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インドネシアにおける廃棄物堆肥化技術をめぐって

　本論文は、インドネシア東ジャワ州スラバヤ市で日本人技術者が開発した廃棄物堆肥化技術の事
例を通じて、インフラ／バウンダリーオブジェクトというテクノロジーの二つのモードの差異を明
らかにするものである。スーザン・L・スターのインフラストラクチャーの議論はバウンダリーオ
ブジェクト論と連続性があり、前者は後者の発展型とされる。しかし、両者の間には解釈の対象と
しての象徴と、実践の対象としての道具という断絶が存在しており、インドネシアでの開発事業で
新たに誕生した生ゴミ堆肥化技術の事例の分析からこのことを明らかにする。スハルト政権崩壊後
に発生した埋立処分場の反対運動をきっかけに、スラバヤ市は深刻なゴミ問題に悩まされた。これ
に取り組む開発プロジェクトが開始され、日本人技術者が開発したコンポスト手法がひとつのテク
ノロジーとして結実するに至った。このテクノロジーはスムーズに開発に成功したが、その後のイ
ンフラ化で困難に直面している。この事例から、スター的な協働のネットワークが長期の時間性に
耐えなければならないという問題を抱えていること、テクノロジーが確固とした象徴的価値を獲得
しなければならないことを議論する。
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Ⅰ	 序論

１　本論文の視座
　近年、アメリカ文化人類学を中心にインフラス
トラクチャー（以下インフラと省略）についての
人類学的研究が盛んになっている［Larkin	2013；
Harvey	et	al. (eds.) 2017］。生政治概念に代表さ
れるフーコーの統治性の研究［フーコー 2007］
や科学技術社会論（STS）の勃興、そして「存在
論的転回」としばしば称されるストラザーンやラ
トゥールの研究［Henare	et	al. (eds.) 2006；春
日（編） 2011］へと人類学の理論的潮流が変化し、
社会や文化の構成要素でありそれらを生成するも
のとしての技術そのものが研究の対象とされるよ
うになった。
　しかし、現在「インフラストラクチャー」の名
を用いた研究は膨大な数にのぼり、インフラと名
付けられる対象の範囲はあまりに広いため、それ
らを共通の議論に基づく統一した研究と考えるこ
とはほとんど不可能に近い。カルチュラル・アン
ソロポロジーのインフラ特集における、「インフ
ラストラクチャーとは財、知識、意味、人、力の
循環を可能にするシステム」［Lugo	and	Lockrem 
2012］という定義はあくまで暫定的なまとめで
あって、この定義が具体的な事例から検証される
わけではない。
　この何もかもがインフラになってしまうかの
ような現在の研究状況は、「インフラストラク
チャー」という言葉そのものにも一因がある。
1984年にインフラストラクチャーの語源を調査
したバットが当時、多くの人がこの「醜い新造語

（monstrous	neologism）」の語源を知りたがったと
述べたように、インフラという単語が現在の意味
として一般化したのはわずか30年余り前の1981
年１）のアメリカであった［Batt 1984：１］。この
年に出版された『荒廃するアメリカ――インフラ
ストラクチャーの衰退』［Choate	and	Walter	1981
（1982）］という著作で、ニューディール期に建
設された橋梁や道路の崩壊が続出していると警告
され、ニュースメディアも加わって大きな問題と
なったのである。その後、橋や道路だけでなく、
水道や電力、あるいは医療や教育といった様々な
ものにインフラという言葉が適用されるように
なっていった［Batt 1984］。こうした歴史的経緯

からもわかるように、あらゆるものをその語義に
含めてしまう拡張的であいまいな単語がインフラ
なのである。
　本論文では議論を明晰にするため、スーザン・
L・スターのインフラ理論に依拠した上で、イン
ドネシアのT式コンポストという事例を検討し、
彼女の理論の批判的再検討を試みる。よってここ
での「インフラストラクチャー」とはあくまでス
ターの概念であり、インドネシアの事例ではある
が、インフラ投資が政策の目玉となったジョコ
ウィ政権の現在において、インドネシア人研究者
が報告書やシンポジウムで自らの調査に関連付け
るよう追い立てられているような、インドネシア
における「インフラストラクチャー」概念はここ
では取り扱わない。そのように限定されたインフ
ラの議論であることに留意されたい。

２　スターのインフラ理論の検討
　スターのインフラストラクチャーについての議
論において最も興味深い点は、その定義にある。
彼女によれば、「インフラとは何か」という問い
は不適切である。エンゲストロームの道具につい
ての議論［Engeström 1990］を援用し、モノはあ
らかじめ道具として存在するのではなく、人間の
実践と接続することで初めてモノが道具になる以
上、インフラもまた人間の活動との関係性の上で
成立しているとスターは述べる。そのため問われ
るべきなのは、「いつインフラなのか」という形
式である。つまり、インフラとは特定のテクノロ
ジーが人々の間に結ぶ関係が分析の焦点となるの
であり、そのテクノロジーが人々にとって当たり
前の存在となっている状態がインフラであると定
義した。徹底した関係論を通してアプローチする
のが、スターの議論の特徴なのである［Star	and	
Ruhleder 1996］。
　人々の実践の中で当然のものとされている状態
であるインフラにはどのような特徴があるのだろ
うか。スターとルーレダーは、90年代初期に開
発されたが結果的にはあまり成功しなかった、線
虫データベースという情報インフラの調査から、
インフラには少なくとも八つの特徴があると主張
した。①埋め込み、②透明性、③距離や範囲の越
境、④メンバーシップの一部としての学習、⑤実
践の慣習との連関、⑥標準の具体化、⑦既存の基
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礎からの形成、⑧崩壊による可視化という特徴で
あ る［Star	and	Ruhleder	1996；Star 1999］。 こ
の議論から、スターのインフラ理論には実践共同
体論が理論的前提にあることがうかがえる［Lave	
and	Wenger	1991（1993）］。線虫データベースの
開発の分析を通じて彼女らは、データベースにお
ける開発者と使用者という二つの実践共同体の間
のズレからインフラの特徴を抽出しているのであ
る。インフラが当たり前のものとして問題化され
ていないため、二つの実践共同体の比較から何
が問題化されており何がそうでないかを発見する、
というのが彼女らの戦略である。
　スターがインフラの特徴について主張した議論
が想定しているのは、あるテクノロジーに対し
て複数の社会集団（実践共同体）が関わってお
り、しかも社会集団とテクノロジーの関係性がそ
れぞれの集団ごとに異なっているという状況であ
る。このモデルは、インフラ理論と密接に関連し
ているもうひとつの彼女の議論である、バウンダ
リーオブジェクト（boundary	object）理論を参照
することでより明確になるだろう。彼女と共同研
究者のグリーセマーは、20世紀初頭のカリフォ
ルニア大学バークレー校脊椎動物博物館の設立と
いう事例から、複数の異質なアクターが協働して
科学活動を行うことを可能にするモノとして、バ
ウンダリーオブジェクトが存在することを指摘し
た［Star	and	Griesemer 1989］。複数のアクター
が関心の翻訳によってネットワークが構成される
ことで科学的事実や技術的人工物が成立するとい
うアクターネットワーク理論を引き継ぎながら
も、科学者や技術者といった特権的なアクターが
必須の通過点（obligatory	passage	point）となっ
て、他のアクターを巻き込んでいくというモデル

［Callon 1986］を彼女らは否定する。そうではな
く、標本・地図・博物館といった複数のオブジェク
トが、設立者・パトロンの資産家・ハンターなど
のそれぞれのアクターの観点にしたがって、進化
論の証明・自然保護・金銭的利益などに解釈され
ることによって協働が可能になると主張した。こ
うした協働のために解釈の柔軟性を残したモノを、
スターとグリーセマーはそれぞれのアクターの社
会的世界（social	worlds）の境界にあるモノとし
てバウンダリーオブジェクトと呼んだのである。
　この複数のアクターに異なる複数の社会的世界

があるという議論は、ラトゥール、カロンのアク
ターネットワーク理論とは明らかに異なってお
り、これはスターが象徴的相互行為論というアメ
リカ社会学の影響下にあることが挙げられるだろ
う２）。関心の翻訳を通じたネットワークによって
社会的なもの（the	social）が生まれ続けるという
ラトゥールのモデルからは、アクターたちが最初
から複数の社会的世界を持っているという発想は
ありえない［Latour 2005］。スターの用いている
「社会的世界」という言葉がアンセルム・ストラウ
ス［Strauss 1978］の引用であることから明らか
なように、この発想は、アクターがオブジェクト
に対してシンボルとしてそれぞれ解釈することに
よって相互行為がなされているという、象徴的相
互行為論に由来している。そこからスターは合意
なき協働という科学実践のあり方を描き出したの
である。
　このバウンダリーオブジェクト理論とインフラ
理論は密接に関わっており、インフラとバウンダ
リーオブジェクトは発展段階の違いとされてい
る。いくつかのバウンダリーオブジェクトが集積
し、このオブジェクトが標準化されシステム化さ
れることでバウンダリーインフラストラクチャー
（boundary	infrastructure）に発展するというモデ
ルを、スターと共同研究者のバウカーは主張した
［Bowker	and	Star 1999］。また、バウンダリーイ
ンフラストラクチャーとして標準化されたシステ
ムからこぼれおちるような対象が新たにバウンダ
リーオブジェクトとして問題化され、そしてまた
再び新たなバウンダリーインフラストラクチャー
が組み直されるといったサイクルがあるとした
［Star 2010］。この議論からも、インフラを複数
アクターが強制力によらない自生的な協働によっ
て成立する状態として、モデル化していることが
明らかである。多様なアクターによる協働によっ
て構成され、同時にアクターの協働を可能にして
いるテクノロジーの状態がインフラであり、アク
ターの実践に取り込まれて不可視の状態になるの
である。
　協働の産物として生じるバウンダリーオブジェ
クトが集積や標準化を通じてスムーズにインフラ
になるかのようにスターは描いているのだが、テ
クノロジーの開発段階で生じるバウンダリーオブ
ジェクトとしての性質と、その後の普及段階にお
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けるインフラという性質の間の連続性は自明なも
のなのだろうか。スターのモデルでは、テクノロ
ジーにおける協働という存在のあり方はいつまで
も変わらずに長期間耐えると想定されている。科
学的知識がブラックボックスとなり普遍かつ不変
の真理となって流通していくとしたラトゥール

