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はしがき

「ブアイヤン村にもう一度」。昨年の活動で訪れたボルネオ島の山村に、今年再度訪れボランティ
ア活動をすることにどのような意味があるだろうかと問いかけると、学生たちはさまざまな意見を
出してくれました。昨年あれほどまでに楽んだブアイヤン村での体験とその思い出が壊されてしま
うのではないか。でも、自然の中で自給自足する村として自分たちのイメージで理想化してしまっ
てよいのだろうか。急速な近代化と経済発展が進むマレーシアの中で村の生活がどのように変化し
ていくか見守らせてもらうことは大事なのではないだろうか。グローバル化の流れの中で変化する
村の社会・文化・環境を村人と共に考え将来を模索していくことはできないだろうか・・・。今年

4 月にプロジェクト参加者の公募を始めた際に、学生たちは一般経済史の講義や演習で学んでいる
グローバル経済史のテーマ、そしてボルネオ島ブアイヤン村でのボランティア活動をお互いに結び
付けて理解し始めているようでした。
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
学部眞嶋ゼミ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 回目の現地活動プログ
ラムを実施し、今年度は第 2 回目の実施となりました。公募に先駆けて、3 月に視察でブアイヤン
村を訪れた際には、昨年までは村で見かけなかったさまざまな変化を目の当たりにすることとなり
ました。今年の初めに未舗装の林道が村まで開通し、歩くことなく四輪駆動車で村に到達できるよ
うになり、重機やたくさんの資材が容易に持ち込まれ、村の中心地が開発され、景観が大きく変化
したのです。昨年までは、パパール川とその沿岸にあるトレッキング道が、町からブアイヤン村へ
の導線で、村の入り口は川に面して作られ、川の片側にはサバ州公園局の自然保護区管理事務所と
小さな売店があり、川の反対側には小学校と幼稚園がありました。林道が開通してからは、村の入
り口は道に面した小学校の傍になり、車で村内に入れるように周囲の樹木を伐り倒し、5 倍以上に
拡張された小学校の広大なグランドが、村の中心となりました。昨年度、DISSOLVA 学生たちが
竹材を使って床の張替えをした小学校の建物の代わりに、新たに近代的なモルタル造りの大きな教
室用の建物と数棟の教員住宅が政府によって建てられ、ペンキで塗られた白壁と赤い屋根が輝いて
いました。かつては、密林の中に隠れるように暮らしていた村が、今でははるか遠くの山の稜線か
らもはっきりと存在が見分けられるようになったのです。
実際に、3 月の視察の報告を学生たちにしたところ、当初は複雑な気持ちが強かったようですが、
話し合いを進めるうちに、前述のような反応が返ってくるようになりました。昨年のボランティア
活動で学生たちが汗水を流して作ったものが、完全に否定されたのではないかという不安な思いも
ありましたが、しかしそれよりも、そのような政府による反応と発展のスピードを目の当たりにみ
ることができるという期待感と、村の人々の生活が実際に奥深いところではどのように変化してい
るのか、それとも変化していないのか、自分たちの目で確かめたいという気持ちのほうが優ってい
ったようでした。林道の開通によって変化したのは、政府による建設だけではなく、ブアイヤン村
への来訪者の増加という面もあります。DISSOLVA の学生たちによる訪問もその一つではありま
すが、今年は知る限りでも、地元マレーシアサバ大学やサラワク大学の大学生たちの訪問以外に、
はしがき ｜
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アラブ首長国連邦の大学生たちによる訪問と、地元ピナンパン郡の教会の青年団による訪問、そし
てエディンバラ大学の建築学科の学生たちによるボランティア活動などがありました。ジャーナリ
ストらも多く訪れるようになり、今年に入ってから地元の新聞にも幾度となく紹介されるようにな
りました。昨年の DISSOLVA 学生による小さなボランティア活動は、大きな流れの最先端にあっ
たということが分かったのです。これまで地元のピナンパン郡でも知られることのなかった、ブア
イヤン村の存在感もこうして大きくなりました。
これまで十数年に渡り、ブアイヤン村を中心とするパパール渓谷の山村に関わってきた国際

NGO 団体グローバル多様性基金（GDF）の紹介で、今年はサバ州で活躍する建築集団アーキトレ
ック（Arkitrek）とタグを組み、ブアイヤン村「生物文化遺産の家（Bio-cultural Heritage Centre）」
の建設を行うことになりましたが、この企画は DISSOLVA 学生たちにとって大変いい刺激になっ
たようでした。ボルネオ島での生物多様性と文化多様性を大事にするコンセプトで意気投合したエ
ディンバラ大学生たちが、またそのコンセプトを言葉にして伝え、建築というアクションに移して
いる姿に、学習院生もあこがれを感じ、また共同作業を通して自分たちもまた自信をつけていった
ようでした。汗水を流しつつ制作した建物は、コンクリートや鉄骨、合成樹脂の屋根などの近代的
な素材を、伝統的なデザインや装飾に融合させたものであるため、今後も堅固に立ち続けることで
しょう。DISSOLVA 学生たちの次なる目標は、この新しい建物が真に生物文化多様性を伝えるコ
ミュニティの中心的建物となるよう、建物を生かしたコミュニティづくりを手伝い、ソフト面でブ
アイヤン村を援助していくことです。8 月の建設段階では、村の若者たちの多くは生物文化遺産の
家の意義について半信半疑であるようでした。外国人たちがなぜ一生懸命になって、新たなコミュ
ニティセンターを作っているのか・・・。しかしながら、中には外部からの関心が高まっているこ
の機会を逃さずに、自分たちの村の発展に貢献していこうと考える若者たちもいます。DISSOLVA
学生たちは、来年度に向け、村の若者たちのセルフガバナンスによるコミュニティツーリズムを起
こしていく可能性について、模索し始めています。
本研究報告論文集には、変化の途上にあるブアイヤン村の現状を見据え、消費生活面での変化、
村の建築と住まいの変化、トイレ・し尿処理の問題点、狩猟を通じた自然との関わりの問題点につ
いて掘り下げて調査しまとめたレポートを掲載します。ブアイヤン村滞在中は同世代の若者たちを
中心にインタヴューを行うことで考え方を共有しました。また昨年に引き続きサバ州の抱えるパー
ム油産業の課題に関して、理論的枠組みを鮮明にして書き表した意欲作も掲載します。パパール渓
谷は、ダム建設計画の候補地となっており、村の将来が不透明な状況ですが、ダム問題だけでなく、
近年は山岳地も利用するようになった油ヤシのプランテーションまでもが村に通じる林道沿いに拡
大しつつあります。航空写真で見ると、大地を熊手で引っ掻いたような幾筋もの傷跡が縦横に伸び
る林道に沿って描かれています。自然保護と経済開発をバランス良く進めようとする試みはまだ始
まったばかりです。今後も変わりゆくボルネオの自然の中で「今」に関わっていくことが、学生た
ちの主体性と行動力を喚起していくことでしょう。学生たちがイマジネーションを活発にすること
ができるような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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途上国における経済発展と農村部の消費文化の変遷
岡田 寛史

現在マレーシアは急速な経済発展を遂げている。それに従って、今まで自給自足の生活を送って
いたブアイヤン村にも様々な物が流入し、貨幣経済が浸透しつつあり、村人の生活にも変化が生じ
てきている。このような現状に対して、都市部の発展とブアイヤン村の変化を消費の観点から調査
し、貨幣経済の問題点を挙げ、これからのブアイヤン村の持続可能なコミュニティー作りに向けた
提案をしていくのが本稿の狙いである。

1. 都市部の伝統的消費
マレーシアでは伝統的な小売ショップとして、パパママショップ（家族経営の伝統的な小売店
舗）・ Pasar Tani（朝市）・Pasar Malam（夜市）などがある。狩猟でとった野生の動物（マメジカの
肉など）や野草、ハンドメイドの日用品（ラタン製マットや竹籠、狩猟用わななど）やアクセサリ
ー（儀式用の剣や儀式用のターバン布、ネックレス）などが売られている。
またサバ州には「Tamu（タムー）」という伝統的な定期市がある。もともとは海賊としても活動
していた海の民と首狩りの習慣を持つ山の民が安全に物々交換するための非戦闘中立地帯であり、
この中立地帯を設けるにあたっては、厳かな儀式が行われ、誓約の言葉が互いの長老たちによって
交わされた 1。前述した朝市や夜市も伝統的なタムーの一形態、ないしは、タムーが発展したもの
と考えられている。

2. 都市部における流通の近代化
現在、マレーシアでは 2020 年までに先進国入りを果たすという「2020 ビジョン」を達成するた
めに、ナジブ大統領は「国家重点達成分野」（NKRA：National Key Result Areas）を定めた「第 10
次マレーシア計画」（2011 〜 2015 年）を基に、各種改革を行っている。その成果もあり、消費の
分野では流通の近代化が起こっており、いわゆるパパママショップがデパート、スーパーマーケッ
ト・ハイパーマーケットなどの近代的小売店舗に置き換わりつつある。
主な原因と考えられるものの 1 つに「外資の参入」がある。現在マレーシアに参入している主
な外資企業は、テスコ（英国 46 店）、イオン（日本 58 店）、セブンイレブン（日本 1472 店）、ジ
ャイアント（香港 131 店）などである 2。外資の参入のために小売業全体の売り上げは上がってお
り、かつスーパーマーケット・ハイパーマーケット・百貨店合わせた市場占有率は 2008 年、2009
年、2010 年と上昇している。一方で、伝統的な小売店舗は 2008 年、2009 年、2010 年と市場占有
率が低下している 3。食品雑貨系の店舗別の売り上げに占める近代的店舗の割合は年々増加してお
り、伝統的な小規模店の存在は希薄になりつつある。
また「TUKAR（トゥカル）」という政策もある。正式名称は kedai transformasi runcit（kedai・店、

transformasi・変換、runcit・小売）で、伝統的な小売商店をコンビニエンスストアのような近代的
途上国における経済発展と農村部の消費文化の変遷 ｜
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な店に変えるプロジェクトのことである。政府の政策である NKEA (National Key Economic Areas）
におけるリテール分野での政策の 1 つで、2011 年に始まり、2012 年には 568 の TUKAR 店が設立
された。制度が始まってから合計すると 1,087 店が TUKAR 店として改装されている。このプロジ
ェクトには、マレーシア政府 KPDNKK（国内取引消費者省）の他に、マイディン社、カルフール
などの大型小売店が提携し、小規模小売店に経営ノウハウを与えている iv。この政策は、近代的小
売店の増加により存在が希薄になりつつある伝統的小売店を守るための政策とも考えられる。しか
し、今までの多様なものを販売してきた伝統的小売店が、近代的店舗にみられるように均質的にな
ってしまっている点で多様さが失われてしまっている。地域独自の商品、食品、工芸品、また地域
の小規模な生産者や中間卸業者も含め伝統的な商習慣、文化などに与える影響は計り知れない。
このような改革が一面的には功を奏し、現在マレーシアは順調に経済発展を遂げている。しかし、
このような急激な経済発展の影響で伝統文化の消失、環境問題などの様々な問題が起きている。

3. 農村部の伝統的消費 〜ブアイヤン村を例に〜
ブアイヤン村は州都コタ・キナバルから 10km ほど離れたペナンパン地域に位置している。村人
は先住民族のドゥスン族であり、キリスト教徒である。村人達は広大な土地を慣習的に保有し、焼
畑中心の狩猟・採集農業で自給自足の生活を営んでいる。朝から森や畑に出かけ、昼食・休憩を取
りに家に戻り、また午後から夕方まで働きに出かけるというような生活スタイルである。また、彼
らにとって収穫は祝祭の時である。ブアイヤン村の村人であるドゥスン族は毎年五月になると収穫
（kaamatan）祭を行う。収穫祭は大昔から行われてきたカダサンドゥスン族の文化的な年中行事で
ある。村々では、収穫された新米と、狩猟で獲た野生動物の肉、そして米で作った地酒（タパイ）
がふるまわれ、短期間の祭りの間に大量に消費される。コメ以外の食物は備蓄されないため、交換
経済は発達していないが、伝統的には密林を貫く「塩の道」を通って沿岸部の商人が塩・砂糖など
を売りに来ていたようだ。

