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は じ め に

環境問題の多 くは環境資源の管理上の問題であ

る｡開発に伴い地域の環境資源が希少になり,その

資源利用を巡って紛争が生起する｡地域で環境紛争

が生起 し紛争が終結に向かう過程は,単に社会的不

調和という不幸な事態が発生 して解決したこと以上

の意味をもつ｡すなわち環境紛争の解決過程は,輿

なった立場を持つ関係者の合意形成過程であり,さ

らに一般的に言えば社会発展の動因の一つでもあ

る｡このような観点に立脚するならば,環境紛争の

解決を積極的に開発計画の実施過程に取 り込み,開

発の社会的合意を形成する道具として援用すること

も可能ではないだろうか｡事実,環境影響評価制度

は社会的な合意形成を促進する機能も果たしてい

る｡一般に環境紛争では被害住民や非政府機関

(NGO)が問題を提起 し,紛争解決の役割を演 じる

ことが多い｡これは紛争関係者の間で社会的な合意

が形成される過程である｡社会的合意形成を実現す

るための社会システムを今後積極的に創 りだすこと

が必要である｡本小論ではそのような必要性に貢献

することを目指 して,マレーシアの環境紛争事例分

析を材料に環境紛争解決過程の分析を試みた｡事例

を提示する前に予備知識として,先ずマレーシアの

環境行政の概要を紹介する｡その後, 6件の環境紛

争の事例を紹介して,紛争解決過程の分析を試みる｡

Ⅰ. 環境行政の関係機関

環境資源利用の許認可や環境保護の役割 ･権限を

持つ政府機関は,環境紛争を解決するカギを握って

いる｡環境紛争の事例を記述する前に,環境行政関

係機関の役割を説明することが必要である

(1) マレーシア環境行政の特徴

マレーシアは地方分権型の行政制度を持つ国であ

る｡同国は13の州と2つの連邦直轄地からなる連邦

制をとっている｡連邦政府,州政府,地方政府の権

限の分担については,連邦憲法によって規定されて

いる｡また各レベルの政府はそれぞれに独立した立

法府 (議会)と行政組織を持ち,担当する領域にお

ける政策形成 ･実施にあたっている｡憲法の規定で

は,連邦政府の権限の中心は,貿易,商業,工業に

ある｡一方,州政府は,土地資源,水資源,農業,

林業,地方政府の監督を担当している｡すなわち地

理的領域による分担に加えて,連邦と州は分野別に

権限を分担 している｡他方,連邦と州の共管事項も
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定められている｡代表的な共管事項は,野生生物保

護 ･国立公園,畜産,地域 (土地利用)計画,衛

壁,港概,土壌保全である｡

地方政府 (市,那)は州政府の監督 円こあり,州

行政の実行機関という性格が強い｡地方政府法によ

れば,地方政府は徴税,不動産関連の使用料の徴

堰,各種免許料の徴収等にあたり,財政も制度的に

独立している｡別の側面からみた地方政府の存在意

義は,地域住民が行政プロセスに参加する機会を提

供することにある｡例えば政策立案に関係した公示

等に対して,住民が異議申し立てをする窓口は地方

政府である｡地域の生活に密着 した問題について

は,地方政府の段階で対応することとされている｡

このことは地方政府の担当する分野 ･事項に端的に

現わjtている.主なものは地域計画,公共事業,蕊

衆衛生,公営住宅等である｡

(2) 連邦政府の環境行政

連邦レベルでは科学技術環境省が環境政策の立案

と実施を担当し,環境行政の中心機関となってい

る｡同省の環境局 (DepartmentofEnvirorment:DOE)

