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はしがき

「私たちは何を残していきたいのか。」今回で 4年目となった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では、5カ年計画の折り返し地点を過ぎて、いかにこのプログ
ラム全体をすべての関係者にとって有意義なものとなるよう終結させていくか、という課題に取り
組むこととなりました。このプロジェクトは、2011年4月に経済学部眞嶋ゼミの学生たちが中心
に構想を練り始め、2012年に第１回目が実施され、それ以来多くの関係者の方々のご協力とご支
援を受けて続けられてきました。始めの 2年間は、全くの手探り状態で、受け入れ側の関係者もど
のようにすれば私たちと意思疎通ができるのか探りながら、お互い試行錯誤の中で進んできました。
今年度は、昨年度まで築き上げてきたブアイヤン村の若者たちとの協力関係に基づき、共に未来を
見据えて、どのような形にしてこの 5カ年の活動の成果を残していくか、具体的には 5ヵ年計画
終了後のコミュニティ・ベイスド・ツーリズムの構想を共に練りながら、学習院生が具体的な提案
を行い、それらを自分たちで体験することによって実証実験するという試みがなされました。

DISSOLVAボルネオプロジェクトの年間プログラムは、まず 4月の参加応募要項の掲示と事前
説明会から始まります。今年度は就職活動期間の後ろ倒しがなされたため、例年参加者の多かった
4年生による応募が皆無となり、応募者全員がボルネオプロジェクト初参加者となりました。経験
者によるサポートがない中での、初々しいチームは、半分以上が１年生、そして残りが 3年生とい
う、これまでにない学年比率でのスタートとなりました。新生チームのメンバーは、しかしながら、
毎週開催された参加者説明会をとても意欲的にこなし、就職活動などの合間を縫って説明にきてく
れた経験者たちから、新しい知識をどんどん吸収していきました。これまでの経験を踏まえながら、
現地での活動プランについても、体力的に無理がなく、また知的な関心レベルを高く維持できるよ
うな内容のものが採用されていきました。具体的には、今後コミュニティ・ベイスド・ツーリズム
でトレッキング客や大学生・高校生グループを受入れる際に取り入れていきたい体験活動としての、
楽器（ソンポトン、ブンカオ、トンクゴン）の制作、数珠玉ビーズアクセサリーの作成、現地特産
フルーツのシロップ漬けの瓶詰め作業、そして一昨年度から取り組んできた「生物文化遺産の家」
の建設作業です。また、そのような体験活動、大自然の中のトレッキングツアー、そして自然と共
生する知恵を学ぶ狩猟採集活動などを、指導し運営するための組織や会計についての学生によるレ
クチャーも、ブアイヤン村の若者達に向けて行われました。
建設現場では、一昨年度にエディンバラ大学建築学科の学生たちが考案したデザインのうち、経
年変化や初期の見込み違いによって機能しなくなった部分を、ブアイヤン村の大工たち（成人男性
は全員大工です）の裁量によって修繕する手伝いをしました。現地の方々の美的感覚を活かしつつ、
かつ実用的な建物へと変貌を遂げることとなりましたが、その中には、学習院生独自のささやかな
美的表現も織り込まれ、一つには竹でつくられた透かし窓のなかに竹で村の名前「ブアイヤン」を
文字で描くという工夫も活かされていきました。海外の学生による様々なアイデアは、うまく機能
する時とうまく機能しない時があります。今回は、現地特産フルーツのタラップをシロップ漬けに
するアイデアを提供し、日本から持ち込んだガラス瓶に詰めて、何本かは学生たちがお土産として
持ち帰ることを試みました。しかしながら、帰国後よく漬かった頃に、ガラス瓶を開栓したところ、
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思いもよらないほどまずいものに仕上がっていることが分かりました。瓶詰め作業をしながら、期
待に胸を膨らませていた村のみなさんには、心よりお詫び申し上げたいという気持ちです。このよ
うな経験は私たちが「残していきたいもの」ではありません。学生たちによるボランティア活動の
難しさと、ボランティア活動後にも視野を広げ、倫理的責任を持つことの大切さを改めて学んでま
いりました。
今年はまた、命の重さと生きていくことの重みを改めて心に刻む経験もいたしました。それは、
昨年8月のDISSOLVA活動のすぐ直後に交通事故でなくなったケントさんのお墓参りをさせてい
ただき、同時に一昨年の夏の活動直前に同じく交通事故でなくなった中学生2名のお墓にお祈りを
させていただいたという経験です。一昨年度に初めてブアイヤン村まで未舗装の林道が開通いたし
ましたが、そのすぐ後にこのように命に関わる事故が続けて起き、若い命を奪っていったというこ
とは大変残念なことでありました。また、本年11月には、ブアイヤン村長の姉であり、村落開発
安全保障委員会議長の妻であるマチルダさんが 52歳の若さにしてご病気でお亡くなりになり、日
本に暮らす私たちとは違う「死」への距離感を再認識させられることとなりました。マチルダさん
は、10人の子どもたちとその配偶者、そして大勢の孫たちに見守られながら静かに息を引き取っ
たそうです。また一方で、ジャングルの中の自然に近い生活のために、非常に長生きをしていらっ
しゃる方々もおられます。今回は、マチルダさんの母リンギさん（83歳）、トンギライさん（80歳）、
ゴルンパンさん（88歳）に、かつてのブアイヤン村について、そしてかつて日本軍に関係した人々
が訪れたことについて、インタヴューをいたしました。終戦70周年を機に、平和について考える
という試みの一環でしたが、まだまだお元気なお年寄りのみなさんからの昔の記憶を証言として残
させていただくということは、いまだ村の歴史がしっかりと文章化されていないこの地域では非常
に大事なことであるように思います。
歴史を残すことは重要でありますが、この地域が歴史の中に葬り去られるという将来的な可能性
も、今年はますます高くなってきた年でありました。本冊子の研究論文にあるようにブアイヤン村
を含むウルパパール地域を水没させることとなるカイドゥアンダムの建設計画がこれまでになく現
実のものに近づいてきたからです。研究論文の中では、現地サバ州の新聞記事などを資料として使
いながら、これまでの経緯と論争を簡単にまとめ紹介しています。これらの新聞記事は他村の反
対派の人がSNSのサイトに掲載しているものですが、そのようなSNS活用方法の広がりについて
調査した論文もあります。またサバ州の民族文化政策の断片やNGOの役割が垣間見られる民族ア
イデンティティに関する論文二編、そしてサバ州の観光政策の一環としてのコミュニティ・ベイ
スド・ツーリズム制度に関する論文を本冊子に掲載しました。DISSOLVAボルネオプロジェクト

4年目にして徐々にブアイヤン村に関わる歴史的政治的背景がよりしっかりと見えてまいりました。
来年度は、5カ年計画の最後の年です。これまで成し遂げられてこなかったもの、そして私たちが
この地に残していきたいもの、それらを来年度のDISSOLVA参加学生たちと一生懸命に心を込め
て精査し、私たちがブアイヤン村から去る時に悔いが残らないよう、改めて気を引き締めて活動し
てまいります。そしてウルパパール地域でこれからも命と暮らしをつないでいってほしい。そのよ
うな私たちの願いが届くようにと祈っております。

 眞嶋史叙（学習院大学経済学部教授）
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サバ州ホームステイ事業制度とホームステイマザーについて

川島和果

はじめに

マレーシア・サバ州では、従来のマスツーリズムに変わる、ホームステイをベースとしたコミュ
ニティ・ベイスト・ツーリズム（農村主催で行っていく観光）が複数の村で推進されている。この
地域資源を利用した新しい農村観光の制度的な現状について、まずその概要を紹介する。そして、
私達が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で訪れた、サバ州ピ
ナンパン郡ブアイヤン村でのホームステイの現状について、またホームステイのオペレーターであ
るマザー（村のホームステイを営む女性）たちの、事業を通じて生まれた企業家精神について詳述
し、今後の課題としてホームステイのほかにマザーたちが取り組むことのできる副業プロジェクト
について考える。

1．農村観光の変遷について
マスツーリズム（安全・容易・快適を前提にした従来の観光）は、道路、交通機関、宿泊施設、

観光地などが整備され、同質的な旅を行うもので、外部の大資本が経営する宿泊施設、レストラン、
その他の施設が支配的であり、農村地域に住む人の多くは観光から利益を得ることは出来なかっ
た 1。1990年代になると、従来のマスツーリズムに代わる、自然環境との共生と持続可能な開発を
求め、名所・旧所といった観光地や名物のような決まりきったものに対して重きを置くのではなく、
これまで観光対象とみなされていなかったこと（「未開の」民族・文化・自然環境など）への風潮
が強まった。そこで台頭した新しい観光の考え方が、ルーラル・ツーリズム 2、あるいはコミュニ
ティ・ベイスト・ツーリズムと呼ばれるものである。これは、農山漁村地域において、手持ちの資
源を有効に用いて、コミュニティ全体が直接的・間接的に観光化に関わるもので、利益の一部がコ
ミュニティ全体に再分配され、観光に直接関与しない人達をも含む、全体の福祉の向上や生活環境
の改善に繋がるものと考えられている。

2．サバ州のホームステイプログラムについて
この新しい観光形態は、サバ州でも推奨されている。1995年にマレーシア観光省によって始め
られたマレーシアホームステイプログラムを拡張し、2002年にサバ観光文化環境省（KEPKAS)に

よって設立され、組織づけられている 3。農村が州からの認可を受けてこのプログラムに参加し組
合員になるためには、観光省が提示するホームステイの基準をクリアすることと、既に参加してい
る村で行われているツーリズムに相当するレベルの、競争的な価格と村独自のアクティビティを提
示することが必要である。（ブアイヤン村では 3軒のみがホームステイを実施しているため、”最
小10組の家族を１つのコミュニティ ”とする基準を満たしておらず、認可を受けていない。）観光
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省当局での調査を通過し、ホームステイ協会による講習を受けると組合員として認可を受けること
ができる。
組合員であることの利点は、「Program Homestay Malaysia」というロゴのついた看板が与えられ、
観光客の目の届く場所に設置できるようになること、また、ホームステイのプログラムを旅行業者
が仲介して観光を希望する人へ一般的にパッケージ販売することができることである。その他にも、
組合員になると、サバ州のホームステイ協会の株を購入することができる。協会はこれを資金の一
部として、州政府保有のホテルのレストラン経営等に投資している。その収益の一部は持ち株数に
よって、組合員に配当金として支払われる。株購入以外にも組合員は、部屋数に応じてホームステ
イ協会に組合費として一部屋当たりRM10（300円相当）を組合に支払う。組合はこれらを基金の
一部として、会員が病気のために入院する場合、あるいは火事が生じた場合に、基金から見舞金と
して会員家族に給付する。また、会員の子供が大学へ進学する場合には、奨学金RM5000が与え
られ、組合員はその他にも様々な保証を受けることができる 4。
このように、サバ州から認可を受け、ホームステイ協会の組合員になることで、ホームステイを
公式に行えるようになることだけではなく、日常生活においても優遇されることが多くある。ブア
イヤン村で行われているホームステイ活動も、州からの認可を受けることができれば、より円滑に、
また盛況することができるだろう。ブアイヤン村においても認可を獲得するためには、新規にホー
ムステイを行う家庭を増やす試みを始めなければならない。

