
第 5 章 研修を振り返っての感想  
 

5-1. Feedback and Review from Participant in ERCA Indonesian Study Tour 

インドネシア研修に参加して 

 

環境 NGO イカオ・アコ 倉田 麻里  

 

今回のインドネシア研修が、私にとっては初めてのインドネシア上陸であった。学生時代、東南ア

ジアを旅していたが、インドネシアは広くて島がいっぱいあるのでどこから手をつけていいのかわから

ないと思い、後回しになっていた。東南アジアの半島部から制覇していって、島嶼部のフィリピンを

訪ね、サバ州（ボルネオ島のマレーシア側）にも行ったから、次はインドネシアかなという予感はして

いた。そんな時、この研修に出会った。「インドネシア」「森林」「生物多様性」「国際協力」。募集要

項にはまさに、私の今の仕事にぴったりのキーワードが並んでいた。後先を考えずにすぐに応募を

決め、無事に研修生に選ばれた。 

事前研修では、倍率が高かったことを知らされ、一緒に行く人たちはとてもレベルが高い人たち

だなと思った。この時の講義はとても分かりやすく、インドネシアの森林環境問題に興味を持つきっ

かけとなった。報告書の作成や役割分担など、しなければいけないことが多く、厳しい研修だと応募

したことを少し後悔した。 

研修当日はフィリピンからの参加だったので、現地のジャカルタで合流となった。これから 2 週間、

寝食をともにする研修生の仲間は先にホテルに着いていて、同室のはずの一人は体調不良のため

欠席。みんなと合流するのは次の日の朝となった。最初のほうは緊張していて、なかなか自分が出

せなかったが、後半はみんなリラックスしてきて、明るい雰囲気になった。それで、研修のこと以外に

もいろいろな話ができて楽しかった。常に報告書のプレッシャーがあったので、ディスカッションは真

剣に聞いてメモしたが、メモなんかしていない何気ない会話が今でも忘れられない。 

 

1. 訪問先で印象に残ったところ 

 私が最も印象に残ったのは、Yayasan Alam Lestari とマングローブ情報センター（MIC）である。 

Yayasan Alam Lestari では、灯台の監視に雇っている住民が、ウミガメの卵の密猟者に買収され

たり、密漁を見逃したりしてしまっているという話を聞いたが、これは私が関わっているマングローブ

の植林を行っている団体にも共通することだなと思った。マングローブの伐採やマングローブ林での

放牧、マングローブ植林地を含む沿岸での器具を使った貝の採取は禁止されているのだが、住民

団体はそれを見つけても何もすることができない。マングローブは大切だということは、フィリピンの

人々にだいぶ定着してきているが、やはり、背に腹は代えられないという貧困の問題が残っている。 

MIC では、対応してくださった JICA の羽鳥さんがとても印象的であった。現地のスタッフに信頼

され、10年以上このプロジェクトを続けて来られた経験から来る貫禄はすばらしい。ぜひご教示願い

たいと思った。保護されたマングローブの天然林や、植林地の豊かな種構成には、驚かされたと同

時に自分の勉強不足を痛感した。また、マングローブ林内に設けられたエコトレイルを利用したエコ

ツアーの話を聞いて、エコツアーを経済的に成り立たすのは難しいことだと考えさせられた。本当に

短い滞在であったが、今後とも交流を続けていろいろなことを教えてもらいたいと思っている。 
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な姿でうろうろしており、ベールをかぶっ

 