［Latour	1987（1999）］のように、スターもまたバ
ウンダリーオブジェクトにおけるネットワークが
ブラックボックスとなった状態をインフラと呼ん
でいるかのようである。しかし、テクノロジーは
科学的知識のように普遍かつ不変の真理として永
遠に存在するのではなく、具体的な部品を持つ実
体として、やがて磨耗し朽ちていくプロセスを抱
えている。あるテクノロジーがひとつのテクノロ
ジーとして確固とした実在になり、どのように使
われるのかをスターのインフラ理論は捉えている
のだが、そのテクノロジーがいかにインフラとし
てあり続けることが可能なのかという論点が、彼
女の議論には希薄なのだ。使用者の観点からその
テクノロジーをいかに使うかあるいは使わないか
という問いにインフラの議論が変換されており、
そのテクノロジーがいかに維持（メンテナンス）
されているのかという問いが残されているのであ
る。この問いは、言い換えれば、スターにおいて
は区別されていない短期／長期という時間性の観
点をインフラに導入し、長期の時間性に耐えうる
テクノロジーとしてインフラを捉えなおすという
ことでもある。つまり、本論文は「バウンダリー
オブジェクトとインフラの違いは何か」に取り組
むものである。
　維持という論点が希薄なことは、スターが研究
した具体的な事例によることも大きい。スターお
よび共同研究者のルーレダーやバウカーは、イン
フラの議論を、線虫データベースやICD（国際疾
病分類）や南アフリカにおける人種といった分
類システムの研究から導き出している［Star	and	
Ruhleder	1996；Bowker	and	Star 1999］。こうし
た分類システムでは、一度カテゴリーとして確立
したならば、生物学者の研究活動や医療活動、あ
るいはアパルトヘイト政策といった、実践活動に
おける認知枠組みの基盤としてその都度引き出さ
れるのであり、認知カテゴリーの変化はあっても
メンテナンスという事態は生じにくい。だが、イ
ンフラとは分類システムだけに限定されるもので

は当然なく、他のテクノロジーにおいては維持と
いう観点は最も重要な問題でさえある。データ
ベースや分類システムではないテクノロジーから
は、バウンダリーオブジェクトとインフラの間の
連続性ではなく、むしろ断絶がしばしば浮かび上
がってくる。次節以降では、T式コンポストとい
う、インドネシアのスラバヤで日本人によって開
発されたテクノロジーを事例として分析すること
で、両者の断絶の間に横たわる困難を論じていく。

３　スラバヤ市におけるゴミ問題
　筆者は、2015年９月の１ヶ月間および2016年
４月から2018年３月までの２年間、インドネシ
ア共和国東ジャワ州スラバヤ市に滞在し、現地に
おけるゴミ問題および環境問題についてフィール
ドワークを行い、また日本における関係者にイン
タビューを行った。スラバヤは、首都ジャカルタ
に次ぐインドネシア第二の大都市であり、経済的
にも第二の中心地である。地理的にはジャカルタ
と同じジャワ島の、北岸地域東部に位置しており、
人口は300万人を超える規模を誇っている。
　スラバヤにおいてゴミ問題が深刻な問題となっ
たのは2001年からである［Ashadi 2012］。アジア
経済危機以降の混乱の中で、30年以上権力の座
にいたスハルト大統領が1998年に辞任し、イン
ドネシアは改革（reformasi）の時代を迎えた。こ
れまで抑えられていたデモや抗議活動が頻発する
ようになり、そのひとつにスラバヤの埋立処分場
問題があった。スラバヤ市政府は1982年からク
プティ地区で埋立処分場を運営していたが、周辺
住民は悪臭や汚染排水の問題に悩まされており、
抗議運動を起こしたのである。2001年10月に対
立は頂点に達し、彼らは実力で処分場の入り口を
封鎖して、収集車の搬入をブロックした。その結
果、市内には収集されなくなったゴミが溢れ、あ
ちこちに大量のゴミの山が発生したのである。こ
の緊急事態の中で、当時のスナルト市長は健康問
題を抱えて海外で治療を受けており、市長の不在
で市政は大きく混乱した。２週間後、副市長が、
市街地から離れたブノウォ地区に建設中であった、
新たな処分場へのゴミの運搬を指示することでゴ
ミ問題は沈静化したが、市長はこの問題を中心と
した市政の責任を追及され、2002年１月の市議
会の決議によって辞任することとなった。この問
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題の背景には、スハルト体制期から市長であった
軍人出身のスナルトと反スハルトで議会多数派の
闘争民主党出身の副市長バンバンとの政治的対立
があったとされ、クプティの抗議活動にも闘争民
主党の活動家が加わっていたと噂されている。
　どのような政治的背景があったにせよ、スナル
トに代わって市長に就任したバンバンもまたゴミ
問題に取り組むことが求められた。新しく開設し
たブノウォ処分場は、かつてのクプティ処分場に
比べると面積が狭く、当時のゴミの排出量から、
計算上は数年以内に満杯になると予想されていた

［Premakumara 2012］。そのため、新市長率いる
スラバヤ市政府にとって、「ゴミをいかに削減す
るか」という形でのゴミ問題が市政の重要な課題
のひとつとなったのである。こうした背景のもと、
北九州市との協力による生ゴミ堆肥化プロジェク
トが開始され、「T式コンポスト」というテクノ
ロジーに結実することとなる。

Ⅱ	 事例説明

１　T式コンポストの概要
　T式コンポストとは何か。この問いはT式コン
ポストの多重性として後述していくが、この節で
はT式コンポストの日本での特徴を説明し、開発
の経緯を論じていく。
　T式コンポストとは、北九州市在住のT氏に
よって開発された、生ゴミの堆肥化手法のことで
ある。そのためT式と開発者の名前が冠されてい
る。生ゴミから堆肥（コンポスト）を作るという
実践は古くから行われてきているが、この手法の
特徴は地域の発酵菌を活用することにあるとされ
ている。通常の堆肥化では生ゴミの破砕・水分量
の調節を行うほかは特定の菌の投入は行わないの
だが、T式コンポストでは水分量の調節を兼ねて
意図的に発酵菌の投入を行う。また、投入される
発酵菌は市販されている微生物資材ではなく、発
酵食品や野菜・果物の皮に存在する乳酸菌、腐葉
土に生息する放線菌や担子菌などの、地域にあ
る微生物を用いる点がT式コンポストを他の堆肥
化手法と弁別する特徴とされ、こうした発酵菌は

「NM（Native	Microorganism：土着微生物）」と名
付けられている。具体的な手法としては、発酵食
品を砂糖水に、野菜・果物の皮を塩水に加えて数
日置くことで発酵液を作成し、米ぬかと籾に混ぜ

込んだものを発酵床として、そこに細かく切った
生ゴミを投入し、１日１回空気を入れるためにか
き混ぜる、という手順になっている。NMを用い
た発酵床を使用して水分調整することによって通
常の堆肥化よりも臭いを減らし、発酵期間を短縮
することができる点が利点とされている。T式コ
ンポストは、スラバヤでの生ゴミ堆肥化プロジェ
クトの中で開発された手法であり、このプロジェ
クトの最大の成果とされている［前田 2010］。

