
第 4 章 各自のテーマについての報告 
 

4-1. Community Involvement in Forest Management  

‒Comparison between GHSNP and our project in Balaring village, Philippines－ 

森林管理への地域住民の参加―グヌンハリムン・サラク国立公園とフィリピンのバラリン村の比較― 

 

環境 NGO イカオ･アコ 倉田 麻里  

 

1. はじめに 

環境 NGO イカオ･アコは、地域住民団体に対してマングローブの植林を支援している。フィリピン

では 1970 年代以降、エビや魚の養殖池造成や住宅地の開拓、商業伐採などの理由によってマン

グローブ林が急激に減少し、沿岸部の村々で自然災害が多発するようになった。そこで、西ネグロ

ス州では 1990 年代ごろから州を挙げてマングローブ林の回復を目指した植林事業が行われた。そ

の時に実際に植林を行ったのは、地域住民の有志が集まった地域住民団体であった。イカオ･アコ

は、この頃にできた地域住民団体のいくつかを支援している。そのうちの一つであるバラリン村の

BAMPA という組織は、イカオ･アコが設立当初から支援している団体である。BAMPAは 1990年か

ら活動を始めている。設立した当初は、環境省の人が来てマングローブの大切さを教え、植林事業

を支援してくれたそうだが、国の事業が終わると BAMPA の活動は下火になってしまったそうだ。し

かし、BAMPA のメンバーにはマングローブは自分たちの生活を守ってくれる重要なものだという意

識は定着していた。1997 年ごろイカオ･アコが BAMPA と出会い、日本からメンバーが年に 2～4 回

マングローブの植林に来るようになった。2002 年からは日本人のコーディネーターが駐在するように

なり、BAMPA との関わりがより深まった。 

私は、2008 年 4 月からフィリピン・西ネグロス州に駐在員として赴任し、BAMPA と関わってきた。

BAMPA と始めて向かい合ったのは赴任して 1 ヵ月後の 5 月初旬の植樹のとき。その後は、向こう

からミーティングに誘ってくれると思っていたので、連絡を待っていた。しかし、ミーティングは待って

いても開かれなかった。前任者が BAMPA の定例ミーティングに参加しないので困っているという話

を聞いていたのに、実際には定例ミーティングというのが開かれていないことに戸惑った。それから、

橋とフェンスの修理を行ったり、カニの稚魚を放流したりといったプロジェクトを仕掛けたが、メンバー

全員が集まることはあまりなく、週に 1、2回の訪問の時には、代表や元代表、それに働いているメン

バーに会うくらいであった。この間に、別のプロジェクトの住民団体を周る機会があり、それらの団体

と比較しても、なんとなく BAMPA はメンバーのプロジェクトへの積極的な関わりがないなと感じてい

た。イカオ･アコは BAMPAに対して一番想いを持っていて、BAMPAの、バラリン村の人たちの生活

を守るマングローブを育てるために、10年以上も試行錯誤しながら植林を続け、色々な生計向上プ

ロジェクトも支援してきているのに、BAMPA のメンバーはまるでお金のためだけに働いているかのよ

うに感じていた。そんなときに今回の研修の話をいただき、何の迷いもなく応募した。この研修で、こ

の時のもやもやの解決の糸口が見えるのではないかと期待した。 

今回の研修では、様々なところでコミュニティーエンパワーメントや、地域住民の森林管理への参

加を推進しているという話が聞かれた。NGOや国立公園が主体となって、地元住民を教育し、生計

向上支援を行ったり、環境教育を行ったりしているということだ。しかし、実際に現場に入って住民
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の話が聞けたのはグヌンハリムン・サラク国立公園（GHSNP）内の 2 つの村だけだったので、その 2

ヶ所の事例を取り上げ、バラリン村との比較と今後バラリン村で実践していこうと考えていることを述

べる。なお、GHSNP の概要や両村の訪問内容は、本報告書 2 章の各訪問先団体概要に同行の

原田、佐藤両氏によって詳しく記されているので、そちらも参考にしていただきたい。 

 