4. ブアイヤン村の現状
都市部の急速な発展に伴い、ブアイヤン村でも大きな変化の時期を迎えている。現在、村人は賃
労働も行い、貨幣経済と自給自足経済の二つの経済から成り立っている。男性たちは州政府による
農村開発のための公共土木事業に雇われ、橋や道路を建設・整備する作業の対価として賃金を稼い
だり、村で採集されたゴムを売ることで現金収入を得ている。また、村で観光事業を検討しており、
観光客がホームステイを利用することで現金を得ることもできる。DISSOLVA で村に滞在した際
も 3 件の家庭にそれぞれホームステイをし、寝床と朝昼夕の食事の提供を受けた。
このようにして得た現金は生活必需品を購入するために使われ、村人たちは月に 1・2 回、町へ
出かけ調達する。この際 4WD 車に乗合で乗車するため交通費が必要である。ホームステイにより
現金収入を得る機会が増えたり、車での物資運搬も可能になり、町へ頻繁にいく村人も増えた。村
人間で物を売買するやり取りも増えている。村には 1 件だけ小さな小売店があり、塩・砂糖・油・
味の素などの調味料、缶詰、お菓子、缶入り飲料、タバコなどを販売しているが、村の人々の購買
意欲・商品需要は小さな小売店が小分けで供給可能な量をはるかに上回っているようである。
現在はまだ自給自足の生活を主体としている。しかし、昨年 DISSOLVA で訪れた時に比べ、あ
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きらかに町から買われ、大量にストックされた商品を見る機会が増えた。また、高価な冷蔵庫を購
入する村人も出てきた。今後、このような貨幣経済が深く浸透してしまうと、伝統的生活に変化が
生じ、日本の村のように過疎化や所得格差の問題が顕著に表れてくることも考えられる。

5. ブアイヤン村の変化
DISSOLVA でブアイヤン村を訪問した昨年からの 1 年間でも村には変化があった。その中で特
に顕著なことは、町まで直通の未舗装の林道が出来たことである。この道路は 2012 年 11 月政府の
出資により出来た道（約 20km）であり、この道路により川や丘を越える数時間のトレッキングの
必要性はなくなった。この新しい道は、この 4 年で急速に造られ始めたものの 1 つであり、基本的
な農村部のインフラを改良するというナジブ首相の誓約の一部である。最終的にはパパール渓谷の

9 つの村を貫く道を作り、さらに町までつなごうとしている。この道路の建設により、町まで行く
のが容易になったという面では利便性が高まった。しかし、今まで何百年も使用していた森の「塩
の道」が使われなくなることで、観光資源となりうるトレッキングルートを維持できなくなってい
る。また、安価に突貫工事で掘られ、舗装される計画もない林道は、密林の大雨の中では 4WD 車
であっても通れない悪路となり、致命的な事故も絶えないという危険性もある。

6. 農村部の消費文化の未来像
これまでの議論で急速な経済発展をしているマレーシアの都市部では流通部門の近代化が進んで
いること、そしてそれに伴い今まで自給自足の生活を送ってきた農村部にも貨幣経済や町の物が流
入してきており、村人の生活スタイルが変化してきていることを検討してきた。今後さらにテレ
ビ・携帯電話など近代的なものが普及し、貨幣経済が浸透することで、農村部の消費文化は都市部
のそれと同レベルになるべく変化をし続け、今までの持続可能な自給自足の生活が維持できなくな
る可能性もある。ここでは、同じような問題を抱える他の地域と比較することで、今までの持続可
能な生活スタイルを壊さない消費の可能性について考察していく。
一つの例としては、インドの北部に位置するラダックという地域で、共同作業に支えられた自給
自足の生活を営んできたコミュニティーが挙げられる。70 年代半ばにインド政府が外貨獲得のた
め観光目的でこの秘境を開放すると同時に開発が始まり、観光客が多く訪れるようになって、貨幣
経済が浸透した。そしてその結果、若者が都市部に流出し、伝統的コミュニティーは崩壊、自給自
足経済を維持できなくなり、貨幣経済への依存が始まった。自分達の文化に自信を無くし恥じるよ
うになっていったラダックの人々と共に、現在では NGO 団体や研究者が協力して、共同体の再興
や様々な問題に取り組み徐々に成果を上げ始めている。例えば、「エコロジカルな発展のためのセ
ンター」をつくり、ラダックの伝統文化の魅力を訪問者に紹介することなどを通して、自分達の伝
統文化の良さを再認識し、地域コミュニティーの再興に取り組んでいる 5。
日本でも高度経済成長期にラダックやブアイヤン村で起こっているようなことを経験してきた。
現在でも過疎や限界集落の問題が起こっていて、これに対して生き残りをかけて地域産品のブラン
ド化や里山の景観を生かした観光事業など地域の強みを生かした町おこしが行われてきた。二つ目
の例としては、ゼミ合宿で訪れた福島県二本松市の東和地区を挙げる。この地区では「ゆうきの里
づくり ] という取り組みが行われており、「少量多品種」、「桑畑」、「有機農業」等、東和に “ ある
途上国における経済発展と農村部の消費文化の変遷 ｜
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もの ” に着目し、それに磨きをかけることで独自性を生み出している。また、地元で取れた有機野
菜や特産品などを「道の駅」で売ることにより、特産品や野菜の生産、販売までを一貫して行うと
共に、様々な交流が広がり、「地域資源循環のふるさとづくり」が着々と進んでいる 6。
ラダックや二本松市の例から考察すると、ブアイヤン村が持続可能なコミュニティーを維持し続
けるためには、村人が村の伝統や独自性をしっかりと理解することが重要であると思われる。今年、

DISSOLVA では Arkitrek と共に Bio-cultural Heritage Centre の建築作業を行った。この施設は観光
客やホームステイとして訪れた人達にブアイヤン村の伝統を紹介することを目的とし、外部の人間
にブアイヤン村の伝統の価値を理解してもらうと同時に、村の人々が外国人の反応や対話を通して、
自分達の文化のどのような点が強みであるかを知ることができるという点で有意義である。また、
このように村の伝統的生活の価値を理解しながらも外の世界とつながりを持つために、セルフガバ
ナンスによるツーリズムなどを行い、雇用を確保し、若者の流出を防ぐことも重要である。
ブアイヤン村の村長の娘で、小売店の店番をしているパトリシアさんにインタビューを行い、村
で起きている消費文化の変化についてどう思うか、また今後、村の小売店の役割はどの様に変化す
ると思うか聞いてみた。パトリシアさんは「道路ができて、町への買い出しが増えても、小売店に
買いに来る村人はいるから、今まで通り営業は続けていきたい。町の消費文化が入ってくることは
構わないけれど、肌が露出した服装など、性的にふしだらな文化には不安を感じる。今後は村の伝
統文化を伝えるために、お土産物として、手作りの竹籠やラタン製品、村で採れる数珠玉で作った
ブレスレットや、町から入ってくる商品包装フィルムを再利用して編んだ小さなポーチなどを、村
に立ち寄る登山客や外国人来訪者に販売していきたい」と述べた 7。

7. 最後に
貨幣経済が主体の現代社会において、村に貨幣経済が浸透するのを完全に防ぐことは不可能であ
ろう。しかし、現在のブアイヤン村のように伝統的生活を主体とした自給自足の経済と貨幣経済の
両立を維持することは可能である。そのためには、村人と共に村の伝統の価値を再確認し、必要以
上の消費や貨幣の流入を防ぐ必要がある。もちろん、村人達が新しく便利な物を受け入れていきた
いという気持ちもわかるので、私達の考えを単に押し付けることはできない。しかし、外部の人間
が村のどういう魅力に惹かれてやってきているのかを伝え、村の価値を共に理解していくことは、
村人の選択肢を広げるという意味でも重要である。上記の Bio- cultural Heritage Centre を拠点とし、
今後の DISSOLVA の活動で共に村の伝統の価値を再確認できるような活動を行っていきたい。

注

1 Chong Han San and Low Ai Fuah, The Tamu: Sabah's Native Market, Opus Publications, 2008.
2 各企業ホームページより
3 手島恵美 (2011) ,「自由化に進み外資にも商機」、「アジア市場の今」JETRO
4 NKEA Wholesale and Retail - ETP Economic Transformation Programme
5 ヘレナ・ノーバーグ＝ホッジ 「懐かしい未来」懐かしい未来委員会翻訳 2011 年 2 月
6 「福島県二本松市ゆうきの里づくり」総務省
7 ブアイヤン村パトリシアさん（村長の娘）へのインタビュー（8 月 18 日実施）より

10 ｜ DISSOLVA 研究報告論文集

2013 年度

Sustainable Architecture

―非定住型住居と経済成長―

木村 智恵子

古くからボルネオ島の先住民族は自然から調達できる木や竹といった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。ボルネオ島における建築・暮らしの歴史を学び、
急激な経済成長によって変わっていく人々の様子を調査し、さらには失われていくかもしれない伝
統を守る持続可能な建築とは何かを探る。

1．ボルネオ島の先住民族と家 ―Long House―
マレーシア・ボルネオ島には昔から多くの先住民族が自然とともに暮らしていた。特徴的なロン
グハウスと呼ばれる住居では外敵から村を守るために村人や親戚同士が全員で一つ屋根の下で暮ら
していた。
ロングハウスの建築様式は熱帯地域である東南アジアにおいてよく見られる高床式であり、竹や
樹皮の床と壁を、木と太い竹、サゴヤシの幹の枠組みで支える形で建てられている。屋根はラタン
のつるで編んだサゴヤシの葉を重ね、大きく家を覆うことで日陰を増やし太陽の光や雨から身を守
っていた。屋根の下には屋根裏があり、先住民族文化では財産的な価値を持つ壺などが並んで置か
れていた。また、ロングハウスにはベランダ的な共有スペースが幅広く取られ、料理や漁業で使う
網の製作など生活にまつわる様々な用途で使われていた。家族毎の個別のファミリールームは共用
の廊下の側部に並んで設置されており、新しく世帯を形成する場合はロングハウスの一番端に同じ
く寝室、台所、廊下、ベランダを増築する。
ファミリールームでは竹や樹皮の間から隣の部屋が見え、プライバシーとはほとんど無縁の状態
であったが、ロングハウスに住む人々は決して孤独になることはなく、子供が生まれる瞬間や人が
死ぬ瞬間も村人全員で一喜一憂を共にしていた 1。
ロングハウスに暮らす先住民の中にはいつしか首狩
りという習慣も生まれていた。これはサバ州のドゥス
ン族・ムルット族、サラワク州のイバン族などに見ら
れる習慣で、結婚前の村の男子が敵対する村の人間を
討ち、その頭部を勇者の証として持ち帰るというもの
だ。持ち帰った頭部には精霊が宿るとされていたため、
魔除けの意味も込めてロングハウスの天井から吊るさ
れていた。
ロングハウスに住む人々のライフスタイルは非定住
型で、移動農耕の開墾のため、あるいは狩りの合間な
どに良くない前兆が続くと、村人全体でその土地を放
棄し新しい場所へ移動することを続けてきた 2。家の

