


一般公開講演会

カンボジアの人と自然
－生物多様性調査と遺跡保存修復事業の現場から－

２００５年９月３日：金沢大学サテライトプラザ

講演会の主旨

　カンボジアのトンレサップ湖は、季節によって面積が５倍にも変化するふしぎな湖として知られていま

す。また、多種多様な生物が生息することでも有名なこの湖は、アンコール王朝時代以前から現在にいた

るまで、カンボジアに住む人々の生活や文化に密着した存在です。この湖がもたらす自然の恵みがこの

国に暮らす人々を支え続けてきたといってもいいでしょう。しかし、これほど大切な存在でありながら、長年

にわたる戦乱などのためこの湖はほとんど調べられることなく現在にいたっています。

　湖の生い立ちを明らかにしたトンレサップ21計画の成果をふまえ、2003年から2006年にかけて、この湖

の恵み「生物多様性」が、どのようなしくみで維持されているのかを調べる国際学術調査「トンレサップ

EMSB計画」および「トンレサップEMSB-u32計画」が科学研究費およびユネスコの支援で実施されまし

た。いまの湖のさまざまな自然環境、地形や水質、植物、プランクトン、そして魚などの詳細を調べそのす

べてをありのままに記録して後世に残そうという計画です。

　アンコール遺跡の観光産業が自然保護をかえりみないままで無計画に発展し、湖や遺跡区域の環境

汚染や環境破壊が懸念される事態になりつつあります。このような汚染や破壊を未然に防ぐため、そして

失われてしまった自然を元の姿に戻すためにも、いまの自然環境を正しく記録し残しておく必要があると

いえます。この講演会では、チームの若手研究者たちによる生物多様性調査の紹介に加えて、アンコー

ル遺跡の保存・修復事業や国土の開発・保全の最前線で活躍する若手研究者たちの現地報告、そして

これらをふまえての討論から、湖の自然や遺跡の環境保全についての理解を深めたいと考えています。

塚脇真二（金沢大学自然計測応用研究センター）
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プ　ロ　グ　ラ　ム
　

開　　　　場 ・・・・・・・・・・１３：００

開 会 挨 拶：塚脇真二（金沢大学：EMSB & u32代表） ・・・・・・・・・・１３：２０～１３：３０　

ビデオ上映 ・・・・・・・・・・１３：３０～１４：００

『トンレサップ湖生物多様性調査の現場から』

　　　 塩崎登史子（ドキュメンタリー・ディレクター）

第一部：遺跡の保存・修復の現場から ・・・・・・・・・・１４：００～１４：４５

『アンコール以前－トンレサップ湖周辺の先史時代貝塚群－』

　　　 リ・ヴァンナ（プノンペン王立芸術大学）

『アンコール遺跡の歴史と保全 －先アンコール時代から現在まで－』

　　　 エア・ダリス（アンコール遺跡整備機構）

『ガイドからみたアンコール遺跡の観光産業』

　　　 ドゥルン・ポゥキィ（フリーランスガイド）

第二部：国土の開発・保全の現場から ・・・・・・・・・・１４：４５～１５：４５

『産業省資源総局地質図室の活動およびカンボジアにおける地質情報管理』

　　　 イム・シム（産業省資源総局地質部）

『カンボジアの河川・水資源管理－ポーサット川を例として－』

　　　 ソ・イム・モニチョット（水資源気象省河川局）

『暴走する観光産業 －シェムリアプの都市計画－』

　　　 坂井健一（大阪大学大学院）

『忍び寄る脅威 －アンコール遺跡の大気汚染－』

村瀨高広（金沢大学大学院）

休　　　　憩 ・・・・・・・・・・１５：４５～１６：００

第三部：生物多様性調査の現場から ・・・・・・・・・・１６：００～１７：００

『湖、川、そして人 －トンレサップ湖の水環境－』

　　　 大八木英夫（日本大学大学院）

『湖に沈む森 －住民と植物のかかわり－』

　　　 荒木祐二（横浜国立大学大学院）

『熱帯湖沼の豊かさをひもとく』

　　　 石川俊之（北海道大学大学院）

『巨大湖に未知の魚を求めて』

　　　 本村浩之（鹿児島大学総合博物館）

総 合 討 論 ・・・・・・・・・・１７：００～１７：３０

　　 司　会：奥村康昭（大阪電気通信大学）

　　　　　　　　　　　　　 シエン・ソタム（産業省資源総局地質部）

閉　　　　会 ・・・・・・・・・・１７：３０
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講演者の紹介

