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第２章 サイト訪問記録   
 

サイト訪問記録     SDBEC JICA                         
 

Ⅰ．訪問日      9月 22 日（日） 

Ⅱ．現地担当者    JICA 専門家 鈴木和信さん 

Ⅲ．研修生担当者   リーダー：森永太一 副リーダー：今中愛美 記録：木村しのぶ  

 

Ⅳ．訪問サイトの概要等 

 

SDBEC（Sustainable Development for Biodiversity and Ecosystems Conservation in 

Sabah）は、JICA（独立行政法人国際協力機構）がサバ州政府や国立サバ大学等とともに実施し

ている技術協力プロジェクトで、サバ州の生物多様性保全に対して統合的に取り組んでおり、協

力期間は 2013 年 7 月から 2017 年 6 月までの 4 年間となっている。 

前フェーズである「ボルネオ生物多様性・生態系保全プログラム」（BBEC）は、フェーズ 1

が 2002 年 2 月から 2007 年 1 月まで、フェーズ 2 が 2007 年 10 月から 2012 年 9 月まで実施

された。 

SDBEC はその過去 10 年間の成果を踏まえて実施されており、サバ州が生物多様性保全と持

続可能な開発のアジアにおける知的拠点として、国内的・国際的に位置づけるための新機軸を打

ち出し、より発展的かつ戦略的な取り組みを行うことが求められている。また、今後は JICA/JST

科学技術協力（九州工業大学）や JICA 草の根技術協力事業（酪農学園大学、福岡県八女市）と

の連携強化も行う予定になっている。 

http://www.bbec.sabah.gov.my/japanese/index_jp.php 

 

Ⅴ．説明内容/体験内容 

 

室内での講義形式で、以下のことについて説明を受けた。 

の国際協力全般 

国際協力の意義、ODA の最近の傾向、草の根技術協力事業の概要、プロジェクトベースでの

課題、主な地球環境問題について。 

自然環境保全の意義や目的 

自然環境保全とは、自然環境の維持と人間活動との調和を図ることである。クローバル＆ロ



18 

 

ーカルでの取り組み、将来世代の資源確保、持続可能な利用、生態系サービスの概念、動物

の生存権を認めることが必要。 

全体のプロジェクト 

「自然環境の維持と人間活動の調和」を上位目標とし、戦略として、環境部署だけでない

分野横断的な取り組み、地域の視点重視、中長期的な時間軸での協力、自立的な仕組みづく

り、政策への反映、がある。アプローチとして、政策策定から実行までの支援、実施体制の

調整、意識向上（環境教育）、技術開発、調査研究、生活向上・地域活動を行っている。 

JICA の自然保護プロジェクト（2000～2009）の内容は、生物多様性保全、自然資源の

持続可能な利用、気候変動を含む生物多様性に関する問題対策、ローカルコミュニティの生

活向上支援、地域・伝統的知識や技術の保護、遺伝資源から生じる利益の配分、生物多様性

保護の能力向上である。 

サバ州の特徴・課題 

サバ州は、世界で類を見ないほど熱帯雨林・

生物多様性の宝庫である。パームオイル・プラン

テーションの影響で、大規模な森林伐採、それに

よる水源涵養機能の低下、生態系サービスの低下、

地方における森林に関する文化・宗教・言い伝え

等の消失、地域の生活域集中による河川の水質悪化が起きている。パームオイルはポテトチ

ップスをはじめ食品に広く使われており、日本人の生活とも密接に関わっている。 

サバ州での取り組み 

① BBEC：ボルネオ生物多様性・生態系保全プログラム 

BBEC では組織横断的な枠組みづくり、国際的な枠組みの使用により、2002 年から 10

年間で、ボルネオの生物多様性・生態系保全のための支援を行った。具体的には、フェーズ

1（2002 年～2007 年）で、持続的なアプローチの構築を目指し、部署ごとに、主に技術的

な支援を行った（研究・モニタリング等）。 

フェーズ 2（2007 年～2012 年）では、サバ州における生物多様性・生態系保全のため

の体制システムの強化、かつ生物多様性保全の知見や技術を国内外に普及発信することを目

指し、課題ごとに関係機関を集めて、政策の支援を行った（意思決定のためのガバナンス交

渉）。これらは、科学的マネージメントシステム（順応的管理）の考え方で進めている。 

成果として、キナバタンガン河・セガマ河流域にあるサバ州東海岸のマングローブ林及び

泥炭湿地をラムサール条約湿地に登録したこと、クロッカーレンジ国立公園をユネスコの

MAB（人間と生物圏計画：国際条約の一つ）にノミネートしたことが挙げられる。 

SDBEC の説明をする鈴木専門家 
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② SDBEC：サバ州を拠点とする生物多様性･生態系保全のための持続可能な開発プロジェクト 

過去 10 年間の BBEC の成果を受けて、マレーシア・サバ州が、アジアにおける生物多様

性保全と持続可能な開発のCenter of Excelであることを 4年間で示すことを目指している。 

現在行っているのは、キナバタンガン河・セガマ河流域ラムサール条約湿地での、学校の

先生を対象とした環境教育と、クロッカー国立公園を里山のモデルサイトとすることである。 

 

Ⅵ.所感 

 

■森永太一（リーダー） 

SDBEC の鈴木氏より、JICA の行なう業務の概要及び SDBEC についての話があった。 

その中で、印象に残ったもの、今後の活動の参考になるものをあげると共に、感想を付した。 

・「地球は先祖から引き継いだものではなく、将来世代から借りたもの。」コタ・キナバル湿地

センターの壁に貼ってあるプレートの文言。 

→これまでは、「（今ある自然を）将来世代に残す」ことの大切

さを理由も含め伝えてきたが、上記であれば理由や必要性

も含めて表現されており伝わり易いと感じた。今後活用し

ていきたい表現である。 

・JICA の国際協力事業の目標は、憲法、ODA

大綱、自然環境保全法などを根拠としている。

また、どのような活動も大きな目標を実現す

るための一部として繋がっている。 

→至極当たり前のことでありながら、現

場で働いていると見えなくなりがち

な事柄であった。最終的に何を目指し

ているのかという大きな目標に向かって、順序だてて繋がりを持って活動を行うこと

の重要性を再認識した。 

・自然環境保全は、中長期的な事業（15～20 年）である。 

→自然環境保全は、地域住民の意識改革、行動変容を伴うようなプロジェクトがほとん

どであり、長い期間を要すると個人的に感じていたが、JICA のプロジェクトでも相

当の時間を要していることが分かった。自身の活動では、焦らずやっていくことの必

要性を感じた。 

・ポテトチップス 1 枚に 6 ㎠のオイルパームプランテーションで採れるパームオイルが使用

センターの壁に貼ってあるプレート 
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されている。 

→遠い国で起こっている自然環境破壊に自分たちがいかに密接に関係しているか、そし

て知らず知らずのうちに加担していたのかを知る、具体的かつ心に響く説明であった。

同時に、自身の活動においても同様に、具体的にイメージできる事例を考える必要性

を感じた。 

・援助の必要性、怖さ 

→援助により、かえって事態を悪化させてしてしまうこと、援助によって改善されたが、

援助終了後に悪化してしまうことなどもあるとのこと。そうならないために、事前調

査を充分に行い、そうした事態が発生した際には失敗を認める勇気、そして対策を講

じることの大切さを感じた。 

・地域住民へのアプローチの方法として、住民説明会、コミュニティコンサルテーションなど

を通じて、住民と情報共有をしていく。伝えて、知ってもらうことで行動変容を促していく。

子どもや女性がターゲット層になっていて、時間をかけて進んでいく活動である。 

→やはり、まず、知ってもらうことが大切なのだということがわかった。実際に見て、

感じてもらうことが重要である。子どもや女性を切り口に、地域との接点を増やして

いく。日本でも、子どもや老人は時間を持っているため話を聞いてくれると聞いたこ

とがある。話を聞いてくれる人たちからアプローチを行っていくことが大切であると

感じた。 

 

■今中愛美（副リーダー） 

JICA 職員の鈴木和信さんからは、日本がなぜ国際協力を行うのか、そのなかでもなぜ地球環

境分野に取り組まなくてはならないのかというところから、BBEC から SDBEC、サバの自然環境

の現状について丁寧に詳しく教えていただいた。 

地球規模の大きな問題となっている自然環境問題に取

り組むにあたり、2 つにポイントとなるのが「グローバル

とローカルのつながり」と「長期的な時間軸」だろう。 

地域住民に自然環境問題がグローバルな問題であると

いう意識があっても、そのためのローカルレベルでの行動

が意識に伴っていかないと鈴木さんはおっしゃっていた。

ひとえに自然環境問題といっても、過剰な森林開発や森林

火災、野生生物の減少など見えやすい問題もあれば、外来種の増加などの生態系の変化のように

見えにくい問題もある。そういった見えにくい問題を含めて、「自然環境の維持と人間活動との調

最初に担当グループが説明 
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和」を図るという観点から、地域住民一人ひとりが環境に優しい行動をしていかなければならな

い。現場で得られた知見を中央へフィードバックし、政策に反映するという方法は現在の SDBEC

の中でも大切にしているようだ。 

また「長期的な時間軸」という言葉も、鈴木さんが何度も口にしていた言葉である。何度も言

うように、これだけ複雑な問題が絡み合った地球規模の問題となると、短期間の間にすべてを解

決しようとするのは不可能である。BBEC が 10 年間行われたのち、さらにその後継プロジェク

トとして SDBEC が行われているのもそのためだろう。ただし、日本の支援の対象がアジアから

アフリカへと移りつつある状況のなかで、アジアの中でも中進国と言われているマレーシアに対

して、今後どれだけの支援をしていくのかというのは大きなポイントであるといえるだろう。 

私たちが研修の最終日に草の根技術協力を想定したアクションプランの提案を行うにあたり、

大事なポイントも教えていただいた。それは、「草の根の内容が JICA のアプローチ全体の中のど

こに含まれているかというのを意識する」ということである。草の根のように時間や予算が限ら

れていて、その対象地域にあるすべての問題を解決しようとすることが不可能であるとき、ある

一つの問題だけに焦点を絞るのではなく、それに連鎖する問題と関係するすべてのものを含めた

「ストーリー」を意識することが大切だと鈴木さんはおっしゃっていた。その問題が解決した場

合、そのコミュニティが、地域が、町が、国がどのように変わっていくのかという、まさに「グ

ローバルとローカルのつながり」をこれからも忘れないようにしていきたい。 

 

■木村しのぶ（記録） 

今回の研修で最も興味があったマレーシア（サバ州）が持つ自然共生社会のイメージについて、

具体的なプロジェクトを知ることができた。 

「サバ州を拠点とする生物多様性保全・生態系保全のための持続可能な開発プロジェクト」

（SDBEC）の取り組みについて講義を受け、その名称にあるように、持続可能な開発において、

生物多様性・生態系保全が強く意識されていることを知った。 

また、SDBEC の上位目標として、「サバ州が生物多様性保全と持続可能な開発のアジアにおけ

る知的拠点となること」を目指していることから、自国だけでなく、アジアの周辺国をリードし

ようという姿勢が分かった。 

以前に行われた「ボルネオ生物多様性・生態系保全プログラム」（BBEC）の取り組みでは、国

際条約に基づいて保全地域を登録していることも分かった。 

研修前には、マレーシアでの取り組みについて全く知らなかったが、国として環境保全意識が

高いこと、日本が政策策定支援を行っていることが分かった。 
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Ⅶ.その他のメンバーの気づきから 

 

■JICA など国際協力機関にとって、さまざまなステークホルダーと一緒になって議論することの

難しさを感じた。国際協力機関の活動、草の根事業の活動において、活動の時間軸・範囲を考

えることが重要である。（藍澤） 

■JICA という組織だけで何でも解決できると考えて

いたが、住民の理解を得られなければ意味がないこ

とをここで学んだ。また JICA ができることすべて

をすることがよいとは限らないと知った。（江口） 

■資源を売るのは主に開発途上国など自然資源が豊富

な地域で、買うのは資源を活用できる技術を持った

先進国であり、両者が対等な立場で取引できるよう、

仲介役を担うことや、資源の流通システムを整えることも今後必要な援助だと思う。また、援

助というのは、誰に対して、何を目的にするかで全く異なったものになり、援助によって、地

域で守られてきた自然や伝統など大切なものを簡単に壊してしまう恐ろしさがあるのだと気

づくことができた。（大竹口） 

■援助をしたという結果だけでなく、その中における人々の関わりを意識しなければ持続してい

かない。国際協力の現場の人は現地の人と直接付き合うので、本当に喜ばれるような生活改善

をしたいと考えていると思う。他国の援助機関が互いに協力して援助に取り組む場合が多いと

は思うが、国同士の大局的な思惑はあるにしても、やはり人と人どうしの直接的な付き合いと、

社会の自立性というものを忘れないで行動していきたい。（早舩） 

■自然環境保全に取り組む際に一つの大きなテーマ全部を行う必要はなく、そのテーマを細分化

して各機関などと連携を図ることが必要である。全体を考えると難しく不可能と思われる内容

でも、分解してひも解いていくと自分たちでもできることがある。すべてをやろうとする必要

はない。（細川） 

■持続可能な社会への必要性をとても感じた、日本の木材自給率がここまで低いことを知らなか

ったので、私たちはマレーシアの自然から大きな恩恵を受けていることを感じた。（前林） 

■ プロジェクトの企画、実行には、異なる組織をも巻込む組織横断的な考えや仕組みが必要であ

ること、また援助等では、住民市民の声を聴き、政策協議し現場で一緒に考えることを強く意

識しており、その重要さを知った。日本のマレーシア向けの国際協力予算は減少傾向とのこと

だが、まだまだやることはあり、草の根事業の企画・応募の仕組みを広く知らせ、草の根活動

や NGO、NPO による活動を、より一般的なものにしていく必要を感じた。（吉田） 

研修後に視察地内で昼食 
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サイト訪問記録  クロッカー山脈国立公園／ウルセナガン村          
 

