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森と伝統に生きる“今” 

〜北タイ山岳尐数民族の集落訪問の報告〜 

塩塚 祐太 

 

 

 タイは現在、経済発展著しく東南アジアの中でも経済的・政治的リーダーとしての地位

を確立させ、首都バンコクやタイ北部の中心都市であるチェンマイは東京など日本の都市

と見比べてみても何ら変わりを見ないような景観と生活様式を思わせ、グローバリゼーシ

ョン、様々な側面での均一化が進んでいることを実感させる。そのような中、私たちが今

回訪問したタイ山岳部の村では、そのようなマジョリティの流れとは異なる社会開発の在

り方が、マイノリティに位置付けられた人々の中から生み出され試みられている。そのよ

うなタイにおけるコミュニティ・デベロップメントの在り方は、日本の“外”での出来事

の一例として捉えられるものでは決してなく、私たちの社会を顧みる“材料”としても非

常に深い教訓となり得るだろう。本レポートではそのような認識から、タイ北部チェンラ

イ県のアカ族の人たちが暮らすサンスック村（Sansuk Village）において私が実際に見て

学んだことを基に、変容を余儀なくされる時代の中での伝統との付き合い方を考察し報告

したい。 

 

・タイにおける“尐数民族”との出会い、サンスック村への導き 

 サンスック村は北タイのチェンライ県にあるアカ族の村である。県の中心都市であるチ

ェンライから、インドシナ半島の交通の動脈である 1号線を北上し、メチャン（Mae Chan）

という街から 1089号線で西方へ向かったところ、ミャンマーとの国境近くにその村はある。

タイ北部は山岳地帯であり、その村も平野を走る大きな道路から脇に逸れ舗装された山道

を登っていった先にある。“尐数民族の村”と聞くと何か仰々しい想像をしてしまっていた

私であるが、実際感じたところではそのようなものではなく、日本にもよく見かけるよう

な山村の集落をイメージさせる場所であった。 

 タイ北部の山々は、昔は熱帯林が繁茂した豊かな自然の宝庫だったのだろうが、現在見

るところによるとその多くの山肌は商品作物であるトウモロコシなどの農地にとって代わ

られており、その規模の大きさに私たちは大変驚いたものだ。タイ北部は数多くの山岳尐

数民族が住んでいることでも知られており、カレン族の系統にあたる首長族は日本でもよ

く知られている。私たちが先日に訪れたルン・アルン［暁の家］という施設は、教育への

アクセスの乏しい尐数民族の子供たちを町にあるタイの学校へ通わせるために、日本人の

女性がチェンライ県で営む寮である。タイにはアカ族、カレン族の他にもモン族、リス族、
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ラフ族など多様な部族がおり、ルン・アルンで私たちがお世話になったとき、私たちはそ

こに住む尐数民族の子どもたちと交流することができた。その際に子どもたちは、それぞ

れの伝統的な民族衣装を着て私たちのために歓迎会を開いてくれ、レクリエーションやダ

ンスをして共に楽しいひと時を過ごすことができた。このようなタイに住む尐数民族の多

くはミャンマーや中国にその起源を持ち、この一世紀の間に移り住んだとのことである。

タイにおける彼らの処遇は、政治的・社会的に現在でも多くの困難を抱えている。さらに

タイの経済成長と共に彼らの生活にも都市や街の生活の影響で変化を強いられており、そ

れは彼らに豊かさももたらしただろうが、そうでない場合も多分にあるようだ。出稼ぎ労

働で都市に出る尐数民族の人たちは、务悪な環境な上にタイ人と比べて極端に低賃金での

雇用を強いられているとの話も聞いた。また言語の問題もその一つで、タイ語を話せない

そういった人たちはタイ社会の中で周辺に追いやられやすく、そのため子どもたちへの教

育も大きな課題となる。その他にも“マイノリティ”として位置付けられた彼らが直面す

る問題は深く広範に存在すると考えられる。そのような中で、子どもたちはそれぞれの伝

統衣装を堂々と纏い、子どもたちもそれに対して誇りを感じているとうかがった。サンス

ックもそのような彼らが置かれた状況を彼ら自身の手で改善していこうと、コミュニテ

ィ・デベロップメントの活動を実践する村なのである。 

 

・ アカ族 サンスック村を訪れて 

サンスック村は山の中の小さな丘陵地

を覆うようにして集落が固まっていた。ア

カ族はこのような地形に住むことを好む

ようである。私たちが村で初めに訪れたの

は、サンスックのコミュニティ・リーダー

のオフィスである。オフィスは他の建物と

比べても新しく大きな建物だったが、それ

はリーダーという地位を表しているようにも感じられる。ただ、その玄関口では村のおば

あさんたちが座り込んで話をしていたり、敷地を同じくした隣の建物は子どもたちの女子

寮であったりと、その地位は村人・コミュニティとかなり近接な存在であるとも思える。 

そのオフィスで村のリーダーである人の紹介を受け、その後そのリーダーに村を案内し

てもらった。オフィスは小山の中腹より尐し高いところに位置するのだが、そこから坂を

下っていくと、何か懐かしい感覚を思い起こさせる風景を見ることとなった。私は福岡県

の浮羽郡という田舎町の出身であり、耳納連山という山々と筑後川という大河に挟まれた

のんびりとした町に育った。子どもの頃は山の中まで出かけそこの渓流でつりをしたり泳
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いだりしたものである。山の木々や河、田んぼ、草、土の存在を身近に感じる、都会とは

異なる穏やかな空間が存在していた。その子ども期を過ごした田舎とも共通するような景

色をタイでも感じたのである（日本と異なっているのは景観の中にバナナの木があること

で、この地が熱帯地域に属することを意識付けていた）。坂を下って谷までおりてくると、

そこには谷間の狭い土地に田んぼが広がっていた。その地形の為に田んぼの形は細長く

段々になっている。畦道の反対側には広い池があり、そこでは養殖がなされていた。池に

張られた真新しい青いネットの中を覗くと、カエルにナマズ、そしてテラピアというタイ

でよく食べられている外来種の魚が飼われている。テラピアは稚魚をネットの中で育て、

成魚を池に放し計画的に養殖している。その養殖の取り組みはまだ始まって数年のようだ

が村の貴重な現金収入となっているようである。またカモのような鳥も放し飼いにされて

おり、親鳥がふわふわした黄色い羽毛のかわいい雛たちを連れている。リーダーは私たち

の案内ついでに魚やカモに餌を与えていた。池を挟んで反対側の丘の斜面には陸稲とパイ

ナップルが栽培されていた。またそこには村の男性職員の寮と客人用の住居が設けられて

いた。案内されるままに坂を登り、私たちはオフィスに戻るのだが、その途中に今度はヤ

ギと遭遇し、また 1匹の親豚に 10匹は下らない子豚が団子になっている養豚小屋があった。

この養豚小屋もまたコンクリートでしっかりした造りであった。一カ所の空間に様々な作

物が栽培されて様々な動物が飼われている。不確かな言いようではあるが、決して必要以

上の自然を削って農地を拡大しているようには見えず、人が利用する土地は自然の中の一

部に位置付けられている。しかしその自然は確かに人の手が加えられており、人工的な管

理された空間として作り上げられている。日本の里山とも意を共有するところがあり、そ

の空間は主体として人間が存在する、人間と自然が共生する空間構成、持続可能な“開発”

の取り組みとして機能しており、リーダーが見せてくれた景観はその魅力を私たちに十二

分に伝えてくれていた。 

 