荒木 祐二（あらき ゆうじ）　1977年山形県生まれ。現在、横浜国立大学大学院環境情報学府博士課程後期在

学中。専攻は植物生態学・環境マネジメント。2004年よりEMSB-u32チームの一員としてトンレサップ湖の調

査に参画。トンレサップ湖氾濫原の植生調査と住民の植物資源利用調査を担当。

エア・ダリス（Ea Darith）　1973年カンボジア、プノンペン市生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士

課程前期修了。専攻はアンコール時代の陶磁器学。現在、アンコール遺跡整備機構遺跡・考古Ⅰ部門上

級研究員。2003年からEMSBチームの研究協力者。

ドゥルン・ポゥキィ（Dourng Powkhy）　1973年カンボジア、コンポンチャム州生まれ。現在、日本語フリーランス

ガイド。カンボジアの植物標本の収集につとめる。2004年よりEMSB-u32チームの一員としてトンレサップ湖

の調査に参画。トンレサップ湖氾濫原の有用植物調査と地域住民による伝統的利用形態調査を担当。

イム・シム（Im Sim）　1969年カンボジア、カンダル州生まれ。プノンペン工科大学卒業。現在、カンボジア王国

産業省資源総局地質部門地質図室専任研究員。2000年よりトンレサップ湖の調査に参加。2004年から

EMSB-u32チームの一員。トンレサップ湖やトンレサップ川の堆積物調査を担当。 

石川 俊之（いしかわ としゆき）　1973年愛知県生まれ。京都大学大学院修了。博士（理学）。専攻は湖沼生態

学。現在、北海道大学大学院地球環境科学研究院研究員。2004年よりEMSB-u32チームの一員としてトン

レサップ湖の調査に参画。トンレサップ湖のプランクトン調査や一次生産測定を担当。

リ・ヴァンナ（Ly Vanna）　1972年カンボジア、シェムリアプ市生まれ。上智大学大学院地域科学研究科博士後

期課程修了。博士（地域科学）。専攻はカンボジアの先史考古学。現在、プノンペン王立芸術大学講師。

2003年からEMSBチームの研究協力者。2003年から2004年まで金沢大学自然計測応用研究センターCOE

研究員。

本村 浩之（もとむら ひろゆき）　1973年静岡県生まれ。鹿児島大学連合大学院修了。博士（農学）。専攻は魚

類分類学。現在、鹿児島大学総合研究博物館助教授。2003年よりEMSBチーム研究協力者としてトンレサ

ップ湖の調査に参画。トンレサップ湖ならびにメコン河水系の魚類調査を担当。 

村瀨 高広（むらせ　たかひろ）　1983年岐阜県生まれ。金沢大学工学部卒業。専攻は開発途上国の大気環境

問題。現在、金沢大学大学院自然科学研究科博士前期課程在学中。2005年よりEMSB-u32チームとともに

アンコール遺跡やプノンペンの大気環境調査に従事。

大八木 英夫（おおやぎ ひでお）　1979年神奈川県生まれ。現在、日本大学大学院総合基礎科学研究科博

士後期課程在学中。専攻は水文学・陸水学。 2004年よりEMSB-u32チームの一員としてトンレサップ湖の

調査に参画。 トンレサップ湖ならびに周辺水系の水理・水文学的調査を担当。

坂井 健一（さかい けんいち）　1983年福井県生まれ。金沢大学工学部卒業。専攻は都市計画学。現在、大阪

大学大学院工学研究科博士前期課程在学中。2005年よりEMSB-u32チームとともにカンボジア、シェムリア

プ市の環境・都市調査に従事。

ソ・イム・モニチョット（So Im Monichoth）　1969年カンボジア、タケオ州生まれ。ウクライナ、オデッサ大学大学

院博士前期課程修了。現在、カンボジア王国水資源気象省水文河川局副局長。 2004年よりEMSB-u32チ

ームの一員としてトンレサップ湖調査に参画。 水文調査および気象装置・情報の管理を担当。
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アンコール以前－トンレサップ湖周辺の先史時代貝塚群－

