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はしがき

学習院大学海外協力研修プログラムDISSOLVAボルネオプロジェクトは、2011年4月から経済
学科の学生たちが中心となって構想を練り始め、2012年8月に第1回、2013年に第2回の現地活動
プログラムを実施し、今年度は第3回の実施となりました。主なボランティア活動の内容としては、
第1回：シャワー小屋の設置と小学校・マイクロ水流発電所の修繕、第2回：イギリス人学生と共
同で「生物文化遺産の家 Bio-cultural Heritage Centre」の建設、第3回：トイレ小屋の設置を主と
する「生物文化遺産の家」建設作業の継続をおこなってきました。
「ぼくたちにはなにができるのだろうか」昨年度のDISSOLVAボルネオプロジェクトに参加した
学生たちは、ブアイヤン村でイギリス人学生たちとの共同作業を通じて、母国で培った専門性を生
かした社会貢献のあり方を目の当たりにし、帰国後に自分たちの専門性を模索するようになりまし
た。イギリス人学生たちは建築学科の学部生と院生で、建築の専門知識と技能を使ってボルネオ
のフィールドで実践的な貢献を行っていました。経済学科の割合が多いDISSOLVA学生にとって、
ボルネオでの実践に使える専門知識とは何なのか。学生たちの間で議論が繰り広げられました。そ
して、たどり着いたのが、建築学科の学生たちが建築というハード面で貢献しているのに対し、経
済学科を主とする自分たちは組織づくりというソフト面で貢献しようということでした。「生物文
化遺産の家」はブアイヤン村のコミュニティツーリズムの拠点として考案されましたが、まだ村に
はこのツーリズムを担い、「生物文化遺産の家」を管理運営する組織がありませんでした。なので、
その組織づくりをコミュニティの若者たち中心に進めていくためのお手伝いすることが、学生たち
の目標となりました。
まず学生たちは、コミュニティツーリズムの成功例としてどのようなものがあるか、日本の事例
から学ぼうと、福島県東和地域を訪れました。この阿武隈山系に囲まれた山間の農村地域では、東
日本大震災と東京電力福島第1原子力発電所の事故の後に立ち上げられたコミュニティツーリズム
の企業が、国内外のメディアで注目されるほど成功していました。その企業の代表取締役である菅
野瑞穂さんの取り組みについて、現地での体験プログラムを通じて学ぶことから始めました。また
一方では、ブアイヤン村においてコミュニティツーリズムの担い手となるべき若者たちの気持ちに
寄り添っていくことも大切です。第2回DISSOLVA報告会にはブアイヤン村の若者2名（レイモン
ド君とイメルダさん）を招待し、将来の村のコミュニティツーリズムのヴィジョンについて意見を
交わしました。ほんの数日間の日本滞在でしたが、次世代の担い手としての彼らの自覚と自信を高
め、学生たちとの信頼関係を一層強固なものにしたように思います。
そしてDISSOLVA2014の開始まで半年間をかけて、日本とボルネオの双方でパラレルに準備が
進められていきました。DISSOLVA学生たちは、東和地域での取り組みから、有機農業を軸にし
た体験プログラム、道の駅での農産物販売と六次産業化、そして若者の主体性を大切にした地域づ
くりについて、数回の合宿を通して学んだことを、ブアイヤン村の若者たちに伝えられるよう、プ
レゼンテーション発表やお芝居の準備を進めました。ブアイヤン村の若者たちは、自分たちのコミ
ュニティでしかできない体験プログラムとして、伝統的な狩猟採集活動に注目し、その活動を実施
するための組織づくりを準備しました。その中心となったのが、マレーシアサバ大学の学生でもあ
るイメルダさんです。そして、ジャングルトレッキングのプログラムと文化スポーツ交流会を組織
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したのがレイモンド君です。二人はDISSOLVA学生たちの想いに見事に応えてくれただけでなく、
ブアイヤン村のほかの若者たちにもDISSOLVAの活動に積極的に参加する勇気を奮い立たせてく
れました。
今年度のDISSOLVAボルネオプロジェクトでは、入念な準備の甲斐があってプログラム冒頭の

ジャングルトレッキングから若者たちとの密な交流が始まりました。これほどまでに打ち解けた
雰囲気づくりができたのは、昨年3ヶ月にわたりブアイヤン村に滞在し、村の娘として認められた
DISSOLVA卒業生、岩﨑芙有子さんの存在が大きかったといえるでしょう。カランガーン村では
若者たちと寝食を共にし、彼らが誇りとする狩猟採集活動をともに行い、伝統食であるヒナバ（川
魚の酢締め）やボソウ（猪肉や川魚の熟れ鮨）、そして猪肉の豪快なバーベキューをともに味わい
ました。お互いに片言の英語と身振り手振りで培ったこの密な関係は、その後12日間滞在したブ
アイヤン村でも引き続き醸成されていきました。
ブアイヤン村では、DISSOLVA学生たちは隣接する 3軒のホームステイに泊まり、若者たちは
それぞれ自宅へと戻りました。夏の農繁期でもあり、家族の畑の手伝いなど、トレッキングプログ
ラムの最中のように 24時間ともに過ごすことはできません。また学生たちの活動は「生物文化遺
産の家」の建設に集中し、力仕事のできる若者を必要としていましたが、ちょうど村ではパパール
川に合流するキオノップ川に架ける釣り橋の建設も進められており、その仕事で疲れていた若者た
ちの参加モチベーションをあげることは容易なことではありません。しかし、イメルダさんが企画
した狩猟採集活動には、自分たちの誇りでもあり楽しみでもあることから、積極的に若者たちが参
加。毎日2名のDISSOLVA学生たちと魚釣りや野菜の収穫を行いました。また、プログラム中盤
の日曜日には、レイモンド君が中心となって、文化スポーツ交流会を企画。みんなが汗を流して建
設した「生物文化遺産の家」の舞台で、村の子ども達からおじいさんおばあさん達までを観客とし
て、DISSOLVA学生達が準備をした「ふるさと再生」をテーマにした劇を、村の若者達と共同で
演じて大きな喝采を浴びました。ブアイヤン村のコミュニティとDISSOLVA学生達が一つになっ
た、そんな実感を得た感動的な瞬間でした。
道路ができて町とのつながりが深まるにつれ、ライフスタイルや消費生活が変化する中で、ブア
イヤン村のアイデンティティを失ってほしくはないとの想いから建設が進められた「生物文化遺産
の家」。本研究報告論文集には、その建築上の特徴と持続可能性についてまとめた論文と、その建
築が環境に与える影響を最小限にするための排水処理法を考察した論文、そして今後セルフガバナ
ンスのツーリズムと里山管理を推進する上で参考になる河川管理法についてまとめた論文、また農
村の六次産業化を考える上で知っておくべきマレーシア国内での消費生活の変化について調べた論
文を掲載しています。今後も変わりゆくボルネオのコミュニティは、学生たちとの関わりの中でU
ターンをして帰農する若者たちの主体性を重視した発展の方向性を探りつつあります。この日本国
内にも共通する課題を抱えた「ローカル」に関わっていくことが、学生たちの行動力と「グローバ
ル」な想像力をますます喚起していくことでしょう。今後も学生たちとともに地球環境とローカル
なコミュニティの持続可能性を探る活動を続けたいと願っています。

眞嶋史叙（学習院大学経済学部教授）
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Tagal System －サバ州における河川漁業管理システム