がマレーシアの環境保全 ･保護政策実施の中心機関

である｡DOE は1974年の環境法 (Environmental

QualityAct)の所轄局として1975年に設立された｡

同局の基本的な活動は以下の3点にある｡すなわ

ち,1)環境汚染を監視 し必要な措置 ･対策をとる

こと,2)環境アセスメント(EIA,1985年から法制

化)レポー トを評価することを通 じて,環境配

慮をプロジェクトの計画 ･実施に組み入れること,

3)環境配慮を資源開発 ･地域開発計画に組み入jt

るガイドラインを提供すること,などである｡これ

らの活動として地域の環境紛争にも関わる｡このよ

う射告動の実施拠点として,DOEは全国に地方事

務所を持っている｡環境問題の拡大と複雑化や EIA

の法制化にともなう業務の急増が問題となりつつあ

り,各地に配置されている人員の量的 ･質的な拡充

を進めようとしている｡

(3) 州政府の環境行政

州政府の環境政策は ｢公害委員会｣あるいは ｢環

境委員会｣などで形成される｡この委員会は関係す

る州行政部局,地方政府の代表者,連邦政府の機関

であるDOEの地方事務所長,などによって構成さ

れている｡ペナン州を例に挙げれば,ペナン州環境

委員会があり,委員長は住宅/社会市民生活/環

境/文化の4分野を担当する州行政審議会のメン

バーが務めている｡委員会のメンバーは17の州行政

部局や地方政府 (市,町など)の代表者で構成され

ている｡主なものは州経済計画局,DOEペナン事

務所,森林局,ペナン市政審議会,ペナン開発公

礼,土地利用計画局等である

(4) 地方政府 (市 ･郡等)の環境行政

地方政府は環境問題に関連した直接的および間接

的な権限を制度的に持っている｡直接的なものは地

方レベルの各種規制を実施する権限であり,間接的

なものは土地利用計画を通 じた環境管理である｡直

接的な権限には,域内の行為を原因とする河川の汚

染被害に対する補償を求めること,必要に応じて条

例を作 り,交通規制,各種採石行為の規制,石灰石

および煉瓦の焼結の規制を実施すること,等があ

る｡また地方政府は固形ゴミの処理についても責任

を負っている｡一方,地方政府は土地利用計画の作

成に重要な役割を担っている｡土地利用計画法に

よって,各地方政府は5年ごとに空間構造計画と地

区計画を住宅 ･地方政府省に提出することが義務づ

けられている｡これらの計画の作成過程では,地域

住民に対する計画内容の公示がおこなわれ,異議を

申し立てる機会が設けられている｡

Ⅱ. 事例分析の着眼点

本小論ではマレーシアの事例分析をふまえて,堤

境紛争で住民とNGOの活動がはたす役割に焦点を

あてた｡特に重視した点は対立の解決過程である｡

この過程では環境管理の問題点が明確に表出する｡

一般に多くの環境問題は利害対立という形で表面化

する｡環境問題や紛争の解決では,対立する利害関

係を地域社会のなかで共存しうる形に転換 ･調整し

なければならない｡この利害対立の調整過程は,環

境管理の基本的な要素の一つである｡環境管理は政

策手段である環境規制や環境制御技術の集合体であ

り,同時に利害村立の調整過程そのものである｡

環境紛争の調整過程は計画的に管理されて進行す

るわけではない｡しかし紛争解決過程におけるそれ

ぞれの主体の役割が明らかになjtば,それら主体の

機能を強化 し主体間の関係を改善することによっ

て,紛争解決過程をより円滑かつ民主的に改善し,

社会的合意形成を図る社会システムを創出すること

が可能であろう｡

マレーシアの環境紛争の分析対象事例では,いず

れにおいても住民が問題を提起し,問題や紛争解決



の役割を演 じている｡それぞれの事例でこの問題解

決過程を整理し記述することが必要である｡その過

程を整理する際には,紛争を構成する要素を明確に

しなければならない｡すなわち紛争の過程では ｢誰

が,何のために,何をしたか｣を記述することが必

要である (小幡 1992:5)｡この ｢誰が｣というの

が関係者に,｢何のために｣というのが争点に,｢何

をしたか｣が行動に相当する｡また紛争においては

複数の主体が,互いに他者の存在を意識し特定の争

点に関して争う｡したがって環境紛争関係者には,

一方の加害当事者とその支援者,他方の被害当事者

とその支援者,および仲裁者などの主体と立場が存

在する｡被害住民を代表する地域住民団体,あるい

は環境保護に関心を持つ NGO,そして資源利用の

許認可をする政府関係者が,直接 ･間接的に紛争に

関わる主体である｡環境紛争では環境資源に関心を

持つこのような関係者を確認することが必須である｡

環境紛争解決の動きは,環境劣化とそれに関係 し

た利害の対立が現実に存在 していながら,まだ問題

解決に向けての ｢組織的 ･集合的な行動｣隼つな

がっていない,言わば ｢潜在的な状態｣の段階から

始まる｡この潜在的な状態を環境劣化防止に向け

た,｢組織的 ･集合的な行動｣へと転換する段階に

着目することが必要である｡次に環境紛争の動態す

なわち事態進展の過程や運動に着目することが必要

である｡環境紛争の動態 としては,紛争生起の発

端,被害者による集合的な行動の組織化,被害者か

ら加害者 ･政府機関 ･一般社会に向けた行動,地域

から地方 ･中央政府へ向けたボ トムアップの仕組み

と運動,環境劣化に関する環境情報の活用,そして

関係主体による紛争終結に向けた動き,などを把握

しなければならない｡

Ⅲ. 環境紛争事例 における紛争解決過程

環境紛争の6事例を以下に紹介する｡これらの事

例はすべて近代化に伴う,資源開発,産業開発,工

業開発に関連 してマレーシアで過去起きたものであ

る｡環境紛争が起きた開発の事例は幾つかのタイプ

に分けられる｡すなわち州政府が管轄する鉱物資源

(バ トウケイブ石灰岩採掘),森林資源 (エンダウロ

ンピン森林伐採),土地資源 (ペナンヒル観光開発)

などの開発,さらに連邦政府が管轄するエネルギー

開発 (テンペリンダム開発)や工業活動 (ARE産

業廃棄物問題)などである｡

紛争事例を紹介する記述は,環境紛争が起きた原
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因から運動が発展 し解決に向かう過程,および紛争

関係者の間で起きた主な事象を中心にした｡すなわ

ち環境問題を起こした加害者,住民などの被害者,

行政権限を有する州政府と連邦政府,環境運動を支

援する NGO,などの動向や活動,さらに紛争が終

結あるいは解決に向かった経緯に焦点を当てた｡

それぞれの事例を記述すると同時に,紛争に関連

した各主体,主体間の相互関係,紛争解決過程の流

れ,などを整理 し図で示 した (図 1-図6)｡紛争

解決に果たした役割が無視 し得る主体は図を単純に

するために省略している｡図の中で太枠の四角で因

まれた主体が紛争解決過程で主要な役割を果たし,

太い矢印で示した流れが主要な紛争解決過程を示し

ている｡

(1) バ トウケイブ石灰岩採掘

バ トウケイブ (BatuCaves)はクアラルンプール

北部にあり,考古学的かつ宗教的 (ヒンドゥー教)

な価値を有する石灰岩の洞窟地区である｡イギリス

政府が1954年に,そ してセランゴール (Selangor)

州政府が1959年に,この地区の一部で石灰岩を採掘

する許可を発行 した｡洞窟の生態システム,アメニ

ティの価値,洞窟そのものを守るために,この採掘

活動 に対 して,マラヤ自然協会 (MalayanNature

Society:MNS)が抗議 を表明 し (1961年),バ トウ

ケイブ保護協会 (BatuCavesProtectionAssociation)

が組織された (1964年)0

このような NGOの抗議活動に呼応 して,石灰岩

採掘の許認可権限をもたない連邦政府は,環境保護

を推進するためバ トウケイブ地帯を観光センターに

指定 (1970年) し,博物館や芸術ギャラリーを設立

した (1973年)｡ しかし州政府は NGOや連邦政府

の動きに対 して無頓着を装い,鉱業と建設材料の生

産を目的に,石灰岩採掘の第3番目の許可を与えた

ため,NGOは抗議活動をさらに強化継続 した ｡

採掘活動による公害は主に大気汚染として現われ

た｡連邦政府環境局による測定では,除塵はマレー

シア環境基準 (工業地域)の3倍を記録 し,浮遊粉

塵は WHO基準の7倍を記録した｡このような大気

汚染は採掘地域近隣住民 5万人の健康に悪影響を及

ぼす恐れがあったし,採掘に伴う騒音も悪影響を及

ぼしていた｡MNSなどの NGOは署名運動を開始

し,連邦と州政府に手紙を送付 し採掘中止を求め

た｡

バ トウケイブの貴重な動植物を保護するため,逮

邦政府は同地域を自然記念物に指定することを第3
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次国家計画 (1976-80年)で提案 した｡セランゴー

ル州政府はこの提案に刺激されて,バ トウケイブに

関する情報や意見を評価 し解決策を提案するため

に,バ トウケイブ汚染委員会 (CommitteeonBatu

CavesPollution)を組織 した (1977年)｡この委員会

は連邦政府,州政府,地区委員会等,多くの政府機

関によって構成された｡

その後連邦政府首相は訴訟行為に訴えることをヒ

ンドゥ寺院当局に助言 したが (1978年),これは採

掘活動を止めさせるために,連邦政府が州政府へか

けた間接的圧力として受けとめらjtた｡また科学技

術環境省は,採掘活動の振動による洞窟崩壊の可能

性について警告 し,観光開発公社の行なった地質調

査では採掘活動の中止が勧告された｡

洞窟の崩壊を免i具したヒンドゥ寺院当局は,法的

手段に関しクイーンズカウンシル (Queen'SCotlnSel)

に助言を求めたところ (1980年),この行為が強い

圧力となり州政府首席大臣はすべての採掘活動を停

止させることを宣言した｡州政府は採掘の代替地を

提供 して,バ トウケイブの採掘は停止 され (1981

午),この間題は解決 した｡

本件の環境紛争に関連する各主体間の相互関係を

図1に示す｡この事例では NGOとヒンドゥ敦寺院

が問題解決の主役を演じて,それに連邦政府が間接

的な支援を行い,州政府が採掘停止を決定し,最終

的に紛争が解決した｡大気や騒音など環境汚染の被

ENVIRONMRNTAL PROBLEM
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DErERIORATIONOFAIRQUALITY

THROUGHHIGHDUSTFALL

害を受けた地域住民は,採掘産業の被雇用者である

ため,立場上紛争当事者としての役割を演 じること

はなかった｡

(2) エンダウロンピン森林伐採

エンダウロンピン (Endau-Rompin)森林地帯はマ

レー半島南部,パハ ン (Pahang)州 とジョホール

Oohore)州 に分布する森林地帯である｡連邦政

府 ･パハン州政府 ･ジョホール州政府の3政府機関

から成る合同委員会が組織され,1980年までにこの

地域に国立公陸は 設立することが合意された (1972

年)｡この合意に基づき第 3次国家計画 (1976-80

午)では,この地域をエンダゥロンピン国立公園に

指定することが明示された (1976年)｡但 し公園内

の指定地域では,伐採活動が可能であることも同時

に明記された｡

パハン州政府は1963年にこの地域で20年間有効の

伐採権を認可していたため,1972年合意の後,国 立

公園計画が具体化 していた時点でも,国立公園の中

で伐採活動は継続 していた｡1977年4月,パハン州

政府はこの国立公園の中心部で1年間有効の伐採許

可を6件発行 し伐採活動が始められた｡その地区は

国立公園としてまだ公示されていなかったため,こ

の伐採許可は違法ではなかった｡

これに対 しマラヤ自然協会 (MNS)や世界野生生

物基金マ レーシア (WWFM)等の NGOは,エ ン
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図1 環境紛争における紛争主体間の相互関係- バトウケイブ石灰岩採掘