リ・ヴァンナ（プノンペン芸術大学）

　カンボジア先史時代の人々の社会･文化的な展開を示す遺跡群が、カンボジア全体に散在することが

明らかになったのは19世紀初頭以降のことです。これらの遺跡群には、洞穴、環濠集落、低地野外集

落、貝塚遺跡群などが知られますが、本講演ではトンレサップ川流域の先史貝塚遺跡群の踏査、同地域

のサムロン･セン貝塚遺跡の発掘、そしてその人工･自然遺物の分類・分析成果にもとづいて、同地域に

居住した人々の歴史を紹介いたします。カンボジア最大の湖であるトンレサップ湖と同湖とメコン河をつな

ぐトンレサップ川は、多様な動植物の生息地であり、その流域の人々は自然の恵みを受けつつ先史時代

からここに居住してきたと考えられます。

　1999年から2001年にかけて、トンレサップ河流域中部で考古学的な踏査をおこない、あわせてサムロ

ン･セン貝塚を本格的に発掘調査し、この地方に６つの貝塚があることを確認しました。サムロン･セン貝塚

とアンロン･パッダウ貝塚はフランス人の研究者たちによって19世紀末に報告されていますが、他の貝塚

は新しく発見したものです。新しい貝塚の本格的な発掘調査はまだですし、年代や文化層、人工･自然

遺物群の研究もまだ途上の段階にありますが、村人たちの話から、人骨、獣骨、土器、銅製品、石斧、

石･土腕輪、土製�状耳、鉄鏃、骨製品、当板、土紡錘などが出土したことが知られています。つまり、これ

らの貝塚は居住地としてだけではなく、埋葬地として利用されたことが考えられます。

　サムロン・セン貝塚（面積1500ｍ2）についてやや詳しく説明しましょう。この貝塚がトンレサップ川流域で

最古の遺跡のひとつであることが知られるようになったのは、1876年のことです。この貝塚の文化層は、

「青銅器が出土しない層」、「青銅器と鉄器がともに出土する層」、「鉄器が出土する層」の三つの文化層

に分けられ、それらの遺物を含む層は450cmにわたって堆積しています。

　「青銅器が出土しない層」は、自然土層の約420cmの深さから270cmにわたっています。この層からは、

土器片、骨製品、砥石、磨製石器、土腕輪以外に、食用とされた獣骨、魚骨、貝殻がわずかながら発見さ

れます。無紋、籾殻と混ぜられた粗い粘土、薄い口縁部、平底といった特徴の土器も多く出土しました。

この層の最古の年代は、深度４ｍから出土した木炭が示す紀元前2205年～1887年です。

　「青銅器と鉄器がともに出土する層」は層厚160cmあります。この層からの遺物は銅椀破片、銅腕輪、鉄

鍬、鉄滓、有段石斧、石腕輪、砥石、骨製品、土器破片などです。下位層よりも土器片が多くみられ、こ

の土器破片は口縁端面、頚部、肩部の三ヶ所に多彩な文様が施されています。研磨土器もみられ、多量

の獣骨、魚骨、貝殻もよく残っています。青銅器の形態と鉱物分析の結果にもとづくと、この層は紀元前

約1000年～500年前後の間に形成されたようです。

　そして最後の文化層は、深度160cmから貝塚の上面に積み上がる鉄器出土層です。この層からは石英

ペンダント、魚脊椎製�状耳飾、鉄鏃、角製品、ガラスビーズ、海の貝製品、大型容器の破片などが出土

しています。これらとともに大型獣骨、甲羅、ワニの鱗、魚骨なども多く出土していますが、貝殻の割合は

少なくなります。ガラスビーズと鉄器の出現から、この層の相対年代は東南アジア大陸部の鉄器時代（紀

元前500年～400年頃）と重なると思われます。

　サムロン･セン貝塚での考古発掘調査の結果にもとづいて、カンボジア中部に居住していた人々の歴史

を述べると、以下のようになるでしょう。トンレサップ川流域に人々が定住しはじめたのは、紀元前3000年

ころと考えられます。彼らは金属の精錬技法と鍛冶の技術がまだない段階で、日常生活に用いるさまざま

な物を作りだすとともに、狩猟採集、漁労活動、浮稲作を含む農業に従事していました。その約1000年

後、おそらく交易によって鉄の精錬と合金技術がこの地に伝えられ、これらの人々は土器・石器の製作と

初期の稲作を継続しながら、狩猟により適した金属器を製造しはじめたと考えられます。そして、紀元前

500年前後からの鉄器時代に入ると、彼らはさまざまな鉄製品、ガラスビーズ等を生産するようになりまし

た。マキガイを加工した腕輪とペンダントが出土したことから、彼らは広範囲にわたって交易をおこない、

海辺の社会と生産物を交換したと考えられます。
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アンコール遺跡の歴史と保全－先アンコール時代から現在まで－

