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サガルマタ国立公園の成立と住民の環境問題
ーヒマラヤ高地住民の環境認識研究ノート-

古川彰
中京大学社会学部

環境と名付けられた本を出せば売れる時代である。いったい環境とは何なのか。さらに環境問題と

は何なのか。地球環境問題は地球住民の問題だというが、どうもおかしいような気がするときがあ

る。そもそも環境問題とは誰にとっての問題なのか。人間の生活があって環境がある、という根本

をとりあえずは疑わないならば、そこに住む住民から環境の問題は考えるべきである。かつてヒラ

リー卿はナムチェバザールの森林は彼がエベレストに登った頃と比べて、ひどく破壊され、これ以

上の破壊がすすめば森林は壊滅する、といった。� 19 74年にニュージーランドの調査隊がナムチ

エを中心にクンブ地方の森林破壊の現状を調査し、� 76年にその一帯はサガルマタ国立公園に指定

された。現在のナムチェバザールは国立公園の中に� 15年間置かれてきた結呆である。以下ではナ

ムチェの住民にとって国立公園とはなにだったのか。そしてさらに住民にとっての環境とは何なの

かを、ナムチェの風景のなかに異様に目立つ「固い」を素材にして考えてみる。

ナムチェの風景� 

1)ルクラからナムチェヘ

カトマンドゥの空港から乗客� 17人乗りの双発

小型機ツインオッターにのりこみ、麓から山頂ま

でつづく段々畑の景色を眼下にみながら、� 1時間

もしないうちに、谷間から崖に突っ込むようにし

て飛行機はルクラの空港に着陸する。そこから、

サガルマタ(エヴェレスト)をはじめとするヒマ

ラヤの山々への登山基地として有名な村ナムチェ

バザールまでは、白く濁った急流のドード・コシ

川を右に左に巻きながらの楽しい山歩きになる。

ドード ・コシはミルクの川、氷河の雪解け水を流

し続けるこの川の白い濁りは太古より変わらない

ものであったのだろう。

その川をまたく¥最近完成した大きな橋を渡る

と、どんどん高度をかせぎ、� JIIから離れて尾根筋

の茶屋に着く。そこから尾根を左に巻いて� 15分

もすると突然、樹林帯が途切れナムチェバザーjレ� 

の全容が見える。非常に傾斜の急なカール状の壁

にへばりつくように家々が並んでいる。そこから

みると階段状の家並みの屋根が次の段の家の土台

より下に見えるほどに急な斜一面である。

さらにすすむと村からは少し離れたところに茶

屋を営む数軒の家が両側に並ぶところを過ぎ、村

に入る。村の入り口にはカニと呼ばれる門があり、

そこからすぐのところには水場がある。また門の

ところからはチョルテンが見え、チョルテンのヒ

に続いて並んでいる小さな小屋はマニ車の小屋で、

水を利用してそれは一日中回っている。

この� 2年間私たちが診療所を聞き、テントを張

って泊まっているところまではさらに家々のあい

だの急な道を� 15分ほども登った、村の一番上に

位置するチョルカンというところだ。チョ� lレカン

には常駐の軍隊の兵営とナショナルパークのオフ

ィスがある。
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写真� 1 ナムチェバザール(シャンボチェへの道からー� 1990年6月)� 