ダウロンピン国立公園保護のキャンペーン広告を全

国紙に掲載し,全国的な支援を求める保護運動の口

火を切った (1977年5月)0MNSは伐採に反対する

署名運動を行ない,パハン州政府と連邦政府首相に

その成果を送付した (7月)｡

このような反対運動にも拘わらず,パハン州政府

はさらに2件の伐採許可を発行 した｡MNSは事実

確認のために伐採現場で調査活動を実施し,マレー

シア環境保護協会 (EnvironmentalProtectionSociety

ofMalaysia:EPSM)等は公開会議を開催 し,伐採を

中止させるようパハン州スルタン (州王)に訴えた

のである (8月)｡スルタンは伐採問題について話

し合う余地を見せたが,エンダゥロンピン保護に関

する諸団体の訴えは退けらjtた｡

連邦議会上院は連邦内閣 と国家林業評議会

(NationalForestryCouncil)に対 して,この伐採活

動は下流域の稲作農業地域を脅かすと警告したが,

問題の伐採活動 には何 らの影響 も与え得なかっ

たoNGOの一つである自然 ･天然資源保護連合

(hternationalUnionfortheConseⅣationofNature

andNaturalResources:IUCN)は伐採の現地を訪問

して,連邦政府首相に対策を陳情した｡科学技術環

境大臣は同様に現地を訪問し,国家林業評議会に報

告書を提出した｡同評議会は会議を開きエンダウロ

ンピン･レポー トをパハン州とジョホール州政府に
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提出し,同時に森林保護を含む ｢国家林業政策｣を

採択した｡この会議の冒頭で国家林業評議会議長と

連邦政府首相は,過度な伐採活動に対 して警告 し

た｡伐採に反対する署名がさらに集まり,パハン州

政府と連邦政府首相に送付された (9月)0

与党と野党の政党は伐採に反対する声明を発表し

た｡また国会の上院や下院では伐採禁止や植林に関

する議論をしたが (7-11月),伐採を中止させる

にはいたらなかった｡伐採を中止させるためにあら

ゆる手段を講ずるよう,MNSは年次総会で連邦政

府に迫った (9月)｡この直後,連邦政府はこの地

域の木材輸出を禁止したが,木材は国内市場に流れ

たため禁止の効果は現われなかった (9月)｡連邦

政府一次産品産業省森林局は伐採地域の森林官を増

員し監視にあたらせた (lュ月)｡パハン州政府は伐

採権の新規供与を中止したが,旧伐採権による伐採

はまだ継続されていた (11月)｡半島マレーシア諸

州の州政府は,1280万エーカーを恒久的な保護林と

する連邦政府の政策を支持した (12月)｡

伐採権の期限切れを待たず して伐採を禁止する

と,伐採会社が法的手段に訴える可能性があるた

め,旧伐採権が失効する1978年8月以降に,当該地

区の伐採活動を完全に停止する旨,パハン州政府が

宣言した (1978年 3月)｡1978年8月末にこの地域

の伐採は停止された｡
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図2 環境紛争における紛争主体間の相互関係- 工ンダウロンピン森林伐採



