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はしがき ｜ 5

はしがき

グローバル経済史とボルネオ島でのボランティア活動とでは、いったい何の関係があるのだろう
と疑問に思っておられるかもしれません。近年、外国の経済に関する歴史をテーマに、卒業論文を
書くのを困難に感じる学生が増えているようです。空間を隔てた遠い土地で時間を隔てた遠い過去
に起きたことついて、イマジネーションを働かす機会が減ってきているからかもしれません。学生
たちには、きっかけが必要なのです。そういう思いから、きっかけとしての、ボルネオ島訪問を学
生たちと一緒に考案しました。なぜボルネオ島なのかといえば、経済発展が著しい東南アジア地域
をリードするマレーシアの中で、今まさに経済成長の影響が社会・文化・環境の各方面に広がり、
さまざまな変化を引き起こしている最中にあるからです。そして、表面的に観光で訪れるだけでは
わからないさまざまなテーマを、じっくりと腰を落ち着けて現地の方々と向き合い、暮らしを共に
する中で見つけていってほしい……。ボランティア作業でお手伝いをさせていただきながら手と体
を動かすことで、イマジネーションを豊かにするなんらかの刺激が走るのではないかと期待して、
この複合的なプロジェクトに着手することにしました。
実際に、学生たちは当初の期待よりも何倍もの素晴らしい成果をただちに生み出してくれたので、
そのスピードとパワー、そして緻密さに圧倒されてしまったというのが正直なところです。この研
究報告書にはその成果の第1弾が掲載されています。最終的には卒業論文の形式で完成させること
を目指しているものですが、ここではその中間報告となっています。
ふりかえってみれば、学生たちが研究をスタートさせたのは、2011年4月に国際協力ボランテ
ィアを計画し始めてから間もなくのことでした。以来、DISSOLVAの活動とゼミの活動は表裏一
体をなしながら、学生たちが主体的に学び考える機会を作ってきました。まず、学生たちが研修先
をボルネオ島に決定した後、すぐにボルネオ島の自然やマレーシアの経済社会について調査学習を
始めました。日本語による概説書や研究書がなく、苦労して集めた資料は英語によるものも多い中、
学生たちは努力をして読み進め、それぞれテーマを絞って研究発表ができるまでに知識をつけまし
た。2011年11月の大学祭では「サバ人意識と民族多様性」「輸出産業とフェアトレード」「生物多
様性とキナバタンガン川流域の緑化」「水上集落とフィリピン系移民」などのテーマでパネル報告
を展示発表しました。まだ行ったこともなく、ほとんど情報のない地域に住む人々の暮らしに対し
て想像力を働かせるのは容易なことではなかったと思いますが、それでもこの早い段階でとても素
敵な報告をまとめることができました。
サバ州の社会や文化を学生たちが身近なものに感じられるようになったのは、2012年4月のサ
バ大学生による訪問がきっかけだったのではないかと思います。学生訪問団12名と学習院大学キ
ャンパス内で交流会を開き、2日目は両国浅草見学を実施しました。ごく短い日程ではありました
が、学生同士一気に交流を深め、苦手だった英語も 2日目の夜までにはすらすらと口から出てくる
ようになった様子で、その成長の速さに驚愕したことを覚えています。その後も学生たちは電子メ
ールやフェイスブックでサバ大学生とつながりを持ち、8月に再会する手筈もどんどん整えてくれ
ました。サバ大学生と語り合うことで、時間を隔てた日本の過去の姿にも気づかされました。日本
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人学生たちが知らなかった戦争の頃の記憶がボルネオ島では今でも生々しく語り継がれている……。
サバ大学生たちは来日して日本人学生に触れることで心の奥底にある思いを払しょくできたと、そ
の不思議な感覚について語ってくれました。
歴史的に交錯した両国の過去もさながら、ボルネオ島と日本列島は自然環境でも似通った要素を

持っています。環太平洋の島々はどこも険しい山々と美しい森林におおわれているのだということ。
そして、稲作を行い、魚を獲り、豊富な竹材を暮らしに役立てながら、生活することができるとい
うことです。急速な経済発展と近代化が進む中で、日本列島の山々では各地で過疎化が進み、自然
と共生した伝統的なライフスタイルは廃れ、また公共事業のダム建設など山地の開発も行われてき
ました。日本では半世紀前に起きていたことがボルネオ島では今まさに行われようとしています。
学生たちは研修先のボルネオ島の村でダム計画が持ち上がっているということを知り、日本の農山
村における過疎化やダム建設についても思いを巡らすことができるようになりました。7月末に事
前トレーニングを兼ねておこなった八ヶ岳トレッキング合宿の際には、日本の美しい自然に触れ、
またその自然を守ろうと活動する住民の方々のお話を聞くことで、ボルネオ島訪問の意義をより身
近に受け止める心も育ったようでした。
そして、本番のボルネオ島ブアイヤン村での滞在は、ボランティア活動の機会であったと同時に、
卒業論文を執筆する学生たちにとっては研究調査の機会でもありましたので、ボランティア作業の
合間や休息日などに、ビデオカメラや ICレコーダーを用いながら、村の村長たち（慣習上の村長
と行政上の村長）や、村の女性たち、また次世代を担う若者たちへのインタヴューをおこないまし
た。「村ではどのように生計を立てているのですか」「食料・生活用品はどのように調達しているの
ですか」「都会の生活には憧れますか」「村を未来へと存続させるにはどのようにしたらよいと思い
ますか」などいろいろと質問をさせていただきました。また、村滞在の最終日には、村の若者の代
表で、コミュニティー調査員である青年（レイモンド・シパニス）が、村の現状と今後の展望につ
いて、特に生物多様性を守るために村が行っている里山管理の方法などに関して、包括的なレクチ
ャーをしてくれました。このような調査研究上のコミュニケーションの場では、サバ大学大学院生
3名が、それぞれ先住民族出身であることも生かして、通訳・解説者として活躍をしてくれました。
また、村でのインタヴュー以外にも、ボルネオ島で起きている急速な経済開発や近代化について

深く知るために、比較対象となる島北部クダットの村でもインタヴューを行い、また輸出産業の担
い手であるパームオイル工場を見学し、自然保護と経済開発をバランス良く進める試みなどについ
て、インタヴューを行いました。ボルネオ島では一次産品輸出に特化した形で経済発展を進めてき
ましたが、このような選択をした背景には、イギリス領植民地としての歴史があるのだということ
も、学生たちは認識することができたのではないかと思います。こうしてグローバル経済史とボル
ネオ島でのボランティア活動はつながっていくのです。DISSOLVAの体験を通じて、卒業論文を
まだ執筆し始めていない学生たちも遠い地・遠い過去の経済社会に対する関心を深めてくれたのな
らありがたいことだと思います。今後も、学生の主体性を大事にしながら、手と体を動かす体験を
通じて、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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ツーリズムにおけるセルフガバナンスの有用性

時任 美乃理

近年、低価格化が進む「観光＝ツーリズム」は私たちにとって身近なものとなってきている 1。
そうした観光の低価格化・大衆化は、多くの人に受け入れられやすいがゆえに弊害の多い観光形態
を生み出している。観光がその受け入れ先であるローカル地域に与える影響は大きく、観光産業が
マス化することで引き起こされた自然・文化の消滅は数えきれない。
しかし、大衆観光はもはや過去のものになりつつある。環境問題をはじめとするさまざまな地球

規模の課題への意識が高まり、観光に求められるものも変化してきた。現地の人々にとって、訪
問者にとって、そして地球全体にとって持続可能な観光とはなにかというテーマに注目が集まり
始めている。本稿では、ボルネオ島マレーシアサバ州にあるブアイヤン村という小さな村を事例に、
人々の価値観の変化によって生まれた「持続可能な観光＝サステイナブルツーリズム」の方向性を
明らかにしていく。ツーリズムにおけるローカル地域住民による「自治＝セルフガバナンス」の重
要性をテーマに進めている卒業研究の中間報告として、そのエッセンスを紹介する。

1. 観光と環境の歴史的背景
前人未到の地を目指した探検家たちこそ、現代でいうところの「ツーリズム」の原点を作った存
在だといえるかもしれない。未開発の土地の景観、動植物、独特の文化様式は 19世紀の近代化・
都市化が進む先進国の探検家、冒険家、画家、写真家たちを惹きつけ、そして山頂まで登りきるこ
との大変な達成感は熱心な登山家の心をつかんではなさなかった。第二次世界大戦後、ジェット旅
客機の登場も影響し多くの観光客が世界各国へ移動するようになると、富裕層に限られていた旅行
が大衆の余暇として広がり、大衆観光の時代を迎える。しかし 1970年代後半以降に環境破壊や伝
統文化侵害など様々な弊害が指摘されるようになり、1980年代の後半には、大衆観光に代わる新
たな観光のあり方として、「オルタナティブ・ツーリズム」という概念が提唱されるようになった。
1960-1970年代は、学問的に環境問題研究が本格化し、世界各地で保護地域の設定が積極的におこ
なわれた時代でもある2。ボルネオ島サバ州で国立公園や州立公園が制定されるようになったのも
1960-1970年代だ。1962年にサバ州国立公園条例が制定されたことで 1964年にキナバル自然公園、
1970年代にはさらに 4つの公園が認定された。また国立・州立公園のほか、厳正保護地域、天然
記念物、種と生息地管理地域、景観保護地域、資源保護地域という 6タイプの保護地域が、現在
サバ州には 9つ存在している 3。今やサバ州にとってこれらの国立州立公園は主要観光地でもあり、
年々来客数も増加してきた。しかし自然保護区の設立は、周辺地域の住民にとって必ずしも望まし
いことではない。保護区設置にともない多くの先住民が強制移住を強いられ、伝統文化が消滅して
きた。人間排除的な環境保護が活発に行われたことで先住民族の権利意識はどんどん高まっていき、
1980年代に入ると伝統文化や地域社会への影響を懸念する声が大きくなった。
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1990年代に入り、さらに環境問題等への問題意識が一般化するにつれ広まったのが、サステイ
ナブルツーリズムだ 4。発展途上国においては、国や地域コミュニティの経済的機会となるのみな
らず、生物多様性や伝統文化の保全につながるとしてその可能性とポジティブな効果に注目が集ま
っている。現在、日本国内で注目されているのが「里山」としての環境文化のとらえ方に近い。里
山とは農林業など人と自然の長い時間の中で形成された自然環境のことで、多様な生物の生息環境
として、また、地域特有の景観や伝統文化・ライフスタイルの基盤として重視されている地域のこ
とを言う。自然環境に依存して生きてきた人々の伝統文化は、人間を排除していく環境保護では消
滅していくばかりだ。その地に根付いた伝統文化や歴史・環境を守っていくためには、自然環境と
共存した生き方が重要であり、これまで排除してきた先住民こそが自然環境保護のキーパーソンで
あったのだという認識が強まってきた。