2013年時点で、サバ州の農村には村人によってつくられた右の表の 15のホームステイプログラ

ムが登録されている。
これまでの研究では、表中６番目のワライトコウ・ホームステイの例 5や、13番目のビリット・
ホームステイの例 6が、成功例として紹介されているが、他にもホームステイを始めたものの、う
まく続かない例もあるようである。成功の秘訣は、ホームステイをコーディネートする人のリーダ
ーシップにかかっているのではないかという。コミュニティの中での事業であるので、コーディネ
ーターが私利に走らず、コミュニティ全体を考え、ホームステイ事業に対して消極的な村の人々も
巻き込んでいくような、リーダーシップを発揮できるとよいようである。

3．ブアイヤン村でのホームステイ
DISSOLVAボルネオプロジェクトでは、初めてブアイヤン村を訪れた 2012年から、今年度2015

年まで、計4回この村を訪れ、ホームステイに滞在させてもらっている。ブアイヤン村では自給自
足の生活を行いながらも、未舗装の林道が開通してからは 4輪駆動車で都市へ行き生活必需品など
の大荷物を抱えて村に帰ってくることができるようになり、コタキナバル方面からモノもヒトも入
って来るようになってきた。これまで複数回村を訪れているメンバー学生は、ブアイヤン村の変化
について、少しずつだが経済的に豊かになっている印象を持つ。ホームステイ活動による収入が影
響して、村が豊かになってきていると考えられる。
ホームステイを行うには、観光客を受け入れるための相当の施設が必要である。特にDISSOLVA

チームが大人数で初めて村を訪れた 2012年には、ホームステイをはじめる際に、DISSOLVA学生
のアドバイスと労働作業により、まず設備拡充を行った。ホームステイマザーたちは、大人数のホ
ームステイを行うために何が必要であるのかよく分かっていなかったようである。具体的には、同
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時に複数の学生がシャワーを浴びられるように、3軒のホームステイのうち、宿泊人数の一番多い
家の外の庭に、シャワーブースを２室増設した。翌年また村を訪れると、今度はホームステイマザ
ーの方から、別の家の庭に新しいシャワーブースやトイレ等の施設をつくろうという申し出があり、
学生のチームが到着する前に土中に埋め込む部分などの設備の大枠ができており、学生の追加的な
労働作業の結果、完成させることができた。その翌年も、また別のホームステイを行う家のマザー
とその夫によって、シャワーブースとトイレの増設が進められていた。水回りの整備以外では、学
生たちが集うスペースとして、庭に屋根のあるテラス空間をつくることが望まれていたが、そのよ
うな空間の拡充とベンチやハンモックの設置に関しては、DISSOLVAチームからの正式な要請な
しに、ホームステイマザーらの裁量で増設が進められてきた。どのように観光客をもてなせばよい
か、マザーたちは今ではよく分かってきた様子だ。過去4回の滞在の度に、私達のような観光客の
ために設備のアップグレードがなされ、村のホームステイ設備は整備され続けている。
ブアイヤン村でホームステイを行う際の問題点として、①認可の問題と、②村の中での格差の
問題が挙げられる。ブアイヤン村でのホームステイ活動は、州による認可を受けていない。それ
は、サバ州からホームステイの認可を獲得するためには、10軒以上の家庭が実施していることが
必要な条件であるが、ブアイヤン村でホームステイを行っている家庭は、2015年現在、3軒の家が
中心となって、通算合計5軒の家のみが関わってきたという経緯がある。ホームステイを行うため

表：サバ州におけるホームステイ事業
Homestay Village Location Ethnicity Natural attractions 

Misompuru Kg. Minyak Kudat Rungus Rainforest, beaches, 
trekking 

Taginambur Kg. Taginambur Kota Belud Dusun Rivers, trekking 
Melangkap Kg. Melangkap Kota Belud Dusun River, Mountain view, 

trekking 
Tanak Nabalu Kg. Lobong-lobong Kota Belud Dusun Mt Kinabalu, river, 

trekking, waterfall
Mitabang Kg. Tulung-Mantob Kiulu Dusun River, Rainforest 
Walai Tokou Kg. Sinisian Ranau Dusun Mountains, rainforest, 

waterfall, cave 
Mesilou Atamis Kg. Mesilou Ranau Kadazan Dusun Mountains, rainforest, 

waterfall, cave 
Penampang Kg. Pogunon Penampang Kadazan River 
Koposizon Kg. Gana et al Papar Kadazan Beach, river 
Tambunan Kg. Keranaan Tambunan Kadazan Dusun Rainforest, mountains 
Long Pasia Kg. Long Pasia Sipitang Lundayeh Mountains, rainforest, 

river 
Miso Walai Kg. Batu Puteh Kinabatangan Orang Sungai W i l d l i f e ,  r i v e r , 

rainforest 
Bilit Kg. Bilit Kinabatangan Orang Sungai Wildlife, river, Bilit 

Hill, rainforest 
Balai Kito Mayu Kg. Sukau Kinabatangan Orang Sungai Wildlife, river, cave, 

rainforest 
Moido Waloi Kg. Abai Kinabatangan Orang Sungai Wildlife, river, cave, 

rainforest 
出典：Oi Yee Wong (2013).
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には、観光客に対して食事を提供するため食物の採集や狩猟を行うことや、清潔で充分な大きさの
宿泊施設を提供することも必要である。これまで全くホームステイ活動を行ってこなかった家庭に
とって、これらは高負担で、ホームステイ活動を新規に始めた家庭は 2012年のDISSOLVA初年度
から 2015年度まで 2軒であったが、食事の提供などの負担が少ない形での参加であった。村人に
とって高収入なホームステイビジネスは、本格的には 3軒の家でのみ行われているため、収入によ
る恩恵も 3軒の家でのみ受けられていることが 2つ目の問題である。都市部と農村だけでなく、農
村の中においても 3軒とその他の家で格差が生まれ始めていた。
その 2つの問題点に対して、DISSOLVAチームは 2014年度の活動で新しい提案を行い実施

した。その提案は、食事提供に関する負担軽減と、より広範な所得の分配を目指したものであ
る。具体的には、村の若者が指導をする形で、村の自給自足的な狩猟採集活動の体験のお手伝い
をDISSOLVA学生たちがさせてもらい、その対価として指導費を支払うというものである。ハン
ターギャザラーアクティビティ（狩猟採集体験）と呼ぶことになったこの取組みは、ホームステイ
マザーによる食事提供負担を減らし、それに付随してマザーに支払う宿泊費の一部を若者たちの指
導費として振替え、より広範な所得分配を進める上で有効であった。2012年度はホームステイ宿
泊費用として１人１泊RM60、2013年度は急速なインフレも考慮してRM70支払ったが、2014・
2015年度はホームステイに１泊RM60、ハンターギャザラーアクティビティにRM20を支払うと
いう形式を取ることでコミュニティ内での格差拡大を抑えることを図った。食事は 12泊分を 3軒
で均等に分けて、4泊分ずつ全員分を担当することにして、負担の多い作業を 1軒につき 4日だけ
に短縮した。そして、DISSOLVAチーム全員の人数を 10名と考えた場合、１日RM200相当が魚
釣りや山菜採取の体験活動を指導する若者たち（4名程度）に均等に分配されるように工夫をした。
このアクティビティを通じて、出稼ぎに行かずとも村にあるもの、村の中でできることで収入を得
るという意識が根付き、ホームステイへ新しく参加する家庭が現れるかもしれない。

4. ホームステイマザーの副業ビジネス
発展途上国では、一般的に女性の権利が抑圧され男性の僕のように扱われている国も多い。しか
し一方で、ブアイヤン村のように、村の中で女性の地位が高く、村を主導し、教育や雇用の問題に
ついて重要な役割を果たすケースもある。ホームステイ事業はオペレーターであるマザーの役割が
極めて重要で、DISSOLVAの活動においても 3軒の家庭のマザーを主軸として行われた。ホーム
ステイ事業を行い、現金収入を得ることによって、マザーたちの、より沢山のお金を稼ぐことへの
起業家的な精神は育っている。前述のように、設備の拡充や、新しい料理方法の研究、新しい体験
活動の導入などで、率先してチャレンジ精神をみせてくれた。そこで、さらにここではホームステ
イに付随した副業として行えるビジネスについて考えたい。
ブアイヤン村以外のサバ州にある複数の村で、ホームステイプログラムが行われ、既に観光客に
向けてホームステイに付随する副業でも新しいアプローチがなされていた。伝統手工芸品であるビ
ーズのアクセサリーの製造販売や、ランの花の栽培、伝統楽器であるゴングの製造販売や伝統的
なロングハウスホテルの経営、レストランを経営する村もある 7。これらの成功例をヒントにして、
どういった副業事業がブアイヤン村に定着するのか考えると、村に定着させるためにはなにより、
村のマザーたちにとって少ない負担で苦痛なく取り組める事業を考えることが重要だ。DISSOLVA
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では 2015年度に村にある果物のタラップと、モントックと呼ばれる村の蒸留した地酒又は日本か
ら持参したホワイトリカーを合わせてタラップリカーの製造を行った。だが、持参したホワイトリ
カー漬けは成功したものの、村の地酒を使用した方は失敗であった。村で手に入るもので新たに販
売できるクオリティのお酒を作ることは難しいかもしれない。しかし、試行錯誤はまだ始まったば
かりである。また同年、ホームステイを行うマザー、アイリーンさんの家でハチの巣箱が設置され
て養蜂の準備が行われていた。こちらもまだ成功するところまでは来ていないが、前向きにチャレ
ンジを続けていくことが重要である。そして、私達のような海外から訪れるものは、その努力自体
をありがたく受け止め、一緒に楽しませてもらうことが大切である。

5. おわりに

ホームステイ活動それ自体がホームステイツーリズムを行う村に必ずしも大きな影響を与えてい
るわけではないかもしれないが、村が自主的に経済活動のチャンスを得られること、それにより起
業家精神を焚きつける要因となっていることを考えると、重要な手法であるといえる。また、ホー
ムステイ事業のため、村人が集まり協力することで、村人の結びつき、コミュニティの基盤はより
硬く、しっかりしたものになるだろう。村の中心的なメンバーだけでなく、全ての人が自分自身の
地域の価値観や文化に誇りを持ち、村の魅力を発信し続けて欲しい。

　注

1  江口信清「コミュニティ・ベイスト・ツーリズム役割について」  立命館大学 学外研究成果報告 , 2011 
年 .

