
2003年 3月 フィジー実習下見 

 
３月１日（土） 
 フィジーへ発つ日。昨日は雲ひとつ無い快晴の日だったが、今日はあいにくの雨で東京の平均気温は 4.9℃
だった。今回は成田エクスプレスの予約をせずに鈍行で新東京国際空港まで出向く。「エアポート成田」とい

う直通電車を使えば、乗り換えなくて済んだのだが、良い時間帯のものが無くて、千葉駅で乗り換えることに

なった。山行きの大きなザックを背負ったまま千葉駅でまっていたら、そごうの紙袋を持ったフチの細い眼鏡

をかけたオジさんが「どっか山にでも行ってきたのか？」と話しかけてきた。僕が「フィジーに行ってきます。」

と言ったら、オジさんは「アフリカか？」と聞いてきた。オジさんの話によると海外はあまり好きではないと

いう。齢は 70 歳と言うのだが、見た感じではまだ 60 歳くらいにしか見えなかった。山好きらしく穂高や北
岳を制覇してきたことを誇らしげに語っていた。あと、酒やタバコはやらないとか子供は社会人だが、ハング

グライダ－をやりに海外によく行くという話を楽しげにしていた。散々喋った挙句、次の都賀駅で降りていっ

た。不思議な体験をした。 
15時 40分に空港第二ターミナルに到着した。集合時刻まで 1時間弱ある。カフェでコーヒーを飲みながら
フィジー滞在中に締め切りを迎える就職活動の書類を書き上げようとしたのだが、予想していたように書きあ

がらなかった。書類の会社とは縁が無かったのだろうと潔く諦めた。 
16時 30分に一同を会して出国カウンターGへ向かった。チェックイン終了後は、三つ穴の電源プラグを買
ったりして時間を潰した。出発時刻は 19:00だったが、天候の関係で結局離陸したのは 20:00頃だった。 
 
３月２日（日） 

7:20ナンディー国際空港到着した。気温は28℃で湿度は80％だった。飛行機から一歩足を踏み出した瞬間、
南国の湿った生暖かい空気が全身を撫でるように出迎えてくれた。降り立った時は、とにかく蒸し暑い南国の

熱気で萎えそうになったが、さっきまで日本で寒い思いをしていたのが数時間のフライトで真夏の気候を体感

できることに、いつの間にか喜びを感じるようになっていった。ナンディー国際空港は成田空港と比べものに

ならないほど小さな空港だったが、南太平洋のなかではジェット機が離着陸できる立派な空港だという。 
空港を出るとウイングインベストメント（以下：ウイング）の皆さんが出迎えてくれた。日本円をフィジー

ドルに両替している時には、UTCフィジー（豪系現地旅行会社）の人たちが貝の首飾りをかけてくれた。 
現地の天候もあまり良くなかった。よほど日頃の行いが

悪いのだろう。フィジーに到着後すぐにナンディー沖の離

島リゾート地であるマナ島へ国内便で向かう予定だった。

雨は降っていなかったものの飛行機が欠航することになり

タイガーⅣという高速艇で移動することになった。ナンデ

ィー国際空港をウイングの中野さんの運転する車で出発し

デナラウ港へ向かった。デナラウ港はデナラウ島という島

に位置する。ナンディー国際空港を出るとすぐにサトウキ

ビ畑（写真 1）が広がり、デナラウ港に近づくと一面にゴ
ルフ場が広がりリゾート地を思わせる風景だった。 

写真 1 サトウキビ畑 
 



写真 2 はデナラウ港である。ここから高速艇でマナ島までの所要時間は約 1 時間 30 分程度である。途中、
サウスシーアイランド（ブニバンドラ島）とトレジャーアイランド（レブカ島）を経由して終点のマナ島へ向

かう。デナラウ港ではホウオウボク（マメ科）の木が見られた。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 2 デナラウ港（注：写真の船には乗っていない）         写真３ ホウオウボク（デナラウ港） 
 
高速艇（タイガーⅣ）は 2 階建ての豪華客船だった。
僕らは操縦席（舵取り）のすぐ近くに座った。移動中に経

由する島は２つだけだが、ナンディー沖のママヌザ諸島

（マナ島もママヌザ諸島に含まれる。）があちこちに見ら

れた。中には無人島もあるという。 
天気が良ければ眺めは最高だったのだろうが、あいにく

の天気で周りの景色はぼんやりしていた。写真 4 はデナ
ラウ港を出発した直後に船から撮影したもので、海岸にマ

ングローブが生えているのが見えた。 
写真 4 マングローブ林が見える海岸 

船に揺られて 1時間半が経ちマナ島に着いた。雨は激しさを増していた。海はシケで僕らの乗っている船は
接岸できずに小型ボートに乗り込むことになった。小型ボートに乗っても最後の最後は岸に乗り上げるわけに

もいかない。お客さんの何人かは、運が良かったので、体格の良いフィジー人のスタッフに背負われて、岸へ

連れて行ってもらって濡れずに済んだのだが、僕は早速、裸足で海に入る羽目になった。ここで、生まれて初

めて南太平洋の海水に触れることができた。 
 マナ島に着いて、一休みしようということになった。そこで、初めてフィジー特産のフィジービター（別称

「スタビー」：375ml アルコール分 4.5％）を飲むことになる。コクがあって喉ごしが良く「旨い」の一言に
尽きた。 
マナ島の「マナ」とは「神、精霊」を指すという。マナ島は島全体が日系のリゾートになっている。島のは

