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報告要旨 

タイの大学に見られる「ラップ・ノーン（รับนอ้ง）」と呼ばれるイニシエーショ

ン儀礼について、報告者が 2008 年 6 月に行った短期実態調査によって得られた

データを中心に報告する。近年、その存在の認知やそれが及ぼす学生への悪影

響への危惧が高まっている一方で、ラップ・ノーンはその起源や歴史的背景に

不明な点が多く、さらに学生たちにより秘儀として行われているため、内容に

ついてもこれまで明らかにされていない部分が多かった。短期調査によって得

られたデータから、過酷さや秘儀性への批判を受けながらもラップ・ノーンが

今日まで学生たちによって継承されている要因について考察する。 

「ラップ・ノーン」とは、新年度の一定期間、上級生が新入生に過酷な試練

を課し、それを乗り越えてはじめて新入生は上級生に「ノーン（後輩）」として

認められるという学生たちによる伝統である。主に学科別に行われ、その内容

は様々であるが、早朝から円陣を組まされたり、先輩に突然呼び出されるとい

う程度のものから、泥水の中を泳がされたり、親の悪口を言わされるなど、強

烈な印象を残すものも尐なくない。ラップ・ノーンの形態や内容は、大学、学

部、学科により異なるが、その過程には一定の共通性があるものだと考えられ

る。綿密な準備のもと、伝統と計画に従い執り行われ、演劇性や秘儀性が認め

られている。学生たちの語りの上では、ラップ・ノーンとは、新入生たちが新

しい生活や仲間たちと円滑に馴染んでいくために行われるものであるという。

事実、ラップ・ノーンに参加する学生たちは、時間的、肉体的負担にもかかわ

らず、ラップ・ノーンを学生生活の導入として重視し、真剣に参加している。 

現在のような形態のイニシエーション儀礼がタイの大学に根付き、存続して

いる背景には、タイの社会の中での大学の役割、若者の置かれた状況が深く関

係しているものと考えられる。伝統的社会において、タイ人男性が成人するた

めのイニシエーションの役割を果たしていた比丘としての出家や兵役から、大

学生は猶予が与えられている存在である。若者の通過すべきルートの変容とい

う現代世界の現象において、大学は、新たなイニシエーション儀礼の場、一般

社会に出るための訓練や練習の場としての役割を果たすようになった。ラッ

プ・ノーンはそれを象徴する事象のひとつとして捉えることができる。 



 

第１１回日本タイ学会研究大会 於：京都大学稲森財団記念館 

 

「ラップ・ノーン」とは何か：タイの大学におけるイニシエーション儀礼の実態と機能 

首都大学東京大学院人文科学研究科 博士課程 小川絵美子 

 

 

