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第３章 研修生報告書 

『森林保全と環境教育』 

長濱 翼 

 長崎大学環境科学部 

（長期コース) 

１．はじめに  

これまで私は、大学でのサークル活動で被爆した楠の木の種や苗を全国に広め、平和につい

て考えてもらう活動、植林活動・ごみ拾いを行っていた。私が大学で環境科学部を選んだ理由

は、漠然と「環境問題をなんとかしたい。」と考えており、なんとかするには専門的に学ばな

ければと思っていたからであった。実際の大学での講義は、実際に人や環境問題・自然に直接

関わるようなフィールドワークはほとんどなかった。 

そこで、知識や分析・研究だけでなく、直接人に環境に関わるような経験したいと思い、自

身が環境問題、保全活動を肌で感じ、考えられる機会を探していたところ、この研修に出会っ

た。そして、学べる限りのことを吸収したいと思い、研修に参加した。20 日間の濃い研修で

様々な場所に訪問させていただき、本当に多くのことを学ばせていただいた。 

自分で見聞きし、知ることができれば、はっきりと問題が分かり、何か提言できることも見

つかるのではなどと思っていた。けれども、知れば知るほどにどれもこれも複雑で、奥が深く、

なんとも厳しい現実に頭を抱えてしまうことばかりであった。その中でも、私は環境教育と森

林保全をテーマとすることにした。理由は、熱帯雨林そしてマングローブ林を見て単純に感動

したからである。それを誰かと共感したい。この自然の景観が消えてしまうのは悲しいと感じ

させられた。しかし、このような熱帯雨林や湿地などの自然資源を守るためには環境教育や、

自然資源の利用価値・地域住民の理解など色々なことが絡んでくる。それが何であるか、どの

ような活動が為されているのか。研修の中で、見聞きし、感じたことをお伝えしたいと思う。 

２．報告   

 （１）Rainforest Discovery Centre の活動 

Rainforest Discovery Centre(RDC)とは、東マレーシアのサバ州東海岸に位置しており、

オラウータンなどの希少動物保護区として有名なセピロック野生生物保護区に隣接し、環境教

育を行うために設置された施設である。ここでは、熱帯雨林と生物多様性保全をテーマとした

環境教育のプログラムを受講した。ここでは、EERace(Environmental Educational Race)と

いう活動を行っているそうである。これは先生向けのコースで、30～40 名が 6 グループに分

けられ、それぞれに 3 つのテーマが与えられる。テーマは森林、野生生物、環境の産業の関わ

り、農業、コミュニティなどで、ほとんどのコース活動が野外で行われている。最後には、そ

れぞれのチームでテーマをプレゼンテーションし、最も良いチームを選ばれるものだそうであ

る。このように、先生方が楽しみながら自然に親しみコースを進めていくことで、環境教育は

学校の枠にとどまらず、個人レベルでも買い物のときにエコバックを使うなどの影響があると

いうことであった。他にも、学生に向けた環境教育のコースもあり、楽しみながら環境につい

て学ぶことのできるゲームの展示施設なども見られた。 
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環境について学ぶゲームの展示 

また、植物園には、多種多様な植物が集められているそうで、ガイドの方が丁寧に説明し

てくださった。歩みを一歩進めれば、興味がまた次にと尽きることがなく、見たこともない形

や奇抜な色のもの植物は見ているだけでも十分だが、説明が加わることでさらに面白く、実は

身近な調味料に使われているような胡椒やバニラ、タピオカなどもあった。これだけの植物を

ガイドできることが本当に素晴らしいと思ったし、管理も大変なのだろうと感じた。こちらの

独特の気候に育まれている豊かな植生を感じることがでた。 

 
               

 

 

 

 

 

 

 RDC 植物園にて 

347m もあるキャノピーウォークウェイではかなり高い位置に組まれた散策路から、広大で

巨大な熱帯雨林を見下ろすという珍しい体験ができた。地面に立っていては全体を見ることが

できないような巨木を、高い足場からさらに見上げ、その巨大さを実感することもでき感動的

でした。地面に立っていたのでは、巨大なジャングルに見下ろされ普通では見えない景色を見

ることができた。熱帯雨林を上から見渡すと、低い樹木から高い巨木まで高さは様々で森の表

面は凸凹としており、一定の高さの木が広がっているわけではないことが分かった。夕方 18

時頃、日が沈む前、ムササビが樹間を飛び移る姿や、サイチョウの群れが飛んでいる風景が見

られた。 

 

 

 

 

 

 

 

RDC キャノピーウォークウェイ 
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（２）Kota Kinabalu Wetland Centre の活動  

Kota Kinabalu Wetland Centre(KKWC)は、サバ州のコタキナバルに位置し、都市部に

24ha のみ残された貴重なマングローブ林である。ここでは、Sabah Wetlands Conservation 

Society による保全活動についてお話を伺った。マレーシアのマングローブ林の面積は約

577,500ha あり、そのうちサバ州のマングローブ林は約 341,000ha でマレーシア全体の約

59％を占めているそうだ。 

この 24ha の湿地には、鳥類が 100 種類、爬虫類が 5 種類、魚類が 10 種類、甲殻類が 12

種類生息しているそうだ。このようにマングローブ林とは、多くの生物を支えている。しかし、

湿地というものは多くの人に価値のないものだと思われていた。実際に説明で紹介された保護

区と認定された当初の湿地の写真は、今の景色とかけ離れており、そこはマングローブ林と呼

べるようなものではなく、泥の地面がむき出しだった。湿地を保護するには、まず湿地の本当

の価値を地域住民に理解してもらい、その自然資源自体が人間にとって有益な資源であり、経

済的価値があるものだということを示さなければいけなかったそうである。 

そこで、湿地と共生する鳥類には愛好家が多いことから、バードウォッチングという人間

にとって癒しとなる有益な価値を見出した。その鳥類を切り口に、湿地は鳥及び数多くの生き

物にとって重要な存在であることを認めてもらうべく、1980 年代より環境保全活動家による

政府へのロビー活動が開始された。  

1996 年には、WWF マレーシアの働きかけで鳥類保護区に認定された。さらに、湿地保護

区管理委員会の発足、サバ州政府の資金援助を取得した。その後の 3 年間で、オランダ大使館、

WWF オランダなどの援助を受けて、開発・運営計画や環境教育プログラムの準備が為された。 

そして 2000 年、一般公開が開始された。1.8km もあるマングローブ林を散策できる木道、

湿地を間近に感じることのできる約 200m の土の道、野外教室に、展望台、10 か所の休憩所

が設置され、バードウォッチングはもちろん、都市部からアクセスしやすい憩いの場所として

も親しまれ、同時に湿地・マングローブ林に関する環境教育プログラムを行ってきた。 

環境教育の活動は他にも、伝統的なマングローブを利用した草木染め、紙すき、薬作り、

料理や炭焼きなどの体験、マングローブの植林活動、貝類の水質浄化実験や湿地の水質や植生

調査を通した環境教育活動、環境ボランティアワークの場所として活用されている。このよう

な環境教育活動には、2000 年の一般公開から 2011 年までに 24,730 人もの教師、学生、生徒

が参加したそうである。環境教育活動以外にも、展示、広報活動、ネットワーク作りも行われ

ている。 

協力関係団体・組織にはサバ環境教育ネットワーク(SEEN)、JICA の BBEC(ボルネオ生物

多様性・生態系保全プログラム)が挙げられる。SEEN は EERace, EEExchange Program な

どを BBEC は CEPA(広報・教育・普及啓発)担当している。KKWC の課題は 3 つあり、一つ

目に高層住宅の建設ラッシュによる開発圧力がある。この湿地のすぐ近くに住宅やビルが建っ

ている展望塔からも確認でき、開発されてきた中でこの湿地が残されているものであるという

ことが感じられた。これらの問題に対して、ラムサール条約登録に申請や、環境教育、啓蒙活

動が行われている。 
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KKWC 展望塔より撮影          KKWC バードウォッチング 

実際に参加した湿地林のガイドツアーでは、マングローブ林を散策し、マングローブの植

林体験をすることができた。私はマングローブを初めて見たのだが、想像していたよりサイズ

がはるかに大きかった。鳥の鳴き声が聞こえ散策している間に、鳥ももちろんだが、カニや貝、

魚なども見かけた。また、マングローブの樹間には、ペットボトルゴミが多く見られたのが印

象的だった。これが 2 つめの課題である。 

 

     

 

KKWC マングローブの苗          KKWC ペットボトルごみ 

これらのごみは、潮の満ち引きで出入りし、周辺の水上集落から流れてくるそうである。水

上集落には、不法移民のフィリピン人が住んでいるようで、捨てられるごみを規制するのは簡

単なことではないそうだ。そのため、ボランティアによる清掃などを行っている。3 つ目の課

題は、密漁である。保護区であるので、生き物や植物を捕ることはできないが、食に困れば保

護区の中でも、魚やカニ、貝類、ミズオオトカゲなどが密猟されているそうだ。それも子ども

がしているということであった。 

３．活動 -この研修が持つ意味-  

今回の研修では、これまでに経験したことがない多くの経験と知識を得ることが出来た。

今は、このあまりにも多くの経験を今後の私の人生にどのように生かせるのかの整理が出来て

いない。これから時間をかけて整理し、今後に生かしていきたいと思っている。 

そのような状況だが、思いつくままに羅列すると 

(1) まず、日ごろの授業の中で、この経験が大いに役立つと思うし、すでに役立っている。 

  今回の経験で得た知識で授業の内容の理解がより進むようになっている。 

(2) 大学で、サークル活動で被爆した楠の木の種や苗を全国に広め、平和について考えて  
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    もらう活動、植林活動・ごみ拾いを行っているが、今回研修では、熱帯森林の大切さ

と森林を保全する大切さを身を持って学んだ。この経験からこれまでのサークル活動

の意義を改めて考えるようにもなった。この研修で何度か経験した植林の意味と方法

がこのサークル活動にも役立つものと思っている。 

(3) 大学生活は、まだまだ続く。機会があれば今回の経験を活かして、再び NGO などの活

動に参加すること。特に環境教育について。研究分野が主に川・田んぼなどの生物多様

性・魚などなので、魚の放流、遡上してくる魚用の遡上システムの手伝いなどを通して

川の役割や生き物のつながりを学ぶこと。研修で学んだ環境教育を活かし、特に山から

川を通じて海への流れと、水の大切さを伝える活動をしてみたいと思う。 

(4) そして、これからどのような分野で働くかを考える時期が来る。これからは、どのよう

な分野に就職しようが、海外に関わることなく生きることが出来ないだろうと思ってい

る。その時、改めて海外との関わり方を考えることになるものと思う。そういう意味で

は、今回の研修がこれからの私の生き方に、大きな意味を持つことになるものと考えて

いる。 

４．参考文献 

 RDC の講義プレゼンテーション資料 

 村上正剛氏の KKWC プレゼンテーション資料 
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2012/08/31, アペン保護区,苗木 

『マレーシアにおける農業を通じたエコツーリズムの可能性について』 

斉藤桃子 

日本大学生物資源科学部 

（長期コース) 

１．はじめに 

 私は、日本大学生物資源科学部国際地域開発学科に所属している。この学科を志望したのは、

もともと国際協力に関心があったからである。大学では、農業を利用した国際協力について学

んでいる。授業を通して途上国開発は、ハード面によるインフラの整備、建物の建設だけでは

持続可能な開発には繋がりにくく、自然環境と共存していかなければならないことを学んだ。 

また、2012 年の春にインドネシアでマーケティング活動とそれに付随する CSR 活動を行っ

た。マーケティング活動では、プラスチックなどのゴミを再生し作ったポーチをいかに顧客の

ターゲットを絞り、販売するかを検討した。CSR 活動としては対象の村の道端のゴミを継続的

に無くすにはどうすべきか検討し、その地域でゴミを収集する場所や住民の中で管理する人を

提案した。また、その村の２つの小学校で「ポイ捨て」に関するレクチャーやゴミ拾いイベン

トも行った。いかに環境問題に対して当事者意識を持ってもらうかに重点を置き、「日本とイン

ドネシアのポイ捨て意識の比較」を題目にした。他者に環境の大切さを伝え、その人々が環境

問題に関するアクションを起こしてもらうにはどうすべきか苦労した。 

以上の活動から環境教育に関心をもったことが今

回の研修の応募動機となった。また、国際協力にも関

心を持っているので、インフラの整備や物資の支援だ

けでなく、人々と自然が共存でき、かつ人々の生活水

準を向上させるにはどうすべきか、環境教育やエコツ

ーリズムなどのソフト面での開発に着目したことも

この研修へ参加を希望した理由の１つである。 

 

２．報告 

 研修の前は「開発と環境保護の両立」という大きなテーマを持っていた。研修を通して、地

域住民の所得向上と環境保護を両立させるために、アグロフォレストリーという栽培方法があ

ることを再認識した。アグロフォレストリーを活かした環境保護、地域開発をテーマに絞り込

み研修に臨んだ。 

(1) JICA では、オイルパームの栽培方法について伺った。大手企業の単一大規模プランテ

ーションは、土壌に負荷をかけ生態系を破壊し、持続可能な栽培方法ではないという認

識であった。しかし、定期的に肥料の投入や、ヤシの植え替えを行っているので持続性

の面では問題はないということであった。ただ、植え替えられるヤシの木は、木質では

ないので木材としては使えず、違法な薬剤を使用して枯らし、道路に捨てられ放置され

ていることが問題となっている。生産面では問題がないが、コストが膨大にかかること

や不法投棄の問題、生態系を脅かす可能性があることが課題である。また、中小企業で

は、バナナとオイルパームでアグロフォレストリーの栽培方法を活かしているところも
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2012/08/30, Mongkos村,ロングハウス 

ある。 

(2) アペン保護区では、その近くにある Tong Nibong 村

の住民が植林や肥料やりなど、森林の管理を行って

いた。日本マレーシア協会などの寄付金が彼らの給

料となり、雇用を生み出している。寄付金で雇用を

賄うことは、持続可能とは言えない。そこに熱帯の

換金作物を植える研究や挿し木などの研究が行われ

ている。 

(3) Rainforest Discovery Center では、熱帯雨林の多用

な作物を見ることができた。中には、日本でもお馴

染みであるバニラ、シナモン、カカオ、ガハルなど

の換金作物があり、熱帯地域の農村部で栽培し、現金収入に繋がる可能性がある。また、

これらの作物をアグロフォレストリーとして栽培できるか検討したい。 

(4) オイスカでは、コメや野菜の栽培、家畜の飼育、食品加工までもが研修員によって行わ

れている。しかし、研修センターで栽培・飼育されたものが食品加工としてあまり活か

されていない印象を受けた。 

これらの特徴や改善点を活かし、所得向上に向けた取り組みを検討したい。アグロフォレス

トリーは、栽培方法の１つである。地域住民はその単語ではないが、混農の方法を知っていた。

考えを改めなければならないのは、大規模な開発である。大規模プランテーションによる開発

は、生態系の消失、土地への負荷、不法な労働者の発生などの問題がある。先進国の大企業が

パームオイルを利用する際は、アグロフォレストリーという栽培方法や RSPO という認証を推

奨し、オイルパームを利用する消費者へ啓蒙し、消費動向を変えていくことが必要である。 

 

３．評価 

 マレーシアは、2020 年に先進国入りする国である。開発と自然保護の両立が問われる国でど

のような課題や解決策があるのかに注目した。 

 私の第１の感想は、マレーシア人は他のアジアの地域と比べ、比較的裕福な印象を受けたこ

とである。我々が訪れたモンコス村では、ロングハウスは実際に使われてはいるものの、観光

用としてあえて保存してあるような印象を受けた。生活用品にも贅沢品と思われるものがあっ

た。環境意識としては、道端に落ちているゴミも余り目立っていなかった。そのような国で、

エコツーリズムで訪れた海外のツーリストは何を期待しているのか。伝統的な文化を体験しよ

うとして訪れた際、近代的なものがあったらショックを受ける人も多くいるかもしれない。し

かし、現地の人々は発展を望むことが当然であり、権利もある。発展していく段階で、何を取

り入れ、何を守り、何を失うのかジレンマである。 

エコツーリズムの認証マークについて検討する。モンコス村ではエコツーリズムの村として

認定を受けていた。登録の認証を受けることで、集客に繋がり、伝統的なロングハウスでの生

活を保護できる。認証という制度がその地域の所得向上に繋がり、伝統文化の保護に繋がるこ

とを学んだ。しかし、モンゴルバル村では珍しい動物や植物や伝統的なものがなく認定を受け

ることが難しい状態であった。全ての地域がエコツーリズムの認証によって伝統的な文化や自
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2012/09/07, Abai村,在来種の植林 

然環境が守られていくわけではない。 

 二つ目の感想は、自然資源が豊かであること。

熱帯気候は生息している植物の種類も多く、成

長が早い樹木が多い。オラウータンなどの天然

記念物の野生動物もいた。人間の日常生活に役

立つパームヤシやティンバ、南国特有の果物も

あった。実際に見て触れて感じることが自然を

大切にしたいと思うインセンティブになると気

付いた。人間が必要としている植物だけでなく、

全ての植物や動物、昆虫がお互いに関連し、それ 

ぞれが棲み分けを行っている。生物多様性は複雑で、１つを崩してしまうと他にも影響がでる。

そこに住む生物すべてを守るために、パームオイルの会議である RSPO や生物多様性を持続的

に保全する BBEC、自然公園による生態系の保護などの取組がある。人と生物多様性を共存さ

せる重要なカギとして NGO や JICA の活動がある。生物多様性の中に人間も共存していく形

での取組が必要である。 

   

４． 今後の活動 

(1) 至近の計画（１年以内） 

私は、マレーシア研修を通して、自分が体験した貴重な体験を他者、特に学生に伝えたいと

考えた。現在、大学で旅をテーマにしたフリーペーパーの作製サークルの立ち上げを行ってい

るので、そのフリーペーパーの内容にマレーシアの環境問題、エコツーリズムなどの現状や考

えを他者に啓蒙していきたい。 

(2) 長期の計画（５年以上先） 

【題目】題目自然体験型のスタディーツアー ～アバイ村を事例として～ 

【背景】アグロフォレストリーは、手間は掛かるが化学肥料を使うことも少なく、多様な植物

を植えるので生物の生息地の確保にも繋がる。私は、自然と共存するための農業の手法がある

ことを、マレーシアの資源を消費する他国の人々に伝えたい。また、環境啓蒙に１番効果があ

るのは、実際に自然を見ること体験することだと実感した。そこで、提案したいのが自然体験

型のスタディーツアーである。 

【目的】滞在費だけで現金収入を得るのではなく、換金作物を植林することで、環境保護と収

入向上の両立が可能になる。企業が資金を提供し CSR 部門と NGO の協力でこのスタディーツ

アーの可能性を検討できる。企業の単なる植林活動ではなく、外部の人や地域の住民を巻き込

んだツアーである。企業が NGO と組むことで、お互いのプロモーション効果にもつながる。

アバイ村では在来種の植林を行った。多年生樹木の間に豆類などの１年生作物を植え、アグロ

フォレストリーとして作物を育てることをツアーの１つとして取り組む。実際に植えるだけで

なく、地域の歴史や栽培方法などを学ぶ機会も設ける。自然を体験することで、生命の根源を

知ることができ、守りたいと思う気持ちが生みだすのが。また、このツアーでは、生産から販

売までの流れを学ぶことを目的とする。加えて、その地域の背景や農業に対する知識を学ぶこ

とができる。 
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【内容】 

≪アバイ村の特長≫ 

① 米，パームオイル，ヘチマ，バナナ，カボチャ，きゅうり，青菜などの農作物が栽培されて

いる。 

② 胡椒の苗木は WWF に買い取ってもらうという仕組みがある。 

③ アバイ村は林業が盛んであったが、資源の枯渇により衰退してしまった。 

④ パームオイルプランテーションと大規模林業による水質汚染が発生したという歴史がある。

そのため地力を回復するために植林を行っている。 

こういったアバイ村の資源を有効に活かし、農業体験や現金収入のプロセス、そしてその村

や国の背景を知る機会も設ける。この村は観光資源が乏しいが、ホームステイの受け入れも行

っているので、体験する要素や学べる要素を増やせば、ツーリズムの村として発展する可能性

が大いにある。 

≪ツアーカリキュラム≫ 

以上をもとに提案したいのが、企業の CSR 部門が提案する「アグロエコツアー」である。農

業を実際に体験しながら自然に触れることができる。カリキュラムの内容としては、①実際に、

植林しながらアグロフォレストリーなどの混作作業を行い農業の知識を体験しながら学ぶ。②

森林伐採が行われ、川の水が汚染された事実などの村の背景やマレーシアのオイルパームなど

の産業の現状を学ぶ。③実際にカカオや胡椒などの換金作物の収穫を行う。④お菓子などの加

工品の作製のお手伝いを行う。⑤、④の加工した食品を実際に販売する。 

一方的な援助ではなく、援助する側とされる側どちらも Win-Win な関係を築いていくことが

重要となる。援助される側は、依存ではなく自発的に成長を求めることが必要となる。援助す

る側は、発展のきっかけを提供できる。それが、環境に配慮した開発を、先進国の経験をいか

し情報や技術提供していくべきである。それが、NGO や ODA、その他の政府機関だけでなく、

民間企業もいかに協力できるかが発展のカギとなる。地球温暖化や資源枯渇問題など地球規模

の問題がある中で、民間企業ならではの専門的な情報や技術が、自発的な発展への支援となる。

どんな業種の企業であれ、環境に配慮した活動をしていかなければならない。 

 

５．言葉の説明・文献紹介・情報入手先ホームページなど 

●Rainforest Discovery Center： 

サバ州にある環境教育を行うために設立された施設。熱帯雨林に生息する多様な植物を見

ることや、環境について遊びながら学べるコーナーがある。 

参考ホームページ: http://www.forest.sabah.gov.my/rdc/ 

●RSPO（Roundtable on Sustainable Palm Oil）： 

 環境に配慮し持続可能なパームオイルの生産と消費を促進する WWF の活動。 

 参考ホームページ：http://www.wwf.or.jp/activities/resource/cat1305/rsportrs/ 

●BBEC (Bornean Biodiversity & Ecosystems Conservation Programme)： 

JICA が実施している、ボルネオ生物多様性保全・生態系保全の技術協力プログラムである。 

参考ホームページ：http://www.bbec.sabah.gov.my/japanese/index_jp.php 
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『環境問題における各組織の位置づけと技術協力の在り方』 

小林芽依 

早稲田大学先進理工学部 

(長期コース) 