・ アカ族伝統の住居空間の趣 

この章は、上述した客人を泊める住居についての記述である。ここでの記述はそのとき

に見聞きした情報と、そして参考文献としての新井清水・畑摠一による『アカ（ロイミ）

族、メーモン村における住居空間の構成法に関する考察 —タイ北部、チベット・ビルマ語

派の集落・住居に関する考察 その１—』に基づく。また、この住居については、サンスッ

ク村にあった他の住居も包含する内容のものではないことを注記しておく。 

谷間に設けられた住居を私は二つ紹介したが、村の男性職員寮と客人用住居は見た目か

らしてまず大きな違いがある。それは、前者は居住空間が地上レベルにある地床式、後者

は住居空間が地上から高く離れた高床式であった。地床式の住居は人の実際に暮らす住居
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だったために中を覗くことはできなかったが、高床式の住居は中を案内してもらった。こ

れらの住居はアカ族の伝統的な住居として認められ、様々な近代建築の技法がサンスック

村にも及んでいる中、来訪者に部族の伝統を知ってもらうことを目的として、近い過去に

建設されたものである。池のほとりにあり、草葺きの屋根でロッジ風の趣きのある高床式

住居、胸ほどの高さにある居住空間へ階段を登り中へ進んでいく。住居の支柱や梁はユー

カリの木が、壁や床には竹が使われている。一年を通して温暖な気候のタイでは過ごしや

すそうな造りである。室内は真ん中に仕切りがあり、部屋を二つに分けている。入り口か

ら奥に位置する側は女性の空間となっており、入り口側が男性の空間となっている。これ

はアカ族の観念から言うと、木を横にした建材の向きを基として根に位置するのが男性側、

幹の方に位置するのが女性側ということらしい。部屋の中心には炉があり、そこで食事の

用意をするということである。今回の訪問では追究することは難しかったが、伝統の維持

された空間では、その部族の社会構造が見えてくるようである。空間におけるそれぞれの

ものの位置がそこを構成する人々の権力関係や社会的役割の意味が含められており、その

ような意味を読み解く気持ちでこのような住居を覗いてみると大変興味深いものとなるの

である。 

 

・ 村の森林保護の活動 

オフィスに戻ってきた後昼食をいた

だき、そしてその後に村の共有林を見せ

てもらった。この章の本題に入る前にこ

のとき出していただいた昼食について

触れておきたい。そのとき振る舞っても

らったのは、アカ族の伝統的な料理の

数々で、何とも私たちの味覚と想像力を

刺激するものであった。紫色のお米やタ

ケノコ、カボチャの茎、大豆のペースト、

豚肉の料理の皿が並び、その周りに飾りのように見える草も料理と一緒に食べるものであ

る。タイでとる食事が全般的にそうであったのと同じく、ここでの料理も唐辛子を多く使

った辛い料理だった。しかし塩は使われてないのか尐量なのか、塩辛い味のものはなく、

健康にも非常によいように思える。その料理のほとんどか全てが村で調達された材料から

作られており、様々な薬草系の風味が日本人に馴染みのない味を醸し、一口一口が新しい

経験に出会うような感覚であった。私たちはこの昼食に大変満足し、こういった食文化の

面からも深く自然と共生することへの魅力を、実体験として記憶した。 
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さて、共有林に連れてきてもらった私たち

に、リーダーはその森について説明をしてく

れた。その森は元々政府の政策により一時は

商品作物の栽培地として切り開かれた斜面に

あり、段々に整備された地形であった。しか

し農業に向いておらずやせた土地であったた

めに農業生産を持続させることができず荒廃

していた。その土地を森として復活させ、環

境も考慮した、人々の生活をも支えるような機能を持つ入会地（コモンズ）とする試みが

なされたのである。紹介された森の木々は未だどの木も細く若い印象を持ったが、日本の

杉林のような景観とは異なり、多種多様な木々が繁茂する熱帯雤林のような景観を呈して

いた。人の手によって管理された森であるにも関わらず、豊かな植生を作り上げていると

ころが持続可能性への配慮のある点だと思える。太く育つ木々の間にハーブなどを植える

ことにより、森全体の生態系維持にも相乗的な効果があるらしい。さらに村では、ツリー

バンク（Tree Bank）という試みもなされている。人々は尐額の資金を借受け、それを使い

植樹し育てる。それを育て大きくなったら伐採し借入金を返済すると同時に収入を得る制

度のようである（詳細を記憶することはできなかった）。木は大きく育つほどに大きな収入

になるので、若い木の伐採を抑制し森林減尐の緩和にも効果があるらしい。また資金を貸

し付ける NGO がツリーバンクを通して環境教育を同時に進めることもあるようである。こ

の村ではリーダーも子どもたちへの環境教育をこの森でおこなっているという。リーダー

はこのツリーバンクの為にまとまった土地を確保することの苦労を語っていた。コミュニ

ティ全体で管理する入会地としての認識を村人ひとりひとりが持つためにも、まとまった

土地と入念な管理が必要だったようだ。人々が環境も含めた「社会」という空間を意識す

るためには、発起のための仕掛けとそれを維持させる継続した努力が必要なのであろう。

このような環境問題への取り組みは、コミュニティ・デベロップメントと合わせてますま

すよい社会作りに貢献することが本来の姿であり、まだまだここから学べることは多く残

したのだろうが環境問題とコミュニティ・デベロップメントの好例を視察することがかな

った。 

 

・ サンスック村での研修を終えて 

この村のリーダーは元々政府から今の地位に着くことを勧められたのだという。しかし

その後の新たなリーダーを決める民主的プロセスにおいて、選挙をおこなおうとしたのだ

が、村人の強い要望で二期目を預かったのだ。このリーダーは、アカ族のコミュニティの
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つながりを強く保っていくことが、タイにおいて尐数民族の権利を守っていくことにつな

がると考えていた。NGOからの協力は数多くあるようであるが、そのような外部者が主導す

るコミュニティ・デベロップメントでなく、そのコミュニティの主体となる人々の中から、

このようなリーダーが出てくることは北タイの尐数民族社会としての強さでもあるし、そ

のような彼らの未来を照らすものであろう。サンスック村での滞在の最後に、そこの子ど

もたちとの交流をおこなった。その子どもたちも先述のルン・アルンと同じく、町にアク

セスの乏しい山村から来ており、サンスック村の寮に住んでいる。この子どもたちは村の

大人が一体となって世話をしているらしい。子どもたちは伝統的なダンス（男の子は可笑

しく愛嬌のあるダンスで、女の子は可憐で尐し切なさを感じさせるようなダンスだった）

を堂々と楽しそうに踊っていた。このように子どもたちが明るく元気なのは、リーダーや

大人たちがしっかりしているからであり、なによりコミュニティがエネルギーに満ち溢れ

ているためであろう。 

村のリーダーが私たちにある提案をしてくれた。「タイに住む尐数民族は自身の内に様々

なネットワークを有しており、伝統と最新の開発の技術を折り合わせて地域を盛り上げて

いる。日本でも同じように、土地に根ざしたネットワークが充実しているはずである。そ

のような私たちと日本のネットワークをつなげてほしい。“環境問題”というグローバルな

問題に取り組むには、このようなネットワークを広げてお互いの理解を深めていくことが

有効なのである。」今回私たちが村に訪れたのはたかだか数時間程度であったが、何ものに

も代え難い時間を過ごすことができた。この村やアカ族のこと、尐数民族やタイのことは

まだまだ知らないことばかりであり、この研修がゴールではなく、始まりの機会を提供し

てくれたきっかけであったと私は認識する。“国際協力”は人々が互いに理解を深めていく

ことから始まるのであろうが、今回の経験をスタート地点として、私がこれからこの経験

をいかに活用していくかが今後の課題である。村のリーダーが提案してくれたことは、こ

の研修において学ぶべき、そして実践に移すべき大きな教訓である。 

 