２　プロジェクト開始までの経緯
　スラバヤのプロジェクトは、公益財団法人北九
州国際技術開発協会（KITA）による、プスダコ
タというNGOへの堆肥化技術の移転という形式
で行われた。北九州市とスラバヤ市との間の交流
は1992年にさかのぼる。高度経済成長期に深刻
な公害が発生し、克服に取り組んだという経験を
持つ福岡県北九州市は、1980年にKITAを設立し
た。当初は企業OBによって海外研修生に研修を
実施する機関として設立されたが、やがて研修生
受け入れだけでなく、中国の大連など国外での講
習会や環境政策の立案支援などを行うようになっ
た。こうした国際環境協力には北九州市からの出
向者が携わり、国際的な自治体間協力の実績を積
み上げてきたのである。その結果、1990年には
UNEP（国連環境計画）が主催する賞であるグロー
バル500を自治体として初めて受賞し、1992年に
リオデジャネイロで開催された国連環境開発会議
（UNCED）にも招聘された。このリオ・サミット
において北九州市と同様に招聘されたのがスラバ
ヤ市であり、この時から両者の交流が開始された
のである。その後も北九州市は環境関連の国際協
力に精力的に取り組み、1997年にはアジア環境
協力都市会議ネットワークを設立した。スラバヤ
市もそこに加わり、1999年からは研修員受け入
れや専門家派遣などの本格的な開発協力を始めた
のである。
　あらかじめこのような素地が存在していたため、
スラバヤのゴミ問題が発生した際も、スラバヤ市
の相談を受けた北九州市が支援の取り組みを始め
た。2002年には国際協力銀行（JBIC）の資金を
活用して調査を行い、スラバヤの清掃局（Dinas	
Kebersihan）との会合の結果、生ゴミの堆肥化へ
とプロジェクトの方針が固まっていった。それに
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はいくつか理由が挙げられる。第一に、家庭ゴミ
の組成分析の結果では生ゴミが半分以上を占めて
いたことから、ゴミの削減に効果があるのは生ゴ
ミ対策だろうと考えられていたことが挙げられる。
また、ゴミ処理の方法として最終処分場に埋め立
てる以外に、採りうる実効的な手段が堆肥化しか
なかったことも指摘できる。当時ごく小規模な焼
却施設を複数建設してゴミの削減を図っていたが、
焼却のための燃料が頻繁に横流しされたために機
能していなかった。こうした状況では、破砕機な
どの簡単な設備のほかは人手があれば可能な堆肥
化は、ほぼ唯一の手段と言ってよかった。さらに、
NGOや活動家による環境運動がスラバヤにおい
ても盛んになっており、いくつかのNGOがゴミ
問題の解決策として生ゴミの堆肥化に実際に取り
組んでいた。その結果、北九州市側が主導する形
で堆肥化へと方向性が決まり、日本から堆肥化の
専門家を派遣して指導を行うという具体的な提案
も固まっていった。
　しかし、当時のスラバヤ清掃局は人材も限ら
れていたため、行政ではないアクター、つま
りNGOをカウンターパートとすることになっ
た。そこでスラバヤ市が紹介したのが、プスダ
コタ（Pusdakota）であった。プスダコタは私立
スラバヤ大学に所属するLSM（Lembaga	Swadaya	
Masyarakat：社会自助団体）である。インドネシ
アにおいてNGOに相当する組織は通常LSMと呼
ばれており、社会の周縁的な人々の問題を解決す
るのを援助する組織であるとされている。プス
ダコタもまた、その名が「都市コミュニティエ
ンパワーメントセンター（Pusat	Pemberdayaan	
Komunitas	Perkotaan）」の略であるように、スラ
バヤ大学講師であった代表が学長の認可のもと、
大学周辺の住民の生活改善を目的に2000年に設
立したLSMである。スラバヤ大学財団に位置づ
けられたため大学当局から自律的な活動が可能に
なり、アジア通貨危機による経済状況の悪化に苦
しむカンプン３）住民と協力して彼らの経済問題の
改善に取り組もうとした。だが、話し合いの結果、
住民が最も解決を求めていたのはカンプンに溢れ
るゴミの問題であった。そのため、プスダコタは
住民が分別したゴミを集め、生ゴミを堆肥化する
取り組みを始めたのである。
　当初、プスダコタ側はプロジェクトに否定的で

あった。当時の雰囲気では、行政のプログラムに
加わるのは腐敗した政府と結託して税金を不正に
得ることだという認識があり、関わるべきではな
いという感覚があったという。また、自分たちの
堆肥化の取り組みは基本的にはうまくいっている
とも考えていたからとのことであった。だが、北
九州市側はプスダコタとの協力を引き出すために、
彼らを北九州市に招聘して研修を行った。北九州
市の関係者によれば、日本での研修は誰もが喜ぶ
ため、開発協力において関係を築くための「常套
手段」だという。プスダコタもまた、２名のメン
バーが北九州市を訪問してコンポストの事業を見
学した結果、自分たちの取り組みが不十分である
と感じ、北九州市側と協力してプロジェクトを始
めることを決めたという。
　プスダコタをカウンターパートにすることが決
まり、いくつかの開発協力プログラムに申請した
結果、日本の環境省による地球環境基金の助成に
採択され４）、2004年から2007年の間にプロジェ
クトが実施されることになった。日本側の中心と
なったのが北九州市職員のI氏と、堆肥化の専門
家であるT氏の２名である。I氏は北九州市の環
境局からKITAへ出向しており、2002年の調査や
助成の申請などに関わったこのプロジェクトの初
期からの中心的な人物であった。I氏は実地調査
をする中で生ゴミを堆肥化する案を思いつき、北
九州市在住のT氏を迎え入れたのである。
　T氏は、火力発電所の運転・メンテナンスを行
う企業に勤める民間の技術者である。彼はもとも
とコンポストの専門家ではなく、水質や大気の濃
度を測定するといった化学分析の仕事を行ってい
た。しかし、2000年にT氏が企業の新規事業開
発の担当になったことで転機が訪れた。当時食品
リサイクル法が施行されるなど、食品リサイクル
が政府の支援のもと本格的に日本で実施されるよ
うになっており、T氏もこの流れの中で、新規事
業として一般廃棄物のコンポスト事業を提案した
のである。T氏は以前から北九州市の循環型農業
システム研究会に参加していたため、生ゴミでコ
ンポストを作り、北九州市の有機農家に利用して
もらうというプロジェクトを始めた。文献調査や
有機農家から聞き取りをした後、会社から提供さ
れた新規事業開発資金を使用して生ゴミの堆肥化
に取り組み、様々な失敗を経験しながらT氏は堆
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肥化技術に習熟していったという。やがて研究会
に加わっていた北九州市環境局の職員に紹介され、
200世帯を対象にした生ゴミ堆肥化のモデル事業
に関わるようになり、その頃には環境局など関係
者の間では北九州市におけるコンポストの専門家
として知られるようになっていた。このような経
緯から、T氏はスラバヤの生ゴミ堆肥化プロジェ
クトに技術面での専門家として参加したのであっ
た。2002年の調査事業の最後の渡航にT氏も参
加していたが、本格的に関わるようになったのは
2004年のプロジェクト開始からであった。現地
カウンターパートであるプスダコタに技術移転を
するという枠組みのもと、T氏とI氏は３ヶ月ご
とに１週間ほどの頻度でスラバヤを訪れ、プスダ
コタと共に生ゴミからコンポストを作る事業の改
善に取り組んだ。
　プスダコタは、周辺のカンプンの中でも住民で
ゴミの分別を行うと確約したあるRT５）と協力関
係を結んでおり、生ゴミとそれ以外に分別された
ゴミを仕切りで分けたリヤカーで回収し、生ゴミ
をプスダコタの敷地でコンポストにしていた。だ
が、問題になったのがコンポストから発生する悪
臭であった。ひどい悪臭が頻繁に発生し、その都
度プスダコタは周辺住民の抗議を受けており、苦
肉の策として完全な密閉容器に生ゴミを入れるよ
うにしたがそれでも悪臭の問題は解決しなかった。
そのためプスダコタが北九州市側に最初に伝えた
のが、コンポスト技術は十分なので脱臭技術だけ
欲しいということであった。もちろんプスダコタ
側もコンポストのやり方が不十分なため悪臭が発
生するということをすぐに理解したが、T氏とI
氏は何よりもまず悪臭という問題に対処すること
が求められたのである。

３　プロジェクトにおけるT式コンポストの成功
　最初に彼らが始めたのは、プスダコタが運営す
るコンポストセンターの改善であった。週２、３
回の収集時点で生ゴミは腐敗しており悪臭を放っ
ていたため、改善策をひとつひとつ作り上げて
いった。ひとつは農作物の収穫コンテナに発酵液
と生ゴミを入れて数日間積み上げるようにしたこ
とであり、これによって悪臭が発生しやすい嫌気
発酵ではなく、悪臭が発生しにくい好気発酵を促
すようにした。また、他には水分や温度の管理を

