
マレーシア・ボルネオ出張（復命） 

○はじめに 

NPOボルネオ保全トラストジャパン（以下 BCTJ）が，サバ州野生生物局や現地 NGOと協力して

実施しているボルネオオランウータンのための「吊り橋プロジェクト」への参加要請を受け出張した（昨

年に引き続き２回目）。 

昨年参加した３号橋では，ボルネオテナガザルが使用する等の成果が確認されていた。そして，

当初の計画に基づき，生息地が分断されている新たな場所に４号橋を架けることで調整が進んでい

たが，４月に入り，３号橋を支えていた片側の木が洪水の影響を受けて倒れ，橋が崩れたことが確認

された。そのため，最終的に３号橋を架橋した場所に新たな方法（タワー設営式）で４号橋を架橋す

ることとなった。また，あわせて５号橋の架橋候補地を視察し，次回に向けての事前調査を実施する

ことになった。 

 

           ＊3号橋（2010.10撮影）              ＊ボルネオテナガザル（2010.11.7撮影） 

 

○出張者：和田晴太郎（飼育課 安全管理係長） 

 

○事前準備 

昨年参加している事もあり，余裕をもって準備することが出来た。なお，今回は国際線の手配と国

内線の手配が別々の旅行代理店で行われたため，それぞれにパスポート番号・記載氏名・生年月日

を知らせることが必要であった。 

 

＊3号橋参加時の準備 

 前回は，機材がどの程度揃うのかが不明であったため，尐なくとも消防ホースの橋を作ることが出来



るようにと，ボルト・ナット・ラチェットレンチ・ドリルなどの機材を準備したが，今回は前回の改善策とし

てホースの加工作業用にドリルではなくポンチを用意するとともに，暗がりでの作業に備え懐中電灯

や洗濯物がなかなか乾かなかった経験から作業服等を多めに準備した。また，移動について大きな

問題がなかったことから余裕のあるスーツケースのサイズとした。 

※準備した装備等 

１．レインウェア 

２．長靴 

３．トレッキングシューズ 

４．サンダル 

５．速乾作業用シャツ（半袖，長袖） 

６．靴下，下着 

７．帽子 

８．タオル 

９．耐水・速乾性作業ズボン（裾の取り外しが可能なタイプが便利） 

１０．ウインドブレーカー 

１１．虫除け，かゆみどめ，蚊取り線香 

１２．リュックサック，ウエストポーチ 

１３．懐中電灯，予備電池 

１４．カメラ，ビデオ（GPS機能付き），充電器 

１５．作業工具（手袋，カッター，メジャー，マジック，皮ポンチ，穴明ポンチ，ペンチ，レンチ） 

１６．メモ帳，ボールペン 

１７．ＰＣ，変圧器，コンセントアダプター 

１８．橋架けプロジェクト資料（１，２，３号橋） 

１９．歯ブラシ，シャンプー 

２０．ゴミ袋４５Ｌ，ジッパー保存袋 

２１．ティッシュ，ウェットティッシュ 

２２．携帯電話，充電器 

２３．リラックスウェア 

２４．ズボン，ジャケット 

２５．パスポート，eチケット 

２６．お金（日本円を現地通貨に換金できる）  

２７．スーツケース（75x55x27cm）etc 

 

 

 



○期間：平成２３年５月９日（月）～５月１５日（日） ５泊７日  

日付 食事 時間 内容         

5/9   6:22 瀬田駅 JR東海道本線快速・姫路行   

月   6:39 京都駅 
   

  

    6:45 京都駅 JR特急はるか５号 
 

  

    8:16 関西空港 
  

  

  MH0053 11:00 関西空港 天王寺 Zoo・竹田氏と合流 

    16:40 クアラルンプール 
  

  

  MH2628 20:00 クアラルンプール 成田発・千葉 Zoo伊藤氏と合流 

    22:35 コタキナバル空港到着後、ホテルへお送り 

      プロムナード泊 

5/10 朝/昼/夜 6:30 ホテルから空港へお送り     

火   6:45 航空会社チェックイン 

 
  

