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第３章 研修生による研修報告書  

●報告テーマ「持続可能な開発」の視点から  

『経済・環境・社会から見たマレーシアの持続可能な発展』 

 
青木雅詠 

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科  

 

１．はじめに  

 私は早稲田大学大学院アジア太平洋研究科に所属し、国際開発学を専攻しています。

また、フィリピンのスラム街で活動する NGO で半年間の現地でのインターンシップ、

児童労働をなくす活動をする NGO の東京事務局で 1 年間のインターンシップをするな

ど、これまで NGO 活動に積極的に取り組んできました。これらは共に、教育や児童労

働など主に子どもや社会開発に関わる活動でした。こうした活動をしていく中で、貧

困と環境問題が密接に関わりあっていることに気づき、環境問題にも次第に関心を持

つようになりました。例えば、フィリピンでは廃棄物投棄場周辺に都市貧困層が多く

集まり、スラムを形成しています。周辺地域は悪臭や水質汚染が深刻で、数十年前に

は杜撰な埋め立てが原因でゴミの崩落事故が発生、およそ 200 名が犠牲になりました。

一方で、その投棄場から資源ごみを拾って売る仕事なしでは生計を立てなれない貧困

層がいることも事実です。  

 こうした問題を知り、持続可能な開発を考える際に環境の視点も不可欠であると気

づき、環境問題についてより理解を深める必要があると考えたことが今回の研修の応

募動機です。  

 

２．報告（個人テーマから見た研修）  

 私の研修前のテーマは、「環境保全について基礎的な知識と経験を身につけ、持続

可能な社会作りに関する視野を広げること」、「環境保全におけるステークホルダー

間の関係、役割、ネットワークのあり方を学ぶこと」でした。研修を通して、持続可

能性を考える際に 3 要素（経済・環境・社会）の観点が重要であると再認識し、マレ

ーシアの抱える環境問題をその 3 要素からステークホルダーの役割を考察することに

絞り込みました。  

（１）マレーシア理科大学（USM）にて USM の学生とグループに分かれて RCE ペナ

ンのコーディネーターの指示の下、持続可能性について学ぶ ESD ワークショップに

参加しました。持続可能性には経済、社会、環境の観点から考えることが重要であ

り、各自のコミュニティーや身の回りの生活に置き換えて持続可能性について考え
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ることができるワークショップでした。私自身社会開発が専門分野のため、つい経

済や環境の視点を見失いがちですが、あらゆるステークホルダーと共に持続可能性

の開発を実現するには多面的な視点が必要であることを体感することができました。 

 

 

 

 

 

 

USM でのワークショップ  

（２）タマン・パンダン環境資源センターでは、Loh Poh Chen 氏を筆頭に家庭ゴミの

処理を実践しています。ここでは、現地住民の参加率の低さ（全体の 40%）が課題

でした。関心のない人々にリサイクルやゴミ処理の重要性を訴えるかという問題は、

同センターだけが抱える問題ではありません。同センターでは、子どもへの啓発活

動にも積極的に取り組んでおり、子どもに対する環境教育や ESD の重要性を改めて

感じました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）マタン・マングローブ・エコ教育センターはエコツーリズムを利用して、地元

住民の収入増加と雇用機会の創出を行っています。私達も実際に漁村を見て周り、

地元住民の生活を少し覗くことができました。私はそこで、エコツーリズムと称し

て観光客が自分たちの生活エリアに入ってくることを地元住民はどう思っているの

だろうかと疑問に感じました。そこで、午後に漁民にインタビューをした際、観光

客に対して地元住民はどのように感じているか、不快に思うことはないかと伺った

ところ、漁民からは観光客を大いに歓迎し、自分たちの仕事には誇りを持っている

 

 

 

 

家庭ゴミ処理の方法を説

明するタマン・パンダン

環境資源センターの  

Loh Poh Chen 氏  
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という回答が返ってきました。質問に応じてくれた方はエコツーリズムを主導する

グループの中でも熱意のある方であり、本当に誇りを持っているようでした。エコ

ツーリズムは環境教育の良い機会であり、現地住民の収入にも繋がります。エコツ

ーリズムに積極的ではない住民の本音はどうなのか、そうした人たちを巻き込むに

はどのような苦労をしているのか、もう少し深堀りしてみたいと感じました。  

 

 

 

 

 

マタン・マングローブ・エコ教育センターにて  

マングローブに引っかかる廃棄物  

 

３．評価 

 特に印象に残っていることは下記の 2 点です。 

 まず、環境保全に関してマルチステークホルダーが連携することはそう簡単ではな

いが、それを達成するためには多面的な視点が必要であるということです。私は、研

修に参加する以前に自身の研究やインターンの関係で「パーム油の持続可能な調達」

について知る機会がありました。そのため、パーム油製品は環境を破壊し、農園では

外国人労働者の人権が守られていないという認識を持っていました。しかし、実際に

はマレーシアの行政だけでなく一般市民も比較的肯定的な意見を持っている人が多い

ことに驚きました。そして、経済的にもパーム油産業が重要な位置を占めていること

を知りました。多様な意見を尊重しながら、マルチステークホルダーを持続可能な発

展という１つの目標にベクトルを合わせていくことはそう簡単なことではないですが、

自然資源が豊かなマレーシアだからこそ、「経済・環境・社会」の視点を持ち、さらに

それをマクロ、ミクロの両面から考える必要があると実感しました。  

 次に、持続可能な社会の実現のために活動する熱い人たちとの出会いです。２０日

間にわたる研修の中で、マレーシア人だけでなく日本人も含めて多くの人々とお会い

し、お話を伺う機会を頂きました。そして、長い期間活動をする中で、壁にぶつかっ

たり、自分の思いが伝わらなかったりと困難もあったことも教えて頂きました。例え

ば、ジョージタウンの世界遺産保全活動を行う Penang Heritage Trust のヤンさんは、

歴史的な街並みを守ることに関して住民を説得するのに 20 年以上かかったそうです。

興味を持たない人を巻き込むということは時間も労力もかかり、説得し続けるという

ことは根気が必要です。しかし、私たちが出会った人々はそれぞれ信念を持ち、活動

を継続していることに感銘を受けました。  
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４．今後の活動 

今回の研修を経験し、学生生活を終えてからも環境問題、国際協力活動にどう関わ

り続けられるか、そしてマレーシアでの経験や学びを、日常生活にどう還元できるか

が私自身の課題だと感じています。  

(1) 至近の計画（１年以内）  

私は今回の研修を通して、日本に帰国後も消費者としても環境問題に関心を持ち

続けたいと考えました。まず、これまで蔑ろにしていたゴミの分別を徹底すること、

そして持続可能性に配慮した製品を選ぶ買い物をしたいです。実際に帰国後、風呂

用洗剤を買う際に RSPO 認証のパーム油を使用した非石油系の洗剤を購入しました。

今まで近所のスーパーにそのような洗剤が売ってあること自体気がついていなかっ

たのですが、これからは積極的に選ぶようにしたいと思っています。  

(2) 長期の計画（５年以上先）  

私は来春より就職する会社はエネルギー、社会インフラ、防災・環境保全等のコ

ンサルティングを行っており、事業内容の中には今回学んだ森林保全や森林 REDD+

に関するものもあります。学生時代での経験を社会人になって以降も切り離すので

はなく、今回の研修の経験や学ぶ姿勢を忘れずに関心を持ち続けたいと思います。

そして、COP21 のような環境に関する国際社会の動きにも常にアンテナを張って情

報収集をするように心がけたいです。  
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『マレーシアにおける環境保全と持続可能な開発』 

 

金子ちあき 

筑波大学国際総合学類卒 

 

１．はじめに  

 私は大学時代に国際関係を専攻し、途上国開発を人類学的な視点から考えるゼミに

所属していました。途上国で暮らす人々の生活改善を図る一方、これまでその部族や

地域に深く根付いてきた伝統的な文化や習慣は尊重すべきものであり、開発の手が入

ることによって失われてはならないものです。開発と文化、その双方のバランスをど

う保っていけば良いのか、どのように開発を推し進めるべきかという点に関して、イ

ンドを事例に研究を行いました。  

大学卒業後、民間企業に勤めて数年が経ち国際協力や開発のフィールドから遠ざか

ってしまっておりましたが、転職活動中に今回の海外派遣研修の募集を知り、その研

修内容にとても興味を持ち応募しました。というのは、訪れるマレーシアの地域が環

境保全と開発の両立という課題を抱えており、今後どのような環境保全活動を実施し

ていくべきかを考えるという研修内容が、かつて私が研究していた内容と考え方が似

ていると感じたからです。また、環境保全活動の現場を訪れるだけでなく、政府機関

や NGO、地域住民など様々なセクターの方から話を聞くことができる点も魅力に感じ

ました。次の仕事を探していたこともあり、今後のキャリアを考えるうえでも素晴ら

しい経験になると思い、参加を決めました。  

 

２．報告 

 今回訪れたマレーシアは、熱帯雨林が広がるボルネオ島を国土に持つ、とても自然

豊かな国です。しかしながら、アブラヤシ農園の開発のための焼き畑や建築用木材の

ための伐採により、ボルネオ島の森林面積はこの 50 年でかつての半分ほどまでに大き

く減少したといわれています。森林面積の減少により、そこを住みかとする動物の生

存が脅かされる負の連鎖が生まれ、その保護の必要性が叫ばれるようになった今日で

は、JICA 事業や NGO 団体による保全活動、企業の CSR 活動など様々な取り組みがな

されるようになりました。今回の研修を通じて、私はボルネオ島の熱帯雨林を守るた

めの活動として「森林の保全」と「生物多様性の保護」という大きな 2 本の軸に分け

て考えました。森林、そしてそこに暮らす生物は自然を構成する重要な要素であり、

双方の問題を理解し解決策を見出すことが重要ではないかと感じたためです。研修中

にそれぞれの現場を訪問し活動に携わる方々からお話を聞くことができたのは貴重な

経験でした。以下、その詳細についてそれぞれまとめたうえで、そこから見えてきた

課題を分析し、最後にその課題を解決するための今後の活動案を提示します。  

（１） アペン保護林訪問と植林活動  

 アペン保護林は、日本マレーシア協会と今回クチンでのコーディネートをしていた

だいた酒井さんが一緒に植林活動に取り組んでいる地域です。1000 ヘクタール近くに

及ぶこの地域は、かつて天然林伐採が行われていた二次林で、現在は様々な企業や団

体と連携しながら植林活動を続けています。私たちは地元の中学生と一緒に植林活動

に参加しました。列をつくり等間隔で平行に木を植えていく方法はラインプランティ

ングといい、この保護林で行われている植林方法だそうです。すでにスタッフによっ

て必要な道具や苗木は用意され、苗木を植える場所も決めておいていただいたため、
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植林活動はスムーズに終えることができました。自分で植えた苗木は全部で 14 本であ

り、全体ではおよそ 450 本の苗木を植林したといいます。しかし酒井さんのお話では、

植林したすべての苗木が育つのではなく、順調に成長するのは 1 列のうちのわずか数

本だそうです。木を切るのは簡単ですが、それを元に戻すのは決して簡単ではないと

いうことを痛感しました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（２） マタン野生生物保護センター訪問  

 マタン野生生物保護センターは、クチンから 35 キロメートルほど離れた場所にあり、

サラワク州内に 33 ある国立公園のうちのひとつであるクバ国立公園内に敷地を持って

います。クバ国立公園はその豊かな自然から多種多様な動植物の宝庫であり、 80 種を

超えるヤシの木が公園内に生育し、カエルは 60 種以上が確認されているといいます。

当センターはサラワク州政府が管轄しサラワク森林局が管理を受け持っており、野生

動物のリハビリテーションと動物の野生復帰を目的としています。ここで保護されて

いるオランウータンは 29 頭で、保護された理由としては、野生で生き抜くことが困難

で救出されたり、ペットとして飼われていたオランウータンが連れてこられたりとい

うのがあげられます。一度野生生活から離れてしまったオランウータンが再びかつて

の生活環境に順応するのは簡単ではありません。実際に、私たちがセンターの施設内

を見学しているまさにその時、野生に放したオランウータンがセンターに戻ってきて

しまい、緊迫したムードに包まれた瞬間がありました。成人したオランウータンは体

長が 1.5 メートル、体重が 100 キロ近くにもなることもあり、万が一襲われてしまっ

たら命に関わる大きな事故となりかねません。職員の方たちが真剣な表情で捕まえよ

うとしている姿を目の当たりにし、野生動物を相手に仕事をする大変さを改めて思い

知らされました。  
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３．評価 

 第 2 章にあげた 2 つの経験は、熱帯雨林の保護のために具体的にどのような活動や

取り組みが行われているのかを知る貴重な経験でした。実際に自分が訪れ活動したり

話を聞く中で感じたことや気づいた課題を次にあげます。  

 アペン保護林での植林活動は、実際に植林を行う前に酒井さんやスタッフの方より

この森の概要や植林する木の種類などについて説明をしていただき、理解を深めたう

えで活動に臨むことができました。今回植林した木は「Kapur Bukit」といい、この地

域の在来種であるフタバガキ樹種です。ボルネオ島はフタバガキ林の宝庫であり、全

フタバガキ樹種の半数を超える種類が生育しているといわれています。在来種の植林

を行うことで、これまでの生態系を壊さずに活動を展開することが可能となります。

現地政府や活動地のローカルコミュニティなど、現場の事情をよく分かっている人や

組織とパートナーを組む重要さを改めて感じました。また、この保護林では苗木のメ

ンテナンスや今回のような植林活動の準備運営に地域住民がスタッフとして携わって

います。これは、地域住民に雇用を提供するだけでなく、その地域の森林保全活動を

将来的に主導していく人材の育成にもつながります。外からの支援が終わった後も自

分たちの力で活動を継続していくことが大切であり、そのためには地域住民にいかに

信頼してもらい一緒に活動を展開できるかが鍵となります。  

 そして、活動に参加した側である私たちのような訪問者にとっても一度きりの経験

で終わらせるのではなく、継続して活動に携われるような仕組みづくりをする必要が

あります。今回の植林経験は、苗木の準備から植える場所の選定、そして道具の用意

まで、すべて事前に準備されていました。「木を植える」というアクションが大切なの

はもちろんですが、そのためにどのような準備をしなければならないのか、そして植

林した後どのようなケアを行っていくのか、植林活動をひとつの“点”ではなく、そ

の前後まで視野に入れた“線”で考えることも重要なのではないかと感じました。  

 次にマタン野生生物保護センターでの活動についてですが、私が驚いたのは世界各

国から多くの人がセンターを訪れ、保護施設の清掃や、食事の準備などのボランティ

アを行っているということでした。毎月新しいボランティアがやってきて、多いとき

は 20 人近くになるそうです。私たちが訪れた日には、イギリスから来たボランティア

の方々が働いていました。センター内には宿泊施設も整っており、センター内に泊ま

りながらボランティア活動に参加することができるといいます。しかしながら、日本

人のボランティアは非常に少ないと言っていたのが心に残りました。ボランティアだ

けでなく、一般の訪問者も日本人は少ないそうです。訪問者全体の数字をみると、2015

年の訪問者は 36852 人でしたが、そのうちマレーシア国内からの訪問者が 33162 人で

全体の 88 パーセントにのぼります。一方で外国人は 3690 人と、その差は大きく開い

ています。その要因として、公共交通手段がないことがあげられます。マレーシア国

内からの訪問者の多くは自分たちで車を運転し訪れるそうですが、海外からやってき

た外国人は公共交通手段に頼るしかありません。結果として、タクシーで来るか、現

地ツアー等に申し込んで来るか、選択肢が限られてしまうようです。素晴らしい施設

で宿泊設備も整っているため、交通手段の確保ができれば外国人訪問者の数は間違い

なく増えると感じました。  

 