より厳密にし、切り返し６）の頻度も１週間に１度
から２日に１度にするなど管理を徹底することで、
悪臭を減らしてより効率的に発酵が進むようにし
た。
　この中でT式コンポストの構成要素に結実した
ものとして最も重要なのは、発酵菌の利用であっ
た。当初はスラバヤで入手できる微生物資材を利
用していたが、特定の商品を利用することはその
商品を推奨することであり、このプロジェクトの
ような開発協力では特定の企業を推奨するべきで
はないという考えから、一般に手に入る発酵食品
の利用に切り替えた。発酵食品の菌を追加すると
いうアイデアは、T氏が北九州市でコンポストを
製造していたある有機農家から聞いていたとい
う。その有機農家は、ヨーグルトなどから乳酸菌
を増殖させた液を追加していたという。また、日
本にも納豆菌や乳酸菌を配合した微生物資材があ
り、そのことも念頭にあったという。そこでスラ
バヤで入手できる菌を用いて、コンポストに配合
するという試みを始めたのである。牛の吐瀉液な
どといった試行錯誤を経たのち、ヨーグルトのほ
か、ジャワでよく食べられている発酵食品である
テンペとタペを用いることとなり、砂糖水によっ
て増殖させた発酵液を米ヌカおよび籾殻と混ぜた
種コンポスト（発酵床）を作り、生ゴミと混合さ
せるという手法を確立したのである。T氏によれ
ば、こうした発酵食品を利用する目的は、堆肥化
のスピードを上げることよりも、むしろ悪臭の対
処にあるという。堆肥化のプロセスでは発酵臭が
発生するが、身近な発酵食品の微生物が分解プロ
セスに加わることで、堆肥化によって発生する臭
いが発酵食品の匂いに近づき、嫌悪感が薄れるの
である。こうした改善策を施すことで、プロジェ
クト前は３ヶ月ほどかかっていた堆肥化のプロセ
スが２週間ほどに改善されたのである。この手法
は、生ゴミを入れたコンテナケースに積み上げて
管理することから、TSM（T	Susun	Method）７）と
プロジェクトにおいて呼ばれるようになった。
　しかし、プスダコタがRT住民から生ゴミを回
収した時点ですでに腐敗が進んでいたため、悪臭
の問題はどうしても完全に解消することはできな
かった。また、腐敗した生ゴミを扱うことの衛生
問題やプスダコタのメンバーの忌避感もあった。
そのため、プロジェクトの次の段階として、ゴミ
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の発生源である家庭の段階でコンポストを作るこ
とを試みたのである。そこで手頃な容器を探した
結果、高さ数十センチのプラスチック製ランド
リーボックスが適当だろうということになり、コ
ンポストがこぼれないように内側に通気性のある
カーペットを貼り付けた装置を考案したのである

（図１）。後にカーペットは安価で汎用性のある段
ボールに置き換わっていった。この試作品をプス
ダコタの活動するRTの家庭に頼んで試用しても
らった。試作品の反応はよく、細かく刻んだ野菜
クズなどはこのコンポスト装置に入れれば、翌
日には分解されて野菜クズとしての形状が消失す
るため、そのスピードは感心されたという。そこ
で、この装置を多数作成して住民に配布するよう
になった。この家庭用コンポスト手法は、TSM
と対比する意味でTHM（T	Home	Method）とプロ
ジェクト内では呼ばれるようになった。また、プ
スダコタはセミナーを開き、THMを他の団体に
も教授していった。この装置に反応したのがスラ
バヤ市政府であった。この装置はゴミ削減の有効
な手法として注目され、スラバヤ市の予算による
支援の下でスラバヤ市内のRTに配布されるよう
になった。
　この家庭用コンポスト装置が注目されるように
なるにつれて、一連の改善策はひとまとまりの

「テクノロジー」としてパッケージングが意図さ
れるようになっていった。特定のテクノロジーと

して名前がつけられるようになったのである。具
体的なテクノロジーにしようと積極的だったのは
技術者のT氏ではなく、むしろ北九州市環境局の
I氏だったという。コンポストに添加する培養し
た発酵食品の菌を、一種の固有名として「NM」
と名付けたのもI氏である。当初I氏は、発酵食
品による菌をT氏の名前をとって「T菌」と命名
しようと提案したが、T氏が否定的だったために
NMと名付けたという。T氏からすれば、発酵菌
の利用や堆肥化の手順はT氏の全くのオリジナル
ではなく、日本の有機農家の実践を応用したもの
であり、また、現地技術として展開するために、
「T菌」として特別なものとすべきでないと考え
たからである。
　しかし、T氏によって確立されたコンポスト手
法はT氏の名前によって流通していくことにな
る。セミナーなどにおいて教授され、プスダコタ
からさらに外部へと拡散していく過程で必然的に
その手法が何かという固有名が付与されることと
なり、その際にT氏の名前が採用されることはご
く自然な成り行きだった。特に家庭用コンポスト
装置はゴミがすぐに消失する「魔法のバスケット
（keranjang sakti）」としてメディアにも取り上げ
られた。スラバヤ市政府も積極的にこの装置を配
布し、2010年までに２万セットを配布した。や
がてこの装置そのものがT氏の名前で呼ばれるよ
うになり、インドネシア人にとってエキゾチック
なT氏の名前と共にひとつのテクノロジーの形を
とるようになったのである。
　2007年に終了した時点でこのプロジェクトは
明らかに成功と呼べるものであった。調査事業だ
けで終了したり、実施事業にまでこぎつけても特
に成果が出ないことがよくある開発協力の世界に
おいて、T氏の名を冠する堆肥化手法が開発され、
さらにプロジェクトの範囲を超えて拡散するとい
う結果はほとんど見られないものであった。北
九州市の環境国際協力の関係者との会話の中で
も、スラバヤのT氏のコンポストが一番成功した
プロジェクトだというのはしばしば聞かれる言葉
である。スラバヤ市の統計データもまたこのプロ
ジェクトの成功を物語るものとみなされた。ブノ
ウォ処分場に搬入される廃棄物量のデータによ
れば、2004年から2010年まで毎年減少しており
［Ashadi 2012：93］、人口が増加傾向にある中で

図１　家庭用コンポスト装置（Tバスケット）
（筆者撮影）
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のこのデータはスラバヤ市の政策が少なからず功
を奏したものと考えられた。
　スラバヤでの成功から、この手法は「T式コン
ポスト」として日本に逆輸入されるようになる。
そのきっかけとなったのが公益財団地球環境戦略
研究機関（IGES）による調査である。IGESは環
境省の研究機関であり、北九州市に支部が設置さ
れ、調査研究という面から北九州市の環境国際協
力に加わっている。IGESがスラバヤのプロジェ
クトの成功を調査し、国際会議などの場において
も成功事例としてプレゼンテーションすることに
よって、このコンポスト手法は「T式コンポス
ト」として日本でも知られていくようになる。T
式コンポストという手法は日本や他国においても
簡便に実行できるため、このプロジェクトが成功
事例として周知されるにしたがって、T式コンポ
ストそれ自体を普及させていく試みがなされて
いった。北九州市はT式コンポストのパンフレッ
トを日本語や英語で作成し、T式コンポストを教
授する講習会を定期的に開くようになった。特筆
すべきは、海外青年協力隊の環境分野の研修プロ
グラムにT式コンポストが採用されたことである。
隊員たちはT式コンポストの手法を学び、派遣先
でしばしば実際に適用を試みている。T氏は電子
メールを通じて隊員の相談にも乗っており、たと
えば派遣先でそもそも発酵食品に類するものがな
いという悩みに対して、腐葉土や果物の皮に自然
に付着している菌を使うとよいなどとアドバイス
を提供している。国際協力業界を中心に日本にお
いても、スラバヤで開発された手法が「T式コン
ポスト」というテクノロジーとして存在するよう
になったのである。

Ⅲ	 議論

１　開発の成功
　これまでプロジェクトの経緯を追いながら、T
式コンポストというテクノロジーの成立過程を述
べてきた。この成功は一見してスターのインフラ
の議論となめらかに接合するかのようである。こ
れまで数多くのモノが数多くの研究者によってそ
うであると主張されてきたように、T式コンポス
トもまた複数アクターの協働によって成立するバ
ウンダリーオブジェクトであると指摘できるだろ
う。図式的に述べるならば、T式コンポストの成

