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第一章 はじめに
中央アジアの乾燥地にあるアラル海は、かつて世界第 4 位の湖水面積を誇り、豊かな
水産資源で周辺地域の住民の生活を支えていた。しかし、旧ソ連時代、流入する二つの
大河の中上流域で大規模灌漑農業が展開された結果、僅か 30 年余りで湖の大部分が消
失し、周辺地域とそこに生活する人々は、生態的・社会的に壊滅的な打撃を受けた。い
わゆるアラル海危機である[1, 2, 3, 4]。
アラル海危機は、「20 世紀最悪の環境破壊」として国際的な関心を集めた。多くの
研究機関・環境団体・メディア・国際機関が、この大規模な自然改変の実態・影響を明
らかにし、課題解決のために支援を行った。現在では北側の小アラル海の水位は回復、
水産業も復活を果たした[5]。しかしながらアラル海全体の回復は不可能とされて久し
い。旧湖底やその周辺への環境改善に向けて、在来の灌木種である黒サクサウールを用
いた植林活動が国際機関や政府によって盛んに実施されてきた[6,7,8,9,10]。黒サクサ
ウール(Haloxylon aphyllum)は耐乾燥性と耐塩性に優れ、アラル海地域に優占種として分
布する[11,12]。また、旧湖底沙漠や周辺地域に吹く強風の減速や移動砂を止めるため
の植林種に有効であるとされる[13]。しかしながら、厳しい環境条件に阻まれ、地域の
植林成功率は全体として芳しい成果は得られない[14]。
こうした中、筆者は 2013 年の水道インフラ整備により水環境が大幅に改善したカザ
フスタン共和国クズルオルダ州カラテレン管区内で、地域内に成木からの種子の飛散量
を増やすことを目的とした「黒サクサウール苗の配布イベント」を行った。水という最
も重要な条件が整った管区内で在来灌木種黒サクサウールの植林を住民とともに取り
組むことができるのではないかという期待を含んだ新たな試みであった。この植林計画
が政府や国際機関による大規模な植林事業のコンセプトと異なる点は、植林を行う主体
が組織ではなく住民個人であること、また大きな植林圃場が存在せず各家庭の庭に植栽
地が点在すること、一つ一つの植林規模は非常に小さいが全ての苗木に手厚い管理が行
き届くことであった。
本研究プロジェクトはまた、黒サクサウールの苗木の配布を通じた、地域の庭園の普
及の状況を明らかにすることに加え（第三章）、住民が黒サクサウールに対しどのよう
な関係を築いているかを文化人類学的な視点で明らかにする調査を実施した（第四章）。
これら様々な側面からアラル海地域の現状と地域の文化的側面を黒サクサウールと水
道インフラ整備のテーマから照らし出そうとした。本報告書の構成は、まず調査地の概
要と黒サクサウールの当該地域での位置づけを説明し、上記の苗配布を通して把握した
水道インフラの影響、続いて住民が語るサクサウールに関する報告を記述した。最後に、
プロジェクト中に国内外で成果の発信や議論の場を通じて発信した内容をまとめた。
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第二章 調査地の概要
２－１．調査地

本研究が対象にした調査地はカザフスタン共和国クズルオルダ州にあるカラテレン
管区とブゲン管区である。この 2 管区はシルダリアがアラル海に流れ込む河口地帯、昔
のアラル海沿岸に位置する。これらの管区へのアクセスは、小アラル海の北東に位置し
カザフスタンを横断する列車の停車駅（アラル海駅）があるアラリスク市から南西に約
100ｋｍ、車で 3 時間の移動を要する。他にもカラテレン管区やブゲン管区からは東に
約 85 ㎞の位置にあるカザリンスク市から車で 2 時間の移動でアクセスできる。これら
の市街地と管区の間は公共交通バスも低価格で運行しており人々の足となっている。
年間降水量が 150 ㎜前後の乾燥地域であり、夏（7 月－8 月）は摂氏 35 度前後に、冬
（1 月－2 月）は摂氏マイナス 15 度前後になり年間の寒暖差が大きい。降水は主に冬の
積雪であり、3 月下旬から 4 月上旬にかけて融雪し土壌に水分が供給される。夏から秋
にかけては地面からの蒸発が激しく、土壌中の塩が蒸発散の上向きの水移動によって地
表に運ばれ塩集積土壌が形成される。このため乾燥耐性や塩耐性を備えた植生が作る景
観がある。
カラテレン管区は 4 つの村、クネカラテレン、コルジャガ、ジャナコヌス、タスタク
で構成されている（図 1）。管区長の話によれば、20 世紀後半のアラル海縮小に伴い、
アラル海の島々で生活をしていた人々が移動を余儀なくされ、当地にも多くの人々が移
住してきたという。この人々は以前からアラル海での漁業を生業とし、現在も小アラル
海や周辺の湖で漁業を続けている。また漁業以外にも牧畜を生業にしている。この地域
は年間降水量が 200 ㎜を下回ることもあり、農業には向かないが定住をしながら放牧に
より家畜の飼育を行っている。多くの世帯はヤギ、ヒツジ、ウシを数頭から数十頭とい
う小規模な範囲での牧畜を行い、ほとんどが自家消費を目的としている。一方、専業の
牧畜農家が数世帯存在し、多数のヤギ、ヒツジ、ウシ、ウマ、ラクダを所有する。また
家畜を一切所有しない世帯もある。カラテレン管区全体の人口は 1,677 人で、各村の世
帯数iは（2015 年 9 月時点）は、クネカラテレンが 19 世帯、コルジャガとジャナコヌス
は合わせて 177 世帯、タスタクが 31 世帯であった(カラテレン管区統計 2015)。ここ 10
年間の世帯数の動向はクネカラテレンで減少傾向、その他 3 村では増加傾向にあり、管
区全体では毎年 10～15 世帯の急速な増加が続いている。

ブゲン管区はクネブゲン（「旧ブゲン」の意味）、ブゲン、カラシャランの 3 村から
構成されている。ブゲン管区ブゲン村はカラテレン管区から北東 21km の地点にあり、
カラシャランは北北東 11km の地点に位置する。アラル海縮小以前からアラル海漁業を
生業とする漁師の村として存在する。カラテレン管区と同様、小規模な牧畜に加え、少
数の大規模な専業牧畜農家が存在する。人口は 1,589 人で、世帯数はブゲン村で 174 世
帯、カラシャランで 101 世帯、クネブゲンで 7 世帯であった（ブゲン管区統計 2015）。
カザフスタンではロシア語とカザフ語が公用語であるが、ごくわずかの人が公務の渉外
等においてロシア語を話す場合を除いて、当該地域ではほぼカザフ語のみが使用され
る。

２－２．サクサウールと人々
サクサウールはこれまでの歴史上、様々な形で人間活動と関わってきた樹木である。
アラル海地域のみならず、実は中央アジア全体にサクサウールはよく知られる。という
のもシャシリクという鶏肉を串刺しにして焼くの中央アジアの伝統的な料理でサクサ
ウールが使用されるのである。サクサウールの強く長い火力がシャシリクに向いている
うえ、サクサウールで焼くと肉によい香りがつくのだとという。現在規制がかかるサク
サウールはどこの地域でも価格が高く入手が簡単ではないため、必ずしも使われてはい
ないようである。が、サクサウールといえばシャシリクというイメージは広く定着して
いるようである。（日本で例えるならば、「焼き鳥といえば備長炭」といった感覚なの
だろう。）
実は、調査地の日常の家庭の食事ではシャシリクを食べることはなく、外出時に街の
レストランで食する程度である。ただしむしろ、サクサウールの燃料材としての優れた
特質はシャシリクどころかアラル海地域の人々の生活自体を大いに支えてきた。彼らは
今ではガスや石炭も併せて利用するが、それらがなかった時代からサクサウールを生活
に利用してきた。現在はほぼすべての世帯で日々の調理にプロパンガスが利用される
が、大鍋を使った調理や、秋から春先にかけての屋内暖房、風呂（サウナ）のためにサ
クサウール以外の木材燃料を利用している。サクサウールが数を減らす 90 年代以前は
生活のあらゆる場面でサクサウール燃料が使われていたという。
サクサウールは燃料材としての用途以外に、地域の景観を作り出す、象徴的な木とし
て住民に大切にされる文化的側面も有する。村内と世帯の敷地内を歩き回れば、サクサ
ウールの木が大きく育っているのを見かける。植えられた経緯はそれぞれである。乾燥
地の限られた環境で育つことができる数少ない有用な樹木が人間活動の様々な場面で
登場してくることは必然かもしれない。筆者は本研究調査において、これまでほとんど
外部者には知られてこなかったサクサウールの文化的側面に踏み込んだ調査を現地で
実施した。

写真１：住民とサクサウール

２－３．環境問題とサクサウール
アラル海は 20 世紀後半に大半が干上がり、国際的に非常に関心が高まって以降、当地
の緑化活動が様々な国際機関や NGO によって実施されて久しい。その緑化活動を担っ
てきた樹木がサクサウールである。現在も非常に乾燥した当地の広範囲に生息可能な植
物で、植生回復の先駆主としての役割が期待されるとして、サクサウールの植林活動は
毎年のように行われている。このような理由から、地元の住民以外の人々にとってはサ
クサウールは環境保護活動の植林種としての認識が強い。

第三章 水道インフラと家庭菜園の普及
３－１．背景と目的
筆者は 2013 年の水道インフラ整備により水環境が大幅に改善したカザフスタン共和
国クズルオルダ州カラテレン管区内で、地域内に成木からの種子の飛散量を増やすこと
を目的とした「黒サクサウール苗の配布イベント」を行った。もともと、筆者の研究計
画は、環境条件が整った管区内で在来灌木種黒サクサウールの植林を住民とともに取り
組むことができるのではないかという期待を含んだ新たな試みであった。
本論では、カラテレン管区に水道インフラが整備されて２－３年が経った時点での、
住民の水利用の変化と家庭菜園の普及状況を示し、栽培植物種の選択にまで影響が及ぶ
ことを報告する。

