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はしがき ｜ 5

はしがき

「DISSOLVAボルネオプロジェクトは終わりなのですか？」今年度に入って、幾度
となく投げかけられてきた質問でした。2011年の 4月からゼミ生たちと構想を始め、
2012年に第1回の渡航をしてから、今年が 5度目の学習院大学海外協力研修プログラ
ムとしての現地派遣活動となりました。もともと五カ年計画をきちんと考えていた訳
ではありませんでしたが、5年間というのはやはり何かを成し遂げていくのに程よい
長さであるように思います。当初から目標としていた「村の若者たちのセルフガバナ
ンスによるコミュニティベイスドエコツーリズムを起こしていく」という方向性に向
かって、この 5年間、学生たちや村の若者たちとともにひたすら走ってきました。そ
して、いよいよ来年度からは、学習院大学国際交流基金事業から卒業して、村の若者
たちによるコミュニティベイスドエコツーリズムに、自由な形式で学生たちが参加す
るという、夢に描いていた未来計画が実施されることになります。
以前は地元サバ州でもほとんど知られることのなかった、ブアイヤン村の存在感

も、この 5年間で大きくなりました。村の若者たちは自信でみなぎっています。その
自信の一つの反映として、8月の現地活動の最後には地元の州立図書館でブアイヤン
村のコミュニティベイスドツーリズムの展示会を 3週間にわたって開催することがで
きました。普段はとても奥ゆかしい若者たちですが、自分たちの村のことについて
広く知ってもらえる機会だということで、張り切って展示会の準備をしてくれまし
た。展示会に向けては、現地で村の若者たちと学生たちがともに 10のプロジェクト

を実施しました。そのうち中核をなす 3プロジェクトは、本研究報告論文集に収め
られている通り、（1）パパール川流域の水辺における植林活動スタートアッププロ
ジェクト、（2）廃水処理施設建設プロジェクト、および（3）民話収集出版プロジェ
クトに関するものです。植林と廃水処理のプロジェクトを実行するにあたって、尚友
倶楽部よりいただいた国際交流活動助成金を使わせていただきました。そのおかげで、
ボルネオ島のアマゾン川ともいえるキナバタンガン川流域で活躍する植林活動の専
門家グループ（KOPEL）を招聘することができ、また今年も建築集団アーキトレッ
ク（Arkitrek）ともタグを組むことができました。そして、これら専門家の指導のも
と、昨年まで建設してきたブアイヤン村コミュニティ生物文化遺産の家（Bio-cultural 

Heritage Centre）のすぐ両脇に、学生と村の若者たちが力を合わせて、植林活動用の
育苗施設と廃水処理施設を建設することができました。
民話収集出版プロジェクトでは、パパール川流域地域に 10数年間関わってきた国
際NGO団体グローバルダイヴァーシティファンデーション（GDF）との共同研究
調査活動の成果を結実させることもできました。本報告書とともに『Ulu Papar Tales
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ウルパパールの民話』として印刷配布いたします。こちらは、現地の先住民ドゥスン
族の言葉で書かれているだけでなく、マレー語、英語、日本語に翻訳され、４言語に
よる絵本となっています。またDISSOLVAが主導するようになった過去5年間を通
じて、共同研究調査活動はより専門的に深化したものとなりました。GDF時代には、
コミュニティ調査員として、村の若者育成が進められましたが、DISSOLVAとの関
わりの中では、ブアイヤン村出身の歴史学の大学院生とDISSOLVA出身の人類学の
大学院生が生まれました。二人とも権威あるマレーシアサバ大学にて共同調査研究活
動を続けており、このことも、5年間のDISSOLVAボルネオプロジェクトの大きな成
果であると思います。二人の大学院生の修士論文の中間報告も本研究報告論文集に載
せています。
パパール川流域地域は、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
状況が続きます。しかし、そのような逆境にあっても、これまで 5年間のDISSOLVA

との関わりを通じて、村の若者たち一人一人が成長し、自分たちの地域のセルフガバ
ナンスを進めていく自信がしっかりと身についてきたように見えます。活動報告書に
掲載された二人の大学院生からのメッセージにもあるように、DISSOLVAの学生た
ちがブアイヤン村に来るようになったおかげで、勉強をして進学しよう、大学に行っ
て自分の可能性を切り開いていこうと、考えて行動する子どもたちや若者たちが多く
なりました。自分たちにもできる― Yes, we can の心意気が浸透してきたのです。学
生たちもまた、そのような村の若者たちから刺激を受け、卒業生たちの励ましも受け
て、自分たちの学生団体を結成していこう、そして継続的にこの村を応援していこう
という、主体性と行動力も備えるようになってきました。この 5年間を節目に、学習
院大学国際交流基金事業から卒業して、村の若者たちと学生たちは、お互いに協力し
合いながら独り立ちし、より広く社会に開かれたコミュニティベイスドエコツーリズ
ムを実践していくこととなります。今後も変わりゆくボルネオの自然の中で、具体的
にはパパール川の水辺の植林環境保護と在来水生生物保護に関わっていくことにより、
学生たちと村の若者たちが共同でイマジネーションを活発にできるような活動が続い
ていくことを願っています。

 眞嶋史叙（学習院大学経済学部教授）



植林活動を柱としたコミュニティベイスドツーリズム  ｜ 7

植林活動を柱としたコミュニティベイスドツーリズム 

福田鵬仁

1.はじめに

学習院大学国際協力プログラムであるDISSOLVAプロジェクトでは、2012年度より 5年間ボル
ネオ島マレーシア・サバ州のブアイヤン村へ訪れ、支援を続けてきた。ブアイヤン村は、有史以前
から豊富な自然と共生しながら、独自の文化を育んできた。しかしながら、近年のマレーシアの急
速な発展によって、貨幣経済の波がジャングル奥地に存在するブアイヤン村にも例外なく押し寄
せ、森林伐採や道路の開拓が進み、徐々に生活が変化してきている。加えて、都市への電力供給を
補う為の大規模ダム開発の案が浮上し、村が湖の底に沈んでしまう可能性が生まれる等の様々な課
題に直面し、村民が村の将来のあり方について早急に考え、行動に移さなければならない段階にき
ている。また、私自身2015年度、2016年度のDISSOLVAプロジェクトに参加して、ブアイヤン村
の自然と共生する伝統的なライフスタイル（ex その日生きる為に自分自身で魚や山菜をとって食
べること）や地域コミュニティの絆の強さ（ex家族や近隣住民の方が集まって、同じ時間にそろ
ってご飯を頂くこと）等の体験を通して、日本の生活で感じた事がない精神的な充足を感じた。こ
のブアイヤン村の良さを今後も維持し、多くの人にも感じてもらいたい。そこで今回私は、村民自
らが考え、運営を行い、魅力的な環境資源を保護しながら、先祖由来の土地を守っていける 1つ

の解決手段として、植林活動を柱としたコミュニティベイスドツーリズム（以下、CBT）に着目し、
考察しようと思う。 

 