2. インドネシアで印象に残ったこと 

インドネシアを旅して印象に残ったことは、イスラムの禁欲的な雰囲気と、バリのヒンドゥー教であ

る。赤道直下で蒸し暑く日差しの強いこの国で、肌を露出できない、お酒は飲めない、さらに、研修

中ということもあって、冗談はほとんど聞かず真剣な話ばかり。フィリピンでは開放的な生活をしてい

るので、インドネシアのこの雰囲気に少し参ってしまった。（逆にフィリピンに帰ったときには、真剣で

なさ過ぎて失望してしまったのだが。） 

それとは対照的に、バリ・ウブドゥでは、外国人が開放的

ている人もいない、ガイドさんは流暢な日本語で笑わせ

てくれるなど、開放的な雰囲気と、伝統的な生活様式が

調和している、すごく過ごしやすいところだなという印象

があった。さすが「天国に一番近い島」といわれるゆえん

である。しかし、開発が進み、伝統的な雰囲気は少し薄

れているように思う。50 年位前にここを訪ねられたらよか

ったのにと思ってしまった。ヒンドゥー教の神様に創造の

神と維持の神、それに破壊の神がいるというのが印象的

だった。作ったものはいつか壊される日が来るという信仰

が、なんとなく私の心境にマッチしていた。 

 

3. 今後に活かしたいこと 

私は、たくさんの地域住民団体を相手に、それぞれの団体が自立してマングローブの植林と保

護を行っていけるように、資金援助と技術協力を行っている。地域住民との関わり方は、それぞれの

事例によって異なり、今回のインドネシアの事例をそのまま取り入れることはできない。また、インドネ

シアの NGO が具体的にどのように住民と関わっているかについては、半日程度の視察では計り知

れず、「実践手法」といえども実践につながるようなヒントはあまり得られなかった。JICA の久保木さ

んにいただいた『PKPM-ODA の新しい方法論はこれだ』（西田基行著）を帰ってから読んでとても

共感を覚えたが、それをどう実践するかは、いまだ考え中である。インドネシアから帰ってからは、支

援している村に行くたびにこれでいいのか？と自問自答しているが、まだ答えは見つかっていない。 

私の場合の問題点は、同じ思いを持って活動ができる仲間が近くにいないので、なかなか実践

に移せないということである。JICA のプロジェクトでは、たくさんの日本人が交代できているが、イカ

オ・アコは小さい団体なので駐在は 1人だけ、現地スタッフも無給なので活動に専念できていない。

また、現地の NGO との連携もない。このあたりが課題かなということが見えてきたので、今後、連携

できる NGO を探したり、人員を増やす工夫をしたりしたいと思っている。 

また、今回のツアーでご一緒した NGOの皆さんとは、それぞれの業務で忙しい中も、報告書を作

り上げる過程で協力関係が深まっていると思う。これからも、飲み会だけでなく、何かを共同して行

っていく仲間としてつながりを続けたい。 

ウブドゥのゴア・ガジャにて 



5-2. Feedback and Review from Participant in ERCA Indonesian Study Tour 

海外派遣研修を終えて 

 

北海道カリマンタン交流協会  小菅 千絵  

 

私が今回の研修に参加した動機は、自分の NGO活動に活かすため。入れてもらったばかりの北

海道カリマンタン交流協会もそうだし、また私は将来にも、何らかの形で環境問題を扱う団体で活

動したいと思っている。日本の様々な NGO で実際に働いている人たちに話を聞いたり、熱帯林の

破壊などが盛んに議論されているインドネシアでの NGO活動と環境問題の現場を自分の目で見た

りすることで、得るものはきっと大きいだろうと考えた。 

 

 私は平たく言えば「開発途上国の環境問題」や「国際協力」という言葉に興味があって、特に現地

の人々に焦点を当てて考えてみたいと思っていた。しかし、実際「現地の人々」がどんな顔をしてい

るのかわからない。机の前で悩むより、とにかく行ってみたいと思っていた。 

 

今回の研修の直前にも私は、カリマンタン島のパランカラヤに 2 週間ほど滞在していた。そのとき

設定していたテーマは「インドネシアの NGO が抱えている問題点を明らかにして、住民とのより良い

関係を築くための解決策を探る」といったようなものだった。そこでパランカラヤ大学の先生に協力を

いただいて、パランカラヤ市内の WWF や Wetland International、BOS、Care といった NGO のオフ

ィスに飛び込み、話を聞かせてもらった。 

 