３－２．方法
３－２－１．水道利用に関する調査
本論で紹介するカラテレン管区（クネカラテレン、ジャナコヌス、コルジャガ、タス
タク）及びブゲン管区（ブゲン、カラシャラン）における水道利用状況は、2015 年 9
月 1 日から 15 日に行われた、生活燃料・生活水に関する訪問アンケート調査の一部を
用いる。この調査では管区内の世帯を任意に訪問し世帯当たり一つのアンケート票を収
集した。ただし各村からのアンケート回収が 50％以上となるよう留意した。対象は 20

歳以上の世帯の生活者（世帯主に限らない）で、調査の趣旨を伝えたのち任意で回答を
依頼した。調査地の住民は日常的にカザフ語のみを使用していることから、アンケート
はカザフ語で行われ、本論のアンケート回答結果はそれらを日本語に訳したものである。
なお、ブゲン管区のクネブゲンは統計上世帯が存在したが、人はブゲン村に移動して生
活をしていた。訪問時は最後の 1 世帯が引っ越しを完了した日であったため、この調査
にクネブゲン村は含まれていない。

３－２－２．家庭菜園に関する調査
カラテレン管区の家庭菜園の状況と各世帯の黒サクサウール苗の受け取り意思に関
する調査は、2016 年 5 月 2 日～2016 年 5 月 12 日に行われた。管区内のすべての世帯を
対象に訪問し、アンケート及び聞き取り調査、また家庭菜園内の土壌診断および詳細な
分析用に土壌を採取した。留守・空き家の世帯及び調査を断った世帯を除き、世帯当た
り一つのアンケート票を収集した。土壌診断と土壌サンプルの採取は、菜園内の苗の植
栽予定地点で行い、苗の生育に適切な砂質土壌 iiが十分な深さで存在しているかどうか
を現場で診断した。
一方、ブゲン管区のブゲン村において、予備調査として上記と同じ内容のアンケート
及び聞き取り調査を 2016 年 5 月 14 日に行った。村内の世帯を任意に訪問し世帯当たり
一つのアンケート票を収集した。いずれの調査もカザフ語で行われた。また上記調査の
情報を調査地の世帯分布図に関連付ける目的で各世帯の GPS 情報を取得した（GPS Map
62s, GARMIN, USA）。

３－３．結果
３－３－１．回答者情報
表1
調査地
回収票数
性別

アンケート調査の回答者情報

2015年 9月 水道利用調査
カラテレン管区
ブゲン村
カラシャラン村
192
100
51

2016年 5月 菜園調査
カラテレン管区
ブゲン村
222
34

女性
男性
未回答

90 (47%)
102 (53%)
-

61 (61%)
39 (39%)
-

21 (41%)
30 (59%)
-

97 (44%)
98 (44%)
27 (12%)

18 (53%)
16 (47%)
-

10代
20代
30代
40代
50代
60代以上
未回答
世帯規模 （人）

50 (26.2%)
56 (29.3%)
35 (18.3%)
31 (16.2%)
19 (9.9%)
1 (0.5%)
6.1±2.1

11 (11%)
21 (21%)
30 (30%)
24 (24%)
14 (14%)
0 (0%)
6.6±3.4

8 (16%)
13 (25%)
11 (22%)
8 (16%)
11 (22%)
0 (0%)
6.1±2.7

8 (4%)
20 (9%)
47 (21%)
45 (20%)
38 (17%)
35 (16%)
27 (12%)
-

2 (6%)
4 (12%)
7 (21%)
3 (9%)
7 (21%)
8 (24%)
3 (9%)
-

年齢

表 1 は、調査地で 2015 年 9 月と 2016 年 5 月に行ったアンケート調査のアンケート票
の回収数と回答者の性別、年齢分布、世帯規模（平均±標準偏差）を示している。2015
年 9 月調査において、カラテレン管区では全体の 62％にあたる 192 世帯から、ブゲン
管区のブゲン村とカラシャラン村からはそれぞれ村全体の 57％、50％にあたる 100 世
帯、51 世帯から回答を得た。ブゲン村において回答者が女性に偏った理由は、訪問時
に男性が外出していることが多かったためであり、時期や時間帯による原因が考えられ
る。また、この 2015 年 9 月の調査では家計や政策に関する質問項目が含まれたため、
20 代以上に回答者を限定し、10 代の回答者はいない。世帯規模はどの調査地において
も同程度の世帯構成員数であった。
次に 2016 年 5 月調査において、カラテレン管区では管区全体の 98％にあたる 222 世
帯から、ブゲン管区のブゲン村では 20％にあたる 34 世帯から回答を得た。性別と年齢
分布における未回答がカラテレン管区で 12％発生した理由は、この調査では一件のア
ンケートに対して複数の世帯構成員が回答することを制限しなかったため、特定ができ
なかったことによる。

３－３－２．カラテレン管区とブゲン管区の水道水利用状況
カラテレン管区とブゲン管区（ブゲン村、カラシャラン村）の各世帯が生活水の消費
に対して一か月に支払う金額（単位：カザフスタンテンゲ）の分布を示す（図２）。カ
ラテレン管区の世帯は月額 500 テンゲ（約 170 円）以下の世帯が 80％以上を占めた。
これに対し、ブゲン管区のブゲン村、カラシャラン村はいずれも月額 750 テンゲ（約
250 円）以上の世帯が 90％以上を占めた。先に示した通り、世帯規模は二つの管区間に
大きな違いがなく、また生活様式に違いはないことから、明らかにブゲン管区の住民が
同量の水消費に対して高い金額を支払っていることが分かった。この二つの管区は水の
供給及び支払いのシステムが異なる。導入章で述べたように、カラテレン管区は水道イ
ンフラが整備され、2013 年以降、各家庭に水がパイプを通じて供給されるようになっ
た。ある住民の証言では生活にかかる水の料金がインフラ整備以前の 10 分の 1 にまで
下がったという。またメーターの導入により１L 単位での水の購入が可能になった。一
方、ブゲン管区は水道インフラ整備が進められたにもかかわらず、行政事情により各世
帯に水道管が通じないままとなっていた。水タンクを積んだトラックで各世帯に水が供
給されるため、水の購入はこの水タンク単位で行われていた。ブゲン管区の水道料金に
は運搬費や人件費等が水価格に上乗せされているようである。

図２

１世帯が水に支払う月額料金の分布

３－３－３．カラテレン管区における家庭菜園の普及
2013 年の水道インフラの整備後、カラテレン管区では家庭菜園が急速に普及してき
た。その様子は、図２で示した家庭菜園の所有状況からうかがえる。図は家庭菜園を所
有する世帯の菜園の年数、及び家庭菜園を所有しない世帯の所有予定の有無を割合で示
している。
左のカラテレン管区の状況を見てみると、水道インフラが整備されたのちに菜園を所
有した世帯は全体の 60％を占めた。その内訳は、所有して 1 年未満が 12％、1～2 年が
11％、2～3 年が 20％、3～4 年が 17％である。インフラ整備以前より菜園を所有してい
る世帯は 16％であった。菜園を所有するすべての世帯で、水やりには水道水が利用さ
れていた。家庭菜園で栽培されているものは、トマト、キュウリ、スイカ、メロン、カ
ボチャ、ナス、トウガラシといった野菜類、チェリー、アプリコット、ブドウ、リンゴ
といった果樹、ヒマワリ、ダリア等多数の観賞用草花、そして現地語でカラタル
（қаратал；学名 Salix nigra）、カラガシュ（қарағаш；学名 Ulmus laevis）、サクサウー
ル（сексеуіл； 学名 Haloxylon aphyllum）と呼ばれる樹木、牧草用のアルファルファ等
が栽培されていた。また、菜園を所有していない世帯は全体の 24％を占めたが、この
うちの半数以上にあたる 13％が近く菜園を持つことを計画していた。
一方、右側のグラフのブゲン村を見てみると、ここ数年で菜園を始めた世帯はなく、
5 年以上の古い菜園の所有者が 32％を占め、68％は今後も所有する予定はないと答えた。
記述統一のためブゲン村の古い菜園を 5 年以上としたが、ブゲン村に存在する菜園はソ
連時代に植えたという樹齢 30 年以上の樹木のみの庭が目立った。つまりブゲン村では
あまり水が菜園で消費されることはないようであった。ブゲン村に関しては 1 日の予備
調査で集めた結果でありすべての世帯を調査したわけではないものの、菜園ブームの中
にあるカラテレン管区とはかなり異なる景観の菜園が見られた。

所有未定
1年未満
11%
12%
1～2年
所有予定
11%
13%

5年以上
16%
3～4年
17%

5年以上
32%
所有未定
68%

2～3年
20%

ブゲン村 (n = 34)

カラテレン管区 (n = 222)

図２

家庭菜園の所有状況

３－３－４．家庭菜園の有無と在来種黒サクサウール苗の受け取り意思
表２

家庭菜園の有無と黒サクサウール苗の受け取り意思
家庭菜園
庭有
庭無
庭有・苗
庭有・苗×

カラテレン管区
世帯数
(%)
168
76
54
24
105
63

63
38

ブゲン村
世帯数
(%)
11
32
23
68
11
0

100
0

庭無・苗
31
57
23
100
庭無・苗×
23
43
0
0
※庭有：庭有り / 庭無：庭無し
苗：苗を受け取る / 苗×：苗を受け取らない

導入章で述べた、「黒サクサウールの苗を配布するイベント」を行うにあたり、各世帯
で苗を受け取る意思があるかどうかの聞き取り調査の結果を表２に示す。まず先にも述
べた通り調査した範囲での、家庭菜園の所有率（「庭有」（％））はカラテレン管区で
76％、ブゲン村では 32％となっている。次に庭を所有する集団と所有しない集団を区
別し、苗の受け取りをする意思があるかどうかを尋ねたところ、カラテレン管区の庭を
所有する集団では 63％が受け取り意思を示した。一方、カラテレン管区の庭を所有し
ない集団では苗を受け取ると答えたのは 57％と、所有する集団に比べて 6 ポイント低
くなった。次にブゲン管区ブゲン村では、庭の有無にかかわらずすべての世帯が苗の受