1. はじめに－これまでの活動と海外派遣研修への参加動機 

 私はこれまで、「科学技術と社会を繋ぐ」という目標を掲げて様々な活動に携わっており、科

学技術が適用できる分野として、「環境」というテーマにも興味を抱いてきた。これまでの活動

の中でも特に環境に関わるものとして、1) 海外の環境 NGO におけるボランティア、2) 国際環

境 NGO の日本支部での長期インターン、3）大学内での活動の三つが挙げられる。 

 

(1) これまでの活動 

①Mauritius Wildlife Foundation におけるボランティア 

 2012 年の春，モーリシャス最大の環境 NGO である Mauritian Wildlife Foundation（以下

MWF）において絶滅危惧種の保護観察活動を行った。MWF はモーリシャス国内に複数の保護

区域を持っている。私はその中の Ile aux Aigrettes という島に泊まりこんで、島内の爬虫類、

鳥類の個体観察、データの整理などを行った。 

②コンサベーション・インターナショナルにおける長期インターン 

 私は今年の六月から，コンサベーション・インターナショナル（Conservation International，

以下 CI）という国際環境 NGO の日本支部で、インターン生として様々な業務に携わっている。

具体的には、1) 日本国内で CI の知名度を上げるための広報活動や環境に関するトピックの情

報発信、2) CI 本部ホームページや英語資料の翻訳、3) CI がフィールドを持っている地域にお

けるリサーチなどを行なっている。 

③学内での活動 

 大学においては「理系の学生に自分の研究と社会との関わりを考えてもらいたい」という想

いから、IAESTE（The International Association for the Exchange of Students for Technical 

Experience）という理系学生を対象とした技術系インターンシップを仲介する NPO で、学生

委員として活動してきた。 

 

(2) 海外派遣研修への参加動機 

 これらの経験を通じて、私は環境問題における現場とマネジメントの両方を見てきた。しか

し、それぞれの活動から、現地・国際 NGO，政府などの各組織がどのように連携しているかを

イメージすることはできなかった。そこで今回の海外派遣研修において、環境保護区や政府系

施設、大学など複数の機関を訪れ、環境保全の現場を自分の目で見ることで、CI などの大規模

な組織が行なっている政策提言やマネジメントが、現地 NGO が現場で行なっている活動に具

体的にどう影響するかについて理解することができると考えた。また，環境問題を解決する手

段としての科学技術の有効性についてかねてから疑問を抱いていたため、それについても現場

で働いている方と意見交換することで何かしらの知見を得たいと考えた。 
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2. 海外派遣研修の報告 

 私は三週間の海外派遣研修を通じて、主に 1) 各組織の関係性，2) 日本が行なっている技術

協力の概要について学ぶ事ができた。 

 

(1) 各組織の関係性について 

 今回の派遣研修で、マレーシアの環境保全活動では，大きく分けて「政府系機関」「現地 NGO」

「国際 NGO」の三つの組織が中心となって行なっていることを学んだ。この節では，各組織で

感じた事を書くと同時に、自分なりにそれぞれの組織の関係性を考察した。 

 

①政府系機関 

 今回の研修では、日本の政府機関として日本大使館と JICA のマレーシア事務所、在コタキ

ナバル日本領事駐在官事務所、マレーシアの政府機関としてマレーシア観光局、サラワク州森

林局、Rainforest Discovery Center（以下 RDC）などを訪れた。 

 日本大使館においては、マレーシアの産業や経済状況の概要について伺う事ができた。また、

マレーシアへの日本企業の進出や援助状況など、マレーシアと日本の関係性に関する話も伺っ

た。また、JICA においては、日本が行なっている政府開発援助（ODA）の具体的なプロジェ

クトや意義について話を伺うことができた。これらの機関で話を聞いて私は、マレーシアにお

ける環境問題において日本が果たしている役割はかなり大きいと感じた。例えば、JICA は相手

国の要請に応じたプロジェクトだけでなく、現地調査を通じて相手国のニーズに合わせたプロ

ジェクトを提案することで、積極的に他国の環境問題に関わろうとしているように感じた。 

 マレーシア観光局では、マレーシアにおけるエコツーリズムの取り組みや課題、将来展望に

ついて話を伺った。印象として、マレーシア観光局はエコツーリズムを産業として重視してお

り、それに伴う課題を認識しているものの、それらについて解決策を提案するには至っていな

いと感じた。また、サラワク州森林局では、サラワク州の森林状況と保全への取り組みについ

て話を伺った。森林局では、法律による森林保全は積極的に行なっているものの、実際の植林

現場や現地 NGO との意識にギャップを感じる部分もあった。例えば、現場では純粋に「森林

を守りたい」という想いから保全活動を行なっているように感じたのに対し、森林局では、「利

益を生み出す貴重な資源として森林を保護したい」という想いを感じた。 

 RDC はサンダカンにあり、環境教育を目的に、セピロック森林保護区に作られた施設である。

施設内には植物園やオラウータンの保護施設も存在する。中でも、教員向けの環境教育プロジ

ェクトである EEERace は、環境問題に興味が無い人も対象としたプログラムであり、「環境問

題の啓発」という意味では非常に効果的だと感じた。 
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RDC 内部とオランウータン保護施設の様子 

 

②現地 NGO 

 研修中にマレーシアの現地 NGO をいくつか訪れたが、その中でも環境分野において大きな

影響を持っていると感じた Malaysia Nature Society（以下 MNS）について紹介する。 

 MNS は、世界最古の環境 NGO であり、マレーシアの自然遺産の保護や環境教育を行なって

いる。話を伺って驚いた点は、MNS は国立公園の管轄を任されているにも関わらず、政府から

は一切支援金を受け取っていないという事だった。私はこれまで、NGO・NPO が、国立公園

など国が管理しているものに関わる際は、政府が NGO を金銭的に支援するなど、政府と NGO・

NPO の間でなんらかの相互依存関係にあるものだと考えていた。しかしながら、MNS は自身

で活動資金のマネジメントを行なっており、それによって政府とは完全に独立した活動を行な

う事を可能にしている。資金源を政府に依存している組織の場合は、政府の意向に沿わないプ

ロジェクトを行うのが難しくなるが、MNS の場合は「環境のために本当に重要なのは何なのか」

という点に配慮しながら活動を行なっているのだろうと感じた。 

 

   

MNS が管理している国立公園 

 

③国際 NGO 

 今回の研修では、国際 NGO である世界自然保護基金（WWF）と日本の NGO であるオイス

カ（OISCA）のマレーシア支部を訪れた。OISCA は環境問題のみにフォーカスを当てている

わけではないが、現地において大きい影響力を持っていると感じたので、今回取り上げる。 

 WWF は世界でも最大規模の環境 NGO であり、マレーシアの環境問題にも大きな影響を与え

ている。また、国際 NGO ならではの規模を活かして、緑の回廊プロジェクトなどといった大
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規模なプロジェクトを率先して行なっている。しかしながら、「持続可能なパーム油」の生産と

利用を促進する、「持続可能なパーム油のための円卓会議（Roundtable on Sustainable Palm 

Oil: RSPO）の設立・運営を、マレーシアの NGO で唯一支援しているなど、少し強引な面も見

られるように感じた。また、JICA のプロジェクトである BBEC においても、JICA と連携しな

がらプロジェクトを行なっているが、そこでも現地の人権擁護 NGO との対立が起こっている

と伺った。 

 OISCA は、1961 年に日本で設立され、現在 30 カ国に支部を持っている国際 NGO である。

サバ州では、農務省の一機関である農村開発公社 Korporasi Pembangunan Desa（KPD）と協

力して研修センターを立ち上げた。ここでの活動は、環境問題に重点的に焦点を当てているわ

けではないが、農業教育や日本への人材派遣を行なっており、実際に研修センターで会った方

たちも非常にいきいきとしていた。 

 

④各組織の関係図 

 これらの三種類の組織で感じたことをもとに、自分なりに考えた各組織の位置づけを図 2.3

に示す。法律など目に見えない枠組みはマレーシア政府が構築しており、JICA などの日本の政

府組織はその枠組の中で活動している。また，マレーシアの NGO は政府とは独立した位置に

あり、環境問題に対して現地のニーズに即した支援を行なっているように感じた。国際 NGO

は、政府と現地 NGO の間をうまく取り持ちながら、規模を活かして様々なプロジェクトを運

営している。 

 

 

各組織の関係図 

 

(2) BBEC と SATREPS に見る日本の技術協力 

 一章でも挙げたように、私は「科学技術と社会を繋ぐ」というテーマに興味を持っているこ

とから、今回の研修では日本が行なっている技術協力に焦点を当てることにした。マレーシア

で日本が行なっている技術協力の中で、今回の研修では 1) ボルネオ生物多様性・生態系保全プ

ログラム（以下 BBEC），2) 地球規模課題対応国際科学技術協力（以下 SATREPS）について
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学んだ。なお，SATREPS に関しては、日本大使館にて話を伺っただけなので、個人的な感想

のみで留めておく。 

 

①ボルネオ生物多様性・生態系保全プログラム（BBEC） 

 BBEC（ボルネオ生物多様性・生態系保全プログラム）はサバ州政府やサバ大学をカウンタ

ーパートとして、ボルネオの生物多様性・生態系を保全するためのプロジェクトである。2002

年から 2007 年にかけて行われたフェーズ 1 ではモニタリング分野などの技術支援を、2008 年

から 2012 年にかけて行われたフェーズ 2 は政策支援を行なっている。以下に活動対象地域を

示す。 

  

 

BBEC の活動対象地域 

 

この BBEC について、私は大きく二つの事を感じた。一つ目は、技術支援の真髄は、単に専

門家や技術を供与するだけではなく、それを運営するシステムを同時に構築していくことであ

ること、二つ目は、現地専門家を上手く活用することで、持続可能な支援が行えるのではない

か、という事である。 

 一つ目について、この BBEC の特徴は、プロジェクトを二つの段階に分けて、技術支援と政

策支援の両方を行った点にあると私は考える。技術支援においてありがちなのは、単にインフ

ラだけを整備して、結果的にそのインフラが有効活用されないということである。過去にマダ

ガスカルを旅した時も、ODA によって道路を整備したものの、利用者がほとんどいないという

光景を目にした。しかしながら、この BBEC では、技術支援だけではなく、その技術を有効活

用するための法的枠組みも同時に整備を行ったため、支援の効果を最大限にできたのではない

かと感じた。これは、技術支援だけではなく、大学や研究所における技術開発にも同様のこと

が言えると考えている。 

 二つ目について、日本の ODA の役割の一つとして、途上国での日本のプレゼンス向上とい

う意味合いがあるため、どうしても日本から専門家を派遣してプロジェクトを行わざるを得な
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い。しかし、言語や文化という点を考えると、現地の専門家を活用した方が、プロジェクト終

了後のシステムの持続可能性を考えても、有用なのではないかと私は考えていた。もちろん日

本が得意としている分野もあると思うが、プロジェクトの最初の段階から現地専門家を上手く

活用できる手段があれば、もっと自立した支援が行えるのではないか、と感じた。 

 

②地球規模課題対応国際科学技術協力（SATREPS） 

 SATREPS とは、独立行政法人科学技術振興機構（JST）と独立行政法人国際協力機構（JICA）

が共同で実施している、地球規模課題解決のために日本と開発途上国の研究者が共同で研究を

行う 3～5 年間の研究プログラムである。マレーシアにおいては、九州工業大学による「ボルネ

オ生物多様性保全のためのパームバイオマスを活用した革新的グリーン産業の創出」や、千葉

大学による「マレーシアにおける地すべり災害および水害による被災低減に関する研究」など

が挙げられる。これらのプロジェクトは採択されたばかりだが、研究機関と現場が協力してプ

ロジェクトを進めていくという点で、今後の展開に非常に興味がある。 

 

３．研修の評価 

 今回の研修では多くの事を学ばせて頂いたが、もっとも強く感じたのは「人の想いの強さ」

だった。私は、研修に参加する以前は、環境問題と言えどもビジネスライクな視点は欠かせな

いし、人の想いだけではあまり社会に影響を与えることはできない、とどこか冷めた視点で環

境問題を捉えている側面があった。しかしながら、今回の研修で様々な人と交流し、自分の目

で植林現場や保護区などを見ることによって、最終的に社会を変えるのは、人の想いなのかも

しれないな、という風に意見が変わった。研修に一緒に参加した方々も、非常に熱い想いを持

った人が多く、研修中も研修生の方々の行動力に何度も鼓舞された。 

 植林現場でも、色々と考えさせられる事が多かった。私達が何かをゼロから始めようとする

際には、「現在」と「未来」という視点しか存在しないために、その結果をイメージすることが

難しい。しかし植林現場において、大きく育った木を見た際に、「過去」が積み重なって「現在」

「未来」が作られているのだということ、だからこそ「未来」を作るために「現在」行動しな

ければいけない、ということを体感することができた。これは植林活動だけではなくて、環境

保全にまつわる行動全てに当てはまることができると思う。 

 今後の私自身の進路が、直接的に環境保全活動に関わっていくわけではないが、それでも人

の想いを具現化するために、ビジネスという方向から何かしらの形で環境保全に対してサポー

トを行いたいと考えている。 

 

４．今後予定している活動 

 今後の活動として、短期的な計画と長期的な計画の二つを考えている。なお、短期的な活動

としては理工系学生に向けた環境関連のワークショップの開催、長期的な活動としては環境

NGO 向けのプロボノ活動を検討している。以下に活動の詳細を示していく。なお、この章で用

いている「技術支援」という概念は、JICA が行なっている専門家の派遣や機材の提供という意

味ではなく、環境問題への解決策としての技術を提供することを意味している。 
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(1) 理工系学生に向けた環境関連のワークショップ 

【趣旨・目的】 

 これまで、学生に向けた環境のワークショップは多く行われてきたが、多くは国際協力や環

境教育に焦点を当てたものであり、スマートグリッドや GIS など環境に関連した技術を学ぶ学

生を対象としたものはあまり行われて来なかった。そこで、短期的な計画として、大学 3・4 年

生、また修士課程や博士課程に在籍する学生を対象として、SATREPS などの事例を参考にし

ながら、様々なトピックについて議論を行い、可能であればそれを大学などの研究機関で実際

に研究テーマとして実行していきたいと考えている。 

 

【 活動の概要】 

・技術支援を行なっている企業・研究機関を交えた議論 

 経済産業省や TOYOTA など、環境技術を開発している研究機関は多々あるが、学生がそれら

の研究成果に触れることができるのは、学会やシンポジウムなど限られた機会だけである。そ

こで、それらの研究機関から研究員の方を招いて、パネルディスカッションや学生の議論に参

加してもらう。これによって、学生は現場において環境技術がどう使われているかを知ること

ができると同時に、研究員も学生の柔軟な発想を企業の研究開発に取り入れることができる。 

 

・ 専攻が異なる学生間での議論 

 「環境技術」と言っても、農学や情報工学、電気工学など様々なものがあり、研究を行う場

所も研究室からフィールドまで幅広い。しかしながら、個々の分野を学んでいる学生が、他分

野を専攻している学生と意見を交流する機会はあまり多くないと考えた。そこで、本ワークシ

ョップでは、異分野を専攻する学生（主に院生）を集めて、ディスカッションを行うことで、

自らの研究についての理解を深めると同時に、他分野との連携や技術の有効性についても考え

てもらう。以下に参考としてディスカッションで想定されるテーマをいくつか挙げる。 

 科学技術と環境の関わり 

 環境技術に対するニーズを掴むための手法 

 環境技術の実装と実装にあたってのシステムづくり 

 分野を超えた技術連携を行うための手法 

 大学における環境技術関連研究を事業化するための過程 

 SATREPS などに見られる技術支援の有効性 

 

・ 開発途上国における現場視察 

 環境技術、特に発展途上国を対象とした技術を開発するにあたって、フィールドの視察が不

可欠であると考えている。しかしながら、大学で行われているフィールド調査は、それぞれの

専攻分野に特化しているため、どうしても視点が偏りがちなのではないかと私は考えた。そこ

で、専攻が異なる学生を 10 人程度集めて、東南アジアやアフリカなどといった今後技術支援が

活発になっていくだろう地域を視察することで、幅広い視野を持って現場視察が行えるのでは

ないかと考えた。 
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【目標および活動によって期待できる効果】 

 この活動における主な目標は、1) 学生に自分の研究分野の意義を考えてもらう、2) 現場の

ニーズに即した技術支援を促進する、の二つである。環境技術に限らず、自分の研究テーマの

意義を考えずに研究を行なっている学生は少なくない。そこで、本活動で何かしらの問題意識

を持ってもらい、それに対する解決策として研究を行なってもらうことで、より有効な技術が

生まれるのではないかと考えた。また、現場視察や、実際に環境技術を開発している組織から

の意見を学生が知ることで、環境技術が対象としているものは何なのか、という問いに学生な

りの答えを持って研究を行なって欲しいと考えた。 

 

【実施機関および費用】 

 このワークショップの主体はもちろん学生であるが、可能であれば大学や企業の研究機関、

政府にも協力してもらい、現場で働いている技術者の話を伺いたいと思っている。また、費用

としては場所代や研修費用などを想定している。 

 

(2) 環境 NGO 向けのプロボノ活動 

【趣旨・目的】 

 私が 2012 年度 11 月現在インターンをしているコンサベーション・インターナショナルを含

め、国内外で活発に活動している環境 NGO は数多く存在する。しかしながら、サポーターを

抱えている NGO を除いて、実際は多くの NGO が、金銭面やマネジメント面で、様々な課題を

抱えているのではないか、と今回の研修で感じた。私は大学卒業後、環境技術などを持つメー

カーに経営戦略を提案する職業に就くことを検討している。将来的には、社会人として得た知

識や経験を活かして、ビジネスの側面から NGO の支援を行いたいと考えている。 

 

【 活動の概要】 

 直接環境に携わる仕事に就いているわけではないので、どこまで踏み込んだ支援が行えるか

は現在の所不明だが、資金や人材のマネジメントに関しては、仕事で得た経験を活かしてアド

バイスが行えると考えている。また、企業との仲介者としての役割を果たす事で、NGO が行な

っているプロジェクトに、企業が持っている資源を活用できる可能性もある。さらに、大規模

な企業ではなかなか把握しにくい環境の現場を、NGO を通じて企業が把握することで、企業が

行う環境保全活動をより現場に即したものにできると考えている。 

 

５．参考文献 

[1]BBEC フェーズ 2 公式サイト，http://www.bbec.sabah.gov.my/japanese/index_jp.php 

[2] Malaysian Nature Society，http://www.mns.my/ 

[3] WWF Malaysia，http://www.wwf.org.my/ 

[4] OISCA，http://www.oisca.org/ 

[5] SATREPS，http://www.jst.go.jp/global/ 
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『パーム油産業が抱える問題と、その持続的発展への探索』 

古山香織 

慶應義塾大学大学院経済学研究科 

(長期コース) 

１．はじめに 

【これまでの活動と、研修の参加動機】 

私は小中高時代を、工業化に伴う環境破壊が著しいイラン、そして経済大国でありながらも

環境先進国であるドイツで過ごした経験から、経済発展と環境保全を物心付く頃から強く意識

してきた。高校では環境プロジェクトという、学校内外で環境活動や、他校と合同の勉強会を

する団体を立ち上げ、意欲的に活動していた。 

大学では環境問題だけでなく、貧困や教育などの分野における次世代のリーダーを育成する

ことを目的とする NPOで、海外インターンシップを企画・運営を行ってきた。多くの国内外の

学生に世界を舞台に挑戦する機会を提供し、彼らが強い問題意識をもって海外インターンシッ

プから戻ってくることにやりがいを感じていた。その一方で、自分自身が開発途上地域に足を

運び、環境問題に実務的に取り組む機会はなかった。ここ数年環境保全活動からは離れていた

が、それでも将来自分がどのような仕事に携わりたいのかと考えると、持続可能な開発に関わ

る分野が第一に浮かぶ。 

環境問題の現場に足を運ぶことがあまりなかったからこそ、今回マレーシアで起きている現

象や、それに対する様々なアクターの取組み・課題を自分の目と肌で感じたい。そしてマレー

シアでの経験を今後の活動や進路を考えるための糧にしたいと思い、研修に応募した。 

 

【個人テーマ―パーム油産業が抱える問題と、その持続的発展への探索】 

国際経済学の中でも国際貿易を専攻している関係もあり、グリーン調達をはじめとする資

材・資源調達に関心がある。本レポートでは、マレーシアのパーム油産業が抱える問題を、研

修訪問先での事例を交えて概観し、パーム油の持続的発展の展望について考察したい。最後に、

自身の今後の活動計画をまとめる。 

 

２．研修報告 

【パーム・プランテーションの急拡大】 

世界でもっとも消費量の多い植物油は何か。答えはパー

ムヤシ（アブラヤシ）の果実から搾油される、パーム油で

ある。2005年には大豆油を抜いて世界一消費量の多い植物

油となったパーム油は、パンやマーガリン、チョコレート

やスナック菓子などの食品のほか、洗剤やシャンプーなど

日用品の原料としても幅広く利用される。パーム油の需要

が近年急速に高まった理由には、他の植物油に比べて価格

が安く、保存性が高く、加工しやすい ことや、バイオ燃 

料転換への期待ができることが挙げられる。 
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このパーム油の主な原産国はインドネシアとマレーシアで、世界に供給されるパーム油の実

に 85％以上がこの 2カ国によって生産されている。マレーシアはインドネシアに次いで世界第

二位のパーム油生産国であり、パーム油産業のマレーシア GDPへの貢献度は第四位である。実

に 100万人以上の労働者と 300万人以上の小自作農家がパーム油を生活の糧としている。アブ

ラヤシ収穫面積は 1990年の 170万 haから 2005年には 400万 haに拡大した1。パーム油産業は

マレーシアの人々の生活を支える一方で、急速なパーム･プランテーション開発によって熱帯雨

林は伐採され、森林生態系や住民の伝統的な土地利用が脅威にさらされている。 

 