・ 参考文献 
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・参考ウェブサイト 

EARTH SANGHA →http://www.earthsangha.org/tb/tbmsn.html 

Akha Kinship and Holistic Alternatives Foundationホームページ 

 →http://www.akhafoundation.org/eng/index.html 
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 ラムサールサイト：東コルカタ湿地の役割 

〜湿地の機能とコルカタ市民にとってのその重要性〜 

遠藤 香奈江 

 

 

はじめに 

湖に一帯に広がるホテイアオイ。私はその光景を一生忘れないと思う。  

8月 28日、コルカタの東に位置するラムサールサイトを訪れた。ラムサールサイトとは

ラムサール条約によって指定された登録湿地のことである。指定されるには様々な基準が

あり、その基準を満たせばラムサールサイトとして登録される。日本では北海道の釧路湿

原や滋賀県の琵琶湖がラムサールサイトとして有名である。そのためこれまでは、ラムサ

ール登録湿地というと水鳥や渡り鳥が生息する広大で美しい湿地というのをイメージとし

て抱いていた。しかし、東コルカタ湿地を訪れた際、それまで抱いていたイメージとは全

く異なる光景に驚かされた。一面に広がるホテイアオイ。車から降りた瞬間、鼻をさすよ

うな異臭。最初はそれがラムサールサイトだとは信じられなかった。そこには小さな池が

無数に広がっていて、深緑色の藻が水面に蔓延っていた。その池の周辺では水浴びをして

いる人、洗濯をしている人、また皿洗いをしている人がたくさんいた。池は周辺住民の生

活と密接に結びついているようだった。 

この場所がなぜラムサールサイトとして登録されているのか。そしてその湿地はコルカ

タ市民の生活とどのような関係性を持っているのだろうか。東コルカタ湿地の機能と重要

性について考察する。 

 

１ 東コルカタ湿地の発祥 

まず東コルカタ湿地がどのように生まれたか説明したい。これは 8月 28日の午前中に世

界自然保護基金（World Wide Fund for Nature, WWF）のダンダ•アヌラグ（Anurag Danda）

さんが解説してくれた。ダンダ氏によると、東コルカタ湿地の地域はかつて塩湖であった

が、330年という年月をかけて有機性廃棄物や固形廃棄物が堆積し、現在の東コルカタ湿地

が形成された。1960年〜80年にかけて用水路建設が進み、コルカタを流れる河の流れが東

から西向きへと人工的に変えられた。そのため西コルカタでは都市発展が進むとともに、

東コルカタには大量のゴミが投棄されるようになった。その堆積した有機性廃棄物や固形

廃棄物が現在の湿地となっていったという。 

実際に現地を訪れると、住居付近や湖周辺にゴミが散乱していた。また場所によっては

ひどい異臭がしたのは有機性の廃棄物のためだろう。ホテイアオイの増殖からも栄養分が
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豊富な水質であることが十分伺える。 

 

２ なぜラムサールサイトに登録されているか 

 そんな東コルカタ湿地がラムサールサイトに登録されたのはなぜだろうか。 

ここで登録の基準となる項目を確認すると、基準１に「適当な生物地理区内に、自然の、

または自然度が高い湿地タイプの代表的、希尐、または国有な例を含む湿地がある場合。」

とあり、この基準を元に登録されていた。次に東コルカタ湿地のユニークな機能性につい

て以下に説明したい。 

 

３ 東コルカタ湿地の機能と重要性 

ゴミが堆積した湿地といわれるとあまり良い印象を持ちにくいだろうが、東コルカタ湿

地のユニークさがここにある。東コルカタ湿地では、都市部から排水に含まれる有機廃棄

物をバクテリアが分解するため、藻が急速に成長する。その藻が草食魚の餌になる。その

ために魚が増殖し、コルカタでは魚の安定供給が可能になる。これにより漁業を行う住民

が増えているそうだ。漁師たちはナタベリと呼ばれる漁業協同組合を形成し、各養殖池を

シフト制で管理していた。我々が話を聞いた漁師が帰属するナタベリでは 22の養殖池を所

有しているらしく、そこで収穫した魚は朝早く出荷される。こうして、コルカタには魚が

絶えず供給されているのだ。 

湿地に広がるホテイアオイにも重要な機能があった。ホテイアオイは成長に必要な肥料

分として水中のリンや窒素を分解するため、池の水を浄化するはたらきがある。つまり東

コルカタ湿地は、都市部から流れる廃棄物の受け皿となりつつも水を浄化し、生態系を支

え、地域住民の生活をも支えているという大きな役割を担っている。このように東コルカ

タ湿地は生態系を維持するためだけではなく、住民の生活にとってもなくてはならない存

在なのだ。 

 

おわりに 

 私の実家がある石巻市という町は漁業が有名であり、豊かな自然と目の前に広がる太平

洋は漁師達の生活を支え、住民の食生活を潤してくれている。魚や海は私にとってとても

身近なものである。 

実は、東コルカタ湿地の現場に行った際、最初は魚が泳いでいることが信じられなかっ

た。ゴミでできた湿地という自身の先入観が強かったのもあるが、池周辺に広がる有機物

の臭いは、これまで私が慣れ親しんだ海や自然のものと全く異なるものだったためかもし

れない。まさかここで漁をしているとは思ってもみなかった。だが実際に漁業者の話を聞
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く事で、いかにこの湿地が彼らにとって漁業資源として重要な場所であるかということを

知った。 

コルカタの経済発展に伴い行き場をもとめていた廃棄物。それらが堆積してできた東コ

ルカタ湿地。本来なら環境問題として有害な影響を周辺住民に与えていたとしても不思議

ではないだろう。にもかかわらず、湿地は自らの浄化作用により生態系を維持していた。

自然の力の偉大さを考えさせられた。    

また、湿地の機能性とそれに対し地域住民がいかにうまく適応しているかということに

驚いた。彼らは湿地の機能性を利用して漁業を行い、生活水として池の水を活用し、湿地

とともに生きている。これが東コルカタ湿地の特異な点であり、これこそこれからもラム

サールサイトとして保全していかなければいけない理由なのだと感じた。 
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チェンマイ（タイ）における高校生の環境教育 

仲田 早織 

 

 

１、はじめに 

 現在地球環境問題への世界的取り組みについては、全人類的な発想が必要とされている。

昔は無限のようにあると思われていた地球の資源やエネルギーは、今や持続可能性の制約

がされている。全人類に対する公益に対して、どのようにバランスを取っていくべきであ

るか真剣に考えなければいけない。また、私たちが住んでいるのは境界のない一連なりの

世界であり、全体のどこかに加えられた影響は、どの地点にいても伝わるということを念

頭に置かなければいけない。多くの場合、この相互関係に気付くのは、自分たちの身に危

険が迫ったときである。 

 深刻な公害経験を持つ日本は特に、環境に初期段階から十分に配慮した開発でこそ、経

済的にも実りある開発になるということを他国に訴えていく必要があると考える。その中

で、未来を担う子供達への環境教育はとても重要である。環境教育によって自然環境の大

切さを学ぶことで、環境に対して責任ある行動を主体的に行えるようになる。そのため私

は他国、特に開発途上国での環境教育に興味があり、いったいどのようなレベルの教育が

され、子供達はどのように受け止めているのかを知りたいと考えていた。 

 今回の研修ではタイとインドに訪れ、環境教育の現場を実際に見ることができた。その

中で、ここではチェンマイ（タイ）における高校生の環境教育を事例としてまとめたい。 

 

２、タイでの教育について 

 タイでは、1999 年に制定された国家教育法により教育改革が進められている。教育制度

は、日本と同じ 6・3・3・4制が採用されており、現在小学校及び中学校の 9年間が義務教

育となっている。2006 年の教育省統計によれば、就学率は初等教育（小学校）が 103.5%、

前期中等教育（中学校）96.7%、後期中等教育（高校）65.8%、高等教育（大学（公開大学

を含む））が 68.1%である。また、ユネスコの推計によれば、識字率は 98.2%である。 

 