け取り意思を示し、カラテレン管区での傾向と明らかに異なる反応が返ってきた。
カラテレン管区における「苗を受け取らない理由」として、庭を所有する世帯の場合
は「来年の菜園計画がある」「他に植えたいものがある」であった。庭を所有しない世
帯の場合は「植えても育たない」「昔植えたが失敗した」という失敗経験や失敗予測に
基づくものが目立った。この失敗経験に関する証言は土壌診断の結果から支持された。
実際、固い粘土質土壌が地面の表層近くまであり、塩類集積が見られるエリアiii内に家
が建っていた。

３－３－５．土壌の概況
ここでは調査期間中に土壌採取のために管区全体を回った際の 100 cm 深までの土壌
の概況を示す（表３）。また図２は管区の世帯地図であり、サクサウール苗の植栽を行
う予定の世帯、行わない世帯、訪問時留守中であった世帯を土壌の状況と合わせて表示
した。
旧カラテレンは粗い砂質土壌が深く堆積しており、ほぼすべての世帯の庭園や近隣全
域が同様の状況であった。サクサウールの生育環境として非常に適した環境と考えてい
る。サクサウール苗の植栽を行わないと答えた世帯は、来年中心地のカラテレンへ移住
する計画がある、あるいは家庭菜園の中に別の植物を植える計画があるという理由があ
った。
タスタク村では大きく低地と高地の二つに分かれており、15-20m 程度の高低差があ
った。低地は水が豊富にあり、ため池を作っている世帯が 3 世帯ほどあった。そのうち
２世帯では非常に大きな菜園があった。ただしこの両世帯は特殊であり、客土を行って
畑を作っていた。低地の本来の土壌は粘土の含量が高く表層から 50cm 深までは石も含
まれた。ところどころの層位で柔らかい砂質土壌が現れるものの、100cm 深までにオ
ーガーで掘り進めるのが難しくなるほどの高い粘土含量の層位があった。サクサウール
の生育環境には適しておらず、住民らの証言によれば花や野菜の栽培にも本来のままの
環境を使うと失敗したという。先に述べたように客土を行った大きな家庭菜園を持つ 2
世帯を除き、菜園を持たない世帯、あるいは放棄された菜園を持つ世帯ばかりであった。
一方で高地に位置するほとんどの世帯では果樹や野菜、その他の木や花を育てていた。
土壌の質は低地の世帯とは大きく異なり、おおむね砂質の層が少なくとも 100cm まで
は堆積していた。ただし、表層から 50cm は比較的粘土含有が高く、小さな石や人工物
の含有も見られた。しかしながらオーガーで掘り進められないほどの固さはなかった。
下層になるほど砂質土壌になっておりサクサウールの生育は可能であろうと判断して
いる。タスタク村は多くの世帯が家庭菜園を楽しんでいた。サクサウールの植栽を受け
入れる世帯は多かったものの、菜園の配置計画を既に立てている、あるいは既に所有す
る菜園の管理で忙しいなどの理由でサクサウールの植栽を断る世帯が 5 軒ほど存在し
村の規模に対してこのような世帯が多いのも特徴であった。
カラテレン村（ジャナコヌスとコルジャガで構成される最も多くの世帯数を抱える中
心地）では砂質土壌が浅く堆積するエリア、深く堆積するエリア、表層から非常に高い
粘土含量の土壌が現れているエリアがある。深く砂が堆積するエリアでは菜園内で樹木
や野菜を育てている世帯が多くサクサウールの植栽をすると答えた世帯が多かった。浅
く砂が堆積するエリアでは、多くの世帯がサクサウールの植栽をすると回答した。これ

は根系が浅い野菜類の栽培に成功しているためであると考えられる。しかし 100cm 深
までの土壌に非常に硬い粘土層が現れる場合が多く、明らかにサクサウールの植栽には
適さない土壌であると判断した場合には住民に説明をした。その上で、サクサウールの
植栽を断念する世帯もあった。表層から非常に高い粘土含量の土壌が現れているエリア
では、家を建てる際に旧カラテレンから砂を運び込みiv50cm の盛り土を行っているた
め、敷地内では 50cm 深まで砂質の土壌が見られるが、本来の土壌が粘土で非常に硬く
サクサウールを育てられる環境ではなかった。

表３ カラテレン管区における100 cm 深までの土壌の概況
カラテレン管区

表層から100cm深の土壌状況概況
高度差があり、高地では表層に粘土質土壌及び石を含む
土壌の後深い砂質土壌、一方低地では固い粘土質土壌が
ある。
全域で深く砂が堆積している。

タスタク
クネカラテレン
コルジャガ、ジャナコヌス

ジャナコヌス / コルジャガ

クネカラテレン

150 m

砂が浅く堆積するエリア、砂が深く堆積するエリア、粘
土含有量が非常に高く固い土壌のエリア、に分かれる。

300 m

苗受け取り拒否の世帯

タスタク

N

100 m

苗受け取りの世帯

粘土質土壌が顕著な世帯

図３ 管区の世帯地図
サクサウール苗の植栽を行う予定の世帯を青色、行わない世帯を赤色で示した。粘土質の
顕著な世帯を緑色の円で囲っている。なお訪問時留守中の世帯を白抜きの四角形で表示し
た。図内の番号は GPS 情報の識別番号である。

写真２：粘土質と砂質の土壌の違い

さらにカラテレン管区内の、菜園を所有する世帯の中で所有年数別の苗の受け取り拒
否率を表 3 に示す。
表３

カラテレン管区の菜園所有者の苗受け取り拒否率の分布
庭所有経過年数
1年未満
1～2年
2～3年
3～4年
5年以上

拒否率（％）
45
27
21
21
23

受け取り拒否の確率は、１年未満の菜園を開いて間もない所有者が最も高く 45％、そ
の後菜園の所有年数が増えると徐々にその率が低下していた。またここでは示さないが
菜園の大きさは所有年数が上がるにつれて大きくなる傾向があった。菜園所有者が苗の
受け取りを拒否する場合、菜園計画が主な理由であったことを考えると、菜園計画は菜
園を作ったばかりの時期の所有者にとって特に重要であるといえる。

３－４．考察
アラル海地域は年間降水量が 200 ㎜前後の乾燥地であり、乾燥地の環境に適応した植
物種でなければ生存することはできず、元来植生には非常に乏しい。つまり集中的な灌
漑がなければ当地で花や野菜や果樹を育てることは不可能である。カラテレン管区の菜
園ブームともいえるここ数年の地域社会の変化は目を見張るものがあり、水道インフラ
の整備がいかに水利用を容易にしたかを納得できる。
今回の調査中に、ごく近くにある二つの地域において水環境に大きな違いが生み出さ
れた状況で、両地域の苗配布に対する住民の反応を調査できた。カラテレン管区とブゲ
ン管区の世帯の構成人数には大きな違いはなく、生活様式も同じであることから基本的
に衣食住に必要な水量にはほぼ違いがない。それに加えてカラテレン管区では菜園の灌
漑に水道水を利用するため、ブゲン管区の生活に比べて水の利用量は多いだろう。それ
でも毎月の水購入に支払う金額はカラテレン管区においては半額程度である。この水環
境の差がカラテレン、ブゲンの菜園所有状況に顕著に表れていることが予想される。恐

らくブゲン管区に水道インフラが整備された場合、カラテレン管区と同じ変化がすぐさ
ま生じるであろう。
当初、植物栽培に適した水環境、土地環境が管区内全体的に整ってきたカラテレン管
区は、植林苗の配布に対してブゲン村よりも受け入れられやすいと考えていた。しかし
ながらブゲン村の方が明らかに黒サクサウールの苗は受け入れられた。一見意外な結果
ではあるが、水事情が厳しいブゲン村であっても育てられる在来種がよく受け入れられ
たのは自然かもしれない。というのも、当該地域の人々は黒サクサウールが当地の乾燥
した環境でもよく育つことを知っているのである。カラテレン管区の菜園所有者で苗の
受け取りを拒否した世帯の多くは、綺麗に整備されよく植物が育っている菜園を持って
いた。彼らは来年の菜園計画があり、黒サクサウールは庭のデザインに合わないと考え
ていた。ここからわかるのは、水環境が整った環境では「植物が育つかどうか」ではな
く「どの植物を魅力的と感じるか」の基準で栽培種を選択するようになるということで
あろう。しかしこの傾向は菜園を始めたばかりの世帯で多く見られ、菜園が成熟するに
従い苗を受け取るようになることも興味深い。
しかしここで、なぜカラテレン管区の『菜園を持たない世帯』で苗を受け取らない集
団が存在するのかという疑問が生じる。ブゲン管区のように菜園を持たない住民は他の
集団よりも積極的にサクサウール苗の受け取りをするのではないかと思われる。しかし、
彼らから状況を聞き取ると、ブゲン村の菜園を持たない世帯とは背景が全く異なること
が分かった。実は彼らは既に野菜や草花を育てた経験があるが、残念ながら敷地内で植
物が育たなかったのである。実はそういった失敗経験を持つ世帯はあるエリアに集中し
ていた。土壌診断の結果、敷地内の土壌は植物栽培には向かない塩濃度の高い粘土質土
壌がごく浅い土層に多く含まれていた。つまり彼らは既に菜園ブームに乗ったものの、
管区内の塩類集積が生じやすいエリアに家があったために、菜園で失敗を経験し植物栽
培には消極的な集団であった。

３－５．結び
家庭菜園の広がりやそれを支える水道インフラ整備は、地域の在来灌木種黒サクサウ
ールを用いた植林活動を居住地域で普及する上で追い風かに思われた。しかしながら水
環境が整うということは、灌漑で栽培可能な植物種が、住民の魅力的な選択肢として多
数加わるということであった。つまり耐乾燥性の在来種の黒サクサウールが優先的に選
択される動機が薄れたのである。しかしながら、こうした水道インフラに支えられた家
庭菜園の普及は決して在来種を追いやるものではないだろう。実際多くの住民は黒サク
サウール苗を好意的に受け取り、菜園が古くなるごとに受け取る世帯の割合が増加して
いる。また水道インフラが整う以前に開かれた古い菜園の所有者の多くが長年育ててき
た黒サクサウールの木とともに野菜や草花を育てている。この景観を見ると、黒サクサ
ウールは特に他の栽培種と競合するものではないことがわかる。現在当管区は、意識的
に手をかけ乾燥地で植物を育てることを、住民が積極的に挑戦している過渡期にあると
いえる。
急速に菜園が普及したことで、顕在化した問題もある。2017 年 6 月に再度当地を訪
れた時、夏場の水供給が各村において決められた 1 時間に制限されていたのだ。夏場、
大量の庭への水やりを住民が一斉にやり始めた結果、水道ステーションが深刻な水不足