152

本件の環境紛争に関連する各主体間の相互関係を

図2に示す｡この事例では NGOが問題解決の主役

を演 じて,それに連邦政府が間接的な支援を行い,

州政府が伐採停止を決定 し,最終的に紛争が解決 し

た｡森林保護の支持を広げるための,NGO による

積極的な宣伝,署名,嘆願活動が大きな効果を発揮

した｡同時に国立公園指定に関する国家計画の実現

性と信頼性を高めるため,連邦政府が行使 した間接

的な伐採阻止の圧力も大きな役割を示 したように思

われる｡

(3) ペナンヒル観光開発

ペナン (Penang)州のペナン島は ｢東洋の真珠｣

とも呼ばれる観光の島である｡このペナン島のペナ

ンヒル (PenangHill)は観光の重要な拠点である｡

ペナンヒルはペナン島民の水道用水の水源地でもあ

り,また多様な動植物の生息地でもある｡ペナン州

政府 と開発企業 (BukitPinangSdn.Bhd.-asubsidi-

aryofBerjayaCorporation)が観光開発 に関する覚

書を交わしたことから (1990年 9月),ペナンヒル

の開発に関する環境紛争が始まった｡この開発企業

の観光開発計画は,ペナンヒルの多種でかつ大規模

か舌動を含むものであった｡

この開発が及ぼす環境や社会的な影響にペナン島

民は恐れをいだき,州政府やマスメディアには抗議

が殺到 した ｡覚書が住民に知らされてから2週間の

うちに,ペナン消費者協会 (TheConsumers'Asso-

ciationofPenang),マ ラヤ 自然協会 (MalayanNa-

tureSociety:MNS),マ レーシア地球の友 (Friends

oftheEarthMalaysia:マレー語で SAM)など,多 く

の NGO とペナン科学大学の職員によって,この間

題のために活動する ｢ペナンヒル友の会 (Friends

ofPenangHill)｣が結成された｡

ペナン島民は水供給への悪影響を最も恐れ,同時

に開発に伴う森林伐採で土壌侵食や洪水が発生 し,

そして多様な動植物の種が危険にさらされることを

恐れたのである｡過去ペナン島の他地域の開発で起

きた悪影響が,ペナンヒル開発の影響について多 く

の教訓を提供 した｡また公共の土地であるペナンヒ

ルを市場価格より相当安い価格で企業に売 り渡すこ

とも,公共財産の悪用 としてペナン島民は危供 した

のである｡

島民の世論が盛 り上が り,ペナンヒル友の会と州

政府が話 し合った際,友の会は開発計画の再検討を

要求 した｡州政府と開発企業との覚書は,単に開発

企業が調査をして (州政府が検討するための)開発

計画を提案することを許 しただけである旨,州政府

は強調 した｡また州政府は開発プロジェク トの実施

を監視するために,市民グループからなる委員会の

設置を提案 したが (1990年 9月),その提案は島民

に受け入れられず,逆に友の会はペナンヒル公社の

設立を州政府に提案 した｡開発反対の署名運動で

3000名の署名が集まり,さらに別の NGOは住民に

よる一般投票を要求した｡

観光開発の覚書の中では,開発企業による環境ア

セスメントが義務づけられていた｡開発企業によっ

て提出された最初の環境アセスメン ト･レポー ト

は,計画の開発規模が大き過ぎることと技術的な情

報が不十分なことから,連邦政府環境局 (DOE)に

よって不合格 とされた｡

開発企業は計画規模を縮小 して,2度目の環境ア

セスメント･レポー トをDOEに提出した｡ペナン

ヒル友の会はこの改訂版開発計画を技術的な観点か

ら批判する声明を発表 した (1991年 7月頃)｡他方,

州政府は改訂計画の技術的な検討を関係する地方政

府,州や連邦政府の専門諸機関に依頼 した｡DOE

は2度目の環境アセスメント･レポー トを検討 し,

環境アセスメントを再び不合格 と判定 した ｡その結

果ペナンヒル観光開発計画は,無期棚上げされるこ

とになった｡

本件の環境紛争に関連する各主体間の相互関係を

図3に示す｡この事例では NGOが問題解決の主役

を演 じて,それに連邦政府が間接的な支援を行い,

州政府が開発計画棚上げを決定 し,紛争は一応解決

した｡活動の主役は地域住民 と地元の NGOであ

り,住民に支援された NGOが反対の先頭に立つ役

割を果たした｡開発許可の権限を持つ州政府は,地

域住民の抗議活動に動かされて解決の努力を試み

た｡州政府は往々にして開発促進側であるため,仲

裁者の役割を演 じる行政権限を有するものの,住民

にとっては加害当事者と映ることが多い｡環境アセ

スメントに対する DOEの評価が,環境紛争の終結

に決定的であった｡このことは環境アセスメントの

持つ重要な役割を示 している｡また NGOが環境ア

セスメントの評価に貢献 したことも特筆すべきであ

る｡

(4) ペライ工業団地廃水公害

ペナン州は1960年代にマレーシア工業化の先陣を

きった州の一つである｡工業化のためのインフラ建

設の一環 として,ジュルー Ouru)川に橋が建設さ

れた (1968年)｡ジュルー川はペナン州ペライ (Prai)
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図3 環境紛争における紛争主体間の相互関係- ペナンヒル観光開発

地域の主要河川である｡この橋と水門によって河川

の流況が変化 し,魚類の生息に好都合な汽水状況も

変化 した｡さらにペライ自由貿易地区 (PraiFree

TradeZone)建設のため,魚類の成育に好都合なマ

ングローブ林が埋立てらjl減少した｡

このような自然環境の変化に追い撃ちをかけたの

が,自由貿易地区近隣に位置するペライ工業団地

(prailndustrialEstate)からの工業廃水である｡工

業廃水が河川に放流されたため,水質は汚染され魚

介類が死滅する現象が現われた｡このような環境破

壊によって,それまで豊富であった魚,負,壁,港

老などの漁獲が急減し,漁業に頼る地域住民は生計

の桂を失なった｡

地元の政治家や州の行政機関に依存すれば政府が

問題を解決すると住民は当初期待 していた (1970年

代前半)｡しかし当時環境行政はまだ始まったばか

りで,連邦政府と州政府の関係や行政管轄範囲など

が明確でなかった｡政府は結局住民の期待に応えな

かった｡当時の住民の現金収入は以前の4分の1に

減少し,多くの住民は漁業をあきらめ,若い世代は

自分達の生活を破壊した工場で働 くようになった｡

受け身の姿勢では状況が打開できないため,住民は

ペナン州政府に対して,改善策を講ずるよう抗議行

動を開始した (1975年)｡

住民はペナン消費者協会 (TheConsumers'Asso-

ciationofPenang)などの地元 NGOに支援 され,

ジュルー行動委員会 OuruActionCommittee)を組

織し,新たな戦略による行動を開始した｡政治ルー

トで陳情活動を行ない,メディアを通じて全国的 ･

国際的な宣伝活動も行なった｡ペナン科学大学は水

質汚染の実態,汚染による海洋生態環境や住民への

影響,などを分析することによって住民運動を支援

した｡

これらの戟略と活動に支援され,行動委員会は解

決策をみずから用意して,州政府当局と数回の話し

合いを行ない,問題解決の方法を探る努力を続け

た｡住民はこれらの活動を注意深く選択することに

より,訴訟等の法的手段や反応の遅い下級行政機関

への陳情を避けたのである｡このような交渉の中で

州政府当局は生計支援の農業プロジェクトを提案し

た｡しかしもともと漁業に従事してきた住民は,農

業プロジェクトではなく月の養殖プロジェクトを提

案し,それは州政府に受け入れられた｡養殖場を造

るために州政府は援助を提供し,ペナン消費者協会

も助言を提供した ｡現在生産した月はタイへ輸出さ

れ,この養殖プロジェクトは経済的には繁栄してい

る｡

しかし未解決の環境問題が依然残されている｡ペ

ライ工業団地の工業廃水が,ジュルー川に直接流入

しないように,州政府は海に直接排水するバイパス

水路を設けた｡しかしジュルー川では月が水質汚染

で被害を受ける事故が未だに起きており,ジュルー
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川のヘ ドロ清掃も残された課題である｡またバイパ

ス水路で排水される海域は貝の養殖場であるため,

生産される貝が工業廃水で汚染される危険もある｡

こjtらの問題は未解決である｡貝の養殖に従事する

地域住民は,この間題について長い間州政府に陳情

を続けているが,住民と州政府のコミュニケーショ

ンは成立していない｡連邦政府環境局は汚染状況を

観測 しており,ペナン州政府汚染委員会は汚染除去

対策を検討 しているが,解決の方策が分からないま

ま今日にいたっている｡

本件の環境紛争に関連する各主体間の相互関係を

図4に示す｡この事例では活動の主役は地域住民で

あり,特に地元 NGOに支援された被害住民のNGO

(行動委員会)が最も重要な役割を果たした｡この

地域住民の要求に動かされた形で州政府が解決策の

実施に応 じた｡州政府のペナン州汚染委員会には仲

裁者としての側面がある｡ペライ工業団地の企業は

問題に関与することを避け,もっぱら政府の努力に

依存する態度をとり続けた｡工業団地には多数の企

業が存在 し,加害企業を特定しにくいことがその理

由の一つであろう｡

(5) テンペリンダム開発

タマンネガラ (TamanNegara)国立公園は1938年

に設立され,半島部マレーシアのパハン(Pahang)州,

トレンガヌ (Terengganu)州,ケランタン(Kelantan)

州の 3州にまたがる豊富な動植物の保護地域であ

る｡パハン州はこの地域の森林伐採を提案したが,

マラヤ自然協会 (MNS)の反対によって,その提案

は破棄された (1970年)｡その後,連邦政府国家電

力庁 (NEB)がこの地域にテンペリン (Tembeling)