佐藤 祐城

1．はじめに
国土の多くが海洋に囲まれており、内陸部においても生態系豊かな河川が豊富に存在するマレー
シアにおいて、漁業は欠かせない一大産業となっており、FAO（国際連合食糧農業機関）によると、
その漁獲量は 2012年時点で世界第16位１と、国土面積（世界第67位）と比較すると、その規模の
大きさが伺える。
また、ボルネオ島北東部に位置するサバ州においても、州の内外に豊かな漁業資源を有しており、
様々な手法で漁が行われている。マレーシア水産局のデータによると、ここ数年の漁獲量は国全体
で 200万トン前後に推移しており、そのうちサバ州の漁獲量の割合は各年約9～ 15％程度と、13
ある州の中でも、盛んに漁業が行われていることが伺える 2。 
しかし、近年サバ州では近代化の波が押し寄せており、村人のライフスタイルの変化や、相次ぐ
森林伐採やダム建設、人口の増加に伴う乱獲・環境破壊など、様々な問題が起きており、漁業を取
り巻く環境も変わりつつある。
本稿では、研究のターゲットは河川を中心とした淡水漁業に絞り、その管理法である「Tagal 

system」がどのような役割を担っているのかについて考察し、持続可能な漁業とは何かについて探
る。 

2．サバ州における内水面漁業の歴史と現状
森林と河川が生活の基盤として、古くから現地の人々に親しまれているサバ州において、漁は、

何世代にもわたって受け継がれてきた活動あり、近代化が進んだ今日においても、一部の地域では、
伝統的な手法を用いた漁が行われている。
サバ州の西部の自然保護区域である、クロッカーレンジ国立公園の周辺に位置するウルパパール

と呼ばれる渓谷地域では、BunsatやBubuh 、Siudと呼ばれるような伝統的な漁具がいまだに使用
されている 3,4。 
このうちBunsatは簗漁の一種で、近くで採れたマングローブの木材などを用い、川をせき止め

て、魚を捕獲する漁具であるが、設置に手間がかかることや、広大なスペースを必要とすることか
ら、サバ州では使用に制限がなされている。

Bubuhは筌（うけ）と呼ばれる外側が網体で構成された漁具のひとつであり、日本では主にう
なぎ漁などに使用されるものであるが、ウルパパールでは細く割った竹を編んで筒状にしたものを
水中に設置し、その口から入ってきた魚介類を閉じこめて捕獲する漁具である 5。
また、サバ州の河川で獲れる主な魚の種類としては、Udang Galah（英語名 Giant Freshwater 

Prawn）と呼ばれる大型のエビや、Ikan Pelian（英語名 Mahseer）と呼ばれる大型の鯉や、Ikan Keli 
Kayu（英語名 Walking Catfish）と呼ばれるナマズの一種などが、代表的な淡水魚として挙げられ
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るが 6、このような河川から獲られる淡水魚は、外部からのアクセスが難しく、食糧を輸入するこ
とが困難な村社会において貴重なタンパク源として重宝されている。一般的に村では、食用として
漁を行うことが多いが、食用として余った分はコミュニティの中で共有されたり、外部に販売され
たりするなど、貴重な交換資源ともなっている。
　

3．Tagal systemの概要
「Tagal」という言葉は、サバ州の先住民族であるKadazandusun族の言語で「禁止」「禁漁」を意
味し、禁漁を謳ったTagal systemの名称として採用された。
また、「Tagal system」とは禁漁を主とした、コミュニティベースの河川管理法で、村人たちの目
と手で河川を守っていくシステムであるが、その歴史を辿ると、1997年にサバ州・Babagon村の
いくつかのコミュニティで開始されたものがその起源とされており 7、その後2002年にBabagon村
をモデルとして正式にサバ州全域において採用されるに至った。 
そして、その主な目的は「環境だけでなく、将来の世代の利益のために生態系を維持すること」

と定義されている。 
現在では、サバ州北西部を中心に 11地区（Penampang、Kota Marudu、Tuaran、Kota Belud、

Tambunan、Ranau、Keningau、Tongod、Nabawan、Beaufort-Membakut、Papar）で採用されて
おり 8、約240の河川のうちの 500以上のポイントが漁の制限区域として定められている 9。また、
今後は 600以上のポイントで導入されることが、サバ州政府の中で検討されている。なお、パパー
ル郡においても、ブアイヤン村をはじめとして、ポンゴボノン村やカランガーン村など、多くの地
域で採り入れられている。

4．Tagal system導入の経緯
1960 年代半ばより本格化したサバ州政府による森林伐採と低地開発は、サバ州における生態系
と環境を著しく破壊した。また、それに加え乱獲や、ダイナマイト・毒・電気などを使用した破壊
的漁撈が増加し、多くの河川の漁獲量と水質の低下を招いた。
このような事態を招いたのは、サバ州の急激な人口増加が原因と言われており、マレーシア統計

局によると、1960年代に 50万人程度だった地域が 2000年には約250万人と急速に増えている 10。
このように急速に増加した人口を支えるために、低コスト・短時間で大量の漁獲をねらえるダイナ
マイト漁や毒流し漁は、サバ州の多くの地域で頻繁に選択・利用される漁法となった 11,12。
ダイナマイト漁は爆薬を使用する漁法の総称であるが、高い漁具を購入することのできない経済
的に貧しい地域で行われることが多く、コストを抑えるために、普通の火薬ではなく、廉価で安全
性の高い、市販の硝酸アンモニウムなどが使用される。それらの化合物を空き瓶などに詰め、水面
に投げ込んで爆発させ、気絶あるいは死んだ魚を拾い集めることが一般的な方法であるが、爆発で
傷ついた魚は食べられない上、水中の微生物や土壌をも破壊するため、長期的に見ると、適切な漁
法でないと言われており、現在では、そのような被害を受けたサバ州政府が全面的にダイナマイト
漁を禁じている。
毒流し漁には、Anuaと呼ばれる伝統的な漁法と、化学薬品を使用する近代的な漁法の 2 つが

ある。このうちAnuaは、デリス科植物のTuba（Toeba）の根より抽出される毒を使用することで、
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川の中に生息する魚類を一時的に麻痺させ、漁獲する。一般的には、水中でTubaの根を叩き潰し、
そこから出た乳液を川に流し込み、その乳液に含まれる殺虫有効成分であるロテノンを魚類の体内
に入り込ませ、麻痺をさせる。ロテノンは魚類には有毒であるが、哺乳類に対しては毒性が低いた
め、現地では安価で人気の高い有効な漁法であった。しかし、現在では健康被害の有無が改めて見
直され、現在、サバ州では全面的にこの漁法が禁止されている。
これに対し、化学薬品を使用する毒流し漁に使用される薬品は農薬の 1 種（シアン化化合物）で、

伝統的な毒流し漁で使用されるデリス科植物よりも毒性が高い。このため漁獲対象外の小魚やプラ
ンクトンなどをも殺傷し、川の生態系を破壊する危険性が高いことから、こちらも、現在ではサバ
州政府によって禁止されている。
しかし、どちらのタイプの毒流し漁もダイナマイト漁とは異なり無音であり、魚の形が壊れてい
ない活魚を得ることが可能なため、違法に行う漁業従事者も少なくないという。
以上のような禁止された漁法による、河川環境の悪化に頭を悩ませていたサバ州政府は、大切
な漁業資源を守るため、違法な漁の取り締まりの強化と、適切な河川の管理とを目標として掲げ、
Tagal systemを導入するに至った。 

5．Tagal system下の管理法 － 3つのゾーン－
Tagal systemとは先述の通り、禁漁を主とした、コミュニティベースの河川管理法であるが、そ
の具体的な管理法について説明していく。

