農村地域の家。日干しレンガの壁に、ココナッツ椰子の葉の屋根。

北海道の 8 割ほどの国土に約 2 千万人の人びとが暮らすス

で過酷なテント生活を送っています。戦闘が終わっても長年

リランカ。インド洋に位置するこの島は 光輝く島 と呼ばれ、

の紛争で深くなった民族間の溝は未だ無くなっていません。

豊かな自然の中で、多くの希少動物、そして、多民族が暮ら

紛争へと人びとを駆り立てた「不満」の原因を取り除くことが、

す国です。そんな国で、
「紛争」が本格化したのが 1983 年で

スリランカ政府・市民そして国際社会の大きな責任です。そし

した。当時の政府は、多数派民族シンハラへの優遇政策を

て、民族融和への道のスタート地点である今が、最も重要な

急進的に進め、シンハラ語を唯一の公用語にし、シンハラ人

時期であることに間違いありません。筆者が 8 月に北部の避

の多くが信仰する「仏教」に特別な地位を与えました。これに

難民キャンプを訪れた際、ある女性は「早く自分の村に帰りた

対して国際社会や国内の政治家達が、それぞれの立場を主

い。壊れてしまっているだろうけど自分の家で過ごしたい」と

張し続けた結果、亀裂は深まり、少数民族タミルの中では不

語っていました。「自分の家」は生活の拠点であり、安らぎを

満は徐々に膨れ上がりました。その帰結として、
『少数派タミ

得る場所であり、そして親族や友人が集う場所でもあります。

ルの分離独立を目指す戦い』
という名の下で殺し合いが始まり

家の形状・建材は多種多様ですが、人びとが「マイホーム」

ました。当時は、いくつかの武装組織がありましたが、80 年

を大切にする思いは共通です。今回は、いくつかの「家」の

代前半には LTTE（タミル・イーラム解放のトラ）が台頭し、政

紹介を通して、スリランカの一面をご紹介したいと思います。

府軍との対立を深めていきました。その後、2002 年の停戦
合意などにより一時戦闘が中断することもありましたが、26 年

自分で建てるのが基本

間の紛争で約 10 万人が死亡し、100 万人が避難民となりまし
た。2009 年 5月に政府軍が、北部の街ムラティブを最後に制

都市部以外の地域では、自分自身で家を建てることが珍し

圧し、
政府側の勝利で戦闘が終結しました。戦闘が終わり5ヶ

くありません。ひとまず一部屋を作りそこに住みながら、家計

月経った今、政府の発表によると、24 万人のタミル人が、自

の状況に合わせ、別の部屋を増築していくというのが普通な

分の村への帰還を待ちわびつつ、北部の避難キャンプの中

のです。地震がないため、基礎や壁のつくりも非常にシンプ
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ルなもので間に合うというのが、自分自身での建設を容易にし

