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第３章 個人によるアクションプラン 
 
          河川浄化＆収入向上         

 

横浜国立大学大学院環境情報学府海洋生物学専攻 

藍澤 雄太 
 

今回の研修の目標 

 

海洋環境（生物多様性・環境保護）に関する学習の場を東南アジア諸国でも展開できるかを考

えたい。特に、里海を創る上で日本と熱帯地域では、生態系も異なってくる。そこで、活動を円

滑にするために必要なこと、考えるべきことを見つけることができればと思う。 

 

現地研修で目指したこと 

   

① マヌカン島で行われている活動を把握すること 

② 現地での人脈を広げること 

③ 現場海域での優占生物を認識すること 

 

現地研修における気づき 

 

「インフラの未発達」 

今回、さまざまな訪問先・活動を見ることができた。マレーシア政府が近い将来の先進国入り

を謳っているように、環境活動においても質の高いものが見受けられた。しかし、一方で問題意

識を持ったことは、地元民の環境活動への理解度と水処理施設・ごみ処理施設など生活インフラ

の整備不足、この 2 点である。 

ボルネオ島での大きな影響力を持つコタキナバルの市街を散策すると、コタキナバル中心部か

ら生活排水の排水管が人の目から確認できる川のようになって、異臭を放つ排水が海に垂れ流さ

れている現場を目にすることができる。 

私は、今回環境活動を考える上で、どうしたら一番効率よく動くのだろうか？という点を考え

訪問を続けてきた。私の中での答えは、大元を叩くしかない、ということだ。いくら質の高い活

動が存在していても、中心街の真ん中に環境への負のイメージを連想させるモノが存在すれば、
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地元民への環境意識を高めることも難しくなるのではないだろうか？ 

例えば日本では、経済成長期における工業用水や都市化の進展による生活用水の需要増大に対

応し、継続的な経済発展を維持してきた。その背景にあるのが、節水技術の高度化を通じた効率

的な水管理システムの構築である。膜技術に代表されるような省水技術や、耐震・漏水防止技術

などを利用してきた。その結果、工業用水の回収率は８割近くまで高まり、水道の漏水率は１割

以下に抑えられるなど、世界トップレベルの効率的な水資源管理が実現している。 

こうした技術や経験をもとに、開発途上国に対し国際貢献することが重要であるように感じた。

NPO の活動として、政府と企業の間に入って活動することは難しいかもしれないが、挑戦する価

値は大きいと思う。 

また、同時に既存の環境活動の質の向上にも努めなければならない。 

それは、現地の人々にとって目に見えて分かりやすく、進展を実感できるものでなければなら

ないと感じた。
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提案するアクションプラン 

    イケチョウガイを用いた河川浄化プロジェクト 

 

【アクションプランの背景】 

 まず来年より、プラントエンジニア業に携わる身として水処理プラント・ごみ処理プラントを

開発途上国で展開するプロジェクトに関わりたいという思いがある。 

また、現在参加させていただいている NPO 法人『Discover Blue』での海洋環境教育を、続け

ていきたいと思う。今回の研修を通し感じたことを、マレーシア・コタキナバルで展開するため･･･、 

実際に･･･ＮＰＯ法人『大阪・水かいどう 808』 の河川浄化プロジェクト「大阪ジョウカ物語」

のように、生物潜在能力を利用した環境活動に興味がある。イケチョウ貝を川で生かすことで、

川の水を奇麗にし、数年後には真珠もできる、という二つの意義がある。 

企画に賛同する人からお金を預かり、貝を入植。そうしてできた真珠は、出資者に渡すという仕

組みである。この仕組みであれば、地元民の経済を豊かにできる可能性を秘めているだけでなく、

日本の『里海』の概念を広め、生物の食物連鎖をはじめとした各種循環への理解を深めることが

できると考える。 

【対象地域】 

コタキナバル市内排水溝となりつつある川 

NPO 法人『CLEAR』が活動している川 

【実施期間】 

３年。（３年でイケチョウガイに直径 6～7mm の真珠ができるため） 

【アクションプランの目標】 

短期目標：イケチョウガイの成長過程と水質浄化の過程を題材にした環境教育（小学生） 

中期目標：得られた真珠を環境フェア・チャリティーイベントに展開し、知名度ＵＰ 

長期目標：水質浄化と現地民の収入源としてイケチョウガイ・真珠が定着する 

【活動内容】 

植林事業は環境保全活動として最もベーシックなものであり、多くの環境 NPO・NGO が実践

している活動である。この活動は、失われた森林を再生するのはもちろん、油やしプランテーシ

ョン等による地中水分量の減少を抑制し、増加させる働きがある。また、山地における雨などの

貯水効果を上げる働きがある。そして、川や海近辺にある木々は水生生物の生息地となり、川や

海の生態系を豊かにし、長期的にみればそれらの水質の向上にも寄与することが可能である。し



72 

 

たがって、環境保全事業の中で植林事業の重要性は高いと言える。 

しかしながら、シンプルな植林事業においても、明確な達成目標の設定と、フィールドの調査

等、調査・研究、活動の成果を持続させていくことが必要であり、重要である。 

具体的には、マレーシアサバ州におけるマングローブ植林活動において、植林するフィールド

において前回植林されて生存しなかった苗木や、苗木が水に浸って不安定となり根付かない、苗

木の扱いが良くなく傷んでしまう、植林のデモンストレーションが不十分といった状態が散見さ

れ、作業の徹底度が低く、植林後の生存率が高くないのではないかといった問題があった。 

マングローブ植林用の苗木は生育速度の関係上、準備に 1.5 年～2 年という歳月を要すため、

活動する人に依らず植林後の生存率を向上し、時間及び労力を無駄にせず、活動の成果を持続的

にしていくことが必要である。 
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研修全体についての感想 

 

研修を終え、ボルネオ島の様々な環境機関を訪問することができ五感を通じ、開発途上国で行

われる環境活動を体験できたことは、これからの私の活動に大きな道筋をもたらすものであると

感じている。 

実質 7 日間の研修では、訪問スケジュールをこなし課題に取り組むことが精一杯のように感じ

たが、各訪問先には大学生・NPO 職員・青年海外協力隊隊員の方々・ボランティアに励む若者な

ど、現地においてさまざまな立場にいる人と交流したことは、最大の収穫であったと感じている。 

日本で開発途上国の環境活動を知ることは、さまざまなメディアを通し可能ではあるが、どん

なに多くの資料を集めたところで“二次情報”であり、自らの活動に還元することが難しいと思え

る。しかし、今回集めることができた情報はどれも、直接得ることができた“一次情報”である。 

私と相手に行き交う質問・間合い・アドバイス、その一つ一つ…、マレーシアの方々と直接意

見交換できたことは、貴重な経験となりお互いの行動の質の向上に繋がれば良いと思う。特に、

最も刺激を受けた意見交換は、私と同年代の方々とのものである。サバ大学の学生、バンギ・ユ

ース・クラブで活動するボランティアスタッフ、20 代前半の私たちは現在世界各地で騒がれる各

環境問題を近い将来社会人として、活動の核となり解決に取り組まなければならない世代である

と感じている。彼らと言葉を交わしていても、同様の思いを言動から感じることができた。また、

SNS を通じ彼らと交流を保ち意見交換することができる人脈を築けたことは、今後の活動をより

深みのあるものにできるのではないかと、胸が高鳴る。 
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     サバと日本つながり強化プロジェクト      
 

横浜国立大学 

今中 愛海 
 

今回の研修の目標 

 

① 国際協力としての環境保全活動が行われた場所や内容を把握する。 

② コタキナバルで活かされている、または今後活かされ得る日本の技術を見つける。 

③ 「人の熱帯林との関わり」に着目し、現地住民の文化や生活を含めた環境保全への意識を調査

する。 

④ すでに行われている地元の人たちによる環境保全活動の自立発展性や持続性の有無を把握す

る。 

 

現地研修で目指したこと 

   

① 各訪問先で必ず一回は質問する。 

② 自然環境分野についてわからないことがあったときには、周りの仲間や先生に聞く。 

③ 日本の協力による変化を探る。 

④ 持続性のある環境保全活動にしていくために、足りない部分や問題点を探る。 

⑤ 最終的には、地域住民にとっても直接的な利益がある環境保全活動を考える。 

（地域開発を含めた環境保全活動など） 

 

現地研修における気づき 

 

植物・動物・人間という 3 つのくくりでサバの生物を考えると、生物多様性のなかでも植物、

主にマングローブと人とのつながりの強さというのは見えてきたのだが、正直なところ、動物と

人とのつながりがあまり見えてこなかった。つまり私自身「動物をなぜ守らなくてはいけないの

か」ということに疑問を感じ、結局最後まで自分が納得できる答えは見つからなかったのだ。こ

のようなことを言うと冷たい人だと思われるかもしれないが、「動物が絶滅しても構わない」とい

う意味ではなく、「それらの動物がいなくなったらサバの人の生活はどう変わるのか」というとこ

ろで、具体的な答えが見えてこなかったのだ。 
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そのような中で、JICA の鈴木さんが言っていた「非人間中心主義」という考え方には興味を