立においては、スラバヤ市政府、北九州市環境局、
プスダコタ、RT住民という四つのアクターによ
るそれぞれの解釈を通じた協働があったと言える。
こうした複数のアクターによる協働という図式
化は同時にプロジェクトの当事者にも共有されて
いるモデルであり、北九州市側によるプロジェク
トの報告書［北九州国際技術協力協会 2007］や
IGESの報告書［前田 2010］には、バウンダリー
オブジェクトを用いた論文に見られる図と類似し
た図が用いられていることからもこのことはうか
がえる。この四者は小規模中規模な生ゴミの堆肥
化を行うという点においては共通していながらも、
それ以外の点においては四者ごとの立場の違いに
よる解釈の差異が生じている。
　スラバヤ市政府にとっては、T式コンポストは
何よりも市政における重要問題であるゴミ問題へ
の対策であった。最終埋立処分場への搬入量を削
減せねばならないという命題の下、限られた予算
と人員で採りうる対策として行政以外のアクター
による生ゴミの堆肥化は歓迎されるものであった。
また家庭用のコンポストバスケットの配布という
手法は、プスダコタが製作したものを住民へと配
布すればよいだけであるため、費用と手間の両面
で簡単に実行可能なものであった。
　北九州市環境局にとっては、T式コンポストは
国際環境協力という自らの政策の成功を物語るも
のであった。八幡製鉄所に代表されるように、北
九州市は日本有数の工業都市であったが、高度
経済成長以降は主力の製鉄業が衰退していき、そ
れにともなって、かつての公害被害とその克服と
いう経験をもとに、環境先進都市として自らを規
定しなおした政策を推進してきた。環境局での環
境国際協力室の設置や、国際協力を目的とした
KITAやアジア低炭素化センターの設立に見られ
るように、地方自治体としては例外的な規模で国
際開発協力の分野に人員を配置していることも、
この北九州市の政策の現れである。北九州市側か
ら見れば、北九州市在住の専門家の名を冠したT
式コンポストは北九州市独自のテクノロジーであ
り、他の国際環境協力の現場でも適用可能な手法
であった。
　プスダコタにとっては、T式コンポストは地域
住民の生活環境を向上する手段であり、何よりも
T式コンポストを教授するプログラムの開催や家
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庭用のコンポストバスケットの配布によって自ら
の活動を可能にするものであった。カンプンのゴ
ミに自ら対処するT式コンポストは、かつてのス
ハルト政権のような腐敗した政府に代わり、カン
プン住民に寄り添いながら彼らの福祉を向上させ
るという、社会活動家に一般的だった理念にまさ
に適合的なものであった。そして理念に適合的な
この手法を実践し、他者へと普及させていく活
動は、政府でも住民でもないプスダコタという
LSMの存在を可能にするものでもあった。
　カンプン住民にとっては、T式コンポストは自
らの切実な問題であるゴミ問題を解決するテクノ
ロジーの一種であった。しかし、それだけではな
い。他のアクターとやや異なるのは、家庭用コン
ポストはカンプン住民にとってはあってもなくて
もよいものであるという点である。最初に導入し
たRTはプスダコタと協力関係にあったことが大
きいが、コンポストバスケットが一旦受け入れら
れたのは単なる有用性だけではなく、美的な意味
でこの装置に魅力があったからである。T氏やプ
スダコタのメンバーから聞かれたのは、コンポス
トバスケットの美しさが成功の理由のひとつであ
るという説明であった。現地の素材で可能な簡易
な手法というこのプロジェクトの趣旨からすれば、
プラスチックバスケットという比較的高価な素材
は本来の趣旨と完全には一致しない。事実、プロ
ジェクトの途中においてはより安価な竹製のカゴ
によるコンポスト装置も彼らは試作していた。し
かし、この竹製のコンポストバスケットは住民に
よって拒否されたのだという。竹製のカゴは古
臭く、田舎臭い見た目であるため受け入れられな
かったのだ。
　この竹／プラスチックという美的基準、あるい
はより正確に言えば竹の美的価値の低さは、スラ
バヤのカンプンにおいて共有されている基準であ
る。あるカンプンで、環境の取り組みについての
IGESの研究員によるインタビューに筆者が同行
していた際、RTの婦人会（PKK）の会長が開発プ
ロジェクトをカンプンで行う苦労を語る中にも同
様の話が聞かれた。以前、カンプンでの小規模事
業を支援するため、インドネシアでは日常的に食
されているナマズの養殖を奨励する市政府のプロ
グラムがあり、養殖設備が市から配布された。し
かし、稚魚の入ったケースが竹製であったために、

安価でみっともない竹製の箱なのは自分たちを軽
視する表れだと住民が怒り、会長の家の前に集
まって厳しく抗議されたという。こうした美的感
覚をもってすれば、プラスチック製のランドリー
ボックスは、T氏というエキゾチックな名前と共
に目新しく美的な魅力を持つものとして現れたの
である。
　そして、カンプン住民にとってT式コンポスト
がどのような位置づけなのかという点において重
要なファクターがもうひとつある。スラバヤにお
いてT式コンポストが拡散していった背景には、
2004年から毎年開催されているスラバヤ・グリー
ン・アンド・クリーン（Surabaya	Green	and	Clean）
と呼ばれるコンテスト８）の存在がある。このコン
テストはスラバヤ市政府主催のもと、市内のRT
が参加して環境美化を競い、審査員による採点の
結果、優秀なRTが決定されるというイベントで
ある。ここでの評価項目としてコンポストを行っ
ているかどうかが審査されているのである。その
ため、参加RTは生ゴミの堆肥化に取り組んでい
ることを示さなくてはならない。T式コンポスト
は評価点獲得のための手法として広まっていった
のである。こうしたイベントはインドネシア語で
ロンバ（lomba：コンテスト）と呼ばれており、イ
ンドネシアにおいて人々を動員しようとする際に
一般的に見られるものである［鏡味 2000］。こう
したロンバはスハルト体制期の開発主義に端を発
するもの９）であるが、現在でも存続しており、ス
ラバヤではむしろより盛んになっているとさえ言
える。T式コンポストの拡散に最も貢献したロン
バであるスラバヤ・グリーン・アンド・クリーン
もスハルト体制崩壊後に始まったものである。地
区ごとにRT数が割り当てられるなど義務的な面
があるのは事実だが、参加するRT住民はロンバ
の準備を通じて他の住民たちと交友関係をなして
おり、付き合い上の義務であると同時に人々を楽
しませるイベントでもある。
　ロンバというインドネシアの開発主義の形式に
沿ってT式コンポストは拡散していった。これは
スラバヤにおいてT式コンポストがロンバと不可
分に紐付けられた技術であることを意味する。ス
ハルト政権期を源流とする、いわば「開発」が埋
め込まれた社会であったからこそ、T式コンポス
トの開発はスムーズに進展したのである。しかし、
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開発の後の段階、一定の形をなしたテクノロジー
が維持されるというインフラの段階において、イ
ンドネシアの開発主義に立脚したテクノロジーで
あるT式コンポストは困難に直面することになる。

２　インフラ化の困難
　これまでT式コンポストの開発の経緯をインド
ネシアにおける社会的文脈と共に説明してきたが、
ひるがえってインフラという視点でT式コンポス
トを捉えてみると、そこにはT式コンポストが直
面する困難が明らかになってくる。
　筆者が調査した2015年から2017年において、
T式コンポストの普及は当初の広がりのスピード
を考えるとほとんど進んでいない。筆者がスラバ
ヤ・グリーン・アンド・クリーンの審査に同行した
際も、筆者が実際に見た数十のRTでT式コンポ
ストが披露されたのは１割にも満たない数であっ
た。また、スラバヤの環境活動家や大学関係者の
話を聞いても、T式コンポストはあまり普及して
いないと考える人が多く、はっきりと失敗だと口
にすることもしばしばであった。
　T式コンポストがスラバヤにおいて迎えている
困難を述べるためには、まずT式コンポストにお
ける日本とスラバヤの差異を説明しなければなら
ない。同じ「T式コンポスト」という名前であっ
ても、そこには同一とすることのできない差が存
在している。II章で述べたように、日本の開発協
力業界においてT式コンポストが他のコンポスト
手法と弁別を可能にする特徴とは、現地の発酵菌
をコンポストに用いることである。一方、スラバ
ヤにおけるT式コンポストとは何よりも家庭用コ
ンポスト装置を意味している。スラバヤにてT氏
の名前がコンポスト手法として呼ばれる時、その
名はTバスケット（Keranjang	T）のことを指して
いるのであり、発酵食品を用いるという日本の開
発協力の世界における特徴は意味していない。そ
のため、スラバヤにおいて環境問題に関わる人々
がT式コンポストを「失敗」と言うことで意味し
ているのは、各家庭がプラスチックバスケットを
用いて家庭の生ゴミを堆肥化することが失敗して
いるということなのである。
　配布されているTバスケットには発酵菌が混ぜ
られた種コンポストがあらかじめ入っており、家
庭が使う際に新たに発酵菌を加えることは想定さ