  MH3093 7:45 コタキナバル空港発 

 
  

    8:35 サンダカン空港到着後、 
 

  

    10:00 セピローク・リハビリセンターへ移動，餌の時間見学 

    11:00 バトゥプティへ移動     

    14：00 つり橋設置作業 ブリーフィング       

    16：00 バトゥプティ村ホームステイ泊 

5/11 朝/昼/夜  7：00 つり橋設置作業 タワー設置       

水   16：30 バトゥプティ村ホームステイ泊 

5/12 朝/昼/夜  7：00 つり橋設置作業 ピン川視察       

木   17：45 バトゥプティ村ホームステイ泊 

5/13 朝/昼  7：00 つり橋設置作業 カボイ川視察         

金   14:45 バトゥプティから空港へ移動   

    18:05 航空会社チェックイン         

  MH3037 19:05 サンダカン空港発 

 
  

    19:55 コタキナバル空港到着後、ホテルへお送り 

      プロムナード泊 

5/14 朝 午前 朝食とチェックアウト後、     

土     自由時間       

    午後 ロッカウィ・ワイルドライフ・パーク見学   

    15:00 空港へ移動       

    18:05 マレーシア航空チェックイン     

  MH2631 19:05 コタキナバル発       

5/15   7:15 関西空港       

日   7:42 関西空港 JR特急はるか４号   

    9:03 京都駅         

    9:30 動物園         

＊関空＝コタキナバル線の直行便が開設されており，それが利用出来れば移動時間の短縮が可能。  

◆ 運航スケジュール （2011年1月18日（火）～）  

（往路）MH55便 関空発（09:25）→コタキナバル着（14:10） 火・金 （週2便）  

（復路）MH54便 コタキナバル発（00:50）→関空着（06:40）  火・金 （週2便）  

◆ 使用機材 ボーイングB737-800型機  ◆ 座席数 ビジネス16席、エコノミー144席、合計160席  



○目的及び場所 

吊り橋プロジェクト４号橋の架橋 タカラ川（キナバタンガン川支流 Lot6） 

吊り橋プロジェクト３号橋（２０１０．１０架橋／２０１１．４倒壊）の状況確認及び評価 

右岸：北緯５度２４分４．１秒，東経１１７度５８分４４．５秒  

左岸：北緯５度２４分２．６秒，東経１１７度５８分４３．３秒  

吊り橋プロジェクト５号橋設置予定地の視察及び評価 

 ピン川：北緯５度２３分５５．１秒，東経１１７度５６分６．７秒 

 カボイ川：北緯５度２４分３８．４秒，東経１１７度５８分４９．７秒 

 

 ３号橋 2010年10月 タカラ川（キナバタンガン川支流 Lot6）＊2010年2月に行われたキナバタンガン川の河川調査

によって，オランウータンの個体群が分断化されているボトルネックとなっていることが判明した7箇所のうちの１箇所。

また，架橋候補地のピン川も，この調査で判明した7カ所のうちの1箇所。カボイ川は，現地の人たちが候補地として挙

げた場所。 

     今回の作業エリア 

＊マレーシア・サバ州・キナバタンガン地域 

比較的多くのオランウータンの生息が認められている地域。10区（Lot1~10）の保護区に分けられて管理されている。 

 

ピン川 

タカラ川 

カボイ川 

バトゥプティ村 



 １号橋 2008年4月 メナンゴール川（キナバタンガン川支流 Lot４） 

 ２号橋 2009年4月 ルサン川（キナバタンガン川支流 Lot1） 

 