持った。「人間中心主義」と「非人間中心主義」は、環境倫理学の分野で使われる言葉であり、「人

間中心主義」とは “人間は自然界で特別に重要な存在であり、他の生き物はもっぱら人間に奉仕

するために存在している”という考え方を指す。 

そこから発生する人間による無制限の自然の開発・利用が現代の環境危機の根源にあるとして、

この発想を乗り越えようとする立場が、「非人間中心主義」である。「非人間中心主義」では、“全

体としての自然や、個々の生き物を、人間にとって役立つ（道具的価値をもつ）かどうかという

観点を離れて、それ自体に価値がある（本質的価値をもつ）もの”と考えることである。 

私の考えは、まさに「人間中心主義」に基づいていたことがわかった。動物の本質的価値とい

うのは、なかなか理解が難しい。「住民の意識」という視点から考えると、外から「非人間中心」

の意識を持ち込んだところで、住民の意識の変化はほとんど期待できないのではないかと予想す

る。そう考えると反対に、人間中心主義的に「私たち人間のために…」という発想でサバのロー

カルレベルでの住民の環境への意識を変えていこうとする方が、現実的でその効果も大きいので

はないかと考える。 

上記のようなことを考えた結果、サバとつながっている私たちがどうして自然や動物を守らな

くてはいけないのかという原点に立ち戻り、サバをはじめとする海外の自然環境について改めて

考え直すきっかけがあってもいいのではないかと考えるようになった。 

日本という外側からサバを見ることで、非人間中心的な自然の本質的な価値を客観的に見つけ

出すことができるかもしれない。また、自分たちの生活はサバにつながっているという気づきが

もたらす、私たちの行動に変化も期待できるだろう。 
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提案するアクションプラン 

    サバと日本つながり強化プロジェクト 

 

【アクションプランの背景と目的】 

 サバに無かった活動を新たに起こすではなく、今ある活動をより活発化させていく支援プロジ

ェクトを提案したいと思い考えたのが「サバと日本つながり強化プロジェクト」である。サバに

関心のある日本人を中心としたコミュニティを立ち上げ、そこで築いたネットワークを使って、

サバと日本の環境保全に力を入れている地域をつないでいこうというものだ。このプロジェクト

は以下の 4 つの段階を踏んで進められる。 

【活動内容】 

① コミュニティを立ち上げる 

まず初めに、私たち研修生や青年海外協力隊 OB/OG など“サバに行ったことがある人”が中心

となって、サバに関心がある人たちのコミュニティグループを立ち上げる。最終的には、ここ

に現地サバの人々にも入ってもらい、このコミュニティをサバと日本をつなぐ母体としていく。 

②熱帯地域の自然環境に関する理解を深める 

上記のコミュニティ内では、それぞれが持つサバに関する情報を共有したのち、サバ以外の熱

帯地域の自然環境についても調査していく。同じボルネオ島でもインドネシア側の自然環境は

どのような状況なのか、東南アジア地域以外の熱帯雨林はどのような様子なのか、また、その

場所について日本がどのような関わり方をしているのかというのを調べることで、サバの特徴

というのもまた見えてくるのではないかと考える。 

③ サバの情報を日本国内に向け発信する 

「サバで、あるいは、サバと連携して環境保全活動をやりたい」と思う人を増やすために、コ

ミュニティのメンバーがそれぞれ持っているサバでの経験や、新たに学んだサバの特徴をもと

にして、サバの自然環境に関する情報をまずは日本国内に向けて発信していく。 

主にインターネットを手段とし、HP 作成や、メンバーによるサバの今を伝えるブログリレー

などを行うことで“リアルなサバ“を伝える。海外の環境保全活動に参加したいと思った人がい

たときに、その対象となる地域が数多くあるなかで、その人にどうやってサバ州を選んでもら

うかが重要なので、見た人がサバに興味を持つような情報を発信していく。この活動が軌道に
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乗ってきたら、サバは日本があらゆるところで頼っている地域であるということを体感できる

ようなワークショップを考え、開催していく。 

④ サバと日本の環境保全に力を入れている地域をつなぐ 

コミュニティによる情報発信によって、サバに興味を持った人々や団体、日本で環境保全活動

に力を入れている地方自治体を、コミュニティが築いたネットワークを使って繋いでいく。サ

バの環境保全活動に賛同する人や何か手助けしたいと思った人が加わること、同じような状況

にある地域同士が連携することは、環境保全活動の活性化につながるのではないかと考える。

またサバが海外の日本とつながることで、ローカルからグローバルの意識を養うこともできる

だろう。サバの人と日本人が直接顔をあわせながら活動を行うことで、相互に活動への意欲を

高めあっていく効果が期待できる。 

 

 

 

上記のように環境保全活動におけるサバと日本の連携を斡旋する活動を行いながら、コミ

ュニティが持つサバの現地情報をさらにアップデートしていき、日本からサバへ活動に関する

アドバイスを送るといったようなことにも挑戦していきたい。 
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研修全体についての感想 

 

私がリーダーのワーキンググループが、アクションプラン完成までに一番時間がかかったグル

ープであることは間違いないだろう。この研修の最大の目的である、アクションプランの作成に

はとても苦戦した。 

グループの担当サイトであるコタキナバル湿地センター(KKWC)に行く前までは、その場所に

行ってみれば問題が見えてくるだろうと軽い気持ちで考えていたのだが、実際はそんなに甘くな

かった。KKWC に行き、担当者から話を聞いたり、実際に湿地の中を歩いてみても問題らしい問

題は見つからず、私たちはアクションプランの一番初めの目標設定のところでつまずいてしまっ

た。中進国といわれているマレーシアに、しかも青年海外協力隊員も派遣されたことがある

KKWC に、私たちが一目見てわかるような明らかな問題点はなく、KKWC だけを対象としたアク



83 

 

ションプランの作成は非常に難しかった。 

最終的には、現在 KKWC で行っている環境教育の充実と、サバ大学と連携した研究者の育成を

軸としたコタキナバル市民の意識向上プロジェクトにまとめたのだが、国際協力において、今あ

るものをより充実させ学術的な能力の向上を図るという発想は、今までの自分には無かった。 

問題を無くすために何か新しいことを始めるのではなく、今あるものを「改善」してくという

今回のようなやり方は、特に日本からの草の根支援ということを考えると、正直疑問に残るとこ

ろがある。しかしこれは、「ではなぜ日本が中進国であるマレーシアに支援を行うのか」というと

ころにも関連してくることであり、むしろ中進国への支援となると「改善」を軸としたような協

力支援の方が多いのかもしれない。最貧国と言われる生活インフラも整っていないような国への

支援だけが国際協力なのではないということを、アクションプランの作成を通して強く実感する

ことができた。 

また私は、「日本の協力」というのを一つのポイントとして研修に参加したので、サバ州への協

力に携わるいろいろな立場の方々の現場での活動は非常に興味深く、その現場を自分の目で見さ

せてもらったことはとても良い経験になった。村の人々と顔を合わせてコミュニケーションし、

試行錯誤を重ねながら問題解決を図る青年海外協力隊の方々や、一つひとつのプロジェクトや、

人や場所をつなぎ長期的なビジョンを持って活動する JICA職員の方に会って話を聞いたことは、

将来国際協力の現場で働きたい私にとって良い刺激になった。特に協力隊のお二方はたいへん苦

労されている様子だったが、残りの任期を全うできることを心から応援したいと思う。 
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        寄付つき商品と環境保全         
 

長崎大学環境科学部 

江口 めい 
 

今回の研修の目標 

 

⑤ 研修先に関係する人々（現地スタッフ、地域の人々、訪問者）の意識の差について把握する。 

⑥ フェアトレード商品の情報を収取する。 

⑦ 訪問者が購入することによって寄付につながる商品があるのか把握する。 

⑧ 帰国後行うサークルでの勉強会に使用する資料を集める。写真を撮る 

 

現地研修で目指したこと 

   

① 各現場で問題点を把握し、改善案を考える。 

② 商品開発についてアイディアを考える。 

③ 写真を撮る。 

 

現地研修における気づき 

 

① 国際協力 

青年海外協力隊の方々の活動内容や活動場所を知ることで、身近に感じることができた。直接

話を聞くことができたのでたいへん良かった。 

② 環境マネジメント 環境経済学 

私は学部でどのような専門分野を学ぶか迷っていた。この研修では、環境保全と言ってもさま

ざまな分野の問題を考える機会があった。私はこの研修で保全の対象となる植物や動物よりも、

その施設の運営や資金の流れなどに興味、関心があると気づくことができた。そのためこの２

つの学問について、もっと深く学習していきたいと思う。 

③ フェアトレード 

マレーシアではフェアトレードの仕組みは、ほとんど必要ないように思われた。 

個人の課題設定をフェアトレードに設定していたが、マレーシアの経済情報をしっかり把握し

ていなかった。 

④ 訪問者が購入することによって寄付につながる商品はあまりない。観光客が訪れるような場所

であっても、人手不足のため商品開発ができていない。もしくは外部に委託している。 
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提案するアクションプラン 

    マレーシアのオリジナルキャラクター制作交流会 

 

 

【アクションプランの背景】 

 私が今回の研修で問題意識を持ったことは、消費者が購入することによって環境保全のための

寄付につながる商品がみられなかったことである。日本では多くの寄付つき商品がみられる。今

回訪れた施設で、消費者が購入することによって施設に資金が集まる仕組み作りをしたい。そこ

で CRM 活動の推進プロジェクトを進めていくことにする。 

 

 

 

【アクションプランの目的】 

CRM(Cause Related Marketing)

とは、収益の一部が NPO などの寄付を

通して、社会的課題解決のために役立

てられるマーケティングのことである。 

慈善活動と違い最終的には企業のイ

メージアップ・収益拡大にもつながる、

日本でも震災を機に注目されているマ

ーケティングである。 

市場にある企業が出している商品

に寄付金をつけるという方法のため、

NGO 団体がオリジナル商品を作って販売する必要はない。また知名度・認知度が向上し、寄付金

による資金源の多様化・安定化をはかることが可能だ。企業のメリットとしては、CSR(企業の社

http://www.yomiuri-is.co.jp/perigee/feature12_02.h

tml 

今回研修で訪れたコナキタバルウェットランドセンターとロッカウィ動物園 
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会的責任)による企業イメージの向上、多商品との差別化などがあげられる。そして消費者も、自