Ⅰ．訪問日時     9月 22 日（日）～23 日（月） 

Ⅱ．現地担当者    Ms Betty さん(22 日)／不動田 朋浩さん(23 日) 

Ⅲ．研修生担当者   リーダー：早舩真智 副リーダー：江口めい 記録：細川智世  

 

Ⅳ．訪問サイトの概要等 

 

クロッカー山脈はキナバル山の南側に広がる山地で、標高 1,800m 前後の山がサラワク州国

境近くまで連なる。険しい山地の大部分は熱帯林で覆われ、丘陵熱帯林、低山地熱帯林、熱帯雲

霧林と、植物の多様性に恵まれている。また目にする機会は少ないがオランウータンなど多様な

野生動物が生息している。 

国立公園内では、REEP という NGO が「水源」をテーマとしたプログラムを実施しており、

展示室の見学と専門ガイドによるウォーキングツアーを通して、クラッカー山周辺の多様な生物

の観察し、山から川、海へとつながる水源としての山の役割を学べる。 

またウルセナガン村はクロッカー山脈公園の中にある唯一の村で、サバ州の先住民族であるム

ルット族が住んでいる。サバ公園局と村の住民による共同自然資源管理の取り組みが行われてお

り、公園局と住民の両者が実行可能で、かつそれぞれの価値観や伝統文化を尊重していくという

難しい課題をクリアしていく必要があるが、非常に難しい状況である。青年海外協力隊の不動田

朋浩さんが現在この村で問題に取り組んでいる。 

 

Ⅴ．説明内容/体験内容 

9 月 22 日 

・クロッカー山脈国立公園を中心としたマレーシアサバ州の国立公園の説明 

 →reconsider,rethink の発想の提案 

・クロッカー山脈国立公園での研究内容や環境教育の実施状況 

 →大人ではなく、子どもを中心とした環境教育の実践の取り組み 

・REEP の活動説明 

 →森林と川と人との関係を学び、保全につなげる活動の紹介 

・国立公園内での環境破壊の現状 

 →環境破壊の現状を、まずは地元の人に理解してもらう活動に努める 

・ウルセナガン村の現状と課題説明 
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→国立公園内にある村のゴム林による生活と、国立公園の保護との間にある国立公園と村

との対立の状況 

9 月 23 日 

・ウルセナガン村見学 

 →ゴム林の見学 

実際にゴム林による生計の立て方

や、ゴム生産の工程、村の男性たち

の主な 1 日の流れ 

 →伝統的な食事実食 

村で育てた作物やクロッカーレン

ジ国立公園の清流による料理 

 →伝統工芸や村の女性たちとの交流 

  日本の働く女性のライフスタイル

や、伝統工芸を継承するうえでの問題点などについて相互に情報交換 

 

Ⅴ.所感 

 

■早船真智（リーダー） 

現在は国立公園として保護されているが、大径

木はほとんどなく、やはり過去には大規模な伐採

や焼失などがあったのだろうという印象を受けた。  

それでも気候としては植物の生育に適した土地

であるため、さまざまな種類のものが繁茂してい

た。そこで昔は薬に利用されていた植物等の話を聞き、サバ州でも日本の里山林などと同様に、

日常生活における人と森林の関係性というものは大

分希薄になってきているのだろうな感じた。この関

係性を現代においてどのように見直すのか、また、

見直すとしたらその意義はどこにあり、なぜそうす

るのかというところに、ある程度の共通認識が必要

だと思った。 

ウルセナガン村においては、人はものごとを知れ

ば知るほど納得の水準を下げられなくなってしまう

国立公園の説明を受けながら見学 

村に嫁いできた人から話を聞く 

村の女性たちとの情報交換 
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ということを再確認した。たとえ衣食住に足りているとしても、他との比較で相対的に貧困を感

じてしまう。それは水準の差はあれど日本でも同じである。この水準を他と比較せず、自分で決

められている人は稀である。特に資本主義経済は、人がもつこの水準を引き上げて膨らむという

システムなので、貧困感は教育による価値観の変容以外になくならないと思った。 

 

■江口めい（副リーダー） 

【国立公園】 

・国立公園が受け入れている団体が考えていたもの

と違っていた。レンジャーや調査機関などが主

であり、現時点では観光客の受け入れはあまり

ない。 

・REEP が行っている環境教育では、伝統的な魚の

取り方を入れるなど、地域性が感じられる要素が

盛り込まれていたことが印象的であった。 

【ウルセナガン村】 

・ゴムの木は利用できるようになるまでに時間がかかる。 

・ファミリービジネスで成り立っていて、女性の仕事、男性の仕事と決めるのではなく家族で育

てている。また女性の方が収入に関して興味を持っている。 

・村の人たちによって考え方が異なる。同じ目的に向かって努力するという意識は感じられなか

った。またモチベーションにもかなりの差がある。 

・伝統的なものを守るのは難しいとのこと。どこの国でも同じ問題を抱えているのだと思った。 

・エコツーリズムは万能薬ではない。なんでもエコツーリズムにすれば村の収入増加にはつなが

るわけではないことがわかった。また魅力や差別化が重要だということがわかり、厳しい現実

を知った。 

 

■細川知世（記録） 

・環境教育の実施 

→子どもの頃から環境教育を行うことで、自然と環境保全の重要性を理解させる。子どもの頃

の体験は将来残るため、子どもの心を掴むことのできる環境教育プログラムが必要である。 

・国立公園の説明 

→日本の良いところももっと知る必要がある。自分たちが外にむけて日本の紹介をすることで、

日本国内を見つめる良い機会となる。 

伐採で山肌が見えてしまっている場所もある 
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・地元の人の国立公園の利用 

→外部の人ではなく、地元の人に国立公園を理解してもらうことで、自分たちの身近な環境を

大切にしようと意識してくれるはずである。 

・視覚の重要性 

→どんなに環境が大切と言われても、結局は他人事に

なってしまう。視覚的に訴えたほうが現実味もおび

てくるし印象的なものになるので、実際の体験や、

せめて写真などを利用して環境教育を行うと効果

的である。 

・伝統工芸に手を加える 

→村で昔から使われていた竹細工に、ビーズなどの新

しい素材を加えて加工することで伝統工芸をアレ

ンジすることができ、バリエーションが増える。 

・女性の意欲を大切にすること 

→村の女性たちは、家事も育児も働くこともすべてや

って当たり前だと感じていたので、意欲的な女性の

力を借りた村おこしを行えばよいはずである。 

外での生活にも興味をもっていたので、外に出て自

分たちの村の良い場所を見つめなおす機会を設け

ることができたらよいと思われる。 

・村の特徴を有効活用する 

→国立公園内にある村という特徴を、もっと活かせる

のではないかと思われる。自然環境や村の課題を売

りにするとよいと思われる。 

・村人の意識を大切にする 

→どの村人も村のことに関して真剣に考えていたので、公園局や外部の人との関わりをもっと

深くして、村の人たちの考えをもっと深めたり、情報を集める場が必要なのではないかと

思われる。 

 

Ⅶ.その他のメンバーの気づきから 

【クロッカー国立公園】 

■環境教育を行う上では幼少期からの教育が重要であると考えられる。現在、サバ大学の調査は

村の素朴な民芸品 

村では新しい命も育まれている 

民芸品をつくる女性 
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生態学が中心であるが、小学生を相手にした教育学部の学生の誘致が進めば、また新たな環境

教育を広める機会となるのではないか。（藍澤） 

■山岳地帯から平地、沿岸地域、海岸まで多様な環境を含め、生物多様性を高める上で多様な環

境が守られることはとても重要だと思う。

生物多様性以外に、河川の保全を掲げて

いたことが印象的だった。環境保全とい

うとどうしても保全団体が中心となり、

時に経済面を無視するなどと考え方に偏

りが生じてしまうが、REEP では水道局か

ら環境保全団体、研究者までさまざまな

分野の人が関わっていて、環境教育を行

う環境として適していると思った。また、

環境教育の内容について、河川の水質調

査から伝統的な魚の採り方など幅広く、子どもたちにとっても新鮮で印象的だと思われる。子

ども向けというと単に河川で遊んだり、水生生物を採ってみるなど、間接的に川の保全を伝え

ることを想像していたが、河川の現状や利用方法なども理解してもらうことが重要だと知った。

難しいことをいかに分かりやすく伝えていくかは、大人次第だと思う。（大竹口） 

■クロッカー山脈国立公園では、標高の高い山地の環境を見ることができた。水源の森であると

ともに、有用植物や野生生物の宝庫で、今なお新種が次々に発見されていることを知り、たい

へん貴重な森であることを実感した。また環境教育に力を入れている様子が伺えた。環境教育

は、小学生を対象に実施するのが最も効果的だと聞いたが、これは中学生～大人はあまり興味

を持ってくれないということなので、今後より幅広い世代に環境保全意識を広めることが課題

だと思った。（木村） 

■外へ向けての広報をして、外国人向けのツアーなどもあればよいのではないか。外からの評価

が地元の人にも伝われば、自分たちの住む環境への意識が向くのではないかと思った。また、

カカオの価格が下落したことなどが原因でカカオの木が放置されており、村やマレーシアだけ

でなく、日本を含めた世界の問題も絡んでいると感じた。（前林） 

■調査の位置づけとして、これまでは基礎データの蓄積という意味でしか捉えていなかったが、

子どもたちが調査に参加する中で感じられることも、たくさんあるのかもしれないと感じた。

教育の場と捉える新しい視点を、今後の活動に取り入れ活かしていきたいと感じた。（森永） 

■ アクティビティには、小学生対象、高校生対象、コミュニティ対象等があり、環境教育を徹底

するには、定期的に行う一貫したプログラムが必要なのだと感じた。このような活動の結果、

国立公園では、珍しい植物も見ることができる 
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サバ州の環境意識の高さが実現されていると考えられる。クロッカー国立公園は自然に恵まれ、

充実した公園設備、宿泊設備（民間管理）があり学生等が有効活用できる場だと感じた。（吉

田） 

 

【ウルセナガン村】 

■ 本当に貧困という現状を変えたいのならば、村人の”自

発性“が重要である。マレーシアに国立公園に関する法

があるのならば、法律に則り強制排除への道筋を国が

示すべきだと思う。（藍澤） 

■サバ州のためによかれと思っての国立公園の指定は、ウ

ルセナガン村の人々にとってはいささか迷惑なことだ

ったのかもしれない。このような事業をする場合、事

業の利害関係者すべてが満足するようなものはないと

思うが、すべての人が納得できるようにする

ことは重要であると考える。国立公園を指定

する時点で、村の生活を考え、妥協案を出し

ておくべきだったのではないか。 

この問題解決のために青年海外協力隊員の

不動田さんは、たいへん苦労されている様子

だったが、残りわずかの任期で焦っているよ

うにも見えた。ゴムから収入を得るというあ

る種の伝統を、突然現れた一人の日本人が変

えることはなかなか難しい。不動田さんは、有機野菜栽培やエコツーリズム以外にも、女性に

よる手工芸品販売などにも挑戦し、自身も村の外に販路を開拓するなどがんばって活動してい

る分、うまくいっていない状況を見ると心が

痛んだ。これは不動田さんが原因なのではな

く、海外ボランティアの限界の部分でもあるのではないだろうか。（今中） 

■サバ公園とウルセナガン村民の間で対立が起こってはいるが、村民が国に対して主張できる状

況だと思った。それはこの村がサバ州の定める貧困レベルであり、村民の生活レベルを上げる

こともサバ州政府の課題であるからか、政府が村民を追い出すなどの強制的な手段を決して選

ぼうとしないことに少し驚いた。 

これ以上公園内の森林を失わないためには、森林を残すことが村民に有益となるか、村の余っ

村の産業であるゴム樹脂採取の現状を見学 
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た土地を有効活用するか、の 2 択が考えられる。選択肢とし

て観光業もあるが、美しい川や珍しい伝統料理などはあるも

のの、強力な観光資源は見受けられなかった。また村の余っ

ている土地を貸し借りすることで有効活用できないかと考

えたが、利用者は土地所有者と契約を交わすよりも、国立公

園の森林を伐採する方が楽だと感じるそうだ。村民と国立公

園との話し合いを進めるには、お互いが何を望んでいるかを

意見交換しなくてはならない。村が話し合いに応じないので

あれば、国立公園側が村に出向き、彼らの生活を知ろうとす

る姿勢を示すべきだと思う。（大竹口） 

■開発が進む前の、いわゆる昔ながらの暮らしを見ることがで

きた。畑で作物を作り、森から肉や植物を得て、川からは魚を得、竹を加工して家屋や生活道

具を作るなど、マレーシア人は自然を特別意識せずに身近にあるものとして利用してきており、

自然についての考え方が日本人と似ているのではないかと感じた。（木村） 

■伝統が伝わっていかないことに不安を感じる人もいれば、気にしていない人もいるという状況

は、まさに日本と同じだと思った。使命感を感じて、村での自分の立場が悪くなることも覚悟

の上で行動されているシアゴンさんに、志や使命感に国境や人種環境は関係ないとあらためて

気づかされた。（前林） 

■事前の紹介では、不法に国立公園内に移り住んだ村というイメージであったが、電気や学校も

ある普通の村であった。村ごと公園外へ移転してはどうかと考えても見たが、実際に村の状況

を見ると難しそうであった。 

ゴム植林は家族経営で、空いた土地はあるが使用権利者は決まっていて、土地を貸し借りする

習慣はないようだ。田舎の小さなコミュニティーでは、人間関係が問題に占める割合が大きく

なることは世界共通のようである。継続的に接点を持ち、対話していくことの必要性を感じた。

そんな中で、シアゴンさんは当初サバパークに反対していたが、NGO と活動して考えを変え

たことで、村では裏切り者として立場が悪くなったという。立場を悪くしてまで、国立公園の

ために働くこと、村に住み続けることのたいへんさ、意志の強さを感じた。外からの視点や見

方、また違ったものと比較することで、新しい価値観が生まれ、知ることで行動変化が起こっ

ている。シアゴンさんに至っては、人生を変える変化が起きている。「知ることの重要性」を

再認識した。（森永） 

■ 村の人が皆一律の考えを持っているわけではなく、発言力のある人の意見が重視される状況下

でも意見を統一していくことが必要だと感じた。実際に村民内でも土地拡大を勝手に推し進め

素朴な村の伝統料理 
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ている人がいる等、動きはさまざまであった。 