○プロジェクト参加者 

日本 

中西宣夫（吊り橋プロジェクトリーダー，BCTJ理事，サラヤ株式会社） 

竹田正人（天王寺動物園 獣医師，BCTJ理事） 

伊藤泰志（千葉市動物公園 飼育員・前オランウータン担当） 

和田晴太郎（京都市動物園） 

バトゥプティ地域住民（Batu Puteh） 

Abdul Rasit Rakiki 

Armi Bin Ali 

Jeffeday B Jacobli 

Mohd Aswan Amizan B Ahumad 

Kamsah N Nany 

Razis Bin Nasri Ateh Hatti 

ダナウギランフィールドセンター（研究施設） 

B H Rudin Rasid Budin（研究アシスタント） 

Rosanna tenquist-Clarke（イギリス・カーディフ大学） 

Danica Stark（カナダ人・学生） 

Rob Colgan（イギリス・カーディフ大学） 

フィールドスキル アドベンチャー社 

Saimon Amos  

Unding Jami 

Edin Bin Buntiya 

 

○関係協力機関及び関係者 

 Sabah Wildlife Department（サバ州野生生物局） ＊保護区内での活動の許認可 

 Danau Girang Field Centre（以下 DGFC：ダナウギランフィールドセンター） 

Dr Benoît Goossens（DGFC責任者） ＊広報担当 

http://www.cardiff.ac.uk/biosi/facilities/danaugirangfieldcentre/index.html 

 Fieldskills Adventures Sdn Bhd.（架橋作業請負会社）  

http://www.fieldskills.com.my ／ http://www.ropeskills.com.my 

 Batu Puteh community tourism cooperative，KOPEL，MESCOT，Misowarai homestay 

Batu Puteh代表：Rosli，homestay：ジャイ（説明），Majid Arpah（教師）／Zainal（漁師） 

http://www.fieldskills.com.my/
http://www.ropeskills.com.my/


http://www.mescot.com  ／ http://www.misowalaihomestay.com 

 キナバタンガン・オランウータン保全プロジェクト（KOCP） 地元 NGO 

 ボルネオ保全トラスト（BCT） マレーシア公認 NPO 

 サラヤ株式会社 

 三井物産（環境基金助成金） ＊2年間・3本架橋及び国際シンポジウム開催費用として 

 700万円の助成金（今回の4号橋で2本目） 

 

○現地作業について 
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▽セピロク・リハビリテーションセンター訪問 

 シルビア（副所長）とエディス（飼育責任者）と再会，レクチャービデオ視聴，フィーデングタイム見学 

 

  ＊シルビアから餌の説明を受ける                  ＊フィーディングタイム見学の様子 

 現在４０頭を保護している。 

 

＊イギリス人ボランティアがリハビリトレーニング         ＊手すりには様々な細菌が・・・ 

 手すりなどを検査するとさまざまな細菌（結核も含め）が検出されるとのことで，オランウータンを洗う

という対策が続けられている。 

 外部からの資金・物品の提供を常時受け付けている。その中には，ユニフォームへの広告なども可

能だとしていた。 

▽移動中のアブラヤシの話 

飛行機から目にした幾何学模様はアブラヤシのプランテーションによるもの。 

その訳は，6～9m間隔で植える必要があるため，小さいうちは土と緑で線が描かれており，大きく

成長すると一面緑に見える（成長とともに葉が広がるのを隣接の気が邪魔にならないため）。 

http://www.mescot.com/


 

＊マレー半島によるプランテーション（向いていない斜面も埋め尽くす）   ＊緑豊かに見えてもすべてアブラヤシのボルネオ上空 

アブラヤシは25年間採取が可能だが，25年では大きくなりすぎて，収穫が困難になるため16年で

植え替えを行っている。現在は3世代目を植え替えた所。最近は肥料を使う量が多くなってきている。

（土地がやせてきている？）。今後は，連作障害の危険性がある。また，背が高くならない品種開発

研究も進められている（25年間使用可能にもなる）。 

▽バトゥプティ村にて（地域住民とブリーフィング） 

 チームリーダーのロスリーは，JICAのプログラムなどにも参加しており，北海道で研修を受けたこと

もある。なお，今回は別の会議に出席しなければならず，顔合わせのみとなった。 

 

