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1.はじめに 

1.1研究の背景と目的 

本調査研究は、開発途上国の「持続可能な開発」の取

り組みとして近年着目されるエコツーリズムを取り上げ

る。一般的にエコツーリズムは、環境保全や地域経済へ

の効果が数多く報告される一方、地域住民の生活がない

がしろにされているという指摘も少なからずあり、様々

な議論がされてきた1)。調査対象集落のあるフィジー共和

国は、政府が中心となって、従来のリゾート観光に加え

村落部のエコツーリズムの振興を図ってきた2)。初期段階

では、国際機関による国立公園内での開発プロジェクト

が中心であった3)。しかし、フィジーの伝統文化を無視し

た開発による弊害4)や、小規模事業への支援不足5)などが

課題として指摘され、近年は、住民主導による取り組み

への期待が高まっている。そこで本調査研究では、住民

主導でエコツーリズムに取り組む三つの集落を事例調査

として取り上げ、その現状と課題を具体的にみることで、

今後のエコツーリズムのあり方を考察する。 
1.2 研究の位置づけ 

プランチ6)はフィジーのエコツーリズムの発展過

程を記し、政策の視点で現状の課題を明らかにした。

マラニ 3)はフィジーにおけるエコツーリズムを市場

価値の観点から定義付け、その特徴を整理した。ま

た他の文献7)8)9)では、国立公園での開発プロジェクト

に関して、開発プロセス、村落部への影響や、課題

について述べられている。一方、本調査研究の対象

集落のように、外部機関によらない住民主導のエコ

ツーリズムに関する研究は、フィジー共和国におい

てまだあまり取り組まれていない。 

1.3 研究の方法                               

研究方法は、まず文献調査によりエコツーリズム 

の評価軸(エコツーリズムの役割、住民の主体性、外 

部組織の関与)を設定し、現地調査でその視点からイ 

ンタビュー調査を実施、具体的な状況や課題を把握 

した。なお、調査対象集落(図 1.1)は、フィジー共和 

国ビチレブ島内のナタレイラ(Nataleira)村、コロバ 

(Korova)集落10)、及びナバラ(Navala)村で、各集落 

の調査日程は 2012年 10月 21～24 日(ナタレイラ村)、 

2012 年 10 月 2～5 日、及び 11 月 5～14 日(コロバ 

集落)、2013 年 8 月 14～17 日(ナバラ村)である11)。 

 

 

2.エコツーリズムの評価軸設定 

2.1 エコツーリズムの役割 

 ハニー12)によれば、1990 年頃にはすでにエコツー

リズムの基準や方策の枠組みが形成されている。そ

の背景には、1970 年代後期からの環境保全運動の高

まり、観光産業の拡大と環境や社会に対する意識の

向上、開発途上国における持続可能な開発への転換

があった。そのため、エコツーリズムは環境保全、

観光産業の新たな形態、持続可能な開発という多面

的機能を持つことが国際的に認識されている。この

ことから評価軸①を、「住民が地域資源を活用し、持

続性を考慮して取り組んでいること」と設定する。 

2.2 住民の主体性 

 テルファーら13)によると、村落部における観光開

発では、地元の文化や生活様式、自然環境などが市

フィジー村落部におけるエコツーリズムの実践と課題 
－ナタレイラ村・コロバ集落・ナバラ村の事例調査を通じて－ 
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図 1 調査対象集落の位置 
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場価値化され様々な影響がもたらされた。伝統文化

の再興や、所得の増加、環境保全といった村落部に

とってプラスのものがある一方、地域資源の搾取、

アイデンティティの喪失、外部者による住民支配な

どの悪影響も少なからずあり、主導権を地域社会に

移行することが大きな課題となっている。この課題

に対し、観光開発戦略が単に経済成長を目標とする

ことへの批判や14)、住民の能力開発15)、内発的発展

論に基づいた住民の自発的な取り組みの必要性16)へ

の主張がされてきた。このことから評価軸②を、「住

民が集落の生活向上を目的とし、主体となって自発

的に取り組んでいること」と設定する。 

2.3 外部組織の関与 

 集落の住民が主体となって起業するのは簡単では

ない。多くの支援機関や共同事業者の必要性が指摘

され、国際自然保護連合の出版物17)でも、エコツー

リズムの成功には、自然環境と保全機関、地域住民、

観光産業の三者間の協力が不可欠であり、共生関係

へと発展させるべきだとしている。そのため、外部

組織がそれぞれの役割を果たし、地域住民と協力し

合うことが必要である。このことから、評価軸③を、

「住民が外部組織との協力関係を築き、必要十分な

支援を得られていること」と設定する。 

 