１． はじめに 

本報告は、タイの大学において行われている「ラップ・ノーン รับนอ้ง」と呼ばれるイニシ

エーション儀礼の実態と機能を分析するものである。２００８年６月に報告者が行った調

査から得られたデータを報告し、現代タイ社会においてタイの若者たちが置かれた状況を

踏まえ、批判を受けながらもこの儀礼が継承されている要因について考察を加える。 

大学生は、伝統的社会においてタイ人男性が成人するための成人儀礼の役割を果たして

いた比丘としての出家や兵役から、猶予が与えられている存在である。若者の通過すべき

ルートの変容という現代世界の現象において、大学は新たな成人儀礼の場、一般社会に出

るための訓練や練習の場としての役割を果たすようになった。ラップ・ノーンはそれを象

徴する事象のひとつとして捉えられる。 

① ラップ・ノーンとは 

ラップ・ノーン（rap noong）… ノーン（นอ้ง：「後輩」、「弟」「妹」）を、ラップ（รับ：「受

け取る」、「受け入れる」）するという意味の言葉。タイ全土の大学において、新

学期に見られる活動のことを指す。その内容は、上級生が新入生に試練を課し、

それを乗り越えることで、新入生が学科の成員として認められるというもので

あり、大学、学部、学科によってその形態は様々。活動の行われる単位は様々

であるが、学科単位で行われるものが重視されている。 

② タイにおける大学 

【特徴】・王族や貴族のための宮廷教育に起源を持つ 

   ・60 年代以降、教育改革が進められ、高等教育機会が急速に拡大 

【略史】 

1916 年 ラーマ 6 世によりチュラロンコン大学が創設される。 

→1902 年にラーマ 5 世によって設置された国立官吏教習所を前身 

1932 年 立憲革命後、多くの専門大学が設立される。 

 →政府関係機関の職員を育成することを目的: eg.タマサート大学（1932）、マヒドン大学（1942）、カ

セサート大学（1943） 

1960 年 ユネスコ「カラチ・プラン」を契機に、教育制度の改革が成される 

  →高等教育機会の拡大を目指す。国家教育計画（National Scheme of Education）の実施

（1961） 



  ・地方総合大学の創設 :チェンマイ大学（1964）、コンケン大学（1965）、ソンクラー大学（1968）ラムカ

ムヘーン（1971） 

  ・オープンユニバーシティ、放送大学の創設 :スコータイ・タマティラート大学（1978） 

 ・私立大学法の公布（1967） 

※1970 年代、学生や知識人を中心に、民主化運動が展開される 

→1972 年タイ全国学生センター（National Student Center for Thailand: NSCT）の設立 

→1976 年 10 月革命 

【現状】・2006 年現在、国立大学 64 校。私立大学 56 校がある[Ministry of Education 2006] 

・進学率は、2002 年現在、18～24 歳の総人口の 26.04%[ Sinlarat 2004:(2006)216] 

  ⇒官僚育成機関から、国民教育の機関へと変化 

③ 伝統的成人儀礼と大学生 

出家…20 才以上の男子に許される比丘としての一時出家は在家仏教徒にとって、タン

ブンであると同時に成人式の役割を持つ行為としても認識される。 

  →学生には、一般に奨励されているパンサーの間の3か月間の出家より短縮し、

数日間の出家をするか、「卒業後、結婚するまでに」「親が生きている間に」

出家をしようと考えていると話す者もおり、在学期間中の出家はそう一般的

ではない 

兵役…タイ人男性は 18 才になると予備兵名簿に登録され、21 才に達した時点で徴兵検

査を受けることになっている 

  →学生は、重要な役職についている者と同様、26 才まで徴兵検査の延期が可

能である 

⇒大学生は、伝統的タイ社会において成人儀礼の役割を果たしていた事柄から、猶予

があたえられた存在 

 

２． ラップ・ノーンをめぐって 

【起源】・戦時中の新兵訓練に起源？ 

    ・学生運動の際に発生？ 

・欧米諸国の大学に留学した教員たちによって持ち込まれた？ 

                                                 e.g Charnvit Kasetsiri の 説

[ASTV-online:www] 

【事件】・近年、ある私立大学でのラップ・ノーンの様子を撮影した写真がメディアで取り

沙汰されるなど、ラップ・ノーンをめぐる事件や事故の報道が目立つ。 

eg. 2005 年の 19 歳の新入生の自殺[DMH:www]、写真

の流出 

    →保護者、教員からラップ・ノーンの禁止、制限が強化される傾向がある 

【議論】「新しい環境や学友と馴染むために有効」 



     eg.Aathit Saothongyai 教授の見解[ASTV-Online:www] 

      「自主性を欠いた、上級生からの圧制による悪習」 

eg. Giles Ji Ungpakorn による批判「SOTUS = Stupid Outdated Tyranny Uncivilized Stop 

it!!!」 [Ungpakorn 2007; ASTV-online:www] 

⇒「一定の管理の元に続けられていくべき伝統」 

eg. 教育省の通達によるラップ・ノーン実施上の鉄則[NHRC:www] 

 ラップ・ノーンの実施そのものを禁止するのではなく、管理下で続けられるべき

だとする見解 

 