 タカラ川は左岸の森がうすい。 

 タカラ川の右岸でオランウータンを見たことはありが，左岸では見たことがない。 

 マーク博士の調査では，ボトルネックの１箇所としてピックアップされたエリア 

 ※地域住民との見解の違いは，調査方法がペリコプターでのネスト確認や発信機による調査方法

の違いによるものか？ 

 二次林はオランウータンの餌が尐ない。 

 法律によって川岸から50mは森を残さないといけない。ただし，小さな川は10m。という決まりがある

が，守られていないのが現状。きちんと守るように指導が強化される予定（今年度）。 

ピン川周辺にいるオランウータンの方が危機的な状況と考えている。このエリアで，移動できずに



いるオランウータンを確認しており，村人たちが次に取り組みたい場所としている。 

▽サイモンとスタッフと顔合わせ，明日の打合せ 

 資機材確認。7:00桟橋集合／ランチボックス持参，8:00現地作業開始 

 

▽ホームステイの説明及び移動 

説明してくれたジャイは，屋久島や沖縄へエコツーリズムの勉強に来たことがあるとのこと。 

ルール説明 

１家族２名まで 

ウォッシュ・ルーム（wash room） タライに水を汲んであびる  

スコッティングトイレ 水で流すのが基本，トイレットペーパーがついている 

食べ物 ローカルフード 右手ですくって食べる 

アルコールは飲んではいけない（イスラム教・モスリム）。タバコは OK。 

 

マジール宅 

  ２男２女 ６人家族，ザイナル宅とは親戚関係・奥さん同士が姉妹。 

  １２年前に結婚 

  ３歳の娘はヒックマ＝moon（月）という名前で，とても人懐っこい。 

  ※天王寺・竹田氏と同宿 

  ※中西氏・伊藤氏はザイナル宅（マジール宅の向かい） 
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現地確認，タワー A型（単管パイプ，パイプつなぎ，単管クランプ）設置作業 

 

＊サイモンが示した設計図       ＊タワーイメージの確認。その後，日本・バトゥプティチームで作業 

固定方法は，脚部を50cm埋め込み，底部はブリアンで沈み込みを防止する。土質が粘性で固ま

ればコンクリートのようになる。 

 

＊タワー上部                          ＊タワー脚部 

今回の形状は経費面及び重量を考慮しての決定とのこと。 

A型 1500RIG 約 5万円，Squere（四角）6000RIG 約 20万かつ重い 

 試算（インターネットにて） 

単管パイプ 2520-1700円 52920-35700円，パイプつなぎ 525-420円  4200-3360円 

単管クランプ 450-260円  9000-5200円   計 66120-44260円 

 

 ３号橋撤去・除去作業 

昨日のブリーフィングには参加していなかったカムサ（木登り上手），ハティが参加。 



この二人は，以前にサイモンと一緒に作業した経験を持つ。 

設置後もしっかりと管理する必要性を感じた 3号橋の崩落であった。また，環境保全の一つとして

ごみの問題もあわせて考えていく必要があるのではないか。 

 

          ＊3号橋回収作業                     ＊ホースに絡まった漂流物 

 

＊根元から浮き上がって倒れた 3号橋支持樹 

 

地域の道具 

チェーンソー，バラン，サンダック この他にも

必要な工具類はすべて揃えられる。 
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タワー完成（単管パイプ３ｍ ｘ ２１本，パイプつなぎ８

個，単管クランプ２０個） 

※参考 

高さについて 

底辺 3.4m，斜辺 8m（0.5m埋込，上部 0.5m突出） 

（1.7m）２＋（高さ）２＝８２ →高さ＝7.817m 

重さについて 

単管パイプ 48.6mm 2.4mm 3m 2.73kg/m 

8.19kg x21＝171.99kg 

パイプつなぎ 460g x8＝3.68kg 

単管クランプ 700g x20＝14kg   189.67kg 

上部から組立て，下に継ぎ足していく方法だったため

持ち上げる作業が大変だった。 

次回は下から組み上げる方法を検討した方が良いの

ではないか。 



ホース架橋作業・調整 

今回はねじらない構造にする予定だったが，サイモンが独断で変更してしまったため，前回同様

苦労していた。   

このあたりの決定権あるいは協議方法に課題が残る結果となった。 

 

＊穴を掘り，タワーの脚を埋める           ＊タワーの水平調整作業 

 