水力発電ダムを建設する計画を提案した (1971年)｡

しか しこの計画は,NEBの調査 (1974年),MNS

の反対表明,連邦政府野生生物国立公園省の環境ア

セスメントによる反対意見 (1977年)などの後,エ

ネルギー需要がさほど逼迫 していないことを理由

に,計画の無期棚上げが決定された (1978年)0

このような経緯にも拘わらず,パハン州の経済開

発とエネルギー供給を目的として,連邦政府はパハ

ン州の産業振興と開発需要の増大を理由に,テンペ

リン水力発電ダム計画を復活させた (1982年 1月)0

これに対 しMNSやマレーシア地球の友 (SAM)な

どの NGOは,ダム計画に反対する態度を表明し,

連邦政府とNEBの高官と会談した｡会談では水力

ダム開発の必要性,および環境アセスメント後に建設

の最終決定をする旨,政府からNGOに通告された｡

反対活動のためにテンペリン調整委員会 (Tem -

belingCoordinatingCommttee:TCC)が結成 された

(1982年)｡TCCはテンペリン宣言を出して,タマ

ンネガラ国立公園の保全や地域への環境影響を訴

図4 環境紛争における紛争主体間の相互関係- テンペ リンダム開発



え,ダムに関するセミナーを開催 した｡マレーシア

環境保護協会 (EPSM)は政府の政策を批判 し,

NEB に対 して公開質問状 を提出 した (1982年 2

月)｡これらのセミナーや公開質問状は,一般世論

の喚起を狙うものであった｡

1982年4月マレーシアの総選挙が実施された｡総

選挙後,政府は開発プロジェクトの実施優先順位を

見直していること,代替エネルギー開発の必要性,

基本的にはテンペリンダム計画を実施する考えであ

ること,環境影響を軽減する方策について調査中で

あること,しかしまだ最終決定をしていないこと,

などが報道された (1982年 5-6月)0

1982年 9月の MNS年次総会では連邦政府と首相

に,国立公園保護の精神に基づきテンペリンダム計

画の破棄を要求した｡パハン州の地元 NGO もダム

反対運動に加わり,州政府に対して覚書を提出し

た｡SAM は50,000人の署名を集めた (1982年末)0

これにはテンペ リンダム予定地の住民 (3,000-

5,000人)や外国組織からの署名も含まれていた｡

首相に葉書を送付するため,MNSは陳情用の葉書

1万枚を一般市民に配付 した｡テンペ リン宣言を出

した NGOの10団体は,国会議員に対してダム計画

の破棄を陳情 した (1982年10月)｡インドネシアで

開催 された第 3回世界国立公園会議 において,

EPSM 会長は世界からの会議参加者にテンペリン

ダム反対運動の報告をした｡
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TCCが政府に組織登録をしていなかったため,

TCCの運動を停止する命令 (1982年 9月)が政府

によって出されていたことが,EPSM によって明

らかにされた (1982年11月)｡テンペリン村や国立

公園周辺の住民に対して,ダム反対運動に同調しな

いよう,政府から圧力が加えられていた (1982年8

月)ことも報告された｡

エネルギー需給を再検討し,環境問題を考慮した

結果,テンペリンダム計画を破棄する旨,政府は発

表した (1983年 1月)｡これで環境紛争は最終的に

終結した｡

本件の環境紛争に関連する各主体間の相互関係を

図 5に示す｡この事例では活動の主役は都市の自然

保護 NGOであり,その NGOが反対の先頭に立ち

住民の支援を動員する役割を果たした｡抗議運動は

環境問題の地元から起きたのではなく,自然保護を

望む都市から起きたことがこの事例の特徴である｡

紛争の主体であるNGO と連邦政府の両者が,争点

を協議するための明確 な場は存在 しなかった｡

NGOは政府に向かって一方的に反対表明を行ない,

世論の圧力を顕在化すべ く一般世論に訴えた｡その

一般世論の圧力が政府のダム計画破棄に貢献したと

考えられる｡

(6)ARE産業廃棄物問題

ベラク (Perak)州は1800年代から錫の採掘が盛

図5 環境紛争における紛争主体間の相互関係- ペライ工業団地廃水公害
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んな地域である｡ベラク州イポー (Ipoh)市付近の

ブキット･メラ (BukitMerah,人口10,000人)に立

地する ARE社 (AsianRareEarthSdnBhd)は,マ

レーシアと日本資本の合弁企業である｡AREの工

場では,錫を製造する際に産出するアマン (amang)

を原料として,エレクトロニクスや化学工業に利用

する希土類鉱物を抽出していた｡その抽出過程では

副産物として,放射性物質の トリウム水酸化物とウ

ラニウム水酸化物が産出する｡この放射性物質を含

む副産物が産出されること,そjtを産業廃棄物とし

て地元に貯蔵 したことが,ARE産業廃棄物問題の

原因であった｡

ARE社は1982年に工場の操業を開始 し,産業廃

棄物をパパン (Papan)町 (イポーの南 13Krn,ブ

キット･メラか ら 5Km,人口2,000人)から 0.5

Km離れた場所に貯蔵することを決定した｡事前の

相談がなく決定の後に初めて知らされた (1983年11

月)こと,そして放射性物質の有害性を危供 したこ

とから,パパン住民は直ちにパパン住民行動委員会

(papanResidentsActionCommittee)を組織 し,貯

蔵施設の建設に対 して反対運動を開始した｡パパン

住民 と保健省,科学技術環境省,原子力研究セン

ターなど連邦政府機関との話 し合いが行なわれたが

(1984年4月),住民側は政府の技術的な説明に納得

しなかった｡住民側は6000人の署名を集めて政府に

提出した (1984年 5月)0

政府の細芯に満足 しない200人のパパン住民は,

貯蔵施設への道路 を封鎖する強行手段に訴えた

(1984年 5月)｡さらにパパ ンで6,000人の大衆デモ

が行われた (1984年 6月)｡これに対 して連邦政府

は関係諸機関の政府職員を現地に派遣 し,貯蔵施設

の安全性を説明したが,住民側は貯蔵施設の技術的

な不備を指摘 し,政府の説得は失敗に終わった｡こ

の時,政府の説得に対抗する技術情報を環境 NGO

が住民に提供 した｡事態を重視 したベラク州政府

は,委員会 (TechnicalActionCommittee)を組織 し

技術的な検討を始めたが,住民に対して何らの影響

も及ぼし得なかった｡

パパン住民1,500人が 1日ハンガー ･ス トライキ

を実施 (1984年12月) した後,ARE社は廃棄物貯

蔵施設をブキット･ベランジヤ (パパンから5Km)

に移転することを決定 した (1985年 1月)｡この決

定は反対運動の勢いを弱めず,運動のターゲットは

ARE工場が立地するブキット･メラに移った｡間

も無 くベラク放射性物質反対委員会 (PerakAnti-

RadioactiveCommittee)が結成 された｡同委員会は

マレーシア技術者協会を通して日本から専門家を招

き,工場周辺の放射能を測定 したところ,健康障害

を及ぼすレベルの放射能が検出された｡

工場の操業と放射性廃棄物の貯蔵を止めさせるた

め,住民側はイポー高等裁判所に提訴した (1985年

2月)｡裁判所は審理の後,AREが放射性物質を適

切に処理する方策を講ずるまで,工場の操業を停LL

するようARE側に差止命令を出 した｡その後マ

レーシア原子力エネルギー許可委員会は,国際原子

力機関 (IAEA)の基準を満たす AREの対策を確認

して,新たな操業許可証を発行 した (1987年2月)｡

こjtに対 し住民は世論を喚起するため会議を開催 し

た (1987年4月)｡この会議にはインド,カナダの専

門家も招かれ,ブキット･メラ住民の健康異常と放

射能の関連が指摘された｡住民 1万人がブキット･

メラで抗議のデモ行進を実施した (1987年4月)0

イポー高等裁判所では操業停止の審理が開始され

た (1987年 9月)｡長期に亘る審理の後,イポー高

等裁判所は住民の訴えをほぼ認めて,ARE社に対

して工場の操業と廃棄物の貯蔵を禁止する判決を下

した (1992年 8月)｡ しかし会社側によって直ちに

上訴された｡上告審でクアラルンプールの最高裁判

所は,ARE社周辺の放射線は法的基準を満たして

いるとして,操業停止命令を出した高等裁判所の判

決を破棄する,会社側勝訴の逆転判決を言いわたし

た (1993年12月)｡ しかし会社側は勝訴 したももの

の,マレーシアでの生産が国際競争力を失ったこと

を理由に,工場の操業を打ち切ることを発表 した

(1994年 1月)｡

本件の環境紛争に関連する各主体間の相互関係を

図6に示す｡この事例では活動の主役は地元住民で

あり,NGOに支援された住民の行動委員会が最 も

重要な役割を果たした｡この地域住民の抗議活動に

動かされた形で連邦政府が住民の説得に回った.逮

邦政府の役割に満足しない住民は,紛争解決の場と

して司法機関を選び裁判所に提訴 した｡環境紛争が

非常に先鋭な形で現われたことがこの事例の特徴で

ある｡なお問題は連邦政府が管轄する工業活動で

あったため,州政府が仲裁の役割を演じることはほ

とんどなかった ｡

Ⅳ . 環境紛争解決過程の分析

1. 紛争関係者の役割

環境紛争の6件の事例を先に紹介した｡これらの事

例について紛争関係者の役割を整理したものが表 1
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図6 環境紛争 にお ける紛争主体 間の相互 関係- ARE産業廃棄物 問題