ずれには、フィジー人の住居もひっそりとある。なぜ実習でリゾート地に行くのかというとリゾート気分を味

わう･･･のも確かに要素のひとつではあるのだが、島内の発電施設や下水道処理施設などの基盤施設の見学が

目的で行く。この島では上水道は海水を引き上げ淡水化してから利用していて、下水は処理してから、潅水や

トイレの水として再利用されて、海に流さないようにしている。 



フィジービターを飲んで一休みした後はサウスビーチ

（写真 5）を眺めながら昼食をとった。昼食後は時差ボ
ケを直すために仮眠をとるということになっていたが、

僕ら若い衆はサウスビーチでアクティビティの視察に行

った。要するにサウスビーチでリゾート気分を味わいに

行った。シュノーケリングの道具は部屋番号を伝えると

無料で貸してくれる。太陽が照りつけていないせいか海

の中も暗くて、視界が良くなかったのだが、熱帯特有の

カラフルな魚たちが泳いでいて感動した。数メートル沖

側に行くと、足が着かないほど深くなるところがあった。 
写真 5 マナ島のサウスビーチ 

実習の時に誰かがおぼれなきゃいいのだがと、ちょっと不安になった。泳ぎ疲れたのでビーチにあったパラ

ソルの下で休憩した。潮風に吹かれて、時折雲の切れ間から差し込んでくる太陽に照らされるのは最高だった。 
気づくと 2時間くらい寝ていたらしく、午後４時までにシュノーケリングの道具を返してくれと言われたにも
関わらず、延滞した気がした。その頃にはもう「フィジアンタイム」が定着していた？のかもしれない。フィ

ジーは非常にのんびりした国で、約束の時間どおりに事が進まないのは日常茶飯事（ほとんど当たり前）であ

り、このような時間概念を「フィジーアンタイム」と呼ばれている。フィジーアンタイムに慣れてくると日本

の 1分・1秒を争う生活がむしろ変わっているように見えてくることもある。 
 夕飯の給仕もフィジーアンタイムが採用されていて、食事をするのに 1時間以上待たされて、結局、僕らが
最後まで食堂に残っていた。「ワル」（体長が 30～40cmくらい）というサワラのような白身魚を食べてみた。
結構焼きすぎていたようで、結構硬かった。待った割には厳しい食事だった。 
  
マリンアクティビティーの多くはサウスビーチで行なわれていて、ノースビーチは閑散としている。素足だ

とサンゴのリーフで足が痛いという。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                写真 6･7 マナ島のノースビーチ 
 
 
 
 



写真 8･9は 2～3名が泊まれる客室である。実習の本番では参加学生はこのタイプのブレに泊まることになる。 

         写真 8･9 実習参加学生が泊まる客室（「アイランドブレ」と呼ばれている。） 
 
写真 10・11は食事をするところの様子である。 

                写真 10・11 ママヌザレストラン 
 
写真 12はマナアイランドリゾート内の様子で、写真 13は落ちていた椰子の実である。 
 

 写真 12リゾート内の様子 写真 13 椰子の実 



３月３日（月） マナ島出発 
昨日、天候が悪くて乗れなかった飛行機（ＰＩ２７０便）に乗ってナンディーに向かった。飛行機はたしか

８人乗りの小さな飛行機で、こんなに短い滑走路で飛行機が飛べるのか不安になるくらいの距離しかなかった。

飛行機に乗るときに荷物だけでなく、人の体重も計測して乗るところが飛行機の小ささを物語っている。飛行

場に集まった人の人数はどう考えても飛行機に乗りきらない。下見のメンバー全員で、予約をとってあったは

ずらしいのだが、どうやらグループが分かれて乗ることになってしまう雰囲気が漂っていた。しかし、ウイン

グの三冨さんのお陰でなんとか、一緒に乗り込むことができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 14 8人乗りの飛行機               写真 15 マナ島の滑走路 
飛行機に乗ってしまえば、ナンディー国際空港まで 15分ほどで着いてしまう。やはり、空を飛ぶと小さな
島々やサンゴ礁がよく見える。プロペラの陰に隠れながらもデジカメで撮影した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    写真 16 マナ島空撮                 写真 17ママヌザ諸島の島 
 
ナンディーの空港に着くと、今度はシンガトカの街へ車で行った。行き先はシンガトカのとあるカフェであ

る。なぜカフェに行くかというと、そこには、大阪府立大学経済学研究科に学籍を置き、イギリスの大学に留

学して人類学の博士を取ろうとしている大学院生と落ち合うためだった。その大学院生は、フィジーの村人を

研究対象にしているという。研究内容に関して詳しいことはよくわからなかったのだが、一言でいうと、自給

自足をしているフィジーの村人に貨幣経済が浸透するとどのように村人の価値観が変容するかということだ

ろうと思う。カフェに着いて大学院生とともに昼飯を食べた。経営者はインド系のフィジー人だったのだが、

ここでもフィジーアンタイムが採用されていた。Fish curryというものを注文したのだがなかなか出てこない。



さんざん待たされてやっと出てきたかと思ったら、chicken creamed curryだった。注文したものが違うとい
うことを店員につたえると「美味しいから食べなさいよ」と言われる始末だった。 
 
OISCA-Fijiでの打ち合わせ 
 昼食後は日本の NGOである OISCA（写真 18）を訪問し、植林実習の可否や、どのような実習内容が可能
かを打ち合わせに行った。OISCA-Fiji はフィジー人の青年を対象に 1990 年からフィジー政府の雇用機会ス
ポーツ省と提携して日本式の農業技術など（野菜づくり・稲作に加えて家畜・養蜂）を教えている。OISCA-Fiji
では政府の青年研修センターの場で OISCAが農業研修を行なうという形態をとっているため、同時に大工研
修も行なっているという。役所が研修希望者を募集し、研修の期間は 1月中旬から 12月上旬までの 1年弱で
ある。研修期間を無事終了すると日本に留学する機会を与えてくれる。全寮制で研修生は全て男性だった。施

設に到着するとフィジー人の研修生が手を振ってきた。ここでも底抜けに明るいフィジー人は健在だった。 
事務所にて OISCA-Fiji フィジー開発団団長代行の山田雅則氏と実習に関して打ち合わせをした。OISCA

の山田さんは我々を好意的に受け入れてくださり安心した。しかし、今回の実習はマングローブの植林がメイ

ンではないので、時間の配分などを煮詰めていかないといけない。実習が行なわれる乾季は山地にカリブマツ

を植林しても根付かないという。一方、マングローブ植林は、苗さえあれば 1年中可能であり、干潮の時間帯
が一番良い。打ち合わせの後は施設内を見学（写真 19）させていただいた。写真 20 は農場の様子で、写真
21は播種をしている様子である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