身の消費活動を通して社会貢献をすることができる。私はこの CSR を、マレーシアでも行ってい

きたいと思う。そのために以下の目標をたてる。 

【短期的目標】 

・フェアトレードを通しての CRM の広報活動 

消費者である一般の人たちに、寄付つき商品を購入することの意義や大切さを伝えていく活動

が必要だと考えられる。そのためにできることとして、寄付つき商品の一種であるフェアトレ

ード販売と広告活動を活発に行っていく。活動場所としては、小学校や市民センター、図書館、

美術館等があげられる。 

・日本での CRM の実態調査 

消費者は寄付つき商品に対してどのような意識を持っているのかアンケートを取り、日本での

CRM の現状を把握する。 

【中期的目標】 

・マレーシアでの CRM の実態調査 

【長期期的目標】 

・マレーシアでの CRM 活動 

その結果としては、新たな資金源の確保ができ、よりよい環境保全活動につながるのではない

かと考える。 

【おわりに】 

事後報告会では、CRM は先進国でしかできないという厳しい意見もいただいた。今回プロジ

ェクトを考えることはたいへん難しかった。とくに資金の話を扱うことは難しく、知識不足が

多々あった。この反省をいかしてこれからの勉学に励みたいと思う。 
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研修全体についての感想 

 

この研修に参加できてよかったと感じている。精神的にも体力的にもきついと感じる場面は

度々あったが、とても有意義だったと感じることができたのは、自分が今勉強している学問や活

動とつながる場面が多かったからだと思う。 

私は環境科学部に在学している。社会問題や環境問題に興味があったため、長崎大学の環境科

学部に入学したが、学問を学ぶばかりで、実際のフィールドで学ぶ機会があまりなかった。 

そのため、実際の現場ではどのような人たちがどのような思いで活動し、問題を解決している

か知りたいと思い、この研修に参加した。そして実際の研修ではたくさんの情報を得るとともに、

貴重な体験をたくさんさせていただいた。得る情報が多すぎるぐらいであった。東京の事前研修

で自分なりにイメージし、質問内容も考えたりしたが、実際に行ってみると想定していたことが、

全く異なっていることが度々あった。学問や理論よりも、現地のニーズに合わせることが大切だ

ということを学んだ。この研修がきっかけで環境についてもっと学びたいと思うようになった。 

私は、国際協力と国際交流を目的とする２つのサークルに所属している。それぞれの活動につ

いて考えさせられた。国際協力の団体では自分が経験したことをもとに、活動をもっと活発に行

っていきたいと思う。そして国際交流としては、長崎大学にはマレーシアからきている学生が少

ないため、今回サバ大学の学生と交流ができたことはとても有意義で、多民族国家の文化に触れ

ることができてよかった。１つのテーブルに着くと、インド系、アラブ系、中華系の人などさま

ざまな国の背景を持つ人がいて、とても国際色豊かだと感じた。今回はマレーシアのことについ

て教えてもらうことばかりだったので、日本についてもっと伝えたかったと思った。今回できた

つながりを大切にしていきたいと思う。 

そしてこの研修では自分の環境に関する知識不足、語学力のなさを痛感した。これからゼミ選

択も始まり、自分の将来を見据えつつ、学業に励みたいと思う。 
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         住民参加型の森林管理         
 

北海道大学農学部森林科学科 

大竹口 久美子 
 

今回の研修の目標 

 

① Vision2020 に向けて、今後どのような経済政策が行われるのか、その際に環境保全（特に熱

帯林保全）はどの程度考慮されるのかを、現状より推測する。 

② 熱帯林およびマングローブ林に、どのような機能が期待されているのかを把握する。 

③ 今後、地元の人々にとっての熱帯林およびマングローブ林の価値を高めることが可能か、考え

てみる。 

 

現地研修で目指したこと 

   

① 各訪問先で森林にどのような機能が期待されているかを明らかにし、整理する。 

② 熱帯林およびマングローブ林の新たな利用法を見つけるため、構成樹種の特徴等の情報を収集

する。 

 

現地研修における気づき 

 

事前研修の際に、マレーシアは 2020年に先進国入りするという目標があると聞いてはいたが、

実際は貧しい人が多いイメージがあり、日本とは状況が異なるだろうと思っていた。 

しかし、例えば国立公園と住民との土地争いであったり、経済活動にともなう森林伐採であっ

たりと、日本と共通する問題が多かった。 

現地を訪れる前に、この研修の目標として、政府や住民、環境 NGO が熱帯林やマングローブ

林（本来マレーシアにある原始的な森林）にどのような機能を期待しているか、またそれらの森

林を保全するために、付加価値を上げることが可能かどうかを知りたいと思っていた。 

日本では森林の多機能として木材生産を始めとし、水源涵養機能、生物多様性の保全、防災機

能などが挙げられる。今回訪問した地域では、まず熱帯林の機能として生物多様性の保全、環境

教育などレクリエーションの場の提供が挙げられた。また、マングローブ林の機能としては生物

多様性、レクリエーションの場の提供に加え、街からの生活排水が海へ流出するのを止めるフィ
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ルターとしての機能、津波の被害低減などが期待されていた。 

木材生産のように直接利益になる機能は少なく感じたが、間接的にでも人の生活にかなりの影

響を及ぼしていると思う。今後森林の付加価値を高められるかどうかは、残念ながらよく分から

なかった。例えば、マングローブのうちいくつかの種は、塩分濃度の高い水を根から吸い上げた

後に余った塩分を葉から分泌すること、もしくは根で塩分濃度の高い水をろ過してから吸収する

ことが可能である。さらに、熱帯林を構成する植物の中には、生姜や芋など食用になるものもあ

った。しかし、それらの種を利用するとしても資源量がそれほど多くなく、安定的に得られるか

も分からないので、到底産業には成り得ないと思う。 

研修を通して、サバ州で重要な課題だと思ったのは河川が汚染されているということだった。

原因は開発、生活排水の流出、上流部での森林伐採、ゴミの投棄などさまざまである。マレーシ

アは 2020 年に先進国を目指すとしている。そのためには河川の水質改善を行い、水資源を持続

的に利用できるよう考えなければならないと思う。 
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提案するアクションプラン 

    森と人をつなぐ 

 

【アクションプランの背景と問題点】 

研修を通しての個人目標は、現地で森林にどのような機能が期待されているかを探ることであ

った。その結果、水の供給、洪水調節、観光地の提供、環境教育の場としての機能が挙げられた。 

しかしこれらはいずれも政府機関側からの期待であり、住民にとって森林とはなぜ必要なのか

を明らかにできなかった。実際に現地では訪問先であるウルセナガン村を例とし、政府側が森林

を守ろうとし、住民側が伐採を進め土地を得ようとする動きが見られる。森林の機能は多様であ

り住民のくらしの基盤を形成しているが、間接的に利益をもたらす場合が多い。そのため、プラ

ンテーション拡大などの経済発展で得られる利益の方が直接的であり、重視されやすい。住民の

生活基盤を守るために、森林の保全に向けてその価値を今一度見直すことが必要である。 

【対象地域】 

マレーシア、サバ州、コタキナバル周辺 

【ターゲット】 

現地市民及び活動参加者 

【活動内容】 

特に森林が身近でなくなっている都市周辺において、市民が森林と親しむ機会を作る。 

具体的には、コタキナバル周辺に樹木を楽しむ場として公園を設ける。ただし本プロジェクト

では、一般的な環境教育のように環境について学ぶことを第一の目的とせず、まずは市民が家族

や友人と絆を深めたり、交流の場として利用できる公園を理想とする。 

【短期的目標】 

まずは日本の公園について学ぶ。具体的にはいくつかの公園を選び、その利用者(年齢層、利用

率)、設計(施設や樹木の配置)、地域での役割(市民同士の交流の場、観光地)を重点的に調べる。

特に注目したいのは設計に関してで、人々に公園を自由なスタイルで楽んでもらいながら、どの

ように樹木の存在を意識してもらえるかがポイントとなる。 

【中期的目標】 

日本の公園を例に挙げ、市民がどのタイプの公園を望むかアンケート調査を行う。日本とマレ

ーシアとでは文化や価値観も異なると思われるので、利用者となる市民の意見を聞く。公園のタ

イプとしては、体験型とする場合は樹木を五感で楽しめるように、香りの良い種、花の美しい種
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を植えるなどの工夫がある。さらには子ども向けとして木製の遊具を設けたり、公園内で拾った

葉や枝、実などを工作できるイベントを開くことも可能である。他のタイプとして、優れた景観

を提供するために並木を造成すること、観光地とするために希少種や巨木など象徴的な樹木を植

えることが挙げられる。 

【長期的目標】 

中期的目標にて、コタキナバル市民に需要のある公園のタイプを絞り、公園の設計・造成を行

う。ここでポイントとなるのは、公園が都市部からアクセスしやすい位置にあること、公園内の

樹木は郷土種のみとすること、また樹木を知ってもらうために幹に特徴等を掲示することである。 
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研修全体についての感想 

 

この研修に応募したときは、ボルネオとは生物多様性に富み、これから経済発展を行う場所で

あると認識していた。しかし実際のところは開発がかなり進んでいて、その産物として現在自然

への影響が出てきていた。 

研修では環境 NGO を始めとして、地元住民、政府の組織などさまざまな方とお会いし、直接

お話を聞くことでそれぞれの立場を知ることができた。今回伺った NGO では地元住民が主体と

なっているため、環境保全だけでなく地元の経済発展も考慮されているところがおもしろかった。

近年、世界で環境保全が訴えられていて、自然が豊かな国で外部の人が環境保護活動をする例も

聞く。しかし、保護するだけでは環境破壊の解決にはつながらず、そこに住む人の生活をよく知

り、環境保全と経済発展を両立させる方法を考えなければならない。実際はどんなに努力しても、
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外部の人間が地元住民の立場にたつことは難しいと思う。そのため、環境保全は地元住民が主体

