を理解す
るにあたって、不可欠な力としての公的なものの影響に焦点を当てている。ズーキンは20世紀
後期アメリカの都市文化についての広範な分析において、公共空間を支配し形成する多くの集
団――ローカルな民族的な組織からディズニー社に至るまで――の継続的な利害関心を検証し
ている。事実、彼女が進めているきわめて示唆に富む研究は、これらの集団には、何が公共空
間であり私的空間であるのかについての考えに影響を与える能力があることを暗示している。
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19世紀に公共圏への確信が揺らいだと見たセネットの論点に対して、フィリップ・エシント
ンは、The public city（1994）の中で、1850年から1900年までのサンフランシスコの事例を根
拠に反論している。公的なものの分析の中心をなす概念は根本的に食い違っていないだけに、
エシントンとセネットのパースペクティブの対照はいっそう顕著である。エシントン（1994:
xiv）は次のような領域に焦点を当てている。｢『国家』でもなく『社会』でもない、これら2つ
の領域を接続する集団行動の場、つまり公的なものという制度的な領域。公共圏の地勢の上に
おいてこそ、アメリカの政治文化における最も重要な変容が論争となり、そして完遂されたの
である｣。彼の判断では、19世紀における公共の重要性を強調しすぎることはなく、
「19世紀の
公共圏とは歴史それ自体が展開した場所である」と、自信を持って結論している（Ethington,
1994: 410）
。
エシントンは、彼がその説明の素材としている公共圏の概念の変化に、この時期の都市政策
が対応していることを確認している。そのプロセスを理解する鍵は、彼が共和制自由主義と呼
ぶものから多元的自由主義への転換において見出される。つまり｢単一の、同定可能な公益、す
なわち政治指導者の倫理を根拠にしたものへの信仰に依拠した｣ものから｢各々、社会において
競争する集団の利害関心を根拠にした、多元的あるいは複数の公益の存在を受け入れる｣
（Ethington, 1994: 8-9）ものへの転換である。アメリカの都市の政治的発展は「市民社会にお
ける歴史的変化に還元されることも、それによって説明されることもできない…むしろ逆なの
であって、サンフランシスコの社会集団の形成は概して政治的な公共圏における行為や制度の
結果であった」と、彼は論じている（Ethington, 1994: 14）
。彼が考える公共圏は都市の政治
史の源なのであり、価値を下げられた副産物ではない。
エシントンの見解では公共圏には固有の歴史があり、この歴史は国家や私的な関心の歴史と
は区別され、それらと同等に重要なものとして理解されるべきである。それゆえ公共圏の主な
制度、つまり公的なコミュニケーションの手段、公共の認識とその政治的活動への影響、公共
空間における集団行動が彼の分析の焦点になっている。エシントンは、都市に直面する政治的
問題はそれらが公共圏において認識されたように理解すべきであり、というのもそこでアジェ
ンダが成立するからだ、と繰り返し論じている。この過程において新聞は重要な役割を担うが、
彼はそのメディアが基本的に都市の成長の副産物であるという議論を退けている。「都市の規
模や複雑性の増大は、新聞市場の基礎的な形態や作用に対して目に見えた影響を持っていない」
と言うのである（Ethington, 1994: 310）
。ジャーナリズムの先導者たち（サンフランシスコで
はハーストがエシントンの注目をひいた）がルーズに理解し利用したことが、「国家と向かい
合った読み手の立場を新しい方向に向かわせた」のである（Ethington, 1994: 309）
。当時、情
報を普及させる媒体と世論の関係が変化することはなく、公共圏はその時代ずっと同じ手段に
よって定義づけられていた。変化したのは、拡大する都市における政治的複雑性と地理的枠組
みであった。
こうして「公共都市the public cityの『公的なもの』
」の絶え間ない再構築は、エシントンが
見出したような物語となる。公益の政治的な概念が急激に変化するにつれて公共圏も変化した。
しかしながらこれは、公共圏を、他に頼ることのない自律的な制度の一つとみなす議論を構成
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している。その場合の制度とは、市民が国家にアクセスするために介在する制度であり、公共
と私的生活の境界を構築し、再構築する社会的役割を持った制度であり、都市居住者のジェン
ダーアイデンティティにも影響した制度である。
ズーキンの近著The culture of cities（1995）は想像力に富んだ｢偉大な功績｣である。彼女は
確信を持って、これまでの研究（Zukin, 1991）の焦点、つまり都市景観の「創造的破壊」の
経済的観点から飛躍し、この新しい著作で公共文化に焦点を当て次のように論じている。文化
は今や「かつて政治的だとか経済的だと考えられてきた争いが展開される戦場であることは、
きわめて明白」である（Zukin, 1995: 263）
。彼女の関心は、
「多くの人たちに受け入れられて
いるさまざまなイメージが交渉し合う過程」にある（P.10）
。彼女が認識する公共文化とは、
社会的に構築されるものであり、…街路や店舗、公園――私たちが都市で公共生活を経
験する空間――で日常生活を構成している、多くの社会的な出会いによって生み出され
る。これらの空間に存在する権利、ある方法で空間を利用する権利、私たち自身ならび
にコミュニティに意味を与える権利――自らのものとして空間を要求し、逆に空間に
よって要求される権利――が、絶え間なく変化している公共文化を構成している…しか
し公共空間は本来、民主的である。だれが公共空間を占有できるか、そしてだれが都市
のイメージを定義づけるのかという問いは、広く開かれているのである（Zukin, 1995:
10, 11）
。
ズーキンが関心を寄せた空間とは物理的な空間、すなわち「地理的かつ象徴的な中心として、
さらに見知らぬ人が行き交う結節点として、物理的にそこにある場所」
（Zukin, 1995: 45）で
ある。「資本の投資と文化的意味の相乗効果」の結果であるこの空間の生産、および「商業的交
換の流通と社会的アイデンティティの言語両方」の結果であるそこでの象徴の生産が、彼女の
研究の核心にある（Zukin, 1995: 24）
。それゆえ彼女は公共空間を定義する過程において、公
共部門が撤退して私的利害に取って代わられる事態に直面する。公共空間を私有化するこの傾
向――彼女が読者に注意を促しつづけたディズニー社に顕著に見られる――を、彼女は、都市
の公共文化を形成する際に重要な挑戦のひとつとみなしている。現代においては、公共空間に
対する態度をきめることに、エスニックアイデンティティの問題と身の安全に対する恐怖が絡
まっていると、彼女は示唆している。彼女の主張によれば、公共空間が今も過去と同じ目的、
とりわけ都市の文化によって｢親密でもあり煩わしくもある出会いを枠付ける｣という目的を果
たしている（Zukin, 1995: 44）
。
卓越した公共の場所になるためには長い時間が必要なので、資源を引き継ぐ社会によってな
される公共空間をめぐる闘争が公共文化にもたらす結果を、評論家が判断するのは早計である、
と彼女は考えている。そこで、公共空間にとっての最後の審判のシナリオではなく、公共空間
が生み出す新しい形態と、そこで相互作用する多様な利害関心によって工夫される管理の戦略
が必要となる。これらの力は影響を及ぼそうと常にせめぎあっている。
公共圏における既存制度の変わりゆく価値や、新しい制度の創出へのズーキンの注目は、こ
－105－

の著作における彼女の際立った貢献の一つである。デパートの廃業とテーマパーク、レストラ
ンそしてストリートバザーの興隆に関する彼女の議論はそのプロセスをうまく描いている。特
定の制度は、公的なものがそれに与える価値を上下させながら発達する。公共文化は一方にお
いて、制度の――フォーマルとインフォーマル、公式と非公式、私的と公的といった――性質
によって、そして他方においては、自分たちで公共空間を占有してその利害関心を進歩させる
戦略を練る人々によって絶えず定義されていく。この見通しのよい立場からみれば、ディズニー
社はもはや単に公共空間の敵なのではない。そうではなく、ズーキン（Zukin, 1995: 54, 52）
が信じるところによると、
「ディズニーワールドは都市の公共空間を理想化している」。さらに
彼女は、
「ディズニーワールドが社会的多様性にともなう恐怖を緩和し、公共空間をより安全に
していることがわかる」とも指摘している。この制度やその役割に関する彼女のパースペクティ
ブの変化は何を説明しているのだろうか。ディズニーはいまだ、彼女が以前に報告した活動〔都
市景観の創造的破壊〕に携わる民間会社である。彼女の新しい見解は確かに、それがたとえ民
間に所有あるいは管理されているものであっても、公的なものがテーマパークを公共空間とみ
なすという自身の認識に影響を受けている。さらに、公的に所有される市民公園や街頭と、ディ
ズニーのエンターテイメント空間との明確な区別は、多くの人が考えているよりも明白なもの
ではない。都市の公共空間の管理の民営化に関する彼女の議論――世界的に有名なものもいく
つか含む――は、何が私的で何が公的なのかという単純な区別を捨て去る必要性を明らかにし
ている。公共空間と公共文化は、競合するさまざまな利害関心を通じて調停されると、彼女は
信じている。重要なのは公共の認識である。というのも彼女の観点からすると、公的なものが、
何が受け入れ可能で、望ましいものなのかを決定する力を持っているからである。したがって、
都市計画家や都市の行政官などといったエリートの意向に反して、19世紀のニューヨークの群
集がセントラルパークを横暴に要求したのとまったく同じようなやり方で、公的なものは民間
のレストランを公共空間と定義することができるのである。
ズーキンの著作は、都市の公共空間とはつねに、かつてからそうであったものとして最もう
まく定義されると主張する、精巧な描写をおこなっている。それは、現代の文化を形成し意味
を付与している｢象徴と空間の連続的な生産｣（Zukin, 1995: 265）のための場であり、近代アメ
リカではとりわけ｢民族闘争、人種の変化、環境の刷新と衰退｣を意味している。さらにこの空
間は、私たちの時代に不可欠な制度が活動的な参加者として存在する主戦場である。自らの都
市に関する私たちの理解ほど、公共文化の公的な力およびその神秘を理解する私たちの能力に
依存しているものはない。