写真 18 OISCA-Fiji                   写真 19 施設内の見学 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 20 施設内の農場                  写真 21播種をしているところ 



写真 22は大工研修の様子で、家畜小屋にはブタが居た（写真 23）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 22 大工研修                  写真 23 家畜小屋のブタ 
 
コロニサガナ村 

OISCA を後にし、今度はコロニサガナ村というところへ行った。明日から山に入るので、儀式（カヴァの
儀式）をしなければならないからである。 

 
・コロニサガナ村の家々（一般住居） 
 南国特有の茅葺の家屋は、山奥の村でも、ほとんど見られなくなっているようだ。街（シンガトカ）からコ

ロニサガナ村に向かう途中も、屋根がトタンだったり、壁面がブロックだったりするものが目立った。写真

24 はコロニサガナ村の一般的な住宅の様子である。家の前には洗濯物が干してあり生活感が溢れている。写
真 25は屋根がトタン、壁がブロック、窓にはガラスが入っている家である。 

 

写真 24 コロニサガナ村の一般的な住宅          写真 25 屋根がトタン、壁はブロック 
 
屋根はトタンであるが、壁は竹を編んだようなもので出来ている家もあった（写真 26）。村では子ども達が
元気に遊んでいた。（写真 27）。 
 
 



写真 26 壁は竹を編んだようなもの           写真 27 コロニサガナ村の子ども達 

 
･集会棟 
 集落には必ず１つ集会棟があって、主に儀式を執り行なうのに使われるようだ。したがって集会棟は神聖な

場所であり、集会棟の一部のスペースは立ち入りを制限している場合もある。コロニサガナ村の集会棟（写真

28）の外壁は一般の家屋にもあったように竹で編んだもの（写真 29）でできていて、屋根はイネ科のヨシで
葺いてあった。このような儀式のための家屋を「ブレ（bure）」と呼んでいるそうだ。写真 16･17はカヴァの
儀式で村の人々が集会棟に集まっている様子である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     写真 28 村の集会棟（ブレ）            写真 29 竹で編んだ壁 

写真 30・31 集会棟に村人が集まっている様子 



・カヴァの儀式 
 フィジーの村では冠婚葬祭、赤ん坊の誕生、村長の就任式、来客の際などには「カヴァ（cava）の儀式」

というものを執り行う。カヴァの儀式（写真 32・33）では、ヤンゴーナと呼ばれるコショウ科の木の根（写
真 26）を粉末状にして水と混ぜたもの（見た目は泥水）を、タノアという木製の器に入れて、ココナッツの
殻で作った杯で汲み取り、１人ずつ飲みまわしていく。子供はこのカヴァの儀式に参加する風習が無いらしく

誰一人来ていない。 

写真 32 儀式が始まるところ            写真 33 カヴァを飲み干すところ 

写真 32に写っているタノア（器）は木製のものではなくプラスチック製のものだった。儀式が始まると 1
人が祝詞をあげる。時折、ホスト側はその祝詞に応えるように手を叩きながら呪文のようなことばを唱える。

ひととおり祝詞をあげ終ると、カヴァを飲むことになる。ホストの人が杯でカヴァを汲み取って、ホストやゲ

ストに１人ずつ差し出していく。ホスト側のカヴァを飲む順番は厳密に決まっているという。ココナッツの杯

が差し出されたら、手を 1回叩いて「ブラ（bula：こんにちは）」と言って、一気に飲み干す（写真 33）。杯
を返すときには「ヴィナカ（vinaka：ありがとう）」と言って手渡す。するとホストの人たちは 3回くらい手
を叩く･･･というもの人数分を繰り返す。時には 1人 1回では終らず何回も繰り返すこともある。 

 
首都スバの市場（写真 34・35）では、まるまる 1フロアがヤンゴーナの根のコーナーになっている。儀式

だけでなく、都市部でさえも日常的に飲まれているようだ。 

写真 34 ヤンゴーナの根               写真 35 市場で売られている 
 



３月４日（火）ガリマーレ石灰岩地の視察 
 今日は山に入る日である。ガリマーレの石灰岩地というところに行った。そこにはタワタワンジという村が

ある。シンガトカの街からウイングの三富さんが運転する四駆の荷台に乗って向かった。朝から青空が広がり、

清々しい最高の登山日和だった。ガリマーレ石灰岩地はシンガトカの街からシンガトカ川沿いに約 30km 北

へ登ったところに位置し、昨日カヴァの儀式を行なったコロニサガナ村の対岸にある。ここが 9月の実習で地
質・植生・測量実習をする舞台となる。 
 ガリマーレの石灰岩は今から約 1500万年前の珊瑚礁でできたものである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              写真 36･37 ガリマーレ石灰岩地に向かう途中 
 
 写真 36･37のように道はもちろん舗装していない。写真 36のように時には砂ボコリが立つこともある。一
方、雨の日は泥がはねてひどく汚れるらしい。山奥に入っていくほど愛想の良いフィジー人が多くなる。農作

業をしている人や家の外に出て日向ぼっこをしている人、グアバの実を口にしながら歩いている人･･･が、手

を振って声をかけてくれる。 
 タワタワンジ村まで約 km のところにシンガトカ川が良く見えるところがある。僕らは乗っていた四駆

（写真 38）から降りて、一旦休憩し、シンガトカ川の水位を確認することにした。僕らが居るところは、よ
く晴れているにも関わらず、遠くを見るとスコールが降っていた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   写真 38 乗っていた四駆                写真 39 遠くの方で降る雨 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 写真 40・41はシンガトカ川の様子である。雨季のわり
には川の水は少ないという。雨が降ると 
乾季にはさらに水が少なくなり、場所によっては四駆で川