海の家 、漁の拠点

ている理由のひとつでしょう。自分で建てると言っても、基礎
工事やブロック積み、そして屋根設置には専門的な技術が必

四方を海に囲

要なため、村の中に必ず数人はいる大工や石工の協力を得

まれているこの

る事になります。彼らの指示の下、協力し合い家を建てるセ

国では、漁業に

ルフビルドが、家造りの一般的な方式です。

従事している人
も 多くい ま す。

伝統的な農漁村の家

多くの 漁 民 は、
海から少し内陸

この国の約 8 割の人が農漁村で生活しています。未だ電

北西部沿岸の「番屋」。

に入った所に家があり、そこから海に通うのが普通ですが、

気・水道がない地域も多く、不便なこともありますが、湖で洗

漁が忙しい時などは、砂浜に作ったスリランカ版の番屋に泊ま

濯や水浴びをし、道端会議を楽しみ、ゆったりとした時間の

り込みで海に出ることもあるようです。この小屋は 6 畳ほどの広

流れの中で、自然と調和した営みを送る人びとは、厳しい生

さで、木の枝で骨組みが作られ、パルメ椰子やココナッツ椰

活の中でもその日その日を楽しんでいるように見えます。

子の葉で壁から屋根まで造られています。日中は厳しい日差

そんな彼らが住む家は、その土地のものを最大限利用して

しで歩くことすら大変な砂浜においても、この小屋の中は風通

造られるのが基本です。土やレンガで壁を造り、
屋根はココナッ

しが良いため、体感温度はぐっと下がります。ここが、漁師

ツ椰子やパルメ椰子の葉を乾かして使います。屋根は 3 年に

の憩いの場となり、情報交換が盛んに行われているのです。

一度くらいは葺きなおす必要があります。床には、牛糞と土を
混ぜたものを漆喰のように使っており、その光沢が薄暗い室

避難キャンプでの生活

内をかすかに明るくしているように感じます。
この様に、文章で書くとみすぼらしい家なのかと想像してし

国連難民高等弁務官事務所の発表によると、自分の家を

まいますが、実際に足を踏み入れてみると非常に清潔で、風

追われ避難キャンプや親戚の家などに身を寄せている人びと

の通りもよく、ひんやりとしていて過ごしやすい家なのです。

が、約 50 万人いると言われています。その内、北部の避難

その大きさは千差万別で、小さいのはひと部屋から、大きく

キャンプで生活している人びとの数は約 24 万人。北部は戦

なると5 つ以上も部屋があるというのもあります。たいてい台所

争の影響によって、その他の地域では、地滑りや洪水などの

とトイレが別棟であり、いわゆる家には寝室と居間のみがある

自然災害によって家を失った人びとがいます。これらの避難

場合がほとんどです。

キャンプでは、海外からの支援で支給されたテントで生活す

気温が 30 度前後の乾燥地域では、通気性や放熱効果の

る場合が多々ありますが、日中は室温が 40 度を超えたり、雨

維持が大切です。昔ながらの家には、その土地の材料を利

が降れば雨漏りしたりと外部の天候に大きく左右される中での

用して、心地よい空間を作るという昔からの知恵が凝縮して

生活を余儀なくされます。また、一部屋しかないために、年

いるのでしょう。

頃の女の子が着替えをするスペースすらありません。避難民

北部漁村の家。パルメ椰子の葉を屋根材として使っている。 農村の風景。湖で水浴びをする人びと。

農村の家。土壁にココナッツ椰子の葉の屋根。
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が置かれる環境は、まさしく肉体的にも精神的にも非常に厳