2.コミュニティベイスドツーリズム（CBT）とは？ 

まず、CBTの定義は次のようである。山村・石川（2012）は、「CBT とは、ある地域共同体や
民族集団等のコミュニティが管理・継承してきた資源を地域振興のために利用し、そこで得られた
利益を当該コミュニティならびにその構成員に還元することで、コミュニティの自律的な発展や資
源の持続的な管理等が目指されている観光開発のあり方を指す。対象となるコミュニティは、地縁
や血縁を基盤とした組織や集団であり、こうした集団の構成員が主な担い手となって進められる観
光開発の方式である」と述べている。これまでCBT に関する議論は、主に発展途上国や先住民コ
ミュニティを対象として行われてきた。というのも、こうしたコミュニティは、先進国や都市部、
当該国の多数派民族等から収奪型の観光開発を強いられることが多い。そこで、CBT を掲げるこ
とで、当該コミュニティが、自らの資源をこうした収奪型の開発から守り、自らの経済・社会・文
化的発展の為に活かしていく仕組みを構築しようとしてきたのである（山村・石川2012）。以上の
定義によると、CBTは先住民族のドゥスン族が居住しているブアイヤン村が持続的に発展してい
く１つの手段に成りうる。マレーシアボルネオ島の観光開発の歴史の中で先進国のような観光ツー
リズムはなかなか定着しなかった点や多数の先住民族が暮らしていることから、マレーシア政府は
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上記のようなCBTの定義の考え方を採用し普及させていこうと試みた。しかしながら、数多くの
組織・団体がCBTを行ったが、財政面や組織面でなかなか持続的に成長させる事ができず、うま
くいかないケースがほとんどであった。だがその中でも唯一サバ州でCBTを成功させ、先駆的に
代表的な地域になったのがバトゥプティ村である。次に、バトゥプティ村の成功例から、ブアイヤ
ン村で行うCBTに活かせる部分を見ていきたいと思う。

  

3.バトゥプティ村におけるCBT

バトゥプティ村はサバ州キナバタンガン流域に位置している村である。1996年、先住民族であ
るオランスンガイ族が居住するキナバタンガン川下流域の５つの村が協力して、主に環境保護やエ
コツーリズム事業を目的としてMESCOTを設立した。2003年には、肥大化した組織を整理する
為、コミュニティの行政面を担当するKOPEL社を設立し、MESCOTはエコツーリズム活動等の
管理・運営面に力を注ぎ、現在では国内外が注目するCBTを行う地域の１つとなっている。活動
の目的として、（1）村人が熱帯雨林保護への責任を持つこと、（2）熱帯雨林に生息する豊かな動
植物に対して害を与えないこと、（3）保護に尽力しなければならないという意識をもつこと、（4）
エコツーリズムを発展させること、の 4つがある。かつては何百年間も熱帯雨林の豊かな恩恵を
受けて自然と共生してきたオランスンガイ族であったが、1960年以降、国際的な材木需要によっ
て商業目的で大規模な森林伐採を行い、生計を立てるようになった。以前のような環境に配慮した
暮らし方を捨て、金銭目的に直進した結果、世界中において類を見ないほどの貴重で多様な生態系
や生物多様性を壊してきた。そのため今までの行為を反省し、熱帯雨林を保護・再生していきなが
ら、新たな生計を支える手段としてエコツーリズムを用いていくことになった。
主な活動として 2つ挙げられる。1つ目は、CBTである。208種類の鳥や 10種類の霊長類、オ

ランウータン等が生息する熱帯雨林を活用して、バードウォッチング・川下り・トレッキング等の
アクティビティを行い、先住民族であるオランスンガイ族の暮らし・文化を体験するホームステイ
プログラムを提供している。その土地固有の環境資源を有効に使い観光資源に変えている点が他地
域におけるツーリズムとの差別化ポイントである。2つ目は、森林保護・動植物の生息地再生活動
である。例えば、植林活動をパッケージツアーとして、種の採取・苗木の育成から植林までの一連
の過程を商品として売り出している。観光客が植林活動を実際に取り組み森林保護の重要性を学べ
る体験型のアクティビティとして、最も多くの観光客が惹かれるプログラムとなっている。また今
までツーリズムや植林活動を行ってきたことによる知識・経験・ノウハウを国内外の組織・団体に
レクチャーしたり売り出したりすることによって、バトゥプティ地域に留まらず、世界中の自然保
護へのメッセージを普及させている点が面白い。

4.バトゥプティ村CBTの成果
1960年代以降に行った大規模森林伐採や 1983年、1998年の森林火災、1990年代前半に起きた

外来種であるオオサンショウモの急激な繁殖により湖を覆いはじめたことなどから、ようやく環境
保護や昔ながらの自然と共生していくライフスタイルの重要性に気づき始め、その後2005年に湖
を覆うオオサンショウモ駆除に成功し、2012年には 4つの森に 10万本以上の植林を行って荒廃し
た森林の再生に成功している。現在も植林活動を継続して行っており、また多くの日本企業とも共
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同プロジェクトに取り組んで、植林活動の重要性を世界に発信続けている。またもう一つの成果と
して挙げられるのが、村人が生態系や伝統的文化に誇りを持つようになったことである。ツアーを
行うにあたって、観光客にとって自分たちの周りにあるものの中で何が魅力的なのか、なにが商品
になりうるのかを自分たちで考えることによって、生物多様性や自分たちの生活の良さを再認識
し、誇りをもつことができるようになった。そしてさらに、雇用も生み出した。村人がツアーの管
理・運営を行うことで数多くの雇用を生み、コミュニティ全体がプロジェクトに関わるようになっ
た。また、得た利益をコミュニティに再配分したり、環境保護活動に投資し、好循環を作り出すこ
とによって、さらにより多くの住民が活動に参加するようになった。 MESCOT のCBTは年々成
長し、観光客数を見ると、2000年に年間176人であったのが、2009年には 2943人が訪れるほどに
なった。その持続的成長の背景には、コミュニティのメンバーが、完全にそして直接的にツーリズ
ムの運営に関わっているところにあると考える。 

 

5.ブアイヤン村における植林活動を通じたCBTとは

バトゥプティ村の成功例から、ブアイヤン村にてCBTを行う秘訣として、村民自身がそれを行
う明確な目的を掲げ、理解し、村全体で取り組むことが重要である。現在ブアイヤン村では、若者
を中心とした委員会（TOMUYA）を組織し、CBTの実現に向け、基盤を作っている。TOMUYA

に関しては、2015年度の『トケコム vol. 4』の川島・大橋論文に掲載しているので、私はCBTの

活動面について考える。CBTのアクティビティとして民族の暮らしや文化を体験するホームステ
イプログラムはもちろん、近隣にある豊かな熱帯雨林を生かしたトレッキングツアーもある。メイ
ンとしてブアイヤン村の中心を流れるパパール川の水辺の植林活動を行いたい。
なぜブアイヤン村で植林活動することが必要なのか。まず第1に、パパール川の水辺に棲む野生