3.調査対象集落のエコツーリズム取り組み 

3.1ナタレイラ村            

ナタレイラ村は、ビチレブ島北東部にあるタイレブ地

方の沿岸部に位置し、人口は約350人で世帯数は48戸で

ある。ナタレイラ村は、周辺のサンゴ礁地帯や、マング

ローブ林、また自然豊かな森林を活かしたツアーを企画

し、ナタレイエコロッジという宿泊施設を運営している。 

写真1 ナタレイエコロッジの宿泊施設 

（１）ナタレイエコロッジの運営の経緯 

 2000 年に村の出身者がナタレイラ村でエコツーリ

ズムを企図したことをきっかけに、観光客資源化を

図ることで次世代に文化や自然を残そうという提案

が集落会議で認められた。その後、政府から派遣さ

れたエコツーリズムの専門家の協力を得ながら、

2001 年にナタレイエコロッジを設立した。2007 年

には資金繰りが悪化して一旦経営破綻したが、2009

年 10 月に集落会議で再建が決まり、同年観光事業の

計画や人材開発を行う Sustainable Tourism 

International Ltd.（STIL）に事業再建計画を依頼、

政府の雇用創出プログラムによる資金援助のもと、

事業再建計画が進められた。STIL の今後の事業計画

では、エコロッジの規模を拡大する予定であるが、

住民の多くは現状維持を望んでおり、事業計画と住

民意思に齟齬が生じ始めている。                    

（２）住民や外部組織による運営状況 

 エコロッジの収入源はツアーのガイド料、宿泊料、政

府からの支援等である。収益の使途は18歳以上の全住民

が参加する集落会議で話し合い、主に学校の維持費とし

て使われることが多い。運営方針は政府から派遣された

エコロッジの支配人、集落上層部の住民、行政関係者で

構成されたエコロッジ委員会で話し合われ、支配人を中

心とした組織体系である(図1)。コーディネーターは環

境・保全活動を行うNGOや研究機関との調整を担う。

スタッフは十数人で、有志の村人が有給で働いている。

しかし、彼らは管理人の指示がなければ業務を行うこと

ができず、実質的に運営を支えているのは外部の管理人

である。一方で外部者である管理人は、集落会議に出席

できないため、集落住民との意見交換がしにくい状況に

ある。 

図2 ナタレイエコロッジの組織体系 
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3.2 コロバ集落 

コロバ集落は、首都スバにある南太平洋大学近く

の沿岸部に位置し、人口は約 45 人で世帯数は 7 戸で

ある。コロバ集落は 1990 年代にモゼ島から首都スバ

に移住してきた人々による新しい集落で、ビチレブ

島で唯一フィジーの伝統的カヌーであるダマカウ

(Camakau)を継承し、その復興活動を通じてエコツ

ーリズムに取り組もうとしている。 

写真 2 ダマカウ 

 

（１）ダマカウ復興活動の経緯 

コロバ集落の設立は、5 人のモゼ島出身者が、首都

スバで教育を受ける子供達と生活するために、1991

年に集落の開拓許可を受けたのが始まりである。集

落ではダマカウの技術を活かして、観光客対象のク

ルージングを運営していたが、航海中の事故などに

より活動を停止した。その後、1996 年頃に現在の首

長がダマカウをコロバ集落の若い世代に継承したい

という意志から、スバ市周辺で手に入る木材を用い 3

艇のダマカウを建設した。しかし、木材が航海に適

しておらず 5 年で使用できなくなった。2006 年には、

フィジー芸術評議会と南太平洋大学の依頼を受け、

メラネシアン芸術祭に出展した。2010 年からは、

NPOが主催する文化継承を目的としたダマカウレー

ス(Veitau Waqa)が開催され、コロバ集落の住民が参

加して注目を集めている。 

（２）住民や外部組織による運営状況 

コロバ集落の人々は、外部組織と協力してダマカ

ウの保存活動に取り組み、以前のようなクルージン

グ事業を再開したい意志があるものの、適切な運営

方法がわからないとのことであった。また、ダマカ

ウの胴体部分に用いる希少性の高い木材が、土産用

工芸品の原材として大量伐採されており、ダマカウ

の技術継承は難しい状況にある。 

3.3 ナバラ村 

ナバラ村は、バ地方内陸部の山岳高地に位置し、

人口は約 800 人で世帯数は約 120 戸である。フィジ

ーの村落部で唯一大半の住居が伝統木造建築ブレ

(Bure)を維持し、希少な集落景観や伝統的生活を活

かしたビレッジツアーを提供している。 

写真 3 ナバラ村の集落景観 

 