Ⅱ 異なる解釈を説明する
近代都市における公共空間の価値や役割について、何がこのように異なる結論を説明するの
か、と私たちは問わなければならない。私は想定される4つの答えを提示したい。まず、公共
圏を理解するときに政治的アリーナに与えられる重要性はきわめて多様である。2つ目は、公
的なものを概念化する際の日常生活の扱い方である。3つ目は、公的なものと私的なものの再
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概念化で、そして4つ目が、近代都市における公共空間の特徴や利用の変化に起因する意義で
ある。
1 公的なものと近代都市
ポリティクスとは公共圏に関する言語である。エシントンのような研究者たちは、公共圏の
発生は、自覚した集団が行動を共にする能力、つまり政治的領域の中で彼らの意思を行使する
能力に依存しているというハーバーマスの論に従っている（Habermas, 1989: 51-56）。ハー
バーマスは独創的な論文の中で、国家と対峙している中産階級に特権を与えており、この集団
だけが合理的コミュニケーションに従事でき、それゆえ政治的に実行可能な世論を策定できる
と考えていた。そして18世紀から19世紀に移行するにつれて、自分たちの声もまた聞かれるべ
きだと主張する他の集団の声によって、公的なものの拡大のための「街頭の圧力」が公共圏の
「価値を下げた」のである（Habermas, 1989: 132-33）
。公共圏が充分にアイデンティティを
確立した集団の影響が卓抜するアリーナであり、社会においてその集団のコミュニケーション
の制度や手段が充分に認知され大勢を占めている限りにおいて、公共圏は容易に概念化された。
19世紀をつうじてブルジョアジーの利害関心による都市管理が異議申し立てを受けるように
なると、公共圏を構築するこれらの集団の構成は縮小した。
ハーバーマスの最初の定式化がジェンダーや時代、階級を排除していることを根拠にして、
激しく容赦なく攻め立てる後続の批評家たちは、ポリティクスや公的なものが、ハーバーマス
が最初に容認した以上のものを含むようになってきたと論じている（Eley, 1992; Ethigton,
1992; Fraser, 1992; Ryan, 1992）
。おそらく1815年から1867年までのイギリスの大衆文化に関
するジェームス・バーノンの最近の研究（1993）以上に力強く、一般的な事例研究を行った者
は見当たらない。彼は最初に、公のポリティクスと称すものへの大衆の支持が蓄積していく過
程を検証し、その後、この排他的な公の定義に対して異議を唱える大衆政治集団の試みを綿密
に検証した。彼はとりわけ「まなざしの政治」、つまり自律的な大衆政治を構成すると彼が考え
た見物人の役割について論じている（Vernon, 1993: 111）
。イギリスの政治文化に影響を与え
る闘争の検証において、彼は原因を一つに特定することができなかった。その代わりに、とく
にジェンダーや階級を含むさまざまな要因が、「市民権や公的な政治領域の容認された排他的
な定義への道徳的・政治的な非難」
（Vernon, 1993: 225）をする際の有力な識別指標になった。
ハーバーマス（1992）は現在その点を認めており、18世紀後半の中産階級の範囲を越えて公的
なものという概念の適用範囲を拡張させる可能性と意義を受け入れている。公的なものよりも
むしろ公衆publicsに言及することが常識になりつつあり、――｢下位の対抗的な公共性｣という
用語の使用に現れているように――従属的な集団を含んだフレイザー（1992）の概念の拡張が
主流になっている。
公共圏の意味がより民主的な概念を反映するようになるにつれて、その公共空間との関係も
同様に変化している。近代期において、「私的な関心や商業的関心が世論に浸透し、…（そして）
『公共圏』の場所において、架空の『普遍的な』公共が構築される」（Boyer, 1996: 417）。公
共圏は、もはや特権を与えられた集団の一貫した権力を反映することはなく、その諸制度もよ
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り拡散的になっている。新しい公共空間は以前よりも排他的でなくなっており、公共圏での新
しい制度が都市において新しい空間を要求するという長い伝統を維持している。近代都市にお
いて街路は新たな重要性を帯びるようになり、また他のすべての公共空間も、変化する公共の
新しい目的を果たすために創出されたのである（Barth, 1980; Harris, 1990; Celik et al.,
1994）。都市そのものである政治的アリーナにおいて自らの価値や要求を競わせている公衆に
よって、公共空間は絶えず定義し直されている。ズーキン（1995）はレストランやディズニー
ワールドまでも参照しつつ見事にそのプロセスを描いている。
近代期の分析にハーバーマスの公的なものの概念を取り入れる評論家たちの中には、ジェン
ダーをより可視的にすることに関心のある研究者たちがいる。その一人であるアメリカの歴史
家メアリー・ライアンは、公の場における役割を主張したり、政治的な影響を獲得したりする
ために、都市の女性たちがどのように公認の権利を行使するようになったのかを研究している。
彼女は、ハーバーマスの「公共圏の構築…フェミニストたちにとって注目すべき利点」を発見
している。｢それは国家の強固な支配から政治を解放する｣のである（Ryan, 1992: 261）
。彼女
の実質的な研究は、選挙権を要求できるようになる以前から影響力をめぐって抗い、政治的実
践を改善しようとする女性たちの、19世紀的な都市経験に関心を寄せている（Ryan, 1990; see
also Ryan, 1989; Matthews, 1992）
。公共圏に関する見解において、彼女はその政治的次元に
焦点を当てることを意図的に選択している。テマ・カプランが、19世紀後半から20世紀初頭の
バルセロナに関する注目すべき研究において同じことを行っている。彼女の批判的な調査の対
象である公的役割を担った女性のなかには、都市で働く多くの人々が含まれており、そして彼
女が見る彼女らの政治は芸術や公的な抗議・デモ、その他数多くの活動に反映された。こうし
たことによって、彼女らは公的領域の参加者として自分たちの要求を主張したのである
（Kaplan, 1992）。これらの著者たちが行った都市の女性に関する研究によって、政治は国家
が選択して認識し特権化する以上のものであることが証明されている（他に、Baker, 1984;
Peterson, 1984; Clark, 1995: Chap.8）
。この主張は、近代都市の公共圏におけるジェンダーの
可視性や重要性を議論する研究の中核をなしている。公と私の領域の区別はしばしば述べられ
ているほど明確ではないと認識すること、この特にフェミニスト研究にとって重要な理解の意
義は以下で考察される。
対照的に、セネットにとって政治とは、創造的な変化が頻繁に個人や資本主義のような民間
の制度に結びつくステージの奥深い背景のことである。彼は世論に言及するものの、近代都市
を分析するに際し、公共の概念の価値を減少させる有効な役割をそれに与えてはいない。彼は
世論をその過程における副産物とみなす。根本的な変化を経験している社会に関する彼の年代
記では、コンフリクトを調停したり、競い合う主張を調整したりする過程はほとんど注目を集
めない。セネットが直接その問題について述べたとき、彼は公共圏における活力の欠如のみを
見ていた。言葉は多様であるが、メッセージになっていない。問題は「内側と外側との区別…
主観的経験と世俗的経験との区別、自己と都市との分割」（Sennett, 1990: xii）として同定さ
れるのである。最近の著書では違ったイメージが見られる。すなわち、「コンピュータのスク
リーンや周縁の島々は、以前は街頭やタウンスクウェア、さらに教会や市役所などで未解決だっ
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た問題の空間的な余波なのである」（Sennett, 1994: 21）
。
セネットとは対照的に、マイク・デイヴィス（1990）はロサンゼルスの研究の中で、政治に
は主として都市資源の利用ついて、つまり公的なものと私的なものについての交渉が含まれて
いると認識している。都市における投資のポリティクスについての研究では、デイヴィスは私
的な利害関心と公的集団との関係の探究に関心を寄せている。彼はこうした活動が現代の都市
景観の創造にとって重要であると理解している。注目に値するのは、その過程で彼は、広い意
味での公衆によって行使されてきた影響がほとんどないことを明らかにしている点である。彼
の観点によれば、都市の政治は本質的に、一般大衆からの有意義なインプットに関係なく環境
を操作する民間資本の能力によって覆されるのである。デイヴィスは政治の重要性に関してセ
ネットに同意しないが、両者とも近代都市の公共空間を市民の影響力が及ばないものと捉えて
いる（Lees, 1993-94）
。
2 日常的実践
第二に、近代都市における公共圏の役割に関する2つの命題は、それぞれ大きく異なった方
法で日常的実践のインパクトを評価する。個人を恵まれない公共圏の相続人と見るセネットに
とって、日常的実践が、規範を変えるような機会を提供することはない。それよりもむしろ、
近代都市の都市擾乱に直面すると、都市居住者は個人主義の世界への快適な隠遁を求めるので
ある。そのような個人には、積極的なプレーヤーのペルソナではなく、よく目につく都市の傍
観者としての遊歩者のペルソナを採るであろう。19世紀都市の目抜き通りの人々による公的生
活の認識の背後に存するテーマである不関与は、20世紀になると細部にまで行き渡る監視をも
たらす恐怖へと暗転した。20世紀後半の都市は、ディズニーパークのような環境への訪問者を
操作し支配するホームグラウンドになるのである（Sorkin, 1992）
。
それとは対照的にミッシェル・ド・セルトーは、絶え間ない混乱のきわめて創造的な結果を
見ている。それは、都市居住者の公的活動への幅広い参加にとって否定的な結果を生み出して
きたと、セネットが悔やみながら信じるものだ。彼によると、19世紀以来、民間市場や個人の
特権化が、都市を、公的な経験の価値が下がり共同体の運命のあらゆる感覚が虚偽であるよう
な場所にした。街頭での市民たちの出会いはますます多様になるものの、それは否定的に解釈
されるようになり、制限のない出会いは好ましくないものと考えられ、敬遠されるようになる
（Sennett, 1994: Part3）
。対照的にド・セルトー（1984: vi）の信じるところによると、彼が
都市の日常的実践と呼ぶものは「社会的活動の無明の夜の底のようなもの」以上のものとみな
されるべきである。彼はつぎのように書いている、都市とは「もはやプログラム化され、制御
された操作のフィールドではない…読みうるようなアイデンティティを持たない、さまざまな
力の組み合わせと策略がひしめきあっている…それらは管理不可能な力だ」
。部分的には、それ
らは公共空間、特に街路に集中させられるからである。それらは「おびただしく膨れあがって
ゆく非合法の場のなかで発達をとげ…判読不可能ではあっても、日常的な調整をはかる程度に
は安定した戦術にしたがいながら、たがいに結ばれあっている」
（de Certeau, 1984: 95, 96）
と、彼は示唆している。これらの実践は、国家の一望監視的な支配を超えて、本質的に空間的
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実践なのである。
ズーキン（1995:213-30）によるブルックリンのフルトンストリート業務地区の分析は、再
開発の巧みなお役所的戦略を、指定範囲外で営業している行商人による歩道の不法占拠に対置
させて、この点を見事に例証した。エシントンは群集やその政治的影響力を取り上げるなかで、
サンフランシスコの自警制度と公的執行を議論するときにそうであるように、公共圏における
群集のエージェンシーを認識している。彼は、これらの実践の論理と妥当性が既存の国家の制
度的認可ではなく、それらの公的な容認次第であることを正しく認識している。事実、世紀半
ばの自警制度のエピソードにその重要性を与えているのはまさにこの理解である。つまり、そ
れは政治的アリーナの変化を促進しているのである。これら日常的実践の転覆可能性は、この
サンフランシスコの事例で実現されているように、まさに国家による判読の不可能性から生起
するのである。
国家には、日常的実践や、権力をもたないであろう街頭の人々のそれ、そして都市の公共生
活に対するこれらの実践の意義さえも識別し支配する能力がない、という正しい認識は明白に
なりつつある（Mitchell,1995; Smith, 1992; 1996）
。いわゆる都市の大衆文化に関する研究で
は、都市の落書き・グラフィティが重要な事例を提供してくれる。ティム・クレスウェル（1992）
はニューヨークにおけるその隆盛について調査している。彼はそれを、自分たちにはまだ公的
に認知されていない権利があると信じるグラフィティアーティストたちによる場所の要求を主
張する試みであると見ている。都市の権力者の観点からすると、それは無秩序の象徴、つまり
容認されることも理解されることもない実践とみなされる。にもかかわらず、国家の統制があ
まり有効でない実践であることは確かである。徐々に態度の変化もみられ、グラフィティはアー
トであると宣言され、画廊の壁にかけられる。クレスウェル（1992: 342）の言葉によれば、
「グ
ラフィティを芸術として規定することは、意識的にせよ無意識的にせよ、破壊分子を転覆させ
たのである」。
ド・セルトーによって示された国家の支配を超える日常的実践の力についての他の実例は、
都市におけるゲイの生活に関する最近の研究に見出すことができる。名著Gay New York
（1994）で提示されたジョージ・チャウンシーの意義ある研究は、研究した当時には違法であっ
た活動を探究している。違法であるにもかかわらずそれは存在し続けた。確かに、その実践は
しばしば公共空間においてきわめて可視的であり、そこは攻撃からのある種の避難所となって
いた。場合によっては、積極的に起訴される違法な活動が私的空間よりも公共空間において安
全に守られるという認識には少なからぬ皮肉がこめられている。警察としては脱衣所に踏み込
むことの方が公然と逮捕するよりも容易に執行できる。公共空間はゲイ文化にとって重要な資
源なのである。これは特権階級のサブカルチャーではなく、さまざまな階級を含むものであり、
それが街頭を含む、都市のまさに中心の公共空間を占有していたということを、私たちは覚え
ておくべきである（Chauncey, 1994）
。