生物保護林としての役割がある。 過度な森林伐採は、野生生物の生息地を奪い、これまで豊富に
生存していた個体数と生息数の減少を導いてしまう。植林することで、ブアイヤン村に多く生息す
るサルや野鳥などの動物達の暮らしを守ることができる。また、パパール川にはスッポンやウナギ
などの絶滅危惧種の水生生物も生息しており、特にスッポンは、ブアイヤン村の名前の由来であり、
村に代々伝わっている昔話にたびたび登場する。以前は馴染みが深かったスッポンが再び生息する
ような環境を整備し、そしてゆくゆくはスッポン保護を目玉としたアクティビティを行っていきた
い。第2の理由として、水害防備林としての役割である。 ブアイヤン村では、10数年に 1度大規
模な洪水が起きている。1992年には、数日間に及ぶ大雨が降った結果、村の中心を横切っている
パパール川が氾濫し、橋が壊れ、川辺付近の水田に土砂や大きな岩が流れこむほどの洪水が起こっ
た。また近年では、農地の拡大を目的とし、川岸近くの土地を焼畑耕作していることから、さらに
水害が広がっていくことが懸念されている。そこで、岸辺に植林する事によって、氾濫時の水圧を
抑えることができると考える。 第3の理由として、ダム建設予定地の立ち木トラストとしての利
用である。マレーシア・サバ州では、州都コタキナバルの電力供給を補う為に、ブアイヤン村の位
置するウルパパール地域に大規模なダムが作られようとしている。マレーシア政府は住民の声を無
視し、半ば強引にダム建設を計画しており、もしかしたらブアイヤン村は湖の底に沈んでしまう可
能性がある。現在の法律では、土地に立っている木は土地の定着物だとして、その土地が売られる
とその所有権は土地を買った人のものになるのが原則である。立木としてそれらの木を支援者に買
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ってもらい、焼き印や札、木に直接名前を彫る等をしておくと、土地が売られたとしても、木の所
有権は木を買った人のものとして守ることができるかもしれない。このような立木トラストを行う
ことによって、村人が先祖伝来の土地の権利を主張して政府に対抗する一助になると考える。最後
に植林活動を行う必要性として、安定した集客を確保する狙いがある。 現在、植林活動は環境保
護の一環としてブームになっている。植林活動を通して、日本企業のCSR活動やボランティア団
体客を取り込むことで、継続的に村に観光客が訪れ、毎年安定した収入を確保することができる。 

 

6. DISSOLVAとブアイヤン村との関わり 

DISSOLVAは、2012年から 5年間、ブアイヤン村への国際協力研修活動を行ってきた。毎年、
ブアイヤン村の若者達と協力し、村の伝統を発信する「生物文化遺産の家」の建設作業やその施設
を利用して文化交流などを行ってきた。2016年度には、今後、水辺の植林活動をCBTの要として
おくために育苗施設の建設と苗木の採取を行った。 具体的には「生物文化遺産の家」のそばに常
時2000株程度の苗木を育てることのできる遮光育苗施設（黒いネットで上部と側面を覆い直射日
光を遮る）を建設し、そこに収容する小さな苗木を川辺の森林から集めて、一つ一つポリバッグに
詰めて計70株の苗木を準備した。またトイレからの汚水を綺麗に浄化して川に流す装置も建設し
た。汚水に含まれる養分を活用して、苗木を育てる育苗施設にもなりうるものを建設したのである。
二つの施設はいずれも生物文化遺産の家のそばに建設され、村人が容易に苗木を観察し、育てる事
ができるようになった。2017年度以降は、学生団体DISSOLVAが夏季にブアイヤン村を訪れる際
に、育苗施設から苗木をポリバッグに入った状態で搬出して、植林場所として村の方々が計画して
いる水辺の伐採地に植樹していく予定である。

 DISSOLVA2016の活動では、KOPEL社の方々をお招きし、育苗施設の建設・植林に適した苗
木の採取と育苗を行ってきた。 今後は特に村人自身のイニシアチブによる河川環境保護と在来
水生生物の生育地を守るための計画的な水辺の植林活動を支援していきたい。また村民のグロー
バルな意識変革を進めるために、まずは小さい子どもたちへの教育を通じて、保護者や若者達そ
して村民コミュニティ全体に向けて、地球上大変貴重な熱帯雨林の自然環境保護の重要性を訴え、
DISSOLVAは今後も村民のイニシアティブに寄り添いながら共に活動していきたいと考えている。 

 1 UN Development Programme (2012) MESCOT Malaysia Equator Initiative Case Studies, New York.
 2 Hussin, Rosazman (2006) Ecotourism development and local community participation, PhD thesis, Glasgow.
 3 Pin Supu Development and Management Planning Project, Kinabatangan (2012) Annual Report 2012.
 4 Masami Kaneko, Chie Kosuga, Rosli Jukrana, Martin Vogel (2014) ‘Promotion of outdoor environmental 

education in Sabah, Malaysia’, The 7th International Conference on Management of Visitors in Protected 
Areas.

 5 山村高淑　石川美澄 (2012)「北海道のコミュニティ・ベースド・ツーリズム振興」『助成研究論文集』
（北海道開発協会開発調査総合研究所）.
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ダムとの共生：ダム建設後のツーリズムと水質保全技術 

大谷寛和

1. はじめに

ダム建設には多くの利点がある。電力供給・水不足の解消・洪水の調整機能を持つことなど数多
く存在する。しかし、ダム建設によって、マイノリティが犠牲となり、先祖代々受け継げられてき
た生き方を否定されることがあってよいのだろうか。反対に、ただ単にダム建設反対を主張するだ
けでは経済的な発展のメリットを享受する機会を失う。二兎を追うことは難しい。そのため、ダム
と共に生きていくため、現実的な解決策を模索することが重要だ。とりわけ、建設後のツーリズム
の強化と水質保全技術を活用することがダムとの共生を図るうえで重要な解決策であると考える。

2. 相模ダム～移住を余儀なくされた勝瀬集落の人々～
神奈川県に位置する相模ダムは、横浜市・川崎市・相模原市などへの上水道、京浜工業地帯への
工業用水、水力発電等に利用され、神奈川県民に多くの恩恵を与えてきたといえる。しかし、かつ
てこの土地に生活していた人々と多くの労働者に多大な犠牲を強いて建設されたものであることを
忘れてはならない。
相模ダム建設は、1933年の相模川の総合利水計画を進めるための調査から始まった。1935年
になると、鬼怒川・奥入瀬川・浅瀬石川・小丸川・諏訪湖等の河川湖沼を対象に「河水統制事業」
が立案された。1938年神奈川県議会の臨時議決を経て、正式に相模川河水統制事業として認めら
れ、1938年～ 1940年の間に神奈川県・山梨県で水没補償が行われた。1941年に建設が開始され
たが、196戸が水没することから水没住民により強固な反対運動が起きた。その中で 93戸が私た
ちDISSOLVAがブアイヤン村代表団と 2016年春に交流した勝瀬集落にあったという。当時、日
中戦争中であったため、軍隊による強制介入により着工され、1947年に水害による設備の半壊や
戦争による中断を経て完成した。ダム建設は中国との戦争のための軍事目的にあったことは明ら
かである。しかし、勝瀬集落の鳳勝寺の近藤担山住職を中心とした住民は、「河水統制事業絶対反
対、用地不売買同盟」を結成して、激しく抵抗した。与瀬・勝瀬集落の村民を含めた建設反対派
2000人は「俺達の生命線を守れ」と叫んで県庁を取り囲んでいる。その結果、国策に背くものと
して、「非国民」呼ばわりされ、荒木貞夫・小磯国昭といった大物陸軍ら 20～ 30人が現地に乗り
込み、視察という名目で示威行動が行われた。こうして、水没地区に住む住民は、わずかな補償金
を示されただけで、調印を余儀なくされた。また、建設途中で大きな労力不足に直面したと言われ
ている。その不足分を補ったのは、学徒動員であり、強制連行による中国人・朝鮮人であった。と
りわけ、「徴用令」によって強制連行された朝鮮人は爆破等の危険な仕事や重労働に従事させられ
た。建設過程において、全犠牲者83人の内18人が朝鮮人だと記録されているが、実際の数はさら
に多いとみられている。
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現在、相模湖駅の周辺には 1年を通じて数多くの観光客で訪れ賑わっている。湖畔には、釣舟屋
が 7軒、旅館10軒、民宿1軒がある。1995年には、県立藤野芸術の家が完成したことで、アーテ
ィストも多く集っている。また、強制移住させられた勝瀬集落の人々は、共同出資して勝瀬観光を
設立した。現在運行中のニュースワン丸は 16トン 100人乗りとなっている。その他に、足漕ぎボ
ート・モーターボートを使い湖上散策することができる。さらに、相模湖は 1964年の東京オリン
ピックにおいてカヌー競技の会場として利用された。1955年に開業したコースでは、東京オリン
ピック以外にも、神奈川県で開催された国民体育大会の会場として利用されるなど、カヌーやボー
ト競技の会場として、多くの愛好者に親しまれている。ダム建設後にはツーリズムの発展などによ
り、ダムとの共生を実現してきた一例だといえる。