となり、外部の人間は彼らが環境のことを意識するきっかけをつくることが理想だと思う。 

各訪問先に関しては、私は個人的に事前の情報収集が不十分であったので、もっと情報収集し

ていれば説明の内容になかったことについても質問できたと思う。訪問先でお話を聞いて疑問に

思ったことについては、相手の方々がとても丁寧に答えてくださったので理解しやすかった。さ

らに、私の班のグループワークはマヌカン島への訪問が後半であったので、具体的なアクション

プランを考えにくかったが、逆に事前に各訪問先でプランを練るための質問事項を用意できたの

でよかった。 

研修全体を通して、スケジュールはなかなかハードで、新しく入ってくる知識が莫大な量だっ

たが、毎日振り返りを行うことで自分の考えを整理することができた。何よりも他の参加者の方

が考えたことを聞くのがとてもおもしろく、自分の視野の狭さを実感した。 

研修の 7 日間は、これまでの人生で最も良く考え吸収できた日々であったと思うほど、普段の

自分は考えることをしていないと気づいた。今後はもっと積極的に自分自身にテーマを投げかけ、

自分の考えを持ち、できれば友人と意見を交換して学んでいきたいと思う。マレーシア・サバ州

の環境保全と経済発展の両立について現状を知るだけでなく、自分の考えるということに対する

姿勢についても改めて考えることができた研修であった。本当に貴重な経験をさせていただいた。 
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     マレーシアにおける自然共生社会のビジョン     
 

R&C ネイチャー代表 

木村 しのぶ 
 

今回の研修の目標 

 

マレーシアにおける「自然と共生する社会」をテーマに以下の視点で情報収集を行い、野生生

物との関わりを考察する。 

①開発が進む前の伝統的な生活における自然との関わり方、自然についてのマレーシア人的な考

え方はどのようなものか 

②開発が進んでいる現状を、地元の人はどのように感じているか、よくなった点と悪くなった点

は何か 

③マレーシアにおける「自然と共生する社会」について、どのようなビジョンを持っているか 

④ビジョンの実現に向けての課題、日本に望む支援は何か 

 

現地研修で目指したこと 

   

①マレーシアにおける「自然と共生する社会」のビジョンについて、野生生物との関わりを含め

た自分なりのイメージを作成する。 

②日本人として、日常生活の中で協力できることを見つける（消費行動、ボランティア活動等）。 

 

現地研修における気づき 

 

【研修を通して関心を持ったこと】 

① SDBEC で目標としているように、サバ州が生物多様性と持続可能な開発分野で、どのように

アジアの中心となっていくか 

【理由】日本が発展した時とは異なる新しい発展の方法であり、世界で生物多様性が最も豊

かといわれるアジアの熱帯地域の今後の環境保全に大きな影響を与えるため（成功

するかどうかが、地球規模の生物多様性保全に大きく影響するため）。 

②現地環境 NGO の取り組み 

【理由】川の環境保全に取り組む CLEAR や、海の環境保全に取り組むリーフウォッチ/バン
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ギ・ユースクラブの積極的な活動に触れ、とても勢いを感じたため。 

 

【問題意識を持ったこと】 

① プランテーションの開発により、人の活動範囲と野生動物の生息域の距離が縮まることによ

る軋轢の発生。 

【理由】人と野生動物との軋轢をどのように解決し、共存していくかに関心があるため。 

人口集中等による川の水質悪化 

【理由】現地で水質の悪化した川を見て、下水道の普及や、下水処理の方法に改善の余地が

あると感じたため。 

② 国立公園の利用について法律があるにもかかわらず、うまく機能していないこと 

【理由】ウルセナガン村では、住民が国立公園内の樹林を違法に伐採しており、公園側が管

理しきれていないこと、住民側に法律を守る気がないことが問題だと思った。 

③ゴミの散乱（特に河川周辺、道路端） 

【理由】日本でも都市部の河川下流域ではゴミが散乱しており、共通の問題だと感じた。解

決策の一つとして、住民によるゴミの回収活動が必要で、そのために住民の意識向

上が必要だと思った。 
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提案するアクションプラン 

    マレーシアにおける自然共生社会のビジョン 

 

【アクションプランの背景】 

自然共生社会とは、人と他の生き物が地球上でともに暮らし、生物多様性を保全しながら、自

然から得られるさまざまな恵み（生態系サービス）を持続的に利用できる社会である。 

テーマに「マレーシアにおける自然共生社会のビジョン」を選んだ背景として、次のことがあ

げられる。 

① ボルネオの熱帯雨林は、生物多様性の宝庫。 

② プランテーションの拡大等によって、東南アジアが世界で最も生物多様性の劇的な損失が

起きている場所と言われている（IUCN）。 

③ 日本で繁殖し、東南アジアで越冬する渡り鳥を保全するには、そのどちらの環境も守る必

要がある。 

このテーマを選んだ理由は、このような重要な場所で、どのような自然共生社会がつくられよ

うとしているのかを、まず知りたいと思ったからである。 

【現状の取り組み】 

現地研修で知ることができた、マレーシアでの自然共生社会の実現に向けての取り組み・体制

を図 1 に示し、それぞれの取り組み概要を以下 a.～d.に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.政策策定支援 

・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

 

図 1 自然共生社会の実現に向けての取り組み・体制 
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（SDBEC；2013 年～）（JICA） 

目標：サバ州が生物多様性保全と持続可な開発のアジアにおける知的拠点となる 

・海の環境保全と持続可能な漁業との両立（WWF） 

b.調査・研究 

・生物の調査・研究、標本管理等（サバ大学） 

・泥炭湿地・森林の環境保全（森林局；クリアス ピートスワンプフィールドセンター他） 

・野生生物の保護・リハビリ・野生復帰等（野生生物局；ロッカウィ動物園他） 

c.環境教育 

・森林の保全、水源確保（クロッカー山脈国立公園） 

・マングローブ林の保全、植林（コタキナバル湿地センター） 

d.市民活動 

・川の環境保全、川と人との関係性の構築（NGO クリアー） 

・サンゴ礁の保全（バンギ・ユースクラブ） 

【自然共生社会のビジョン】 

研修を通して見えた自然共生社会における環境毎のイメージを以下 a.～f.に示す。 

a.山地 

・水源の森 

・生物多様性の宝庫   として保全されている。 

・有用植物の産地         

・環境教育の場 

・エコツーリズムの場   

【現状】山地では、現在すでに上記の取り組みが実施されていた。 

 

b.低山地・平地 

・野生動物の減少の 2大要因である、プランテーションと開発による影響が低減されている。 

・人とゾウなどの野生動物との軋轢が緩和されている。 

【現状】低山地・平地は、地形、立地的に開発が容易なため、開発が急速に進行していた。 

 

c.泥炭湿地 

・泥炭湿地環境に特化して依存している生物種についての調査・研究が進められている。 

・泥炭湿地の性質に適した保全方法がとられている。 

として利用されている 
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【現状】周辺のプランテーション化により湿地の乾燥化が進んでいる。火事が起きやすい。

一部では火事後に植林活動が行われていた。 

 

d.河川 

・下水処理技術が向上し、一定の水質が保たれている。 

・水質や水生生物のモニタリング調査が行われている。 

・流域に住む人々と河川の関わりが維持され、適切に管理されている。 

例）川沿いの竹林管理、ゴミ収集等） 

【現状】河川周辺への人口集中等により、下流域では水質汚濁が進んでいた。 

 

e.マングローブ林 

・身近な環境として地域住民から親しまれながら保全されている。 

・環境学習の場として積極的に利用されている。 

・渡り鳥保護の視点で、他国と連携して保全され、情報交換がされている。 

【現状】コタキナバル湿地センターでは環境学習が実施されており、ラムサール条約湿地へ

の登録の予定がある。一方で、湿地センター内でもマングローブ林にゴミが散乱し

ていた。 

f.海 

・持続可能な漁業が行われている。 

・地元住民の参加でサンゴ礁等のモニタリング調査が行われている。 

・サンゴ礁の保全に取り組む他国との連携が進み、周辺国をリードして情報発信がなされて

いる。 

【現状】持続可能な漁業に向けた取り組みは、現在話し合いが進められており、住民参加の

調査はすでに実施されていた。 

【自然共生社会の実現に向けた課題】 

・ボルネオ全体の生物多様性保全のための、インドネシアとの連携の強化。 

・政策に生かすための、生物の基礎データの収集（生物相・分布・生態等）。 

・野生動物問題・獣害問題への取り組み（ゾウとプランテーションの軋轢解決）。 

・小学生だけでなく、より幅広い世代に環境保全の意識が浸透する社会への成長、活動の受け皿

の確保。 

  例）幅広い世代に、環境保全学習・活動への参加機会を提供 
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    市民活動への支援策の充実 

・大規模な開発時（特に開発されやすい低山地・平地）における、生物多様性保全に配慮した開

発のルールづくり。 

・野生生物生息地の連続性の確保（生態系ネットワークの構築）。 

 例）キナバタンガン下流域における緑の回廊の取り組み 

   （ボルネオ保全トラスト・ジャパン） 

・泥炭湿地の適切な保全方法の確立。 

例）利用価値だけでなく、生物多様性保全上の価値を調べる。 

・河川の水質汚染（下水の流入）の改善。 

・渡り鳥の生息環境保全と、海外との連携。 

  例）二国間渡り鳥等保護条約・協定 
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研修全体についての感想 