エア・ダリス（アンコール遺跡整備機構）

　「アンコール」とは、カンボジアが栄光に包まれていた９世紀から15世紀にかけて建設された都市や寺院

などの遺跡・遺構のことです。この時代の「アンコール」は強大を誇ったクメール帝国の心臓でした。また、

カンボジアの歴史の中でもっとも長い期間にわたって首都として機能した都市でもありました。しかし、考

古学的調査の結果などからこの「アンコール」は、アンコール時代にのみ存在したわけではなく、新石器

時代に始まり、それに続く鉄の時代、前アンコール期、アンコール期、後アンコール期、そして現在にいた

るまで、連綿と存在したものであることがわかってきました。

　とくに有名なアンコール期には、アンコールワットをはじめとする寺院群や宮殿、都市、道路網、貯水池

（バライ）、運河、そして橋などのさまざまな建造物が造られたことが知られています。しかし、これらの建造

物は文明が発展したからという理由だけで成立したものではないといえます。神々が宿るとされる北のク

ーレン山地と、東南アジア最大の湖トンレサップとの間に広がるアンコール地域は、肥えた大地やうっそう

とした森林、そして豊かな生物相に恵まれた地域です。このような自然の恵みに支えられた文明だったと

いえるでしょう。

　９世紀から15世紀にかけて栄えたアンコール文明ですが、それが頂点に達したのは１２世～１３世紀で

あったことが遺跡などの調査から知られています。１５世紀の半ばからアンコールはスコタイなどの周辺諸

国に対してその力を徐々に失ってきました。そして、アンコールへの侵略を本格的に開始したスコタイによ

って、アンコールの地はついに放棄され、王国の首都はより南へと幾たびも変更されることになりました。

しかし、アンコールは都としては放棄されましたが、人々がすべていなくなってしまったわけではありませ

ん。村人たちはかわらずアンコールの地に住み着いていて、信仰の対象でもある寺院群を彼らなりに修

復し維持しつづけていました。

　1863年からのほぼ一世紀の間、カンボジアはフランスの植民地政策下に置かれました。この期間、アン

コールの存在はフランスによって世界に広く知れわたることになります。フランスをはじめとするヨーロッパ

のさまざまな研究者によって、アンコールの調査や研究が開始され、遺跡群の調査や修復、そして保全

活動が1970年まで活発に続けられました。しかし、その後の20年間はカンボジアに戦乱の嵐が吹き荒れ

た時代です。戦争による遺跡の破壊のみならず、アンコールが自然の浸食や心ない人々の略奪行為に

よって崩壊の危機に面したときでもありました。

　1992年12月、緊急に保護が必要な存在としてアンコールはユネスコの世界遺産に登録されました。以

来、アンコールは国際共同体による研究、修復、そして保全の重要な舞台となり、フランス、日本、米国、

インドネシア、中国、ドイツ、イタリア、ハンガリー、そしてスイスなどの国々からの調査団や修復チームがさ

まざまな活動を開始しました。そして、これらの国際調査団や修復チームの活動を支援し円滑に進めるこ

とを目的として、カンボジア政府は1995年にアンコール遺跡整備機構（Authority for the Protection and

Management of Angkor and the Region of Siem Reap (通称：APSARA Authority)）を設立しました。

　アンコール遺跡整備機構はアンコール区域を５つの保護区に区分し、その中に地域住民の生活のため

の区域も設定しています。他の国々では世界遺産からの地域住民の強制立ち退きなども平気で行われ

ていますが、アンコールでは地域の人々が遺跡区域内にこれまでどおりに住み、そこで農業を営み、信

仰を続けるという、人々の遠い過去からの暮らしがいまでも守られています。アンコール遺跡整備機構は

古代都市としてのアンコールの保全だけでなく、現在の地域住民の生活、そして文化空間としての保全も

また目指しています。
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ガイドからみたアンコール遺跡の観光産業