そこで私の前に現れたのは、壁だった。自分のテーマや研究方法を具体的にしようと思っていた

のに、わからなくなってしまったのだ。それぞれの NGO は一生懸命活動している。問題がないとは

言わないが、工夫して前進しようとしている。スタッフはみんな誠実そうで、がんばりやで、頭が良さ

そうだった。そこでわざわざ日本人の私が口を出す必要があるのか。口が出せるのか。そもそも国際

協力って何だろう。インドネシアの国内で問題解決に向けてがんばれる人がいるなら、インドネシア

人同士で助け合ったほうがいいに決まっている。お金持ちの国からなんだかんだと口や手を出すの

は、ただのお節介なのでは？…といったことを考えていたら、不安になってきてしまった。 

 

そんな気持ちの中で始まったインドネシア派遣研修だった。結論から言うと、参加できて本当に

良かった。日本がインドネシアの環境や NGO 活動のために「協力」できるのは、口や手を出すだけ

ではないのだと教えてもらった。インドネシアでの活動を教えてもらうだけでなく、日本でどんな活動

が行われているか、人々の環境意識がどうか、政策はどうかといった情報を提供することで、相手に

も何かの参考になるかもしれない。また、インドネシアの環境問題の実情をもっと広めるために、イン

ドネシアの NGO スタッフを日本に招待することだってできる。そして何より大事だと思ったのは、イン

ドネシアの環境のために日本人に働きかけることの必要性だ。 

 

インドネシアで今最も問題となっている、違法伐採とオイルパームプランテーション。このどちらも、

先進国からの需要があるから発達するのだ。インドネシア国内でいくら止めようと思ったって、需要
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が同じであればますます対価が高くなって、なくなるはずはない。それよりも需要が少なくなれば、生

産も自然と抑えられるだろう。もちろん、そうなればまた生活できなくなる人が出てくるのだろうけど…

そこは現地の NGO と協力してなんとかできないだろうか？ 

 

とにかく、開発途上国だけ見るのではなく、日本の中にも問題の一端があるんだということ、それ

に対して自分が何かできるんだということに気がついた。だから、自分ができることから何か始めてい

きたいと思っている。 

 

そのほかにも研修中に、NGO などから学んだことがたくさんあった。自分で整理できているぶんを

ちょっと並べてみようと思う。 

 

 地域の人々に「環境意識」を持ってもらうには、まず自分の周りの自然を再認識し、自分の生

活との関わりや、なくなったらどうなるかを考えてもらうこと。そして、その自然が周りにあることに

誇りを持ってもらうこと。さらに、その自然を自分が守れる、守るんだという考え方を育てること。

つまり「ルールだから」とか「地球のために」という理由を押しつけるのではなく「こんないいことが

あるから、一緒に守ろうよ」というアプローチが必要だと思った。これは途上国に限った話ではな

く、日本でも同じだろう。 

 

 啓蒙活動などにあたっては、ただ主張するだけではなく「じゃあどうすればいいのか」まで考える

こと。主張ばかりでは周りに敵を作ってしまう。何かの活動をするときには「いかに外部に味方を

増やすか」が鍵になると思った。率先して協調姿勢をとって、コミュニケーションを大事にし、信

頼関係を築くことが大切だ。 

 

 同時に、いつでも客観的な視点を持って、公平･公正な態度でいなければと思う。自分たちの

都合だけではなく、いろいろなステークホルダーの都合や考え方を理解すること。これも信頼関

係のために欠かせないし、信頼関係は何をするにしても欠かせないものだから。 

 

こうして学んだ考え方と、そしてこの研修で一緒にがんばった仲間は大事な財産になると思う。研

修中も、他の人がする質問を聞いて「こんな見方もあるのか」とすごく勉強になったし、NGO で働くこ

とについて意見を聞かせてもらったり、現場から見える現実を教えてもらったり。本当にいい経験だ

った。 

 

みなさん、2 週間どうもありがとうございました。また何かの折に連絡して集まることがありますように。

これからも世界のどこかで一緒にがんばっていきましょう。 



5-3. Feedback and Review from Participant in ERCA Indonesian Study Tour 

インドネシア研修を振り返って 

 