3. ババゴンダム～強制移住させられたタンパサ村の人々～
ババゴンダムはコタキナバル市の主要な水源である。水道局によるとコタキナバル市全体の水
供給量の半分弱（48.4％）をカバーしており、市の人口は 46,500人であるため 22,500人の受益者
がいることになる。1992年12月、サバ州政府によりコタキナバルとその周辺への水源を確保する
ために Jetama Sdn.Bhd (Jetama)という民間企業に、ダム建設プロジェクトの計画と実行を委託し
た。ババゴンダムはモヨグ川の合流から 2キロメートル上流に位置し、高さは 70メートル。発展
途上国の中でも大規模なインフラプロジェクトであったため John Holland というオーストラリア

の民間企業も事業に参加した。その中で、タンパサ村の 30世帯・約200人の村人が強制移住を余
儀なくされた。1987年～ 1990年に、私営の土地調査団が違法で調査を開始した。1990年4月に
は、水道局によって、ダム建設プロジェクトに関する聞き取り調査を実施する報告書が交付され、
1992年2月にはババゴンダム建設に反対の委員会であるGabungan Pembantah Empangan di Sungai 

Babagonを結成し、反対声明を発表したが、ダム建設は実行に移された。1992年11月、サバ州政
府は水資源の供給と管理を民営化し、Jetamaに一任し、1992年9月～ 1994年12月の間に補償金の
支払いが実行された。とりわけ、1987年の調査の際では、a health project（健康促進）に結び付く
調査と虚偽の情報を伝えている。また、継続的にダム開発の支持を得ようとした政府は、村人に対
して the existing water pump（地下水をくみ上げる既存のポンプ）のようなものを設置するだけと
主張したが、結局はダム建設だと判明した。建設過程において正確な情報共有がなされていなかっ
たと考えられる。
ダム被害による補償金の算定方法は主に土地・建物・財産などを対象として調査し、1992年9

月から 1994年12月までに完了した。家に対する補償金額は材料・大きさ・デザイン・耐久性等を
総合的に勘案した上で決定された。特に、土地に対する補償金は土地の所有者であることを書面上
にて申請する必要があったが、先住民の村人にとっては証明書として管理する習慣がなく、補償の
対象から外れたものも存在した。補償金の最高額は 182,200リンギット（約546万円）であり、最
低額は 3,000リンギット（約9万円）となっていたため、世帯間で大幅な補償金額の違いがあった
といえる。ダム建設によって大きく生活が変わったが、すべてが悪いことだけではない。タンパサ
村の強制移住を余儀なくされた 30世帯の生活の変化に関する調査がある。これによると、10世帯
（33％）が以前と比較しインフラが整備された土地に移住できたため、病院や町へのアクセスが良
くなったという。また、3世帯（10％）は、携帯電話を所有できるようになり、近代的な生活へと
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移行したことは大きな利点の一つだったといっている。しかし、最も大きな変化の一つは、稲作を
行う土地を失ったことが挙げられる。24世帯（80％）が先祖代々引き継いできた土地を手放すこ
とが大きな損失だと主張している。日常生活に欠かせないものの多くを天然資源に頼っていた村人
にとって大きな打撃となった。特に、女性は自給自足の生活に慣れていたため、新しい環境に適応
するのが難しかったと言われている。
ダム建設により被害を受けた村人が共生を図る上で、ツーリズムでの収入は欠かせないと考える。

2．で挙げた相模ダムの事例では、観光業として成功をおさめることで、ダムとの共生を実現して
きた実例だ。DISSOLVA2016では実際にババゴンダムへ訪問した。以前は周囲（Jetamaの私有地）
に入ること自体が禁止されていたが、現在は緩和が進み、ダム湖の中まで散策することが可能とな
っている。そのため、一種のツーリズムが行われ、ダム湖の中でボートに乗ることができ、ハンモ
ックづくりの体験をすることができる。未完成な部分も多くあるが、このような取り組みを推進す
ることは、強制移住された人々がダムとの共存を考える上で重要な取り組みだと言える。

4. カイドゥアンダム建設の可能性 ～ブアイヤン村の危機～
自然保護区クロッカーレンジの一部を含む 350平方キロメートルの大きさの巨大なカイドゥア
ンダム（Kaiduan Dam）建設の可能性が、ブアイヤン村の生活に大きな影響を及ばそうとしてい
る。建設が行われれば、9ヶ村1400人が暮らす地域12平方キロメートルが被害を受ける可能性が
ある。建設目的は、深刻な水不足の解消と電力供給が挙げられる。2006年～ 2010年のサバ州政府
によると、水需要は 760MLD（一日あたり 7.6万キロリットル）で 2019年までに 1,180MLDにな

るとして水不足が懸念されている。建設費用は 1000億円規模であり大規模な国家プロジェクトだ。
1986年に、アジア開発銀行がカイドゥアンダム建設の可能性を示唆し、2008年2月には、州政府
は建設計画の事業化調査の開始を承認した。その後、2009年に反対運動の地元組織タスクフォー
ス（TAKAD）が国際的な支援を受けて発足する。以後デモ運動が各地で行われ、2013年にテリア
ン村とブアイヤン村の人々が政府の社会経済影響アセスメント（EIA）調査団の来訪に対して道路
を封鎖して阻止行動を行い、2015年8月マレーシア政府ナシブ首相退陣を迫るBerish運動と共同
デモを行った。
そんな中、2016年10月に衝撃的なニュースが広がった。水道局の幹部によって、政府によるカ
イドゥアンダム建設費用割り当て金の内、約60％に及ぶ金額が横領されていた。したがって、33

億リンギット（約990億円）の内、実質40％しかプロジェクト費用に充てられていなかったとい
う。前例のない大規模な汚職事件だ。この事件に関与した疑いで、水道局長官Ag Tahir Talibと副
長官Teo Chee Kongの二名が逮捕された。2人の他にTeo Chee Kongの 55歳の兄と彼を担当した会
計士が関与していた。国家権力の乱用・贈賄・マネーロンダリングなどの可能性がある。MACC

（マレーシア汚職摘発委員会）のDatuk Azam Bakiによると家族経営または友達ぐるみの 38社が
容疑者2人と通じていたという。その内、17社がAg Tahir Talibと通じ、一方で その他13社がTeo 