ドゥルン・ポゥキィ（ピースインツアー、シェムリアプ）

　世界遺産として有名なアンコール遺跡群は、カンボジア北西部のシェムリアプ州にその大部分がありま

す。これらの壮大な建造物を次々と生み出したアンコール王朝時代は９世紀前半から15世紀前半まで続

きました。中でも有名なアンコールワットは12世紀前半に建立された巨大な石造寺院です。この時代の王

様はヒンドゥー教を信仰し、神王思想という「神様＝王様」といった思想を広めていました。そのため、神様

と王様とが一体となれる神聖な宗教施設をたくさん造営して後世に残したといわれています。

　アンコールワットは東西1,500m、南北1,300mの赤色ラテライトの周壁によって囲まれ、そのさらに周囲に

は幅190mの環壕があります。この中央に位置する本殿は、神の住む世界ということで、一般の人を近づけ

ないようにと険しい石畳のピラミッド型となっており、その最上部には神様が降りてくる山をイメージした5本

の堂搭がそびえ立っています。アンコールワットのいたるところで芸術的な彫刻をみることができます。柱

に刻まれているテヴァダー（女神）やアプサラ（天女）などの彫刻のほかに、第一回廊の壁に刻まれている

ラーマヤナ物語やヒンズー教の天地創造神話などの浮き彫りです。ここへ来れば、壮麗なアンコール美

術に目を奪われることでしょう。

　栄華をきわめたアンコール王朝時代は、15世紀前半にスコタイの侵略によって終わってしまいました。

その後は、隣国との紛争の時代やフランス植民地時代をへて、ポル・ポト政権時代に代表される政情混

乱の時代に入りましたが、1991年に内戦が終結して以降、世界の援助によってアンコール遺跡群はカン

ボジア国民の至宝として還ってきました。現在は、年間約100万人の観光客がアンコール遺跡群を訪れ、

その数は年々増加しています。それにともない、遺跡群とその周りの観光地の整備が盛んに行われてい

ます。今年の７月には新しい国際空港がオープンしました。町のいたるところでホテルや観光施設が新た

に建築されているところです。観光産業の発展は、ヤシ砂糖や胡椒、手編みの民芸品といった新たな地

場産業を生み出し、貧困層の底上げに大きく貢献しています。この観光産業はこれからもますます拡大し

ていくでしょう。
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産業省資源総局地質図室の活動およびカンボジアにおける地質情報管理

イム・シム（産業省資源総局地質部）

　カンボジアにおける地質図の作成作業は、おもにフランスの地質学者たちによって1960年代後半に進

められました。そして、その結果はカンボジア全土にわたる20万分の１地質図としてすでに出版されてい

ます。

　1997年から、経済上や治安上の制約はありましたが、カンボジア王国産業省資源総局地質部門はこれ

らの地質図を再編集し、必要に応じて新たな地質調査を行い、これによって得ることのできた新しい情報

を追加することでこれらの地質図を最新のものとすることができました。

　カンボジアのGISベースデータの確立をめざす”JICA-MPW（国際協力機構-カンボジア王国公共事業

省）”プログラムのもとで、地質部門はこのプログラムの協力部門としてカンボジアの50万分の１地質図と地

形・地勢図を編集しています。

　10万分の１という大縮尺地質図作成計画は、北西プノンペンといった特定の地域でのみ実施中です。こ

の大縮尺地質図計画は、国内鉱産資源目録の作成や国内地質情報の高精度化の目的で行われていま

す。
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プノンペンの南東に分布するジュラ系カコウ

岩．モリブデンや黄鉄鉱などをともなう．おも

に高級石材用として採掘されている．

カンボジア南西部シハヌークビル（コン

ポンソム）付近に分布するジュラ紀～白
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おもに採掘されている．
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カンボジアの河川・水資源管理－ポーサット水系を例として－

ソ・イム・モニチョット（水資源気象省水文河川局）

　カンボジア南西部にあるポーサット州は首都プノンペンの約200㎞北東に位置します。この州を代表す

る河川でありトンレサップ湖に流下するポーサット川（流路長約150km，流域面積6,013km2）は、この州の

水資源の主たる供給源として不可欠の存在ですが、５～10年おきに洪水が発生するという管理が困難な

河川でもあります。

　ポーサット川水系へのSWAT（Soil and Water Assessment Tool）モデルの構築とその適用を目的として、

全流域をさらに６つの副流域に区分し、そこに９つの降水観測器、２つの水文観測所、６つの湿度観測

所、６つの気温観測所、６つの風向・風速観測所、６つの日射量観測所、そして２つの気象観測所を設置

してデータを収集しました。これに加えてポーサット川集水域の土地利用を、都市、農業用地、山林など

の６つに区分するとともに土壌区分をしました。これらの情報を解析した結果、以下の問題点が見つかりま

した。

１．このモデルで用いられた集水域での降水量は10年間の資料である。しかし、このデータは十分なもの

ではなく、いくつかの観測ステーションではデータの欠落が認められる。これを早急に補填しなければ

ならない。

２．流量のデータは2000年から2006年までの７年間のものであり，これも10年間に満たないものである。こ

れについても早急の対応がのぞまれる。

３．土地利用ならびに土壌分類などのデータは、潅漑地域、作物の収穫期、水需要期などをのぞいて、

いまだに約20年前の古いものが使われている。これらの資料の早急の刷新が必要である。

４．上述の事実から、この解析で得られた結果が現実のポーサット川の情報を示しているとは考えられな

い。これらを現実により即したものとするため、このモデルのさらに長期間にわたる運営とデータや資料

の改善が必要となる。

ポ

ーサット川の位置と水資源管理観測ネットワーク
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暴走する観光産業－シェムリアプの都市計画－