４．今後の活動  

 本報告書ではアペン保護林の植林活動とマタン野生生物保護センター訪問のふたつ

の活動に焦点を絞り、学んだことや気づいたことをまとめるとともに、持続的な環境

保全活動を展開するうえで課題となる事象をあげました。第 4 章ではその解決を図る
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プロジェクトについて考察します。  

（１） 毎年植林日に成長を確認する祭典を開催  

 アペン保護林での植林活動を 1 回きりの経験で終わらせないために、活動に参加し

た人々の当事者意識を芽生えさせることが必要ではないかと考えました。植林活動を

終えたその瞬間は達成感や清々しさを感じても、半年後、1 年後、その成長を気にかけ

続けている参加者はどれくらいいるでしょうか。もしかしたら 1 回きりの経験に終わ

り、その後再びその地を訪れるチャンスがある人はほんの一握りかもしれません。植

林後の成長を近くで見守ることができないからこそ、定期的に成長の様子を見ること

のできる機会が必要であると感じました。具体的には、現場で働くスタッフと協力し、

年に 1 回などある一定の決まった期間ごとにスタッフが植林した場所を訪れ、その様

子をテレビ電話でつなげ、植林した人がその成長を確認できる機会を提供するという

ものです。今回私たちと一緒に植林活動した中学生のように、現場に行くことのでき

る地元の子供たちは学校のイベントとして毎年訪れることも効果的ではないかと考え

ます。  

（２） センターを発着する市営バスの設置とツアーバスの定期運行  

 マタン野生生物保護センターの一番の問題点は交通の不便さです。それを解消する

ために、センターとクチン市内を結ぶバスを運行させることはできないだろうかと考

えました。センターを毎日のように訪れる訪問者はいないかもしれませんが、自身の

移動の手段として頻繁にバスを利用する人はいるのではないかと思います。また、現

地ツアー会社と協力し、必要に応じてツアーバスとして運行することも可能であり、

それによってより多くの外国人観光客の訪問も望めると思います。旅行ガイドブック

や旅行サイトに掲載することで、観光客が様々な媒体から情報を得ることができるよ

うに工夫すれば、外国人訪問者の数の増大が期待できます。  

 以上のプロジェクトは、ともに現地で働くスタッフや関係者と協同して展開してい

く活動案であり、私個人の活動というよりは現地を巻き込んだ新しい仕組みづくりで

す。私はこの活動案を考案するにあたり、大切にしたい要素として「実際に現場に行

き、現状を知ること」、そして「地域住民の生活や意思を尊重し、信頼関係を築くこと」

を前提に考えました。これらは効果的そして持続的な環境保全活動を展開するうえで

何よりも重要だと感じた、本研修を通しての私の一番の学びです。今後どのような道

に進むにせよ、この思いを忘れずに自分なりの国際協力の形を模索し続けていきたい

と思います。  

 

５．最後に 

 本研修への参加を通じ、地球環境基金と日本マレーシア協会の皆様をはじめ、多く

の方々にサポートしていただきました。環境保全活動に携わる現地の様々な方からお

話を聞くことができ、その多くの人が信念や情熱を持ち自身の業務や活動に取り組ん

でいる姿に感銘を受けたり、村でのホームステイでは温かいおもてなしをしていただ

いたりと、現地での出会いは忘れられないものとなりました。本研修を通じお世話に

なった皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。  

 

＜参考資料・ウェブサイト＞  

・WWW ジャパン、ボルネオ島の森林保全   

（http://www.wwf.or.jp/activities/2014/10/1228221.html）  

・JICA、ボルネオ生物多様性・生態系保全プロジェクト  

（https://www.jica.go.jp/project/malaysia/011/）  
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 『森林・生物多様性保全と持続可能な社会』 

城ノ下朗典 

関西大学環境都市工学部 2 年生 

 

１．はじめに  

私は現在、関西大学環境都市工学部に所属し、エネルギーや環境保全の基となる基

礎勉強をしています。今は人に語れるような知識も経験もないですが、将来は、学ん

だことを活かしたいと考えており、勉強もさることながら、あらゆる機会を捉え知識

や見識を広めたいと考えています。  

また私は、幸か不幸か、親や兄弟達が参加していたこともあり、5 歳の頃から「せいわ

エコクラブ」に所属し、家族と共に活動を続けてきました。活動内容は森林での間伐

や田植えやたけのこ狩りや農作業（収穫が主）やゴミ拾いや磯辺の観察等を親子で活

動、水の大切さを中心に楽しく学び、環境保全の大切さを体得するものです。現在は、

ALL JAPAN YOUTH ECO CLUB に所属し、活動を続けています。  

地球温暖化対策や自然環境を守る必要があることは、今までの経験や活動を通じ、ま

た、本やインターネットからの情報等で感じていました。「マレーシア 20 日間の研修

内容」を見て是非参加したいと考えました。昨年、大学のプログラムの一環で、ベト

ナムを訪問する機会を得ました。初めての海外ということもあり、日本では当たり前

のことがそうで無い外国に衝撃を受けました。現場に行かないと見えてこないものが

あると考え、熱帯雨林地域を自分の目で見て体で感じたいと考えたため、この活動に

参加したいと思いました。  

研修に参加して、本当に良かったと思いました。全てが新鮮でワクワクしながら体

験できました。中でも「森林保全」「生物多様異性」「持続可能な社会」目的の研修、

具体的には「マングローブ」「オラウータン」それと「地元の大切な産業となっている

胡椒と油ヤシ」に大変興味を持ちました。これらをもっと勉強してみたくなり、イン

ターネット等で詳しく調べたことをまず報告します。  

 

２．報告 

●「マングローブ」  

「マングローブ」という名前がついた植物があるわけでなく、熱帯地域の河口など、

満潮になると海水が満ちてくるところに生えている植物をまとめてマングローブと呼

びます。海外では 60 メートルになるものもあります。近年、世界各地でマングローブ

の破壊が問題になっています。東南アジアでは、木炭の材料とするための伐採と、海

岸沿いの湿地を日本向けのエビ養殖場とするための開発が主な原因となっています。

また、家畜の飼料とするための伐採も行われています。そのため、あちこちでマング

ローブが消滅しつつあります。  

＊日本ではナラ、ブナ、カシ、クヌギなどの木材を炭化した物が主に使われてきたが

近年では竹を炭化した竹炭も注目されている。また、輸入炭にはマングローブ炭など

も存在します。  
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また、2004 年のスマトラ島沖地震以降、マングローブによる津波被害の軽減の効果が

指摘された。マングローブが自然の防波堤となることで、津波の人への被害の原因と

なる漂流物体が食い止められるというものであります。スマトラ沖地震で大きな被害

をうけた東南アジア諸国では、マングローブの再生への関心が高まっています。  

●「オランウータン」（分布：インドネシア（スマトラ島北部、ボルネオ島）、  

マレーシア（ボルネオ島））  

オランウータンの腕は脚の 2 倍の長さがあり、指とつま先が曲がっていて、そのた

め枝を上手につかむことができます。ゴリラやチンパンジーとは異なり、オランウー

タンはナックルウォーク（軽く握った指の第 1 関節から 2 関節の間を地面につける）

をしません。地面を歩くときは  第 2 関節から第 3 関節の間を地面につけ、腕で体全体

を前後に振り子のように振りながら前に進みます。  

オランウータンという名前はマレー語で「森の人」の意で元々は海岸部の人が奥地

に住む住民を指す語だったが、ヨーロッパ人によって本種を指す語と誤解されたこと

に由来します。  

食性は雑食で、主にイチジク・ドリアン・パンノキ・マンゴスチン・ライチ・ラン

ブータンなどの果実を食べるが植物の芽、葉、樹皮、昆虫、鳥類の卵、小型哺乳類な

ども食べます。  

開発や森林火災による生息地の破壊、展示用やペット用の乱獲などにより生息数は

減少しています。生息地では販売や飼育は法的に禁止されています。1993 年における

スマトラ島での生息数は 9,200 頭、ボルネオ島での生息数は 12,300 - 15,500 頭と推定

されています。  

●「胡椒」  

原産地はインド南西マラバール地方で、現在ではインド・インドネシア・マレーシ

ア・ベトナム・スリランカ・ブラジル・カンボジアが主な産地です。高さは 5〜9 メー

トルに達し、木質になるつる茎は、支柱などに巻きつけ生育させます。さし木 3 年目

から少しずつ花房をつけはじめ果実をつけ、果実はひと房に 50〜60 個で 7〜8 年で最

盛期を迎え、以降 15-20 年間収穫できます。1 本のつるからの乾物年収量は約 2kg で

す。マレーシアが世界第 6 位の胡椒の生産国です。輸出では世界第 5 位で、日本に輸

入されている胡椒の約 60％がマレーシア産とされています。マレーシアで生産されて

いる胡椒の 95％以上は、東マレーシア（ボルネオ島）のサラワク州で生産されてます。  

最近日本でも、サラワクペッパー（Sarawak Pepper)として注目を浴びているマレ

ーシア産胡椒、その人気の秘密は、シャープな辛味と上品な香りで、ホット＆スパイ

シーな料理が大好きなマレーシア人が好み、辛さと刺激の強い香りが特徴で、日本は

もちろん、世界中の一流シェフたちが好んで使用しています。  

 

次に、私が研修現場で感じた「マングロープ」「オラウータン」、得に「地元の大切

な産業となっている胡椒と油ヤシ」につて報告します。  

●「マングローブの重要性」  

マングローブは豊かな海・河口にあり、魚や川辺の生き物を育むことはその通りで

あったが、今まで人間の背丈ほどの林が連なっているものと思っていました。しかし、
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杉の大木みたいなものがあるのに驚きました。さすが、熱帯雨林地域と感じました。  

また、なぜ大切と分かっているマングロープの乱伐が起こったのか不思議でしたが、

「炭」になる、つまり生活の為。しかも、日本や先進国に輸出され経済発展に寄与し

てきたと聞いて再度驚きました。  

 今は、対応策がとられているが、「木を切るのは数分、苗木から立派な木になるまで

には数十年かかる」ことは今までのエコクラブ活動でわかっていましたが、この規模、

マレーシアの現状を勘案すると、環境保全と生活（経済発展）の両立は難しいものと

再認識しました。  

●「オランウータンの保護活動」  

「腕の力が強く、近づくと危険」、しかも、樹の上で生活し、コアラやチンパンジー

等と異なり、容易に近づけず、絶滅を防ぐ為のリハビリセンターの活動は非常に困難

な取組みと知りました。オランウータンが、心を開き、認めてくれる様にセンター方

は努めていました。  

オランウータンは誰もが知っている有名な動物、但し、実態を知り得る人は極めて

少ないと感じました。オランウータンが心を開き、手を差し伸べてくれないのは、人

間が住むに十分な森林を奪ったからとも思えました。私は、このリハビリセンターで

の体験を出来るだけ多くの人に伝えたいと思いました。  

●「地元の大切な産業となっている胡椒と油ヤシ」  

トンニボン村の主要な収入源である胡椒は、一年中収穫を行っています。この村で

育てている胡椒は、全部で五種類であり、ペラー、セントゴアンマン、ラザペラ、サ

ラア、インディア。サラアが最も良い香りを有し、よく売れると教えていただきまし

た。  

胡椒はツル性の植物であるので、光をあてるために、支え棒を用いて空高く成長す

る様にしていました。また、熟していない胡椒の実は新緑色で、中の種の色も白色で、

これが熟すと、黄色、赤色、黒色の順に色が変わっていき、中の種の色も黒色になり

ます。  

これらの熟した実を収穫し、よく晴れている時に、実を天日干しします。  

また、胡椒畑では、サントゥン、ロンコス、ブーワンといった、炒めることで美味

しく食べられる植物を紹介して頂きました。  

 アブラヤシの収穫も体験させて頂きました。大きなナタでアブラヤシの実を刈り取

る作業を実際に行うことで、村の人々の苦労をよく知ることができました。  

また、この村では１ヶ月に 2 回の収穫を行って。アブラヤシは収穫後 24 時間以内に

出荷することで、鮮度が保たれるそうで、野生のリスによる被害が問題となっている

とのこと。  

この村には昨年、電気が届きました。胡椒、油ヤシの収穫を村の収入源としていま

す。その村で 1 日を過し、油ヤシの収穫と胡椒の天日干しを体験しました。  

胡椒は、緑色の熟した実を収穫し、よく晴れている時に、実を薄く広げ、黒色にな

るまで天日干しします。  

 マレーシアの油ヤシは、植物油として、日本に輸出されています。洗剤や化粧品、

調理用植物油、スナック菓子など、私たちの生活に密接に関わっています。  
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 今まで、好みで掛けて食事を美味しく頂くものだった胡椒を、今回研修で栽培から

加工までを体験できました。熱帯雨林地域で、四季の在る日本と比較して、作物が限

定されるマレーシアで、特産品・旅行の土産として地域経済を支える当地域では重要

な農産物と改めて認識しました。  

ホームステイ体験の際は、地元の方々の暖かい歓迎に加え、おもてなしの料理もス

パイシーで、地元産の質のよい胡椒を使って下さったと感謝しています。  

私は、マングロープ・オランウータンは自然保護の大切は、胡椒と油ヤシは持続可

能な社会創りのヒントと考えています。マレーシアは多民族国家であり、経済発展に

視点を置けば急成長している国の一つ。自然が豊かで経済も発展すれば皆幸せですが、

オランウータンは警鐘を鳴らし、マングロープは反省を促していると感じました。  

良質の胡椒や油ヤシは皆を幸せにするものに思えてきました。胡椒の他にもマレー

シアには鉱物や果物等、自然が豊かです。大切に使い、育み、皆が知恵を出し合えば

よい方法がもっとあると思います。  

 

３．評価 

 研修を終えて、私は NGO 活動、NPO 活動に対する意識が変わりました。自分で企

画を立て、最後までやりきる事が大切であると教えて頂きました。改めて、NGO 活動、

NPO 活動を成立させることの難しさが分かりました。また、資金が出ているだけの活

動は無駄が多く、必要な資金はメンバー自ら集めるべきであると、現地の活動員から

お話を頂きました。また、活動を無償でやる事がいいというのは間違いで、活動のた

めに必要な資金の調達を行うことに重要な意味があることも知りました。  

更に、これらの活動は、社会の中で重要な役割を担っており、国連などで発言権のあ

る NGO,NPO 団体もあることを知りました。  

今回、これらの活動に対する意識の高い同年代の仲間と出会い、刺激を受けました。  

 今回の研修で、海外で働いている多くの日本人と出会い、人としての明るさや仕事

に対する情熱を感じました。皆さんいい表情をしており、仕事が楽しい、誇りあると

堂々と言う人たちでした。私自身、海外を体験するのはこれで二度目でしたが、自分

の英語がまだまだ未熟であることを痛感しました。こればかりは日々の積み重ねです

ので、研修後は、英語が上達のための勉強を続けています。また、この研修を通して

さらに海外で働くことにたいして関心を持つようになりました。  

 