ゴムの生産に変わる収入源を探すのは難し

いと感じた。青年海外協力隊員の不動田さん

はハンドクラフトを売る契約を取りつけよ

うとがんばっているが、その後の納期や安定

供給等、問題は山積みだと感じた。マレーシ

アが国としてゴムを推進していることが、村

人が安心してゴム事業に従事していること

ができる要因となっているところに、また問

題の複雑さを感じた。政府が土地を買い取る

追い出し策はやらないという方針は意外だった。まさにウルセナガン村の問題は住民の生活と

自然保護のせめぎ合いを感じた。村の伝統である吹き矢や、民族、言語といった希少性を観光

資源として活かせないだろうか。（吉田） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手作りの民芸品 
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サイト訪問記録   クリアス川／クリアス湿地センター            

 

Ⅰ．訪問日      9月 23 日（月）午後および 9 月 23 日（火）午前 

Ⅱ．現地担当者    NUR ZAILI ALI さん(Sabah Forestry Department FSP) 

Ⅲ．研修生担当者   リーダー：前林明日香 副リーダー：早舩真知 記録：吉田拓史  

 

Ⅳ．訪問サイトの概要等 

クリアス川は、ボルネオだけに生息するテングザルをはじめ、自然動植物の豊かな地域で、川の

両側はサゴヤシ、ニッパヤシなどが見られ大自然の風景が広がっている。 

クリアス川のクルーズは、雄大な自然を目にすることでマレーシアの自然の豊かさと環境保全の

意義を再確認できるアクティビティである。 

 

Ⅴ．説明内容/体験内容 

① クリアス川 

クリアス半島の中で、クリアス川は観光地

に区分され、エコツーリズムが盛んである。

マングローブ、サゴヤシ、ニッパヤシに囲

まれるクリアス川のクルージングを通し、

ボルネオ固有種のテングザルや野鳥を観察

した。また、観光地としてのクリアス川の

現状を把握した。 

夕刻出航の船が多いのは、テングザルが食事時間で遭遇率が高いためで、実際多くの群を見る

ことができた。遭遇率が高いのは、森林が減少してきているため、人の目に触れる場に生息せ

ざるを得なくなっているためでもあるとのこ

とであった。 

② クリアス湿地センター 

クリアス湿地センターは泥炭湿地であり、森林

保護区域に区分される地域である。ナイトウォ

ーク、モーニングウォークを通して野鳥や虫、

植物を体感するとともに、センター及び森林局

の活動内容について理解を深めた。 

火事で失われた森林を植林により回復させる
クリアス泥炭湿地センター 

クリアス川の風景 
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こと、環境教育の場としてのセンターの運営の他に、土地の水分量を維持しつつ植林するのに

最適な種は何かを研究し実験する取組もあった。迫りくる油やしプランテーションを前に、簡

単ではあるが植林を行った。 

 

Ⅵ.所感 

 

■前林明日香（リーダー） 

・せっかくの貴重な施設であり、テングザルや周りの貴

重な植物などについて、簡単な英語の解説もあればな

およいと思った。 

・テングザルは野生生物局の担当になり、森林局は関わ

れないと言っていたが、野生生物が棲むのは森林なの

で、そこの連携がもっと取れればさらに効率よく森と

野生生物の保全に繋がるのではないかと思った。 

・木を世話することはなく、自然のままで倒れたり芽生

えたりと、自然の流れに任せているというのは素晴ら

しいことだと思った。 

・日本では見たことがないほど満点の星空で、まるで長

時間露光で撮影した一枚の写真のようにたくさんの

星が見え、空が暗くなく明るかったことに感動した。 

・ピットスワンプセンターの紹介ビデオがとてもよかった。写真や作りが洗練されていた。 

 

■早船真智（副リーダー） 

クリアス川では航空写真等で全景は把握できてはいないが、ところどころで開けていてその森

の薄さが気になった。木材の輸送に適した河川の近くが伐採されていないということは考えづら

く、テングザルやその他の動物たちはそのような危機を乗り越えて今保護されていると考えると、

人間中心で非常に勝手ながら、すごいことだと思う。新しい観光用の建築物なども見受けられた

が、言葉は悪いが人と他の生物がお互い利用し合って生存できるということが共生ということで

あると感じ、いつか終わりがくるにしてもそれをできるだけ先延ばしにすることが持続性だと思

った。  

クリアス泥炭湿地センターではこの泥炭湿地が世界的にみてもとても貴重だという話を聞い

た。そのまわりの「貴重とされない地域」まではパームヤシの植林地が広がっている。やはり、

クリアス川の動植物 
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ものごとにおいて「貴重であるかないか」ということは、非常に重要なキーワードなのではない

かと感じた。人間が客観的にある対象の存在価値を判断しようとするというときに、貴重さは非

常に有効であり、どんなことをいっても人間中心主義から離れることはできないと思う。 

 

■吉田拓史（記録） 

【クリアス川】 

 観光地として素晴らしい施設であった。 

 クルージングを通してボルネオ固有種のテングザ

ルを多く見ることができたが、多くの種を見ること

ができなかった点が残念であった。 

 川には、意外にも PET ボトル、プラスチック、紙

パック等がけっこう浮いていた。（中には漁業用の

PET ボトルもあるとのこと） 

【クリアス川での考察】 

 建物を増やすということでなく、土産屋等の施設を増やして収益を増やすこともできるの

ではないかと感じた。 

 川で見ることのできる動植物のパンフ等があるとより良いと思った。 

 案内人の声が聞こえないという課題は、経費はかかるがそれぞれ個人にレシーバのような

ものを配って、音声による案内を聞くといった方法もあると思った。 

 観光業者を含め、川の利用者間でのルールや取決めが必要であると感じた。 

【クリアス泥炭湿地センター】 

 油やしプランテーションが区域のすぐそばにまで広がっており、その影響で地中の水分量

が減少し、川も減ってきていることは問題だった。 

 火事により焼失した土地でも、植林活動により 10 年スパンで元の姿に戻したということか

ら、やはり微力でも植林活動といった努力の重要性を実感した。 

 地中の水分レベルといった観点から植樹の効果について考えたことがなかったので、新た

な考え方を得られた。 

 果物を試すなど、木を持続的に維持するための調査や試行錯誤を行っていることを知った。 

 湿地センターの紹介本や DVD があり、しっかりしていた。 

【クリアス泥炭湿地センターでの考察】 

 センター内の動植物の説明の看板は、管理できる範囲内で修繕が必要。できない場合は数

を減らす等の対応が必要である。 

テングザル 
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 センターの保護区域での活動に注力していることを感じ取れた。難しいことであるが、担

当外、管轄外、別の指定区域のことも考慮し、縦割りを排除し、トータルで保護活動を行

っていかなければならないと感じた。 

 

Ⅶ.その他のメンバーの気づきから 

【クリアス川】 

■ 森林に観光船が突撃するシーンが多く見られた。各観光船には、野生動物域と人間活動域との

間に明確な境界線はないとのこと。今後野生動物をより近くで観察したいという欲求が発生す

れば、管理がどのようになるか分からない。クリアス川を使う業者間での話し合いの場を設け

ることが重要かもしれない。（藍澤） 

■リバークルーズでサルが見られるのも、皮肉なことに彼らが生息できる範囲が狭くなっていて

いるから観光客が見ることができるという話も聞いた。ここのマングローブ林はレクリエーシ

ョンのための土地として区分されているので、管理に厳しい規制はないということだが、少し

扱い方が雑な感じがした。今のように、林の中までぐいぐいと船で入るようなことを続けてい

くと、マングローブの状態も悪くなっ

ていき、観光資源としても持続してい

かないだろう。クリアス川は保護対象

ではないという位置づけであったが、

観光業を持続的に行うためには観光資

源を守ることが不可欠である。現在、

テングザルも個体数が多いとされ保護

活動が行われていないということだっ

た。過去に河畔林の面積がどのように減少していったかは分からないが、その面積の減少がサ

ルの個体数に遅れて影響する可能性もあり、現在の個体数だけで安心してはいけないと思う。 

ツアーからの収益を普及のために役立て、さらなる観光客の増加を見込むこともできるので、

どこか長期的な視点が欠けていると思った。船を操縦している若者も多く、観光客も多く見ら

れたので、環境を維持しツアー内容をさらに改善していけば、このクルーズを持続的に行って

いけるのではないだろうか。（今中） 

■実際に河川から河畔林を見てみると、高木層が近くにしかなく、さらにサルが奥へというより

も川沿いに移動することが多かった。空中写真でクリアス川周辺を見てみると、より河畔林の

状況が分かりやすいと思う。（大竹口） 

■いろいろな観光業者がボートを出しているが、サルの群れをよく見ようと林の下の茂みに突っ

リバークルーズによるクリアス川の観察 



35 

 

込んで停止したボートを見た時は、マナーの悪さを感じた。例えば日本のホエールウォッチン

グでは、動物を驚かさないように一定の距離以上には近づかないなど、観光業者間でルールを

設けている。同様のルール作りが進めば、観光客もより楽しめるのではと思った。（木村） 

■川にゴミが浮いているのが目立ち、観光地な

ので、もっと徹底した整備が必要だと思われ

る。現地の人がペットボトルを使って漁をし

ているという話もあったが、別なものを使っ

たほうが観光客への印象は良い。 

また、リバークルーズのガイドの説明がよく

わからない部分があった。音量などで動物へ

の影響を考えるならば、パンフレットを作成

する等、観光客への配慮をしたほうがよい。

また、地図を作成すると、現在地などが明確になって観光客の人ももっと楽しめるはずである。

テングザルや周りの貴重な植物などについて、簡単な英語の解説もあればなおよいと思った。

（細川） 

■固有種などの見たい動物のいる場所に簡単にアクセスでき、一定の距離が保てる等、観光資源

としては非常に素晴らしい条件が揃っていた。 

その一方で、その資源を継続的に利用していくための配慮、規制等が不十分のように思えた。

野生動植物に与えるインパクトを軽減するために、利用業者のルールづくり、また観光客への

事前レクチャー実施などの対策が必要であると感じた。（森永） 

 

【クリアス泥炭湿地センター】 

■ナイトウォークで真っ暗な木道を歩き、翌日にはモーニングウォークでまた同じ木道を歩いた

が、朝と夜の全く違う雰囲気に驚いた。昨日真っ暗で何も見えなかった所はこうなっていたの

かと、翌朝は前日の種明かしをしながら散歩しているようだった。朝は、鳥や虫などたくさん

の生物も見ることができた。（今中） 

■「環境教育の現場では、大人と違って子どもは自分の意見をはっきり言い、思ったことを素直

に伝えてくれる。」というスタッフの話がとても印象に残っている。環境教育は、知識を教え

るという一方的なものではないと気づいた。子供の意見から考えさせられることもあり、教え

られることもある、またスタッフのモチベーションを上げることにもつながるのだと学んだ。

（江口） 

川岸に茂ったマングローブ 
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■クリアス泥炭湿地センターでは、人の手がほとんど入らずに森林が更新しているということで、

とても貴重な場所だと思った。環境教育プログラムだけでなく、もっと一般客に利用してもら

い、原生的な森林の構成種や、森林の構造（高木層や低木層）、泥炭湿地特有の植生などの理

解を深められる場所になればいいと思う。ただ、このセンターの 1 番の目的は原生的な森林を

維持することなので、訪問客による外来種の持

ち込み、植物の持ち帰りがないようルールを徹

底しなくてはならない。例えば、ボードウォー

クを始める前にレクチャーを受けることを義

務付けるなどの工夫が必要かと思う。 

クリアス泥炭湿地センターでは、プランテーシ

ョンなどが原因で乾燥化が進んだ泥炭地に、植

林をして森林化を図っている様子を観察した。

ただ、森林化した後も、泥炭のため火事が発生

しやすく、その度に植林するのはたいへんだと思った。（大竹口） 

■日本では湿地は特殊な環境であり、希少種が生息しているなど生物多様性保全上重要な環境な

ので、マレーシアでも泥炭湿地特有の生態系（特に依存している生物種など）や、泥炭湿地と

しての価値についてもう少し知りたかった。 

泥炭湿地の扱いについて、利用価値がなくても、前述のような生物多様性保全上の価値が見い

だせれば、適切に保全できるのではと思った。おそらく平地の環境では、利用しにくい泥炭湿

地以外の土地はいずれ開発されると予想できる。そうなれば泥炭湿地の樹林は、平地における

貴重な樹林として価値を持つかもしれない。（木村） 

■モーニングボードウォークでは看板などの設置場所が悪く、見えにくい地点がいくつかあった

ので、設置場所を考慮して説明書きなども多くあったほうが楽しめる。また、足場などの修理

も定期的に行ったほうが良い。朝と夜のウォークでも、もっときちんとした説明するなど、専

門知識を一般の人に楽しく伝えるための手法を、職員で共有することも必要である。（細川） 

■ナイトウォークは、暗闇を歩き、音を聞くアクティビティで、明かりなしで安全に歩ける方法

を考えれば、サロベツでも活かしたい。遠く離れ気候的にも全く違うサロベツとサバであるが、

少なからず類似点があり、共に湿地があり、泥炭地があるという類似点を見つけたときは少し

驚いた。もともと全く違う場所という概念があったために、そう感じたのではないかと思う。

サロベツの子どもたちも、こうした驚きや発見ができると、興味が増すのではないか。（森永） 

泥炭湿地センターでの説明 
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サイト訪問記録   コタキナバル湿地センター（KKWC）                         
 