３、タイの高校での環境教育の取り組み 

 今回の研修でタイとインドに訪れるまでは、正直私は開発途上国での環境教育に対し

て、そもそも環境教育に至るまでの余裕があるのか、とかなりネガティブな考えを持って

いた。しかし、それは自分が勝手に持っていた偏見にすぎなかった。特にタイでは上記の

ように識字率は 100%に近く、中学までの義務教育もほとんどの人が受けられている。そし
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て現地には、環境教育に対して熱心に取り組んでいる人がいて、想像以上の環境教育がな

されていた。 

 

・学校での環境教育 

タイのチェンマイ大学で行われた環境フォーラ

ムで、現地の高校と中学校（計 8 校）の環境活動

の取り組みについてのプレゼンテーションを受け

た。内容としては、 

・水質モニタリング（水質指標生物の採取も） 

・水の浄化システム 

・カーボン・フットプリントを減らす取り組み 

・上級生による下級生への環境教育 

・ごみの分別、減量 

・環境保全活動 など 

地域の環境と絡めた考え方をしていて興味深かった。一生懸命プレゼンしている姿を見て、

なんだか頼もしく感じた。 

ただ子供達は環境教育を受けて、環境保全というより、環境を良くして自分達の生活を

良くしようという意識が高まっているのかと思った。そのため研修生の黒澤優子さんがし

た、「これから環境活動をしていきたいか？」という質問に、あまり反応がなかったのかな

と思った。あくまでこの時の反応からの考えであるが。 

 

プレゼンテーションをしてくれた高校の一つで

あるドイサケット高校（Doi Saket Wittayakom 

School）に行った際には、学校でごみを分別して

いて、売れるものを業者に売っていたり、建築材

として使えたり、油成分があるチークなどを育て

ていることが分かった。学校でのリサイクルは、

関心と理解を深めさせているようであった。 
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・地域の環境と環境教育 

チェンマイの高校生達は、地域の環境から考えることがよくできていた。日本の子供達

は、環境問題というとどうしても地球温暖化などの大きな問題に行きやすい気がするが、

やはり地域について考える力は大切であると思う。今回の研修でチェンマイにいる間、言

葉の問題など私達に付き添って世話をしてくれたバディ（チェンマイ大学の４年生）がよ

く言っていた、「チェンマイの自然が大好き。」という言葉が心に残っている。元々バンコ

クに住んでいて、チェンマイに引っ越して来たという経験がある彼女だからこそ強く感じ

るものがあったのかもしれないが、私は地元の自然に対して誇りはあるのだろうかと考え

させられた。私は地元の環境保全活動に空いた時間だけ参加して、地域の環境保全に貢献

したと満足しているだけになっていたかもしれない。これからは地元の自然に誇りをもっ

て取り組みたい。地元の自然を大切にしたいという気持ちをベースに、地球環境について

勉強していきたい。その繋がりなくして、地球環境について考えるのは矛盾を感じる。環

境教育においても、タイの高校生にはこの地域の環境を良くするという考えから、さらに

世界全体を良くするという考えに発展させていって欲しいと思った。 

 

・問題意識 

今回の研修で、水質汚染に対する人の害についての教育や、それに対する子供達の関心

は低く感じられた。水の状態があまりよくないとわかっていても、特に問題が出ていない

状況では関心がないのは当たり前かもしれない。水質が悪いと人にどういう影響が起こる

のか、公害経験のある日本が、水質汚染による被害などについて伝えていくべき必要があ

ると感じた。 

 

・まとめ 

 上記のように、私は今回の研修に参加するまで開発途上国の環境教育はあまり進んだも

のではないと考えていた。しかし、今回訪れたタイでは地域の環境に根付いた環境教育が

され、子供達もきちんと自分達の身の周りの環境から考える力を持っていた。先進国より、

自然に近い暮らしの途上国の人の方がむしろ身近な自然から環境について考えるのが得意

なのではと思った。 

 開発途上国での環境教育を行う姿勢について、この北タイでの研修をコーディネートし

てくれた滋賀大学の川嶋宗継先生からは沢山のことを学んだ。川嶋先生はチェンマイで約

10 年間に渡り環境教育を行っている。最初現地の人は、自分達にとって環境は生活におい

て１番身近なものであり、大切さも知っているのに、他の国の人が来てまで環境について

の教育をする意味に疑問を持ったかもしれない。しかし粘り強く行うことによって、信頼
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関係が生まれると共に、他国から指導に来るほど環境教育が大切だという意識が高まって

きていると思う。このことから開発途上国で環境教育が根付くには、いろんな意味で粘り

強く行う必要があることが分かった。 

 

 

参考ウェブサイト 

・在タイ日本国大使館ウェブサイト 最終閲覧日 2010.10.22 

http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/thailand/others.htm 
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インドにおけるエコツーリズム  

～ビタルカニカとチリカの事例～ 

白岩 佐央理 

 

１ はじめに 

国際協力と環境保全について考えたときまず何が思い浮かぶだろうか？ 世界では多く

の NGO や政府機関が国際協力と環境保全のために下水の整備・植林などを実施し、様々な

形で貧しい地域を支援している。そしてそのような活動の一環としてエコツーリズムで観

光開発を行っている場所が多数存在する。エコツーリズムとは自然環境をベースにした観

光形態で、環境を楽しむことと、観光を実施することで地域を活性化させ何らかの利益を

その場所にもたらすことを目的としている。私は国際協力と観光がどのように結びついて

いるのか、また発展途上国でどのように環境と観光が共存しているのかに興味を持った。

そこで今回インドのビタルカニカ国立公園とチリカ湖のエコツーリズムを通して、それが

地域社会にどのように影響しているのかを考察していきたい。 

 

２ ビタルカニカにおけるエコツーリズム 

・ビタルカニカ国立公園 

ビタルカニカ国立公園はインドオリッサ州の Kedrapara という地域に位置し、インドで

も有数のマングローブエコシステムを持つ国立公園である。人間は公園内に住むことが出

来ず、聖域エリアでは農業も禁止されている。公園内には、72 種類のマングローブやクロ

コダイル・ウミガメ・シカなど 63種類の動物が生息している。このような豊かなエコシス

テムを体験するために年間 1500人が様々な地域から訪れている。エコツーリズムの主な流

れは、まず入場料を入り口で払う。ここで驚いたのはカメラを持ち込む際にもお金がかか

ることだ。これらのお金は国立公園の管理・環境維持などのために使用される。その後ボ

ートで公園内を約２～３時間かけて見学する。途中には国立公園を一望できる展望台やク

ロコダイルが間近で見られるクロコダイルリサーチセンターもある。実際に体験したエコ

ツアーでは優雅に空を飛ぶ鳥、小さいが迫力のある子供のクロコダイル、かわいらしいシ

カなどを見ることができた。 

  

・地域社会と国立公園 

このように観光という視点から見るとビタルカニカ国立公園のエコツーリズムは魅力的

である。しかし一方で地域社会の視点から見てみるといくつかの問題も存在する。１つ目

の問題として、クロコダイルが地域の人々を襲ってしまうことである。実際年間数十人の
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方がクロコダイルに襲われ命を落としている。しかし人々は地域の自然資源を利用してお