４．今後の活動  

（１）至近の計画  

現在、ALL JAPAN YOURTH ECO CLUB と地域のこどもエコクラブで活動をして

います。研修後に海外派遣研修の報告をこどもエコクラブの子供たちに行ったところ、

特に布で作成した花瓶が好評で、夏休みの自由研究になるのではないかと言われまし

た。布で作成した花瓶作成は、一日でできるものではなく何日か乾燥するための場所

取りが難点となりますがこれらの活動の場で活用したいと考えています。  

現在、関西大学環境都市工学部でエネルギーや環境保全を学んでいますが、研修で

の経験をゼミの場で発表するとともに、学内の環境サークルにおいて研修で学んだ食
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品廃棄物を活用したバイオエネルギーの可能性について取り組みたいと思います。ま

た、これらを通じて大学における研究のテーマ設定の参考にもしたいと思います。  

（２）長期の計画  

大学を終えましたら社会人として活躍したいと思っていますし社会に貢献すること

も考えています。また、この研修で NGO 活動、NPO 活動は、出来ることから始めれ

ばよいという意識に変わりました。  

一方で、研修を通して環境問題の解決への取り組みについてもっと積極的な姿勢で

学んでいかなければいけないとも感じました。まだ、具体的なイメージは沸きません

が、大学で学んだことを活かして開発途上国での生活改善や技術支援などの国際協力

に関わるとともに、いずれは海外でのＮＧＯ活動にも参加したいと考えています。  

しかし何よりも、研修を通じて海外で働くことに対してさらに強く関心を持つよう

になりました。  

 

最後に、このような素晴らしい体験を企画、運営しくださった独立行政法人環境再

生保全機構地球環境基金部の皆さん、公益社団法人日本マレーシア協会の皆さんに感

謝します。 
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『熱帯雨林保全と持続可能な開発―パーム油とコショウ、木炭』 

杉本 遼 

長崎大学環境科学部２年生 

 

１．はじめに 

 私は長崎市にある長崎大学環境科学部で学んでいます。将来、できれば海外で環境

保全に関する仕事をしたいと考えています。大学のカリキュラムには、環境問題に直

接触れるフィールドワークはあまりなく、やや物足りなさを感じていました。  

一方で、大学のサークルでは「生態環境の持続性」をテーマにビオトープの生態系

を維持していく活動や、東日本大震災の復興支援の手伝いをしてきました。生態系を

人の手で維持していくのは簡単ではないことを知り、大震災の復興支援に携わってい

る人々の姿からは NGO 活動に興味が湧いてきました。  

 知識だけで終わりたくない。現場に直接行ってさまざまな環境問題を肌で感じたい

と願っていたところ、この研修の存在を知りました。現地の NGO や青年海外協力隊の

方々と交流する機会がある点も魅力的でした。  

マレーシアでいったい何が起きているのか、熱帯雨林再生はどのように行われてい

るのか、森林を保全するのはどういう仕組みが必要なのか、しっかり考えてみたいと

思いました。  

密度の濃い 20 日間の研修では、さまざまな場所を訪問し、たくさんの人々と出会い、

本当に多くのことを学びました。  

 しかし、実際に現地に立って見たり聞いたりすれば問題点が分かり、解決策が見え

るのではないかと想像していた私は甘かったようです。知れば知るほど問題の根は深

く複雑で、さらに深い沼に入り込んだ感じがします。  

生物の宝庫であり、かつ二酸化炭素を吸収する熱帯雨林が消滅していく背景には、

現地の人々の生活や文化、さらにはグローバル化した経済が深くかかわっており、森

林保全は一筋縄ではいかないことを思い知らされました。  

そこで研修中、それらの問題が典型的に現れていると感じた場面を基にテーマを設

定しました。「熱帯雨林保全と持続可能な開発－パーム油とコショウ、木炭」です。  

 

２．報告 

85％以上。これはマレーシア含む２ヵ国が生産するパーム油の世界生産に占める割

合です。食用油、パン、マーガリン、洗剤などの日常生活用品に加え、バイオディー

ゼル燃料としての利用も近年、進んでいます。世界で最も生産されている植物油であ

るパーム油は、需要の急速な拡大とともに生産量が拡大し、原料であるパームヤシの

プランテーションが急拡大しています。  

マレーシアでは、1990 年の 170 万 ha が 2005 年には 400 万 ha と 15 年間で 2.4 倍

に増えています。これは国土の 12％にも及びます。プランテーション拡大により、1990

年から 2002 年の期間に、少なくとも約 70 万 ha の熱帯林が消失したとされています。

パーム油は、マレーシア経済を支える一方、プランテーションの拡大に伴い、野生動
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物の減少や、先住民との土地をめぐる争いなどの問題も起きています  

実際に、飛行機から見たマレーシアは森林を切り開いた跡が至る所に見られました。

その多くがアブラヤシのプランテーションと考えられます。  

（１）トンニボン村  

東マレーシアのサラワク州、インドネシア国境付近の山奥にあるトンニボン村を

訪れました。コショウやアブラヤシの栽培で生計を立てている村です。  

主要な収入源であるコショウは、一年中収穫を行っています。見た限りでは斜面

の幅 100 メートル、奥行き 1 キロ程度に植えられていました。村長さんの説明では、

かつては安定的な収入源だったそうですが、近年は市場価格が不安定で肥料代もか

かるため、放置されるコショウ農園が増え、その跡地にもアブラヤシが植えられて

いるそうです。  

アブラヤシはコショウに比べ市場価格で安定しているため、村の生活に不可欠な

ものになりつつあるようでした。しかし環境面ではアブラヤシの方が影響は深刻ら

しく、アブラヤシ農園が増えるとともに周辺で洪水が起きるなどの問題も出てきた

とのこと。村長さん自身もアブラヤシが熱帯雨林を縮小させ、環境破壊を引き起こ

していることは理解していたが、村人の生活を維持するためには安定的な現金収入

が要るため、アブラヤシ生産の拡大を止めようとは考えていないとのことでした。  

（２）コショウ収穫体験  

トンニボン村で育てているコショウは全部で５種類。ペラー、セントゴアンマン、

ラザペラ、サラア、インディアで、そのうちサラアが最も良い香りを有し、よく売

れるとの説明でした。  

コショウの木はツル性なので、光を当てるために、支え棒を使って空高く成長す

るようにしていました。そのため、遠くから見た時は木と間違えるほどでした。  

商品となる実は直径５ミリほどで、熟していない時は鮮やかな黄緑色、中の種は

白色。これが熟すと黄、赤、黒の順に色が変わっていき、中の種も黒色になります。

熟した実を収穫し、よく晴れている時に天日干しする。こうしてできたコショウの

実が加工場に出荷されます。  

手伝わせていただいた収穫作業は、思った以上に大変でした。暑い中、炎天下の

作業には体力がいるのはもちろん、それ以上にコショウの種類の見分け方が難しい。

言葉の問題もありますが、説明を受けても違いがほとんど分からないほどでした。  

市場価格の安定が見込めないと、広い畑を管理していくのは非常に困難なことだ

と感じました。労働に見合った適正価格で買い取られているのかどうか大変に気に  

なりました。  
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コショウの実          マレーシアで購入した胡椒製品  

（３）アブラヤシ収穫体験  

トンニボン村のアブラヤシ農園では、収穫作業を村人とともに行いました。木の

根元になる直径 30 センチほどのヤシの実を長なたで刈り取って収穫するのですが、

なたの角度と力加減が大変に難しく、商品であるヤシを傷つけてしまいました。収

穫したアブラヤシ一つの重量は、10〜20kg ほどでした。  

ヤシの実は収穫後 24 時間以内に出荷することで、鮮度が保たれるそうです。中身

は生でも食べることができると聞き、実際に食べてみました。見た目は柿、食感は

アボカドのようで、動物性の油と異なり、さらりとした油でした。  

アブラヤシ栽培にも大量の肥料が必要で、農園を維持するのは重労働のようでし

た。村長さんによると、2 ヘクタールに 1000 本ほど植えているとのこと。村では 1

カ月に 2 回の収穫を行っているそうです。  

アブラヤシ農園は土地の人々が管理する、あるいは政府や企業が管理するなどさ

まざまな形態があるらしい。トンニボン村は、村で管理し、近年は野生のリスによ

る被害が生産上の問題となっているとのことでした。  

コショウ畑は付近が木々に覆われ、森と共存しているようにも見えましたが、ア

ブラヤシ農園は、むき出しの茶色の土の上にヤシだけが立っているため、土壌流出

の恐れが強く、野生生物と共存していくのも難しそうでした。  

  

村のアブラヤシ             アブラヤシの断面  
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（４）持続可能な開発（マタン・マングローブ・エコ教育センター）と木炭  

マタン・マングローブ・エコ教育センターは西マレーシア北東部、マレー半島の

ペラ州にあり、マングローブ林の面積は半島最大の 40,288ha を誇っていました。  

ここでは、マレーシアのマングローブ林の現状についてガイド（Abu）さんの説明

を聞きました。Abu さんによると、マングローブの生息域は保護地域、生産地域、

非生産地域、制限生産地域に分かれており、生息域の 74.76％を生産地域が占めてい

ます。マングローブの伐採循環は、補植、第一間伐、第二間伐、最終伐採で、第一

間伐では樹齢 15 年の木、第二間伐では樹齢 20 年の木のエリアで中心の木から１ .2

メートルの周りの木を伐採し、材木に使用するそうです。最終伐採するのは樹齢 30

年の木で、木炭に加工。そして再びマングローブを植えるとのことです。  

持続的な森林経営を成り立たせようとしている点には感心しました。場所によっ

て伐採の時期を少しずつずらせば、常に一定量の木を採集することができ、雇用面

から見ても地元住民に仕事を提供することができ、理にかなっていました。  

また、この施設は木炭の生産だけでなく、観光業や環境教育の場としても機能し

ていました。実際に林を歩き、印象的だったのはマングローブの根で、泥の中、独

特の形態によって自身の幹を垂直に保っていました。多くの生物種が見られ、サル、

リス、オオトカゲ、マッドスキッパーなど、動物との距離がとても近く感じられま

した。  

  マングローブ林は、東マレーシアのサバ州とサラワク州にもあります。そこでも

木炭の生産が盛んで、世界各地に輸出されています。日本ではホームセンターなど

で売られているとのこと。持続可能な森林開発に結び付いているかどうか、価格や

量が気になってきました。  

 

３．評価 

 マレーシアの抱える環境問題を目の当たりにすることができたのは、大きな収穫で

した。一概に森林の利用といっても、伐採と植林のサイクルがしっかり機能している

所もある一方で、森を守ることは重要と知りつつも「生活を維持していくためには仕

方ない」と持続性には目をつむって伐採している所もありました。  

企業が利潤追求のため開発する、あるいは、地元住民が生活を維持・向上させるた

めに伐採してアブラヤシを植えるなど現地には現地の事情がありました。社会的・経

済的な面を含めた環境問題の複雑さがそこには存在していると感じました。  

トンニボン村の事例で言えば、コショウをある程度の値段で売ることができれば、

パームオイルに頼る部分が減り、森林破壊がくい止められるかもしれません。実際に、

マレーシアは世界第 6 位のコショウの生産国です。日本に輸入されているコショウの

約 60％は、マレーシア産であり、そのほとんどは東マレーシア（ボルネオ島）のサラ

ワク州で生産されています。アブラヤシの生産を抑制するためには、それに代わる収

入となる生産物を支えたり、新たな産品を生み出していくとも重要だと感じました。  

マレーシアの人たちとのコミュニケーシヨンは主に英語でした。英語力の低さはメ

ンバーやスタッフに補っていただきました。感謝しています。  
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４．今後の活動 

（１）至近の計画  

マレーシア産コショウなどについて、地元、長崎でフェアトレードの対象にできな

いか活動します。コショウを労働に見合った適正な値段で売り、現地の人々の収入の

安定に結び付ければ、アブラヤシのプランテーション開発を抑え、森林伐採に歯止め

をかけることができるかもしれないからです。  

調べてみると、マレーシアにも詳しい長崎外国語大学の小鳥居伸介教授（文化人類

学）が近年、フェアトレードの研究と活動に取り組んでいると分かりました。幸い、

近くにいるためお会いすることができました。指導をお願いし、実際にコショウなど

のフェアトレードにトライしたり、関心のある人達を増やしたりして、今回の研修を

社会に還元したいと考えています。  

（２）長期の計画  

 日常生活はもちろん、進学や職業選択に関しても熱帯雨林保全と持続可能な開発を

意識します。また、このテーマを学び続け社会啓発にも努めます。  

 

５．参考文献 

・マレーシア情報  | サラワク胡椒  

http://tabimap.net/mar/?p=364 

・国際環境 NGO FoE Japan|森林保全と生物多様性|パーム油と森林より  

http://www.foejapan.org/forest/palm/index.html  

・日本におけるフェアトレードタウン運動の展開と意義（その 2）―名古屋市の事例

を中心に―（小鳥居伸介）  

長崎外大論叢  /The Journal of Nagasaki University of Foreign Studies,(19),17 -36 

(2015-12-30) 
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●報告テーマ「開発と ESD」の視点から  

『マレーシアの ESD の姿』 

石川りさ 

慶応義塾大学商学部 4 年生 

 

１．はじめに 

【自分の専門分野と関心を持っている分野】  

開発経済学と計量経済学を専門としており、開発途上国の発展の際に発生する社会

的・経済的な要因、その解決を目指す経済政策の評価の方法を学んでおります。  

途上国が発展する際に生じる問題、特に環境問題について関心があり、研究会では

インドを中心として理論や分析方法、そして政策評価の方法について学んでいます。  

【これまで参加している（してきた）社会活動】  

2015 年春から全国大学生環境活動コンテスト実行委員会にて学生スタッフとして、

「社会との接点を広げる事で、マンネリ化しがちな学生の活動を活性化させる」こと

を目的とし、コンテストを企画・運営しています。具体的には、営業担当として新規・

既存企業へ企画の参画や協賛金の提供を依頼、広報では団体への出場依頼の打診や大

学の部室・文化祭に訪問し団体への直接広報、審査員の方々への協力依頼から、企画

マネジメント役として当日までの企画進捗の管理など、運営にあたる様々な役割を担

っています。  

【研修への参加動機】  

以上の背景から、自らの専門分野と自主的な社会活動を通し以下の二つの視点から

この研修への参加を希望しました。一つ目は、開発途上国の環境問題に関わる多様な

立場の人がどのように考え、どう動くかを知ること、そして現状に不足している箇所・

課題を客観的な視点から捉える力を得たいと考えたからです。大学では理論は学べる

ものの、実際に現地に訪れその活動に従事している人々の声や、逆にその活動によっ

て恩恵を受ける人々の話を聞くことはできないため、今回の機会を生かし自らの研究

に還元したいと望みました。二つ目は、自らのキャリア形成のためです。自身には、

社会人になってから自分がどのような形で環境に貢献できるか、実際に NGO・NPO

に所属する方や青年海外協力隊と意見交換する機会を持ちたかったためです。  

 