（参照）
『ルングス族の四季』

Sustainable Architecture ―非定住型住居と経済成長― ｜

11

建材はすべて森で採れたものであるため、放棄された家はまた自然へと還っていくのだ。

2．ブアイヤン村の建築
我々が 8 月に DISSOLVA で訪問したブアイヤン村 は、サバ州のペナンパン地域のパパール渓谷
に位置する、山に囲まれた自然豊かな村である。ドゥスン族のこの村にもかつてロングハウスがあ
ったと伝えられるが、現在その名残はない 3。ロングハウスで今でも居住し続けているのは、サバ
州ではルングス族、サラワク州ではイバン族などに限られており、この村では数多くの家が世帯単
位で建っている。そのすべてにおいて高床式が基本となっている。村の家の建材はこの土地で採ら
れた木や竹である。かつては建材すべてが竹で賄われていたようだが、最近では竹よりも耐久性の
高い木材が好まれている。マレーシア政府の政策で 2012 年から 2013 年にかけて州都コタキナバ
ルから村へ続く道ができたことにより、街からの様々な新しい建材が流入しはじめている。
村の家は壁には木板が張られ、床には壁と同じ板または竹を割って開いたものを敷いており、屋
根には主にトタンが用いられている。台所に主に用いられている竹の床は、零れた水やほこりが床
下に落ちて溜まらないため、とても清潔かつ快適に過ごせるようになっており、熱帯地域によく合
った素材である。高床式 2 階建の家では 1 階部分が床・壁のないオープンスペースになっている家
もあり、物置や作業をするために使われている。各家には必ずといっていいほどベランダが設置さ
れている。これらはロングハウスのベランダと同じ役割を担っており、昔から続く生活には欠かせ
ないスペースであるようだ。村人たちは自分たちの家を古くから伝わる建築の技術や知識を用いて
作っており、必要であれば随時増築して暮らしている。
村には①伝統的な屋根以外すべて竹を用いて作られた家と、②他の木材を織り交ぜて作られた家、
さらには③政府から支給された学校や教員住宅が建っている。①の伝統的な家の例としては、建材
に竹のみを使用している家（サネム氏：写真 73 ページ）が村の中心部から少し歩いたところの山
沿いのとても見晴らしの良い場所に建てられている。例にもれずベランダが玄関を兼ねて作られて
おり、中は暗く涼しく過ごせるようになっていた。②村の多数を占めているのは竹と木を使った建
築である。車道から見た村の入り口付近、風通しの良い場所に建てられた家（ジャミス氏：写真

15 ページ）は村の中で一番新しいものであり、私が滞在した家であるが、他の家よりも機能的な
デザインを取り入れているように感じた。例えば、食事用のテーブルがつくりつけられたダイニン
グスペースと、炉のある台所スペースが壁で半分区切られたデザインになっており、いわばダイニ
ングキッチンと呼べる空間があった。街の建築のデザインを取り入れつつあるこの家でも、ダイニ
ングキッチンの床は竹でできていたり、炉が完備されていたりと村の伝統を用いている。村の中心
部にあるリサーチセンターも竹と木を使った建築であるが、他の家とは異なりシャワーやトイレが
家の内部に設置されている。これは近年増えつつある外国人来訪者に向けたデザインと考えられる。
③政府から支給された学校や教員住宅は村の住宅とは見た目が大きく異なり、街に建っている建築
物と大きな差がない。2013 年に新築された。壁には木ではなくモルタル板が使われ、床はコンク
リートでできている。街から村へ教員を招いているためこのようなデザインの建築物になっており、
今後このような「標準的な住宅」を農村部に普及させることを政府は公約している 4。それまで村
には無かったモルタル板は、日本の建築にも多く用いられている素材だ。耐久性はあるが年月が経
つと色あせ・色落ちや亀裂が入る恐れがあり、大きな亀裂は放置すると雨水の浸入などにより下地
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が腐朽してしまうため、メンテナンスが必要となってくる。腐食しやすいトタン屋根とともに、あ
る程度の時間が経ったら新しいものを購入するしかメンテナンスの方法がない素材である。

3．経済成長の中での変化と課題
ブアイヤン村を含め、ボルネオ島の村々の住居形態は、現在マレーシアの経済成長を受けて変化
の途中にあると言える。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。中央銀行は 2013 年 3 月、同年の実質 GDP 成長率が 5.0 〜 6.0％に
なるとの予測を発表した 5。 ブアイヤン村のようなドゥスン族の木造家屋にも、ルングス族のロン
グハウスにも変化が起きている。一つ目の特徴として、素材や構造の変化が挙げられる。屋根がヤ
シの葉からトタンの屋根に変化したことにより、日が照ると暑く雨が降るとうるさいといった問題
が出てきている。また、近年増えつつある「道路の整備」が山に住む人々の居住場所の選択に大き
な影響を与えている。二つ目の特徴として人口流出が挙げられる。道路の整備や近くに学校がない
というような理由、またはグローバル化の波にのまれて自給自足の生活ができなくなり職を求めて
という理由から村を出て都会へ行く人口が近年増えている。特に若者の人口流出は顕著である。ブ
アイヤン村でも、新しくできた道により長い時間トレッキングをしないと村へ入れなかった道のり
が、州都コタキナバルまで車で 2 時間と格段に短くなった。これにより村への外部からの介入が進
み、食卓には街で買ってきた食材が増えたり、電力がより多く長く使えるようになったり、インタ
ーネットを使って新しい音楽を楽しんだりと一年間で急激な変化が起こっている。これは将来的に
建築にも同じことが起こると考えられる。外部から入ってくる自然に還らない素材や半永久的に残
る素材を使い、伝統的な家のデザインや建築技術が廃れていってしまうのではないか。それに伴い
村での暮らし方も変わってくるのではないか。
実際に村に滞在してみて、大人よりも若者の方が街の暮らしへの変化に敏感であったように感じ
た。そこで村の若者へインタビューを行い、将来どのような家に住みたいかを聞き、絵を描いても
らった。現在でも学校のある時期は街へ出て暮らしているジブライアン君（写真 11 ページ）の将
来住みたい家は、高床式ではない、現在住んでいる村の建物とは見た目の違うものだった。トイレ
やシャワーも家の中に設置されており、家の傍には車のパーキング、家の中にはエアコンや衛星の
アンテナも用意されている。村の将来を担う若者たちは今までの村の暮らしよりもこういった街の
暮らしを望んでいるのかもしれない。
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。

4．持続可能な建築にむけて ―Arkitrek の活動―
今回 DISSOLVA が 8 月にブアイヤン村に訪れた際に、協同でプロジェクトを進めたのが参加型
の建築集団、Arkitrek である。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。
ブアイヤン村でのプロジェクトでは、Bio-cultural Heritage Centre（生物文化遺産の家）と呼ば
れる村人や外部から来た人々が一緒に村の伝統文化を学んだり実演したりするための場所の建設
Sustainable Architecture ―非定住型住居と経済成長― ｜
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を、DISSOLVA 学生 12 人と Arkitrek メンバーであるエディンバラ大学生の 15 人で行なった。とも
に、事前に合宿を通した自然学習を行い、持続可能な社会・地域とのかかわり・自然保護という三
点の大切さを学んでこのプロジェクトに臨んだ。

Bio-cultural Heritage Centre の基盤はコンクリートで固められ、木材にはエンジンオイル、竹に
はホウ酸塩を使った防腐処理が施され、普段村の建築では用いられていない新しい技術が活用され
た。これによって伝統的な家屋に比べ半永久的にその建築物が保たれるようになる。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、
昔から伝わる竹編みのパターンを壁に採用するなど民族・伝統的な暮らしに近い工夫が凝らされて
いる。
急速な経済成長を遂げているマレーシアでは、2006 年から始まった第 9 次国家開発計画において、
観光産業の開発は経済の高付加価値化、地域格差是正の実現を目指してきたが、コミュニティツー
リズム／農村観光・エコツーリズムも順調な成長を見せ、観光収入全体の約 10％程度を占めるま
でに至っている 6。近年はロングハウスが観光スポットとなり、村人と触れ合いロングハウスに宿
泊していく観光客が増加している。これはサバ州やサラワク州の観光事業として始められたものが
多数であるが、村人たちにとって新たな貨幣収入源となっている。このように農村観光が注目を集
める中、ブアイヤン村においても農村で暮らすエコツーリズム企画をして、今後多くの外国人来訪
者を迎えたいと考え始めている。村がこれからもこういった観光業をしていくのであれば、時代に
合い且つ彼らの伝統・文化を失わせない建築が今後の大きな課題としてなっていくのではないだろ
うか。なぜならそれが持続可能なコミュニティづくりに繋がる一歩と考えられるためである。

5．おわりに
本稿では、ボルネオ島の農村部におけるロングハウスの伝統から、現在の木造トタン屋根の家屋、
そして将来的なモルタル建築への変遷を概観し、急速な近代化によるメリット・デメリットについ
て考察した。将来的には、ブアイヤン村のような自給自足農業に頼るライフスタイルは、都市生活
に比べ相対的に厳しいものとなることが予想されるが、密林での生活に憧れる外国人来訪者に向け
た観光事業をおこすことで、貧困化と人口流出を食い止めることができるかもしれない。今後は、
エコツーリズムの資源という視点も考慮しながら、持続可能なライフスタイルを具現化する建築の
在り方について、さらに考察を深めていきたいと思う。

注
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Owen Rutter, The Pagans of North Borneo, Hatchinson & Co., 1929, p. 67.

Barisan Nasional <http://www.barisannasional.org.my/en/node/185>

ジェトロ世界貿易投資報告 2013 年度版
宗像 朗「第 5 章 地域振興の制度構築における住民主体の意義―マレーシア・サバ州ティナンゴール村
のロングハウス農村観光の事例」
『地域の振興 ̶制度構築の多様性と課題̶』2009 年，p.147.
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自然保護区バッファーゾーンにおける水質汚泥管理
喜多 伸太朗

現在、マレーシアは急速な経済発展をとげており、その影響は自然保護区に囲まれたバッファー
ゾーンにあるブアイヤン村にも届き始めている。2013 年よりブアイヤン村と町をつなぐ「道の整
備」が行われ、村と町との車での行き来が可能となった。石油など「化石燃料の導入および電力の
普及」が始まり、村全体が変化の過渡期にある。このような現状のもと、ブアイヤン村における持
続可能な水質管理・汚泥処理について焦点を当てていく。
自然に囲まれたブアイヤン村は伝統的な生活スタイルで持続可能な生活を実現している。インフ
ラに関しては、上水道は簡易なものが整備されているが、下水道はまだ未整備である。基本的に、
生活排水・排泄物は山・川といった自然の浄化作用により処理がなされている。現在は、人口が少
ないため生活排水・排泄物の量が自然の許容量内に収まっていると思われるが、人口が増える事で
許容量に限界がくると予想される。
マレーシア全体ではインフラの普及は、政府の政策により 4 項目（①道路の整備、②電力の普
及、③飲み水の供給、④住宅建設および補修）に重点が置かれ進められている。道路整備は前述の
とおり、密林の奥地まで未舗装林道の建設が着々と進んでいる 1。電力の消費量は増加傾向にあり、

1980~2010 年に、農業を除いた商業・運送・産業・住宅の４項目において多いものでは７倍に電力
の消費量は増えている 2。上水道の普及率は約 90% と高いが、下水道に関しては低く、直接川に汚
泥・汚水を流している事が多い。上下水道・トイレをはじめとした衛生設備改善の必要性がうかが
える。

1．伝統的なトイレ
発展途上国における水の供給・トイレはどのようになっているのか。多くのアジア・アフリカの
農村部ではトイレを用いる習慣がない。例えば、東ティモールの農村部では人口の 77% が衛生的
なトイレを利用できておらず、5 歳未満の子どもの 5 人に 1 人が下痢を患っている 3。マレーシア
のサラワク州でも、十分な水の供給と適切な衛生設備が欠如しており、毎年 1.9 万人の子供が下痢
により亡くなっている 4。トイレに流す水やお尻を洗う水を得るため、1 時間以上かけて水を運ん
で来なくてはならない地域もあり、そのために学校に行けない子どももいる。
このような現状に対して、ボランティア団体による「しみこみ式トイレ」の提供が増えており、
政府も住民による新規購入に補助金を出している。「しみこみ式トイレ」とは、排泄物を水でパイ
プを通じて底のないタンクへ流し、水分は地中にしみ込ませ、固形分は溜め込む方式である。導入
された事例としては、学習院大学「GONGOVA」によるタイのバンホエヒンラート村、学習院女
子大学「ラオス国際協力研修」によるラオスのノンヒカオ村等があげられる。これらの村でも、も
ともとトイレを用いる習慣が存在しない。ラオスのノンヒカオ村では、畑や森で用を足し、トイレ
ットペーパーは木の枝や葉っぱを用いて代用をしていた。二つの団体の報告書にはそれぞれ、「し
自然保護区バッファーゾーンにおける水質汚泥管理 ｜
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みこみ式トイレ」導入がトイレ使用の習慣化・衛生面の改善の効果があるとの記述がある 5。確か
に、トイレ使用の習慣化・衛生面の向上という現状の課題へのアプローチとしては有効であったか
もしれないが、将来的に使用し続ける事を考慮すると、排泄物をためるタンクには限界がある事、
水を使用しなければならない事、タンクの補修作業といった課題が残るのではないだろうか。