を横切ることができるという。 
水位を確認していたら、上流から片手にチェーンソーと

もう一つには変なイカダみたいなものに捕まり、大声で歌

いながら下流に流れていく人（写真 42：赤く丸で囲って
いるところに居る。）を目撃した。とても不思議な光景だ

った。 
 

 
休憩後、再び車に乗り込み、ガリマーレ石灰岩地の近くにあるタワタワンジ村に到着した。 
 
タワタワンジ村 
 写真 43･44 はタワタワンジ村の様子である。タワタワンジ村はシンガトカ川を挟んでコロニサガナ村の対
岸に位置する。僕らは、この村を中継しガリマーレ石灰岩地に入った。 



・タワタワンジ村の家々（一般住居） 
タワタワンジ村でもフィジーの伝統的な家屋は見られなかった。タワタワンジ村では集会棟でさえ屋根はト

タン、壁はブロックだった。コロニサガナ村と同様に一般的な家屋の屋根にはトタンが用いられ、窓にはガラ

スも入っていた（写真 45）。写真 46の家の外壁は木製の仕上げ材を張り合わせている。 

・集会棟 
写真 47・48（47は正面）タワタワンジ村の集会棟である。昨日訪れたコロニサガナ村の集会棟とは違って、
屋根はトタン、壁はブロック、窓にはガラスが入っていた。 

 
写真 49 村のトイレ・シャワー 
 
村には共用のトイレがあった。写真 49の緑とピンクの
扉はトイレで、中央の半開の扉はシャワーである。トイ

レは水洗式になっていた。周囲の村でも特異である。 
 
 
 
 



いよいよガリマーレ石灰岩地に入った。タワタワンジ村の南側から東側に抜けるコースだった。山には村の

青年も一緒に着いてきてくれて僕らを先導し、時にはナタで草やツタを刈って僕らを誘導してくれる。 
写真 50･51は山に登りはじめてから１度目の休憩をしたところの様子である。写真 50にはシンガトカ川も
見える。休憩をしていたところの周りにも石灰岩は多く見られた。 

写真 50･51 山に登り始めて 1回目の休憩の様子 

                     写真 52 石灰岩 
休憩後は、また山道を歩いた。途中で、急な崖のようなところを登る場面もあったが、一度登ってしまうと

平坦な道で歩きやすかった。インドクワズイモ（写真 53）や赤い花をつけた植物（写真 54）も見られた。 

写真 53 インドクワズイモ 写真 54 赤い花をつけた植物 



途中にはグレープフルーツの仲間だと思われる果実（写真 55･56）もなっていた。先導してくれている村の
青年がその果実を取ってくれて、わざわざ我々が食べやすいように切ってくれた。 

写真 55･56 グレープフルーツの仲間 
                              注：果実を手にしているのは村の青年ではない。 

 
写真 57・58 は石灰岩と火山岩（安山岩）の境界部分である。安山岩のような火山岩があるということは、

フィジーが火山島であることを物語っている。まず海底火山が噴火して溶岩が噴出し、火山岩の地層ができて、

その後海底の珊瑚礁が死に石灰岩となって堆積された。ガリマーレ石灰岩地の石灰岩は約 1500万年前の珊瑚
礁から成っているが、火山岩はそれよりも約 200 万年古いものであるという。火山岩に石灰岩が混ざってい
る現場である。 

              写真 57・58石灰岩と火山岩の境界部分 
  
写真 58の左側に写っている青い Tシャツを着ている男性は、ウイングの地質学者のイノケ氏である。ウイ

ングの人の話によるとイノケ氏はバヌアレブ島（？）（フィジーの約 330ある島のうち 2番目に大きい島）の
出身である。年齢は 50歳を越えているというが、石灰岩の険しい崖を一人で昇り降りしているという。漁師
もしていて、時には魚を釣ってくることもあるという。 

 



石灰岩と火山岩の境界部分を見終わった後、山の尾根に出てきた。写真 59～62は尾根に出てきた時に見え
た風景である。徐々に雲行きが怪しくなっている様子がわかる。さっきまで、透きとおるような青空がでてい

たのに、やたら暗くなってきた。すると、朝に村へ行く途中でシンガトカ川の水位を確認していたところで見

た雨を降らせていたような雲が、この場所でも見えてきた。 

 
            写真 59～62 尾根に出てきた時に見えた風景 
 
今度は、雨を降らせている雲が、おとなしく留まっていなく、わざわざ僕らの方へ向かってきてくれたのだ。

我々は、ただ呆然と雨を降らす雲がやってくるのをお迎えするだけだった。ポツ、ポツと雨が落ちてきたと思

っている間もなく、土砂降りの雨が降りはじめました。とにかく村に早く帰ろうということで、小走りに山を

下ったのですが、山道だったところは、いつの間にか川のように水が流れ、小川があれば、お構いなしにじゃ

ぶじゃぶ入って駆け抜け、無我夢中で村に帰った。村に帰る途中、タロイモかインドクワズイモが植わってい

た。イモの葉はとにかく大きいので傘にしてみたかったのだが、葉を傘にして防げるような生やさしい雨では

なかった。村に帰ると今まであんなに激しい雨を降らせていた雲は姿を消し、多少陽射しも照りつけ何事も無

かったかのような天気になり、ただ我々が全身ずぶ濡れになっているだけだった。これが南国に来て初めて体

験したスコールだった。下山してから、体を乾かす間もなく、すぐに村を出発することになった。萩谷先生と

僕は四駆の荷台に再び乗って、服などを乾燥させながら帰ることになった。 
 



 写真 63～67は四駆の荷台から撮影したものである。写真 63は巨大な石灰岩の絶壁が見える。写真 64は
スコール後に四駆で通った道である。最近は砂利も敷かれて随分良くなったという。それまでは、車で走ると

泥はねがひどくて大変だったようだ。写真 65は道端に居た牛たちである。言うことを聞かない牛には、写真
66はスコール後のシンガトカ川の様子である。若干、水の量が増えているようだった。 