り、クロコダイルのいる豊かな自然環境が国立公園という形で保護されているため現在の

生活が守られていることも事実だ。そして外部から資源搾取されることがないのである。

国立公園のそばの学校に訪れた際、子供が「クロコダイルは恐ろしいが、私たちの生活は

マングローブやクロコダイルに守られている」と話していた。その言葉がとても印象に残

っている。もし国立公園でなかったら他の場所と同じように資源搾取され、土地は住宅地

や畑として利用され、地域住民は現在のような生活を続けることが困難になっていただろ

う。 

2つ目の問題として、木を切るため夜に国立公園へ侵入してしまう人がいることだ。今は

はまだ大きな影響は出ていないが、もし人々がこのような行為を続けてしまうと生態系に

影響を及ぼしてしまうだろう。彼らの生活は環境と密接しており、改めて環境と人間が共

生していくことは難しいが大切であると実感した。 

 

３ チリカ湖におけるエコツーリズム 

・チリカ湖とは 

チリカ湖はインド東海岸に位置し、湖内に 24の島を持つアジアで第二の大きさを誇る汽

水湖である。1981 年にはラムサール条約の登録湿地になっている。モンスーンの時期に湖

の面積は 11万 6,500ヘクタールにもなる。チリカ湖は周辺住民の生活を支えていて、沿岸

には 15 万人の人が暮らしており、約 13 万人が漁業に従事している。現在は、多くの魚が

とれているチリカ湖であるが、数年前まで湖の環境は危機的状況に陥っていた。1985 年に

800種の動物がいたが、水質悪化・乱獲などにより劇的に減尐してしまった。また湖口が塞

がりつつあったため、塩分濃度が下がり、ホテイアオイが大繁殖して魚がとれなくなって

しまった。そして漁で生計を立てていた多くの人々は生活が困難になり、貧困が深刻化し

ていった。1993年には Montreux Recordに記載されラムサール条約から改善勧告を受けた。 

 そこで 2000年に塩分濃度が下がっていた湖の水質を変えるため、人工的に新しい湖口を

開削するプロジェクトが行われた。その効果は絶大で新湖口開削以前における一年間の漁

獲高が 1,600kgだったのに対し、開削後は 14,000kgと約 8倍に変化した。また死滅してい

た 6 種の魚と１種のエビがチリカ湖に復活し、減尐していたイラワジカワイルカも増加し

た。このような環境再生を経て、現在チリカ湖ではエコツーリズムによる観光開発が行わ

れている。 

 

・エコツーリズム 

 エコツーリズムはチリカ湖沿岸のシパクダ（Sipakuda）・メリジャブ・ゴンガダル
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（Gangadharapu）の３つの地域で行われている。今回訪れたシパクダでは CDA（Chilika 

Development Authority）と NGOが協力して住民参加型援助という形で地域の人々と共にエ

コツーリズムを行っている。そして年間約 40,000人の観光客がインド各地からシパクダを

訪れている。 

約 230 人の漁師がエコツーリズムに従事しており、使用される船は CDA などが準備した

ものも含まれている。ツアーは 30分 500ルピー、１時間 1,000ルピーで実施され、彼らは

毎月 7,000ルピー～8,000ルピーの収入を得ることが出来る。この地域で１ヶ月生活するの

に必要なお金が 5,000 ルピーであることから考えると、エコツーリズムは高収入の仕事で

ある。実際のエコツーリズムでは、約 18人乗りのボートに乗って NGOが植林したマングロ

ーブ林・新湖口・漁を行う人々・運がよければイラワジカワイルカを見学できる。近くに

はビジターセンターがありチリカ湖の歴史について学ぶことが出来る。私たちが見学して

いる際も他の観光客が何組かおり、エコツーリズムが地域の観光として定着していると感

じた。 

 

・エコツーリズムと地域社会 

地域開発の一環として行ったエコツーリズムは、地域社会に様々な影響をもたらした。

まず収入が以前より増加したことで生活基盤が大きく発展した。今までなかったトイレが

作られ、服も買えるようになり、識字率の上昇など教育が向上し MBAを習得する人も出て

きた。また以前はホテイアオイがあるためボートでの移動が困難だったが、新湖口開削後

ボートでの移動が可能となり、人々の生活は便利になった。エコツーリズムはこのように

地域社会に大きく貢献しているが、新たな問題も生み出してしまった。例えば騒音問題・

ボートが小さいエリアの中に増えすぎてしまったこと・イラワジカワイルカへの生態影響

などが懸念されている。私は 1日に行うエコツーリズムの数を規制し、また料金の値上げ

を行い、難しいと思うがそのお金で環境負荷の小さいボートにだんだんと移行していけば

良いのではないかと考える。 

エコツーリズムを行うようになった背景には、新湖口開削により湖の流れが速くなり、

漁業が以前と同様には出来なくなるという問題があったためである。つまりエコツーリズ

ムは漁業と併存して生計を立てる手段として始められたのである。このようにプロジェク

トにはプラスの面とマイナスの面が存在し、プラスの面は今以上に向上するように活動し、

マイナスの面は尐しでもプラスになるよう取り組むことが重要であると感じた。チリカ湖

では多くの地域で漁獲高が増え、生活が豊かになった。その一方漁業が困難になった地域

があったが、エコツーリズムという新たな手段で経済発展し、結果彼らの生活も向上する

ことができたのである。今後も様々な問題が生まれてくると思うが、地域住民と NGO が同
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じ目線で問題に向き合うことで解決していけると私は考える。 

 

4終わりに 

今回ビタルカニカ国立公園とチリカ湖のエコツーリズムの 2 つを通し、それらが地域社

会の経済発展に大きく影響していると感じた。始めた経緯が異なるためかチリカのほうが

ビタルカニカよりエコツーリズムが地域社会に浸透している印象を受けた。そしてエコツ

ーリズムに代表される観光開発はサステイナブル・ディベロップメント（持続可能な発展）

を可能にしている。しかし観光客が増えることでの環境への影響が問題視されるなどまだ

まだ多くの課題を抱える発展途中の分野でもある。 

また 2 つの地域に共通していることはエコツーリズムに従事している人はもちろん、そ

れ以外の地域住民も環境意識が高いことである。社会全体が環境とともに生きており、住

民らは真剣にそれと向き合っていた。そして彼らが真剣に取り組んでいる環境問題は日本

にいる私たちにも繋がっていると感じた。例えばチリカ湖に来る渡り鳥の中には日本に渡

る鳥もいる。またチリカ湖で採れた天然エビの多くは日本に輸出されている。つまり人々

が向き合っている環境問題は自分たちだけの問題ではなく、世界へと繋がっているのであ

る。そしてそれらに取り組む際は援助する側と援助を受ける側が同じ目線で問題に向き合

い、地域社会と協力してプロジェクトを行うことが重要であると研修を通じて改めて認識

した。 
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環境保全活動に参加する住民の意識について 

～参加の動機は何か？～ 

黒澤 優子 

 

 

はじめに 

 私の自宅のすぐそばには、ラムサール登録湿地である釧路湿原がある。他の登録湿地の

例にもれず釧路湿原でも、住民参加の環境保全活動の重要性が強調され、住民による植林

活動など、各種の活動が行われている。しかしこれらの活動の大半は、イベント的、ある

いはレジャー的な一過性のもので、住民の生活には直接関係がない。また住民の大半は、

これらの活動に参加することなく暮らしている。このたび、タイとインドの住民参加の環

境保全活動をじかに見学するという研修の機会を得て、実際にこれらの地に暮らす住民は、

どのような動機で活動に参加しているのか、調べてみたいと思った。 

 調査とは言っても、時間も地域も制約され、言葉の障壁もあるので、体系的な調査は難

しい。そこで研修中に接した学校生徒を含む住民の言葉や行動から、環境意識がうかがえ

るものを拾い上げ、検討することにした。 

 「あなたはなぜ環境保全活動に参加するのか？」とストレートに質問するのも可能だっ

たかもしれないが、教科書的な模範回答が返ってくる恐れがあるので、むしろいろんな角

度からの質問に対する答えや、何気ないコメントや行動の中から本音を探りたいと思った。 

 以下に、今回の研修で環境意識がうかがえた発言や行動を、タイとインドに分けて報告

する。 

 