－110－

3 公共圏と私的な領域
第三に、公共圏と私的な領域の区別の扱い方が、この二つの主題の提案者の間でも異なって
いる。セネットはその二つの対立項を議論の中心とみなし、公的領域における公共性や信頼の
喪失と、市民を私的な領域へと後退させる選択とを結びつける。こうした選好の理由とそれを
実行する過程は、彼の近代アーバニズムの解釈における主要なテーマである。この解釈には自
明の理とされていることが多々ある。というのも、郊外の歴史はまさに好ましい家庭環境への
逃避を、都市の恐ろしい混沌を避けるための意識的な選択として表現しているとみなされるか
らである（Jackson, 1985; Stilgoe, 1988）
。その議論を支えるものとして、クロード・フィッ
シャー（1981）が広範囲にわたって行った調査の結果をあげることができる。その調査では、
都市で居住すること自体が、ワースによって都市的な生活様式の典型として考えられた疎遠の
理由になるかどうかが分析された（Reiss, 1964を参照）。分析結果は、生活において公共圏と
私的な領域を分ける理論を支持している。すなわち、アーバニズム――順応した者が生活する
都市の規模によって測られるもの――は、公的な場で出会う人々、つまり見知らぬ人々への不
信感の増大と相関している。都市生活は、私的な場ではなく公的な場における関係の不信感を
創出するように作用すると、彼は結論づけている（Fischer, 1981）
。
公共圏と私的な領域の間の区別は明確で何ら問題がないという前提で進める分析とは対照的
に、カテゴリーそれ自体が再定義される必要があるかもしれないと指摘する声もある。ズーキ
ン（1995:265）は、「公共文化という重要な概念は古びているように思われる。なぜなら、そ
れは私的な利害関心を超えることを必要としているからである」と書くことで、古くからの前
提を再考察する必要性を読み手に喚起している。公的なものの有用な概念は、公共文化や公共
空間に対して民間の利害関心がもたらす複雑な影響に取り組むことを要求するだろう。彼女が、
ディズニー社や、公共文化の重要な要素としてのショッピングや食事、さらに公園・街路・近
隣の都市再開発などにおける民間の利害関心の管理的な役割の分析において試みたのはこのこ
とである。彼女は部分的に、公的資源を享受・管理・支配する権利を確立する交渉に関わる利
害関心のごたごたや妥当性の変化の認識についても論じている。
都市地理学者には、都市民がもっている公と私の概念には順応性があり、経験や認知の変化
に対応しているということがわかり始めている。ロバート・サックは、プライベートな空間と
比べて都市の公共空間は見劣りすると評価する大衆の態度を考察するときに、しばしば出くわ
す感性を明確に表現している。都市の公共空間について、それは「客観的で、幾何学的で…時
に疎外する空間」になる傾向があると、彼は書いている（Sack, 1992: 134）。公共空間はその
活力の多くを無くしてしまった。つまりそれはコミュニティライフとの関連を減少させながら、
ますます非人間的になり、これまで付与されてきた社会的意味をなくしてしまったのである
（Sack, 1986: Chap.6）。都市のゾーニングは、認知されている公的な利害関心の観点から私的
空間の利用を定義することによって、それを管理するという関心から生じている。それは公的
なものと私的なものを結びつける紐帯についての意識を高めた。住宅地のゾーニングや規制約
款restrictive covenant、また私的な利害関心を守る為のさまざまな措置が論点になるにつれ
て、地理学者はこれらの研究に魅力を感じるようになった（Robson, 1982; Johnston, 1982;
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1984）。誰が公共空間を支配しているかという問題は、私的な空間を守る戦略にとって重大な
ことである。家庭を含む私的な空間の享受が、しばしば脅威として認識される公共空間を支配
する能力に依存している程度が明らかにされるにつれて、防御可能な空間という概念が重要に
なっている（Newman, 1973: Coleman, 1990）
。公共空間は犯罪をかくまうことによって私的
な空間を脅かすという認識が流布している。それは、公私双方の場においてロス警察が法を執
行するアプローチは多様であることを検証する研究において、スティーヴ・ハーバート（1997）
が調査した環境である。公的な想像力においてだけでなく、警察権力の操作において、そして
排他的ゾーニングに関する訴訟を通して、公共空間と私的な空間の複雑な関係は、定義と再定
義を繰り返すプロセスの中に存在する。
フェミニストの研究者たちは最近、公的領域と私的な領域に関するリベラルな視点を、持ち
前の批判精神にさらすようになった。キャロル・ペイトマン（1989）は、リベラルな観点に埋
め込まれた家父長制の前提を綿密に調べ、オルタナティブなパースペクティブを提示しようと
している。
「すべての個人が社会制度をスムーズに通行」できることや、すべての人が互いにか
かわり合う「やさしい公共世界」を前提にすることは、リベラリズムに含まれる家父長制の傾
向を反映している。そのような考えの結果、
「『市民社会』の意味は…女性と私たちが象徴する
すべての排除を通して構築されている」と彼女は信じている（Pateman,1989: 29, 48, 52）
。リ
ベラリズムは、女性を国家における「無秩序」の源泉、つまり社会的・政治的な生活における
破壊勢力としかみていない、と彼女は論じる。こうした公と私の明確な二分法は、これらの領
域を男性と女性のそれぞれに排他的な領域とみなすという評価を維持している。パテマン
（1989: 121-22）の議論によれば、そうした論理的展開の結果として、リベラリズムの社会生
活の概念は公的と私的を「非常に込み入った相互関係――つまり、それらはリベラルな家父長
制というコインの両面――」とみなしていることになる。彼女が提示するオルタナティブは、
それらの間の意義ある区別を考慮し、そして公的な生活と私的な（家庭）生活を結ぶ関係性を
考察する意義を主張する。この議論は広く理解されている。つまり公的と私的、男性と女性の
領域の隔離は「誘導する虚構」のものとして描かれているのである（Saegert, Rose, 1993: 125
で引用; Fraser, 1991を参照）。
自由主義は、これまで一つのオルタナティブとして提示されてきた共産主義的な観念を、複
数のオルタナティブとして分析するアイリス・マリオン・ヤング（1995）を好ましくは思わな
い。彼女はこれらの公式を、〔自由主義と〕同じく統一の覆いの下で差異を否定し異質性を隠す
ものとみなし、そこに望むべきオルタナティブを見出すことはない。その代わり、彼女は対面
の関係を特権化しようとする公式を探究している。それは「見知らぬ人たちと共にあることと
私が定義する社会関係の形態としての…都市生活の規範的理想」
（Young, 1995: 264）である。
すべての人がアクセスできる公共空間の政治に明確な表現を見つけることができる差異に焦点
を当てることで、彼女は、そのようなパースペクティブが、リベラルな個人主義という落とし
穴や、彼女が抑圧を見出す普遍的公共という観念への傾倒を克服するだろうと信じている。
都市の文学は、私的あるいは家庭的な領域を表象すると想定されている女性が公共圏にうま
く入り込んでいく方法を探求する研究の好例を多く提供している。ジーン・ピーターソン
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（1984）はイギリスのパジェット家3世代の女性を研究する中で、ビクトリア朝の既婚婦人は
「家庭の天使」であるという神話を論破している。また、ポーラ・ベーカー（1984）は、進歩
の時代における女性のボランティア的な労働が福祉国家の基盤に導入されることによって――
たとえ委員会に選出されなくとも――政治的に意義を持った、と説得力を持って論じている
（Deutsch,1992も参照）。ベーカーの研究において、女性のボランティア的な労働に付与され
る政治的認識が公共圏における重要性を意味しているように、この2つの研究において、公と
私の意味を再定義する女性の能力が明らかにされている。さらに、これらの研究は公と私の境
界の透過性や、その区分と交渉し影響を与える女性の能力を提示している。近代期に公共圏と
私的な領域の性質が再定義されたという考えが、アマンダ・ビッケリー（1993）による冷静な
分析的批判にさらされている。彼女は特に中産階級の女性に適用するときにその能力を疑問視
する。彼女は「かつて1650年と1850年の間に性別間の関係が変形することで、公的／私的の区
別は構成されたか、もしくはラディカルに再構成された」
（Vickery, 1993: 411-12）という論争
に疑問を投げかけている。公／私という二項対立やそれぞれに区別された領域の意味は、女性
性や男性性といったジェンダーに関する言説が女性の言語や振る舞いを形成したことを示すた
めにも十分に包括的に論じられる必要がある（Ethington, 1992b）
。
公的と私的を区分するときの女性の役割は、レノーラ・ダビドフとキャサリーン・ホール
（1987）が18世紀後半から19世紀初めのイギリスの都市における数世代の中産階級の女性たち
に関する意義ある研究において検証する論題の一つである。この時代に、公共圏が劇的に改変
され、ある階層の女性が日々馴染んでいた商売から後退するようになった。つまり、「公と私の
空間的・時間的な隔離が進むにつれて、彼女らはさらにジェンダーによって規定され、男性は
公共として定義されるものに囲まれ、他方女性はますます私的な領域に巻き込まれ、物理的・
社会的・心理的区別に拘束されたのである」
（Davidoff and Hall, 1987: 319）
。社会が女性を包
もうとしているこのような覆いの中から出発して、著者たちはいかに地方都市の中流階層の女
性が、宗教的な制度や慈善活動、教育への関与を通じて、私的で家庭的な領域を超えて自分た
ちの影響力を拡張したかを証明している。彼女たちは、女性が私的・公的双方の領域で自分た
ちのアイデンティティを意識的に構築し、また再構築している様子を描写しているのである。
4 公的空間の意義
第四に、2つの解釈は都市の公共空間に属する意味に関して根本的に異なる。公共空間の特
質は近代都市において徹底的に再定義されてきた（Harris, 1990）
。街頭の性質は目抜き通りの
登場とともに変化した。公園や墓地に広大な新しい空間が公的なもののために造られてきた。
合衆国で新しい公共空間のもっとも代表的な例を挙げるならば、ニューヨークのセントラル
パークが、それ以前に存在したどんなものとも根本的に異なる都市資源を体現してきた。いま
やローゼンツヴァイクとブラックマー（1992）の研究から得た知識が、セントラルパークをと
りわけ意義深いものにしている。その研究では、その都市の普通の市民でさえ、たとえ公的な
非難や公認の権利を行使させないようにする試みに逆らってでも、自分たちはセントラルパー
クを利用し享受したいとの望みを主張したことが明らかにされている。公的享楽public
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enjoymentの権利が伝統的とみなされる街頭では、公衆がこれらの特権を消失させる試みに抵
抗した（Goheen, 1994）
。しかし街路は、権威による公共空間の支配のためのデザインに抗す
る公衆の主張にとって唯一の環境settingではなかった。
ここで、公共の場における普通の居住者による権利の行使がどれほど重要であると考えられ
ているか、という問いが生じる。セネットは近代都市に現れた新しい公共空間についてほとん
ど言及していない。彼はセントラルパークを失敗した夢とみなしてほんの数行で片付けてしま
う。その失敗を、彼は、それがどのように利用されるべきかについての自分たちの理想を押し
付ける、デザイナーたちの無力と定義する（Sennet, 1994: 360）
。この新しい種類の公共空間
は、近代都市における公衆の衰退や消失、ならびに個人主義の勝利という彼の解釈にはあまり
影響がない。
エシントンは対照的に、それに伴う不快を表明しつつも公共空間をとくに重要視しており、
そして公的な活動のための場所venueとしては、街頭よりもホールのほうが描写しやすいこと
を見出している。公共空間で顕わにされるアイデンティティの闘争の増加に、彼は時折困惑し
ているようである。にもかかわらず、彼はそこで表現される世論の重要性と真正性を認識して
いる。彼の認識によると、空間は公共圏の中心的な次元であり、集合的なデモにとってその価
値は、それをきわめて明確に社会と国家の双方から分かつものの一部であることに存している。
公共空間に付与される価値はたいてい論争の渦中にある（Mitchell, 1995）
。公共空間の意味
を公的な活動や政策の記録から読み出すことはできない。つまり、それは市民条例civic
ordinanceの結果ではないということである。それは古い街路であれ、新しい公園や墓地であ
れ、そうした公共空間の利用や享受について、しばしば目を眩ませるような些細な論争に注意
することでのみ理解されるだろう。価値を生み出す過程はつねに継続中のものなのである。こ
れまで確実だと考えられているエピソードはあまりないし、これらは後知恵の有利な立場で再
解釈されやすい。こうしたことは、公共（街頭に関しては、Levitas, 1978; Kostoff, 1992; Celik,
et al., 1995を参照）としての街路がもつ伝統の本来的な性質によって予期されうることであ
る。エシントンはこの点をセネットよりも切実に感じとっている。