2  宗像朗「マレーシア・サバ州ティナンゴール村における農村開発プロジェクトとその後の農村観光の
展開 について」, 西川・吉田編『地域振興の制度構築に関する予備的考察』調査研究報告書 , アジア経
済研究所 , 2007年 .

3  Oi Yee Wong, ‘Towards sustainable community development: A case study of homestay tourism in Sabah’
, Unpublished Master of Arts Degree Thesis in Tourism, Environment and Development at King’s Collage 
London, 2014.

4  江口信清「コミュニティ・ベイスト・ツーリズムとしてのホームステイ事業─マレーシア・サバ州ク
ンダサ ン・シニシアン村の事例から─」 立命館大学人文科学研究所紀要 (98号 ), 2012年3月 .

5  前掲書 .
6  Oi Yee Wong, ‘Towards sustainable community development’.
7   「村落地域における消費活動と女性の役割」 岩崎芙有子DISSOLVA研究報告論文 (2012年度 ).
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ボルネオ島先住民ドゥスン族のアイデンティティ形成
－祭りと商品広告の関係－

清水　航

セルフ・アイデンティティ（自己同一性）とは、自分は何者であり、何をなすべきかという個人
の心の中に保持される概念である 1。つまり、「自分とは何か」「どんな事を学びたいのか」「どん
な仕事に就いたらよいのか」「社会に出て生きていくにはどうすればよいのか」といった問いを通
して、自分自身を形成していく。そして、「これこそが本当の自分である」といった実感のことを
エゴ・アイデンティティ（自我同一性）と呼ぶ。世界中の一人一人がアイデンティティを成長の過
程で形成・再形成をしていくように、歴史の中で国籍や人種、民族などにより世界中の一人一人を
大きく分ける事が出来るようになってからは、大きなくくりの集団的アイデンティティも形成・再
形成を繰り返してきたといえる。この論文では、私が二度訪れたボルネオ島・ブアイヤン村のドゥ
スン族の人々との現地での体験を交えて、この地の人々の民族的なアイデンティティがどのように
形成され、また現在も再形成されつつあるか、考察してみたい。まずは、イギリス・北ボルネオ会
社による統治によって一方的に形成されていった民族分類を紹介する。この地に住んでいた人々は、
その中で自分たちは一体何者なのかという概念を、具体的にはいかにして抱くようになったか。こ
こではその具体例として、自分たちの民族アイデンティティを主張する場として選ばれた“カーマ
タン”と呼ばれる祭りについて考えたい。さらにはこの祭りの持つ二面性として、新たな市場を求
めてこのお祭りを利用する欧州多国籍企業の狙い、そして新しく生まれつつある民族アイデンティ
ティの再形成について考察していきたいと思う。

1．マレーシアサバ州に置ける民族分類
ボルネオ島北部に位置するサバ州の歴史は、1881年にイギリス北ボルネオ会社（British North 

Borneo Company）によって統治されるようになった北ボルネオに由来する 2。1946年7月にはイ
ギリスの直轄植民地となるが、1963年9月には、既に独立していたマレー半島のマラヤ連邦の後
にイギリスから独立し、連邦国家マレーシアの一つの州として組み込まれることになった。植民地
支配に激しく抵抗した歴史がほとんどないサバ州に大きな問題が浮上する事となったのは 1980年
代になってからだ。ボルネオ島北西部よりマレー半島が先に独立した事もあり、半島に住む人々で
あるマレー人ムスリムが政治的な面で圧倒的な支配力を持つ中で、マレー半島の連邦政府とボルネ
オ島北西部のサバ・サラワク州政府で意見の相違が生じ対立が起こる。その結果、宗教間での対
立（イスラム教 対 キリスト教）と民族的な対立（マレー人 対 カダサンドスゥン人）も起きてい
った。マレー半島の連邦政府に対抗してサバ州の住民（サバハン）として一つとなり共通意識を持
つようになっていったかに見えたが、このような大きなくくりの集団的アイデンティティの形成過
程で、むしろサバ州内で多種多様な民族に分かれ、各々の意見・主張があることが明白になってい
った。図１はその多種多様なグループに分かれた民族を分類したものである。イギリス領植民地と
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なる以前より、欧米の探検家や動植物学者などがボルネオ島北西部に来て、沿岸部に住むムスリム
の仲介人を通してこの島に住む人々を調べていった。イギリス人はこの島の人々を文明人としての
沿岸部のムスリム、首狩り族などの野蛮な非文明人としての内陸部の非ムスリムとに大別した。民
族グループの識別はこの頃から始まったと考えられる。
沿岸部のムスリムでは半島からやってきた文明人であるマレー人の他に、バジャウ人やイラヌ

ン人が大きなグループを形成し、別名“海の民”とも呼ばれていて漁業を中心に生計を立てている。
私が 2013年に訪れた、コタキナバルの港からジェットボートでおよそ 15分の近距離にあるガヤ島
では、東部に水上集落があり、主にバジャウ人が暮らしている。フィリピン周辺の外部の島々から
の移民も多い。国籍や身分が曖昧なため正規の仕事には付けず、都市部に比べてかなり貧しい生活
を強いられている人もいる。その貧しさを隠すかのように、都市のような色彩豊かな色合いが家の
屋根や壁に使われていたことが印象に残る。バジャウ人の多くはフィリピンのミンダナオ島や周辺
の外部の島々に住む人々と同様にムスリムが多く、イギリス植民地時代もムスリムの外来民として、
非ムスリムの先住民と区別して認識されていった。
ボルネオ島西海岸の中央付近に位置するブルネイは、かつてボルネオ島を掌握していたマレー人
が王都を築いた場所だが、これらブルネイ・マレー人は、内陸部でもより奥地に住む非ムスリムを
ムルト、内陸部の主により沿岸側あるいは北部地域に住む非ムスリムをドゥスン族と呼んでいた。
北ボルネオ会社の設立によって北ボルネオという名前が使われるようになると、イギリス人の認識
の上で「ドゥスン族」は「北ボルネオの先住民」の代表としての意味合いを強めていった。イギリ
ス人は、「人は生まれながらにして必ず何らかの民族に属し、それは基本的に親から子に受け継が
れるもので、どの人にも一つだけ定まり、生涯を通じて不変である 3。」と捉え、動物や植物のよ
うに人の民族性を指標によって分類した。しかし、その分類は古来に形成され現代に受け継がれた

図１．サバ州に於ける民族分類表　出典：山本（2001）

バジャウ人
（海の民）

ドゥスン人
（Buayan村）

華人

ムスリム原住民ブルネイ人

ビサヤ人

カダヤン人

カダザン人

スンガイ人
スルー人

ムルト人
ルングス人

先住民北ボルネオ諸族
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自分たち固有の指標によるものではなく、実際には民族の呼び名は当時のブルネイ圏の社会におい
て使われていた他者との関係を示す指標にすぎなかった。「ドスゥン族」とは、ブルネイ・マレー
人が自分たちとは違う民族とに区別して呼ぶ名前であった。文明人としてのブルネイ・マレー人が
非文明人としてドスゥン族を支配しているイメージをお互いに持つようになっていった。
こういった民族の名前は民族ごとの関係の認識を一方的に名付け、又は名付けられるだけであ

り、名前を名付けた側と名付けられた側の間でそれぞれ固有の民族性に対してお互いに認識を共有
していたわけではなく、文化的アイデンティティに共通の理解があるわけではなかった。一般的に
は、それぞれ別の民族グループである事を判断する軸として“言語”が最も重要であるが、サバ州
の場合、言語的な特徴によって分類すれば、さらにより無数の多種多様なグループに分かれてしま
う。特にボルネオ島の内陸部では深い密林に阻まれて集落ごとに集住し、かつては近隣の集落との
交易や交流もほとんどない中で、言語や文化的なアイデンティティの共有化は進んでいなかった。

2．民族アイデンティティ再生成の場としてのカーマタン祭り
サバ州における大きなくくりでの“ドゥスン人”としての文化的アイデンティティは、むしろ名

付けられた後から形成されていき、一つの民族としての意識も徐々に人々の中に浸透していった
と見るべきである。1960年からKDCA（カダサンドゥスン文化協会）によって「カーマタン祭り」
と呼ばれるドゥスン人の祭典が始められ、収穫祭として広く知られるようになった。元々はお米の
豊作を祈祷するために行われていた儀礼はあったものの、年に一度の先住民の祭りとして発展した
のは、1937年および 1953年のイギリス君主の戴冠式にちなんだ祭りを踏まえ、1955年に植民地
政府によって始められた“タムー祭”と呼ばれる定期市（タムー）の祭典から発展してきたようで
ある 4。その年に収穫したお米を食べ伝統的な儀式を執り行うこと以外にも、歌唱大会、美女コン
テスト、運動競技会など一連のイベントがある 5。マレー人対ドゥスン人での民族的な対立におい
て、マレー人とは違う自分たちの生活スタイルに気づき、カダサン人は自分たちがいったい何者な
のかというジレンマに陥ってしまった。そこで、サバのドゥスンの人々は「カダサン」の呼び名で
自分たちの存在の認知を求める欲求が強まり、自分たちのアイデンティティを主張し表現する場
としてKDCAでのカーマタンが行われていくこととなった。カーマタンのメインイベントの一つ、
美女コンテストでは、各村の予選を通過した女性たちがその民族衣装を纏い、100人近くの出場者
の中から最後は数名迄に絞られ、Unduk Ngadau（ウンドゥク=ンガダウ）というマレーシアの神
話に登場する絶世の美女である神の子の名を与えられる。それぞれ受賞者には順位ごとに賞金が渡
され、2015年度優勝者にはRM6,000の賞金とロイヤルブルネイ航空提供のオーストラリア・メル
ボルンへの往復航空券が授与された。しかし、初期のカーマタンが行われてから近年のカーマタン
が毎年行われて行く中で少しずつその形式が変化してしまい、本来の村の祝宴としての、その地域
に代々伝承されてきた文化と思想の表象という、本当の意味での目的が弱まり、失われてきてしま
っている。今後、世界中に認知されボルネオ島の伝統的祭典として観光PRなどで用いられていく
中で、文化的な重要性をきちんと理解され尊重されるようになる必要がある。カーマタンは今後、
世界中にその存在を発信していく中で、民族ごとに受け継がれてきたカーマタン一つ一つに伝統的
な形式があるということを正しく伝えることが必要なのではないかと思われる。しかし、現在みら
れるようなある種「変容した」カーマタン祭りも、またそれ自体として、いかにこの「カダサンド
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ゥスン人」と呼ばれるようになった人々の「伝統」が作られてきたかを表象する興味深いイベント
となっている。以下では、つくられた伝統としてのカーマタンがどのように利用されているか、詳
述する。