Tagal systemはまず、村の代表で構成されるTagal委員会を設置することからはじまる。この委
員会はコミュニティが中心となって管理を進めるこのシステムにとって心臓部であり、河川の管理
法や罰則の規定を行う決定機関でもあるが、この他にも、水産局などの政府機関やNGOなどの外
部の団体と協力しながら、システムを構築していく。そして、この委員会の決定に基づいて行わ
れる主要な管理法として、河川をいくつかの地点に分け、そのポイントごとに「グリーンゾーン」
「レッドゾーン」「イエローゾーン」のいずれかのゾーンに分けるゾーニングが挙げられる。
「グリーンゾーン」とは一年中漁が許された地域であり、「レッドゾーン」はその反対に一年中漁
が禁止された地域であるが、「レッドゾーン」では漁を禁止することによって川の魚の繁殖を促す
ことが目的とされている。また、その中間に位置する「イエローゾーン」はオレンジゾーンとも呼
ばれ、漁に制限が伴う地域を指す。その制限の例としては、年に 1～ 3回など、期間を設け、その
期間内にのみ漁を行うことを可とすることなどが挙げられるが、特に、村のお祝いや祭りの間に解
禁されることが多い 13。
これらのゾーン分けはTagal委員会の総合的な判断で定められ、現地の慣習法や、河川の状態お
よび漁獲量などと照らし合わせることで決定される。
また、Tagal systemはただ川の中の漁を禁止するだけではなく、川周辺の木や石の採取も禁止さ
れることがあり、通常、それらの沿岸地帯及び河川の監視は、村人たち自らの目で行うこととなっ
ている。人のつながりが強い村社会において、コミュニティ全体で監視することは、システムへの
理解の上昇はもちろん、村人の違法な漁に対する背徳感を上昇させ、不法に行われる漁を減少させ
ていると言える。

Tagal system管理下の河川の周辺には、通常ゾーニングされた河川を村の人々に周知すべく、川
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岸に大きな看板が設置される。内容としては、3つのゾーンに色分けされたマップや、規制の開始
日時、違反した場合の罰則について記載したものや、その他の関連情報など、様々な情報が表示さ
れている。これらの規則を守らず、違法に漁を行うと、記載された内容の罰則が発生することと
なっており、看板を設置することで、抑止力としている。 なお、Tagal systemの規則に反した場合、
罰金あるいは、最長で 2年間の懲役が課されることが定められている 12。
加えて、Tagal systemは、現地の村人主体の管理法であるため、サバ州の政府機関や、NGOな
どの外部の団体は、直接システムに干渉しないことが徹底されており、導入した地域への補助金や、
技術的なアドバイスなど、間接的に支援を行っている。

6．Tagal system 導入の結果と課題
Tagal systemを導入した多くの地域では、汚染された河川の回復はもちろん、適切な管理によっ
て、漁獲量の増加なども見られ、結果を残し始めている。マレーシア水産局は今後、サラワク州な
ど、サバ州以外の州においてもこのシステムを導入しようという動きを見せている。
しかし、その一方で、Tagal systemは必ずしもすべての地域で結果を残しているわけではなく、

一部の地域では、ほとんど成果を挙げていない実態が浮き彫りとなっている。その要因はいくつか
あるが、その一つが村人による協力と理解の薄さである。

Tagal systemは、ここまで記述してきたように、コミュニティ主体の管理法であるため、村人の
理解と協力が必要不可欠であるが、村人の理解がないと、本来河川の監視を行うはずの村人が、つ
い目を背けがちになったり、そればかりか、規則を守らず、他人の目を盗んで、禁止されている地
域で漁をおこなったりと、様々な弊害を生む。適切な管理を行うことで成果が出るこのシステムに
とって、村人の理解は死活問題と言える。
次に、二つ目の要因として、村の支配の弱さが挙げられる。
Tagal systemを採り入れて成果を挙げた地域の多くは、現地の慣習法が徹底されており、システ
ムの内容や違反者に対する罰則規定が厳格に設けられ、かつ村人に周知がなされているケースが多
いと言われている。このように村を取り巻くルールの徹底は、村人一人一人のシステムに対する意
識を変化させるため、重要な要素であると言える。
また、三つ目の要因として河川の環境そのものが挙げられる。
Tagal systemが有効な管理法かどうかは、現地の村人の協力だけではなく、河川との相性も重要
であると言われ、現に多数の河川が存在するサバ州には、様々なタイプの河川が点在しており、生
息する魚の種類や水流の早さなど、多くの要因がシステムを導入する上で絡んでくる。例えば、生
息する魚が、1つのポイントに留まらず、川の中を移動して住処を変えるタイプであった場合、本
来禁漁とする予定だった魚が、漁が許された地域に移ってしまったり、その逆に、漁獲を予定して
いた魚が禁漁ゾーンに移ってしまって、獲ることができなくなってしまったりと、様々な弊害を生
むことになる。
以上のように、Tagal systemを導入するか否かは、村人の協力体制や、河川の環境など様々な要
因の下で検討することが重要であり、実際に導入するかはその地域ごとに合わせて慎重に決めてい
く必要があると言える。
その他のTagal systemの課題としては、いまだにこのシステムを採り入れている地域のほとんど
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がサバ州の北西部に限られており、サバ州全体に浸透していないことや、禁止されているはずの、
ダイナマイト漁や毒流し漁を行う漁業従事者が絶えないこと、そして近年では豊かな生態系を狙っ
た不法入国者による密漁などが挙げられる。
今後、このような問題を解決するために、サバ州水産局や州警察などとのさらなる連携の強化、
そして村人による監視の強化などが謳われている。
　

7．Tagal systemの可能性
ここまでTagal systemの内容とその問題点などについて述べてきたが、ここでは、Tagal system
の将来的展望について述べる。
前述までのようにTagal systemを採り入れた地域では、多くの河川の回復がなされ、水質や生態

系の回復に努めてきたが、近年Tagal systemはその解釈の範囲を広げ、適切な管理の下、環境保全
のみにとどまらず、様々な取り組みが行われている。
その一例を挙げると、州都コタキナバルから 130km離れたラナウ郡（Ranau）の中のひとつの
村であるLuanti Baru村のMoroli川では、2002年にTagal systemの導入に踏み切り、汚染された川
の回復に努めた。
数年後にはゴミが散乱していた川もすっかり綺麗になり、2006年にはそれらの実績が評価され、
マレーシア政府から、その年で河川の回復に最も優れた功績を残した地域に与えられる「Malaysia 
River Care Award 2006」を受賞するに至った 14。
その後Luanti Baru村では、国や環境団体などから多くの表彰を受けてきたが、さらなる飛躍の

ため、Tagal systemで回復した河川や自然を活かし、村の魅力を発信しようと、様々なツーリズム
を提案してきた。
まず、Luanti Baru村の代表的なツーリズムとして挙げられるのが、回復した魚の群れを活かし

たFish spaと呼ばれるものである。これは鯉の一種であるpelianと呼ばれる魚が、ヒトの皮膚の角
質をエサとして食べに集まる習性を利用したもので、観光客は自身の手や足を川の中に入れること
で、角質を食べてもらい、肌を綺麗にしてもらう。今やこのFish spaはこの村の代名詞となってお
り、各地から多くの問い合わせがあるという。
また、このほかにもトレッキングツアーやラフティング体験、スポーツフィッシング（キャッチ
＆リリースの原則あり）など、様々な自然を活かしたツーリズムが提案されており、今では年に
５万人が訪れる一大観光地となっている。
以上のようなツーリズムは、ほんの一例にすぎないが、漁が禁止あるいは制限されている「レッ
ドゾーン」や「イエローゾーン」においても河川を汚さない範囲で可能であるため、それらのゾー
ンをうまく活用するために多数行われている。
また、近年ではこのように集まってきた観光客をより多く受け入れるべく、村人たちの家に泊ま
ってもらい、村の伝統的な生活を知ってもらう、ホームステイも広く行われており、村を賑わらせ
ている。
このような村の伝統や自然を活かしたエコツーリズムを興すことによって、自然と共生すること
の大切さを学んでもらったり、村の魅力を知ってもらったりすることももちろんだが、ツアーの体
験料や宿泊費、その他伝統的な手工芸品の販売などを通して、村の金銭収入も増加することがより
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一層期待されており、Tagal systemの新しい分野への拡大は日々進んでいる。