Chee Kongと通じていた。このような会社を通じてマネーロンダリングが生じていた可能性があ
る。5700万リンギット（約17億1万円）の現金がオフィスから発見され、高級車9台、高級バッグ、
その他に宝石なども見つかっている。また、彼らは 3か国にまたがって銀行口座を作り、2900万
リンギット（約8億7千万円）を所有していた。さらに、合計127の土地を所有しており、総額
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3000万リンギット（約9億円）に及ぶ。MACCは水道局や建設業者の社員の中、40人の内部告発
者から情報を得ている。現在、MACCは 70人のメンバーで特別チームを編成し、捜査を続けてい
る。このような大規模な汚職事件の発覚で、ダム建設がどのように進んでいくのか予想できないが、
これからのダム建設に少なからず影響を与えていくであろうと考える。

5. ダム建設にどのように向き合っていくべきなのか
現在、カイドゥアンダム建設に関して不確定な要素が非常に多い。隣の村であるティク村は水没
する可能性があるが、DISSOLVAで滞在したブアイヤン村の位置する場所までは影響が及ばない
という情報もある。しかし、仮にダム建設が実行され、ブアイヤン村まで被害が及ばないにしても、
ダム周辺に住み続けることが可能になるかどうかも分からない。その際、ダムの主な目的の 1つ

として利水（上下道用、灌漑用水、工業用水、水力発電など）が挙げられるため、ダムの水を汚染
することはあってはならない。ダムと共生するためには、村人のイニシアチブで水質保全管理がで
きることを訴えていく必要があると考える。
１つの解決策として挙げられるのは、水質保全技術リーチフィールドシステム（廃水処理装
置）の導入を行うことだ。DISSOLVA2014では汚水処理タンクの設置のみ実施された。汚水処理
タンクでは、汚水が油（バクテリアで分解）水分（ある程度まで浄化が可能）固形物（底に沈め
別の方法で処理）にそれぞれ分解されるが、タンクだけでは汚水の 40パーセントまでしか浄化
されない。しかし、飲み水として利用するための基準値をクリアすることができない。そのため、
DISSOLVA2016では廃水処理装置の設置を行った。この装置を使用して、汚水処理タンク内の水
を、地面に埋められた複数の穴のあいたパイプを通して徐々に地面にしみこませていく。ある程度
浄化された水は、バクテリアが有機物を分解する土壌にしみこませ、その後に、植物の根が水・栄
養・ミネラルを吸収する仕組みとなっている
廃水処理装置の導入は、8月9日～ 13日までの 5日間で実施され、DISSOLVAメンバーとブアイ

ヤン村の若者と協力して作業を行った。生物文化遺産の家のトイレに設置してある汚水処理タンク
から 3本のパイプ（1本約2メートル）を接続し、トイレからの汚水を徐々に土に浸透させる仕組
みとなっている。約3日間かけて、パイプを埋めるための穴掘りをした。深さは、50～ 60センチ

程で、シャベルや堅い岩には鶴嘴（つるはし）を用いて進めた。4日目には村の近くのパパール川
から砂利を集め、コンクリート作りを行った。同時に、パイプの切断作業を数人のグループに分か
れて実施し、タンクから流れた水を地面に浸透させるため、パイプには切れ目を入れた。最終日に
は、パイプの周りを砂利で覆い、地面に埋めた。その後、パイプの上に花壇・野菜畑あるいは育苗
施設を設けることで、植物の根に水・栄養・ミネラルを吸収させることが可能となる。導入施工期
間は 5日間と日数はかかったが、持続可能な水質保全を考える上で、安価で村人が自作しやすい点
が利点であるといえる。

 1 Carol Yong Ooi Lin (2003) Flowed Over: The Babagon Dam and the Resettlement of the Kadazandusun in Sabah, 
Center for Orang Asli Concerns.

 2 相模湖ダムの歴史を記録する会（1982）『相模湖ダムの歴史：強制連行の証言記録』
 3 60 Percent Of Funds For Sabah Water Siphoned’, Borneo Today, Sunday, 9 October 2016.
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マレーシアサバ州ブアイヤン村に伝わる民間伝承

北村知大

1. はじめに

2015年は、戦後70周年であった。私たちが訪問したボルネオ島は、第二次世界大戦時に日本軍
が侵略した場所の一つでもある。そのため、DISSOLVA2015では、「平和について考える」取り組
みとして、お年寄りへのインタビューを行い、民話の収集をした。インタビューのテーマの一つは、
「村に訪れた日本軍」であった。重いテーマであるため、はじめは気が進まなかった。お年寄りの
方々も、本音で全てを語ってくれたわけではないだろう。しかし、テーマに反して、インタビュー
は和やかに進んだ。結婚当時の話をうれしそうに語ってくれたのが、特に印象的であった。いにし
えの遠い昔からこの地域に伝わる民話も、自信たっぷりに楽しそうに語ってくれた。このインタビ
ューの経験、大自然に囲まれながら 3週間過ごした経験から、小さな農村ならではの温もりを感じ
た。これを目に見える形で残すために、ブアイヤン村に伝わる民間伝承を絵本にして残す、という
方法を考えた。こうした経緯があり、GDFというNGOや村の方々の協力のもと、ブアイヤン村
に伝わる民間伝承を絵本『Ulu Papar Tales ウルパパールの民話』にして、村の方々や関係者に配布
することにした。

2. GDFと村の方々が収集した民話を絵本に
GDF（Global Diversity Foundation）とは、生態系や文化の多様性を守るために、サポートプロ

グラムを行なっている国際NGO団体である 1。現在は、北アメリカ地域と地中海地域のプログラ
ムに重点的に取り組んでいるそうだ。東南アジア地域のプロジェクトに関しては、マレーシアサバ
州にあるクロッカーレンジ国立公園の近くに住むドゥスン族の人々と、2004年以降、政府や他の
NGOと共同作業をし、彼らが自分たちのコミュニティの多様性を守りながら、土地の活用をする
方法を共同提案してきたという。GDFの関係者のうち特に民話収集を担当していたのは、スザナ・
マッケンドレスさんと、マリーナ・アマン・シャンさんだ。スザナさんは、地理学の博士号と環境
学の学位を持つ、英語のネイティブスピーカーである。マリーナさんは観光経営学とマーケティン
グ学の学位を持つ、マレーシアサバ州出身の方である。後述するが、絵本には英語訳が含まれてい
る。スザナさんには、英語を編集していただき、絵本のエピローグとして民話収集の経緯について
執筆していただいた。
ブアイヤン村の民話の提供者・編集者を紹介する。リンギ・ルンドゥアンさん、トンギロイさん、
ゴルンパンさん、ドリアさんという村のお年寄りからお話を聞いた。ジョン・ソビタンさんは、村
長である。えらい方なのでこちらは緊張したが、気さくに村の中を案内してくださり、後述する
「ブアイヤンの塚」の話をしていただいた。ブアイヤン村出身の大学院生であるイメルダ・タンバ
ヤンさんには、絵を描いていただき、ドゥスン語とマレー語を担当していただいた。
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絵本の装丁としては、『Rain Won’t 雨ニモマケズ』（今人舎 2013年）を参考にした。宮沢賢治の
有名な詩を、美しい水彩画とともに英語訳と日本語の原文で伝える絵本である。主に、2点を参考
にした。1つ目は、文字の入れ方である。図1を参照してほしい。下段に日本語訳を入れて、絵の
部分に大きくドゥスン語を入れた。2つ目に、ドゥスン語、日本語訳、英語訳、マレー語訳を載せ
て、多くの方が共有できるようにした。図2にあるように、各民話の章の最後に補遺のような形で、
マレー語訳と英語訳を載せた。