2. MKK モデル村、スカガリ村の事例  

この村は、国立公園になる前は造林公社の管理下にあった。造林公社時代には、住民は植林

を行い、その木が大きくなるまでは樹冠下で作物を栽培するというツンパンサリ（一種のアグロフォレ

ストリー）を行っていた。住居の近くにはわりと大きなツンパンサリの農地があり、そこでは近代的な農

業を行っている。住民は農業に水を利用しているため、水の供給源として森の大切さを知っている。

住民は、国立公園になって自分たちの生活がどう変わるかが不安だったが、自分たちの生活に必

要な木はとってもよいことになっているので安心したという。国立公園側がMKK（公園と住民の共同

での森林の監視、植林、生計向上プロジェクト支援の３つを行うプログラム）を提案したときには住

民の中に不安の意見もあったが、大多数が興味を示した。取り組みをはじめると、よい成果を上げ

ているために現在は村人全員が協力している。私は、生計向上プロジェクトでお金がもらえるから協

力をしたのかと思ったが、そうではなく、他の 2 つも同じように興味を示したという。なぜなら、住民が

大切に思っている周辺の森が外部の人たちによって伐採されたという経験があるからだ。 

フィールドオフィサー（FO）のチチェップ氏の話によると、この村では、昔から相互扶助の習慣があ

ったが、2003 年からグループ活動をするようになり、それがより強くなったそうだ。また、村のリーダー

が透明性を重視しており、村人たちから信頼されているらしい。 

造林公社時代に現在の公園の敷地内に当たるところにツンパンサリ用に開墾した土地がある。

そこに今、野菜を植え始めており、その畑のところどころに水源涵養機能が高いといわれているプス

パという木を植えている。この木は大木になり森を作るが、これは大きくなっても伐らないという約束

になっている。大きくなって野菜が作れなくなったら、下にコーヒーを育てる計画があるそうだ。村人

たちは向上心が高く、頻繁にミーティングを開き、常にどうすればよくなるかを話し合っているそうだ。

村の各家には、村で取り組むべき優先事項が書かれた紙が張られており、その求心力の強さが感

じられた。 

公園との信頼関係もうまくいっており、この村はモデル村として他の村への技術移転も頼まれて

いる。いわば、公園内の優等生集落という扱いを受けているように感じられた。 

 

3. NGO が支援している村、チタラハブ村の事例  

チタラハブ村は、公園内にある 16 世帯の村である。16 世帯のうち半分が公園内に、残りが公園

外に当たるティープランテーションに住んでいる。1995 年から YEH という NGO が KSM という現地

の住民グループに対して、「森林を利用しない生計向上支援」としてエコツーリズム事業の運営支

援を行っている。公園内の活動なので、当初から公園側とは覚書（MoU）を交わしている。YEH の

コンセプトは、「森林の保全に地域住民を巻き込もう」と、「森林を利用しない活動によって地域住民

に新たな収入源を確保しよう」というものである。1996 年から 99 年までは、海外のファンドソースから

資金を得てエコツーリズム事業の立ち上げを行い、99 年から 2000 年までは JICA の支援を受けて

いた。2001 年以降は事業に対しての資金援助は行っておらず、それ以前に作り上げたエコツーリ
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ズムの仕組みを運営し、お客さんからの収入をメンテナンスなどに当てている。近年 YEH のこの村

担当のテグ氏は、現在の JICAプロジェクトの FO としても働いていた。KSMの構成は、理事会の下

に運営委員会があり、その下に実際に事業を行う、クラフト・宿泊施設の整備・ガイド･安全管理・環

境と文化の 6 つのグループが並列してついているという形である。観光客から得られた収入は、給

料・施設整備・村の改善・安全確保・森林保全に分配されることになっている。実際に観光産業に

関わっているのはチタラハブ村の人だけであるが、周りの 6 つの村もこの仕組みに含まれている。そ

れは、他の村の人にも同じような意識を持ってもらおうという意図からである。 

テグ氏によると、他の 2 つの村でもエコツーリズムを導入しようとしたが、様々な問題からうまくいか

ず、この村だけが今も事業を続けているという。その理由としてこの村は、よい森が残されていること、

近くにきれいな川や滝があること、景色がきれいなこと、手頃なトレッキングコースがあること、村人た

ちにホスピタリティーがあること、ゲストハウスやホームステイができる施設があること、よいサービスが

用意されていること、よいインタープリターがいることなどを挙げていた。逆に、現在の問題点として

挙げていたのは、施設が不足していること、アクセスが悪いこと、村人が英語を話せないこと、広報

がうまくできていないことであった。近年は、この村の近くにあった公園の施設であるチカニキ・リサー

チステーションが改装され、宿泊施設には一般観光客も泊まれるようになり、この村のエコツーリズ

ムと競争関係にある。特に、新しい公園長になってからは MoU が更新されていないなど、公園との

関係があまり思わしくないようである。 

 

