
第 3 章 各訪問先の報告 
 

3-1. Yayasan Alam Lestari (YAL) 

アラム･レスタリ財団  

 

環境 NGO イカオ・アコ 倉田 麻里  

 

 

1. 訪問内容  

ジャカルタの市内の住宅街にある小さな事務所を訪ねた。

ユサフ氏がパワーポイントを用意し、その発表を聞いてから

質疑応答に入った。ウミガメの生態からウミガメ保護の問題

点、灯台の管理システムまで多岐にわたるディスカッション

であった。また、事務所ではインドネシアの伝統的なお菓子

とマンゴーが振舞われ、色とりどりのお菓子を味わうことがで

きた。 

 

2．組織概要  

1) 活動の背景 

ユサフ氏は、日本に 5 年間住んでいたことがあるらしく、

日本語がとても上手であった。ジャワ島周辺の水質調査

をしていたときにウミガメに偶然会い、ウミガメの研究に興

味を持ったらしい。それ以来、ウミガメの保全に尽力を注

ぎ、現在は、技術応用評価庁の職員の傍ら、本 NGO の

代表を務め、運営にあたっている。世界的にも、インドネ

シアのウミガメ保護といえばユサフ氏というくらい名前を

知られているようだ。 

2) 活動の概要 

日 時： 12 月 3 日 8：30-11：00 

場 所： YAL ジャカルタ・オフィス 

対応者： Akil Yusuf 氏 （団体代表） 

YAL は、1997 年 4 月に設立した、インドネシアの小さな NGO

巣の保護、ウミガメの営巣地の調査、ウミガメの人工孵化と放流、

ナンバリングなどである。YAL は、インドネシア各地のウミガメの産

それぞれの地域で灯台の監視員（公務員）と連携したり、地元の

の巣の監視活動を行っている。どのサイトも、本島から船で 3時間

に位置している小さな無人島であるため、頻繁に訪問することが難

監視員には、月給と出来高払いの二重の給料体制をとっており、
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インドネシアのお供え菓子  
対応してくださったユスフ氏 

である。主な活動は、ウミガメの

孵化成功率の調査、ウミガメの

卵場７か所に保全サイトを持ち、

住民を雇用したりして、ウミガメ

から 7時間とかなり不便な場所

しく、エコツアーにも向かない。

月給プラス保護した巣の数に



応じた給料を支払っている。給与の金額は、場所によって異なるが、一般的なところで、月給（賞

与）は 70万ルピア／月、出来高払いでは 50,000ルピア／巣、程度である。ちなみに卵の売買価

格は 1000～1500 ルピア／個位なので、場合によっては卵をとって売ったほうが儲かることになっ

てしまう。監視員の仕事は、巣のモニタリングと監視を行うこと、巣のマーキングを行うこと、巣が作

られた人場所を記録すること、危険な場所に作られた巣を安全な場所に移すこと、YAL に毎月

監視内容を報告することである。こうして集めたデータをもとにウミガメの保全を行っている。 

YAL の活動資金として、日本経団連自然保護基金や、エバーラスティング・ネイチャー

(Everlasting Nature of Asia: ELNA)と事業を共同実施することで得られる支援、他に U.S. 

Foundation、Save Our Leatherback Operation (SOLO)など海外からの団体助成を受けている。 

3) 日本の NGO との連携について 

日本でウミガメの保全を行っている ELNA とは強い結びつきがある。毎年、日本の学生や調査

員が生息地として保全している島に来て、ウミガメの保全活動を手伝っている。このように資金だ

けではなく、技術的・人的な連携を行っている海外の NGO は ELNA だけだと思われる。 

日本の NGOに対する要望として、ユサフ氏はどうやったら地元住民に納得してもらい、ウミガメ

の保全に協力してもらうことができるか、知恵を貸してほしいということを求められた。 

 

3. 課題 

もっとも大きな課題は、卵を採取する人々との間での衝突である。インドネシアでは卵を食する文

化があり、近場の市場で売られている。また、中国系の人々には滋養効果があると信じられているた

め、漢方薬として高価で取引がされている。保全を行っている島でも、密猟者が後をたたず、泊まり

込みで根こそぎ卵を採取する漁民もいる。また、一部の地域では政府が卵の採集権を入札にかけ

ているところがあり、政府の協力のなさおよび法律の不履行が問題となっている。保全を行っている

地域では、住民を雇ったり、灯台の監視員に協力を求めたりしているが、実際は雇われている人々

も漁民から賄賂を渡され採取を見逃すことがある。また、給料は卵の値段よりも高いことが望まれて

いるが、資金不足のため捻出が困難で、いくつかの灯台では保全活動を中止せざるを得なくなっ

た。 

 

4. ウミガメの生態について 

インドネシアで見ることができるウミガメは 6種類である

が、そのうちインドネシアの海岸で産卵を行うのは 4 種類

のみである（生息域と産卵場は異なる）。ウミガメは、生ま

れた所に帰ってきて産卵をする習性があり、その場所が

人によって破壊されると卵が産めなくなり死んでしまう。

産卵は 2 年に 1 度行い、1 産卵期には 2 週間おきに 4

～5回産卵する。1度に産む卵の数は、種によって異なり、

甲羅の大きさが大きいものほど１つの卵の大きさは大きく、

１度に産まれる卵の数は少ない。4 種のうちオサガメは、

爬虫類の中で最も大きくなる種であり、オスは最大重量が 1 トンにも

されている（SOLO）。以下に、インドネシアの海岸で産卵を行う 4種
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なる。寿命は 150年以上と推定

のウミガメの生態の特徴をまとめ

フィリピンのウミガメ（筆者撮影） 
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る。 

 

 

4 種のウミガメの特徴  
英語名  
日本語名  

Green 
アオウミガメ 

Hawksbill 
タイマイ 

Leatherback 
オサガメ 

Olive redley 
ヒメウミガメ 

主なエサ 海草、海藻  カイメン 底性動物  クラゲ 
甲羅の大きさ 82~107cm 70～90cm 65～70cm 120～190cm 
一度に産卵する

卵の数 
100~130 個  

 
160~200 個  50~170 個 150 個  

 
産卵場（インドネ
シア以外） 

オーストラリア･コ
スタリカ･小笠原  

世界中の熱帯･
亜熱帯  

コスタリカ、スリン
カ、マレーシア、
パナマ、パプアニ
ューギニア、南ア
フリカ共和国  

大西洋～メキシ
コ湾岸  

 
生息域  

西太平洋、大西
洋、インド洋の熱
帯・亜熱帯  

世界中の熱帯・
亜熱帯  

インド洋、大西
洋、太平洋、地

中海  

太平洋、インド
洋、大西洋の熱
帯海域  

 
危機  

食用として捕獲  甲羅（べっ甲）採
取目的の捕獲  

体油・卵の捕
獲、プラスチック誤

食  

卵の乱獲、漁船

(Wikipedia、「じゃぷれっぷ」より筆者作成) 

 

5. 感想・考察 

訪問後、派遣員から出された感想は次のように要約できる―「カメの卵の売買がされている中で

保全の運動を行うのは難しそう」「代表の人柄がとてもよいから続いているが、後継者不足が心配

だ」「話をしていてもなかなか解決策が見えてこなかった。法を強制執行するよりは、卵を採っている

人が自主的に採らなくなるように説得させる方策はないものか。伝統的な利用を禁止するのではな

く、利用と保護を両立させることはできないのか」「卵や肉、べっ甲の利用を持続的にするために保

全しようという世論を形成できないか」「べっ甲の輸入では日本もウミガメの捕獲に加担しているのだ

から、それに関連して何か協力ができないものか」。 

私は、給料を払って雇っている監視員が密売に加担しているという話にショックを受けた。どこの

国でも、貧しいとお金に目がくらんでしまうのだろうか。給料を払っていてもそうなるのであれば、給

料がなかったらなおさらだ。しかし、基金などから捻出した給料が水の泡になっているのではないか

という思いは否めない。自分のプロジェクトでも、地域住民に植林のための苗木やメンテナンスに対

してお金を支払っているが、どのくらい効果があるのか疑問が湧いてきた。 

討論の中で話題になった日本べっ甲協会について、ウェブページで調べた。べっ甲協会は、ワ

シントン条約の改定により、92年末に輸入禁止となったことに伴って、1991年に国から「べっ甲産業

救済対策費」が拠出されることになり、その事業実施主体として 92 年 4 月に設立された。日本でべ

っ甲細工の技術が発達したのは江戸時代以降で、オランダなどから原料が輸入されていた。現在、

6 組合が会員となっており、全組合の加盟事業体をあわせると 100 事業体にのぼる。組合の事業と

して、タイマイの増養殖に関する調査・研究、資源量調査、ワシントン条約対策事業(べっ甲取引の

合法化を目標とする)などを行っているようだ。また、東京都･長崎県からそれぞれ調査研究・商品

開発に関する助成を受けている。日本では、「伝統産業」として国、行政から保護を受けている。国

内のべっ甲の在庫量は、経済産業省が管理している。輸入が禁止されている中、年間消費量は約



10 トン（べっ甲協会）といわれているので、在庫が底をつくのは時間の問題である。養殖の取り組み

も行われているが、まだ研究段階で実証はされていない。近い将来べっ甲の輸入再開を願う声が

高まることが予想される。 

ウミガメを脅かせているのはインドネシアで卵を採取する住民だけでなく、日本人も直接または間

接的に、ウミガメの減少に加担している。具体的には、太平洋沖のウミガメの通り道で延縄漁業を続

けていること（アメリカはその海域での延縄漁業を禁止している）や、べっ甲の大量消費、リゾート施

設の建設によるウミガメの産卵地の破壊、汚水の垂れ流しによる生息域の汚染などである。YAL の

ように地道に産卵場を守る活動も大切だが、うまく世論を形成して世界規模で保全の機運を高める

活動も必要だと思われる。ウミガメは長距離を旅する生き物なので、広い範囲の連携が望まれると

思うからだ。日本の NGO も、企業や政治的権益に対抗する手段として、海外の世論と連携してい

ったらよいのではないかと思った。 

また、べっ甲やウミガメの卵、肉など伝統的な利用は文化として継承していくべきだという意見も

ある。伝統文化の保全とウミガメ保護の両立を図る場合、伝統的な利用と商業利用の区別や持続

可能な利用可能量の推定をどのように行うかなど困難な課題も立ちはだかっている。 

 

 

【参考 Web サイト】 

 Wikipedia  http://ja.wikipedia.org/wiki/  

 じゃぷれっぷ http://homepage3.nifty.com/japrep/index.htm 

 日本ウミガメ協議会 http://www.umigame.org/  

 ELNA（Ever Lasting Nature）http://www.elna.or.jp/  

 (社)日本べっ甲協会 http://www.bekko.or.jp/index.html  

 べっ甲職人池田工房 http://www.sakuraishoko.org/kaiin/ikeda/index.html  

 Fujisankei Business-i 2008 年 9 月 10 日

http://www.business-i.jp/news/for-page/chizai/200809100005o.nwc  

 Masokagami Cultural Colmuns http://www.masokagami.net/bekkou_part4.html  

て 

 Save Our Leatherbacks Operation http://www.leatherbackturtles.org/  
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3-2. WWF-Indonesia 

 

WWF インドネシア 

熱帯林行動ネットワーク(JATAN) 原田 公 
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活

日 時： 12 月 3 日 13:30-15:10 

ルタ・オフィス 

adhani 氏(Program Officer– communication, networking & administration GTFN) 

ions Officer) 

場 所： WWF インドネシア・ジャカ

対応者： 

Dita Ram

Irwan Gunawan 氏(Forest and Trade Coordinator GTFN) 

Maya Bellina 氏 (Rhino Fundraising Analyst) 

Nancy Ariaini 氏 (Heart of Borneo Communicat
29 

立の背景と目的 

超える国々で活動する世界最大の自然保護  NGO。 1961 年に、絶滅の危機

レ

織および活動概要 

多様性センター化構想に伴い活動の国際的影響力を高めるため、単体プロ

ェ

動目標 

生動物の生息地である森林の劣化・消失が様々な要因から進んでいることから、次の

管理) 保護地を拡大し効率的に管理する 

加型プロセスを

3. m (産業再編) オイルパーム・紙パルプの非持続的産業の構造再編を目指す 

開

WWF は、100 を

ある野生生物の保護を目的としてスイスで設立された。インドネシアでは 60 年代初頭にプログラ

オフィスが置かれ、ジャワ島、スマトラ島の絶滅危惧種の調査を実施。98 年に財団格の組織とし

認知されたのに伴い、WWF グローバル・ネットワーク内のインドネシア支部に昇格。WWF インド

シアは、スンダランド、ウォー シア、サヘルに地域圏域（バイオリジョン）オフィスを設置。貴重な

態系を保全する取り組みである“グローバル 200”のうち、インドネシア国内には 19 のエコリジョン

指定されている。 

2001 年以降、生物

クトのスタイルから組織的なプログラム・アプローチに転換。プログラム・テーマを森林・海洋・湖

・生物種・気候変動・毒性物質と定めた。なかでも森林・海洋・生物種のプログラムでは多くの成

例を達成している。現在、WWF インドネシアは 16 の州（プロビンス）に亘る 24 の地域で活動して

る。 

希少な野

つを目標に掲げ活動をしている。 

1. Conservation Management (保全

2. Sustainable Land Use (持続的な土地利用) 地方政府の土地利用計画に参

導入させる 

 Sector Refor

4. Sustainable Financing (革新的財政スキームの構築) 保護地設定のための財政スキームを

発する 



4. 活動概要 

1) 「ボルネオの心臓」イニシアティヴ(“Heart of Borneo” Initiative) 

ボルネオ(カリマンタン)島の森林は、スマトラ島同様、違法・合法の大規模商業伐採の脅威に晒さ

れており合板の生産量は世界一、またその低地熱帯林は巨大な紙・パルプ産業を支えている。世界

銀行の予測によれば、現在のペースで伐採が進めばボルネオ島の低地熱帯林は 2010 年までに、高

地熱帯林は 2020 年までに消失するという。そのボルネオ島の国境地帯の山間部は  〝Heart of 

Borneo（ボルネオの心臓）〞と呼ばれ、広大な手付かずの熱帯林が残存し、ピグミーゾウ (pygmy 

elephant)、サイ、オランウータンなど絶滅の危機にある野生動物が生息している。この地域では過去

数々の新種が発見されており、

世界でも最も生物多様性の豊

かな地域のひとつである。 

  WWF International は 2004

年、インドネシア、マレーシア、

ブルネイの 3 ヶ国にまたがる、ボ

ルネオ島のほぼ三分の一にあ

たる 2200万 haの熱帯雨林を〝

Heart of Borneo〞と名付け、同

地域の保全を目指す Heart of 

Borneo プロジェクトをスタートさ

せた (左のマップで中央のグレ

ー部分 )。提唱面積の 1%はブ

ルネイ領、 60%はマレーシア 

(サラワク州とサバ州 ) 領、残り

はインドネシア領。 

従来、インドネシアとマレーシ

アの国境地域において、世界

最大規模のオイルパームのプランテーション開発計画が進められていた。中国が資金的な支援を

約束していた当初のプランテーション開発計画は、WWF による〝Heart of Borneo〞イニシアティヴ

の提唱地域と 180 万 ha が重複していた。Centre for International Forestry Research (CIFOR：国

際林業研究センター)などの調査によれば、オイルパームが商業的に栽培できるのは平地であり、

海抜 200 m 以上の土地は栽培に適さない。しかし、インドネシア政府によって開発が計画されてい

る地域は、海抜 1,000 m を超える高地がほとんどであることから、この計画の商業的な生産性につ

いても疑問視されていた。 

2007 年 2 月、3 か国が〝Heart of Borneo〞の熱帯雨林保護に関する共同宣言署名、また、共

同宣言は、インドネシアとマレーシアの国境沿いを予定地としていた上記オイルパームプランテーシ

ョンの開発計画の中止にも合意した。 

  