3．カーマタン祭りのスポンサー企業
近年、海外の多国籍企業が欧米や日本において自社の商品を売ることが難しくなってきたという
問題がある。この需要の飽和状態を打開し、どのようにすれば利益を上げる事が出来るのか。そこ
で見出されたのが新たな消費者層としてのボルネオ島のサバの人々であった。ここ数年の経済成長
に伴い、生活が豊かになったコタキナバルの都市部を中心に生活するサバの人々、特にカダサンド
ゥスン族に向けてキャンペーンを行うと効果があるだろうと見込まれた。カーマタンのスポンサー
企業となることで、この民族に広く認知されることとなる。自分たちのアイデンティティを主張す
し、表現する場としての祭りの中で、この民族の消費者に広告などで消費意欲を喚起させ、「ちょ
っとした贅沢品」として売り込もうとしたのである。NestleやRed Bullでは、商品に付いているシ
ールを集めると抽選で小型バイクなどが当たるキャンペーンを行い、都市の生活水準に比べると生
活水準が低い村の若者たちも消費者のターゲットとして見込まれた。男の子たちの憧れでもあるバ
イクは、賞品として効果があるのだ。マレーシアでの年齢別インターネット利用者を見ると、15

－24 歳において 37%、25－34 歳において 26%となっており若年層が約6割を占める 6。これより、
Digiと呼ばれる情報通信サービス会社において、ターゲットとしては若年層消費者をいかにして
カーマタンを利用し効果的に取り込むかが、市場の占有率を握る鍵になると考えられたようだ。 

Digiはカーマタンのスポンサー企業としてウンドゥク=ンガダウのコンテストを支えている。

4．変わり続ける新しい民族アイデンティティ
KDCAによって世界中に認知されることになっていったサバ州・カダサンドゥスン族のイメー

ジは、サバ州での政治的権力を持つ政治家など、今現在サバを統治している人々が好み、マレー人
やイギリス人を含む外国の人々によって「このようにみられたい」と政治家が考えるような、そう
いうサバ人のイメージで形成されている。1960年代のカーマタン祭り開始当初からあまり大きく
は変わっていない。その一方で、近年、若者を中心とした新たなイメージ、アイデンティティが生
まれつつある。カーマタンで行われる美女コンテストでの出場者達のビジュアルを例に説明すると、
コンテストの審査や表彰式では黒い髪を丸く結え、顔が際立つ濃い化粧で、1960年代以来の昔な
がらの伝統的な髪形や髪飾りを用いている。一方でBeauty　Magと呼ばれる若者向けの雑誌に掲
載されているカーマタンの装いをした女性のポスターでは、茶髪に髪を染め、ナチュラルな化粧で
髪を結えずに肩に下ろし色気を感じさせる、昔ながらの伝統に縛られていない、新しいアイデンテ
ィティを感じさせるカーマタンがある。 

5．つくられた伝統と私達
このKDCAに推し進められてきた“作られた伝統”をカダサンドゥスン人の人々は外国人に見

せるべきカーマタンだと考えているようである。これを説明することができる出来事が 2013・14

年度に私が滞在したブアイヤン村でのカーマタンにある。本来カーマタンでは“タパイ”や“トン
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プン”と呼ばれるお酒を持ち寄って行われ、村でのちょっとした祝宴と変わらないものであった。
村人が自然と集まり皆が楽しく自由に歌い踊り、おしゃべりをするものであったはずである。そん
な自然体の祝宴も私たちはブアイヤン村で経験している。しかし、ブアイヤン村でもう一つ季節外
れの「カーマタン」を開催するということで、私たちが参加することになったイベントは、都市部
の政治家たちが村の視察に来た際に執り行われたものであった。この「カーマタン」ではKDCA

のカーマタンのようにビールなど町で買ってきたお酒を飲み合いながら、カザダンドゥスン族の民
族衣装で伝統舞踊を披露し、その後カラオケ大会に続いていくものであった。その際の村人たちの
様子は、前の祝宴と比べ、人々が集まってはいたものの好意的な気持ちを感じさせず、しかも形式
に縛られた感じがあり、村の方々もまるで自分たちの文化でないお祭りでも見るかのような異様な
雰囲気であった。そして私たち日本人も日本の伝統的な文化である“花笠音頭”を日本から持参し
た浴衣を着て披露することとなった。そこで、なぜ私たち日本人も花笠音頭を披露したのか。それ
は私たち日本人が外国人から見た日本人のイメージを体現できるものとして花笠音頭を用いたから
だったということができる。私たちが日々の暮らしや自分たちの直接の家族や祖先から受け継いだ
文化だというわけではなかった。ブアイヤン村の人々も我々日本人も“作られた伝統”を互いに披
露しただけではなかったのか。 伝統とは何か。私たち自身の伝統との関わりも含めて、振り返っ
てみる機会になった。

　注

1   E. H. エリクソン『アイデンティティとライフ・サイクル』誠信書房 , 2001.
2   山本博之『脱植民地化とナショナリズム -英領北ボルネオに置ける民族形成』東京大学出版会 , 2006. 
3   前掲書
4   山本博之 2001 「カダザン人のナショナリズムとエスニシティ―英領北ボルネオ (サバ )における収穫
祭の 成立」『ODYSSEUS (東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究紀要 )』第6号 .

5   Tadau Kaamatan Festival 2015 - Malaysia Asia <http://blog.malaysia-asia.my/2015/05/tadau-kaamatan-
festival-2015.html>

6   「東南アジアにおける インターネット普及状況とSNS 調査」 独立行政法人 日本貿易振興機構 (JETRO) 
2012.
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ボルネオ島先住民ドゥスン族のアイデンティティ形成
－ NGO Pacos Trust の場合

上野満里奈

現在のマレーシアのボルネオ島サバ州、かつての英領北ボルネオの植民地官吏であったオーウェ
ン=ラターが出版した『北ボルネオの多神教徒』1という本には、次のような写真が挿絵として使
われていた。豊かな水流をほこる川を背景に、右手には自身の身長の半分以上ある魚を持ち、左手
には何匹もの魚がぶら下がっている蔓を持って、厚手の褌のようなものを身にまとった裸の少年の
写真である。私はこの写真を見て「ずいぶんと原始的な」恰好をしているなと感じた。『北ボルネ
オの多神教徒』が出版されたのは 1929年であり、この写真が撮られたのはそれよりもさらに前と
いうことになる。今なら洋服を着て生活をしている人も多いことを知っていた私は、「原始的な」
恰好をしていた人たちの写真を見て、ボルネオの人々のルーツや民族的アイデンティティについて
思いを馳せ、「一体この人たちは本当はどんな人たちだったのか」という疑問が心の中に湧いてき
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のメンバーの一人として、
私は 2014年にサバ州を訪ねていた。私が訪ねた村はサバ州の州都コタキナバル近くの自然保護区
内のジャングルに囲まれたブアイヤン村というところだ。ブアイヤン村の人は洋服を着て暮らして
おり、伝統的な竹を使った建築様式を取り入れつつも、主に木材とトタンなどを用いた現代風の建
物に住んでいる。写真のような格好の人はおらず、「原始的な」という形容詞から連想するような
人はいなかった。しかし、ブアイヤン村からコタキナバルまでの道中すれ違った他の村の人は、写
真と同様の裸に近い恰好だったように覚えている。もしかすると、ジャングルの外の世界からの影
響をほぼ受けずに過ごしている人々と外界からの影響を多く受けている人々の間に意識の差がある
のかもしれない。
ブアイヤン村滞在中、私を含めDISSOLVAメンバーの学生たちは村の子どもたちとボール遊び
や追い駆けっこなどを通して、多くの交流を行った。村の子どもの中で私はとある男の子に興味を
持った。ブアイヤン村の幼稚園に通うアーノルドという男の子だ。聞いてみると彼は私が訪ねたブ
アイヤン村の子ではなく隣村のポンゴボノン村の子どもで、幼稚園に通うために親元を離れ、ブア
イヤン村の親戚の家に一人でホームステイをしているとのことであった。サバ州山間部の村の多く
は教育環境が日本のようには整っておらず、アーノルドのようなホームステイをしている幼子や毎
日隣村までジャングルの中を歩いて通学する児童が少なくない。私達が滞在したブアイヤン村は、
教育環境という面では比較的恵まれている村であり、小学校と幼稚園が整っているが、公立の小学
校は政府が建てたものである一方、幼稚園は公立のものではないようだ。幼稚園をつくったのは誰
か、そして幼稚園ができたことで村の人々の意識やライフスタイルにどのような影響があるだろう
か。
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1．歴史的背景
マレーシアのサバ州は 1888年にイギリスの保護領（領内統治は北ボルネオ会社に委託）となり、

イギリスの支配下におかれるようになった。前述のイギリスの植民地官吏による記録に依拠した、
戦前の日本の文書では、ドゥスン族をはじめとした先住民族は「米から精製した米酒に耽溺する悪
習を持つてゐる。」「装飾品その他は遙かに粗雑で、かつ乏しい。」2などと紹介されていた。この
ことからもわかるように、この地域を植民地としていたイギリスや後から占領を行っていった日本
などの外国からから見て、先住民族は貧しく野蛮で原始的な人々とみられていた。この「貧しい」
「野蛮」「原始的」といったイメージをドゥスン族の人々は甘んじて受け入れていた。そもそも「ド
ゥスン族」という民族の大きなくくりでの名称自体に、そのような外国人の目線が反映されてい
た 3。「ヅスンとはマライ語で果樹園の人々を意味し、當初はマライ人によって領内未開人の大部
分を指すにもちいられた」4とも記されている。マライ人とはマレー半島やボルネオ島沿岸部に住
むマレー人のことで、このようにマレー人から見て山に住む多神教徒の民族全体をドゥスン人と総
称していた。イスラム教徒ではないドゥスン人は、19世紀の植民地時代のイギリス人宣教師たち
からすれば、比較的安易に改宗を促すことのできる対象として非常に望ましい民族であった 5。そ
うした植民地時代の視線は、現在ボルネオで活動するNGO組織や社会貢献企業にも受け継がれて
いるのかもしれない。ボルネオのジャングルで幼稚園を建てているのは、このようなイギリスを拠
点とするNGO組織や社会貢献企業であり、それらを受入れる組織として生まれたのがPacos Trust