２．報告 

報告書の作成にあたり、私は研修の目的である環境に関わっていくための方法の模

索として、ESD 参加の重要性に着目した。そこで、今研修の「ESD 教育」をテーマに、

(1)マレーシアの ESD 教育の現状に関して、 (2)日本の NGO との関わり、 (3)ESD へ従

事する魅力的な人たちを書き記します。  

（１）マレーシアの ESD 教育の現状について  

本研修の訪問先は、直接的もしくは間接的に ESD に関わっていた組織が多く、マレ

ーシアの環境教育に関した多様なステークホルダーの活動を垣間見ることができまし
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た。(1)では、その中で直接的に ESD に関与した活動をしている組織、①RCE1 Penang 

②University Sains Malaysia ③CETREE&GE2 ④ペナン州スブラン・プライ市役所  

⑤スリ・ムダ中高校  ⑥スリアン地区セント・ノバート小学校について論じます。  

①⑥は NGO 系の組織、②③④⑤は行政の組織であり、マレーシアの環境教育は NGO

と行政が中心となっていることがわかります。中でも注目したいのが、②④⑤の教育

機関において環境教育が積極的に行われており、マレーシアの中で子供に対する環境

教育が重視されている点です。これは、複数の訪問先でのヒアリング・インタビュー

結果から鑑みると、子供への環境教育は容易である反面、大人に対する教育は未だ未

整備である現状が大きく関与していると考えられます。  

そ う し た 課 題 に 直 面 す る 教 育 現 場 の 中 で 私 が 特 に 印 象 に 残 っ た の は 、 ③

CETREE&GE の活動です。ここでは生徒だけではなく教師への環境教育プログラムを

立ち上げ、「小生徒へ ESD 教育をするには、まず教師から教育しなければ」と、 “教育

者への教育 ”を重視していました。2004 年には 17 名であった参加人数を 2015 年の 1850

名へと数を伸ばし、数値から見てもその実績は大きいです。しかし、プログラム終了

後の training に関しては、個人に任されており継続性に欠けることが大きな壁となっ

ています。一方日本の ESD 教育を覗くと、特にユネスコスクールを中心として取り組

みが推進されてきたが、ESD の普及が十分進まない理由として、教職員の ESD に対す

る理解が不十分であると指摘されています。 (図 1) 

両国とも同じ課題に直面をしている者として、更なるパートナーシップの強化、ま

た情報共有を行うことでこの解決法を模索することが重要なのではないでしょうか。  

 

図 1:平成 26 年度ユネスコスクールアンケート  

 

次に教育内容・取り組み内容を見ると、その充実性の高さが伺えました。  

①RCE Penang では、40 以上の教育機関、地方政府機関や非政府組織と提携して

                                                   

1 RCE: Regional Centre of Expertise on ESD  

2 CETREE&GE: Center for Education, Training & Research in Renewable Energy, 

Energy Efficiency & Green Technology 以下、 CETREE&GE と表記  
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RSEN3と呼ばれるローカルのネットワークを築くだけではなく、Sejahtra Club や RCE 

Sejahtra Youth を組織しグローバルな提携を固めています。② University Sains 

Malaysia で 参 加 し た RCE Penang ス タ ッ フ に よ る ESD ワ ー ク シ ョ プ で も 、

[Sustainability]という概念の理解から、持続可能的な開発を実現するために何が必要

か、そのために自分が行動できることは何か、まで、ESD に初めて参加する生徒にと

っても分かりやすく理解できる内容になるよう工夫されていました。  

私の心に残ったのは、③CETREE での Mobile Exhibition Unit、⑤⑥の小学校にお

ける生徒の姿でした。③の移動型体験展示バスでは、環境に優しいエネルギーを体験

を通して気軽に学ぶことができるという利点を持つ反面、その動力にパーム油を利用

している点に疑問を感じました。教員からはガソリンやディーゼルと異なり燃費も良

いパーム油は環境に良いと自信を持って言われましたが、サラワク州での州森林局や

マタン野生生物保護センターでのインタビュー、アペン保護林の植林活動を通じ、パ

ーム油に対する認識に相違があることを感じたためです。マレーシアの環境活動にお

いて避けられないパーム油にどう向き合うか、という課題が教育現場にも生じている

のではないでしょうか。  

⑤⑥の小中学校訪問で驚かされたのは、生徒自身が積極的に環境活動に取り組んで

いる生徒の様子でした。使い古した雑巾をセメントで固め植木鉢に再生させる活動 (図

2)、ペットボトルに細工をして花の置物にする活動 (図 3)と、その活動は専門性を問う

ものではないが、子供らしい遊び心が至るところが垣間見え、生徒たちが楽しんで活

動していることがわかりました。  

 

図 2:セメントで植木鉢をつくる様子         図 3:ペットボトルで作られた花のオブジェ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）日本の機関との関わり  

 ここまでマレーシア現地の政府系機関、NGO の ESD に着目してきましたが、 (2)で

は日本の機関との協働について、<1>アペン保護林  <2>川崎市の二つに着目します。 

<1> アペン保護林 

アペン保護林は 1995 年より公益社団法人マレーシア協会が熱帯降雨林の再生を目

指し、1,000 ヘクタールの敷地に 5m 間隔で 1 ヘクタールに 400 本のフタバガキ科の

木を植える活動を行い育成された二次林です。ここでは、植林活動に付随する苗木の

売買や肥料の購入や植林等、当協会と現地のスタッフが中心となっています。 9 月 3

                                                   
3 RSEN: REGIONAL SEJAHTERA ESD NETWORK  
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日の「アペン森の学校」プログラムでは、我々研修生だけではなく、FDS（サラワク

森林局）、University Malaysia Sarawak(UNIMAS)や SMK Balai Ringin, Sk Krait & 

St. Norbert と共に植林活動を行いました。アペン保護林ではこうした、日々の植林活

動に加え現地や日本の学校や企業、行政との協働を積極的に取り入れており、植林活

動の現場では植林の大切さが楽しく学ぶための工夫点がいくつも見られました。例え

ば植林の後には、エンカバンという木の葉っぱを早く見つけて来た人が勝ち、という

ゲームがありました。ここには、エンカバンの種目は一度伐採されて本数が少なくな

ってしまったため、その葉っぱを見つけてくることすら難しくなってしまっている現

状を、小学生にも分かりやすく伝える工夫が見られます。違う木の葉っぱや葉っぱを

切って持ってきてしまった子にはそれはいけないことだと教え、一番早く持って来れ

た子には日本の桜の木の板を送る等、子供の思い出に残る活動になりました。  

環境教育ではこうした直接体験が重要です。特に幼い子供には難しい説明をするよ

り、実際に体を動かして純粋に自然を楽しむ、という方法で環境保護を教えてあげる

ことが必要なのだと学ぶことができました。また、今実習を通して、日本の子供もマ

レーシアの子供も自身の故郷の森を守っていきたいという気持ちが芽生えるメカニズ

ムは同じであるのだと実感しました。  

<2>川崎市 

8 月 26 日ペナン州スブラン・プライ市役所では川崎市とペナン州との連携について

伺うことができました。両自治体は、2004 年より連携を開始し、“Waste to Energy 技

術 ”によって低炭素都市形成支援事業を展開しています。そして 2013 年には単なる技

術移転ではなく、環境配慮型設備の導入、仕組みやシステムづくりの支援やその普及

を目指し新たなプロジェクトをスタートさせています。ここで私が着目したのは、こ

の事業に行政だけではなく日本の民間企業や公益財団法人が関与している点です。昨

今、巷では ”産学連携 ”、”産官学連携 ”と叫ばれていますが、国外の機関を巻き込んだプ

ロジェクトを日本の行政が主導している事例は初めて聞いたためかなり驚きました。

姉妹都市等、日本と国外の行政が教育や文化、経済など幅広い分野にわたって交流・

提携をすることは珍しくなくなりましたが、環境分野での連携の例は未だ少ないよう

に感じます。此度のプロジェクトが「川崎モデル」として日本、世界へ発信され、発

展途上国への協力として、日本の行政から新たなアプローチ方法を確立させてほしい

です。  

（３）ESD に従事する人々  

本研修中にお会いした人々は所属する組織に関わらず、強い信念の元自主的に行動

を起こしてらっしゃる魅力的な方々ばかりでした。本報告書では、そうした人々の中

で ESD に従事している方の一部をご紹介したいです。  

<1>Ms. Nurul Salmi Abdul Latip 

8 月 23 日、24 日 University Sains Malaysia や 8 月 27、28

日のマタン・マングローブ・エコ教育センター研修で講師として

関わっていただいた。その環境に対する専門的な知識や教育への

熱意に圧倒された。例えば、マングローブの保護林では、現地ガ

イドの方と同行して我々の質問に応答してくださったり、エコ教



 

70 

 

育センターでの漁師へのヒアリング調査では、自ら通訳を受け持ってくれ、漁師の方

の話を分かりやすく英語へ翻訳してくださった。私は、自分の生徒でもない他国の学

生に対し、率先して説明をしてくださる様に、とても心を打たれ、「この人のようにな

りたい」と強く思いました。  

<2>Mr. Pak Abu Flora 

8 月 28 日に訪問したマタン・マングローブ・エコ教育センタ

ーでマングローブ林のガイドをしてくださった。私の心に残った

のは、彼のマングローブの機能やその生態についての解説よりも、

彼の木に対する愛情でした。ツアー中、私たちの眼の前で木を抱

きしめて「ゆっくり呼吸すると、とても心が安らぐんだ」と言っ

ていた様子は、私も同じように自然が好きだから環境活動を始め

たんだ、という原点を思い起こさせてくれました。  

活動を続けて行く中で、自分の行っている活動は本当に意味が

あるのか、と目的を見失うこともしばしばあります。その際に、

彼のように自然を愛する心を忘れず、自らの原点・目的を再確認

していきたいと感じました。  

 

３. 評価 

本研修全体を通して、マレーシアの環境保護現場の現状や課題、ひいては日本の環

境保護 NPO、NGO の課題を振り返る大変貴重な機会となった。渡航前マレーシアは

「発展途上国」という印象が強く、環境保護の場でまだまだ日本に劣る面が多いので

はないか、と考えていた。しかし研修に参加していく内、日本もマレーシアから学べ

る点が多いこと、そして両国共似たような課題を抱えているのだと気がついた。日本

は環境先進国だが、それは技術や経験にとどまるものであり、特に NGO・NPO での

給与・処遇の未整備からくる人材不足は見過ごすことができない現実なのだと実感さ

せられました。  

また、本研修は当初の目的であった「自らのキャリア形成」を考える時間をいただ

けた 20 日間でした。森林局の職員、NGO・NPO に所属されている方、また自身で団

体を立ち上げた方等、様々な形で環境現場に携わっている方々にお会いし、内面に迫

る質問をしていく中で、自分の課題を明確にすることができました。環境保全活動を

続けていくためには、ただ [環境に興味があるから活動している ]という気持ちだけでは

なく、専門性や知識等環境活動を行う上で「武器」となるスキルが不可欠になるのだ

と学ぶことができました。  

そして何より、環境保全活動の第一線で活躍されている方々や現地の同じ志を持っ

た大学生、またかわいらしい子供たちと交流できたことが最大の財産だと実感してお

ります。本研修で築いたネットワークを維持し、繋げていけるよう努力していきたい

です。  
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４．今後の活動計画 

短期計画  

 全国大学生環境活動コンテスト ecocon2016 の実施  

<概要> 

今年度の参加団体は 30 団体弱を招き、14 回目のコンテストを実施します。私はこ

の機会を利用し、現在日本の環境分野で活躍されている第一線の方に分科会を受け持

っていただくことにしました。  

<目的> 

(1)学生に環境分野でキャリアを築くための具体的なイメージの提供  

(2)自身のキャリア観のさらなる明確化  

<動機> 

本研修への参加前、日本では未だ環境分野での就職の道は狭く、年も近く学生時代

に自身と同じ経験をして環境分野に就職された方は少ない印象がありました。そして

研修を通してさらに NGO・NPO で働くハードルの高さを実感し、そこで活躍される

方の話をもっと聞きたい、という思いを持ちました。そこで、私を含め環境分野にお

けるキャリア形成に悩みを抱える学生に、ロールモデルとなる方との意見交換の場を

与える場として今企画を作成しました。  

<具体内容> 

学生時代にユースを立ち上げた後、環境コンサルタントとしてキャリアをスタート

させ現在環境 NGO に勤務されている方を講師としてお招きし、講演とグループワーク

を中心とした分科会を開催します。まず講演では、自身のキャリアを元に、学生に「現

在自分が行っている活動が仕事に結びつくためにはどうすればいいか」と質問を投げ

かけます。次に「本当に環境を理解しているのか」「なぜ若者が自然保護に参加する必

要があるのか」という課題を提示し、生物多様性を一例に用いて学生に環境保護・自

身が活動に参加する意味についてもう一度振り返る機会を与えます。最後に、「自分が

これから環境保全活動を続けていくためにしなければならないこと」をテーマに学生

同士でディスカッションし、学生に自身のキャリア観を形成してもらう、という内容

です。  

 

長期計画  

模索中ではありますが、現職で専門性を身につけつつ NGO・NPO に所属し環境問

題について学び、実務経験を積みたいです。そして学生時代のコンテスト企画・運営

経験を生かし、ESD のイベント企画やスタディツアーの企画を行い、今研修のように

学生に環境保護について学び、考え、その後の学習やキャリアに生かしてもらうべく

活動していきたいと考えています。  

 

５．参考資料 

・かわさきグリーンイノベーションクラスター設立記念フォーラム  

 NEDO 平成 26 年度「地球温暖化対策技術普及推進技術」発表資料  

 http://www.kawasaki-gi.jp/wp-content/uploads/kureha_penang.pdf  
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・日本ユネスコ国内委員会教育小委員会 ESD 特別分科会  

「持続可能な開発のための教育 (ESD)の更なる推進に向けて」発表資料  

http://esdcenter.jp/wp-content/uploads/2016/04/bd15d8dae70f1f847d76052fd8f0ce7

b.pdf 

・GEOGRAFIA OnlineTM Malaysian Journal of Society and Space 12 issue  

 Hanifah Mahat, Shaharudin Idrus 

「Education for sustainable development in Malaysia: A study of teacher and 

student  awareness」  
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『マレーシアにおける ESD について』 

馬場千晴 

日本大学国際関係学部 4 年生 

 

１．はじめに 

 私は、日本大学国際関係学部国際教養学科に所属しています。この学科を志望した

理由は、学校教育や多文化共生に興味があったからです。現在大学では、教職課程や

国際問題、国際協力についての講義を履修しています。授業を通して ESD の重要性や

各国の NPO・NGO 活動等について学んでいます。  

 また、ゼミナールでは地域振興やフィリピンをフィールドとした国際協力を行って

います。地域振興では、環境問題や児童労働などをテーマとしたイベントを主催して

います。国際協力の主な活動としては、フィリピンを訪問し、現地の NGO と協力しな

がらフィールド調査やインフォーマルセクター

（スラム街）に住む子どもたちへ奨学金援助等の

教育支援をしています。その際、学校に行かずに

働いている子どもや街の外れのゴミ山を目の当た

りにし、何かできることはないか考えるようにな

りました。  

以上の活動から ESD の視点から生物多様性や

環境教育に関心をもったことが今回の研修の志望

動機です。また、ワークショップを学生同士で行

うことにも魅力を感じこの研修への参加を希望し

ました。  

 