2. ボルネオ島サバ州の現状
マレーシアは一次産品の輸出に支えられてきた国である。しかし近年、その主要産物であった木
材（南洋材）は、政策上、大量伐採が休止となり、またパームオイル生産も 2006年にはインドネ
シアに追い越され、以前のような国内における成長産業としての勢いはなくなってきた。農産物を
加工し生産する「アグロインダストリー」に依存してきたため、発展途上の段階から抜け出して、
経済発展の次段階へと進んでいくことが困難な状況にある。特にサバ州は、エネルギー資源の産出
地もなく製造業も未発達で、マレーシアの中の発展途上地域といえるだろう。
そんなサバ州において、パームオイル産業に並び重要産業となっているのが、観光産業だ。観光

産業は、サバ州にとって新たな成長産業、サバイバル戦略の一手として重視され、政府による観光
誘致事業などが盛んに進められるようになってきた。ボルネオ島の観光として柱となるのが、生物
多様性や民族多様性である。そのため観光支援の一環として、政府による自然や文化の保全活動も、
年々積極的になってきている。しかしその一方で、都市部の急速な経済発展によるエネルギー需要
をまかなおうと、プランテーション開発やダム建設計画といった開発政策も積極的に行われている。
現在サバ州は開発と観光の二つの顔を持っていると言えるのだ。
近年の急速な経済発展は、都市部と農村部との間の格差を生んだ。その克服が大きな課題となっ
ている。アグロインダストリーによって得られた利益は都市に集中してしまう傾向にあり、地方の
農村部は取り残されてしまっているのが現状だ。しかしここで重要なのは、その格差自体はサバ州
にとって、決してマイナスではないという点である。地方の共同体は今も、伝統的な自給自足生活
によって豊かなコミュニティを保っているが、そうした地域の自然環境や伝統文化は日本でいうと
ころの「里山文化」に近い特徴を持ち、観光客にとっても大変魅力的だ。生態系を守るという意味
以上に、今や自然環境や地域共同体の文化がサバ州の観光資源として非常に重要になってきている。
これは多くの発展途上国においてもいえる変化であり、一次産品を中心とした成長戦略の限界をむ
かえた地域においては、観光産業の確立がサバイバル戦略の一つとして、重要な課題となっている。

3. サバ州で活動するNGO団体と持続可能な観光地
1990年代、サバ州では観光産業開発が積極的に進められた。サバ州における観光の第一段階と

も言える時期である。1990年代に観光地として整備された地域の一つに、クダット地方コタマル
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デュ近辺の村々がある。現在も政府によって観光支援を受けている地域だ。小さな村々がそれぞれ
の伝統工芸を目玉にした観光事業を営んでいる。ルングス族はクダットを含むサバ州北部に暮らす
先住民族で、ロングハウス（長屋）に数家族が同居するのがその伝統敵ライフスタイルである。そ
の伝統家屋でホームステイ体験できるのがババンガゾ村という観光地で、自然に囲まれた暮らしや
料理のほか、民族舞踊や音楽、バンブーダンスなど、サバの伝統文化に触れることができる。サバ
州の代表的な「エスニックツーリズム」の一つだ。時代とともに減少するロングハウスの伝統を保
護するという意味でも重要な観光地といえる。一方で観光客の増加にともなう伝統文化の過度な誇
張や歪曲化が懸念されており、いかに正しい歴史や文化を継承していくかがエスニックツーリズム
の課題となっている。
サバ州で一番人気の観光地はキナバル山である。キナバル自然公園は、キナバル山の保護を目的

につくられた国立公園で、その一帯は 2000年に世界遺産に登録された。トレッキングや野生動物
観察など「エコツーリズム」がおこなえるスポットとして人気だ。しかしその背景には、保護地
域とされるにあたり先住民が強制移住を強いられた歴史があり、キナバル山のエコツーリズムは
1960-1970年代の人間排除的な環境保護政策の一例としてもとらえることができる。
クダットやキナバル自然公園に代表されるように、サバ州には民族多様性・生物多様性を生かし

た様々な観光地が存在している。こうした観光形態は、発展途上国にとって即効性のある経済的機
会であると同時に、生物多様性や伝統文化の保全につながると期待されているが、観光客の増加が
もたらす生態系汚染や、農村部のインフラ整備による景観の喪失など、地域に与えるネガティブな
効果は数多く挙げられている 5。先進国から途上国への汚染逃避や公害輸出、そしてマスカルチャ
ーの拡散は、自然や伝統を壊し、コミュニティを衰退させる原因となったと指摘されている 6。急
速な経済発展が進むサバ州ではそうした影響が特に大きい。
そうした流れの中、2000年以降はサバ州においても持続可能性を目指したツーリズムが増え始

めた。サバ州におけるツーリズムは主に、自然体験型のエコツーリズムと伝統文化体験型のエスニ
ックツーリズムに分けられるが、特に近年では、自然体験と伝統的ライフスタイル体験を表裏一体
とする、ローカルな力を生かしたコミュニティツーリズムに注目が集まっている。
中でも注目したいのはWWF（世界野生生物保護基金）が支援しているエコ／コミュニティ

ツーリズムのひとつバトゥプティ村のMESCOT (The Model Ecologically Sustainable Community 

Tourism project)7 だ。熱帯雨林資源の保護と持続可能な長期的経済収入の両立を目指し、コミュニ
ティエコツーリズムの運営に取り組んでおり、現在では村に暮らす先住民、オラン・スンガイ族の
人々によって運営されている。パームプランテーションが広がるキナバタンガン川流域住民の伝統
的ライフスタイルを保ちながら自然や野生動物の保護を行うMESCOTの活動は、負の影響を軽減
するコミュニティーベースでの観光運営として大変革新的なプロジェクトである。

MESCOTが当初WWFの支援を受けていたように、様々な問題を軽減することを目指して
NGO団体が地域コミュニティをサポートしているケースがいくつかある。今回DISSOLVAの活
動に協力した国際NGO団体、Global Diversity Foundation (GDF) もその一つだ。GDFは、文化・
生物・農業の多様性維持を目的にローカル地域で活動をしているNＧO団体で、中でも東南アジア
チームはサバ州のクロッカー山脈およびキナバル山周辺を主なエリアとし、現地の先住民族と連携
しながら活動を続けている。先住民やローカルな地域に暮らす人々が自分たちの土地や資源を守り、
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未来に向けて自律的な意思決定をおこなっていけるようサポートすること。そして文化的生物多様
性（Biocultural diversity）を促進させ、村人たちが自分たちの置かれた社会環境を変える「力」を
育てること。この 2つがGDFの掲げるミッションだ。村人たち自身が未来を選んで行く中で、先
住民の権利を守り、誤った選択によって不利にならないよう助けること。それがNGO団体の大切
な役割だと言われている。そして最終的に村人たち自身がNGO的な役割を果たし、サステイナブ
ルツーリズムを運営していくことができるよう支援することは、ツーリズム自身の持続可能性につ
ながるという意味でも重要だ。

DISSOLVAのような、海外からやってくる国際協力を目的としたコミュニティツーリストは近
年特に増加傾向にある。NGO団体、ボランティアツアー、個人と形態は様々であるが、これらの
ツーリストが現地で活動を行うためにはGDFのような現地で活動するNGO団体との協力が必要
不可欠だ。ツーリズムにおいては、活動先のコミュニティとの密な連携と、長期にわたる信頼関係
が重要だ。そのためには、地域コミュニティ、現地で活動するNGO団体、ツーリストという 3者
が、各々で活動するのでは持続可能なツーリズムは成立しない。ツーリズムに取り組む村、そして
そうした村へ訪れるツーリストが増加している今だからこそ、地域に寄り添うNGO団体が 3者連
携の になってきている。

4. ブアイヤン村とダム建設計画
GDF東南アジアチームが 10年間にわたり活動対象フィールドとしているコミュニティがブアイ
ヤン村だ。ブアイヤン村は観光事業の検討段階にある村で、現在は市街地から離れた山奥で自給自
足の伝統的な生活を続けている。サバ州の数あるローカルコミュニティの中、本稿であえてブアイ
ヤン村を選んだのは、この村がダム建設計画という問題をかかえている点に注目したかったからだ。
州都コタキナバルの水供給と電力供給を安定化させるため、カイドゥアンダムというダムの建設
計画が打ち出された。このダムは 2050年までにコタキナバルとその周辺に十分な水と電力を確保
する推定で、工事が完了すると一日あたり 1200万リットルの水と 37メガワットの電力がコタキ
ナバルに供給されるという。パパール渓谷を飲み込む形で建設計画は立てられており、水没の恐れ
がある地域は、コタキナバルの南方10kmに位置するドンゴンゴンの町から内陸30kmの山間部に
まで及ぶ 8。これはブアイヤン村を含め 9つの村が完全に水没する範囲であり、ダム建設が決定す
れば村の住民は強制移住を迫られることになる。パパール渓谷はクロッカーレンジ公園境界域に位
置している。WWFが優先的な保護を推奨・認定するエコリージョンリスト「グローバル 200」に
も含まれており、生物多様性と固有性の重要拠点として認識されているエリアだ。クロッカーレン
ジは 1968年に森林保護区として指定され、集水域と生物多様性を保護するため 1984年に国立公
園に認定されたのだが、パパール川渓谷だけは、古来より定住農民が多く居住していたこともあり、
自然保護区から除外されてきた。水没の危機に瀕している 9つの村にも、約1,400人の先住民「ド
ゥスン族」が暮らしている。クロッカーレンジが保護区に認定された当時、パパール渓谷に暮らす
人々は、先祖代々の生活の中で依存してきた森林へのアクセス権と自然資源を狩猟収穫する権利を
制限されることとなった。過去数十年間、政府の政策が変わるたびに様々な生活環境の変化を経験
しており、その都度伝統民族文化へは大きな影響が及んでいる。
今回ダム建設を受け入れ移住を選択すれば、金銭的なメリットがある可能性がある。しかし同時
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に広大な森林に支えられた村の生活は消滅することになる。この開発への村の対抗策として現在検
討段階にあるのが「観光」なのだ。自然環境と伝統文化の魅力を観光事業によって伝え、自給自足
的ライフスタイルを持続していくことができれば、コミュニティの崩壊を避けることができるかも
しれないと、サバイバル戦略としてのツーリズムを考えている。ブアイヤン村を含むダム建設計画
予定地は、州都コタキナバルのすぐ裏に位置している。立地条件を考え、ダム開発がこの州にとっ
て不可欠な事業であると考えるべきか、州都からのアクセスを考え、観光事業が夜有益な事業だと
考えるべきか、政府内でも意見は割れている状況だ。こうしたブアイヤン村のダム建設問題は「サ
バ州の二面性」が顕著に表れている例だと言えるだろう。