8．おわりに
本稿では、河川の管理法であるTagal systemを通して、持続可能な河川との付き合い方について

記述してきた。
近年サバ州では、急速な経済成長が進む中で、ダム建設の是非などが問われているが、このよう
に、伝統的なライフスタイルを損なわず、かつ、村人がシステムの主役であるというTagal system
のコンセプトは大変興味深く、生活のほとんどがその地域だけで完結している村社会において、こ
のシステムは非常に有用であると言えるのではないだろうか。
しかし、Tagal systemはまだ開発されたばかりの発展途上のシステムであるため、課題や問題点
も多く、改善すべき点は多くあると言える。今後はそれらの問題点を捉え、外部の人間とも協力し
てアイデアを出し合い、フレッシュな視点で、10年20年先の将来を見据えたシステムを構築する
必要があると言えよう。
また、私自身今後はTagal systemを中心に海洋も含めたサバ州全体の漁業についても概観し、研

究を進めるとともに、近代化の波の中で日々進化してゆくTagal systemを見守って参りたいと思う。
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途上国農村部における持続可能な水質汚泥管理方法

喜多 伸太朗

1．はじめに
現在、マレーシアでは急速な経済発展による大きな変化が起こっている。特に発展の遅れた農村
部においても、貨幣経済の浸透、電力使用量の増加、都市部からの物資の流入、それに伴った生活
スタイルの変化などが進んでいる。このように、変化の過渡期にあるマレーシア農村部において、
自然保護区内に位置し伝統的で自給自足の生活をおくるブアイヤン村をケーススタディとし、古来
より農村経済に重要や役割を果たしてきた河川について考え、持続可能な水質保全の方法を提案し
ていく。経済発展の中で、川の恵みを頼りにしてきた村で伝統的な文化・暮らしを保持するにはど
うしたらよいか。その実現を検討する事が本稿の狙いである。

2．河川の役割
途上国農村部において河川は最も重要な経済インフラの役割を果たしてきた。はじめに河川の魅
力・役割について考察し、「景観」「水源」「電力」「繁殖」の 4つのポイントで捕らえ、河川の水
質・水量を維持していくことの重要性を見出していく。河川は、人間に例えた場合「血管」とあら
わすことが出来る。人間が健康な生活を送る上で血液の循環は欠かせない。その血液を遮断してし
まう存在として主に、人工的に作られたダムがあげられる。また、その血液のいわば「血糖値」を
上げてしまうものとして、流域村落からの生活排水があげられる。どちらも急速な経済発展の中で
リスクが高まってきている症状である。
「景観」
赤道直下に位置するマレーシアのボルネオ島は日本の面積の約2倍もあり、世界で三番目に大き

い島である。島を覆っている森は 1億年前から続いており、その木の中で高いものでは 70メート
ルにも及ぶ大木が広がっている。北西部に位置するクロッカーレンジ自然保護区内のジャングルに
はパパール川が雄大に流れている。
パパール渓谷に点在する村々はそれぞれ地理的に離れており、例えばカランガーン村からブアイ
ヤン村まではおよそ 6時間のトレッキングが必要とされ、その際、多くの川を渡らなければならな
い。トレッキングの最中ではきれいな川で泳ぐことも出来、川を実際に渡ることで大自然を肌で感
じることが出来る。古来より交通網の役割を果たしてきたパパール川は、現在は美しい景観を備え
たトレッキングコースとして引き続き重要な役割を担っているのである。景観ルートにおいて水質
維持が大事であることは言うまでもない。
「水源」
マレーシアボルネオ島のブアイヤン村を例にした場合、河川の水は、主に生活用水として使用さ
れている。河川の主な役割として浄化作用の効果がある。有機物を多く含む川では川の底に多く微
生物が付着しているため石の表面に生物膜を作り、この微生物が水中の有機物を分解し栄養にして
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いる。この効果によって川に流れ込んだ生活排水が分解され、きれいな水を保つことが出来る。
「電力」
マイクロ水流発電は川の流れを利用した小規模な水力発電をいい、自然環境への負荷が少なく、

少ない出費で発電する事ができる。特徴として装置が比較的小さいため、ある程度の水量さえあれ
ば、設置が容易にすることが出来る点だ。また、太陽光発電や風力発電と比べると天候などによる
発電量の変動が少ない。さらに、大型発電やダムと比較して考えても生態系を脅かす危険性が低い
といわれている。このように、川の水流を使うことで僅かではあるが、電力供給することが可能で
ある。実際に、ブアイヤン村でもボランティア団体によるマイクロ水流発電の設置が行われている。
「繁殖」
河川には多種多様な生物が生息しており、特にマレーシアのブアイヤン村では多くの住民が食料
源として魚を獲って生活を営んでいる。パパール渓谷ではうなぎを獲ることも出来、ブアイヤン村
の住民は頻繁に食べるという。しかし、世界の多くの河川ではダムや産業のあり方によって水質・
水量の変化が起き、魚の産卵生息地が閉鎖され、移住性のある魚の個体数を激減させていることを
考えると、パパール川での魚の個体数の維持も今後難しくなることが危ぶまれる 1。
現在パパール川にとって一番の脅威は、州都コタキナバルの水供給および電力供給を目的とし

たダム建設の計画である。75万世帯分にあたる 1000メガワットの電力量をカバーすることが出
来るという。しかし、実際にこのダムが建設されると 35000ヘクタールがKaiduan Damに覆われ、
1200ヘクタールの地域が水中に水没することとなり、ブアイヤン村を含めた 9つの村1400人の住
民が故郷を追われることになる 2。またもしたとえ、このダム建設計画が実行されなかったとして
も、流域村落での人口増加と近代化により、パパール川への生活排水の流入は確実に増えてきてい
る。上述したような自然環境・生態系への影響だけでなく、伝統的で持続可能な文化的な暮らし失
われることにもつながる。

3．DISSOLVAのトイレ設置活動
ブアイヤン村において、私たちDISSOLVAはボランティア活動を行ってきた。2012年に活動を

始め「多様で持続可能な解決策を模索するボランティア活動」を軸に上述した「Kaiduan Dam問
題」について村の若者と議論をしたり、水質維持のための啓発活動を行ったり、環境向上のための
「トイレ建設」や「シャワールーム建設」などを行ってきた。

2012年度より村に変化が生じる。もともと自然の森や川の中で用を足すことを好む村人が多か
ったようだが、2013年に村と町をつなぐ道ができ、政府による「染み込み式／溜め込み式トイレ」
の利用促進が行われた。自然の浄化作用により浄化できていた排泄物が溜め込まれるようになり、
持続可能な暮らしから逆に遠ざかるのではないかという懸念がある 3。
上述した状況に基づき、2013年度、村人と共にトイレの設置を行い、政府に支給されたトイレ

浄化槽を用いたが、地下へのうめ込み作業自体は村の方が私達の到着前に済ませていたので、見
学・体験することはできなかった。そしてかべの建材には「竹」を用いた。「竹」はなたで切り開
いて壁に用いたり、半分に切って床に使用した。このような「竹」を介した交流は、村の伝統的な
文化・暮らしの重要性への認識の変化にも繋がるだろう。
また、2014年度は現地の建築事務所「Arkitrek」と共にトイレ設置活動を行った。「Arkitrek」と
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は、「原生地域を保護するには何が出来るか」をコンセプトとした企業であり「持続可能なデザ
イン」や「社会インフラと自然環境の統合」の専門家の集団である。2013年度から活動を共にし、
昨年は上記の活動とは別に、文化維持を目的として作られた「文化遺産の家」建設をおこなった。
今年度は、「文化遺産の家」がほぼ完成したため、隣接した場所にトイレ小屋をつくり、トイレか
ら出る排泄物の処理を行う浄化槽「Septic Tank」の設置を行った。トイレの床には村の周囲の川か
ら砂・砂利を運び石灰と水を加えてコンクリートを作った。Septic Tankは縦1.7メートル・横1.5
メートルほどの大きさであり、村人・メンバーと共にスコップ・鍬・つるはしを用いて穴を掘った。
大掛かりな作業となり、約一週間をかけて掘りおえた。設置終了後は、村の伝統的な編み物であ
るラタン作りに活動がシフトしたが、今後はSeptic Tankと共に併用する予定の汚水浄化方法Leach 
Field Systemの建設が予定されている。
　2年にわたりトイレ製作と汚水浄化タンクの設置に携わったが「染み込み式トイレ」に大きな
課題があると思われる。2013年度、村で神父を務めている Julius氏に「トイレの現状」についてイ
ンタビューを行った。「排泄物をためているタンクは一杯になったら新しい場所に新たなタンクを
埋める。町では大きなトラックがタンクを（最終処分地へ）運ぶが、村には来る事が出来ない。新
しいタンクを埋めるしかない。」という現実の課題を表していると思われる回答を得た 4。本来の
持続可能な暮らしから、離れていくのではないかという懸念や、タンク自体も衛生的ではないとい
う問題がある。村人の意見を踏まえても、政府からの汚水汚泥処理技術を受け入れることが逆に持
続可能な暮らしから遠ざかる結果をもたらすのではないだろうかと疑問に思った。