２．報告 

 私は、約 3 週間の研修を通して日本では文部科学省が推進していた ESD の基本的考

え方の 8 つに含まれている (1)生物多様性、(2)世界遺産や地域の文化財等に関する学習、

(3)環境学習について学ぶことができました。  

（１）生物多様性  

マングローブ林では、サルやトカゲ、キツツキ等

様々な生物が生息している一方で、公害や不法伐採

といった環境問題を抱えていることが現状にあるこ

とを学びました。  

 セメンゴ自然保護区にあるセメンゴ・ワイルドラ

イフ・リハビリテーション・センターやマタン野生

生物保護センターでは絶滅危惧種に指定されているオランウータンを中心に動物を見

学することができました。これらの動物は、人の手によって生活する場所をなくして

しまったり、怪我をしてしまったりという過去をもっているので、保護するためにセ

メンゴ自然保護区やマタン野生生物保護センターが設立されました。  
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（２）世界遺産や地域の文化財等に関する学習  

NGO 団体 Penang Heritage Trust（PHT）とは、ペナン島にある文化遺産等の保護

と活性化のための活動を行っている団体です。活動の対象としてペナン島市にあるジ

ョージ・タウン地区が挙げられます。この地区は 18 世紀末からイギリスの支配下とな

り、東西貿易の中継地として発展し、多民族の文化が行き交いました。ここの住民は

華人（中国系）が多くを占め、古いたたずまいや文化が残っており、そこにマレー系、

インド系が加わって互いに共存してきた多民族都市となっています。PHT は、ジョー

ジ・タウンが世界遺産リストに登録するための活動や若手芸術家を育成し、次世代に

伝統を引き継いでいくための取り組みを行っています。地区には無料巡回バスが通っ

ており、修学旅行生や観光客で賑わっていました。  

 

（３）環境学習  

マレーシア理科大学では、本研修生とマレーシア理科大学生で「持続可能性の定義

や重要性」、「コミュニティーで直面している問題点」を挙げた後、各グループで実際

に行いたいテーマや内容を話し合いました。日本とマレーシアで抱えている環境問題

やゴミの分別方法が異なっているので、情報を共有し合い、2 国間で実際に行えそうな

アイデアを出し合うことができました。改めて「持続可能性」の定義から考えるいい

機会になりました。  

スリ・ムダ中高校では、学生が不要になったタオルを用い、セメントで固めたもの

をプランターとして使用していたり、ペットボトルを使ってポットにしていたりキノ

コを育てていたりとモノを再利用した取り組みを視察しました。生徒もこのような活

動に積極的に取り組んでおり、一緒に視察しながら説明をしてくれました。  

 また CETREE では、児童生徒や一般市民を対象にした活動を通して「再生可能なエ

ネルギー」や「エネルギー資源」、「グリーンテクノロジー」に対する意識付けを目標

としています。そこで学校における ESD の共同教育課程の導入を行うために ESD に

関するイラスト中心の本の出版をしたり、学校の先生と生徒の意識改革をすることを

活動としています。  

 トゥンクプトラ小学校では小学６年生を対象にコンポスト（堆肥）づくりを行いま

した。コンポストは、発酵液づくりや土づくり、コンポストづくりの 3 工程となって

います。黒板に向かって行う授業だけではなく、実践活動や体験を通して生ごみを利

用した環境問題に対する取り組みを小学校で行うことの大切さを学びました。いかに

わかりやすく説明し、興味を引くかが重要になるのだろうと思いました。  
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３．評価 

 本研修は私にとって一番長い海外研修であり、英語能力の低さや知識不足、積極性

などの課題に遭遇する場面が多々あり、大変な部分もありました。しかし班のメンバ

ーを中心に本研修生のおかげにより、知識量も増え、とても内容の濃い研修となりま

した。また国際関係学部に所属していることにより、環境協力活動といった地球温暖

化に対する活動を行う機会がなかったので、本研修を通して現場での活動を行い、

NPO・NGO の活動を実際に伺うという貴重な体験をすることで、新たに森林や水につ

いて興味や関心をもつことができました。本研修では、人と自然との関わりやつなが

りを肌で感じ、学ぶことのできたいい機会となりました。  

 

４．今後の活動 

＊至近の計画（１年以内）  

 私自身の大学生生活が約４か月となっているので、在学中にできるだけ多くの学生

にマレーシアや環境問題について知り、考えてもらう機会を作りたいと考えています。

その第１弾として先日私が所属している「学生 NGO たんぽぽ」では、本研修の概要や

活動内容等の報告会を行いました。参加していた学生は、マレーシアという国に興味

をもったり、環境活動に興味をもったりと様々で、いいきっかけづくりになったので

はないかと思います。ゼミナールにとどまらず、他のサークルや授業内でも時間をい

ただいて報告を行い、来年、再来年の研修にも日本大学から参加者が出ることを期待

したいです。また「学生 NGO たんぽぽ」主催である今後開催予定のイベントでは、本

研修での内容を取り入れたアクティビティを行ったり、付属高校への出前講座では写

真を使ってマレーシアについての紹介をしたりといった活動ができたらと思っていま

す。  

＊長期の計画（５年以上先）  

 本研修の帰国 3 日前にお会いした青年海外協力隊員として派遣されていた中鉢典子

さんの影響もあり、私も青年海外協力隊員として海外で活躍できたらと考えています。

中鉢さんへのインタビューをする機会があった際に、すごく生き生きとされていて自

身に満ち溢れているように感じました。また私が所属しているゼミナールの担当教授

も青年海外協力隊出身であり、現地での活動や体験を聞いていくうちにすごく魅力の
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ある仕事だと感じ以上のように目標として掲げました。青年海外協力隊員になるため

には知識や資格、言語等様々なことが求められてくるので、自分自身が行いたい活動

（青少年活動等）を絞り込み、準備を着々と進めていく必要があります。いずれにし

ても本研修で学んだことを生かしていけたらと思います。  

 

５．参考文献 

・文部科学省  日本ユネスコ国内委員会  

http://www.mext.go.jp/unesco/004/1339970.htm 

・マレーシア政府観光局公式サイト  

http://www.tourismmalaysia.or.jp/index.html 
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『生物多様性保全と今後の環境教育に向けて』 

草間由紀子 

横浜国立大学大学院環境情報学府 

 

１．はじめに  

 私は、小学生のころから環境問題に強い関心を持ち、環境省が主催する子どもエコ

クラブに所属し、地元で活動を行っていました。それらの活動の 1 つとして、地元の

山での植樹活動やフクロウの巣箱作りなどを行ったことがきっかけとなり、森林生態

系に興味を持ち、何度も森林を訪れ、調査・観察を始めました。そして現在、より生

態学について学びたいと考え、大学・大学院でフクロウを主とした森林生態系につい

ての研究を 10 年間、継続して行っています。また、これまで環境活動を行ってきて、

環境問題は 1 つの国で解決できる問題ではないため、この問題を解決するために、ど

のようにして様々な国そして人々が協力していけるのかという問題意識を強く感じて

いました。この解決のためには、実際の活動に加え、まず多くの人に問題を知っても

らうこと、すなわち環境教育の必要性を感じました。そこで、信州大学の先生方や地

元の方々のご協力のもと、中・高・大学生が環境問題や国際問題について考えていく

機会を作りたいと考え、地元長野で 2012 年より毎年 1 度開催している、「国際ユース

環境会議」をユース代表として高校 3 年生のときに立ち上げ、企画・運営に携わって

います。このような背景から、今回、①湿原林や熱帯林の生物多様性とその保全活動、

②マレーシアでの ESD の 1 つである、環境教育の 2 つのテーマに注目し、マレーシア

研修に臨みました。  

 

２．報告 

（１）タイピン地区クアラ・スプタンのマタン湿原林  

マタン湿原林地区では、炭焼き工場とエコ教育センターを訪れました。マタン湿

原林地区の炭焼き工場では、炭焼き釜や炭にする均一な大きさに切りそろえられた

木材を見せていただきました。樹齢 30 年のマングローブの木を伐採しそれを炭にす

ること、炭の生産には 20 日間の火入れ、10 日間の冷却作業があり、全ての作業を

終えるのに 1 ヵ月かかるといったお話をお聞きしました。ここで生産されている炭

の 60%が日本に輸出されており、炭と同時に生産されている木酢酸の 80%も日本に

輸出されていることを知りました。マレーシアが日本と、これらの数字からも、こ

れだけ係わりが深いことを何らかの形で、日本の人々に伝えていく必要性を感じま

した。  

エコ教育センターでは、森林局の方からマングローブ林や維持管理についてのお

話をお聞きしました。マレー半島の中で、ここペラ州のマングローブ林の面積は最

大であり、マングローブ林を保護地域、生産地域、非生産地域、制限生産地域の 4

つに分けて管理していることを知りました。そして、植林、第一間伐、第二間伐、

最終間伐といったサイクルで森林を維持管理していることを教えていただきました。

このセンターでは、エコツーリズムの一環であるマングローブ・クルーズが行われ
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ており、船に乗り川からのマングローブ林の観察、鷲の餌付けの様子や養殖場の見

学、近くの漁村にも訪れました。またナイト・クルーズも行われており、マングロ

ーブ林に生息する大量のホタルが一斉に光っていて、クリスマスツリーのようで大

変綺麗でした。ホタルは日本では夏の風物詩ですが、マレーシアは年間を通して暖

かいため、ここではホタルを年中観察することができるのは、大変興味深く感じま

した。また、ホタルが好む樹種があり、その樹種は沿岸部に多く植林されていると

Nurul 先生からお聞きし、現地でナイト・クルーズ中、何隻もの船とすれ違ったこ

とからも、エコツーリズムに力を入れていることを感じました。  

次の日には、ツーリストガイドの方とマングローブ林を散策しながら、その重要

性や保全面での課題などを教えていただき、最後にマングローブの胎生種子をポッ

トに植え、苗作りを行いました。この苗木が将来、マングローブ林を構成する 1 本

になると思うと、森林に対し親近感が湧くので、このような苗作りの体験を多くの

人にしてもらうことは、問題意識を持ってもらうきっかけになるのではないかと思

います。  

（２）サラワク州の熱帯雨林及び生態系保全活動  

アペン保護林では、1995 年よりマレーシア協会が森林近くの Tong Nibong 村の住

民の協力を得て、熱帯雨林の保全を目的に植林活動を行われていました。この保護

林の活動には、三菱商事、JAC Recruitment、木下工務店、ボーイスカウト日本連

盟などの企業の CSR 活動や寄付金が用いられています。今回の研修では、アペン保

護林で苗木のポットの落ち葉をどかし、肥料をやる作業を行いました。また、「アペ

ン森の学校」プログラムが開催され、地元の学校の生徒と苗木を植林する作業を行

いました。このプログラムでは、植林活動の他、実際に森に入り指定した木の葉を

集めるといったワークショップも行われました。  

絶滅危惧種であるオランウータンなどの野生生物の保護活動を行っている、セメ

ンゴ自然保護区やマタン野生生物保護センターを訪れました。オランウータンは、

サラワク州があるボルネオ島とスマトラ島のみに生息し、野生では約 30,000～

50,000 頭いると考えられています。両施設では保護したオランウータンの野生復帰

を目指した取り組みが行われており、半野生のオランウータンを見ることができる

ため、観光客が多く訪れていました。マタン野生生物保護センターでは、野生復帰

の取り組みの 1 つである、新鮮な枝を用いたオランウータンの巣作りを、実際に私

たちも行わせていただきました。このセンターには、オランウータン以外にも、サ

イチョウやマレーウオミミズクなどの野生生物も保護されていました。しかし、こ

れらの動物は、実際の森林内では見かけなかったので、どのように野生復帰を行っ

ているのか知りたいと思いました。  

（３）マレーシアで行われている ESD や環境教育  

マレーシア理科大学（USM）では、Nurul 先生を始めとする RCE ペナンの方々に

よる ESD のワークショップに参加させていただきました。このワークショップでは、

マレーシア理科大学の学生と共に、いくつかのグループに分かれ、持続可能性

（Sustainability）について、様々な視点から意見を出し合い、考えることができま

した。  
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ペナン州のスブラン・プライ市では、環境教育を行っている学校に対し、エコス

クールの登録を行っています。今回の研修では、エコスクールに登録しているスリ・

ムダ中高校を実際に訪れました。この学校では、不要になったタオルをセメントで

固めプランターを作成するといった活動や、おがくずを用いたキノコ栽培などの活

動が行われており、実際に作成の様子を見せていただきました。  

サラワク州では、セント・ノバート小学校と TUNKU PUTA SCHOOL の 2 つの学

校を訪問しました。セント・ノバート小学校では、マレーシア協会の働きかけによ

りこれまでなかった「生物理科」の授業として、種から苗木を作る取り組みが今後

行われることについての説明をお聞きしました。TUNKU PUTA SCHOOL では、絶

滅危惧種の動物について調べ発表するといった授業を聴講させていただくとともに、

実際に生ごみからコンポストを作るといった作業を生徒と一緒に行いました。  

   

     マタン湿原林（ 2016/8/27 撮影）   アペン保護林で植樹（ 2016/9/3 撮影）  

 

３．評価 

（１）ペラ州タイピン地区クアラ・スプタンのマタン湿原林  

潮間帯の湿原林の多くを占めるマングローブは、よく「海の命のゆりかご」と言

われることがあります。その背景には、海の生物だけでなく沿岸域の生物にも生息

場所を提供し、豊かな生態系を持っていることが挙げられます。今回の研修で訪れ

たエコ教育センターでは、実際に沼地ではハゼ、カニや大きなトカゲ、林内ではカ

ワセミやキツツキといった鳥類やサルを間近に観察することができ、多種多様な生

物が生息していました。また、マングローブは、炭の生産以外にも建築材、食用、

薬用などにも利用され、高潮や強風などに対し防波堤の役割も果たし、人々に対し

ても多くの生態系サービスを提供していると考えられます。さらに、他の温帯林な

どの森林と比べ、地下部での炭素蓄積量が高く、地球全体の炭素循環に対し、マン

グローブ林は大変重要であると考えられています。そのため、急激な開発などによ

り大規模にマングローブ林が失われてしまうことは、多くの野生生物の生息場所が

失われるだけでなく、沿岸地域の人々の生活へも大きな影響を与えると考えられま

す。マングローブ林の保全に森林局が中心となり、湿原林を持続的に維持管理して

いることは大変重要だと感じました。森林局だけでなく、森林保全には、マングロ

ーブ林を利用している地域の方々の協力を得ることが必要になってくると思います。  

エコ教育センターの入場料が地元の人にとって高額に感じられているというお話
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をお聞きし、苗木づくり、植樹、森林への手入れなどに協力してもらう代わりに、