2) i囲い」の内と外� 

100軒ほどの家々が建ち並ぶ村の両側は急、な

草地になっているように見える。その草地のなか

にくっきりといくつかの囲いがあるのが目だ‘って

いる。最初の年もそれは気になっていたのだが、

いつか見慣れた風景の中にとけ込み、あれは何だ

ろうという疑問もいつか忘れられていた。

だが� 1990年の夏、再び訪れたナムチェを見

たとき、最初に気になったのはやはりあの囲いだ

った。一つの大きな囲いはちょうど村が最初に見

える場所の正面に位置し、なんとなく鯨のように

も見える形を見せている。いったいあれは何だろ

う。特別の聖地ででもあるのだろうか。その大き

な聞いはちょうどタルチョの大きな石を固い込む

ようにつくられているようでもあったのだ。

聞いは草地の中に石の塀を巡らしてつくられで

ある。遠くから眺めると回りの緑に比べて、少し

緑が淡く、 草が少ないように見える。近づいてみ

るとその斜面一帯は� 1メートルほどの木が植樹さ

れ、それが小さいながらも繁っていて緑をより濃

いものにしているのがわかる。固いのなかの緑が

やや薄く見えるのはその木が枯れていた り、小さ

かったりするためであった。

それにしても、この小さな植樹された木以外に

ナムチェの村の中やすぐ近くには木がほとんどな

い。そのさらに周辺が完全な樹林帯であることか

らしても、ずいぶんしっかりと刈り込んだものだ

と思う。ただこの� 1メートルの木でも� 10年近く

も前に植えられたのだというから、あれだけの樹

林帯に成長するにはどれほどの時聞が必要か。ナ

ムチェと言う名前は森という意味だとも 言う では

ないか。� 

3)ヒラリー卿のナムチヱ

エヴェレストの最初の登頂者となったあと、独

自の財団をつくってシェルパ社会に多大な貢献を

なしてきたヒラリー卿は自分がエヴェレストに登

った頃のナムチェバザールに比べるとあま りにも

木がなくなったと嘆いている� 1)。ヒラリー卿がエ

ベレスト登頂を果たしたのは� 1953年。チベッ� 
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ト動乱の少し前、つまりナムチェをふくむクンブ

地方にチベットからの難民が大量に流れ込むより

数年前のことである。

ナムチェのエスニックグループは大きくわけで、

中心がチベット系のシェルパおよびその近縁部族、

その周辺に� 1960年代以前にチベットから移り

住んだチベット入、さらにその外側に� 60年以降

に流れ込んだチベタンリフュージや、シェルパの

家の使用人などとして使われているネパーリーな

どが配置されていると見てよい。このことについ

ては別稿にも詳しくふれた2)。ナムチェ全体でリ

フュージと呼ばれる家は� 2割程度だが家族員数が

多く、人口は3割近くを占めている。

このリフュージが増える少し前のナムチェがヒ

ラリーのナムチェ ・イメージを形成しているとい

っていいだろう。それからネパールの山の解禁、� 

7 0年代に入ってからのヒマラヤ登山ブーム、� 8 

0年代にはそれがさらに一般観光客にまで広がる

トレッキングブームと、一貫してナムチェは外部

に対して開かれていく。村の家の半分近くがロッ

ジを経営して主要な生業とし、ロッジ以外にもト

ツレキングのガイドなどが現金収入の道を聞いて

いる。

耕地と言ってもこの急斜面に広げられる土地は

乏しく、家畜用の採草地もままならない暮らしの

中で、もともとティンリーなどチベットとの交易

を行って富を蓄えてきた村人も多いという環境は、

トッレキングガイドやロッジ経営などへ変わって

いくことにすべてがプラスしたともいえよう。

ヒラリーの見た(もちろ人被はその後数え切れ

ないほどナムチェを訪れているが)ナムチェから� 

3 5年。その間にはこれだけの変化があった。人

口の変化以とに生業の変化がその風景を大きく変

えたに違いない。木を切りロッジを建て、木を切

りトレッカーの燃料に供する。� 

2 村の森林管理

だが長く村を維持してきた人々が自分たちの生

写真 2 ナムチェのとなり村クムジ‘ュンの入口の門� (19 9 0年6月)
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活を破壊してしまうほどに無策で無謀な森林破壊