4．課題解決の提案
ブアイヤン村のメインの課題は「政府から導入された溜め込み式／染み込み式トイレが逆に持続
不可能な暮らしに繋がるのでは」という事である。しかし、反対に、仮に持続可能な技術があっ
たとしても「村の伝統的な文化・暮らしになじむのか」「経済的な発展に適応していけるのか」等、
新たな課題をあげることが可能だ。三つの課題解決のための案として、上述した「Septic Tank」に
ついてまず考えてみる。しかしながら、Septic Tank自身の汚水浄化能力は高くない。3つの共用案
と共にブアイヤン村に最も適した方法を考えていく。

Septic Tank
この装置は、プラスチック製の高さ 1.7m、幅1.5m程の浄化槽で、Tank自身で汚水を浄化する

事が出来る。浄化の過程は、排泄物・生活排水を含んだ水を「油」「水分」「固形物」の三つの階層
に分け、油・水分はタンク内のバクテリアによって分解し、固形物はTank の底に沈ませる。浄化
に必要な期間は、Tankと同等の汚水に対して少なくとも 24時間は必要である。特徴として、Tank
内部の調節装置によって汚水・固形物の逆流の恐れがなく、汚水は新たな汚水が流入すると同時に
Tankから外へと流れ出る仕組みとなっているためポンプ等の必要がない。使用上の注意点として、
髪の毛・コーヒー粉・ガーゼ包帯等は分解できないためTankへ流してはならないということがあ
げられる 5。
実用的な視点から、マレーシアの汚水放出基準に照らし合した際、飲み水として使用するに
はBOD（生物化学的酸素要求量 Biochemical Oxygen Demand; 有機物などの含有量を示す）値を
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20と水質指標のSS（浮遊物質の含有量を表す）値を 50まで下げる必要がある 6。しかしながら、
Septic Tank自身ではBOD値118～ 189、SS値38～ 85までしか下げる事が出来ず、これは汚水
に対し 40％程度の浄化効果があると言える。Septic Tankは別のシステムとの共用が必要となる。

Septic Tank + Leach Field System
Septic Tankとの共用システムとして、Leach Field Systemが挙げられ、ブアイヤン村でも導入さ

れる予定である。このシステムは、Septic Tankである一定レベルまで浄化された汚水を、地中に
埋めた複数のパイプを通して徐々に地中にしみ込ませていくものである 7。パイプには、小さな穴
が開いており有機物を分解するバクテリアを有した土壌にしみこませ、地上ではバナナやヤシの木
を植え、植物の根を通して汚水の浄化を行う。※Septic Tankと共用する場合、Septic Tankを重点
的にメンテナンスする事で、Leach Field は浄化された液体のみが流れメンテナンスの手間は省略
する事が可能である。特徴は、Septic Tankと同様にシステムが簡易である点と費用が安く途上国
の村にも導入が見込める点だ。課題として、熱帯のような激しいスコールの降る地域では地面がぬ
かるむためパイプの管理が必要になる。実際に、ブアイヤン村でも地面がぬかるみ適さないと思わ
れる箇所は幾つか存在したが、上述したように木を植える事で地面を安定化させる事は可能だと思
われる。

Septic Tank + Aeration System
非常に効率のよい汚水処理の方法がAeration Systemである。昨年度、ブアイヤン村でインタビ
ューを行ったHayden White氏による別の汚水汚泥処理方法Phytoremediation Systemと長野県八ヶ
岳の山小屋で見学した合併処理浄化槽の 2つにおいて酸素が高い汚水汚泥浄化の機能を持つこと
を学んだ。Septic Tank内にも酸素を取り入れる事で汚水処理の効果は上昇すると考えられる。し
かし、実際に私たちが設置したSeptic Tankでは酸素を用いずに汚水の浄化が行われる。嫌気性消
化は多くの時間を必要とする。間違いなくSeptic Tank内の水の保持時間である 24時間よりも長い
時間を必要とするだろう。もし、嫌気性消化のみに頼るのであれば、保持時間を確保するための非
常に大きなタンクが必要になる。
仮に、電力とファンを用いて、すぐ汚水浄化の過程に空気を導入するのであれば、劇的に浄化は

速くなるだろう。なぜなら、バクテリアと酸素による浄化は、バクテリアのみによる浄化よりも、
非常に効率的だからだ。Aerationを用いる事で排水をSeptic Tankの保有時間の 24時間以内に浄化
する事が出来る。Tankのサイズも小さいサイズを維持できるだろう。

Aeration Systemは、一般的にこれまでに紹介した固形物・水・泡とは分けて、Septic Tankに使
用される。そのため、汚水は連続した二つ以上のAeration SystemをTankに通す必要がある。大き
な特徴は、高い浄化機能と場所を取らない事であり、デメリットは、設置に高い費用が掛かる事と、
その他の簡単なシステムと比較して様々なメンテナンスが求められる事だ 8。

Septic Tank + 人工湿地
このシステムは、昨年『トケコム』 vol. 2 で紹介したHayden WhiteのPhytoremediation Systemを
より大規模にして景観にとけこむよう人工的に建設したものである。建設された湿地は、湿地の表
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面・底のどちらも深さを変えつつ、二つ・三つとつながった沼となる。後半の沼は、大きな砂利で
沼を埋める事によって完成する。人工湿地は、好気性消化と嫌気性消化を組み合わせる事で汚水を
浄化するため、植物の成長のため栄養とミネラルを必要とする。
　湿地のメリットは、植物の種類を選ぶ事で、特定の金属やミネラルによる汚染を除去できる事
にある。加えて、建設は簡単でメンテナンスも相対的に行いやすい。デメリットは、広い地域が建
設の際に求められる事だ。Aeration Systemほどではないが、費用も高い。
　人工湿地の欠点として、一般的なSeptic Tankの水は、人工湿地に直接流すにはあまりに汚す
ぎるという事だ。水は、植物を駄目にしてしまう。中間にもう 1つ、小さなAeration Tankや大き
な嫌気性のTank、酸性の沼による浄化が必要になる 9。

5．おわりに
ブアイヤン村をフィールドに、持続可能な汚水汚泥処理方法について考えてきた。現在、村に

Septic Tankは導入され、次の段階であるLeach Field Systemの建設準備が進んでいる。持続可能な
汚水汚泥処理技術の定着のためには、第一段階の建設の次には、村の伝統的な文化・暮らしへの適
応、村人の理解・経済発展への適応というさらに難しい課題があり、それぞれの地域ごとに条件・
課題は変わる。DISSOLVAの活動とも通じる、「持続可能性」を実現するためには国・地域・村、
小さなコミュニティを理解する「異文化理解」が重要となる。今後、研究を進めるにあたり、重要
な観点として理解を進めていきたい。

　注

 1   Connecticut River Watershed Council, ‘Migratory Fish’, <http://www.ctriver.org/river-resources/about-our-
rivers/migratory-fish/> （最終アクセス日：2015年1月13日）