国際湖沼環境委員会（ILEC） 佐藤智宏 

 

インドネシアの環境問題と聞いて何を思い浮かべるだろうか？私は「紙の大量消費はインドネシ

アの熱帯雨林の減少に繋がる」という一般的なことしか知らなかった。そのような知識しか持ってい

なかった私が、インドネシア研修を振り返って、（まとまりがなくて申し訳ないが）思いつくままに感想

を述べたいと思う。 

 

1. インドネシアの森林伐採問題  

インドネシアに来るまでは、森林は法律に従って商業的に伐採されているのかと思っていたが、

現地の環境保全 NGO や国立公園管理事務所の人たちの話を聞いて、違法伐採が横行している

ということに衝撃を受けた。特に、オイルパームプランテーション開発や大規模造林などの整地作業

のために、違法に森林伐採が引き起こされているという問題は、大きな組織が背後に隠れており、

問題の複雑さと解決の困難さを知った。また、この問題の油ヤシから取れるパームオイルは世界で

最も生産されている植物油であり、マーガリン、ショートニング、石鹸等、日常生活で使用するものの

ほとんどに使われているという事実を知り、無知の罪を実感した。 

違法伐採の木材（違法伐採材）は、直接日本に輸入されることはないが、マレーシアや中国を経

由するマネーロンダリングならぬティンバー（木材）ロンダリングが行われ、日本に輸入されているケ

ースもある。中国からの木製家具がインドネシアの違法伐採木材を使用していても分からないから

である。木材のトレーサビリティを行うことが違法伐採に歯止めをかけることになるかもしれないが、

全ての木材を追うことは非常に難しい。森林認証制度を活用して、購入する消費者の意識改革が

必要だと痛感した。 

 

2. インドネシアの NGO 

私は現在 NGOの職員であるが、日本での非政府組織 NGO というと「社会のために良いことはし

ているけれども給料が安い」「家族は養えない」「ボランティア」「献身的」というイメージが強い。日本

では実際そうであるが（自分で言うのも何だが・・・）、インドネシアでは少し違う。社会のため、顕在・

潜在する問題解決のために尽力しているという点では変わらないが、高い地位と高い給料をもらっ

ている。もちろん、絶対的に高いのではなく、相対的に高いのである。日本では就職活動における

選択肢の中に、上記の理由で多くの人は NGO を就職先として含めないが、インドネシアでは就職

の選択肢の中に NGO も含まれるのである。実際、インドネシアの NGO は日本と同じ、もしくはそれ

以上の素晴らしい活動を行っていた。今回のインドネシア研修中、多数の解決困難な問題がインド

ネシアに存在していることを知り、その都度暗い気持ちになっていたが、現地で活動している NGO

の活躍ぶりやスタッフの優秀さを知る度に、一筋の光明が見えたように気持ちが楽になっていた。 

 

3. 国立公園  

 国立公園と聞くと、国が管理する土地つまり国有地であると思っていた。しかし、インドネシアでは
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その国立公園である国有地に人々が居住し、生活のためにある程度の土地利用（森林伐採等）も

黙認している。今回訪問したグヌンハリムン・サラク国立公園(GHSNP)とクタイ国立公園の両公園と

もに、公園内に居住している人々の問題で頭を悩ませていた。両公園の違いは、GHSNPの違法居

住者（違法森林利用者）は伝統的に森林を利用している人達であり、クタイ国立公園では土地を求

めて移入してきた人達である。前者後者ともに貧困層であり、無理に追い出すことは人道上できな

いところがこの問題の解決を難しくしている。特にクタイ国立公園では、GHSNP と違い、居住者が

持続可能な森林利用を行えるような政策を打ち出せず、森林保全の解決策が無いことに閉塞感を

覚えた。研修を終え日本に帰って来てから分かったことだが、日本の国立公園の 26%は私有地（公

有地 12%）であり、100%国有地とはなっていない。やはり伝統的にその土地を利用している人達か

ら強制的に収奪することは、どこにおいても困難なようだ。 

 