【パーム油産業が抱える問題】 

 パーム油産業を取り巻く問題には、以下のような深刻な環境問題と社会的問題が挙げられる。 

■ 計画性のないプランテーション拡大による生態系の破壊 

■ 森林生態系に依存して暮らす住民の貧困化 

■ 農園における厳しい労働環境 

これらについて研修訪問先での事例を交えて具体的に述べる。 

（１） 計画性のないプランテーション拡大による生態系の破壊 

熱帯雨林は、世界の 40％を占める酸素を放出し、世界の 1/2以上の野生生物と植物が生息す

る生態系の宝庫である。しかし、Universiti Malaysia Sarawak の講義によれば、そんな熱帯雨

林がプランテーションに転換されると、8割から 10割の哺乳動物、爬虫類、鳥類が消失すると

いう。 

 研修中、私たちは熱帯雨林に生息する動植物を観察するため、サバ州を東西に流れるキナバ

タンガン川を夕方・夜・早朝の 3回、ボートで航行した。私たちは、まず樹上で 1頭のオスと

雌からなる群れを形成し、生活するテングザルに遭遇した。小柄なメスと子ザルが川沿いの 1

本の木に集まり、その後ろの方に鼻が長く、太鼓腹のオスがどっかりと構えている。そして少

し進んだ先に、木の実を食べる、可愛らしいオランウータン親子を目撃した。かつては 1ヶ月

に 1回目撃できれば良いほうと言われるオランウータンに出会えたこと、1回の航行で 2～3つ

と少なくない数のテングザルの群れに出会えたことは幸運だった。しかし逆に言えば、それだ

け目撃できるほど森が縮小化し、彼らが深刻

な状況に追い込まれていることを意味する

のだろう。 

 キナバタンガン川流域をボートで巡った

後、私たちはセピロック･オランウータン・

リハビリテーション・センターを訪問した。

このリハビリテーション・センターは、現地

住民に捕獲されたり、親を殺されたりして孤

児となったオランウータンの子供を保護し、

森に返す訓練を施している。 

                                                 
1 FOE Japan. “パーム油と森林” retrieved from http://www.foejapan.org/forest/ palm/index.html 

on Oct 8th, 2012. 
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オランウータンの育児期間は長く、母親は 6～8歳になるまで子供の面倒をみる。子供はそれ

までに、木の登り方や、どの樹種から、どのように食糧を手に入れるのかを母親から学ぶ。そ

のため母親と別れた孤児のオランウータンは、いきなり森に戻されても決して生きていくこと

ができない。パーム・プランテーションの拡大により森が縮小し、人と動物が遭遇する機会が

増えてしまったことで孤児の数が増加。結果として、オランウータンの生息数の減少を招いて

いるのである。ここでは研修中に観察したオランウータンについて取り上げたが、他の動植物

も脅威にさらされているのは間違いない。 

JICAや WWFマレーシアを訪問した際に繰り返し伝えられたことがある。それは数多の動植物

を支える熱帯雨林が一度パーム･プランテーションとして開発されてしまうと、除草剤など強力

な化学肥料の大量使用により土壌が貧弱化し、二度と元の熱帯雨林には戻らないということで

ある。一度失ったものを元通りにすることは難しく、闇雲にパーム・プランテーション開発を

して熱帯雨林を破壊することの責任の大きさを思い知らされる。 

（２） 森林生態系に依存して暮らす住民の貧困化 

森林伐採やパーム・プランテーション開発によって、先住民が代々生活を営んできた森が奪

われている。生活の糧にしていた胡椒や果樹、稲畑、その他の樹木などの作物の破壊だけでな

く、プランテーションと栽培による土壌、水、大気の汚染は、彼らの生活に大きな打撃となっ

ている。 

 キナバタンガン・セガマ川下流域近く、ラムサール条約登録湿地内にあるアバイ村は打撃を

受けている村の一つである。面積は約 29ha、人口 250人の小さな村で、1970～80年代は村の収

入の大部分を林業と小規模漁業に依存していた。しかし、1990年代半ばには資源枯渇のために

林業が衰退。同時期にパーム･プランテーションによる水質汚染のため、漁獲量（魚と海老）が

減少。収入源が細くなり、生活が厳しくなったことで村人が村を離れて都市に出るようになっ

てしまった。 

政府から居住地移転の申し出があったが、2010 年 11 月にアバイ村は「Community Abai 

Project（通称 CAP）」という、コミュニティベースで環境保全を実現しながら、持続可能な収

入を確保することを目的とするプロジェクトを開始。具体的にはアバイ村でエコツーリズムを

起こすための環境整備、組織体制の確立をはかっている。しかしプロジェクト開始以降に村を

訪れた観光客は 40 人弱と多くはなく、村の安定的な収入源として定着するまでの道のりはまだ

まだ遠い。このようにパーム油産業の影響は、先住民の生活にまで大きな影響を及ぼしている。 

（３）農園における厳しい労働環境 

 パーム農園における労働問題として、一般的に農薬

被害と低賃金労働が指摘される。私たちは研修中に現

地のパーム農園を見学する機会を得たので、そこで見

聞きしたことに沿って記したい。 

 まず農薬に関してだが、訪問先の農園で除草剤をは

じめとする化学肥料を撒くのは女性労働者たちだっ

た。彼女たちは長袖・長ズボンに、マスク・ゴーグル・

帽子・ゴム手袋を装着してほぼ完全に肌を隠していた。

肥料はパーム 1本につき 2.5kg必要で、1日に 1袋 32本分を撒くそうだ。 
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 労働者の多くは外国人労働者である。またアブラヤ

シの果実の切り落とし作業を担う労働者の賃金は出来

高制で、季節の影響などを受け安定しない。また、農

園内には学校や住居施設があり、労働者はいつでも働

くことができる環境となっている。 

 訪問先の農園は、「持続可能なパーム油のための円卓

会議」（以下 RSPO）認証を取得しており、見学を受け

入れられるだけの生産・労働基準を遵守しているとい

う自信があるのだろう。しかし、パーム油の生産は小

規模農家も行っており、そうした農家でも同様に健全な生産活動が行われているのだろうかと

いう疑問が残る。 

 

【パーム油産業の持続的発展の探索】 

先述したように、パーム油産業は様々な問題を抱えている。しかし、これらの問題は一体誰

の責任なのだろうか。森林を開発した企業や投資家の責任なのか。製油業者、加工製品メーカ

ーや小売業者の責任なのだろうか。はたまたパーム油を日々使用している私たち消費者の責任

なのだろうか。おそらく全ての人に何らかの責任があり、パーム油に関わる全ての人が責任あ

る行動をとらなければ、持続可能なパーム油生産の実現はできないだろう。 

そこに着目し、パーム油の生産から加工製品の流通に至までのステークホルダーを巻き込ん

だ「持続可能なパーム油」の生産と利用を促進するため、2004年に WWF主導で発足されたのが

RSPOという非営利組織である。RSPOは新たに熱帯雨林を伐採することなく、環境や労働者の権

利に配慮した持続可能なパーム農園のあり方を示し、それに沿った農園などを認定する制度を

構築。そして生産国においては農園の RSPO認証取得を、消費国においては認証パーム油への切

り替えを促している。そうすることで、パーム油産業の環境負荷を軽減し、持続可能な産業へ

と転換させようとしている。 

RSPOの認証方法や有効性に対する批判の声もあり、確かにそれについて分析する必要はある。

しかし、インドや中国におけるパーム油の需要も爆発的に伸びており2、それについて議論して

いる間にパーム農園はさらに拡大し、問題は深刻化しかねない。2011年 1月時点ですでに 525

の会員数を誇る認証制度の可能性に賭け、今後は認証油の供給量および消費量を増やすことが

大切なのではないだろうか。 

しかし、持続可能なパーム油を使えば問題が解決されるわけではない。最終的に大事なのは、

絶対量である。RSPOによって一加工製品あたりの環境負荷が軽減されたとしても、使用する量

が多ければ意味がない。パーム油以外の植物油をバランスよく利用する枠組みをつくるなど、

需要量のコントロールに取り組むことも必要だろう。 

 

 

 

                                                 
2 Mukherjee, Sanjeeb. Oct 03, 2012. “India China increasingly importing palm oil from 

sustainable sosurces”. Business Standard.  
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３．研修の評価 

 本研修を通じてパーム油産業の光と影を感じることができたのは、私にとって何よりも大き

な収穫だった。研修初日に到着したクアラルンプールには、ペトロナスツインタワーをはじめ

とする数々の高層ビルがそびえ立ち、マレーシアが東南アジア屈指の経済大国へと成長したこ

とが体感できた。しかし、クアラルンプール郊外にいくと、そこにはパーム農園が広がってい

た。そしてサラワク州、サバ州へと移動しながら、そこで起きている環境問題のほとんどが、

マレーシア経済を支える重要なパーム油産業によって引き起こされている様子を目の当たりに

した。「問題を引き起こしているからパーム油は良くない、生産と消費を止めよう」と言えな

い、環境問題の複雑さがそこにはあった。20日間という短期間のうちにパーム油産業が抱える

問題を俯瞰できたことは、本当に貴重で充実した経験だった。 

 

４．今後の活動計画 

 最後に、本研修の経験を次にどう活かす・繋げるかという計画を、短期・中長期に分けてま

とめたい。短期的な活動計画としては、外部への《発信》と、自身の継続的な《学び》の２つ

を考えている。 

短期的な活動計画 

【パーム油産業の問題と RSPOに関する外部発信】 

■ 目的：パーム油産業の問題と、RSPO対する一般の認知度向上 

■ 背景：RSPOの認証油の 2011年の供給量は世界全体で 650万トンだが、実際の売上高は 350

万トンと3、需要が供給を圧倒的に下回る。日本企業を取り上げてみても RSPOの会員となっ

ているのはわずか 19社である。このことから認証油の消費量が少ない背景には、会員数が

少ないこと、そして消費者における RSPOの認知度が依然として低いことがあると推測でき

る。今回研修で得た経験を、インフルエンサーを巻き込んで外部（主に主婦、学生）に発信

することで、パーム油の問題と RSPOの認知度を改善、ひいては認証商品の購入を促進した

い。中長期的には、消費者の意識向上が企業の行動に変化をもたらすことを目的とする。 

 

【環境コンサルなど、CSR調達実践企業でのインターン】 

■ 目的： 

・ 企業における資材調達の視点の理解 

・ 認証制度の仕組みの把握 

■ 背景：CSR調達とは、主に途上国となる原材料の生産国側のみで解決できない環境・社会問

題を、バイヤー側が関与することで解決に向かわせようとする試みである。私は CSR調達お

よび RSPO認証は環境・社会問題解決のある程度効果的な手段と捉えている。しかし、実際

に資材調達に関わったことはないため、バイヤー側の視点や詳細な仕組みについて何も知ら

ない。憶測で環境にやさしいだろうと思っているだけなので、自分自身で取り組んでみて、

その CSR調達の有効性を感じてみたい。 

中長期的な計画 

 就職 

                                                 
3 “CSPO Supply, Sales (mt); Market Uptake (%) by Year.” RSPO org. 
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『マレーシアにおける環境教育を支える「ヒト」「モノ」「シクミ」』 

畦地啓太 

東京工業大学大学院総合理工学研究科博士課程 

（長期コース） 

１．はじめに 

私は大学院博士課程において「環境計画・政策」を専門として研究活動を行っている。環境

計画・政策の対象は原科（2007）の整理によると、図 1 に示す相互補完的な 3 つの領域に分類

される。ハードウェアとは、都市構造・インフラ・施設などの物理的な人間行為を指す。一方

でソフトウェアは、社会活動や生活行動の仕組み・ルールといったものを指す。そして、これ

らハードとソフトを支えるものとして、環境倫理や環境意識といったものを指す第 3 の領域「ハ

ートウェア」が存在するとしている。これは精神的な次元であるが、ハードウェアやソフトウ

ェアを使用するのは結局のところ「人」であり、倫理感や意識によって同じルールあるいは仕

組みであっても人の具体的な行動は大きく異なる。つまり、ハートウェアは極めて重要な領域

である。 

私自身、「環境」あるいはより広い概念である「持続可能性」などを考えれば考えるほど、こ

のハートウェアづくりが問題解決の本質であり、かつ最も困難な課題であると考えるようにな

った。そしてこのような考えから「自分の回りの人に、少しでも環境や持続可能性について考

える機会を提供したい」という思いに繋がり、機会を見つけては小中高校生あるいは周囲の大

人を対象に「考える機会の提供」をする手伝いを実践してきた。 

今回本研修の募集を見た時に、非常に充実した研修内容に驚くと共に、本研修自体が 1 つの

「ハートウェアづくりに資する、開発途上地域における環境教育プログラム」であると感じた。

私は本研修のように、開発途上地域における企画度の高いプログラムに参加した経験が無く、

まず何よりも自分自身がこのマレーシアにおけるこのプログラムを体験してみたい、その上で

マレーシアにおける環境教育を知り日本と比較・考

察することにより、環境教育を実施する上で得るも

のがあるのではないかと思った。このような動機か

ら、私は本研修に参加させて頂いた。 

上述した参加の動機を踏まえ、本研修における個

人テーマは「マレーシアにおける環境教育を知り、

日本と比較して考察すること」と設定した。具体的

には図 1に示した枠組みを参考に、マレーシアにお

ける環境教育を支える「ヒト」「モノ」「シクミ」の

3 点に着目して考察をしていく。 

(1)  ヒト：どのような人材（プレイヤー・専門能力）

が環境教育を担っているのか？ 

(2)  モノ：どのような環境教育の体験の場（フィールド・設備）があるのか？ 

(3)  シクミ：どのような仕組み（制度）により環境教育を効果的に実施しているか？ 

 

図 1：環境計画・政策の対象 
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２．個人テーマから見た研修 

個人テーマ『マレーシアにおける環境教育を支える「ヒト」「モノ」「シクミ」』 

(1)  ヒト：どのような人材（プレイヤー・専門能力）が環境教育を担っているのか？ 

本研修の訪問先を、ヒアリング・インタビューとフィールドワークに分けたものを表 1 に示

す。訪問先の多くが、直接的あるいは間接的に環境教育に関与していると考えられるが、（1）

では直接的に環境教育を実施している機関に焦点を当てて議論していく。具体的には、①MNS

（Malaysian Nature Society）、②WWF Malaysia，③KKWC（Kota Kinabalu Wetland Centre）、

④RDC（Rainforest Discovery Centre）、⑤SORC（Sepilok Orangutan Rehabilitation Centre）

の 5 つに着目していく。 

①②③は NGO 系の機関、④⑤は政府系の機関となる。このように、マレーシアにおいては、

主に NGO 系機関と政府系機関が環境教育のプレイヤーになっていると考えられる。このこと

は、サバ州における環境教育のネットワークである SEEN（Sabah Environmental Education 

Network）（詳しくは、（3）表 2）に加盟している機関が主に NGO 系機関、政府系機関（教育

機関も含む）であることからも確認できる。これらに加えて、近年では民間企業（主に外国籍

企業）の CSR 活動としての環境教育が増加していることが複数のヒアリング・インタビュー結

果から読み取れた。一方で日本においては、2003 年に制定された環境教育推進法（2011 年改

正）により、国・地方自治体は「学校，職場における環境教育の支援」に努めることが規定さ

れ、学習指導要領においても環境教育が明確に位置づけられた。しかし、学校における環境教

育の実施は主に教育現場にその負担が偏っているという指摘がなされている。 

表 1：本研究の訪問先の分類 

次に専門能力に関しては、本研修においてヒアリング・インタビューを行った①～⑤の機関

においては、総じて専門能力がとても高いという印象を受けた。①MNS は 40 人の常勤スタッ

フを抱え、さらには特に環境教育に特化した部門も持っており、マレーシアで最大規模の環境

教育を実施している。対象は、全国の高校生を主な対象として活動を行っており、近年では大

学生を対象としたプログラムも実施しているようである。②WWF Malaysia においても設立当

初から環境教育を実施してきており、50 名弱の広報・環境教育専門のスタッフを有している。

また、広報・環境教育専門のスタッフを含む、ほぼすべてのスタッフ（約 200 名）が環境分野

における修士号もしくは博士号を有しており、間接的ではあるがスタッフの持つ専門性の高さ

 ヒアリング・インタビュー  

マ NGO・大学  MNS, WWF Malaysia, サラワク大学, サバ大学, KKWC  

マ政府系  観光省, サラワク州森林局, サバ州観光公社, (KPD-OISCA)  

日 NGO  日本マレーシア協会，(KPD-OISCA)  

日政府系  在マ日本大使館，同駐在官事務所，JICA  

 フィールドワーク  

先住民  モンコス村，トンニボン村，アバイ村  

国立公園等  
スランゴール国立公園，クチン国立公園，キナバタンガン・セガマ河下
流域湿地（ラムサールサイト） 

保護林  ランデ保護林，アペン保護林  

その他  
パームプランテーション，RDC, SORC（セピロックオラウータンリハビ
リテーションセンター ） 
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が伺える。これら①②はマレーシアにおいても大きな規模の NGO であるが、双方とも環境教

育に特化した部門を持ち、専門性を持ったスタッフを配置していることがわかる。一方我が国

の規模が比較的大きい NGO として WWF ジャパン（有給スタッフ 69 名）、グリーンピース（同

24 名）、日本自然保護協会（同 24 名）を調べてみると、環境教育を専門とする部門を持ってい

るのは日本自然保護協会（教育普及部）のみであり、他二者はプロジェクト毎で普及・啓発活

動を行っているものの、環境教育を専門とする部門は見られない。もちろんこれらの限定され

た事実からでは、日本の NGO がマレーシアの NGO に比べて環境教育に関する専門能力が低い

とは言えないが、大規模なNGOに関しては差異があることがわかった（小規模のローカルNGO

においては、環境教育を主として活動している NGO も多数あると思われる）。その 1 つの原因

として、マレーシアにおける各プレイヤーの協働関係が比較的柔軟であることが考えられる。

先述した通り、マレーシアにおいては大きな規模の NGO が学校の教育現場において積極的に

環境教育を実施している。これは行政（あるいは教育機関）が NGO を環境教育を実施してい

く重要なプレイヤーとして認識しており、積極的な協働関係が築かれていることが要因として

挙げられる。具体的な例としては、スランゴール国立公園の管理権を MNS に委譲し環境教育

の実践の場としている取り組みや、鳥獣保護区（bird sanctuary）を同様に KKWC が管理し環

境教育の実践の場としている取り組みが挙げられる。このことから、日本においても NGO を

環境教育の重要なプレイヤーとして認め、その活動に対する支援を行う（効果的な協働体制を

築く）ことが重要であり、その結果，NGO の環境教育に対する専門能力を高めることに繋がる

のではないかと示唆される。 

③④⑤は、それぞれ独自のフィールドをベースに活動している機関であり、①②と性質は異

なる。しかしながら、それぞれの機関におけるスタッフの専門能力は①②と同様に高いと感じ

た。特に環境に関連する「知識」という部分だけではなく、「コミュニケーション」という点に

おいて高い専門能力を感じた。 

特に印象に残っている場面は、⑤SORC に併設されているマレーグマ（サンベアー）のリハ

ビリテーションセンターのスタッフである SIEW TE WONG 氏の質問に対する返答である。研

修随行員からの「なぜ，マレーグマを守ることが重要であるのか？」という根本的な質問に対

して、非常に論理的かつ科学的であり、加えて我々にとって非常に分かりやすい（納得がいき

図 2：マレーグマ（サンベアー） 図 3：SIEW TE WONG 氏 
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やすい）言葉で回答していた。具体的には、果実を食しその種子を撒く行為により生態系に重

要であること、シロアリを食しその数を調整することにより樹木に重要であること、蜂の巣を

取る行為の結果として木に洞をつくることにより鳥類（特に、サイチョウ）の営巣に重要であ

ることなど、5 つの具体的な回答をしていた。このように、環境保全とりわけ生物多様性保全

に関しては「なぜ生物多様性（あるいは特定の種）を守ることが重要であるのか？」という根

本的な問いに対し、幅広い人々に説得力ある形で答えるのは非常に難しい。逆に言えば、環境

教育にはこれらの問いに的確に答えうるようなコミュニケーションをふくめた専門能力が必要

なのだと思う。そして、まさに SIEW TE WONG 氏はこの観点からみても「専門家」であると

感じた。また、SIEW TE WONG 氏は博士号を有しているが、マレーシアにおいては SIEW TE 

WONG 氏のように環境分野における博士号を持ちながら、現場で活躍するような人材が比較的

多いような印象を受け、大学の博士課程で学び高度な専門性を磨くことの 1 つの意義を見たよ

うな気がした。 

(2)  モノ：どのような環境教育の体験の場（フィールド・設備）や設備があるのか？ 

 表 1 でも示した通り、本研修では様々なフィールドワークを実施した。モンコス村等の先住

民族の村へのエコツーリズム、国立公園やラムサールサイト等のフィールドワーク、保護林で

の植林活動、RDC や SORC での環境教育プログラムの見学、企業の CSR 活動としてのパーム

プランテーション見学などである。これらは、すべて環境教育の体験の場として大きなポテン

シャルを持っているように感じた。特に、（1）で述べた環境教育を実施している場である KKWC、

RDC、SORC 等のフィールドは都市部からのアクセスも良く、かつ設備も非常に整っていた。

RDC を例にとると、外国籍の大人 1 人当たり RM10（約 260 円）と手軽な入場料に対して、セ

ンターの設備は非常に充実していた。熱帯雨林に関する様々な展示、よく整備された多様なト

レッキングコース、文字による説明も充実している熱帯雨林の植物ガーデン、地上 25ｍ・全長

300ｍに渡るキャノピーウォークなど五感で体験できる工夫が凝らされている。またマレーシア

全体を通して、KKWC、RDC、SORC のように都市部から比較的アクセスが良い地点（車で 1

～2 時間程度）の範囲において、環境教育の体験の場として適している自然環境のフィールド

が多数存在している。この点においては、日本の都市部とは大きな差であるのではないか。日

本においても、東京湾の三番瀬、名古屋湾の藤前干潟など比較的都市部からのアクセスが良い

自然環境のフィールドがあるものの、より本来の形に則した自然を体験する場所としてはマレ

ーシアの方がやはり恵まれているという印象を受ける。そして、このような自然環境のフィー

ルドにおける施設が充実している理由として、マレーシアでのエコツーリズムにおける位置づ

けが大きく影響しているのではないか。例えばサバ州において環境行政を所管する省庁は

Ministry of Tourism, Culture and Environment Sabah（サバ州観光・文化・環境省）であり、

この名前からも分かる通り観光・文化・環境の関連性が重視されており、とりわけ環境（主に

自然環境）の経済的価値が重視されている（連邦政府の観光省，サバ州観光公社へのヒアリン

グ・インタビュー結果からも同様の印象を受けた）。このように、自然環境が観光と強く結びつ

いていることが、マレーシアの自然環境のフィールドにおける施設が特に充実している要因と

なっていると考えられる。 

 しかし一方で、観光と結びつきづらい（経済的価値と結びつきづらい）都市環境・河川環境

においては環境対策自体が充分とはいえず、それらに関連する環境教育の体験の場（フィール
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ド・設備）も発展途上であるのという印象を受ける。先進的な事例として、JICA が主体となっ