（１）ビレッジツアーの運営の経緯 

ナバラ村におけるビレッジツアーのきっかけは、

1970 年に集落を訪れたイギリス人から、初めて入村

料を受領したことに始まる。彼らの訪問目的は、ナ

バラ村に観光事業の展開を提案するためであった。

その後、集落会議で訪問者受け入れと入村料設定を

決定しビレッジツアーを開始した。1990 年頃から数

社の旅行会社がナバラ村へのツアーを企画していた

が、交通の便が悪いこと、内陸部への観光客が少な

いこと等により、2005 年頃からは Tourism 

Transport Fiji（TTF）という旅行会社のみが常時ツ

アーを運営する小規模な事業に留まっている。 

（２）住民や外部組織による運営状況 

ビレッジツアーの収益管理、観光客の入村管理、

旅行会社からの予約確認、担当ガイドの調整等は、

集落会議で選出される観光委員が担う。集落会議は

原則全員参加の集会で、収益の使途もこの場で話し

合われる。TTF を介した場合、ナンディ市内のホテ

ルからナバラ村へのツアー料金は大人 1 人当たり

228 フィジードル(日本円で約 12,540 円)であるが、

そのうちナバラ村は入村料25フィジードル及び昼食

代 15 フィジードルのみを得る。入村料は主に小学校

と集落の運営費に充てられ、昼食代はガイド役を担

当したグループに支払われる。ビレッジツアーの重

要な要素である伝統的住居の建設は、集落の共同労

働により成り立ち、毎年 3～5 月に数件の建替と修繕
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の更新作業が実施される。この期間は週の半分近く

が共同労働に割かれる。新築の家主は作業者への食

事を提供する経済的負担が大きく、一方で労働提供

者は遠方での資材確保という労働負担やサトウキビ

伐採等の出稼ぎ機会を逸することから、ブレの継承

に否定的な意見を持つ住民もいた。近年トタン等の

新建材を利用した住居も増え始めている。今まで外

部機関からブレ継承への支援を受けたことはなく、

伝統住居が持つ観光資源の希少性を認識していない

住民もいることから、将来の集落維持が危惧される。  

 

4.結論 

現地調査の結果をもとに、エコツーリズムの三評

価軸：①エコツーリズムの役割(住民が地域資源を活

用し、持続性を考慮して取り組んでいること)、②住

民の主体性(住民が集落の生活向上を目的とし、主体

となって自発的に取り組んでいること)、③外部組織

の関与(住民が外部組織との協力関係を築き、必要十

分な支援を得られていること)、の視点から調査対象

集落におけるエコツーリズムの取り組みを考察する。 

評価軸①：ナタレイラ村では規模拡大、コロバ集落

では技術伝承及び材料調達の問題、ナバラ村では伝

統的住居維持の経済的負担という点が確認され、持

続的運営に課題が見られた。この要因として、資源

の運用管理が不十分であることが挙げられる。 

評価軸②：ナタレイラ村では住民の意思と事業計画

との齟齬、コロバ集落では情報不足、ナバラ村では

旅行会社との利益配分に大幅な差が見受けられ、住

民が主体となれていない。この要因として、外部組

織と集落の立場が不平等であること、また住民の能

力開発が不十分であることが挙げられる。 

評価軸③：ナタレイラ村ではスタッフへの教育、コ

ロバ集落では事業化への情報提供がないこと、ナバ

ラ村では伝統的住居維持の助言等が得られていない

ことから、外部組織から必要十分な支援を得られて

いない。この要因として、外部組織間の連携が弱い

こと、及び住民と外部組織との意見交換が不十分で

あることが挙げられる。また、ナタレイラ村と他 2

村の相違点から、様々な外部組織の支援を得ること

で、資源活用が多様化する一方、集落住民の事業能

力を超える規模拡大が懸念されることがわかった。

そのため、持続的なエコツーリズム運営の観点から

住民主体の運営に適した規模設定を行う必要がある。 

 以上より、今後の課題として住民の主体的な取り

組みに向けた能力開発、及び集落住民と外部組織が

対等な立場による事業運営、伝統に基づきながら地

域資源を適正規模かつ多様に活用することが必要と

考えられる。         
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