5. ブアイヤン村に秘められた魅力
ではブアイヤン村のコミュニティツーリズムとしての価値はどういった面にあるのだろうか。ブ
アイヤン村の魅力は 4つのツーリズムの形に当てはめることができた。
まずエコツーリズムとしての魅力だ。パパール渓谷には広大な熱帯雨林の森が広がっており、多

種多様な生物を間近に見ることができる。州都コタキナバルからブアイヤン村まで舗装された道路
はまだないため、村へは 3-5時間徒歩で移動する必要があるが、大自然を歩くトレッキングコース
自体が、とても魅力的なスポットだ。道中には吊り橋や筏で川を渡るポイントもある。美しい景観、
山脈地帯の比較的涼しい気候、綺麗な水など、大自然に囲まれながら過ごすことができる。
次に当てはまるのがエスニックツーリズムである。ブアイヤン村は、焼畑をはじめとする伝統手

法の農業、狩猟採集、パパール川での漁業、ゴムの栽培など、古くから受け継がれてきた自給自足
のライフスタイルが保たれている村だ。現在では塩や油といった一部の生活必需品と医薬品などは
街から取り入れているものの、基本的なスタイルは変わっていない。先住民族の伝統的な暮らし、
そしてそこから生まれるあたたかな人づきあいは、その地域に住む人々やその暮らしを知り、理解
することを目的にした観光として大変魅力的なポイントになると言える。
現地のNGO団体とのつながりによってボランティアツーリズムとしての魅力も引き出される。

実際にブアイヤン村では、ボランティア活動によって水流発電所が作られたり、小学校や図書館の
整備がおこなわれたりしている。村と深く関わるNＧO団体の存在はボランティアツーリズムに
おいて必要不可欠だ。GDFとブアイヤン村の関係はひとつの大きな魅力と言えるであろう。そし
て村人のあたたかな人柄や共同作業に協力的な姿勢もまたツーリズムの魅力につながっている。

4つ目の魅力として当てはまるのが、ブアイヤン村の持つ歴史的背景である。ブアイヤン村はサ
バ州の人口の 4割を占める先住民ドゥスン族の人々が暮らす村だが、この村がドゥスン族の歴史的
な重要箇所なのではないかと近年の歴史研究で指摘されている。今後の研究で、その可能性が実証
されれば、無形遺産として保護されるべきエリアとなるかもしれず、ツーリズムの対象としても大
変魅力的である。これは先人の営みを後世に伝え、サバ人の自己アイデンティティ形成を助けるこ
とで地域や住民の誇りにつなげるとともに、外部の人が訪れ学習・交流する観光「ヘリテージツー
リズム」に当てはまるだろう。

6. 村人によるツーリズム──セルフガバナンスが陥りやすい問題点
こうした世界に誇るべき村の魅力を、村人自身はどれだけ理解できているだろうか。発展途上国
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の農村地域では、自分たちの村が持つ「希少価値」を理解していないことが多く、開発を受け入れ
ることを選択する村や、生活環境や伝統文化を自ら壊してしまう村がたくさんあるのが現状だ。た
とえ観光をおこなっている村でも、村の価値を十分に理解していなければ、ツーリズム本来の魅力
を発揮することは難しい。長く伝わってきたその土地固有の伝統知識に秘められた希少価値を理解
し、村人同士が価値観を共有しながら受け継いでいくこと、すなわち「質の高いセルフガバナン
ス」が、自然と共生する伝統的ライフスタイルを守っていくうえで、そして村でツーリズムを行っ
ていくうえでとても重要になってくると考えられる。
セルフガバナンスとは、ローカル地域の人々が他からの支配・制約などを受けずに、自分自身で

立てた規範に従って地域を運営していくことだ。グローバル化の影響が広がり、開発政策の動きが
強まってきている中、そうした「自治・自律」の重要性が近年多くの研究において問われている。
中でも村人のセルフガバナンスによるツーリズムは村に緩やかな経済発展をもたらし、伝統的なラ
イフスタイルを守って行くことのできる有効な方法であるとされている。しかし実際には、グロー
バル化の進む外部からの刺激によって村のビジョンが揺らいでしまい、村人たちにとってサステイ
ナブルではない結果を招いてしまうケースが多々ある。情報ネットワークが発達し、外部からの影
響を直に受けるようになった若者世代が村の中心的役割を担う時代になったことで、先進国へ追い
つきたいという思いの強さゆえに、マスカルチャーを取り入れる方向へと進んでいくコミュニティ
は少なくない。世代交代の流れの中で意思統一していくことは大変困難だ。

7. 村人と訪問者の間にある情報格差
村人たちの自律したコミュニティ作りの一手として期待されるサステイナブルツーリズムだが、

実際には受け入れる村人側と訪れるツーリストの間に様々な情報格差が存在している。
近年、途上国でのボランティア活動等のツーリズムに参加する若者が増加していることに注目
し、ツーリズムの消費者である若者たちが何を魅力に感じているのかアンケート調査を行った。調
査対象としたのはDISSOLVAのメンバー 8名である。調査の結果、豊かな自然資源や村人の伝統
的な生活スタイルを感じることができる点に魅力を感じるとの意見が多かった。特に共通して魅力
的だと答えたのが「村人のあたたかな人柄と共同体の強いつながり」であった。回答者全員が村を
「魅力的である」と答えている。ロウソクの明かりの下での、テレビやPCの無い生活を苦痛だっ
たと答えた人はおらず、むしろその生活さえ魅力的だったという人が大多数であった。ツーリズム
に参加する若者たちの多くは、都会から離れ大自然の中で過ごし、普段経験することのできない生
活に触れることを求めているようだ。これは他団体においても当てはまる結果となった。同じくボ
ルネオ島サバ州をフィールドとし、ブアイヤン村でも活動経験のあるラライ・インターナショナル
（Raleigh International）のメンバーが述べている感想を分析したところ、今まで味わったことのな
い経験や共同作業による精神面の成長に加え、多くの学生が魅力的な面として挙げていたのが「ロ
ーカル地域のコミュニティが持つ独特な関係性と絆」であった。
どういったニーズがあり、本来どこが魅力的なのか。ツーリスト側の若者たちが感じていること

からも分かるように、コミュニティツーリズムは「大衆観光に相対するツーリズム」であるからこ
そ需要がある。しかしこのニーズを村人はどれだけ理解しているだろうか。自給自足から変わらな
くてはいけないわけではないのだということ、そして村がありのままでいることが大切なのだとい
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うことを村人自身が理解した上で共有・継承し、今あるニーズ格差を埋めていく必要があると言え
るだろう。

8. 新たなセルフガバナンスによるツーリズムの可能性
自然と共生するための伝統知識に希少価値があるとはいえ、上記のような村落コミュニティに対

し「変わらないでほしい」と伝統的な生活を強要することには批判もある。近代化を求めることは
発展途上国の人々の自由なのではないか。日々進化する科学技術を拒絶してまで伝統的な暮らしを
続けることにメリットがあるのか。確かに 1992年に開催された「地球サミット」では発展途上国
の「開発の権利」が認められた。しかしその一方で、「共通だが差異のある責任」原則として、先
進国と発展途上国の責任の程度や、負担能力の違いを考慮しながらも、発展途上国の環境保全に対
する責任が明らかにされた。かつて技術革新を経験した先進国と、これから近代化へ向かう発展途
上国が置かれている立場は異なる。途上国は、ただ単純に近代化を目指すのではなく、持続可能な
形での成長を求められている。勿論それは、伝統的なライフスタイルの強要ではない。途上国の地
域コミュニティにとって重要な共通の大義は「共同体としての存続」であろう。それぞれの環境下
において村人が何を望み、どう生活を存続させていきたいのか。ダム建設予定地となったブアイヤ
ン村では、次世代を担う若者たちが村の存続をかけて様々な取り組みを行っている。観光事業もそ
のひとつだ。さまざまな批判を理解した上で、筆者は努力する若者たちの意志を尊重し、セルフガ
バナンスによるサステイナブルツーリズムを目指した動きに期待したい。
地球全体の持続可能性は、それぞれのローカルな地域コミュニティの選択にかかっている。サス

テイナブルツーリズムにセルフガバナンスは必要不可欠だ。これまで述べてきたような問題点を
回避するためにも、NGO団体をはじめ外部のアクターの活動がますます重要になってくるだろう。
若い世代を育て、コミュニティのビジョンとなる素地を作ることで、「新たなセルフガバナンス」
の確立に一歩近づくのではないだろうか。

　注

1  「観光」は tourismと sightseeingの和訳として使われる語であるが、後者にはむしろ「遊覧」という訳語
が適当であり、ここでは観光事業・観光産業について議論するため、前者の訳語として限定的に用いる。

2 Paul F. J. Eagles, Stephen F. McCool and Christopher D. Haynes, ‘Sustainable tourism in protected areas: 
Guidelines for Planning and Management’, IUCN Best Practice Guidelines, no.8, pp. 5-12, 5 February 2002.

3  M.A.Sham (ed.), 'Traditional Knowledge and Biodiversity Conservation in Sabah', Biocultural Diversity and 
Conservation Learning Platform Briefing Notes, Sabah Biodiversity Centre and Global Diversity Foundation, vol.1, 
3 Feb 2009.

4 Martha Honey& David Krantz, ‘Global Trends in Coastal Tourism Discussion Paper’, Center on Ecotourism 
and Sustainable Development, (A Nonprofit Research Organization sponsored by Stanford University and 
Washington DC), December 2007.