Ⅲ 結論
私は近代都市における公共空間の重要性に関して、セネットによる著作とエシントンおよび
ズーキンによる著作を参照することで、この2つのまったく異なった評価を定義してきた。私
見によると、それぞれの著者たちは、現代都市における公共空間の意義について議論の的となっ
ている主題の一つを明確に述べている。文献を広く参照することで4つの問題、さらに都市の
公共空間や公共圏を参照することで、これらの解釈における違いを私は詳細に考察してきた。
どちらの解釈の支持者も、公と私の意味が活発に再交渉されていることの認識を自覚し、きわ
めてちがったふうに対応している。セネットにとって、そして彼の一般的な観点を共有してい
る人たちにとって、多くの都市居住者が公共空間との関係をますますなくしていることは、公
と私の古い定義の価値を消失させているということである。公共空間への関心を認識しないこ
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とはそれへの関与を減退させる結果につながる。この観点の支持者が見ている過程はある成功
を表わしており、その成功によって私的な利害関心が、以前は公的に管理されていた公共空間
を統制する手段をますます要求できるのである。ズーキンは、違うパースペクティブを提示し
つつ同じ傾向を分析する。彼女は、公的とみなされるものと私的とみなされるものの境界の曖
昧さと透過性を強調しており、その目的に適した定義を作り出す上で、消費者――公衆――の
重要性を論じている。
最も象徴的な都市の公的な場所における公的なものの利害関心は、両方の観点から認識され
る。一方の見解において、これらの影響力の強い空間――その多くはエリートによるより明確
な支配の初期に創られた――は、それらをなすがままにしているので、エリートがそこに見出
していた意義を減退させている。他方の見解では、新しく論件にあがっている集団が公共空間
の利用や享受に関する自分たちの権利を行使するという重要な過程が、それらの継続中の意義
を提示している。それらは、変化する都市の公共文化の創造的な過程にとって重要で不思議な
力をもったものなのである。
最近起こったあるイベントに関する簡単なコメントを提示することで結論としたい。それは、
公的な参加者として認知されることを求めている集団にとって、都市の公共空間の魅力がいか
に強いかを証明している。私が信じるところでは、懸案となっている公共空間の質の低下を強
調する解釈を、そのような事件に読み込むのは難しい。公認されたパレードの先を思い描いて
みよう。その代わりに、権威付けられていないデモ（暴動？）、あるいは認められているものの
後押しはされていない公共空間の占拠に目を向けてみよう。
ワシントンでの｢100万人大行進｣は、認められてはいるものの後押しはされていない公共空間
の占拠の鮮明な例としてあげることができる。ある種のメッセージは、そうしたイベントを通
したほうが他の可能な方法よりも明確に、そして効果的に広範な公共に伝達されるという要点
を、その主催者は掴んでいた。
『エコノミスト』誌はその出来事に注目しており、そこには秩序
があり、平和的で「文明化」しているとコメントしている。公民権運動の指導者であるロジャー・
ウィルキンスが引用されている。
本来、歴史的に形成されたもの…アメリカ人の多くは、黒人を取り返しがつかないほど
暴力的でまた「無秩序的」だと見ている…。しかし、少なくとも50万の人々がやって来
て、かれらは礼儀正しかった。かれらは崇高であった。かれらはその日に街に来て、こ
こに辿り着いたときと同じように、まさに善良な人物として街を去った。白人のアメリ
カ人は決してこれまでにそのようなものを見たことがなかった。しかしまさに、アメリ
カの黒人と白人の双方が、強く、決意の固い、潔白な黒人のイメージを目の当たりにし
たのである。
ダリル･ピンキー（1995）は読者の注意をもう一つの点、つまりワシントンでのザ・モール
占拠の象徴的価値に向かわせた。この出来事の主催者であるルイス・ファラカンは、ワールド
シリーズが開催されているアトランタで、より多くの観衆を惹きつけるようと3年の準備を要
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した。しかしながらその集会は、大半の人々の注目を集めることには失敗した。しかし、ワシ
ントンモールでの大規模デモの運命はちがったのだ。ピンキー（1995: 79）が書くように、
「結
局のところ、たとえ（マーティン・ルーサー）キングがリンカーン記念広場で倒れたとしても、
ザ・モールは戴冠式が催される場所なのである」
。
公的な都市空間を制御する意思は、認めてもらうために力強くメッセージを伝え、自分の主
義の正当性を促進しようとする、多くの都市集団や制度の欲望を表現している。このような表
現の範囲は広大で、その認知度と影響をめぐる争いは活発である。その過程は、ブルックリン
のフルトンストリートの露店商やワシントンのザ・モールのどちらにおいても目の当たりにす
ることができる。あらゆる重要な公共空間は、たとえ一時的であってもそれを占拠する人々に
偶像的な価値を付与する。地理学者と同様に私たちは、都市社会がこの集合的な資源、つまり
共有された象徴的な空間を眺め、管理し、奪い合う方法から学ぶことに特に関心を持っている。
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タイにおける“Art for All”の調査報告
ジョハン *
Djohan
Laporan Penelitian “Art for All” in Thailand

【解題】
本稿は、インドネシア芸術大学上演芸術学部専任教員であるジョハンが、タイで行われたArt
for All（以下AfAと略）キャンプに参加した時の報告書で、原文はインドネシア語である。
AfAはタイのチュラロンコン大学芸術学部助教授であるチャンロン・ポーンルングロイ（現
学部長）によって提唱された障害者のための芸術運動で1999年に開始された。基本的な理念は、
社会的弱者である障害者の能力を向上し、差別のない調和的社会をつくるために、健常者とと
もに行う芸術活動で、以下のような基本精神に基づいている。
目に障害ある人は、話す声をもっている。
耳に障害ある人は、視る目をもっている。
手や腕をもっていない人は、考える頭脳をもっている。
知的（あるいは精神的）障害のある人は、強さやエネルギーを共有できる。
障害のない人は、これら4者を結びつけることができる。
これら5人は互いに欠けているものを補い合いながら、他者の目や耳、身体や精神と
なって協働し、創造する。
この運動はチュラロンコン大学芸術学部に事務局を置き、国連やタイ宝籤協会など、多くの
公的、私的機関からの支援を得て、1日から1週間までの、様々な形態のキャンプを通じて展開
している。特に、多くのアーティストや一般の人々のボランタリーな活動に支えられており、
近年では、マレーシアなどアジアの近隣諸国においても同様のキャンプが広がっている。障害
者はここで芸術的能力を高める訓練を受け、社会的自立のためのささやかな端緒を見つけると
ともに、健常者もまた障害者とのかかわりのなかから多くのことを学んでいる。

*Institut

Seni Indonesia, Yogyakarta（インドネシア芸術大学ジョクジャカルタ校）
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AfAキャンプの2004年のテーマは「健康のための芸術」で、7月30日～8月3日まで5日間連続
で行われた。参加者は約500人―対象となる障害者＋健常者（子供150人、青年30団体）、教員
36人、ボランティア150人（スタッフ70人、アーティスト80人）である。それ以外にキャンプ
実施地域の中高生（健常者）が様々な催しを行った。さらに海外9ヶ国から21人の参加者があっ
た。彼らは過去AfAに参加したか、同様の活動（ダンス・セラピーなど）を自国で行っている。
プログラム内容は、絵を描く、音楽、ダンス、紙で旗を作るなどで、1回90分、5日間で計18
プログラムが用意された。対象者全員に事前テスト、事後テストを実施し（140-141頁）、創造
力や第六感の能力の変化を測定した。
結論で、ジョハンは今回のAfA実施について次のように指摘をしている。プログラムが頻繁
に変更され且つコーディネートもうまくいかなかったため、海外からの経験豊富なアーティス
トがあまり活躍できなかった。特にタイ国王の孫娘が来賓するということで、そのための準備
に実行委員会も気をとられ過ぎたのではないか。1回90分というのは、芸術活動を行うには短
かすぎる。プログラムを少なくし、質を向上させた方が効果的である。キャンプ実施地域の参
加者による催しは、障害者に対するトレーニングではなく、単なる公演になってしまっている。
AfAで重要なのは諸外国のアーティストが互いに経験を分かち合えるようにすることだろう。
海外からの参加者らは特に障害者のために活動しており、AfAのようにあらゆる人を対象とし
てはいないが、そのような違いを超えてAfAの理念が多くのアーティストに支持されることを
期待したい。
冨岡 三智（大阪市立大学大学院文学研究科前期博士課程修了）
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Penyandang tuna rungu dapat menggunakan mata, penyandang tuna netra mengunakan
telinga, penyandang cacat fisik dan normal menggunakan otak, dan penyandang cacat mental
menggunakan anggota badan sebagai bukti bahwa seorang anak, baik luar biasa maupun
biasa dapat mengatasi rintangan dan perbedaan.
Channarong Pornrungroj

1. Catatan Umum Tentang Thailand
Negara Kerajaan Thailand diapit oleh negara Myanmar di sebelah barat, Laos dan Vietnam di
sebelah timur, Kamboja di tenggara serta Malaysia di sebelah selatan. Kota Malaikat merupakan
julukan untuk ibukota Thailand yaitu, Bangkok yang didirikan lebih dari 200 tahun (1782)
lampau.Saat ini bangkok telah menjadi kota internasional sebagai kosmopolis yang dinamis. Dulu
namanya adalah “Ratanakosin Island” karena dipisahkan oleh sungai Chao Phraya di sebelah
barat dan dikelilingi oleh parit serta kanal di sisi lainnya.Bangkok merupakan ibukota keempat di
Thailand pada awal dinasti Chakri dan periode Ratanakosin. Namun demikian kebudayaan kuno
masih terpelihara dengan baik seperti, kuil budha, istana raja, dan museum. Suhu rata-rata 32-35
C dengan 3 perbedaan cuaca pertahun yaitu, dari bulan Maret-Mei : musim panas,
Juni-September : musim hujan, dan Oktober-Februari : musim dingin. Sebagai ibu kita negara,
Bangkok memiliki kepadatan penduduk sekitar 12 juta. Perekonomian Thailand secara umum
meningkat sejak mengalami krisis tahun 1997, kebijakan pemerintah yang serius telah
membuahkan hasil. Kini Thailand sedang menuju negara industri yang maju dengan banyak
kemajuan baik di bidang ekonomi maupun pendidikan. Pemerintah Bangkok juga
mengembangkan pariwisata dengan menjadikan Thailand sebagai negara makanan terlengkap di
dunia. Semua itu dapat terjadi berkat dukungan serta kesadaran masyarakat yang multi-etnik.
Banyak terdapat pusat penjualan mulai dari yang murah sampai berkelas tinggi demikian juga
dengan jenis makanannya, dari makanan barat maupun perpaduan negara-negara Asia.

2. Metode Penelitian dan Analisis :
Pengamatan secara serentak atas seluruh kegiatan Afa bertujuan untuk mempelajari cara
pengorganisasian, pengelolaan dan pelaksanaan program tersebut. Kajian etnologis mengenai
tema maupun seni yang digunakan dalam kemah menimbulkan pertanyaan baik intelektual
maupun fisik yang keduanya terkait secara erat dengan budaya asal peneliti. Sering terjadi
benturan perasaan antara pengalaman di lapangan yang silih ganti dengan pengalaman
sebelumnya. Maka,wajar bagi peneliti untuk memiliki kebutuhan akan kewaspadaan yang tinggi
guna menanggapi kesan, reaksi dan penilaian pribadi.
Memang di dalam studi semacam ini, baik naluri maupun perasaan senantiasa digerakkan
dan diuji. Alat berupa kepekaan seorang peneliti dibentuk dalam konteks kultural asalnya yang
berbeda dibandingkan dengan konteks tempat alat itu digunakan, yakni lapangan budaya yang
baru. Lagi pula alat itu digunakan untuk mengolah objek yang berbeda. Pengetahuan musik dan
psikologi yang saya peroleh,meski memberi saya alat tertentu juga menuntut penyesuaian dengan
penelitian baru yang sedang dihadapi. Di antara alat yang disebutkan di atas, terutama adalah
tubuh peneliti, mata dan telinga. Selera,kritik dan estetika juga dihadapkan pada realitas baru.
Itulah sebabnya pada awal penelitian lapangan, perlu menghadiri sebanyak mungkin
kegiatan organisasi AfA, bertemu para pengurus sebanyak mungkin dan dicatat sedetil mungkin.
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Rekaman foto serta transkripsi teks merupakan bahan olahan yang penting untuk analisis. Semua
itu sebagai pembantu daya ingat untuk pemeriksaan kembali dalam kondisi lapangan yang tidak
diubah. Di lapangan, peneliti secara silih berganti dari pencatatan langsung ― yang mudah
dilakukan―ke perekaman visual.
Selain buku harian ringkas, setiap catatan juga dimasukkan ke dalam note book. Saya selalu
membawa buku catatan sesuai dengan kegiatan yang dihadiri atau wawancara yang akan
dilakukan. Penulisan catatan sewaktu aktifitas yang rumit dibuat secara krnonologis. Kemudian
secepatnya catatan tersebut disalin kembali pada komputer disertai catatan untuk kaset audio.
Seluruh pekerjaan di lapangan (termasuk pengaturan waktu) dilakukan secara mandiri.
Korpus penelitian ini yang merupakan hasil penelitian tentang kegiatan AfA setiap hari terdiri
dari 18 kegiatan selain presentasi. Banyak diantaranya juga difoto dan dilakukan selama 14 hari.
Sambil melakukan analisis, semakin maju semakin disadari bahwa tulisan etnologis ini masih
memiliki banyak kekurangan. Data yang tersusun di bawah ini terbatas pada pengalaman tunggal
yang singkat dan tentu saja akan membutuhkan berbagai perbandingan, tambahan serta
penyesuaian.