4. 茶畑 

GHSNP 内に、周囲が熱帯雨林で生

い茂った山間部において広大な茶畑を

見ることができた。その茶畑は明らかに

周囲の森林と融合していない何か独立

した雰囲気を持っていた。その理由は、

昔は周りと同じような熱帯雨林だった所

が伐採され、その代わりに茶木が人工

的に植えられたからである。ここの茶畑

が、オランダの植民地時代に森林が切

り開かれ茶畑に代わったのかどうかは

分からないが、昔から換金作物として大

量に栽培されていたことは事実だろう。

私達が普段ジャワティーとして飲んでいる嗜好品は、このような熱帯雨林の伐採によって作られてい

るということを目の当たりにし、次回から飲むジャワティーの味は変わりそうだ。少なくとも、森林の犠

牲の上で成り立っているということは思い出すと思う。 

 

5. 今後の活動にどう活かすか 

 インドネシアでの問題の多くは途上国特有とも言える貧困と密接に絡んでおり、そのように複雑で

困難な中でも精力的に活動をしているインドネシア現地 NGO に対して感服すると同時に、知識や

資金を持っているから良い活動ができるのではなく、制約がある中でも現状で出来ることを実際に

実行する行動力と気持ちがあれば、素晴らしい活動が十分できると感じた。そういう意味では、今回

の研修で自分の知見が広がったのはもちろん、今まで躊躇していたことでも実際に行動を起こして

みようという気持ちになったことは、今後の活動にプラスになったと思われる。 

 

今回の研修生の中で、私は森林の知識を全く持っていない無知な研修生であった。仲間の研

修生達は経歴や現在の活動に「森林」や「木」というキーワードが含まれており、知識も豊富であっ

たのに対して、私は（伐採対象である）材木となる木の名前すら知らなかった。そのような私が、実際

茶畑  
ジャワティーの茶葉が収穫できる 
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に現場へ行くことで深い感銘を受け、また知的好奇心に火が付き、帰国後は今まで手にすることは

なかった森林に関する書籍や論文を読むようになった。今回の研修は、自分の知識が広がり、今後

の自分の活動に必ず役に立つと思われるし、また役に立てないといけないとも思っている。このよう

な機会を与えて頂いた、環境再生保全機構地球環境基金部、自然環境研究センター、その他イ

ンドネシアで快くこの研修を受け入れて頂いた各団体の皆様にはこの場を借りて感謝を述べたい。 



5-4. Feedback and Review from Participant in ERCA Indonesian Study Tour 

研修を振り返って 

 

熱帯林行動ネットワーク(JATAN) 原田 公 

 

今回の「環境再生保全機構地球環境基金～インドネシア共和国・実践手法スタディコース～」に

ついては、所属する団体のメーリングリストではじめて知った。ツアー予定としてあがっていたNGOも

国立公園もほとんどが、ずっと訪問を望んでいたところだったので本務の仕事の都合もろくに考え

ずに申し込んだというのが正直なところである。しかし、「国際協力について高い意識をもった NGO、

その担い手を育てる」という研修の目的からいえば、年齢的にもすでにある程度「出来上がった」自

分が選ばれることはないだろうとあまり結果を期待せずにいたというのも本当である。 

 

これまでに自分はもっぱらボランティア活動家として JATAN に関わってきて、事務局に入ったのは

一昨年であった。訪問するインドネシアの NGO の多くがすでに JATAN と過去、協力関係を持って

いたものの、Sawit WatchやWALHI、Telapak といった団体については日本で開催されるフォーラム

などで講演を聴くことはあっても、直接的な面識があったわけではない。そういう意味でも、インドネ

シアの主だった森林関係の NGO とは個人的なネットワークをつくりたいと思っていた。 

 