表 1 紛争 関係者の役割

環境紛争の事例 加害者 被害関係者の関与 主な公的関連接関の関与加害者の夕 紛争過程 直接的被害 被 害 は 明 地元住民 NGOの関 州政府 連邦政府 司法械関
イブ で直接加 者のタイプ 確か 与(主要な

害者の存荏 役割)

バ トウケイブ石 採掘業者/ 表に現わ 住民//宗教 明確 不参加 自然保 護 消発権の供 環境保護の問 -
灰岩採掘 州政府 れない 施設/1同額 NGO/守 与/開発促 寺妾的圧力/被

//動植物生 院/被 害 進,採掘停 害者に助言
能 者 止を決定

エンダウロンビ 伐採業者/ 表に現わ 森林′′了地域 不明確 不参加 自然保 護 開発権の供 環境保言隻の問 -

ン森林伐採 州政府 れない 住民 NGO 与/開発促 接的庄力進,伐採停止を決定

ペナンヒル観光 観光開発企 明確 地域住民 明確 (将来 署 名活動 自然保 護 開発権の供 環境保護の間 -

開発 莱/州政府 の被薯) 参加 NGO 与/開発侭 接 的 圧 力,進,開発計 EⅠA を拒否画を棚上げ

ベライ工業団地 工業凹地複 不明確 漁業従事者 明確 陳情 に参 自然保護 謂発促進, 問題解決の助 -
廃水公害 数企業 加 NGO/′被 紛争解決の 言

害者 NGO ための事業を実施

テンペリンダム 連邦政府機 明確 森林///地元 不明確 (将 署 名活動 地元 NGO 開発権保持/

水力発矧 策;l発 関 住民 采の被害) 参加 開発促進,事業中止決定

ARE 産業廃棄 単一企業 明確 地域住民 明確 署 名活動 自然保 護 操業許可/開 高等裁判所/
物問題 /ハ ンス NGO./被 発促進 再高裁判所が
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である｡表では環境紛争における加害者,被害者