というマレーシアの地元NGO組織だ。

2．Pacos Trust6 について

山間部に住む先住民族は、長らく沿岸部の政治的権力、例えば宗主国であるイギリスや代々マレ
ーシアの首相を輩出している統一マレー国民組織（UMNO）の支配を直接受けてこなかった。イ
ギリス植民地時代からの間接統治制度が、先住民のコミュニティとその「部族長」の自律性を保
障していたという面がある。しかし、近年、経済成長とともにジャングルの奥まで開発が進めら
れてきており、ジャングルの外の世界の政治的権力が山間部への支配を強めてきている。その中
で、先住民にしっかりとした戸籍などがないなどの理由で一方的な移住政策が行われることもある。
Pacos Trustは先住民（特に山間部）に公的な権利（特に土地に対する権利）を与えようと支援して
いる組織で 1987年に設立された組織を前身として、1997年より本格的に活動をしている。
次にあげる 6個の核となるプログラムを中心に、Pacos Trustは山間部の村を総合的に支える取
組みを行っている。（1）村落指導員養成プログラム（2年間）：組織が直面する問題を解決する力
を指導員へ身に着けさせる。（2）村落ビジネス支援プログラム：収入を増やし村の経済的な自立
を促す。（3）村落教育支援プログラム：コミュニティ学習センターの建設と運営方法を指導する。
（4）村落自然資源保全プログラム：村が自ら自然資源を管理保全できるようにする。（5）先住民
土地権利プログラム：先住民の居住の歴史を文書化する作業を支援して、土地への権利を保護する。
（6）伝統文化継承支援プログラム：村の伝統的文化の継承を促す。ここでは、Pacos Trustの活動の
中でも、特に大々的にディセネーションが行われている、（3）の教育支援プログラムと（6）の伝
統的文化の継承を促すプログラムに焦点をあてて、より詳しく以下に紹介する。
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3．コミュニティ学習センター建設とその役割
Pacos Trustのウェブサイトによれば、コミュニティ学習センター（CLC）とは、子どもの学習

機会の拡大と女性の就業支援を進めるための幼稚園でありながらも、幼児教育だけでなく、コミ
ュニティの老若男女の学習・集会の場として利用されることも想定した建物のことであるという 7。
CLCはコミュニティからの強い要望に基づいて建設される。まずは、自分たちの村にCLCを建設
することが村のためになると考えてくれることが大事だ。Pacos Trustの役割は、その要望に応えて
設計を支援し、（海外からの援助金や海外からの建設作業ボランティアの力を借りながら）完成さ
せ、その後村人が担うことになる保守管理、利用に関してサポートすることだ。

Pacos Trustは、1993年にまずは学校を持っていない村へ幼稚園を導入する目的で、CLCプロジ

ェクトを開始した。それ以来、サバ・サラワク州全体に 28カ所のCLCが作られた。
現在、多くのCLCは幼稚園としてだけでなく、村の会議、ワークショップ、救援センター、図
書館など多くのコミュニティの活動の場所としても使用されている。

  CLCでの幼児教育は、マレーシアの文部省のガイドラインに従ったものであるということだが、
その枠組みは公式のものではなく、むしろUNESCOの貧困地域支援の取組みに準拠したもののよ
うである。基本的な学習は、学校の先生になる村人（多くの場合は女性で、2年間の村落指導員育
成プログラムを終了した人）にゆだねられる。幼稚園は文部省のシラバスに従っているが、彼らの
村の「伝統的な知識」を子供たちに教育することを目的とした特別カリキュラムは、村のニーズに
合わせて導入され、つねに試行錯誤を重ねながら改善されているという。伝統教育の実践は限定的
であるというのが実情のようだ。

 「伝統的な知識」には現地語、伝統的な農業方法、伝統的な音楽や楽器、文化的タブー、資源管
理の知識などが含まれるが、なるべく多くのテーマに触れる機会を子どもたちに提供することが大
切だ。 「伝統的な知識」については、すでに子どもたちの親世代だけでは教えられなくなってきて
いるので、村の長老たちの助けを借りて教育する必要がある。村落コミュニティの力、中でも村の
長老たちの力は、子どもたちの発達と幼少期の学習に大きく関係しているというのだが、その力を
結集させることは実際には難しい。現在までのCLC全体で 3000人以上の学生が卒業し、多くは現
在マレーシア中の大学で学んでいるという。Pacos Trust のアン=ラシンバング代表は、イギリスの
ハル大学で学位を取っており、イギリスのNGO組織とのつながりも強い。教育によって道が開か
れるということを、誰よりも身をもって実感しているからこそ、このような社会貢献活動に熱心に
取り組んでいるのであろう。

4．CLC建設を支援する海外の団体
Pacos Trustはマレーシア内外の団体と協力してボランティアを受入れ、CLCプロジェクトを進
めている。イギリスに拠点を置くRaleigh International8やCAMPS International9などでは、主に自
国の青年を集めてボランティアとしてサバ州に送り込み、Pacos Trustのプロジェクトに協力してい
る。

Raleigh Internationalとは 1984年に設立された、イギリスのロンドンに本拠地を置くNGO慈善
団体である。貧困地域の環境保全と持続可能な経済発展に重きを置いて、主に若者の途上国派遣を
中心に活動している。以前はチリやガーナ、モンゴルなどでも活動していたが、現在はマレーシア
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のボルネオ、コスタリカ、ニカラグア、インド、タンザニアで活動を行っている。これらの地域
では拠点となる常設のオフィスが設置され、Pacos Trustのような地元のコミュニティやNGO組織、
政府機関と連携し持続的な活動が行われている。

CAMPS Internationalとは 2002年に設立されたイギリスの旅行業を行う社会貢献企業である。
修学旅行やギャップイヤーの旅行を販売していて、マレーシアのボルネオやケニア、タンザニ
ア、カンボジアなどでのボランティア旅行を商品としている。会社スローガンは「Ethical Journeys 

Without Compromise（妥協のなき道徳的な旅行）」である。
こうした団体がボランティアの集客のために使っている写真を見るとわかることがいくつかある。
まず、海外の団体が建てたCLCについてだ。そのCLCは原色に近い黄色の壁に鮮やかな空や虹と
真っ白な雲が描かれている。このCLCが先住民族の伝統的なものではなく、欧米の幼稚園の建物
のイメージであることがわかる。ジャングルの中にある村で浮く色であることは明白だ。ブアイヤ
ン村を思い出してみても、学校や幼稚園は黄色いペンキで、その他の公共性の高い建物は水色のペ
ンキで塗られていたことに気付く。かつてのジャングルの山奥にはペンキがなかったことは明らか
なので、先住民族本来のものというよりは、先進国の人が幼稚園はこうあるべきだと感じるだろう
と現地の人たちが思っているものになっているに違いない。また、他の写真では、欧米人の若者が
現地の幼児を高い目線から見下ろして何かを教えようとし、子どもたちは怖々と下から見上げてい
る。こういった写真には、かつての宗主国からの支援という視線が健在であるようにもみえる。

5．新たなアイデンティティ－ 伝統文化の継承と自由 －
前述のような幼稚園の建設は、先住民族本来の親から子へと受け継がれる伝統文化から彼らの民
族のアイデンティティを引き離しつつあるようにも見える。このようなアイデンティティの形成に
ドゥスン族の若者を中心とした一部の人は疑問を感じはじめ、新たにアイデンティティを模索し発
信し始めている。その１つが木版画アーティストグループのPangrok Sulapである 10。また、伝統
的な建設技術を使って建設しているArkitrekはイギリス人が主導しているものではあるが、最近は
Pacos Trust にも協力し、伝統的なデザインを取り入れたCLC建設も行っている。DISSOLVAの活
動では、これらのグループとともに伝統文化の継承支援を目指して、「生物文化遺産の家」の建設
や版画作成を行った。
マレーシアの村では、常に腰から鉈のような刀をさげ、その刀と身近にある植物などを用い日常
的に使う籠から自分たちが住む家に至るまで様々なものをつくるDIY精神がある。Pangrok Sulap

はこの精神と村の生活や思いを融合させた作品をつくっている。Pangrok Sulapとは、ボロボロの
家に住んでいるパンクロッカーを意味し、街で自分たちの民族らしさを捨て格好つけている人々と
は違うのだということを表すためにつけられた。Pangrok Sulapは日本でも個展 11をするなど精力
的に自分たちのスピリチュアルを発信している。Arkitrekは部族の伝統的な建設技術を使ったCLC

や他の建物を建て、村のコミュニティ形成を支援している。こうした建物はジャングルの中で採れ
る木や竹、石や砂からできており、先に述べた海外の団体が建て宣伝用の写真に使っていたものと
比べはるかに地味だが、ジャングルの中にある先住民の村に馴染む姿をしている。
先住民族本来の伝統はジャングルの中で生まれたものであり、村人も自由で自然体で楽しい時間
を過ごしていた。そうした雰囲気は訪問者である私たちも穏やかな気持ちにさせ、時間やお金にと
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らわれず、人間らしく過ごすことゆとりを与えてくれた。なにか人間としてのアイデンティティを
共有できた時間だった。Pacos Trustの活動やDISSOLVAのような団体の活動を通じて、村人は自
らの伝統を思い出しているようにも感じた。また、子どもたちへの伝統文化の継承も意識的になさ
れるになってきているようにも感じた。村の伝統的な楽器の１つ、ゴング（銅鑼のようなもの）は
コミュニティの一員として認められてはじめてリズムを刻むことが許されるものであり、ゴングの
音が鳴れば老若男女問わず伝統的な踊りを始めるというスピリッチュアルを受け継ぐものである。
今年は小学校の公的な卒業式の場でもゴングが演奏された 12。伝統文化がNGOによる幼稚園のみ
ならず公教育にも進出してきている。今後はドゥスン族が得るべき公的な土地への権利と伝統文化
継承によるコミュニティ力の関係などについて掘り下げたいと思う。

　注

 1 Owen Rutter, Pagans of North Borneo, Oxford University Press, 1986 (初版1929年 ). 
 2 野田勝久編「南方方面海軍資料」不二出版 ,2001年 .
 3 本冊子 p. 89 清水論文を参照 .
 4  「南方年鑑」日本出版配給株式會社 , 1943年 , p. 853.
 5 W. H. Treacher, British Borneo: Sketches of Brunai, Sarawak, Labuan and North Borneo, Singapore: 