 

今回の研修では、サバ州の環境関連の現状について、JICA や WWF の国際的な取り組みから

地元 NGO のローカルな取り組み、山から海までのつながり、村の伝統的な生活から発展した都

市の生活、野生生物・水環境・ゴミ問題など、総合的にみることができた。 

現地では環境教育が意欲的に行われていて、環境保全の意識が高いことを感じた。ラムサール

条約湿地の登録や、人間と生物圏計画へのノミネートなど国際基準での取り組みも進められてお

り、サバ州が生物多様性と持続可能な開発分野でアジアの中心を目指していることを知り、随分

進んでいると感じた。NGO レベルでも頼もしい取り組みがされていて、感心した。今後の進展に

も注意を払いたい。 
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    WAKAI（若い×和解）世代養成プロジェクト     
 

筑波大学生命環境科学研究科生物資源科学専攻 

早舩 真智 
 

今回の研修の目標 

 

① 熱帯多雨地域という植物の発育に適した土地で、人々がどのような理由をもって土地利用を選

択するのかを把握する。 

② 森林・林産物をどのように利用しているのか、歴史を踏まえて把握する。 

③ 日本との関係性(文化、商業、戦時中からの歴史など)を、多角的な視点化からみる。 

→11 月に高校で研究分野についての授業をするため、森林利用関係での関係性を見つける。 

③ 漠然としたことがらであるが、現地の人々がさまざまな立場で、何に満足し、何に不満を抱い

ているのかを知りたい。 

 

現地研修で目指したこと 

   

① 日本での森林利用・管理、マレーシアでの森林利用・管理の方法を共有し、お互いに参考にす

るべきことがあるか現地の人と検討する。 

  →国立公園、産業植林、エコツーリズムなどに関する意識を共有する。 

② 各地で現地の人々が問題だと思っていること、自分たちが問題だと思っていることの差異を確

認するために話し合い、双方の価値観を確認した上で、改善と呼べる行動案を提起する。 

③ 日本に帰ってから、他の人にサバ州のことを伝えられるようにメモ、スケッチ、写真撮影を各

地で適切に行う。 

 

現地研修における気づき 

 

① 感情的な対立 

 クロッカー山脈国立公園とウルセナガン村の対立の話を聞いて、もはや損得の話ではなく、相

手が嫌いだから話合いのテーブルすらここ一年以上設けられていないという話が印象深かっ

た。もちろん経済的な利益対立から始まったものであり、はじめから穏やかな話し合いではな

かったようだが、そのうちに個人の態度が気に入らないだとか、ミーティングの約束を破るな
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ど、人どうしの信頼感というものが失われて話し合いの場すら失われていったようである。結

局、感情的な問題というのは最も解決し難いと感じた。このままではお互い主張を通し、双方

に最大の損害を与えて、強い方(もちろん政府)が意見を通して、折られた方の恨みが残るとい

う最悪の結果になりかねない。感情という対立になってしまった場合の解決方法としては、①

それを上回る双方における利益が創出される、②感情の鉾先を変える共通の敵をみつける、③

感情的になっている当人以外の人々が問題解決に参加する、などがあると思う。①はそれこそ

話合いがなければ生まれてくるものではなく、②は新たな争いを生むこと必至なので、現実的

には③に向かうべきであると思う。感情的な対立とは個人間からはじまり周りに広がるものな

ので、現在利益交渉に当たっている公園代表、村代表以外の人々どうしの話合いの場を設け、

そこから公園と村の新たな関係性構築の潮流を大きくしていくしかないと思う。かといってま

ったくの部外者の話に耳を傾ける可能性は低いので、この問題周辺にいる若い世代が必要だと

感じる。現状は急には変わらないであろうが、取り巻く環境は変化しているのだから、次の体

制を準備する必要がある。 

 

② 若い世代 

バンギ・ユースクラブが、地元と公園局側の話し合いの接点になっているということを聞いた。

日本でも、ものごとを変えるのは馬鹿者、若者、よそ者というが、自分の感覚的では、地元の

大人たちも自分たちの地域の若者の言葉を一番ちゃんと聞くように思う。そして若者は現在さ

まざまな情報を得ることに比較的積極的であり、よそ者との繋がりが構築し易いうえに、村で

は大人たちとのパイプも強い。この若者たちがどう動くかが、さまざまな問題に取り組む上で

重要な要素となると感じた。 

 

③ 動物保護 

 ロッカウィ動物園で、動物保護という思想においてどの要因が、行動動機として大きいのか。

また、感情というものが行動上非常に重要だと感じた。 
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提案するアクションプラン 

    WAKAI(若い×和解)世代養成プロジェクト 

 

【アクションプランの背景】 

 村と国立公園の感情的な対立があり、それが原因で全く話し合いが進まないなら、その逆はど

うなるのかを考えると友好関係をつくることになる。そのためにはやはり子供のときから異なる

背景をもつ知り合いを作るということは重要だと考える。 

【アクションプランの目的】 

都市と村の若い世代が話し合いによって和解する仕組みをつくる。 

  →まず感情的友好関係を構築することが必要。 

  →小さいときから友達になる(お互いを現実的に知ることが必要)。 

【対象地域】 

ウルセナガン村と下流域の都市 

【ターゲット】 

現地市民及び活動参加者 

【短期的目標】 

同世代の若者を交流させるイベントを企画し、存在を生で認識する。友達を作る。 

・環境教育の一環として都市の小学生が、むらの小学校を訪問する。 

・むらの小学生が都市の小学校を訪問する。 

・SNS などで繋がりを持つ。←みんな携帯を持っているのであれば、こういうところで活かす。 

→まず、お互いの暮らしと存在を現実的に認識する。 

【中期的目標】 

短期目標で構築された人間関係を維持する。 

・中高生年代の若者たちが、互いの暮らしに対する理解を深められるような場を企画する。 

→互いの生活の良いと思う面、良くないと思う面を見つめなおす。 

→自分たちの欲求がどこにあるのかを把握する。(自分にとって何が重要なのか) 

【長期的目標】 

短中期で得た人脈、経験を活かして問題解決に互いに取り組む。 

・20 代の大学生または社会人層が、互いの問題を認識して自分たちで行動を起こす。 

→互いの立場に、ある程度理解がある状態で議論ができる可能性が高まる。 
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研修全体についての感想 

 

日程的にはタイトで肉体的には疲れたが、さまざまな場所でさまざまな人たちの主張を聞く機

会を得られたことはとてもよかった。サバ州でも環境保護と経済発展を両立するという目標のも

とに、国立公園の指定や土地開発が行われているが、それが上手くいくかどうかというのは結局

人間どうしの関係性が感情込で上手くいくかどうかであるのだなと感じた。よくよく考えてみる

と、人間社会で感情が左右しない事象というものはあまりないなと思った。そこで感情的に対立

してしまった場合に、自分はどのように物事を解決していくべきなのかということを考えさせら

れた。 

今回の研修メンバーはスタッフの方々も含め、普段なかなか接しないような人たちといろんな

経験や話ができたことは、自分にとって非常に勉強になった。 
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        空中写真を用いた環境教育        
 

酪農学園大学 

細川 知世 
 

今回の研修の目標 

 

① 海外で NGO としての活動を行う上で、地域の人々との関わり方や、活動を確立するうえで何

が必要とされているのかを、実際に現地の NGO の方のお話や地域の人々の様子から把握する。 

② マングローブの植林活動を通して、植林の方法や環境教育への取り入れ方・実践方法を学び、

帰国後に大学での植林研修や、地域の子どもたちへの環境教育を行う際の参考にするために、

情報を収集する。 

③ サバ大学の学生との交流を通して、同世代の人たちの話を聞いて自分の将来の方向性を見直す

機会とする。 

 

現地研修で目指したこと 

   

① NGO のスタッフの話から、活動に必要だと思われるもので自分たちにも実現が可能なものを

１つ以上見つける。チャンスがあれば現地の方と話をして、NGO の活動をどう考えているか

質問してみる。 

② 行った植林方法などを、帰国後伝えるときによりわかりやすくするために、植林活動の時の写

真素材を多く収集する。 

③ 学生間の交流を通して、マレーシアへの留学や国際協力への道を具体的に考える。そのために

少しでも多くの学生と交流する。 

 

現地研修における気づき 

 

・JICA の生物多様性生態系保全のための持続可能なプロジェクト 

→これまでは、きっと難しくて自分は関与できないと思っていたので、名前を聞いたことある

くらいにしか思っていなかったが、SDBEC の鈴木さんのお話をきいて大きなテーマも分解し

ていけば、何かできることがあるかもしれないと現実味を抱くことができた。 

・環境教育 
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→これまでも日本で環境教育を行ってきたけれど、クロッカー山脈国立公園や NGO クリアー

を見学してみて、環境教育の必要性を感じたり手法を考える材料を得ることができた。 

・活用方法 

→クリアスやコタキナバル湿地センターでのパンフレットやガイドの説明方法など、せっかく

の場所を活かしきれていないのがもったいないと感じられた。パンフレットなどは目に見てわ

かりやすいのが一番なので、地図をもと活用すればよいはずである。マレーシアでは地図を目

にする機会が少ないと感じられた。 
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提案するアクションプラン 

    空中写真を用いた環境教育 

 