3. 民話を絵本にする意義、そして民話を集める意義
昔話絵本とは、「文字とイラストレーションという表現形式を用いて昔話を表現したもの」であ

る 2。昔話も民話の一形態であり、民話の絵本にも同様の定義が当てはまると考えられる。民話を
絵本にする目的は、1つ目に、「言葉だけでは伝えにくいことがらを視覚化する」ことで「昔話を
語られた時間や空間を理解・共有する」ためである。イメルダさんの描いた絵によって、文章だけ
では伝わらない現地の文化を、イメージしやすくした。図1からは、マレーシアが高床式の竹づく
りであることがうかがえる。原文から英訳、英訳から日本語訳という複数の手順をふんでいるため、
伝わりづらい部分もあるだろう。そういった欠点を、絵本にすることによって補うことができた、
と考える。2つ目に、「言葉では理解できない子供に、昔話を理解しやすくする」ためである。現
地にいる多くの子供たちに、特に読んでほしい、と考える。民話とは、「民衆の生活の中から生ま
れ、口から口へと伝えられてきた説話」のことを指す。その中でも、昔話・伝説などに細分化され
るようだ 3。ブアイヤン村で集めてきたものは、お年寄りの方々から直接きいたものである。地名
や登場人物にゆかりのものが多く、現地の生活がうかがえる。そのため、民話といっていいだろう。
次に、民話を語り伝える意義を述べる。民話研究家の瀬川拓男は、民話を読むことで、「科学万
能に取りつかれた現代人を批判し、自然の条理にもとづいた思考方法を身につける」意義について
述べている。自然の条理とは、DISSOLVAの活動理念である「多様で持続可能である」というこ
とではないか。なぜ私たちDISSOLVAがブアイヤン村の民話を語り伝えるべきなのか、その意義
を考えるために、宮沢賢治が民話に基づく物語を書いたモチベーションを分析したいと思う。30

歳のときに立ち上げた羅須地人教会では、肥料の作り方や気候に合った作物の研究に取り組むなど、
科学者の一面もあった。しかし、「雨ニモマケズ」「春と修羅」などにみられるように、農民や自然

図 1 図 2
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に対する思いやりを忘れなかった。このような慈しみは、「自然の条理にもとづいた思考方法」か
ら生まれたのではないか。この分析で得た気づきをもとに、村の民話の意味づけをする。

4. ブアイヤン村に伝わる民間伝承と「雨ニモマケズ」の比較
まず、「雨ニモマケズ」とは何であったのか。東北の地が抱えていた問題について述べたい。そ

れは、農業の問題である。江戸時代に、「米を換金作物とした経済流通システム」が作られて、東
北でも稲作が行われるようになった。しかし、寒冷な地は、本来稲作には不向きである。不向き
な土地で無理に稲作をした結果、「近世中期以降の東北で発生した飢饉の被害が甚大なものになっ
てしまった」のである。このような「貧農の困窮を間近で見てきた」ことで、「雨ニモマケズ」に
みられるように、農民に対して慈しみを抱くようになったそうだ 4。「雨ニモマケズ」の詩は、賢
治が 35才のときに、結核の治療中に描いた作品のようである。これについて、2点述べる。第1

に、農民を心配して描いた作品である、という点である。賢治が生きた対象・昭和初期は経済発展
の末に未曾有の恐慌に陥った時代で、江戸時代由来の反封建的な農業制度とあいまって農民が貧窮
しているのを見ていく中で、村がなくなってしまう危機感を感じたのかもしれない。村がなくなる
と、農民は故郷を失うことになる。そのことを、宮沢賢治は心配したのであろう。第2に、晩年の
宮沢賢治にとって、故郷の存在が大きかったことがうかがえる。死を間近に感じるにつれて、故郷
への思いが強くなっていったのではないか。そのため、残された農民が故郷を失うことが深刻な問
題であることを、実感として持っていたのである。特に、有名な東奔西走する描写から、農民が心
配でたまらないことがうかがえる。「デクノボー」という表現からは、羅須地人協会の失敗により、
農民を救ってあげることができなかった、賢治の後悔がうかがえる。宮沢賢治は、近代化の中で農
民が都市の経済システムに巻き込まれて困窮していくことを心配して、地方色の濃い「雨ニモマケ
ズ」を作った。そうした背景があり、この作品は、今でも多くの人の胸を打つ。ブアイヤン村も、
「都市への電力供給を補う」ための「大規模ダムの開発」計画により、沈むかどうかの瀬戸際にい
る。村人たちは、故郷を失ってしまうかもしれないのである。そのような状況だからこそ、故郷の
民話は胸を打つのではないだろうか。

5. 民話絵本の紹介
『Ulu Papar Tales ウルパパールの民話』には 9編の民話を収める。しかし、言い伝えに関しては、
話の流れや意味がよくわからないものが多くあった。以下に「プロローグ」「モゴンボウン」「エピ
ローグ」の 3つを紹介する。そのことによって、私たちの活動内容や民話の雰囲気、民話の持つ
価値を伝えることができる、と考えたからである。「プロローグ」は、「お母さん、村の名前は、ど
うやってつけられたの？　それから、むかし、村にやってきた日本人たちはその後どうなってしま
ったの？」という子どもの問いかけではじまる。それに対して、「むかしむかし、この村は 『ラタ
ホン村』 という名前で……、『トビルン族』 との戦争で村の存在を隠すために、ブアイヤン村とい
う名前を使うようになったの。」というように、母親の語り口に導かれて、読者も昔のブアイヤン
村の世界に誘われる。私が特に興味深く思ったのは、イメルダさんのおばあさんのリンギさんの実
体験に基づく「モゴンボウン」という話だ。「かつてブアイヤン村やその近くの村では、現在のよ
うにキリスト教を信じてはおらず、この地域では誰かが病気になったら、「女性の祈祷師（ボボリ
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 1 Global Diversity Foundation, “What we do”, <http://www.global-diversity.org/>
 2 藤本朝巳「昔話と昔話絵本の世界」（日本エディタースクール出版部、2000年）p.17-18
 3 大島廣志「民話　伝承の現実」（三弥井書店、2007年）p.109
 4 千葉一幹「宮沢賢治　すべてのさいはいをかけてねがふ」（ミネルヴァ日本評伝選、2014）

アン）を呼んで、祈祷・治療をしてもらうのが普通」だったというように、キリスト教以前の民間
療法について説明がある。リンギさんは年配の女性祈祷師からモゴンボウンの技を習ったそうだ。
「祈祷師は昼夜寝ずに祈祷を行い、最後に消石灰とキンマの葉を患部に擦り付ける」私が聞いた話
では、現代でも現地の人は、患部に歯磨き粉などを塗ることがあるそうだ。これは、身体に何かを
こすりつけると、病気がよくなる、という価値観が昔からあり、現在まで続いていることを表して
いるのではないか。また、ゴングを鳴らして踊る、という風習がブアイヤン村にはあり、現地では
私たちDISSOLVAメンバーも参加して一緒に踊った。この風習は、かつてのボボリアンの祈りの
風景を表しているのではないかとも考えられる。私たちが気がつかないところに、キリスト教以前
の民間信仰や価値観が息づいているのであろう。どこまでが伝統で、どこからが新しいのか。そし
て伝統は時代とともに変化するものなのか。民話から得られる知見によって、私たちのブアイヤン
村に対する理解がますます深まってくるように感じられて面白い。