て REEP（River Environmental Education Program）が実施されており一定の成果を上げて

いるが，JICA の支援が無くなった後におけるプログラムの持続性を如何にして確保していくか

が課題とされている。逆にこの点において日本は、「社会科見学」として長年に渡り、焼却場や

上下水道の見学が多数実施されてきており、見学できる施設も充実していると言える。 

 最後に、マレーシアにおける日本人を対象とした環境教育の体験の場について述べる。本研

修では、熱帯雨林やパームオイルプランテーションの持続的可能な利用や経営についても焦点

を当ててきた。これらは、特に日本との結び付きも強い環境問題でありながら、私達の普段の

生活から直接的に見えない部分であり、結果として意識をしづらい環境問題でもある。したが

って、日本人を対象とした環境教育という観点から見てみると、パームオイルプランテーショ

ンなどの「現場」は環境教育における大きなポテンシャルを持っていると感じた。実際に本研

修においても、植林の現場である保護林や、大手パームオイル産業の環境配慮において先進的

なパームオイルプランテーションを見学したが、自分を含め研修生が受けるインパクトはとて

も大きかった。特に環境問題が包含する「複雑性」を、身をもって体験する貴重な機会として

印象に残っている。このように、日本からの距離的な制約は大きいものも、本研修で訪れたよ

うな保護林やパームプランテーションなどは、日本人を対象とした環境教育の体験の場として

の重要性は高く、可能な限り積極的に推進していくことが重要ではないだろうか（例えば，高

校の修学旅行や大学のゼミ活動などにおいて）。 

(3)  シクミ：どのような仕組み（制度）により環境教育を効果的に実施しているのか？ 

（1）において，環境教育を実施する上では各プレイヤーの協働体制を築いていくことが重要

であると述べた。このような協働体制を築くための先進的な取り組みとして、サバ州における

環境教育のネットワーク SEEN（Sabah Environmental Education Network）が挙げられる。

この SEEN のネットワークは、16 の多様な政府系機関（うち 4 つ教育系機関を含む）および 9

つ NGO 系機関のメンバーにより構成されている（表 2）。特筆すべきは、環境行政に関する部

局だけではなく農林水産業、教育局、農村開発省などが加わっており部局横断的なメンバーシ

ップとなっていることである。先述した主要な NGO である MNS、WWF Malaysia、KKWC、

加えて研修センターを訪問した OISCA も SEEN のメンバーとなっており、セクター間連携も

重視されていることがわかる。 

SEEN による環境教育の実践例としては、サバ州サンダカン地区の教員を対象（環境教育の

効果を最大限にするため、校長を主な対象としている）とした EE Race（Environmental 

Education Race）があり、RDC へのヒアリング・インタビューによると具体的な成果を上げて

いるようである。この他にも、SEEN のメンバーは、時には各機関で、時には複数のメンバー

が協力して多数の環境教育を実施している。 

また、SEEN はサバ環境教育政策（Sabah Environmental Education Policy）によりその役

割が法的に位置づけられており、この点が SEEN のネットワークが有効に機能している 1 つの

要因であると考えられる。具体的な SEEN の機能としては、①資金調達，②環境教育実践者の

訓練、③情報共有、④環境教育プログラムの評価、⑤ネットワークの強化、の 5 点ある。特に

資金調達に関してはメンバーの環境教育を実施するための予算の一部を SEENに割り当ててお

り、共同資金調達のシステムとなっている。また環境教育に対する具体的な予算を持っていな
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いメンバーであっても、施設の提供などの柔軟な協力を許容しており、ネットワークに参加し

やすい仕組みづくりがなされている。 

表 2 SEEN のメンバーシップ一覧 

カテゴリ 英名 和名 

政府機関 

Department of Environment  環境局 

Department of Irrigation and Drainage 灌漑下水局 

Environment Protection Department 環境保護局 

Kota Kinabalu City Hall コタキナバル市 

Ministry of Local Government & Housing 地方政府住宅省 

Ministry of Rural Development  農村開発省 

Sabah Education Department 教育局 

Sabah Fisheries Department サバ漁業局 

Sabah Forestry Department サバ森林局 

Sabah Parks サバ公園管理局 

Sabah Wildlife Department サバ野生生物局 

Unit Sains dan Teknologi 科学技術部 

教育研究機関 

Institut Perguruan Keningau ケニンガウ教育研究所 

Institut Perguruan Tawau タワウ教育研究所 

Institut Perguruan Tuaran トゥアラン教育研究所 

Universiti Malaysia Sabah サバ大学 

NGO 

Environmental Action Committee EAC 

Kota Kinabalu Wetland Centre KKWC 

Malaysian Nature Society MNS 

OISCA  International オイスカ 

PACOS PACOS 

Sabah Environmental Protection Association サバ環境保護協会 

Sabah Nature Club サバネイチャークラブ 

the Sabah Society サバソサエティ 

WWF Malaysia (Borneo Programme） WWF マレーシア 

 

環境教育を実施していくべき各プレイヤーの協働体制の構築が課題となっている日本におい

ても、自治体レベルにおいて SEENのような ①セクター横断的・部局横断的なプレイヤーが参

加する、②条例によりその役割が法的に位置づけられている、ネットワークが有効なのではな

いだろうか。このようなネットワークを構築することによって、（1）で述べたような「教育現

場への負担の偏り」が緩和され、より効果的な環境教育が実施できる可能性があるのではない

か。 

 

３．研修全体の評価 

 本研修全体を通して様々な角度からマレーシアにおける環境教育、ひいては日本における環

境教育を考える貴重な機会となった。当初は、マレーシアを「発展途上地域」として捉えてお
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り、マレーシアにおける環境教育のレベルも日本と比べた時に「低い」のではないかという印

象があった。しかし研修を通して感じたことは、必ずしもマレーシアにおける環境教育のレベ

ルは低いというわけではなく、むしろ日本が学ぶべき点は沢山あるということである。また、

マレーシアでの都市環境や河川環境などは発展途上であり、一方で日本においては長年に渡る

実績がある、あるいは保護林やパームプランテーションなどマレーシアにおける日本人を対象

にした環境教育の可能性など、双方の国が環境教育という観点においても協力していく意義を、

研修全体を通して感じることができた。 
 また本研修は、本当に様々な環境保全活動に係る人々との出会いを与えてくれた。日本に帰

ってきて振り返ってみると、改めて多くの人に協力して頂いた上で初めて成り立っている研修

である強く実感した。そして本研修で得た最大の糧は、多様な人的なネットワークであると強

く感じている。マレー半島、サラワク州、サバ州の各地域における環境保全活動の主要な人々

と交流できたことが貴重な財産となっている。 
 一方で、本研修の改善点を挙げるとするならば、研修者（あるいは随行者を含め）間での議

論の時間をもっと取るべきであったという点が、個人的な反省点である。もちろん毎日行われ

るミーティングなどでお互いの感想や考えは共有していたが、そこからより議論を深めるとい

うことは、時間的な制約もありあまり頻繁には行わなかったと思う。これは研修のスケジュー

ルの問題というよりも、自主的に移動時間やホテルでの時間などを、より多くディスカッショ

ンなどに充てるべきであったという個人的な反省である。この点は、研修内容が非常に充実し

ている故に、議論をするという以前に、インプットした情報を研修生各個人が「消化」するこ

とに集中しなければならなかったということよるのかもしれない。 
 

４．今後の活動（環境保全活動計画） 

 本研修を通して、マレーシアと日本における環境教育を「ヒト」「モノ」「シクミ」の 3 つの

視点から考えてきた。「ヒト」においては、マレーシアにおける環境教育実施機関の専門能力が

高い要因として、行政（教育機関を含む）と NGO 機関などの協働が比較的柔軟であることを

挙げた。また「モノ」においては、マレーシアにおけるエコツーリズムの位置づけが重要視さ

れていること、つまり「環境」関連部局（特に自然環境）と「観光」関連部局の結びつきの強

いことが、環境教育の体験の場（フィールド・設備）の充実性に関係しているのではないかと

述べた。そして「シクミ」においては、環境教育を実施する各プレイヤーの協働体制を築いて

いくための仕組みとして、サバ州で実施している SEEN を挙げた。 

このように、効果的な環境教育を実施していくためには「協働」、特に「多様なセクター間に

おける協働」および「多様な部局間における協働」が重要な鍵となることが示唆される。この

ことから、環境教育の実施において各プレイヤーが協働体制を築くための仕組みである SEEN

に特に関心を持った。そして、日本においても SEEN のような ①セクター横断的・部局横断

的なプレイヤーが参加する、②条例によりその役割が法的に位置づけられている、ネットワー

クが有効ではないかと考えた。この点に関し、私自身のバックグランドである「環境政策・計

画」を対象とした研究活動を踏まえて、以下の環境保全活動計画（案）を提案する（様式の大

枠は、地球環境基金の助成金申請書フォームに従った）。 
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(1)  活動名： 

 環境教育実施のためのセクター横断的・部局横断的ネットワークに関する全国調査 

(2)  活動形態： 

 調査研究 

(3)  活動分野： 

 総合環境教育 

(4)  環境保全活動： 

（趣旨・目的） 

 複雑化する環境問題を解決するためには、行政・民間企業・市民団体等の協働がますます重

要となってくる。とりわけ、学校における環境教育の関心と重要性の高まりを踏まえて、自然

との共生の哲学を持った人づくりにつがなる環境教育を一層充実させる必要がある。効果的な

環境教育の実施のためには、行政・民間企業・教育現場・市民団体等が協働し，環境教育を実

施していく仕組みづくり（協働ネットワーク）が必要不可欠である。しかしながら、各自治体

がどのような協働ネットワークを有しており、どのような効果を発揮しているかについて横断

的な調査は実施されていない。そこで本調査においては、環境教育実施のためのセクター横断

的・部局横断的ネットワークに関する全国調査を実施し、効果的な協働ネットワークを構築し

ている自治体と、構築できていない自治体の比較調査をすることで、より良いセクター横断的・

部局横断的ネットワーク構築のための提言をすることを目的とする。 

（活動の概要） 

 まず、全国の都道府県および政令指定都市に対しアンケート調査を実施する。アンケート調

査においては、① 自治体として効果的な環境教育を実施行くための協働ネットワークを有して

いるか？ ② 協働ネットワークは条例もしくは指針により役割が位置づけられているか？ ③ 

協働ネットワークは行政における部局横断的なネットワークとなっているか？ ④ 協働ネット

ワークは行政・民間企業・教育現場・市民団体等のセクター横断的なネットワークになってい

るか ⑤ 協働ネットワークによる環境教育実施の実績 ⑥ 協働ネットワーク構築あるいは運用

における課題、の 6 点を軸とする。そしてこれらの 6 点を評価軸として、（A）効果的な協働ネ

ットワークを構築している自治体 （B）協働ネットワークは有しているものの効果を発揮して

いない自治体 （C） 協働ネットワークを有していない自治体に分類を試みる。 

 次に、（A）および（B）に分類された自治体のうち、それぞれ 5 程度の自治体を選出し、計

10 の自治体に対してヒアリング・インタビュー調査を実施する。ヒアリングの対象は、協働ネ

ットワークにおいて事務局的な機能を有している機関を含め、協働ネットワークのメンバーで

ある部局・各セクター（行政・教育機関・民間団体・市民団体）を対象として実施する予定で

ある。この際の評価視点に関しては、他国における環境教育における先進的な協働ネットワー

クを参考に構築していく。 

 そして、ヒアリング・インタビュー調査を踏まえて、（A）および（B）に分類された自治体

を比較分析することで、より良いセクター横断的・部局横断的ネットワーク構築のための要因

を明らかにし、協働ネットワーク構築あるいは運用における課題と共に報告書としてまとめ、

調査に協力して頂いた全国の都道府県および政令指定都市に対して送付することによって、調

査結果を社会的に発信する。 
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５．終わりに 

 ４章では，研修を通して特に「環境教育を実施する多様なプレイヤーの協働体制を築く仕組

み」に強い関心を持ち、かつ現在の研究活動を行っている立場を考慮して、マレーシアにおけ

る先進的な取り組みを日本に生かすための全国調査を環境保全活動計画として提案した。しか

しながら 1 章で述べた通り、社会システムのレベルのみならず、今後も個人あるいは組織レベ

ルにおいても「自分の回りの人に，少しでも環境や持続可能性について考える機会を提供した

い」と強く思う。 
特に、２.（2）で述べた「私達の普段の生活から直接的に見えない部分であり、結果として意

識をしづらい環境問題」に対する環境教育が、現代の日本において特に必要であることを、マ

レーシアの環境教育との対比より強く意識するようになった。マレーシアと日本の関係におけ

る熱帯雨林やパームオイルプランテーションがそれに当たるが、日本国内に視点を当てても同

様の問題は数多く存在している。食糧生産における土壌汚染や生命倫理の問題、最終処分場の

問題、原発や再生可能エネルギーを含む発電所立地の問題等々、特に都市部に住んでいると「私

達の普段の生活から直接的に見えない部分であり、結果として意識をしづらい環境問題」は数

多く存在している。しかしながら、これらの問題にしっかり向き合い、そして問題が内包する

「複雑性」を理解していかない限り真に持続可能な社会の形成は困難であると感じている。 
具体的な活動として、最も私達の身近な行動である「食」にまず焦点を当て、食に関する環

境問題・社会問題に関するワークショップを企画・実施していきたい（例えば、パームオイル

プランテーションの問題も、食における環境問題・社会問題の 1 つである）。２章（2）で紹介

した REEP を参考に、日本において（１）従来型の食糧（野菜と食肉等）生産の現場から廃棄

の現場を、上流から下流へと順に訪れていくのに加えて、（２）代替型（環境配慮型など）の食

糧（野菜と食肉等）生産の現場から廃棄の現場を対比しながら見学する。このことにより、日

本の食における環境問題・社会問題を知ると同時に、その「複雑性」に向き合うワークショッ

プを企画したい。 
そして、ここまでに述べてきた社会システムのレベルに対する活動、個人あるいは組織レベ

ルにおける活動の積み重ねることにより、真に持続可能な社会の形成を目指していきたいと思

う。 
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『生物多様性の原点』 

鈴木敏文 

シニア自然大学校 

(長期コース)                           

１．はじめに 

企業で環境推進活動を実践する内、地球温暖化問題・開発途上国の開発と環境問題、さらに

生物多様性について関心を持つようになった。退職を契機に自然に関する基礎勉強を目的に

NPO 法人の自然大学校に入学し、草木・野鳥・昆虫・水生生物などの基礎勉強を始めた。海外

派遣研修の募集を知り、熱帯林の自然と開発についての事実を体験したい思いが募った。研修

では、熱帯雨林の自然環境・発展途上国の都市環境、開発と環境問題・NGO 活動の実際・先住

民族の文化と生活、環境変化などのテーマについて考察したいと考えた。特に生物多様性の原

点を何処かで何かの形で発見したい思いを持って研修に臨んだ。 

 

２．報告 

(1) 自然環境について学ぶ 

Malaysian Nature Society・WWF・サラワク州森林局などでの座学やランデ保護林・アペ

ン保護林・クチンウェットランド国立公園・コタキナバルウエットランドセンター・キナバタ

ンガン川など多くの場所で自然環境の中に浸ることが出来た。あらゆる場所でたくさんの熱帯

雨林の樹木たちと出会うことが出来た。日本の樹木とは全く異なる、初めて目にする彼ら神秘

的な樹木たち。私はここで人間には計り知ることの出来ない何か大きなものを感じた。生物の

命を守ってくれる何か大きな力を。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) パーム農園と環境保護 

クアラルンプール上空で、大規模なパーム林・大規模開発と思われる赤茶けた大地を見て、

異様な農業開発・都市開発の速度を感じた。クアラルンプール空港着陸時に川の濁りが気にな

った。当初降雨による濁りと思ったがそうではなく、常時濁っている模様である。森林開発に

よる土砂流入が原因なのか。サンダカンからキナバタンガン・セガマ川をさかのぼった時、河

口迄はきれいな海水であったが川をさかのぼる程、濁りがひどくなるのが確認出来た。（9/7）

1990 年半ばからパーム農園と大規模林業による水質汚染により、魚・エビの漁獲量が減少した。

Rainforest Discovery Center（9/6） ランデ保護林（8/29） 
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（9/7 サンダカン アバイ村談）森林を農地化すると川が濁る。（8/30 アペン保護林） 

当初、パーム農園については批判的な意見も持っていたが、サラワク大学での講義（9/3）、

JICA 担当者の講義(9/5)、サンダカン近郊でのパーム農園視察(9/6)など、知るほどに複雑な問

題であることを理解した。 

 パーム農園の背景：パーム油は 1917 年から始まった産業（約 100 年前）・国の重要な産業・

持続可能なパーム油の円卓会議（Roundtable on Sustainable Palm Oil :RSPO）(注 1)が認証を

実施・認証率 50％が目標・パームヤシの作付可能地域がアフリカに広がっている。（8/28WWF）

⇒RSPO 認定など、海のエコラベル MSC 認証(注 2)のように、消費者（パーム油の輸入企業）

が認定品を意識する改革が必要・パーム農園の経験をアフリカの農園開発に活かすべきと考え

た。 

① 普段使っている食用油の 1/6 はパーム油・パーム油の主要輸入国は中国、インド・日本の輸

入量は 6-7 位（8/26 日本マレーシア協会スタッフ談）：中国、インドのパーム油の消費は更に激

増すると予想されるため、消費者（企業・国民）の意識改革をどのように啓発するかが課題で

ある。 

② パーム農園が拡大し村の土地が減少・パーム農園が出来るまでは今ほど暑くなく、洪水や床

上浸水もなかった。（8/31 トンニボン村談）：先住民の五感が科学的なデータより正しいと思わ

れる。 

③ パーム農園の予算の 6 割は肥料代・農園は緑に覆われた下草が生えているより、除草剤で

枯れている方がよく管理されている。（果実の収穫が容易：落下時に発見しやすい）（9/6 パー

ム農園談）:化学肥料と除草剤を散布している現場を誇らしげに案内されて正直驚いた。 

④ 切り落とした葉を利用して効率的に 

腐葉土を作る方法を開発すれば、有機農 

法が可能で肥料代も削減可能と思われる。 

見学時の積み上げられた葉は乾燥しており、 

腐葉土が出来るとは思えない。 

除草剤を使用すると、草を含めた全ての 

根が枯れるため、表土の流出を招く。 

（私の農村でも実証済）・除草剤はパームヤシ 

の生育にも悪影響があると思われる。川が濁 

る原因の一つに除草剤が関係していると推測 

される。 

⑤ ヤギや牛による除草の可能性を試してみてもよいと思う。：ヤギは KPD-OISCA でも飼われ

ていたし、テノムでは道端でたくさんの牛が草を食べていた。日本では、羊による果樹園の除

草を実践している農家もある。肥料と除草方法については、実証実験をすることにより、改善

の余地があるものと考えている。 

(3) NGO 活動 

① BBEC プロジェクト（9/5JICA スタッフ講義）：生物多様性・生態系保全プログラムは、多

様で地道な活動であると感じた。活動が自身や子孫の利益につながることを十分理解できない

と、定着しないであろう非常に困難な活動である。 

切り落とされたパームヤシの葉（9/6 ） 
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② コタキナバルの公共交通の支援をしているが、カウンターパートが休みがちで仕事の効率

が上がらない（9/9JICA シニアボランティア談）:今年 JICA の説明会で経験者から同じような

話を聞いたが、技術支援で一番重要なことはカウンターパートとのコミュニケーション（信頼

関係）をどのように構築するかであることを痛感した。 

合計 3 回の植林作業（8/30 アペン保護林・9/4 コタキナバル・ウエットランド・センター・

9/7 アバイ村）と 1 回の記念植樹（8/31 トンニボン村）を実施。木を植えると云う行為は、木

が大きく生長した姿を想像するととても夢があり、将来に繋がる行為であった。70 年後の樹木

を思うだけで夢が膨らむ思いである。 

③ 下草刈りの体験（8/30 アペン保護林）：私は畑や堤防でいつも行っている作業であるが、範

囲が広大で温度湿度が高く、植林から 5 年間、年 2 回の作業は大変な重労働であることが伺え

る。（見学ではなく体験は意義深い。） 

④ 木の生長：植林 70 年後の熱帯雨林の木の姿を実感し、思いのほか大きな樹木に感動した。

（8/29 ランデ保護林）・植林後 4 年半で、日照環境の相違により、高さ 10ｍ程に育ったフタバ

ガキを観察（5ｍ程度のものも有り）：こちらも以外に大きくなるものだと思った。（8/30 アペン

保護林） 

⑤ 苗木の栽培：種からの栽培以外に挿し木など新しい方法も試行されている。（8/30 日本マレ

ーシア協会）下草に負けない植林をするためには、苗は出来る限り大きく育ててから定植する

のがよいのではと考える。 

(4) 先住民族の文化と生活 

先住民は、伝統的焼畑耕作を継続して営んでいる。次の農地用に焼かれた現場を見学した。

伝統的焼畑耕作用の農地は 10～20 年周期でローテーションされている筈であるが焼畑面積と

効率のよいローテーションがされているかどうかの検証が必要ではないかと考えた。（8/30 モン

コス村） 

久し振りにニワトリの声で目覚め、田舎の郷愁に浸ることができた。（8/31 モンコス村）我が

家も 50 年前はニワトリが居たが、今は自家用にニワトリを飼う家はない。タマゴは店で買った

ほうが安いからである。どこに問題があるのかは不明である。 

同様、米の天日干し（ムシロの上でお米を干す

こと）の風景も久しい。（8/31 トンニボン村）お米

の乾燥は石油ボイラーが当然の時代である。いつ

までも天日干しをつづけられる事を願いたい。 

どの村も踊りの歓迎で迎えてくれた。最初は村

人が踊り、段々と客人が輪の中に入っていく。人

と人か仲よくなる一番の手段である。我々日本人

の先祖にもあった人間の本能的な行動形態なので

あろう。（8/30 モンコス村・8/31 トンニボン村・

9/7 アバイ村・9/11KPD-OISCA 研修センター） 

自然大学校の夏休みこどもイベント用に 

製作し、余っていたブンブンゴマをお土産に持参した。（8/31 トンニボン村） 

予想以上に反応があり、小さな子供から大人（インドネシアの国境警備員）迄、とても楽しそ

ブンブンゴマで遊ぶトンニボン村の子供達（8/31） 
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うに遊んでくれた。 