写真 63 石灰岩の絶壁               写真 64スコール後の道 

    写真 65道端の牛たち              写真 66 スコール後のシンガトカ川 
 

山を降りてシンガトカの街へ向かう途中にはいくつか

村がある。なかにはインド系フィジー人の集落らしきとこ

ろも見られた。写真 67はおそらくフィジー系の村の集会
棟だと思われるが、タワタワンジ村の集会棟と同様にコン

クリートブロックの外壁にトタン屋根という構造だった。

竹で編んだ外壁や茅葺き屋根のブレは少ないようだ。 
 
 
 
 

   写真 67帰路沿いにある村の集会棟 



３月５日（水） 
今日はシンガトカを後にして、陸路で首都スバへ移動した。写真 68～71はクイーンズロード沿いに広がっ
ていた風景である。クイーンズロードはビチレブ島の南側の海岸線を通っているため海がよく見える（写真

68）。内陸側には写真 69 のようにサトウキビ畑が広がっている。遠くには「この木何の木」で馴染み深いレ
インツリーのような木も見られた。写真 70はラテライト（赤色土）の含まれる露頭である。赤くなっている
のは酸化鉄（Fe2O3）によるものである。途中、伝統的な家屋が見られたが村なのかは分からない（写真 71）。 

 

 
写真 72 スバのゴミ埋め立て場 
 写真 72に写っている木の後に見える小高い丘はゴミの山
である。スバから数キロのところにゴミ捨て場はある。この

ゴミ捨て場の近くには刑務所と墓場もある。どうやら、可燃

物も不燃物もいっしょくたに捨てられているようである。フ

ィジーのゴミ処理については謎が多い。南の島でもゴミ処理

について近いうちに問題になりそうな気がした。 
 
 
 



ゴミの山に唖然としているうちに、車はスバ市街に入っていった。宿に到着した後は、高橋さんの案内でス

バの市街を見学することになった。まずは市街地から少し離れたところから見て廻った。写真 73は魚屋の外
観の様子で写真 74は店内の様子である。店内は水色に塗られていて涼しげだった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     写真 73魚屋の外観                    写真 74魚屋の店内 
 

      写真 75 PAKAPAKA                 写真 76 CRAB 
  

写真 75はパカパカ（PAKAPAKA）という魚で 8.5＄/kg
で売られていた。写真 76はおそらくカニ（CRAB）で 13.95
＄/kg だった。フィジーでもカニの価格は高めのようだ。
写真 77はワル（WALU）という魚で 7.5$/kg で売られて
いる。ワルは白身の魚でサワラのような食感である。シー

フードの料理にはよく入っている。他にはエビ

（PRAWNS）や BUGS（おそらくこれもエビの一種だと
思う。）が 18.5$/kgだった。1kg当りの価格はエビの方が
カニよりも値段は高かった。 
 

     写真 77 WALU 
 



魚屋を訪れた後は、フィジー博物館を訪れた。 
 
フィジー博物館はサーストン植物園のなかに位置する。フィジーの先史以来の文化・習慣などを紹介してい

て、生活用品・武具などを中心に展示してある。生活用品や武具のような民俗資料のほか、フィジーがヨーロ

ッパと関わりをもってからのフィジーについて、一部政治的な展示もある。企画展のテーマは、「カーニバリ

ズム」だった。また、自然科学に関する展示は絶滅種に関する紹介のほかは、ほとんど見られなかった。入口

を入ると双胴船（カタマラン）が展示されていた（写真 78）。双胴船のほかに日常的に使われるカヌーも展示
されていた。写真 79 は BAVELO と呼ばれるもので、主に運搬用につかわれていて川の上流から下流域の市
場にバナナなどを運ぶのに使われていたという。漁にも使われることがあったらしい。 

 

写真 78双胴船（カタマラン）               写真 79バベロ 
 

写真 80･81は主に漁で使っていた道具である。 

 
写真 80・81漁に使っていた道具 

 
 
 
 



写真 82・83のように、土器や陶器も展示されていた。フィジー人の祖先がフィジーに足を踏み入れたのが
3500～4000年前といわれているが、ラピタと呼ばれるところから土器片が見つかったことより、今では「ラ
ピタ人」と名づけられている。陶器づくりは女性の仕事とされているそうだ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 82・83 土器や陶器の展示 
 写真 84は伝統家屋「ブレ」のなかを示したものであり、写真 85は 18世紀ごろの村の模型である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    写真 84 ブレの様子                 写真 85 18世紀ごろの村 
 写真 86は「ザリ」と呼ばれる武具で、棍棒だという。人を倒すために使ったようだ。写真 87はMasiと呼
ばれるタパクロスの大きいようなものも飾られていた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       写真 86 ザリ                    写真 87 Masi 



フィジー博物館の見学の後は、高橋さんに案内をしてもらい市場に行った。市場は 2階建てになっていて、
1階は野菜・果物・日用品などが売られ、2階にはカヴァや香辛料が売られていた。タロイモやキャッサバの
ような主食となるものか、バナナやパパイヤのような果物類、そのほかナスやしょうが、輸入されたと思われ

る人参、八宝菜などもあった。写真 88・89は市場内部の様子である。モノを売っている側も買っている側も、
のんびりした風情が漂っていた。現地系フィジー人・インド系フィジー人が入り混じって、モノを売っている。

中国系の人たちも出店しているようで、輸入野菜を主に販売していたようだ。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 写真 88・89 市場内部の様子 
 
 カヴァや香辛料の売られている 2階にも行ってみた。カヴァは丸ごと根っこ状に売られているものもあれ
ば、根の太いところだけをかき集めたようなものや粉末状のものもあった。2階はカヴァと香辛料が入り混じ
った独特の臭いがした。洗面器をタノア替わりにして、カヴァを試飲できるようにしているところ（ひょっと

すると自分たちで飲んでいるのかもしれない）もあった。ここでも、カヴァを飲む羽目になったのは言うまで

も無い。高橋さんが USPに留学している日本人でカヴァ好き、しかもいつでもどこでもカヴァを飲むという
と、店の人に言うと反応が非常に良かった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 90 ヤンゴーナの根             写真 91フレンドリーに接する店の人たち 
村で飲んだカヴァが、写真 90のような姿で売られているのを見て、衝撃的だった。1フロアがカヴァで埋
め尽くされている様子を見ると圧倒される。 
 