2) ジャワサイ保護計画(RhinoCare Program) 

現在インドネシアには二種類のサイが生息している。スマトラサイ(推定個体数 100-200 頭)とジャワ
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サイ(50-60 頭 )である。このうち、ジャワサイはジャワ島西端に位置するウジュンクーロン国立公園

(Ujung Kulon National Park: UKNP)でしか確認されておらず、世界で最も希少な大型哺乳類のひと

つと考えられている。WWF では、ジャワサイの生息域を破壊・分断から保護し、密猟を防ぐために、

UKNP を違法伐採や違法な占拠(encroachment)から守る活動を林業省、UKNP当局、地元政府、地

域住民、NGO との協働で進めている。 

こうした活動を資金

的に支援するために

WWF は「ジャワサイ

保護計画」を展開して

いる。個人、グループ、

企業を対象に「ジャワ

サイ保護計画」のウェ

ブサイトを通して象徴

的に野生のサイを「養

子縁組」にするシステ

ムである。「里親」は一

定の寄付をすることに

よって「養子」の野生

サイを絶滅の危機か

ら救済することができ

る。WWF はこの他に、UKNP 周辺の住民

(income generation)の観点から住民によ

トしたりしている。 

 

3) Asia Pulp & Paper(APP)への働きか

絶滅が危惧されるスマトラゾウやスマト

州。現在、リアウ州の低地熱帯林と泥炭湿

パームオイル関連企業がプランテーション

その後 90年代中頃以降、紙パルプ産業が

ため、アカシアやユーカリを栽培する産業

はり皆伐されてきた。リアウ州には年間の生

ている。そのうちのひとつ APP(アジアパル

かけを行ってきた。2002 年、WWF は AP

給の範囲内で操業すること、パルプ材の調

ットメントを示すよう求めた。2003 年、WW

Conservation Value Forest: HCVF）を、イ

いて同定するための調査を行った。この結

ンを作成することを要請、保護価値の高い

合法性と長期的持続可能性の確保などを

。

 

「里親」は 7 頭の｢養子｣から選ぶことができる
http://www.rhinocare.info/index.php 
と協力して生息域内モニタリングを行ったり、また所得創出

るジャワサイをモデルにした手工芸品の開発・販売をサポー

け 

ラトラが生息しているスマトラ島のほぼ中央部にあたるリアウ

地林が消失の危機に瀕している。1980 年代の前半から、

を造営するため、自然林が合法、違法に皆伐されてきた。

進出し、大規模な生産能力を備える工場への原料供給の

造林(Hutan Tanaman Industri: HTI)を名目に、自然林がや

産能力が 200 万トン近くの巨大パルプ企業が二社操業し

プアンドペーパー)に対して、WWFはこれまでに様々な働き

P に対して明確に定義される合法で持続可能なパルプ材供

達元となる植林と自然林を正しく管理することについてコミ

F インドネシアは、リアウ州の保護価値の高い森林（High 

ンドネシア保護価値の高い森林（HCVF）ツールキットに基づ

果に基づいて、WWF は APP に持続可能性アクションプラ

森林の保護、地域住民との紛争解決、同社の木材供給の

求めた。その後、第三者によるモニタリングの結果、HCVF
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では APPは具体的な保全策を講じておらず、違法伐採なども取り締まられないまま拡大しているうえ、

場合によっては、APP 社に皆伐された HCVF もあるとのことから 2006 年、WWF は APP と決裂、関係

解消を宣言した。 

 

 

5. 所感・考察 

WWF の活動を抜きにインドネシアにおける環境保護

運動を語ることができないというくらいに、WWF は

WALHI と並んで大きな影響力を持っている。実際筆者

は、スマトラで活動している現地 NGO の活動家で、

WWF から輩出された多くの人材を知っている。同じ環境

NGO であるものの、人権擁護、住民支援を大きな活動

の軸足に据える WALHI とは対照的な独自の「文化」を

持っている。語弊の誹りを受けるかもしれないが、WWF

のジャカルタ・オフィスにはインドネシアばかりか、世界中

から若い有能な人材を惹きつけるコスモポリタン的な雰

囲気が漂っていた。世界中の人々に知れわたっているパ

ンダのロゴマークをはじめ、会員獲得のイメージ戦略、プ

ロモーション活動には他の NGO の追従を許さない（とい

ったら大袈裟だろうか）レベルの高さを誇っている。もちろ

ん、その活動にしても、FSC や RSPO など、NGO ばかり

セン

かす

較的

林消

攻撃

ことの

世

WW

フィ

WW

でい

 

集合写真 オフィスビルの前で
 か企業すら一目も二目も置かざるを得ない、経済的イン

ティブを取り入れた有効なシステムツールを考案、普及させている。地方政府や関係企業を動

ことで、国立公園の設置・拡大に際していくつかの成功例をつくっている。野生動物愛護の比

温和な間口から会員数の拡大を図っている感じだが、文中にあるようにリアウ州の熱帯林自然

失のメインドライバーとしての二大パルプ企業に対しては非常に粘り強い、ときには舌鋒鋭い

を加えてきた。それだけ、リアウの森林、そこを生息域としている野生動物の窮状が進んでいる

証左かもしれない。 

界的なネットワーク組織を持っているため、日本での活動、あるいは日本企業との関わりは、

F ジャパンが担っている。リアウの紙・パルプ産業についていえば、業務委託している日本のオ

ス用品メーカーや、紙製品の流通・販売に大きく関わっている日本の商社も存在するため、

F ジャパンの方でも WWF インドネシアとは深い連携を取っている。したがって、WWF ジャパン

ろんな照会をしてくれるはずである。 
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インドネシア環境フォーラム 

（財）国際湖沼環境委員会（ILEC） 佐藤 智宏  

 

1. 

す

2. 

の

は

3. 

生

3-3. WALHI: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 

 

 

 

 

 

 

組

） 

正

る

され

ンバ

認識

によ

境

ネシ

ウ州

助に

 

活

イ

う

万人

19

によ

含

る。

 

活

1) 環

の

で

ミ

日  時： 12 月 4 日 9：00-11：30 

ス 

aigner

場  所： WALHI ジャカルタ・オフィ

応対者：  Ade Fadl 氏 （Forest Camp
33 

織概要 

社会の実現、また国民主権を保証する経済と法制度を要求し、健康的な環境を実現

動の背景： インドネシアの森林について 

類全種のうち 12%、爬虫類全種のうち 16%、魚類全種

は 570 万 ha/年、2000～03 年で

動概要 

を止めさせるために、WALHIは環境教育やキャンペーンに力を入れている。特に、高校

義と民主的

目的の下に、1980年、10の NGO とインドネシア環境人口省のサポートによってジャカルタで設立

た。2008 年 4 月現在、インドネシア全土 25 州に地域オフィスがあり、435 の組織と 122 の個人メ

ーが加盟しているインドネシアで一番大きな環境 NGO 団体である。当初は、環境問題を人々に

・認知させる広報活動を中心に行っていたが、1990 年代に入ってからは、環境破壊や開発政策

る犠牲者への援助や政府への政策提言などを行っている。また、インドネシアで起こっている環

問題を国内外に様々な方法でアピールしている。その一つとして、国内外の裁判所に対してインド

ア国内で環境破壊を起こしている対象を提訴している（＜例＞日本の ODA によって作られたリア

のコトパンジャン・ダム事業）。組織は、メンバーや個人の寄付、地域または国内外からの資金援

よって運営している。 

ンドネシアは世界の熱帯雨林の 10%、哺乳

ちの 25%を占め、また 1500種類以上の鳥類が生息している。そしてインドネシア全人口 2億 4000

のうち、6000 万人近くの人々が森林に依存して生活している。 

50～85 年には 94.2 万 ha/年の森林が伐採され、1985～93 年で

380 万 ha/年、2003 年～2006 年では 260 万 ha/年の森林が毎年伐採されている。森林伐採・破壊

って年 27兆ルピアの経済的損失をしていると計算されており、またそこに生態的・文化的なものを

めるならば、もっと大きな損失を被っていることになる。よって早急に森林伐採を停止する必要があ

 

境教育 

森林伐採

や大学生対象の環境教育『緑の学生運動（Green Student Movement: GSM）』やコミュニティへ

環境教育に力を入れている。緑の学生運動では、15人の指導者と 70人の GSM トレーナーの下

2,393人の学生が現在までに環境教育トレーニングを受け、18の学生グループが出来ている。コ

ュニティへの環境教育では、一般的な環境に対する知識を住民に広めることはもちろんであるが、



34 
 

森林消失や水質汚染による環境変化を生物学的な指標で示す『生物指標（bio-indicator）』を使

用し、住民の環境に対する意識改革に取り組んでいる。これらに特徴的なのは、学校教育における

環境教育よりもコミュニティ・ローカル向けの環境教育を重視している点である。 

GSMの学生は 2007年 4月にWALHI主導で行った「森林を守ろう」キャンペーンにも積極的に参加

している。 

2) 森林管理協議会（Forest Stewardship Council: FSC） 

ファドゥリ氏は FSC の森林認証制度には批判的であり、地域住民に関する基準はあるけれども生態

学的な基準と比べ、優先度が低いと述べていた。ちなみに、この FSC は森林環境保全に配慮し、地

域社会の利益にもかない、経済的にも継続可能な形で生産された木材を認証するものとして、WWF

が積極的に推進している。 

 

4. 日本に望むこと 

日本からの有償資金援助の一つである『気候変動プロジェクト』によって 3 億ドルの負債をインドネシ

アは抱えている。その負債を失くして欲しい。また、これ以上インドネシアの負債を増やさないで欲しい。

また、インドネシアの貴重な熱帯林を原料にして生産されているコピー用紙が日本に大量に輸入され

ていることから、日本人のペーパーレス化を望む、といったことを述べていた。 

 

5. 所感・考察 

WALHIはインドネシアにおける主要な NGOが集まって組織されており、政治的な影響力も強いアド

ボカシーNGO であると実感した。また、オフィスの常駐スタッフは 28 人もおり、人材・資金面でもかなり

大きな組織であると思われる。ファドゥリ氏は「（中央・地方）政府とはある部分では対立し、ある部分で

は協力する」ということを述べており、行政とは常に対立関係という立場は取らないが媚びることはなく、

常に人権を守る立場から政策提言・発言を行っている。 

設立当初の目的が『正義と民主的社会の実現、また国民主権を保証する経済と法制度を要求し、

健康的な環境を実現する』ということもあり、WALHI が他の環境 NGO と違うところは、自然環境よりも

人権を重視しており、人権を蹂躙するような環境破壊が起こった場合に WALHI が積極的に関与する

特徴がある。よって、自然環境保護活動だけではなく住民の生計向上の一つであるマイクロクレジット

の組織を作って活動している。 

WALHI に対しては、世論形成、ロビー活動や政策提言のようなアドボカシーNGO というイメージが

強いが、それだけではなく現場で実際にしっかりと活動しており、われわれ日本で活動する NGO が学

ぶべきことがたくさんあった。様々な組織の集合体で WALHI は成り立っており、それぞれの組織でい

ろいろな考え方があるとは思うのだが、それでも上手くまとまっていることにはただただ感嘆するだけで

ある。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 集合写真  後列右から 3 人目がファドゥリ氏  
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ボルネオ・オランウータン救済財団  

環境NGO イカオ・アコ 倉田 麻里  

 

1. 問の内容  

にある静かな事務所を訪ねた。庭には池

な

織概要 

1) 動概要 

リマンタンのワナリセット、サンボジャと中央カリマンタンのマワス、ニャル・メンテン Nyaru 

動を行っている。活動の柱は以下の 3 つである。 

 

ペットとして飼われていたオランウータンや、山火事で親を失くしたオランウータンを

のオランウータンのように木に登り自分で餌を取れる

よ

ii. 
劣化した森林を購入し植林を行うなど。  

う、都市

林についての環境教育活動を行う。 
 

こ する。 

サンボジャには、オランウータンのリハビリ施設、調査研究･エコツアーのための宿泊施設、オランウ

という施設

3-4. BOS: The Borneo Orangutan Survival Foundation  

 

 

 

 

 

 

 

訪

日 時： 12 月 5 日 10：20-13：00 

ommunication Bureau) 

場 所： BOS ボゴール・オフィス 

対応者： Rahma Shofiana 氏  (C

Tities Puspita氏 (Fundraising Coordinator) 

ボゴールの郊外

どもあり、ジャングルへの入り口を思わせるような造りにな

っていた。対応して下さったのは、ボゴール事務所で主に

都市住民への環境教育やファンドレージングに関わってい

る女性2名。現在BOSが取り組んでいる5つのプロジェクト

についてパンフレットを用いて説明していただいた後、質疑

応答に入った。意見交換ののち、オフィス内のショップでT

シャツなどのオランウータングッズを購入した(売り上げは活

動資金に充当される)。デザインがよくかなり好評だった。 

 

2. 組

 活

Shofiana 氏（右）と Puspita 氏  オフィスの前で 

BOS は、東カ

Menteng で活

i. オランウータンを野生に返す活動  

保護し、健康状態を回復させ、野生

うにリハビリを行い、野性に返す。 
オランウータンの生息地の環境を改善する活動 
住民を巻き込んで森林の保全を行う、

iii. 住民への普及啓発活動・環境教育  
オランウータンの生息する地域の住民に対して、保護に協力してもらえるように教育を行

部の住民に対してオランウータンや森

の中でも、サンボジャでの活動とボゴール本部での環境教育活動について紹介

ータンの生息地としてリハビリを行う予定の敷地（約 3,000ha）を備えたサンボジャ・ロッジ
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が

ンの生態や彼

ら

体数の減少の一因としてオイルパーム農園の拡大が指摘されている。BOSとし

Sawit 

W

B ールに本部があり、カリマンタンの 3 ヶ所にプロジェクトサイトを持っている。約 300 名の

職 ほとんどがオランウータンのリハビリを行う専門職員である。インドネシア政府（林業

省

一番大きな課題は、リハビリを行ったオランウータンを野性に

がないことである。リハビリを行ったオランウータンは、

野

                                                       