【アクションプランの目的】 

環境教育により、北海道の環境変化を理解してもらう。また長期的には環境問題に国は関係な

いことを理解してもらい、環境保全の意識を変える 

【ターゲット】 

北海道江別市小学校または地域の人々 

【活動内容】 

 短期的な活動 

→航空写真を用いた環境教育を行って、北海道の過去と現在の環境の変化を理解してもらう。 

→日本の環境の現状を把握してもらう。 

→北海道における江別市の位置、世界における日本の位置の把握。 

→北海道の環境変化が何によってもたらされたのかを考察。（森林の増減・黄砂など） 

中長期的な活動 

→航空写真を使って他の国にも興味をもってもらう。 

→日本の環境と海外の環境を比較する。 

→航空写真で学んでから現地に訪問する流れをつくり、その地域とのつながりを意識してもら

う。 

→たとえば、日本にいながらマレーシアの環境問題を考えるための資料とし、航空写真を用い

た事前学習を踏まえたうえで現地を訪問し、現場で学ぶという流れのツアーなどを企画す

る。 
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研修全体についての感想 

 

今回の研修では、旅行などの観光で来たのでは聞くことのできない専門家の方などのお話をた

くさん聞くことができたことで、自分たちの考えを深めることができたと思われる。自分の興味

のある場所以外でも、専門家の方などの話を通して学ぶことで、新たな印象を得たり興味がわい

たりする機会を得ることができた。今回の研修はアクティビティも多く含まれていたと思うので、

説明を聞いたあとにアクティビティを行うことができて、さらに気づけたことがあったと思われ

る。 

研修の人数も 10 名だったので、意見を交換するのにさまざまな視点の話が聞けて興味深いも

のがあった。それぞれの得意分野が異なっていたので、話し合いのとき毎回一人では考えつかな

かった案などを聞くことができて刺激になった。 

また、全体的に盛りだくさんのスケジュールだったので、それぞれのサイトの時間が短かった

所もあるが、多くの場所を見学できたので、それは良かったと思われる。 

しかしもう少し時間に余裕があったら、最後の研修発表の準備のように、一つ一つのサイトに

ついて深く考えることができたのかなとも思われる。 

振り返りの時間は情報共有や交換のとても貴重な時間になったので、振り返りの時間も十分に

考慮されたスケジュールだともっとみんなで話し合いができたはずである。 

現地での食事なども、自分たちである程度行うことができたら、街の様子や物価なども自分た

ちで理解できたはずである。ある程度の自由な時間を設けて、街にでて現地学習する時間も必要

である。 

現地報告会は、準備の段階でメンバーとたくさん意見を交換することができたのでとても勉強

になったが、時間不足であった。毎日スケジュールが多い中で、寝ないで準備をしなければなら

なかったこともあり、日中の研修にも支障がでると感じられる。 

将来国際協力などに関わることができたらと考えていたので、全体を通して分野に偏らずたく

さんのサイトを見学し、実際に活動している方の話を聞けたことで、自分の将来の方向性を考え

る参考にすることができる。 

事前研修で行った手法なども、現地研修でしっかりと生かすことができたので、事前研修をも

う少し長くしても良いと思われる。研修を通して、自分の強みや弱い部分を把握することもでき

たので、今後の自分の活動には多いに役に立つはずである。 
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     マレーシアの自然と動物を守るために      
 

京都造形芸術大学通信教育学部芸術学部美術科写真コース 

前林 明日香 
 

今回の研修の目標 

 

マレーシア、ボルネオ島における自然の素晴らしさと、開発に伴う自然破壊などの現状につい

て把握し、写真集を作成することで世の中にマレーシアの環境問題を伝えること。 

 

現地研修で目指したこと 

   

クリアス川やロッカウィなどでは自然の素晴らしさを、モンソピアド村やマヌカン島などでは

開発に伴う問題とその解決に向けに携わる人々を、それぞれ写真に収め写真集の素材を収集する。 

 

現地研修における気づき 

 

まず現地に行って一番感じたことは、やはり「環境」というのは「住んでいる方たちの環境」

も含まれているので、現地の人々が活動しなければあまり意味を成さないということである。ク

ロッカー国立公園と村の関係、クリアス川泥炭湿地センター、バンギ・ユースクラブ、Clear、ロ

ッカウィワイルドライフパークなど、やはりマレーシア、その地に住む人々が主体であるのが大

前提であるというのを再認識した。 

バンギ・ユースクラブの方たちは、自分たちのバンギ島で fish bombing を何故やめなければ

いけないのかを説明したり、プラスティックバッグの使用を控えようと呼びかけたり、海を守る

ことがいかに大切かを、人形劇などさまざまな手法を通して島民に伝える活動をしていた。そう

してバンギ島ではかなり海の環境を守ろうという意識が芽生えているようだと感じた。やはりそ

れは同じ島民の若者が行っているからこそなのだと思う。 

同じく現地 NGO である Clear でも、昔から川辺に住んでいる Adelaide さんやウィニーさんが

主体的に行っているからこそ、川の周辺に住む人々の支持を得て、植林をした後もそこの住民の

方が世話をしてくれるというシステムが成り立っているのだと思う。土地を中国人に高値で売っ

てしまい、川の近くにマンション建設などが進んでいることも問題で、村の土地を売らないよう

にと伝える活動もしていると言っていたが、それこそまさに現地の住民だからこそ、周りの人々
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の心を動かすことができるのだと思う。 

今回、現地にこれだけ環境保全の意識が高い方がいるということを知ることができたことが、

大きな収穫だと感じている。私が今すべきことと感じるのは、彼らの活動をサポートしていくこ

とだと思う。異国から来た私たちではわからない感覚や考え、風習風土、コミュニティの在り方

など、住民が行うからこそ解決できる問題がたくさんあると感じるからだ。そして住民が行うか

らこそ、続いていくのだと思う。そして同時にそれは遠い異国のことではなく、私たち日本人に

も密接に関係しているのだということを認識していく必要がある。 

そのためには、やはり世の中に広める活動が必要だと思う。私は彼らの活動内容を正確に世の

中に広め、多くの人に興味を持ってもらいたい。 

私の在籍する大学の理事長が入学式で言った言葉、「芸術は世界を変える」この一言が私の心

に強く残っている。写真を学ぶ一人として、私は写真というツールで何かできないか？ 

今の現代社会は、誰でも写真が撮れる。誰でも、現地を伝える人になれる。それなのにそれを

個人のアルバムの中だけに収めておく、思い出にしておくだけではもったいない。誰もが発信者

になれる。インターネットが普及した現代では大きなメディアに頼らなくても、みんなに広める

ことはできるのではないか。
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提案するアクションプラン 

    マレーシアの自然と動物を守るために 

～フォトハンティングツアーの実施に向けて～ 

 

【アクションプランの背景】 

知ること、考えること、行動すること。これが国際貢献には非常に大切である。環境省の HP

にも、見る知る行動する生物多様性というページがある。私は多くの人々に、この知ることと考

えることのきっかけ作りをしていきたいと考えている。 

そのことによって、一般市民の国際貢献に対する意識の底上げ、そしてそこから環境保全活動

に興味を持ち活動に参加する人口の増加に貢献していきたい。同時に地球環境問題や生物多様性

に関する意識を広げることで現地の活動を後方支援していきたいと思っている。 

そこで、私はフォトハンティングというものを提唱したい。グループワーク現地発表の際に、

出席者の方からいただいたフォトハンティングというアイディアを、私なりに昇華してみたもの

だ。 

フォトハンティングとは、「野生動物や植物を傷つけることなく持ち帰る方法。ぶらっと歩い

てたまたま出会うのではなく、自ら能動的に出会いに行き写真にとる（ハンティング）。」このよ

うに定義したいと考えている。 

【対象地域】 

マレーシアボルネオ島、サバ州 

【活動内容】 

まずこのフォトハンティングツアーの実施に向け、私の

短期的な目標として、今回の研修にて訪問したロッカウィワ

イルドライフパークでの写真集を作成し、Canon 主催の

Photopresso という HP に公開する。今回は豊かな自然と野

生動物の宝庫であるボルネオ島で、人間の身勝手により住処

を奪われ、塀の中で暮らす動物たちというテーマで制作した

（右写真）。この Photopresso とは、ウェブ上でフォトブッ

クの編集をし、一冊から印刷してくれるサービスである。そ

の HP にはギャラリー機能があり、希望すれば自らが制作し

たフォトブックをウェブ上に公開できる。作成から 60 日間

は誰でも購入することが可能であるが、誰かが購入してくれても印刷費のみの値段なので、私に
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は何も入ることはない。 

そこで次の中期的な目標を挙げたい。来年後半にこの HP でオンザマーケットというものが本

格実施される予定なので、そこに出品したいと考えている。現在トライアル期間が実施されてお

り、10 名のプロの方と 20 名の一般公募の方のブックを購入することができる。通常で購入する

時とこのオンザマーケットの違いは、出品者がロイヤリティを 100 円から設定し、売れた分だけ

得ることができることである。本格実施され次第出品し、得られたロイヤリティは次の計画のた

めに貯めることを計画している。 

そして私自身、再びボルネオ島を訪ね、可能ならば東の地域（サンダカン・キナバタンガン）

に赴き、新たな写真集を作成しようと考えている。同じく、作成でき次第オンザマーケットに出

品する。 

資金が貯まり、私自身がツアーを組めるほどにボルネオ島のことを知ることができたら、長期

的な目標であるフォトハンティングツアーを実施したい。 

それまでに私が行ったことのある場所をメインに組み立て、自然豊かな場所と環境破壊が問題

になっている場所やプランテーション、今回訪ねた KKWC など今自然がどうなっているのかを、

知ることができるようなプランに

しようと考えている。 

同時にインターネット上に HP

を作成し、現地で撮ってもらった

写真は HP にある地図上で撮った

場所に印をつけ、そこにアップす

る。（右図） 

将来的には英語にも翻訳し、HP

はサバ州や現地の HP（ロッカウィ

ワイルドライフパークやサバパー

クなど）ともリンクを繋げる。 

バンギ・ユースクラブのビデオや写真がとてもよかったので、可能であれば将来彼らともリン

クを繋げたい。活動を PR する場がまだない現地 NGO などとも提携し、ビデオや写真などを掲載

することも予定している。 

日本からの参加者だけの HP ではなく、現地 NGO なども参加した HP にすることで、開発は

ダメだという一方的な見方だけでなく、現地にも生活があり、その上で一緒にどうしていけばい

いかを考えられる HP を目指す。 
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研修全体についての感想 