竹ブンブンと木の輪切りブンブン、厚紙ブンブンを 50 個ほど持参したが、トンニボン村で使

い果たしてしまい、その他の場所では、遊ぶことが出来なかった。子供達とのコミュニケーシ

ョンにはとてもいい道具であったし、同じものを現地で作ることも出来る。将来につながる遊

び（はずみ効果の原理）の紹介が出来たと思っている。 

 先住民の村を訪問（モンコス村・トンニボン村・アバイ村）し、表面的でほんの少しではあ

るが村人の生活、子供の教育、環境意識に触れることが出来た。子供達はしっかり教育されて

おり、子供への期待感が感じられた。 

その他、現地で感じたこと。 

① モンコス村（8/30）：親は英語を話せなくても子供達には英語教育がされていた。 

② トンニボン村（8/31）：4 人の子供が大学に進学中。 

③  アバイ村（9/7）：村の中に立派な学校があった。 

(5) 環境教育 

①レインフォーレストディスカバリーセンター（9/6）日本では見たことのない素晴らしい環境

教育設備であった。環境教育の設備、展示物、教室、スカイウォークの大規模な陸橋、植物園

の全ての設備に驚嘆した。 

② 3 泊 4 日の川の環境教育プログラム(9/5 JICA 担当者) 素晴らしい環境教育が実施されてい

る。日本の学校でも自然体験活動が推進されているが、実情はごく一部の小学校が校庭内で自

然体験出前講座を実施している程度である。これは私の住む市町村の教育現場であるが、履修

時間がとれず全く実施されない市町村が多いと聞いた。 

(6) 生物多様性の原点 

夜飛んでくる昆虫が少ない。暗くなってから屋外で Welcome Dinner をして戴いたが森林の

中でも照明に夜行虫が寄ってこない。（9/4 コタキナバル・ウエットランド・センター）、その他

屋外と解放されたレストランなどの照明器具を、気を付けて観察したがどこの照明もクモの巣

などもなくきれいであった。熱帯雨林は種の種類は多いが絶対数は意外と少ないことに気付い

た。つばめが日本に来て子育てをするのは、日本のほうが虫は多いからであることが理解でき

た。 

地上高くから無数に伸びる根、根なのか幹なのか識別できないほど無数の根に覆われた樹木、

延々と続くマングローブ林、熱帯雨林特有の大きな葉、なにもかもが新鮮で驚嘆することばか

りであった。各種団体での座学やあちこちの保護林を見聞し、世の中で知られている生態系ピ

ラミッドの表現に疑問を持った。現在の生態系ピラミッドの考え方が森林を人間の従属物とみ

なし、森林破壊に何も疑問を持たない人々や企業を生んだ悪の根源のようにまで思えてきた。 

それならばどのような表現がよいのかを考え、現地での発表を行った。（9/11 KPD-OISCA）

発表後 OISCA の生徒の一人が私の意見に賛同してくれた。 

その後研修生の意見も取り入れ、生態系逆ピラミッドの考え方に発展させた。生態系ピラミ

ッドの頂点にあるのは、タカや人ではなく樹木である。自分達が生きていけるのは、生態系サ

ービスのお蔭と云うことをしみじみと実感することが出来る。 



79 

 

ピラミッドの頂点に猛禽類や人間がいて、 

全ての生態系を支配しているような錯覚を

与える生態系ピラミッドは、あまりにも高慢

な思想だと今回の研修で気付いた。水と炭酸

ガスと太陽の光（無機物）から酸素とぶどう

糖（有機物）を作る=光合成（炭酸同化作用） 

は、樹木にしか出来ない働きである。そして

その働きが全ての生態系を継続的に維持し

ている。消費者（肉食動物）は単に生産者（植

物）に養われており、生産者が上位に居る訳

である。すなわち、人は、下位の消費者（二

次消費者や一次消費者）、生産者に養われて

居り、決して生態系を支配している訳ではない。 

日本人が問題意識を持つ方法を考える。建築木材・マングローブ木炭・パーム油など、自然

破壊につながる多くのことが日本人と係わりを持っている。現在、かつての消費者運動のよう

な動きはないが、自身の活動の中で機会をみて発信していきたいと考えている。 

(7) 農業 

農作物にモグラの被害が多い（8/31 トンニボン村）対策としてペットボトルの風車を提案し

たが、何等かの方法で作り方を案内したい。 

お米のすずめ対策に見張り番を置いていた。（収穫前の 2 ヶ月間日の出から日没迄）すずめお

どしを知ってはいるが作り方が解らないとのことである。（9/10 KPD-OISCA）近所の田んぼで

音を聞くことはあるが、カーバイトの化学反応を利用して一定時間ごとに破裂音が出る程度の

知識しかない。こちらも製作方法を調査し案内したい。 

畑の草取り作業。（9/11 KPD-OISCA）土地は粘土質で水分を含んでおり、耕作放棄したくな

るような畑であった。刈り取った草を堆肥にして畑にすき込み、こまめに石灰を入れればいず

れ土壌改良が可能ではないかと推測される。 

KPD-OISCA でも除草剤を使用していたが、パーム農園のみならず一般的な農家でも除草剤

を使用しているようである。日本でも一部の人は使っているがほとんどの農家は除草剤を使わ

ず、草刈り機で除草を行っている。（除草剤は意外に高価である。）除草剤の影響（土壌流出・

河川の汚染・微生物の死滅）について、国際的な規制が必要ではないかと考える。 

(8) マレーシアの都市機能 

ロータリー方式の交差点と交差点ごとに異なるモニュメント：ロータリー方式の交差点は日

本ではあまり見かけない。交通量が集中しない交差点では有効な方法であり、信号機の設備、

電気代も不要である。また交差点ごとに異なるモニュメントの設置は、場所の識別に有効であ

り、心の温まる公共設備と思う。：見慣れた景色を見ると人はホッとするものである。 

① 左折専用レーン：どこの交差点にも左側に大きくカーブした左折専用レーンが設置されてい

た。占有面積は増えるが交差点のスムーズな通過に有効な設備である。 

② 高速道路のバイク専用レーン：バイクは高速道路が無料である。しかもバイク専用レーンが

ある。バイクの有効利用を促進する政策が功を奏していると考える。 

生態系逆ピラミッドの考え方 
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③ 都市開発：都心から郊外に至るまであらゆる地域で道路工事が行われており、ビル建築用の

タワークレーンも多く見受けられた。日本では久しく見掛けない光景であり、まさに発展途上

であることを実感した。 

 

３．評価 

海外研修は海外出張とは異なる私にとって初めての経験であり、見るもの聞くものが驚異の

連続であった。訪問先も多く非常に密度の濃い研修であった。英語力が弱く聞き取れない講義

も多かったが通訳をして戴いたり議事録で確認したり、多くの情報を吸収することができた。

行先の地図を見ると、たいへんな所まで出掛けたと云う実感が湧いてくる。キナバタンガン川

流域のアバイ村・スカウに至っては、地図上で確認が困難な程の所であり、いつまでも守って

いきたい自然を堪能することができた。観光旅行では決して経験することの出来ない貴重な経

験が出来たと実感している。 

今回の研修で感じた提言事項を表にまとめる。 

項目 提言事項 効果 

パーム農園 

パームオイル 

オイルの認定制度の拡大 不法栽培・不法製造の撲滅 

有機肥料の製造方法開発 肥料代の削減 

ヤギ・牛の導入 除草剤の削減・土壌流出防止 

アフリカへの技術指導 各種問題の再発防止 

焼畑耕作 焼畑農地ローテーションの検証 伝統的焼畑耕作の効率化、 

焼畑面積の削減 

植林 大きな苗木の植林 下草刈りの期間短縮 

農業 ペットボトル風車による被害対策 モグラによる農作物被害の削減 

すずめおどしの適用 お米のすずめによる被害減少、 

人手によるすずめ対策の削減 

雑草の堆肥化 土壌改良 

生態系 

ピラミッド 

生態系逆ピラミッドの考え方 森林・樹木の重要性の認識 

 

４．この研修をどう生かすか（環境保全活動計画） 

(1)至近の計画 

退職後の初年度、今年度は自然大学校の本科生として、樹木・昆虫・水生生物を初めとして

インタープリテーション(主に子供達に樹木を教える方法)に至るまで、自然に関する基礎勉強に

費やした。今回の研修について、大学校の行事として報告会を行い、講座生とマレーシアの情

報を共有する予定である。本科卒業後の次年度は、高等科への進学又は昆虫科・水生生物科な

どの研究科での履修を継続し、自然体験活動指導者経験も身につけたいと考えている。 

(2)中期の計画 

 自然大学校での学習を重ね、最終的にはインタープリテーション科にて、出前教室の講師の

活動が出来ればと考えている。その間で、今回の研修を次の活動につなげるチャンスがあれば

行動に移したい。 
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(3)長期の計画 

私たち世代が謳歌した自然の恵みを継続させるために、今までのこと・これからのこと・自

然の大切さを次の世代に伝えていかなければならない。子どもたちが自然と係わる機会を増や

せば、その体験は次の世代に引き継がれる。自然に係われば人間も自然のひとつであることを

自覚し、自然を大切にする心が生まれる。自然に対する五感を磨き、その感性を生かした新た

な発想が人の未来につながっていくと考える。 

①  出前教室・出前講座 

所属している NPO 法人の組織で、自然環境学習の出前教室に講師を派遣している。 

学校での環境学習・自然観察、企業内での養成講座、公民館などでの自然工作などに講師を派

遣する。自然教室、植物教室、野鳥教室、昆虫教室、メダカ教室、地球環境教室、自然工作教

室、森林体験教室学習など様々な要求に応じている。 

自然大学校での最終目標は、インタープリテーション科で、出前教室の講師が出来ることを

希望している。 

数年前から始めた農業生産、いろんな試行を繰り返し生物循環の原理についても体で感じる

ようになった。消費するだけではなく、生産を通して消費を考えるプロシューマーの教えが重

要なのであろう。農業生産のノウハウや今回の研修で得た、森林・樹木の重要性の認識が出前

教室に充分に生かせると考えている。 

② 地域で可能な国際交流 

在住市の国際親善都市協会では、市内在住外国人や JICA 関西国際センターの研修員との親睦

行事を実施し相互理解を深める活動を行っている。地域の国際交流団体の情報やイベント情報、

ボランティア情報は組織の WEB が発信している。今回現地で講習戴いたラムサールセンター

では、子供向けの国際交流活動を行っている。環境省では、ESD（Education for Sustainable 

Development 持続可能な開発のための教育）の促進事業を行っている。 

具体的な構想には至らないがいろんな情報を収集しながら、今回の経験を活かし地域の子供た

ちが異文化に触れる仕組み作りが出来れば素晴らしい。まずは子供たちに地域で異文化に触れ

させ、さらに発展させて海外でのイベントに参加させ、環境保護の活動を次世代に伝えたいと

考えている。 

③ エコツアーの模擬企画 

テーマ マレーシアロングステイ日本人によるエコツーリズム 

（植林活動とロングハウスホームスティ） 

企画理由 クアラルンプールは、日本人のロングステイ人気 No.1 で、おおぜいの定年後の元

気な日本人が住み、日本人同士でグループ活動を楽しんでいる。中には、既存の活動では、満

足できず余暇を持て余している人達が居ると思われる。 

その人達は、カルチャースクールのような自分が楽しむための活動を求めているのではなく、

世の中や人・自然のために役に立つことを望んでいる。その人たちにエコツーリズムを通して

ボランティア活動を体験させることにより、自分たちのボランティア活動団体作りに結び付け

るきっかけが出来ると考える。 

旅行日程 クアラルンプール発着、2 泊 3 日 

1 日目：クアラ・セランゴール・ネイチャーパーク見学⇒KL⇒クチン（空路）・ランデ保護
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林（70 年前の植林を見学）・クチン泊 

2 日目：アペン保護林（熱帯雨林再生活動の体験・植林）⇒モンコス村生活体験ロングハウ

ス宿泊 

3 日目：クチンウエットランド国立公園（イルカ・テングザル・マングローブ林見学）⇒ク

チン⇒KL（空路） 

費用 別途旅行会社と詳細な調整が必要。 

募集人員 15 名程度：移動用のマイクロバス定員（2 台）・アペン保護林の現地随行員の人数・

モンコス村の宿泊可能人数より決定。 

企画の拡大 応募状況・参加者の反応や意見を聞きながら、開催回数や開催場所の拡大（コ

タキナバル・サンダンカ）が可能である。 

 

５．参考ウェブサイト 

注1. RSPO(Roundtable on Sustainable Palm Oille  

持続可能なパーム油のための円卓会議)：WWF の活動 RSPO について 

 http://www.wwf.or.jp/activities/resource/cat1305/rsportrs/ 

注2. MSC 認証（海のエコラベル） 

   MSC 日本事務所  http://www.msc.org/?set_language=ja 
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『マレーシアにおけるエコツーリズム推進の現状の把握』 

‐環境保全、地域振興にどう貢献しているか‐ 
高野千鶴 

日本エコツーリズム協会事務局 

（短期コース） 

１．はじめに 

日本では、1980年代後半に小笠原においてホエールウォッチングツアーが実施されたことがエコツ
ーリズムの始まりだったとされ、1992年に環境庁（当時）によりエコツーリズム推進事業が沖縄県西表島
で開始された。 
マレーシアでは、1992年にはエコツーリズムが国の観光政策の一部に取り入れられ、1996年には

National Ecotourism Plan（国家エコツーリズム計画）が、観光省、マレーシア政府、WWFマレーシアに
より策定されている。1970年代には既に国立公園でツアー客をガイドする行為が行われており、エコツ
ーリズム推進の観点からするとマレーシアの方が、日本よりも先進的に取り組みが行われてきた。 
アジア諸国を中心とした第２回世界エコツーリズム会議が2010年にマレーシアで開催され、マレーシ

アエコツーリズム協会（2007年設立）も存在し、アジア太平洋エコツーリズム協会（2009年設立）の事務
局もマレーシアが担うなど、アジア諸国におけるエコツーリズム推進の中心的な立場を築いてきた。 
しかし、マレーシアでは2008年から「国家エコツーリズム計画2011－2020年」として、計画の見直しが

始められたが、2012年８月現在でも策定には至っていない。 
表 マレーシアにおけるエコツーリズムに関する動き 

年 内容 

1970年代 国立公園内でガイドツアーが実施 

1992 エコツーリズムが国の観光政策の一部に取り入れられる 

1996 国家エコツーリズム計画が策定 

2002 第１回アジア太平洋エコツーリズム会議がマレーシアで開催 

2003 第２回アジア太平洋エコツーリズム会議がマレーシアで開催 

2004 第３回アジア太平洋エコツーリズム会議がマレーシアで開催 

2005 第４回アジア太平洋エコツーリズム会議がマレーシアで開催 

2006 第５回アジア太平洋エコツーリズム会議がマレーシアで開催 

2007 マレーシアエコツーリズム協会設立 

2009 アジア太平洋エコツーリズム協会設立（事務局をマレーシアが担う） 

2010 第２回世界エコツーリズム会議がマレーシアで開催 

2013 第５回世界エコツーリズム会議がマレーシアで開催予定 

一方、日本ではエコツーリズムが独自の進化を遂げ、地域振興を主眼においたエコツーリズムの導

入と実践が各地で行われ、日本型エコツーリズムと表現されるようになった。日本型エコツーリズムとは、

いわゆるネイチャーベースドとしたツアーだけでなく、人と自然が共に暮らしてきた中で生まれた文化、

歴史をも含めたツアーづくり、人との交流を通した地域の活性化および地域住民の生きがいづくり、そ

して持続可能な地域社会づくりを目指したものである。 
更に日本では、2007年にエコツーリズム推進法が施行され、市町村レベルで様々な立場の人が参

加する協議会を設置し、エコツーリズム推進における地域としてのビジョン、利用のルールなどを定め



84 

 

た全体構想を策定し、国に認定されることにより、罰則のあるルールを設けることができるようになった。 
これまで日本エコツーリズム協会（JES）では、エコツーリズムを通じたアジア諸国との交流があまり行

われてこなかった。実際には2002年にマレーシアで開かれたアジア太平洋エコツーリズム会議に JES
からも多くの理事が参加するなどの交流があったが、その後、組織間の交流は行われてこなかった。そ

の背景には、エコツーリズムの実践において日本と、マレーシアやタイ、ラオス、カンボジア、ベトナム、

インドネシアなどのアジア諸国との間には、いくつかの差異があることが挙げられる。一つには、アジア

諸国におけるエコツーリズムでは、主な対象を外国人としており、日本では国内向けとしている点である。

二つ目には、アジア諸国では貨幣価値の差を背景とした外貨獲得の手段であり、貧困対策の面が強

いことである。 
このような社会的な環境の差はあるが、マレーシアは先進的な取り組みの中で観光産業としてのエ

コツーリズムを作ってきている。その具体的な取り組みを学び、参考とすべき点や、抱えている課題など

を知り、連携の可能性を探っていきたい。 
 

２．報告 

（１）産業としてのエコツーリズムの規模 

エコツーリズムに関する公式の統計データはないが、外国人観光客の約40％がトレッキングやハイ
キングなどの自然体験を有している（観光省より）。2010年の外国人観光客数は2460万人で観光収入
は約１兆5392円。観光客の平均滞在期間は６．８泊、観光客１人当たりの消費額は2299リンギ（約６万
2630円）。マレーシアの観光産業は、工業製品輸出、パーム油輸出に次ぐ第３位の外貨収入獲得源と
なっている。 
（２）エコツーリズムに関連する制度、仕組みについて 

観光省での講義等から、エコツーリズムを推進する上での制度としての仕組みを把握することができ

た。 
①観光分野におけるガイドの認定制度の確立 

一般的な観光ガイド（general guide）と、国立公園などの特別地域でのガイド（specialized guide）の二
種がある。さらにその中で州レベル、自治体レベルで分野ごと、国立公園ごと等に設けられた認定制度

があり、観光省による認定を受けたとしてもサバ州やサラワク州でガイド活動を行うためには、独自の制

度があるため、その試験をパスする必要がある。 
観光省による認定制度の受験費用は、２週間のトレーニングプログラムで RM7,000～8,000（182,000円
～208,000円）である。更新は毎年行われる。 
②表彰制度（Malaysia Tourism Award）の確立 

マレーシア観光省により、二年に一度の頻度で観光に携

わる団体を表彰する制度があり、エコツーリズムや宿泊施設、

観光ガイド、ツアープログラム、ショッピング、ホームステイプロ

グラム、スパ、ツアーオペレーターなどの部門があり、審査は

現地視察が行われるなど、詳細に実施されている。研修で訪

問したマレーシアネイチャーソサエティは Best Ecotourism 
Award を受賞している。 
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③ホームステイ認定制度の確立 

政府によりホームステイ受け入れのための認定制度が設けられており、宿泊者への快適性、安全性

などを確保している。 
１９９５年にスタートしたホームステイプログラムは日本人観光客を含む海外からの観光客に非常に

好評で、2010年１月から10月までの期間、海外からのプログラム参加者数は合計３万7320人で、その
19.3％にあたる7213人が日本人訪問客だった。これは国別に見て２番目となる参加者数である（出典：
南国新聞ＨＰhttp://www.nangoku.com.my/20110217-0922/）。 
日本にあるマレーシア政府観光局のＨＰを見ると、「修学旅行・ホームステイ」

とセットでの案内になっている。日本からのホームステイプログラム参加者の大

半は修学旅行によるもので、半島部でのホームステイプログラムが多いようだ。 
④マレーシアネイチャーガイド協会の設立 

2011年に設立され、現在メンバーは50人程度。ライセンスを所有するネイチ
ャーガイドのネットワーク組織であり、ネイチャーガイドライセンス取得の推奨、ガ

イドの質の維持、向上、環境保全のサポートをミッションに掲げている。（出典：

協会ＨＰhttp://managa.com.my/v1/） 
⑤政府（観光省）が重視しているエコツーリズム推進の４つの柱 

観光省での講義からマレーシアにおいてエコツーリズムを成功させるために重視している４つの柱

は以下のとおりであった。 
• 観光産業の部分としてのエコツーリズムの計画策定 
• 基盤となる交通、産業、人々、プロダクツとの連携 
• マレーシア特有の文化、自然、景観などへの着目 
• エコツーリズムの質の担保 

（３）民間によるエコツーリズムの取り組みについて 

①マレーシアネイチャーソサエティ（ＭＮＳ）によるエコツーリズム推進の取組 

同組織は1940年に設立され、自然環境の保護や環境教育、普及啓発を目的としており、4000人以
上の会員を有している。40人の常勤スタッフにより運営されており、14の州に支部を置いている。政府
からの支援金等は受けておらず、会員制度による会費収入と、企業からの寄付、プロジェクト実施等の

事業受託費などで運営されている。 
研修では、サラワク州のクチンウェットランド国立公園と、スランゴール州のＭＮＳが管理運営を行うク

アラ・スランゴールネイチャーパークを訪れた。 
1)クアラ・スランゴールネイチャーパーク（ＫＳＮＰ）（スランゴール州） 

クアラルンプールから車で１時間半という好立地に位置し、都市で生活する人々の自然とふれあう場

となっている。ＫＳＮＰは、1987年にゴルフ場開発の話が持ち上がった際に、ＭＮＳが反対し、代替案と
してネイチャーパークとしての保全と活用を提案し、設置された。公園内には、トレイルや、ビジターセン

ター、セミナールーム、宿泊施設などの施設が整備されている。これらの施設は政府によって整備され、

ＭＮＳが管理運営を担っている。 
運営のための資金は、公園の入場料 Conservation Fee（４RM）、宿泊費、寄付、企業協賛、プロジェ

クト受託費等があるが、これでは十分ではなく、ＭＮＳ本体の全体予算からも運営資金をまわしている。

年間の利用者はおよそ８万人。宿泊施設やセミナールームなどでは、学校単位での受け入れも行われ

http://managa.com.my/v1/
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ている。 
周辺では、ホタル観察のツアーが人気で年間を通して観察できる。参加費は一人15RMで、年間５

～７万人の観光客が訪れている。ツアーを実施している事業者は３者あり、１社は政府によって運営さ

れ、２社は民間企業により運営。研修で参加した民間によるツアーにネイチャーガイドは同行せず、船

のドライバーのみであり、船のドライバーがネイチャーガイドの役割を担うためには、言葉の壁があるよう

だ。 
2)クチンウェットランド国立公園（サラワク州） 

クチンから車で30分程に位置し、シブラウト川とサラク川の河口に広がるマングローブ林一帯が国立
公園に指定されている。この国立公園内のマングローブは海水域に生育し、非常に珍しい種で構成さ

れている。1924年に保護林として指定された後、2002年に国立公園に指定された。また2005年にはラ
ムサール条約登録湿地として指定された。 
旅行会社による川をクルーズ船でいくツアーが行われており、貴重なイラワジカワイルカやテングザ

