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―宗教施設の管理運営体制からみる三つの宗教コミュニティの違い― 
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１はじめに 
宗教施設はアジア都市にとって、大事な文化遺産であ

り、都市保全を考えていくうえでは軽視することができ

ない。タイの首都バンコクはアジア都市の典型で、多く

の宗教建築が旧市街地のスカイラインを成し、まちのイ

メージを形成している。このように、宗教施設の建築は

市街地にとって大変重要な要素で、まちのアイデンティ

ティを継承していくには保全する必要が大いにある。 
ところで、宗教施設の維持管理にはどういう主体が関

わっているのだろうか。タイの例で言えば、行政側には、

宗教に関する業務をもつ宗教行政と、文化財としての価

値のある宗教施設の場合に、それを管理・保護する文化

財保護行政が存在する。敷地・施設の所有者側で言えば、

各宗教組織・団体が土台にあり、利用者で考えれば各宗

教の信徒がいる。当然ながら、法律等の規定では、行政

側・宗教組織側の役割しか言及しておらず、実に信徒側

が制度上の宗教施設の維持管理に結び付けられていない。

しかし、実際に個々の宗教施設の保全を考えていく際、

信徒側は宗教施設を運営する組織側と同じくらい大切で

あるが、これまでに語られることが殆どなかった。 
特定の宗教施設における信徒の実態は法律等で制約さ

れる訳ではない故に、任意の団体として掴めにくいが、

これをコミュニティとして考えることできないのだろう

か。バンコクの旧市街地にある宗教施設の殆どには、そ

の信徒が多く住む住宅地が周りにあり、そこの住民によ

ってコミュニティが形成されている。その関係を言えば、

宗教施設は宗教儀式を行う場所だけではなく、コミュニ

ティの所在する土地は、中心性をもつ宗教施設の所有物

であることが一般的である。つまり、多くの宗教施設は

地主として、所有地を不動産運営しているのである。 
宗教施設と深く関わっているこのようなコミュニティ

に注目することで、都市保全の視点からみた現行の宗教

施設の運営管理体制を強化することができるように思え

る。というのは、宗教行政・文化財保護行政の取組はご

く断片的であるし、宗教組織側に任せっぱなしの管理運

営体制では、コミュニティの文化遺産としての価値が失

われる可能性がある。これに加えて、コミュニティによ

るボトムアップのサポートを足せば、宗教施設の保全に

おける持続可能性が見出されるように思われる。 

２研究の対象 
本研究はバンコクを対象の都市としている。バンコク

都の行政区域内1には 755 箇所の宗教施設が存在しており、

その内訳は、仏教の寺院が 449 箇所、イスラーム教のモ

スクが 169 箇所、キリスト教の教会が 59 箇所と、その他

が 78 箇所になっている2。傾向として宗教施設の立地は、

都市の中心部、特に旧市街地に密集しているのである。 
一方、文化財としての宗教施設はどの程度あるのか。

バンコク都の行政区域内にある指定モニュメントは 191
箇所3あるのに対して、宗教施設が 84 箇所という高い割合

を占めている。しかも、84 箇所の中には、78 箇所が仏教

寺院であり、残りは中国廟とブラマン・ヒンズー教の施

設で、イスラーム教やキリスト教の施設は全く見られな

い。しかも、指定モニュメントとなる仏教寺院は王室と

縁のあるロイヤル寺院4である場合が多い。 
本研究は「宗教コミュニティ」に注目している。宗教

コミュニティとは都市コミュニティ5の一種で、寺院・モ

スク・教会をはじめとする宗教施設と深い関わりを持っ

ているものである。一般には、宗教施設から借地をし、

住宅地を形成しれている。コミュニティ名には宗教施設

の名前や愛称の付く場合が多く見られ、モニュメントが

集中する旧市街地に数多く確認できるのである。 
３調査の方法 

まず、比較対象地を絞った。本研究は宗教間の差異を

検証するために、なるべく比較しやすいように同一地域

の宗教施設を選ぶようにした。その結果、多文化・宗教

の人々が近接して暮らすチャオプラヤー川西岸地域を選

定した。行政区域で言えば、トンブリ区とバンコクヤイ

区の 2 つに跨るが、対象のコミュニティが隣接している

ので、土地利用の条件等は殆ど変わらないように考える。 
対象とするコミュニティは、カンラヤ寺院コミュニテ

ィ（仏教）、トンソンモスクコミュニティ（イスラーム

教）、クディチーンコミュニティ（キリスト教）の 3 つで

ある。予備に文献調査を行ったうえで、各コミュニティ

において、知識者・有力者に対して宗教施設の管理運営

体制についてのヒアリング調査6を行い、得られた情報を

整理した。それから考察を行い、各宗教コミュニティに

おける違いを見出し、宗教施設及び周辺地区の環境保全

に役立つ示唆を得たいと考える。 
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４調査の結果 
調査の結果を表 1 に整理する。共通点としてわかった