環境意識がうかがえた発言や行動 

１． タイプログラム 

 タイでは住民との交流の機会があまりなかった。主にチェンマイで行われた環境教育フ

ォーラムがその機会だったが、ここでは時間も対話の機会もたっぷりあったので、ある程

度の成果は得られたのではないかと思う。 

1-1 タイ、チェンマイの環境教育フォーラム（8月 21、22日） 

フォーラム第一日目に参加高校生に質問する機会があったので、三つほど質問をしてみ

た。一つ目は「学校でやった環境保全活動について、家族と話すことはあるか？」という

質問だった。全員に質問を投げかけ挙手してもらったところ、半数弱が手を挙げた。意外

に尐ない気がしたので、もしかしたら恥ずかしがって手を上げない子もいるかもしれない

と思い、再度挙手を促したが、結果はほとんど同じだった。 
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二つ目に「将来環境活動や環境分野の勉強をしたい人はいるか？」という質問をしてみ

た。挙手をしたのはごく尐数の生徒だった。三つ目の「学校の勉強と環境活動を比べて、

環境活動のほうが楽しい人？」という質問には、半分くらいの手があがった。 

フォーラムでは最後のまとめとして、参加者全員を５つのグループに分け、グループご

とに「北タイにおける良好な水環境の保全と悪化した水環境の改善」というテーマでディ

スカッションを行った。どのグループも活発な意見交換を行い、成果を発表していた。 

1-2 考察 

三つの質問を通して得られた印象は、チェンマイの高校生の環境保全活動に対する意欲

はあまり強くない、というものだった。これはあくまで推論だが、環境保全活動に強い興

味を持っていれば当然、家族と話したり、将来活動にかかわりたいと思ったり、他の教科

よりも楽しいと思ったりするであろう。チェンマイの高校生にとって環境活動は、単なる

学校の活動のひとつにしか過ぎないのかもしれない。 

後ほど滋賀大学の川嶋先生にこの話をしたところ、この環境フォーラムに来ている生徒

は優秀な生徒が多いので、医師などを目指す子が多く、将来環境活動にかかわりたいと思

う子は尐ないかもしれないというコメントをいただいた。また実際に、高校時代にこれら

の環境活動を体験した後、環境分野に進学あるいは環境分野で活動している例は、先生の

知る限りではないとのことだった。 

ただ、環境教育の成果は着実に根付いているようで、グループ討論では、しっかりとし

た知識に基づいて、活発な討論が行われた。たとえ環境保全に対する意欲は強くなくても、

将来的に彼らは環境意識の高い大人となって、さまざまな形で保全を推進していくだろう

と思われた。 

 

２．インドプログラム 

 インドでは３つの高校と４つの村で住民に触れ合う機会があったが、言葉や時間の制約

があって、全体としてうまくコミュニケーションがとれなかった。以下に各訪問の概要と

感想を示し、最後に考察を加える。 

2-1 ビタルカニカ Kandira村の高校生と一緒にマングローブ植林（8月 31日） 

 簡単な挨拶の後、河原に設置されたマングローブ苗畑の近くの泥地に苗を植えた。生徒

たちは慣れているらしく、膝まで埋まる泥や制服の汚れなどを気にすることもなく、どん

どん植林していった。植林活動は特別なものではなく、日常的に行われている活動のよう

に見受けられた。 

2-2 ビタルカニカ Shree Jasannath高校との壁絵交流（9月 1日） 

ここの高校生たちはワニとウミガメをかたどった見事な砂の彫刻で、私たちを歓迎して
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くれた。壁絵の題材もワニとウミガメで、この二種類の動物に象徴されるビタルカニカの

自然に対する、確かな認識が感じられた。以前に配られたものらしい“Let's Join Hands to 

Save Bhitarkanika”と書かれた JFGE のポスターを大切そうに持っている子もいた。子供

たちの心に、自然の大切さが根付いているように見受けられた。 

2-3 ビタルカニカ Khola村で女性セルフヘルプグループとミーティング（9月 1日） 

このミーティングには、近隣の女性セルフヘルプグループ７グループの代表の女性 50人

ほどが集まった。どのグループの代表も、自分たちの生活向上につながる副収入創出に意

欲的で、助言や研修の機会を求めていた。これらのグループはパリシュリー（PALLISHREE）

の活動に参加して日も浅く、環境に対する意識は特に芽生えていないように見受けられた。 

2-4 ビタルカニカ Kandira村の高校訪問（9月 2日） 

9月 1日に一緒にマングローブの植林をした生徒たちの学校を訪問した。案内された CEAE

（Center for Environmental Awareness and Education）には、この日のためにたくさん

の展示が用意してあり、ひとつひとつに担当の生徒がいて、熱心に説明してくれた。その

後の全校集会でも、先生、生徒ともに熱がこもったスピーチやパーフォーマンスを披露し

てくれた。環境に関するコンテストの入賞者が表彰を受ける場面もあった。言葉が分から

ないので詳しい内容は分からなかったが、周囲には高校生以外の子供、大人も集まって注

視しており、地域に対する影響も大きいと感じられた。環境保護に対する熱意と、意識の

高さが強く感じられた訪問だった。 

2-5 チリカ湖 Sipakuda、漁民との集会（9月 4日） 

 集会には 20名ほどの男性の村民が集まってきていた。パリシュリーのダスさん、チリカ

開発公社のパトナイクさんらが、チリカ湖の再生や、エコツーリズムなどについてスピー

チしたが、村民はただ聞くだけで、村民側からの話は出てこなかった。ただ、その後パト

ナイクさんなどから聞いた話で、チリカ湖の再生によって漁獲高が激増したこと、エコツ

アーからもかなりの収入が得られていることがわかった。チリカ湖の豊かさが、生活の安

定に直結しているという印象を受けた。 

2-6 チリカ湖 Jayntipur村 Fish Landing Center見学と交流会（9月 5日） 

 最近稼働し始めたばかりの Fish Landing Centerに地元の漁民を中心に男性 50名ほどが

集まって、交流集会を開いてくれた。氷を利用した魚の品質管理や、漁協を通じた仲買人

制度などのおかげで、漁民の生活が尐しずつ安定していることがわかった。だが、船着き

場や道路、氷工場などの整備はまだまだ不十分で、インフラの充実を求める声が強かった。

住民たちは、漁業資源の新たな販売システムや輸送技術の向上を歓迎しているようだった。 

2-7 チリカ湖 Hatabaradi村の女性セルフヘルプグループとのミーティング（9月 5日） 

この村のセルフヘルプグループでは、副収入創出のため、魚介類の干物生産を行なって
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いる。地元の研究機関の指導を受けながら、衛生的で市場価値の高い製品の生産を心がけ

ているとのこと。仕事が楽しいという声もあった。9月 1日のセルフヘルプグループとのミ

ーティングで聞かれたような不満を口にする人はなく、女性たちは、副収入創出につなが

る仕事を得て満足しているように見受けられた。 

2-8 チリカ湖 Barakulの高校訪問（9月 6日） 

ここでも Kandira 高校と同様に、生徒や先生が熱心に環境活動をしていた。CEAE の様子

や教師生徒の熱心さは Kandira 高校とほぼ同様で、学校生徒を対象とした環境教育が各地

で根付いているように見えた。 

 