坂井健一（大阪大学大学院）

　カンボジアのシェムリアプ市には、世界遺産でもとくに名高いアンコール遺跡群があります。この世界遺

産を一目見ようという世界各地からの観光客は年々増え続け、昨年度にはその数がとうとう百万人を超え

ました。鎖国的な時代が長年にわたって続いた同国では、かつてはホテルなどの宿泊施設はごくわずか

なものでしたが、このような観光客の増加によって観光産業が急激に発展し、それにともなって市内はもと

より市外にも大型ホテルの建設があいついでいます。

　ただ、ここで心配されるのは、将来を見すえた都市計画がないままでの大型ホテルの建設は、周辺自然

環境の破壊や汚染といった、観光資源としての価値を損なうような憂慮すべき事態を確実に引き起こすだ

ろうということです。そればかりかこのような自然の破壊や汚染は地域住民の健康な生活にとっての深刻

な問題ともなりかねません。

　そこで講演では、シェムリアプ市の観光産業が現在どのような発展状況にあるのかを明らかにするため

の現地調査を、すでに建設されたあるいは建設途中のホテルにとくに着目して行いました。そして、これら

のホテルがいつ頃、どのあたりに、そしてどのくらいの敷地面積で建設されていったのかを調べた結果、

大型ホテルが郊外に建設される傾向がとくに強いことがわかりました（下図）。また、ホテルの建設時期や

敷地面積と観光客数の変化とにもとづいて、近い将来必要となるであろうホテルの敷地面積の試算をして

みたところ、必要となる敷地面積は現在のシェムリアプ市にあるホテル計画地の面積で補えることがわかり

ました。しかし、このホテル計画地ではさまざまな規制のため、ここにホテルを新しく建設できるような状態

にはなく、この計画がまったくの机上の空論であることもわかってきました。

　以上のことを踏まえて、シェムリアプ市の今後の都市計画を立案するにあたっての課題は、ホテル計画

地の規制の見直しを早急にそして的確に行い、ホテルの建設をより計画的に行うことであるといえます。

それは、乱立する現在のホテル建設の実態を反省点として踏まえ、自然環境や地域社会への悪影響を

最小限にとどめる観光産業を作り上げてしていくためです。これに加えて、外国資本による観光産業と地

域社会との関わりを見つめ、地域住民の手による観光産業を今後どう進めていくのかも今後問われる課

題のひとつです。
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忍び寄る脅威－アンコール遺跡の大気汚染－

村瀨高広（金沢大学大学院）

　アンコール遺跡を訪れる観光客の増加と観光産業の発展のためシェムリアプ州の人口は年々増えてお

り、遺跡区域にも10万人近い住民がいるとされています。このような人口の増加とそれにともなう人々の生

活範囲の拡大は、汚染対策を十分に考えないかぎり、自然環境のさまざまな汚染や破壊をひきおこして

しまいます。なかでも大気汚染はさまざまな悪影響があるにもかかわらず、その深刻さがほとんど認識され

ていないものです。

　森林の過剰なまでの伐採も大きな環境破壊のひとつです。カンボジアの地方都市では、現在でも家庭

用燃料の90％以上が薪でまかなわれています。アンコール遺跡周辺では、人口の増加にともなう道路や

住宅の建設のためだけでなく、薪や民芸品の材料とすることを目的とした違法な伐採が年々目立ってき

ており、このわずか数十年で遺跡区域の密林がかつての1/20以下にまで減少したことが指摘されていま

す。このまま放置すれば森林は数年内に消滅するという予測まであります。このような森林の消失によっ

て森林がもつ保湿効果が失われ遺跡区域が乾燥状態になるだけでなく、大気汚染に対してこれまで森

林が果たしてきた除去・吸収効果も激減するため、遺跡の劣化・破壊が加速されるでしょう。さらに深刻な

のは、汚染物質を吸収した木が燃料となって燃やされてしまうため、これがさらなる汚染物質の発生源と

なってしまう悪循環です。アンコール遺跡整備機構はこのような現状に危機感をもち、大規模な植林計画

に着手しています。

　このように遺跡周辺の大気環境をめぐる現状は、遺跡の保全、遺跡区域で生活する人々の健康的な生

活、そしてカンボジアの豊かな生物多様性の維持にとっていずれもたいへん危険な状況にあり、緊急な

改善策はまさに急務といえます。そのためには、まず現状を正しく把握することが必要ですが、現地での

大気環境観測体制はまったく整えられていないという残念な情況です。

　アンコール遺跡区域の大気環境を改善する

ため、われわれは遺跡区域に環境・気象観測

装置を設置することで大気汚染の状況とそれ

に密接に関連する気象条件の観測を長期に

わたって継続し、その解析にもとづいて現実的

な環境対策を提案することを計画しています。

そして、これらの活動をとおしてカンボジアへの

環境観測・調査技術を移転することを目指して

います。

　今回の講演では、2005年からのアンコール

遺跡区域での調査からわかってきた大気汚染

の現状とその特徴について紹介いたします。

急激な社会の変化に対応するだけの余力のな

い開発途上国では、無秩序な観光客の増加が

大きな環境破壊と観光資源そのものの破壊と

を生みだしてしまうという新しい環境問題への

視点、そして観光産業の振興による途上国の

経済発展をめざしながらも環境保全をも十分

に考えるという新しい観点での取り組みの必要

性を感じとっていただければ幸いです。
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湖、川、そして人 －トンレサップ湖の水環境－