3. Perjalanan Penelitian :
Tanggal 21 Juli 2004 perjalanan dimulai dari Yogyakarta (bandara Adi Sucipto) dengan
penerbangan Garuda pukul 09.40 menuju Jakarta (bandara Sukarno-Hatta) kemudian pukul 12.40
menuju Bangkok. Setibanya di bandara Don Muang pukul 16.20 langsung mengurus pabean dan
mengambil bagasi tanpa mengalami kesulitan. Kemudian menukar mata uang Yen dan US dollar
yang dibawa dengan mata uang Baht. Sebagai kota modern tentu saja penukaran uang cukup
dilayani dengan mesin penukar yang terdapat di dalam bandara satu area dengan pengambilan
bagasi. Fasilitas mesin penukaran menyediakan beberapa bahasa dan beberapa mata uang asing.
Sesuai dengan kurs pada saat itu, sehingga tinggal memasukkan mata uang yang hendak ditukar,
di layar monitor tampak nilai kursnya dan dengan menekan tanda ‘OK’ maka transaksi terjadi.
Setelah uang Bath keluar dari mesin yang disertai bukti penukaran maka saya keluar dari
bandara mencari taksi. Ada pelayanan taksi limousine dari bandara yang mahal juga pelayanan
taksi meter dengan membayar uang pemesanan sebesar 50 bath. Karena tujuan saya adalah ke
Guest House Vidhayanives (baca: widyaniwet) terletak di areal Universitas Chulalongkorn, maka
dikenakan biaya sebesar 500 bath. Tetapi dengan mencoba taksi meter di luar bandara (seperti di
Jakarta) diperoleh harga cukup murah yaitu 350 bath. Kebetulan supir taksi yang ditumpangi
dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris yang amat sangat minim, tetapi sudah sangat
membantu.
Setiba di tempat penginapan jalan Chula soi 120 langsung mengurus check-in juga dengan
petugas resepsionis yang juga minim bahasa Inggris. Fasilitas yang tersedia berupa sebuah kamar
single yang cukup representatif dengan fasilitas pendingin, TV, dan kulkas kecil di lantai 3.
Gedung ini terdiri dari 15 lantai yang hanya disewakan kepada relasi Universitas Chulalongkorn.
Tidak semua tempat dalam gedung ini diijinkan merokok dan tentu saja hanya di alam atau ruang
terbuka saja. Untuk mencari makan di sekitar penginapan tidak terlalu sulit karena berada di
lingkungan kampus. Juga tersedia kantin mahasiswa yang terletak berseberangan dengan
penginapan dan buka dari jam 08.00-18.00. Atau dengan berjalan kaki sekitar 5 menit dapat
ditemukan hotel berbintang (Pattunam Prince), bioskop, mall, super market MBK (Maburnkong),
dan pasar malam khusus makanan (Suan Luang).Harga barang-barang di super market rata-rata
tidak mahal untuk ukuran kota besar. Demikian pula harga makanan di kedai makan dalam mal
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berkisar dari harga 25-50 bath untuk nasi dengan lauk dan sayur. Cukup menukar uang dengan
kupon seharga makanan kemudian menukarkan pada konter makanannya. Tidak semua konter
makanan menggunakan dua bahasa (Thai dan Inggris).
Namun demikian ada papan atau lembaran kertas yang menyertakan foto jenis makanan.
Bisa menggunakan bahasa sandi, maka transaksi terjadi. Pada hari pertama di Bangkok
pengalaman yang penting dicatat adalah kesulitan berkomunikasi, walaupun di kota besar seperti
Bangkok dikatakan kemampuan berbahasa Inggris masyarakatnya lebih baik tetapi hanya pada
sebagaian mahasiswa dan tenaga pengajarnya. Beberapa pelayan toko dan rumah makan dapat
menggunakan bahasa Inggris praktis terutama nilai uang.
Esok paginya mencari informasi mengenai lokasi Fakultas Fine & Applied Arts untuk
bertemu dengan Assoc. Prof.Dr.Channarong Pornrungroj selaku Dekan. Sementara wakil dekan
Dr. Bussakorn telah memberi kabar melalui email bahwa masih berada di Australia. Observasi
awal mengenai tata laksana organisasi AfA dilakukan dengan mencatat, mendokumentasi serta
wawancara dengan beberapa petugas kantor. Kantor AfA menempati lantai dua di Fakultas FAA
dengan sebuah r uang luas 8x12 berpendingin. Fakultas ini terletak di kompleks yang berbeda
dengan guest house dan dibatasi oleh jalan Phaya Thai diapit oleh Fakultas Arsitektur dan
Fakultas Seni. Lingkungan sekitar sangat alami dengan rindangnya pohon-pohon besar. Gedung
Fakultas FAA berlantai tiga ini sedang dalam pemugaran sehingga tampak acak layaknya sebuah
gedung kuno.
Tidak jauh dari Fakultas ini terdapat kantin mahasiswa yang cukup besar seperti bangunan
pendopo. Harga makanan untuk mahasiswa juga berkisar antara 20-40 bath. Selain itu juga
terdapat banyak kursi taman terbuat dari batu yang digunakan baik untuk bercengkerama atau
sambil makan siang. Menarik disimak adalah para mahasiswa di Bangkok pada hari kuliah
menggunakan seragam atas putih bawah hitam tanpa dasi. Perbedaannya dengan siswa sekolah
menengah adalah dasi dan pin dipinggang. Tujuh hari pertama (dari 22 Juli sampai 29 Juli) dilalui
di Fakultas FAA dengan membantu para staf dan sukarelawan untuk persiapan kemah serta
singgah Fakultas Seni di lantai 14 (kantor COE) Universitas Chulalongkorn.

4. Latar Belakang ART for ALL
Konsep mengenai aktifitas AfA ini berasal dari presiden proyeknya yaitu Assoc. Prof.Dr.
Channarong Punrongroj yang mengatakan,
Seni adalah alat untuk pengembangan manusia baik fisik maupun mental. Secara alamiah
dikaitkan dengan bakat khusus bawaan sejak lahir, demikian pula dengan anak cacat. Seni
dapat membantu anak cacat untuk merasa rileks yang akan meningkatkan kesehatan
mentalnya.

Konsep itulah yang menjadi awal dari proyek AfA pada tahun 1996 oleh dosen seni rupa dari
Fakultas FAA, Universitas Chulalongkorn ini. Sejak tahun 1993-2002, PBB menyatakan sebagai
dekade penyandang cacat di Asia Pasifik, ide ini diterima dan didukung oleh Kantor the Nation of
Culture Commission (ONCC), UN-ESCAP, kantor loterei Pemerintah, dan Fakultas FAA
Universitas Chulalongkorn. Objektifitas pokok dari proyek ini adalah memberi kesempatan kepada
anak dan remaja yang kurang beruntung untuk pengembangan diri melalui ekspresi artistik dan
praktek. Proyek ini juga bertujuan menemukan pendekatan alternatif mengajarkan seni kepada
anak penyandang cacat dan mengeksplorasi berbagai cara meningkatkan kreativitas mereka.

－124－

Terlebih anak-anak tersebut harus bercampur dengan berbagai jenis ketidakmampuan dan
keterbatasan. Dengan demikian, aktivitas ini merupakan salah satu cara membantu mereka untuk
belajar menyesuaikan diri dan saling bantu. Maka kemah AfA pertama kali dilaksanakan pada
tanggal 23-27 Agustus 1999 di tempat peristirahatan propinsi Kanchanaburi.
Melalui banyak tantangan, tentu sasaran pengintegrasian anak dengan ketidakmampuan
yang berbeda dapat berbeda atau tidak. Seratus partisipan terdiri baik anak normal maupun
cacat. Juga staf Tim supervisi dan berbagai sekolah memfasilitasi komunikasi melalui Mr. Swasdi
Tantisuk, artis nasional, Pataravadi Meechooton, penyaji musik ternama. Mereka memberikan
melakukan lokakarya menggambar, keramik, melukis, kriya, tari, musik, seni pertunjukan dan
aktivitas rekreasi. Menyatukan seratus peserta sepanjang 24 jam selama lima hari bukan
pekerjaan ringan khususnya dalam kasus ini kebanyakan dari mereka belum pernah pergi jauh
meninggalkan rumah. Pelaksana dengan para fasilitator perlu menegaskan bahwa aktifitas dan
lokakarya bervariasi dan menyenangkan untuk menarik perhatian peserta.
Kurikulum AfA dibagi berdasarkan tipe peserta ke dalam 3 kelompok :
1. Kurikulum untuk anak : mengajarkan pada anak bagaimana hidup dengan orang lain
melalui aktifitas seni kreatif dan membuat mereka senang mengikuti kemah.
2. Kurikulum untuk pengajar seni : kemah menyediakan program pelatihan dan
mendorong guru untuk mempelajari teknik dan nilai-nilai baru metodologi pendidikan
3. Kurikulum untuk Dewan perekrutan orang Asia: tujuannya untuk mengembangkan
potensi humaniora dalam tingkat dunia.
Sebagai hasil dari kemah pertama, kedua kelompok anak baik cacat atau tidak menunjukkan
potensi luar biasa untuk mengembangkan ketrampilan dan kemampuan artistik mereka. Mereka
belajar bekerja dalam kelompok walaupun kondisi secara fisik, inteligensi, dan usia berbeda.
Semua peserta sangat gembira. Mereka ternyata mampu meningkatkan diri dalam berbagai cara:
pengembangan diri, percaya diri, menerima diri, ekspresi diri dan kontrol diri. Karena terbukti
bahwa kemah AfA sukses, konsekuensinya proyek ini dipertimbangkan untuk dikembangkan lebih
lanjut.
Anak-anak penyandang cacat secara sosial dapat diterima sesuai dengan standar pemasaran
yang diterapkan. Hasilnya adalah diselenggarakannya kemah AfA kedua pada tanggal 14-18 Juli
2000 di villa Wangree di propinsi Nakorn-Nayok. Fase kedua sudah lebih terfokus pada,
bagaimana memberikan cara-cara menuju profesionalisme dan kesempatan karier sehingga
mereka dapat mengisi kehidupan seperti anggota masyarakat yang independen lainnya.
Program lain telah dimulai untuk mengembangkan peserta yang ingin menjadi artis
profesional berdasarkan keyakinan bahwa anak cacat dapat berkreasi seni yang sama baik dan
bernilai seperti pada orang yang berbakat. Peserta yang pernah ikut menyarankan aktifitas
tersebut diberi nama Creativity Quotient atau CQ untuk menyaring sejumlah kemampuan artistik
dari penyandang cacat dan menganjurkan serta mendorong mereka menjadi artis profesional, atau
bahkan jenius seni seperti Picasso atau Michaelangelo.
CQ tes terdiri dari dua materi:
1. anak diminta melengkapi gambar berdasarkan garis yang telah digambarkan di atas
kertas.
2.anak diminta memasukkan tangan dan kaki ke dalam pot tertutup dan menyentuh
benda di dalamnya dan menjelaskan apa yang dipegang.
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Bagaimanapun alat tes pengukuran kreativitas yang digunakan saat ini sedang dalam
pengembangan melalui penelitian beberapa periode agar efektif untuk dapat menentukan
penyandang cacat yang berbakat seni. Keberhasilan kemah bukan sebuah keberuntungan tetapi
diberikan melalui kesetiaan dan kerja keras para fasilitator terlatih, ahli, organisator juga sikap
kooperatif dari para orang tua dan peserta.