を行うだろうか。そもそも彼らは何のきまりもな

く森林を自由に切りとることができるような生活

をしていたわけではない。ナムチェをはじめとす

るシェルパの村にはナワと呼ばれる係りがいた。

ナワは森林の伐採を管理する木のナワとヤクなど

の家畜の移動を管理してきたヤクのナワがあった。

ところが木のナワは� 5年ほど前からナショナルパ

ークの管理下におかれ、森林を管理する公務員に

変わった。つまり森林の管理は村の手から離れて

しまったのである。

ナワは村にとっては非常に重要な役割を果たし

ていた。木の伐採と家畜の移動を管理するという

ことは、燃料と家畜のえさを管理するということ

であり、生業の中心部分の管理を任されていたと

いってよい。ナムチェでは木のナワは村の手を離

れたが、ヤクのナワは今も� 6月の村の祭であるド

ゥムジが終わるとヤクを村から上の採草地に追い

上げることを管理し、その後冬にヤクを再び村に

降ろすまで、ヤクが村に戻って、植え付けられた

大麦やじゃがいもの畑が踏み荒らされたりするこ

とのないように監視を続ける。ナムチェからさ ら

に上の村のターメなどでは、現在も木のナワ� 2名

とヤクのナワ� 2名が6月のミーテイングで決めら

オL、従来どおりの役割を果たしている。

ナムチェにおける木のナワの公務員化の意味す

るものは、単にナムチェがナショナルパークに入

っているからというよ うなことではない。なぜ、な

らナムチェがナショナルパークに組み込まれるの

は15年ほども前のことであり、ナワの公務員化

は5年ほど前のことだというのである。しかも公

務員化したナワはナムチェだけでなく上の村々の

森林の管理も行うにもかかわらず、上の村ではな

お木のナワを独自に存続させているところ もある

のであるから、森林管理者の公務員化という事態

はナショナルパーク内での森林管理の困難と複雑

さとをあらわしているように見える。� 

3 ナショナルパークの成立� 

1)村が固い込まれる

それではいったいどのようにして、この地域一

帯にナショナルパークが成立し、それがどのよ う

な事態をもたらしたのだろうか。ニュージーラン

ドから送られてきた、この公園成立にいたるまで

の膨大な公文書や手紙の資料が手元にあるが、い

まのところその整理ができておらず詳細は別稿に

ゆずる。ここでは成立にいたるまでの経緯を簡単

に跡づけておこう� 3)。� 

1 972年にネパールに� 4つのナショナルパー

クをつくることがネパール政府と� FAOの現地代

表部との間で決定された。そのうちの一つである

サガルマタナショナルパークについては、� 19 7 

2年のうちにニュージーランドの援助を受けてプ

ロジェクトが推進されることが決定される。� 19 

73年にはヒラリー卿が打ち合わせのためにネパ

ールを訪れ正式にニュージーランドの援助を決定

し、翌� 74年にはP且CL雌をf刷、とするニュージ

ーランド調査問か調査を行い、その後の基本的な

方針を決定することになる報告書1 Re阿� ofNewI1

2泡凶xiMission onぬgarmatha側∞ntEver悶)Na且∞al

両立，� N羽11974"(PRCLocaset.al)を提出している。

この調査団はわずか� 1カ月ほどの調査を行ったに

すぎないが、それ以前にニュージーランドからは� 

6 0年代の終わりから� 70年代のはじめにかけて

多くの森林調査が行われ、盛んに報告がなされて

いた.)。

これら一連の報告を総合し、提言としてまとめ

るかたちで提出されたルーカスの報告書の基本理

念は、シェルパ社会の変動、とりわけトレッカー

の増加にともなう森林資源の乱伐問題をくいとめ

なければ、シェルパ社会が壊滅的打撃を受けるば

かり ではなく、世界でも もっ とも貴重な自然を失

うことになるという危機感であった。

この報告を受けてニュージーラン ド政府は� 19 

7 5年、その後� 5年間の財政援助とともに森林保

護の教育のためにネパール人職員をニュージーラ

ンドに招待すること を決定した。 そして� 76年に

正式に公園の成立を見ることになるのである。� 

2)プランに関する対立

この間のニュージーラン ド政府部内、 とりわけ

ヒラ リー卿とのやり取りを見ていくと、そこにい� 

“っつ釘A-
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くつかの対立点があることに気づかされる。ひと