市場をひととおり見た後は、宿に戻る道（ビクトリア・パレード）沿いを歩き市内見学した。 
市街を歩いていて、すぐ目に留まったのが、日本でも馴染みの深いファーストフード店（写真 92･93）も 2
店舗見られた。ナンディ国際空港から数 km離れたところにもファーストフード店（マクドナルド）が 1件あ
ったが、やはり首都でも見られた。 

写真 92･93 日本でも馴染み深いファーストフード店 

 

 通りを歩いていると、写真 94のような鉄筋コンクリート造の高層建築があちこちで見られた。多くのオフ

ィスが入っているようだった建設中のものも有り、増加の一途をたどっているように思えた。数日前に居た村

の雰囲気とは全く異なり、とても同じ国に居るとは思えなかった。写真 95が、宿に続く通り（ビクトリア・
パレード）である。写真の様子では、交通量が少ないものの、朝はかなり渋滞が激しい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     写真 94 高層建築                写真 95 ビクトリア・パレード 
 途中で、SUVA CITY LIBRARYという図書館があったので入ってみることにした。日本の都市にある図書
館に比べると小規模なものだったが、人文・社会科学系そして自然科学系の本が満遍なく網羅されていた。1
階は子供向けの絵本も充実していた。ほとんどの本が英語で書かれているものだった。 
 イギリス植民地時代のコロニアル建築もあり、異国情緒も漂っている。村ほど誰彼なく挨拶してくるフィジ

ー人が居なかった。 
 
 



 宿に戻ってから一休みした後、金瀬さんと我々は夕飯を食べに行った。金瀬さんの案内で、クスナ公園の近

くにある船上レストラン＆バー（かつてクルーザーとして活躍していた船がレストラン・バー（写真 97）に
なっているらしい。）に行った。波が来ると揺れたが、海の幸をふんだんに使った料理はとても美味しく、船

内ではゆったりとした音楽が流れ高級感が漂う夕食となった。ここでも、フィジーではない異国に来たと錯覚

した。萩谷先生は、カニを頼んだのだが、巨大なマングローブガ二が出てきて、食べるのに一苦労していた（写

真 98）。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 97 レストラン＆バーになっているクルーザー        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              写真 98 マングローブガニを食べる萩谷先生 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



３月６日（木）南太平洋大学・フィジー鉱物資源局（MRD）訪問 
 
南太平洋大学（University of The South Pacific:以下 USP）は宿から車で数分のところにあった。USPは

南太平洋の 12の島嶼国と地域（フィジー・キリバス・ナウル・ニウエ・トンガ・トケラウ・バヌアツ・西サ
モア・ソロモン諸島・クック諸島）が資金を共同拠出して 1968年に設立した大学である。とにかくキャンパ
スは広いという印象を受けた。スバのキャンパス（Laucala Campus）はかつて第二次世界大戦中にはニュ
ージーランド空軍の飛行艇基地があったところだという。 
まずは SPAS（School of Pure and Applied Sciences）に訪れ地質学科長である Bonato氏、応用科学研究
所のディレクターである Aalbersberg 氏をはじめ 4 名の教職員と会い実習に関する打ち合わせをした。USP
側も実習開催について好意的だった。打ち合わせ終了後には、Bonato 氏の受け持つ授業に顔を出して、実習
の開催をすることを学生に紹介したところ反応は良かった。ウイングインベストメントの社員である Tuma
氏は USPの卒業生であり、学生時代には会計学（accounting）を専攻したという。 
 写真 99～102は南太平洋大学の構内の様子である。写真 99は講義室の廊下、写真 100は講義室の周辺で木々
が茂っている様子、写真 101 は入口から入って大学の建物に続く道、写真 102 は構内で見られたバンブーで
ある。 

写真 99 講義室の廊下              写真 100 講義室の周辺 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     写真 101 入口付近の様子            写真 102 構内で見られたバンブー 
 
 



USPを後にして、今度はフィジー鉱物資源局（MRD）を訪問した。MRDはフィジー国内の地質に関する
情報の提供や鉱山開発の企業に対するコンサルティングなどを行なっている。我々は鉱山・鉱山開発のディレ

クターである RAO氏に会った後、実験室や分析機器を見せていただいた。 
 
 

MRD訪問後は、スバの中心部から数 km離れた高級住宅街に向かった。住宅街は小高い丘の上にあった（写
真 103）。1坪 3~5万円程度という破格な値段で買うことが出来るようだ。眺めも良いし、市街地からさほど
離れていない。日本では考えられない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              写真 103・104 スバから数 km離れた高級住宅地 
 

USP と MRD を巡った後は、宿に戻った。午後は特に予定が無かったので、勝木先生と坪井君とともに、
スバの海岸に行った。萩谷先生は、宿で日本から持ってきた仕事をしていた。海岸はお世辞にも綺麗といえる

ものではなかった。海岸は遠浅で、動植物を観察するのにちょうど良かった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     写真 105 スバの海岸                写真 106 マングローブ林 
写真 105 はスバの海岸、写真 106 はマングローブの林である。フィジー行政府や大統領邸のあるところか

ら数百 m のところにあったものだ。筆者はフィジーに到着した日（3 月 2 日）に、マナ島へ向かう高速艇の
なかで、初めてマングローブを見た。東南アジアではエビの養殖のためにマングローブ林を伐採しているとい

う話は何度と無く聞くことはあったのだが、実物を見るのは初めてだった。 



 シンガトカ川やコロトンゴ村付近（シンガトカの近く）でも、車中からマングローブを見ることはあったが、

間近で見ることは無かった。勝木先生の話によると、我々が訪れたところにあったマングローブは、すべてヤ

エヤマヒルギ（ヒルギ科ヤエヤマヒルギ属）だという。マングローブ林のまわりの泥土は、とても粘り気が強

く、土に足を何度も取られた。時には、足が抜けなくなりそうなところもあった。 
写真 107は、写真 106で示したヤエヤマヒルギに近寄って、葉の様子を撮影したものである。写真 108は
花の様子である。この花はいずれ果実になるが、果実の中に種子ができるのではなく、果実から細長いインゲ