ルなどを観察できる。ラムサール条約登録湿地に指定されたことによりツアーが徐々に増加している。 
※参考：ドルフィンウォッチングとマングローブクルーズ３～４時間で、一人 RM360 

http://borneoadventure.com/tours/dolphin-watching-mangrove-cruise/ 

ラムサール条約登録湿地の指定を受け、観光による利用が盛んになる一方で、クチンにおける都市

開発の影響を受けてしまった。国立公園内であるにもかかわらず、クチンからの水路建設の土砂がマン

グローブ林内に放棄され、園内の３０％のマングローブがダメージを受けた。建設業者によるこのような

行為を政府が未然に防ぐことができなかった事は、政府、ＭＮＳにとって大きな教訓となり、環境アセス

メントの精度を高める必要性が認識された。現在、政府とＭＮＳにより植林活動が行われている。 
②ビダユ族ロングハウス・ホームステイプログラム（サラワク州・モンコス村） 

モンコス村は、クチンから車で１時間ほどの距離にあり、政府からのライセンスを受け、ホームステイ

プログラムを行っている。ホームステイプログラムは旅行会社の

ツアーオペレーターからの提言で2004年から開始し、試行錯
誤を重ね、2007年から現在の受け入れの形になった。村には
インターネット回線が来ていないので独自のＨＰなどは無く、集

客はツアーオペレーターが行っている。多い時で１か月に300
人ほどを受け入れ、多くはオランダ、フランス、ドイツなどヨーロ

ッパの国々。運営には、村で法人格を取得しており、ホームス

テイの収益は、この法人から分配され、施設の光熱費、食費、

給料などが支払われている。参加費は、概ね１日RM100（宿泊
費、食費など）。村の主な収入源は、ゴム、ホームステイによる

観光、コショウの順である。 
ホームステイプログラムの主な流れ 
・ チェックイン。宿泊施設は伝統的なロングハウスとは別

になっており、コンクリートづくりの２階建ての施設で、

ダブルベッドが２つ入っている部屋が５～６あり、水洗ト

イレとシャワーが１つで、食事などを行うホールがある。

部屋は冷房が完備されている。１階は村人が利用する
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食糧、日用雑貨などのスーパーとなっている。 
・ ロングハウスの見学。1959年に建てられた伝統的な高床式のロングハウスが今も使用されてお
り、数家族が居住している。居住空間は電気が通っており、テレビやゲームなどが使われてい

る。 
・ 村落見学、川遊びなど。村の中を流れる川は透明度が高く、村の子ども達が水遊びをしており、

それに交じって遊ぶなどの楽しみがある。 
・ 夜は、ダンスによるおもてなしが行われる。 
・ １～２時間歩くと滝があり、２泊３日の滞在などでは、滝へのツアーなども行っている。 

③サラワク州アペン保護林における日本マレーシア協会による植林活動 

クチンから車で２時間ほどのインドネシアとの国境付近にあるアペン保護林で、日本マレーシア協会

による熱帯雨林再生活動が行われている。日本マレーシア協会によるマレーシアでの熱帯雨林再生活

動は15年前より行われ、三菱商事と木下工務店から CSR として活動費の寄付がなされている。アペン
保護林は、政府からの許可を得て1000ヘクタールを植林している。サラワク州の65％は森林に覆われ
ているが、その多くは一度、皆伐された後に育った二次林であり、オランウータンのような生態系の頂点

に位置する野生動物が生息できない森となっている。また、原生林を構成する主要な樹種であったフタ

バガキ科の木が皆伐により失われてしまった。二次林から極相への遷移を促すためには、フタバガキ

科の樹種を二次林内に植林し、育てる必要がある。 
日本マレーシア協会は、企業からの寄付により、地域住民を雇用し、苗の育成から植樹、下草刈りな

どの管理を行い、熱帯雨林の再生に努めている。将来的には自然公園にすることを目指している。 
地域住民への聞き取り調査では、以下のことが挙げられていた。以下は抜粋。 

• アペンの森の植林や管理に携わっているおかげで町に働きに行かなくても収入が得られるので
大変に感謝している。 

• アペン保護林で植林活動をしていることには感謝しているが、私達が生活している周りの森は避
けてほしい。 

• 森は基本的に自分達で守りたいのが本音。孫達の代にも存続させてあげたい。しかし、自分達
だけでは難しい、周りの人の助けも必要だ。 

• ホームステイプログラムなど、受け入れる設備は整っていないが、興味はある。 

 

３．評価 

（１）課題について 

①政府（マレーシア観光省）が指摘する課題 

エコツーリズムの推進を管轄している観光省では、エコツーリズム推進上の課題を以下のように捉え

ていた。 
• エコツーリズムに対する理解、認識の不足（地域住民を含む） 
•   量（ツアー数、参加者数）と質（ツアー内容、自然環境）のバランス（キャリングキャパシティの 
把握） 

• 各エコツーリズムサイトの情報不足 
• ガイドの専門性の不足 
• インフラの不十分さ 
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• エコツーリズム資源に対する開発、大気汚染、廃棄物等の環境問題による負の影響 
ここに挙げられている課題の内、いくつかは本研修の訪問先でも感じられた。 
1)エコツーリズムに対する理解、認識の不足 

スランゴール州でのホタル観察ツアーでは、カメラのフラッシュ撮影禁止などのルールが設けられて

いたが、ホタルの生態等に関する解説は全くなかった。外国人観光客においては、恐らくパッケージツ

アーに参加していれば、そのツアーの添乗員またはガイドが解説してくれるのだろう。しかし個人で参

加する場合は、解説が全く得られないということになる。 
数年前にホタルの生息に重要な木を伐採したためホタルの数は減少していると MNSのホタルの研究
者ソニー氏は言っていた。自然資源を活用した観光を行い収益を得ているのであれば、観光事業者ら

による積極的な保全への関与が望まれる。例えば、ツアー参加費に環境保全協力金を上乗せして徴

収し、集めたお金をホタルの保全活動に充てるなどの仕組みが、観光事業者、地域、MNSなどの団体
が共に作り上げる体制が期待される。 
2)インフラの不十分さ 

全ての訪問先において気になったのは、トイレ設備であり、その処理の方法だ。KSNP、クチンウエッ
トランド国立公園、ホームステイなど、全てのトイレは水洗だったが、浄化槽があるようには見えなかった。

汚水処理について把握しなかったのは反省点であるが、観光を推進し、交流人口を拡大するのであれ

ば、トイレの汚水処理は大きな課題だ。 
3)エコツーリズム資源に対する開発、大気汚染、廃棄物等の環境問題による負の影響 

クチンウエットランド国立公園内での環境破壊は、まさにこの課題を示す具体的な例である。サラワク

州で、TPA（Total Protected Area：National Parks、Wildlife Sanctuaries、Nature Reserves）に指定されて
いるのは100万 haで州面積の８％である。この８％が適正に管理されないのは、保護地区としてのゾー
ニングが全く意味をなさないことになる。参考として、日本の自然公園の面積は国土全体のおよそ

14％。 
②マレーシアエコツーリズム協会の活動の停滞 

マレーシアエコツーリズム協会は2007年に設立されたが、活動が停滞していることがMNSの人への
質問で把握できた。マレーシアエコツーリズム協会は、2006年にマレーシアのタマン・ネガラで開催され
たアジア太平洋エコツーリズム会議（APECO）で、アジア太平洋地域におけるエコツーリズム推進組織
として設立が宣言された。過去の経緯を踏まえると国際会議誘致、開催が主たる活動となっていること

がうかがえる。 
（２）参考となる仕組み、制度 

①MNS による KSNP の管理運営 

日本では指定管理者制度で施設の運営を自治体から受託して民間企業、団体が運営を担う形があ

るが、KSNP では運営費としての受託は行われていないようだ。純粋に施設利用料やプロジェクト受託、
寄付などだけでは採算が取れないが、MNS という全国規模での母体があるからこそ成立していると思
われる。 
またプロジェクト受託として企業による植林活動などの CSR活動を受け入れている。これには日本の

企業も関わっており、マングローブの植林が行われている。 
また、18時以降は地元住民は公園の入場料が無料になる取り組みはとても良く、地域住民によって

愛され、利用されてこそ魅力的な観光地となると思われる。 
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②ガイドの社会的地位向上につながるネイチャーガイド協会の設立 

日本にはネイチャーガイド、エコツアーガイドに関する国によって定められる資格制度は特に無い。

北海道や屋久島など、登録制度や認定制度を設けている地域はあるが、国の機関が認める資格は存

在していない。誰でもエコツアーガイドを始めようと思えば、明日からでも行うことが可能だ。日本ではエ

コツアーガイドが職業として成立している地域は非常に限られている。知床、屋久島、小笠原などの世

界遺産地域や、沖縄、富士山、南アルプスを抱える長野など国立公園の地域などが挙げられる。他の

地域でも個々で頑張っている事業者もあるが、多くは兼業で仕事をしている形が多い。このような状況

の中で日本におけるエコツアーガイドの社会的地位は決して高いとは言えない。 
一方、コスタリカやガラパゴスなどのエコツーリズム先進地では、ガイドは社会的ステータスが高く憧

れの職業でもある。 
1997年度に環境庁（当時）により発行された「海外エコツーリズム支援方策検討調査報告書」では、

サラワク州における民間ツアーガイドの社会的地位を以下のように説明している。 
「サラワク観光協会加盟団体のうち、ツアーガイド会社を経営しているものは自前のガイドを複数抱

えているが、こうした所属をもたないフリーランスのガイドも多い。その理由として、常勤として抱えるだけ

の需要がないことや、会社が小規模零細であるために、スポット契約で雇用する方が安上がりだからで

ある。 
したがって、ガイドは頻繁に所属を替え、あるいはコックやボートマンとして別業務もこなす。こうした

状態であるため、ガイドの生活はきわめて不安定であり、保険も当然ながら無い。 
ガイドの報酬は RM20～30（600～900円）/日で、他の業務でもほぼ同じ程度である。 
報告書作成時期から１５年が経過しているが、ネイチャーガイド協会の設立によりガイドの社会的地

位の向上が期待される。 
③生計向上の手段となるホームステイプログラム 

地域住民の生計向上の手段として非常に有用だと思われた。1000人ほどの人口の集落で多い月に
300人くらいの受け入れを行うことで、農業等の主産業以外に収益確保があることは安定的な生活を築
くことができる。しかし、月に300人規模の受け入れは、サバ州のバトゥ・プテ村と同規模になる。毎日10
人ほどが宿泊するペースだ。 
表 ホームステイプログラム（サバ州）の実績比較（2009年12月） 

村 人口 ホームステイ
参加家庭 

宿泊者数 収入（RM） 
国内 海外 

Abai 326 4 8 52 3,500 
Sukau 1,207 10 0 249 58,160 
Bilit 1,206 9 7 112 21,209 
Batu Puteh 776 19 262 2,466 410,749 
出典：世界保護地域委員会日本委員会（WCPA-J）「第１回保護地域と周辺コミュニティワークショップ」
におけるマレーシア工科大学アムラン・ハムザ教授の発表資料より 

（http://www.jtb.or.jp/investigation/index.php?content_id=394） 
※サバ州バトゥ・プテ村のホームステイプログラム 
サバ州バトゥ・プテ村は、1997年からホームステイプログラムを実施しており、受入のための協同組合

（KOPEL）を2003年に設立。ホームステイの受け入れや各種アクティビティ、環境配慮型の野外宿泊施
設（エコキャンプ）の運営、森林・湖沼を対象とした自然再生といった事業にも取り組んでおり、成功して

いる事例と言える。 
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４．活動 

エコツーリズムにおけるアジア諸国との関係づくりを目指して 

９月２から５日にかけて韓国で第４回世界エコツーリズム会議（WEC）が開催された。会議のテーマは
世界平和に貢献するエコツーリズムであった。本会議は、アジア諸国が中心となり過去にラオス、カン

ボジア、マレーシアと開催国を移し実施してきた。今回 WECに日本から環境省が初めて一つのセッシ
ョンを持つという形で参加した。これまで JICA や民間の団体がパネリストとして登壇することはあったが、
日本においてエコツーリズムの主導的な役割を果たしてきた環境省が参加したことは、これからのアジ

ア諸国とのエコツーリズムを通したつながりを築いていく上で大きな意味がある。そして、そのセッション

の運営を日本エコツーリズム協会が受託し実施した。 
これを機にアジア諸国とのつながりを築き、エコツーリズムの魅力を国内のエコツアーだけでなく、海

外の様々なエコツアーの紹介を通して発信することで、エコツーリストを増やしていきたい。日本人がエ

コツアーやスタディツアー等に参加し、現地に対する理解を深めることで、参加者当人の気づきだけで

なく、外からの視点が入ることによる、地元の人たちのモチベーションアップや環境保全の重要性への

気づき、そして経済的な波及効果へとつなげていきたい。 
そのための第一歩として、すぐに始められること（短期的）、継続して行っていくこと（中期的）、関係

を築いて連携すること（長期的）、三つの段階的なアクションを実行していきたい。 
（１）すぐに始められること（短期的） 

①「エコツーカフェ」でのマレーシアの紹介 

今回の研修で学んだ内容をベースに、マレーシアの観光の魅力とあわせて紹介する「エコツーカフ

ェ」を開催する。日本エコツーリズム協会（JES）では、毎月１回、恵比寿のオーガニックカフェで「エコツ
ーカフェ」というイベントを開催しており、主に海外の国々におけるエコツーリズムや旅の魅力について

紹介している。この場を活用してマレーシアのエコツアーの魅力から、その背景にある熱帯雨林や野生

動物の生息域の減少についても紹介し、自分達の暮らしと関連付けて考えてもらえる機会としたい。 
②会報誌「季刊 ECO ツーリズム」での紹介 

JESでは、年に４回会報誌を発行しており、国内外のエコツーリズムに関連する取り組みを紹介して
いる。この中でマレーシアにおけるエコツーリズム推進の取り組みと熱帯雨林再生の活動、ホームステ

イなどについて紹介したい。 
（２）継続的な情報の受発信（中期的） 

①継続的な情報の収集と発信 

本研修で出会った人やMNSなどの団体による取り組みについて情報を収集し、エコツーリズムに関
連する情報をピックアップして、日本語で JESの HPやメールマガジンなどで発信していきたい。 
②国際会議への参加、招聘 

来年の世界エコツーリズム会議の開催地はマレーシアの予定である。仕事かプライベートかは分か

らないが、参加し顔の見える関係を作りたい。 
（３）他組織との連携（長期的） 

マレーシアへのエコツアーの企画、実施 

長期的には情報の発信だけでなく、その中で築いてきたつながりを活用してマレーシアへのエコツ

アーを企画、実施したい。JESでは今年度、第二種旅行業の資格を取得する予定であり、それにより海
外の旅行の手配旅行が可能になる。海外の募集型企画旅行は、第一種旅行業が必要となり、一般に



91 

 

広く募集して行う際は、旅行会社と連携する必要があるが、会員限定、特定の大学のゼミ生などと対象

を限定して行うことはできる。実施までには様々な課題をクリアしていかなければならないが、本研修で

つながりを作ることができた環境再生機構や日本マレーシア協会、ラムサールセンター、日本大学、

MNSなど、継続的な関わりを持つ中で実現に向けて動いていきたい。 

 

５．最後に 

これまで漠然としか把握していなかった熱帯雨林の減少について、本研修を通して実情を学ぶこと

ができ、自分のこととして捉えることができるようになった。既に手つかずの熱帯雨林が国立公園などの

限られた地域にしか存在しないこと、森のように見える多くは二次林であること、二次林がもとの熱帯雨

林に戻るためには人の手が必要なこと、私達の暮らしは他国における熱帯雨林の開発の上に支えられ

ていること、石油、天然ガスなどの利益の５％が地元であるサラワク州に落ち、９５％が連邦政府にいき、

これによりマレーシアの経済成長が支えられていること、以前としてオランウータンの密猟が行われ、そ

れを防ぐための人材や手段の確保ができていないことなど、これらの問題を自分のこととして語ることが

できるようになったことに感謝し、一人でも多くの人に伝えていく役割を果たしたい。 
しかし、密猟などの問題はエコツーリズムだけでは解決できない。ホームステイプログラムなどは、生

計向上に有効だが、それだけでは密猟を無くすには不十分である。ツーリズムの仕組みづくりと共に、

再生可能エネルギーなど、雇用、収益の確保手段を模索していく必要がある。 
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『環境問題と環境保全』 

－マレーシアを題材とした「環境保全活動」の教材化－ 
神村智子 

沖縄県立那覇国際高校教諭 

（短期コース） 

１．はじめに 

 教師として授業などで環境問題について扱っているが、「環境保全」の活動は、実際にどの

ようなことを行なっているのだろうか。私自身、なかなか具体的に想像しにくいものであった。

そこで、ＮＧＯの環境保全団体をはじめ、研究者、市民グループなどが近年、主にどのような

取り組みを行っているか、実際に見て、感じて、交流したことを生徒に伝えたいと考え本研修

に参加させてもらった。 

 

２．報告 

 研修を通して学んだこと・感じたことを、『環境を保全する様々な活動形態』として次の（1）
～（6）の６項目にまとめた（【 】内の研修先は重複するが主なものを取り上げ概要は省く）。

この６項目に沿って精選した写真資料やモノ資料を教材化し授業を行った。 
 

（１）調査・研究 

 効果的な保護計画を立てることが基礎となる活動である。危機をいち早く発見するために定

期的にモニタリング調査が行われ、起きてしまった問題の原因を調べる原因調査や、事前に環

境への影響を調べる環境アセスメントなどが行なわれている。 

 【在マレーシア日本大使館】と【JICA マレーシア事務所】 
国際協力機構（JICA）と科学技術振興機構（JST）が共同で

支援する「地球規模課題対応国際科学技術協力（SATREPS）」

事業についての説明を受けた。ジョホール州南部イスカンダル

で日本とマレーシアの共同研究が行われている。京都大学と国

立環境研究所、岡山大学が、マレーシア工科大学と協力しアジ

アにおける低炭素社会のモデルを打ち出している。 
 【トンニボン村で行われた住民意識調査】 
日本マレーシア協会が行っている植林事業に関することや

持続可能な農業に関する聞き取りに参加し、その手法と住民参

加型協力を学ぶことができた。 
 【クチンウェットランド国立公園】 
政府が環境アセスメントを行っても業者側が無視した開発

を行い環境破壊してしまう事件もある。洪水防止のための水路

建設によりクチンウェットランド国立公園の 30％ものマング

ローブ林がダメージを受けてしまった。この地域の海水域に生

息する特殊なマングローブのダメージにより、同等に特殊な動

植物にも影響を与えてしまうだろう。植林活動と継続的な調
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査・研究が必要だと感じた。 

 

（２）普及啓発 

 環境への関心を高めることは、環境保全のために行動する人の輪を広げる活動だ。 特に子

どもたちを対象にした環境教育は大切な機会となる。その他、出版活動としてニュースレター

の発行や、パンフレットなどの配布を始め、雑誌・新聞等への投稿、セミナーやシンポジウム

の開催、写真展やパネル展の開催など、多彩な普及活動を展開している。近年は、インターネ

ットを活用した取り組みも広がってきている。ちょうど、本研修がサラワク州の新聞社に取材

を受け写真付きで記事になった。これも大きな普及活動になっていると思う。 

 【ラムサールセンター】 

ラムサール条約の普及啓発と広報宣伝を目的として、大人向

け、子供向けのシンポジウムや交流を行っている。 

 【マレーシアン・ネイチャー・ソサエティー（MNS)】 

 世界で最も古いマレーシアの自然遺産の保護や環境教育に取

り組んでおり 1940 年に設立され、マレーシア全土に７つの教育

センターを持ち、保護区では自然観察会を行っている。毎年

『Malaysian Naturalist』という雑誌を出版している。 

 【WWFマレーシア（世界自然保護基金の外郭団体）】 

 ニュースレター、WWFのサッカーチーム、パンダマークブラン

ドのグッズ、イベントなどの活動が行われている。また、facebook

上のメンバーを含めると 98,000 人のメンバーシップを持ち、近

年はインターネットを活用した取り組みも広がってきている。 

 【マレーシア環境省】 

省全体の予算のうち 40％をエコツーリズムに関するプロモー

ション費用に充てている。マレーシアのエコツーリズムの資源

は、熱帯雨林、海洋生物、文化遺跡、動植物、湿地、鳥、洞窟

など多岐に渡っており、経済活動と環境保全のバランスが懸念

されるところだが、負のインパクトを最小限にする多様な対策

が取られている。多数のガイドライン・クライテリア、入園制

限や入園税、通路などのインフラ整備など、完璧な状態ではな

いがエコツーリズムに関与する人への人的啓発が重要としてい

たのが印象的だった。 

 

（３）実践・保護区を設ける 

 保護区を作り失われた自然を再生させ、自然環境や野生生物を保全するための領域を増やし

ていく活動である。マレーシアは世界に 17ある Mega-diversity counties の一つで動植物が数

多く存在している。人間がまだ知らない生き物どうしの複雑なつながりや、それによって保た

れているバランスを守るためにも、人為的な影響が少ない自然保護区を、ある程度の規模で確

保していくことが必要だ。 
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 【サラワク州森林局】 

州の森林状況と保全の取り組みについて話を伺った。25 年

周期で背の高い木から伐採を行う持続可能な森林管理方法が

行われ、森林資源を回復させるために植林地域約 100 万 ha を

目標値として設置している。 

 【クチン郊外のランデ保護林】 

約 70 年前に英国人が植林した樹冠 50m 程もある在来種（フ

タバガキ）の森である。自然だけの力による熱帯雨林再生には

400～500 年以上の歳月が必要となるそうだが、その土地の本

来の樹種を、密植することによって、熱帯林も再生が可能だと

感動した。 

 【アペン保護林で日本マレーシア協会による熱帯雨林再生活

動を体験】 
5 年前に植林した樹木も 7m となり初期の森林が形成されつ

つあった。植林活動にあたっている先住民の方々とパートナー

になって、足場の悪い森の中で無心にパナン（なた）を振りお

ろし下草刈りや日光を遮るツタを刈った。刈り取った雑草や雑

木はそのまま林床に敷くことで、土壌の流失、水分の乾燥を防

ぎ、肥料も要らない状況にする。最初の数年だけ雑草の除去な

どの面倒を見てやれば、熱帯林は本来の姿で再生できるのだ。

その他に、苗木の植裁、肥料まきを行った。ポット苗作りは見

学のみだったが、種の採取から発芽させ苗に育てるまで大変な作業である。作業が終わった後

は、みんなでお弁当を食べ写真撮影や語らいの場を持った。環境の変化に負けない自然に近い

森になってほしい。 
 

（４）政策提言 

 環境保全に関係する法律が、きちんと効果を発揮するようにする活動である。 

【マレーシアン・ネイチャー・ソサエティー（MNS)】 

科学的根拠を示すことによって政府を説得し、政府に対して新しい法律、マネジメントプラ

ンを提案することで、国中の様々な地域を保護区と変えてきた。 

 【サラワク州の森林局】 
森林政策は「森林に暮らす住民の利益を十分に保護する」ことが特徴となっている。永久林

と州有林が伐採対象となり、特に永久林の伐採には森林局の管理の下、年間伐採地割当が採用

されている。しかし、違法伐採の大部分は伐採のライセンスを持っている業者によるものであ

り、規制を行うのが難しい。近年は、違法伐採の取り締まりが強化されており、法改正により

罰金額を上げ、軍の人員を森林のパトロールに起用できるようになっている。また、森林認証

制度の認証を取得することで、適正に管理された森林から産出した木材などに認証マークを付

け違法伐採に歯止めをかけようと取り組んでいる。持続可能な森林の利用と保護の問題は様々

な因果関係があり NGO の役割は大きいと感じた。 
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（５）環境に配慮した製品 