ある。そこでは、約 500 頭のオランウータンが自然に帰るためのリハビリを受けている。この施設に

は、各国から毎年約 1,000 人の訪問者が訪れる。入場料は大人一人 50 ドルと、一般のインドネシ

ア人には到底届かない価格設定であるが、インドネシア人割引はないそうだ。ここでは、植樹活動も

行っていて、訪問者には 1 人 1 本必ず植樹をしてもらうことになっている。広報は、主にWebサイトと

世界各国の協力団体 (BOS海外支部 )の紹介、および口コミである。また、ボルネオ･ディスカバリ

ー・ツアーズ 32という旅行会社がロッジへの訪問を組み込んだツアーも行っている。 

環境教育としては、市民への PR や環境教育のために、チャリティーバザーや親子サマーキャンプ

を開催したり、BOS 職員が学校（小・中・高校、大学）を訪問したりして、オランウータ

の大事な生息地である森の大切さも教えている。特に初等教育においては、BOS の作成した

DVD を使ってオランウータンの直面している状況を紹介したり、環境ゲームによって森の大切さを

教えたりしている。 

2) 「持続可能なパーム油に関する円卓会議」（RSPO: Roundtable on Sustainable Palm Oil) 

オランウータンの個

ては、ネットワークの上部団体であるBorneo Orangutan Survival International 33が、WWFや

atchなどNGOの代表としてRSPOのメンバーになっている。こうしたNGOメンバーを中心に現在、

RSPOのガイドラインをBMP(Better Management Practices Project)という手法を使って改善しようとし

ている。  

3) 運営体制  

OSは、ボゴ

員がおり、その

）の森林保護・自然保全総局および天然資源保全財団や中カリマンタン州の州政府と提携してい

る。また、世界各地に支部があり、日本にもBOS Japanがある。インドネシアにはボルネオ・オランウータ

ンとスマトラ・オランウータンがいるが、スマトラのほうは、Sumatran Orangutan Society (SOS) 34という団

体が活動しており、BOSと直接的な連携はないそうだ。 

 

3. 課題 

戻す場所

生のオランウータンと競合すると負けるので、野生復帰させ

る場所は、野生のオランウータンがいないところでなければな

らない。これまで放してきたところはすでに過密状態になって

いるため、現在までに約 400 頭のオランウータンを森に返して

来たが、昨年度は 1頭も野性に戻すことができなかった。BOS

のポリシーとしては、オランウータンは野生で生活すべきであり、

今飼われているオランウータンのすべてを 2015 年までに野性

に戻すという計画があるが、今のままでは厳しそうだ。 

また、野生のオランウータンの危機としては、住民やオイルパ

 
32  Borneo Discovery Tours Indonesia: URL http://www.borneo-discove
33  Borneo Orangutan Survival International: URL http://savetheorangu
34  Sumatran Orangutan Society (SOS): URL http://www.orangutans-so
Samboja でリハビリを受けている 
オランウータン 

http://www.sambojalodge.com/PhotoT
our/Orangutan/  
rytours.com/  
tan.org/  
s.org/  
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・食用として販売する目的の捕獲などが上げ

ら

4

日本の NGO に対しては、オランウータン保全に関する知識や、環境教育のノウハウの共有、一般市

ほしい、ということを求められた。 

他の派遣員からは、「BOSの組織の大きさ、有給スタッフの多さには驚いた。また、オランウータングッ

自主事業もうまくできている。オランウータンの保護、リハビリのシステムはうまくいってい

る

ランウータンは、10歳くらいで成熟し、メスは 14～15歳

おきに出産する。寿命は

ま

求め

発達した広範囲にわたる森林が求められ

ーム農園の管理者による害獣としての駆除や、ペット用

れる。住民に対しては、コミュニティーエンパワーメントやキャパシティービルディングと合わせて、オ

ランウータンに関する情報を与えている。また、オイルパーム農園に対してはオランウータンとの共生を

呼びかけている。拡大するオイルパーム農園は、オランウータンの生息域の破壊にもつながるため、

BOS でも大きな問題のひとつとしてあげていた。農園職員の中にはオイルパーム農園に入ったオラン

ウータンを捕獲し BOS のリハビリセンターに連れてくる人もいるが、BOS としてはなるべく遠くに再び放

すことしかできず、また農園の中に戻ってくる可能性もあるため、根本的な解決にはならない。オランウ

ータンがオイルパームに与える被害は全体の収穫量からするとわずかにすぎないので、オランウータン

による被害を無視してもらえるように訴えている。 

他の NGO 同様、多くの施設とスタッフを抱えているため、資金面での問題を抱えている。 

 

. 日本の NGO に求めること 

民への啓発活動などを行って

 

5. 感想・考察 

ズの販売など、

が、生息地の確保が追いついていない状況は何とかしなければいけないだろう。森林のリハビリテー

ション活動もあわせて行っていかなければならない。特にオイルパーム問題に関しては、WWF や

Sawit Watch などとの連携を行っていくべきではないか」という感想があった。私は、「森林を守る」とい

う課題は同じだが、それが手段か目的かでアプローチの仕方が他の団体とは異なると思った。オラン

ウータンというシンボルとなる動物がいると、特に先進国の一般の人々に興味をもたれやすいことが分

かった。しかし、生息地の保全に関してはまだまだ未知なことが多く、BOSが持っている情報が他団体

の PR 活動に生かされたり、オイルパームコンセッションの取り消しにつながったりすると良いと考える。 

 

6. オランウータンの生態について 

オ

オランウータンの巣（クタイ国立公園にて）

で第一子を出産し、その後約 8 年

だよく分かっていないが、50 歳を越すオランウータンも報

告されている。オスは、7 歳くらいで親離れをするが、メスは

あまり親離れをせず、次の子が生まれるのを見て子育てを

覚える。母親の縄張りに重なるようにして自分の縄張りを持

つ。メスは数頭まとまってエサを集めたりしている。主なエサ

はイチジクやドリアンなどの果実で、その他に木の皮や若葉、

昆虫なども食べる。また、川の水は飲まず、木の幹にたまっ

た水分などをなめている。高さ 20～30m の木の上で生活し

ており、木の枝などで樹上に巣を作って寝る。毎日食べ物を

ような生態的特徴から、生息域として多様な食料が得られる

て移動し、移動先で巣を作る。この
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参考 Web サイト】 

 サンボジャ・ロッジ： http://www.sambojalodge.com/

る。（「オランウータン」特集、Wikipedia より） 

 

【

 

： http://bos-japan.jp/  

om/orang/orang.html

 BOS Japan

 「オランウータン」特集： http://www.honyuruitanken.c  

wikipedia.org/wiki/ Wikipediaオランウータン：http://ja.  

 Sumatran Orangutan Society：http://www.orangutans-sos.org/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
集合写真 オフィス内にて 



3-5. GHSNP Head Office: Head Office of Gunung Halimun-Salak National Park 

グヌンハリムン・サラク国立公園管理事務所  

熱帯林行動ネットワーク(JATAN) 原田 公 

 

1. G

2) 設

3) 公

 

 

 

 

 

 

1) 位

4

 

日 時： 12 月 6 日 9:00-12:00 

(西ジャワ州ボゴール) 場 所： JICA プロジェクトオフィス

応対者：  Bambang Supriyanto 氏（管理事務所長） 
HSNP 概要 

ャカルタから南方 50～100km に

ボ

 ): レバッ

 ジャワ n)、ジャワク

 地であると

置  

保護林(Protection Forest)に指定される。 

ヌン･ハリムン国立公園(Gunung Halimun 

 号により隣接するサラク山(Gunung Salak)も含むように周辺の森

園

多発する洪水  

林管理が地方政府に移譲される中で、

 

置と特色  

 首都圏ジ

位 置。2 州 3 県にまたがる。 

 西ジャワ州(Province West Jawa): 

ゴール県 (Kabupaten Bogor)、スカブ

ミ県(Kabupaten Sukabumi) 

バンテン州(Province Banten

ク県(Kabupaten Lebak)  

テナガザル(Javan Gibbo

マタカ(Javan Hawk-eagle)、ヒョウ(Leopard)

など希少野生生物種が生息。 

首都圏への安定した水源供給

同時に、洪水抑制の水源涵養機能を併せ

持つ。 

の経緯

グヌンハリムン・サラク国立公園  

 1924 年: 

 1992年: ハリムン山(Gunung Halimun )の 4万 haがグ

National Park)に指定される。 

2003年 6月: 林業大臣令 175

林地域を一つの国立公園に統合するため GHSNP として 11.3 万 ha に拡張。 

の抱える問題（公園拡大の背景要因） 

 公園内に 170 箇所の水源地、首都圏で

 森林劣化の増大。中央政府による地方分権化により森

劣化が顕著となってきた。1989 年から 2004 年までに森林の 25％が劣化・消失。 

首都ジャカルタの近くに位置し、潜在的なエコツーリズム資源性が高い。 

 住民による移動耕作、違法伐採、違法鉱物採取  

) 国立公園管理上の諸問題 

【住民側】 

40 
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 GHSNP 内には 350 近くの集落(Kampung)が存在し、1 万人を超える地域住民が居住  

 公園域拡大に伴い、従来生産林(Production Forest)だった地域が保護林となり、住民による居

住・耕作など様々な土地利用についてその多くが法律上、違法行為と規定されるようになった。 

 そのために貧困に窮した住民による乱開発が進み森林が劣化  

 域内住民の森林保全意識の欠落  

 伝統的に慣習法に生活と宗教を依存する先住民が公園域内に 2 グループ存在する（限られた

森林地域では自家消費用の木材・非木材林産物採取が許可されている）。 

 公園の南側で一部の住民は違法に金を採掘している(法的処罰対象)。 

【政府側】 

 林業省による植林事業雇用、耕作等が制限されることによって住民の収入が減少(政府による

政策一貫性の欠如) 

 公園当局の予算額が限られており、住民に対するエンパワーメント、雇用創出、環境保全意識

醸成などの施策を十分に行えない。 

 不明瞭な公園境界線(縦割り行政の弊害) 

 マンパワーの不足（現在、公園の職員数は約 120 名。うち、フィールドオフィサー(Field Officer: 

FO)は 80～100 名いるが公園内すべてをカバーできない） 

 ステークホルダーとの協働、調整の不足  

 管理データ・情報の不足  

 管理技術の不足 

5) 公園当局と住民との協働プログラム 

公園当局は、「生物多様性保全」と｢研究・教育・エコツーリズムのための持続的な自然資源利

用｣の二大目標をのもとに、以下 6 つのプログラムを編成し活動している。 

 国立公園管理の枠組み整備 

 情報サポートシステム整備  

 絶滅危惧種保護モニタリング 

 住民活動支援 

 環境教育・エコツーリズム・プロモーションの推進  

 管理能力の向上と、他公園への経験のシェア 

環境保全のために地域住民との協働が不可欠なことから、住民の雇用創出、保全意識向上、

地域社会強化を目指して、MKK(Model Kampung Konservasi: 環境保全モデル村)を展開してい

る。 

6) スカガリ村(Skagalih Village)地域における MKK 

公園当局、地方政府(県=District および郡=Sub-district)、スカガリ村住民との間で、保全に向け

た公園内の土地利用をめぐって MoU(了解覚書)を結び、活動を行っている。 

村内のいくつかの農民グループ(1 グループ 5～10 人)が FO、NGO のサポートを受けながら公園

当局に土地利用プロジェクト(アグロフォーレストリー、アグロフィッシャリーなど)のプロポーザルを提

出。公園当局は、環境・社会・経済の三つの基準に沿って審査・評価を行う。認められれば、村民

と公園当局の間でMoUを締結。県知事（Bupati）から一件につき総額 USD100-200の助成が段階

的に支給される。すでに 14 のプローザルが認可されている。 



問題点を挙げるなら、MoU を結ぶことによって、生産活動が制限されるというリスクを伴うことから、

違法な土地利用が逆に増え、法的裁きを受けざるを得ないという恐れも出てくる。 

 

7) JICA 以後の取組みについて 

MKK をはじめ、公園の環境保全に

向けた地域住民との協働プログラムに

ついては現在、JICA から種々のサポー

トをもらいながら事業展開をはじめてい

るが、来年 1 月に JICA のフォローアッ

ププロジェクトの期限が切れることから、

関係自治体に対し資金的・技術的支

援のアプローチを行っている。住民の

福利厚生のために地元の郡や県が、

JICA が撤退した後も継続的に資金援

助してくれるよう働きかけを行っている。 

 

後列中央がバンバン氏  
左端は JICA チーフアドバイザーの三村氏  

2. 所感・考察 

GHSNP については二泊三日の日程で、所長のバンバン氏、1995 年から公園管理計画の策定

に関わっている JICA の職員から詳細なプレゼンとヒアリングを受けることができた。また、実際に公

園内では MKKのコミュニティーグループ、公園管理局の現場職員(FO)などからじかに話を聞くこと

ができた。短期間であれ密度の濃い訪問によって、GHSNP の成功模範例ばかりか、内在的に抱え

ている問題点をも認識することができたと思う。筆者は、スマトラ島中央部に位置する比較的新しい

二つの国立公園をいくたびか、訪問した経験を持つ。スマトラの国立公園と比べて、GHSNP の管

理の質は格段に優れていると思った。公園保全には域内住民の主体的な協力が必要だが、スカガ

リ村のそれはまさに模範的なケースと思われる。そこでは、当初はあったであろう利害対立や軋轢が

克服されて公園側と住民側の間に相互信頼と呼んでもよい関係が構築されていた。問題点として

は、JICA撤退後の管理手法の定着と応用、スカガリ村以外のMKKモデル例の創出、管理に関わ

る予算の捻出、地元政府との折衝など、いずれも多難な課題が山積している。インドネシアでは、

公園内に生活圏を持つ住民グループの協力をどう取り付けるかという問題に直面している国立公

園が多く存在すると思うが、GHSNPにおける JICAの技術協力で確立された管理手法が、ひとつの

モデルとして、多くの国立公園に波及していけばよいと思う。 
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国際協力機構「グヌンハリムン・サラク国立公園管理計画」ボゴール事務所  

熱帯林行動ネットワーク(JATAN) 原田 公 

 

政

3-6. JICA Office of Gununs Halimun-Salak National Park Management Project 

 

 

 

 

 

 

1

） 

ー

シ

ラ

米

業

お

管

の

な

対

こ

ネ

に

性

に

ネ

保

日 時： 12 月 6 日 13:00-16:00 

西ジャワ州ボゴール) 

（調整員

場 所： JICA プロジェクトオフィス(

応対者： 三村起一氏（チーフアドバイザー）、久保木勇氏
43 

. ｢インドネシア生物多様性保全計画｣と JICA による支援プロジェクト 

ジェクト方式技術協力と無償資金協力を要請した。この要請に基づき、「インド

1) 1995-1999 年 BCP フェーズ 1:  

国立公園管理計画策定など 

(2)

備  

ニタリング・保護  

1992 年に日米

府は「日米グロ

バルパートナー

ップアクションプ

ン」を発表し、日

環境共同協力事

として途上国に

ける自然資源の

理と保全のため

事業を行うことと

り、インドネシアが

象国に選ばれた。

れを受けてインド

シア政府は同国

適した生物多様

保全を図るため

、日本政府にプロ

シア生物多様性保全計画  (Biodiversity Conservation Project, BCP)」と 1997 年に生物多様性

全に有用な施設整備などの無償資金協力が実施された。 

 