を懸念したためと聞いている。また別の問題として、乾燥地の灌漑農地に代表的な土壌
劣化である土壌の塩類集積が、カラテレンの小さな庭庭にも今後生じる危険性がある。
しかし一方で、菜園に非常に熱心に取り組むいくつかの世帯の住民を発信源に、栽培法
や最適な水管理の技術が住民の間でやり取りされている様子がカラテレン管区で見受
けられた。また 2016 年の調査で各世帯の庭で行った土壌診断では協力的であり、住民
は菜園管理に対する高い関心を示していた。住民が豊かで楽しみのある生活を追求する
中で、乾燥地の土壌、水、植物への理解が進む可能性も期待できるのではないだろうか。

第四章 人々が語るサクサウール
４－１．目的
一般に外部に浸透している認知として、黒サクサウールは環境保護政策下の植林種と
して価値のある木本種となっている。したがってインターネットや文献で得られる情報
では、黒サクサウールがこの地で人々の生活の中に歴史的にどうかかわり、人々の心の
中にどのように映されるのかということが外部者には非常に分かりにくい。さらに現在
は黒サクサウールの燃料利用が禁止され、生活の中で利用されるサクサウールを見るこ
とはほぼ皆無である。ところが、現地で人々と生活を共にすると、外部者には見えない
人間との長い歴史の中で生み出された文化的、精神的な側面に気が付くことができる。
それは思い出話であったり、信仰的な言説であったり、普段の住民の口から語られる話
の中で見いだされる。これらを収集することで、現在外部者にはほとんど知られること
がないサクサウールのより深い現地の人間との関わりを記録し伝えることができるの
ではないかと思う。この章ではプロジェクト期間中に収集した住民らが語った、黒サク
サウールに関係する話をありのまま文字に起こしたものを報告する。なお、黒サクサウ
ールは分類学的に三つ存在するサクサウールの一種であるが、当該地域ではただ『サク
サウール』とだけ呼ぶため、以下サクサウールと書かれたものは黒サクサウールを指し
ている。
４－２．方法
カラテレン管区の住民にサクサウールの文化的な側面を自由会話形式で聞き取りを行
った。聞き取りの対象者には許可を取ったうえで、音声をテープレコーダーで録音した。
本章で公開するデータはそれをカザフ語で文字におこしたものである。カザフ語はその
後日本語の翻訳を付けた。聞き取り対象者は主に、自宅の敷地内にサクサウールの木を
所有している人であったが、管区内の住民にランダムに文化的側面に関する質問を投げ
かけており、その際に質問に応じた人も記録の対象とした。語り手の名前と年齢と性別
といった個人情報を記録したが、本報告では基本的に性別と年代を証言者の情報として
載せた。日本語訳の訳出には語り手の口調や雰囲気も考慮した訳出を試みた。
４－３．結果と考察
以下に公開を許可されたものについて、記録日時、証言者情報、音声データからのカザ
フ語での文字おこし、その翻訳を日本語で記述したのち、補足情報や考察といった解釈
に必要な情報を筆者のコメントとして記述した。得られた結果は語られた内容によっ

て、A. 伝統の燃料材、B. 大切にされる木、C. サクサウールは美しい？、D. 人格を表
し人を選ぶ、E. その他、の五分類にした。
A. 伝統の燃料材
証言 A.1（男性・70 代）
"Сексеуіл қызып жанғанша, сегіздегі қыз өледі, сексеуіл қызып болып жанғанда
сексендегі шал өледі".
（日本語訳）‘サクサウールが熱く燃え始めたら 8 歳の女の子が死ぬ。サクサウールが
燃える間に 80 歳の年寄りが死ぬ。’
（コメント）この証言は、カザリンスクという街からカラテレン村に客として立ち寄っ
た 70 代の男性老人の言葉である。筆者が立ち寄った家でその日偶然出会い、お茶をし
ながらこの言葉を教えていただいた。上記の言葉はサクサウールが着火しにくいこと、
しかし着火すれば非常に熱く燃えること、そしてその火力が長く続くことを、人間の人
生の年齢になぞらえて言い表したものと解釈できる。意味は、『サクサウールは燃え始
めるのに長い時間がかかる（子供が生まれてから 8 年もかかる）が燃え始めたら（その
8 歳の女児が死んでしまうくらい）熱くなる。またサクサウールはその後非常に長い間
燃え続ける。（燃焼している間に 80 歳の年寄りが死ぬくらい燃焼時間が長い）』とい
うことであった。実はこの言葉はカザフ語で語られるとリズムと韻があり聴き心地がよ
い単語の組み合わせになっている。8 と 80 という数字が使われているのは、Сексеуіл
（サクサウール）と сегіз(дегі)（8 歳（の））と сексен(дегі) （80 歳（の））の韻をふ
むためだ。さらに қызып（燃えて）と қыз（女の子）にも韻が踏まれている。
証言 A.2（女性・60 代）
Сексеуіл ұзақ жануына байланыста адамдар ұзақ отырып самаурынмен шай іше алатын
болған.
（日本語訳）サクサウールは長く火が続くからね、みんな長いこと座ってサマオルンで
チャイを飲めたんだよ。
（コメント）この証言は証言 A.1 の客人を迎えた家の奥さん（ウルパシュさん）である。
彼女がカザフ語でサマオルンというのは、サモワールというロシアの道具として有名な
古い湯沸かし器である。今でも紅茶（ミルクティ）を飲む習慣は当地で健在で、食事と
間食の休憩時には必ずお茶が準備される。ただし現在は電気、ガス、家の暖炉で茶を淹
れるための湯を沸かすようになっており、サモワールは村では珍しく骨董品である。昔
はサマオルンで沸かしたお湯でお茶を飲む習慣があり、そこにサクサウール燃料が使わ
れたのである。実は「サクサウール」はサマオルンについて住民が語るとき、しばしば
登場する。
証言 A.3（女性・40 代）
Сексеуілдің көлеңкесі, күннің

ыстығында

қорғанасын,

бұтақтарын

самаурынды

жандыруға пайдаланасын. Бұрында самаурын қайнатып, сексеуілді отындыққа
пайдаланатынбыз. Қазір шайды газға қойып қайнатып аламыз.Сексеуілдің шоғы өлмейді,
ұзақ уақыт жана беретін болған. Сексеуіл сонымен қатар, нан салғанда, үйдің ішінде
тамақ жасау, үйді жылыту ішінде жақсы отын ретінде пайдаланған. Жыңғылмен
салыстырғанда сексеуілдің оты сөнбейді және жыңғыл секілді бықсып жанбайды.
Жыңғылдың қурағаны жақсы жанады, бірақ оны кептіруге ұзақ уақыт қажет. Көбінесе
үйлерде көк болады. Ол жылдар бойы тұрады. Содан кейін ғана біз пайдаланамыз.
Сексеуілді біз қазір пайдаланбаймыз, тіпті Қазір газ бар, тамақтың барлығын газ арқылы
жасап аламыз.
（日本語訳）サクサールの木陰は暑い日の日よけに、枝はサマオルンに火をつけるのに
使います。昔はサマオルンで湯を沸かすのにサクサウール燃料を使ったものです。今は
チャイをガスで沸かすことができる。サクサウールの薪炭は消えず、長い時間（火が）
燃え続けました。それに加えて、サクサウールは、ナンを焼くとき、家で食事を作ると
き、家の中を暖めるときに良い燃料として用いました。タマリスクと比較すると、サク
サウールは着火しない上にタマリスクのように激しく燃えない。乾燥したタマリスクは
良く燃えるが、乾燥させるのに長い時間がかかる。しばしば家々は（文末の訳出不明）。
乾燥させるのには何年にもなる。そうしてからだけ我々は利用する。サクサウールを
我々は今使わないよ。といっても、今はガスがあるからね、食事は全部ガスで作ってし
まいますよ。
（コメント）家の敷地に生えるサクサウールの木は木陰に利用すると語られたが、実際
当地の夏は 35 度以上にもなり非常に日差しが強い。乾燥しているため木陰で風にあた
ると涼しく心地が良いため、木陰は当地の人々や動物にとって重要な場所である。また、
サクサウールのサマオルンでの利用について、先述の証言 2 と同じ証言が語られた。昔
は食事や屋内の暖房といったあらゆることにサクサウールが利用されたことも証言さ
れた。タマリスクとは現在の木材燃料であるが、それとの比較もされており興味深い。
タマリスクが燃えやすい特徴は筆者の別の調査でサクサウールとタマリスクの燃料材
の質の比較評価のアンケート分析でも明らかにしている。それによればタマリスクは着
火しやすいが火は短時間で消え、煙と灰が多いという特徴がある。一方サクサウールは
逆の特徴を有する。現在調理にはガスが利用されることが多く、かまど付きの大鍋の料
理以外は木材が燃やされることはない。しかしながら、屋内暖房への木材は今でも欠か
すことはできない。それは家の構造に理由がある。家の数か所の暖炉から壁の中に煙突
を通し、壁を温めることで効率よく複数の部屋を温める方法であり、すべての家屋でこ
の構造がある。また体を洗うためのサウナでは湯を炊くために木材が使われる。したが
ってガスがある現在も屋内暖房などには木材を生活で欠かすことはできず、サクサウー
ルの代わりをタマリスクが担っている状況である。
証言 A.4（女性・60 代）
Сексуілді көне бабаларымыз пайдаланатын, біздің ата-аналарымыз қолданатын. Біз
кейіннен жыңғылға көштік, сексеуілді отынға пайдалануға рұқсат бермегендіктен. Қазір
жыңғылға сексеуілге қарамай, тамақты газға пісіріп алатын заман келді. Бұл ағаштарға