5 Richard Denman, ‘Guidelines for community-based ecotourism development’, WWF International, July 2001.
6 Joseph E. Stiglitz, Globalization and Its Discontents, New York: W.W. Norton & Company, June 2002.
7 United Nations Development Programme, ‘MESCOT: Batu Puteh Community of Lower Kinabatangan’, 

Nomination Form for the Equator Prize 2004.
8 ‘Background Information on Kaiduan Dam in Sabah, Malaysia’, Indigenous Peoples Issues and Resources, 2010.
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途上国における離村のメカニズム

筆島督成

近急速な経済発展は都市部と農村部の格差を生み出す。日本では高度成長期に都市への人口流入
が起こり、近年は人口減少社会に突入し農村の限界集落化が加速している。このような現状に対し
て、農村から都市への人口移動の原因を解明することで今後の持続可能なコミュニティづくりに向
けた提案をしていくのが本稿のねらいである。近年、経済発展が著しいマレーシアのケースを事例
に挙げ、農村部の人口動態に強く影響を与えていると考えられる若者の「離村」と「帰村」に焦点
をあてていく。

1．経済成長と人口の変化
マレーシアでは急速な経済発展が進み、都市部と農村部の人口格差が問題となっている。総人口

は過去50年間で約700万人から約2800万人へと増加している。しかし農村部人口は 1991年まで
は緩やかに増加している一方で、以降は減少傾向にある。ボルネオ島に位置する人口約320万人の
サバ州においては、州都コタキナバルに約54万人が集中しているが、山間部で森林と共生した生
活を営んでいる人も多く、近年は経済成長の影響を受けつつある。その中で農山村の住民たちのラ
イフスタイルにも変化が起こっており、若者が村を離れる決断や都市で生活する人が帰村を行う決
断に与える影響も多様化している。まずは、その特徴的な要因について紹介する。

2.教育機会を求める若者たちの存在
マレーシアでは小学校・中学校教育は日本と同じく無償で受けることができ、制度として完全義
務化はされていないものの、近年では高い就学率を保っている。2003年の時点では初等教育の就
学率は男女共に 90％以上、中等教育（中学・専門学校）のそれは男子で 71％、女子で 81％となっ
ており現在では若干さらに上昇していると予想される。マレーシアでは独立以降、近代化とともに
国民教育に力を入れてきた。しかし現在でも山間部においては中学校が村に設置されているケース
はほぼ皆無で、村での教育はよくても初等教育まで、というのが現状である。
そのため、マレーシアの農村部では中学校進学を機に離村をする子供がほとんどである。大学、
専門学校などの高等教育機関は都市に存在しているため、中等教育課程を修了した若者は、そのま
ま都市で生活を続けることが多い。高等教育（大学）への就学率は 1990年の時点では 10％を切っ
ていたが 2003年では全体で 32.5％まで上昇している。
教育関連施設の都市集中は、若者の一時的な離村の要因となっている。中学卒業後に直ちに帰村

する若者も半数程度いる中、大学卒業者は都市で職に就くケースが多いため中学卒業者に比べて遅
い年齢で帰村するか、完全離村する傾向が高まっている。そのため、若者の離村の継続／帰村の決
断と相関関係にあるのは個人の最終学歴だと考えられる。また、若者が所属する家族の規模（兄弟
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の数）も特に土地の制約がある場合は個人の離村に影響を及ぼす可能性がある。

3．居住環境の変化
開発の途上にある国の農村部においてはしばしば政府による土地開発が行われている。それらの

多くはダム建設・商品作物のプランテーション用地開発であり、開発の対象となった範囲の土地に
存在する村の人々は先住民居留地への移住（resettlement）を余儀なくされることが多い。
山間部の村に居住している人々は昔から自給自足のライフスタイルを続けてきた。村で広大な土

地を慣習的に所有しており、マレーシア・サバ州のある村では 6年周期の焼畑農業を行い、陸稲・
タピオカ・山菜の栽培が行われている。このような循環型の農地利用を伝統的に現在でも行ってい
る地域は市場経済の影響をほとんど受けていない。また、焼畑農業に加え、土木作業や灌漑整備と
いった生活基盤そのものとなる作業には村人の協業が不可欠であり、このような地域では住民の共
同体意識が生まれ、コミュニティのつながりが強固であると考えられる。
しかし、政策的な要因によって移住の対象となった村の場合は、移住先での土地が限られている

ことが多く、自然の恩恵を受けた自給自足生活を続けることが不可能となる。そのため多くのケー
スにおいては、限られた土地でも栽培可能で土地効率の高い天然ゴム・アブラヤシなどの商品作物
の栽培に従事する。ここで居留地コミュニティの内部に着目すると、協業による生産スタイルが失
われるため伝統的な生業は失われ共同体としての一体感が弱まっていく。
移転先の居留地コミュニティにおいては、伝統文化や帰属意識の低下・失業率増加・生活水準の

低下・健康被害・犯罪といった弊害を引き起こすことが指摘されている。移転前は、広大な土地を
有していたために、村への世代を越えた継続的な居住が可能であったのに対し、移転後は、しばし
ば割り当てられる土地も縮小し、森から切り離され、伝統的な暮らしが継続できなくなったりする。
たとえば 4人兄弟の家族で村出身の子供が都会へ進学後、帰村を考えた場合を想定する。各家が持
つ農地が限られている地域では、もし親の所有する土地を分割した場合、一人あたりの取り分が非
常に少なくなる。しかし、開発の影響を受けていない地域においては、焼畑として周期的に利用さ
れている土地以外にも利用できる土地が存在するため、独立した兄弟は新しく開墾を行う。居住環
境の違いは若い層のキャリア選択に影響を及ぼし、村落人口の持続性への影響へ大きな違いを生み
出す。

4．農村部と都市部の経済規模の違い
経済成長に伴い、都市部ではサービス業を中心とする第三次産業の規模が拡大している。それに

応じて農村部の経済構造にも変化が起き、そこに居住する人々に影響を与えている。ここでは前項
に基づき農村部の土地利用のされ方の違いを比較しつつ、都市部の賃金事情との検討も加えていく。
土地が未開発で伝統的に利用されている場合、生活に関わる資源はほとんど全て村内で生産され
る。生産した食糧等を市場価格で換算し、労働の対価として貨幣を得ているものと同値であると考
えると、都市部との賃金水準の比較が可能だ。生活に必要な最低限の量を超えない程度の生産活動
を行っているが、その生活は都市労働者の生活に比べても充足されたものであることは明らかだ。
政策的な移住等により、移転先のコミュニティで生活を営んでいる人々は、商業的農業で賃労働

している場合が多く、労働力の対価として収入を得、生計を立てている。しかし途上地域の場合、
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低賃金に代表される労働環境は悪化が続いているのが現状だ。このような社会基盤の悪化により住
民の生活の質は低下し、コミュニティに対する意識も軽薄化するといわれている。
前者の例においては雇用者による搾取がないため、自治により生活基盤が強固である。都市部に

比べて農村部では貨幣的な賃金水準は低いが、生活の質に着目すれば自給自足のスタイルで存続し
ている村落は、非常に豊かであるといえる。

5．その他要因およびインセンティブモデル
以上、教育・居住環境・賃金という若者の行動に影響を与えていると考えられる社会経済的要因
をみてきた。しかし、離村のメカニズムを明らかにするためにはその他にも数多くの要因を検討す
る必要がある。本稿ではHattonとWilliamsonによって行われたアイルランド人のアメリカ移民研
究を参考とする。彼らは、移民現象が移民元の国の村と移民先の国の都市の経済・社会的状況によ
って起こっていると考えた。そして、様々なデータを統計的手法によって分析し、地域総人口に占
める移民人口の割合や各要因の移民率に与える程度を明らかにした。
本研究ではマレーシアの教育事情を鑑みて、中学校進学を機に生まれ育った村を離れた若者がい

つ村に帰る決断を行うか（どの程度離村をし続けるか）いいかえれば帰村の年齢と、その背景とな
る社会経済的な要因を分析する。人口の移動という点は先行例と共通しているが、マクロ的な見方
に加え、個人の選択とその属性というミクロ的視点からアプローチしている点に本研究の創見があ
る。今回はHattonとWilliamsonの挙げた社会経済的要因を本研究用に一部を改変・追加し、帰村
行動のインセンティブモデルを作成した。なお、現時点で各説明変数および非説明変数Yの定量化
は行われていない。

個人の帰村（／離村継続）決断 Yi

＝RVAGEi　＝　RLGNvi ＋WRATIOvi＋CHAINi＋UNEMP＋EDUi

＋FAMSIZEi＋URBANv＋LANDHLDGvi＋CNTRIBTi

Y 離村継続決断（中等教育離村、高等教育離村、短期職業離村、長期職業離村、完全離村）
RVAGE 帰村の年齢（中学校卒業時、高等教育終了時、結婚時、退職後、帰村しない）

RLGN 宗教

<帰村（／離村継続）のpull要因>

WRATIO 農村と都市の賃金水準比
CHAIN 都市在住の親類の数
UNEMP都市の失業率

<帰村（／離村継続）のpush要因>

EDU 個人の学歴・期待学歴
FAMSIZE 家族の規模
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URBAN 村と村から都市までの最短時間
LANDHLDG 村での農業用地の広さ (強制移住の有無 )

CNTRIBT 都市在住期間における帰村の頻度

各説明変数の末尾に記載されているアルファベットはそれぞれ [v：村単位で説明変数が変わる ]、
[i：個人単位で説明変数が変わる ]ことを表している。

6．ケーススタディとインタビュー調査
これまでの議論で途上地域における山間部の村落コミュニティの若者に影響を与えていると考え
られる主要な原因を検討し、その他の要因と共に数式化を行った。ここでは我々が昨夏、実際に足
を運んだマレーシア・サバ州のブアイヤン村とそこで生まれ育った若者のステータスとインタビュ
ー調査の結果を用いて、本研究のケーススタディ分析を行う。