(NGOを含む),主に政府機関からなる公的機関の

関与を示した｡紛争関係者の役割に関して,以下に

それぞれの特徴を述べる｡

(1) 加 害 者

マレーシア環境紛争の6事例では,全て生産活動

が問題の原因になっている｡それらは鉱業,林業,

工業,サービス産業,電力などであるo中でもペラ

イ工業団地廃水公害,ARE産業廃棄物問題などは

近年顕著な工業化がその原因である｡

環境紛争では加害者は常に紛争の一方の当事者で

ある｡加害者が多数の企業活動から構成されている

のは,バ トウケイブ石灰岩採掘,エンダウロンピン

森林伐採,ペライ工業団地廃水公害などの事例であ

るO 逆に単一の企業活動が加害者になったのは,

ARE産業廃棄物問題の事例である｡加害者が多数

の場合は抗議の対象が明確になりにくいが,単一で

ある場合は加害者を意識 し紛争が生起 しやすく,責

任の所在が明確なので解決に向かいやすい要因にな

る｡たとえばペナンヒル観光開発,テンペリンダム

開発は比較的短期間で紛争が終結した｡

環境問題の直接的な加害者でなくても,開発認可

を供与する行政機関が加害者の背後に存在 し,加害

者と同様にみられることも多い｡それは州政府が管

轄するバ トウケイブ石灰岩採掘,エンダウロンピン

森林伐採,ペナンヒル観光開発の3事例,連邦政府

が管轄するテンペリンダム開発,ARE産業廃棄物

問題の2事例に共通している｡その場合抗議活動の

対象は政府機関である｡

幾つかの事例ではまだ顕在化 していない環境問

題,すなわち環境破壊の可能性とそれに対する恐れ

が紛争の発端になっている｡例えばペナンヒル観光

開発やテンペリンダム開発はその例である｡

(2) 被 害 者

環境紛争では被害者は常に紛争の他方の当事者で

ある｡被害者にも幾つかのタイプが存在する｡第1

の被害者のタイプは,地域の自然資源に頼って生計

を立てている住民である｡ペライ工業団地廃水公害

の事例では,地域の自然資源である海が汚染さjtた

ため, 漁獲量が減少 し漁業に従事する住民が被害者

になった｡この場合被害住民は紛争過程に参加 して

いる｡

第2の被害者のタイプは,健康や安全な生活が悪

影響を受ける一般地域住民である｡バ トウケイブ石

灰岩採掘,ペナンヒル観光開発,テンペリンダム開

発,ARE産業廃棄物問題などがこの例である｡こ

の場合被害住民は,バ トウケイブ石灰岩採掘を除い

て,紛争過程に参加 している｡バ トウケイブ石灰岩

採掘では被害住民は,採掘に従事する企業の被雇用

者でもあった｡

第 3の被害者のタイプは,自然の受益者あるいは

自然環境アメニティの享受者である｡これは広い意

味で自然環境が提供する便益の受益者と呼べるだろ

う｡事例では,バ トウケイブ石灰岩採掘における観

光客や一般市民,貴重な自然遺産を重視する市民,

ヒンドゥ教徒などであり,エンダウロンピン森林伐

採とテンペリンダム開発では貴重な自然遺産を重視

する都市の市民,ペナンヒ)i,観光開発では一般のペ

ナン地元市民であった｡これらの場合都市の自然保

護 NGOが中心になり,紛争過程に参加 している｡

(3) 政 府 機 関

政府機関には地方政府,州政府,連邦政府が存在

する｡地方政府は環境問題の生起する地元にあっ

て,地理的かつ人間関係において地域社会に近いた

め,環境紛争とその解決のために最も貢献するべき

存在である｡しかしいずれの事例においても,地方

政府は目立った役割を演じていない｡逆にペライ工

業団地廃水公害問題では,恐らく時間を安する地方

政府を嫌って,住民は州政府に陳情する行動を選択

している｡

州政府は土地,森林,水などの地域資源に行政上

の管轄と権限を有するため,環境問題の解決には最

も重要な存在である｡一般的に州政府は地域資源の

開発を促進 している｡事例において州政府は往々に

して,矛盾する立場に立たされている｡そjtは資源

利用を認可し利用権で税収を得て開発を促進する立

場 (加害者),そのために環境破壊を促進 していると

批判される立場 (当事者),仲裁者として環境紛争を

解決する立場 (仲裁者),などを同時に演じなければ

ならないからである｡事例から分かるように環境問

題が起きると,州政府は技術的な調査や種々の見解

を検討するために委員会を設置している｡それはバ

トウケイブ石灰岩採掘,ペライ工業団地廃水公害,

ARE産業廃棄物問題などの事例に共通 している｡

環境問題における連邦政府の最も重要な役割は,

環境局 (DOE)による環境アセスメントの評価であ

る｡その役割が顕著に発揮されたのはペナンヒル観

光開発の紛争である｡連邦政府は地域資源利i鋸こお

いて行政上の管轄と権限を持たないため,その権限

を持つ州政府の行政権限を犯さないよう注意深い行

動をとっている｡州政府に対する間接的な方法に



よって,連邦政府が環境保護の圧力をかけているこ

とが,いくつかの事例で観察できる｡バ トウケイブ

石灰岩採掘,エンダウロンピン森林伐採,ペナンヒ

ル観光開発などがその例である｡地域資源の利用か

ら得られる利益 (税収など)に左右されないため,

連邦政府はより客観的な立場を碓持することができ

る｡したがって連邦政府はこれらの事例では,相談

役,技術的な助言者,合意形成の支援者,といった

役割を演じているのである｡

半島マレーシアで電力生産は連邦政府の管轄であ

る｡そのためテンペリンダム開発では,連邦政府は

例外的に紛争当事者である｡

(4) 裁 判 所

事例のうち裁判所が仲裁者を演じたのはARE産

業廃棄物問題のみである｡多くの裁判の例にもれず

ARE問題では,紛争終結までに長期間を要してい

る｡バ トウケイブ石灰岩採掘では,裁判の被告席に

座ることを恐れた州政府が,紛争を終わらせること

を決定した｡裁判にはいたらなかったが,裁判の可

能性が紛争を終わらせたといえよう｡

(5) 非政府組織

非政府組織 (NCO)はほとんどの事例で重要な役

表2 紛争解決の過程
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割を演 じている｡NGOの役割として,環境問題を

行政当局や一般国民が知るように,働きかけること

が最も重要である｡そのためにNGOは,メディア

の利用,署名運動,公開質問状,セミナーの開催な

ど多様な活動を行なった｡また一般住民のあまり得

意でないこと,たとえば技術的な環境情報を収集分

析することや,訴訟のために法律的な支援をするこ

とも行なっている｡

一般の住民が主体的に動かない場合,NGOは支

援者というよりも当事者として活動している｡その

例はバ トウケイブ石灰岩採掘,エンダウロンピン森

林伐採,ペナンヒル観光開発,テンペリンダム開発

などである｡

2. 紛争解決の過程

事例について紛争解決の過程を整理したものが表

2である｡表では環境紛争の生起から終結に向かう

過程,すなわち環境紛争生起の契機,集合的な行動

の組織化,村加害者の運動,対社会の世論形成運

動,政府機関が提供する場での協議,その協議に必

要な環境 ･技術情報の提供,社会的合意形成の動

向,紛争終結の直接的契機などについて整理した｡

環境紛争の事例 紛争の端緒 集合的な行 対加害者の 社会遁動/ 協 議 の 場 環境情報 イ 社会的合意 紛争終結の

/契機 動の組織化 活動 世論形成/宣伝活動 (仲裁活動) ンプット 形成 直接的契械

バ トウケイブ石灰岩 採掘許可/ NGO結成 政府に陳情 署名活動､ 委 員 会 連邦政府環 訴訟行為の

採掘 採掘活動 政府に陳情 境局が環境観測 検討 (反対運 動 の 蓄樵)

ユングウロンビン森 伐採許可/ 既 存 NGO NGO に よ 署名活動// 難 し 連邦政府が 議会で試論 伐採許可期

林伐採 伐採活動 の活動 る 現 地 調 新開広告/ 現地調査､ し伐採 に反 限切 れ (皮

登､連邦 政府 による現地調査 公 開会議､政府に陳情 NGO が 現地調査 村 対遊動の蓄樵)

ペナンヒル観光開発 観光開発の 地 元 NGO 開発計画 を 署名活動 州 政 府 と ペナ ン科学 議会で試論 EⅠA の評価

覚書 (州政府と企業) 結成 批判 NGO の 協議､EⅠA の評価パネル 大学-NCO (反 対 運 動の蓄積)

ベライ工業団地廃水 漁獲の滅少 被 害 者 無 し メディアに 被 害 者 ペナ ン科学 NCO/州政 地 元 NGO
公 害 NGO結成 よる宣伝活 NGO と 州 大学が汚放 府の協議- /州政府の

動 政桁の協試 実態調査 代替案提案 協議-代替生計手段 の開発

テンペ リンダム水力 ダム計画発 全 国 NGO NGO が 政 テ ンペ リン 無 し 自 然 保 護 議会で談論 NGO に よ
発/LE開発 衣 結成､地元 府 と会見､ 宣言ノ/公開 NGO､連邦 る反対運動

NGGOの活 馴 背葉書送 質問状//セ 政府野生生 の番手凱 政

動 付 ミナ-開催/署名活動/ NGO の会読 .総 会で戟告 物局EⅠA 府 によるエネルギー需給計画 と環境配慮

ARE産業廃棄物 間 有害産業廃 地 元 NGO 道路封鎖/∫ 署名活動′/./ 連邦政府//′/NCO/′/連邦 撫 し 司法機関の

過 察物貯蔵の決定 の結成 署名活動/ハ ンス ト/デモ ンス トレーション ハ ンス ト//デモ ンス トレーション 司法機関 政府/企業 判決 (反対運 動 の 番晶十
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紛争解決の幾つかの過程に関 して以下にそれぞれの