大八木英夫（日本大学大学院）

　カンボジアのトンレサップ湖は東南アジア最大の湖です。モンスーン（季節風）の影響のため、カンボジ

アを含む東南アジアでは雨の降る季節（雨季：５月～10月）と降らない季節（乾季：11月～４月）とが毎年

およそ6カ月ごとにくりかえしやってきます。そのため、アジア有数の大河メコンとトンレサップ川によってつ

ながるこの湖には、メコン河の水量の増減によって、湖にメコン河から水が流れ込む時期と、逆に湖からメ

コン河へ水が流れ出る時期とがあり、それにともなって湖の深さは最低0.5ｍから最高8.5ｍまで、そして面

積は最小2,500 km2から最大の20,000km2へと劇的に変化します。このようにトンレサップ湖はまるで心臓

ように収縮を毎年繰り返しており、これがこの湖の最大の特徴ということができます。増水期には湖畔の森

林は半水没して浸水林となります。豊かな淡水生物相はこのような動きによって支えられているともいえま

す。メコン河の洪水から低地を防ぐ役目も果たしています。

　カンボジアの人々は、太古から現在にいたるまでこの湖とともに文化を築いてきたといえるでしょう。アン

コール遺跡の壁面にも当時のトンレサップ湖のようすをみることができます。現在でも一部の人々はいか

だや舟の上に住居をつくり湖上で日々の暮らしを営んでいます。そして湖の面積が変わるにつれて移動

する湖岸を追っかけるように引っ越しをくりかえしています。この例からもおわかりのように、カンボジアの

文化や人々の暮らしにとって、トンレサップ湖はなくてはならない存在であるといえます。

　今回の講演では、トンレサップ湖の現在の水環境について、これまでの２年間にわたる調査の成果をま

とめて報告いたします。トンレサップ湖やその周辺河川では、ある地域で汚濁物質が徐々に増加している

ことがわかってきましたが、自然の浄化作用によって、湖に住む生物への悪影響や、灌漑用水・上水道な

どへの湖水の利用についての問題はまだないといえます。しかし、アンコール遺跡群の観光基地である

シェムリアプ市や首都プノンペンの都市排水は現在そのまま河川に放流されています。湖の周辺農地で

の肥料や農薬の使用量が今後増加することが考えられます。メコン河上流域でのさまざまな開発も計画さ

れています。近い将来、トンレサップ湖の水が汚染される危険があることには違いありません。そのために

も、『今』の水環境を知る必要があるのです。
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湖に沈む森 －住民と植物のかかわり－

荒木祐二（横浜国立大学大学院）

　トンレサップ湖の周りには、雨季になると水浸しになってしまう平野（氾濫原）が広がり、そこには樹高が

10ｍ以上にもなる樹木が茂り立つ森林（浸水林）が成立しています。雨季に拡大する湖はこの森林をもの

み込んでしまい、最高水位期ともなればまさに「湖に沈む森」と呼ぶにふさわしい景観を目のあたりにする

ことができます。今回の講演では、トンレサップ湖氾濫原において、(1)どんな植物がどのような立地条件

に分布しているか、(2)季節的に様相をどう変化させるか、(3)植物が地域住民の利用によってどのような影

響を受けているか、についてそれぞれ報告いたします。

　乾季の陸化した氾濫原では湖から内陸方向に向かうにつれて、水生草本植物群落→高木林→やぶ状

の疎林・低木林→耕作放棄地・耕作地を順番にみることができます。この成立には、冠水期間や住民に

よる攪乱が強くかかわっています。一方、雨季になるとこうした植生はすべて水没し、代わって水草が波

の穏やかな場所に固まって繁茂するようになります。

　氾濫原内では、水上住宅に住む地域住民が、季節的な水位変動による湖岸の移動に合わせて引越し

を繰り返すというユニークな生活を送っています。この地域には電気やガスなどがまだまだ普及していな

いため、住民は調理に使う薪などの燃料を氾濫原内の植物に頼りながら暮らしています。このようにトンレ

サップ湖では、植物が住民によってさまざまなかたちで利用されています。氾濫原の多様な植物は、これ

からも地域住民の生活を支え、人々に多くの恩恵を与えていくことでしょう。

　ただし、地域の人口増加にともなって住民による植物の利用が過剰になると、氾濫原が荒廃し住民の生

活基盤が消失してしまうことが心配されます。これに加えて外来種の侵入が漁業や農業などに深刻な被

害をもたらす問題も生じています。こうした問題を解決するために、氾濫原の植物に関する持続的な管理

方法を早急に提案すべきといえるでしょう。
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熱帯湖沼の豊かさをひもとく