【ケース 1：ブアイヤン村　レイモンドの例】
ブアイヤン村はボルネオ島の北部・マレーシアのサバ州に属し、人里離れた山奥で自給自足の伝

統的な生活が続けられている。現在、コタキナバルへの水供給のためのダム建設計画予定地に含ま
れており、将来的な強制移住も懸念されているが、今日まで広大な土地を利用した焼畑農業を中心
とする生活スタイルを継続してきたことが本稿で最も注目したい点である。村内の教育機関は幼稚
園と小学校のみで、中学校進学をきっかけに村を出ていく子供たちがほとんどである。
我々Dissolvaがブアイヤン村を訪問した 8月はちょうど学校の休業期間であり、多くの子供たち
と出会うことができた。その中でも、村の事情に詳しい若者の一人であり、我々の活動に大きく貢
献してくれたレイモンド（Raymond Sipanis, 本冊子p.42参照）にインタビューした。彼は 4人の弟
妹を持つ長男で、村長の父、そして母という家族構成だ。調査時の年齢は 25歳で、国際NGO団
体 GDF(Global Diversity Foundation)に所属し現在は村を離れて活動している。GDFは世界の生
物・文化的多様性の保全のために活動している団体で、レイモンドは村で調査活動を行っていた
GDFに才能を見いだされて以降、村人としてコミュニティ調査活動に従事している。
インタビュー調査では現在、村を離れて活動している彼の帰村に関する意見や将来の夢について

聞いてみた。彼は帰村のタイミングについて、「いつになるかわからないけど、必ず帰ってくる」
と答えた。具体的な解釈をするのであれば結婚時、もしくはGDFの活動に区切りが付いたときだ
ろう。その理由に関しては「生まれ育った故郷が持つ自然環境や文化の価値を村全体で共有し、将
来の在り方を一緒に考えていきたいから」と発言した。彼はGDFの活動や都市での生活から村の
外との繋がりを経験的に把握していることで村が持つ種々の希少性を大切に感じ、ダム計画と土地
収用の可能性に対し何かをしなければという強い気持ちを持っているのかもしれない。その他の発
言からも彼の村に対する帰属意識の高さと次世代の担い手としての自負をうかがうことができた。

【ケース 2：ルボ・アントゥ村　アイザの例】
プロジェクトDissolvaの活動には、現地の大学からも学生が参加し、ブアイヤン村に滞在、共に
活動を行った。その中の一人の女性にもインタビューを行うことができ、またケース 1の比較対
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象として非常に興味深いと感じたため、本稿で取り上げる。ボルネオ島内でサバ州の西側に位置す
るサラワク州。アイザは人里離れた村の出身で、現在はサバ大学（University Malaysia Sabah）で地
理学を専攻する大学院生である。彼女が生まれ育ったルボ・アントゥ村は人口約550人で、天然ゴ
ム・コショウ・コメを主要産業とする。幼いころに両親を亡くし祖父母に育てられていた彼女は、
弟妹の世話に加え、男性が主に行う村の商品作物に関わる労働をこなしていたと話す。
インタビューの中で彼女は自身の村に関して「コンピュータ教育施設を導入して、村の子供の教

育水準を高め、彼らの将来を豊かにしたい」と語ってくれた。ルボ・アントゥ村には小学校が存在
せず、彼女が体験した教育環境も良くなかったことからであろう。しかし印象的だったのは、自身
が将来的に村に帰って活躍したいという発言がなかったところである。彼女は村の中でも数少ない
大学進学者の一人であり、村の発展に大きく影響与えることができる人間であるが、帰属意識はそ
れほど高くないようだ。

だがなぜ、ケース 1のレイモンドとケース 2のアイザとでは対照的な回答が得られたのだろうか。
この違いを比較する際、最も注目すべき点は土地についてである。ルボ・アントゥ村は数個の村が
集まってできた先住民居留地コミュニティであり、もともとの村があった地域はダムの建設によっ
て水没している。まさに政策的な移住を経験している村なのだ。主要産業が商品作物であることか
らもこの特徴がうかがえる。一方で、ブアイヤン村のケースでは村の土地が伝統的に利用されてお
り、広大な土地を有している。3項「居住環境の変化」を参照するとケース 2に比べてケース 1の

村のほうが共同体意識やコミュニティとしての一体感は強くなる傾向にあることが分かり、居住す
る人間の帰属意識と正の相関があるといっても過言ではないだろう。また、帰村行動のインセンテ
ィブモデルに照らし合わせてみても、説明変数LANDHLDGが今回の事例と関わっており、土地
の性格により帰村（／離村継続）決断に影響を与えていることがうかがえる。また、筆者はブアイ
ヤン村滞在中、レイモンド以外の若者（13歳～ 20歳）にも同様に将来について質問を行った。す
べての若者が「将来的に村に帰って暮らしたい・貢献したい」という回答をし、特に帰村希望年齢
が若いことから、彼らの村に対する意識の強さと、そういう若者たちの希望をしっかり受け止める
ことのできる村落コミュニティとしての経済的・政治的・共同体的な強さを実感した。

最後に、今回の報告書では途上国の若者の離村および帰村行動をテーマに、そのメカニズムをモ
デルで提示し、幾つかの説明変数について検討を加えた。そして実際に訪問した村落の若者への調
査結果を基に実証的な分析を行った。現段階では帰村のインセンティブモデルを提示し、一部の分
析にとどまったが今後その他の要因についても詳細な検討を加えてゆき本研究に具体性を加えてい
く予定である。
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村落地域における消費活動と女性の役割

岩﨑芙有子

1．はじめに
　発展途上国の中には、未だ女性の地位が低く、自分自身の生活や人生を決定する権利を持てず
にいる地域もあるというが、マレーシア・サバ州の女性の地位はどのようなものなのだろうか。ボ
ルネオ島に位置するサバ州は、マレーシアの中でも工業化の進む半島マレーや石油を産出するサラ
ワク州に比べ、平均所得が低く、貧しい地域とされている。とくに農村部は経済発展から遅れ、都
市部との経済的格差を広げている。農村部では月別収入が都市部の半分にみたないにも関わらず、
急速な発展に伴う全般的な物価の上昇は、収入の低い農村部の人々の消費活動に影響をもたらし
ている1。本稿では、ボルネオ島サバ州にあるブアイヤン村とティナンゴール村を調査対象とし、2

つの村における消費活動から、村落地域の女性の役割と地位について研究した。

2． ブアイヤン村の自給自足経済
急速な経済発展を遂げているマレーシアであるが、ボルネオ島のサバ州では未だ自給自足の生活
を続けている地域も存在する。州都コタキナバルから 10kmほど離れた山間部にあるが、市街地か
ら離れたブアイヤン村では、広大な土地を慣習的に保有し、持続的かつ循環型の焼畑農業が行われ
ている。各世帯が季節ごとに農作物を育て、収穫することができる環境にあるため、ブアイヤン村
は、自給自足の経済が成り立っている。村では、タピオカ・パパイヤ・バナナ・筍などの農作物を
収穫できる他、山の傾斜地にある焼畑では、米の種 を直播する陸稲栽培方法によって、米を年2

回収穫している。また、ブアイヤン村はパパール川沿いに位置しているため、川魚が獲れ、村には
たくさんの鶏が放し飼いされているなど、生活するには困らないほどの食糧を確保できている。ブ
アイヤン村の女性たちは、日中農作物を育て、焼畑では米を栽培し、夜中に川へ魚を獲りに行くな
ど、村での生産活動の担い手としての役割を果たしている。実際、村の焼畑で、DISSOLVAが種
の直播を体験した時も、山に集まり米の栽培作業を中心的に行っていたのは、村の女性たちであ
った。収穫してきた農作物は、薪で火を起こし調理していた。ブアイヤン村では、男性は昔からハ
ンターとして活動し、ジャングルに生息する豆鹿などの野生動物の狩りを行ってきたが、男性も暇
があれば家事を行い、村において家事は女性の仕事という認識はないようであった。村人たちは先
住民族のドスゥン族でキリスト教（カトリック）に改宗しており、それぞれの家族は核家族単位で
一戸建ての家に居住している。家々は広大な森の中に点在していて、それぞれの家族が家の裏山
に焼畑用地を慣習的に保有し利用している。村には 1990年代から国際NGO団体のGDF（本冊子
p.9参照）が活動し、国内外からさまざまなボランティア団体が入ったため、小学校と保育所、ド
クターヘリが診療のために離着陸できるグランドが整備されている。各戸に簡易水道が設置されて
いるため、女性や子どもが水源から水運びする必要はない。近隣の 8か村に比べて生活環境は整
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っており、森林資源を利用して自給自足を続けるパパール渓谷地域における主導的な村となってい
る。滞在中も村では豊かな生活を送っていることが実感できた。

3． ブアイヤン村の消費生活
ブアイヤン村の人々は、自給自足だけでは賄うことのできない生活必需品を購入するために、と
きどき賃金も稼いでいる。村の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りに出して
現金収入を得ている。また、村では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
とによって現金を得ることができるよう計画している。現在は、研究者やボランティア関係者以外、
観光客はほとんど訪れないが、ホームステイを利用した場合、1泊3食付で 1人50リンギット（日
本円で約1500円）の現金を支払ってもらっている2。DISSOLVAが村のリサーチセンターという宿
泊施設に滞在した時も、4名の女性が分担して朝昼夕の食事を準備し、寝床も提供してくれた。女
性たちは、その他小学校の昼食を調理することでわずかな副収入を得ている。毎月、村の 4名の女
性が、ローテーションで 1人1週間ずつ、食事を準備し、小学校に提供する。調理人としての賃金
は、1週間で 150リンギットだ。
村の女性の中で、ボランティア作業の受け入れ準備を担当している方がいる。村の女性は特定の

仕事を持っていないが、彼女はパコス（PACOS）というコミュニティベースのNPOによって設
立された保育所で、PACOSによる保育トレーニングを受けて先生（保母）をしている。彼女の家
庭では、ゴムを売り、夫が土木事業に参加することで、毎月200リンギット程度の現金収入を得て
いるという3。
このようにして得た現金は、砂糖・塩・油などの村で手に入らない生活必需品を購入するために
使われる。村人たちは月2回、必要なものを調達するために街へ出かける。ブアイヤン村からペナ
ンパンにあるスーパーマーケットまで行くためには、乗合の 4WD車に賃金を払って乗らなければ
ならなく、交通費だけで往復100リンギットかかる。そのため、1回の買い物で 200リンギット程
度を大量に購入し、ストックしておく。足りなくなってしまった時には、隣人に分けてもらったり、
街へ出かける人に頼んだりして、補っている。また、村の入り口付近には、村長が管理している小
売店があり、調味料やお菓子、洗剤等が揃えられており、村人たちも時々利用している。小分けで
販売しているので、単価計算をするとスーパーでの購入品よりも若干値段が高いようだ。いずれに
せよ、都市部での物価の高騰は、月1～ 2回の少量の買い出しを通じて、自給自足の村にも経済的
な影響を与えている事がわかる。