全体としての考察 

 すべての訪問が短時間で直接の対話もなかなかできなかったので、得られたものは単な

る印象以上のものにはなりえないと思う。それでも訪問先のほとんどで、高い環境意識が

感じられた。この地域では環境悪化が収入の減尐、ひいては生活水準の低下に直接結び付

くので、環境保全は当然するべきこととして、住民の間に根付いているようだった。した

がって、生活水準向上に向けた住民の強い思いが、環境保全の大きな機動力になると思え

た。 

 また、車での移動中、いくつもの集落を通過したが、どの集落にもたくさんの人がいて、

路傍の売店にはたくさんの物が売られていた。そしてこれらの人々の生活を支えているの

がビタルカニカやチリカ湖の自然だということを知って、その生態系サービスの大きさに

驚かずにはいられなかった。このように大勢の人々が自然を守る大切さを学べば、非常に

大きなパワーになるだろうと感じられた。 

 ひるがえって釧路湿原の環境保全活動はおおむね、ごく一部の人が取り組む、生活には

直接関係のないレジャー的活動になっているような気がする。そもそも湿原から生活の糧

を得ている住民はごくわずかであるし、大多数の人々にとって、生活の向上と湿原保全は

直結していない。そういった意味では、釧路湿原の保全に対する意識の低さは、ある程度

仕方のないものなのかもしれない。オリッサ州にはオリッサ州の、釧路には釧路のやり方

があって、互いに真似をしても無駄だと思う。そんな中で、釧路湿原のそばに住む私たち

に何ができるか、私なりに考えてみた。 

 ひとつには、環境保全活動のレベルアップが挙げられると思う。現在、釧路湿原で行わ

れている環境保全活動は、半日、あるいは一日程度の短時間の体験活動を通して環境の大

切さを学ぶといったような、環境教育的側面が強い。だから一度か二度、そういう活動に

参加して、自然が大切であると学んだ者には、同じような活動に何度も参加する意欲はわ

かない。そこからさらに一歩進んで、環境の大切さを学んだ人間が、直接かつ継続的に保
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全活動に参加する機会があれば、人々は興味を持つのではないだろうか。かつて市を挙げ

てラムサール条約締約国会議開催に取り組んだ釧路では、環境意識の高い人々が比較的多

い。そういう人たちに改めて環境の大切さを説くよりも、実際に意義のある環境保全活動

の機会を提供することのほうが必要なのかもしれない。 

 またもうひとつの方向として、地球規模の環境保全に目を向けるということも大切だと

思う。日本各地や世界各地から釧路湿原を訪れる人は多いし、釧路湿原を紹介するために

各地へ出かける人も多い。そのような交流を通して、より多くの人々が日本や世界の現状

を知り、今地球に何が起きているかということに人々が関心を持つようになれば、世の中

は変わっていくと思う。タイとインドに住む人々に比べれば、日本に住む私たちには大き

な生活のゆとりがある。そのゆとりを各自が尐しずつ、地球の環境保全に向けることがで

きれば、大きな力になると確信している。 
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地域社会組織（CBO）の形成と役割 

〜タイの Akha Sansuk 村とインドのチリカ湖の比較分析〜 

百瀬 貴文 

 

 

 国際協力をする上でも、国内の地域活性化を促す際にも、「住民参加型」という言葉をよ

く耳にする。国家を構成する最小単位はわれわれ国民であり、民主主義社会において政府

組織はあくまで国民の声を代弁するにすぎない。住民参加の形態にはさまざまあるが、住

民のニーズをダイレクトに反映して伝える「地域社会組織」（Community-based 

Organization; CBO）への関心はとりわけ高い。本調査報告書は、経済成長に差のみられる

タイとインドの CBO の違いに着目し、比較検討することを目的とする。 

 

１．CBO を利用した開発援助 

「地域社会組織」（CBO）とは、ある国のある地域でその地域社会に根ざした活動を行う

団体のことを指す。CBO に明確な定義があるわけではないが、概して NPO のなかでも、

母体となる社会的ネットワークが抱えているさまざまな問題に取り組んでいる組織を指す。

よって、この研修の報告書に何度か出てくる自助グループ（Self Help Group; SHG）もま

た、CBO の一つの姿であるといえよう。設立の目的はさまざまで、生計の維持、環境と開

発の調和、社会的弱者保護など、その地域の実情に合った取り組みを行っている。 

かつては開発援助を考えるにあたり、あらゆる場所において有効な方法を生み出すこと

が可能な、一般論としての学説を追求することに終始していた。そのため、援助側（他国

政府機関）の政策を被援助側（途上国）にそのまま適用する押しつけ型のものが多かった

が、住民は問題を自己のものと認識せず、必要なインセンティブを得られないため定着が

困難であった。また、その土地の実情を十分に考慮しなかったために、政策が有効でない

だけでなく、逆に開発によりさらなる貧困を生みだす失敗例も多くみられた。農業開発に

おいても、緑の革命では先進国の技術をそのまま導入した結果、その土地の風土に合わず

農作物が育たないどころか、大量の農薬を使用した結果、土壌汚染を引き起こし生活環境

が悪化したこともある。 

そこで現在は、住民に問題点及びその解決策を考えてもらい、専門家は逆に彼らのやり

方を学ぶ住民参加型の開発援助に移行しつつある。住民参加型開発援助は、①村民の同意

を得て目的を持ってプロジェクトに参加してもらい、②その土地特有の技術を活用し村民

主体でプロジェクトをおこなうことをモットーとする。 
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２．Akha Sansuk 村の CBO 

２－１．Akha Sansuk 村 

Akha Sansuk 村は、タイ北部 Chiang Rai 州から北に 30 キロメートルほど離れた Mae 

Chan 地区に位置する。約 50 年前にできた村で、村内には約 115 世帯、600 人ほどの人々

が暮らしている。家畜や農作物は、彼らの主な収入源となっており、海外の NGO の支援に

より、2010 年初めにはテラピアや食用カエルの本格的な養殖を開始した。 

この 10 年で Sansuk 村の生活は一変した。物価の高い Maechan 地区に近い場所に位置

するため、家族を養ったり子どもの学費を稼ぐことが難しくなったのである。もっとも若

い世代の若者でさえも仕事に就くことを余儀なくされ、町へ職探しに行く。ときには国外

に出稼ぎに出る者もいる。外部との接触が多くなり、HIV や麻薬といった新たな問題が発

生するきっかけとなった1。 

タイ政府は「アカ族の農業・教育開発計画」(Development Agriculture and Education 

Program for Akha; DAPA)を通して、アカ族に対する働きかけを行っている。Sansuk 村も

DAPA の対象であり援助を受けている。2000 年には、村民と寄宿寮の学生を主なターゲッ

トに設定し、地域活性化統合計画(Integrated Rural Development Project; IRDP)の下、収

入及び栄養面の改善を図られることになった。 

 

２－２．Treebank 

Akha Sansuk村では、元村長のMr.Teerawat Pitakpraisriをコミュニティ・リーダーに、

14 年前より再生林プロジェクトが行われている。プロジェクトは、地域住民が行う植林や

ケア、教育への援助を目的とする Treebank という手法を用いて行われている。 

Treebank とは、あらゆる都市がそうしたことを目的とするコミュニティ・バンクの展開

を可能とするための、インターネットやWWWを利用した(web-based)ツールである2。NPO

“Tree Link”により生み出された。 Treebank は、ユーザーが特別なことをしなくても(プ

ラグ・アンド・プレイ)寄付行為を行えるような市場との協力関係を提供する。ドナーは、

どの地域の Treebank の支部に寄付金を与えるかを選択することができる。 

樹木は、経済面・環境面・健康面の重要な利益を与えてくれる都会環境の健全さを計る

重要な指標生物である。しかし、都市の人々は樹木を経済資本とは捉えていない。目に見

える変化を生み出すためには、都市部の森林に対して官・民の両方からの配慮や支援が必

                                                   
1 麻薬（アヘン）問題に関しては、元村長の働きにより状況は改善されつつある。14 年前

には 85 人いた中毒患者が、2010 年現在は 14 人にまで減尐したという。 
2 Sansuk 村のオフィスには、デスクトップ型のパソコンが設置されていた。インターネッ