入場料を安くするまたは、無料開放デーを作るなどの取り組みにより、地域の人々

が関わりやすい環境を作ることが大切だと思います。日本の里山のように、地元の

人々が森林を利用し、そして間伐や植林などの手入れを行い、豊かな森林を保つこ

とが大切だと思いました。また、日本が炭や建築材を輸入していることから、マン

グローブ林の保全活動に対し、私たち日本人も現地の人々に任せきりにするのでは

なく、注意を向け行動を起こしていく姿勢が必要になってくると思います。森林生

態系保全のために、日本にいる日本人による協力の模索を行う必要があると考えま

す。  

（２）サラワク州の熱帯雨林及び生態系保全活動  

今回の研修では、アペン保護林へ向かう途中でアブラヤシ農園を見る機会があり

ました。アブラヤシ農園は、見渡す限り一帯に広がっていました。アブラヤシ農園

の開発は、湿地林のほかにも、熱帯雨林を大規模に伐採したところに作られていま

す。その結果、森林面積の減少により野生生物の生息地が奪われることによる生物

多様性の減少、地球温暖化や気候変動などの環境問題が深刻になっていると考えら

れます。  

一方で、アブラヤシ農園でのパーム油生産はマレーシアの経済発展、そして世界

の産業においての需要は大きいです。私たち日本人の 1 人あたりのパーム油の年間

消費量は約 4kg で日々の生活がパーム油に支えられていると考えられます。そのた

め、経済発展と環境問題の両方の視点から、アブラヤシ農園と熱帯雨林について考

えていく必要があると強く感じました。今回の研修で、アブラヤシ農園、森林保全

の取り組みを行っているアペン保護林の両方の現状を視察できたことは、大変有意

義なものだったと思います。また、森林破壊による野生生物の絶滅を防ぐための取

り組みを実際に知ることは、今後の森林開発へ問題意識を持ち、経済と環境の両立

を模索するうえで、大切なことだと感じました。  

私自身、森林生態系の研究を行っているうえで、日本のコウノトリのように野生

絶滅してしまった種を再び自然界に戻す取り組みには、莫大な時間と労力そしてコ

ストがかかると感じています。生物種の絶滅、そして生態系を完全に壊してしまう

前に、その地域の人々だけでなく、私たち 1 人 1 人が生態系サービスの恩恵につい

て知り、現在まだ残っている環境を持続的に保全していけるように取り組むことが

求められると思います。  

また、アペン保護林で地元の Tong Nibong 村の方々に協力を得て保全活動を行っ

ている方法は、NGO や NPO などの団体で、国際的に活動する際は参考になると思

いました。地域の方々の理解を得て、親密な関係を築き、一緒に活動していくこと

で、それぞれの地域に根差した持続的な保全活動を行っていくことができるのでは

ないかと感じました。  

（３）マレーシアで行われている ESD や環境教育  

RCE ペナンの方々のワークショップに参加し、テーマについてそれぞれの国の状

況などにより多様な意見を聞くことができ、刺激的でした。マレーシアは日本とは

異なり君主制でその政治に関して、それぞれが考えを持っていて、話を聞いていて
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興味深かったです。ESD は、環境だけでなく幅広い分野に渡り、視野を広げていく

ためのものだと思うので、互いに意見を出し合える場を作ることは大変重要だと感

じました。  

また、コンポストを実際に作成するなどの体験型の環境教育が学校で行われてお

り、体験するワークショップは印象に残りやすいと思うので、いい方法だと感じま

した。「アペンの森の学校」のような、森林内を散策し肌で森を感じることができる

機会を多く作り、森林生態系や生物多様性、生態系サービスについて学ぶ環境教育

を行うことは、どの地域の子どもたちにとっても大切だと思います。そして、1 人で

も多く、豊かな生態系により日々の生活が支えられていることを意識し、行動を起

こしていける仲間を増やしていくことが必要だと感じます。  

 

４．今後の活動 

（１）至近の計画（1 年以内）  

マレーシアの湿原林や熱帯雨林を実際に見て、私が大学院での調査でよく通って

いる身近な日本の森林との違いを強く感じました。マングローブ林をはじめとする

湿原林は、一帯が海水に浸かるときもあり、知識としては持っていましたが、実際

に自分の目で見てみると大変新鮮でした。  

また、熱帯雨林は、樹高が高く、樹冠が密なので森林内は暗く、林床にはあまり

植物がないように感じました。板根を持つ樹種があり、葉や実の大きさも特徴的で

した。森林内に生息する様々な野生生物も今回の研修で観察することができ、日本

との環境の違いを実感しました。この環境の違いを、ユース会議などで森林内をユ

ースと散策する際は、森林生態系に関心を持ってもらえるように、伝えていければ

と思います。また、研究で森林に入る際に、異なる森林環境を知ったからこそ見え

てくるものがあると思うので、改めて地元の山の森林生態系について研究を深めて

いきたいと思います。  

（２）長期の計画（5 年以上先）  

アペン保護林で植樹した際、「植樹をして終わりではなく、何年後かにもう一度見

に来てほしい。」というお話をお聞きし、活動を行った後のことについても考える大

切さを感じました。将来的に、マレーシアと日本の子どもたちが、それぞれの国を

訪れ、森林生態系や文化に実際に触れ、学び、意見交換ができるような機会を作る

ことができればと思います。直ぐに両国の学生等が互いの国を訪問することは難し

いと思うので、まずはユース環境会議の中で毎年行っている Skype を用いた Web 会

議で両国を結び、お互いの理解を深める活動を長期的に行いたいと思っています。

互いに自分の住んでいる地域のこと、そして異なる地域のことを知り、様々な視点

を持つことで、今まで見てきたものに対して、新たな発見ができることは多くある

と思います。  

今回の研修で、日本の森林生態系について研究を行っている私にとって、マレー

シアの湿原林や熱帯雨林に初めて入り、気候が全く異なり、特徴的な植生や生物相

を知ることができたのは貴重な体験でした。また、マレーシアでの森林と地域の人々

の関わりや保全活動の取り組みなどは、日本の森林や生物多様性保全にも生かせる
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ものが多くあると思います。熱帯雨林は生物の宝庫であるがゆえに、いまだ他の生

物種の研究が進んでいないという側面もあるとは思いますが、限られた資金と労力

の有効活用のためにはオランウータン 1 種に力を入れ保護に取り組んでいるという

点は参考になると感じました。  

1998 年の長野の五輪のときに、1 つの学校と 1 つの国を結ぶ 1 校 1 国運動の取り

組みが行われていました。これと似たような、サラワク州とオランウータン、長野

県とライチョウといったように、1 地域 1 動物（植物）の保全の取り組みについての

交流会が行うことができれば、面白いと思います。幅広い視野を持ち、地域に根差

した活動、そして国際的な活動を持続的に行っていくことができる仲間を増やして

いきたいと思っています。そして、それぞれの地域の生物多様性保全、地球規模の

環境問題を改善していく活動をしていきたいと強く思っています。  

 

５．引用文献・参考文献  

国際マングローブ生態系協会  http://www.mangrove.or.jp/  

WWF Japan http://www.wwf.or.jp/ 

ボルネオ保全トラスト・ジャパン  http://www.bctj.jp/ 

井上民二 （1998）． 生命の宝庫・熱帯雨林  日本放送出版協会   
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●報告テーマ「開発とコミュニティー」の視点から  

『マレーシア研修報告書』 

大平友紀 

広島大学総合科学部 3 年生 

 

１．はじめに  

 私は現在、広島大学の総合科学部において自然環境科学について勉強しています。

その中でも特に、私は発展途上国の環境問題に興味を持っています。在学中、タイへ

半年間留学した際にはバンコクでのごみ処理を課題として挙げ、JICA などの研究・協

力機関や現場を自らの足で訪れました。その中で、アジアの中でも特に発展している

タイにおいても、まだまだ環境問題はおざなりにされていることを実感しました。帰

国後は大学において、その課題研究のなかで感じたこと、得られたことを発表し、解

決策の提案も行いました。また、留学中に東南アジアをバックパックで見て回った際

には、美しい景色や人々の多様な生活文化を目にし、これらもバンコクのように発展

していく中で汚れてしまうのかと心配になるとともに、なんとかしてこの美しい東南

アジアの自然・生活・文化を守りたいと強く思いました。そこで今回のマレーシアで

の研修に参加し、将来 NGO や国際機関などで働くための心得や知識を学ぼうと思いま

した。また、私は英語と中国語が話せるので、その力を活かしてマレーシアの NGO の

方々とも意見交換を行いたいと思いました。その中で、日本にいては知ることのでき

ない最前線での支援活動や、実際に現地の人々がどのような形での協力を求めている

のかを明らかにしたいと考えました。また、私は大学でワンダーフォーゲル部（登山

部）に所属していたこともあり、山の中を歩き回るのが好きなので、東南アジアの熱

帯雨林の中も見て回りたいと思いました。私はタイへの留学をきっかけに、東南アジ

アに興味を持つようになりました。人々・食べ物・文化など、そのすべてが私にとっ

ては魅力的で、留学を終えて帰国する際には、将来かならず東南アジアに戻ってきて、

その発展のために尽力する、と自分の心の中で決めました。その夢を叶えるためにも、

今回の研修に参加することで夢への第一歩を踏み出したいと思いました。  

 この研修では人間文化と自然環境の共生のかたちを探そうと決めていました。開発

が進む東南アジアでは、森林保護や生物多様性保護活動は活発に行われています。し

かし、昔から周りの自然と共生してきた現地住民の暮らしはあまり考慮に入れられま

せん。そこで私は、彼らの生活文化や地域社会をきちんと理解した上で、それらも評

価し考慮に入れた上で自然環境保護政策を考え、提案したいと思いました。また、私

は将来、NGO や国際機関で環境問題を扱う仕事に就きたいと考えているので、そのよ

うな機関で働くための心得や基本的な考え方を身につけ、進路決定の参考にしたいと

思いました。その上で、実際に NGO や国際機関で働かれている職員の方々と交流を持

ち、内部事情やリアルな声を聞くことで、自分の将来像をイメージする手助けになれ

ばと思いました。今回の研修では行政目線からも自然環境保護を考えるということで、

NGO の活動にはなくてはならない存在である行政が、どのような点に重きを置き、何
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を基準に保護政策を行っているのかを知る良い機会になると思いました。また、日本

政府がそういった各国での環境事業に対して、資金面以外にどのようにして手助けを

しているのか、またその中での課題やそれに対する解決策も考えたいと思いました。

その他に、私自身の趣味として山登りや自然の中を歩き回ることが好きで、森林にお

ける生態系や植生にも興味があるので、日本の山林では決して見ることができないよ

うな、マレーシアの熱帯林特有の動物や植物を自らの目で見てみたいという目的もあ

りました。  

 

２．報告（個人テーマから見た研修）  

 ここでは今回の研修参加のねらいでもある、環境保全の現場で活動する人材に必要

な素養とは何かを考えながら研修を振り返りたいと思います。  

 今回の研修で一番印象に残っていることは、環境保護活動に携わる人たちの熱意や

自然に対する愛情の深さです。まずペナンでは Water Watch Penang（水資源の賢明な

利用を普及させるために 1997 年に設立された非営利組織）を訪問した際に、代表を務

める Chan 教授の話を聞く機会がありました。彼はマレーシア理科大学の教授も務め

ており、日々の忙しい時間の中で論文執筆と並行して Water Watch Penang の活動を

しているとのことでした。彼によれば、水道水の供給源の 20％はペナン州自身で賄っ

ていて、残りの 80％は他の州に依存していることや、政府が水道水利用に対して補助

金を支出するために結果的に水道水料金の低下を招き、住民による水の過剰消費を助

長してしまっていること、さらに 97％の水道水が川から供給されているという事実を

知らないために住民の多くが川に家庭ごみを投棄することがペナン州における現在の

大きな問題であり、これらを解決しなければペナンの水資源環境は危機的な状況にな

ると警告していました。この話をしている中で、終始彼は熱く、切実に訴えかけてい

ました。また質問で、「Water Watch Penang を運営する上で Chan さんの動機や活動

エネルギーは何なのか」と問われた際に、彼は即答で “情熱（Passion） ”だと答えまし

た。このことから Chan 教授のペナンの水環境保全に対する熱い気持ちや真剣さが強

く感じ取れました。  

次にマタン・マングローブ・エコ教育センターを訪問した際に出会った Abu さんに

ついてです。マタン・マングローブ・エコ教育センターはマレー半島北西部のペラ州

沿岸に位置するマングローブ保護林内にあり、Abu さんはツーリストガイドとして私

たちにマングローブ林を案内してくれました。彼もペナンの Chan 教授同様、自然に

対して深い愛情を持っていました。彼は最初こそ英語を話すことにためらっていたの

か消極的でしたが、いざガイドが始まると言葉なんて関係ないと言わんばかりに、ひ

たすらマングローブ林への愛を語ってくれました。その中で彼は、木に抱きついてス

トレスを吸収してもらったり、マングローブの機能性の凄さを自慢したりと、マング

ローブ一本一本をあたかも我が子のように愛している姿に思わず感心してしまいまし

た。この 2 名の他にもマレーシア理科大学の教員である Nurul 先生やマタン野生生物

保護センターの所長など、今回の研修で出会った方々はとにかく自然への愛が深い方

ばかりでした。  

 これらを踏まえて、環境保全の現場で働くためにまず備えておくべき素養は、自然
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への愛であるとわかりました。まず守るべきものを愛さなければ本気で取り組むこと

はできないと思います。私は現在、水資源について勉強しており、将来は水資源保全

を仕事にしたいと考えています。その上で抽象的な“水資源”というのはイメージが

しづらいので、例えば現在水不足で悩んでいる人のためとか、将来の世代に綺麗な水

資源を残すといった形で考えることにより、それが結果的に水資源を愛するというこ

とに繋がるのではないかと思います。  

 

３．評価 

 今回の研修を通して、自ら行動すれば何らかの結果がついてくることに改めて気が

つきました。この研修に申し込み、マレーシアへ行ったことにより得られたたくさん

の経験と様々な人たちとの出会いという結果がついてきました。中でも、人との出会

いは自分にとって一番大きな収穫になったと思います。  

私は日頃から人との出会いを大切にしており、今回の研修で日本全国から集まった、

ベクトルが自分と同じ方向を向いている人たちと出会うことで大きな刺激になるとと

もに、ネットワークがさらに広がりました。ベクトルが同じと言っても、中には教育

に詳しかったり、児童労働、森林生態系、自然文学など専門がそれぞれ異なっており、

一つの事柄を考えるにしても様々な視点から考えることで、そこから出てくる案の多

様性が格段に高くなりました。またそのような考え方の多様性がある中で三週間を過

ごすことによって、自分自身も柔軟に物事を考えることができるようになりました。  

ネットワークの広がりについては、今回の研修の参加者が北は岩手、南は長崎と日

本中に広がっており、SNS などでつながっているので研修が終了した後も、誰がどこで

どのような活動をしているのかが分かるので、非常に刺激になるとともに自分に必要

な情報も彼ら・彼女らを介して得やすくなりました。  

さらに研修スタッフとの出会いも大きなものでした。スタッフの方々は一人一人の

芯がしっかりしていて、仕事観や人生観、大学卒業後の進路相談など本当にたくさん

のことをアドバイスしていただきました。これらで得られた出会いは、全て自ら応募

し参加を決めたからであり、行動が結果につながったと考えることができます。そし

て常に結果を出し続けるためには、これからも行動を続けなければなりません。その

ためには常に外部の情報に対してアンテナを張り、少しでも面白そうな物があれば積

極的に参加していきたいと思います。  

 

４．今後の活動 

（１）至近の計画  

 私の今後の課題として、アジアの環境問題に対してどのように関わっていくかとい

うものがあります。私は特に水資源に興味があり、その方面の仕事をしたいと考えて

います。そのために大学院へ進学し、より専門的な知識をつける必要があります。も

し進学するのなら、私は海外の大学院で自然環境科学を学びたいと考えています。私

はもともと海外が好きですし、様々な経験を積むという意味では良い選択なのではな

いかと思います。一方で、私には早く社会に出てみたいという思いもあります。例え
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ば途上国の水道インフラ整備や衛生管理などに携わる企業はたくさんあります。その