のはどの宗教施設も所有地等の不動産を積極的に運用し

て、施設の諸費用に当てているが、一方寄付金も大きな

収入源である。ところが、宗教施設の運営管理体制は大

きく異なっている。仏教寺院では全ての権限が住職にあ

るのに対し、イスラーム教モスクでは信徒から選ばれた

委員会が物事を決め、キリスト教の教会で、司祭が権限

を持っている点では仏教と似ているが、大きな決め事と

なれば上位組織であるカソリック教会が決定権を持つ。

つまり、仏教では寺院における首長の独立性が見られ、

イスラーム教では信徒集団による運営がなされて、キリ

スト教では上位の宗教組織が統括すると言える。 
また、宗教施設の周辺環境を構成する所有地（借地）

の管理については、仏教とイスラーム教コミュニティで

事後管理がされておらず、借用人が好きにできるのに対

して、キリスト教では管理委員会が住民と教会の間で作

られ、大幅な利用の仕方や形態の変更に対して認可を行

なっている。宗教施設の価値を低下させないために、周

辺環境の良好な状態を保つには大変有効だと考えられる。 
＜表 1＞ 調査を実施した 3 つの宗教コミュニティの比較表 

調査項目 仏教コミュニティ イスラーム教コミュニティ キリスト教コミュニティ 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
 

と
 

宗
教
施
設
 

調査対象地区／ 
核となる宗教施設 

カンラヤ寺院コミュニティ／ 
カンラヤ寺院 

トンソンモスクコミュニティ／ 
トンソンモスク

クディチーンコミュニティ／ 
サンタ・クルーズ教会

各宗教コミュニティの 
構成要素（一般に） 

家々 ＋ 寺院 ＋ 学校 家々 ＋ モスク ＋ 墓 
（＋宗教学校）

家々 ＋ 教会 
（＋学校） 

宗教コミュニティの発生
（一般に） 

寺院が建てられて、人々がその
周りに集まって住む

イスラーム教徒が集まって住み
始めたら、モスクを建てる

キリスト教が集まって住み始め
たら、教会を建てる

管
理
責
任
の
構
造
 

 
 
 
 
 
宗教組織の構造 
 
 
 
 
 

   

最小レベルの法人格 寺院 モスク・イスラーム委員会 カソリック教会 
宗教施設の首長／ 
首長の選出方法 

住職／ 
サンガの中央組織から（ロイヤ
ル）・僧侶の中から（一般）

イマーム 
モスク・イスラーム委員会／ 
登録信徒による選挙

司祭（神父）／ 
中央組織からの派遣 
（任期 5年） 

利
用
の
特
徴
 

と
 

運
営
管
理
費
用
 

宗教施設を利用する人々
（儀式等に） 

周辺住民、観光客 
（誰でも） 

基本は信徒として登録されてい
る人々（しなくてもOK）

誰でも 
（周辺住民が多い）

宗教施設の収入 不動産の運用 
お布施 

不動産の運用 
寄付金

不動産の運用、学校の収入 
寄付金 

施設の維持管理財源 
（修理・増改築費用） 

お布施 
（一部は行政から補助金）

寄付金 
（一部は行政から補助金）

寄付金 

借
地
 

コミュニティに対する 
借地形態 

1 年間契約 
（毎年更新手続き）

1年間契約 1 年間契約 
（毎年更新手続き）

借地の管理（入居後） なし なし 管理委員会による

５考察 
各宗教ではそれぞれの施設の管理運営体制があること

が明らかになった。宗教施設がモニュメントに指定され

る場合には、同一の文化財保護制度が適用されるが、施

設における権限のあり方や宗教コミュニティの借地領域

管理の仕方の違いによって、実際の宗教施設及びその周

辺環境の保全プロセスに左右している。宗教施設は宗教

組織の財産でありながら、コミュニティの遺産という側

面もあるため、理解不足による破壊行為の未然防止の意

味でも、現行の保全の仕組に如何に信徒コミュニティを

混ぜていくかが今後の課題になるのではないかと考える。 
                                                             
【補注】 

1 Bangkok Metropolitan Administration（BMA:バンコク都）の 50 区。 
2 2006 年現在。（BMA のテータより） 
3 2011 年現在。（文化省芸術局の HP データより: http://www.archae.go.th/） 
4 王や王族が建てたり、修復させたりした寺院、高官・貴族が建てて王室に

献上した寺院、または一般市民が建てたもので後に昇格させられた寺院。 
5 タイ語で、チュンチョンと呼ばれるもの。 
6 2011 年 7 月に実施。 
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