6. 最後に
スザンナさんが執筆してくださったエピローグは「2009年に、大型ダムの建設計画が浮上し、
これによって、村が水の底に沈んでしまい、なくなる恐れができた」とし、自分たちの土地を守る
方法として、「ウルパパール地域に住むお年寄りの方によって語られたオーラルヒストリーは、こ
の地域に代々住み続けてきたことを表明して……ウルパパールの知恵の源として、価値を持ち続け
ている」と読者に語りかけて、穏健なダム建設反対運動の一環としての民話収集の意義を明確にし
ている。「サバ州に代々伝わる大切な生態系を、守っていきましょう！」との呼びかけに私も応え
たいと思った。私が参加したDISSOLVA2015では「トレッキングや植林など、エコツーリズムを
体験できるツアー」を「ブアイヤン村で計画する」という取り組みを行なった。このような形で、
適度に観光地化されていけば、生態系と村人の暮らしは守られるのではないか。大型ダムの建設に
反対して、村を堅守するという方向性だけでは、賛同しかねる気持ちが私自身の中にはあるが、こ
のように村の伝統や自然の豊かさを広く伝えていくことが、結果的にダム建設の計画にも影響する
ことになればありがたいと思う。都会に出てなじめずに、村で狩りをしながら生活している人もい
る。ダム開発後の補償も、政府がどこまでしてくれるかわからない。そのような中で、村人たちが
放り出されても、生活していけないのではないか。そのため、村を残してほしいと考える。
ブアイヤン村ののどかな雰囲気が私たち外国人にとっても印象的であったことを、民話絵本とし
て残すという形で、村人たちに伝えられるのではないかと思う。これによって、村人の故郷に対す
る思いが強くなって、ダム開発に負けずに、村を残したいという方向に進んでくれれば、今回の取
り組みは意味のあるものになるのではないか。
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Exploring the situation of rural migration: 
an authropological perspective

Fuyuko Iwasaki

1. Introduction

The decision to leave rural areas often results in search of better environment. Living in countryside 

may have difficulties to obtain basic service, employment or education due to the locality and limited 

opportunities. Not only these reasons, but marriage also makes people migrate to other places. Marriage 

migration can be a strategy for getting better living condition Post-marital residence is an important 

factor in the mate-selection process. However, demographic change will also affect the local environment, 

economy and lifestyle. Rural migration cause depopulation which often leads to the loss of human 

capital to maintain local land. In Sabah Malaysia, rural people still live with nature and maintain their 

subsistence-based livelihood. However, they leave their village to seek better job and education, even 

through or after marriage. In this study, I look into the impacts of migration to marriage decision 

making. Marriage migration can be one of the causes for a future decline in the proportion of people 

who live there. It may raise their own household income or education level higher than staying in village, 

while it may also cause rural community socio-economic level to decline because there are not enough 

human resources to manage their land. Thus, this study will investigate rural migration after marriage 

among the Dusun community in Sabah, Malaysia and aim to understand the impacts on agriculture after 

people have migrated because of marriage. The fieldwork research will be carried out in Buayan village, 

the Penampang district of Sabah, Malaysia.

2. Rural out-migration and its economic consequences

One can argue that rural subsistence livelihood will not degrade even though people migrate to new 

destinations. Theoretically, Chayanov (1986) focuses on the peasant economy and acknowledges the 

need to expand production as the reflection of an increase in household size. Boserup (1965) also stresses 

that the need to increase agricultural production is primarily the reflection of a growing population 

(Malmberg and Tegenu 2007). Fan and Li (2002) highlighted household division of labor as a popular 

strategy of married couples for maximizing productivity of household level. In China, one spouse, most 

likely the husband, works as a migrant while wife stays in the village and assumes the responsibilities 

of farming, household chores, and raising children to maintain their roots and ties in the home village. 

According to Stockdale (2006)’s migration study in depopulating areas of rural Scotland, human 

capital is necessary for rural economic regeneration and he also noted rural communities need to create 

economic opportunities to encourage return and in-migration flows.

Rural people leave their home villages to improve their individual household, while at the same 
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time rural communities lose human resources to engage in agriculture. People move to urban areas to 

improve their quality of life, seeking better job, education or due to family reasons (Grau 2007, Jacob 

2008). Young generation in particular seek jobs and a higher income in towns with attraction of modern 

lifestyle (Gould 2009). In some areas, patterns of post-marriage residence influence household size and 

the allocation of labour and resource (Buttenheim and Nobles 2009). In the traditional society, extended 

families comprised the main unit of economic organization. The patriarch organized the work tasks, 

deployed the family’s labor across those tasks, accumulated the earnings of the activity and distributed 

them. However, with substantial structural change in the economy, more family members are working 

outside the family unit in the formal sector (Hugo 2002). Women usually engage in family farming and 

food production as frequently as their husbands. However, women’s domestic roles may alter and they 

may seek employment outside their villages when their families can no longer survive to earn income in 

their villages (Singhanetra-Renard and Prabhudhanitisarn1992). 

In such situations, rural communities lose human resources and this often results in losses of 

socio-economic strength of community itself. Rye (2006) mentioned out-migration reduces the ability 

of the rural societies to serve the needs of those remaining, as population decline empties these societies 

of vital human resources such as labour supply. A lot of rural areas of Japan faced serious depopulation 

problem, including closure of shops, closure of schools, temples, and the termination or decline of 

festivals, which are often associated with difficulty of farming when neighbouring ricefields are left 

fallow (Knight 1991). In the point of view of landscape ecology, rural depopulation as a consequence of 

abandoned land and forestry use causes the number of species such as animal, plants and vegetation to 

decline (Latocha 2006). Knight (1991) noted depopulation means the social absence on a routine basis 

of members of the next generation. In Bolivia, it diminished traditional indigenous culture and caused 

the land to degrade because young people sell their plots without formal title to their land and leave 

agriculture (Andersen 2002). 

My research has three research questions: (1) What are the past and present patterns of 

migration in rural district of Malaysia? (2) How do couples make decisions of post-marital residence? 

(3) How does marriage migration influence on agriculture? The objectives of my research is therefore: to 

describe population movements in rural community; to understand the trend and reasons of residential 

preferences after marriage.; and to examine the impacts on agriculture after marriage migration.

3. Placing ‘marriage’ as the analytical core

In order to examine those research questions, an anthropological method is used, including analysis of 

the descriptive qualitative information obtained from ethnography such as participation observation, 

oral history, questionnaire and mainly semi-formal interview. The fieldwork will be carried out in 

Buayan village, the Penampang district of Sabah, Malaysia for about six months. Dusun language is also 

a tool for doing fieldwork. It is hugely significant both in terms of the pragmatics of doing fieldwork 

and the quality of the ethnographic material. If I cannot comprehend the language and communicate 

effectively, it means that it is not effective research. Research starts by profiling villagers into a group of 
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informants. The informants are selected among married people and divided into four groups; 1. young 

married villager, 2. young married migrant, 3. elderly married villager, 4. elderly married migrant. Each 

group has 15 people and total number of informants is 60 people. Also, secondary sources are helpful to 

comprehend my field of study. Using publications such as books, textbooks, journals/magazine articles 

and news reports are important for my research. These methods are useful to review previous research, to 

compare the existing account with my study, and to develop my knowledge.