３．事例 

 対象：某大学 X学部 Y学科 

   在籍者数）一年生 32人 二年生 28人 三年生 23人 四年生 16人 

調査期間：2008年 6月 4日～6月 15日 

（実活動日数 10 日間＋終了後レクリエーション 1 日） 

【手順】（１）準備期間。高校を卒業したばかりの入学予定者が、新 2 年生によって呼び集

められる。 

（２）活動。新学期開始から約 2 週間の期間に渡り、放課後新入生は 3，4 年生に

呼び出され、毎日数時間に渡ってワーク、ブーム、歌の練習などが行われる。 

  ※ワーク…3，4 年生が新入生に言葉の暴力を浴びせ、罵倒する行為。 

ブーム…学科の掛け声。体育祭のエールや飲み会のコールと呼ばれているものに近い。 

（３）受け入れ。新入生たちが良く試練に耐え、Y 学科の学生たる SOTUS を示し

たことが認められ、3，4 年生たちは、新入生を後輩とすることを宣言する。新

入生を囲み、蝋燭を灯し、歌を歌う。ひとりひとりの手首にサーイシンが結ば

れる 

 ※サーイシン…年長者から結ばれることでお守りとなる紐 

（４）レクリエーション。ラップ・ノーン最終日の翌日、後輩と先輩として学科

の学生全員が集まり、草すべりなどのゲームをして打ち解ける。新入生には学

科の通称が与えられる。 

【特徴】・学科ごとを単位として行われる 

・学生たちによって行われ、秘儀性を持つ 

・新入生に大学生としての行動規範、SOTUS（“Seniority”、“Order”、“Tradition”、

“Unity”、“Spirit”）を身につけさせることを目的にうたっている。 

   ・手順、役割などが定められ、踏襲性と反復性を持つ 

・学科の全ての新入生が対象→非選択性 

    ・儀礼の際中に泣き出す新入生、体調を悪くする学生もあるが、儀礼を非常に重視 

    ・学年毎に役割分担 



→来年以降、上級生の役回りを演じることに抵抗を覚える 2 年生、またそう思っ

た経験がある 3，4 年生の発言 

・儀礼前後の変化 →演劇性 

 【目的】学生たちから語られるラップ・ノーンの意義、目的について主要なもの。  

① バラバラの高校から一つの学科に集まってきた1年生同士の連帯を強めること。 

② 高校を卒業し、大学に入学できたことで得意になっている 1年生に、大学生活

の厳しさを知らしめること。 

③ 入学後、大学生活で一番長く付き合うことになる 1年生と 2年生の絆を深める

こと。 

④ 学科に対する愛着、誇りを育てること。 

 

５．考察：ラップ・ノーンの継承性の要因 

①学生の儀礼に対する潜在的ニーズ 

・「ラップ・ノーンがなければ困る」「ラップ・ノーンを完了しなければ、大学生活は困難

になる」 

 ・最終日のサーイシンや蝋燭を使った儀礼 

   ・仏教儀礼をはじめとした日常的な儀礼の実践の模倣 

   ・比丘としての出家、兵役など、伝統的社会における成人儀礼からの猶予という背

景 

   ・大学という空間のなかで、男性に限定される伝統的成人儀礼と異なる、男女が平

等に参加するイニシエーション儀礼の必要が生じた 

②実社会における序列関係の模倣 

 ・ピーノーン（phii noong）関係の重視 

 ・学年ごとの役割分担・服装規範 

   ・同じ「学生」であっても、「学年」という細分化が行われ、年功序列関係が強調さ

れる 

・実社会へ出るための訓練、練習期間として学生期間。タイの伝統的階層社会の模

倣 

④ タイの大学の収束性 

   ・ほぼ全員が参加・学生全員がラップ・ノーンを非常に重視 

   ・新入生は全員が学内の寮で生活 

・学外活動の機会が限られている背景 

 ・新入生にとって、成員性の獲得のためであり、在校生にとってはその強化 

・秘儀性 

・家族、親戚一同にとっての一大行事となる卒業式との差異 

 



６．おわりに 

学科という公的な枠組みを単位とした活動が全国的に発達し、その是非をめぐる議論

が展開されているという点がラップ・ノーンの特徴。 

SOTUS に象徴されるラップ・ノーンの基盤になる価値観そのもの（年長者を敬うこと、

秩序を守り団結することなど）を否定する意見はごく僅かであり、儀礼の実施そのものを

否定するのではなく、管理のもとで存続させるべきだという見解が主流である 

→大学の社会的機能や役割が変化している中でも、成人を規定するためのタイ的な価値

基準は変化せず支持を受け続けていることが示唆される 

 →管理下に置かれることで本来の機能を失う可能性、秘儀性を増していく可能性が指摘

でき、今後が注目される 
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