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（国土交通省 HP より） 

マレーシアから学ぶ環境教育について 
 

千葉県立柏南高等学校 教諭 田野 有里 
 

１ はじめに 

平成 29 年８月 20 日（日）から８月 26 日（土）までの６泊７日、千葉県の高

等学校６校が参加したマレーシア派遣は、生徒、引率教員ともに非常に有意義

な経験となった。 

私は理科の教員であり、マレーシアの環境に関することを学びたいと思いこ

のテーマを設定した。７日間の派遣の中では、様々な場面で環境について考え

させられることがあった。 

マレーシア派遣を通して、生徒に伝えていきたい環境に関する事項を以下の

順番で説明する。 

 

 ・プトラジャヤ 

 ・FRIM 

 ・ダイキンマレーシア 

 ・水質 

 

２ プトラジャヤについて 

 クアラルンプール到着

後２日目にプトラジャヤ

政府機関に訪問した。 

 プトラジャヤは、首都

クアラルンプールの南方

約 25km に位置し、車で１

時間弱の場所にある。ク

アラルンプールでは、慢

性的な交通渋滞が深刻に

なっていることに加え、

連邦行政機関が市内に点

在していることにより、

行政機能の非効率が問題

になっており、これらの

問題を解決するとともに、

電子政府化を進めることなどを目的として、クアラルンプール郊外に新しい行

政都市を建設することがマハティール首相(当時)の強いリーダーシップの下で

決定し、1996 年から開発が進められている。 
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（ピンクモスク付近からのプトラジャヤ風景） 

 

敷地は 4,931ha(49.31km2)、人口は約９万人（2015 年）、2025 年までに 35 万

人都市を目指している。 

この開発で注目するべき点は、環境保全にとても力を入れていることである。

都市の 40％を緑地・公園または水辺として保存し、できる限り造成工事を行わ

ないという方針で計画している。 

プトラジャヤにある公園は、それぞれ異なるテーマと機能を持っている。例

えば、森林をテーマにした公園や農業体験ができる公園、またはスポーツやレ

クリエーションができる公園など、目的に合った公園で様々な体験ができる。

湿地や湖に関して言うと、湿地が外部から流れてくる河川をろ過し、湖に流れ

込むような設計になっ

ており、水質が、クラス

Ⅰ ※に近いレベルに常

に保たれている。住居や

ビルの周囲は緑や水辺

に取り巻かれている。 

また、交通機関に関し

ても環境への意識が高

く、市内では電気バスを

運行し、2016 年には世

界に先駆けて大型 2 階

建て電気バスの実証実

験を実施した。また、中

断していたモノレール

も 2021 年に向けて建設

が再開される予定であ

る。 

実際にプトラジャヤに行ってみると近代的にデザインされた建物が多く建ち

並び圧倒されるとともに、多くの緑も目に飛び込んでくる。水辺から見るプト

ラジャヤは、オーストラリアのシドニーを彷彿させるような、近代建造物と自

然との融合だった。日本も環境への意識が高まっており、企業等は様々な形で

環境への取組をしているが、比較的大規模な開発に関しては、自然を残そうと

する意識が低いように感じる。なぜマレーシアは国家レベルで自然を保全する

必要があるのか、熱帯雨林が減少するとどのような影響があるのかを今の子ど

もたち自身が考え、学ぶことはとても意味のあることである。将来の日本及び

地球のために何ができるのかを判断し、行動できるように、私たち大人が子ど

もたちに働きかけることが大切ではないだろうか。 

 

３ FRIM(Forest Research Institute Malaysia）について 

 高層ビルが建ち並ぶクアラルンプール中心地からほど近い場所に FRIMはある。 

※マレーシアにおける暫定水質環境基準 

Class I  

  I 級 

飲料水用 I：処理必要なし。自然環境の保全。 

漁業 I：非常に脆弱な水生生物が生息する 

Class IIA  

 IIA 級 

飲料水用 II：簡易な処理が必要。 

漁業 II：脆弱な水生生物が生息する 

Class IIB  IIB 級 レクリエーション用 
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(第一関節までよりも大きいアリ) 

 