2．ブアイヤン村の変化
以上の、発展途上国におけるトイレ事情を踏まえた上で、ブアイヤン村の現状と変化に焦点を当
てる。私は昨年度も DISSOLVA に参加しブアイヤン村を訪れたが、ブアイヤン村を昨年度と比較
した際に、「電力の普及」による就寝時間が遅くなった事、車による町への買い物が可能になった
事、政府補助金による「しみこみ式トイレ」の導入などが挙げられる。これらは、冒頭でも述べた
たが、「道の整備」により資材の導入が可能となったため引き起こされた。これらの変化を考慮し
たうえで、インフラの観点からブアイヤン村の現状について改めて考えた場合、3 つの問題が起こ
ると考えられる。
一つ目は人口の増加である。二つ目は生活排水の垂れ流し、三つ目は「しみ込み／溜め込み式ト
イレ」についての問題である。車による、資材の導入が可能になった事から、生活インフラの整備
などが進んだことにより周辺村落から人口が流入した。短期訪問者も増加し自然の汚泥水質浄化限
界を超えるのではないだろうかと懸念される。政府が推奨している汚水汚泥処理技術を受け入れる
事が、逆に現在の「持続可能な生活スタイル」から遠ざける事になるのではないだろうか。
これらの事から現在の「しみこみ式トイレ」では先ほど述べた将来的に使い続ける事が出来な
い点に加え、ブアイヤン村の発展に伴う変化にも適応することが困難だと思われる。上記の課題
解決のために、将来的に使い続ける事のでき、かつ自然を利用することで村の発展に適応するこ
とが可能な汚水汚泥処理方法を模索したい。私は事前調査をする中で「バイオマストイレ」がブ
アイヤン村に適しているのではないかと考えた。また、ブアイヤン村で出会った建築家の卵であ
る Hayden White は、村をよりよい自然環境へと変えることの出来る持続可能な水質浄化管理方法

Phytoremediation System について提案してきた。ここでは、これら 2 方式を検討し、持続可能な
「水質汚泥管理」を模索してゆく。

3．提案１：Phytoremediation System
現在、ブアイヤン村において下水道は整備されておらず生活排水は垂れ流し、汚泥はためこみの
状態となっている。今後、人口が増加し、生活排水・汚泥の量が増加した場合、自然への負担が
際限なく増え、また衛生的にも問題があると思われる。解決策の一つとして、Hayden が提案して
きた持続可能な技術が、生活排水・便所排水の毒素を浄化するために用いられる Phytoremediation

System である。
Phytoremediation System では、汚れた水は 3 つの過程を通過させることで浄化される。第一に汚
水を数回、微生物のいるタンクに通す事で分解する。この段階では、水と固形物を分けることが主
な目的である。第二に残った水を葦植物のコロニーに通す。葦植物は有害な物質を吸収する能力が
あるため、有害物質を除去。この過程も、数度繰り返す。この段階を繰り返すことで水は浄化され、
最終的には飲む事が出来るようになる 6。
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ここで、BOD（生物化学的酸素要求量）、微生物が有機物を分解するために必要とする酸素の量
を考慮しなければならない。この値が高い場合、有機物が多すぎ、水中の微生物が必要とする酸
素量が過剰、すなわち酸欠状態になり、生物が生きる事が出来ない、水が腐っている状況を表す。

BOD 値は少なくとも約 70mg/L 辺りまで下げる必要がある。
このシステムをどのようにブアイヤン村へ適応させるか。自然に近い処理システムにするため、
川にある石とコンクリートで「Ｔ」の形をした水路を作成し、砂利を敷き詰め上で、生活排水・排
泄物を流す。固形物は T のカドにぶつかり、水だけがそののち進む。固形物は砂利底に沈み、浄
化された水はその後のシダ植物のコロニーを通る。水はいくつかのコロニーを通り、最終的には浄
化された水が沼にたまる仕組みになっている。このデザインは、独立した循環式のシステムであり、
タンク→コロニー→沼のサイクルとなっている。最後の沼で、BOD 値の測定など水質調査を行う
必要があるが、ここではシステムがうまく機能したかどうかを、魚で判断をする簡易方法が考えら
れる。水が強いアルカリ性・もしくは酸性であった場合、魚は生きることが出来ない。村人がシス
テムを完璧に理解していなかったとしても、魚の生死でそのシステムの成否について判断する事が
可能である 7。
４. 提案２：バイオマストイレ
現在、ブアイヤン村のトイレはしみこみ式であり、大きな穴を掘りその場所にタンクを埋め排泄
物はその中へためている。しみこみ式トイレは、人口が増えると処理が追いつかなくなる点が課題
である。導入後 10 年以上経過したサラワク州の農村の例では、タンク上部から汚水があふれ出し、
悪臭が発生するという問題が起きている。今後ブアイヤン村でも使用年月が経過したら、同様の問
題が起きると予想される。これらの現状を踏まえ、水を使用せず自然に囲まれた場所で用いる事に
適した「バイオマストイレ」を提案する。
バイオマストイレとはエネルギーを用いない循環型トイレシステムである。おがくず・もみが
ら・わらを便器・または便器の下のタンクの中にしき、微生物が屎尿を分解するシステムである。
屎尿とおがくずは最終的には堆肥へと変わるため、生成した堆肥を定期的にかき出せば利用し続
けることが可能である。特徴として水を使用しない点が挙げられ、日本では、山小屋のような、水
道・電気・ガスといったインフラの整備が完全ではない場所で利用されており、富士山の御殿場口
にある 6 つのうち 5 つはバイオマストイレが導入されている。もう一つの特徴は土壌改良として、
人間の排泄物を有効利用できる事である。特に尿を分離して溜めるシステムの場合は、肥料源とし
て尿の使用が可能である。尿は、窒素 80％ 、リンの 55％およびカリウム 60％を含有し、排泄物
にくらべ病原体が少なく、いずれの作物にも安全に使用することが可能である。トイレを用いる習
慣がなく、「焼畑」を主とした農村である事を考慮した場合、バイオマストイレはブアイヤン村に
適しているのではないだろうか。

5．ブアイヤン村でのインタヴュー
ブアイヤン村滞在中に村で司祭をしているジュリウス氏と村の若者リーダーであるレイモン
ドさん、そして前述の Hayden にバイオマストイレおよび Phytoremediation System についてイン
タヴューを行った。レイモンドさんにこれら 2 方式についてどのように思うかを質問したところ、
自然保護区バッファーゾーンにおける水質汚泥管理 ｜
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「Phytoremediation System はシステムが複雑なため、バイオマストイレのほうがシンプルでわかり
やすい。」といった回答を得た 8。ジュリウス氏にバイオマストイレの質問をしたところ「バイオ
マストイレは写真を見てシステムの仕組みがわかる。このようなシステムが村に適しているのなら
ば、こちらを用いるほうがいいのかもしれない。使ってみてもいいと思うがまずは実物を見てみた
い」といった回答を得た 9。将来的な観測に基づき冷静に新方式を検討しようとする態度が見られ
た。前述のサラワク州の農村の例でも、バイオマストイレの導入に村人の多くが積極的な態度を見
せていた 10。しかし Hayden からは「バイオマストイレは二酸化炭素の排出量でみると現状維持の
方法であり、ベストな方法ではない。現在、地球は温暖化しており、二酸化炭素を積極的に削減す
る努力が必要である。そのため、自然の治癒能力をうまく利用した Phytoremediation System で二
酸化炭素を取り込み、酸素量を増やす努力をすべきだ」との回答を得た 11。地球環境全体に視野を
広げ、元来自然がもつ治癒能力を高める工夫に可能性を見出す考え方であった。
６．最期に
今回、ブアイヤン村の現状を踏まえたうえで、バイオマストイレ・Phytoremediation System につ
いて村人・建築家の意見を伺った。バイオマストイレについては、村人からはシンプルで分かり
やすいといった意見がでたが、Hayden が指摘したように、持続可能ではあるが、自然環境にプラ
スの影響を与える事が出来るわけではない。この点は、今後の研究で考慮すべきだろう。人口増
加・処理能力に加え、トイレの普及・習慣化、村で調達できる資材などを考慮した場合、どちら
の方式が適しているだろうか。また、今後人口が増加した場合、食料の消費量も増えると思われ
るため、肥料を生成するバイオマストイレが村の発展に貢献できるのではないだろうか。今後は、

Phytoremediation System の利用例などを調査し、試験的な導入を通じて、持続可能なトイレの使用
について研究を進めていきたい。

注
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Barisan Nasional <http://www.barisannasional.org.my/en/node/185>
Malaysia Energy Information Hub< http://meih.st.gov.my/home>
ネピア 千のトイレプロジェクト <http://1000toilets.com/>
NKEA Wholesale and Retail - ETP Economic Transformation ProgrammeHeidi Kristensen, What Influence
Peopleʼs Willingness to Install Compost Toilets? : A Case Study from Sarawak, Malaysia, 2008.
5
学習院女子大学ラオス国際協力研修報告書 2008 年度；学習院大学 GONGOVA 活動報告書 2010 年度
ブアイヤン村 Hayden White（Arkitrek メンバー）へのインタヴュー（2013 年 8 月 14 日実施）より
White インタヴュー（2013 年）
ブアイヤン村レイモンドさん（若者リーダー）へのインタヴュー（2013 年 8 月 15 日実施）より
ブアイヤン村ジュリウス氏（ボランティア活動指導者）へインタヴュー（2013 年 8 月 18 日実施）より
Kristensen, 2008.
White インタヴュー（2013 年）
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野生動物の狩猟と保護から見る自然との共存
石田 純

密林の繁るマレーシア・サバ州において狩猟は古くから続く伝統であり、生活資源確保のために
必要な活動である。現在日本では、全国各地でシカやイノシシなどの野生動物による害獣被害が、
年々急速に増加していっているが、このことはそもそも日本人が狩猟の伝統を放棄し、野生動物
保護が政策的に厳格になされるようになった結果であるといえる 1。本稿では . 日本とマレーシア・
サバ州での野生動物管理に対する認識を比較し、また、サバ州の自然保護区域・狩猟に関する法制
度の変遷を理解した上で、現在のサバ州、特に自然保護区に囲まれたパパール渓谷付近の密林にお
ける伝統的な自然との関わり方を維持していくことの重要性を述べていきたい。

1. サバ州における自然保護活動
自然・野生動物保護活動の一環として、サバ州では 1984 年に Crocker Range Park と呼ばれる自
然保護区域が、サバ国立公園政権下の元で設立された 2。それにより、自然保護区域内に住む村の
人々は、強制的に移住を余儀なくされ、さらに生活に必要な森林資源なども確保できなくなったり
といった問題が発生するようになった。このように先住民族たちの生活様式を無視した自然保護政
策では、持続可能性は生まれにくくなる。そこでこの問題に対して、日本の国際協力機構である

JICA（Japan International Cooperation Agency）は、サバ州政府と国立サバ大学と共同して、BBEC
（Borneon Biodiversity and Ecosystem Conservation）プログラムを発案した 3。