4. Signi�cance of Research

Mobility data can show the present situation, change, and problems in population movement, and they 

can be used to consider the respondents’ future strategy. The findings of research may reveal how human 

resources are essential to sustain rural livelihoods. If community is concerned about these problems 

and people have a desire to sustain their livelihood, this research may be valuable in revealing the more 

realistic, economic side of the problem. Furthermore, investigating and analyzing population dynamics 

may be helpful for rural sector in predicting future population movement. And this research can also 

provide information to policy makers for rural development. Doing research will lead to academic 

development in the field of migration studies related to marriage and may be useful for future scholars. 

Finally, it may be useful to the community to keep the data of this research as a record for the future. 

Since there are hardly any such historical materials or records in the community, this field research can 

create a valuable source of data for the community as well.
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Finding Out the Historic Salt Trail:  
A re�ection from the present status as a tourist attraction

Imelda Tambayang

1. Introduction

Salt trail is the historic route to link between rural and urban areas leading to exchange of agricultural 

products with salt and other basic needs. People of the Crocker Range rural communities used to go 

through the salt trail by foot and through the dense forests for a few days to arrive in the West Coast 

area. Along the way in the middle of the route, there are villages occupied by Kadazandusun community. 

The interior of Ulu Papar area includes several villages such as Kampung Terian, Buayan, Kionop, 

Pongobonon, Podos, Kalanggaan and Longkogungan. The journey is parts of a routine in their lives. 

Nowadays, salt trail has become one of the tourist attractions with challenging trekking activities in 

the Crocker Range hills area. The remnants of the early occupation of people in this place have existed 

for hundreds of years, but there is no specific study done to explain the history of the settlement. The 

name of the Buayan village, one of the villages in Ulu Papar, was first recorded in 1909, and the name of 

Ulu Papar generally was first recorded in 1886. Salt Trail is included in the area, regulated by the Sabah 

Parks, since Crocker Range National Park (CRNP) was implemented in 1968. CRNP was later gazette 

as forest reserves. In 1984 CRNP was recognized as a watershed that supplies water to the west coast 

and the interior of Sabah. In 1996, CRNP renamed as the Crocker Range Park (CRP) covers an area of   

about 140,000 hectares. The area is surrounded by Kadazandusun and Murut (KDM) villages, practicing 

shifting cultivation activities. Nowadays, based on the management of the Sabah Parks over the Crocker 

Range Park, the salt trail is divided into four main routes for tourism purposes which is Inobong-Terian-

Buayan-Kionop-Tikolod, Togudon-Kalanggaan-Kionop-Tikolod, Mile 32-Timpangoh Sugud and 

Longkogungan-Kuyongan-Mile 32. Therefore, this study will focus on the changing role of salt trail 

routes from traditional routes to tourism in the year of 1880s until 2015.

2. From the time of British North Borneo Company to present

The communities in Ulu Papar have undergone some changes of their life activities over a long time. Salt 

trail used to be an important access for them primarily to trade with other areas around them, but its role 

as trade routes became less significant over time. This is because education, development, tourism and 

technology influenced the lives of people in this area. Therefore, in this study we will try to answer the 

question of how to understand the changing role of salt trail from traditional route to tour trail. Among 

the questions that arise related to the above problems are: (i) How geographical aspects and government 

administrative of British North Borneo (Chartered) Company (BNBC) era led to the existence of salt 

route? (ii) What is the importance of the salt trail for traditional community activities and in the modern 
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era at Ulu Papar? (iii) Is there settlements heritage related to the community activities in the study area? 

(iv) How the changes involving society and development that occur affects the salt trail? This study is, 

therefore, carried out to achieve the four research objectives, corresponding to the four research problems. 

3. �e evidence of long-term settlements and the trading routes 

A piece of the history of Ulu Papar was recorded in The British North Borneo Herald (1909), stating 

that poll-tax collecting activities were carried out in Buayan, Kionop, Pangi Pangi, Kalanggan and 

Longkogungan. The people in this area are recorded as farmers. Regis & Baptist (2012), Jamili Nais, 

Yoneda Masaki, Fatimah, ed. (2004), and Gusni Saat & Gary Loo Chee Wyani (2015) all stated that 

there is salt trail in Ulu Papar traveled by people to exchange agricultural products to salt with the Bajau 

community in the West Coast. Saat and Wyni (2015) specifically states that Buayan community has 

formed around 1890. The British North Borneo Herald (1886) recorded about Ulu Papar for a travel 

to “tamu” which means native market activity at the time. In addition, P. S. Shim (2007) describes 

how Tagahas language was spared in the Ulu Papar area and others area. Similarly, Owen Rutter (1922) 

describes the class division of Dusun Tagahas language, categorizing Tagahas as people living in the 

highlands of the Tambunan district. Tregonning, K. G. (1960) also states that there are interior villages in 

the region of the Crocker Range Park. The literature review which was conducted as a preliminary study 

showed that the changes in the role of the traditional route to tour trail has not been recorded clearly by 

scholars. There is some writing that mentions the changes, but does not explain thoroughly, especially in 

terms of explaining the different roles of the salt route. In addition, there are gaps in the literature about 

how the changing role that has happened affected the salt trail, particularly in the field of tourism and to 

the people in this area. Therefore, this thesis will contribute to the academic knowledge, especially in view 

of the changing role of salt trail in the Crocker Range Park, Sabah, Malaysia, and is expected to fill the 

gaps.

4. How the study is conducted

The study of the changing role of salt trail from traditional routes to tourism in Sabah, involves 

Tambunan and Penampang districts and the Crocker Range Park area. The research will review the long-

term transformation of salt trail from the 1880s until 2015. This is because over the entire period there 

were many aspects that changed the way of life of the people in Ulu Papar. In this study to investigate 

the salt trail history, we use both primary and secondary sources. Primary sources refer to studies 

using materials such as old documents to see the existence of this pathway through the State Archives, 

especially the Colonial files, the newspaper The British North Borneo Herald, the minutes of meetings 

and the annual reports from Sabah Parks. In addition, the study will also involve field surveys carried 

out by trekking the salt trail and collecting data at each station or stop point along the route of salt trail. 

Meanwhile, secondary sources were obtained from the library of Universiti Malaysia Sabah, Sabah State 

Library either in the form of documents, research reports, theses, magazines, journals, newspapers and 

books. The study will be carried out involving research method of archival, library and field trip. The 
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whole study is divided into six main chapters. In the first chapter is introduction, research problems, 

research objectives, literature review, importance of study, scope of study, research methodology, and 

conclusions. Second chapter, the study will explain the geographical aspects and the administration of 

BNBC in Sabah. In the third chapter, the study will focus on the importance of salt trail from traditional 

route to the modern era, around the 1880s until 2015. Chapter four is a study related to the aspects of 

the importance of the remains of the old settlements along this route. Chapter fifth, the study will explain 

the changes that occur on the salt trail involving the activities by the community and the impact on 

the development of tourism. At the end of the chapter, the study will conclude with the findings of this 

study on the salt trail with regard to its transformation from the traditional route to the tour trail. The 

concluding chapter will also give a brief analysis of the problems and issues that arise in the study.

 In conclusion, the salt trail generally refers to the route which became known after the 

establishment CRNP in 1968 and after the launch of the campaign for the salt trail in 2007. Foreign 

tourists, local communities and other certain groups started trekking this route after facilities were 

repaired along the way, including those conducted by Raleigh International Malaysia in 2004. This study 

will particularly be enlightening as it will show some aspects of the changing role of the traditional routes 

to tour trail in relation to social, economic and political transformation of the area under study in Sabah, 

Malaysia.
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