Ⅰ．日時      9月 24 日（火） 

Ⅱ．現地担当者   Siti さん、Moho さん、Abrahamさん 

Ⅲ．研修生担当者  リーダー：今中愛美 副リーダー：藍澤雄太 記録：大竹口久美子  

 

Ⅳ．訪問サイトの概要等 

コタキナバル湿地センターは、サバ州の湿地とその湿地に見られる植物、鳥、その他の生き物

の保全の推進や、湿地に対する一般市民の意識向上を目指して活動している団体で、他の同様の

施設の模範となっている。 

マングローブ保全現場の体験として、苗木作りと植林体験を行うことができ、実際の活動から

五感を通して目の前にあるマングローブ湿地を体感することができる。 

http://www.sabahwetlands.org/society/ 

 

Ⅴ．説明内容/体験内容 

全体的な流れは、まず室内でこちらの自己紹

介をし、続いてビデオと職員の話により、施設

と団体について説明していただいた。その後、

外へ出てボードウォーク、マングローブの苗づ

くりを体験した。 

コタキナバル湿地センターは、1996 年に当

時はリカス湿地野鳥保護区として設立された。 

面積は 24ha と小さいが、コタキナバルに最後に残った湿地であり、マングローブの価値を普

及啓発する場所として有効であるとして、WWF マレーシアと政府が取り組み始めた。2000 年

の一般公開開始以来、2009 年 12 月までにマレーシア国内外から 80,000 人以上もの人が訪れて

いる。 

現在は、サバ湿地保全協会（SWCS）が管理運営を行っている。また、活動資金は入場料、環

境教育プログラムの参加費、スポンサーからの基金で賄っている。職員はわずか 5 名で入れ替わ

りが多い。主な活動内容は環境教育プログラムで、通常は月 4 回の頻度で行われている。また、

コタキナバル市街地から通う方も多いことから会員制が設けられ、入場料を無料にしたり、会報

誌を配布したりと、より市民に近い場所である“他の湿地への窓口”を目指している。 

湿地センターの敷地内には 10 種ものマングローブがあり、多様な生物種の生息地として、ま

自己紹介と施設の説明 
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た生活排水が海に流れるのを止めるフィルターとしての機能が期待されている。ボードウォーク

ではマングローブの種を同定したり、鳥やカニなどを見たりした。最後に訪れた苗畑では、自分

たちで採取したマングローブの種子を用いて苗づくりを体験した。 

 

Ⅵ.所感 

 

■今中愛美（リーダー） 

KKWC の説明をしてくださった Jocelyn さんは、JICA 大阪での海外技術研修プログラムに参

加した経験があり、それ以後 KKWC のマネージャーとして活動してきた方である。日本で環境教

育について学び、母国に帰ってからも参加型環境教育の実践者として活躍しており、「帰国した海

外技術研修員のその後の姿」を現地マレーシアで見て、「人」や「技術」という形で日本の協力を

感じることができたと思う。私が KKWC のリーダーとして自己紹介のプレゼンテーションを発表

したときは少し緊張したが、Jocelyn さんの明るく優しい性格に助けられた。 

その後は施設内を案内してもらったのだが、

案内が始まる前に、他のサイトではなかったあ

る工夫が見られた。それは、最初に動植物の写

真カードを見学者に渡し、見学者が散策中に見

たものの名前をこのカードで確認できるように

していることだ。カードを見て「これかな？」

「いや、こっちじゃない？」などと言いながら

木道を歩き、また新しいものを探すのはなかな

か楽しかった。この他にもガイドさんは、マン

グローブの種類を当てるクイズをしてくれたり、

実際に虫取り網を使ってマングローブの種を木

から採らせてくれたりした。 

この KKWC は、政府から委託されたサバ湿

地保全協会という NGO が管理しており、先ほど

の Jocelyn さんもガイドさんもこの NGO に所

属している。KKWC を対象としたアクションプ

ランを作るにあたり、「何か困っていることや問

題はありますか」という質問をしたところ、「資

金集め」との答えが返ってきた。入場者のマナーや KKWC に住む生物の問題などを予想していた

マングローブの種の採取 

採取したマングローブの種 
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ため少し驚いたが、資金に悩んでいるところは日本の NGO と同じだと思った。日本でも、活動

資金が足りないために資金集めに駆け回り、本業の方に手が回らないというのはよく聞く話であ

る。日本でさえも同じ問題を抱えているので、この問題の解決は難しいと思った。 

KKWC に掲示されている看板のメッセージ「私たちは自然環境を先祖から借りているのでは

なく、将来世代の子供たちから借りている」は、まさにこの地球の自然環境を「長期的な時間軸」

から考えたものだろう。借りていたものを返すような気持ちで、今ある自然を次の世代へと引き

継いでいかなければならない。 

KKWC は市街地のすぐそばにあるにもかか

わらず、市民からあまり重要視されていない湿

地であるようだが、コタキナバル市民がこの湿

地の大切さを理解し、先ほどのメッセージのよ

うに、将来世代の子どもたちにしっかりと返せ

る日が来ればいいと思う。 

 

■藍澤雄太（副リーダー） 

 サバ州には、NPO などがつくる環境教育のネットワークが存在する。特に、沿岸域での連携

が盛ん。 

 サバ州でも赤潮が発生していること。またさらに赤潮が発生すると、政府から海産物を口にし

ないようにとの警告が出る。昨年（2012 年）には死者が 10 名程出たという、毒性のある植

物プランクトンの研究が必要である。 

 以前、ココナッツの殻で川を浄化しようという計画があったらしいが、ココナッツでは浄化す

ることはできないと考える。 

 採水調査はほとんど行われていない、定期

的な採水調査によって富栄養化の原因とな

る栄養塩（N･P･Si）の出どころを認識する

必要がある。特に、農村部からの肥料によ

る栄養塩放出と、植林によるマングローブ

林の栄養塩固定の関係性が分かれば、さら

なる植林活動の重要性を広めることができ

るのではないか 

 植林をすることも重要であるが、脱リン・

脱窒の水処理プラントが本当に重要であると感じた。 

ボードウォーク 

マングローブの森 



40 

 

 

■大竹口久美子（記録） 

湿地センターは、コタキナバル市街地から車で約 10 分とアクセスがよく、市民が湿地をより

身近に感じるための“湿地への窓口”として適している。2000 年から一般公開を開始し、主に環

境教育プログラムを活動の中心としている。センターがもつ森林は小面積であることから、研究

対象とはなりにくいとのことで、湿地保全の意義を理解してもらうために利用される。コタキナ

バル市民の中には会員制を利用し頻繁に訪れる市民や、すすんでボランティア活動に加わる市民

方がいて、センターを支えている。 

現在、センターはサバ湿地保全協会により運営・管理されていて、職員の人数はわずか 5 名で

ある。職員の話によると、今センターが抱えている一番の問題は資金不足、スタッフ不足である

とのことだった。資金については入場料の収益や、スポンサーからの寄付等が中心となっている

そうだが、特にスポンサーについては自ら直接センターの活動意義を伝え、協賛を得るとのこと

だった。しかし、この資金を集めるには労力、時間がかかるし、寄付が持続的に得られるか分か

らないので多少不安定である。さらに活動資金を増やすためには、訪問客数を増やし入場料によ

る収益を増やすことがまず考えられる。次に、環境教育プログラムを学校の課外授業として行い、

その授業料（講師料）を学校側に払ってもらうと

いう方法を思いつく。職員の人数に関しては、5

名と少ない上に入れ替わりが多く、仕事内容を指

導する手間がかかるとのことだった。 

湿地センターは敷地内にボードウォークをも

ち、10 種のマングローブから構成されたマング

ローブ林を楽しむことができる。歩き始める前に、

林内で見られる生物の名前と写真が書いてある

カードを借りる仕組みがあり、観光向けになって

いるが、種名だけでなく生態や大きさも記載すべきとの声もあった。個人的には、ボードウォー

クの際にマングローブの種の見分け方について教えてもらったのが印象的だった。このセンター

におけるマングローブの役割として以下の 2 つが挙げられる。一つ目は魚、エビ、カニの生息地

を提供すること。これらの生物のうち成長すると海へ帰っていくものもいて、人間にとって大切

な資源となる。もう一つは市街地からの生活排水が海へ流れるのを防ぐフィルターとしての機能

である。その他にも木材として利用や、津波被害を低減したりなどと、マングローブ林の機能は

多様である。これらの機能を人間が生活の中で実感することは少なく、マングローブ林の価値が

分からなくなっている。しかし、失ってからその大切さに気付くことがあってはならない。 

観察用に配布された動植物の写真 
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Ⅶ.その他のメンバーの気づきから 

■人材と資金をいかに確保していくのがたいへ

んで、スタッフの入れ替わりが問題だという話

に、人材の育成も大切でたいへんなことだと学

んだ。また、信頼を得ることが次の寄付へとつ

ながるという言葉が、たいへん印象に残ってい

る。（江口） 

■室内での解説と園内のガイドウォークを受け、

環境教育のシステムが確立されていると感じ

た。マレーシア国内の施設の中では先進的な

印象を受けたため、環境学習のノウハウを学

びたいマレーシア国内の他団体等のよい研修

施設になると思った。スタッフによると、活

動資金不足が課題とのことで、今後日本から

の支援がなくなった時に、センターが自立で

きる資金集めの方法を今から試行錯誤してい

くことが必要だと思った。（木村） 

■都市の近隣であるためゴミなども多く見受け

られたが、身近に森林と生物を見られる非常

に貴重な場所であると感じた。ものごとに対

して興味、関心を抱くということには、経験

することがとても重要な要素であると思う。

同じ経験をしても人それぞれ感じ方は違うかもしれないが、経験しなければ始まらない感情も

多いと思う。現代の都市の生活では自然環境と切り離されてしまっていることがままあるため、

この湿地センターのような場所は市民が自然に興味、関心を抱くための入り口として役割は大

きいと思う。入り口さえしっかりしていれば、人の動きに変化を与える可能性は大きい。都市

近郊という立地を十分に活かした活動を、今後も継続的に行っていくことが大切だと感じた。

（早舩） 

■苗木の時点ですでにボロボロのものもあり、管理体制をしっかり整えたほうがよいと思った。

またやみくもに植林をするのではなくで、どういった基準で何本植えたのかを明確にしておい

たほうが、その後の成果や変化を知るためにも必要であり、よいと思われる。（細川） 

■継続的なスポンサーや企業から一方的にお金をもらうのではなく、互いに利益がある Win Win

発芽したマングローブの種 

マングローブの苗作り体験風景 
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の関係になる企業があれば一番であろう。マングローブがもつ塩水を淡水に変える天然の技術

を元に、水に関連する技術の研究や、企業を取り込めばよいのではないかと思った。（前林） 

■組織規模が小さく職員の入れ替わりが多いという状況だと、センターの機能を維持していくこ

とだけでもたいへんな作業であると推察され、日々の業務に追われ、なかなか新しいことに着

手できないのではと感じた。 

離職後の進路は、行政や外国であるとのことであった。行政機関など、地域内の別組織へ転職

するのであれば、その後も連携でき、考え方によってはつながりが広がるというメリットもあ

るのではないかと思う。日本における NPO は、給与的にも組織力的にも、経験を積む場所、

若手を育成する場所としての役割を担っているように感じる。考え方次第ではあるが、自然環

境保全に関わる人の裾野を広げる意味でも、重要な役割を担っていると感じる。 

散策に出発する前に配布された、カード式の簡単な図鑑のようなものは便利で、サロベツでも

導入できるアイデアである。また、訪問者を集中させ、積極的に参加させるためにクイズを出

したり、実際に葉に触れてみたりと、非常に考

えられたツアーだった。 

気になった点は、マングローブ林内のたくさん

のゴミや、木道が一部崩れて穴が開き、設置さ

れた看板に色あせて読みづらいものもあったこ

とである。木道の地図配布がなく、木道利用の

ルール等の事前レクチャーはなかったことは、

改善の余地を感じた。（森永） 

■ 都市部の近くにあることによる、メリットとデ

メリットをみることができた。センター内で見ることができる動物の説明カードの配布など、

サービスが行き届いていることを感じさせた。持続的な資金援助や、仕事の分担による個人の

負担軽減など、人を増やし組織を大きく安定したものにするなど、スタッフの退職を抑制する

ためにも、簡単なものから職場の環境改善ができればと感じた。 

企業との結びつきでは企業の CSR だけではなく、相互に win-win の関係を築くことができる

ようなパートナーを求めているとのことだった。ココナッツという自然の力を活用して水質浄

化を模索していたことから、日本の化学メーカー等のフィルター技術等、水処理技術を有効活

用できるのではないか。すでに日本企業との結びつきがあり、政府との連携もあるため、他の

NGO 団体にもそういった結びつきをつくる方法をレクチャーすることがあってもよいと思っ

た。（吉田） 

マングローブの苗床 
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サイト訪問記録     サバ大学（UMS）            