 

とても内容が濃く、詰まり過ぎている感はあったが、全体としてとても有意義なものであった

と感じた。ただ、全体を通しての主題であるマレーシアボルネオ島における環境破壊と野生動物

の現状について、大きな一端を担っているアブラヤシのプランテーションに立ち寄らなかったこ

とが非常に疑問であり、残念であった。 

マレーシアのローカルタイムという感覚どころか、日本にいるよりも多忙であったことも残念

に感じた。現地でしか感じられない現地の風土や時間や感覚、といったものを感じることも一つ

の国際理解であり、日本や他国の押し付けでないプロジェクトを考えるのに、非常に重要になっ

てくると思うからである。 

個人的に行ったのでは絶対に行かないだろう場所に行けたこと、会えないであろう人々の話が

聞けたことが、やはり参加して一番よかったことだと感じる。村人から行政関係の人まで、たっ

た一週間だがさまざまな人に出会い、話せたことは、この研修でないとできないことだと強く感

じた。 

車が右ハンドルであったこと、センターの綴りが center でなく centre であったことなどから

イギリス統治の歴史が垣間見え、面白かった。 

どこの国も、問題をかかえており、それは質や相手が違えど、似たようなことが多いと感じさ

せられた。隣国との問題、行政の縦割りの問題、経済発展による生活環境の変化、伝統と文明、

開発と環境破壊…どれもこれも日本と変わりなく、世界はどこも同じなのだということが私には

とても意味のある発見だった。 

そしてもちろん、海外に行けば必ず感じる日本の良さを再確認した。今回はなによりも、トイ

レである。紙がない、流れない、床が水浸し。これが女性である私にはなかなかにきつかった。
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停電はなかったが断水があった。街は下水が処理されていないということで、異臭が漂っていた。

日本がいかに水回りのインフラや環境が整っているか、その有難さを身に染みて感じた。 

個人的にはもっと英語を勉強しておけばよかったというのが最たる反省である。 

終わってみて、感想を聞かれた第一声に「楽しかった」ではなく「ためになった」と答えられ

た研修だったので、多忙さと寝不足とストレスで何度も挫けそうになったが、やはり私の人生に

とって非常に意義深いものであったと思う。 
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        サロベツとボルネオをつなぐ       
 

ＮＰＯ法人サロベツ・エコ・ネットワーク 

森永 太一 

 

今回の研修の目標 

 

① 地域の人々をどのように活動に巻き込んでいったのか、その方法と地域の人々の動機とは何

か？を調査する。 

②サロベツに帰ってから活用するために、サロベツと似ているもの、違っているものという視点

で、情報を収集する。 

 

現地研修で目指したこと 

   

① 各訪問先で地域住民との協働のきっかけ、アプローチ等どのように行ったのかと、地域住民

がどのような気持ちで参加したのかを聞き取り調査する。 

（得られたアイデアを応用して、サロベツで活用する。） 

②サロベツと似ているもの、違っているものを説明できるような、画像及び内容を把握する。 

（それらの素材を活かして、サロベツで研修の報告会等を開く。） 

 

現地研修における気づき 

 

日本で普通に生活していること自体が、遠い外国の豊かな自然環境を破壊していることを再認識

できた。 

これは、私たち自身が日々の生活を変化していかなければ解決できない問題であると思う。今あ

る生活を変えるということはとても難しいことであるが、我が家では以前から取り組んでいる活動

を、今後も継続していきたい。 
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提案するアクションプラン 

    サロベツにおける外来種の取り組み・サロベツとボルネオをつなぐ 

 

【サロベツ地域の外来種に取り組む】 

短期的な目標：住民に現状を知ってもらうこと、現場をみてもらうことから始めて、地域内で活

動の輪を拡げる。 

① 地域住民に現状を知ってもらう活動を行う 

  ・外来種が広がる現場を見学する 

  ・実際に活動している地域に行き（またはそこから活動する人を呼んで）話を聞く 

② 有志を集めて、活動を開始する 

③ 知ってもらう活動を継続的に行い、新たな参加者を増やす 

中長期的な目標：一地域で活動が軌道に乗ったら、サロベツ原野の他の地域にも拡げる。 

④  サロベツの他地域でも同様に 1～3 の活動を行い、サロベツ全体に活動の輪を拡げる 

【サロベツとボルネオをつなぐ活動】 

短期的な目標：子どもたちに本研修で見てきたものからボルネオ紹介をして、知ってもらうから

始めて、サロベツについて理解を深める 

① 本研修の報告を地域住民、子どもたちに向けて実施する 

目的：a.サロベツと比較し、サロベツについて認識する 

b.ボルネオの現状を理解し、自分の生活と繋がっていることを認識する 

中長期的な目標：子どもたちがサロベツまたはボルネオの興味を持った部分を掘り下げ、調べて、

まとめて、発表するまでを自分たちで実施する 

② 調べる 

・インターネットなどを使って情報を収集する 

・調査計画を立てて、実際に調査する 

③ まとめて発表する 

・事前に調べた情報や調査した結果をまとめる 

・まとめたものを発表する 

ボルネオに興味を持ったら、将来的には、 

④ 実際に現地に行く 

・インターネットなどを使って情報を収集する 
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・サロベツについて調べたことを現地と比較できるように表現する 

・現地で発表して、交流する 

⑤  現地の現状を知り、原因を考える 

・現状を知り、自分たちと繋がっていることを確認する 

・自分たちが普段の生活でできることを考え、実施する 

・現地の現状をサロベツで伝える（1 の活動に戻って、繰り返す） 

  ⑥ 現地の子どもたちをサロベツへ呼ぶ 

・上記と同様に、交流から自地域を再認識すると共に、相互の繋がりを認識する 
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研修全体についての感想 

 

自分の活動しているフィールドでの活動に疑問を持ち、さまざまな事例を知る意味で本研修に

参加した。また、以前、ボルネオで起こっている問題についての話を聞く機会があり、その時か

ら実際に自分の目で見てみたいと思っていたため、今回の研修に応募、参加した。 

 

1 つ目の自分の活動についていえば、知ることの重要性を再認識した。また、人の意識が変わ

り、行動が変わるのには時間がかかることも改めて感じた。 

今後の活動では地域の住民、特に子どもたちに知ってもらうために、たくさんの情報共有を行

い、興味、関心を持って協働作業を進めていけるようにしたい。 

知ること、例えば、 
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① 現状を実際に自分の眼で見て考える 

② 既に携わっている人と、活動に興味の

ない人の交流によって相互に考え

る場を持つ、を継続的に行い、活動

して行く。 

 

2 つ目のボルネオでの自然破壊、特にプ

ランテーションについては、どのサイトに行っても話題に出てく

る問題であり、移動中の車窓からも度々見えた風景であった。私

たちが日々、何気なく使っている製品、食べ物に含まれている植

物油の表示と、窓から見えるプランテーションが繋がった。 

ロカウィ動物園では、ボルネオに生息する絶滅危惧種を多数紹

介され見学した。IUCN のレッドリストに記載されている

種が13種、その中にボルネオ固有種も4種含まれていた。 

これら絶滅危惧種の主原因としてプランテーションがあ

げられていた。私たちの普段の生活が、これだけたくさん

の野生生物に影響を与えていることを再認識するとともに、

自分の生活を改めて考えさせられた。 

これまでもオイルパームのプランテーショ

ンの話は聞く機会があり、我が家ではなるべ

く影響のない物、保全に貢献する企業の製品

を選択してきているが、周りにも積極的に伝

えていかなければならないと感じた。 

また、オイルパームのプランテーションは、

動物に限らず、ボルネオに住む人々の生活にも同様に、多大な影響を与えていると感じた。 
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      ｢KIME-KOMA｣植林事業の普及        

 

慶応義塾大学大学院理工学研究科 

吉田 拓史 
 

今回の研修の目標 

 

① 水環境の現状・現状に対する活動に着目し、主に水質浄化活動に用いられる技術を知る。また、

その活動の効果を定量的に把握する。日本の技術で環境保全に適用できるものを探す。 

② NGO 団体及び個人で、自分が今後どのような活動をできるのかを模索する。 

③ 自然環境・動物に対する学生の興味を喚起することができるような素材を収集する。 

 

現地研修で目指したこと 

   

① 各現場で、習熟・会得を促進するため、デモは必ず参加し、実際に行う。 

② 問題点を把握し、私の視点から改善案・切り口を提案する。 

③ 今後自分がこの経験を説明できるように、各現場の案内してくれる人の紹介法に気を配る。 

④ 自分が活動しているイメージを常に思い描く。 

 

現地研修における気づき 

 

1. マングローブ植林活動を通して、植樹後の生存率が高くないという点が問題であると感じた。

というのも、植林活動中に前回植林して育たなかったと思われる葉が散った苗木を散見し、ま

た水位の問題から苗木を十分に地に植えられず、葉まで水面下に浸るという状況になっていた

ためである。したがって、苗木の準備に要した時間と労力を、結果に直結し反映できるような

植樹活動が必要だと考えた。そして、苗木を運ぶ段階で傷めてしまうことやオペレーションの

徹底を促すデモンストレーション不足などの点も、改善していかなければならないと感じた。 

2. あらゆる面で調査研究の必要性を実感した。というのも、各団体の環境保全活動の目的は理解

できたものの、何をどこまでやるのかという目標がわからず、指標が不透明で、どの指標をど

の程度まで改善するのか明確にしていくことが必要であると考えたためである。水質浄化を例

にとると、菌・微生物を減らすのか、透明度をよくするのか明確にする必要がある。そのため

にはまずは現状を知る調査が必要である。これは、油やしプランテーション近傍の泥炭湿地の

地中水分レベル、植樹の活動の評価をする際も同様である。 
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3. モンソピアド村近くの農地や土地が経済発展に伴い買い取られ、都市化が進んでいた現状に問