4． ティナンゴール村の生産活動と消費生活
コタキナバルから 160km離れたところに位置するティナンゴール村は、丘陵部の比較的平らな
低地にある。村人たちはドスゥン系のルングス族で、大多数がキリスト教徒（プロテスタント）で
ある。政府がまとめて 1か所に建設したロングハウスと、村の広場の周辺に建てられた独立家屋
に住んでいる。ティナンゴール村は、人口規模が大きい上に、その集住度が高く、ルングス族居住
地域の拠点村の一つとなっている。1960年代からスイスのプロテスタント系の布教団が村で活動
していた為、同布教団体によって、村の内外には診療所や小学校、家政学校が建設されている。ま
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た、1984年から 1992年まで、JICAの青年海外協力隊によって、野菜栽培・畜産などの農村開発
プロジェクトが実施されている。同プロジェクトでは、生活用水の安定供給を図り、簡易水道、貯
水タンク、井戸等が設置されている。現在では、村は電化され、各戸にはカラーテレビ、電話等の
電化製品が揃えられていることから、他の近隣の村と比較すると、生活環境は整っているようだ。
ティナンゴール村は、山奥にあるブアイヤン村とは異なり、市街地に近いところに位置しているた
め、貨幣経済がすでに浸透している。ティナンゴール村もかつては自給自足の社会であったが、貨
幣が導入した事で、近代的な文化や道具が持ち込まれ、ライフスタイルも変化し、家電製品や自家
用車などを所有するようになり、現金収入を得なければならなくなった 4。
ティナンゴール村の男性たちは、ゴムの木を大規模に栽培することを生業とし、ラテックスと呼

ばれるゴムの樹液をカップに溜めて販売し現金収入を得ている。しかし、ゴムの価格は常に変動し
ているため、村人は価格が上昇している時にのみ売りに出しており、収入の多い時少ない時があり、
不安定である。若者たちの中には軍隊に入隊したり、近隣のクダット市でサービス業に従事する者
もいる。またティナンゴール村では、男性の収入だけでは賄いきれない費用を稼ぐために、女性た
ちも現金収入を得る手段を工夫している。女性たちは、村の一角にあるロングハウスで、伝統手工
芸品であるビーズのアクセサリーを作り、販売している。女性たちは、1000人規模の女性組合リ
ムサ（ルングス語で花を意味する）を作り、お店を運営している。店内には、毎日入れ替わりで
10人程度の女性たちがそれぞれブースを構え、5リンギットから 10リンギットのビーズ製品（ネ
ックレス、腕輪、キーホルダーなど）を販売している。彼女たちは、毎日8時から 17時まで働い
ているにもかかわらず、観光客が訪れない時期には商品が全く売れないこともあるという。
ビーズのアクセサリーを販売して得た現金は、主にビーズの材料や食料品、子供の教育費として

使われる。ティナンゴール村の小学校では、市街地のそれと同様に、朝食を学校で食べる子供が多
く、その代金として、彼らに毎日1リンギットを持たせている。子供たちは朝食代を持たせないと
学校に行きたがらないため、母親たちは子供の朝食代を稼ぐために、現金収入を得る手段を工夫し
ている。これが一番の要因である5。30年前は 20セント程度であった朝食代は、現在では田舎の
学校で 1リンギット、町の学校で 5リンギットと、年々上昇してきている。これらの全般的な物
価上昇の影響が、子どもの朝食代や小遣いなど比較的些細な出費を通じて、村の経済生活にも影響
している。

5． ティナンゴール村周辺の村落におけるその他の取り組み
現金収入を得るために、女性たちが自助努力をしているのはティナンゴール村だけではない。テ

ィナンゴール村周辺に位置するゴンビゾウ村では、1990年に養蜂場を創設し、現金収入を増やし、
貧困から脱するための取り組みが行われている。その養蜂場は、村の女性たちのみで運営されてお
り、100以上の養蜂巣箱が設置され、採取した蜂蜜を養蜂場の入り口付近で販売されている。また、
同時にゴムの木も栽培されており、樹液を売りに出して現金収入を得ている。入場料は 1人約5リ

ンギットで、観光客が見学に訪れたり、現地の村人も蜂蜜を購入しに訪れたりする。蜂蜜は、大き
いボトル（150ml入り）だと約30リンギットで、小さいボトルだと 8リンギットで購入すること
ができる6。
またゴンビゾウ村付近のスマンカップ村では、ルングス族の伝統的な打楽器であるゴングの製造
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工場がある。この村は、1990年代初頭にゴングを製造するために共同体を立ち上げた。現在では、
伝統工芸品を維持していくことに貢献しているが、ゴングはボルネオ島のサラワク州や中国、ヨー
ロッパからも買い手がいるため、年間を通じて現金収入を得ることができている。ゴングは、直径
2mの巨大なものや、いい音色を奏でる 8つセットの伝統楽器の場合、1000リンギットから 2000

リンギットとかなり高値で販売されており、腕のいいゴング職人は、月に約6000リンギットの収
入を得ることができる時もあるそうだ。また、観光客も見学に訪れるため、お土産として、通常の
サイズより小さなものを製作し、20リンギットから 40リンギットで販売している 7。

6．ブアイヤン村とティナンゴール村の女性の役割
本稿では、筆者がDISSOLVA参加にあたり、マレーシア・サバ州のブアイヤン村及びティナン

ゴール村にてインタヴューを行い、それぞれの村がどのように生計を立てているか、生産と消費の
両面から見てきた。市街地から離れた山奥のブアイヤン村と、市街地に近いティナンゴール村とで
は、村の経済活動について類似点と相違点があるとわかった。では、それぞれの村における女性の
役割の類似点と相違点はどのようなものだろうか。
ブアイヤン村では自給自足経済が成り立ち、ホームステイや土木事業によって若干の現金収入を

得てはいるものの、女性たちはとりたてて現金収入を得る手段を工夫する必要はない。女性は自給
自足生活の中で農作業を行い、川へ魚を獲りに行くなど、村の生産活動の中心的な担い手となって
いる。男性は、昔から山の動物を捕獲するハンターの役割を果たしてきたが、暇があれば家事も行
うため、家事は女性の仕事という認識はないようにみえる。また、女性たちは村内で生産できない
生活必需品を調達するために、自分自身で乗合の 4WD車に乗り込んで街へ出かけ、スーパーで買
い物をしたりしていることから、家計に関して自由裁量の度合が高いようにみえる。最近では、女
性たちは、観光客の受け入れやホームステイの運営を行い、観光事業の担い手ともなっている。村
長こそは男性であるものの、DISSOLVAのボランティア作業に関する調整も、女性が中心になっ
て行っていたことから、ブアイヤン村における女性の地位は高く、村内での政治的発言力が大きい
ことがわかる。
一方で、ティナンゴール村も、かつては自給自足の社会であったが、貨幣経済の浸透により、近

代文化や道具が持ち込まれ、現金収入を得て生活しなければならなくなった。しかし、ゴム栽培を
生業とする男性の現金収入が不安定であり、ブアイヤン村とは異なり子供の朝食代がかかるなど、
現金収入を増やす為に女性が自助努力をする必要があった。また、周辺地域の村でも、一村一品運
動が奨励され、ゴングの製造や蜂蜜の生産に特化することで、現金収入を増やすといった努力が功
を奏し、その担い手として女性が主体的に協同組合方式で働いている。このようにサバ州の農村部
でも貨幣経済が浸透したところでは、自給自足経済が崩れ、かつて農作業等に大きく時間を費やし
ていた女性たちも現金収入を得る作業に力を入れるようになった。家計の現金収入への依存度が高
まることで、たとえば、かつて自家製で作っていた地酒タパイが缶ビールや瓶詰めのアルコール類
に取って代わられ、またかつては村落共同体のみんなで楽しんだ伝統舞踊などがテレビの視聴やそ
の他の都会の娯楽に取って代わった。出費がかさんで家計が苦しくなり、子どもの教育に関する出
費など、少ない現金でやりくりしなければならない。そうした中で、家計を担う女性の立場が一層
厳しいものになってきているのではないかと推察する。現金の主たる稼得者である男性と、補助的
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収入を何とか作ろうとしている女性の間では、家族の中、村の中での政治的発言力に格差が出てき
ているのではないか。そう思うと、リムサのような女性だけの協同組合の果たす役割は大きいと感
じる。
上述のような意味で、同じサバ州の同じような農村部に位置し、山奥にあり、未だ自給自足の経

済が成り立っているところと、市街地に近く貨幣経済が浸透してきたところでは、女性の地位やラ
イフスタイルに違いが出てきているといえるだろう。サバ州の農村部でも、近代化の進展や市場経
済の拡大により、女性の地位や役割が変化してきていることがわかる。
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パームオイル産業の構造と残された課題

石橋成美

パームオイル（Palm Oil）は、世界最大の生産量を誇る植物油である 1。人々の貴重な栄養源と
なっており、現在ではバイオマス燃料の原料としても注目されている。その一方で、アブラヤシ農
園を中心としたパームオイルの生産現場では、違法な森林伐採や伐採後の火入れによって、生物多
様性の源泉である熱帯雨林が破壊され、オランウータンなどの動物たちの生命が脅かされており、
先住民との土地紛争や低賃金労働なども問題視されている。このような課題に対し、持続可能なパ
ームオイルのための円卓会議（Roundtable on Sustainable Palm Oil / RSPO）が設立され、問題の解
決に向けた提案を行うなど、生産者側からの取り組みが拡がりつつある。また、消費者側では、問
題の改善に向けた支援を国際NGOなどが行うと同時に、認証制度によって承認されたパームオイ
ルを選択的に購入することも拡大している。そのため、企業はCSR活動の一環として、認証パー
ムオイルの導入に力を注ぐようになってきている 2。しかし、これらの取り組みによって、本当に
パームオイル産業は持続可能なものとなり得るのであろうか。
本稿では、パームオイルの主要生産国であるマレーシア、インドネシアを対象に、パームオイル

産業の歴史的変遷を振り返り、プランテーション開発が環境・社会に与える影響や、持続可能なパ
ームオイル産業構築のために進められている様々な取り組みを概観する。そして、それらが内包す
る現代的な課題をまとめ、DISSOLVAの研究報告とする。