(

 インフラ整備  

生物多様性保全プロジェクト（BCP)の成果を踏まえ
国立公園の管理モデルを開発・提案する

95 9796 98 2000 01 02 03 04 05 0706 090899

BCP
フェーズ 1
インフラ整備

グヌンハリムン国立公園
管理計画策定など

 グヌンハリムン

 1999-2003 年 BCP フェーズ 2 :  

 生物多様性インベントリー整備  

 エコツーリズムの推進  

 環境教育の推進 

 データベースの整

 絶滅危惧種の調査・モ

BCP フェーズ 2
•生物多様性インベントリー整備
•エコツーリズムの推進
•環境教育の推進
•データベースの整備
•絶滅危惧種の調査・モニタリング・保護

GHS国立公園管理計画
•国立公園管理の枠組み整備
•情報サポートシステム整備
•絶滅危惧種保護モニタリング
•住民活動支援
•環境教育・エコツーリズム・プロモーションの推進
•管理能力の向上と、他公園への経験のシェアー

Ok n �
ｧ � ﾌ
g ｣

ﾛ n ﾌ
ｦ ｭ ﾇ ﾟ

JICA 林業省自然保護総局

ｭ

JICA 林業省

国 園 い 物
性保全と持続的利用が推進

インドネシア科学院

自然保護
総局
GHSNP
NCIC

全 の国立公 にお て生 多様
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(3) ンハリムン・サラク国立公園(GHSNP)管理計画

 国立公園管理の枠組み整備 

 

ーリズム・プロモーションの推進  

 

このフォローアッププロジェクトでは、これまでの協力にて得られた公園管理手法や生物多様性

保

2. イ ドネシアにおける国立公園の現状と課題  

カ所のその他の保護地域を保有し、その面積は

26

. GNHNP 管理組織と JICA 支援体制  

120 名。うち、フィールドオフィサー(Field Officer: FO)は

8

ッププロジェクト終了後も引き続き、カウンターパートであるGHSNPの職員を

中

た

 2004年 2月 1日-09年 1月 31日:  グヌ

(フェーズ 1,2 のフォローアッププロジェクトとして) 

 情報サポートシステム整備  

 絶滅危惧種保護モニタリング

 住民活動支援 

 環境教育・エコツ

 管理能力の向上と、他公園への経験のシェア 

全の技術をさらに充実させ、GHSNP をモデルとして公園管理手法を確立させ、そこで培われた

技術を他の国立公園に対してワークショップや研修を通じて普及させることを目指している。 

 

ン

現在インドネシアは 50 カ所の国立公園、436

2,450 Km²にも達している。森林地域の減少を憂慮している林業省は、国立公園の新規指定や

既存国立公園の拡張を急速に進めているが、多くの国立公園では、不法な森林伐採や開墾、動

物の捕獲などに歯止めがかけられていない。そのため林業省では、2004 年、ステークホルダーとの

協働管理の方針を打ち出し、全国で 21 の国立公園をモデル公園として選定し、優れた管理モデ

ルを構築することを目指している。地方分権化の一環として地方政府に対し行政権限だけではなく

財政移譲も行い、独立法人化を目指し中央政府による予算によらず地方政府が自律的に管理で

きるような方策を進めている。 

 

3

現在、林業省管轄下の公園職員数は約

0～100 名。スカブミ県カバンドゥンガンに事務所が、その下に 3 カ所の支所、14 カ所の派出所、1

カ所の調査研究ステーションが置かれている。JICA 支援体制としては三村氏が着任後、限られた

期間と人員という制約の中で効率性を高めるために、三村氏はもっぱら指導監督のマネージャー

役に徹し、フィールドの方は調整員の久保木氏と短期専門家の西田幸次氏に担当してもらってい

るとのことであった。  

JICAによるフォローア

心に公園の管理体制をさらに発展させる必要から、職員の能力開発や後進の指導・育成が課

題のひとつである。GHSNPの職員との間でプロジェクトに関する、特に住民参加に対する認識で若

干、齟齬がある。また、相互に情報の共有化が徹底されないという問題がある。これには、国家公務

員である公園職員の人事考課基準とも関連するが、職員は個人の評価を重視するあまり、知識や

情報を一人で抱え込む傾向がある。そこで JICA としては、職員の代表者を公園管理技術の向上

のために日本の国立公園での短期研修に派遣し り、JICA が直接雇用するローカルスタッフの育

成に力を注いだりしている。具体的には、ボゴール周辺の日系企業に依頼して OJT 研修の受け皿

になってもらったり、フィールドで得られた情報を共有化にするために様々な定期ミーティングを行っ
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. 地域住民の協働管理による環境保全  

公園内に取り込まれた住民は、

従

m

型

進している YEH 

(Ya

個

. 所感・考察 

P に対して技術協力を始めてから 13 年目を迎えた。学術調査、エコツーリズム、

M

の国立公園ではあまり問題にされないことだと思うが、インドネシアの国立公園には普通に、

住

たりしている。 

 

4

来どおり農業や資源採取を続

け、必要な場合は農地の拡大を

希望している。そこで、住民の環

境管理意識醸成・改善と住民へ

の持続可能な雇用創出は緊要な

課題である。JICA としても、現地

住 民 組 織 (Co munity-based 

Organization: CBO)を相手とする

公園の管理体制づくりに努めてい

る。特に、6 つの協働プログラムの

うち、「住民活動支援」「絶滅危惧

のアプローチを取り入れている(「グ

ヌンハリムン・サラク国立公園管理事務所」の項目を参照のこと)。モデル保全集落（MKK）では、

FO がファシリテーターとして村に住み込み、住民の組織化の醸成に努めている。 

ただし、問題も多い。CBO のひとつで、GHSNP を舞台とするエコツーリズムを促

６分野・１９活動の関係
問題分析から具体的な活動メニューを抽出

国立公園管理の

枠組み整備

情報サポート

システム整備

住民活動支援

(保全 ル)

絶滅危惧種の

モニ グ

型集落モデ保護と

タリン

環境教育

エコツーリズム

プロモーション

公園管理者の
能力の向上

優れた活動の他
国立公園への

普及

種保護・モニタリング」「エツーリズム、環境教育」で住民参加

yasan Ekowisata Halimun)という団体は集客のためのプロモーション活動など、公園局側との連

携がうまくいかず苦慮している。また、公園域内の保全ルール(regulation)を目的とする MKK につ

いては、国立公園が地方政府(県や州)との間で MoU を交わす。この審査には、学術関係者や専

門家による審査委員会が評価を行う。しかしこれとは別 に、CBO は FO から案件申請のサポート

を受けて、国立公園に対してMoUを交わしてしまう。問題点として、このMoUには審査機関が介入

できないために公園全体の保全ルールが無視される恐れがある。 

 

5

JICA が GHSN

KK、公園スタッフの養成、地元政府との協力関係など、公園では保全に向けた多様な取り組み

の舞台を提供している。どれひとつ採っても盛り沢山の歴史＝「ストーリー」があることに気付かされ

た。 

日本

民が暮らしている。考えてみれば、住民たちが森の恵みを採取しながら生活圏を築いていたとこ

ろに国立公園が設定されたのだから当然の成り行きなのだろう。そういう意味では先住民と呼ばれ

ている人たちは自然との共生を当たり前のように昔から実践してきたのだと思う。しかし、人口増大、

産業造林、違法・合法の商業伐採といった比較的新しい脅威に晒されるようになると、生物多様性

の維持、水源涵養が困難になる。それを守ろうとするときに、住民側とのある程度の利害衝突は避

けられないだろう。逆にいえば、住民側との協働なしには公園の保全はとても難しい。こうしたインド

ネシアの国立公園が共通して抱える問題克服のアプローチを模索する上で、JICA のような外部機



後

関が果たせる役割が大きいことを実感した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKK のスカガリ村にて。村人、FO との記念写真  
列右から二人目が三村氏、前列左端が久保木氏
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グヌンハリムン・サラク国立公園  

 

（財）国際湖沼環境委員会（ILEC） 佐藤 智宏

 

. GHSNP の概要（詳細は GHSNP 管理事務所を参照） 

ダのモデルとなったジャワクマタカやジ

ャ

。スカブミ県カバンドゥンガン（Kabandungan）に事務所があり、そ

の

. スカガリ村の MKK 

察では、スカガリ村とチタラハブ村への訪問を行った。この二つの村ともに国立公園内

に

3-7. GHSNP: Gunung Halimun National Park 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

日 時： 12 月 6 日～8 日 

フィス(西ジャワ州ボゴール) 

parmo 氏 （公園職員：エコツーリズム、環境教育担当） 

一氏と久保木勇氏にも同

 

園視察内容 

型村落モデル事業 (Model Kampung Konservasi: MKK)集落、スカガリ

 問（NGO 活動の聞き取り、砂糖作り見学） 

場 所： JICA プロジェクトオ

応対者：  

Momo Su

※JICA「グヌンハリムン・サラク国立公園管理計画」担当者の三村起

行頂いた。 

公

 環境保全

（Sukagalih）村への訪問  

チタラハブ（Citalahab）村への訪

 国立公園内の散策（エコツアートレッキング）7 日夜と 8 日朝の 2 回実施  

ジャカルタから数 10km の距離にあるにも関わらず、ガルー

ワテナガザル、ジャワヒョウなどの絶滅危惧種、希少種が生息する、ジャワ島で最大の原生森林が

残されている国立公園。現在までに、61 種のほ乳類、244 種の鳥類が発見されている。訪問者は

年間 3,000 人～5,000 人である。 

現在、公園の職員数は約 120 名

下に 3 ヶ所の支所と 14 ヶ所の派出所、そして調査研究として 1 ヶ所チカニキ（Cikaniki）・リサー

チステーションが置かれている。私たちはカバンドゥンガンとチカニキ・リサーチステーションの宿泊

施設に泊まらせて頂いた。 

 

2

1) MKK 

今回の視

（一部）存在し、法律上人々は違法に居住もしくは違法な土地利用をしていることになる。しかし、

国が国立公園として指定する以前から人々が居住している場合もあり、違法居住者として強制的に

追い出すことは人道的見地からも非常に難しい。そこで、公園内居住者または公園内の資源を伝

統的に使用していた人々の生活と森林環境保全との共生を目指して、国（公園管理）側は住民に

も公園内の環境保護活動に参加してもらおうと考えている。村人へのエコツーリズムや環境教育、

プロモーション活動の他、MKK という取り組みも行っている。このMKK とは、公園内居住者の公園

管理への積極的な参画を促すための取り組みであり、荒廃地における植生回復（リハビリ）事業、



住民参加パトロール（住民による巡回）、生計向上活動等を関係自治体と協力して行っている。ス

カガリ村は MKK 成功の模範的な村として注目を浴びている村であり、県知事からも植林モデルの

代表村として取り上げられている。私達はこの村の住民とこの村の担当をしている国立公園の現場

職員 Field Officer(FO)の話を聞いた。チタラハブ村ではエコツーリズムの活動を行っているNGO団

体 Yayasan Ekowisata HALIMUN(YEH)とサトウヤシの樹液から砂糖作りを行っている住民の家を

訪問した。 

2) スカガリ村  ― FO と村人との話 

この村を担当する FOはチェチェップ氏であり、1 ヶ月に 20日は村に来ているという。FOは、一人

当たり平均 4～5 集落を担当し、村人が森林破壊を行わなくても自立した生活を持続的に行うこと

ができるように監視・支援するのが目的である。 

 

【質問】 どうしてスカガリ村では MKK が上手くいっているのか？ 

【回答】 

 交通の便が悪いため、他地域からの新参者が入居してくることが少ない。そのために村人

達のお互いの結びつき（共同意識）が強く、お互いに助け合う習慣が元々あったため。 

 村のリーダーに透明性があって指導力もあるため。 

 村人に向上心がある。 

 『水を確保するためには森林を大切にしなければならない』ということが慣習として定着して

いたため。 

 

FO のチチェプ氏が鯉（鮒）のブリーダーをしているということもあり、この村では鮒を養殖し自分た

ちで食す他、市場で売って副収入としている。 

FO で大事なことは、村人とは一定の距離をとりつつも、信頼関係を築くことである。チチェプ氏は

「村人の要求と公園側の要望が合致しないことが多く、どこまで近づけることができるかが FO として

難しいことである」と述べていた。 

 

3. チタラハブ村の NGO 団体 YEH 

1) テグ ハルトノ氏  

国立公園の観光客に、チタラハブ村に宿泊してもらった

り公園内を案内したりする、エコツアーを行っている NG

団体 YEHの代表、テグ氏の話を聞いた。テグ氏は以前（昨

年度まで）JICA ローカルスタッフとして国立公園内で働い

ていた。 

O

2) YEH の概要  

 当初、観光客相手に村で作った民芸品を売るという自

立支援プロジェクトを考えていたが、初期投資（資

金）が必要ということで断念し、エコツアーをやるよう

になった。 

 

 現在、7 つの集落が共同でエコツアーのプロジェクトに加わ
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YEH の宿泊施設にて、テグ氏（左）
の手書きポスターによるプレゼン 
って実施している。このエコツアー



プロジェクトが、集落の人々の森林保全をするインセンティブになっている。 

 問題は村への交通の便が悪く、観光客が少ないことである。 

 活動資金のほとんどは、観光客が村に宿泊した料金から捻出している。学生は 1人 1泊 7,000

ルピア、家族は 1 部屋 1 泊 50,000 ルピアである。この値段はチカニキ・リサーチステーションに

宿泊するよりも格段に安い。 

 経費を引いた年間の純利益 500 万ルピアの内訳は、給与 30%、建物の管理 30％、社会や村

（モスク等）20％、セキュリティ 10％、保全（国立公園へ）10％である。 

 課外活動の一環としてエコツアーが実施されている学校もあり、その学生達が来ることもある。

また、この村には年間 1000 人近くの観光客が来る 35。 

3) YEH から国立公園側への要望  

 自分たちの実施しているエコツアーの情報を国立公園に来る観光客に伝えて欲しい。 

 観光客はチカニキ・リサーチセンターばかりに宿泊し、当エコツアーの宿泊施設を使用してもら

えない。リサーチセンターは国立公園の調査をしに来た人たちのための宿泊施設であって、一

般観光客へは当エコツアーの宿泊施設を使ってくれるよう情報を伝えて欲しい。 

 チカニキ・リサーチセンターは車で来た観光客用の駐車場を完備しているが、チタラハブ村では

（保護指定地域である国立公園内だから）自由に駐車場を作ることができないために不公平で

ある。 

 以前の公園所長は、この村や当 NGO に対して理解をしてもらっており、観光客へもエコツアー

の存在を伝えてくれていた。その覚書(Memorandum of Understanding: MoU)も新しい公園所

長になってから更新されていない。 

 