ンのようなかたちをした「胎生種子」と呼ばれるものができるという。胎生種子が落ちて、運よく泥に突きさ

さると根を出し育っていくという。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      写真 107 葉の様子                写真 108 花の様子 
 
 
 写真 109 は、地面に根を伸ばしている様子である。このように、ヤエヤマヒルギ属のマングローブの樹か
らは、高い位置から根がぶら下がっていることもあるようだ。写真 110は、マングローブの林から数m離れ
た位置に見られたマングローブである。近くの樹から胎生種子が落ちて、泥土に根を張れたものだろうか、そ

れとも遠くから流れ着いて根付いたものだろうか…。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   写真 109 根を伸ばすマングローブ         写真 110 泥土に定着したマングローブ 
 
 



 写真 111は、マングローブ林に入った時の様子である。見渡す限り枝と根ばかりが見える。泥の上には、何
匹ものマングローブガニが居て、何やら忙しそうに動いていた。写真 112 に写っている泥から顔を出してい
るものは、どうやら根のようだ。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    写真 111ヤエヤマヒルギの枝と根           写真 112 泥から顔を出す根 
 
 マングローブ林を離れ少し沖の方に歩いていくと、ウミブドウ（写真 113）が、あちこちで見られた。少し
採って食べてみるとプチプチッと口の中ではじけた。海水で塩っぽい味つけがされていた。そのほか、クモヒ

トデ（写真 114）も見られた。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      写真 113 ウミブドウ               写真 114 クモヒトデ 
 
 夕食は、スバに日本料理屋行くことになった。そろそろ日本食が恋しくなる頃だろうと、金瀬さんの計らい

だった。日本から約 7600km も離れている南の島で日本食を食べるのは不思議な感じがした。文化人類学専
攻・博士課程の高橋さんは、スバに住んでいるので、我々と行動を共にするのは、今日が最後となった。 
 
 
 
 



３月７日（金）ナンディへ 
 
 今日は、首都スバより陸路でナンディへ向かった。スバに来た時と同じ道（クイーンズ・ロード）を引き返

した。道が空いていることもあり、車のスピードは、最高で 130km/hくらい出ていた。 
 写真 115は、シンガトカに続く道（クイーンズ・ロード）
である。車の通りが非常に少ないため、どの車もスピード

を出す。片側 1車線の道路なので、追い越すときは反対車
線に飛び出るのだが、追い越そうとする車もかなりスピー

ドを出しているので、なかなか追い抜くことが出来ない。

反対側から車が来ないことをただひたすら祈るだけだ。交

通事故が多いせいか、道路の随所にコブが設けられていて、

減速をしなければならないところがある。通常のスピード

でコブを越えたらきっと車が宙に浮くことだろう。 
 

    写真 115 クイーンズ・ロード 
 
 
首都スバを出発して 45分ぐらい経ったところで、パシフィック・ハーバーにあるパーキングエリアに到着
し、休憩をとった。池があってスイレンが浮かんでいた（写真 116）。坪井君は、池のほとりでカエルを見つ
けたらしく手に取っていた。写真 117 は椰子の木である。南国に行ったことを帰国後アピールするために撮
っておいた写真だ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    写真 116 池に浮かぶスイレン              写真 117 椰子の木 
 
 
 
 
 
 
 



 休憩から 1時間 30分ほど車で揺られて、いよいよシンガトカの街に近づいてきた。シンガトカの街の東側
には、実習でマングローブ植林を行なうコロトンゴ村がある。我々は一度車を降りて、実習地の様子を見るこ

とにした。写真 118・119 はマングローブ植林の実施を予定しているところの様子だ。おそらく、OISCA が
開催していた植林研修（写真 120）で植えられたと思われるマングローブが植わっていた。植林を行なって間
もないのか、しっかりと地面に根づいているとは言い難かった。苗木が近くに植えられていたのだが、苗木（写

真 121）は元気良く育っているようだった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           写真 118・119 コロトンゴ村の近くのマングローブ植林実習予定地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 120 OISCAによるマングローブ植林         写真 121 マングローブの苗木 
 マングローブの実習地を見た後、数分でシンガトカに到

着した。昼食後は再び、車に揺られナンディへ向かった。

道路脇にカリブマツ（写真 122）が見えてくると、勝木先
生が運転手に車を止めるよう頼んだ。カリブマツ（フィジ

ーパイン）は材木としても適しており、おもに輸出材とし

て切り出され、政府は植林することを推奨しているという。

フィジー実習が 9月（乾季）でなければ、山でマツを植え
るのも OISCA の山田さんから提案されていたが、水を多
く必要とするマツは、乾季に植えると根づかなくなってし

まうという。 
     写真 121 カリブマツ 



シンガトカからも 1時間以上、車に揺られて、ようやくナンディに到着した。ナンディの宿（ウエストモー
ターイン）に到着してから、勝木先生と坪井くんと共に、ナンディタウンまで足を運んで買い物をすることに

なった。 
ナンディタウンはフィジーで 2番目に大きい都市である。スーパーマーケットも数件あり、様々な商店や飲
食店が軒を連ねる。街のすこし外れたところには市場もある。MHという大きなスーパーマーケットに入った。
そこでは、缶詰やパッケージに入った輸入加工品が多く見られた。フィジーのような高温多湿のところでは、

密封された加工商品が適しているのだろう。特にエアコンは使用していなくて、生鮮食料品を陳列していると

ころが別になっていて、そこではエアコンがつけられていた。僕はコーラ好きの友人にコカコーラ（0.99＄）
を購入した。スーパーマーケットを出ようとしたときにスコールが降ってきた。しばらく雨が止むまでなかで、