 2 Kaiduan Damに関して、Save Ulu Papar, ‘Background Information on the Kaiduan Dam Project, Sabah, 
Malaysian Borneo’ (11 February 2010), <http://saveulupapar.wordpress.com/ /the-issue/>　（最終アクセス
日：2015年1月13日）

 3 DISSOLVA (2013)「自然保護区バッファーゾーンにおける水質汚泥管理」『学習院大学海外研修プログ
ラムDISSOLVA ボルネオプロジェクト : 2013年度活動報告書』pp. 13-16.

 4 ブアイヤン村ジュリウス氏（ボランティア活動指導者）へインタビュー（2013年8月18日実施）より
 5 National Environmental Services Center (West Virginia University), ‘What is a septic system? How do I 

maintain one?’, <http://www.nesc.wvu.edu/subpages/septic_defined.cfm>　（最終アクセス日：2015年1月
13日）

 6 Indah Water Konsortium Sdn Bhd, ‘Sewage Facts: Effluent Standards’, 
  <http://www.iwk.com.my/v/knowledge-arena/effluent-standards>　（最終アクセス日：2015年1月13日）
 7 Arkitrek代表イーアン・ホール氏へインタビュー（2014年8月18日実施）より
 8  Arkitrek, ‘In the Shit – A Septic Tank’, (07 February 2012), <http://arkitrek.com/ in-the-shit-a-septic-tank-

guide/comment-page-1/>　（最終アクセス日：2015年1月13日）
 9 Arkitrek‘In the Shit – A Septic Tank’, (07 February 2012), <http://arkitrek.com/ in-the-shit-a-septic-tank-

guide/comment-page-1/>　（最終アクセス日：2015年1月13日）



16 ｜DISSOLVA 研究報告論文集　2014 年度

文化保全における持続可能な建築の可能性

木村 智恵子

1.はじめに

ボルネオ島の先住民族達は自然から調達できる素材で家を作っては移住することを繰り返す、非
定住型の暮らしをしていた。しかしそんな暮らし方が時代とともに消えつつある。2012年のマ
レーシア経済は、建設業とサービス業が成長を牽引し、実質GDP成長率は 5.6％となった。マレ
ーシアの都市部では中間層の住宅取引件数が増えており、住宅需要は世界経済危機が本格化した
2009年を除いて拡大傾向にあった 1,2。そんな現代の農村において建築が果たせる役割とは何かを
探る。

2.伝統からモダンへの移行と問題
マレーシア・ボルネオ島、サバ州のペナンパン地域に位置するブアイヤン村には各家庭に一つず
つ家が建っている。村人には建築の技術や知識があり、未だ自分達の家を自分達自身で作り、時に
は増築もしているという。その建築には祖先達が暮らしていたロングハウスとの共通点も未だ多く
ある。例えば、村の家のほとんどが高床式を基本としている点、そして各家によってそのデザイン
は異なっているが、ロングハウス同様ベランダを持つ家は多く、その空間がコミュニティを形成す
る一端を担っている点である。その土地で採られた木や竹といった現地の素材を建材として活かし
ており、竹を割って開いたものを床や壁に用いている。しかし最近では街から買ってきたトタンや
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木の板を建材として用いる家が多くなっているようだ。これらの素材は、丈夫で小まめなメンテナ
ンスが要らない素材である。このような傾向からも非定住文化から定住文化への移行が進んでいる
ことが分かる。2013年に州都コタキナバルへ繋がる道路が開通したことにより、今後も様々な新
しい、そして丈夫な素材が村の建築に使われていくだろう。

2013年にブアイヤン村を訪れた際に、村の若者に将来どんな家に住みたいかというインタビュ
ーを行った。彼に描いてもらった絵を見ると、伝統的な高床式の家や素材を使った家に住み続けた
いというより、比較的欧米的なデザインで基礎が丈夫で定住的な家への関心が高まっていることが
伺えた。車に乗って移動したり、テレビを見たり、エアコンをつけたりといった風に、若者はこれ
までの村での生活とは異なった暮らしぶりを望んでいるように感じた。
以上のように近代化と共にボルネオ島の森の中に住む人々の非定住文化から定住文化への移行が
起きている。しかし、ただ街の暮らしに合わせた建物をそのまま村に持ち込むことは地域の歴史や
個性、誇りを忘れてしまうことに繋がるのではないだろうか。古くから続く、その土地に合った建
築・暮らし方を守ることの重要性を感じずにはいられない。ブアイヤン村のような急激な開発によ
る経済発展を遂げている地域で、このような人々の心の移り変わりはますます大きくなり、民族ア
イデンティティ喪失の問題となっていくだろう。

3. 伝統とモダンの融合
若者たちがモダンなスタイルに関心を寄せる中、村の大人はどんな考えを持っているのだろうか。

2014年の夏、ブアイヤン村を訪れた際にお世話になった家庭のお母さんに村の建物についてイン
タビューをした。彼女によると、家というのは村人達のとても大事なアイデンティティの一つであ
るという。村人達は新しい家を作る時にはまず“今まで住んできた家や部屋の形・デザインと同じ
ように作る“ということが頭の中にあるのだ。そのため昔からの自然と調和する建築物が受け継が
れてきたのだろう。「将来は家のスタイルも変わっていくだろうが、キッチンのデザイン、そして
竹という素材は壁や床という形で残っていってほしい」と彼女は語る。竹は自分達を表すものとし
て、常に身近に置いておきたい物なのだ。そして彼女達が暮らしてきた家の中の空間までもが、彼
らを表すものの一部であった。またブアイヤン村には建築物と同様に、未だ森と共に育んできたラ
イフスタイルが残っている。その暮らし方やコミュニティといった、自分たちの中に脈々と受け継
がれてきたものまでもが村人たちの誇りなのだ。
この観点から、ただ便利だからという理由で単純に都市や欧米的なモダンデザインの家を建てて

暮らすだけではこれまで培ってきた伝統や村人達のアイデンティティを途絶えさせてしまう危険性
があるように思える。「建築物の外観は地域の景観に馴染み風土・文化を表象する、地域の人々に
愛される表情を維持するとともに、やみくもに効率だけを優先するのではなく、内装も美しく、魅
力のある空間をつくりだしているものであることが必要である。魅力のない建築物は人々の社会生
活を潤いのないものにし、その地域に暮らすことに対する人々の誇りや楽しみを奪う。」3

急速な経済成長や開発が進む地域では特に、今まで積み上げてきたものを一瞬にして失う恐れが
あるため慎重に行動するべきである。そのために村人たちの歴史を汲み取った、それでいて時代に
マッチした利便性を持つ家を模索したい。つまり伝統的なものからモダンなものへ移行するという
より、伝統とモダンを融合させることが現代の建築には重要なのではないだろうか。
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4. ArkitrekとBio-cultural Heritage Centre

学習院大学DISSOLVAは 2013年と 2014年の 8月に英国人社会企業家が企画・運営している建
築集団Arkitrekと協力して村の公共施設Bio-cultural Heritage Centre（通称：バイオブダヤ）を建設
した。Bio-cultural Heritage Centreのプロジェクトデザインと建設の指導はArkitrekの建築家達が
行った。彼らは持続可能なデザインの専門家を中心に、熱帯地域における社会インフラと自然環境
とが融合された建築を目指している。設定されたプログラムに沿ってNGOやボランティア、建築
現場である地域とともに建築を行い、ただ単に建設して帰るのではなく、持続可能な技術とデザイ
ンをその土地に伝えることも目的としている。