1.東南アジアにおけるプランテーション型農業の歴史的変遷
パームオイルは、アブラヤシから採れる植物油である。パームオイルというと異国の産物といっ
た印象があるが、実は我々は毎日のようにこの油を消費している。例えば、マーガリン、ショート
ニング、チョコレート、ラクトアイスの原料や、カップ麺、スナック菓子などの揚げ油、洗剤、口
紅、クリーム、シャンプー、デオドラントといったオイルケミカル製品にも含まれている。マレー
シアとインドネシアが主な生産地であり、この 2国だけで世界のパームオイル生産量の約9割を占
めている 3。本節では、この 2国でアブラヤシが生産されるまでの歴史的背景を振り返る。
第二次世界大戦以前の東南アジアは、タイを除くすべての地域が欧米列強による植民地支配のも
とにあり、プランテーション（大農園）およびスモールホルダー（小規模個人農園）を中心に、ゴ
ム、砂糖、米、ココヤシなどの農産物や、石油、スズなどの鉱産物の生産に依存した一次産品輸出
型の経済が形成されていた 4。第二次世界大戦後に東南アジア諸国は次々に独立し、1950年代から
は輸入代替工業化が、1970年代からは輸出指向工業化が進み、次第に一次産品輸出型の経済構造
から脱却していった。各国経済に占める一次産品生産、とりわけプランテーション型産業の比重は
急速に低下していくこととなったが、コーヒー、茶、ゴム、アブラヤシなどのプランテーション作
物の生産および加工品の輸出は一貫して拡大を続けている 5。こうした農作物の急速な生産拡大と
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プランテーション型産業は、工業化の陰に隠れて目立たなくなったように思われがちだが、戦前と
は異なる歴史的文脈と国際経済体制のもとで存続し、今もなお発展しているのである。

2.マレーシアにおけるパームオイル産業の急速な拡大
マレーシアでは、植民地期に移植・確立されたプランテーションを中心とする輸出指向型農業が
依然として大きな地位を占めているが、作物構成ならびに生産主体の両面において、構造的な変化
が生じてきた。このようなマレーシア農業における構造変動の となってくる作物が、本稿で研究
対象とするアブラヤシである。
アブラヤシ（Oil Palm）は、1896年に西アフリカからマレーシアに移植された熱帯性の多年生
作物である。1920年代前半は年間810ヘクタール、30年代前半には 5700ヘクタールという作付
けペースで着実に進展していったが、当時の主要作物は天然ゴムであったため、主力産品として生
産されるには至っていなかった 6。ところが、第二次世界大戦中より、米国では石油化学工業を土
台とした合成ゴム産業が登場し、大量生産による供給量の増大によってゴムの市場価格は低迷し、
従来の天然ゴム生産者は構造不況に陥った。こうして危機的状況に陥った国内生産者は、ゴムと同
様に熱帯性の多年生作物でありながら、植物油の中でも屈指の生産効率を誇るアブラヤシへと生産
をシフトしていったのである。そして、このような 1960年代以降のアブラヤシ農園の急速な発展
の中心となったのが、連邦土地開発庁（Federal Land Development Authority / FELDA）であった 7。
当初、FELDAは経済開発を進めながら貧困層救済を中心に社会開発を進める路線をとっていた
が、次第に経営効率と自社グループの拡大再生産を重視するアグリビジネス路線へと移行してい
った。1990年代に入ると、入植事業からの撤退を表明し、産業セクターごとに民営化がなされた 8。
そして、搾油・精油プロセスにおける工業化と技術革新によって、パームオイルの輸出量は増大し
ていき、世界最大の生産国にまで成長した。しかし、これらのアブラヤシ農園開発のために、広大
な熱帯雨林が伐採され、野生動植物の貴重な生息地が破壊されてきた点を見逃すことはできない。
また、アグリビジネス化の過程で効率性と利潤の追求がなされ、低賃金雇用や土地の搾取といった
諸問題が浮上し、労働者の一種のプロレタリア化が進んだ点にも着目する必要があるだろう。

3.森林の大規模な消失と生物多様性の破壊
2005年、アメリカの公益科学センター（Center for Science in the Public Interest / CSPI）は、パ

ームオイルに対する世界の需要が 2020年までに倍増し、今後インドネシアでは 680万ヘクタール、
マレーシアでは 78万ヘクタール以上もの森林が新たにアブラヤシ農園に割り当てられると予想し
ている。その結果、スマトラ島、ボルネオ島のオランウータン、サイ、トラ、ゾウなどの哺乳動物
の生存が脅かされるとしている 9。実際に、1985～ 2000年の間に起きたマレーシアにおける森林
破壊の 87%は、アブラヤシ農園の開発によるものであるとされている。サバ州においては、プラ
ンテーション開発によって、1990～ 2002年の間に、70万ヘクタール以上の熱帯雨林が消失して
おり、サラワク州でも、2004年までに、240万ヘクタールもの熱帯雨林が開発に割り当てられて
いる。また、インドネシアのアブラヤシ農園の 70%以上が、新しく森林を開発したものであると
されており、国立公園などの緩衝地帯においても、アブラヤシ農園が拡大している。
また、1997年にインドネシアで発生した大規模な火災のうち、46～ 80%がプランテーション
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会社の操業許可地において生じており、その 75%がアブラヤシ農園にあたるとされている 10。火
災は整地のための火入れから生じたものであることが指摘されているほか、地元社会と企業の間の
対立により生じたと考えられるものもある。1997年以降、インドネシアでは火入れによる整地が
法律によって禁止されているが、依然としてプランテーションでの違法な火入れが森林火災を引き
起こしている。
このように熱帯雨林がプランテーションに転換された場合、生息地を失ったゾウ、オランウータ
ンなどが人間を襲ったり、畑を荒らしたりするようになり、最終的には、哺乳類、爬虫類、鳥類の
80～ 100%が死滅してしまうのである。

4.先住民の慣習的権利の侵害と労働問題
プランテーション開発にあたって、土地をめぐる紛争も多発している。開発される土地の多くは、

先住民が暮らし、利用してきた土地および森林であり、その慣習的な権利は、国際的に、あるいは
国内法上で認められている。しかし、マレーシアやインドネシアでは、適切な土地調査や、自由で
事前の十分な情報を与えられた上での合意（Free, Prior and Informed Consent / FPIC 11）が行われ
ない状態で開発が進められることが多い 12。特にサバ州、サラワク州では、先住民とプランテーシ
ョン企業間での土地をめぐる紛争が多発している。サラワク州では、1997年にプランテーション
開発に反対する抗議集会を開いていた先住民族であるイバン族に対し、それを解散させようとした
警察隊が発砲、住民3名が死傷する事件が発生しており、1999年には、開発業者との衝突によっ
て、労働者7名が死傷している 13。インドネシアでは、1998～ 2002年の間に、土地の権利を主張
した地元住民479人が負傷し、数十人が土地を巡る対立で死亡しており 14、2001年にプランテー
ション会社が絡んだ土地紛争は、261件にものぼったとされている。特に、マレーシア最大のパー
ムオイル関連企業であり、現在世界第3位の生産量を誇るFELDAホールディングスや、インドネ
シア最大のプランテーション・コングロマリットであるシナルマス・グループ（Sinar Mas Group / 

SMG 15 中国名：金光公司）に対して、様々な問題が報告されている。
プランテーションにおける労働問題としては、低賃金労働、危険で劣悪な労働環境、苛酷なノル

マ、児童労働、健康被害、不法労働者の搾取、多発する事故等の問題などが指摘されている。サバ
州・サラワク州においても上記の問題が報告されており、インドネシアからの不法労働者が劣悪な
条件下での労働を強いられている状況にある。また、アブラヤシの実を収穫する刃物や農薬は取り
扱いが難しく、人体に悪影響を与えるため、マレーシアでは、最も事故の多い産業セクターとして
プランテーションが挙げられている。北スマトラ州の 3ヶ所の国営プランテーションでは、10万
人以上の労働者を雇用しているが、このほとんどは法で定められた最低限の保険にも加入していな
い。また、3万人以上の労働者は正当な賃金を支払われておらず、粗末な住居に住まわされている。
さらに、プランテーションでは、除草剤パラコートなどの使用によって土壌汚染や水質汚濁が進

行しており、そこで働く労働者や周辺住民が健康被害を受けている。パラコートは、マレーシアや
インドネシアなどでは頻繁に用いられているが、先進国では使用が禁止されている薬品であり、供
給先となっているスイスの多国籍企業シンジェンタ（Syngenta）が問題視されている 16。農薬がも
たらす被害としては、鼻血、眼・皮膚・つめの障害、潰瘍などが挙げられるが、現地では女性労働
者が農薬散布を担当することが多いため、不妊や奇形児なども問題となっている。
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5.パームオイルへの批判とネガティブ・キャンペーン
このようなパームオイルと環境破壊の関係を断ち切るため、自然保護・人権保護を謳う国際

NGOは積極的に行動を起こしている。2010年、国際NGOグリーンピース（Greenpeace）は、シ
ナルマス・グループがアブラヤシ農園の開発によって熱帯雨林を破壊し、オランウータンの生息地
を奪っていると告発した。そして、ネスレ（Nestlé）のキットカットに使用されているパームオイ
ルの供給先がシナルマスであるとして、ネスレに対しても批判を加えた。この批判に使用された動
画は 2カ月で 150万回以上再生され、30万通以上の抗議メッセージがネスレ本社に送られた。こ
れにより、ネスレは調達方針の変更を余儀なくされ、シナルマスからの調達を停止した。
また、化粧品・トイレタリー業界における世界最大級のメーカーであるユニリーバ（Unilever）
は、シナルマス・アグロ・リソーシズ・アンド・テクノロジー（SMART 17）からのパームオイル
調達を停止すると発表し、大手ハンバーガーチェーンのバーガーキングもシナルマスとの契約を見
直すと公表した。これによって、シナルマス・グループへの注目とプレッシャーが高まり、グル
ープ傘下のゴールデン・アグリリソーシズ（GAR 18）は、2011年2月、これ以上森林・泥炭林の
転換をしないと発表するに至っている。このように、日用消費財（Fast Moving Consumer Goods / 

FMCG）メーカーは、原材料調達において国際NGOなどからのバッシングを受けることが多くな
り、パームオイル調達に関する持続可能なビジネスモデルの構築を迫られることとなった。

6.持続可能なパームオイルのための円卓会議（RSPO）
このような環境への影響に配慮した持続可能なパームオイルを求める世界的な声の高まりに応

えるため、2004年にWWF（World Wide Fund for Nature ：世界自然保護基金）やユニリーバなど
を含む 7つの関係団体が中心となり、持続可能なパームオイルのための円卓会議（Roundtable on 