4. バラリン村との比較  

NGO が一部の住民団体を対象に、活動を支援しているという点では、チタラハブ村の活動に近

いと考えられる。ただし、活動から得られる利益が直接村全体に及んでいるという点は異なる。バラリ

ン村の場合、村の中の一部の有志によって作られた団体によって運営されており、直接利益が及

ぶのはその団体にのみであるため、その団体以外の住民の理解がまだ得られていないという問題

がある。実際に森林ができればその恩恵を受けるのは地域住民全員のはずなのだが、そこまで理

解が得られておらず、バラリン村の住民の中には BAMPA のメンバーばかりいい思いをしていると思

っている人もいるようである。 

もう一つ、チタラハブ村とバラリン村の類似点としては、常にお客さんがあるわけではないというこ

とである。チタラハブ村ではガイドさんも公園の設備管理をしている人も常勤ではなく、普段は別の

仕事をしていてお客さんがあるときだけ働くという感じである。BAMPA の場合も、はじめはイカオ･ア

コが来るときだけ働いていた（主に苗木集めと植林の手伝い）。それが、駐在員制度ができてから急

にグループとして普段から何か活動をすることを求めだした。その面では、イカオ･アコがいるから働

いているようなものという状況も、団体の成り立ちからすれば当然のことのようにも思える。チタラハブ

の事例から、住民が自主的に動くようにするには、自分たちだけでも稼げる状態に持っていくことが

必要だと考えられる。 

プロジェクトの内容としては、スカガリ村の方に似ている。イカオ･アコも同じように、住民とともに植

林や森林の見回りを行うと同時に、生計向上プロジェクトの支援も行っている。また、BAMPA メンバ

ーはマングローブ林の大切さを理解し、これまでプロジェクトの恩恵を受けてきた。しかし、BAMPA

のメンバーの積極的な参加が見られないのはなぜであろうか。原因の１つは、メンバーに定職がな

いことではないだろうか。スカガリ村では、農業から生活に必要な収入は十分得られ、ほとんど自給
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自足の生活をしているようであった。しかし、バラリン村は農業ができる土地がなく、”happen to be 

fishermen”（漁業がしたいわけではないけど食べ物がなければ海に採りに行くしかない）というような

生活をしている。また、都市が近いため支出が大きく、常に現金が不足している感がある。そのため

特に若い男性のメンバーは常に現金の得られる仕事を探しており、活動に安定して参加できない。

2つ目は、適格なリーダーがいないことが挙げられる。2004年に新しくなった代表は、まだ若く、小さ

いこどもを抱える父親であり、マングローブより自分の家族を守るために働かなくてはならない状態

にある。その中で、活動を引っ張っていこうという気持ちがあっても、なかなかそちらに時間を割くこ

とができない。ここでは、一人の求心的なリーダーというより、一人ひとりができることを活かせるような

チーム作りをしていった方が良いのではないかなと感じた。さらに、私の方にも問題があったと思う。

それは、BAMPA とのコミュニケーション不足である。公園の FOは、スカガリ村で月に 20日を過ごし

ているそうだ。私は、高々週に 1,2回、行ってもメンバーの前は素通りしてマングローブ林の方ばかり

を見ていた。また、言葉も少ししか分からず、ほとんどこちらのスタッフを通してしか会話をしていなか

った。そんな中で、こちらの想いばっかりが熱くなっていって、相手の求めているものを汲み取ろうと

していなかったように思う。それが、すれ違いの原因になっていると考えられた。 

 