BBEC の基本的な全体目標は、「包括的かつ持続的な保全体制・システムを構築・強化すること
により、サバ州の生物多様性・生態系を保全する」である。具体的な内容としては、2002 年から

2007 年の 5 年の間に技術支援を行うフェーズⅠ、2007 年から 2012 年の 5 年の間に政策支援を行
うフェーズⅡの 2 段階設定となっていた。前述した Crocker Range Park 設立によって発生した問題
に対しては、フェーズⅡで政策支援が行われた。支援の一環として、2009 年にサバ州生物多様性
センターを筆頭に JICA を含む約 20 機関が構成メンバーちばって CRBR（Crocker Range Biosphere

Reserve）ユネスコ登録推進委員会を設立した。ユネスコの MAB（Man And Biosphere）プログラム
に沿ったゾーニングや約 400 の村落コンサルテーションの実施、保護区とバッファゾーンの 2 つ
を組み合わせた自然保護区の管理、地域住民を巻き込んだバッファゾーンの里山管理がユネスコ登
録推進政策の内容であった。

2. サバ州での狩猟制度
サバ州において狩猟は、古くから続く伝統である 4。農村部の家庭では、イノシシやシカなどの
捕獲が主なタンパク源摂取の方法で、年間平均 120kg もの野生動物の肉が消費されている。しかし、
それ以外にもスポーツや商業などのために、都市部の人が狩猟を行うことが多く、狩猟者たちは保
護動物とは知らずに、野生動物たちを次々と捕獲していってしまった。この問題に対して、サバ州
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観光文化環境省の野生生物局は 1997 年に Kampung Hunting Licenses と呼ばれる狩猟免許制度を制
定し、狩猟管理政策を進めた 5。

2008 年頃になると、ゴムや油ヤシのプランテーション内の道を利用して自然保護区に不法侵入
し、野生動物を捕獲する密猟問題が発生するようになった 6。この問題に対して、マレーシア政府
は一時的に狩猟免許を全面的に停止し、さらにはプランテーションの管理者にフェンスを設置する
などの密猟者の侵入防止対策を徹底させた。この狩猟免許停止政策は、狩猟しないことによる収入
の損失よりも、野生動物の密猟による損害の方が重大だとみなされたため、実施されたものである。
さらに 2010 年には、野生動物保護に関する法律が施行され 7、それによれば、猟銃を使用した
狩猟を行う許可を得るためには、1960 年施行の猟銃法の下で発行された猟銃許可証を所持し、そ
の上で狩猟の申請をしなければならない。また、狩猟免許無しに狩猟を都市部の人が行った場合、

5 万リンギット（150 万円程度）の罰金または 2 年間の懲役処分が科せられる。この法律は先住民
の人々にも適用され、違反した場合、1 万リンギットの罰金または 6 か月の懲役処分となっている。

3. パパール渓谷での狩猟
次にサバ州の西部に位置し、ブアイヤン村やカランガーン村、その他周辺の 7 ヵ村によって構
成されたウルパパールと呼ばれる渓谷地域における狩猟の現状について説明していく 8。
ウルパパールでは道が整備されていないため、そこで暮らす先住民は狩猟以外の方法で新鮮な肉
類などを得ることが困難であった。そこで、オランウータンなどの絶滅危惧種の野生動物は捕獲し
ない決まりの下、必要に応じて狩猟を行ってきた。2010 年以降野生動物保護法により制限が厳し
くなったためウルパパールの村々は、多くの野生動物が生息している密林の保護と、狩猟ゾーンの
設立、農作物に被害を与えるイノシシなどの特定の野生動物を捕獲する許可を求めている。こうい
った要求を実現するために、村々のリーダーが連携し、村人による狩猟を管理しつつある。政府の
特別例外措置によりバッファゾーンでの狩猟が許可されれば、村人同士での猟獣肉の売り買いも可
能になるだろう。しかし、現状問題として挙げられるのは、漢方薬の原料となるため商業価値の高
い絶滅危惧種の密漁が進んでいることである。こういった違法な狩猟は都市部の人によって行われ
ることが多く、さらに Kaiduan ダムの建設計画も密漁を助長している。

4. ブアイヤン村の狩猟方法
ウルパパール地域に位置しているブアイヤン村では、どのように狩猟を行っているのか知るため
に、村の若者であるケントさんにインタビューを実施した 9。
ブアイヤン村での狩猟目的は、食糧確保である。狩猟を実行する頻度は、食糧が必要になった時
に行う程度であるが、平均すると月に約 5,6 回の頻度である。半日もしくは 1 日中、山にこもって
狩猟を行う。狩猟の手順としては、村で放し飼いされている犬を連れて獲物を見つけさせ、その獲
物を猟銃・竹などを用いて仕留める。主に捕獲されるのはイノシシ・シカ・ジャコウネコ・オオト
カゲなどである。捕獲した獲物は、小型の場合、家族内のみか或いは隣接した家の人たちで分かち
合い、大型の場合、より離れた家の人たちにまで分配される。このように、ブアイヤン村の狩猟は
自分たちの食糧を得るための狩猟であるが、今では、自由気ままな狩猟に変わっていたという印象
が見て取れる。
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5. パパール渓谷でのタンパク源確保の多様性とその問題点
前述のとおり、ブアイヤン村では食糧確保のための狩猟が行われている。ブアイヤン村での動
物捕獲量を表示すると、イノシシ =27.9%、ジャコウネコ =18.6%、マメジカ =15.7%、ボルネオ
ホエジカ =9.9%、センザンコウ =5.8%、ブタオザル =8.1%、ボルネオテナガザル =2.9%、その他

=11.1% となっている 10。なぜ未だにそういった狩猟が習慣化されているのだろうか。それはウル
パパールにおいて、動物の肉などのタンパク源は現在も貴重だからである。そうしたウルパパール
地域におけるタンパク源確保の多様化に繋がるであろう活動例をいくつか紹介する 11。
一つ目は畜産での活動である。ウルパパールでの畜産とは一般的に食糧確保のために水牛・豚・
鶏といった家畜を育てることを指すが、収穫祭・結婚・クリスマス等の祝い事に利用するために家
畜を育てる場合もある。しかし、ウルパパールの地形は、畜産にあまり適していない土地が多いと
いう問題点もある。放牧の場所が限られ、家畜同士の草地の奪い合いや家畜のストレスによる病気
の発生に繋がっている。このため、家畜の育て方に関して政府から専門的な指導を受け、さらに広
く快適な草地を作り出すことが今後の畜産の課題となっている。
二つ目は養殖池での活動である。ウルパパールの養殖池は、個々の村人によって管理されており、
養殖池の清掃や建設は個人責任で行われている。村の食糧・収入増加のために既存の養殖池の拡大、
あるいは新たな養殖池の建設が試みられているが、そのためには多くの人的資源や時間を要する。
町から建設資材を輸送するための費用は高く、魚を育てるのに必要な知識や経験を積んだ人材も不
足している。鳥類に育てた魚を捕食される危険性もある。これらの問題を解決するために、村人同
士が協力しあうことが重要で、さらに政府からの費用援助も重要である。
三つ目は農業での活動である。ウルパパールにおいて農業は、主要な食糧源であり植物性タンパ
ク源でもある。現在では伝統と現代的手法を融合した道具や実践方法が取り入れられ、農薬使用か
ら有機肥料への転換、土地を耕すための機械の購入が進められている。
四つ目は漁業での活動である。パパール川は、水そのものが良質で生物多様性にも恵まれてい
る。そこに生息する川魚を捕獲する手段としては、鉄の重りの付いた網を川魚めがけて投げ、網に
かかったところを捕獲したり、夜中に眠って動かない川魚をそのまま手掴みで捕獲する方法がある。
また、かつては爆弾や毒を使用した漁法も存在していたが、現在においては禁止行為とされている。
しかし、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違法漁業者が、現在問題視されて
おり、この現状に対しウルパパール村々は、水産局や王立警察との連携の強化、さらにコミュニテ
ィベースの漁業管理システムである Tagal システムを取り入れている。

6. 考察
現在日本では、全国各地でシカやイノシシなどの野生動物による「害獣」被害が、年々急速に増
加していっている。日本の狩猟は害獣駆除を目的としており、10 月から 3 月末の期間中に行政か
らの要請が入った場合のみ行われる 12。被害額が最も高いシカやイノシシなどの草食獣を捕獲する
ことが多く、捕獲した獲物は、大抵の場合遺体を土に埋めることにより処分するが、狩猟者の中に
は解体した肉を調理し食べる人もおり、捕獲したシカやイノシシの料理を地域活性化に利用する地
域も存在する 13。それに対し、ブアイヤン村の狩猟は自分たちの食糧を得るための狩猟である。必
要な量だけを捕獲するため、乱獲は起こりにくく、反対に動物たちは捕獲をおそれて人里に近寄ら
野生動物の狩猟と保護から見る自然との共存 ｜

21

ないため、驚くことに日本のような野生動物によって引き起こされる被害は見受けられなかった。
野生動物を害獣と認識する観念そのものがなかった。
このように野生動物や自然との関わりを日常的に行っている点が、日本とは違ってブアイヤン村
において害獣被害が発生しない大きな要因になっている。反対に経済発展を遂げた弊害として、多
くの地域が自然と隔離された生活を送っている現在の日本では、害獣被害が深刻化している。ウル
パパールのきまりでは、狩猟は野生動物の個体数を考慮した上で行うとされているが、実際はそう
いったことまで考慮して狩猟をしているといった印象は、ブアイヤン村でのインタビューを通して、
あまり感じられなかった。なので、ブアイヤン村のような近代化しつつある村では、猟銃を使った
狩猟による乱獲をふせぐため村人たち一人一人が意識を高めて自制することが重要になってくるの
ではなかろうか。先住民の伝統的な里山管理能力を無視して、一律的に厳しい狩猟管理政策を進め
れば、バランスを欠いた動物個体数の増加を促し、いずれは日本と同じように「害獣」被害が発生
するようになるだろう。
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パーム油産業における外部性の内部化と持続可能な開発
石橋 成美

ボルネオ島の北東部に位置するマレーシア・サバ州は、7,611,500 ヘクタールという北海道ほど
の面積の中に、世界で最も豊かで多様な生態系を有する地域である。標高 4,095 メートルのキナバ
ル山や、全長 560 キロメートルのキナバタンガン川を筆頭に、コーラル・トライアングルと呼ばれ
るサンゴ礁海域や、ハート・オブ・ボルネオと呼ばれる熱帯雨林が州全体を包み込んでいる。これ
らの生態系サービスは近年エコツーリズム資源として注目を集めているが、サバ州を訪れる観光客
が最初に直面するのは、車道の両側に広がるアブラヤシ（oil palm）のプランテーションである。秩
序的に配列されたプランテーションは、経済、開発、産業、貿易といった無機質な様相を帯びてお
り、当初のイメージとは対極的な印象を観光客に抱かせていく 1。このオイルパームを原材料とす
るパーム油産業は、サバ州における輸出額の 36.9 パーセント、GDP の 25 パーセントを占める主
力産業であるが、当該産業の発展は、森林破壊、大気汚染、水質汚濁、土壌侵食といった環境問題
と表裏一体であり、エコツーリズム産業の利益と本質的にトレードオフの関係にある。州政府は、
希少資源の効率的な配分による両産業の共存可能性を模索しているが、昨今のバイオ燃料ブームに
よるパーム油の需要増によって開発への圧力は強まるばかりである 2。本稿では、このような開発
と環境のトレードオフを克服するために超国家的枠組が重要である点を強調するとともに、その枠
組から企業が逸脱しないためのインセンティブを設計することが現在的な課題となっている点を検
証する。
パーム油の市場構造と日本におけるパーム油産業の位置付け
パーム油は、非常に多用途な植物性油脂であり、食品のみならず、洗剤、化粧品、バイオ燃料に
も用いられる優秀な一次産品である。また、圧倒的な生産性も兼ね備えており、代替品となる大豆
油の 10 倍以上の単収を誇っている。このように、パーム油はその用途の多彩さと圧倒的な生産効
率性によって、現在では世界で最も多く生産される植物性油脂として、確固たる地位を確立してい
る。主要生産国としては、インドネシアが 31,000,000 トン、マレーシアが 19,000,000 トンと特出
しており、2 国で世界生産量の 89 パーセントを占めている。現在では、オイルパームの栽培に適
した赤道線上の東南アジア、アフリカ、中南米諸国においてもプランテーションの開発が加速し
ている。また、主要消費国は、インドが 9,144,000 トン、インドネシアが 8,501,000 トン、中国が