Sustainable Palm Oil / RSPO 19）が設立された。その目的は、世界的に信頼される認証基準の策定
とステークホルダーの参加を通じ、持続可能なパームオイルの生産と利用を促進することである。
会員数は 500以上にものぼり、パームオイル生産業、搾油・貿易業、小売商品製造業、小売業、銀
行･投資会社、環境NGO、社会･開発系NGOといったパームオイル産業をめぐる 7つのセクタ

ーの関係者の協力のもとで運営されている。これらの会員が取り扱うパームオイルの合計は、全世
界の生産量のほぼ半分に匹敵し、この割合は今後さらに大きくなると言われている。

2007年、RSPOは「持続可能なパームオイル生産のための原則と基準（Principles & Criteria for 

Sustainable Palm Oil Production / P&C）20」を策定し、その中で 8つの原則 21と 39の基準を定め、
新たに手付かずの森林や保護価値の高い地域にアブラヤシ農園を開発しないこと、労働者・小規模
農園との公平な関係などを求めている。
また、RSPOは、持続可能なパームオイルに関する認証制度を構築し、認証パームオイル

（Certified Sustainable Palm Oil / CSPO）という概念を生み出した。WWFなどの呼びかけもあり、
このCSPOの生産量は年々増加してきている。2011年、RSPOメンバーは、18の認証機関と 81

の搾油工場、113の供給施設を持ち、76万ヘクタールの農園で累計380万トンのCSPOを生産し
ている。そして、この認証制度の構築を補完するため、WWFは「パームオイル購入者のスコアカ
ード」を作成している。これは、企業を格付けするシステムを導入することで、企業のCSR活動
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を促進させようというものである。現時点での最新版のスコアカードは、2011年にサバ州のコタ
キナバルで開催されたRSPO第9回会議（RT9 22）の場で発表された 23。
これを受けて、すでに 20社以上が 2015年までにCSPOへの完全切り替えを行うことを約束し
ている。2010年4月、ユニリーバは、フィナンシャル・タイムズ紙に全面広告を出し、消費者に
認証ラベルのついた商品を選択的に購入するよう訴えかけた。2009年、同社は 18万トンのCSPO

を調達しており、世界の半分以上に相当している。現在、ユニリーバのCSPOの使用率は 64%

となっており、持続可能な調達に向けて着実に前進していることがうかがえる 24。日本でも現在
11社の企業がRSPOに加盟しており、サラヤ、花王、ライオン、資生堂、不二製油などの企業は、
ユニリーバと同様にCSPOの導入に対して積極的である 25。

7.ボルネオ保全トラスト（BCT）
また、消費者がボルネオの自然に対して貢献する手段としては、現在サラヤなどが精力的に取り
組みを進めているボルネオ保全トラスト（Borneo Conservation Trust / BCT 26）が挙げられる27。こ
れは、マレーシア・サバ州政府から認められたトラストであり、熱帯雨林だった土地を買い戻し、
野生生物が往来できる緑の回廊（Green Corridor）を回復させようという計画である。
ボルネオ島では、1970年代には島の 86%を覆っていた熱帯雨林が、2005年には 60%にまで減

少し、現在、原生林はわずか 5～ 10%程度しか残されていない。特に、サバ州を流れるキナバタ
ンガン川下流域では、泥炭地のマングローブ林の大部分がアブラヤシのプランテーションに変わり、
その地に生息していたオランウータンやゾウなどが農園内を通らざるを得ない状況になっている。
これによって、動物と人との接触が増え、ゾウが罠にかかるなど、動物への影響が懸念されている。
このような現状に対し、BCTでは、「ボルネオ緑の回廊」をつくり、生物多様性の保全に貢献す
るために、募金活動や資金援助をおこなっている。また、現地の人々が持続可能となるような資源
活動やエコツーリズムも推進しており、実際にボルネオ島のサバ州に滞在してマングローブの植樹
を体験できるツアーなどの企画・運営にも携わっている。そして、このような環境教育を通じて、
子どもたちに生物多様性の重要性や持続可能な社会のあり方を伝えるために活動を続けている。こ
のように、BCTの活動からは、DISSOLVAの活動趣旨と共通する点も垣間見える。

8.サバ州企業のゼロエミッション化に向けた取り組み
2012年のDISSOLVA海外協力研修プログラムでは、サバ州におけるパームオイル産業の実情を

調査するため、メンバー全員が現地の搾油工場を視察した。今回対象としたのは、クダットにある
サウィット・キナバル（Sawit Kinabalu ）社のランコン搾油工場（Rangkon Palm Oil Mill）である。
そして、この工場の広報担当者であるディクソン・パミン（Dickson Pamin）氏に対してインタビ
ューを行った。同社が今後どのような展開をしていくのかという質問に対し、パミン氏は、「現在
は、RSPO参加に向けて、廃棄物の取扱い方を見直している」と答えている28。持続可能なパーム
オイル産業に向けての取り組みは、サバ州の搾油工場でも進められていたのである。
パミン氏によれば、以前はほとんどの企業がパームオイルの廃液（Palm Oil Mill Effluent / 

POME）や空果房（Empty Fruit Bunch / EFB）を投棄していたが、現在では微生物を用いて廃棄物
を土壌還元し、そこから堆肥を生産する計画が進められているということである。そして、今後は、
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工場の廃液は繰り返しろ過され、空果房は何度も搾油されるようになると述べている。POMEの

基準値は、BOD（Biochemical Oxygen Demand：生物化学的酸素要求量）負荷 29と呼ばれる計算
式を用いて算出されるが、同社はその値を現在の 100mg/ℓから 20mg/ℓ以下に減らす予定であり、
将来的にはこの数値を 0にすることを目標としている。また、工場から大量に産出されるEFBは

バイオディーゼル燃料（Bio Diesel Fuel / BDF）として工場で再利用されるほか、EFB発電 30を通
して工場の電力としても使用されるとのことである。このように、ランコン搾油工場では、RSPO

の加入条件を満たし、CSPO供給工場としての認可を得られるよう、搾油工程・廃液処理における
ゼロエミッション化が進められているのである。

9.RSPOの内包する問題点
以上のように、現在マレーシアではRSPOを中心として様々な取り組みがなされているが、

RSPOに構造的な問題点が存在することに関しては、言及が避けられる傾向にある。たしかに、
RSPO会員である企業のサスティナビリティレポートなどに目を通すと、RSPOは持続可能なパー
ムオイル産業に向けて歩み出したという点のみが評価されている場合が多い。しかし、現時点で
のRSPOは各参加団体が別のビジョンを描いて出席しているため、WWFの要請の意図とは異なり、
パームオイル産業が「ビジネスとして」持続可能かどうかを議論する場になってしまっている。
さらに、仮にRSPOが有効に機能しうるものとしても、CSPO生産量が、拡大するパームオイ
ルの需要に追い付いていないため、プランテーション拡大の抑止力としての機能を十分に果たして
いない。RSPOの累計CSPO生産量は 380万トンであるが、、日本の年間消費量は 55万トン、中国
は 614万トン、インドは 590万トンとなっており、巨大市場に対して供給不足であることは明らか
である。また、パームオイルは奢侈品ではなく、食品用・非食品用の原材料として広範に利用され
ているため、最終生産物としての差別化も難しく、世界中に市場が存在しているため、迂回ルート
が無数に存在するのである。

10.認証制度の問題点
また、先述のRSPOの認証制度にも問題が残されている。パームオイルの大半が加工された状
態で消費者の手に渡るため、パームオイルの認証は、生産段階だけでなく、その後のサプライチ
ェーンも併せて管理する必要がある。RSPOでは、RSPO SCCS認証（Supply Chain Certification 

System）というサプライチェーン認証制度を導入しており、管理方式の違いによって、IP（Identity 

Preserved：完全分離方式）、SG（Segregate：分別方式）、MB（Mass Balance：混合管理方式）、
B&C（Book & Claim：台帳方式）という 4通りのラベル表示を定めることで対応している 31。

IP方式は、生産農園から最終利用者に至るまで他の非認証油と混合されることなく取引される
方式のことであり、SG方式では認証油間での混合が認められている。これらは純粋なCSPOであ

る。また、MB方式は、途中で他の非認証油と混合された場合でも、その混合比率が緻密に記録さ
れる方式である。利用者が表記できるのは当初の認証油相当量に限定されるため、部分的なCSPO

であるといえる。一方、B&C方式は、生産された数量の認証油を証券化し、利用者が必要な数量
分の証券を購入する方式のことである。実際には現物の認証油ではない非認証油を購入することに
なるが、CSPO生産者には相当分のクレジットが還元される。これはあくまで形式上の認証制度で



28 ｜DISSOLVA 研究報告論文集　2012 年度

あり、本質的にはCSPOではない32。
しかし、このB&C方式をグリーン電力や排出権取引と同様の仕組みと考え、肯定的に捉える意

見が多く見られる。RSPOは、IP方式、SG方式に対しては、流通段階において必要となる設備投
資コストが採用の障害となる点を問題視しており、MB方式、B&C方式に対しては、このような
流通の実態を考慮したプラグマティックな認証システムであると肯定的に捉えている。企業にとっ
ては、認証と実際の商品の動きを切り離す事ができる画期的なシステムであり、コスト削減に役
立つことは間違いないだろう33。しかし、これは、認証し、差別化することを事実上諦めた虚構の
認証制度であり、この仕組み自体がRSPOの息の根を止めるものになりかねない34。以上のように、
苦労して築いたRSPOが企業の正当化の口実に使われることのないように、確固とした体制を整
えることが必要である。

11.真に持続可能なパームオイルとは
現在のRSPOの課題は、第一に、より多くのパームオイル生産者をRSPOに巻き込み、増大し

続けるパームオイルの需要以上のCSPO供給網を確立することである。そして、第二に、SCCS認
証の裏に隠されたトレーサビリティ問題を克服していくことである。しかし、これらの点が改善さ
れたとしても、生産者や企業が持続可能な開発（Sustainable Development）の意味とその重要性を
正しく認識していなければ、RSPOは今後も有効に機能することはないだろう。したがって、認証
制度や国際的な企業ランキングの構築だけでなく、持続可能なパームオイル産業構築の重要性を一
人一人が実感することも重要である。この点を考慮に入れると、サスティナビリティへの第一歩と
して実際に現地の自然に飛び込み、彼らの生物多様性や民族多様性を肌で感じることは非常に有益
であると言えるだろう。
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