басымыз қарап қалмай, дамып жатырмыз.
（日本語訳）サクサウールは、昔のおばあさんも利用してきて、私たちの祖父・祖母も
用いてきました。私たち以降、タマリスクを用いました。サクサウールを燃料として用
いる許可が得られなくなりました。現在は、タマリスクやサクサウールと関係なく、ご
飯をガスで料理する時代が来ました。この木々は私たちの頭を超えて伸びています。
（コメント）伝統的な燃料材のサクサウールが、彼らが 20 代、30 代の働き盛り時期が
ちょうどサクサウールの減少が顕著に起こった時期と推察される。この時期はアラル海
縮小が末期を迎えアラル海の島々は完全に陸続きになっている時期であり、またソ連崩
壊の社会的な混乱の真っただ中である。森林局で聞き取った情報では、法的にサクサウ
ールの伐採禁止令が出されたのは 2006 年であるが、もうすでにその頃にはサクサウー
ルがなく、タマリスクへの移行がかなり進んでいたと思われる。伐採禁止令が 10 年以
上経過した現在では、サクサウールがたくさん生えているという住民の声も時々聞かれ
る。

B. 大切にされる木
証言 B.1（女性）
Зәуре апайдың айтқаны: "2002 жылы Қаратерең ауылының әкімі сексеуілді егуге әрбір
үйге таратты, біздің үйдің баласы 1993 жылы туылған осы таратқан сексуілдің 2-3 түбін
шарбаққа еккен болатын. Оны біз құмды топыраққа отырғызып, су құйып оны баптадық.
Жыл сайын түбін түптеп, артық бүтақтарын алып тастаймыз. Осыдан ол ағашымыз
жақсы өсіп, шығып кетті. Көбінесе атамыз қарайды бүл сексеуілдерге.（・・・）Ия, біздің
елімізде сексеуілге басқа ағаштарға, мысалы жеміс-жидек ағаштарға қарағанда көп
күтімді қажет етеді, күнделікті суғару қажет. Сексеуіл өзі өсіп, өзі өніп шыға береді. Тіпті
суғаруды қажетсінбейді.
（日本語訳）2002 年にカラテレンの村長がサクサウールを植えるために各家に(苗を)
配布し、私たちの家の 93 年生まれの子供がこの配布されたサクサウール 2，3 本をフェ
ンス下に植えました。それに我々は砂の土をかぶせて、水をやりそれを定着させました。
毎年、余分の枝を取って捨ててます。その木は、よく育ちました。しばしば（私たちの）
お父さんは、このサクサウールの世話をしていました。‥/会話省略/‥そうね、私たちの
土地では、サクサウールでない他の木たち、例えば果樹とかいった木に比べて、たくさ
ん世話しなくちゃいけないし、毎日水をやる必要がある。サクサウールは勝手に植わっ
て育ってくれるたとえ水やりを必要としなくても。
（コメント）息子が村長にもらったサクサウールを家族で大切に育ててよく育ったとい
うことであるが、この証言のように誰かに贈与されたものであったり、あるいは場所に
エピソードがありそこに記念に植えた例、また植えた人物に関するエピソードを住民が
語ることが多い。後半の、世話のしやすさ（水やりの少なさ）は在来種のサクサウール
の特徴であり、ほとんどの住民はそのことを理解しているようであった。

※「93 年生まれの子供」の表現について、何歳とは言わずに生まれ年で人物を表現す
るのが当地で一般的。
証言 B.2（男性・70 代）
Сексеуілді өзім еккенмін. Биыл жаға үй соғуды ұйғардық. Жер аз болғандықтан,
сексеуілді кесуге тура келді. 70 жылдары сексеуілді еккенмін. кескен кезімде оған 47
жылдай болып қалған кәрі ағаш еді. Сексуіл егерже жолда өзі өсіп шықса, айтушы еді:
"жеке түрған сексеуілге зиян келтірме" - деп. Ондай ағаштарды бағалап ескеретін.
（日本語訳）サクサウールは自分で植えたんだ。今年家を建てることに決めたよ。場所
が少なかったので、サクサウールを切ってしまわなければならなかったんだ。70 年代
サクサウールを私が植えた。切った時、その木は４７年くらいになった古い木だったな
あ。サクサウールが道に自生していたら、言うんだよ、‘サクサウールを傷つけるな’と。
こうやって（サクサウールの）木を大切に思っていたんだよ。
（コメント）この証言の男性（Жалғасбай Жиенбаев：ジャルガスバイ・ジエンバエフさ
ん）は、旧ソ連時代にサクサウールを植え、現在までその木々が成長し大きな 10ｍ以
上にもなるサクサウール 5，6 本が家の屋根にも到達していた。以前 2014 年夏にも彼に
話を聞く機会があったが、その時にはこのサクサウールが屋根を一部破壊するまでに成
長し家に覆いかぶさるように群生しているように見えたが、大切な木なので絶対に切る
ことはないとおっしゃっていた。2016 年彼の息子家族が新しい家を増設することにな
り、やむなくそれらのサクサウールは伐採されることに納得されたようであった。次に
記述されている別の証言者がこの家の話をしている。
証言 B.3（女性）
Біздің Қаратерең ауылында Жалғасбай деген ата бар, клубқа қарамақарсы тұрады,
жаңадан үй соғып жатыр. Оның шарбағында сексеуіл бар, ол үлкен болып өсіп шықты.
Бірақ сексуіл өте үлкен, өте ескі болғандықтан ол үйдің шатырына дейін өсіп, оның
қирауына әсер ете бастады. Сондықтан, жақын даол жанұя ескі сексеуілден кешірім сұрап,
оны кесіп, жаңадан үй салуды ұйғарды.
（日本語訳）うちらのカラテレン村に、ジャルガスバイっていうおじいさんがいるんよ。
クラブを持っててな、新しく家を建ててる。その軒先にサクサウールがあってな、それ
が大きく生えて育ったんよ。けどサクサウールがものすごい大きくて、すごい古くなっ
てしまったからな、それが家の屋根まで伸びて壊し始めたんや。だから近所の親戚の家
族が古いサクサウールに謝ってな、これ切って新しく家建てることにしたんですよ。
（コメント）この証言は先の証言者 2.2 の家の新築時の事情を知る、ある女性の証言で
ある。サクサウールが植わっていた家の家族が伐採の際にサクサウールに謝ったという
話は、サクサウールの木に対する思い、この木を大切に思う人物への敬意の表れである
と思われる。

C. サクサウールは美しい？
証言 C.1（女性・40 代）
Ия, жазда әдемі көрінеді. Әсіресе күзге қарай ол қою жасыл болып, қалыңдайды. Сол
кезде әдемі көрінеді.
（日本語訳）ええ、夏は美しく見えますよ。特に秋は、それ（サクサウールの木）は深
い緑になり、太くなる。その時に美しく見えますね。
証言 C.2（男性・60 代）
Жоқ далада өсетін ағаш болғандықтан, сексеуілді әдемі деп санамаймын. Біз сексеуілді
балалық шақта көп пайдаландық. Бірақ оны өзімізге ғана пайланатынбыз. Сосын оларды
сату басталды. Сексеуілдің мөлшерін азайтқан сатушылық, одан ақша алу мүмкіндігі.
Егерде адамдар сатпайтын болса, мүмкін санының мөлшері де азаймайтын еді.
（日本語訳）いや、 村に生えている木やから、サクサウールを美しいと思わんよ。俺
たちはサクサウールを子供のころにたくさん使った。けどな、それは俺たちのためだけ
に（生活のためだけに）使ったんや。その後な、その木々を売り始めたんや。サクサウ
ールの生えてる場所が減ったんは、商人とか、お金を稼ぐためや。もしな、人間たちが
売らんかったら、恐らく木の数は減らんかったやろうな。
（コメント）上記二つの証言 C.1 と証言 C.2 では意見が分かれる。筆者のこれまでの現
地経験から、美しいと感じる人も一定数いるようであるが、一方で別に美しくないとい
う人も少なくない。観賞用の樹木ではなく、野生種であり見栄えは他の外来植物と比べ
てよくない上に、住民には全く珍しくないため、このように言われるのであろう。筆者
は、秋に緑色が映え、圧倒されるほど美しいサクサウールを村内のある庭で見たことが
ある一方夏場の暑さで葉をばらばらと地面に落とし茶色になったものや冬場の枯れた
ようなものも見たことがあり、両者の意見に賛同できる。また二人目の証言で、サクサ
ウールの過剰伐採のことにも触れられている。住民は伝統的にサクサウールを生活に利
用してきた感覚から、生活利用範囲でサクサウールがこれほど激減することはないと感
じている。森林局で聞き取った情報では、現在でも毎年サクサウールの違法伐採で逮捕
者が数名出るそうだ。サクサウールは地域外に違法に運ばれ高い値で取引がされている
とのことである。

D. 人格を表し人を選ぶ
証言 D.1（男性・50 代）
Атаның сөйлегені: "Өзім ботаника, физика сабақтарын оқығаным жоқ, сондықтанда
сексеуілдің қасиеттерін біле бермеймін. Себебі оқығаным тек бастауыш үш сыныбы еді.
Бірақ айтатыны сексеуіл жайында: "Сенің басыңа сексеуіл шыға ма?". Яғни, егерде жақсы
адам болса, көріңде сексеуіл шықса, оның жақсылығын көрсетеді. Немесе, үлкен кісілер
балаларына "Сен менің басыма сексеуіл қоясың ба?" - дейді. Яғни сен мені ескеріп,