 人の消費行動を変えるのは、地球環境の保全を進める上でとても重要である。 
 【WWF マレーシア】 
「持続可能なパーム油のための円卓会議（RSPO）」の設立・運営を支援し、環境配慮型の製品

であることを認証づける制度が広がりつつある。パームオイル生産による農薬で、大地や川が

汚染されたり、自然林が次々と伐採されて畑になっている状況を目の前にした。消費者が RSPO
認証マークを選び購入することが、持続可能なパーム油製品を世界の市場に広く流通させ、自

然環境を守っていく力になる。パーム油や木材などの製品に認証ラベルがついていれば、消費

者はそれを選ぶことで環境保全に協力できる。 

 

（６）企業などの活動支援 

 企業が NGOを社会貢献活動のパートナーとして協働で活動

するケースが多いことに驚いた（三菱、木下工務店、HONDA
など）。地球環境に大きな負荷を与えている先進諸国のほとん

どが資本主義経済で動いている。これからの経済は、利潤追求

重視の在り方から、環境を守り資源を持続可能な形で利用して

いくためのコストが、きちんと経済活動の中に組み込まれるよ

うにする必要がある。 

 

３．評価 

 開発途上地域における NGO の環境保全活動により高い関心を持つことができた。日本国内の

NGO 活動に取り組んでいる人たち、国際 NGO や国際機関などとの意見交換・交流、現地 NGO
や地元住民による環境保全活動に実際に参加することにより、わが国の環境 NGO による国際協

力の振興と活動を担う人材の育成が重要であることを知った。 

言語は主に英語を使用したこともあって、英語力のなさに悩む場面も多かったが、メンバー

やスタッフに助けられ大変感謝している。また、研修員同士で研修記録を共有することで、よ

り多くの知識を習得することができた。マレーシアの豊かな自然・社会・環境を直に体験し、

人とのつながりでもってその大切さを心で感じることができた。 
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４．活動（環境学習の授業より） 

 環境学習のまとめとして上記の授業を行った。生徒が感心を持っている環境問題について、

生徒たちは「私ができること」について考え、その理由や意見を挙げてきた。活動期限はない

が、環境を保全することは「私たちの未来をつくること」につながるとして意識を持ち続けて

ほしい。 
研修報告と並んで生徒の活動計画をパネルにして校内展示をした。これからも環境教育の実

践を工夫改善し続けていきたい。 
 

５．最後に 

 「持続可能」を英語ではサステナブル(sustainable)という。持続可能な社会、持続可能な開発

などと使われることが多い。木、化石資源、魚などさまざまな地球資源に頼って成立している

現在の社会。過剰に摂取してしまうと消費とのバランスがとれずに、資源は枯渇してしまう可

 
テーマ 「私ができる環境保全活動」 

 
 
進
め
方 
 

 
① 「私ができる環境保全活動」といったテーマで、上記 

（２．報告）の６項目をピラミッド・ランキングする。 
  感心を持っている環境問題に対して、どのような活動 

ができるだろう。（順位付け①→②･･･→⑥） 
 
②   はじめは個人で行い、次にグループや全体で共有する。 

 
 
発
 
展 
 

 
・世界の環境保全団体について「独立行政法人環境再生保全機構ホームページ」を参考に

調べてみる。 
 
・身近な自分たちが住む地域の自然環境はどうなのか。どういう活動が行われているのか

調べてみる。 

 
 
授 
 
業 
 
の 
 
様 
 
子 

 
【生徒が感心を持っている環境問題】 
 サンゴ礁の破壊、ゴミ問題、生態系の破壊、海面上昇、ゴミ問題など･･･ 
 
【「私ができる環境保全活動」とその理由・意見】  
（１）調査・研究 

志望大学に合格して SATREPS で研究する、科学者になりたい、バイオマスに興味がある

から、ボランティアに参加（海辺の清掃とかイベントがある） 
（２）普及・啓発 

学園祭などで知らせる、まずは知ることから始めたい、インターネットで多くの人に宣伝

したい、みんなで募金活動をする 
（３）実践・活動（NGO として活動） 

NGO などの会員になる、活動したい、現地の NGO と協力したい 
（４）政策提言 

署名活動に積極的に参加する、NGO の主張に耳を傾けてみる、法制化した方が規制がきく

と思う、NGO の意見は国連でも取り入れられる 
（５）環境に配慮した製品 

買い物で国際貢献、エコマークや森林認証マークをチェックして商品を買う、フェアトレ

ード商品普及させたい、賢い消費者になる 
（６）企業などの活動支援･･･企業の CSR 活動を知る、募金をする、企業が変わると社 

会も変わると思う  

 

①① 

① 

② ③ 

④ ⑤ ⑥ 
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能性もある。将来にわたって、文明の利器を活用した人間の営みが継続できるかどうかという

ことにもつながる中で、持続可能な開発のための教育（ESD（Education for Sustainable 
Development の略））を確保することが前提となっている。 
この研修を通して新しく得た知識、気付きや発見を、これまでの自分の経験や知識で得てき

たものと複合させたい。そして、出会った人とのつながりを、これからの ESD につなげていき

たい。 
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『マレーシアにおけるエコツーリズムの可能性』 

－地域開発と環境保全の両立を目指して－ 
荒殿美香 

(長期コース) 

１．はじめに 

(1) 志望動機 

私が今回、このマレーシア海外派遣研修に応募したのは、9 月末まで国内インターンとして

所属していた NPO 法人ブリッジエーシアジャパン（BAJ）が、地球環境基金の資金を受けて、

ベトナムでの循環型社会形成プログラムを行なっていることがきっかけだった。BAJ の取り組

みを勉強していく中で、環境問題に対する理解が深まり、貧困問題の改善と同様に重要な課題

であるという認識を持つようになった。 

ベトナムでの事業のひとつであるバイオガスダイジェスターの農村への普及は、家畜の糞尿

を垂れ流しにしている地域において、環境負荷の軽減になるとともに、バイオガスダイジェス

ターから捻出されるガスや液肥を利用することにより、ガス代の節約や農作物の収穫高向上、

ひいては収入や貯蓄の向上に貢献している。このような環境問題と貧困問題の同時的な解決は

理想の形であると考えるが、途上国において、実際に地域レベルで行うには難しい課題となっ

ている。しかし、環境保全と開発の両立を実現していくためには重要な観点であり、目指して

いくべき形である。 

このような問題意識から、開発途上国において環境問題と開発の両立を目指すため、どのよ

うな対策や工夫が行われているのかを自分の目で確かめたいと考え、今回の研修事業に応募し

た。 

 

２．マレーシアのエコツーリズム 

(1) 問題意識 

 1980 年代以降、観光に対する人々の認識は変化しつつあり、一般的な大量生産・大量消費を

志向とするマス・ツーリズムへの批判から、それに替わるものとして、オルタナティブ・ツー

リズムの志向が高まっていると言われている。また、このオルタナティブ・ツーリズムの観点

から発生したのがコミュニティ・ベースド・ツーリズムといわれる、地域コミュニティが主体

となって地域振興と経済的発展を目指す取り組みである。地元住民が中心となって行い、住民

の環境や持続発展性に対する意識向上を促すと同時に、収入向上にもつながる可能性を持つツ

ーリズムとして各国で実施されている。 

 今回の研修では、このようなコミュニティ・ベースのホームステイ・プログラムを行なって

いる 2 つの村を訪問する機会を得た。持続可能な環境保全と経済発展の両観点を組み込んだ興

味深い事例だと感じたため、本報告書ではこの課題に焦点を当てて考察していきたいと考える。 

(2) マレーシアのエコツーリズム 

①アバイ村、モンコス村 

 私たちは今回、アバイ村とモンコス村という 2 つの村を訪問し、少数民族の住む村で行われ

ているエコツーリズムプログラムを体験した。表 1 は各村の概要である。 

村に到着すると、どちらの村の村民たちも快く迎えいれてくれ、村の基本情報の説明や周辺
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地域の案内をしてくれた。旅行者に対して毎回ブリーフィングが行われるわけではないかもし

れないが、とても丁寧な説明と真摯な対応であった。また、両村ともに、歓迎のダンスが披露

され、私たち研修生も一緒に参加できる場面があった。振る舞われた食事やモンコス村でのお

酒もおいしくいただき、とても楽しい時間を過ごした。村の中もガイド付きで案内され、ロン

グハウスや栽培植物など、村人の生活の様子を垣間見ることもできた。 

モンコス村の特徴のひとつは、明るく元気な子どもたちである。夜には私たち旅行者のため

の歓迎会が催され、村の子どもたちによる歓迎の踊りが披露された。民族衣装を身にまとい、

伝統的な楽器を用いながら（カラオケ機で流す場面が目立ったが）可愛らしい踊りを見せてく

れた。バンブーダンスという伝統的な遊びを旅行者が体験する場面もあり、宴会を通じて村の

住民たちとの距離が急速に深まったように感じた。年に 400 名程度の観光客が訪れるというこ

とで、村人たちは観光客慣れしているように感じられた。 

アバイ村は、2010 年からエコツーリズムに取り組み始め、現在 2 年目である。昨年の集客は

40 名程度で、エコツーリズムに関しては未熟な地域といえる。しかし、希少動植物の観察クル

ーズで有名なキナバタンガン川沿いに位置していることから、その立地を利用したエコツーリ

ズムを実施している。村が小規模なこともあってか、モンコス村と違い、村人たちと観光客に

は若干距離があるように感じた。まだ観光客慣れしていないという点では、初々しさが残る様

子だった。観光客向けに、村の概要やエコツーリズムの内容を示した資料を用意するなど、意

欲的に持続可能なエコツーリズムに取り組もうという意思を感じられた。 
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村 人口/世帯数 アクセス 観光資源 主な収入源

モンコス村
サラワク州

1095人
約200世帯

ビダユ族909

華人55

インドネシア38

イスラム40

その他13

クチン市より
車で90分

・The Bidayuh Longhouse
・Legendary Stone"Batu Kapal"
・Waterfall with legendary  catfish
・Flora and fauna
・Fruits season
・Harvest festival(May, June)
・Local food
・Cultural dance

ゴム
観光業
胡椒
米：自給用

アバイ村
サバ州

250人
100～150世
帯

サンダカン港
から船で１時
間

・Homestay
・Cultural dance
・Handicraft
・Landscape
・Boat service
( Kinabatangan River)
・Conservation
(Plant trees)
・Local food
・Cultural dance

漁業
（なまず、え
び等）
胡椒

表１　モンコス村、アバイ村の概要  

②コーポラシィシステム 

 両村に共通している事項の 1 つに、コーポラシィシステムがある。これは、村全体で 1 つの

有限会社のような体制を作るシステムで、村の内部での共同意識を高め、効率的に集客を行う

ことができる。また住民同士の軋轢や貧困格差を軽減するための働きもある。 

このような共同組織で成功した事例として、KOPEL ( ペナン島観光協同組合：Koporasi 

Pelancongan Pulau Pinang Berhad)がある。KOPEL は現地住民たちが 1996 年に始めた団体

で、残された熱帯雨林を保護するために、木材以外の収入源として、エコツーリズムを推進し

たことで知られている。ペナン島周辺の住民主体の活動を通じて、貧しい住民の収入を確保し、

集めた資金で熱帯雨林や野生動物の保護に取り組んでいる。アバイ村のプロジェクトは、

KOPEL に助言を受けながら進められているという。 

このように地域が主体となってプロジェクトが構成されることで、地域全体の収入向上につ

ながり、格差の是正になる点や、観光資源として利用するために質を向上させる必要性がある

ことから、住民の環境に対する意識が変化するといった点は、コミュニティ・ベースド・ツー

リズムの理念に一致しており、評価できるものと考える。 

しかし逆に、留意すべき点としては、観光資源としてのホームステイ・プログラムや、エス

ニック体験ができる少数民族地域へのエコツーリズムは、マレーシアにおいてかなり一般的な

ものとなりつつあるということである。他者との差別化をいかに図り、地域コミュニティ全体

の質をどのように向上させていくかという課題は、今後継続的に検討していくべき事項である。 

また、次項で詳細に記述するが、エコツーリズムとしての方向性を間違えると、地域コミュ

ニティの持つ独自性や環境資源の破壊にもつながってしまうという危険性も孕んでいると考え

る。 

③村人の意識と変化 

 私は、この海外研修のエコツーリズム体験について、気になっていたことがある。それは、

エコツーリズムで訪れる観光客によって、村人たちがどのような影響を受けているのだろうか、
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ということである。 

上述の通りマレーシアでは、多くのエコツーリズムが少数民族の住む地域で実施されている。

ナジブ政権により発表された 2011～15 年の中期経済開発計画となる「第 10 次マレーシア計画」

では、経済成長を牽引する重点産業 11 分野と重点 1 地域が選定され、観光分野においては「エ

コツーリズムの振興」が謳われているほどである。 

少数民族地域への観光客の増加は、経済的利点を持つ一方で、マナーの悪い観光客によって

環境問題が悪化する、村人たちが先進国の技術文化に触れることによって触発され、海外や都

心部への流出人口が増える、伝統文化が廃れてしまう、というような負の影響も発生すると考

えられる。このような影響は目に見えにくく、数値で表すことが困難なため、数値的に捉えや

すい経済的側面の陰になりがちである。しかし、こういった負の影響は、地域コミュニティ全

体の質を低めることにもなり、ひいては観光客の減少にもつながっていくと考えられる。 

 

(3) 持続可能なエコツーリズムを目指して 

①評価方法の構築とキャパシティビルディング 

 それでは、マレーシアの少数民族地域におけるエコツーリズムが継続的に質を保ち、収入向

上や環境保全の一環として成り立っていくためにはどのような対策が必要なのだろうか。私な

りの考察を示したいと考える。 

 日本の「エコツーリズム推進法」によれば、「エコツーリズム」とは「観光旅行者が、自然観

光資源について知識を有する者から案内又は助言を受け、当該自然観光資源の保護に配慮しつ

つ当該自然観光資源と触れ合い、これに関する知識及び理解を深めるための活動」であり、「自

然観光資源が持続的に保護されることがその発展の基盤であることにかんがみ、自然観光資源

が損なわれないよう、生物の多様性の確保に配慮しつつ、適切な利用の方法を定め、その方法

に従って実施されるとともに、実施の状況を監視し、その監視の結果に科学的な評価を加え、

これを反映させつつ実施されなければならない。」との規定がある。マレーシアにおいても、持

続的なエコツーリズムを実現するためには、エコツーリズムを実施し、その後の評価を元に再

施行を繰り返していくプロセスが必要であると考える。 

上述の 2 村に関しては、どのような評価が行われているのか、または行われていないのか、

詳細は確認していないが、単にツーリストを楽しませるだけではなく、そこを訪問する付加価

値を磨いていく必要があると感じた。このような課題に対応するためには、独自の文化や自然

環境を研磨することにより、村の利益につながっていくというサイクルを、より多くの住民に

理解し実践してもらう必要性がある。外部からの客観的な視点を交えながら、住民たちが独自

の優れた点に気づいていくような研修プログラムが必要である。 

以上、住民たち自身のキャパシティビルディングの必要性について述べたが、次に私たち観

光客の役割について述べたい。 

②私たちの視線、「価値あるもの」を尊重する 

私たちは、観光客として途上国や少数民族の村を訪問する際、何を求めているのだろうか。

スローな生活、民族衣装、原始的な暮らし、伝統文化、非日常的な空間。そういったものをイ

メージしていくこと多いだろう。しかしひと度、想定と異なった場面を見てしまうと、私たち

は「がっかり」「残念」という感情を抱くことがある。 
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今回のエコツアーを経験した後、研修生の間では、イメージしていた「少数民族の生活」と

いうものとはだいぶズレがあり、失望したという声もあがっていた。確かに、携帯電話やパソ

コンを使いこなす姿など、「少数民族」という言葉からはイメージしにくい場面も多く見られた。

かつて、私自身も同様の感情を抱いたことがあった。ミャンマーでは、最大都市のヤンゴンで

さえ、まだ大多数の人々が民族衣装のロンジーを履いて過ごしている。しかし、若い人々の間

では洋服が流行しており、ジーパンやスカートを履いている姿を見かけることがある。このよ

うな事実を知った時、私は「残念だ」と感じてしまっていた。 

こういった感情は、私たちが「少数民族」「先住民」「途上国」というものに対して、ある程

度のイメージや固定観念を持って接していることが一因であると考える。そのため、観光客が

現地に何を求めて来るかによって、彼らに失望や落胆を与えてしまうこともある。 

しかし、「残念だ」という感情を持つということは逆に、私たちがそういったものに何かしら

の価値を認め、求めていることの現れでもあるのではないだろうか。 

今回体験した 2 つの村でのエコツアーの価値を向上させていくためには、こういった観光客

の求めている「少数民族」像を利用して、より満足度の高いものに仕上げていく必要があるよ

うに感じた。過剰に観光客の視点に合わせる必要はないが、観光客のイメージするものを村人

が理解していくことで、より客観的な視点を持って、エコツーリズムを利用した収入向上に取

り組んでいけるのではないかと考える。 

また、私たちが観光客として少数民族の村を訪問することにより、負のインパクトを与える

可能性があるということは上述した。しかし、どうせ与えてしまうのであれば、良いインパク

トをもたらして帰りたい。ならば、少数民族の人々が自らの価値を再認識できるような、外部

からの視点を住民たちに少しでも伝えていくことが、私たちにできることではないだろうか。

例えば、今回の研修で、私は子どもたちに折り紙の折り方を教えたが、子どもたちの遊びも教

えてもらえばよかったと思っている。また、かごを編んでいた女性にその技術の素晴らしさを

伝える、料理をしている女性に現地で採れる農作物やその効用を教えてもらう、村長さんに村

の伝統について聞いてみる。そんな簡単なことでも、彼らが文化の価値を見直すきっかけに成

りうるのではないかと考える。 

本当の「豊かさ」は経済的な側面だけではないと知った日本人として、また「エコツーリス

ト」として、彼らの持つ価値を認め、大切さを伝えることは、私たちが果たすべき役割ではな

いかと考える。 

 

３．おわりに 

(1) 環境問題と開発の両立 

 私たち人間は、生きている限り、発展やよりよい暮らしを求める生き物である。しかし、経

済中心主義や自然の喪失、環境破壊、科学技術への依存など、これまで日本人が続けてきた方

策が未来に残すものは少なく、同時に、豊かな心や暮らしを奪ってきたことを多くの人々が気

づき始めている。 

その過ちを繰り返さないためにも、「Quality of Life: QOL（生活の質）」の視点を持って開発・

発展を進めていくことが必要であると考える。住民たちが独自の文化に誇りを持ち、観光資源

として利用価値を高めていくことは、エコツーリズムの発展だけでなく、彼ら自身の QOL を高
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めることにもつながる。観光資源として観光客や政府などに利用されるのではなく、彼ら自身

でエコツーリズムを有効活用しながら、豊かな暮らしを手に入れていくことが理想のあり方で

はないだろうか。 

そのためにも、研修やキャパシティビルディング、人材育成などを通じて、環境保全や持続

可能な地域づくりなどに対する理解者を多く生み出していくことが、今後の課題であると考え

る。 

(2) 様々な人々との出会い 

 今回の研修を通じて、現地の様々な人と出会う機会があった。その中で、知らず知らずのう

ちに途上国の人々の可能性を小さく見ていた自分に気づいた。現地の人々は、とてもパワフル

で知的で優れた方が多く、日々感動の連続だった。また、現地の NGO は初めて訪れたが、大

規模に活動しており、国立公園を管理するという大きな役割を担うなど、私の想像をはるかに

超えていた。ローカル NGO が政府に対して監視の目を向けながら、活発に機能しているとい

うことは、発展途上国における発展の方向性を支える重要な意味を持っていると思う。ローカ

ル NGO と国際 NGO の間で住み分けを図りながら、今後も活躍の場を広げていって欲しいと感

じた。 

発展途上国といわれるマレーシアだが、多くの優秀な人材を備えており、今後、人々の能力

開発を進めていくことで、さらに大きく発展していくのだろうと想像ができた。「発展途上国」

というと、私たちはどうしても「貧しい」というイメージを持ちがちである。しかし実際にマ

レーシアに訪れてみると、一般的に「発展途上国」という言葉から連想されるようなものとは

（あくまで私の個人的な観点だが）異なっていることが多かった。 

私は、このような私たちの固定観念は、見直されてもよい時期にきているのではないかと考

える。世界中の国々は確実に経済発展を遂げつつあり、途上国の国々のあり方も急激に、ある

いは緩やかに変化を遂げている。世界の変化を受け入れ、それぞれの国に見合ったより良い発

展の方法を共に考え、支えていく姿勢が必要だと考える。 

私自身も、これからは「発展途上国」らしさを求め、楽しむのではなく、「その国らしさ」を

受け入れていける旅行者でありたいと感じたマレーシアでの研修だった。 

最後に、本当に多くの優秀な方々に出会い、お話をする機会を与えてくださった地球環境基

金のみなさまや、マレーシア協会のみなさま、研修生を支えてくださったスタッフみなさま、

そして研修生のみなさま、本当にありがとうございました。今回の研修に参加し、多くの方々

と出会い、お話できたことは、今後の私自身の糧になっていくだろうと強く感じています。今

後も、地球環境を担う一員として、自分の役割を果たしていけるよう成長していきたいと思い

ます。本当にありがとうございました。 

 