4. チタラハブ村のヤシ砂糖  

チタラハブ村にて、サトウヤシの花序を切除

した部分から採取した樹液を煮詰めて砂糖を

作っている家を訪問させてもらった。この家庭

の主な収入源は稲作からだそうだが、稲作の

オフシーズン時に副収入としてサトウヤシから

砂糖を作って売っている。樹液は 1 日に（約

1m の長さの）竹筒 2 杯分取れ、それから筒状

の砂糖が約 10 個できる。1 個 3,000 ルピアくら

いで仲買人が買いとってくれるが、樹液を採取

するサトウヤシの所まで徒歩で往復 2時間かか

り、丸 1 日働いても 30,000 ルピアと、得られる

収入は労働に見合わないようにも思われる。昔はこの村の多くの家庭でも砂糖を作っていたらしい

が、今では訪問させてもらった家一軒だけなのも納得のいく話である。 

 

サトウヤシの樹液を鍋で半日煮詰めて砂糖を作る
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35  年間 1000 人の観光客全員がこの宿泊施設に泊まるわけでなく、テグ氏の「観光客が少ない」という意見は「（こ
の宿泊施設に）宿泊する観光客が少ない」と言っているのかもしれない。 



5. 国立公園内の散策（エコツアー・トレッキング） 

7日夜と 8日朝の 2回、エコツアー・トレッキングを

行った。7日夜の散策では、『光るきのこ』を見に行く

という内容のものであり、チカニキ・リサーチステーシ

ョンから約 5 分の距離の往復というショートトレッキン

グであった。8 日朝の散策では 3～5km の距離を 3

時間かけて歩いた。キャノピートレイルに上がり熱帯

雨林を上から眺めたり、トレッキング途中には、遠く

から猿を見ることもできたりした。 

 

 

チカニキ・リサーチステーションのキャノピー

トレイル。1997 年に JICA の無償資金協力

で整備。 6. 所感・考察 

1) スカガリ村について 

道路事情が悪いことで、この村へのアクセスは非常に不便であり、陸の孤島と化している 36。オフ

ロード車であっても狭い山間道をゆっくりと走行しなければならず、土砂崩れや車の故障で道が塞

がれた場合には何時間も車両が通れなくなる（今回の訪問では実際に、車の故障で道が塞がれ、

私たちは別ルートで通常の数倍の時間をかけてスカガリ村に行かなければならなかった）。この一般

的にはマイナスと思われる事柄が、このスカガリ村のMKKにはプラスに働いていると思われる。交通

アクセスが悪いことによって、村への新規入居者がいないので、村の規律が取りやすく村人の連帯

感が生まれる。また、基本的に自給自足の生活をしなければならないために（食料品購入のため市

場に行くことが容易に出来ない）、水の大切さ森の大切さを慣習的に理解しており、自然と共生して

きた歴史がある。 

道路事情が悪いことは、物資が届かない、観光客が来ないという経済環境の脆弱性ばかりが強

調されるが、森林環境保護のためには良いのかもしれない。道路を整備することによって国立公園

への観光客が増え、公園内外居住者にとっての利便性も高まる一方で、過剰の観光客による自然

環境破壊と居住者の生活環境の崩壊、違法森林伐採者の侵入・逃亡を容易にしてしまう等の悪

影響がある。行政・国立公園側にとっては、観光資源としてみる国立公園と、自然環境保護の対象

としての国立公園とのバランスを上手く取らなければならないと考える。 

2) チタラハブ村について 

チカニキ・リサーチセンターに宿泊の際の収入やガイド料は、公園管理組合のような『組織』に入

る仕組みになっており、宿泊施設や公園管理を運営していく資金として使われている。YEH として

は、国立公園側にもっと観光客への宣伝をして欲しいと要望しているが、国立公園側としては国立

公園の施設に宿泊してもらった方が資金面で助かるために、わざわざ他の宿泊施設を紹介すること

はしないであろう。また、観光客誘致のためには駐車場が必要であるが、国立公園内であるために

駐車場整備のための土地利用の許可は下りない。しかし、公園側はリサーチセンター等に駐車場

を完備させたりすることができる。以上のことは、公園と YEH がエコツーリズムに関して競合している

ことが問題であり、住民の生計向上や持続的な公園との共生のためのエコツーリズムというものの限

界を感じさせるものである。今後、公園側と YEH がどのように共生していくのかも課題となる。 
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36  国立公園内の他の村落と比べると、スカガリ村は道路があるだけましで、比較的アクセスの良い方という意見も
ある。 
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3) エコツアー・トレッキングについて 

時期が悪かったのかもしれないが、想像していたほど生物多様性を感じることはできなかった。率

直に言って、ただ森林の中を歩いただけで、わざわざジャカルタから来る価値はないように思った

（実際、訪問者のほとんどはジャカルタからのインドネシア人観光客である）。「以前はもっと様々な

昆虫や動物がいたが、最近は少なくなった」と同行した JICA職員の 2人も言っていたが、それは生

態系に何らかの悪影響が及んでいるからなのだろうか？その答えは今回の視察では分からなかっ

たが、それに関連してこのエコツアーに対しての所感を述べたいと思う。 

以前は森林の中を歩くだけで様々な動植物に簡単に出会うことが出来たために、レンジャーの

役割とは、ただ道案内をして聞かれた事柄に関してだけ答えていれば良かったのかもしれない。し

かし、今回のように簡単に動植物に出会うことが出来なくなった現状では、レンジャーの役割という

ものが非常に重要になってきていると思われる。つまり、レンジャーの役割とは、『どの時期』に『どこ』

に『何の』動植物が生息しているかを把握し、「今の時期は△△に行けば○○に会える」というような、

生息地や個体数の情報を持つ必要があるのである。動植物の名前や生態は本を見れば分かるが、

それら生息地や個体数等の情報は公園内を良く知っている人しか持ち得ない。残念ながら、今回

の視察・訪問ではレンジャーである公園職員がそこまでの詳細な調査を行っているとは思えなかっ

た。 

また、素人には分からない、もしくは GHSNP でしか経験することの出来ない『何か』を伝えるのも

レンジャーの役割の一つであると感じる。つまり、そこを案内するレンジャーの説明によっては、何の

変哲もない一本の樹木が生物多様性を感じさせる魅力的なものになったりするが、いかにも「様々

な生物が存在してそう」という雰囲気の熱帯雨林であっても、適切な説明が何もなければ、ただの生

い茂った樹木にしか見えないのである。公園の規模に対する公園職員の人数が少なく、仕事量が

多過ぎてなかなかそういう所まで調査研究が及ばないことは理解できるが、GHSNP の持続的な管

理のためには、レンジャーとしての公園職員への教育も必要であると思われる。動植物に関する知

識を持つのはもちろん、前述した生息地や個体数の情報も調査する必要がある。これは公園職員

だけではなく、公園内に居住する人々と連携して行えれば良いように思う。居住者が調査員として

公園内の情報を収集するようになり、それに対する報酬が得られれば、それこそ居住民の生計向上

にも繋がるのである。もちろん居住民がガイドやレンジャーをして生計を立てることができればもっと

良い。このように、GHSNP では高レベルのガイドやレンジャーの必要性があると考えられ、それと居

住民の生計向上とを上手く組み合わせることが出来れば、国立公園における持続的な自然と人間

との共生ができると考える。 
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テラパック 

北海道カリマンタン交流協会  小菅 千絵  

 

. 訪問内容 

所に併設の、事業の一環としてやっているというカフェでお話を伺った。ちなみにお

昼

代表的な活動の説明やインドネシアにおける違法伐採の現状について話があった。

そ

. 組織概要 

フィスで働いているのは 16人。Telapak全体としての活動を統括し、プロモーションを

担

者を告発したり、民

間

. 違法伐採について―インドネシアの現状  

3-8. Telapak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

日 時： 12 月 9 日 14:30-17:00 

ボゴール) 

s Ruwindrijarto 氏 (President) 

) 

 

 

場 所： Telapak Cafe (西ジャワ州

応対者：  

Ambrosiu

Christian Purba 氏 (Vice President) 

Yayat Afianto 氏 (Forest Campaigner

Leona Lewis 氏 

Harry Gunawan 氏

Mardi Minangsari 氏

Telapak 事務

をそのカフェでいただいたのだが、洋風メニューや日本食（ビーフワカドリ＝唐揚げ、など）もあり、

味も良かった。 

まず Telapakの

れから Telapakが製作した、違法伐採材取引の現場を捉えた記録ビデオ “The Last Frontier（最

後の秘境）” を見せていただいた。その後、自由な質疑応答に移った。Telapak の具体的な活動内

容や活動をする上での課題、インドネシアという国の問題点などに関して話が進んだ。また、

Telapak 側からも私たちにグリーン購入法や日本の森林について質問があった。 

 

2

ボゴールのオ

当している。そのほか、地方で個別の案件に対応して活動している会員がインドネシア全土や海

外にいて、総会員数は 88 人。ちなみに日本人の会員は現時点ではいない。地方の会員はそれぞ

れ他の職業に就いていたり、他の活動団体と兼任していたりすることが多い。 

Telapak の活動目的は違法伐採の阻止で、違法伐採や違法材取引の首謀

や政府に向けてキャンペーン活動を行ったりしている。違法伐採の実態に関する調査も行ってレ

ポートを出しているほか、現場を捉えた映像も制作･公開している。調査や広報活動の場はインドネ

シア国内だけでなく海外にもおよんでいる。活動資金は主に欧米の助成団体からの支援と会員費

とで賄われている。カフェなどの事業からの収益は、資金源として数えるほど多くはないようだ。 
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インドネシアでは 2000年から大規模な違法伐採が進んでいた。2005年、“The Last Frontier”が公

開されて 2 週間後に、政府がパプアやその他の地域で取り締まりに踏み切った。2006～07 年には

違法伐採の首謀者も検挙されたという。伐採の合法性について政府の意識が向上し、法規制も厳

しくなった。例えばウリンの木に対してはすでに伐採許可が出されなくなり、ウリン材や製品の輸出も

禁じられている。また、違法伐採材を輸入した側も罰せられるような規約をアメリカと結ぶなど、海外

との連携も強化されつつある。住民の間でも、違法に金儲けをするより、以前のように木々を家や薬

に使う自然な生活に戻ろうという意識が高まっている。これらは Telapak や他団体のキャンペーンの

効果とも言える。 

 

インドネシアにおける問題点  

 法律の未整備 

 法の拘束力不足 

 国の土地権システムが不適切  

 汚職 

 海外で安い違法伐採材の需要が高い 

 

4. 活動概要―違法伐採問題に対する取組み 

カフェでビデオ“The Last Frontier”を見る

1) ビデオ “The Last Frontier” 

「最後の秘境(The Last Frontier)」と呼ばれるパプア州

で行われたメルバウ材の大量略奪行為を暴いた、

Telapak と Environmental Investigation Agency (EIA)に

よる記録映像。背後に国際的な犯罪組織とインドネシア

の公的機関が関与していたことを明らかにしたことで衝

撃を与えた。 

インドネシアからの違法伐採材が山をなす、中国の港。

現在急増しているのはパプアでの違法伐採で、マレーシ

ア国籍の船を使って中国に密輸され、床材に加工され

てイギリスやカナダ、アメリカなどに輸出されている。違法伐採ホットスポットのひとつに数えられるパ

プアのソロンでは警察の幹部が裏で違法伐採を操っているという。違法伐採木材を取引している業

者の話：「違法伐採材は需要があるから儲かるんだ。悪いのは欲しがるほうだろう」 

2) Community Logging（コミュニティ伐採） 

現在アチェとジョグジャカルタの 2 箇所で進められている試み。違法伐採に代わり、地域住民の組

合による合法的な林業で生計を立てることを目的としている。地域住民の利益を最優先し、住民が

「自分たちの森」という意識を持つように教育もしている。非木材林産物（はちみつ、お茶など）も製

造･販売しており、製品を開発した Telapak会員にも利益が還元され、インセンティブとして働く仕組

み。海外への輸出も鋭意検討中だ。また、ある地域では Community Logging を行っている森林で

FSC認証を取得したところ、チーク材の価格が 1m³あたり 40万ルピアから 150万ルピアになり、国際

市場開拓への足掛けにもなったそうだ。他の地域でも可能であれば森林認証の取得を目指すとい

う。 
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カフェで売られている非木材林産物商品

 Community Logging を行う際の条件： 

 森林の境界線が明確であること 

 法的な所有者がいること 

 林業を行う際の管理者が決まっていること

（このために Cooperative を組織） 

 年次計画があること 

 Community Logging へのステップ： 

 住民組合（Cooperative）を組織 

 マッピングを通して住民の土地への理解を

促進 

 目録調査（樹種など） 

 諸準備（区域確定、住民の教育･スキルアップなど） 

 県知事から許可を取得  

 可能であれば FSC などの森林認証を取得  

 

課題として、国有林が多い地域では政府との交渉（土地利用許可の取得）が難しいこと、地域に

よっては住民の意識が低いことなどが挙げられる。住民との協議に 2、3 年を費やした地域もあると

いう。今後、カリマンタン島やパプアなど他の 4、5 地域でも Community Logging の導入を予定して

いる。 

3) メルバウ・キャンペーン(Merubau Campaign) 

アメリカのホームセンターを対象に、違法伐採材の製品を扱っていないかどうか、電話による調査

を行った。店員のほとんどは自分たちが販売している製品の木材がどこから来ているか知らなかっ

た。これらのホームセンターはすでに、インドネシアからのメルバウ材製品を販売しないことを約束し

ている。 

4) 日本との連携 

FoE Japan、ウータン･森と生活を考える会、熱帯林行動ネットワーク（JATAN）など、日本の様々

な NGO とも連携してキャンペーン活動などを行っている。例えば 2005年にはインドネシアの違法伐

採についての講演会が京都で開催され、Telapak の代表者が来日した。Telapak も日本のグリーン

購入法について学ぶなど、情報交換もされている。しかし、グリーン購入法がその後どうなったのか

わからないなど、交流の継続性に課題も見られた。 

 

5. 所感・考察 

政府の役人自身が違法伐採の裏で動いていることをはじめ、汚職がはびこっているインドネシア

で違法伐採を阻止するには大変な努力と時間が必要だと感じた。そんな中で積極的な活動を続け

ている Telapak は貴重な存在だろう。違法取引の現場を盗撮するなど、インドネシアの森林のため

に危険を冒してでも戦う人々がいることに衝撃を受けた。 

しかし、相手の悪いところを暴露し攻撃するという手法では、周りに敵ばかり増やしてしまう。大切

なのは、一方的に「事実」を突き付けるより、協力して解決に向かおうとする姿勢なのではないかと

54 
 



思う。単に「違法伐採はいけません」と言うだけでなく、止めさせるにはどうしたらいいのか、それで生

計を失う人々はどうすればいいのかを提案する必要がある。Community Logging の試みはまさにそ

の一例だ。また、違法伐採の監視や罰則の適用に関しては地方・中央政府にもっと働きかけ、一緒

に考えようという誠意を見せることが大切だと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
集合写真  
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3-9. Sawit Watch 

アブラヤシ・ウォッチ 

熱帯林行動ネットワーク(JATAN) 原田 公 

 

1. 設立の経緯と活動内容  

に大規模な森林火災が頻発し 1,030万 haの森林が消失した。いくつ

かの

与える問題の調査を行った。開発に反対

す

. インドネシアにおけるオイルパームプランテーションの問題  

代

の

高い作物であると喧伝している。バイオディーゼルと

 

 