れていない。また種コンポストはプスダコタが作
成したコンポストが用いられているのだが、この
プスダコタによる作成の過程では発酵菌を加える
という過程は省かれている。T氏やプスダコタの
説明によれば、堆肥化作業において生ゴミと混ぜ
る種コンポストはその前の作業で製作されたコン
ポストを用いており、そのコンポストの種コンポ
ストは前のコンポストであり……とさかのぼって
いけば、発酵菌が以前の段階で加えられているた
め、種コンポストはすでに堆肥化に適した菌の状
態になっているという。そのため、パッケージン
グされたTバスケットの構成要素には、地元の発
酵菌の添加というプロセスは含まれていないので
ある。
　このT式コンポストにおける日本とスラバヤの
差異、つまり発酵食品の菌の利用とプラスチック
バスケットという差異は、アネマリー・モルがア
テローム性動脈硬化症の研究で主張した存在の多
重性（multiplicity）に相当するものである［Mol	 
2002（2016）］。T式コンポストの多重性は、標
準化や実践によって取りまとめ（coordinate）さ
れていないという意味で、アテローム性動脈硬化
症よりも多重性の振幅が広いとさえ言えるだろ
う。その理由として、生ゴミのコンポスト技術が
アテローム性動脈硬化症や多くの科学技術と違っ
て、厳密な標準化がなされていない「野生のエン
ジニアリング」［森田 2012］であるという点が
指摘できる。農業の分野では家畜糞や稲藁からの
コンポストが農業試験所や農学部などで研究、教
授されているが、生ゴミを堆肥化するという実践
は日本において行政によるゴミ処理として現在主
流になっておらず、生ゴミコンポストに関する専
門知識は実際に堆肥化に取り組むことで習得され
る。湿度や温度、生ゴミの窒素炭素比といったコ
ンポストの良し悪しを判断する、客観的に測定可
能な基準がいくつか存在しているが、開発協力で
の実際の現場や日本の家庭においてはコンポスト
を見て触ることによって体感的に判断がなされる
のが一般的である10）。また、極論を言えば、たと
え悪臭や害虫が発生したとしても、生ゴミが分解
されているという意味では堆肥化がなされており
最終的にはコンポストとなるため、悪臭や害虫に
悩まされた誰かによって中止されるという事態が
起きない限り、コンポストができないという意味
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での失敗とはならない。つまりコンポストの成否
はその外部の状況に依存する相対的なものである。
T式コンポストの日本での最大の特徴とされる水
分量の調整を兼ねた発酵菌の投入は、堆肥化プロ
セスにおいて菌の優占種の変遷を促進すること
で、発酵の速度が速まったり悪臭が減ったりとい
う利点が推測されているが、これは速度や悪臭を
計測しているのではなく、経験的に主張されてい
ることなのである。微生物資材の投入が悪臭を減
ずるというのは利用した個々人が自らの感覚器官
によってまさに経験する事実なのであり、悪臭か
否かは個人の判断に依拠しており、これを測定す
るための共有された基準はコンポスト技術には存
在しない。標準化されていない技術としての生ゴ
ミコンポストは、タイにおける農業トラクターを
事例に森田敦郎が論じた「野生のエンジニアリン
グ」という特徴に合致するのである［森田 2012］。
　T式コンポストの日本とスラバヤにおける成功
の違いは、発酵菌利用とプラスチックバスケッ
トというT式コンポストの多重性から理解でき
る。つまり、T式コンポストのスラバヤでの不成
功は、日本の成功とは異なり、「家庭単位でのプ
ラスチックバスケットを使った生ゴミの堆肥化」
の不成功と言い換えることができる。これはまず、
カンプン住民がT式コンポストのネットワークか
ら離脱してしまうことが理由に挙げられる。それ
には小規模コンポストが抱える困難とインドネシ
アの開発主義の困難という２点が関わっている。
　第一に、家庭規模でのコンポストは、大規模コ
ンポストと比較して悪臭や虫が発生しやすいとい
う困難を抱えている。大規模コンポストでは発酵
プロセスにおいて微生物が生む熱がこもるという
現象が発生する。この温度は非常に高く、摂氏
60度から80度以上にも達するものであり、こう
したコンポストの山を崩すと湯気が立ち上るほど
である。このような高温で管理されることによっ
て、ハエなどの害虫は卵もろとも死滅する。しか
し、段ボールコンポストやTバスケットのような
小規模の堆肥化では発酵熱は拡散してしまい、高
温には達しないため、どうしても害虫が発生しや
すい。また、嫌気分解による悪臭を抑えるために
１日１回はかき混ぜて空気を供給することと、生
ゴミを投入する際に細かく切り刻むことが手順で
指示されているが、これを毎日実行することはや

はり手間がかかる。
　第二に、T式コンポスト開発の成功要因となっ
たロンバにおいて次第にT式コンポストの重要性
が低下していった。ロンバに代表されるような開
発プログラムにおいて重視されるのは、それに
よって新たな進歩があったという価値観である。
そのためT式コンポストの成功に貢献したスラバ
ヤ・グリーン・アンド・クリーンでも新しく導入
された技術がより高く評価されるのである。筆者
が審査に同行した2017年に最も評価されていた
のは、用水路の水をフィルターを通して園芸や手
洗いなどに用いる排水処理装置であり、パイプを
改造して野菜を育てられるようにした水耕栽培装
置であった。T式コンポストから目新しさがなく
なっていき、他のより新しいテクノロジーに評価
が移っていったのである。
　また、ロンバにおける評価項目にコンポスト
を行っているかどうかは現在も維持されている
のだが、T式コンポストに対抗する強力な相手
が存在している。それが樽コンポスター（tong	
komposter）と呼ばれる、T式コンポストの開発
以前から存在していたプラスチック製の樽による
コンポスト装置である。これは150リットルほど
の容量を持つ樽であり、もともと貯水やゴミ箱と
して市販されているものに、空気を入れるための
パイプなどを加えてコンポスター装置としたもの
である。T式コンポストと異なり、複数の家庭に
よって共有されることが想定されており、家庭内
ではなくカンプンの路上に設置されている。現在、
スラバヤ・グリーン・アンド・クリーンに参加す
るRTが披露するコンポストのほとんどがこの樽
コンポスターである。樽コンポスターは悪臭や害
虫の生じやすさではT式コンポストと違いがなく、
むしろその大きさから攪拌による空気の供給が難
しく失敗しやすいため、Tバスケットが樽コンポ
スターよりも効率的な技術として広まった。しか
し、家庭の外に設置し複数の世帯で共有するため
に、T式コンポストと異なり悪臭が発生しても家
庭内で被害を受けにくいうえに、カンプン住民全
体で行うという利用の形態がロンバの理念である
調和一体となったカンプンというイメージに、よ
り合致している。家庭の台所や庭に置かれるT式
コンポストと異なり、路上に設置され、しばしば
ペイントなどの装飾が施される樽コンポスターは、
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プログラム以前と以後の環境改善を写真で示すこ
とが可能な、より視覚的なテクノロジーである。
こうした点から、ロンバに参加するRTにおいて
は、T式コンポストよりも樽コンポスターが大勢
を占めるようになったのである。
　他のアクターにおいてもまた、協働が次第に崩
れていった。北九州市は、T式コンポストのプロ
ジェクトの後もスラバヤ市との環境協力を続けて
おり、2012年には環境姉妹都市を締結している。
しかし、新たに始められたプロジェクトは、飲料
水の供給プロジェクトや北九州市の民間企業によ
るゴミの分別および堆肥化施設の運営といったプ
ロジェクトであり、スラバヤにおいて北九州市が
T式コンポストに関わることはなくなった。T氏
もまた、日本国内外において積極的にT式コンポ
ストを広めているが、プスダコタとの継続的な交
流はない。スラバヤ市もかつては積極的にTバス
ケットを配布していたのだが、中央政府の進める
反汚職対策の結果として、2015年から金品を直
接住民に提供することが非常に困難となり、Tバ
スケットの無償配布は中止となってしまった。清
掃局は、自らコンポストセンターを運営して、市
場からの野菜ゴミおよび公園や街路樹の剪定クズ
を堆肥化する施策に注力するようになり、2017
年までに26箇所のコンポストセンターを建設し
た。
　スラバヤにおいてT式コンポストを普及する最
も重要なアクターであったプスダコタもまた自身
のLSMとしての性質を変容させていった。もと
もと大学周辺のカンプンの経済状況を向上させ
るという限定的な目標しかなかったプスダコタ
は、T式コンポストのセミナーなどを通じて、ス
ラバヤ市政府や周辺の県政府へとネットワークが
広がっていった。それにしたがって彼らの活動も、
特定のRTでの活動よりも、次第にセミナーや地
方政府の開発プログラムのアドバイザーといった
コンサルタント的な業務が増加するようになって
いった。そのためTバスケットの普及活動は次
第に優先度が低くなっていき、配布する数も大学
での実習などに使われるものとして年間30セッ
ト弱にまで落ち込んでいた。そして、プスダコタ
という組織自体も大きな変化を経験した。2018
年初頭に筆者はプスダコタを再訪したのだが、メ
ンバーの大幅な入れ替えが行われていた。新たな

ディレクターに経済学部の教授が就任し、設立者
であったかつての代表は組織を去っていた。か
つては大学から自律した裁量権があったプスダコ
タは、2017年に大学財団の所属から学長直下の
学内組織となり、大学の統制下に置かれるように
なっていた。なぜ主要メンバーが去ったのか詳細
を彼らが語ることはなかったが、新ディレクター
が、組織改革によってもはや「自治権（otonomi）」
はなくなり、より「効率的」になり、大学の教育
プログラムとコラボできるようになったと強調し
ていたことから、何かしらの対立が旧メンバーと
大学当局との間で生じたことが想像できた。その
結果、再訪時には休止状態になっており、今後
どういった活動をするかも未定であった。Tバス
ケットについては今後も続けていきたいとディレ
クターは語ったが、将来的にTバスケットが存続
するかどうかは不確定であった。
　以上のような10年間の協働の変化からわかる
ように、T式コンポストはインドネシアの開発
主義に沿ったためスムーズに開発に成功したの
であるが、同時にインドネシアにおける「開発
（pembangunan）」の限界にも直面することになっ
たのである。しばしば開発関係のインドネシア人
が自嘲的に述べるように、プロジェクトが動いて
いる間は活動があっても、期間が終われば活動は
継続されることなく別の新しいプロジェクトが始
まる、という問題である。数年間という単位の
時間性の中では協働が成立したとしても、その協
働が長期的に維持できないのである。インドネシ
アの「開発」という形式においては、より新しい
テクノロジーに高い価値が見出されることで新た
に協働のネットワークが組み直され、かつて新し
かったテクノロジーの協働は次第に崩れていくの
である。
　スターが象徴的相互行為論を前提としていたこ
とを思い返せば、バウンダリーオブジェクトはア
クターの社会的世界の慣習に沿った解釈の対象と
なる象徴であり、スター自身は明言していないが、
協働のネットワークとはアクターによって対象に
象徴的価値を見出されることにほかならない。T
式コンポストのネットワークの拡大には、カンプ
ン住民やスラバヤ市政府によって見出された、開
発プロジェクトにおける新しいテクノロジーとし
てのTバスケットの価値に大きく依拠していた。
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新たなテクノロジーを導入することが評価される
ロンバを経由することで、Tバスケットは多くの
家庭へと設置され、「成功」することができたの
である。しかし、やがて新しさという象徴的価値
は長期の時間性の中で失われていき、小規模コン
ポストの問題が表面化し、またコミュニティによ
るロンバという集団性の価値に、より合致する樽
コンポスターが選ばれるようになった。北九州市
やプスダコタも自らの活動を変えていく中で、T
式コンポストのスラバヤでの普及に価値を見出さ
なくなっていった。各アクターは各々の解釈を変
更させ、スラバヤにおけるTバスケットの象徴的
価値の大部分が失われていったのである。
　また、Tバスケットにはプラスチックの審美性
という価値も備えていたが、この象徴的価値にも
困難が生じている。スラバヤ市政府の依頼でT式
コンポストの政策評価の調査を行った環境工学の
インドネシア人研究者によれば、配布したバス
ケットがコンポストのために使われていないのが
当初から問題であった。Tバスケットの中にはゴ
ミではなく衣服がしまわれており、ラウンドリー
ボックスとして用いられていたという。プラス
チックの美的評価はそのままに、バスケット本来
の用途である衣服の収納に使用されていたのであ
る。プラスチックボックスの審美性は、Tバス
ケットの審美性からラウンドリーボックスの審美
性へとすり替わってしまった。長期の時間性の中
でT式コンポストは象徴的価値を低めていき、ス
ターがバウンダリーオブジェクトとして記述する
ような協働のネットワークにおいてアクターで
あった存在者はバラバラに散っていったのである。