題意識を感じた。そこで、発展を妨げず環境及び伝統的な風景、生活を保全できるような開発、

土地利用のノウハウと保護区指定といった、制度整備や政策的取決めが必要であると感じた。

というのも、都市化は発展には避けることができないものの、近傍に伝統的な生活や希少な民

族の文化的遺産があるため、これを無視することはできないからである。逆に、より観光資源

として活用していくこともできる。このような事情がなくとも、経済発展を伴う都市開発のモ

デルとなり得るような開発が実現されることが望ましい。保護区に関しては縦割りのものでな

く、他の保護区への理解が促進されていかなければならない。 

4. 以下は個人的なアイデアベース 

 各サイトのホームページ（HP）を確認すると観光用の HP のみであり、そもそも HP が存在し

ないところがあった、観光業がメインとしても、環境保全を実施していく上では HP が必要で

ある。というのも、HP により活動を周囲に知らせることができ、活動への参加者を増やすだ

けでなく、信頼性も増し、提携先も見つかる可能性がある。Facebook 等といった SNS でも

良いが Facebook だけではできないことがある。したがって、HP の作成を促していく。 

 サバ大学での生物保管庫を視察して、保存している種類と集まっていない種を資料整理すると

共に、標本等の管理保護をより徹底するために、図書館などにある端末により生物を検索する

と、どこにいつ保管されたかといった資料管理をすることができる。これにより、探す無駄を

省き、必要のない接触を防ぎ、結果として管理の質が向上するのではないかと考えた。 

 ロッカウィ動物公園に、日本の動物園の自動販売機から寄付を得ることができるというアイデ

アを受けて、少しでも資金を集める方法を考えた。この場合は、動物で得た資金が結果的に動

物の環境を良くするという、動物→動物の関係である。私が目をつけたものはサバのお土産と

して有名な、黄金ナマコの石鹸である。ナマコは当然海洋の生物であり、海洋環境に少なから

ず関与している。したがって、このナマコ石鹸業者と環境保全団体が提携することで、団体は

活動資金を得ることができるだけでなく、業者は環境意識が高く CSR で環境事業を行ってい

るといった市民からの認知度を増すことができ、win-win の関係が構築できるのではないかと

考えた。ナマコ石鹸ができるまでと海の関係をアピールしても面白いかと思った。 

 コタキナバル湿地センターを筆頭に、観光客が訪れる場所にも関わらずトイレの施設が良くな

いといった場所がやや多く感じた。この湿地センターの場合はアクセスもよいため、リピータ

を増やすためにも職員のためにも改善してもよいのではないかと感じた。 

 水質浄化で使用できそうな日本の技術として、以下のものがある。（これらは川の水を浄化す

るという規模ではなく、飲み水・家庭用水の規模での使用） 

 日本ポリグル社：水に添加して使用 

 P.T.オランダ・フォー・ウォーター：フィルター式でろ過をして水を浄化、低所得でも購買可

能な、生活の質を高める装置を提供するベンチャー 
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提案するアクションプラン 

    ｢KIME-KOMA｣植林事業の普及 

 

【アクションプランの背景】 

 植林事業は、環境保全活動として最もベーシックなものであり、多くの環境 NPO・NGO が実

践している活動である。この活動は、失われた森林を再生するのはもちろん、油やしプランテー

ション等による地中水分量の減少を抑制し、増加させる働きがある。また、山地における雨など

の貯水効果を上げる働きがある。そして、川や海近辺にある木々は水生生物の生息地となり、川

や海の生態系を豊かにし、長期的にみればそれらの水質の向上にも寄与することが可能である。

したがって環境保全事業の中で植林事業の重要性は高いといえる。 

 しかしながら、シンプルな植林事業においても、明確な達成目標の設定と、フィールドの調査

等、調査・研究、活動の成果を持続させていくことが必要であり、重要である。 

具体的には、マレーシアサバ州におけるマングローブ植林活動において、植林するフィールド

において前回植林されて生存しなかった苗木や、苗木が水に浸って不安定となり根付かない、苗

木の扱いが良くなく傷んでしまう、植林のデモンストレーションが不十分といった状態が散見さ

れ、作業の徹底度が低く、植林後の生存率が高くないのではないかといった問題があった。マン

グローブ植林用の苗木は生育速度の関係上、準備に 1.5 年～2 年という歳月を要すため、活動す

る人に依らず植林後の生存率を向上し、時間及び労力を無駄にせず、活動の成果を持続的にして

いくことが必要である。 

【アクションプランの目的】 

この生存率を高めるために、日本のきめ細かな植林事業に倣い、「KIME-KOMA」の概念をあ

らゆる地域に浸透させる。また、活動者に関わらず、誰が植えても生存するようにオペレーショ

ンの指導をして、改善し徹底する。 

【対象地域】 

マングローブ生息地全域 

【ターゲット】 

現地市民及び活動参加者 

【活動内容】 

まずはマングローブを対象に。マングローブの植林のオペレーションを改善し、どこに、いつ、

どのように植えれば生存率を高めることができるのか調査してデータを取り、それを考慮してマ
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ニュアルをつくり、デモンストレーション等を含めシステム化する。デモンストレーションの改

善時には、説明用パネルや動画を作製する等して、「きめ細かさ」を徹底して浸透させる。調査研

究の過程では、他研究機関及び他環境団体との連携を図り、橋渡しを担い、組織間連携を促進す

る。 

具体的なスパンは、データを取ることも考え 10 年スパンで活動をし、中期的には、最終的に

確立したマニュアルを作るためのデータ収集、

植樹ノウハウのインプットを徹底する。長期的

には、誰しもが簡単に気軽に日本で行われてい

るようなきめ細やかな植林をして、ムラがない

ようにして植林ノウハウの共有化を図る。この

過程では、調査による研究と植樹のスキルアッ

プ、教える側と教わる側の教育及び人材育成を

視野に入れている。植物のケアという概念を浸

透させる。環境教育の要素も含む。 

活動の成果をアウトプットして周囲に知ら

せるために、各団体のホームページ作製を支援していくことも考えられる。というのも、ホーム

ページにより視聴者の興味を喚

起して、活動への参加者を増や

し、また組織間の連携・提携を

促すために有用であると考えら

れるためである。 

私個人、短期的には、国内植

林活動に参加して植林ノウハウ

をインプットしてスペシャリス

トとなり、長期的には、海外フ

ィールドで活動し、きめ細かさ

を浸透させ、現地活動を担う人材の育成を担っていきたいと考える。 

 

 

 

植林用マングローブの苗木 
（コタキナバル湿地センター） 

マングローブ植林光景 
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研修全体についての感想 

 

本研修を通して、環境保全活動における行動・体験の大切さ、自身の無力さ、環境保全に対す

る無知を知った。また、マレーシア第二の都市であるコタキナバルという発展した場所を視察で

きたことは、今後、他の新興地域で同じ問題があると考えられ、適切な場所であった。このよう

な点で非常に有意義な研修であった。 

体感・体験することの重要性について、確かに今回の研修を通して各サイトの現状がどのよう

であるか視察し、そこで NGO、NPO がどのような活動をし、どのような問題点があるのかとい

う講演を聞いた。しかしながら、例えば環境教育といっても、どのような内容で具体的にどんな

活動をしているのかイメージを得られたとは言い難い。他方、植樹に関しては、クリアス湿地セ

ンター・コタキナバル湿地センターや、マングローブ植林実施場所といった各サイトで、植樹の

意義目的やマングローブの播種から苗木までの生育過程を知り、実際に手を動かして活動した。

そのため、マングローブ植樹のオペレーションで現状はこうだが、ここは改善した方が良いので

はないかといった問題意識やアイデアが浮かんできたと思う。また体験したことで、この活動は

今後自分でもできるのではないかという考えも持つことができると思った。 

各サイトや各団体の話を聞いて、さまざまな環境問題の解決には政府の力や資金の重要性を実

感せざるを得なかった。というのも、川の水質を浄化するといった課題を直接的に解決するには、

やはり浄化システム・浄水処理プラントをつくるという策が思いつくが、それは莫大なお金がか

かるし政府公共のプロジェクトでしかできないからである。当然各団体レベルでは活動が限られ、

間接的に水をきれいにする策を採用し実施しなければならない。このように、環境保全団体でで

きることは限られ、私を含め個人でできることはさらに少なくなり、そのできることの少なさと

無力さを感じた。 

環境問題はスケールが大きすぎて、どこに策を講じればいいのかが分かりにくく、全てを効率

的に改善しようという考えはできないと感じた。だからこそ、地味ではあるが環境教育といった

活動で長期的な観点で改善していかなければならない、植樹といった微力のことでもまず行動し

ていかなければならないと感じた。 

今回の研修でサバ州の山・川・海の問題見てきたが、日本の山・川・海の問題はどうであるか

日常で知ることはほとんどない。このようにそもそも日本の現状を知り、どのような技術を投入

し対策を講じているのか知らないのは問題だと思う。先進国環境先進国である日本が、開発途上

国を含む海外諸国にナレッジを提供して援助していくには、まずは日本のことから知っていかな

ければならないと感じた。 