5. Staf pelaksana AfA
Organisasi AfA di Bangkok dipimpin langsung oleh Assoc. Prof. Dr. Channarong Pornrungroj
selaku presiden AfA dan dekan FAA di samping beberapa jabatan lainnya. Organisasi ini memiliki
seorang manajer dan beberapa staf tetap serta beberapa sukarelawan yang umumnya akan akan
bertambah seiiring dengan dekatnya waktu pelaksanaan kemah.Sebagian besar staf dan
sukarelawan (masuk kantor senin-rabu-jumat) di sini adalah sarjana dalam berbagai disiplin
seperti,
Manajer
Staf tetap

: Ms. Kundarani alumnus bidang Komunikasi
: Ms. Khilad Somth alumnus bidang Manajemen
Ms. Samthowin alumnus bidang Pendidikan Seni
Staf paruh : Mr. Lukknam alumni bidang humaniora dan sosial
Waktu
Ms. Puttachad Ariyapitipur alumnus bidang Seni dan Disain
Sukarelawan : Ms. Warunni alumnus bidang ekonomi
Mr. Sukhenning alumnus bidang hukum
Mr. Ekkawatt Kamontaypa alumnus bidang hukum
Mr. Thillaedec mahasiswa bidang pendidikan
Mr. Senjian alumnus bidang Kooperatif

Aktifitas di sekretariat dilakukan dengan tunjangan 4 buah komputer baik untuk pekerjaan
mendesain mulai dari buklet, brosur, formulir atau lainnya yang membutuhkan desain. Kemudian
pekerjaan surat menyurat, mengurus pendaftaran, dan menghubungi peserta. Ada satu orang
karyawan kampus yang sudah pensiun, direkrut dengan tugas mengantar atau mengirim surat
selain bagian kebersihan. Tidak banyak kesulitan yang ditemukan dalam mengumpulkan data
karena hampir semua pengurus dapat berbahasa Inggris terutama para staf paruh waktu dan
sukarelawan.

6. Persiapan Kemah
Kemah dengan tema “Seni untuk Kesehatan” kali ini merupakan kemah besar selama 5 hari
dengan melibatkan 150 guru dan artis, 100 sukarelawan, 150 orang tua dan 150 peserta terdiri
dari anak penyandang cacat dan normal. Enam hari (24 Juli 2004) menjelang kemah, diadakan
rapat lengkap mulai dari presiden, manajer, pelaksana, sukarelawan dengan koordinasi secara
menyeluruh. Rapat membicarakan siapa menangani apa saja, bagaimana proses pengadaan bahan
keperluan kemah khususnya yang berkaitan dengan material untuk seni rupa. Rapat dimulai dari
jam 10.00 pagi dan selesai jam 16.00 sore. Selama rapat, para staf masih sambil mengerjakan
pekerjaannya sehingga keluar masuk ruang rapat adalah biasa. Dalam artian apa yang telah
disetujui di rapat, langsung dikoordinasikan dengan sukarelawan di sekretariat agar bisa
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langsung dikerjakan.

Gambar .1. rapat koordinasi
Khusus untuk staf pelaksana disewakan kamar khusus dekat dengan sekretariat (guest house
Vidhayanives) karena harus pulang larut malam. Empat hari (26 Juli 2004) menjelang kemah,
para sukarelawan mulai berdatangan ke sekretariat AfA untuk berkoordinasi yang sebelumnya
telah mendaftarkan diri. Kebanyakan sukarelawan adalah mereka yang pernah mengikuti kemah
sebelumnya. Kertas karton dengan berbagai ukuran poster mulai didatangkan dari pabrik yang
sudah tidak membutuhkan (barang sisa). Pembuatan kartu pengenal untuk panitia, peserta, guru,
artis dilakukan dengan dilaminating. Mulai dari desain sampai dengan pemotongan dan diprint
dilakukan sendiri, membuat poster, tiket parkir, denah tempat penginapan dan ruang lokakarya,
seminar, diskusi. Meregistrasi kembali peserta yang sudah pasti atau yang mendaftar dihari-hari
terakhir yang harus segera dibalas dengan faksimil. Pemeriksaan kembali nama-nama peserta.
Susunan acara yang dua bulan lalu masih sementara, hari-hari ini sudah diperbanyak dengan
urutan acara yang sudah pasti.
Tiga hari menjelang hari H (27 Juli 2004) semua barang keperluan kemah diangkut dengan
menggunakan truk tronton yang dipinjamkan oleh salah satu sponsor. Pihak panitia menyewa
beberapa tenaga untuk membantu, karena banyak yang harus dibawa mulai dari kertas, bendera,
kanvas berbagai ukuran, cat,peralatan potong, poster, alat musik tradisional, dan sebagainya.
Para sukarelawan memuat barang dari gudang ke mobil dan seterusnya para tenaga bantu
berangkat untuk mempersiapkan kemah. Mereka akan menginap sambil menata lokasi, karena
akan ditinjau oleh puteri kerajaan (cucu Raja Kerajaan Thailand). Kebetulan sang Puteri juga
akan membuat kegiatan selama satu hari untuk peserta kemah. Saat ini sang Puteri berada pada
tingkat terakhir SMA dan menyenangi seni desain. Ada beberapa hasil sablon dari desain sang
Puteri yang akan digunakan dalam kemah. Menurut rencana sang Puteri akan melanjutkan
pendidikannya dibidang desain pada FAA CU. Untuk itu pihak Fakultas sedang mempercepat
pembangunan gedung perkuliahan yang nantinya akan digunakan sang Puteri. Mengingat bahwa
dahulunya tanah tempat berdirinya Universitas Chulalongkotrn adalah hibah dari sang Raja.
Dua hari menjelang hari H, tanggal 28 Juli, direktur program AfA Assoc. Prof.Dr. Channarong
Pornrungroj beserta pejabat pemerintah lokal dan istana meninjau tempat pelaksanaan. Selain
untuk koordinasi dengan petuga lapangan dan pemeriksaan terakhir, hal itu juga guna
mempersiapkan kedatangan sang Puteri. Agar sarana dan prasarana yang belum memadai dapat
dilengkapi pada satu hari sebelum pelaksanaan. Sementara di kantor sekretariat , para petugas
masih dengan mengumpulkan, menerima,mengirim fax sebagai pengecekan terakhir. Sambil
mempersiapkan keperluan yang mendetil seperti potongan kartu tanda ruang yang dilaminating
dan diberi stiker dengan huruf braille agar dapat dibaca penyandang tuna netra. Semua tiket
parkir diberi cap panitia demikian pula dengan kupon untuk makan pagi-siang-malam dan
coffe-break. Pengepakan terakhir kaos dan pakaian gaya thailand Utara bersablon AfA sebagai
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sumbangan dari donatur yang nantinya akan dibagikan kepada peserta, sukarelawan,guru, orang
tua, dan panitia.
Tanggal 29 Juli, sehari menjelang hari H, sebagian staf dan sukarelawan berangkat ke lokasi
kemah untuk menyempurnakan persiapan dua hari sebelumnya. Staf yang masih tinggal di kantor
mengurus persiapan acara pembukaan besoknya yang bertempat di gedung UNESCAP. Mereka
sudah harus berada di tempat pukul 06.00 pagi karena jam 08.00 sudah mulai registrasi. Acara
pembukaan akan dimulai pukul 09.00 waktu setempat. Menjelang sore hari semakin banyak
sukarelawan yang datang untuk membantu, sebagian dari mereka adalah mahasiswa FAA.
Sebagian sukarelawan mengurus konfirmasi dengan peserta khususnya yang Internasional.
Karena pada tanggal 29 semua peserta Internasional sudah harus tiba dan tercatat di hotel
Fortune. Ada yang mempersiapkan stiker, penggandaan formulir registrasi, materi untuk
dekorasi, menyempurnakan kartu pengenal, membalas fax, mengirim email serta mengurus
sumbangan barang makanan dari para donatur dan masih banyak lainnya.
Penyempurnaan juga dilakukan dengan memeriksa silang dengan apa-apa yang telah
dilakukan sebelumnya. Karena semua aitem yang dipersiapkan menyangkut ratusan orang maka
tentu sangat menyibukkan. Untuk makan siang pada hari itu diperoleh bantuan dana dari salah
satu sukarelawan yang membantu mendata peserta internasional.Karena aktifitas yang padat
sampai lupa untuk makan siang. Penelitian mengenai AfA secara langsung dilakukan mulai dari
30 Juli 2004 sampai 3 Agustus 2004, pada saat kemah berlangsung.

7. PELAKSANAAN PROGRAM AfA
Peserta yang akan mengikuti kegiatan kemah ini lebih kurang 500 personil terdiri dari 150
anak penyandang cacat (buta,tuli,fisik,mental) dan anak normal yang berusia 14-17 tahun.
Kemudian 30 peserta kelompok remaja dengan kondisi yang sama berusia 18-25 tahun. Disertai 36
orang guru, 150 sukarelawan terdiri dari 70 staf pelaksana dan 80 seniman,artis. Selain itu juga
akan dihadiri oleh sekelompok anak normal yang disebut kelompok peraga yang mengisi acara
selama kemah.Kelompok peraga terdiri dari siswa SMP dan SMA dari daerah pelaksanaan kemah.
Tercatat 21 peserta (internasional) dari luar Thailand seperti: Holland, Norwegia, Myanmar, Laos,
Vietnam, Malaysia, Singapore, Filipina, dan Indonesia. Namun setiap hari akan datang para tamu
penting baik yang mengikuti dan memberi kan kegiatan selama kemah seperti, Puteri Kerajaan
dan pejabat lokal, regional, dan nasional.
Hari pertama, tgl 30 Juli jam 08.15 saya berangkat dari guest house Vidhayanives
bersama-sama dengan Assoc.Prof.Dr. Channarong Pornrunroj yang juga menginap di tempat sama.
Beberapa staf nya juga ikut menginap di sana agar tidak terlalu jauh untuk kesekretariat karena
mereka harus berangkat pukul 05.00 pagi ke tempat pembukaan. Karena sesuai susunan acara,
pukul 08.00-9.00 dimulai dengan melakukan registrasi peserta di lantai dasar UNCC dilanjutkan
dengan pemutaran video di auditorium UNESCAP. Kemudian menyambut tamu kehormatan dan
pukul 9.30 dilakukan upacara pembukaan berupa ucapan selamat datang oleh: Mr.Kim Hak Su
(Sekretaris eksekutif UNESCAP), Pembukaan oleh H.E. Suwat Liptapanlop (Deputi Perdana
Menteri Kerajaan Thailand), dan perkenalan oleh Assc. Prof.Dr. Channarong Pornrungroj selaku
Presiden Yayasan “Art for All’. Pukul 09.45-10.00 acara penyerahan tropi penghargaan AfA kepada
Mr. Kim Hak su, H.E. Mr. Suwat dan beberapa teman serta sponsor. Selain kedua orang di atas,
tanda penghargaan juga diberikan kepada:
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1. Departemen Pendidikan Tinggi Thailand
2. Kantor Loterei Thailand
3. Thai Health Promotion Foundation
4. General Electricity
5. Thai Airways
6. Isuzu Sales Company
7. Pranda Group
8. Gold Master Company
9. Artico Craft Company
10. Shimo Thai Foundation of Culture and Education
11. Kedutaan Besar Nederland