Ⅳ	 結論

　スラバヤのT式コンポストの分析から、テクノ
ロジーがバウンダリーオブジェクトを超えてイン
フラに移行しようとする過程におけるネットワー
クの崩れの原因は、その象徴的価値の低下にある
と言えるだろう。福島真人は、インフラという状
態がそもそも抱えている価値の問題を指摘してい
る［福島 2017］。日本の理化学研究所における天
然化合物データベース開発の事例をもとに、イン
フラはより価値ある実践を支える側面がある以上、
価値の振動という問題を抱えている、と彼は指摘
した。つまり、当たり前のものであるインフラに

移行しようとすれば、より注目を集める何かの陰
に隠れてしまい、価値の劣位に陥ってしまうとい
う問題があるのだ。
　この象徴的価値の問題という観点からは、バウ
ンダリーオブジェクト理論とインフラ理論におけ
る議論の質的な違いが明らかになる。インフラ理
論においてスターが検討するのは、いかにモノが
人々の実践に組み込まれて道具となるかという問
いであって、そこではバウンダリーオブジェクト
理論で検討されていた価値という問題は不問に付
されている。バウンダリーオブジェクト理論では
社会的世界の解釈対象としての象徴だったモノが、
インフラ理論では実践共同体の学習対象としての
道具へと変容しているのである。アクターネット
ワーク理論を下敷きに、いわばその発展形として
インフラ／バウンダリーオブジェクトという概念
をスターは練り上げたのだが、結果として、アク
ターネットワーク理論では「翻訳（translation）」
という言葉によって包括的に指し示されていた現
象が、スターの二つの概念の間では大きくずれて
しまっているのである。アクターネットワーク理
論は、多様なアクターの関心が翻訳されることに
よってネットワークが作られるというモデルを採
用しており、「関心の翻訳」という概念は、たと
えばフランスの漁業者の経済的利益やホタテ貝の
生存欲求が養殖の実験に「翻訳」されるというよ
うに、実態が様々な現象を一括して抽象化する理
論装置である［Callon 1986］。スターの議論では、
この「翻訳」概念がインフラ／バウンダリーオブ
ジェクトにおいてそれぞれ特定の意味へと限局化
しており、「翻訳」の指し示す内実のそれぞれの
間に解釈学と実践理論という断絶が横たわってい
るのである。
　T式コンポストの事例からは、スターの議論で
は連続性があるとされた両者の断絶が明らかにな
る。開発段階におけるバウンダリーオブジェクト
としてのテクノロジーでは、象徴的価値があると
アクターに解釈されることでネットワークが形成
されるのだが、普及した段階におけるインフラと
してのテクノロジーでは、アクターが参入する価
値があることはそもそも自明とされている。イン
ドネシアの開発主義を経路としたTバスケットが
象徴的価値を漸減させていき、アクターがネット
ワークから離脱していったことからわかるように、
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テクノロジーの象徴的価値は必ずしも不変ではな
い。テクノロジーがバウンダリーオブジェクトか
らインフラへと飛躍するためには、長期の時間性
に耐えうる象徴的価値によってその存在が当然視
されなければならない。T式コンポストのような
開発プロジェクトにおける新しさやプラスチック
の審美性といった、アクターの柔軟な解釈による
価値ではない、より強固な象徴的価値がインフラ
には必要なのである。T式コンポストの事例に即
して考えると、何よりも各家庭によって生ゴミを
堆肥にするという実践の価値が当然とされていな
くてはならないだろう。スラバヤにおいては、堆
肥化によってゴミを削減することはある程度広く
共有された価値であるのだが、誰がそれを行うの
かという点については相違がある。市政府がコ
ンポストセンターで行うのか、あるいはコミュニ
ティが樽コンポスターで行うのか、それとも各家
庭がTバスケットで個別に行うのかについて合意
がなく、そのため多様な解釈の余地が残っている
のである。一方で、インフラとなったテクノロ
ジーは、標準化された解釈が共有された象徴とい
う意味で境界性はもはやなく、ひとつの社会的世
界となることで実践だけが問題となるのである。
　スラバヤにおけるT式コンポストは失敗へと傾
きつつあるとはいえ、完全に消滅したわけではな
い。ロンバにおいてTバスケットを披露するRT
も少数ながら存在する。また、樽コンポスター
の普及を行っている生物学の大学講師にインタ
ビューした際、彼女は、樽コンポスターよりもT
バスケットの方が悪臭の発生が少なく優れており、
JICAなどの援助があればぜひ普及活動をしたい
と熱心に語った。日本人の筆者が新しいプログラ
ムをもたらしてくれるのではないかという期待が
込められていたとはいえ、Tバスケット自体が優
れていることは彼女以外からもしばしば聞かれた。
T式コンポストは、日本においては現在も精力的
に普及活動がなされており、失敗という状況から
は程遠い。青年海外協力隊では、身近に実践でき、
現地の発酵菌を使うという適正技術の理念にも合
致した活動として世界各地で行われている。仮に
筆者がその生物学者とJICAの間を仲介して、新
たに普及プロジェクトが実施されるなど、T式コ
ンポストが再びスラバヤで展開される可能性もゼ
ロではない。T式コンポストは、スラバヤにおい

ては将来に対して宙吊りの状態なのである。
　グプタは、未完成の開発プロジェクトには「延
期（suspension）」という独自の時間性があると指
摘している［Gupta	2015；本特集高橋論文］。T
式コンポストもまた、こうした延期＝宙吊りの時
間性の中にいると言えるかもしれない。現在イン
フラとなっているテクノロジーも、さらに長期の
時間性の中でやがて他のテクノロジーに取って代
わられ死を迎えるのであり、その意味でそれらも
また不確定な宙吊りの状態にある。こうした宙吊
りの時間性を全面化するならば、たとえ短時間で
あろうと長時間であろうとテクノロジーが使われ
ることに違いはなく、スターのバウンダリーオブ
ジェクトとインフラの間の時間性の差異は消滅し、
「いかにバウンダリーオブジェクトがインフラと
なるのか（ならないのか）？」という本論文の問い
もまた消滅する。だが、インドネシア人自身がイ
ンドネシアの開発主義を批判していることから明
らかなように、人々は開発プロジェクトの短期の
時間性とインフラの長期の時間性を区別している。
T式コンポストのプロジェクトが仮に復活したと
しても、それはT式コンポストがすぐさまインフ
ラになることを意味しないのであり、ネットワー
クをいかに安定させるかという問題は残されたま
まである。我々が長期と短期という複数の時間性
の差異を保持する限り、インフラ／バウンダリー
オブジェクトの二つのモードという差異は、この
世界にある無数のテクノロジーの社会的な存在様
態を明らかにするのである。
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注
１）これ以前にも専門用語としての用法が存在し、20
世紀初頭の鉄道技術においてトンネルや橋、排水
溝を指す用語としてや、1950年代の基地などを意
味するNATOの軍事用語として用いられた。同時期
に開発経済学において一時的に使われたが1970年
代までにほぼ完全に消滅した［Batt 1984］。また技
術用語とは別にフランス語やスペイン語において
マルクス主義の「下部構造」がインフラストラク
チャーと訳されている。

２）スターと象徴的相互行為論との関係については福
島真人から教授を受けた。

３）カンプン（kampung）とは「村落」を意味するマ
レー語から来ており、インドネシアの都市部にお
いて中低所得層が住む地域を指す。村落的な共同
性が維持されていると理解され、都市の社会政策
の対象として重要な概念となっている。