6,579,000 トン、EU が 5,585,000 トンとなっており、昨今の世界的な人口増加やアジア諸国の所
得水準の上昇、バイオ燃料の需要増大などによって、需要は拡大の一途をたどっている 3。
日本におけるパーム油の年間消費量は 620,000 トンと年々増加傾向にあり、消費量の 85 パーセ
ントが食用油脂として使用されている。パーム油は、日本の植物油脂市場において、大豆油、菜種
油に次ぐ第 3 位の消費量を占めており、パーム油市場の今後の成長性は日本においても目を見張る
ものがある。パーム油は、我々が普段購入しているスーパーマーケット製品の 50 パーセント以上
パーム油産業における外部性の内部化と持続可能な開発 ｜
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に使用されるほどに我々の生活と密接に関与しているにもかかわらず、パーム油およびパーム油産
業の日本における認知度は極めて限定的なものにとどまっている。
この原因の一つは、マレーシアの経済発展においてパーム油がもたらした影響が、当該国の他産
業に対して過小評価されている点にある。当該国の輸出用一次産品は植民地時代からのゴムと錫が
一般的であり、第二次世界大戦後の独立を契機に、輸入代替工業化から輸出指向型工業化という一
連のプロセスを経て、自動車産業や ICT 部門などの工業化を達成したとされることが多い。しかし、
それは中国やアジア NIEs における発展論の系譜であり、全てがマレーシアに該当するわけではな
い。どちらかといえば、マレーシアの経済発展はスミス的な余剰はけ口論によるものであり、北米
の主要産品理論に基づく資本の本源的蓄積によって、直接的に輸出指向型工業化に移行したとする
議論がより適切である。この文脈では、オイルパームが輸出用主力一次産品として重視され、多国
籍企業を巻き込んだ国家主導型の開発戦略が当該産業の急速な発展と密接な関係に位置付けられる。
本稿ではこの視点に基づき、マレーシア政府による上からのキャッチアップ型工業化と多国籍企業
によるアグリビジネス戦略の両面からパーム油産業の発展を概観する。
グローバル経済とパーム油産業
大航海時代以降、東南アジアにおけるイギリス―オランダ間の植民地抗争は本国における英蘭戦
争と並行的に進められていたが、1824 年の英蘭協約によってイギリス領海峡植民地とオランダ領
東インドの国境線が確定され、現在のマレーシアとインドネシアの原型が形成された。産業革命を
経験したイギリスは安価で大量生産可能な綿織物や工業製品に対して比較優位を有したため、海峡
植民地および英領マラヤでは、ゴム、錫、コーヒー、茶などの一次産品に特化したモノカルチャー
経済が形成され、東インド会社の貿易独占権廃止とともにヘクシャー＝オリーン・モデルにみられ
るような比較優位に基づく国際貿易体制が構築された 4。この時期にサイム・ダービー、ハリソン
ズ・アンド・クロスフィールド、ガスリーといったイギリス系代理商館が相次いで参入し、後にパ
ーム油産業を牽引する民間エステート企業の基盤が形成された 5。
一方、19 世紀後半に「世界の工場」となったイギリス本国では、蝋燭の原料および機械の潤滑
油をはじめ、バターの代替品として開発されたマーガリンや、工場労働者の公衆衛生上の問題から
需要が高まった石鹸、そして富裕層の審美的関心に応じた高級化粧品などの原材料として、パーム
油が注目されるようになった。南北戦争期のアメリカでは既にプロクター・アンド・ギャンブルの
アイボリー石鹸が普及していたものの、ヨーロッパにおいてはリーバ・ブラザーズのサンライト石
鹸が嚆矢であり、マーガリン・ユニや、化粧石鹸ラックスなどにみられるように、植物油脂を企業
のコア・コンピタンスと位置付けた点で特徴的であった。19 世紀後半のアフリカ大陸では、大西
洋三角貿易における奴隷貿易の禁止以降パーム油の輸出が拡大しており、ユニリーバの創業者であ
るウィリアム・リーバは、20 世紀初頭には原産国であるナイジェリアおよびベルギー領コンゴに
おいて大規模プランテーション開発を推進した。当時のナイジェリアにおいて、オイルパームは小
規模個人栽培が主体であったが、ユニリーバ傘下の連合アフリカ会社（UAC）の形成とともに鉄道
網の整備や港湾開発が行われ、黒人奴隷を大量に投入するプランテーション経営体制へとシフトし、
製造工程における技術革新を経て世界最大のパーム油供給国となった。
しかし、「アフリカの年」以降、アフリカ大陸においてコンゴ動乱やビアフラ戦争などの政情不
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安が高まる中でオイルパームの生産が伸び悩み、一方でマレーシアの労働生産性がゴム栽培におけ
る学習効果を経てナイジェリアに優越するようになっていた。また、アメリカの合成樹脂産業の脅
威を鑑みたマレーシア政府が主要産品を天然ゴムからオイルパームと転換させる計画を発表した際
に、業務用食用油脂の需要が増大しつつあったヨーロッパのパーム油関連企業との利害が合致した
ことによって、1960 年代にオイルパームの主要生産国はマレーシアへとシフトした。
マレーシア政府の開発政策とパーム油産業の急速な拡大
マレーシア政府は 1956 年に創設した連邦土地開発庁（FELDA）を開発政策の中心に位置付け、
土地開発によって遊休資源を最大限利用し、比較優位性を持つオイルパームのプランテーションを
拡大する政策を進めた。マレー人入植者は付与された土地で外貨獲得のための輸出用一次産品と
してオイルパームを栽培し、工業化のために必要とされる資本の本源的蓄積に貢献した 6。そして、
このような FELDA の開発スキームは、1971 年の新経済政策（NEP）による外資系多国籍企業の国
有化政策によって、より一層強固なものとなっていった 7。マレーシア政府は、貧困撲滅と国内人
種間の格差是正を目標とするブミプトラ政策を推進し、企業の株式保有率をマレーシア資本 70%、
外国資本 30% とする 70:30 の原則にしたがって外資系企業を国有化した。この過程で、イギリス
系民間エステート企業は、国営企業公社（PNB）によって再編され、パーム油産業における主要な
プレーヤーとして位置付けられた。また、マレーシアではアフリカ大陸のオイルパームより生産性
の高い Tenera 種が最初期から投入され、マレーシアパームオイル研究所（PORIM）による継続的
な研究開発投資による技術革新も相まって、年々単収を向上させていった。
このような政府主導型の開発戦略によって、マレーシアにおけるオイルパームの作付面積は独立
後の 20 年間で 10 倍以上に拡大し、パーム油の輸出量も 500,000 トンから 2,400,000 トンへと上昇
した。1982 年には世界輸出の 85 パーセントを占めるまでに成長し、世界最大のオイルパーム生産
国となった。そして、パーム油産業の上流部門において独占的地位を確立したマレーシアの民間エ
ステート企業は、1980 年代以降、従来ヨーロッパ企業によって行われていた搾油・精製部門や油
脂化学部門といった下流部門へと垂直的成長をはかり、一連の産業連関を垂直統合することでアグ
リビジネス部門における国際的プレーヤーとして影響力を強めた。
このようなマレーシアにおけるパーム油産業の発展は、上流部門の生産性や下流部門の技術力に
関して、ガーシェンクロンの「後進性の利益」によるところが大きかった。また、このようなキャ
ッチアップ型工業化は、ルイスの二重経済モデルにみられるようなマレー人労働力の工業部門への
移転を伴う形で行われ、プランテーション部門の労働力は安価なインドネシア人移民によって補完
された。ここで重要な点は、マレーシアがオイルパームを栽培する原材料供給国から、加工・精製
部門を担う工業国へと発展した点にある。貿易統計では植物油脂と日用消費財は別々の製品に分類
されるため、オイルパーム作付面積の爆発的拡大にもかかわらず、植物油脂輸出量の総輸出量に対
する割合は相対的に低下している。これは、パーム油産業の成長以上に資本集約的な重化学工業が
拡大していったことを示すものであるが、パーム油産業内における構成品目の変化による影響も少
なからず受けているものと考えられる。これがマレーシアの経済発展においてパーム油産業が過小
評価される原因の一つとなっているという点はマレーシア経済を理解する上で重要である。
パーム油産業が成長期から成熟期へと移行する 1990 年代以降は、FELDA のアグリビジネス部
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門の民営化や、民間エステート企業の大型合併、シンガポール資本によるマレーシア企業の買収と
いった企業編成の活発化によって、パーム油関連企業の水平的成長も加速した。これによって、現
在の 3 大パーム油企業であるフェルダ・グローバル、サイム・ダービー、ウィルマー・インターナ
ショナルといった巨大複合企業が形成され、莫大な作付面積とともに寡占の様相が一気に強まった

viii。当時のプランテーション企業にとって、収穫後 24 時間以内に搾油しなければならないという
品質維持条件や、1 搾油工場につきプランテーション 4,000 ヘクタールというパーム油産業の最小
効率規模（MES）を克服するために企業結合が不可欠となっており、規模の経済性を実現させるた
めに半島マレーシアの開発可能地は限界まで利用された。しかしパーム油に対する需要は止まらず、
プランテーション企業は更なる遊休資源を求めてボルネオ島へと進出していった。
サバ州の熱帯雨林破壊に関するゲーム理論的分析
サバ州のパーム油産業は約 15 年遅れて半島マレーシアに追従しており、1969 年に設立された
サバ州土地開発公社（SLDB）は FELDA と同様の働きを見せた。SLDB のアグリビジネス部門は

1996 年に民営化されてサウィット・キナバル・グループとなり、72,070 ヘクタールの作付面積
を持つサバ州最大のプランテーション企業として再編された 9。サバ州の作付面積は 1975 年から

2011 年の間に 24 倍の 1,431,762 ヘクタールに拡大し、州面積の 20 パーセントがオイルパームの
プランテーションに割り当てられた。この過程でサバ州は 13 州中最大の生産地域へと成長し、パ
ーム油工業団地（POIC）が建設された州東部のサンダカン、ラハダトゥ、タワウ地方は高付加価
値のオレオケミカル部門が発展し、サバ・パームオイルベルトと呼ばれた。
しかし、このようなサバ州における下流部門の拡大は、半島マレーシアの場合と同様にパーム油
栽培に適した低地林が既に開発され尽くしてしまったことを意味していた。余剰はけ口論に基づく
経済開発によってマレーシアが比較優位性を持つオイルパームの栽培に特化したことで、生産可能
性フロンティアの限界まで遊休資源が利用され、パーム油産業の生産性は最大限に発揮されたが、
開発に投入された土地の多くは所有権の法律上の保護が弱く、利用対価が無料または安価なオープ
ンアクセス資源であったため、資源の過剰利用が必然的なものとして発生したのである。