бағалап, маған көлеңке қойып көріме сексеуіл егесін бе деген мағына.
（日本語訳）僕は植物学も物理学も習っていないのよ。だからサクサウールの特徴は分
からない。というのは学校に３年生までしか行っていないから。でもサクサウールにつ
いて言われてることでは、「あなたの頭にサクサウールは育ちますか」って。これつま
り、もしよい人間なんだったら、試しにサクサウールを植えてみると、彼の良さ（善良
さ）が示されると。あるいはね、老人は子供らに「おまえは私の頭にサクサウールを植
えてくれるか」って尋ねるのよ。それってつまり、あなたは私を気にかけて、愛して、
私に木陰を作るようサクサウールを植えてくれるか、っていう意味。（下に続く）
Сексеуіл сонымен қатар жанғанда, оты таза, шоғы аз, түтіні болмайды. Қызуы жақсы,
күшті, ұзақ болады. Бірақ сексеуілдің түтіні көмірлеу болса, үйдің іші бықсып кетсе, онда
түтінінен адамдардың бастары айналып кетуі мүмкін. Сексеуіл мен жыңғыл тұрғанда,
алдын ала сексеуілді алады, себебі оны отын ретінде көп бағалаған. Бірақ қазір сексеуілді
пайдалануға рұқсат жоқ, бізде оны пайдаланбаймыз.
（日本語訳）しかもサクサウールが燃えてたら、炎はきれいだし、木くずは少ないし、
煙も出ない。火力もいいし、強くて、長いしね。でもサクサウールの煙が黒くなったら、
で家の中に充満したらさ、それで煙で頭痛くなっちゃうよねたぶん。サクサウールとタ
マリスクがあったら、まずサクサウールを取るよね。だってあれは燃料としてすごい価
値があったもん。でも今はサクサウールを使う許可がないし、僕らはあれを使えないよ
ね。（下に続く）
Ілгеріде Әбілан деген ауыл совет болды, олар молаларды жағалай еккен. Сексеуілдің
өзінің қасиетіне байланысты. Себебі ол жер талғамайды, суды көп қажет етпейді. Тамыры
тік суды өзі тауып алады. Бізде оны егіп қойдық, кейін өзі қартаяды, қисаяды сол кезде
кеспесек, қазір оны тиіспейміз. Өзім көгалдандыру жағына өте құмармын. Жеміс
ағаштарын, көкеністерді егуді, көгалдандыруды жақсы көремін және егіп қойып
жатырмын. Еккендерім шие, өрік ағаштары, помидор, қияр бар. Бұл мағлұматтарды
сексеуіл туралы көне мағлұматтарды көне ботаника кітаптарынан табуға болады деп
ойлаймын.
（日本語訳）前にアビランっていう村で会議があってね、サクサウールがお墓のそばに
生えてたね。サクサウールは自分の尊厳に関係してる。ていうのはね、あれは場所を選
ぶのよ。水もたくさんは要らない。根だけが水を自分で吸い取るんだ。僕らのとこでそ
れを植えておくと、そのあと勝手に年を重ねていって、曲がって、その時に切っちゃっ
たよ。今はね、（サクサウールは）僕らには必要ない。自分で緑化するのを僕はとても
がんばってんだよ。ブドウの木、植物を植えてね、緑化が好きでね、そして植えておい
てあるんですよ。種まきしたサクランボ、アプリコットの木、トマト、キュウリがある。
この情報、サクサウールについてはね、古い情報が、古い植物本から探せるんじゃない
かと思うけどね。

（コメント）証言者 D.1 は三つに分けて文章におこした。まず注目すべき点は、サクサ
ウールが意志を持って人格の優れた人間を選んで生えてくると主張している点である。
人間の人となりを証明する象徴的な木として、神聖な存在にとらえられている。また証
言者はサクサウール燃料材が燃えている様子を高く評価し、タマリスクとの比較でサク
サウールをより好むことも述べている。最後に彼は最近の菜園ブーム真っただ中のカラ
テレン住民らしい発言をしている。彼の敷地では植物が灌漑でよく育つようである。彼
は緑化（көгалдандыру）と表現しているが、筆者が 2014 年から調査を続ける限り、カ
ラテレンの村々で住民がとてもよく使う言葉である。
証言 D.2（女性・40 代）
"Жақсы адамның басына сексеуіл өсіп шығады" - деген бұрыннан сөз бар. Оның бір
қасиеті болғандықтан, жақсы адам өлсе де, оның моласынан сексуіл өсіп шығады. Ол
жатқан адамның жақсы адам екенінің дәлелі. Осы жерден 15 км алыс жерде Бектібай
деген жер бар. Соның молаларында бастарына сексеуілдер шыққан. Оны ол адамдардың
жақсылығын көрсетеді. Осы айтылған сөз сәйкес келіп тұр ғой.
（日本語訳）“良い人の頭にはサクサウールが育つ” という昔からの言葉があります。
それ一本で神聖なので、よい人間は死ぬと、その墓からサクサウールが生え育つ。その
横たわっている人間が善人だという証明である。この場所から 15km 離れた所にベクテ
ィバイという場所がある。そこの墓にはサクサウールが現れた。これ（サクサウールの
木）はその人間たちが善人であったと見せたのである。これは言い伝えと関係している
でしょうね。
（コメント）前の証言者と同様の証言が得られた。彼女はお墓に生えるサクサウールに
特に言及している。墓に生えるサクサウールが人々に特別な存在に認識されてきたこと
が分かる。
証言 D.3（男性・40 代）
Осы Көкаралдың жолының бойына қаншама ақша бөлініп, сексеуілдер дән арқылы егілді.
Қорықтың жеріне де көгалдындыру үшін жұмыстар жасалынды. Бірақ бірде-біреуісі өсіп
шықпады. Соған қарағанда сексеуіл кез-келген адамдардың қолынан өсе бермейді.
Мысалы Шалғын деген бала бар, осыдан 4-5 жыл бұрын шарбағына сексеуіл еккен, бірақ
қанша баптап өсірсе де, ол өсіп шықпай отыр.
Біздің аулада сексеуіл өздігінен көбейіп өсіп өніп жатыр. Менің ойымша, дәнектерінен
тарап жатыр.
Енді маған, басқа жақсы ағаштың түрін алып келсең, мысалы алма ағашын, жақсы болар
еді. Шарбағыма егіп, өсіріп қоятын едім.
（日本語訳）このコカラルの道※にどれだけ多くの金が使われ、サクサウールの種がま
かれたか！保護区でも植林のために仕事がされたんだ。でも何一つ生え育たなかった。
そういったことから見ると、サクサウールはどんな人間の手によっても育つわけではな
いね。例えばショルガンという子供がいて、今から４，５年昔に軒先にサクサウールを

植えたんだけど、どれだけかわいがって世話しても育たないでいる。
私たちの庭にはサクサウールは勝手にたくさん育っている。私が思うに、種が拡散して
いると思うね。
だから私にね、他の良い木の種類を持ってきてくれたら、例えばリンゴの木とかさ、良
いのになあ！庭で植えて育てるよ！
（コメント）この証言者も、サクサウールが場所を選んで生えてくることを主張してい
る。大量にサクサウールを並べる植林事業にあまり肯定的ではないことも分かる。実際
植林事業は成功率が非常に低く、それをサクサウールに選ばれなかったためという意見
は興味深い。また自分の家にサクサウールがたくさん生えてくることを自慢げに語ると
ころが印象深かった。また、彼も、今菜園ブームを楽しむ住民の一人であり、リンゴの
苗木を欲しいと締めくくっていた。管区内では果樹は非常に人気である。
※コカラル（Көкарал）ダムという、救済された小アラル海と大アラル海を隔てる巨大
ダムがある。世銀の融資で 2005 年完成した。カラテレン村から車で北に一時間弱の距
離にあり、アラル海縮小の歴史の一つのスポットとして多くの関係者やツーリストが訪
れる。ダムを一望できるテラス等も設置されており当地域ではエコツーリズムやレジャ
ー、釣り場としての観光スポット、ピクニックスポットとして利用されている。
証言 D.4（男性・70 代）
Қорымдарда кездесетін сексеуілдер, онда жатқан адамның тәуір екенін, не жақсы адам
екенін көрсетеді. Сондықтан да сексеуіл кез-келген адамның үйінде өсе бермейтін,
кез-келген адамның қорымында өзі шыға бермейтін ағаш. Оның ерекшелігін көрсетеді.
（日本語訳）お墓の中で出会うサクサウールは、それはその近くで眠っている人だと、
あるいはその人が良い人間だとみなすわけです。そうであるから、また、サクサウール
はどの人の家にも生えるわけではないし、どの人のお墓に生えるわけでもない。その人
の人格を見せるのです。
（コメント）前の証言者らと同様、墓にサクサウールが生えるのはその死者が生前人格
者であったことを証明しているというものである。

E. その他
証言 E.1（男性・60 代）
Судың жетіспеушілігіне байланысты біз қосымша водовозбен суды сатып аламыз.
Сексеуілдің суды көп өажет етпейді. Сексеуілді сабын ретінде сілтілі күлінің арқасында
сүйекпен біраз уақыт қайната отырып қоймалжың зат алғаннан кейін, оны сабын ретінде
немесе жуытын ұнтақ ретінде пайдаланатын. Сондықтан сексеуілдің күлі де бағалы
болып саналатын. Қазірде жуылған судың сабын суын сексеуілдің түбіне құйсақ ол
ағашқа жақсы әсер береді. Себебі кір сабын суда сілтілі орта. Сексеуілдің кішкентай
кезінен мен оны шыбықтарын байлап тік өсірдім. Бұл сексеуіл 5-6 жылдық болса да, тік