もともとはスズ鉱山の廃山と野菜畑や森だったこの場所を、森林研究者達の努

力により 1926 年から長い年月をかけて今の森林に戻していき、現在の FRIM へ 

と成長した。日本では見られない多種多様

な熱帯の植物や動物が生息しており、その

研究は、天然林、植林、生物多様性、薬用

植物、木材化学、林産工学、経済の７部門

に分かれている。 

熱帯の生物は、日本の研究者にとって非

常に興味深い研究対象であり、日本の国立

環境研究所や東京大学、京都大学などが

FRIM と連携して共同研究を行っている。 

FRIM についての説明を受けた後、実際に

森林を歩いた。初めに目に飛び込んできた

のは、驚くほどの樹木の高さである。木の

中身が詰まっているため、非常に硬く、成

長が遅いということだ。ここまで成長する

のにどれほどの年月を費やしたのかを考え

るだけでも自然のたくましさを感じること

ができた。叩いてみると指が痛く、とても鈍い音がした。 

歩き進めるとニンニクの匂いがする木の実が数多く落ちていたり、指先から

第一関節までの長さよりも大きい蟻がいたりして驚いた。また、ターザンの真

似ができるほど長い木の枝があったり、マレーシアのヒルに出会ったりするな

ど、短い時間の散策ではあったが、生徒も教員も童心に返って、マレーシアの

自然を肌で感じる

ことができた。 

FRIM はとても広

く、研究としての施

設だけではなく、休

日には家族連れで

バーベキューをし

に訪れたり、キャノ

ピーウォークを楽

しんだり、生態系や

環境についても学

ぶこともできる、と

ても開かれた場所

である。自然を理解

するためには、自然と触れ合うことが最も大切である。マレーシア中心部にこ

のような場所があるということは、自然環境を重んじている証拠でもある。マ
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レーシアには FRIM ではない、「本当の」熱帯雨林がある。次にマレーシアに行

くときには「本当の」熱帯雨林に触れてみたいと思っている。FRIM は楽しいだ

けではなく、一つのきっかけの場所であり、その先の目標や希望も含んでいる。

今回の体験を積極的に生徒に伝え、マレーシアに関心を持ってもらうだけでは

なく、理科の教員として、子どもたちが、多くの自然と触れ合い、その素晴ら

しさを知り、自然に対しての目標や希望を持つことができるよう支援していき

たい。 

 

４ ダイキンマレーシアについて 

熱帯雨林気候に属しているマレーシアは、年間の日中平均気温は 27～33℃で

あり、都市部のビルやホテルには必ずエアコンが入っている。エアコンといえ

ば、オゾン層を破壊する冷媒や電力使用による二酸化炭素の排出による温暖化

が頭に浮かぶ。ダイキンマレーシアは、エアコンによる、またはエアコン製造

過程による環境破壊を防ぐために、積極的に環境保全への取組がなされている。

残念ながら現地で具体的な取組を時間の関係上聞くことができなかったが、個

人的に質問したものと、自身で調べたことをいくつか紹介する。 

 ① 低温暖化冷媒と省エネ機の開発 

   オゾン層を破壊しない冷媒とエネルギー消費削減を考えた商品を開発す

る。 

 ② エネルギー効率の高い照明の導入 

   蛍光灯とハロゲンランプを LED ライトへ交換により、年間 249,300kWh の

電力と約 150t の CO2 を削減する。 

 ③ 再生可能エネルギーの使用 

   一部の電気を太陽光エネルギーで賄い、年間 2,628kWh と 1,614kg の CO2

を削減する。 

 ④ グリーンエリアの設置 

   動植物のための生息地を作ることにより、生物多様性の保全に努める。 

 ⑤ 従業員の意識啓発 

   マイカー相乗り推進、廃棄物のリサイクル、環境道場の設置などを行う。 

 その他、ここ１年の間に工場内の整備が進んでいる。段ボールが積み重なっ

て混沌としていたエリアを区画整理することにより、見学者のための誘導テー

プを床に貼ることができ、暑くなる作業場の空調管理等をしやすくなったとい

う。世界レベルの環境問題を考慮するだけではなく、身近な職場環境の改善に

も力を入れることにより、職員一人一人の環境への理解が高まる。多民族国家

であるマレーシアで企業の方針を徹底するには、お互いの考えを理解し、地道

な努力から始めていかなければならない難しさがあることを痛感した。今の高

校生も、将来海外で働く人がいるだろう。企業がある目標に向かって進もうと

する時、より良い環境をつくるためには、異文化理解、コミュニケーション能

力が非常に重要になってくる。将来の機会を無駄にしないためにも、若いうち
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 水温(℃) ｐH TDS(ppm) EC(μs/cm) 

①KL ホテル 25.3 6.0 40 86 

②KPS 宅 29.3 8.0 73 154 

③ ﾐ ﾈ ﾗ ﾙ ｳ ｫ ｰ ﾀ ｰ

(KL) 

28.5 7.1 9 19 

④柏南高校 23.4 7.5 96 201 

⑤自宅 24.5 7.5 96 213 

 