1990 年代以降、キナバタンガン川流域の熱帯雨林では、マングローブ泥炭地の破壊によって
1,000,000 ヘクタールもの熱帯雨林が失われており、残存森林面積率は 1970 年から 2010 年までの
間に 86 パーセントから 47 パーセントへと激減した 10。世界最大の生態系サービスを有するメガ
ダイバーシティ国家の中核を担うサバ州の生態系破壊は、半島マレーシアの事例よりも一層深刻で
あったため、世界自然保護基金（WWF）などの環境 NGO を中心に、開発と環境のトレードオフ
が国際的に問題視されるようになった 11。以降では、このようなキナバタンガン川流域におけるマ
ングローブ泥炭地の破壊について分析するために、シャープレイ シュービックによる湖水汚染ゲ
ームを用いて、サバ州における泥炭地開発ゲームを設定する 12。なお、ここではすべてのプランテ
ーション企業に対して、利潤最大化のための手段としての費用最小化問題を考える。
ゲームの状況を一般化するために、キナバタンガン川流域のマングローブ泥炭地では、プラン
テーション企業 i ( 1, ... , n ) がパーム油生産のためのプランテーション開発を行っているものとす
る。パーム油の生産過程は、オープンアクセスの泥炭地を開発してオイルパームを栽培し、搾油後
の工業廃水を泥炭地に流すことである。今、各企業の経営者は、生態系サービスの保全を訴える
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環境 NGO への対処法として、泥炭地を避けて開発する（C: conservation）か、現状通り開発する（D:
development）かの選択をしなければならない。この場合、泥炭地を避けて開発する際に、追加的な
迂回費用（H: high）がかかる。また、企業は泥炭地の環境をオイルパームの栽培可能水準以上に維
持する必要があり、最低限の浄化費用（L: low）がかかる。ここで、現状通り泥炭地を開発する企業
数を k（0 ≤ k ≤ n ）とすると、総浄化費用は kL となる。以下では L < H < nL を仮定する。
企業 i ( 1, ... , n ) の戦略 xi は、C あるいは D であるから、企業 i 以外の企業で現状通り泥炭地を
開発する企業数を k-i（0 ≤ k-i ≤ n - 1）とすると、企業 i の費用関数 ci は、

⎧ H ＋ k-i L

ci ( x1, ... , xn ) ＝ ⎨

⎩

L ＋ k-i L

if xi ＝ C
if xi ＝ D

となる。ここで、L < H より、個々の企業にとって戦略 D は戦略 C を支配するため、戦略の組
x* =（ D, ... , D ）が唯一の支配戦略均衡となる。したがって、すべての企業が現状通り泥炭地を開
発し、その結果マングローブ泥炭地の破壊は最大となる。企業 i の均衡費用は、ci（x*）= nL であり、
すべての企業が泥炭地を避けて開発するならば、ci（x）= H である。ここで、H < nL より、すべ
ての企業が泥炭地を避けて開発すると、各工場の費用は nL から H に減少することがわかる。した
がって、支配戦略均衡 x* はパレート最適ではない。このゲームは、全ての企業が利潤最大化戦略
をとる場合、キナバタンガン川流域のマングローブ泥炭地にコモンズの悲劇が発生し、結果的に環
境破壊が最大化されることを説明している。同様に、企業の利潤最大化を仮定した場合、単純に環
境 NGO が環境保全を訴えるだけでは企業の戦略を変更することができないことがわかる。このよ
うなコモンズの悲劇を克服するためには、外部性の内部化およびインセンティブ設計が必要となる。
公共財としての環境問題と外部性の内部化
市場メカニズムにおいては、市場価格 p を通じて財の需要量と供給量を一致させるが、効率的な
資源配分が達成されるのは、私的限界費用（PMC）と社会的限界費用（SMC）が一致している私的
財の場合に限られる。特に、生態系サービスや熱帯雨林のように排除費用と混雑費用がともに大き
いコモンズの場合には、適切な市場介入が行われない限り効率的な資源配分が達成されることはな
い。ここで、パーム油企業の生産量 q は限界収入（MR）と限界費用（MC）が等しくなるように決
定されるが、ここでの限界費用は企業の私的限界費用曲線（PMC）に基づくものであり、生産量 1
単位当たりの外部性の費用を示す限界外部費用（MEC）が反映されていない。この場合、市場均衡
ではパレート効率的な資源配分に対して価格 p は低下し、生産量 q は増大しており、供給過剰が
発生している。したがって、上の泥炭地開発ゲームにおける費用関数 ci に関して、最低限の浄化
費用 L には泥炭地開発の外部費用が反映されていなかったことがわかる。すなわち、泥炭地開発は
生態系サービスに対して外部不経済を発生させていたことがここで明らかとなる。このゲームにお
いて外部性を内部化する 1 つの方法は、環境税を導入することによって、H ≤ L ＋ T となるような
限界外部費用 T を費用関数 ci に戦略変数として組み込むことである。このような外部性の内部化
を行うことで、費用最小化を行うプランテーション企業 i の戦略 D に対するインセンティブを抑制
し、戦略の組 x* ＝（ C, ... , C ）を支配戦略均衡として達成することが可能となる。この場合、企
業 i の戦略はパレート効率的な資源配分に対して誘因整合的となっている。
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しかしここで、マレーシア政府はパーム油産業に対して環境税に相当する開発税を導入すべきで
あると結論付けるのは、マレーシアの歴史的背景やパーム油産業固有の市場環境を考慮の対象とし
ていないという点で拙速である。根本的な問題として、開発政策を進めるマレーシア政府にとって
は、開発税の導入は主力産品であるパーム油の代替品に対する優位性を損なうものであり、経済成
長に対して誘因整合的でなく、導入が躊躇される可能性が高い。また、パーム油には大豆油や菜種
油などの代替品が存在しており、パーム油を使用する日用消費財に関しても競合他社のブランド製
品が多数存在する。したがって、パーム油市場における需要の価格弾力性εは十分に大きいものと
考えられる。課税後の市場均衡では、市場供給曲線が上方に T だけシフトするとともに、パーム
油の市場価格 p が上昇し、市場供給量 q は減少することから、弾力的な需要曲線を想定すると、開
発税 T の消費者への転嫁は微小となり、価格上昇の大部分を生産者が負担することになる。これ
は汚染者支払原則（PPP）の観点からは望ましいものであるが、プランテーションの拡大要因をオ
イルパームに対する世界的な需要増大によるものと考えると、生産者＝汚染者という構図は必ずし
も成立しないことになる。欧米から汚染国とされるパーム油の生産国政府の立場としては、世界的
な需要拡大に対する順当な作付面積拡張という認識が強く、税負担の公平性の観点から自国の過剰
負担を憂慮することが考えられる。このように、資源配分の公平性は新古典派経済学が不得手とす
る分野であり、政治経済的な価値判断を要することから、政策決定は慎重にならざるを得ない。
短期の利潤最大化と長期の利潤最大化
これまで述べてきたように、泥炭地開発ゲームにおける利潤最大化戦略は生態系サービスにコモ
ンズの悲劇という外部不経済をもたらすことが明らかとなった。しかし、このゲームは生態系サー
ビスに対してだけでなく、オイルパームを栽培するプランテーション企業や原材料調達を行う消費
財メーカーに対しても外部不経済を発生させる。つまり、パーム油産業による過剰な森林伐採およ
び先住民の土地に対する違法な用地取得は、環境問題に関心を持つ環境 NGO の活動を活発化させ、
パーム油関連企業に対して不買運動や土地紛争といった外部不経済を負わせるのである 13。
例えば、世界第 2 位のパーム油使用企業であるスイスのネスレは、インドネシア最大手のシナー
ル・マスから不健全な原材料調達を行っているとして環境 NGO グリーンピースから批判され、デ
モ運動などによって巨額の経済的、社会的損失を被った。また、インドネシアやサラワク州におけ
る先住民との土地紛争では搾油工場の操業停止が頻発し、早期の搾油を要するパーム油の生産量を
大幅に減退させた。これらの事例は、ベストプラクティスを遵守してきたプランテーション企業や、
比較的健全にグリーン購買を進めてきた日用消費財メーカーにとっても、環境 NGO からの批判を
一方的に受ける不確実性を内包しており、企業側の外部不経済として無視できなくなった。
泥炭地開発によって企業が被るこのような外部不経済を社会的制裁費用（S: sanction）と定義する
と、企業 i にとって外部性を内部化するとは、戦略 C をとる企業に関して ci ＝ H ＋ k-i L ＋ pi S、
戦略 D をとる企業に関して ci ＝ L ＋ k-i L ＋ qi S となるように社会的制裁費用 S を費用関数 ci に
戦略変数として組み込むことである。ここで pi , qi は企業 i が社会的制裁を受ける確率を表してお
り、0 ≤ pi < qi ≤ 1 である。また、制裁確率 pi , qi は戦略 D をとる企業数 k（0 ≤ k ≤ n ）に対する
増加関数である。したがって、全ての企業はこのような不確実性を考慮に入れて経営戦略を修正す
る必要が出てくる。このように、これまで各パーム油企業は短期的な利潤最大化戦略に基づいてコ
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モンズの悲劇という囚人のジレンマゲームを繰り返してきたが、長期的な利潤最大化を目指す際は
互いに協力する方がより多くの利得を得られることが既知の情報となった。大手パーム油企業は、
短期的な利得よりも長期的な利得を重視するように変化しており、将来の利得に対する割引因子δ
が十分に大きくなっていた。このような状況下においては、合理的な企業は、自社の利得を改善す
る手段の一つとして、これまでの泥炭地開発ゲームを無限回囚人のジレンマゲームと捉え、トリガ
ー戦略やしっぺ返し戦略による暗黙の協調の達成を模索する。しかし、この場合最初から協力しな
いという戦略の組もサブゲーム完全均衡となることから、確実に第 1 期目に協調を達成するために
は新たな国際的枠組を構築していく必要があった。
このような状況下で、1992 年のリオ・サミットにおいて提唱されたマルチステークホルダー・
プロセス（MSP）に対する重要性が高まり、3 者以上のステークホルダーが対等な立場で参加・議
論できる円卓会議を通し、単体もしくは 2 者間では解決の難しい課題解決のために、合意形成もし
くは意思疎通を図る超国家的枠組が模索された 14。この MSP をパーム油産業に適用させ、2004 年
に新たに設置されたものが、後述する持続可能なパーム油のための円卓会議（RSPO）である。
持続可能なパーム油のための円卓会議（RSPO）

RSPO は、栽培業者、加工業者、貿易業者、小売業者、金融機関、環境 NGO、社会 ･ 開発系
NGO といったパーム油産業に関係する 7 つのセクターのステークホルダーからなるマルチステ
ークホルダー組織である。環境 NGO の WWF、パーム油産業を代表するマレーシアパーム油協会
（MPOA）、世界最大のパーム油使用企業ユニリーバ、イギリス大手ハイパーマーケットのセイン
ズベリー、スイス最大の小売企業ミグロス、サイム・ダービーのプランテーション部門を担うゴー
ルデンホープ・プランテーションズを中心に 2004 年に設置され、現在では 1338 もの会員が関与
している。日本からは、三菱商事、三井物産、伊藤忠商事、不二製油、サラヤ、花王、ライオン、
資生堂、太陽油脂、J- オイルミルズ、日清オイリオ、味の素など合計 26 社が加盟している。

RSPO は、パーム油産業が直面する利害の不一致および外部不経済を、政府の直接規制や環境
税などの経済的手法を用いずに市場メカニズムに内部化するための組織である。換言すれば、生
物多様性や先住民族を保全することによって自身の効用が高まるという利他的な効用関数を持つ
環境 NGO と、自社の利潤を最大化させることによって自身の効用が高まるという利己的な効用関
数を持つ企業間における利害調整ためのフレームワークである。環境保全を目的とする環境 NGO
は、パーム油関連企業による開発によって熱帯雨林や生物多様性の破壊という外部不経済を被って
おり、不買運動やデモ活動を行うことによって追加的な費用が発生している。一方、利潤最大化を
目的とするパーム油関連企業は、環境 NGO による不買運動や土地紛争による操業停止という外部
不経済を被っており、バリケードの設置やモニタリングコストなどの追加的な費用が発生している。