өсіп, қисаймай тұр.
（日本語訳）水が足りないせいで私たちは追加の水を買うんです。サクサウールは水が
たくさんいらない。サクサウールを石鹸として、アルカリの灰のおかげで、骨と少しの
時間炊いてあくを取ったあと、それを石鹸としてあるいは粉石鹸として使いました。し
たがって、サクサウールは灰も価値があると思います。今は洗濯の水の石鹸水をサクサ
ウールの根元に注いでやると、（それは）木に良い影響を与えます。というのは、汚い
石鹸水はアルカリから中性だからです。サクサウールを若い時期に私はこの紐を使って
真っすぐ育てました。このサクサウールは５－６歳になってもまっすぐ育ち、曲がって
ないです。
（コメント）サクサウールが燃えた後の灰を石鹸に利用していたという話は彼からのみ
得られた情報で貴重であった。彼の家の一角にはまっすぐ整えられた美しいサクサウー
ル林が見られる。彼は自然の森から小さなサクサウールを苗として取ってきて移植した
のだという。サクサウール林の間にはべつの草花も植えられていた。家の周り全体で
様々な植物を世話する世帯であり、水が足りなくなるのはそのせいである。洗濯後の石
鹸水がサクサウールを元気にするという主張は、真偽のほどは置いておいても、彼が菜
園のサクサウールや他の植物の世話を熱心に行っている様子が感じられた。
証言 E.2（女性）
（Жыңғылды неге шарбағыңызға өсірмейсіздер?）
Себебі жыңғыл біз үшін жабайы ағаш. Одан көлеңке болмайды. Одан гөрі жеміс
ағаштарын өсірген әлде қайда жоғары. Біз үшін жыңғыл отын ағашы болып есептелінеді.
Су жүйесінде Совет одағы кезінде жұмыс жасаған болатынмын. Сол кезде Дарияның
суын пайдаланатынбыз. Суды бірден Дариядан айдайтын. Ол кезде бақшалыққа да, ауыз
су ретінде ішуге де су жеткілікті болатын.
（日本語訳）
（タマリスクをなぜ軒先に植えないのですか？ という質問に対する答え）
なぜなら、タマリスクは私たちにとって、悪い木だから。木陰にならないでしょう。そ
れらよりも、果物の木を植える方が、まだいいですよ。私たちにとって、タマリスクは
燃料として計算しています。水システムがソ連の時代に行われていたっけな。その時分
は、シルダリヤの水を利用したものです。水を直接シルダリアからとってきたものです
よ。その時は、庭にまく水も、飲料水も持ってきたの。
（コメント）タマリスクは木であるが、木陰ができないため庭に入れる価値があまりな
いことや、果樹を好むこと、さらにソ連時代の水利用や菜園について語られていて、興
味深い。

４－４．むすび
サクサウールは乾燥に強い在来木本種として紹介されることが多いが、人々の生活の
中でサクサウールは実用的な面でも精神的な面でも重要な存在であることを明らかに

した。また住民にとってのサクサウールの重要性は意味合いにより多様であることも明
らかとなった。つまり、燃料材としての質、木陰を作るという実用的な役割、見栄えの
側面、人間の尊厳に関わる側面などである。サクサウールの重要性とはこれらの複合的
な価値基準から、当地で生活する住民の中で形成されており、植林事業における実用性
とは異なるものであった。語り手の多くが語った、「人間はサクサウールをコントロー
ルできない。サクサウールが人間を選んで生えてくるのだ。」という考え方は、植林事
業の方針とは相いれない部分があるかもしれない。これまでこのような文化人類学的調
査がサクサウールについて行われてこなかったが、サクサウールと当地の人間生活との
関係は植林事業よりも歴史が長い。そういった意味では、サクサウールの（外部者にと
っての）新たな価値の存在が学術的に記録できたのではないかと感じている。今後も住
民の語りの記録を続けることでこのような価値の発掘ができるように思う。

第五章 助成研究の成果発信と地域連携
５－１．『アラル海地域の持続的開発に関する国際フォーラム』に参加
アラル海地域での未解決問題に取り組むため、政府や国際機関、研究者らが発信を続
けてきたが、アラル海縮小が社会と生態系にもたらした非常にインパクトの大きかった
初期の負の影響が国際的には認知され、現在に至るまでに生じている新たな問題に関し
ては、ほとんど認知されていない。しかしアラル海危機が世界に認知されてから半世紀
あまりが経過し、当地域は国際的関心を保ち続けることが難しくなっている。
筆者は 2017 年 5 月 30 日～31 日、カザフスタン共和国クジルオルダで開催された「ア
ラル海地域の持続的開発に関する国際フォーラム」に参加した。これは、カザフスタン
政府、クジルオルダ州政府、ＩＦＡＳ（アラル海地域の問題に取り組む中央アジア 5 か
国の国際機関）、国際科学協会アスタナが主催したもので、アラル海地域の問題に関わ
る団体、研究者、国際機関、政府関係者が集まり、これまでのアラル海地域における活
動成果と将来の連携を強めることを目的として開催されたものである。。
当フォーラムでは、今後アラル海地域で行われるプロジェクトに関するメモランダム
の調印が主催者間で行われた。国営、及び地元の各テレビ局の取材が入り、開催の様子
が中継で報道され、参加者へのインタビューが積極的に行われるなど、カザフスタン国
内における注目度の高さを感じた。アラル海地域における、漁業、水・エネルギ‐の問
題、アラル海旧湖底とその周辺村での植林、住民生活の質の向上、ツーリズムや伝統文
化を発信する新たな産業の創出、気候変動への取り組み、情報整備、等 36 の項目への
投資を行い、カザフスタン含め周辺各国、国際機関や研究者が協力体制で組み取り組む
ことが確認された。
長年アラル海地域の問題に取り組む研究者や機関代表の方々と交流し意見を交わす
ことができ、本フォーラム参加の意義は大きかったと感じる。日本からは筆者が発表者
として参加し、招待参加者である石田紀郎氏（ＮＰＯ法人市民環境研究所、代表理事）
が旧ソ連時代から 30 年近く関わってこられたカザフスタン研究とアラル海地域での活
動成果、及び日本大使館支援の旧湖底植林サイトを紹介した。また筆者自身の当地域の
村々での調査研究及び現在進行中のトヨタ財団支援のプロジェクト活動を紹介した。在
カザフ日本大使館大使の出席もあり、フォーラムの主要イベントに参加されていた。
アラル海の消失以来残される未解決事項、および新たな課題と目標は多岐に渡り、地

球規模から地域の視点まで考慮するべきことが数多く存在する。あらゆる分野の研究者
や実務者が知見を積み上げ総合的に地域生態系、文化、社会、経済を見つめ地域理解を
さらに深める必要性や、また目指すべき将来像に関する活発な対話の必要性を感じた。
当プロジェクトは、当会議が注目する重点地域において、コミュニティベースの植林活
動の実施、及び地域木本への住民の認識と文化的背景についての学術的記録であり、フ
ォーラムの参加者らから当活動に関して関心が寄せられ意見を交わす機会も多かった。

写真３：フォーラムの様子

５－２．中央ユーラシア研究会
2018 年 3 月 5 日、筆者は北海道大学スラブユーラシア研究所で行われた中央ユー
ラシア研究会で、本研究成果を『水道インフラの整備と住民の菜園植物種の選択－カザ
フスタンアラル地域の村の事例－』というタイトルで発表した。この具体的内容は第三
章で述べたとおりである。研究会の参加者からは、例えば苗木が別の植物であったり、
土壌診断の有無といった、配布イベントがどのように行われたかによって住民の反応が
変化するのではないかとのコメントが出された。住民が黒サクサウール苗を受け取る背
景に目を向けそこから明らかにできることの記述も本研究で取り組んだ。しかしながら、
住民の手によって地域に黒サクサウールの成木を増やすという目的や、管区内の菜園ブ
ームの現状調査、これに伴う住民の黒サクサウールに対する嗜好性の変化といった複数
の分析項目が配布イベントに盛り込まれたため、配布イベントの内容を変えて住民の反
応を統計的に分析することはできなかった。しかしながら、カラテレン管区の多くの住
民にとって黒サクサウールは選択肢の一つであり、最優先で選択される植物種ではない
と分かる場面に調査中遭遇している。例えば、配布中に住民から黒サクサウールでなく
野菜や果樹の苗が欲しいと言われることが何度もあった。また、本イベントに全面的に
協力し苗購入の仲介や配布労働のための職員を提供してくれた森林局から、配布イベン
トの 4 か月前に、契約の黒サクサウール苗に加えて、サービスとして「カラガシュv」
と呼ばれる別の木の苗も追加で用意することを提案された。「カラガシュがあれば住民
は喜んでサクサウールの苗も（ついでに）受け取る」とのことであった。カラガッシュ
苗で黒サクサウール苗の配布イベントの成功を担保する必要があることを、カラテレン
管区の状況から当局は理解しているようであった。そもそもカラガッシュはアラル海地
域の自生種ではない。公共施設の記念樹や街路樹として当地で利用されており、成木に
なるまでに灌漑が必要である。実際に管区内の住宅敷地内にもこの樹木がよくみられる
が、これは住民が水やりをして育てている証拠である。対象区として調査した、水道設
備が整わない隣のブゲン管区では聞き取りに応じたすべての世帯でサクサウール苗を
受け取りたいという、カラテレン管区と明らかに異なる反応があった。ブゲン管区は水

道設備が整う以前のカラテレン管区と考えることもできることから植物種の選択と村
内の植生景観は利用できる水環境で非常に容易に変化することが分かる。水道インフラ
の整備が住民の植物種の嗜好に影響を与えていることはうかがえるが、これが一時的な
ブームによるものなのか、今後どのような変化が生じるかは今は明らかではない。
発表会のコメンテーターを務めた名古屋外国語大学の地田徹郎氏はアラル海地域の
漁業の変遷を歴史学のかんてんから長年明らかにしてきた第一人者である。地田氏から
は、本研究内容に関し、アラル海地域の村々に現在整備が進められる水道インフラにつ
いてマスコミで報道されている記事の紹介があり、水道水の水源について詳細を明らか
にするべきとの重要なコメントを得た。カラテレン管区では菜園ブームの中、住民がほ
ぼ無制限に水を利用し始め、夏場の水道水の枯渇やそれを受けての供給制限が実際に生
じている。水源からはすべての村々が順つながっており、カラテレン管区に限らず、地
域全体の社会問題である。そもそも管区に来ている水はどのような水源か、どのように
供給されているかを明らかにし、持続的管理が将来にわたり可能かを検討するべきであ
る。しかしながら、筆者が当該地域をこれまで調査してきた情報によれば、水道インフ
ラをめぐっては地域の利権と政治的問題が複雑に絡むようである。このテーマを扱う際
にはそのような政治的問題も含め地域全体の水資源利用を慎重に俯瞰し追ってゆく必
要があるだろう。
参考リンク（北海道中央ユーラシア研究会 HP）：http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/casia/