Government Print Department, 1891.
 6 Pacos Trust <http://pacostrust.com/>
 7 前掲ウェブサイト
 8 Raleigh International <https://raleighinternational.org/>
 9 Camps International <http://www.campsinternational.com/>

10 Pangrok Sulap Facebook <https://ja-jp.facebook.com/PangrokSulap>
11 Irregular Rhythm Asylum <http://irregularrhythmasylum.blogspot.jp/2014/10/pangrok-sulap>
12 SK Buayan Penampang <https://www.facebook.com/skbuayan.buayan>
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SAVE ULU PAPAR守るべきもの
―ボルネオ島のダム開発の進展―

松岡　作

1.はじめに

マレーシアボルネオ島サバ州にある、ジャングルに囲まれた自然豊かな地ウルパパール。クロッ
カーレンジ国立公園内の自然保護区にあるこの地域には 1000年以上も自給自足の伝統的なライフ
スタイルを続けて暮らしている先住民族のドゥスン族が住んでいる。今彼らの暮らしは根本的な危
機にさらされている。ジャングルを隔てて目と鼻の距離にある州都コタキナバルはマレーシア有数
の都市で、現在経済発展による人口の増加が進み、将来的に水不足が懸念される。その状況に対し
て、水資源の安定供給のため、また水力発電による電力供給のため、サバ州政府は大型のダム開発
の計画を推進しようとしているのだ。このカイドゥアンダム計画は、予定どおりの規模で実行され
ると、ウルパパール地域のドゥスン族の村9ヶ村が水没してしまうことになる。つまりウルパパー
ルの人々は移住を余儀なくされてしまうのである。彼らにとって先祖伝来の地とジャングルは生活
の基盤で、家の建材や様々な用途で使われる竹、焼き畑により豊かな土壌となった彼らの農地、イ
ノシシやシカやドリアンやタラップ、川で取れる魚といった食物など、生きるために必要なもの
はすべてをジャングルから得ている。自然の恵みを生かし共存していく伝統智や生活と結びつい
て育まれてきた文化も、もし仮に移住をすることとなれば同時に存続の危機にさらされる。また、
1995年建設のババゴンダムの例に見られるような、移住に対して支払われる補償金（未払い問題）
や移住後の生活（貧困や先住民という障壁）といった問題点もはらんでいる 1。国内でも認知度が
低い彼ら（数的にも少ないマイノリティ）の権利（土地の権利、人権）や暮らしは守られるのか。
日本でもかつて経済成長のさなか人知れず水没した村があった。そしてグローバル化が進む現在、
世界中で多国籍企業などの大企業が同時進行で開発を推進し、伝統的な暮らしや社会・コミュニテ
ィが危機的状況にさらされている。このような状況の中、この地域の出来事は遠く離れた地の関係
ない出来事ではなく、グローバル化し複雑に関係しあう国際社会の一員として、私たちともつなが
っている出来事だと考えた。この論文は経済成長の中、代償として様々なものを置き去りにした過
去を持つ日本人であり、実際に現地に３週間滞在し現地の人々の価値観や生活を垣間見た著者が、
開発を経験した先進国の人間（開発する側）として考えるところに意義がある。また、ローカルな
地域でのこの出来事は他地域での開発にも適用されるような問題である。

2．カイドゥアンダム建設計画とその進展
ダムの開発計画の間接的な始まりは 1984年までさかのぼる。1984年、この年にクロッカーレン
ジ国立公園ができ自然保護区に制定された。しかし、保護区内の先住民が住んでいたパパール川流
域９ケ村は、先住民族の居住の権利から自然保護区から外された。ここにダム計画を誘引する広大
な土地が生まれた。そして、これに目を付けたのか、1985年のジョゼフ=パイリン=キティンガ
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ン政権の時、日本が主導してできたアジア開発銀行からカイドゥアンダム開発の適合性が示唆され
た 2。また、技術面でも日本のインフラ系企業から技術的指導（日本工営など）を受けていた企業
が受注している。このように私たち日本人は国民が知らないところで開発する側として他国に影響
を与え続けてきた。

2008年2月サバ州政府はカイドゥアンダム建設計画の事業化調査（環境アセスメント）3の予備
調査の開始を承認した。指名を受けたのは請負業者のWTC Bhdとその下請けコンサルティング企
業のSMHBだった。その時点では計画の存在は世間にも、村人にも知られていない段階で、何の
説明もなされないまま調査員が現地の村に入っていった。2009年5月にWTC Bhdがより詳細な事
業化調査および社会環境調査（EIA環境アセスメント）を実施する業者として再度指名を受けた 3。
5ヶ月間の予備調査の費用合計は 2億5千万円相当といわれる。4月には州政府はマーグ水質処理
施設の建設を承認した。カイドゥアンダムとマーグ水質処理施設の建設費用合計は 1兆円相当と
試算され、コタキナバルへの水の供給は 1200MLD（1日当たり 12億リットル）、水力発電量は 37 

MWh（1時間あたり 37メガワット）とされた。10月にサバ州ピナンパン郡庁舎にて、SMHB Sdn 

Bhd が計画についてプレゼンを行った。当事者のウルパパールの人々はこの時初めてダム建設計画
について知ることになる。このように州政府が一方的に計画を進めていく中、このころ地元組織タ
スクフォースが国際的なNGOの支援を受けて発足した。2010年3月にはタスクフォースのブログ
「Save Ulu Papar」が開設され、同年4月に村長ら 34名の代表からサバ州政府ムサ=アマン首相に抗
議の署名が手渡され 4、反対運動が本格化していく。2012年3月Facebookページ「Save Ulu Papar」
が開設されて反対運動をより広く知られるようにする工夫がなされ、応援する人々も国内外に様々
に広がっていった 5。2012年4月にはブアイヤン村でサバ州の先住民コミュニティの代表を集めて
「生物多様性会議」が開かれた。そして、2012年の 10月頃から新聞記事による報道が増えていった。
この動きはサバ州政府の選挙と関係している。サバ州では政治と金の問題がしばしば明るみになっ
ていて、当時も政治界の実力者でありインフラ開発大臣であるパイリンが進めていたダム開発とい
うことで注目されていた 6。新聞の報道ではウルパパールの人々の人権や現地の人々の声も扱って
いた。しかし、サバの多くの人々の関心は指名された業者とパイリンの癒着の有無など、政治的透
明性という観点で、反対運動は全市民を巻き込むほどの広がりは見せなかった。2013年11月には
テリアン村とブアイヤン村の人々が政府のEIA調査団の来訪に対して道路を封鎖して阻止する行
動に出たことが報道された。また、インフラ開発大臣パイリンの発言「人々の誤解を解け」が新聞
に掲載された。その中でパイリンは公益を主張し、隠れず反対派と議論すると明言している 7。こ
の発言からダム計画が広く知られるようになり、反対運動の存在も認知されてきたため無視できな
くなり、サバ市民に対して説明をする必要が出てきたことがうかがえる。同年12月には国連の人
権理事会の特別調査員オリバー =シュッターがウルパパールを訪れ、主に食物を得る権利という
観点からダム開発が人権を侵害する恐れがあるとメディアの取材に答えている 8。2014年にウルパ
パール地域はユネスコの人間と生物圏（MAB）に指定された。人と生物圏は生物多様性保護を目
的に、自然及び天然資源の持続可能な利用と保護に関する科学的研究を行うユネスコの政府間事業
で、これに指定されたことは世界的にも大きな注目を集める出来事になった 9。2013年から始まっ
たデモ活動はその後も続き、2015年8月にはマレーシア政府ナジブ首相の退陣を迫るBersih運動
に合流して行動を起こすなど、高まる政治と金に対するサバ州の人々の関心に訴えるように反対運
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動を展開し、現在も運動は続いている。

3．ダム計画推進派と反対派それぞれの主張とその争点
・推進派の主張
州政府の推進派パイリンを筆頭に事業化を進めるコンサルティング会社SMBHや建設業者WCT

は、開発当初から州都コタキナバルにおける将来の水不足に対する長期的な解決策となると主張し
ている。コタキナバルは経済成長に伴い今後人口の増加が予想されている。州政府の調べでは、現
在のコタキナバルとコタキナバル近郊の水需要425MLD（2018年までの予測）に相当する供給量
は確保されているが、2050年までに増加し続けることが予測され、長期的な視野からその水不足
を補うためにダム開発は必要なものだと主張している 10。また、近年発生している洪水問題に対し
て、その対策になると主張してきた。高まる反対運動に対しては、公益性を理解してほしいと訴え
ている。
・反対派の主張
現地の住民を中心に結成された反対派組織タスクフォースの人々は、自分たちの先祖伝来の土地
である故郷を奪われることを一番に懸念している。ここに新聞記事にあった印象的な言葉を引用
する。「ここは私たちの故郷であり、すべてです。移住することは賠償金の量とは関係ありません。
もし私たちが今故郷を守ることをあきらめてしまったら、今後の世代に対し永遠に私たちは罪を背
負っていくでしょう」。豊かな自然の恵みにより生きてきた彼らにとって、先祖伝来の土地を離れ
ることは生活のすべてを失うことにつながる。他地域でのダム開発（同じくピナンパン郡のババゴ
ンダム）の例から、移住後の賠償金や、犯罪率の増加、貧困といった問題があることも反対理由に
なっている。また、生物多様性や先住民の権利という観点から長年現地の村を支援してきた国際的
なNGO団体も反対の声を上げている。彼らはクロッカーレンジ公園の森は自然の貯水池としての
役割を担い、常に川に水を供給していて、ダムによって水脈が遮られてしまえば、政府の洪水対策
という主張とは反対のことが起こりえないと、森の持つ保水・水供給の仕組みを壊してしまうと主
張している。またウルパパールの人々は自然と共存し森を守る役割を果たしていると主張している。
また、2013年12月に訪れた国連の調査員のシュッターは先住民が自然から食料を得る権利という
視点から、人権が脅かされるとダム建設に対して危惧を表明した。また、政府に対しては、マレー
シアは国連人権理事会に所属しているから人権を守る義務があるとし、現地に調査団を送り現状を
もっと理解するべきだと主張した。タスクフォースに対しては巨大ダム計画に代わる水不足解決の
代替案を出すべきだと述べている。
・カイドゥンダム計画における争点
まず大きな争点として、カイドゥアンダムはそもそも本当に必要なのかという議論がある。カイ
ドゥアンダムは自然保護区のクロッカーレンジを含む 350平方キロメートルの水源林に影響を与え、
9ヶ村1400人が暮らす地域12平方キロメートルもその範囲の中にある。前述したとおり、2006-
2010年の第９次五カ年計画ではサバ州全体の水需要は 760MLDで、2019年までに 1180MLDに