Bio-cultural Heritage Centre4のデザインは、伝統的なロングハウスからインスピレーションを受
けており、壁の部分が斜めの格子状になっている（chill wallと呼ばれる）など、ロングハウスを
彷彿とするものになっている。舞台を中心に 2つのウィングが連なった構造になっているが、そ
れぞれのウィングの床の高さが細かく違う設計になっており、全体でオープンな一つの空間ながら
も場所によってはプライベートを感じる事ができるという居心地の良さを演出している。また、こ
の建物にはステージと観客席があり、村伝統の踊りスマザオやゴングの実演などをする予定である。
村人や外部から来た人々が一緒に村の伝統文化を学ぶための施設となることを目的としているため、
関連図書を集めた図書館や村人達のミーティングスペース、村の情報展示スペースといった空間も
設計されている。
普段ブアイヤン村の建築では用いられていない方法として、建物の基盤がコンクリートで固めら
れてあったり、骨組みの木にエンジンオイルを塗ることで防腐処理を施してあったりというものが
ある。こうすることによってより永続的にその家が保たれるようになるという。

Bio-cultural Heritage Centreの壁に使われているバイオコンクリート（Bio-crete5)は、天然繊維及
び水和石灰または水酸化カルシウムとの混合物に基づいた、コンクリートのような材料である。高
い排水処理能力が期待される。ヨーロッパでは麻繊維が使用されることが多い。マレーシアでは、
農業廃棄物であるココナッツやオイルパームの核繊維や籾殻を多く使っており、ブアイヤン村では
米の籾殻を混ぜている。典型的なコンクリート混合物やセメントでは、高い圧縮強度を有する高密
度材料を製造するために様々なサイズの鉱物骨材（砂・小石）を一緒に結合させる。バイオコンク
リートでは、天然繊維を鉱物骨材の大部分に置き換えて、石灰を接合剤として使用する。砂も一緒
に混ぜた場合、それによってバイオコンクリートの断熱性が多少犠牲になるが、荷重負担能力、密
度を増加させることができる。石灰結合剤は、炭酸カルシウムを形成するために、二酸化炭素と反
応して硬化する。高いケイ酸含量 (米殻など )を備えた天然繊維を石灰と混ぜた場合、コンクリー
トの寿命を延長させ、また圧縮強度を高める石化プロセスが生じることがいくつかの資料で示され
ている。石灰はセメントの場合と同様に硬化する時に二酸化炭素を吸収する。さらに植物によって
天然繊維中の二酸化炭素を隔離・抑えられることからバイオクリートはカーボンネガティブで環境
に優しい素材であると言える。
設計当初、屋根には伝統的なサゴヤシを編んだものを葺こうとしていたようだが、定期的なメン
テナンスの手間を考えOndulineに変更された。これは繊維素に瀝青（天然または人造の炭化水素
からなる化合物、またはその化合物および混合物で、非金属誘導体などの混合物の一般的総称）を
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含浸させた板である。防水であり、熱帯地方での耐性に優れているため、東南アジアでも幅広く使
われ始めている。長期のメンテナンスがいらず、軽く、加工しやすいことが特徴である。そして建
物の素材には村人に馴染みのある竹やその土地のものをふんだんに使い、床を作ったり、竹を編ん
で作ったパネル（村ごとに異なるパターンがあるという）で壁を装飾したりするなど、村人たちの
ライフスタイルを大きく変えてしまう事がないような工夫が凝らされている。政府が支援として村
に小学校や教員の住居が建てられているが、この点はそれら外部による建築物との大きな違いだろ
う。そんな伝統的な暮らしを実現させる中でも電気やトイレなどといったインフラ整備も忘れてい
ない。この建物はまさに伝統とモダンの融合を試みている一例といえよう。

5.最後に
建築物は、衣食とともに私達人間の生活に不可欠なものである。Arkitrekの建設作業により具体

的に関わることによって、建築を通して現地の人々の文化や歴史を守る・伝えていくことの可能性
を垣間見る事ができた。森の中で生き続けたいと話してくれた村人たちにとって、バイオクリート
の利用や現地の素材にこだわり環境にも配慮した建築方法はとてもよく合っている工夫だと感じた。
このように村人達のアイデンティティを建築で受け継いでいくには、それまでの暮らし方というの
も尊重し融合していかなければならない。Bio-cultural Heritage Centreには永く使える家にするた
めの様々な工夫があったが、村人達のライフスタイルが変化していく中でいつかはこの方法が主流
となるかもしれない。それはつまり、これからは家が世代を超えて存続するものになるということ
である。徐々に変化していく人々のニーズを捉え、自分たちに合ったスタイルにさせるために試行
錯誤していくことが重要であるように感じる。遠回りのように感じるかもしれないが、このような
行為こそ民族文化・歴史を過去から未来へ繋ぐ鍵となるのではないだろうか。
伝統とモダンを融合させた建築を考えると、新しい素材や受け継がれてきた素材、新しい建築手
法や受け継がれてきた建築手法といった目に見える部分にのみ着目しがちであった。しかし伝統と
は何かと考えた時に、民族の踊りや音楽、生活習慣やコミュニティはもちろんのこと、村の周囲の
自然環境やそれらとの付き合い方までも伝統なのだということに気付いた。そのような民族の伝統
とモダンを融合させ、あらゆる意味での伝統を守る持続可能な建築が、急激な変化を迎えている村
人たちのアイデンティティやその土地で暮らすことの誇りを守ることに貢献することができるので
はないだろうか。

　注

 1 Institut Penilaian Negara < www.bnm.gov.my >, Asian Development Bank < www.inspen.gov.my >, Bank 
Negara Malaysia < www.adb.org >

 2 新村 昌『マレーシアの住宅市場と住宅金融』, 住宅金融支援機構 ,季報「住宅金融」2013年度冬 , 
p.74-p.77

 3 日本建築学会「地球環境委員会」「建築とCSR（建築物と社会的責任）小委員会」による提言『建築物
と社会的責任』2007年 , p.5

 4 Thomas Henderson Schwartz, Suggestions on how Buayan might be completed, 07 March 2014
 5 Arkitrek, The Wonders of Bio-crete, 11 March, 2013, <http://arkitrek.com/http:/arkitrek.com/wonders-bio-

crete/>
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コタキナバルにみる途上国消費者へのアプローチ

片山　拳

近年、マレーシアでは急速な経済発展が起きている。その中で、都市への人口流入が起こり、消
費のスタイルも変わりつつある。そして、そこへ海外からの巨大な資本が流入し、大量消費の時代
を迎えつつある。これは、海外から進出してきた大型スーパーやデパートの存在が大きい。本稿で
は、マレーシアに大型スーパーではなく、消費者を絞った高級スーパーが店を出す場合、どのよう
な層に向けるのがよいか、大量消費とは真逆の「質の高い消費」は、マレーシア（その中でもサバ
州）で受け入れられるのかを検証していく。

1．経済成長によるサバ州の人口変化 1

まず、マレーシアには多様な民族が住み、それぞれ別々の宗教を信仰している。民族ごとに見て
みると、2010年時点では、ブミプトラ (マレーの先住民族、マレー人を含む )が 67%を占めてい
る。次にサバ州単位で民族別に人口を見てみると最も多い民族はブミプトラの中のカダサン・ドゥ
スン族 (以下、ドゥスン族 )である。次を華僑系が占めており、3番目に多いのがバジャウ族である。
華僑系は 50歳以上の高齢者の比率が多く、ドゥスン族は全年齢ほぼ均一である。しかし高齢者の
割合としては華僑、ドゥスン族とも同程度のため全体として高齢化が進行してきているのではない
かと考えられる。
さらに、2000年から 2010年までの間サバ州全体で人口は伸びている。中でも州都Kota 

Kinabaluを中心に、Kinabatangan, Lahad Datu, Penampangなどの人口が大きく上昇している。特
にDISSOLVAでも滞在したPenampangはウルパパール地域やDongongonの町がある、ドゥスン系
の多い地域である。Kota Kinabaluに隣接しているので、郊外としてベッドタウン化も進んでいる
と考えられる。
そして、最後に宗教ごとの人口についてだが、これはイスラム教が 61%を占めている。他に、