つはその援助額をめぐってである。援助は単に誘

い水でありネパールの自立的発展のためには必要

額(当初の調査で� 80年までの� 5年間に� 82万N 
Z$)の一部を補助すべしという意見と、緊急を

要するこのような援助は全額行うのがよいとする

意見の対立であった。

もうひとつは当初のプランでは大半の村をナシ

ョナルパークの範囲から除外するとういものであ

ったが、ヒラリー卿はその案ではまったく実行不

可能だとして反対した5)。結果として援助額は� 3 

0万NZ$に減額され、大半の村を公園内に含み

こむことにした。

この援助額の問題も村の問題もこの種のプロジ

ェクトがいつも持たなければならない典型的な問

題であった。とりわけ援助の問題は、ヒラリー郷

が独自に展開した財団による、シェJレパ社会への

援助、学校や病院の建設ともあいまって複雑で、

興味深い問題を投げかけているが、本稿の論旨と

関わる限りにおいてここでは取り上げ、いずれ別

に論じたいと思う。

というのはシェルパ社会の変化を近代化という

分脈の中でとらえるならば、学校や病院の建設が

もたらしたものと、森林破壊とは同じ方向性の一

連の流れであり、ヒラリー卿のシェルパ社会への

貢献はすでに矛盾をはらんだものでしかありえな

かったともいえるからである。� 

3)囲いの中の「囲いJ
こうしてナショナルパークが成立しでも、ナム

チェバザールに起こった大きな変化の流れ、観光

中心の経済への転化、は変わることなく続いてい

く。

ところでナムチェの森林景観はどのように変化

したのか。不思議なことに誰に聞いても、何十年

も前からナムチェの回りの木の様子は変わらない

という。年寄りに聞いてもヒラリー卿のような劇

的な変化を口にする人はいないのだ。それでも、

写真 3 ナムチェの「囲いJ (1990年6月)
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もう少しは木があったかなというような反応は幾