石川俊之（北海道大学大学院）

　トンレサップ湖は世界有数の豊かな水産資源をたたえており、大昔から現在に至るまでカンボジアの

人々の台所支えてきた恵みの湖です。ところが、20世紀の終わりからカンボジアでは急速な経済発展が

起こり、この湖の環境への影響が危惧されています。このような状況のなかで豊かな水産資源を保全して

行くには、まず、豊かな水産資源を生み出されるメカニズムを理解しなければいけません。

　そこで、私たちは湖の中の生産力を測ってみました。水中に存在する藻類が光合成によってどれくらい

有機物を作り出すかという値です。驚くことに、トンレサップ湖の中の生産力は中栄養湖である琵琶湖と同

程度にすぎません。ところが、水産統計によるとトンレサップ湖は琵琶湖の10倍以上の漁獲量があります。

湖の生産力が同じ程度なのに魚がいっぱい採れる。これはいったいどういうことでしょうか。

　私たちはトンレサップ湖が伸縮する湖であることに注目しています。湖岸の森が水没することによって、

周囲の森林でつくられた有機物が湖に供給される可能性が考えられるのです。例えば、私たちが水没し

た森林で昆虫を集めたところ、湖の上とは思えないような量の虫が採集されました。水面に落ちた虫は魚

には魅力的な餌でしょう。また、水没した森林の下にも落ち葉を食べる無脊椎動物が集ってきます。この

ように、水没する森林で作り出された有機物が無脊椎動物によって利用され、それが魚の餌となるという

のが私たちの想像するトンレサップ湖の姿です。

　アジア・アフリカの熱帯域にはトンレサップ湖のように豊かな水産資源をたたえるものが少なくありませ

ん。この地域にはトンレサップ湖のように水位が季節によって明確に変動する湖がみられます。水没する

森林に注目して熱帯湖沼を眺めてみると、その豊かさが理解できるのかもしれません。
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図：森林が湖の生産を支えるとは？



巨大湖に未知の魚を求めて

本村浩之（鹿児島大学総合研究博物館）

　カンボジアでは、毎年約25万トンもの淡水魚が水揚げされています。これを国民1人あたりの年間漁獲

量になおすと約20 kgにもなり、この値は堂々の世界1位です。アンコール遺跡の壁画に魚やその当時の

漁業のようすがたくさん描かれていることからもわかるように、カンボジアの人々の生活は、約1000年前の

アンコール王朝時代、おそらくそれ以前から今にいたるまで、この豊かな魚類資源に支えられつづけてい

るといえるでしょう。しかし、カンボジアの魚類についての調査は貧弱で、フランス統治時代の調査や内戦

後にミシガン大学など米国主導による短期間の調査がこれまで行われたにすぎません。

　「トンレサップEMSB計画」では、カンボジアの命の湖とも言われるトンレサップ湖や、アジアの大河メコン

と湖とをつなぐトンレサップ川で3年間にわたって魚類の調査を継続し、あわせて約140種の魚類を採集し

ました。これはカンボジアでは世界初となる標本にもとづく包括的な魚類相の学術調査です。なんの根拠

もなくカンボジアには500～600種の魚類が生息するとこれまで言われ続けていましたが、実際にはそれよ

りもずっと少ない種数しかいないことが分かりました。しかし、少ないとはいっても日本最大の琵琶湖に生

息する魚類が約50種であることと比べたら、トンレサップ湖の魚類の種多様性はきわだって高いといえま

す。講演では、カンボジアに生息するおもな魚種をまず紹介し、調査で発見された新属新種や新種の

魚、そして近年絶滅してしまったと考えられる魚などを説明します。

　また、トンレサップ湖とメコン河とは、同一生物地理区（ほぼ同じ種が一様に出現する地域）に含まれると

これまで考えられていましたが、EMSB計画ではトンレサップ湖の魚類にメコン河の魚類とは異なる固有性

を世界で初めて発見しました。トンレサップ湖の特異的な生態系を脅かす外来魚の問題についてもふれ

ながら、同湖における生態系保全の重要性を提言します。
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