 

Ⅰ．日時      9月 25 日（水） 

Ⅱ．現地担当者   Kalsum.Y さん,  Sahana Harun さん 

Ⅲ．研修生担当者  リーダー：細川智世 副リーダー：大竹口久美子 記録：今中愛美  

 

Ⅳ．訪問サイトの概要等 

 

サバ大学熱帯生物保全研究所（Universiti Malaysia Sabah（UMS）,Institute for Tropical 

Biology and Conservation(ITBC)）は、学生数約 17,000 名、13 学部・研究科、3 研究所他を

有するサバ州初の国立大学として、1994 年にサバ州コタキナバル市郊外に設立された。熱帯生

物保全研究所は同大学内にあり、熱帯生物の生物種や生息・生育地保護に関する研究、情報発信、

人材育成などの活動を行う。 また、ボルネオ生物多様性保全・生態系保全プログラム（BBEC）

の研究拠点として日本からの技術移転や設備供与を受け、充実した研究環境を持っている。 

http://www.ums.edu.my/ibtp/about_us.htm 

 

Ⅴ．説明内容/体験内容 

 

サバ大学の熱帯生物保全研究所(IBTC)は、熱帯生物の生物種や生息に関する研究、情報発信、

人材教育などの活動を行っている場所で、サバにおける生物研究の中心としても有名なところで

ある。私たちがサバ大学を訪問した際、出迎えてくれたのは男性 4 名、女性 6 名の大学院生計

10 名。最初に研修員側からのプレゼンテーシ

ョンを行った後に、大学スタッフの Sahana

さんより ITBC について説明していただいた。   

プレゼンテーションからは、ITBC が、動植

物の生態研究から川の水質調査まで幅広い研

究テーマでフィールドワークを頻繁に行って

おり、調査地と ITBC を往還した活発な研究を

していることがわかった。また、日本の京都

大学や酪農学園大学との交流もあり、日本を

はじめとする海外とのつながりも強い。 

双方の自己紹介が終わったところで、次は大学施設内を案内していただいた。ボルネオ生物多

サバ大学の学生たち 
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様性保全・生態系保全プログラム(BBEC)の研究拠点

として、日本からの技術移転や設備供与を受けた場

所でもある ITBC は、充実した研究環境を持ってい

る。大型の電子顕微鏡やその他の電子機器など、そ

の充実した設備には驚いたが、中でも JICA の鈴木

さんがぜひ見てきてほしいと言っていた、生物標本

の保管庫は迫力のスケールだった。徹底した温度・

湿度管理が施され、レバーを回して移動させること

ができる本棚のような保管庫がびっしりと並んでい

る部屋が全部で 4 つ。乾燥させて標本にしたものや

ホルマリン漬けにしたものなど、それらは保管形態

や生物の種類によって部屋ごとに分類され、大切に

保管されている。 

生物保管室は基本的に授業では使わず、研究機関

としての博物館の役割を担っているという。また屋

外には、植物を管理するための温室があり、そこには希少な熱帯植物等が育てられていた。 

最後に大学内の丘を上ったときには、サバ大学の広大な敷地を見ることができ、サバにおける

研究の中心地としての力強さのようなものを感じた。 

 

Ⅵ.所感 

 

■細川知世（リーダー） 

・意欲、意識 

研究に対してすごく意欲的な学生が多いと

感じられる。今の日本の学生は就職ばかりに

目が向いている気がするので、サバ大の学生

は学問に意欲的で生き生きしているように

感じられる。 

・日本への興味関心 

交流した学生は、けっこう日本へ来たことがあるという人がいたり、そうでなくても日本に対し

てとても興味を持っている学生が多かったと感じられる。 

・資源の重要性 

生物標本の保管庫 

サバ大学の学生たち 
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保管庫などの設備を見ると、遺伝子や生物ですら資源と考えて、種の多様性などをしっかりと

守っているということがわかる。 

・大学設備 

日本よりも設備の良い場所などが多くみられる。日本からの機材も多くみられる。逆に日本で

は、設備があっても有効に活用されていないように感じられる。 

 

■大竹口久美子（副リーダー） 

今回、交流させていただいたサバ大学の学生の方々は、海洋系から、化学系、森林系とさまざ

まな分野を専攻していた。熱帯生物保全研究所という 1 つの場所にいくつもの分野があり、広い

視点で研究できることがよいと思った。大学で専攻

が分かれていくにつれて、同じ分野の人が集まるよ

うになり、どうしても視野が狭くなってしまう。さ

まざまな分野を専攻する人が同じ場所に通い意見

交換ができる距離にいることは貴重だと思う。 

また、ペアの学生と話しをしている時に民族の

話になり、民族の言語や多民族社会を実感する経験

などの話を聞くことができた。同年代で自分の国に

ついてよく知っていて、それに対し私は日本の歴史について知らないことが多いのできちんと知

っておこうと思った。 

研究所内の施設をいくつか見学させていただいたが、その中でも資料室がおもしろかった。保

管するための機器が日本製品で、このような支援の方法もあることが分かった。私が特に面白い

と感じたのは昆虫の資料室で、絶滅した種を見ることができたり、改めて種の多さに驚いたりし

た。植物の資料室については、偶然見た資料が

葉にしわが多く少し状態が悪い気がした。これ

らの資料は博物館にも展示されるということ

で、一般の方が見る機会を持てることは素晴ら

しいことだと思う。大学の授業では用いないと

のことだったが、このように学内にたくさんの

標本が保管されていることをうらやましい

と思った。 

固有種というのは、特定の土地に適応するために進化したのであって、生息地が限られている

植物を管理するための温室 

保管庫に保管されている貴重な資料 
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のは当たり前であり、1 つの生息環境が壊れると絶滅に追いやられる。しかし、そのリスクを負

ってまでも、棲み分けにより他の生物との競争を避け、これまで生き残ってきたことも事実であ

る。よって固有種は他の生息環境に適応しにくく、もともと環境の変化にともない絶滅する確率

が高い。固有種の生態は他の生物と異なる特徴をもつなどとても興味深いが、もともと絶滅しや

すい固有種を優先的に保護することについて、少し疑問を感じる。むしろ生息範囲が広く、さま

ざまな環境に適応できる生物種が絶滅に追いやられた時こそ、危険だと思う。 

 

■今中愛美（記録） 

大学院生もスタッフの方々も女性が多く、男

性が多い理系の大学院のイメージとは違って

いたのが印象的だった。また、顔立ちも肌の色

も服装もそれぞれ異なる大学院生からは、「多

民族国家マレーシア」だということを、改めて

実感させられた。 

熱帯生物保全研究所(ITBC)の紹介をしてく

ださったスタッフの Hannah さんも、““ハナさ

ん”って呼んでくださいと最初に自己紹介をしてくれて、プレゼンテーションのなかでも ITBC と

日本の大学との交流について説明されて、とても親近感を持って聞くことができた。 

大学施設内を見学させてもらって驚いたのは、なんといってもその充実した研究環境である。

ひとつの研究室に設置された立派な研究設備や大型のパソコンなどを見て、同じようなフィール

ドを研究している仲間の研修員も、自分たちの大学との違いに驚いていた。   

そのなかでも、JICA の鈴木さんがぜひ見てきてほしいと言っていた生物標本の保管庫は、か

なりのスケールで印象に深く残っている。私の大学の図書館にある大きな本棚に似たレバーを回

すと動く移動式の保管庫は、何個も連なって広い部屋を埋め尽くしていた。この保管庫は BBEC

の一環として日本の協力によって設置されたものであるため、保管庫にはしっかりと日本の ODA

と JICA からの支援を示すシールが貼られており、「日本の支援」を直接自分の目で見ることがで

き感激した。日本の支援というと、橋や上下水道設備などインフラ設備などが多いが、こういっ

た形の研究のための支援があるということもまた、私にとって新鮮だった。 

ホルマリン漬けにした液浸標本や乾燥標本など、保管状態によって全部で 4 つの部屋に分類さ

れていたが、最後に見たはく製標本の部屋は動物のはく製がたくさんあり、見ていて面白かった。 

これらのはく製は展示物でもあるため、より生きているものに近づけるためにも人工の目玉を

サバ大学の学生との交流 
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入れているという。なかにはまだ標本作業が終わっておらず、袋にまとめられたオランウータン

の骨などもあり、これらは順に作業を進めていかなければならないようだ。 

この他にも、屋外にある植物の温室や大学内にある丘など、いろいろなところに案内してもら

った。大学内を見学している時や食事の時間には各自のペアと会話などをしながら、マレーシア

との学生との交流もすることができたのでよかったと思う。私のペアはシャイな男子学生であま

り会話が弾まなかったというのが実のところではあるのだが、このあとの植林活動のときには仲

良くなることができたと私は思っている。 

  

Ⅶ.その他のメンバーの気づきから 

 

■サバ大学内に設けられている熱帯生物保全研究所では、先進国の大学にあるような立派な保管

庫があった。しかし、設置されてまだそんなに日が経

っていないということもあってか、満足に活用できて

いる感じがしなかった。例えば、保管庫にまだ余分な

スペースが存在すること、また、大学の授業では保管

庫に管理されているサンプルを使用することがない

ということが挙げられる。改善点としては、博物館学

芸員資格取得コースなどをサバ大学が推奨し、学生の

研究・保管庫の使用方法を高める必要があると感じた。

ロッカウィ動物園・サバ州立博物館と、より密な連携

を図ることがよいのではないか。（藍澤） 

■研究設備が充実しており、蝙蝠の生態研究やパーム油

のプランテーションと環境保全の話などが印象に残

った。（江口） 

■学生の一人が、研究対象にしているシナモンの新種を発見したい、と言っていたのが印象的だ

った。マレーシアには、まだ発見されていない生物種がたくさんあって、生物多様性の宝庫で

あること、その反面生物相の把握は開発途上だということを実感した。そんな中で、標本の作

製技術や、管理技術がしっかりしていることは、とても重要だと感じた。（木村） 

■今回交流した学生たちは、phd まで目指して研究者になりたいという意識の高い学生が多く、

自分にとって非常に刺激となった。海外の研究者とも積極的に交流していっている姿勢を、も

っと見習わなくてはならいと強く感じた。ボルネオ島の自然環境を保全するという観点からす

れば、大学において研究が行われるということは非常に有効であると思われる。貴重な研究対

昆虫の資料室 
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象地として世界に認識されることが、国にとって、農地や住宅地、産業地にすることよりメリ

ットとがあると考えられることが重要である。そのためには研究者が積極的に社会と関わり、

情報発信を行っていかなければならない。日本の大学でも課題となっているが、いかに他業界

の人々を巻き込んで理解を広げていくかが課題である。（早舩） 

■施設がとても充実していた。ほとんど日本からの支援ということで、日本との繋がりをすごく

感じ、交流の大切さを身をもって感じた。また学生の人種がインド、中国、エジプト系など多

様で、本当に多民族国家なのだと感じた。（前林） 

■日本の支援で、ボルネオの動植物の調査研究のために資機材が導入されている現場を見ること

ができ、機材も有効に活用されていた。 

これまでに見たことのある支援の現場では、部屋の隅や廊下に積まれたままの機材、壊れて使

えなくなった機材が放置されていることが目に入り、そのことばかりが気になったが、今回は

どこもきちんと使われているように見受けられた。（森永） 

■剥製、動物の標本等に触ったりできることが意外であり、今後それらをどのように管理してい

くのか気になった。また揃っていない種のコレクションを今後どうしていくかが問題で、大学

と博物館等の提携を通して外への発信もしていくのかと考えた。 

JICA から寄付された電子顕微鏡があったが、もはやサバ大学は十分設備が揃っていると感じ、

逆に日本の大学が見習う所が多く刺激にな

った。日本はもっと国内の大学・研究機関

に援助していかなければならないと感じた。 

酪農学園大学や神奈川大学等、予想以上に

多くの日本の大学・小学校との交流活動が

あり、私の大学では交流等の活動はほとん

どないため新鮮に感じた。 

マングローブの植林では、前回植林して育

たなかった苗が残っていて、植樹後の生存

率はそこまで高くないのではないかと思っ

た。苗木を準備するまでに 1～2 年と年単

位の時間と労力を要しているため、生存率

を高くする工夫、心掛けをしていきたい。 

マングローブの植樹は、予想していたもの

とは全く異なり、足場も悪く、経験してみなければ得られないことを実感した。それがエコツ

ーリズムの魅力であり、マングローブ植林をより多くの人に体感してほしいと感じた。（吉田） 

サバ大学の学生たちと共にマングローブを植林 
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サイト訪問記録 NGO リーフウォッチ／バンギ・ユースクラブ    

 

Ⅰ．日時       9月 26 日（木） 

Ⅱ．現地担当者    Sofia Johari さん（WWF-Malaysia） 

Ⅲ．研修生担当者   リーダー：藍澤雄太 副リーダー：吉田拓史 記録：早舩真智  

 

Ⅳ．訪問サイトの概要等 

現地 NGO リーフウォッチは、サバ州の北にある町クダットにある WWF（世界自然保護基金）

が、コタキナバル周辺の海の保全を目的に作った NGO で、環境管理プログラム「 I See, I Care, 

I Save」を実施している。 

バンギ・ユースクラブは、2015 年国立公園に指定される予定のクダット周辺の大規模な海の中

にあるバンギ島にあり、住民の環境意識向上を目的に作られた組織で、主に海の環境教育プログ

ラムの実施を目指して活動している。WWF クダットはこの組織と連携を図り、国立公園に指定

された際にはホームステイやエコツアーも実施することも目指している。 

 