なるとしていて水不足が懸念されるとしている。しかし、2019年以降需要が大幅に増えるという
詳細な予測はされていない 11。（前述の通り、コタキナバル地域では 2018年までに 425MLD。）カ
イドゥアンダムの容量は単体で 1200MLDとダムの規模は将来コタキナバル地域で必要になって
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くる水需要に対して巨大すぎるとの指摘もある。もしカイドゥアンダムができれば、2050年まで
の水需要を補えるというが、１兆円という莫大な建設費も問題となっている。資金源がすでに確保
されているため、経済効果や私利のために無駄に巨大なダムを作ろうとしているのでは、という疑
いも持たれている。しかも、現在サバ州の水道整備は進んでおらず、実に 53％の水が漏えいして
いる（2013年調査）12。漏えいの改善や森から供給される水をうまく貯蔵する施設、ダムの縮小と
いった巨大なダム建設の代替案を提示することが出来れば巨大ダムは必要なくなるといった意見が
論争を起こしている。また本項で述べた先住民の人権、移住後の賠償金や生活といった住民の権利
を保護すべきという意見や、MABに指定された貴重な生物多様性の破壊、洪水を引き起こす可能
性など自然環境の保護を求める意見が国際的なNGOの呼びかけによって高まっている。ボルネオ
島の貴重な生物資源や人権というこの争点はサバ州の人間や現地の人々だけではなく世界中の人々
に関係しているため、これからも慎重な議論が求められる。

4. 結論
カイドゥアンダムの建設には様々な問題が介在している。先住民の土地の権利（人権）、経済成

長の負の側面（多国籍企業による開発）、生物多様性や文化の保護、マイノリティとマジョリティ
の問題など。これらの問題は遠い国の関係ない出来事ではなく、私たちの国際社会が直面する問題
で私たちともつながっている。
グローバル化が進み広がり続ける私たちの消費文明。多国籍企業はさらなる市場と顧客の獲得を
目指して、世界中の発展途上国の政府は経済発展を第一として、様々なものを犠牲にして開発を進
めている。発展途上国にとって先進国の暮らしや文化は魅力的に映り、負の側面は取り上げられな
い。そして伝統的な暮らしをする人々は今ではマイノリティで、近代化や経済発展をするべきとい
う圧力やインセンティブは増すばかりだ。その過程で犠牲になったり忘れ去られたりしていく伝統
的コミュニティやその文化、市場経済化が進むことで起こる貧困といった問題点はしばしば見過ご
されてきた。経済成長を経験した私たち日本人は、何が本当に大切なのか問いかけ続けて行くこと
が大事だと考える。そんな中、消費文明自体に限界を感じる人々があらわれ、先進国を中心に持続
可能な社会や経済という考え方やその実現に向けた取り試みが広がりつつある。取り組みの一つが
アメリカで進むダム撤去の動きだ。環境保護団体アメリカン・リバーズは、2014年だけで 72基の
ダム（堰堤を含む）が解体あるいは爆破され、西はカリフォルニア州から東はペンシルベニア州ま
で合計1200キロ近い河川が元の姿に戻ったと発表した。すべてのダムには限られた寿命しかない。
多くのダムが、水供給、洪水抑制、発電といった、ダムが歴史的に提供してきた利点は、いまでは
水域全体を塞き止めずとも、より効果的に得ることが可能になった。ダムは水質を劣化させ、栄養
素と堆積物の移動を阻止し、魚や野生動物の生息地を破壊し、沿岸河口に被害を与え、そして周囲
の森林から窒素を剥奪することもあり、貯水池もまた、温室効果ガスの重大な排出源になることが
ある。つまり、多くのダムが提供する価値よりもはるかに高い環境コストを課している。このよう
に経済成長期に建てられたダムは対応年数を待たずに撤去され、経済的にも不経済だということが
分かってきている。我々先進国のこういった経験や持続可能性（ランニングコストや減価償却、将
来時点での民意など）という視点が、今後のダム開発には必要となる。
これまでの開発で見落とされてきたものがある。それは、開発される側の社会的費用だ。生物多
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様性や、自然に対する経済的評価が近年試みられている 13。また、田畑や山村など社会的共通資本
の喪失という観点も見過ごされてきた。単純な経済効果や開発そのものの利益だけを考えて開発す
る時代は終わった。社会的共通資本や社会的費用、持続可能性の考え方も含めて多角的に何が大事
で何が必要かを考える地球市民としての視点が重要だ 14。これまでの価値観からシフトして、本質
的な取捨選択の時代が到来している。

　注

 1  ‘Babagon Dam pledge not fully honoured’, Daily Express: Independent National Newspaper of East 
Malaysia, 2015年8月14日 . 

 2  ‘Reconsider decision on dam: Pacos’, Daily Express, 2015年11月25日 ; ‘Suitability of Kaiduan as proposed 
dam identified in 1987’, New Sabah Times, 2009年11月20日 .

 3  ‘Background information on Kaiduan Dam Project, Sabah, Malaysian Borneo, 10 February 2010’, Save Ulu 
Papar Blog < https://saveulupapar.wordpress.com/the-issue/ >

 4  ‘Dam Issue’, Borneo Post, 2010年4月20日 .
  5 本冊子p. 70 小林論文参照 .
 6 パイリンはカダサンドゥスン文化協会 (KDCA)の会長であり、カダサンドゥスン族の最高指導者 

(Huguan Siou)である。
 7 ‘Kaiduan Dam meant to address future water demand: Pairin’, Daily Express, 2013年11月24日 .
 8 ‘United Nations rep visits Kaiduan village’, Borneo Post, 2013年12月15日 .
 9 ‘Sabah's Crocker Range approved as biosphere reserve under Unesco’, The Star, 2014年6月17日 . 

10 ‘Meeting Sabah’s water needs’, Daily Express, 2015年3月21日 .
11 ‘Background information on Kaiduan Dam Project, Sabah, Malaysian Borneo, 10 February 2010’, Save Ulu 

Papar Blog < https://saveulupapar.wordpress.com/the-issue/ >
 12 ‘Plug the leaks to curb non-revenue water’, The Star, 2015年5月25日 .
 13 日本学術会議「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林の多面的な機能の評価について (答申 )」

2001年11月 .
 14 宇沢弘文『経済学は人を幸福にできるか』所収「社会的共通資本としての環境」東洋経済新報社、 

2015年 .
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マレーシアにおける SNS利用と
エシカルコンサンプションについて

小林紗也

1.はじめに

マレーシア（ボルネオ島）サバ州ブアイヤン村の名物は、軒先にひもでつるされた携帯電話だ。
スマートフォンではなく、いわゆるガラケーと日本で呼ばれる 2G電波対応の携帯電話だが、2014

年夏にこの村に私が滞在した際には、何件かの家でぶら下がっているのを見かけた。マレーシア大
手通信会社のカバーエリアマップを見ると、この村の近くに 2G電波を中継する基地局があるよう
だが、3G電波サービスはまだない 1。この村で重宝するのは、SMS（携帯電話ショートメッセー
ジサービス）だ。しかし、ブアイヤン村の若者たちの中には、スマートフォンを持っている人もい
た。そして、日本帰国後、私は何人かの若者たちと、SNS（ソーシャルネットワークサービス）の
Facebook を通じて「友達」になった。
ブアイヤン村の若者たちは町に出た際にスマートフォンでSNSを利用している。自給自足で生

活している村の人でも、山から下りればインターネット環境があること、さらにたくさんのSNS

を使用していることに驚いた。私が村人に見せてもらったスマートフォンにはFacebook、Twitter、
Instagram、LINE、KakaoTalkがインストールされていた。このように交通が整っていない村の人
でも、インターネットやSNSを通して簡単に世界と交流が持てること、持とうとしていることに
気付いた。
私達が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）で滞在した、
このブアイヤン村を含むウルパパール地域はダム建設計画の候補地にされている 2。ダム建設に反
対するこの地域の一部の人々はタスクフォースを組み、主にFacebookを利用して、自分たちの気
持ちに賛同する人に対して写真や情報をオンラインで発信している。その中心は、私達が滞在した
ブアイヤン村ではなく、より下流に近い村のようで、Facebookアカウント「Save Ulu Papar」には、
私達の知り合いの写真は見られない。タスクフォースに参加する下流の村の人たちは、Facebook

ページに世界の他のダムに関する話題も「シェア」して載せている。Facebook をもっと効果的に
利用することで、世界中のより多くの人々にこの地域の人々の声が届くかもしれない。ここでは効
果的に発信するための方法を考察していく。

2. 「Save Ulu Papar」のFacebook ページについて

「Save Ulu Papar」 のFacebookページでは、「Save Ulu Papar」と書いたメッセージボードを持っ
た写真を投稿したり、写真と共に「# Save Ulu Papar」のハッシュタグを用いたりすることにより、
ダム建設反対と環境保護の意思表示をしている 3。ウルパパール地域はマレーシア国内やサバ州に
おいてもこれまで認知度は低く、人口的にも 9ヶ村合計で 1400人と少なくマイノリティーな存在
だった。政治的にも発言権は小さいため、ダムの建設の計画は、現地に住む先住民のドゥスン人の
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人々には知らされずに進んでいた。しかしサバ州の選挙がある度に政治的実力者 (ダム推進派 )の

行う開発事業ということで取り上げられるようになった 4。サバ州政府の説明不足とカイドゥアン
ダムの 1兆円という巨大な建設費もあり、反対運動にも少しずつ関心が持たれるようになってき
ているようだ。タスクフォースはFacebookページで写真や新聞記事を使って視覚的に運動を宣伝
している。SNSを使うことにより、マイノリティーで発言権の小さい彼らが多くの人々に知って
もらうことができ、州政府という大きな相手と戦うために役立つのかもしれない。Facebookは全
世界で 1か月に 12.8億人の利用者がアクセスしている。また、その中でモバイルからアクセスす
るユーザーは月に 10.1億人いる。このように、利用者が増加しているFacebookにおいて、マレー
シアは利用者数17位の国である。Facebook ページ「Save Ulu Papar」に対する「いいね！」の数は
3658人（2015年12月1日現在）で、数でいえばまだ小さいが、この地域の人々にとっては合理的
に情報を発信する手段であるといえる。