インドネシアで 1997-98年

NGOが原因究明ための調査を行ったところ、①焼失面積のうち 430万 haがオイルパームのコ

ンセッション・エリアであったこと、②オイルパーム開発では地域住民との間で多くの紛争が起こって

おり、土地の収奪をめぐって軍や警察が関与していることが判明した。これを受けて 1998 年 7 月、

WALHI (Friends of The Earth Indonesia)と ELSAM (The Institute for Policy Research and 

Advocacy)が中心となって Sawit Watch が設立された。 

初期の活動として、オイルパーム開発が住民・社会に

る住民に対して拷問・拘留などの人権侵害が見られるが、こうした問題はなかなか表面化しにく

かった。2000 年以降は、調査活動に加え、森林再生プログラムなど直接地域コミュニティを支援・

エンパワーする活動も行うようになった。 

 

2

1) 政府によるオイルパーム政策  

オイルパームはオランダ統治時

1848 年に初めて西アフリカからイ

ンドネシアに持ち込まれた。現在ボゴ

ール植物園でその原木を見ることが

できる。産業植林は早くも 1911 年に

北スマトラで始められた。2007 年 12

月現在、30 のグループ、600 の企業

が 23 の州で植林面積 750 万 ha の

オイルパームを管理している。インド

ネシア政府はオイルパーム拡大に力

を入れており、とくに最近では EU 向

けバイオディーゼルの原料として最も適合性の

いう新しい需要のために、年間 60-100 万 ha のペースで拡大していく計画である。 

2) パルプ材植林との違い 

日 時： 12 月 10 日 9:15-13:00 

ゴール市内) 場 所： Sawit Watch オフィス (ボ

応対者： Norman Jiwan 氏 調査担当スタッフ 

      Abetnego Tarigan 氏 事務局長 

東カリ州サマリンダ近郊で見た小農によるアブラヤシ農園  
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代から 80 年代にかけて、大量の森林伐採権(HPH)が企業に付与され

た

は別に、オイルパーム開発事業による政策を 1979 年から進めた。

1

拡大政策  

保障(food security)に関する調査によれば、政府は貧困地域支援という

名

ドネシ

ア

で

value Forests; 先住民の

2010 年まで

に

スハルト政権時代の 60 年

。ライセンス期限が終了すると、本来、劣化・荒廃した土地を対象に植林を行う産業造林権(HTI)

に転換される。パルプ材用のアカシアやユーカリなどの植林が行われるが、こうしたパルプ材採取の

ための植林は収益が回収されるまで少なくても 7-10 年かかるといわれている。最近のメディア報道

によれば、リアウ州政府はパルプ企業の RAPP(Riau Andalan Pulp & Paper; リアウ・アンダラン・パ

ルプ＆ペーパー)に対して調達原料の不足を理由に工場の操業を閉鎖するよう勧告したという。こ

れは、すでに原料の調達先であった低地熱帯林の天然林資源が枯渇したことに加え、パルプ用の

植林材がいまだ収穫できるほど生育が進んでいないことが背景にあるとされる。つまり、パルプ材植

林が伐期を迎えるまでに 7-10 年かかるのに対し、オイルパームの場合は植樹後 3-4 年で収穫を始

められるという利点がある。 

政府はこうした産業造林と

997-98 年の東南アジアを襲った通貨危機以後、政府は外資系企業にもオイルパーム開発の機

会を与えるようになり、すでにマレーシア企業はインドネシアにおけるプランテーション面積の 42%を

占めている。 

3) パプアでの

Sawit Watch の食糧安全

目でオイルパーム開発事業を進めていることがわかる。農業省による貧困マップを見ると、土地

利用をめぐる紛争多発地域と貧困度の高い地域は重複する。とくにパプアでは貧困地対策として

(実際の貧困度はジャカルタ首都圏の方が高いはずだが)、大規模なオイルパーム農園の開発事

業が計画されている。しかし、単一樹種のオイルパームが一度導入されると他の農作物は栽培でき

なくなるために、結局既存の農業が衰退してしまう。 

4) バイオ燃料ブームによる新たな需要  

日本の主要金融機関

のほとんどがイン

のオイルパーム企業

に投資している。総額は

2億 4,130万米ドルに及

ぶ。日本のある大手都

市銀行が投資している

ウィルマー・グループ

(Wilmar Group)傘下の

企業は西カリマンタン

の違法な火入れ、

HCVF(High Conservation 

慣習林の収奪などを行っていることが NGO から批判されている。  

EU は脱石油依存と温暖化ガス対策としてバイオ燃料の車両用燃料に占める割合を

パーム油世界取引の輸入量割合 Promised Land より 

 保全上の価値が高い森)や未開拓林の開発、

2.75%、さらに 2020年までに最低 10%とする目標を設定している（これらの目標数値は今後変わ

る可能性がある）。インドネシア政府はバイオ燃料のためにオイルパーム農園拡大を政策に掲げて

いる。 



 

3. える影響  

ーム農園拡大のために泥炭湿地

の

ォッチの調査結果によるとオ

イ

4 月から 7 月に

林

畑は通常行われ 農園開発

に

及

ータを総合した結果の数字として 2004 年は 164 件だったものが、2008 年 2

オイルパームが与

1) 環境 

オイルパ

開発が行われると、天然林の皆伐や（排

水路開設に伴う）有機物の解体、火入れな

どにより大量の二酸化炭素が大気に放出さ

れる。さらに、搾油・精製過程における廃液

からは温室効果が二酸化炭素の 42 倍とい

われるメタンが大量に発生する。また窒素系

の化学肥料や除草剤 (パラコート)の大量使

用は河川への流出による環境汚染ばかりか、

農園で働く労働者に対し深刻な健康被害を

与えている。 

アブラヤシ・ウ

ルパーム開発地域と泥炭湿地は重複する。

開発のためのコンセションは未開拓の泥炭

湿地帯に対して発行されることが多い証左

である。泥炭湿地を擁するカリマンタン 3 州

におけるオイルパーム面積は 70 万 ha にも

及ぶ。 

2007 年

カリマンタン島(上)とスマトラ島(下) 泥炭湿地におけるオ
イルパーム農園(グレー部分) 

かけて発生した森

火災件数は、マレーシアのサラワク州とサ

バ州を含めると 1234件にのぼった。よく森林

火災の原因として先住民による伝統的焼畑

の際の火入れが挙げられるが、この時期に焼

のための火入れと密接な関係が疑われる。 

2) 住民の生活権 

ない。よって、オイルパーム

1998 年、30 年間

んだスハルト体制

が崩壊した。99 年以

降、企業と地域住民、

先住民とのあいだで

土地の権利問題をめ

ぐる紛争が急激に増

え て い る 。 各 地 の

Sawit Watch 会員から

の情報、住民からの

報告、メディアなどのデ

インドネシアのアブラヤシ農園所有類型 Promised Land より 

58 
 



59 
 

テム」において小農(small holder)は収穫したオイルパームを、圧

倒

が支配するオイルパーム産業は、政府によるコンセション発行などの

法

が現在焦点を当てている問題として、オイルパーム開発拡大によって、森に依存して

い

や生産現場から販売までのサプライチェーンは非常に複雑で把握す

る

. 持続可能なオイルパームのためのラ

トナーである

によれば

h が政府に対して

月時点では 513 件に増えた。 

政府主導による「中核農園シス

的優位な立場の農園企業に対して言い値で売らざるを得ない。昨年、パーム原油（CPO）が暴

落したとき自殺した小農もいた。 

3) 既存農業との競合 

コングロマリットなどの大企業

的処遇、金融機関による財政的支援など、他のセクターと比べ、制度的なインセンティブが与え

られている。 

Sawit Watch

る先住民の権利問題がある。オイルパーム開発によって彼らの重要な収入源であるラタン(籐)が

奪われる。インドネシアのラタンの生産は世界の 90%、しかも年々価格が上がっているにもかかわら

ず、オイルパームと異なり政府のサポートはまったく受けていない。ラタンで食べていけないとすれば

それに代わる収入減を模索しなければならない。ラタンの生産者の多くは先住民である。また、地

域住民が生産主体のコーヒー、ゴム、コメについても同様だ。彼らはオイルパーム産業と比べ不利

な条件に立たされている。 

4) 消費者サイドの課題 

金融機関による投資の流れ

ことは難しい。消費者は実際購入する製品がどういう生産現場から来ているのかを知らされる必

要がある。パーム油を原料とする市場用商品は、洗剤や口紅をはじめ 65 種を数える。消費者は製

品の原料がどこから来ているか、その原料が持続可能なものかを知る必要がある。オイルパーム企

業は経済的収益を最優先にしているが、企業が破綻した場合の社会的影響は大きい。人権重視

を謳う Sawit Watch は、市民社会・政治・環境・経済・社会・文化といった多様な視点から総合的に

オイルパーム問題を追及している。 

 

4

ウンド・テーブル(RSPO) 

【問い】  創立以来のパー

WALHI が RSPO に対して非常に批判

的あるのに対し、Sawit Watch は RSPO

の会員となっている。RSPO に対しどう

いうスタンスを取っているか? 

【回答】 Sawit Watch の分析

RSPO の原則・基準はインドネシア政府

のそれに比べればましである。RSPO の

メンバーになっているオイルパーム企業

は全体の 40%にすぎないが、Sawit Watc

イルパーム政策を改善させるよい口実になる。多くの政治

以上、RSPO は改善へのインセンティブを与えてくれる。 F

ネシアの多くの NGO が批判的であり、RSPO も FSC のよう

加工／貿易  (Pal

 

消費

 伊藤忠

 三井物

 不二製

 Interco
 三菱商

財製造  (Co
 コープ

 ライオン

 サラヤ 
 花王  
RSPO 会員(日系企業) 
m raders) 

ental Specialty Fats (日清オイリオ)

) 

 Oil Processors and/or T
商事  
産  
油  
ntin
事（クアラルンプール支店） 

nsumer Goods Manufacturers
クリーン 

 

働きかけをする場合、RSPOは政府のオ

家がオイルパーム企業とつながっている

SC をはじめ認証制度についてはインド

に NGO ばかりか非会員企業からも批判
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FとはRSPOの基準 7.3 37  の採択にあたって連携をはかった。 

. インドネシアの CPO の価格 

格は下落傾向にあるのでは? 

うひとつは、昨年から今年半ばにか

. 所感・考察 

物油の中で、オイルパーム(アブラヤシ)からつくられるパーム油は大豆油を抜いて

世

。環

境

ルパーム問題という単一問題(single issue)

の

詳細なレポートを作

成

                                                       

の対象になっていることが懸念されるが、Sawit Watch は RSPO の席に留まることは重要であると思

っている。 

 なお、WW

※報告者註：  

 

5

【問い】 インドネシアの CPO の価

【回答】 下落の理由のひとつは、現在の世界的な金融危機。も

けてインドネシア政府とオイルパーム企業が抱いていた EUのバイオ燃料需要への期待感が薄れた

ことによる。これは EU の市民社会がオイルパームに対して批判的な態度をとるようになり、オイルパ

ームをバイオ燃料から除こうとしていることが背景にある。現在の CPO 平均価格は、USD700/ton で

ある。今年の 6 月時点では USD2,000/ton であった。 

 

6

現在、食用植

界最大、世界の食用油生産量の三分の一を超えるほどに増大した。インドネシアとマレーシアの

両国併せて、世界のパーム油生産量の 87％を占め、合計 3,400 万トン。とくに後発国のインドネシ

アでは政府による拡大政策に後押しされて 2007 年にはマレーシアを抜いてトップに躍り出た。新し

い需要として、本報告書にあるように昨今の EU を中心としたバイオ燃料ブームが挙げられる。 

オイルパームについては最近、NGOを中心にさまざまな環境・社会的問題が指摘されている

面に与える影響としては、コンセッションが熱帯自然林、特に莫大なカーボンを固定してきた泥炭

地にも発行されており、農園開発が地球温暖化の一大要因になっているという指摘がされている。

インドネシアの熱帯泥炭湿地林の森林開発に伴う炭素排出量は日本のそれを凌駕すると計測され、

インドネシアを世界第三位の炭素排出国に押し上げたといわれている。また、このような自然環境の

改変がもたらす地元社会への影響が次第に国際社会でも取り上げられるようになった。搾油工場を

併設する大農園に隷属される小規模農民は社会的周縁化を余儀なくされ、企業に土地を奪われ

た先住民の伝統的な生活や文化は失われつつある。 

Sawit Watch は比較的新しい NGO だが、こうしたオイ

、特にその社会的なインパクトに対して、真正面から取り組んでいる団体である。実際、日本が輸

入しているパーム油のほとんどはマレーシアからのものだが、金融機関の融資やバイオ燃料依存に

ついてはインドネシアのオイルパーム問題に無関心でいられない。豊富なデータに裏打ちされたノ

ーマン・ジハン氏のプレゼン、とりわけ氏のとても熱い語り口が印象的だった。 

Sawit Watch は、国内外の多くの NGO との連携による調査活動に基づいた

、発行している。とくに Losing Groundは、インドネシアにおけるオイルパーム農園の拡大による人

権侵害に関するレポートである。数多くの先住民族コミュニティが土地を追われているという問題に

加え、開発に先立つ適切な協議の不在、コミュニティと企業との紛争、飲料水汚染、健康被害、ま

た文化的権利への侵害などについて報告している。 

 
37  RSPO 原則 7基準 3：「2005 年 11 月以降の新たなプランテーション開発は、原生林または保護価値の高い土
地(HCVF)を 1 カ所以上含む地域で行ってはならない」. 



1)  Promised Land published in 2006 by Forest Peoples Programme, Perkumpulan Sawit 

ector/oil_palm/promised_land_eng.pdf

Watch, HuMA and the World Agroforestry Centre. 

http://www.forestpeoples.org/documents/prv_s  

2) Losing Ground published in 2008 by Friends of the Earth, Sawit Watch and LifeMosaic 

http://www.foe.co.uk/resource/reports/losingground-summary.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右から三人目がジハン氏、四人目がタリガン氏  
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クタイ国立公園  

北海道カリマンタン交流協会  小菅 千絵  
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3-10. Kutai National Park 
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火

が

日 時： 12 月 11～13 日 

amp Kakap、サンガタ川下流） 

対  

園視察日程 

p Kakap（キャンプ・カカップ） 

下り（テングザル・ウォッチ） 

場 所： クタイ国立公園（C

応 者： Sumidi harjosumantri 氏、他 クタイ国立公園職員

 

公

12 月 11 日 Cam

12 日 不法占拠住民の住居、サンガタ川
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. Camp Kakap 設置の背景 