MSP に基づくステークホルダー・エンゲージメントでは、環境 NGO は企業に環境保全を要求す
る代わりに保全に協力的な企業を高く評価し、不買運動や抗議活動を行わないとコミットする。一
方で、パーム油関連企業は開発の権利を要求する代わりに環境 NGO の要求する環境保全に協力し、
違法な土地開発や用地取得を行わないとコミットする。互いにこのコミットメントを遵守すること
で、両ステークホルダー間の外部不経済の大部分が内部化されるのである。

RSPO のフレームワークの中では、プランテーション企業の開発が正当化されるためには、環
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境 NGO の考える持続可能性水準を満たす必要がある。この水準を具体的に定めたものが、RSPO
の原則と基準（P&C）である。P&C は、8 つの大きな原則と 43 の詳細な基準によって構成されて
おり、個々の基準ごとに達成すべき具体的指標が示されている。本節では、「原則 7: 新規プラン
テーションにおける責任ある開発」を参考に、RSPO の生産基準を考える。基準 7.1 から基準 7.4
では、プランテーション企業に対して環境影響評価（EIA）、社会影響評価（SIA）、高保護価値評
価（HCVA）の 3 つのアセスメントを義務付けるとともに、生態系に悪影響を与える非効率的な場
所での開発を制限している。基準 7.5 から基準 7.6 は、先住民族の伝統的生活や土地の権利を認め、
土地紛争やデモ運動を防止するものである。基準 7.7 においては、火入れによる熱帯雨林の破壊と
副次的な森林火災を予防し、CO2 排出量を抑制している。このように、RSPO において P&C 認証
を取得しているプランテーション企業の生産体制は、非加盟企業の生産水準と比較して環境保全的
である。
一方、日用消費財メーカーや加工・精製企業が環境 NGO からのバッシングを受けないためには、
自社が生産、搾油、加工、調達したパーム油が、上記の P&C 認証を取得している生産者によって
生産されていることを証明する必要がある。RSPO では、これらの基準を満たしているパーム油を、
持続可能な認証パーム油（CSPO）として市場に供給している。CSPO とは、RSPO が開発したパ
ーム油の新ブランドであり、通常のパーム油と比較して高価である代わりに、生産地と生産方法を
特定可能な原産地証明書が付属している製品である。2008 年に生産が開始されたばかりの CSPO
は、現状では非常に貧弱なブランドであるため、ブック・アンド・クレーム（B&C）方式と呼ばれ
るグリーン証書取引制度を導入することで、サプライチェーンにおけるトレーサビリティを確保す
るための設備投資資金を蓄積している最中にある。
また、RSPO 会員は、CSPO 購入量および購入方式を公表することが義務付けられており、それ
らの数値は WWF によって 2 年ごとにパーム油購入者のスコアカードとして発表される。このスコ
アカードは、企業の環境保全状況を 12 段階で評価したものであり、上位に位置する企業ほどグリ
ーン購買に積極的で、企業の社会的責任を果たしているという評価を受けることができる。近年で
は原材料の企業間取引において重要な指標となっている。2013 年に 12 ポイントを取得した企業は、
全 130 社中、イケア（スウェーデン）、レーヴェ（独）、エコベール（ベルギー）、フェレロ（伊）、
ユニリーバ（英 / 蘭）、ユナイテッド・ビスケット（英）の 6 社のみである。
持続可能性と実行可能性の乖離

RSPO 理事会の最終的な目標は、B&C 方式を除いた RSPO 会員の CSPO 使用比率を 100 パーセ
ントにし、CSPO 以外のパーム油を国際市場から駆逐することである。RSPO という組織には環境
保全に貢献しない企業に制裁を加えるための罰則規定が存在しないため、この条件が達成されない
限り、全ての企業に対して RSPO に加盟するためのインセンティブを与えることはできないので
ある。

RSPO 会員になるためには数々の認証制度とアセスメントを取得しなければならず、巨額の設備
投資費用と多大な時間を要する。したがって、中小企業や小自作農は、RSPO に加盟せず、中国や
インドなどの環境意識が低い企業と非認証油を取引することが最も合理的である。実際に、筆者が
昨年訪問したサウィット・キナバルのランコン搾油工場ではすべてのパーム油を中国に輸出して

30 ｜ DISSOLVA 研究報告論文集

2013 年度

いるため、現在も RSPO に加盟していない。同様に、サバ州企業の加盟率は半島マレーシアの巨
大企業に対して明らかに低い値を示している。また、RSPO 会員の生産する CSPO 比率は、マレ
ーシアが 86.72 パーセントであるのに対して、インドネシアは 36.63 パーセントと大幅に下回って
いる 15。これは、インドネシアの国民 1 人当たり GDP がマレーシアの約 3 分の 1 であることに起
因するものであり、RSPO 会員数、会員の認証取得率の両面において大幅に遅れをとっている。イ
ンドネシアが 2006 年以降世界最大のパーム油生産国となっている点を鑑みれば、これらの問題は

RSPO が早急に取り組むべき課題であることは明らかである。
このような事態を重く見たインドネシア政府は、2012 年に持続可能なパーム油のインドネシア
国内規定（ISPO）を制定し、パーム油産業に対して初めて法的規制を行った。ISPO は、RSPO と
比較して基準が低く設定されている代わりに、インドネシアにプランテーションを持つ全てのパー
ム油生産企業が遵守しなければならない国内法である。この基準を満たさないパーム油は国外へ輸
出することが禁止されており、違反した企業は法的処罰の対象となる 16。このように、政府による
直接規制である ISPO は法的拘束力を持つが、基準を満たした企業に対してはそれ以上の環境保全
や技術革新に対するインセンティブを与えないといった問題点がある。また、ISPO 制定以降イン
ドネシア企業の RSPO 脱退が相次いでおり、2 つの基準に関連性を持たせる調整が必要とされてい
る。
開発許可証取引制度の導入による持続可能な開発の可能性

RSPO 会員の CSPO 使用比率が 100 パーセントとなったと仮定しよう。このような状況下にお
いては、プランテーション開発に対する開発許可証取引制度の導入が有効になると考えられる。こ
こで言う開発許可証取引制度とは、京都メカニズムにおける排出権取引の枠組をパーム油産業にお
けるプランテーション開発に応用した仮説モデルである。一般的な許可証取引制度は、特定の機関
が市場で売買可能な汚染許可証を発行することで、市場の失敗が発生している汚染物質に対する市
場を新たに創出し、市場メカニズムによってパレート効率的な資源配分を達成する経済的手法であ
る。したがって、開発許可証取引制度とは、プランテーション開発における外部費用、すなわち生
態系サービスの社会的便益に対する市場を創出することで、環境と開発のトレードオフを最適化さ
せる枠組である。上記の CSPO の条件が達成されるならば、RSPO が開発許可証の発行主体となる
ことで、環境税の問題点であった多国間における導入の困難性を克服しつつ、環境税と同様の効果
を達成できる。また、測定が困難な生態系サービスの社会的便益と企業の私的限界費用曲線を導出
することなく、開発税 T と同額の許可証価格（T: tradable permits）が市場メカニズムによって自動
的に決定される。これは、環境税の性質が価格調整にあるのに対し、許可証取引制度の性質が数量
調整にあることに起因している。したがって、開発許可証の発行枚数は、生態系サービスの社会的
便益の総和と等しくなければならないが、実際には開発可能な土地を土地 1 単位で除した枚数 t で
代用可能である。また、許可証の販売を RSPO によるオークション形式とすると取引コストが増
大するが、許可証を各開発主体に無差別かつ無償で配布して場合においても、オークションによっ
て決定する価格と等しくなることが知られている。したがって、パーム油産業においては、RSPO
加盟企業のアセスメント取得地に対応する開発許可証を当該企業に無償配布し、RSPO 加盟企業の
総作付面積におけるアセスメント未取得地の総和に対応する許可証を RSPO 本部に無償帰属させ
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る。ただし、RSPO 帰属分は当該企業のアセスメント取得時に対応する枚数を無償返還するものと
する。さらに、オイルパーム栽培可能地の総和から開発が禁止されている土地の総和を減じたもの
に対応する許可証を生態系サービスの利害を代表する環境 NGO に無差別に無償配布する。この手
続きを完了すれば、あとはレッセフェールにしたがって許可証価格 Ti と各主体の配分枚数 ti が決
定する。企業が新規土地開発を行う場合、当該地域の許可証を保有する環境 NGO から購入しなけ
ればならず、オークションによって価格が決定する。環境 NGO がその土地の開発を危惧すれば提
示価格は高騰し、生態系への被害が微少であれば提示価格は下落する。一方、企業がその土地の開
発を重視すれば提示価格が高騰しても入札し、費用対効果がなければ入札しない。この場合の均衡
価格 Ti* は、開発の機会費用、すなわち生態系サービスの社会的便益と等しくなる。ここでは、環
境 NGO による価格カルテルを防止するため、環境 NGO は最終提示価格を RSPO に報告する義務
を負うとともに、第三者機関による入札取引のモニタリングを行うなどの規制も必要となる。
このような開発権取引は、直接規制や環境税とは異なり、企業に不必要なプランテーション開発
を抑制するインセンティブが生まれると同時に、限られた土地で生産性を向上させるための技術革
新を起こすインセンティブも生まれる。技術革新による生産技術の向上によって生まれた土地の余
剰分は、開発許可証として売却することで、利益を上げることができる。このインセンティブは常
に企業に存在するため、企業は永久に生産性向上に対する努力を続ける。この開発許可証は RSPO
会員であれば誰でも購入できるとすると、環境 NGO が許可証を購入することで、その土地で植樹
ボランティアを行うことも、オランウータンのための保全地区を建設することも可能である。これ
までの保全トラストのようにプランテーション企業と交渉するまでもなく、企業の方から許可証を
持って余分な土地を販売しにやってくる可能性も考えられる。
さらに、このような開発許可証取引制度の導入は、環境 NGO との合弁によるプランテーション
企業のエコツーリズム事業への多角化といった、新たなビジネスモデルの可能性をも秘めている。
このモデルでは、パーム油企業が環境保全に協力的であることを最も効果的に消費者にアピールす
ることができるため、CSR 事業の一環として定着する可能性がある。また、本質的にトレードオ
フの関係にあるパーム油産業とエコツーリズム産業の共存可能性を示唆する点でも有意義である。
このように、RSPO というフレームワークを適切に運用させることができれば、サバ州のマングロ
ーブ林をかつての水準まで再生させ、先住民族の伝統的な生活を維持し、オランウータンやボルネ
オゾウが自由に暮らせる環境を蘇らせることも決して不可能ではない。しかし、昨今の EU 排出権
取引の許可証価格の暴落を鑑みると、この制度にも直接規制や環境税と同様に生態系サービスにお
ける市場の失敗といった問題点がある。また、この制度は企業の CSPO 購入比率 100 パーセント
の前提がなければ成立しないため、喫緊の課題は CSPO のマーケットシェア拡大に向けられるこ
とになるだろう。
環境保全におけるメカニズムデザインの重要性
これは RSPO について議論する際に極めて重要なことであるが、RSPO はあくまでパーム油産業
を持続可能にするための組織であり、熱帯雨林や生物多様性を保全するための組織ではない。しか
しこれは、RSPO が環境保全に貢献しないことを意味するものでもない。つまり、RSPO は、パー
ム油関連企業が今後も継続して利益を獲得していくためには、潜在的リスクである環境問題をクリ
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アすることが有益であるというただそれだけの理由で設立されたのである。一部の熱心な環境保護
論者はこのような組織を非道徳的であるとして非難するかもしれないが、この場合の環境保全に対
するインセンティブはパーム油関連企業の利益に対して誘因整合的であるため、不完全ながら政府
による直接規制や環境 NGO による不買運動よりもいっそう効率的に環境保全に貢献していくもの
である。取得が義務付けられている数々のアセスメントや認証制度は、それを補完するための手段
の一つに過ぎない。さらに言えば、環境保全を達成するために必要なものはインセンティブであり、
道徳性や社会的責任は各経済主体に環境保全に対するインセンティブが与えられた結果である。
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