Ⅴ．説明内容/体験内容 

① Tun Mustapha Park について 

政府によって、環境保全と海洋資源の持続性維持のために海洋国立公園としての指定案が進

められているが、その影響として漁のやり方や獲量に制限を与えられ、自由経済活動ができ

なくってしまうことえお恐れる現地住民との利益対立が発生している。 

爆弾や毒薬、目の細かい網による過剰漁獲を行わず、現地住民の収入や生活の質向上が確保

されることを目指しているが、順調に進んではいない。 

② バンギ・ユースクラブについて 

2003 年よりＷＷＦマレーシアのボランティ

として活動をはじめ、2009 年にサバ州によ

って正式な活動団体とし登録され、150 人の

メンバーがいる。 

主に現地の若者たちによって構成され、持続

的な海洋資源利用のための環境教育やワーク

ショップなどを行うほか、国立公園側と現地

住民の懸け橋としての役割も担っており、今後の双方の話し合いの進展のために重要な役割

を担っている。  

同世代のバンギユースクラブの面々 
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③ シュノーケリング  

研修員 2 人にバンギ・ユースクラブの

メンバーが一人付き、シュノーケリグ

を行った。 その後、観察した海洋生物

を図鑑で調べ、グループごとにポスタ

ー発表を行った。研修員たちにとって

海洋生物や爆弾漁の痕跡などを観察で

きたことは、現地の歴史と生活、今後

の持続性を考える上で貴重な体験とな

った。また、バンギ・ユースクラブの

メンバーにとっては、外国人と接する貴重な機会となったと聞かされた。今後、漁業以外の

収入源を確保していく上で、代替として考えられているのはエコツアー等の観光業であり、

それに向けて「現在から外国人と接し、どのように付き合っていったらよいかを、現地の若

者たちが考えることは非常に重要なことである」と、ＷＷＦマレーシアの Sofia さんは 述べ

ていた。 

 

Ⅵ.所感 

 

■藍澤雄太（リーダー） 

 バンギ・ユースクラブの行っている活動が、沿岸のごみ収集・サンゴ植林・環境教育・地域住

民との会合など、質の高いものであったことが印象的であった。 

 マヌカン島沿岸域において、毒性のウニ：ガンガゼ Diadema setosum を異常に多く観察す

ることができた。毒性があるため、レクリエーション目的の沿岸には向かない生物であること、

植食性（海藻に対し非常に強い食圧を保持）、サンゴを食べてしまうことから、日本では駆除

の対象になることもあるが、マヌカン島およびマレーシアではガンガゼに対する駆除は行って

いない。 

 ビーチに海藻が少ないように感じた。稚魚の成育にも関わる環境因子であると思うので、海藻

の植林も考えてみてもいいのではないか。 

 マレーシアにも里海的な活動・考え方はあるが、地元民の理解を深めきれていない。 

 マレーシアの沿岸海域で最も問題となっていることは、違法とされている爆弾を用いた漁であ

る。現在では、沿岸パトロールによる対策がなされている。 

 

シュノーケリングの基礎から教えてもらった 
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■吉田拓史（副リーダー） 

 サンゴを植える活動があることを知らず、その取組みが印象的であった。 

 シュノーケリングを通して、熱帯の魚、海洋生物を観察した。サンゴが他の生物の生息場所に

なっていることが見てとれた。他にも、サンゴ礁は防波堤の役割もあり、人の生活にも関与し

ている。 

 Fish Bombing により、サンゴ礁に被害がでることが問題となっていた。代替漁法を推奨、提

供していくことが可能ではないかと考えた。 

 GPS 機能を有効活用することで、海上のパトロールを行っていた。このように他分野、特に理

工学技術が、環境保全活動の手助けになっていることを嬉しく思った。 

 目的により区域分けを行っていたが、区域分けが一直線上に成されている部分が多く疑問を感

じた。というのも、海洋内環境を調査把握すれば、区域もそのように簡単に分けることができ

ないと感じたため。しかし、区域面積が

大きすぎるため致し方ないことか。 

 活動資金が不足しているとの声が多か

った。 

 パペットショーを通した環境教育、リー

フ・シャークの調査、ハンドクラフトマ

ーケット等、バンギ・ユースクラブの活

動の幅が広く一通りの活動をしている

ことがわかったが、資金不足の現状も考

慮すると、優先順位をつけて重点的に行

う活動に絞ってみても良いのではないかと考えた。（2015 年に国立公園認定に向けて 10 年前

から幅広く活動しているという背景もあった。） 

【バンギ・ユースクラブ】 

今回のように、若手人材を派遣して研修の場として活用したり、語学の強化も行う等、モチベ

ーションが高く、しっかりとした団体であることが見て取れた。 

【マヌカン島】 

コタキナバルからのアクセスの良さ、島全体の施設を見ても観光地として申し分ない場所だと

感じた。マヌカン島の自然・魅力を保ってほしい。ビーチで丁度、水で穴を掘り木の杭を打ち

込んでいる所をみた。建物を建てている途中だったのだろうか。 

  

■早船真智（記録） 

自己紹介と施設の説明 
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ほとんど同世代であるバンギ・ユースクラブとの交流が、非常に勉強になった。ここでも、国

立公園という政府側の意向と漁師との利益対立が起こっていた。毒薬や爆弾で行う漁など話では

聞いていたが、現場にきて、より身近な問題に思えた。それが一概に悪いということではなく、

現状において優先するものの違いであり、未来のヴィジョンの描き方は、政府と現地住民の目線

が違うのだから、異なるのは当たり前である。だからこそ、合意形成をするために話し合わなけ

ればならないのだが、感情的な対立もありなかなか進まないと聞いた。この現状にどう折り合い

をつけて次を目指すかという点で、地元若い世代が行動を起こすという意義は非常に大きいと思

った。ただ現状を受け入れるのでなく、また真向からぶつかり続けるのでもなく、お互いが現状

を把握して変わって行こうという意思がないと、国家と住民間の問題解決は難しい。そのために

は交渉役が必要であり、それにはお互いの立場を柔軟に考えられるような若い世代の協力が必要

不可欠なのであろうと思った。、 

 

Ⅶ.その他のメンバーの気づきから 

 

■バンギ・ユースクラブはスタッフの年齢層が低

く、20 歳代の若者が多いのが特徴だ。だからこ

そなのか、ブリーフィングで紹介されたクラブ

の活動は実に多様であり、スタッフ一人ひとり

も活きいきとしているように見えた。（今中） 

■アクティビティのシュノーケリングでは、グル

ープで図鑑を見ながら、シュノーケリング中に

見えた生物を模造紙にスケッチした。自分が見

たものを図鑑で確認しスケッチするというのは、

海での環境教育だけではなく他のところでも応

用できるのではないかと思った。バンギ・ユー

スクラブがやっているような「良いところ」を

参考にして、他の団体なども自分たちの活動を

より良くしていくといったような学び合いは大切だと思った。（今中） 

■組織後１年ほどにも関わらず、活動内容が活発で驚いた。広報にメディアをいかにうまく使う

かが、イベントの成功に関係する。（江口） 

■サンゴ礁を中心とした生態系の復元が、地元と WWF との連携により進んでいる。サンゴ礁は

一見美しい景観としてとらえられるが、海において重要な役割をもつ。一般的に知られている

シュノーケリングで見た生物をスケッチ 
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のは、魚類を中心とした生物に生息地を提供していることで、成長すると遊泳して生活する種

の中でも、稚魚の時期はサンゴ礁を生息地とするものも多いという。このように、サンゴ礁で

育った魚たちが、最終的に私たちにとって大切な資源となる。また、津波の際に波の勢いを低

減する可能性も高いそうだ。 

シュノーケリングで、海底にガンガゼというウニの仲間を多数確認した。このガンガゼは海藻

を食べたり、サンゴにも悪影響を及

ぼしたりと増えすぎると生態系のバ

ランスを崩してしまうそうだ。この

ことを地元の方々が知らなかったこ

とから、そのような生物の相互作用

に関しての知識が不足しているので

はないかとの見解もあった。（大竹

口） 

■WWF ジャパンの会員として普段

から活動に賛同しているが、いつも会報で外国でのプロジェクトとして見ていただけだったも

のが、今回は現地での活動を実際にみることができ、とても有意義だった。バンギ・ユースク

ラブは、地元の若い人たちが自分たちの生活の場である海の自然保護に積極的に関わっていて、

頼もしく感じた。（木村） 

■GPS 技術を使ったパトロール体制は整っているようだったので、サンゴに対する知識をもっと

つけるとよいと思われる。海にゴミが浮いているのも見られたので、保全作業の傍らゴミ拾い

なども行うとよいと思われる。（細川） 

■バンギ・ユースクラブのビデオがとてもよくできていて、特に写真がとてもよかったので聞い

てみると、リーダーが撮っていると聞いて驚いた。誰に教わったわけでなく作ったと言ってい

たので、とてもセンスがいいと感じた。クロッカー国立公園と違い、バンギ・ユースクラブの

地域の人たちは自然を守ることに興味を持ち出しているようなので、すごいと感じた。（前林） 

■若い世代が自発的に活動をしていた。彼らは 10 年ほど活動をしていて、子どもの頃から始め、

継続して活動を実施してきている。保護区になる予定の地域に住む漁師の若者が参加していた。 

サロベツでは、小学生の活動からそのまま継続して続いていけるようなシステムがないため、

これまでこうした子どもたちは育っていない。今後はそうしたシステムづくりが必要と感じた。

また、サロベツにおいても一次産業（漁師、酪農家など）の若者が、積極的に関われるような

体制が必要であると改めて感じた。 

また WWF マレーシアの村へのアプローチ方法について、どこでも同じようで、最初は地域の

シュノーケリングの風景 
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人々に反対されるそうである。そのため、子どもを対象にした環境教育を実施して、10 年く

らいかけてそこから情報発信できるようになっている。併せて、女性をターゲットにして、ハ

ンディクラフトの作り方から販路まで支援しているとのこと。そのようにして、地域全体の行

動変容を促しているそうである。WWF だからできる、時間もお金もかかる活動であると感じ

たが、その中でも自分たちのできる範囲の活動で生かせるアイデアが、いくつか見つけられた。

小学生を環境教育のターゲット

とすることは、今後も続けていく

重要なことである。また、女性を

ターゲットにした活動で地域と

のつながりを強めていくことは、

今後サロベツの活動で取り入れ

ていきたいアイデアであった。 

シュノーケリングで魚類観察し、

調べて発表したプログラムにつ

いて、まず、体操から道具の使い

方、水中での合図方法等、入念に説明され、練習してから実施した。危険なアクティビティで

あるため、しつこいくらいにやってもらえたことが、きちんとしているという安心感につなが

った。プログラムとして良く考えられているし、ユースクラブのメンバーもよく学んでいると

感じた。10 年続けているということを肌で感じ、ただ続けているだけではなく、継続した分

向上していると感じた。サロベツにおいても、大学生が毎夏、木道ガイドを手伝ってくれてい

るが、ガイドとは何か、何をするべきかという根本的な部分のインプットができないまま、こ

こ数年来ている。来シーズンまでには完成させないといけないと改めて感じた。（森永） 

 

バンギ・ユースクラブのメンバーと共に 
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サイト訪問記録  モンソピアド村／NGO CLEAR            

 

Ⅰ．訪問日     9月 27 日（金） 

Ⅱ．現地担当者   ADAM さん（モンソピアド村）／Adelaide さん（NGO CLEAR） 

Ⅲ．研修生担当者  リーダー：吉田拓史 副リーダー：木村しのぶ 記録：前林明日香  

 

Ⅳ．訪問サイトの概要等 

 

モンソピアド村は、昔の伝統的な生活を観光客

に見せることを目的に作られた文化村。モンソ

ピアドとはカダザン・ドゥスン族の英雄たる戦

士で、今から 200 年ほど前に実在した人物であ

る。彼がこの世に生を受けた同じ日に、カダザ

ン・ドゥスン族の聖なる鳥が同じく雛を孵した

ことから、彼には特別な力が授かったと言われ

ている。盗賊からの襲撃に遭っていた村を救い、その首を持ち帰ったモンソピアドは伝説の戦士

として後世まで語り継がれている。 

http://www.monsopiad.com/ 

現地 NGO CLEAR は、サバ州の先住民族であるカザダン族のウィニーさんが立ち上げ、地域の

水質浄化等の取り組みを行う市民団体で、子どもの頃の綺麗な川を目指すには、昔の生活スタイ

ルにヒントがあるのでは、という発想から活動している。組織後 1 年ほどの若い NGO で、地域

住民と共に川を訪れ、伝統的ないかだを利用して川の実態を観察するアクティビティといった体

験型のプログラムを実施している。 

 

Ⅴ．説明内容/体験内容 

 

①モンソピアド村 

・カダザン族による 3 つの代表的な踊りを鑑賞。 

「スマーザル」 

声を上げる男性に女性はついていく。農耕

民族であるカダザン族の豊作を祝う踊り。 

「サザウアパー」 研修生も踊りに参加した 

モンソピアド村の入り口 
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パパール地方に住むカダザン族によるもの。タジャウという壺に精霊が宿っていて、その