お茶を飲むことになった。スーパーマーケットの軒下のところで雨宿りをしている人も居たが、傘もささずに

堂々と帰っていく人も少なからず居た。 
ナンディタウンには、たまに怪しい日本語が書いてあるところがある。写真にも「フィジーの民芸品」と書

いてあるのが見える。その他にはショーウインドウの端にさりげなく「いらっしゃいませ」などの日本語が見

られた。クラフトセンターや Jack’s のような外国人向けの土産物屋の店員はとにかく、流暢に日本語を話し
てくる。買い物をするのには便利なのだが、異国の地で苦戦しながら買い物をする楽しさは半減する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 写真 122 随所にみられる日本語 
 

我々は、雨が止んでから宿まで歩いて帰った。ナンデ

ィタウンからウエストモーターインまでは約 3~4km く

らい離れている。青空も少し見えるようになり、都市で

も、あのスコールを体験してしまった。写真 124は、帰
路（ナンディ国際空港に続く道）である。辺りには水溜

りができていた。通りがかる人も多いのだが、スバのよ

うに都会という雰囲気は無く、会う人会う人皆明るく振

舞ってくれた。 
 
 

   写真 123 ナンディ国際空港に続く道 



しばらく歩いていると、放し飼いにされている牛（写真

124）に遭遇した。すぐ脇は写真 124 のような道路で車が
時速 60~70km/h で走っているところである。牛が道路へ
飛び出したら、きっと大変なことになるのは間違いない。 

牛が居たところの近くには、フィジーに 3店しかないマク
ドナルドの 1店が存在する。ここに居る牛の存在理由につ
いて深く気になったのだが、おそらく食材にすることはな

いだろう。 
 
 

 写真 124 道端に放し飼いにされている牛 
 
道端には写真 125 のようなキャッサバや写真 126 のようなマンゴーの木も見られた。ゴムの木もあった。

歩いて帰るのは、結構大変かと思ったが、道の周りに人、植物、動物が溢れているので、見ていて飽きない。

思いのほか、宿に着くのは早く感じた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    写真 125 キャッサバ                 写真 126 マンゴーの木 
 
 宿に着いてから休憩した後は、実習の打ち上げを予定している「SENTAI」という中華料理屋で、下見に協
力してくださったウイングの皆さんと共に夕飯を食べることになった。金瀬さん・中野さん・三冨さん・ツマ

さんがいらっしゃった。我々8名は個室にとおされた。まずは、フィジービターで乾杯した。マナ島でフィジ
ービターを初めて口にして以来、ほぼ毎日欠かさず飲んでいた気がする。下見のスケジュールは、ほぼ全て終

了した。トラブルもなく円滑に下見が出来て、いろいろと収穫の大きかったのは、ウイングの皆さんが支えて

くださったお陰以外の何ものでもない。感謝の言葉は尽きない。出てくる料理もボリュームがあり、味付けも

なかなか良かった。きっと、実習が無事終わって楽しい会食ができるはずである。 
半年後に、どのようなメンバーでこの地に足を踏み入れ、どのようなドラマが生まれるのか全く見当がつか

なかったが、きっと面白い展開になるだろうという根拠の無い確信はあった。 
 
 
 



３月８日（土） フィジー出国 
今日はフィジーを発つ日だ。８時 30分にチェックアウト
をしてナンディー国際空港へ向かった。写真 127はナンデ
ィーの最終日に泊まっていたウエスツモーターインの前で、

客室の前には空き地が広がっていた。コンクリートブロッ

クらしきものが並んでいたが、何の名残なのかはわからな

かった。実はこの写真を写したのを最後にデジタルカメラ

のバッテリーが切れて写真が１枚も撮れなくなってしまう。 
 
 
 

写真 127 ウエストモーターインの前の空き地 
 
ナンディー国際空港にはウイングの皆さんが見送りに来てくださった。ウイングの皆さんには、下見の間じ

ゅう、お世話になりっぱなしだった。ウイングの皆さんには、「また来てくださいね。」と言われずに、「早く

帰ってきてくださいね。」と見送られた。搭乗口のロビーには、外国人向けの土産物屋が軒を連ねていた。ど

の店も首都スバやナンディータウンで見かける土産物屋だった。 
フィジーのお土産で確実に原産だと言えるのは砂糖と石けんぐらいしかない。というので、ブラウンシュガ

ーを大量に買い込んだ。値切ったら結局 2,3 ドル安くしてもらった。マカデミアンナッツなんて、堂々
と”Australian Macademiannuts”と表示されていてオーストラリア産であることが一目で分かるのだが、イン
ド系フィジー人の店員によると、これは純国産だと言い張る。箱には椰子の木の写真が載っている厚紙が箱に

ささっているだけで、厚紙さえ替えればどこの国でも対応できそうだった。 
 
ナンディー国際空港は改修工事の真っ只中だった。この改修工事はフィジーでスポーツの南太平洋大会（ア

ジアでいうアジア大会）が開催されるので、大勢の外国人が訪れるにあたり改修しているのだという。ここで

の工事も、フィジーアンタイムでゆったりと進められているのか少し気になった。1週間、フィジーに滞在し
ていると、のんびり気分が染み付いていくような気がした。空港の改修工事の工期が遅れるのを心配するより、

まず自分がフィジーアンタイムで行動していないか心配しなければならなかった。 
 
初めて訪れた南国フィジーだったが、山村に一歩踏み入れると石灰岩の崖が立ちはだかっていたり、都市に

は現地系のフィジー人よりむしろインド系フィジー人の方が多く見受けられたりと想像していた「南の島」と

は、かけ離れた印象を受けることも多かった。フィジーを訪れる以前から、山間部には石灰岩の崖があること

や、インド人が多いことも耳にはしていたが、やはり現地に足を運んでみて初めてその実態がはっきりしてく

ることを痛感した。山村のフィジー人と接することで、「底抜けに明るいフィジー人」「笑顔の楽園フィジー」

と旅行ガイドやパンフレットに書かれている言葉の意味が実感を伴いながら分かってきた気がする。 
 

●謝辞 フィジー実習の下見をするにあたり、ウイング・インベストメントの皆さんには、終始お世話になりました。同行して

くださった皆さん、たくさん笑顔をくれた皆さんその他陰ながら支えてくださった方々に感謝の意を表します。 