＊4号橋作成（ダナウギランフィールドセンター）           ＊完成した 4号橋 

  消防ホース 6本，ボルト・ナット 35本，ワッシャー70枚 

 

  ＊架橋中の 4号橋（絡んだ状態）                 ＊人力で引っ張って渡した

＊撮影ポイントから googleで算出した結果，橋は５４ｍ 



ピン川視察 

上流にエステート（搾油工場）があるが，違法な工場であるため，州に接収される予定。 

その後，保護区として管理される方向らしい。 

マレーシアの代表的な葉 デリニア・エキセンシア 

 

 

視察し，以下の印象を受けた。 

 川幅が広く，橋を架けるには尐なくとも７５ｍは必要であり，これまでのものよりかなり長くなることから

作業に困難を伴う。 

 樹がまばらなため，橋を支持・サポートするのが難しい。 

 足場が柔らかく，タワーを建てるのも難しい。 

 左岸にネストが多くみられ，オランウータンが移動できずにいるところも確認（緊急性が高い）されて

いるが，十分な森ではないため，橋を作るよりも捕獲して移動させた方が効果的ではないか？ 

 研究者の調査により，生息域を分断しているボトルネックのうちの 1箇所。 

以上の結果から，架橋は難しいとの判断に至った。尐なくとも，これまでの架橋方式には向いてい

ない。 

 

 

 

 

 

 

 



5/13調整作業 

 

＊監視カメラの設置                  ＊絡まりがほどけなかった 4号橋 

 

    ＊消防ホース橋とアンカーワイヤーの接続            ＊アンカーワイヤーの取付 

カボイ川視察 

 

 



視察し，以下の印象を受けた。 

川幅は狭く，地図上では約37mと架橋可能な範囲。 

川岸の足場もしっかりしている 

森が広がっており，支持樹・サポートも可能な樹がある。ただし，ツル性植物が絡んでおり，樹上作

業に困難を伴う。 

川の流れが速く，資機材の運搬に不安がある。転覆することもあるらしい。 

オランウータンの目撃例が多い。 

研究者の調査では，ボトルネックとして指定されておらず，実際，さらに上流では森がつながって

いる。 

 以上の結果から，架橋は可能だが，緊急性が高いとは言えない。架橋に当たっては，その目的に

ついて十分な協議が必要と考える。実効性を求めるのか宣伝・啓発効果を求めるかによって判断が

異なる。 

現地には午前中まで滞在。その後，サンダカン（SDN）－コタキナバル（KK）へ移動 
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PM ロカウィ・ワイルドライフ・パーク訪問 

 旭山動物園を訪問したこともある JP（ゾウ飼育担当レンジャー）と対面 

 

 

まとめ 

 昨年に引き続き参加させていただいたことで，さらに野生での現状を知る機会になった。また，地域

住民と一緒になって活動できたことは，現地の実情や考え方に触れる良い機会にもなった。 

 なお，前回の画像・映像資料やこれまでの架橋についての資料を整理して持参したが，参考資料

として有効であった。今後，これらの資料を共有していくことで，吊り橋プロジェクトに対する理解が広

がり，より多くの人に現状を知ってもらい，何かを感じ取ってもらうことにつながると考えている。そのた

めにも，園内でも機会を作り，経験したこと，そして感じたことを伝えていきたい。 

 なお，5号橋の架橋に向けて，今回の視察や 3号橋・4号橋の架橋作業での経験を生かして，

BCTジャパン・ボルネオに還元できればと考えている。 



 さらに，日本とマレーシアとの交流については，旭山動物園，長崎バイオパーク，福山市動物園，

多摩動物公園（東京動物園協会）などで行われているが，京都市動物園としても何か協力出来ること

がないか模索していきたい。 

 

○現地広報について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○画像・映像資料について 

今回も各自で撮影した画像・映像を共有し，有効に活用していくことにしている。 

伊藤 画像 357枚，映像 34本 

竹田 画像 856枚 

中西 画像 118枚 

和田 画像 839枚，映像 142本 