４）北九州市の開発協力は市から予算を出すのではな
く、JICAなどの助成に申請して予算を捻出してい
る。

５）Rukun	Tetangga（隣人の調和）と呼ばれる数十世
帯単位の住民組織であり、いくつかのRTから構成
されるRW（Rukun	Warga：住民の調和）と合わせて、
日本の町内会に類似する組織としてインドネシア
全土に存在する。

６）発酵が進むとコンポスト内部の酸素が失われ、微
生物による分解が滞ってしまうため、定期的に混
ぜ返して空気を供給することを切り返しと呼ぶ。

７）susunとはインドネシア語で「積み重ねた～」を
意味する。

８）まったく同一の形式でムルデカ・ダリ・サンパ
（Merdeka	dari	Sampah：ゴミから自由）という８月
のインドネシア独立を記念したキャンペーンも存
在する。

９）アディプラという都市の環境賞は1986年に開始さ
れている。またSGCの参加単位であるRTも、日本
軍政期の隣組からスハルト体制期に整備されたも
のである［小林 2000］。スハルトの開発主義につい
ては加藤［2003］も参照のこと。

10）家畜糞からの堆肥の評価基準については、日本
各地で行われる堆肥品評会で色や匂いといった体
感的な基準がある程度一貫して設けられているが、
生ゴミからの堆肥に直接適用できるものではない
とされている［内山 2004］。
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Infrastructure,	Boundary	Objects	and	the	Problem	of	
Symbolic	Values

Kota	 Yoshida
[infrastructure,	boundary	objects,	waste,	Indonesia,	symbolic	value]

　This	paper	discusses	conflicts	between	two	technological	modes—	infrastructure	and	boundary	objects—
and	their	symbolic	values,	 through	an	analysis	of	a	new	technology	 for	composting	organic	waste.	The	
technology	was	invented	by	a	Japanese	engineer	participating	 in	a	project	 for	 international	cooperation	
that	was	conducted	by	a	local	government	from	Japan	in	Surabaya	City,	 located	in	east	Java	in	Indonesia.	
In	recent	years,	the	concept	of	infrastructure	has	attracted	many	sociocultural	anthropologists	working	in	
the	field	of	non-Western	technological	systems,	including	roads,	water	supply,	sewers,	and	electricity.	The	
anthropological	usage	of	the	word	“infrastructure,”	however,	is	so	ambiguous	that	it	has	come	to	mean	a	
variety	of	things	since	first	appearing	in	the	United	States	in	the	1980’s.	This	paper	particularly	focuses	on	
Susan	Leigh	Star’s	discussions	of	infrastructure.
　Star	(1954-2010)	argued	that	 infrastructure	 is	a	 fundamentally	relational	concept	that	becomes	real	
infrastructure	in	relation	to	organized	practices.	Thus,	she	said,	we	should	not	ask	“what”	infrastructure	is	
but	“when”	it	is.	Through	the	study	of	a	database	system	for	worm	biologists,	she	defined	infrastructure	as	
having	several	properties,	indicating	the	direct	influence	she	received	from	the	theories	of	the	communities	
of	practice	and	symbolic	interactionism.	Her	most	famous	concept—“boundary	objects”—was	also	influenced	
by	both	theories,	so	she	conceptualized	infrastructure	as	a	standardized	boundary	object,	generated	from	
cooperative	networking,	without	the	consensus	of	the	actors.	This	paper,	however,	argues	that	there	is	quite	
a	difference	between	those	modes	of	existence	of	technology.	Star	conceptualized	that	infrastructure	as	a	
certain	type	of	boundary	object,	but	simultaneously	introduced	the	assumption	that	the	cooperative	network	
automatically	endures	for	a	long	time.	Hence,	her	concept	needs	to	be	re-analyzed	critically.	The	analysis	
of	a	kind	of	waste-management	technology	known	as	“T	composting”	suggests	a	difference	between	the	two	
modes.
　Surabaya,	the	second	largest	city	in	Indonesia,	has	faced	a	serious	waste	crisis	since	2001,	after	Indonesia	
entered	the	new	Reformasi	(“reformation”)	era	with	the	end	of	Suharto’s	“New	Order”	regime.	The	lockout	
of	Surabaya’s	Keputih	landfill	for	the	final	disposal	of	solid	waste,	due	to	a	protest	movement	by	the	local	
residents,	caused	garbage	to	flood	onto	the	streets	for	over	two	weeks.	The	mayor	resigned,	having	been	
accused	of	being	absent	from	the	city	during	the	crisis,	leaving	the	new	mayor	to	work	on	reducing	the	waste	
emissions.	Under	those	circumstances,	the	Surabaya	city	government	started	a	cooperative	development	
project	for	composting	organic	waste	with	the	Kitakyushu	city	government	from	Kyushu	in	western	Japan,	
which	had	interacted	with	the	Surabaya	government	since	1992.	After	a	survey	was	made	of	waste	conditions	
in	the	city,	 it	was	concluded	that	composting	from	organic	waste	would	be	the	most	efficient	and	feasible	
means	to	take	care	of	 it.	The	project	started	on	account	of	cooperation	between	an	aid	agency	from	the	
Kitakyushu	government	and	a	local	NGO	that	had	produced	organic	waste	compost.
　The	 fruit	of	 the	project	was	“T	composting,”	a	 technology	 for	composting	organic	waste	 invented	
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by	a	 Japanese	engineer	 from	Kitakyushu.	Technologically,	 it	 features	 the	use	of	microbes—native	
microorganisms	 from	local	 fermented	 foods—to	accelerate	 the	process	of	composting,	as	well	as	 the	
use	of	plastic	baskets	to	enable	households	to	use	it	more	easily.	Although	it	was	not	the	intention	of	the	
project	team	at	first	to	invent	T	composting,	it	resulted	from	a	series	of	practices	carried	out	to	improve	
the	composting	method	developed	by	the	local	NGO,	and	then	to	disseminate	the	fruits	of	its	achievement	
via	other	NGOs	and	the	city	government.	After	the	project,	T	composting	was	deemed	to	have	achieved	
great	success,	with	more	than	20,000	composting	baskets	distributed	to	Surabaya	citizens	by	the	city	
government.	Using	Star’s	framework,	T	composting	can	be	analyzed	as	a	boundary	object	that	generated	a	
translation	network	through	interpretations	by	all	of	the	actors,	such	as	the	Japanese	team,	the	Surabaya	city	
government,	the	local	NGO,	and	the	kampung	(urban/village)	residents.	Their	interpretations,	which	helped	
the	rapid	diffusion	of	the	T	composting,	were	influenced	by	Indonesian	developmentalism	from	the	1980’s,	
which	has	mobilized	people	to	carry	out	development	programs	through	contests,	and	the	aesthetics	of	the	
kampung residents,	who	value	plastic	more	than	bamboo.
　Although	the	project	successfully	created	the	technology	of	T	composting,	the	technological	network	
found	it	hard	to	keep	its	integrity	under	the	long-term	temporality	of	infrastructurization.	When	the	author	
started	his	fieldwork	in	2015,	more	than	a	decade	had	already	passed	since	the	end	of	the	project.	By	that	
time,	the	former	actors	in	the	project	had	already	left	the	T	composting	network:	the	Japanese	engineer	had	
left	Indonesia,	the	NGO	had	changed	its	members	and	activities,	and	the	kampung	residents	chose	to	use	
the	barrel	composters	shared	by	several	households.	The	heterogeneous	actors,	who	once	constituted	the	
network	of	T	composting	as	a	boundary	object	without	their	consensus,	re-interpreted	the	T	composting	as	
not	usable	for	their	own	reasons,	in	their	own	social	worlds,	and	in	terms	of	long-term	temporality. 
　The	network	of	a	boundary	object	 is	established	by	actors	who	interpret	 it	as	symbolically	valuable.	
The	network	of	T	composting,	on	the	other	hand,	was	fragmented,	as	most	of	its	symbolic	value	was	new	
for	the	Indonesian	development	program,	which	could	not	maintain	 long-term	temporality.	 In	the	mode	
of	 infrastructure,	a	certain	technology	must	contain	values	that	remain	strongly	symbolic,	enabling	the	
actors	to	take	it	for	granted	over	a	long	period.	Star’s	analysis	of	the	characteristics	of	infrastructure	only	
focused	on	the	problems	of	learning	as	organized	practices,	without	looking	at	the	problems	of	its	symbolic	
values,	which	are	the	bases	of	 learning.	Star’s	concepts	of	boundary	objects	and	infrastructure	polarized	
ANT’s	“translation”	into	 interpretation	and	learning,	which	are	 incommensurable.	A	certain	technology	
must	cross	the	gap	of	that	incommensurability	to	keep	symbolic	values	strong.	The	difference	between	a	
boundary	object	and	infrastructure	has	been	understood	by	the	Indonesian	people	in	the	form	of	critics	of	
its	developmentalism.	The	analytical	concepts	of	two	technological	modes—infrastructure	and	boundary	
object—indicate	the	need	for	technologies	to	have	long-term	symbolic	values	in	order	to	survive	socially.
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