人かのひとから開くことはできたが。それ以上に

ナショナルパークが成立してからの変化はほとん

どないという。

それでは村の景観で一番変わったのは何かと言

うと、だれもが家が新しくなってロッジが増えた

ことだと言う。ナショナルパークの中での建築用

材の伐採は禁じられ、新しいロッジの建築用材は 

1回 12 0から 150}レピーの労賃を払ってずっ

と下のナショナルパークの外から運ばなければな

らなくなっていたけれど、ますます増えるトレツ

カーとともにロッジの建設はブームとも言えるほ

ど増えていった。外国人との共同経営というスタ

イルでの建築も建築費の値上がりとともに多くな

ったのだと言う。

そしてもうひとつ大きく村の景観が変わったの

は、例の村の左岸の斜面に、目だっ固い地のでき

たことだ。この囲い地は村の人によると 8年ほど

前に最初の一つができたと言う。たしかに 82年
に写された写真には、この今ある囲いのうちのー

っか確認できるが、あとの一つはまだできてい

ないようである。その後、さらに一つ増え、また

来年もう一つ増えるのだそうである。この囲いは

ナショナルパークがつくるもので、そこに植林さ

れた樹木が人や家畜に踏み荒らされるのを防ぐた

めに石で囲つである。だが遠目に見ても、近く に

よって見ても、その囲いの中は明らかに囲いの外、

つまりは家畜や人が入ることができるところより

樹木の成長が遅いように見える。村の人に理由を

聞くと、そこはヤクが入れないのでヤクが食べる

草が繁って木に栄養がいかないのではないかと言

う。たしかに常緑の樹木よりやや色の淡い草が生

い茂っている。 その回りでは樹木が少し早く成長

しているのでも う少し緑が濃く見えるのだ。白黒

の写真では見えにくいが、カラーでみると臨分、

色が異なるのがよ くわかる。

ここはすでにサガルマタナショナルパークの中

にあり、そのまた中に作られた囲いは私にはなん

とも奇妙に思えたのだが、村の人たちは別にそれ

ができたからと言って困ることもないけれども、

あれで木がよくはえるとも思えないと思っている

ようである。確かにナムチェはいまや観光が生業

の中心になっているから、この程度の固いがつく

られでも困ることはあまりないのかもしれない。 

4 環境問題の視点 

1)ヒラリー卿の視点、住民の視点

さきにヒラリー卿がナムチェの森林がひどく少

なくなったと言ったのに対して、村の人たちはそ

ういう記憶をあまり持っていないと述べた。これ

はどちらかに記憶のまちがいがある、というので

はないように思える。ヒラリー卿は旅人ではある

が幾度もナムチェを訪れ自分の目でその豊かな森

を見てきたはずだし、 村人は村人で当時から重要

な生活資源であった木のことを忘れたりするはず

はない。それでも印象にこれだけの違いが生じる

のはなぜ、だろうか。

この間に対する答は、この固いの中の固いの問

題とおなじところにあるように思う。つま りこう

いうことではないだろうか。ヒラリー卿が見た森

と住民が見た森とは違うものだと。森が違うはず

はないから、 言葉を変えよう。同じ森を違う視線

で見ていたのだと。ヒラリー卿の視線は森をヒマ

ラヤの風景の一部、世界にもまれな美しい自然の

風景として見る視線であり、 さらに言えばそれは

ヒマラヤ全体を巨視的にとらえて、その一部とし

てナムチェと森を配置する視線であった。それに

対して、住民は自分の生活世界に配置された生活

資源として森を見、そこに入札下草を刈ってき

たものの視線だ。さらに彼らはナムチェという村

から回りの森を見るのであって、ナムチェと一緒

に森を見るのではない。

囲いの中のナムチェの囲いもやはり視線はヒラ

リー卿と同じところにおいて作り出された発想で

あろう。ナムチェも森も同じレベルに配置しては

じめて生まれる発想なのだ。 いま語られる環境問

題、とりわけ地球環境問題がその事の正当性とは

まったく異なるレベルで生活問題を引き起こ しか

ねない危うさをく っきりと示唆しているように思

う。森を守るというのは地球の大義だが、生活を 
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守ることも必要だ。ナムチェの固いは今の状況で

は問題化しなかったが、もしそこの草や木が一日

の生活に欠く事のできないものであったなら、森

林保護の大義は生活保障の問題と強く対立する事

になるだろう。� 

2)環境問題のディレンマと環境観

これを裏返して言えば、次のようにも言えるだ

ろう。ナムチェの住民が木を切り続ければ森林は

破壊され、それは地球環境を破壊する事になるの

だと。これを徹底すれば極めてラデイカルな自然

環境保護理論と実践にいきっかざるを得ないが、

それは自己否定の論理でもある。逆に徹底した生

活環境保護の立場は、いつもエゴイストの熔印を

押されてきた。

だが、さきにたどったナムチェの歴史を振り返

ってみれば、ナムチェの人々は無為無策に森を切

り倒してきたのではない。ナワ・システムを使っ

て森林の自己管理をおこなってきた。そこにはは

っきりとした彼らの環境観が表現されていた。つ

まり管理システムが木のナワとヤクのナワを中心

に構成されていることに見られるように、森と家

畜と人間のバランス、もしくは共生を基底にした

環境観がそれである。そのシステムがバランスし

なくなったのはここ� 20年ほどのことにすぎない。

交易と農牧兼業の村から観光の村へという生業の

変化がナワ・システムをある程度弱体化させてい

たところに、ナショナルパークのプランが導入さ

れたのだ。結果として森と家畜と人間の共生シス

テムがうまく作用しにくくなり、環境観そのもの

も変容を迫られていると言えるだろう。ナショナ

ルパークの「固いjに対する醒めた目も、このよ

うな環境観と現実とのずれによって引き起こされ

る判断停止の状態であるようにも見える。

もう一つ複雑な問題がこのナムチェの例には含

まれている。それはネパーJレが開発途上の国であ

ること、さらにナムチェはその周辺に位置してい

ることに由来する。つまり南北問題のうえに地球

環境問題が複合しているのだ。すでに工業化され

た国々が近代化の過程で無視してきた環境問題を、

これらの第三世界は開発と同時にヲ|き受けなけれ

ばならない。さらには開発そのものに対する、負

の作用が外圧としてはたらくことになっていると

いう困難である。いまのところナムチェではこの

問題はさほど顕在化しているようには見えないが、

遅かれ早かれこのデイレンマにナムチェが悩まね

ばならない事はこれまで見てきた事で明かであろ

っ。
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