仏教、ヒンドゥー教、キリスト教徒もいる。それぞれ多くの戒律があり、食生活も多種多様である。
まずは、この民族ごとの所得について言及していく。

2．縮まる格差と伸びる中間層
近年マレーシアは 1980年ごろから一部の年を除いて成長率が伸び続けており、いまだ経済発展

を続けている発展途上国である。発展していく中で、各民族の所得に変化が起こってきている。そ
のうちの一つがジニ係数を見ることでわかる所得格差である。マレーシアの統計局データによると
マレーシア全体での民族ごとジニ係数は 2009年度ブミプトラ 0.440、華僑0.425、印僑0.424であ
り、2012年度にはブミプトラ 0.421、華僑0.422、印僑0.443となっており華僑や印僑よりブミプ
トラのほうが、ジニ係数が下がってきている 2。つまりブミプトラ内の所得格差が小さくなってき
ているということである。これは、住人の大半をブミプトラが占めているサバ州にも無関係な話で
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はないはずである。
また、所得階層ごとにグループ分けをしたデータによるとRM(※3)10000以上の富裕層ではブ

ミプトラより印僑、そしてそれよりも華僑のほうが所得シェアは大きいものの、RM5000～ 9999
の中間層で見れば、ブミプトラのほうが印僑、華僑より所得シェアが高い。これら二つのデータか
ら、ブミプトラの中間層と富裕層の間が埋まってきており、比較的豊かになってきていると言える。
さらに、経済が発展したことで国内の流通がよくなり輸入品や加工品が増えてきている。所得の
上昇と共に、消費する場所が伝統的な青空市場（Tamu）から近年新しく建設されているスーパー
やデパートなどに移行してきているのである。実際にDISSOLVAで訪れた地域の人々からはそう
いった話を聞くことができた。今後一層変化が起こっていくことが予想される。

3．支出の変遷と現在の傾向
マレーシア、特にサバ州ではどのようなものにお金を使っているのであろうか。我々が訪れた

Buayan村では半自給自足の生活をしていたが、何度か町に買出しに行く姿が見られた。サバ州に
おいて 1993年から 2010年にかけての支出傾向を見ると、食べ物や飲み物に使う割合がずっと高く、
2010年には全体でRM2190のうちのRM444、約20％を占める。しかし一方で、健康に使う割合
は低いため、健康を意識した食生活ではなく、栄養の補給、美味しさなどを重視した食生活である
ことが予想される 3。
民族ごとに食費の支出を見てみると、米、乳製品、紅茶・コーヒー類などはブミプトラが最も平

均支出額が多い。パン、油、糖類、ジャムは印僑などのその他民族。肉、魚、果物、野菜は華僑の
割合が多かった。信仰している宗教ごとに食べられるものが変わることによる差もあるだろうが、
このデータから民族ごとに売れるものが絞り込める。我々が訪れた農村部ではドゥスンの人々がネ
スレのミロやネスカフェを大量に購入している姿が見られたが、これは元々イギリス領として統治
されていた時代の名残で、こういったブランド品が根付いているのではないかと推測される。
次に全体支出における食費の割合、すなわちエンゲル係数についてのデータによると、都市部で

は、ブミプトラが 22.7%、華僑系が 19.0%、印僑23.6%不法移民は 36.3%となっている。このこ
とからも印僑などその他の民族よりも華僑系以外では全体に食費の占める割合が高くなっているこ
とが窺える。一方農村部では、ブミプトラが 29%、華僑系が 16%、その他の民族が 24%、不法移
民が 40%であり、ブミプトラよりもその他の民族の生活の方が食事以外の事にお金を回す余裕が
あることが窺える。これによって、ターゲットをどの層にするかによって農村部、都市部のどちら
に進出するかを決める要素になる。
さらに、現在、どんなものが消費者の興味を引いているのかを、実際にサバ州にあるスーパー

City Grocer及びGiantのネット広告や現地のチラシの画像を元に調べてみることにした。すると、
海外の輸入製品が多くを占めており、国内の物は、イスラム教徒のラマダン明けの祭であるハリラ
ヤやドゥスン族の収穫祭カァマタンの時など特別な行事用の食事などが主なものである。輸入製品
は日本や韓国などアジアのものが多い。これらは現地の人々にとって高級な嗜好品なのか、または
日常的なものなのであろうか。例えば日本の製品であるお菓子の「エリーゼ」がRM8.90となって
いる。これは今までのグラフやデータを見て、サバ州全体では食事に使うお金が月に平均RM444
であることを考えると、RM5000~9999の収入を得ている中間層は比較的日常的に買うことがで
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きると考えられる。一方でチラシを見る中で見つけたPrimoスライスベーコンはRM65であった。
これは中間層がRM444よりも多くのお金を食費に使っているであろうことを考えても大きな出費
と言えるであろう。そのため一部の中間層と富裕層は日常的に、中間層以下には高級な嗜好品とし
て消費されているのではないだろうか。いずれにせよ、これらの事から中間層以上の層は輸入品を
好んでいるという推測がなされる。

4．ターゲットと新たな消費の模索
以上、ここまでの調査の結果を見ると現時点で最も所得が多いのは華僑系民族であるが中間層の
伸びはブミプトラの方が大きく、格差も埋まってきている状況である。人口割合としてもサバ州の
大半を占めており、かつては貧しいとされていたが、富裕層が増えてきているブミプトラ (なかで
もドゥスン族 )を主とする、彼ら「エスニックコンシューマー」に向けた商品を開発し、店舗を展
開していくことが進出の成功につながるのではないだろうか。また、エスニックコンシューマーを
対象とするならば農村部に富裕層が増えてきているため農村部がよいが、都市部に進出してきてい
る富裕層もいるため、一概にこの場所が良いと言いづらい。
また、州都Kota Kinabaluやその郊外の諸都市には観光の外国人も多くいるため、新たに需要を
創出できる可能性がある。このボルネオ島にしかないような珍しいものを販売することで、彼らも
顧客とすることができるかもしれない。
しかし、彼らエスニックコンシューマーをターゲットにするなら当然問題も出てくる。それは宗
教上の食のタブー、イスラム教で言えば「ハラール」である。禁止されている肉はもちろん、それ
以外の肉であっても殺し方が正規の手順に従ったものでなければ食べられない。これらに十分配慮
し、ハラールの表記をつけた上での販売をしていくことが必要になるだろう。
まず、一つ目の提案がボルネオ島原産の果物「タラップ」である。これはこの土地でしか取れな
い珍しいものということを強調し、いいものであるという宣伝をすることで「エスニックコンシュ
ーマー」の民族意識から購買欲を高め、生産者の意欲も高めることができるのではないだろうか。
六次産業化の提案として、これをジャムやパンに加工するということもできそうである。さらに、
これに付随して国産フェアなども行うと、ほかの国々とマレーシアとの違いも食品からわかり、面
白がってくる客層もいるのではないだろうか。「エスニックコンシューマー」の民族意識を揺さぶ
り、新たなトレンドを作り出すことができる可能性がある。

5．最後に
本稿では、主にマレーシア統計局のデータを使い、マレーシア（主にサバ州）の人口変化などを
元に消費者リサーチを行った。しかし、これだけでは現地の実情には迫り切れていない。我々が訪
れたブアイヤン村では、若者が村から町へと出て働くという姿も見られたため、都市部人口の増加
なども見込まれる。今回は政府統計をもとに調査を行ったが、今後は行政単位ごとの統計など、さ
らにミクロな視点でのデータを集めていきたい。また、結論として「質の高い消費」が受け入れら
れるのかどうか言及するまでに至らなかったため、今後も研究を進めていきたい。
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　注

 1 Department of Statistics Malaysia, Population Distribution and Basic Demographic Characteristics, 2010, p. 
5, 9, 45, 71, 92.

 2 Department of Statistics Malaysia, Household Income and Basic Amenities Survey Report 2012, p. 6, 15.
 3 Department of Statistics (2012). 