精霊に感謝を込めて祭る踊り。 

「バグナティプ」 

戦闘民族であるムルット族の踊り。男性は戦士の木の皮のベストを着用し、女性はバンブ

ーダンスを行う場を作る。戦いの帰りに踊る。 

・モンソピアド村を視察する。 

40 人以上の首を取った 300 年前のモンソピアドという英雄の武勇伝を伝えるために、1993

年 5 月 1 日に子孫が作った文化村。 

以前は「GINUTUN DO MOHOING」という石の上で、敵の頭を竹の中に入れ自然に白骨

化させてから家に持ち帰るという風習があり、石の

周りでボボヒダンという祈祷師によって動物の生

贄などを石に捧げる儀式が行われていた。しかし若

い人がボボヒダンにならなくなりボボヒダンがい

なくなってしまったため、2000 年 1 月を最後に行

われていない。 

「SIDU DO MOHOING（骨の家）」は、子孫が

6 代続いて守っている家。1996 年に観光用に改修

している。この家は土足禁止。300 年前の 42 人の頭蓋骨と共にかけられていた草（ヒサン）

は、悪い精霊から首を守るためのもの。ボボヒダンの写真や装飾品、インドネシア領ダヤク

族のセレモニーに使われていたオラウータンの頭蓋骨、100年前の衣装等が展示されていた。 

「TANGKOB」は米を保存する場所。洪水から守るための超高床式、また火災被害を恐れて

家とは別に作る。一家族（7～10 人）の 1 年分を保管している。 

「TANGKOB」の下には地酒を作る所があり、米で作られた「タパイ」というアルコール度

20％の醸造酒をはじめ、タパイの蒸留酒でアルコール度 40％の酒に 15～17 種のハーブ系

の根を入れたものなどがあった。これらの地酒は結婚式などのセレモニーでよく飲まれる。 

 

②現地 NGO CLEAR 

・2012 年 2 月 12 日に設立された、コミュニティーベースの NGO。 

昔は泳いだり飲み水としても使っていたが、今は急激な開発などによる工業・生活排水等で汚

染されてしまったモヨグ川の保全を一番の目的としている。第二の目的としては、ピナンパン

地区に住む若者を巻き込んで、地域の全てのコミュニティを繋げ協力して川を守ること。川の

保全を通じて生活の質をより良いものにし、川の価値を高めることが CLEAR の目的である。 

村の生活や儀式に使われた道具 
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BABAGON ダムが上流にあり、コタキナバル、ピナンパン、リカスなどに供給。 

以前は禁漁期間を設け、周辺住民が共同収獲するなど自然と共存していた。しかし今は毎日の

生活に忙しく、川ともコミュニティ同士の

繋がりも失っているため、多くのコミュニ

ティを川に関わらせて、川の大事さを思い

出してほしいと考えている。上流から下流

まで、全ての人が協力すること。そして集

めたゴミを回収するのは、政府の助けが必

要であること。「Gotong－Royoug」（相互

扶助）の気持ちに加え、環境保全とビジネ

スを繋げていくことも必要だと考えている。 

植林では「TONDONG」を植えている。この木は実が食べられるうえ、魚や鳥の餌場となり、

川の浸食を防げるだけでなく土壌の海への流出を防げる。いずれは元のように川辺でピクニッ

クができる場所にすることを目指している。 

・CLEAR との植林。 

船に乗り実際にモヨグ川を下る。先日の洪水の影響で川に竹が流れ込んでしまっていたが、現

地の筏と船に分かれて乗り、途中で乗り降りしながら植林を行う。今後は植林した土地の所有

者が、植林した一人一人の名前をつけて管理するとのこと。途中、ココナッツミルクやサゴヤ

シでできたお汁粉のようなものやジャックフルーツをいただく。お土産には「バンバンガン」

というマンゴーの酸っぱいお漬物が出された。昼食では、CLEAR の支援者らとともに「ソコ」

（筍と豚肉）「パキス」（山菜）「サバ」（酸っぱい山菜）「ヒナバー」（鰆のマリネ）と白米を振

舞っていただいた。 

 

Ⅵ.所感 

 

■吉田拓史（リーダー） 

【モンソピアド村】 

 モンソピアド村は観光地として、ガイド、ダン

スといったアトラクションがしっかりしてい

た。ウルセナガン村のモデルとなり得る可能性

を感じた。 

 村特有のお酒も魅力の一つで、作る工程も見る
村の伝統的なお酒 

NGO CLEAR の活動内容を聞く 
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ことが可能な点が良かった。 

【NGO CLEAR】 

 CLEAR の活動は、川の水質を改善するという点では間接的なものであった。個人及び NGO、

NPO 規模でも活用できる、直接的な浄化技術がないものか。 

 発展しているマレーシアにおいても、ビジネスレベルで考えれば下水にビジネスチャンス

はかなりあると感じた。 

都市開発と環境保全の両方が、今まさに起きている場所だった。 

 村の人が土地を手放してしまい環境を考慮せず開発されることがないようにと訴えかける

活動を、熱心に行っていることが印象的だった。 

 川を守るためには、その川に繋がる支流及び周りの土地や環境を、同様に守っていく必要

があることを改めて感じた。 

 Celebrating world rivers day といったイベントを行うという案、組織の規模を考えると

行動、実施に移すあたりがすごいと感じた。 

 植林した木を、家族単位で担当し管理している仕組みがとてもよかった。というのも、植

林後の木の生存率を高める等のケアを、より改善したいと

感じていたからである。 

【考察】 

 NGO CLEAR は、組織内及び活動に協力してくれる人で信

頼関係が築けていた点がよく、そのような組織体制が重要

だと感じた。 

 この地域では、川沿いの伝統的な村の生活、畑、風景と、

車で 5 分行けば幹線道路やモールが建設中であるといっ

た所で、日本の都市開発のノウハウを現地に即した形で提

供できないかと考えた。モノでなくアドバイス、ナレッジ

の提供はすぐにでもできると思う。 

. 

■木村しのぶ（副リーダー） 

モンソピアド村は、観光施設としてつくられたものだが、伝統的な生活や文化を見学すること

ができた。昔は建物にニッパヤシを使っていた（水をはじく性質があり、2 年間はもつ）が、今

は竹も使っていること、昔は山の民族と海洋民族とで物々交換していたが、その後はお金で売買

するようになったことなどを聞いた。 

CLEAR では、川をきれいにし、川沿いのコミュニティを川の保全によってつなぎ、川での遊

CLEAR で植林を体験 
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びを楽しむ活動を積極的に行っている様子を知ることができた。 

環境教育として知識を教えるだけでなく、竹製のいかだのように川に親しむアクティビティを

活用していることは、誰でも気軽に参加しやすくたいへんよいと思った。 

現地で見学した下流の川の水は汚く、今後の川沿い地域の発展を考えると、公的な下水処理施

設の整備も必要だと思った。 

 

■前林明日香（記録） 

・モンソピアド村には、もう行われていない昔の儀式の装飾品などがあって、外部の観光スポッ

トとしてお金を得るのはもちろんだが、観光名所にすることによって、カダザン族の人々にも

伝統が伝わっていくことに意義があると感じた。 

・川のそばには決して裕福とは言えないような

家もあったが、一緒にイカダに乗っていた子

どもも携帯を持っていたので驚いた。 

・土地を売ってしまう問題は、タイプは違うが

日本にもあるので、似ていると思った。 

・どこへ行ってもたくさんの食べ物を用意して

くれていて、それがとても素朴なもので、そ

の飾らないけれどお客をもてなす心という

ものがとても心に沁みた。 

 

Ⅶ.その他のメンバーの気づきから 

 

■青年海外協力隊の東さんから、竹炭による河川の浄化計画が政府から認可を受けることができず、

計画がなくなってしまったという話があった。日本で成功例があるにもかかわらず、理解を得

られなかった背景に、自治体の環境対策への柔軟性がないのではないかと思った。また、竹炭

への抵抗があるのであれば、大阪府で行われた例のように、貝を育てることで有害物質を固定

し、河川の浄化に繋げる活動も面白いのではないかと思った。（藍澤） 

■NGO CLEAR の話を聞き、実際に川をボートで下っていったが、川の汚さには驚いた。水質だけ

ではなく、両側の木や水面上に堆積したゴミがとても気になった。川沿いには住宅が並んでい

るのだが、そこの住民たちにとってこの川はゴミ箱のようなものらしい。ここの住民たちが捨

てたゴミだけでなく、上流から流れてくるものも多いというが、このような状況を前にして住

民たちは何も思わないのかと不思議に思った。クリアーはそういった住民たちの環境意識を変

素朴だが、もてなしの心がこもった料理 
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えていく活動をしている団体なので、これから先この問題を解決していくには苦労が多いだろ

うが、やりがいのある場所だと思うのでこれからの活躍に期待したい。（今中） 

■青年海外協力隊の東さんは、これまで 10 か月かけて、竹から水質浄化作用のある「竹炭」を作

るプロジェクトを計画してきた。しかし、

私たちがここへ来る何日か前に、政府から

の許可が下りず、これまでの計画が白紙に

なってしまったという。東さんは非常に落

ち込んでいて、「今は何をしたらわからな

い」とう状態で、話を聞いている側の私も

非常に心苦しかった。協力隊の活動はこの

ようなことの繰り返しなのだろうが、約 2

年の任期の中の 10 か月を費やしてきたも

のが、できないまま終わってしまうのはとても虚しいことだ。東さん自身もかなりの焦りを感

じていると思う。これからは、今までやってきた廃油キャンドルやハンディクラフトに力を入

れていきたいと言っていたので、ぜひともがんばってほしいと思った。（今中） 

■一日目に訪れたウルセナガン村との差を感じ、歴史があることはそれだけで魅力にもなりうるが、

村の人たちの努力があってこそなのだと感じた。（江口） 

■モンソピアド村は、コタキナバル市街地からそれほど遠くなく、アクセスが良く、施設も綺麗で

訪れやすいと思ったが、私たち以外に観光客はほとんどなく寂しい感じがした。伝統的な楽器

を演奏したり、一緒に踊ったりと工夫もあっ

たが、もう少し民族の歴史を深く理解したい

と思った。例えば、民族の繁栄から衰退まで

のストーリーを写真や絵を用いて紹介する

ことは、コストや労力があまりかからず実現

可能かと思う。 

NGO CLEAR が取り組んでいる Moyog 川の

清掃、水質改善については、ゴミ拾いなどは

ボランティアができる範囲内だと思われる

が、水質改善については汚れている水を浄化するための技術と施設が必要となり、資金的な問

題が出てくる。そして、汚染が続く限り浄化を止めることはできない。まずは汚染源の除去に

取り組む方を優先すべきだと思う。 

川の汚染源については、近年周辺に作られている中国系移民を中心とした開発地が大きな影響

青年海外協力隊員の活動を知る 

昼食をとりながらスタッフと懇談 
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を与えているそうだ。土地や資源を求めて外国人が移住してくる問題は、日本でも起こってい

ることで、どうしようもない。しかし、外部からの人間が土地を買占め、もともと河川周辺に

住んでいた住民が離れてしまうと、活動しにくくなり、もとの状態に戻すことがさらに困難に

なってしまう。NGO CLEAR の活動のうち、人々が Moyog 川に集まる機会を提供するというこ

とが印象に残った。人々は河川を利用してい

るはずであるが、水は蛇口をひねれば出てく

るので、河川との結びつきを感じにくい。そ

して知らず知らずのうちに、河川を自分たち

の生活排水で汚してしまう。初めはいかだ下

りからでもいいから、人々が河川に親しむ機

会をつくることが大切で、そこから河川の汚

染について考えてもらったり、ボランティア

として関わってもらったりと活動が広がっ

ていけばいいと思う。（大竹口） 

■現地 NGO CLEAR の代表は、自分の印象としては日本の中山間地域における町おこしのリーダ

ーなどに、雰囲気や勢いが非常に似ているような感じがした。川下りを行った河川は下流地域

ということもあり、生活排水等が流れこみ、

ゴミも多かったが、魚釣りをしている人も多

く、健康に害はないのだろうかと思った。 

今後地域が開発されていくにつれて工業化が

起こり、工場排水が流れ込むことが増える可

能性は大いにある。日本で過去に起こった公

害問題のように、この種の問題は健康被害が

出てからでないと対処されないことが多い。

公害問題という歴史的前例もあり、さらに原

因物質特定の目安も過去に比べて格段に正確

にできるようになっているであろうから、問題対処が予防の段階から検討されるべきである。

現地の人の話を聞いている感じでは、まだそのような危機意識は希薄なようである。被害が出

てからでは個人の人生にとって取り返しがつかないことも多くあるので、現段階から教育現場

やミーティングで意識改革行っていく必要性が感じられた。（早舩） 

■植林して終わりではなく、その後の管理の体制も整っている。本数を多く植えるのではなく、少

ない木を大切に育て、管理してくれる家族がいるので、その後の木の状況や帰国後の繋がりも

現地の伝統的な船 

ボートにも分乗して川を視察 
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できそうである。Facebook などで連絡をとりあって経年変化なども知ることができるはずであ