霊長類研究所（当時）の鈴

. 公園内の視察 

の注意を聞いたあと、鈴木氏が作った小道を通って森の中を観察した。川には

ンが生息しているとみられる。 

. 園の設立経緯と管理体制 

帯林を保護するため森林保護区を作る計画が持ち上がった。36

Camp Kakap は京都大学

晃氏がオランウータンなどの生態を研究するために

994 年に設立したフィールドステーションである。この建

は当初研究用だったが、今は一般の訪問客も泊まれ

ようになっている。2000 年からは管理が国立公園管理

務所に移譲されており、鈴木氏との共同経営という形

とっているということだった。 

 
Camp Kakap 周辺で出会ったオランウータン

到着後、利用上

トカゲが、樹上にはツパイ（インドと東南アジアの一部の地域にのみ分布する、リスに似た動物）が

た。植物などの説明を受けながら歩いていると、なんと 2 頭のオランウータンに遭遇。2 頭はつが

で、雌は妊娠中だった。夜には国立公園のスタッフから公園の成り立ちや管理計画、現在抱えて

る課題などの話を聞いた。翌朝、希望者だけで森を歩く。オランウータンも飲むという、「絞め殺し

木」の幹に蓄えられた水も味わうことができた。 

クタイ国立公園には 600 頭ほどのオランウータ

 

公

ここは最初 1932 年に、低地熱

には野生生物保護区に指定されたが、当初の構想が 200万 haだったのに対して保護区の面積

30 万 ha 程度となった。しかしその後も動植物の密猟は後を絶たず、80～90 年代には大規模な

災も起こった。紆余曲折を経て、正式に国立公園として制定されたのは 95 年。肥料会社の敷地

除外された結果、公園の面積は 20万 ha、もとの構想の 1/10 となった。94年にボンタン(Bontang)



とサンガタ(Sangatta)を結ぶボンタン道路が開通し、沿線に大量の人が流入。2000 年に人の居住

区は町の飛地として認められたが、これはまだ国立公園内である。 

現在、クタイ国立公園の職員は 100 人。77 人が現場で働き、23 人はサマリンダの事務所にいる。

現場職員中 26 人は違法伐採などを取り締まる森林警察で、残りはモニタリング、調査、キャンペー

ンなどを行っている。 

この公園を管理するために「戦略的計画」が定められている。例えば、森林の保全と再生、生物

多様性モニタリング、地元 NGO（Bikal）と協同での住民のエンパワーメント、調査･キャンペーンなど

が挙げられている。しかしモニタリングが行われていないなど、活動は難航しているようだ。 

 

4. 違法伐採と不法入植  

1) 違法伐採  

クタイ国立公園の抱える問題のひとつに違

法伐採がある。現在、公園面積の 30％が原

生林。この森を守るためには監視が重要だが、

公園内で監視をすると徒党を組んだ村人に襲

われて危険だ（実際に病院送りになった例が

ある）。従来は公園の南のボンタンで、公園か

ら出てくる車などを監視していた。しかし最近

は公園内に製材所ができてしまい、加工され

た木材は産地の特定が難しいため、取締りが

困難になってしまった。 

もうひとつ大きな問題が、ボンタン道路沿線の人の居住区を国立公園外と定めるかどうかだ。

林業省は 3 つのシナリオを提示している。 

 

公園内、伐採跡の様子  

① 不法入植している住民をすべて追い出す。 

② 居住区を国立公園から除外する。 

③ 国立公園内だが「特別区域」として指定する。 

 

この提案はまだ地域住民に知らされていないが、住民はおそらく②を選ぶのではないか。しか

し、国立公園から居住区を除くには法律の改定が必要となる。しかも、同じような問題を抱えるほ

かの国立公園から「なぜクタイは良くてウチはだめなのか」という意見が噴出するのは必至だ。地

元の人、地方政府、国の林業省の連携が不可欠である。 

 

2) 不法入植者の話（要旨） 

ボンタン川沿いの土地を不法に占拠して、換金用作物を栽培している一家族にヒアリングを

行った。以下は、その要旨である。 

 

 S 氏（35 歳）、N 氏（27 歳）の夫婦 

 4 歳の息子、S 氏の弟 2 人（17 歳と 18 歳）の 5 人暮らし 

63 
 



 家族全員で 4ha の土地を使い、トウモロコシ、ナス、カボチャなどを栽培している 

 

私（S 氏）は東ジャワに住んでいたが、2002 年

にカボ川の下流に、そして 06 年に今の場所に移

り住んだ。東ジャワでは土地を持っておらず、他

人の農地を借りていた。この場所のことは友人か

ら聞いたが、その友人はすでにジャワに帰ってし

まった。最初は建設の仕事をして、1 日 3.5 万ル

ピアくらいの稼ぎ。それから農業を始めた。この家

は、サンガタで少しずつ板を買って自分で建て

た。 

 

ここに最初に来たときは森がたくさんあった。木を切って焼畑をした。オランウータンは今で

も時々近くに来るが、悪さはしない。昨日の夜もそこの木で寝ていた。猿や猪がとうもろこしを

食べにくる。猪が出たら、怖いから逃げる。 

 

労働組合のようなものはここにはない。今の収入源はとうもろこしで、サンガタまで自分で運

んで売る。1 本 1,000 ルピア。70 日に一度収穫して、そのときの収入が 100 万ルピアくらいに

なる。3 回収穫すると土地がやせてだめになってしまうが、…3 ヶ月放っておけば土地が回復

するから大丈夫。お金があればバイクが欲しい。サンガタまで作物を運ぶのに使えるから。値

段は 160 万ルピアくらいかな。 

 

息子は学校に行かせたいと思っている。カボの町に小学校がある。病院はブギス人の村に

ある。今、心配なことは…ここは国立公園の中だから、ある人に怒られてしまうのではないかと

思っている。 

 

トウモロコシの畑  

3. 所感・考察 

実際に公園内で生活している人に会って話を聞くと、やはり「決まりだから」という理由で立ち退き

を迫ることはできないなと身にしみて感じた。「不法」に入植している人々も、公園外の他の人々と同

じような生活水準を目指して、自分たちなりに工夫して暮らしている。公園内に居住してはいけない

というのなら、公園から追い出すのではなく公園外に引っぱるように、公園外に住むことにインセン

ティブを付けるほうがうまくいくのではと思った。S 氏は、本来この土地に住んではいけないこと、農

業をやってはいけないことを薄々感じているようであったが、ただ出て行くように言われても困るだろ

う。公園から出たあとの住居や仕事の心配をするのは当然のことだ。 

また、私は S 氏・N 氏の家に携帯電話があったことに驚いた。つまり、不法入植者は携帯電話な

んて持っていないと勝手に決めつけていたのだ。そんな自分を反省したし、この地域の入植者に対

する認識も新たにすることができた。実際に自分の目で現場を見て、話を聞くことはやはり大切だ。

それを実感した有意義な訪問であった。 
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集合写真 Camp Kakap の近くで 
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クタイ国立公園管理事務所  

北海道カリマンタン交流協会  小菅 千絵  
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1

日 時： 12 月 13 日 

園管理事務所（サマリンダ）、マングローブ植樹地

jahjana 氏 (Head of Kutai National Park Office)  

場 所： クタイ国立公

応対者：  

Tandya T

他、クタイ国立公園職員  
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. クタイ国立公園の掲げる目標  

物多様性と生態

. 管理体制について 

については国立公園が先

る。他には小学校や高校での環境教育（植林

構築が

ある。反対に違法行為に手を

. 課題と対応  

･サラク国立公園(GHSNP)との違い 

コツーリズムが発達しつつあった。クタイ国立

 

「地域社会の活性化を通じて生

を保全する」こと。 

伐採などの違法行為

して行う必要があるが、「違法」に居住している住

や石炭会社などとの対話がうまく進んでいない。

策として、国立公園内のコミュニティ支援（サトウ

シ、マングローブ植林、農業指導など）が行われ

が、これは資金不足のために 2006年で終了してい

ど）、森林復元に向けた火災予防などの活動がある。公園周辺の企業などが集まってできた

itra Kutai (Friends of Kutai)という団体や NGO、研究機関などとも協力関係にある。 

最優先事項としては違法伐採問題の解決と、公園内の資源を活かした公園管理体制の

げられる。しかし現時点で 20万 haの公園を 102人で担当しており、人手と資金の不足が最大の

題だ。この 2 年間はキャンペーン活動しか行われていないという。2008～2010 年にこの公園でエ

ツーリズムを確立する計画があったが、未だに着手されていない。 

違法伐採に対して功績を上げた職員は、昇給や昇格のチャンスが

した場合、インドネシアの政府が導入しているキャリア･トラックという昇格システムにおいてキャリ

が下がるという罰がある。キャリアが下がると給料や昇進に影響するなど、公園職員に対する制度

なインセンティブを設けている。 

公園管理事務所でのヒアリング 

) グヌンハリムン

派遣員が先に訪れた GHSNP では、住民主導のエ



公園との根本的な違いは、グヌン･ハリムンの住民はもともとそこに住んでいた人たちで、自分の土

地に愛着があり、環境を良くしたいという思いがあるという点だ。翻ってクタイ国立公園の不法入植

者は、公園内に各種の工場や道路ができた際に土地や職を求めて移り住んできた人たちで、その

出自も様々である。土地や資源は利用するためにあり、住めなくなればまたどこかへ移住するだろう。

環境を守ろうという訴えでは人々の心には響かず、住民は国立公園側に非協力的である。 

2) 政治の汚職と違法伐採  

加えて政治的な問題もある。94 年に完成したボンタン･サマリンダ道路はだれが管理するのかが

確定しておらず、公園側が自由に監視などを行うことができない。また、公園内に多く存在する石炭

採掘会社と国立公園、そして地方政府との間にも長く軋轢が存在し、解決の兆しは見えない。 

また、人々の大量入植には汚職も深く関わっている。東カリマンタン州で選挙があった際、立候

補者が票を集めるために、国立公園内の土地と身分証明書を移民に与えたのだそうだ。この年の

入植者数は油田や肥料会社が創業したときの比ではなかった。しかもそうやって土地を得た住民

は、自分は「正式に」居住権を得たと思っているだろう。公園内での居住や経済活動が違法である

という意識はないのではないか。 

3) 公園側の対応 

国立公園内の不法占拠問題に対処するため、中央政府や地方政府の役人、大学教授、研究

者などで組織された包括チーム（Integrated Team）が立ち上げられた。先に Camp Kakap でも説明

があった 3 つのオプション（住民の強制排除、居住区の公園からの除外、特別区に指定）のうちど

れが最も適切であるかの研究が行われ、3 つ目の「特別区」を推奨するという結果になった。住民や

企業は規制がより緩くなる「居住区の公園からの除外」を求めると思われるが、国立公園から除外さ

れると州政府の管轄地域となり、経済発展を求めて乱開発が進む恐れがある。これらの選択肢に

ついてはまだ住民や関係者に公開されておらず、結論が出るのはまだ先になりそうだ。 

 

4. 違法伐採の押収品 

国立公園管理事務所の外には違法伐採を発見され

て押収された大きな車が並んでいた。一見普通のワゴン

車に見えて実は木材を運んでいたり、トラックの荷台が上

げ底になっていて下に木材を隠していたりと手が込んで

いる。違法伐採材を積んだ車両は重いので、そのタイヤ

の沈み具合で判断することができる。しかし頼みの綱は

現場に潜りこんだ諜報員だ。諜報員が車の特徴などを

携帯で連絡し、他の職員が公園の外で待ち伏せする。

公園内での検挙はやはり危険で、以前 3 台で 10 人を連行

もある。 

中に武器

押収された木材と車両は証拠品として裁判所に提出される。木材

後、必要であれば車両や水牛は競売にかけられ、木材は売ることがで

された者は刑務所で 8 ヶ月から 1年を過ごすことになる。二回以上逮

派遣員から、罰則をもっと強化してはどうか、という声が上がった。 

また、2002年以来、国立公園管理事務所に「オランウータンを飼え

67 
 

を持った集団に襲われたこと

を運んでいた水牛も然り。その

きないので破壊される。逮捕

捕された例はまだないそうだ。

なくなったから引き取ってほし

上げ底になったトラック 



い」と連れてくるケースが 3 件あったという。最近の例では、オランウータンの飼育が違法とは知らず

に 5 万ルピアでオランウータンの子どもを買い、4 歳程でついに餌代に窮して放棄したということらし

い。餌代だけで月に 100～200 万ルピアかかっていたそうだ。しかし、そうやって連れてこられたオラ

ンウータンに対して公園管理事務所は野生復帰訓練を施すことができず、結局カハヤン河岸に放

すしかないとのことだった。 

 

5. マングローブ植樹地にて 

公園管理事務所から車で 5 分程のところにマングローブを

植樹した土地があった。以前は不法入植者の家が建ってい

たところだそうだ。2008年 6月 27日の「インドネシア植樹デー」

には警察も動員して植樹が行われた。警察を巻き込むことで、

地域社会の環境や違法伐採に対する意識を高めるのが狙い。

見たところ 1種類のみだったが、4種類植えたという話だ。マン

グローブ植樹を専門にしている派遣員から、数種類を混植す

ること、間隔を充分取ることなどのアドバイスがあった。公園職

員からはその派遣員に対して「ぜひここに留まって指導してくれ」という声が上がった。 

 

マングローブ植樹地  

6. 所感・考察 ― 公園内のトレッキング、管理事務所訪問を振り返って 

クタイ国立公園は管理体制に問題を抱える公園として、GHSNP と対比してみようということで訪

れた。確かに、新しい取り組みが展開している GHSNP に比べ、クタイ国立公園の方は話を聞けば

聞くほど出口が遠ざかっていくような途方もない思いがした。 

最も大きな違いは、クタイ国立公園の管理事務所が周りから孤立していることだと思う。地域住民

も地方政府も、伐採や資源開発をするには国立公園が邪魔なのだ。公園の所有者であるはずの

国との間にさえ、ボンタン道路の管理をめぐる問題がある。森林を守ろうという気があるのは公園職

員だけという印象さえ受ける。住民や地方政府との間に信頼関係を築き、なぜ森林の保全が必要

なのか納得してもらわなければ、いくら法律を作っても反発されるだけだろう。公園管理事務所にま

ず求められるのは、味方を作ることだと思う。地域住民や地方･中央政府と利害関係が一致するよう

な問題に協同で取り組む体制ができれば、きっと状況は変わる。これはクタイ国立公園に限った話

ではなく、環境保護を進める際には、いかにして外部の関係者と良い関係を築き、計画に協力して

くれる味方を増やすかが鍵となるのではないだろうか。 

また、GHSNP の場合と違い、クタイ国立公園に居住している「地域住民」はよそからの入植者だ。

公園外の人々どころか中に住む人にとっても、クタイの森は「私たちのもの」ではない。自然保護を

呼びかけるとき、当事者意識を育てることがいかに大事かを示す例だと思う。そしてもうひとつ、

GHSNPには JICAの支援があるという事実は大きいと思われる。資金面での安定もそうだが、何より

インドネシア政府の協力姿勢が違うのではないか。JICA でなくても、海外の助成団体や技術協力

者を見つけることも、問題解決への近道かもしれない。 

GHSNP とクタイ国立公園は、同じ「不法入植」という問題を抱えてはいるが、その背景や実情は

こんなに違う。単純に比較したり応用したりすることはできないのだと実感したのが、今回の収穫だ

ったと思う。場所が違えば保護する環境も違うし、人も違い、文化も違う。まずは現場の事情を理解
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することが大切だという、当たり前のことを再認識した。クタイ国立公園の問題はまだまだ解決までの

道のりが長そうだが、今後周りの理解が進み、国立公園管理の成功例となることを願っている。       

派遣員が所属している NGO は多岐に渡っており、それぞれの得意分野を活かした協力体制が

作れるのではないか、という提案をいただいた。例えばマングローブ植林の技術協力、野生生物の

生態調査、エコツアーの構築など。また、職員を日本に招いて日本の国立公園の管理状況を視察

するという案も出た。法体制などの事情･状況は全く違うが、日本の国立公園にはなぜ人が住みつ

いたりしないのか、なぜ国立公園のルールが（比較的）守られているのかを学ぶことができるのでは

ないか。 

 



 

東京大学農学国際専攻サマリンダフィールドステーション
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日 時： 月 日 

場 所： 京大学大学院 学研究科農学国際専攻サマリンダフィールドステーシ

ョン（ムラワルマン大学内）

応対者： 棚橋雄平氏・河合真之氏

東京大学大学院 農学生命科学研究科 農学国際専攻 国際森林環境学研究室

12 13 19:00-21:00 

東 農学生命科
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訪問内容

サマリンダのムラワルマン大学に設置されている東京

学大学院農学生命科学研究科農学国際専攻サマリ

ダフィールドステーションで、同専攻国際森林環境学

究室博士課程 年の棚橋雄平氏と河合真之氏からそ

ぞれ研究の概要を発表していただいた。両氏とも、東

リマンタン州の村落をフィールドにし、数年間、地域住

の視点を基本に森林問題を調査・研究されている。

.  