Gambar.2. Logo UNESCAP tempat acara pembukaan
Dilanjutkan dengan nyanyi bersama bagi semua peserta sambil bergandengan tangan.
Bernyanyi dipimpin oleh seorang bikhu (pendeta wanita) Sansanne Sathirasut. Dijelaskan bahwa
nyanyian ini adalah untuk membagi kebahagiaan kepada sesama melalui sentuhan tangan. Agar
kegembiraan dalam kesehatan dapat dirasakan oleh jiwa secara lengkap. Melalui bernyanyi,
diharapkan kegembiraan tetap bertahan. Nyanyian ini dimulai dengan humming, sambil sang
pendeta memberi pengantar, musik berasal dari kaset ini berisikan iringan gitar dalam tempo
lambat. Kemudian saat masuk bagian refrain, pola irama dirubah dengan progresi harmoni
sederhana I-IV-I-//:I-vi-V :// dengan gaya meditatif. Saat intelude hanya ada iringan musik kembali
si pendeta menjelaskan mengenai lirik lagu tersebut. Selanjutnya upacara tradisional berupa
resital Khab-Sepha oleh Mr. Chaeng Klaisithong salah satu artis nasional Thailand.
Pertunjukan ini semacam mocopat di Jawa, di mana lirik syair dinyanyikan secara melodis
sambil memegang perkusi kayu seperti wood block yang saling diketukkan. Selesai resital
dilanjutkan dengan sambutan dari mantan guru Channarong yang juga menciptakan lagu untuk
AfA. Dilanjutkan upacara menalikan tali putih pada pergelangan tangan kepada segenap hadirin.
Pada pukul 11.00-12.30 dilakukan pretes untuk peserta anak dan remaja. Para peserta akan diberi
postes pada hari terakhir kemah setelah mengikuti semua program. Pretes dan postes digunakan
untuk mengukur kreativitas dan kemampuan keenam indera yang alat ukurnya disusun oleh
Assoc. Prof. Dr. Channarong Pornrungoj (alat tes terlampir). Pelaksanaan pretes dan postes
dibantu oleh para sukarelawan mengingat ada kolom yang harus diisi dan menggambar dengan
pensil 3B.
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Gambar.3. suasana tes di aula sebelah ruang pembukaan UNESCAP

Gambar.4. anak cacat fisik mengikuti tes

Gambar.5. anak di atas kursi roda mengikuti tes
Bagi partisipan dewasa bisa langsung berangkat ke kamp di Wangree Resort, Propinsi Nakon
Noyok. Rombongan dibagi dalam beberapa mobil box, untuk peserta Internasional disediakan 2
mobil. Perjalanan ke lokasi membutuhkan waktu sekitar 2 jam yang setengah jam sebelumnya
makan siang di salah satu tempat. Setelah tiba di Resort masih menunggu tas yang diangkut oleh
mobil lain. Resort yang ditempati termasuk cukup mewah dengan bangunan gaya tradisional. Saya
satu kamar dengan Assoc Prof Woothi Wattamasin dari Departemen Pendidikan Seni, Fakultas
Pendidikan dari Universitas Songkla,Patani yaitu wilayah Thailand Selatan. Pukul 16.30 peserta
kemah tiba di tempat dan disambut kelompok musik dengan alat musik tradisional dari
mahasiswa tingkat akhir jurusan Etnomusikologi Universitas Chulalongkorn asuhan Assoc.Prof.
Dr. Bussakorn.
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Gambar.6. Kelompok musik menyambut kedatangan peserta
Pukul 18.30 acara makan malam dilanjutkan dengan pembuatan bendera yang diikuti oleh
guru dan orang tua. Pembuatan bermacam bendera (Tung) gaya Thai diperoleh juga dari para
guru atau orang tua siswa. Peserta dewasa terdiri dari guru, pejabat bidang kebudayaan atau
pendidikan. Sebagian besar partisipan internasional sudah pernah mengikuti AfA atau yang
pernah melakukan hal sejenis di negara masing-masing walaupun ada yang berbeda bentuk.
Seperti di Belanda mereka berorientasi pada terapi tari, di Singapore: Very Special Art, semua
dengan melibatkan anak penyandang cacat. Sehingga untuk peserta Internasional ada acara
seminar berupa: presentasi dan berbagi pengalaman mengenai aktifitas seni kepada penyandang
cacat di negara masing-masing .Karena saya sebagai peneliti yang perlu tahu cara operasional AfA
dan belum memiliki pengalaman seperti yang dimaksud di Indonesia, maka tidak mengikuti
seminar yang kebetulan dilakukan pada hari dan jam yang sama dengan kegiatan di lapangan.
Malam harinya diadakan acara pembuatan tung (bendera) dari kertas dan plastik yang akan
dijadikan hiasan tenda esok hari.

8. Kemah hari kedua tanggal 31 Juli 2004
Acara memang telah dirancang dengan sangat padat, dimulai pukul 06.00 pagi dengan olah
raga bersama dan ditutup pukul 21.30.Setiap hari berlangsung 18 aktifitas di tempat yang sama.
Dari hasil wawancara dengan peserta dari Norwegia, Prof.Dr.Malvern Lumsden,PhD seorang
terapis tari, yang terpenting adalah bagaimana melihat sisi psikologis dari anak penyandang
cacat. Tidak terutama pada kemampuan kognitif seperti anak normal tetapi kemampuan sosialnya
lebih diutamakan. Karena banyak anak penyandang cacat tidak mendapat kesempatan untuk
bertindak seperti anak normal karena sudah dari awal terjadi diskriminasi terselubung. Misalnya
aktifitas seni untuk mereka sering dianggap seni rendahan. Belum lagi kalau mereka harus hidup
di lingkungan yang tidak tahu mengenai kelebihan yang dimiliki. Baik orang tua atau sekolah
mereka pun sering kali tidak mengetahui apa kelebihan penyandang cacat ini. Sebenarnya mereka
bukan abnormal tetapi memiliki kemampuan yang berbeda dari anak normal. Masing-masing
memiliki bakat yang tidak sama dengan kebanyakan orang. Contoh dalam dunia medis saat ini
dikenal kemampuan otak kiri dan kanan, tetapi dengan seni bukan itu yang menjadi sasaran.
Otak kiri dan kanan sejauh sehat tetap dapat bekerja sesuai kemampuannya. Tepi seni digunakan
bagaimana supaya terjadi koneksi yang positif antara kedua belahan otak itu. Apalagi untuk
melaksanakan aktifitas non-profit seperti ini, umumnya mengalami kesulitan mencari bantuan
dana karena aktifitas ini tidak menjanjikan keuntungan . Namun demikian dikatakannya, untuk
terapi musik masih terbuka kemungkinan untuk menjual rekaman sebagai subsidi silang dalam
membiayai kegiatan seperti ini.
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Semua anak (penyandang cacat dan normal) terbagi dalam beberapa tenda untuk
melaksanakan kegiatan seni, mulai dari menggambar, melukis, bermusik, membuat bendera
kertas dan membuat keramik. Acara sungguh ramai dan tampak anak sangat menyenangi sekali
karena mereka diperlakukan seperti anak pada umumnya. Guru dan sukarelawan di sini bertugas
sebagai pemandu bukan menggurui. Yang bertindak sebagai guru adalah para seniman praktisi.
Misalnya kegiatan seni musik dengan mengajarkan salah satu lagu tradisional dengan
mengeksplorasi vokal menggunakan huruf: oi..oi…oi..ooooooo. Disambut dengan sahutan-sahutan
wooo…! Secara beramai-ramai. Anak-anak berada dalam satu lingkaran memukul perkusi : simbal
tangan, wood block. Sementara beberapa remaja memainkan kendang thai.Yang tidak memegang
alat cukup bertepuk tangan sambil memukul paha secara ritmis. Ritme yang diajarkan cukup
sederhana sesuai dengan ritmis musik etnis dan melodi lagupun diambil dari lagu tradisional
Thailand, sehingga anak tidak terlalu sulit untuk belajar.

Gambar.7. Latihan musik bersama Dr. Bussakorn
Untuk penyandang cacat fisik dan campuran mengikuti kegiatan melukis dengan acrylic
menggunakan kuas dan busa pada selembar kertas. Juga membuat instalasi dari batu dan kayu
yang disemprot pewarna sambil dibantu sukarelawan untuk menuliskan deskripsi karya yang
dibuat. Setiap kelompok anak didampingi 5-8 sukarelawan.

Gambar.8. Pelajaran melukis bersama Dr. Suchart Vongthong
Acara berlangsung sampai tengah hari kemudian makan siang dan istirahat 30 menit lalu
dilanjutkan lagi sampai pukul 18.00 sore. Saya berusaha meninjau semua kegiatan dengan
berkeliling dari tenda ke tenda. Karena sebagian teman-teman Internasional memberikan
presentasi dan melakukan diskusi terhadap masalah yang dihadapi.
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9. Kemah hari ketiga tanggal 1 Agustus
Seperti biasa acara dimulai sejak pukul 06.00 pagi dengan olah raga bersama.Kemudian
dilanjutkan dengan pagi bersama sampai dengan pukul 08.30. Setiap kelompok peserta disediakan
tenda untuk beraktifitas, mulai dari melukis, menggambar, instalasi, latihan musik, dan menari.
Setiap hari ada 18 kegiatan yang dibagi ke dalam masing-masing tenda. Setiap kegiatan
berlangsung selama 90 menit, sehingga setiap kelompok digilir untuk mendapat kegiatan yang
sama.

Gambar.9. Peneliti bersama anak yang sedang melukis
Sekitar 150 pelatih guru seni terdiri dari guru seni, seniman lokal, dan internasional
membuat kegiatan yang sifatnya mengeksplorasi kreativitas. Menarik di sini adalah bukan
bagaimana seorang guru memberi perintah tetapi bagaimana menstimulasi agar kreativitas si
anak yang bekerja. Saya memilih untuk mengikuti lokakarya dan pelajaran menari yang diberikan
oleh peserta dari belanda, kebetulan mereka adalah artis yang berpengalaman menangani anak
penyandang cacat. Aktifitas menari lebih pada permainan gerakan anggota tubuh sambil
mengikuti irama yang diciptakan pelatih secara langsung. Misalnya: mereka menggunakan karet
gelang yang disambung panjang untuk membuat bentuk empat persegi panjang. Ujung-ujungnya
dipegang oleh dua orang dengan tangan memegang ujung satunya dan kaki menginjak ujung yang
lain. Maksudnya adalah agar tercipta sebuah ruang seperti album foto. Kemudian anak-anak
diminta untuk masuk ke dalam ruang tersebut seolah-olah hendak difoto.
Anak-anak diminta untuk berpose dan bergerak sesuka hati karena mau difoto. Para
penyandang cacat sangat gembira dengan pengalaman baru di mana mereka bisa bergaya. Sambil
bergaya diputarkan musik yang menstimulasi untuk bergerak lambat (slow-motion), dilanjutkan
dengan musik dalam tempo cepat dan anak menarik sebebasnya dalam frame karet tersebut.
Permainan yang sangat membuat anak antusias sampai melupakan kekurangan yang mereka
miliki. Karena bisa bergembira dan tertawa seperti anak normal lainnya. Kelas ini diikuti oleh
semua anak tuna netra dan mereka lebih banyak mendengar atau merasakan. Tahap kedua
adalah membuat lingkaran sambil berpegangan tangan kemudian menggerakkan tangan seperti
gerak gelombang sambil diputarkan kaset dengan musik suara air. Anak-anak diminta untuk
memperagakan seolah-olah sedang mandi, gosok gigi, bersabun, dan menyiram air. Konsepnya
adalah bagaimana membuat anak benar-benar merasakan kegembiraan.
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Gambar.10. Latihan menari bersama penyandang tuna netra dan fisik

Gambar.11. Latihan gerakan dengan tutor dari Nederland
Setelah makan siang terjadi perubahan acara dan kami diminta untuk melukis yang nantinya
akan disumbangkan kepada AfA.

Gambar.12 partisipan internasional melukis
Kami diberi kebebasan untuk melukis apa saja dengan bahan yang telah disediakan. Sore
hari sekitar pukul 17.00 diadakan acara pelepasan lampion di lapangan. Semua peserta ambil
peran karena disediakan lampion untuk peserta internasional.
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Gambar.13. pelepasan lampion ke udara

10. Kemah hari keempat tanggal 2 Agustus
Pada jam 06.00 pagi diisi dengan acara rutin: olah raga. Partisipan internasional diberi
seragam pakaian khas Thailand karena pada hari ini akan kedatangan tamu kehormatan yaitu
puteri kerajaan Thailand. Baju yang kami kenakan adalah desain dari sang Puteri sendiri dengan
gambar Art for All dipunggung. Setiap peserta Internasional bergabung dalam kelompok: tari,
melukis, dan karya kreatif yang disatukan dalam tenda No. 1. Karena ingin mendapat pengalaman
baru maka saya bergabung dengan peserta dari Singapura untuk membuat wayang dari karton.
Pukul 10.00 pagi acara penyambutan kedatangan sang Puteri dengan marching band, kelompok
musik tradisi, kelompok tari-musik dari Chiang Mai (Thailand Utara), karnaval anak.