3. メッセージボードの利用について
メッセージボードを利用したFacebook投稿とはFacebookの投稿者の顔と簡潔な一言を書いたメ
ッセージボードを写した写真のことである。この投稿にはインパクトがあり、分かりやすい点が
特徴だ。「Save Ulu Papar」のFacebookページには、「Save Ulu Papar - Online Campaign」というタ
イトルの写真アルバムがある。そこには、メッセージボードを持った人の写真が載っていて、合
計で 189枚（2013年12月から 2015年7月頃までの投稿がまとめられているようである）。アルバ
ムに入っていないものも含め、199枚がページにあげられ、反対の意思表示をする人が写っている。
「SAVE PAPAR RIVER」、「STOP KAIDUAN DAM」と書かれた看板を持った写真が初めて投稿さ
れたのは 2013年11月11日であった。私達が滞在するブアイヤン村の若者たちのメッセージボー
ド写真はなく、私の知り合いや日本人らしい人は一人も写っていない。では、どのような人たちが
メッセージボードを使ったオンラインキャンペーンに参加しているのだろうか？私が集計したとこ
ろ男性が 88人、女性が 111人であった。男性より女性の方がSNSを利用して情報収集しているこ
とが分かる。それ以外の特徴は集計しにくいが、アルバムを見たところ、中国系の顔立ちの人、イ
ンド系の顔立ちの人、かぶり物をしたマレー人、欧米人など、いろいろである。たぶんドゥスン人
も多く含まれているのだろうけれど、顔立ちが中国系にも近いドゥスンの人たちは、明確にドゥス
ン人と分かりづらいところもあり、集計が難しい。年齢も分かりづらいが、見たところ 10代後半
から 20代前半の私達のような年代の人が多く、学校の教室のような感じの写真も多いようである。
家や学校から投稿している様子が見受けられたため、男女問わず簡単にSave Ulu Paparの意思表明
ができていると感じた。面白いのは、多くの写真では手書きの紙一枚をメッセージボードとして手
に持っているのに対して、最近の 2015年7月にはメッセージを書いた段ボール製の額縁を持って
いるものがいくつかある点だ。この方法は、学習院大学の 2015年大学祭の際に西門前での撮影に
利用できるようにもなっていたが、最近の流行ではメッセージボード枠を結婚式のウェルカムボー
ドにして特別感を出したり、メッセージボード枠にハッシュタグで言葉を書いてSNSにシェアし

やすくしたりしている。
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4.ハッシュタグの利用について
「ハッシュタグ」とは、半角シャープ記号＋キーワード「#****」で構成されたタグのことで、ク
リックすると同じハッシュタグが付けられたコンテンツをまとめて表示することができる。ハッ
シュタグを利用すれば、コンテンツを「分類」「集約」することが出来るので、Facebookページ

の投稿に利用することで、話題毎に検索しやすくしたり、まとめたりすることが出来る。また、
Facebookでは投稿を検索することが出来ないので、ハッシュタグ検索は自分の興味のある話題に
関する投稿をまとめて見ることができる便利な機能だといえる。現在、ハッシュタグはそれほど浸
透していないが、この便利さにユーザーが気付き始めれば、ハッシュタグは「興味・関心」によっ
て新たな繋がりを産み出すきっかけになる。つまり、今までは繋がっている友達やファンとしか会
話が出来なかったFacebookでも、ハッシュタグの話題を通じて新たな交流が生まれる可能性が出
てきたということだ。「Save Ulu Papar」のFacebookページにおいても、ユーザーが興味のありそ
うなハッシュタグを利用して投稿することで、ページの存在を知ってもらうことが出来るかもしれ
ない。
前述のメッセージボードを持った写真でも、多くの写真や写真を含む投稿に、「#saveulupapar」

と書いてあった。集計してみると、およそ 4分の 1の写真にハッシュタグがついていることが分か
った。Facebook上で「#saveulupapar」を検索すると、オンラインキャンペーンに関連する投稿が
いろいろと見られる。前述のFacebookページ以外の個人のページでの投稿が出てくるので、新た
なつながりや新たな関連情報を知るのに便利で、前述のFacebookページ以外にもいろいろな人が
オンラインで交流していることがわかる。私自身も、ハッシュタグで気になったものがあると、検
索し個人のページで関連情報を得た経験がある。例えば、環境問題で検索してみると、#COP21、
#地球資本、#ゴミ、など環境問題に関連するハッシュタグが同時に投稿されている。関連情報で
出てきた個人のページは新しい情報が出てくるだけでなく、趣味や興味が似ている場合があり、ウ
ェブ検索ではできない情報検索方法の一つであると考える。また、7月に学習院大学内で、支援物
資回収キャンペーンをした際に、ポスター展を開かせてもらったサラワク大学アートマネジメン
ト専攻の大学生は、自分の写真ポスターに「#saveulupapar」のハッシュタグをつけて投稿しており、
「いいね！」112件、「シェア」78件をもらっている 5。
日本で、女性のハッシュタグ利用状況と利用しているSNSについての実態調査をしたアライド

アーキテクツ株式会社の調査結果を見ると、調査対象全体では、「使ったことがある」（36％）と
「知っているが使ったことはない」（18％）を合わせて、半数をやや超えたぐらいと、まだまだハ
ッシュタグの認識は高いとは言えない 6。しかし、20代以下に限ってみると、ほぼ半数の 47％の
利用経験があり、「知っているが使ったことはない」（20％）まで合わせると、ハッシュタグの認
識は約7割となり、若年層ではすでにハッシュタグの利用が進んでいることが分かる。ハッシュタ
グを利用した人では、83％がTwitter、Facebook（28％）、Instagram（21％）を使っていた 7。若年
層においては、検索エンジンにキーワードを入力して情報を探し出すという従来の検索行動の前に、
まずはハッシュタグを活用してSNS上のクチコミ情報などを探るという、「ハッシュタグ起点型」
の新たな検索スタイルが浸透しつつあると言える。したがって、ハッシュタグによる興味・関心の
喚起、醸成は、「Save Ulu Papar」のキャンペーンにとっても新たな接点となりえる。
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5.「Save Ulu Papar」とファッション
ハッシュタグ検索で「#saveulupapar」を調べると、前述のサラワク大学の学生がSave Ulu Papar 

オリジナルTシャツをデザインし、その写真をFacebookの自分のページにあげ、「#saveulupapar」
のハッシュタグを付けて宣伝しているのが見つかる。「いいね！」の件数は少ないが、新しいSNS

マーケティングの手法をNGO活動に応用しようとした興味深い例であるように思う。日本で、こ
のような先端的なマーケティング手法を活用している企業の例としては、天然原料をベースとし
た自然派オリジナル化粧品を製造、販売する企業であるTHE BODY SHOP JAPANがあげられる。
Facebook、Twitter、Instagram、Pinterest、YouTubeを利用しており、メディアによって発信する情
報や写真を少しずつ変えている。「いいね！」数が 5万人に達しているFacebook（2015年7月現在）
では、新商品紹介をメインに投稿し、写真の四隅にロゴマークを入れ、シェアされたときなどにも
一目で同社の写真であることを印象づけ、フォロワー数が 2万人のTwitter（2015年7月現在）で
は、140字にぎゅっと凝縮した短文、時にはハッシュタグのみなど、どんどん流れてしまうTwitter

のタイムラインでも目を惹く投稿を行っている。そして、特に注目すべきなのは、商品広告の合間
に、世界エイズデーやウォーターエイドなど、アフリカでの社会貢献活動を全面に押し出し、その
ようなキャンペーンに関心のあるエシカルな消費者層にアピールしている点である。
ハッシュタグを用いて世界に向けて広告を発信し、成功している企業がある一方で、映画を用い
てエシカルな問題―例えばダム建設反対―を表明している企業にPatagoniaがある。パタゴニアは
社を上げて環境保護活動に取り組み、製品の環境負荷を下げる取り組みだけでなく、社外にも働
きかける各種の環境保護キャンペーンも行なっている。その一環として、「ダムネーション」とい
う映画を製作した。「ダムネーション」は、アメリカに広がるダム撤去の動きについて取り上げた
映画で、具体的には、アメリカ全土につくられた 7万5千基のダム（堤高15m未満の堰をふくむ）
の多くが、川を変貌させ、魚を絶滅させ、それにもかかわらず期待される発電・灌漑・洪水防止の
いずれにおいても低い価値しか提供していないことを告発している。途上国でダム建設の計画が進
む中で、そんな負の面ばかりのダムを「撤去」する選択が、アメリカでは現実になってきた。パ
タゴニアはダムの問題に警鐘を鳴らしつつ、また一方で自社製品の生産流通過程では、素材の選
定（オーガニックコットン、リサイクルコットン）、素材の購入（発展途上国からの買い付け）、商
品の製造（化学染料を使用せず、天然染料を使用して繊維を染色する等）、商品の流通（フェアト
レード）などで、エシカルな選択をすることに留意しながら企業活動を展開している。前述のThe 

Body Shop と同様に、エシカルファッションを嗜好する消費者にアピールしている。ちなみに、パ
タゴニアのFacebookページへの「いいね！」数は 8万人を遥かに超えており、「大自然」「ワイル
ド」を感じさせるヴィジュアル性とストーリー性の高いFacebookページに男女問わず共感が高ま
っているようだ。
「Save Ulu Papar」のキャンペーン活動も、近年上述のように発達してきたSNSやオンライン映画
など、旧来の新聞やテレビなどのマスメディアに替わる、より選択的なメディアを利用したマーケ
ティング手法と、相性がいいようであり、同じような嗜好を持った「消費者＝地球市民」に語りか
けることができるものになってきている。Facebookなどを通じて、さらに継続的に新しい工夫を
凝らした新しい刺激を発信し続けることが、「Save Ulu Papar」の活動を成功に導き、より多くの世
界中の人々に関心を持ち続けてもらうための秘訣であるかもしれない。新しいもの、ファッション
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を欲する消費者は、旧来の商品に飽きて、より選択的に、よりエシカルな商品へとたしかに傾いて
きている。

6.おわりに

Facebook ページ「Save Ulu Papar」を見れば、この環境保護運動に賛同する人も国内外の様々な
属性の人にますます広がりを見せてきていることがよくわかる。メッセージボードを用いた写真投
稿キャンペーンや、ハッシュタグを使った手法など、SNS上での様々な工夫が功を奏しているの
だろう。写真家志望のサラワク大学大学生も、写真を使って水没する地域の文化的価値やイメージ
をブランディングし、反対運動に貢献している。今後もSNSの特性を活かして、たゆまない努力
を続け、新しいファッションを産み出し続けていくことが、運動を支えていく上で重要であろう。

　注

 1 Open Signal Digi Coverage Map <http://opensignal.com/networks/malaysia/digi-coverage> 
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 5 ハッシュタグ「#saveulupapar」検索結果<https://www.facebook.com/hashtag/saveulupapar>
 6 「女性SNSユーザーのハッシュタグ利用実態調査」アライドアーキテクツ株式会社の調査結果<http:// 
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