４．環境保全計画書 

(1) 短期的計画 

この研修に参加して以降、消費者として果たすべき役割を、日常生活の中で意識しながら生

活できるようになった。例えば、できるだけゴミや廃棄物を出さない、レジの袋を受け取らな

い、有機栽培の食物を購入する、国産の食糧を購入する、不要なモノは買わない、など、研修

に参加する前までは、すべきだと分かっていながらも実行できていなかったことが、意識的に
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できるようになった。それは、この研修で実際に深刻な環境問題の現場に直面して、問題の大

きさを体感できたことが大きな一因だと思う。また、環境問題についてクリアになっていなか

った部分について、研修を通じて知識を得ることができたことで、自分の意識改革につなげる

ことができた。 

私一人が変わることは小さな一歩だが、環境問題を解決に近づけるためには、消費者一人一

人が意識を変えていくことが必要だと、研修を終えて改めて感じた。これからも日常生活の中

で自分が変われる部分は努力し、エコな消費者でありたいと感じている。 

また、こういったエコな考えを持つ消費者は近年増加傾向にあると感じている。関連のセミ

ナーなどに参加して、そういった人々とのネットワークを新たに持ち、学びを共有していきた

い。 

(2) 中期的計画 

 私は、来年の夏より、青年海外協力隊としてケニアに赴任する予定となっている。ケニアで

は、村落開発普及員として地域開発に取り組む予定だが、一方でケニアでは、開発が進むこと

により環境問題の悪化も問題視されている。現場の環境問題に対する意識がどの程度であるの

か、現段階では把握できていないが、地域の実態を見極めた上で、環境に配慮した形で発展を

支えていきたいと考えている。 

 今回の研修では、マレーシアで行われている様々な環境教育の現場や、エコツーリズムの実

施地域、NGO の活動現場などを見させていただいた。それぞれの現場からの学びを、ケニアで

の活動に還元していきたい。また、今回得ることができた様々なネットワークを、ケニアで活

動する際も最大限に活かしていきたいと考えている。 

(3) 長期的計画 

 長期的には、人々の能力開発に貢献できるようなプロジェクトが実行できればと思い、下記

のような計画を考案した。帰国後、またはケニアでの活動期間中に、助成金などを活用して実

行していきたいと考えている。下記のプロジェクトはマレーシアでの実施を想定した。 

 

【活動名】地域の良さを再発見！エコツーリズム経験交流会 

【活動形態】経験交流・普及啓発 

【活動分野】エコツーリズムの推進による持続可能な社会形成 

【目的】 

日本でエコツーリズムを実施している地域と、マレーシアのエコツーリズムを実施する地域間

での経験交流会を通じて、お互いの価値を再発見し、今後のツーリズム振興に役立てることが

できる。 

【活動の概要】 

① 日本でエコツーリズムを推進している地域を選定し、そこでエコツーリズムに取り組む数

名をマレーシアに派遣する。マレーシアのエコツーリズムプログラムを実際に体験しても

らい、日本との相違点を感じてもらう。その際、マレーシアのエコツーリズムの長所を多

く見つけるという課題を各個人に予め課しておく。 

② 次に、マレーシアでエコツーリズムに取り組む人々を日本に招聘し、日本でのエコツーリ

ズムを体験してもらう。①と同様の課題をマレーシアの人々に課す。 



105 

 

③ 最終的には、感想や意見などを、日本グループ、マレーシアグループに別れて発表しても

らう。また、そこでは、お互いに発見した相手の良い点を提示し合い、それを生かした新

しいプログラムを相手チームに対して提案してもらう。また、それについての意見交換も

行う。 

【対象地域】 

 マレーシア：サバ州アバイ村 

（理由）2010 年からエコツーリズムを開始しているが、ツアーの内容が未熟で、観光客も少な

く、住民にもエコツーリズムの意図が浸透していないように感じた。キナバタンガン川沿いに

位置しており観光資源は豊富にある。また、配付資料を見ると持続可能な観光開発には意欲的

であることが読み取れたため、この地域を選定した。 

 日本：未定 

（理由）公募性にし、先進的なものよりもある程度発展途上にあり、海外との交流に積極的な

プロジェクトを選抜する。 

【地域の現状・問題点】 

マレーシアのアバイ村では、エコツーリズムが発足して約 2 年だが、内容的に未完成であり、

改善できる点が多く見受けられた。また、住民のエコツーリズムに対する意識も低く、今後エ

コツーリズムを収入向上と環境保全の一環として推進していくためには、多くの課題が残って

いる。そのため、今回の研修事業を通して、自分たちの文化の価値に気づき、それを高めてい

くことが収入向上につながっていくのだということを住民たちに感じてもらう必要がある。 

また、日本においても地域おこしとしてのエコツーリズムが盛んになりつつあると感じるが、

マレーシアと同様に、多くのプログラムが日本各地で発足しているため、その差別化を図るこ

とは難しくなっている。中進的なプロジェクト実施団体がこの研修に参加し、マレーシアとの

交流を図ることで、新たな価値の創造に役立てていくことができる。 

また、互いに海外とのネットワークを形成することができ、実施プロジェクトの可能性の幅

も広げることができる。 

【活動により期待できる効果】 

①相互に価値を認め合う活動を通し、地元の価値を再認識することができる。 

②内部では気付かなかった、新たな価値を発見することができる。 

③自身の文化に自信や誇りを感じ、地域文化の価値を高めることができる。 

④以上の効果がエコツーリズムの品質向上につながり、収入向上を達成する。 

【実施計画】 

（実施期間） 

 約 2 週間 

 マレーシア派遣：5 日間 

 日本派遣：5 日間 

 研修発表会：2 日間 

 移動日：3 日間 

（費用） 

 渡航費（航空券）： 
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 日本→マレーシア：日本人研修生 5 名、随行員 2 名 

 マレーシア→日本：日本人研修生 5 名、マレーシア研修生 5 名、随行員 4 名（日本、

マレーシア各 2 名） 

 日本→マレーシア：マレーシア研修生 5 名、随行員 2 名 

 交通費： 

 マレーシア国内交通費、ガイド料 

 日本国内交通費 

 宿泊費： 

 マレーシア：ホームステイ・プログラムを利用 

 日本：エコツーリズム実施地域の宿泊地を利用 

 その他移動日の宿泊 

 食費： 

 ツーリズムに含まれていない部分の食費は各自負担 

 

５．参考文献・資料 

＜参考 Web ページ＞ 

 調査報告「マレーシアのホームステイ・プログラムとツーリズム─ペナン島テロッ・バハンの

ホームステイの場合─」（江口信清）

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/hss/book/pdf/no95_04.pdf 

 JETRO 経済概況（2011、ジェトロ・クアラルンプールセンター作成）：

http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07000448/malaysia_gaikyou201101.pdf 

＜参考文献＞ 

 『貧困の超克とツーリズム』（2010／江口信清、藤巻正巳／明石書） 

 『人と地域を活かす グリーン・ツーリズム』（1998／21 ふるさと京都塾／学芸出版社） 
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『未来の子どもたちへの約束 We Love Earth 地球環境教育学校始動』 

荒木 学 

株式会社ジェネット代表取締役 

(長期コース) 

１．はじめに -これまでの環境保全活動について- 

(1) 堀川再生の会・五平太での活動 

遠賀堀川は、江戸時代に遠賀川の洪水対策や灌漑用水・水運路の目的で全長 12ｋｍにわたり人

の手によって掘られた川です。今でも、硬い岩盤の場所を掘るのに、ノミのような道具で掘っ

た跡があり、県の文化財指定を受けています。また、明治時代の石炭増産により、遠賀堀川は

筑豊炭田から日本の近代化を支えた官営八幡製鉄所への重要な石炭輸送路となりました。その

時使用された船の名が五平太です。一か月に多いときには 13万隻も行き来をしたそうです。 

平成 19年には、経済産業省により、その功績を称え、近代化産業遺産に指定をされた歴史的な

価値のある人工の川なのです。ところが、時代は変わり、石炭輸送は鉄道が担うようになって

まいりました。 

役目を果たした遠賀堀川は、泳ぐこともでき、お米をといだりもしていたきれいな川だった

そうです。しかし、ある時をさかいに、ドブ川になってしまいました。 遠賀川と洞海湾を結

んだ遠賀堀川が、途中曲り川と合流する地点（以前は伏越でつながっていた）で、下の写真の

ように、パネルによって寸断されました。つまり川の源泉がなくなってしまったのです。 源

泉のない、水が流れない、いったりきたりするドブ川となり、生活排水と雨水、一日に曲川か

ら 10トンほどポンプアップされるだけの川となり、ドブ川になってしまったのです。川沿いは

悪臭を放つ、有名な川となってしまっていました。 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の伏越の名残 左に曲川、右に遠賀堀川跡 堀川運河への水路は、パネルで閉鎖 
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この臭い堀川をどうにかして綺麗にしようと 14年前に市民が立ち上がりました。仲間と毎週金

曜日に清掃を始めました。その市民団体が、堀川再生の会・五平太です。大きなビニールシー

トや自転車といったものが、取り除かれるようになりました。そして、EM活性化液を１００L

を活動日に投入し、川の浄化を進めています。また、地域の小学校と協力、川をきれいにする

環境教育も始まりました。遠賀堀川の周辺地域では必ず、遠賀堀川の歴史を小学校 4年生の時

に学びます。その時に我々の会が担当させていただいて、EM団子を子どもたちと作り、川に投

入します。また、学校のプール掃除でもこの EM活性化液を投入してお掃除をするようになりま

した。プール掃除のときに今までは高いお金を使って、薬品を使いお掃除を子ども達の手でや

っていました。その水は子どもたちの身体にも悪く、大量に川に捨てられる薬品交じりの水は

川を汚します。EM活性化液であれば、環境にやさしく、そして子どもたちの身体にもやさしい

、そして安価です。下記写真参照ください。 

       

     折尾駅の前で EM 活性化液を投入      河守神社前で地域の小学生と 
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同時に折尾駅周辺をメンバーとお掃除です     地域の小学校での環境教育の実施 

     

EM 団子を地域の小学生と投入       プールの清掃も川の環境に影響

     

ごみ溜めだった、遠賀堀川       この 14 年間の成果、魚が戻ってきました  
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サギなどの野鳥も戻ってきました    カメさんも 生物が生息できるまでに 

 我々の会の目指すところは、源流を取り戻すことです。もう一度、遠賀川から水が流れ、洞

海湾にそそぐ川にすること。そのために、人工であるこの川を守り、水の流れを取り戻す活動

を地域の子どもたちとともに、つづけてまいります。 

 地域の子どもたちとの活動が、大人へと波及していき、地域を変えることを経験し 

ました。後程、述べますが、環境保全はその地に住む人々が参加して、初めて成り立つもので

す。そこで、地域の小学校の協力を得て、子どもたちへの環境教育が、遠賀堀川地域を変えて

いき、ゴミ捨て場であった、川が守られ、郷土の川としてその歴史も学ばれ、大切にしようと

いう環境が生まれたのです。 

 この経験は、先進国から提案しづらい、途上国への環境保全協力に生かせるものだと考えま

す。環境教育を子どもたちにしていくことで、大人へと波及させ、地域が変わり、自立した環

境保全意識を啓発することが可能です。 

(2) 研修に応募した理由と研修に参加するにあたって持っていた個人のテーマ 

 私の住んでいる北九州市はかつて、日本の近代化の流れの中で、北九州工業地帯として日本

の発展に寄与してきました。しかし、その裏側では公害がすすみ、1960年代北九州地域の大気

汚染は国内最悪を記録、洞海湾は工場廃水により「死の海」と化しました。 

         

       1960 年代の洞海湾              現在の洞海湾 

この公害に対し、最初に立ち上がったのは、子どもの健康を心配した母親たちでした。住民

運動やマスメディアの報道が公害に対する社会の問題意識を高め、企業や行政の公害対策強化

を促したのです。市民、企業、行政の一体となった取り組みにより環境は急速に改善されまし

た。 

1980年代には、環境再生を果たした奇跡のまちとして国内外に紹介されるようになりました。

北九州市の環境再生の技術は世界でも評価を受けています。OECD は、2010 年 6 月に、「グリー
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ンシティプログラム」を開始し、北九州市は、パリ、シカゴ、ストックホルムと共に、このプ

ログラムのモデル都市の一つとしてアジアで初めて選定されました。北九州市はこのように公

害を克服し、循環型社会形成に力を入れ、世界の環境首都を目指しています。 

堀川再生の会・五平太の活動、北九州市の取り組みを学び、環境教育そして循環型社会形成

に興味を持つようになりました。徐々に、環境保全活動にかかわるに当たり、環境教育は非常

に重要なアプローチになることを体感しました。昨今、東南アジアは、目覚ましい経済発展を

遂げています。と同時に北九州市が犯した過ちを、同じようにたどってきているように思いま

す。 

私は、堀川再生の会・五平太での川の環境保全活動で、地域の人々を巻き込んだ自立した環

境保全活動を体感しました。そして、北九州市の街が地域・行政・企業が一体になって取り組

んで公害を克服していく過程を体感しました。その体感をマレーシアで生かしたいという思い

で研修に応募いたしました。 

そして、今回マレーシアのごみ処理問題や循環型社会形成がどのように進められているのか

また、環境教育が行われているのかというテーマを持って参加させていただきました。 

 

２．研修報告 

マレーシアには現在、ランカウイ島など４カ所に小規模ごみ焼却施設があるだけで、大半の

ごみは埋め立て処理されていることがわかりました。住民のごみの分別意識も低く、３R活動も

呼びかけだけになっています。（注 1） 

マレーシアのボルネオ島北部サバ州にある最終処分場のことについて沖縄リサイクル運動市

民の会事務局長、福岡 智子さんが下記のように述べておられます。（注 2） 

森林を伐採して作られた処分場には、分別されていないゴミがたくさん運び込まれていました。

サバ州の人たちはゴミを分別する習慣がまだありません。街の中に大きな回収コンテナが置か

れ、住民はそこにゴミを入れに来ます。満杯になったコンテナを専用トラックが回収します。

現在の最終処分場はもう満杯になるので、隣の森を切り開き新しい処分場が造られていました。

ごみを埋めるために森がなくなっていくのです。処分場から流れ出る水を浄化する汚水処理場

もあり、処理水は近くの川に放流されていましたが、どの程度きれいになったかは確認できず

環境への影響が心配です 

非常に多くの問題を含んでいることがわかります。我々研修生は、環境再生のために在来種

を植林する活動に参加したり、海外や日本の NGO団体の活動を学びました。そして、生物多様

性の現場で開発のために生きる場所を奪われながらも、一生懸命生きている野生の動物を観察

してきました。開発そして、ごみ処理という問題のなかで森林が伐採されています。 

 環境保全の必要性は何なのか。環境が破壊され汚染されることは、野生動物だけでなく、人

間の生命をも脅かすことを知ることなのではないかということに改めて気づきました。 

北九州市のように発展の裏で起きた公害が、東南アジアで起き始めようとしています。住民

の意識がなければ、けして環境再生は成功しないのです。しかし、現地で暮らす方々の住民の

生活も大切です。すべて否定して、こうしなさいと我々が提言することは難しいと感じました。

我々、経済発展した国々から、なにを言われても響かないのです。 
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私は、JICAの BBEC（注 3）の活動の一環として行われた環境教育 REEP（注 4）に注目しまし

た。BBECのスタッフ、そして海外青年協力隊員の方々の活動説明を受けた時に、堀川再生の会

・五平太での地域の小学生の活動が、重なり合いました。これだ！なぜ、環境教育が必要なの

か。 

親が子どもから、今日はこんな勉強をしたんだよとか、EM団子を投げたんだよとか聞くこと

で、親の意識がかわり、堀川を大切にしなくてはと意識し、そして、ごみを捨てないように地

域ぐるみで活動が広がっていく経験を思いだしました。 

REEPの活動はまさしく、参加したマレーシアの子どもたちの親に影響を与えていると感じま

した。先進国の我々に、どうこうしろと言われるよりも、子どもたちが環境の大切さを知りそ

の周りに伝えていくことが、この環境教育の醍醐味なのだと思います。やがて、子どもたちは

大人になり、環境保全の本当の意味を伝えられる大人へと成長します。次の世代を守るのは、

次の世代なのです。今回の研修を通して、その連鎖の始まりのきっかけを、この環境教育で種

をまき、育てていくことが我々の今後やるべきことなのだと気づきました。 

 

３．評価 

今回の研修に参加して、環境教育の必要性、そして、ごみ処理、循環型社会形成を進めてい

く必要性を体感しました。一生懸命に生きている動植物の環境を守ることは、人間の生活を守

ることなのだと気づけました。地球を守ることを、子どもたちが学び、大人に訴える、そして

自分たちが大人になったときに、次の世代につなげていくこと。このように環境再生していく

循環を作りだすことが大切です。私は、今回の研修に参加し多くのことを体感し、環境保全の

必要性、そしてどのように地球を守る循環を作り出すか、考えることができました。そして、

その方向性が見えました。 

生物多様性の現場にふれたことが一番印象に残っています。生きているということ、命を守

ること、子どもたちに同じ体感をしてもらいたいと思いました。森が大切なのだと、何百回聞

くよりも体感すること。野生の動物に触れ、植林をして汗をかく、森の息吹を体で感じ、森と

一体化する、そんな体感をさせていただきました。現地の方々との触れ合い、地球人同士の交

流に、生きていることを実感しました。森が、生物が、人間が、地球が、生きていることを実

感した研修でした。だから、地球が大好き、守りたいと心から思えたのです。 

 

４．今後の活動 -（NGO）We Love Earth・アジア地球環境教育学校の設立- 

（NGOの目的） 

環境教育活動を通して、アジアの環境保全啓発、アジア国際交流、次の世代のグローバルな

リーダー養成を目指す。 

（会の設立趣旨） 

アジアの生物多様性の保護、環境保全の必要性をアジアや日本の子どもたちの交流をとおし

て体感させる。生物が生きていること、そのために生きるフィールドを守らなければならな

いこと。それがひいては人間が生きていくために地球を守ることになるということを体感さ

せる。 
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そして、環境保全の面で、現状を知り、何が問題なのかを考え、自分たちにやれることは何

かに気付かせ、実行させていく。 

（設立方法） 

① 組織の形態 NPO法人として設立 

② 設立の時期 2013年 10月 

③ 活動資金の確保  1．会費，2．寄付，3．事業収入，4．助成金，5．委託金 

（活動プログラム） -マレーシアプロジェクト‐ 

① 生物多様性環境保護活動 

② 日マレ国際交流 

③ ごみ処理問題を考える 

④ 循環型社会形成の普及 

  

５．参考資料  

注 1） ★環境と農村・都市の持続的発展 マレーシア編(2003年) 

http://www.asahi.com/international/aan/hatsu/hatsu040309a.html） 

★３R 国際的な循環型社会構築へ向けた取組（2012年） 

http://www.iges.or.jp/en/wmr/pdf/activity20120210/5_kimura.pdf  

★マレーシアにおける産業廃棄物・リサイクル政策(2007年) 

http://www.jetro.go.jp/jfile/report/05001479/05001479_001_BUP_0.pdf  

★JFEエンジと住友商事、環境省の支援事業でマレーシアのごみ発電可能性調査 

http://eco.nikkeibp.co.jp/article/news/20110606/106620/   

★マレーシア・サラワク州のごみ埋立地 

<JICA 2007年 7月 30日 山岸隆氏（シニア海外ボランティア）報告> 

http://www2.jica.go.jp/hotangle/asia/malaysia/000376.html  

注 2）http://econavi.eic.or.jp/ecorepo/live/93） 

注 3）BBEC（ビーベック）とは、ボルネオ生物多様性保全・生態系保全プログラム（Bornean 

Biodiversity & Ecosystems Conservation Programme）の略称で、日本の政府開発援助（ODA

）事業の一環として、JICA（国際協力機構）が実施している技術協力です。BBEC は、サバ州

政府やサバ大学（マレーシア連邦機関）を主なカウンターパート（協働実施機関）として、貴

重なボルネオの生物多様性・生態系を組織的かつ長期的に保全する仕組み作りを支援していま

す。 

 BBEC は 2 つのフェーズから構成され、フェーズ１（技術支援編：2002-2007）では、主に

自然環境保全に必要な知識や技術の移転を行いました。これに続くフェーズ２（政策支援編：

2007-2012）では、移転された技術等を活用し、既存のサバ州法令（Sabah Biodiversity 

Enactment 2000）に基づいて保全活動と政策の連携を強化することにより、経済活動と保全の

バランスの維持に必要とされる管理体制の構築・定着を目標としています。 

http://www.bbec.sabah.gov.my/japanese/aboutus_jp.php  

注 4）川の環境教育 クロッカー山脈国立公園及びその周辺地域は、BBECII で、ユネスコの人

間と生物圏プログラム（Man and the Biosphere Programme: MAB）の生物圏保存地域
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（Biosphere Reserve）として登録するための作業を進めている地域です。ここを水源とする河

川の保全を流域住民の参加・協力のもとに行っていく仕組みづくりの第一歩として、学校教育

を通じて普及啓発し、住民の保全への参加を促す「川の環境教育（River Environmental 

Education Programme：REEP）」活動が本格的に始まりました。 

http://www.bbec.sabah.gov.my/japanese/wn_2011_reep_keningau.php  

 

‐ごみ焼却場最新情報- 

 マレーシア 2012年 3月 14日（水曜日） 

ごみ焼却施設の検討作業、下旬から３週間で実施［公益］ 

 チョー・チーヒョン住宅・地方自治相は 12日、今月 26日にごみ焼却施設建設に向けた検討

部会を設置し、３週間にわたり検討作業を進めると明らかにした。 

 13日付南洋商報、東方日報によると、検討作業はコンサルタント企業や非政府組織（ＮＧＯ）、

学識者、海外の専門家など約 50人で進められる。採用技術や建設地点、資金調達方法などを

検討する。環境問題を優先して、日本やシンガポール、韓国の技術を参考にしていくという。 

 同相は、マレーシアには１日の処理能力 500～1,000トン、製造コスト５億～８億リンギ（約

135億～216億円）の施設が適当だとの認識を示している。 

 また同相は、以前スランゴール州ブロガ地区に計画された処理能力 1,500万トンのごみ焼却

施設建設について、予定地と 15億リンギのコストが計画に合わなかったと中止理由を改めて

説明した。同施設は荏原製作所が受注していた。政府はコスト高などを理由としているが、

周辺住民の反対運動が影響したとみられている。 

 マレーシアには現在、ランカウイ島など４カ所に小規模ごみ焼却施設があるだけで、大半の

ごみは埋め立て処理されている。 

 マレーシアの廃棄物問題 福岡大学の松藤教授の技術指導 

  準好気性埋立構造（福岡方式）の開発 

 http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/07091398/3_1.pdf 
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