取りにしたりと、

しいものであると言えます。

それぞれの将来
設計に合わせて

中部地方の丘陵地帯ワラパネ郡では、2007 年 1 月に起き
た地滑りにより600 以上の家屋が半壊または全壊となり、2 年

の基礎作りです。

半が過ぎた今でも220 家族がテントや仮設住宅での生活を

その 後、 土レン

送っています。スリランカでは、
通常、
自然災害によって家を失っ

ガ を 利 用し て、

た人に対して、政府から約 5 万円の見舞金が支払われます。
ただ、小さな家を作るのにも30 万〜 50 万円位は必要な事を

地滑り被災者がテントでの生活を送りつつ
家を建設している。

被災者自ら二つ
の部屋を作りまし

考えると、多くの被災者にとって、家を再建することはとても難

た。屋根材には、近くの山の間伐材を利用することで、セメン

しいのが現実です。

トとトタン以外は 現地の資源 を活用した部屋が完成しました。

NPO 法人アプカスでは、被災直後から現場に入り、水供

大きな基礎を作った家では、自身の収入やライフプランに合わ

給や簡易トイレの設置などの支援活動を展開してきました。そ

せ、数年かけて残りの部屋を少しずつ建設することになります。

して、2009 年度の活動として、85 世帯のマイホーム建設支

きっと数年後には、外観も間取りも多種多様な住宅が立ち並

援を行っています。

ぶことになることでしょう。

マイホーム再建へ

大都市の住宅

土レンガを作る道具。被災者がレンガを生産している。

当法人が活動

大都市コロンボでは、最近、高級マンションの建設が至る

を進めるうえで大

所で進んでいます。コロンボ市内のあるマンションは、2LDK

切にしている事

家具付きで1,500 万円で売りに出されていました。中には建設

のひとつに「でき

中から売り切れになる物件も多いとか…。公務員の初任給が

る限り現 地の資

1 万 5 千円位という事を考えると、その価格がいかに高いかと

源を用いる」とい

いう事が分かります。そんな高級住宅とは対照的に低所得者

うのがあります。

の居住する地区、いわゆる スラム もコロンボ市内に数多くあり

資源 とは決して

ます。ゴミ捨て場の周辺や線路脇に掘建て小屋が立ち並び、

物 だけではなく、人びとのアイディア、技術、そして助け合
いの精神なども含みます。

独特の臭いが漂う中で、数多くの子どもが走り回って遊ぶ光景
を目にします。ちょっと家の

政府から移転地を提供された被災者は、住宅建設のため

中までお邪魔したことがあ

に土地の造成をしなくてはなりませんでした。その際、大量の

るのですが、豊富な家財

土を撤去する必要が出てくるのですが、
その土を利用して作る

道 具にびっくりしたもので

土レンガ 生産の技術及び道具を当法人が提供し、レンガ作

す。また、線 路 脇などに

りを開始しました。この 土レンガ は、通常のレンガと比べても

小屋を作っている人びとは

強度は劣らず、現場にある土を主に使うため、生産コストも低

不法占拠 の形で住んで

く、焼く必要がないため環境への負荷も少ないという優れもの

いるのですが、 不法占拠

です。また、
道具も手動で圧縮を行う仕組みになっているため、

して作った小屋を月極めで

どんな場所でも使うことができます。被災者はまず、建物の基

他人に貸す商売をしてい

礎を作りました。子どもがこれから大きくなる家は部屋がいくつ

る人もおり、その商魂には

もある間取りにしたり、子どもがすでに独立した家は小さな間

感心してしまいました。
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コロンボ中心地区にある、新築のマンション。

紅茶プランテーションの長屋

して、「もらって当たり前」という考えが芽生え、それを助長す
るかのように、何の苦労もすることなく住宅が提供されました。

スリランカと聞いて思い出すのが紅茶ではないでしょうか。

また、一面的な 公平性 を重視するあまりに画一的な住宅提

この紅茶の生産を支えているのがタミル人労働者です。彼ら

供を行い、家族構成や経済状況によって家の大きさが変わる

は、英国の植民地時代にインドから連れてこられた人びとの

という常識を無視してしまいました。そしてそれが人びとの自

子孫です。そんな彼らの多くが生活しているのが集合住宅、

主性や自尊心を奪い取ることとなってしまったのかも知れませ

いわゆる 長屋 です。室内は狭く、
隣の家の話し声は筒抜け、

ん。結果的に、見た目は非常に立派な家をもらった人びとが、

建物は老朽化し雨漏りなども多いようです。また、トイレは共

住宅への苦情を言い続けたり、共同使用していた水供給用

同で、朝には列ができるとか。現在、外部の支援により一戸

の動力ポンプが壊れても修理せずに責任をなすりつけ合った

建て住宅の建設も進んでいるようですが、未だ厳しい条件の

り、隣の家との境界線問題でいがみ合ったりと、彼らに心の
平和は未だ訪れていないように感じました。一方、住宅は完

長屋 で暮らす労働者が多くいます。

成しておらず、水も30 分かけて汲んでこないといけない環境
に住んでいる地滑り被災者からは、何とか自分で生活を再建
させようという前向きな意気込みが感じられたのです。
決して見た目が立派である必要はありませんが、そこで暮
らす人々の自尊心や互助システムを壊さないための配慮が、
住宅再建などの復興支援の中心になければ、その家から笑
い声が漏れてくる幸せな光景はないのかもしれません。
長屋 の部屋の中。

紅茶プランテーション労働者が
住む 長屋 。

苦労して建てた家への愛着
2004 年に起きた津波災害後、多くの被災者が住宅を無償
で受け取りました。中には 2 階建ての家で家具まで完備され
ている家もありました。そしてそのほとんどは、被災者が建設
に係ることなく、完成後に鍵を受け取って住み始めるというまさ
に 至れり尽くせり の住宅支援でした。今年初め、南部のあ
る津波被災者の移転地区を訪れました。きっと、新しい家をも

地滑り被災地。家族総出で家の建設を進めている。

らって幸せに暮らしているのだろうと思っていましたが、住民
は開口一番、住宅への不満を訴えたのです。「屋根の瓦が

どんなに小さな家であっても マイホーム は、人びとにとって

曲がっていて雨漏りがする」
「台所が使いにくい」等。被災前

特別な場所なのでしょう。そこで人生の多くの時間を家族や

は、もっと環境の悪い住宅に住んでいた人びとも、すっかり ク

友人と過ごすことになります。そんな空間の中で繰り広げられ

レイマー になっていたのには驚きました。それに比べると地滑

るドラマに思いを馳せてみると、外見とは違った家や人びとの

り被災者は、自分でレンガを造り自分で家を建て、苦労して再

生活の一面を垣間見ることができるでしょう。

建したためか、未完成であっても マイホーム への愛着が強く
あるように感じました。また、建設を支援した我々や建設に協

特定非営利活動法人アプカス

力した地域の人びとへの感謝の気持ちがしっかりあるという違

http://www.apcas.jpn.org/

いに気が付きました。きっと、津波被災者には様々な援助を通
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