特徴を述べる｡

(1) 環境紛争生起の契機

事例における環境紛争は,政府機関による開発許

札 あるいは開発企業による操業決定,などでその

端緒が開かjtているo例外は汚染被害が徐々に現わ

jtたペライ工業団地廃水公害である｡地域の環境問

題で最初に行動を始めるのは,被害者などの地域住

民やそのグ)i,-プである｡一般的に量初の行動は,

村民や市行政職員などを通 し,地方政府に対 して陳

情することである｡陳情の対象は行政機関に限 ら

ず,政治家である場合 も多い｡特に農相地域ではそ

の傾向が強い｡この行動による政府の反応が不満足

な場合には,州政府などさらに と級の行政機関に対

して陳情する｡ペライ工業団地廃水公害のように,

地方政府の反応Ctが遅いことは頻繁に起 きる｡

予想される環境悪化が不明確であったり,予想さ

れる被害者が不特定多数の場合には,地域住民でな

く自然保護関連の NGOが行動 を起こす｡そのよう

な事例は,バ トウケイブ石灰岩採掘,エンダウロン

ピン森林伐採,ペナンヒル観光開発,テンペ リンダ

ム開発などである｡そのようなNGOは行政当局に

対 して問題を提起するだけでなく,住民や一般大衆

の世論を動員するために行動する｡

(2) 集合的な行動の組織化

地域住民や関係者による最初の問題提起の後,解

決に向けた当局者の積極的な反応が見 られない場

令,次のプロセスは運動を組織化することである｡

一般的には幾つかの既存の NGOが協力して,直面

する問題に特定 した活動をするために,行動委員会

のようなグループを形成する｡このグル-プが紛争

の被害当事者になる｡このような組織化の目的は,

個々の運動エわ レギーを集めて,大 きな強力な運動

エネルギーを形成することである｡また運動当事者

の見解に対 して,社会的な正当性 を強化することも

目的であろう｡このような委員会の次の行動は,環

境問題に対する見解を表明するために,行政当局に

話 し合いを求めることである｡

環境問題を解決するためには,争点を明らかにし

て解決に向かうエわ レギーが必要である｡そのよう

なエわ レギーは,個々の被害者のエわ レギーが集ま

り,大きな社会的運動エネルギーとなることで形成

される｡環境破壊 に対する怒 り,生活侵害への怒

り,経済的不利益への抗議など,人間の感懐がこの

個々のエネルギーの中心源であろう｡その個々のエ

れ レギーを集めて,社会的な運動エネルギーを形成

するには,NGOや小股住民の参加が強力な支援 と

なる｡そのような参加や協力を得るには,被害者の

感情が伝 わる形のコミュニケーションが有力であ

り,そjtによって支援者にも運動エわ レギーが形成

されてゆく｡そのため被害者と支援者の ｢顔の見え

る｣関係やコミュニケーションが有効である｡事例

において地域住民などの被害者とNGOが,密接な

関係を維持 していることから,この運動エわ レギー

形成の過程が理解 される｡

(3) 対加害者の活動

環境問題の直接の加害者に対する被害者の抗議活

動はあまり見 られないoARE産業廃棄物問題の例

が最も先鋭な抗議活動である｡多 くの事例では抗議

活動は直接の加害者には向けられず,開発活動を許

可することにより,環境問題を引 き起こす加害活動

を可能にした,政府機関に向けらゴ1ることが多い｡

またそのような抗議活動は,住民救済の施策を実施

すべ き政府機関への陳情でもある｡

(4)世論形成のための社会運動とNGO

マスメディアを利用 して環境問題が広 く社会に宣

伝 された｡事例では活動報告や手紙を新開に投書 し

たり,機関誌で報道することが広 く行なわれた｡マ

スメディアを適 して問題の争点を明確にして,一般

国民の参加を求めることが行なわれた｡

直面する問題に特定 した活動をする行動委員会や

その他の環境保護 NGOは,運動 を先鋭化 しないよ

うに注意深 く行動 している｡事例をみるとNGOの

運動は,当局者 との話 し合い,当局に対する反対宣

言や公開質問状の提乱 宣伝活動のためのメディア

の利用,セミナーの開催,一般の支持を広げるため

の署名運動など多彩であったOなかでも署名運動は

最 も一般的な運動形態である｡

ARE産業廃棄物問題では例外的に運動が先鋭化

した｡道路封鎖,ハ ンガー ･ス トライキ,抗議デ

モ,裁判所-の提訴にまで運動がエスカレー トする

因粁な問題であった｡被害者の恐怖がそれだけ強

かったのであろう｡

(5) 行政当局による協議の場

環境問題が提起 された当初の行政当局の反応は,

自らの政策決定を正当化することであった｡事例で

はそのような反応が一一般的である｡この正当化が住

民によって受け入れられることはなく,意見の相違

や対立が解決されないまま争点 として残るが,率い

相互の意志疎通の回路が維持された事例は,ペナン

ヒル観光開発,テンペリンダム開発,ペライ工業団

地廃水公害,ARE産業廃棄物問題である｡



行政当局者の次の行動は,問題を客観的に検討 し

議論するための,委員会を設置することである｡そ

のような委員会には政府の関連専門諸機関が参加 し

て,問題の性格を明らかにし,情報を収集し,状況

を分析 し,技術的な検討を加え,場合によっては被

害者も含めて問題が議論される｡事例ではバ トウケ

イブ石灰岩採掘,ペナンヒル観光開発,ペライ工業

団地廃水公害,ARE産業廃棄物問題などであるが,

この種の委員会が明確に機能した例をみることは難

しい｡その後当局者は以前の決定を変更して,問題

は解決し紛争は終結するが,このような委員会での

議論も紛争終結に貢献 したのかもしれない｡この委

員会が有効に機能する仕組を作ることは今後の課題

であろう｡

(6)NGOによる環境情報の提供

自然保護 NGOが住民を支援する場合,住民が最

も不得意とする技術的,専門的な情報を提供するこ

とが行なわれた｡客観的な判断材料を紛争解決過程

に利用することは,行政当局や仲裁者にとっても必

要なことである｡この点で NGOや大学は重要な役

割を演 じたことが,エンダウロンピン森林伐採,ペ

ナンヒル観光開発,テンペリンダム開発,ペライ工

業団地廃水公害,ARE産業廃棄物問題などの事例

によって分かる｡ARE問題のように政府機関も環

境情報を提供 したが,それは往々にして開発側の情

報と考えられるので,住民に対する説得力がみられ

ない｡

(7) 社会的合意形成

社会的な合意形成は,先の ｢行政当局による協議

の場｣にも期待されるが,事例において合意形成の

実績は十分でない｡議会で問題が議論された事例が

ある｡しかし議会の議論が紛争終結の契機となった

ケースは6事例には見られない｡ペナンヒル観光開

発では,州議会の議論が紛争終結に多少貢献 したよ

うである｡

Ⅴ.結 論

環境紛争解決過程の分析で明らかになったことは

以下の特徴である｡環境紛争で直接加害者は紛争解

決の表面に現われないケースが多い｡例外はARE社

の事例である｡直接加害者よりも開発許可をした政

府機関が,紛争で批判される当事者になる｡最も多

いケースは活動の主役が地元住民の場合である｡被

害当事者である地元住民が活動団体を結成 し,地域

レベルか全国規模の自然保護NGOが,被害当事者を
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支援する役割を果たす｡この支援により形成された世

論に動かされて,政府機関が解決に応じるのである｡

すべての事例でNGOの役割が大きいことは高く評

価すべきである｡また州政府は一般に開発促進の立場

であるが,資源開発の利害をもたない連邦政府が,幾

つかの事例で環境保護の立場を維持して,開発と環境

保護のバランスを保つ役割を果たしていることも,マ

レーシアの行政機能として高く評価すべきである｡

紛争に関係する幾つかの関係者,すなわち加害者,

被害者,開発の立場,環境保護の立場,環境情報を

提供する立場,これらが協議する場が重要である｡

裁判は勝敗という結果が求められ,紛争は先鋭化か

つ長期化する傾向がある｡したがって紛争関係者が

協議 して,解決策を探る場が有効と考えられるが,

事例では協議の場が有効に機能した例は少ない｡関

係者の委員会あるいは公開フォーラムとして協議の

場を用意することが望ましく,今後の課題はそのよ

うな協議が有効に機能する仕組を創ることであろう｡

あ わ り に

本小論の環境紛争 6事例は,住民の主張がほぼ全

面的に受け入れられた事例である｡今後の環境紛争

解決過程の事例分析では,住民の主張が受け入れら

れなかった事例も研究べきである｡種々のタイプの

事例を分析 して,環境紛争を創造的に解決するため

に,有効に機能する社会システムを模索 しなければ

ならない｡本小論の基礎になった材料は,財団法人

国際開発センターが1992-93年度に行った,｢地域主

導の環境コンフリクト･マネージメント｣の調査結果

である｡環境紛争の6事例に関するデータの収集整

理には,マレーシア国際戦略研究所ロザリ博士 (Dr.

RozaliBinMohamed坤 AssistantDirectorGeneral)

の協力を得たことを記して感謝の意を表したい｡
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