から世界に関心を持ち、多面的な立場で物事を理解できるように、外国を実際

に自分の目で見ること、そして留学の素晴らしさを生徒たちに積極的に伝えて

いきたい。 

 

５ 水質について 

派遣前、マレーシアの水道水は飲まないほうがよい、飲み物の氷に注意した

ほうがよいと聞いていた。世界で水道水が飲めるのは約 15 ヵ国というが、マレ

ーシアの水道水はどれほどの水質なのか少し気になり、非常に簡易なものでは

あるが、水質を検査した。 

検査項目は、水温・pH・TDS※1・EC※2 である。pH 試験紙、TDS・EC 測定器で行

った。どの水もガラスのコップに移して実験を行ったが、器具もコップも 2 回

共洗いをしている。 

  ※１ TDS：Total Dissolved Solid の略で、水中に溶解されている物質の濃度を表す。

物質には炭酸塩、重炭酸塩、塩化物、硫酸塩、カルシウム、マグネシウム、ナトリ

ウム有機イオン、その他のイオンなどがある。 

  ※２ EC：electrical conductivity の略。電気の通しやすさの尺度で、電気抵抗の逆

数（電気抵抗度＝１／電気抵抗）で表す。水中に溶解している物質の量を短時

間で測定できる。電気伝導度が高い値ほど、水に様々な物質が溶解している。

純水で 10μs/cm 前後，水道水で 100μs/cm 程度である。 

 ① 宿泊ホテル（クアラルンプール）：宿泊した部屋の水道水 

 ② カンポンステイ先のお宅：ホームステイ先である村の一軒家 

               浴室の水道水（一軒家） 

 ③ ミネラルウォーター：クアラルンプールでもらったもの 

 ④ 柏南高校：トイレ前の水道水 

 ⑤ 自宅（集合住宅）：キッチンの水道水 

 結果は次の表の通りである。 
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（ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの TDS）    （ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰの pH） 

   
（柏南高校 2F トイレ前の水道水） 

 

マレーシアの水道水は、ホテルと村の家で TDS・EC の濃度に差があるが、ど

ちらの地域もそれほど高い値は出ていない。むしろ日本のほうが高い値が出て

いる。日本の水道水は塩素濃度がマレーシアより高くなっているためにこのよ

うな結果になったのかもしれない。日本、マレーシア双方の水道水の不純物（イ

オンの種類）の判別や、生物的な要素は含まれているかなど、より具体的に検

査・判定することで、互いの水質の違いをさらに理解できるのかもしれない。 

調べたところによると、マレーシアの水道水は、浄水場での段階では飲料水

として使用できるように浄化されているが、地域によって水道管や水道タンク

が劣化しており、水道水を出したときに、臭いがする、色がついているなどが

あるということだ。また、浄

水した後の排水処理が不十分

なところがあり、そのまま河

川に流すこともあるという。

マレーシアの水質の問題は、

水道管の問題はもちろんだが、

河川の水質も環境を考えるう

えで課題となっている。 

今後、自校とマレーシアの

学校が連携し、それぞれの国

の水質の違いを生徒が情報交

換しながら、考察できればよ

いと考える。 
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６ おわりに 

 マレーシアの学校や一般的な家庭ではエアコンを使用していないが、あまり

暑さを感じず快適に過ごせる。建物全体が空気の流れやすい設計であり、シー

リングファンが多々設置されていることより、さらに空気が循環しやすくなっ

ている。１年中暑い気候だからこそできることなのかもしれないが、とても感

心した。千葉県で教室へのエアコン設置が進んでいる学校では、座る場所によ

ってとても冷える所と暑い所があり、温度設定に困ることがある。シーリング

ファンで空気を循環させることは、温度差を少なくする有効な手立てかもしれ

ない。 

マレーシアでは、環境に配慮した開発という点で誇れるものがあると思う。

2020 年には日本でオリンピックが開催される。人に対しての配慮はとても考え

られていると思うが、大会中大量に発生するゴミの有効活用やマイカーでの来

場を控えるように公共交通機関の利用に特典をつけるなど環境に配慮する取組

も積極的に行うべきである。オリンピックで環境に対して、自分たちに何がで

きるかを生徒同士で話し合うのも面白い。いずれにしても、先進国としての日

本は、もっと環境について考慮しなければならないと考える。 

マレーシア派遣事業では、事前研修から帰国までの各校の生徒の変化が素晴

らしかった。見ていて頼もしくとても嬉しく思った。その変化に私自身もエネ

ルギーをもらい、前向きになった。若い世代が様々な国を見て学び、現地の人

と関わり、吸収し、それをどこかで還元していくことを願っている。 
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