自分は紙・パルプ産業とそれに伴う自然林の伐採問題、先住民が採取する非木材林産物の調査

などでスマトラ島リアウ州を視察した経験がある。過去 7 回、インドネシアを訪問したが、すべて目的

地はリアウ州の低地熱帯林と泥炭湿地帯であった。だから自分の中で比較対象を広げる意味から、

ジャワ島やカリマンタンの森林をいつか訪問してみたいと思っていたが、なかなかその機会に恵まれ

なかった。 

 

こうした願望のほとんどが今回の研修で叶えられたのだから、喜びと満足以外の感想はない。成果

は期待以上であった。具体的に得られた知見はなるべく報告書に盛り込んだつもりだが、こうした趣

旨の研修で直接訪問しなければ得られなかったものとして、選出母体も関心も異なる派遣員の差

異性といったものがあげられると思う。たとえばWALHIを訪問した際、自分ではある程度知ったつも

りの HCVF（保護価値の高い森林）の話題が出たときに、同じ目的を持つグループならば質問しな

かったであろう「HCVF って何？」という問いが他の派遣員から発せられた。これがきっかけで、

WALHI独自の基本的な森林観にまで話がおよび、

それまで抱いていたWALHIに対する先入観を正す

ことができた。また、マングローブと地元住民の関わ

り、環境教育の重要性など、派遣員同士の交わりの

中で学べたことも多かった。 

 

インドネシアの森林の消失危機、資源の枯渇が叫

ばれ始めてからすでに久しい。しかしある意味で、こ

うした保護すべき貴重な自然をいまだ多く残してい
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る国だけに、インドネシアの NGO が活躍できる余白はまだたくさん残っている。インドネシアに対し

て日本はもっぱら木材貿易の恩恵を受けてきて、森林の保護という観点からはどちらかといえば負

の関係をつくってきたといえるだろう。消費国日本の NGO としてどのような協力関係を構築すれば

よいのか、またできるのか、今回の成果をもとにあらためて考えてみたい。 

 

 わずか数十年前までは地域の住

民たちは先祖から受け継いできた伝

統的・持続的なやり方で森林というロ

ーカルコモンズと共存してきたはずで

ある。そこに、経済と貿易のグローバ

ル化の荒波が莫大な需要圧力を持

って押し寄せてきた。ブルドーザーや

チェーンソーで装備された、組織的

な違法伐採、オイルパーム開発の皆

伐といった問題に対処するにはもは

や先住民の知恵や団結だけでは歯

が立たない。そのために NGO や外

部機関の JICA が果たせる役割は大

きいだろう。森林との調和的な接し方を地元の住民から学ぶとともに、国際協力関係構築の新しい

手法、持続可能な森林経営、そして経済や法律など、NGOも専門的な技能を身につけなければな

らないことをあらためて痛感した。 

 

研修のコーディネーター、笹岡正俊氏との出会いも本研修で得られた、いわば望外の成果であ

った。笹岡氏との何気ない会話を通して、地域住民の視座に立って、学究と NGO活動の両方を優

れたバランス感覚をもって追求する姿を垣間見ることができたと思う。マルク諸島のセラム島におけ

る｢融和的な｣宗教対立や人為的な環境かく乱と野生動物との共存の話などは、実は研修の中で

聞くことができた一番興味深い話だったかもしれない。 

 

惜しむらくは、事前研修の段階でメーリングリストを使って派遣員相互で勉強しあったり、互いの

関心の有り様を知っておけばもっと良かったかもしれない。また研修中の、訪問後のフィードバック

に割く時間は、たとえ寝る時間を削ってでも取った方がよかったかもしれない（ただし今回、随行し

ていただいた地球環境基金課の藤井秀仁氏は決して承服しなかっただろうが）。 

 

最後に、こうした学びの貴重な機会を提供していただいた(独)環境再生保全機構に感謝したい。

そしてもちろん、笹岡氏、藤井氏にも。有難うございました。 

野生蜜蜂の巣がたわわに。1 本の木から年間 1,000 リットルも取れる。
リアウ州先住民の慣習林で筆者撮影。 
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