る。（細川） 

■川の周辺に住んでいる人々は、茶色の川をみても何も感じないのかなと疑問を感じる。自分の家

の前のゴミを拾っている光景は見たが、笹によって堆積したゴミはそのままだったので、もっ

と細かいサイクルで地域でのゴミ拾い活動などを行うとよいのではないかと感じられる。 

 海へとつながる分かれ目の場所で釣りをしている人がいたが、今後水質汚濁による健康被害など

が起きないとも限らないと考えられる。（細川） 

■古い生活様式をそのまま残し展示している、博物館的な役割を持った村で、生活様式を保存しつ

つ、音楽、伝統工芸等の技術を継承し守っていく役割も担った場所のようであった。 

北海道にも同じようにアイヌの伝統文化、工芸を残す目的の場所がいくつかあり、こうした場

所は非常に重要な役割を担っていると思う。観

光客相手のツアーだけではなく、地域住民に対

して情報発信していくことも重要なことだと

思う。 

川は流れて物を運ぶことから、昔から移動手段

として使われるとともに、ゴミ処理の役割も担

っていたと考えられる。この考え方は万国共通

のように思われる。目の前から消えてしまえば

綺麗になったという考え方は、今でも普通に残

っている考えである。サロベツにおいても湿原

内の沼地で、毎年夏にゴミを回収しているが一向に減る気配はなく、大水が出ると上流からど

んどん流れてきている状態である。今後はこうした活動を広報し、広く住民に知らせていくこ

と、ゴミを捨てる人たちへのアプローチを図っていくことで、変化が起こせそうな気がした。

また、海岸線はさらに状態が悪く、近隣国からもたくさんのゴミが漂着している。現状では応

急処置的な対応として海岸清掃を続けることしかできず、歯がゆい活動である。 

川沿いの植樹は、土壌流出防止にも効果があるとのことであった。住民も意識が高く、積極的

に参加しているようであった。また、外国から人が来て植樹をし、交流をすることによって、

植えた樹木がより特別なものになり、相互のつながりの役割を持たせていると感じた。何十年

後かに観に行きたい気持ちになった。現代は、世界的にきれいな水の確保が問題になりつつあ

るので、人にとって大切な水を、そしてその素となる河川を地域で守っていくことはとても重

要な活動であると感じた。（森永） 

川岸に堆積しているゴミ 
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サイト訪問記録     ロッカウィ動物公園             

 

Ⅰ．日時      9月 27 日（金） 

Ⅱ．現地担当者   Jerry Gumpil さん、Sylvestev Dison さん、Felix Ungah さん 

Ⅲ．研修生担当者  リーダー：前林明日香 副リーダー：早舩真知 記録：吉田拓史  

 

Ⅳ．説明内容/体験内容 

 

サバ州野生動物保護局が運営する動物園。周囲の環境と山の傾斜をそのまま利用し敷地面積は

約 110 ヘクタール。地球環境の変化により森で生きて行くことが困難となった、絶滅危惧種の動

物達の保護を目的に、主にボルネオの固有種でもあるテングザル、オランウータン、アジア象、

スマトラサイ、マレーグマ等、100 種以上もの動物が、自然に近い環境の中で飼育・繁殖されて

いる。 

 

Ⅴ．説明内容/体験内容 

 

電気自動車 3 台に分乗し、ボルネオに生息するレッドリスト記載されている種を中心に紹介され

た。 

・サイチョウ/準絶滅危惧 (NT)  

・ウンピョウ/危急種（VU）：夜行性、

ボルネオで一番大きいネコ科 

・ボルネオサイ（スマトラサイ亜種）/

絶滅危惧種ⅠA（CR） 

・ボルネオピグミーエレファント/絶滅

危惧ⅠB 種（EN）/ボルネオ固有種：

動物園で初めて生まれた赤ちゃんが運動場にいた。餌は、バナナ、草、キャベツ、時々竹

など 

・マレーグマ/危急種（VU）：ペットとして飼育されていた個体で、リハビリが難しい。体の

大きさで齢推定はできない。 

・マレートラ（トラ亜種）/絶滅危惧種ⅠB（EN）/半島マレーシアに生息。 

・ボルネオオラウータン/絶滅危惧種ⅠB（EN）/ボルネオ固有種：毎日巣を作る。遺伝子的に

94.7％人と同じ。ショーをするオラウータン（モーグリー 9 歳）が飼育係と現れる。事前

園内は、電気自動車で効率的に回ることができた 
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に触らないように注意があった。 

・テングザル/絶滅危惧種ⅠB（EN）/ボルネオ固有種：胃にバクテリアを飼育、胃が 2 つある。

甘い物を食べるとガスが溜まって死んでしまう。 

・バンテン/絶滅危惧種ⅠB（EN）：野生の牛 

・キョン/軽度懸念（LC） 

・マメジカ/軽度懸念（LC） 

・スマトラカワウソ/絶滅危惧種ⅠB（EN） 

・ミューラーテナガザル（ボルネオギボン）/絶滅危惧種ⅠB（EN）/ボルネオ固有種 

セピロックに、オラウータンのリハビリセンター、キナバタンガンにゾウのレスキューセンター

がある。 

野生動物の減少要因は、プランテーション、開発、森林火災、違法ハンティング、違法トレード

（トリ、ヘビ、ワニ等）で、ハンティングについては、ある程度管理できており、象牙はほぼ管

理できている。 

主な収入源は、入場料のほか、いくつかのアクティビティ料金（ゾウに乗る、汽車に乗る）、寄付

である。 

 

Ⅵ.所感 

 

■前林明日香（リーダー） 

・マレーグマが壁際をうろうろと常同運動をしていて、

けれど彼らには他に帰るところがなく、そういう

状況にしてしまったのは他でもない私たち人間で、

しかもそれは過去のことでなく現在も続いている

ものなので、胸が押しつぶされそうになった。 

・動物園でなくワイルドライフパークだという通り、

あそこは楽しいだけの場所でなく、とても大切な

場所だと感じた。人間だけが幸せでいいのか、と

いう問いを投げかけていると思う。 

・ゾウを殺すなんて私たちには考えられないけれど、

生活がかかっている人にとっては仕方ないことだ

ったのかもしれない。けれどやはり私はゾウに絶滅してほしくないし、現地の人を責めたり、

仕方ないからと無視したりするのではなく、パーム油を大量に使っている私たちも一緒に考え
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ていかなければならないと強く思った。 

 

■早船真智（副リーダー） 

ロッカウィ動物園での動物保護に関して感じたことは、保護する生物をどう選択するのかとい

うことである。そこでよく聞く言葉が絶滅危惧種である。やはりそれは数の上での「貴重さ」と

いうことになるのだろうか。パームヤシ農園を荒らすためにゾウが十数頭毒殺されたということ

が話題になって、動物愛護団体などが騒いでいたが、日本で農作物の損失をなくすためにネズミ

を毒殺したり、害獣を撃ったりすることがそれほど騒がれないこととの差は、やはりその種の数

ということになるのだろうか。食べるために殺すのでなく、食べるために邪魔だから殺すという

点おいては、人が動物を殺す論理にはそれほど差がないように思える。 

もうひとつの観点としては、「貴重」な動物たちが生きられる環境が人間にとって重要かもし

れないということである。ゾウが住めるような森が存在しなければ自分たちの生活環境が危険に

さらされる、それを防ぐための指標として絶滅危惧種を保護しなければならないという主張があ

るのかもしれない。感情的に可哀そうだからというのは、保護動物を選んでいる時点でひどく人

間中心的な考え方ではあるが、こういう部分が人間として大事なのかもしれないと最後に思った。 

 

■吉田拓史（記録） 

 異なる種の動物を、同様の場所で飼育してしまう点が印象的であった。（サイズに依らず） 

 どの区域にどのような動物がいるのかというレイアウト、配置に規則性がなく感じられた。 

 爬虫類の区域では死骸が見られ、管理が行き届いていないのかと感じた。 

 コスト面を考えると仕方ないことではあるが、前に他の動物がいた場所をそのままにしている

点からも管理不足を感じた。 

 ごみは園内になく、その点は徹底されてい

ることを感じた。 

 入場口近辺のごみ箱を見たところ、簡易な

もので分別ができるようなものでなかっ

たため、分別ができるようなごみ箱に変え

てもよいのではないかと思った。 

【取組みに関して】 

 実現には至っていないものの、動物のストレス軽減のために土地拡大を考慮するなど、動物に

対しての思いを感じた。 

 「日本に居ながらにして、自動販売機を利用することでボルネオに募金できる」といったもの
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があることは知らなかったし、そのようなアイデアは素晴らしいものだと思った。 

 日本の多摩、旭山動物園等と技術協力している。このような協力、提携関係を増やしたいと感

じた。実際にあるようだったが、動物園と博物館、死体を大学に提供する等といった異業種と

の連携も重要だった。 

 動物が減少する要因についての動物公園の見解は、プランテーション及び人による開発が主た

るものということだった。 

 

Ⅶ.その他のメンバーの気づきから 

 

■ 動物園ではなく野生動物保護機関としての役割が大きいという点が印象的であった。 

 極力金網を使わないような展示方法は、魅力的に思えた。 

ゾウなど飼料を多く必要とする動物が多いように感じたが、日本では、吉野家などの飲食店が

廃棄される予定のキャベツを飼料として提供しているケースがあるので、動物園の経営を考え

るとき、そのような飲食店との連携も重要なのではないか？（藍澤） 

■ゾウのコーナーでは、8 頭ものゾウを間近に見る

ことができた。日本の動物園でもせいぜいいても

1 匹か 2 匹なので、これだけ多くのゾウを見るの

は初めてだった。サバにおけるゾウと人の関係を

考えると、昔と今では大きく違っているようだ。

昔は森で切り倒した木材を輸送船のある川まで

運ぶのにゾウを使っており、木材産業が中心だっ

たサバにとってもゾウは重要な動物だった。しかしそれが今は、ゾウの住む場所に人がプラン

テーションを作るようになり、ゾウの生息地は減少、それだけでなく人はプランテーションに

入り込んでくるゾウを殺しているというのだ。あまりにも人間の都合のよいことばかりにゾウ

が使われすぎてはいないだろうかと、加害者と同じ人間として疑問に思うところがたくさんあ

った。この動物公園では、殺されそうになったゾウを保護しており、計 15 頭のゾウが保護さ

れているという。 

マレーグマやマレートラ、オランウータンやカワウソ、テナガザルなどたくさんの動物を見る

ことができた。動物の「保護機関」としての役割が大きい場所ではあるが、動物園のように普

段見ることができない動物を見て楽しむこともできるし、また保護された動物を見て人間と動

物の関係について改めて考えなおすこともできる場所なので、これからも大切にしていくべき

だと思う。（今中） 
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■象の名前がそれぞれ中国語、マレー語、ウガンダ語で作られていて、多民族国国家ならではと

感じることができた。また野生生物局の管理下にあることはメリットとデメリットがあると感

じた。（江口） 

■展示に工夫があまりないと思った。

動物だけでなく、彼らの生息環境

を理解してもらうことも野生動物

を保護する上で重要なのではない

だろうか。展示する場所を実際の

生息環境に似せることは、動物の

ストレスを和らげるためにも有効

であると思われる。ただ、例えばコンクリートの地面を土に変えることで、維持し、衛生状態

を保つためにコストがかかるというデメリットもある。 

ロッカウィ動物園は、野生動物保護の役割が大きいという印象を受けた。野生生物局が管理を

行っているため、保護した個体の受け入れもスムーズであるそうだ。保護された個体の中には、

人間との衝突により生息地を失ったものもいるという。日本では、人間と野生動物間の衝突が

あった場合、動物を害獣として駆除する例をよく聞くが、ボルネオでは固有種が多く価値が高

いと評価されるために、例えばゾウが毒殺されたことが大々的に取り上げられたり、生き残っ

た個体を受け入れる施設が作られたりと扱いが異なると思った。希少種を保護するために、そ

の種の個体数がなぜ減少しているのか世界に発信することは有効であると思う。しかし、保護

する側からの視点のみから発信していくと、時に地元住民が悪者扱いされかねない。そのため、

保護側からと住民側からという 2 つの視点から見た現状を発信していく必要があると思う。 

ボルネオがもつ保護施設に関して、オランウータンリハビリテーションのボランティアが外国

人から非常に人気が高いと聞い

た。国内のみならず海外からも注

目されることは、とても価値のあ

ることだと思うが、外部から来た

人と実際に住んでいる住民との

間では保護についての考え方が

異なるので、保護管理の方法につ

いて慎重に意見交換をしていか

なければならない。保護活動では外部からの人が支援することはあっても、最終的に地元住民

が主体となることが不可欠だと思う。 
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ロッカウィ動物園の他に、レスキューセンター（キナバタンガン）、リハビリセンター（セピ

ロク）が連携して野生動物の保護にあたっており、体系的に行われていると感じた。動物の飼

育は一時的であってもとても費用のかかることなので、これだけ施設があることから、サバ州

が野生動物の保護に力を入れている印象を受けた。しか

し、これらは対処療法なので、保護しなければならない

動物が発生する要因を取り除く取り組みが必要と思っ

た。 

野生動物の減少は、開発とプランテーションによる影響

が大きいとのことだったので、今後生息域を追われた野

生動物と人との軋轢がますます増えることが予想され

る。野生動物問題、獣害問題への対応が必要になると思

った。（大竹口） 

■日本の動物園との連携も行っている。連携先の情報など

が書かれているものがあれば双方にとっても観光客な

どの集客に良い効果をもたらすのではないかと思われ

る。（細川） 

■リハビリセンターから戻ってきたオラウータン、ペット

として飼育されていたマレーグマなど、自然に戻すことが難しい動物たちがいた。人に慣れて

しまい、餌をもらうことに慣れてしまうと、野生で生きていくことができなくなってしまう。

非常に難しい問題である。 

ボルネオには、非常にたくさんの種類

の哺乳類がいて、ボルネオ固有種も多

い。このような多様な大型哺乳類の生

活を支えるボルネオの自然環境は、ま

さに生物多様性の宝庫であると改め

て感じた。それと同時に、その多くが

絶滅の危機に瀕しているのも事実で、大きな原因の一つとしてオイルパームのプランテーショ

ンをあげていた。以前、ボルネオ

で活動する方にパーム油について

お話を聞き、その責任を感じたが、今回再び冷静に考えさせられた事実であった。一人ひとり

が日本での日々の生活の中で変えていくことができる、逆に一人ひとりが日々の生活を変えて

いかなければ何も変わらないと感じた。（森永） 

スタッフの説明を受けながら園内を見学した 