Gambar.14. Kelompok Marching Band

Gambar.15. Kelompok tari dan musik dari daerah Chiang Mai
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Sang Puteri menyempatkan diri mengajar satu kelompok anak, karena ia suka dengan desain.
Acara juga seperti kemarin dirancang dari pagi sampai sore. Kebetulan tugas kami mengajar
peserta adalah sesudah makan siang, maka paginya kami membantu kelompok menggambar
sampai jam 12 siang. Anak-anak yang diajar lengkap dengan segala cacat yang dimiliki. Setelah
selesai makan siang karya anak-anak yang pagi sudah bisa dipamerkan karena akan ditinjau oleh
sang puteri. Siang hari jam 13.30 kelompok kami mengajar anak membuat wayang baik dalam
bentuk orang ataupun binatang. Kami dibantu oleh teman-teman dari kelompok pagi, sebagian
berlatih tarian Myanmar untuk menyambut sang Puteri saat meninjau kelompok internasional.
Sayangnya kelompok tari yang telah mempersiapkan lokakarya, tidak mendapat waktu untuk
dilaksanakan. Memang mulai hari pertama tampak bahwa pihak panitia agak kewalahan dengan
masalah acara. Program yang telah disusun berubah-ubah baik bentuk aktifitas maupun jam
pelaksanaan. Sehingga sebagian teman yang seharusnya memberi lokakarya tari bergabung untuk
membantu kelompok seni rupa. Ada dua kelompok anak yang ditangani juga dengan campuran
penyandang cacat. Selain memotong, mewarnai, juga membuat supaya wayang tersebut bisa
berdiri dan bergerak layaknya wayang sebenarnya. Bentuk wayang ini menyenangkan anak-anak
karena setelah selesai bisa digerak-gerakkan.

Gambar.16. Pembuatan wayang bersama peneliti dan Jeremiah tutor dari Singapura
Pukul 14.30 tenda kami dikunjungi sang Puteri yang disambut dengan tarian Myanmar dan
setelah foto bersama, sang Puteri meninjau tenda lain. Kegiatan mengajar selesai pukul 15.30 dan
mengikuti acara bincang-bincang dengan sang Puteri di gedung pertemuan sampai jam 17.00.
Tidak semua partisipan Internasional mengikuti acara pertemuan dengan Puteri Kerajaan.

Gambar.17. Puteri Kerajaan berpose bersama partisipan Internasional
Bagi yang pulang awal kepenginapan bisa istirahat karena malamnya masih ada acara
penutupan. Malam hari pukul 19.00 acara makan malam bersama semua perserta sambil lesehan
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di lantai. Diisi hiburan musik dari beberapa kelompok tuna netra, tarian dari daerah Chiang Mai,
kemudian penyerahan hasil lukisan peserta internasional kepada AfA.

Gambar.18.Acara makan malam penutupan
Setelah itu perserta internasional mengisi acara dengan sebuah tarian Myanmar, saya dan
peserta Singapura mendapat jatah menabuh kendang mengiringi tarian. Acara selesai pukul 21.30
dan kami pulang ke kamar untuk istirahat.

11. Kemah hari kelima tanggal 3 Agustus
Hari terakhir kemahpun diawali dengan olah raga bersama pukul 06.00. Anak-anak masih
mengikuti acara berupa latihan meditasi dan mengikuti postes. Mereka akan meninggalkan lokasi
kemah sekitar pukul 14.00 siang dan kembali ketempat masing-masing. Peserta internasional
meninggalkan lokasi kemah pukul 10.00 menuju kota kuno Ayuthaya untuk menyaksikan sisa
bangunan kuil Budha.

Gambar.19. Ke kota Ayuthaya
Selain itu juga mengunjungi kuil tertua di kota tersebut yang dulunya pernah
diporakporandakan tentara Myanmar. Kami makan siang di rumah makan pinggir sungai dengan
menu makanan laut. Semua peserta internasional diantar dan tiba di hotel Fortune pukul 17.00
sore. Karena itu adalah jam macet untuk Bangkok, maka saya disarankan tinggal sampai selesai
acara makan malam bersama. Pukul 21.00 dengan menumpang taksi saya kembali ke guest house
Vidhayanives.
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12. Menjelang Selesai Penelitian
Tanggal 4 Agustus, satu hari setelah kemah saya mengunjungi kantor COE di Fakultas Seni
lantai 14 Universitas Chulalongkorn untuk mengucapkan terima kasih kepada sekretaris COE.
Karena atas seiijin dan kebaikan Prof.Dr.Shin Nakagawa, saya diberi kesempatan untuk
menggunakan fasilitas kantor tersebut. Sdri.Nampeng selaku sekretaris COE sangat kooperatif
dan banyak membantu serta memperlancar kepengurusan tempat menginap. Kemudian saya
mampir ke kantor AfA untuk wawancara terakhir guna mengetahui evaluasi singkat mengenai
aktifitas kemah.
Pada tanggal 5 Agustus, sebagai hari terakhir saya mengunjungi kantor AfA di Fakultas FAA
untuk pamitan dan mengucapkan terima kasih dengan Direktur Program AfA sekaligus dekan
FAA Assoc.Prof.Dr. Channarong Pornrungroj, Wakil Dekan Dr. Bussakorn, juga dengan staf serta
para sukarelawan yang selama di Bangkok sangat informatif. Para sukarelawan ini termasuk nara
sumber karena hampir setiap hari bertemu dan ngobrol ataupun wawancara. Di sela-sela
kesibukan mereka selalu menyempatkan diri untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Karena
saya juga membantu pekerjaan yang mereka lakukan mulai dari menggunting sampai
mengangkut barang-barang. Sebagai partisipan aktif tentu sangat mendukung data penelitian
kualitatif ini.
Pada tanggal 6 Agustus pagi pukul 09.30 setelah menyelesaikan masalah administrasi di
guest house, saya dengan menumpang taksi meter berangkat menuju bandara Don Muang untuk
kembali ke Jakarta. “Khapkun” Bangkok, sampai jumpa di lain kesempatan pada acara yang
sama.

13. Kesimpulan
Secara keseluruhan acara ini berjalan baik dengan beberapa kekurangan yang cukup penting.
Misalnya, peserta Internasional adalah artis yang punya pengalaman tetapi tidak dapat bekerja
maksimal selama kemah. Kekurangan ini disebabkan oleh program harian dari panitia yang selalu
berubah tanpa koordinasi. Waktu yang diberikan untuk melatih peserta hanya 90 menit dan untuk
sebuah proses berkesenian adalah sangat singkat. Kebetulan selama 9 hari sebelum kemah saya
mengikuti aktifitas panitia tetapi tidak mendapat informasi mengenai program acara yang pasti.
Karena acara sudah disusun jauh sebelum kedatangan saya (dapat dilihat di internet). Sementara
saat rapat penetapan program dilakukan dalam bahasa Thailand sehingga saya juga tidak
mengikuti perkembangannya. Kemudian di kemah tampak beberapa anak mengalami kelelahan,
hal ini dapat dilihat saat lokakarya musik ada beberapa anak yang tertidur di kursi, kebetulan
pelatihnya adalah penyandang tuna netra sehingga tidak dapat melihat kondisi anak. Karena
mereka harus mengikuti kegiatan yang berlainan secara bergantian setiap 90 menit. Tentu akan
lebih efektif bila setiap kelompok mendapat kegiatan yang tidak banyak tetapi lebih berkualitas.
Dari pada banyak kegiatan tetapi kualitas yang diharapkan jauh dari memuaskan. Bagi
pelatih lokal yang sudah beberapa kali memberi pelatihan sepertinya tidak banyak perubahan
(hanya daur ulang). Beberapa peserta internasional merasa kurang berperan karena mereka
sebenarnya telah mempersiapkan program sendiri tapi tidak mencapai sasaran. Sehingga ada
kesan kemah ini lebih seperti sebuah pertunjukan dari pada pelatihan bagi penyandang cacat.
Memang harus diakui bahwa persiapan panitia sangat berat dan menyita enerji. Terutama
presiden AfA yang jauh-jauh hari harus melobi sana-sini untuk mendapat sponsor. Untuk kerja
fisik, panitia dapat diberi acungan jempol dan mereka mempersiapkan khusus pemandu untuk
peserta internasional yang bisa fasih berbahasa Inggris.
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Banyak hal yang layak dipuji tetapi juga beberapa kelemahan yang ke depan perlu
diperhatikan oleh panitia. Dalam hal ini, program baik lokakarya maupun pelatihan merupakan
inti dari kemah. Manfaat lain adalah bertemunya seniman dari beberapa negara yang dapat saling
tukar pengalaman serta berkomunikasi di kemudian hari. Dukungan antar seniman dalam
pekerjaan sosial seperti ini adalah penting karena bukan berorientasi pada keuntungan materi.
Filosofi AfA secara psikologis sangat masuk akal dan pasti disetujui para seniman namun
demikian tidak menutup kemungkinan filosofi versi lain dengan tujuan sama. Karena peserta dari
berbagai negara memiliki lingkungan dan ciri yang berbeda dengan tuan rumah. Untuk itu bila
peserta internasional diberi waktu dan kebebasan berkarya tentu jauh lebih bermanfaat.
Karena mereka benar-benar ingin bekerja untuk penyandang cacat bukan untuk siapapun.
Mungkin juga konsentrasi panitia sedikit terganggu dengan akan hadirnya puteri Kerajaan
sehingga beberapa program luput dari perhatian. Secara sekilas dapat dilihat bahwa pelaksanaan
kemah kali ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Walaupun tidak terlalu menjadi pemikiran
bagi panitia karena tahun ini, sponsor yang membantu cukup banyak dan kualifaid. Tempat
kemah pun berada di tempat peristirahatan yang mewah untuk ukuran orang biasa. Masalah
akomodasi sangat baik dan tidak mengecewakan.
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Lampiran.
Formulir tes kreativitas
Jam mulai
Jam selesai
Total waktu

:
:
:

Alat tes
Nama…………………..Nama Keluarga……………….Usia…………pria/wanita
Kelas…………..Asal Sekolah………………………..Propinsi…………………….
Jumlah saudara………..orang
Pria……….orang
Wanita……orang
Prioritas…………
Kondisi fisik
Kondisi mental

□Normal
□Tidak normal……..
□Jenius
□Normal
□Lainnya…………..

a. Teruskan gambar pemandangan di bawah ini
b. Gunakan pensil 3B
c. Gambarlah dengan bebas
Gambar 1. pemandangan laut yang belum selesai
Gambar 2. potongan buah melon yang belum selesai
Gambar 3. hati yang belum selesai
Gambar 4. rumah yang belum selesai
Gambar 5. buah apel yang belum selesai

Lembar Pretes dan Postes
Nama lengkap……………………….
Tes kepekaan keenam indera
1.Mata
1.1.
Apa yang dilihat………………….
1.2.
Untuk apa benda tersebut……..
1………..2………..3………….4………….5………….
6………..7………..8………….9………….10………..
2.Telinga
2.1.
Apa yang didengar…………………
2.2.
Untuk apa suara tersebut………..
1………..2………..3………….4………….5………….
6………..7………..8………….9………….10………..

－140－

menit

3. Hidung
3.1.
Apa yang tercium…………….
3.2.
Bau apa saja…………………
1………..2………..3………….4………….5………….
6………..7………..8………….9………….10………..
4. Pengecap
4.1.
Apa yang dirasakan…………….
4.2.
Rasa apa saja…………………
1………..2………..3………….4………….5………….
6………..7………..8………….9………….10………..
5. Sentuhan
5.1.
Apa yang dirasakan…………….
5.2.
Benda apa saja…………………
1………..2………..3………….4………….5………….
6………..7………..8………….9………….10………..
Untuk tes mata digunakan kotak yang berisi gambar,misalnya gambar burung
Untuk tes telinga diperdengarkan lagu anak melalui earphone
Untuk tes hidung diberi mau bunga melati
Untuk tes lidah disuruh mencicipi sirrup lemon
Untuk tes sentuhan disuruh mengambil benda dalam kotak
Penskoran dilakukan untuk melihat apakah setelah mengikuti kemah anak:
1. dapat menjawab lebih cepat
2. menjawab dengan lebih baik
3. menjawab dengan lebih kreatif
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