トにもつながっているという。 
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要になる。Tree Link は各支部の要請に応じて必要な技術や情報を提供している。 

 

２－３．Akha Sansuk 村の CBO 

 Sansuk 村の再生林プロジェクトは、Mr.Teerawat が村長に就任した 14 年前より開始さ

れた（植林が開始されたのは翌年の 1997 年から）。最初は 19 人のコミュニティ・メンバー

が集まった。プロジェクトは、前述の Treebank を用いて行われている。 

まず、ある土地で再植林を行う。ある程度樹木が生長すると、商品としての価値測定を

行い市場に出荷する。そこで得られる利益をインセンティブに、地域住民の参加を促す。

そうして再び植林をして木が育つのを待つ。このサイクルのなかで、常に一定の樹幹率を

確保することが目的である。こうして形成される森林を、Community Forest（住民林）と

いう。 

 再植林したい土地は、NGO や政府機関より寄付された土地（あるいは資金で購入した土

地）を元手に、「交換」によって確保していく。寄付されたコンディションの良い土地と、

他人の所有する再植林の必要な荒れた土地を交換するのである。最初はまばらに確保され

ていた土地も、交換を繰り返すうちにしばらくするとまとまった大きな土地になる。ここ

で重要なのは、土地のオーナーに「再植林は可能」だということを信じてもらうことであ

る。オーナーの積極的な協力があって初めて交換は成立し、プロジェクトは可能となる。 

 Community-forestry（住民林業）を成功させるためには、当然、現地住民の協力が必要

である。今では、対象地の森林は 90％まで回復し、プロジェクトは住民の強い信頼を得て

いる。それもすべて、初期段階で住民にやる気をもたせることができたことが成功のカギ

だったとコミュニティ・リーダーは話している。CBO の形成には、実現可能性を人々が見

出すことが重要なポイントである。 

 

３．チリカ湖の CBO 

 ３－１．自助グループ（Self Help group; SHG） 

 SHG はおよそ 10～20 人で構成されるグループで、構成員は通常は女性であり、貯蓄年

金クレジット組織（Saving and credit organization）に集まった地方の一般階級者が多い。

ただし、SHG の立ち上げにはある程度の資金が必要であり、所得の低い者の参加は困難で

ある（次ページ図参照）。 

グループでは実名を避けて匿名で関わり合うことも多いことから、匿名グループとも呼

ばれる。彼らは会員の借金を返済するため、尐額の利益を得ることを目的に資金を貯める。

その過程で、まずは貯蓄に重きを置く価値体系が生み出される。期間・条件の設定や借金

の返済は、グループ内で指名された会員が行う。作業は単純労働であることが多く、知識
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や技術も乏しいため、それほど多くの所得は見込めない。 

 しかし、女性が多く参加していることは女性のエンパワーメントの向上に大いに貢献し

ていると考えられる。また、生活の質の向上、新中間層の形成（所得格差の是正に役立つ）

を促すなど、貧困問題解決には不可欠な要素であることに疑いはないだろう。 

Wealth ranking of SHG members in India 

 Total AP Karnataka Orissa Rajasthan 

 

Very Poor 

Poor 

Borderline 

Non Poor 

Very poor + poor 

BPL card holder1 

2,968 

15% 

36% 

32% 

17% 

51% 

62% 

736 

18% 

35% 

26% 

20% 

53% 

83% 

718 

26% 

35% 

28% 

11% 

61% 

82% 

707 

13% 

44% 

29% 

13% 

58% 

61% 

807 

5% 

29% 

41% 

25% 

34% 

27% 

[FGD wealth ranking and SHG member listing] 

1 BPL = 'Below Poverty Line', that is holding a ration card issued by the local government 

which entitles the household to subsidised food grains intended for the poor 

 

３－２．SHG “ハタバラティ” 

 インド・オリッサ州東端・ベンガル湾沿いには、インド最大のラグーン（汽水湖）であ

るチリカ湖がある。チリカ湖周辺には村落が多く存在する。“ハタバラティ”は、その中の一

つ、ジャンプール村に活動拠点を置く SHG である。多くの SHG と同じく、女性会員のみ

で構成された SHG である。彼女らはチリカ湖を漁場とする漁師を夫に持ち、獲れた魚を加

工して市場に売りに出している。売上金は会員に分配されるが、収入の一部はプールされ、

設備投資や新規のプロジェクトを立ち上げる際に使用される。 

彼女らの課題は多い。彼女らは加工する魚を市場から仕入れている。チリカ湖で獲れた

魚はすべて決まった業者（ここではチリカ開発公社）に出荷するという慣習があり、夫が

獲った魚の一部を加工用に取っておくことはできないのである。そのため原価が余分にか

かってしまい、手取りは減ってしまう。また、加工品は干物（Dry Fishes）が中心で、価

格は１袋（200g）100 ルピーである。資金・技術不足によりこの程度の加工しかできない

ようであった。 
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４．まとめ 

 外務省によると、タイの１人当り GDP は 3,923 ドル（2009 年）、インドは 1,031.7 ドル

（2009 年度：IMF 資料）だという。これは必ずしも調査地の平均所得を表しているわけで

はないが、両国の所得には４倍近くもの差がある。 

 Akha Sansuk 村で見た CBO の目的は、「森林再生（生産性の向上、自然災害の予防）」

であった。森林再生は重大な課題であるが、彼らはそれをしなくても生きていくことはで

きる。一方、チリカ湖の女性たちは、自らが日々生きるための生活費を稼ぐために細々と

組織を運営していた。両者の目的には大きな差がある。 

 資金面での格差も大きい。Sansuk 村の CBO に支援する団体は国内外を問わず多く存在

するようであり、資金面では不自由はしていないようであった3。コミュニティ・リーダー

Mr.Teerawat はお話のなかで、「海外の NGO とは相互理解を計らねばただ資金をもらうだ

けになってしまう（ので、あまりもらいたくない）」などと話してくれたが、このような発

言は余裕がなければできないであろう。だがインドでは、今回の SHG に限らず、どこも資

金不足により思ったように作業ができないと私たちに訴えてきた。 

 将来の展望についても差を感じた。Mr.Teerawat は今回の成功を受けて、村内に留まら

ず、独自に NGO を立ち上げてさらに広いエリアの再植林プロジェクトを行う予定であると

話してくれた。彼の新しい計画はすでに動き出しているという。一方のインドでは、訪問

した SHGs の会員らは“I have no idea!”と繰り返し訴えてきた。なにをすれば所得を増

やすことができるのか、自分たちになにができるのか、皆目検討がつかない様子であった。 

 社会開発の深度（インフラ整備の様子）もまた大きく異なる。上述のように、タイでは

Sansuk 村に限らず山岳尐数民族への支援プログラムは比較的充実している。生活スタイル

に似合わぬパソコンがオフィスにあることからも、生活水準の高さがうかがえる。だがイ

ンド・チリカ湖周辺の人々は、未だに湖のなかで洗濯物や入浴、用を足すことなどを行っ

ている。これは必ずしも悪いこととは言えないが、疫病の蔓延など多くの危険性が指摘さ

れている。 

これらの要因として考えうることは専門書等で多く指摘されているが、短期間でそれを

判断することは不可能であった。しかし国家の経済成長の差異によるものと見られる両

CBO 間の違いは多数見受けられたように思う。成長すべきは国家以前に国民である。今後

も被援助者のニーズを理解する上で、CBO の調査の重要度は高まっていくことだろう。 

 

 

                                                   
3 たとえばアメリカの NGO“PLAN”が Sansuk 村に支援を行っている。 
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