５－３．カラテレン管区第 82 番学校における環境教育イベントを通じて
2018 年 4 月 14 日、カラテレン管区のコルジャガ村とジャナコヌス村の間に位置する
第 82 番学校（学年は 1 年生から 11 年生）において、環境教育イベントに参加し、本研
究で行ったサクサウール苗の配布イベントの紹介を行った。このイベントは、アラル地
域のバルサケルメス自然保護区を管理するバルサケルメス自然保護局の職員が、当学校
で主催したものである。アラル海旧湖底や周辺域における毎年のサクサウールの植樹や
種の採集・播種作業を手伝っていることもあり、彼らのイベント内で子供たちに向けて
の発信を行ったものである。バルサケルメス自然保護局の学校におけるこのような環境
保護の普及活動はアラル地域すべての学校を対象に定期的に巡回し行われており、学校
側もこの活動に協力的である。それぞれの団体がこれまで地域の環境改善に向けてどの
ような理念で何を行ってきたかを 11 年生の教室で広報したのち、大ホールでは 5 年生
から 11 年生までの生徒や担任の先生による劇や課題研究の発表会が行われた。筆者は
これまでもバルサケルメス自然保護局の職員らと共に地域の複数の学校の授業に連れ
られて、日本の四季や動植物の紹介や自然保護の取り組みの例などを紹介するといった
活動をし、彼らの仕事に参加をしてきた。しかし、今回のように学校側も主体的に自分
たちの活動を広報する場に立ち会ったのは初めての経験であった。
イベントの最中、生徒らが発表するのを自然保護局の職員らが前列で見ながら、紙の
評価表に書き入れる様子が見受けられた。また、このイベントに先立ち、職員らが校長
室で学校長、副校長、生徒指導代表（道徳の教師）に対して、これまでの環境教育の成
果や活動状況が目を見張るものではないため、改善を促す場面に立ち会った。そして対
外的にもっと目に見える形の広報活動をするよう指導していた。これに対し学校側は、

これまでも努力をしているがより一層の広報に努める旨を伝えた。これらの状況から、
行政機関としての自然保護局が地域の指導者として、政策的に環境教育を教育機関を通
じて推進していることが分かった。筆者は土壌学を専門に研究をしているが、そのため
に自然保護局が科学的成果に基づく活動をアピールする際に筆者の紹介（自然保護局の
同僚として紹介）をしたり、各種イベントに同行を要請したりすることもしばしばある。
彼らの自然保護と環境教育の活動を科学的根拠で裏付けたい意志の表れであると考え
ている。筆者としても学校という普段単独で関わるには難しい組織に入り、情報を入手
したり広報ができることはありがたいと感じている。しかしながら必ずしも自然保護局
の活動が科学的根拠に基づくものではなく、今後の彼らとのかかわりの中で研究者がど
ういった立ち位置で関与してゆくのかは重要であると感じている。
アラル海旧湖底や周辺地域の生態系修復、緑化活動、居住区の景観づくり、市民への
環境教育、カラテレン管区住民の燃料材の伐採地選定といった場面でバルサケルメス自
然保護局が主体的、間接的に関与しており、国際的な外部資金を集めるのも彼らの仕事
である。各村には自然保護局の現地駐在職員として 1 名から数名が雇用されており、彼
らの地域の足掛かりとなっている。当地域での彼らの組織力と影響力は、先述のカムス
トバス森林局に並ぶ非常に大きな存在である。当該地域の住民の環境知識は彼らの教育
で形作られるといって過言ではないだろう。
５－４．アラル海地域研究関係者会議
2018 年 4 月 21 日、大阪の国立民族学博物館を会場にアラル海地域研究関係者会議が
行われた。本会議はカザフスタン及びウズベキスタンにまたがるアラル海とその周辺地
域に係る学術研究のさらなる促進と連携を目的としておこなわれた。これまでに様々な
研究者がこの地域を対象に研究成果を出してきたものの、互いの研究や現地の研究協力
者の情報交流機会がほぼなく、当地域研究成果の情報更新が滞り一昔前の情報がネット
上でも優勢な状況である。現地のネットワーク強化や若手研究者の育成も現在下火であ
り、現地入りしている日本の研究者は片手で数えられる程度であり、現地国でつながり
がある若手研究者はほぼ皆無といえる。筆者はここ数年長期間にわたり現地で生活をす
る中で、地域の新しい課題と状況が次々と起こっているのも関わらず、一般に出回って
いる当地域の状況は数十年前の状況で情報が止まったままであることに驚いている。こ
うした自身の経験も踏まえ、本プロジェクトでの研究成果は当地域の新たな問題の一面
を研究者間で共有されるべきと判断した。また当地域に関わってきた研究者個々人の見
聞と現地でのネットワークを有機的につなぐきっかけになるのではないかという期待
もこめて、アラル海とその流域を研究対象地とする日本の研究者らが招待され、自然科
学、社会科学の様々な分野が一堂に会した。
会議のプログラムは以下の表に示した。参加者の各分野における方針及び重点的に連
携してゆく研究課題を明確にし、①重点課題に対する共同研究と成果発表の方針、②新
たな研究従事者（学生・若手も含む）や海外研究者、現地協力者）との連携、③定期的
な情報共有の機会の設置に関し議論が交わされた。会議は二つのセッションで構成され、
初めのセッションでは参加者からこれまでの研究と今後の方針についての簡単な紹介、
その後セッション 2 においては、上記の議題について全体の戦略会議を行った。現在ど
のようなプロジェクトが進行しており、今後どのようなトピックが重要であるかを関係
者間で意見交換することができた。また各人がこれまでに構築してきた現地協力者ネッ

トワーク情報も共有された。具体的な共同研究プロジェクトの立ち上げまでには至らな
かったが、アラル海地域研究者同士という新しいネットワークを確認し、グループメー
リングリストを作成し当地の地域研究に関する情報交換の場を構築した。第二回の会議
開催予算獲得を目指すことでも一致した。

写真４：アラル海地域研究関係者会議の様子
アラル海地域研究関係者会議プログラム
時間
14:00－14:05

内容
開会の挨拶

進行役・発表者（敬称略）
松井佳世

セッション１：研究紹介：14:05－16:00
14:05－14:15

アラル海地域研究の現状と今後の方向性：国 地田徹朗
際共同研究の可能性を視野に入れながら

14:15－14:25

衛星画像の比較判読に基づくアラル海流域集 渡邊三津子
落の景観変遷

14:25－14:35

アラル海周辺の牧畜

今村薫

14:35－14:45

カザフスタンアラル地域カラテレンの生活

八木風輝

14:45－14:55

持続可能な社会構築の担い手育成―アラル海 井田仁康、荒井正剛
調査を通して―

14:55－15:15

質疑応答・ディスカッション

休憩 15 分 15:15－15:30

進行役：松井佳世

15:30－15:40

旧ソ連崩壊後の中央アジアにおける水資源ガ 齋藤竜太
バナンス

15:40－15:50

アラル海の水質・生物学研究と、今後のアラ 川端良子
ル海流域での節水型農業について

15:50－16:00

中央アジアにおける気候変動の緩和策・適応 甲山治
策とは？

16:00－16:10

キルギスの氷河観測

16:10－16:20

陸域水循環モデルを用いた全球内陸湖の環境 峠嘉哉
影響評価

16:20－16:30

アラル海流域における水力発電を巡る国家関 稲垣文昭
係の変容

16:30－16:40

アラル海地域の研究テーマについて

松井佳世

16:40－17:00

質疑応答・ディスカッション

進行役：松井佳世

田中賢治

セッション２：戦略会議：17:00－18:15
17:00－17:20

・重点課題に対する共同研究と成果発表

進行役：齋藤竜太

休憩 20 分 17:20－17:40
17:40－18:10

・海外研究者/現地協力者との連携
・情報共有の機会について

18:10－18:15

閉会の挨拶

会議参加者リスト(50 音順、敬称略)
荒井正剛
井田仁康
稲垣文昭
今村薫
辛嶋善博
川端良子
甲山治

東京学芸大学 人文社会科学系
筑波大学 人間系教育学域
秋田大学大学院 国際資源学研究科
名古屋学院大学 現代社会学部
北東アジア地域研究国立民族学博物館拠点
東京農工大学 農学研究院
京都大学 東南アジア地域研究所

進行役：松井佳世

松井佳世

齋藤竜太
在キルギス日本大使館
田中賢治
京都大学防災研究所
地田徹朗
名古屋外国語大学 世界共生学部
峠嘉哉
東北大学大学院工学研究科
松井佳世
京都大学 東南アジア地域研究所
八木風輝
総合研究大学院大学(国立民族学博物館)
渡邊三津子 奈良女子大学・共生科学研究センター

i

調査地域で、各世帯がそれぞれ家を所有している場合でも、普段は近縁の複数世帯が同敷
地内（一軒）で生活をしている例がある。したがって、本論における「世帯」とは、統計
上の世帯と必ずしも一致せず、生活空間として日常的に利用されている敷地の数に基づく
世帯を指している。
ii 黒サクサウール（Haloxylon aphyllum）は地下水に依存し、砂質土壌を好む。春先に植
栽された苗は急速に地下に根を伸ばし、水分獲得をする必要がある。砂質土壌は柔らかく
根の伸長を物理的に妨げず、また粒子の間隙が大きく水を保持しないため、塩を溶かし込
んだ水はすぐさま下方へ移動してしまい塩濃度が低くなる。
iii 土壌内の水分動態は、雪解け時のように気温が低く水が多い場合、下方向への移動、蒸
発量が卓越する夏季には上方向への移動が主である。粘土質の土壌では水分が保持されや
すく、蒸発とともに毛管現象が生じ塩類集積が起こるため、植物が水分吸収を行うことは
困難になる。一方砂質土壌は粗い間隙で毛管が断絶されるため水分は上方移動せず塩類集
積が起こりにくい。
iv 旧カラテレン村（クネカラテレン村）には粒子の粗い砂が多く堆積しており、水はけが
よく地面が安定するため、しばしばトラックなどで砂が大量に他の村へ運び込まれている。
v カラガシュ（現地語 қарағаш；ラテン名 Ulmus laevis）ヨーロッパ原産の落葉樹。