ような企業に就職し、アジアの環境問題に立ち向かうのも良いのではないかと考えて

います。その際、私は自ら現場に足を運び、自分の目で確かめる姿勢を大切にしたい

と考えます。いずれにせよ、将来のビジョンを持ち自分は何がしたいのかを明確にし、

早めに行動することが必要になります。そのためにも今は、進学と就職、どちらが自

分にとって合っているのかを様々な人からのアドバイスも参考にしながら真剣に考え

ていこうと思います。  

（２）長期の計画  

 今回の研修で訪れたトン・ニボン村ではまだまだインフラが整備されていませんで

した。そこで、自分がやってみたいプロジェクト案として「トン・ニボン村のインフ

ラ整備」を考えました。トン・ニボン村では町からの物資の流入で、自然の力では分

解できないゴミが増加したり、食べ物の栄養化に起因する下水の富栄養化による環境

負荷の増大など、自分が携わることができそうな改善点を幾つか見つけました。まず、

川に浮かんだ投棄ゴミの処理方法として、近くに埋め立て地を作り生物分解が可能な

ゴミは自然に還します。町から流入する非分解性のゴミは回収ルートを作り、トラッ

クで再び町まで持って行きそこで処分します。下水については川へ直接流すのではな

く、微生物を用いた浄化槽を経由させたり、胡椒栽培の肥料にしたりして可能な限り

環境負荷を軽減させます。このような小規模なインフラ整備でも、持続可能な社会の

実現に大きな役割を果たすと思います。  

 

 

 

 

 

 

 

初めてのドリアン  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abu さん流リラックス法           バナナの葉は傘にもなる  

民

住民主体のリサイクル

センターでのコンポス

ト体験  
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『和と SEJAHTERA のために』 

高橋佳苗 

岩手大学人文社会科学部 2 年生 

 

１．はじめに 

私の所属する環境科学課程は、文系の学部にありながら文理を問わず幅広く環境につ

いて学ぶことのできる課程です。なぜこの課程を選んだかというと、将来どのような形

であっても環境問題を解決していくことに携わる仕事をしていきたいと思っていたか

らです。その思いは今も変わらず、長期的には環境 NGO の WWF のスタッフとして “人

と自然が調和して生きられる未来を目指して ”という理念のもとに活動することを目標

としています。  

大学ではまだゼミには所属しておらず、基礎的な学びを続けている段階で今回の研修

があることを知りました。何にでも挑戦し、たくさんの経験を積んでいきたいと思って

いた上に、将来の目標である WWF という言葉が載っていて、憧れを持ちつつも詳しい

ことはよく分かっていなかった NGO の活動について学べる研修であるということで、

この理想的なプログラムには参加するしかないと思いました。  

私が自分の人生の中で考え続けていきたいと思っているテーマは、人の幸せと環境問

題の解決についてです。大きなテーマになってしまっているかもしれませんが、私はこ

の 2 つはお互いに深く関係していて、同時に実現していくことができるものだと考えて

います。経済が発展してモノが豊かになっても、自然ではなく人やたくさんのモノと向

き合う時間が必要以上に増えて幸せを感じにくいこともあるでしょうし、逆にモノが豊

かでなくても幸せを感じられることもあるでしょう。幸せを感じるときというのは人そ

れぞれなので定義はできませんが、私たち人間が生物としてある限り、そこには必ず自

然の恩恵があるのだと思っています。今回の研修はそういったことにも視点を置いて参

加することができ、私の人生のテーマを考える上でとても大きな経験となりました。  

 

２．報告 

 日本にいて大学で環境について勉強をしたり、前述したようなテーマについて考え

たりしながら生活していても、地球規模の課題である環境問題の解決のために私に何

ができるか、という自分自身への問いに対する答えはなかなか出せずにいました。そ

の疑問のヒントとなった研修での 5 つのことを私なりに紹介します。  

1 つ目は、この研修の全てを通して感じたことですが、私たちに活動内容やご自身の

活動に対する思いを話してくださった方は皆さんが、どんな性格にも関わらず、「情熱」

を持っていらしたことです。特に NGO 団体のスタッフとして働く方々は、元は違うお

仕事をされていたということが多く、社会で起こる様々な問題の解決に貢献したいと

いう強い気持ちが、働く場所を変え、そこで働くための原動力にもなっていることを

感じました。私は、目標としている WWF のスタッフの方に、私の将来の目標を伝え

た上でアドバイスを求めた際、「情熱」が必要だ、という言葉を頂きました。何事でも

最後まで成し遂げることのできる強い気持ちが大切だということを教えて頂きました。
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彼女はコンサルタントの仕事をしていたそうですが、自分のなかではずっと開発を推

し進めるのではなく、環境を保全するようなライフワークを求めていたのだそうです。

仕事の捉え方もまた人それぞれですが、NGO や NPO などで働くということは、少な

からず自己実現につながっていて、向上心を持ち続けながら仕事ができるという特徴

を持っているのではないかと思いました。NGO の仕事が、ボランティアのような感覚

を超え、他の職種と同じように給与もそこまで心配せずに働くことのできる仕事にな

れば、社会にとってどんなに良い仕事ができるのかと考えてしまいました。  

 

 

 

 

WWF-Malaysia の Johleen さんと  

2 つ目は、持続可能性についての USM 学生との ESD ワークショップで感じたこと

です。私たちの班は、私も含めて日本人学生は 2 人で、あとは USM の男子学生 1 人と

女子学生 2 人の計 5 人で話し合いをしました。「持続可能性とは？」という参加者独自

の定義付けから始まり、最終的には自分たちが決めた特定の環境問題を踏まえ、持続

可能な社会を実現するためにできることを考え、発表しました。私は英語がそこまで

上手に話せなかったので、最初は自己紹介などで自分の今まで経験してきたことや自

分の住む場所のことなどについて話し、少しずつ打ち解けることができました。その

際に私は、今年の 2 月から 3 月にかけて大学の研修でドイツに行き、身近にできる環

境活動について調べたときのことを話しました。発表まではあまり時間がなかったの

で、うまくまとまっていないまま、私たちの班は英語が得意な USM の男子学生に発表

をお願いしてしまいました。しかし、私はその発表を横で聴いていてとても感心しま

した。彼は、ゴミのポイ捨てがマレーシアでは多いという課題に対して、私が話した

ドイツのデポジット制度を参考にうまく循環する制度を作り、お金にも変わる空のペ

ットボトルなどは、ゴミが街に溢れるのを防ぐ他にも、貧困を救う一面もあるという

ようにまとめていました。社会をよくするしくみは、こうして様々な経験を持つ人が

集まって、何気ない話をするところから生まれることもあるのではないかと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

USM の学生と  
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3 つ目は、PHT による世界遺産保全活動から学んだ、町のなかでの文化や宗教、人

種、建物の共生のしかたについてです。ジョージタウンのプログラムを見た時は、環

境問題とどのように関係しているのかということは分かりませんでしたが、「共生」や

「保全」ということについて少し違う視点から考えることのできるとても良い機会で

した。少し歩けば違う文化がたくさん広がっているという光景は、日本では中華街ぐ

らいしか思いつきませんし、他国でもあまり無いのではないでしょうか。色々な文化

は混在していたものの、そこまで文化が混ざり合っているという印象は受けませんで

した。「共生」ということは、実は思った以上に個々が独立した上でのことなのかもし

れません。また、ジョージタウンの特徴的な建物には、風の通しやすさや光の取り入

れ方など、様々な文化が入ってくる過程で少しずつ取り入れられてきた自然と共に生

きる工夫がたくさん施されていました。PHT のスタッフの方は、家は人が住んで初め

てその価値が出てくる、ということを教えてくださいました。このことを知って、私

は「保全」というのは、今使っていないものや生き生きした感覚のないものを守るの

ではなく、今この時も私たちと共にあって生き生きした感覚があり、その価値が十分

認められるものを守るということなのではないかと思いました。未来に残したいもの

は、地球環境も人間の文化もとても身近にあって、私たちができることはまだまだた

くさんあるのだと希望が持てました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

マレーシアには猫がたくさん  

4 つ目は、サラワク州トン・ニボン村でのホームステイで感じたことです。私は、そ

れまでアメリカやオーストラリアのある程度お金に余裕のある暮らしをしている家庭

でのホームステイしか体験したことがなかったので全く想像がつきませんでしたが、

実際に行ってみると、村は村長による自治を中心に１つにまとまっていて、困ってい

ることがあればすぐ助け合えるような雰囲気がありました。伝統的な農業をしていた

り、籠や部屋に敷くマットなどを編んだ工芸品を作ったり、伝統衣装を着てみんなで

集まって踊るという独特な文化があったり、村らしさが感じられる場面があった反面、

タブレットを持った少年やテレビで日本のアニメを見る子供たちを見る場面もあって、

色んな時代が入り混じっている状態に見えました。これにはよい面も悪い面もあると

思います。ただ、もう少しで先進国の仲間入りを果たそうとしている中進国のマレー

シアが全体的に直面している現状なのではないかと思いました。新しいものがどんど

ん入ってきて対処しきれない部分が出てくるのは当たり前です。この村では、プラス

チック製品などのゴミが自然に還る物と同じように川やその辺に捨てられていて、そ

れを指摘するようなことは、私がいた間には見られませんでした。これからも新しい
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ものを取り入れていく道をこの村が選ぶのならば、いずれはゴミを回収するシステム

を作ることやゴミをゴミ箱に捨てるという概念を伝えていかなければいけないと思い

ました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

トン・ニボン村の伝統衣装  

5 つ目は、アペン保護林での植林体験を通して森を守るということに直接関わる方々

のお話をたくさん聴けたことです。私が見ることができたのは森林保全の現場のほん

の一部だったと思いますが、実際に足を運んで森の中へ入ってみると、日本マレーシ

ア協会の皆さんや森林局の方々、実際に森で苗を育てるところから植林の作業をされ

ていた現地の方々が本当に良い信頼関係を築いていて、森自体も元の自然林へと姿を

変えつつあるといった状況を肌で感じることができました。しかし、最初からこんな

にうまくいくことはなかったとお聞きしました。最初は地元の方に受け入れられず、

何度も何度も足を運んで築き上げた関係だということをお聞きして、人と人が関わる

ときはそうやって地道に積み上げた信頼が、一緒に活動する上でも重要であるという

ことを学ぶことができました。この研修に参加する前、大学の講義ではマレーシアの

サラワク州でアブラヤシのプランテーションが増えているということを知りました。

実際に飛行機の上から見ると一目で分かるプランテーションが広がっていることが多

かったように思います。実はアペン保護林のすぐ隣もプランテーションになっていて、

その境目に立つととても異様な光景に見えました。生活の糧となっていたり、産業の

主要な部分になっていて私たちも知らないうちに植物油使用の商品を買ったりしてい

るために、単純に生物多様性が失われているという批判で済むことではありませんが、

印象に強く残るほど単一の種が同じ場所に密集していることは感覚的に異様だと認識

するのだと思いました。ここでは、人と人との関わりや自然と自然の関わり、人と自

然の関わりについて深く考えることができました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

オイルパームの広がる景色  
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私が環境問題の解決や人幸せのために何ができるかという答えはまだ出せていませ

ん。これから先の人生でも悩みながら答えになることを探すのだと思いますが、これ

らの 5 つのことは、とても重要な経験としてその役割をこれから果たしていくのでは

ないかと考えています。  

 

３．評価 

まず、マレーシア語は簡単な挨拶しか分からないままマレーシアに行ってしまった

私でしたが、そこで教えていただいた素敵な言葉があります。それは「SEJAHTERA」

という言葉です。調和や幸せ、平穏、平和などとても広い意味があるそうです。私が

これを聞いたとき、日本の「和」という言葉に似ていると思いました。文化もだいぶ

異なる場所で同じような意味の言葉が生まれるということは、人間にはそういった共

通の概念が存在することを指しているのではないかと思いました。こんな考えを巡ら

せるうちに、私が人生のテーマとしている地球環境問題の解決や人の幸せを実現する

ためのタイトルとなるような言葉が、マレーシアで覚えた「SEJAHTERA」と日本に

昔からある「和」という言葉なのだと思いました。自分がこれからどんなふうに頑張

っていけばいいのか、人々が幸せで良い地球環境がそこにあるために理想としている

のはどんな世界なのかということが以前よりも鮮明になった研修でした。  

出会った人々については NGO の方を挙げて紹介しましたが、その他にも私の印象に

残った人がいました。なかでも、日本マレーシア協会・在サラワクコーディネーター

の酒井さんはとても印象的でした。20 歳程で英語もあまり分からない頃に日本を飛び

立ち、現在もマレーシアでの生活を送っている酒井さんの努力はたいへんなものだっ

たと思います。今では地元の方々にとても信頼されていて、私たちの研修でもいつも

元気でたくさんのことを教えてくださいました。私は、人と関わるときに大事なもの

は言葉だけではないと思いました。言葉は後からついてくることだってあるのだと考

えると、何かのためになることをしたいという思いや自分にできることはやってみる

という気持ちを常に持っていることが大事だと思いました。  

その他に印象に残った人は、実はあまり思い出したくありませんが、屋台で他の研

修生と夕食を食べている時に、 ”Do you have money?”と声をかけてきた女性です。私

はこのようにお金などを乞う人に実際に会ったことがなかったので、どうしたら良い

か分からず、たくさん目を合わせて話を聴こうとしてしまいました。しかし、私にで

きることは目を合わせず、その女性が立ち去るのを待つだけだったということをアド

バイスして頂きました。私はその後もこの出来事について考え続けていました。人が

幸せに生きるためにはといつも考えているのに、私にできることは本当にこれだけな

のかとがっかりしてしまいました。それでも他の研修生と話していて、私たちが直接

彼女のような人に会ってできることは今はほとんど無いけれど、私たちがこれからも

勉強を続けたり、考え続けたり、色々な事を経験することで自分にできることを増や

し、問題の解決に貢献することもできると考えられるようになりました。プログラム

には無いこともたくさん良い経験ができた研修でした。  
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４．今後の活動 

私は、自分の身近な問題に対して真剣に考え、取り組んでいたマレーシアの方々が

強く印象に残っています。帰国してからは、自分にできることを考えているうちに、

自分がとても小さな存在に感じられてしまいました。それでも、私なりにできること

があると信じて、これからの活動に臨みたいと思います。  

これから 1 年以内に私ができることは、まず環境マネジメント学生委員会での活動

を充実させることです。私は広報・WEB チームのチームリーダーを務めているので、

岩手大学の学生の環境問題や環境活動への関心を深めてもらえるような企画を実行し

ていきたいと考えています。今取り組みたいと考えているのは、購買のレジ袋使用が

多いという課題です。岩手大学の購買では昨年度まではレジ袋が必要だと言われた時

にだけ、店員はレジ袋を渡していましたが、クレームがたくさんあったことから、今

年度に入って店員はレジ袋が要らないと言われない限り渡すようになりました。これ

によって使用量が増えたそうなのですが、それでも断るのが面倒でもらってしまう人

もまだいるのではないかと思います。最近読んだ寄付に関する本で、オランダでは生

まれた時から断る申し出がない限り臓器提供に同意していることになっているため、

臓器提供の割合が他国と比べて高いということを知りました。当然のように思います

が、ここでは制度の力の強さが表れているのだと思います。そこで、私はレジ袋が必

要か必要でないかの意思を表すカードのようなものを作り、会計の際に学生にそのカ

ードを使って比較的簡単に自分の意思を表してもらうという制度を作りたいと考えて

います。学生と店員の簡単なやりとりのなかで、少しでも環境について考える時間が

増えるのではないかと考えています。  

また、これから 5 年以上先の私にできることについては、正直まだまだ分かりませ

んが、WWF のスタッフとして働くという目標は５年後も変わってはいないと思います。

大学でしかできないこともありますが、社会に出たからこそできることが増えると思

うので、たくさんのことに挑戦していきたいです。特に挑戦してみたいのは、翻訳の

ボランティアなど、WWF に限らず様々な分野のボランティアです。本を読んでいて、

寄付やボランティアにお金や時間を費やすと幸せな気分でいられるということを知り

ました。自分のところにお金がたくさん無くても幸せになれる方法はたくさんあるの

だと考えられるようになったので、日本マレーシア協会のみなさんを含めてマレーシ

アで NGO の活動をされていた方々のように、自分が社会に貢献するという自己実現が

叶えられるような充実した働き方、あるいは休日の過ごし方をしていきたいです。う

まくまとめられませんが、私が今関心を持っている環境問題の解決に向けた取り組み

や、人が幸せにいられるためにできることや、国境を越えた人とのつながりなどにつ

いて大学にいる間にもう少し考えて、５年後にはそれらの私なりの課題に取り組むこ

とのできるような職に就いていることを願っています。  

 