3

 

自己紹介のあとで夕食をいただき、それから両氏の研

内容についてプレゼンテーションを見せていただいた。

初に棚橋氏、次に河合氏のプレゼンを伺い、そのあとに活発な質疑応答を行った。最後は時間

足りなくなってしまったほどであった。 

棚橋氏（左）と河合氏  

. 棚橋氏の発表概要： 「インドネシア西クタイ県における森林事業」 

) インドネシアにおける「森林」区分とダヤク人による森林利用  

実態としての森林：農地・宅地以外で樹冠被覆率 10％以上→インドネシア国土の 49％ 

土地区分上の森林：政府が森林を維持するために設定した区域→インドネシア国土の 74％ 

すなわち、森がないのに「森林」と区分される地域、森なのに「非森林」とされる地域がある。一方、

リマンタン島の先住民族であるダヤク人は伝統的に、慣習法（アダット）に則った森林管理（木材、

木材、バイオマス、焼畑など）を行ってきた。 

)  コミュニティ林業とは？ 

地域住民（もしくは企業との協働）による地域のための森林管理を、地方政府が法的に承認 /許

する。西クタイ県では 2003 年に導入。地域承認のモデル作りのために 3 箇所でコミュニティ林業

画を準備中である。次の承認と許可が必要  

・地域承認：地域による慣習的な非営利の森林管理を明文化  

・事業許可：商業目的の利用と管理を許可 

以下の管理主体と利用目的をそれぞれ組み合わせて許可を申請（ただし生産林としては不可） 



4 つの森林管理モデル： 

 慣習林：慣習法共同体によって管理される森林  

 村落林：村落住民によって管理される森林  

 私有林：個人の所有権が設定されている森林  

 住民協力型森林管理：企業と住民の協力により管理される森林（まだ 1 件も認証なし） 

5 つの森林利用区分： 

 保全地域：生態系保全  

 保安林地域：水源涵養、土壌浸食防  

 生産林地域：販売用木材、非木材林産物（商業用） /  

 伝統的利用地域：自家消費用林産物 

 特別利用地域：聖地、墓地、儀礼用地など 

2005 年、下記 11 か所（合計 6.5 万 ha）に対し、県知事が事業許可を発行した。 

 慣習林モデル：3 

 村落林モデル：5 

 私有林モデル：3 

3) ムライ山地域におけるコミュニティ林業に向けた取組み 

ムライ山はスンブアン村とジョンタイ村の境界にあり、

両村の水源地として重要なところだ。両村の住民は焼

畑（稲作）を中心として生計を立てている。山の森林は

慣習林であり、神聖な地とされてきたため伐採はほと

んどなかった。2005 年から、慣習ではなく法的な後ろ

盾を得るため、90 年代末からこの地域を支援してきた

サマリンダの NGO “BIOMA”とスンブアン村村長が協

同でコミュニティ林業の準備を進めている（ムライ山は

保安林と設定された）。 

しかし、森林内に所有権を主張する村人が現れた。

主張の根拠として「先祖から受け継いだ果樹園がある」「人から譲り受けた木がある」「焼畑を行って

管理している」ということを挙げているが、本来慣習林であるこの森林で私的所有権があるのか、不

明確である。説得を続けているものの、未だに解決していない。このことから、アダットの弱体化が示

唆されている。地元 NGO の役割として、専門的知識の提供や、地域と地方政府との関係調整など

が求められる。 

 

3. 河合氏の発表概要： 「オイルパーム農園開発に代わる地域発展戦略はあるか？―東カリマン

タン州マハカム川中上流域における ゴム農園による『緩やかな産業化』―」 

真剣に両氏の発表を聞く派遣員  

1) インドネシアにおけるオイルパーム産業の背景  

インドネシアはマレーシアと並ぶ世界一のパーム油生産･輸出国である。バイオ燃料の需要増に

合わせ、インドネシア政府は積極的にオイルパーム農園開発を推進する方針である。2007 年に農

業省による農園活性化プログラム（Program Revitalisasi Perkebunan）が始まり、2010 年までに新た

に 150万 haのオイルパーム農園を建設することが計画されている。東カリマンタン州においても、現
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在約 225,000haの農園を 3倍にまで拡大される予定だ。しかし、オイルパームは熱帯林破壊や紛争

などの環境･社会問題を引き起こすと報告されている。 

2) 「中核‐衛星」農園制度（Perkebunan Inti Rakyat: PIR）の仕組み 

Inti: 企業直営の農園と搾油工場。総面積の 80％。 

Plasma: 個人でアブラヤシを栽培する PIR 参加農家の農園。総面積の 20％。 

・企業は参加農家に農園造成費を貸付。総造園費の 5％を手数料として計上。 

・参加農家は収穫した実を工場に売り、売上から借入金･手数料を返済。 

・価格競争がないため、実の買い取り価格は企業が自由に設定できる。 

・採算面から、直営･個人農園を合わせて 3,000ha 以上の面積が必要。 

 →直営農園で雇われる農民や個人農家は企業に対して力がなく、搾取される構造  

 →企業を介さないゴムやカカオの栽培･生産を提案  

3) 事例 1：西クタイ県ジュンパン湖周辺  

村の経済を活性化する目的で PIRが導入された。しか

しオイルパーム農園での雇用があるのは農園造成期の

みで、収穫期に入ると雇用は激減。しかも農園での作業

は重労働で低賃金であったため、住民の多くはゴム園で

の労働などに転換した。オイルパーム農園にとどまった

のは他に選択肢のない移民が多い。結局、PIR 導入の

前後で住民の経済状況に変化は見られなかった。この

地域のオイルパーム開発は「不完全な産業化」となる可

能性が高い。 

「不完全な産業化」の意味するところは、オイルパーム農園での雇用を望む

れても生活の急激な変化に耐えられないことが予想される。ゴムやカカオの農

能性が高い。また、広大なオイルパーム農園の造成により住民の生活がもとの

まうことも考えられる、ということである。 

4) 事例 2：東クタイ県アタン川上流域  

企業が村の村長たちにオイルパーム農園の受け入れを求め、村長は情報

意した。その後、地元 NGOが開いたワークショップなどでオイルパーム農園の

ゴム園や焼畑を行うと決定した。政府にサインの取り消しなどを求めた。しかし

ンフラ整備を約束して村長や村人を買収している。2008 年 1 月の時点で反対

ずかに 1 村だけであった。 

「緩やかな産業化」のためにはまず、まずオイルパーム農園を拒否し、広い

ることが重要である。代わりに集約的なゴム農園を作れば、ずっと少ない面積

林産物の採取や狩猟も行いながら生活することが可能である。伝統的なゴム

的収入源とすることで、リスクの分散を図ることもできる。オイルパーム農園を作

ような多様性は望めない。 

4. 所感・考察 

両氏とも、ご自分の調査対象となる村の生活やその変化を詳しく調べていて

子が伺われた。このような地域社会の調査には住民や地方政府、企業、NGO
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欠かせない。インドネシア人と日本人の気質の違いなどもあるので、時には作業に時間がかかった

り、データの入手が困難であったりすることもあるだろう。それでも研究としてまとめ、提言をしている

のはさすがだと思った。 

信頼関係を築く一方で、関係者や関係団体の報告を鵜呑みにせず、自分で検証するという姿

勢も大事だと感じた。環境保護団体の報告は政府の信頼を得るのが難しく、そのため住民からもな

かなか信頼されないのだと河合氏が仰っていた。実際、環境保護の促進や企業の糾弾などの目的

を持って活動している団体は、事実を誇張して報告する可能性が否定できない。他者が発表した

データを引用する際には、それがあくまでも中立的な立場で調査･研究しているものであることを確

認する必要がある。私はこれから自分の研究として論文を書くことになるので、信頼のおける論文に

するためにその点を肝に銘じようと思った。 

他の NGOなどでは目的を持って「活動」する人々の様子を見てきたが、ここでお話を聞いた両氏

がされているのは「研究」である。研究のためには活動と違った客観的な、一歩下がった視点が求

められる。そのような別の目線で地域社会を見ることを学んだのは有意義であったと思う。コミュニテ

ィ林業はクタイだけではなくインドネシア各地、そしておそらく世界の各地でも始まっている試みだし、

慣習の弱体化やオイルパーム農園開発はインドネシアの多くの村が直面している課題だ。どちらの

研究も、世界のよりよい森林管理につなげるため、他の地域でも参考になるように提言などをまとめ

てほしいと思った。 



74 
 

マングローブ情報センター

環境  イカオ・アコ 倉田 麻里

訪問内容

ず、センター内多目的室で羽鳥氏のマングロー

ブに関する説明を 分ほど受け、質疑応答を行っ

た。その後、施設内 見学し、マングローブトレイル

の視察を行った。時間がなかったために、途中まで

しか見ることができなかったが、大きく育った植林地

や天然更新で育っているところなどがあり、準マング

ローブ種も含め様々な樹種が見られた。中では、釣

りをしている若者がいたり、泥遊びをしている子ども

たちがいたりと地元の人にも愛されているようだっ

た。

訪問先の概要

の沿革

この頃世界的にもマングローブ林の衰退が問題となっていたため、世界でも最もマングロ

ーブ林 面積が広いといわれているインドネシアで、 としては初のマングローブに関する事業

が始まった。 年～ 年「持続可能なマングロー ロジェクト」（ 年＋ 年）、

年～ 「マングローブ情報センタープロジェクト」、 年～ 年「地方 ング ーブ

プ ス支援プロジェクト」と現在は つ目のプロジ を実施中である。 つ目のプロジ

ェクトでは、放棄されたエビの養殖池の再造林手法の確立を目標に掲げ、様々な樹種の育苗方法

や植樹方法の研究がなされ、特に、水の流れを管理するのが難しい養殖池特有の課題について

検討が重ねられた。二つ目のプロジェクトでは、その技術の各地への移転が行われた。まず、研修

が行えるように現在の の建物を建設し、主に全国の公務員を対象に再造林技術に関する研

修や、教員を対象にし 関する研修を行い、この技術移転によって、全国でマングロー

ブ再生事業が行われ、面積は にも達したそうだ。

現在の事業内容

の事業は、各 で植林は行われたが、植林後に育ったマングローブ林をどうやって地域活

性化につなげていくかという点に焦点が移っている。これまでにこのセンターに来た研修員が植樹

を行った地域などを対象に ヶ所程度調査を行い、そのうち つの地域をデモサイトとして採択し

3-13. Mangrove Information Center (MIC) 
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Mangrove Information Center (MIC)  
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た。それぞれのサイトで、エコツーリズムやシルボフィッシャリー（マングローブ林内での魚の養殖）な

どのプロジェクトを行うことになっている。 

3) エコツーリズムについて 

施設に隣接するマングローブ林内には、全長約 2km のマングローブトレイルが設けられている。

木道になっていて、歩きやすく、ところどころにマングローブやその林に住む生き物の説明などが書

かれた看板が立っている。MIC では、このトレイルを利用したエコツーリズムの実績があり、JTB など、

日本の大手の旅行会社とも提携してツアーの受け入れも行っている。エコツーリズムは当初、施設

のメンテナンス費用に当てるための自主事業として始まったが、現在は人的資源の問題から受け入

れ能力に限界を感じ、新たな旅行会社との提携は断っている状況にある。現在日本語ガイドが 2名、

英語ガイドが 4 名いる。 
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トレイル入口に設けられた看板  
MIC 内に生育する植物（花き） 
 

課題 

治的なことが課題として挙げられていた。MIC

たが、その流れに逆行して国の施設を作るとい

が州有地であることを理由に、観光客から入場

害となっている。 

た、直接課題とは聞かなかったが、上流から流

ている。上流の住民とは何度も話し合いを行っ

低いそうだ。 
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林内に設けられた木道  
のプロジェクトができた当初、地方分権化が進ん

うことにかなり抵抗があったそうだ。現在は、州

料を徴収するようになり、エコツーリズムの営業

されてくるゴミがマングローブ林内の景観を悪化

ているようだが、住民のゴミ処理に対する意識は

 



      

 

 シオマネキの穴がゴミに埋もれそうだ 成林したマングローブ植林地

4. 所感・考察 

派遣員からは、「マングローブは成長が早いので、持続的に利用していく方法が確立できないの

か」「マングローブ炭の輸出は禁止されているが、スマトラでは今でも輸出されている。スマトラのマン

グローブ林はひどい状況だから、JICAに来てもらいたい」「トレイルのメンテナンス費用が高すぎるの

で、JICA が去った後どうなるかが心配だ」「今のところこの施設を訪れる人は限られている。もっと興

味がある人が訪ねて来られるようにしたほうがよいと思う」といった感想があった。 

JICAの行っている事業の中には、マングローブを木材として利用する（木を伐って利用する）とい

うものがなく、成林したマングローブ林の利用という意味では、王道が欠けているように感じられる。

私が活動を行っているフィリピンも同じで、マングローブの伐採は例外なくすべて禁止されている。

つまりマングローブを伐る事＝違法伐採なのである。間伐すら許されないのは、たとえ実験であろう

とマングローブを伐ろうものなら、周りの住民や外から入ってきた人たちが一斉に皆伐を始めてしま

う恐れがあるかららしい。実際にスマトラで持続可能な収穫をすると約束して企業が入っていたとこ

ろに、周辺の住民が勝手に入って乱伐を行ったという例があったと聞いて、私も間伐実験の実施は

慎重にならざるを得ないなと思った。しかし、植林をするからには密度管理は必要であり、また、その

木材の持続的利用がなければ植林という行為が継続しないのではないかと思うので、何とか森林

管理の技術を定着させる方法はないのかなと思っている。 

今回の訪問では、成林したマングローブ植林地と天然のマングローブ林を見ることができ、また、

マングローブの再生に長年ご尽力されている羽鳥さんに直接ご教示いただけ、大変勉強になった。 
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MIC の前にて 