５．参考文献 

＊ピーター・シンガー、児玉聡・石川涼子訳  

『あなたが救える命  世界の貧困を終わらせるために今すぐできること』勁草書房

（2014） 
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『環境保全と人の関わり方』 

元村 萌 

北九州市立大学外国語学部 3 年生 

 

１．はじめに 

 私は、北九州市立大学外国語学部英米学科に所属しています。だから、私は専門的

に環境に関して学んでいるわけではありません。しかし私はもともと動物が大好きで、

特に海外で野生動物保護に携わりたいという夢を幼い頃から持っており、大学で海外

で働くために必要な英語力、知識を上げるために学んでいる今でも、その夢は心の奥

にあり、将来ボランティアなどのどんな形でもいいから野生動物保護活動に関わりた

いという思いを持ち続けています。また、中学時代に美化委員長としてごみの分別や

リサイクルに熱心に取り組んだ事がきっかけで、地球温暖化やごみ問題といった環境

問題に深く関心を持つようになりました。さらに、私は大学のプロジェクトで北九州

の八幡にある JICA で様々な国からの研修員の方との交流の企画、運営をしました。そ

の交流を通して、開発途上国での生活や技術支援などのお話もすることができ、発展

途上国での国際協力にますます興味を持ち、いずれは NGO や青年海外協力隊に参加し

たいと考えています。  

 また、私は小学校高学年の時に３年間マレーシアに住んでいました。その 3 年間で

私はマレーシアという国が大好きになり、マレーシアでの 3 年間があるから、今の自

分があるといっても過言ではありません。マレーシアは近年開発が進み、都心部は高

層マンションや高層ビルが立ち並びます。そのマレーシアの近代化と自然保護の現在

のバランスを学びたいとも思いました。  

 以上のことをふまえて、私はこの研修が思い入れの深いマレーシアで実施され、現

地の NGO と国際 NGO がどう協力して環境問題、そして環境問題と深い関係がある野

生動物保護に取り組んでいるのかを、最前線で活躍する人々と田舎の村に住む人々と

交流することで学べることに魅かれ応募しました。そして、この研修を通して、将来

環境と動植物を守るためにどう活動していくべきかという明確な道が見えてくると思

いました。  

 

２．報告 

 私の研修のテーマは、「環境保全と人の関わり方」です。人がどう環境問題に取り組

んでいるのかそのアプローチの仕方、また開発が進んでいない地域の人々の考え方、

そして政府や自治体の協力体制を知りたいと思っていました。研修では、環境保全に

様々な形で取り組んでいるたくさんの人々に出会いました。それは、NGO や政府機関、

教育現場の人に限らず、田舎の村で自主的に取り組んでいる人まで多様でした。  

（１）USM（マレーシア理科大学）と RCE ペナンのヌールル先生率いる女性スタッフ・

教授の方々  

USM は優秀な大学で研究も盛んで、環境教育にも熱心に取り組んでいます。USM

の学生とのワークショップでは、持続可能な開発と環境問題を考える上では、3 つの
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P(Planet, People, Profit)を関連付けて考えることが大事だと習いました。それぞれ

のＰは相関関係にあり、一つの側面だけを見るのではなく、すべての P をふまえ、

多面的な観点から環境問題について考えることが必要です。ESD ワークショップは

先生の講義を受動的に聞くという形ではなく、与えられた課題に関して生徒たちが

積極的に自ら考え、意見を出し合うという形でした。自分たちで学ぶからこそ、環

境問題が他人事ではなく、自分たちが何とかしないといけないという姿勢が形成さ

れると思うので、先生の生徒たちに考えさせ、自らも熱心に教える環境教育の進め

方は大変良いと思いました。日本の環境教育の現場でもそういった手法を用いるべ

きだと感じました。  

 

USM での ESD ワークショップ  

（２）タマン・パンダン環境資源センターで活動するチェンさん  

華人系が多く住むタマン・パンダンにある環境資源センターでは、チェンさんが

主導となって家庭ごみのリサイクル・生ごみの堆肥化・小規模での農業を行ってい

ます。集めたリサイクル製品は市に無償で回収してもらっています。また、堆肥を

作る作業で必要な中規模の設備も市から援助してもらっています。食品廃棄物から

できた肥料は販売し、売り上げの 3 分の 1 を外部組織に寄付し、3 分の 2 を設備の

修理費に充てられています。チェンさんは主婦で無給でセンターで働いています。

堆肥作りは想像よりとても大変でした。しかし、人手不足のため、チェンさんは毎

日センターで活動しているといいます。問題なのは地域住民の参加率の低さで、大

人の長年しみついた意識を変えることに大変苦労されていました。私は、チェンさ

んのお金など関係なく、環境を守るために一人でも長年活動を続けておられる情熱

と意思の強さに大きな感銘を受けました。また、大人の意識を変えることが難しい

からこそ、将来を担う子どもたちへの環境教育がいかに重要なのかを再確認しまし

た。  

  

 

 

タマン・パンダン

環境資源センター

で活動するチェン

さん  
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（３）サラワク州森林局と  

日本マレーシア協会・在サラワクコーディネーター酒井和枝さん  

サラワク州の 84％は森林地域です。そのため、多くの雇用と利益を生み出す森林

資源の持続可能な運営と保全管理の両立が大切です。私は森林は経済利益のために

大量に伐採されているのかと想像していましたが、実際は PFE(Permanent Forest 

Estates)と TAPs(Totally Protected Areas, national parks, nature reserves and 

wild life sanctuaries) ,State land とに区別され、資源利用できる地区と森林伐採禁

止の地区にちゃんと分けてあり、 ITTO（国際熱帯木材機関）からもサラワクの熱帯

雨林はよく管理されていると評価されていると知り驚きました。また、森林局は日

本マレーシア協会と旅行会社を運営し環境保全活動にも深く関わっている酒井和枝

さんと友好な関係を築いており、アペン保護林での植林活動にも森林局の方が参加

されました。よって、政府は森林を経済的な目的でしかとらえていないわけでは全

くなく、資源利用と自然保護のバランスをうまくとっているように感じました。  

  

（４）トンニボン村の人々  

トンニボン村は舗装がされていない入りくんだ奥地にある田舎の村で、ビダユ族

のみではなく、カヤン族や中華系の人も住んでいます。村の主な収入源は胡椒やア

ブラヤシです。私は田舎ということで、昔ながらの高床式住居を想像していました

が、実際はどの家もコンクリート造りで、洗濯機や冷蔵庫、テレビなどの家電もそ

ろっており、想像よりはるかに近代的な生活を送っていました。しかし一方で川に

は捨てられたごみがたくさん浮いていました。それは村周辺にはごみ収集車が来な

いため、ごみの収集システムが機能していないことが一因として挙げられます。生

活が近代化したら、ごみの量も増えると思います。だから、近代化が独り歩きする

のではなく、それに伴うべき環境を配慮したシステムの整備が行政と協力して一刻

でも早く追いつかなければいけないと強く感じました。そして、システムが構築さ

れるに従い、住民の環境に対する意識改革も必要になってきます。  

            トンニボン村  

 

 

 

 

アペン保護林での

植樹準備  
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（５）マタン野生生物保護センター  

センターでは保護したオラウンータンを野生に返すことをめざしてトレーニング

を行っています。しかし、それは簡単ではなく、全てのオラウンータンが自然に帰れ

るわけではありません。また、ただかわいいという気持ちだけでやれる仕事ではなく、

常に危険も伴っており、覚悟が必要です。私は人間に起因する様々な理由で保護され

たオラウンータンが、人間によって自然に帰れるようにトレーニングされているとい

うことに、自然や野生動物を傷つける人がいる一方で、それらを守るために一生懸命

に働いている人がいるということを学びました。また、私はセンターの立場では現在

の森林伐採の状況に強く反発しているのかと思っていましたが、センターのマネージ

ャーのシアリーさんは今のサラワクでは、森林はすでに保護管理されており、森林伐

採も特定のところで行われているから大丈夫だという肯定的な返事に驚きました。つ

まり、野生生物を保護する側の人から見ても、サラワクの自然はちゃんと保護管理さ

れているということで、それは大変ポジティブにとらえられます。  

  

 

３．評価 

 私がマレーシアでの研修で一番大きく感じたことは、環境保全活動に取り組む人々

一人一人の情熱の強さです。私は、研修前は環境に対する取り組みは、どちらかとい

うと「一人一人」というよりも、NGO や政府といった「団体・組織」を想定して考

えていました。しかし、実際マレーシアでたくさんの人々と交流すると、団体・組織

としての活動の前に一人ひとりの想いと活躍があることに気づきました。そして、そ

の人々の「ただきれいな川が見たいから」「環境を守りたいから」「生物を保護したい

から」「世界遺産の街を守っていきたいから」「マングローブを守りたいから」といっ

た、自分が守りたいものへのなにものにも代えられない無償の愛の大きさにとても感

動を覚えました。  

同時に、私は環境保護活動に携わりたいと思っていても、ここまでの想いを持って

いただろうか、と自分を省みました。また、一人ではあまりできないというのは全く

違い、一人でも自分の強い意志さえ持ち続ければ、変えられるということも学びまし

た。私はこの研修を振り返った時にまず浮かぶのは、情熱を持って取り組んでいた

人々の姿です。自然を壊すのは残念ながら人間だけれども、守るのも人間で、守る側

の人間がどんどん増えていったら、地球の未来はとても明るいです。そして、守る側

の人間を増やすためには、環境教育が不可欠になってきます。マレーシアで ESD を

受けている生徒たちは、みなとても積極的で楽しんで学んでいるように感じました。 

 

マ タ ン 野 生 生 物
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マレーシアの人々は皆が日本の環境への取り組みは素晴らしいと褒めてください

ました。しかし、政府や自治体が環境保全のための技術を開発したり、そのための方

針、規制を打ち出して進めていても、国民一人ひとりの環境への意識をマレーシアの

国民と比べたならば、そこまで大きな違いはないのではないかと思います。一生懸命

に環境のことを考え、自分にできる小さなことを続けている人もいれば、分別しない

のはおろか平気でごみをどこにでも捨てる人もいます。だから、国単位だけで見るの

ではなく、それを構成する国民一人ひとりで見ることも大切だと思いました。そして、

先進国の日本の方がどの分野でも優れているというわけではなく、私たちもマレーシ

アの取り組み、環境教育から学ぶことはたくさんあり、同じ位置に立っているのだと

感じました。  

 もう一点は、社会、経済、環境の 3 つの側面から物事を見ることの大切さを学び

ました。環境保護の立場にだけ立って、アブラヤシ農園は生物の居住地を奪うからだ

めだと決めつけるのではなく、そこで働く人々の生活、そしてそれがもたらす経済的

利益も考慮しながら、じゃあどうすべきなのかを考えることの重要性に気づかされま

した。しかし、研修ではアブラヤシ農園で働く人のお話を聞くことはできなかったの

で、次回マレーシアを訪れた際には労働者の方の生の声を聴くことができたらいいな

と思っています。また、私が想像していた以上にサラワクの森林はよい保護管理状態

にあることには驚きました。これからは、それはサラワクだけなのか、マレーシア全

体はどうなのか調べていきたいと思っています。  

 

４．今後の活動 

（１）至近の計画（１年以内）  

私はこの研修を通して、私自身が環境問題と取り組み（私が暮らしている北九州は

もちろん、世界の国々のよい取り組み）についてもっと積極的な姿勢で学んでいかな

ければいけないと感じました。せっかく過去の公害を乗り越え環境のモデル都市にな

った北九州に住んでいるのに、それを学ばないことは恥ずかしいと思い、現在は環境

問題に関する授業をいくつか受講しており、これからもさらに学び続けながら、地域

で活躍している団体の活動に参加し、熱意を持って取り組んでいる方々からたくさん

の刺激を受けたいと思っています。  

そして、環境教育にも取り組み始めたいと思います。まずは予定しているマレーシ

ア研修の学内での発表を通して、多くの学生に私が実際マレーシアで学んだこと、マ

レーシアの環境への取り組みを知ってもらい、環境へのそれぞれの意識の向上につな

げたいです。また、私は自分が通う大学の学生のごみの分別率の低さをとても問題視

しているので、それを改善するために仲間を集って、大学生のごみの分別率の向上を

目指した活動を始めたいと考えています。  

（２）長期の計画（５年以上先）  

「北九州市とマレーシアの交換学習研修」  

北九州は過去にひどい公害を経験し、それを市民と企業と自治体が協力して解決に

努めたことで、現在では環境モデル都市に選定され、また、経済協力開発機構 (OECD)

から世界に４つしかない「グリーン成長都市」の一つとしてパリ、シカゴ、ストック
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ホルムとともに、アジアで初めて選定されました。また、環境国際協力にも力を入れ

ています。そこで、私が北九州市とマレーシアの自治体に提案したいのが双方の交換

学習研修です。  

この研修では、中学生から高校生（都心と田舎の両方の学生）を対象にするものと

大学生から社会人までを対象にする２つを設けたいと思います。内容は後者を専門的

な内容にし、それぞれの国の参加者が相手国で環境に関する取り組み、政策を学び、

最終的にはどちらかの国で全体ミーティングを開き、お互いが感じたことをディスカ

ッションする機会を作ります。  

マレーシアで訪れる場所は私たちが研修で訪問したところに加え、アブラヤシ農園

や開発が進む地域などで、北九州市で訪れるところは、エコタウンセンター、環境教

育を行う教育現場、ESD に取り組む団体、北九州市環境ミュージアム、健康と環境に

優しい石鹸を生産するシャボン玉石けんの工場、響灘ビオトープ、水環境館などです。  

これから、環境面でもますます国際協力が進んでいくであろう時代で、それぞれが

学び合える機会を作り、マレーシアと北九州の双方が手を取り合うことはお互いにメ

リットがあります。中高生は他国に行き、自国との違いを通して多くの刺激を受け、

日常生活からの環境に対する意識変革、彼らの将来の夢につながる分岐点を経験する

ことができます。また、大学生以上は専門性を高め、お互いが取り入れるべき点を学

び合うことができ、企業の環境技術革新、環境政策の充実化につながります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