5. 今後の活動に活かせること 

今回の訪問先とバラリン村を比較することによって見えてきた課題がいくつかある。周辺住民の

理解不足、メンバーの資金的な余裕の不足、BAMPA が主体的になって稼げる手段の確保、リー

ダーとそれを支えるメンバーの育成、BAMPA とのコミュニケーション不足などである。これらを解決

するために、まず今一番頑張っていることは、メンバーとのコミュニケーションを深めることである。研

修中に感心したことは、コーディネーターの笹岡氏を始め、現地で研究を行っている東大の学生達、

JICA のスタッフの方々など、みなインドネシア語が堪能であった。私も現地語はだいぶ分かるように

なってきたと思っていたが、スタッフには英語が通じるため、日常生活に必要なことを覚えてからは

あまり伸びていなかった。しかし、現地の人とのコミュニケーションには現地の言葉の収得がとても重

要だということに気付き、もっと流暢にしゃべれるようになりたいと思った。そこで、フィリピンに帰って

から言葉の習得に努めており、自分でもこの 1 ヶ月でだいぶ上達したと感じている。やる気をもらっ

たおかげで一つ目の壁を乗り越えられ、毎日人と会話することで語学力がまた伸び始めた。現在は

ミーティングではなるべく現地の言葉を話すようにして、相手の言っている事がわからないときだけ現

地のスタッフに教えてもらうようにしている。こうして、現地の人とのコミュニケーションを頻繁にとるよう

になって、ようやくメンバーの希望が聞けるようになった。言って下さいというだけではなかなか出てこ

ないということが分かり、こちらから聞き出すにはどうしたらいいかを考えるようになった成果でもある。

他の地域での活動もあるので、月に 20 日も行くことは無理である。しかし、月に 4 回しか行けなくて

も 5倍の時間をかければ何とかなるのではないか。私が来るまでに 10年以上も活動してきた人たち

の性質を、すぐに変えようとしても難しい。けれど、これからじっくり腰をすえて BAMPA のみんなと向

き合えば、BAMPA にとってもイカオ･アコにとっても納得のいく仕組みを作り上げることができると思

う。さらには、周辺住民との情報共有（環境教育）や、グループ内の結束を強めるような活動の実施

も行っていきたいと思っている。 

 

6. おわりに 



81 
 

インドネシア研修からフィリピンに戻った当初は、考えていることと現実とのギャップの大きさに戸

惑っていた。研修で学んだことはどうやったらフィリピンの現場で活かせるのだろうかと悩んでいた。

第 4 章の感想を書いた１月 15 日の時点では、まだどう活かしていいか分からない状態であった。1

月 27 日の今日、このレポートをまとめることで、自分の考えが整理できたように思う。この間に、同世

代の女の子が 5 日間も休暇をとって 5 泊 6 日の日程でフィリピンを訪れた。彼女は、私が駐在員に

なる前からイカオ･アコの活動に参加しており、ここに来るのは今回で七回目であった。私が駐在員

になって三ヶ月目の 7 月にも来たばかりである。今回は、私の家に泊まってずっと一緒だったので、

イカオ･アコの昔の話や裏話を聞くことができた。この六日間を彼女と過ごしたおかげで、このレポー

トをポジティブにまとめられたと思う。私は、本当に現場に近い所にいるので、毎日少しずつ成長し

ていることを感じることができる。まだまだ知らないことがたくさんあるので、もっとじっくりと物事を見て

知っていくことで、まだまだ成長すると思う。今回のインドネシア研修は、そんなことに気づかされる

良い機会であったと思う。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェチェップ氏を筆頭にミーティング（スカガリ村）  広大なツンパンサリの敷地（スカガリ村） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村人のことを真剣に想うテグ氏（チタラハブ村）   山のてっぺんまで食い尽くした茶畑（チタラハブ村） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

砂糖ヤシの村へ。主産業は米（チタラハブ村）    家族の健康を想い、砂糖を持って満面の笑顔  

のアサフさん（奥の男性）。（チタラハブ村） 
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4-2. NGO Information Dissemination to Local Communities 

NGO から地域への情報発信  

 

北海道カリマンタン交流協会  小菅 千絵  

 

1. 背景 

地球温暖化、森林の減少、有害物質による環境汚染…。人間が環境に与える影響、そしてそこ

から人間に跳ね返ってくる問題には様々なものがある。日本ではそれほど深刻な問題は聞かれなく

なったが、多くの開発途上国と呼ばれる国々では今が環境問題の花盛りといえる。まだまだ人々の

意識が低く、規制も緩いため、日本や欧米諸国が経験した環境問題を繰り返しかねないのが現状

である。インドネシアも例外ではなく、とりわけ環境問題の影響を最も受けやすいといわれる貧しい

人々や地方の住民、例えば先祖代々森林の中で暮らしてきたような人々は今、環境と生活の激変

の渦中に置かれている。 

そのような人々や破壊されつつある環境を守ろうと活動している団体がたくさん存在する。たいて

いは比較的余裕のある身分の人々か、より資金のある他の国から手を差し伸べているものだ。環境

の変化に対応した新しい生活を始めるだけの基盤を持たない人々に、とにかく生計手段を与え、環

境問題の影響を最小限にとどめるというのが緊急の命題である。 

しかし、本当に自分たちの生活を確立し、変わりゆく環境の中で生きていくためには、自分たちの

周りで何が起こっているのか、その原因は何なのかを把握する必要がある。例えば森林の劣化であ

れば、地域住民に木材伐採以外の生計手段を教えるだけでは足りない。森林がどのような役割を

果たしており、劣化するとどうして困るのか、なぜ劣化しているのか、劣化を止めて修復を目指すに

はどうしたらいいのかといった情報を共有し、地域住民が自分たちの森林のために率先して動くの

が理想だろう。 

そして、こういった情報を伝達するのに一番身近にいるのは、やはり NGO なのではないかと考え

る。政府とは違って地域に密着した活動もできるのもその強みである。地域との信頼関係を築くこと

ができれば、長期的にかつ臨機応変に対応することができる。それでは実際、インドネシアではこの

ような NGO から地域住民への、環境や環境問題の現状に関する情報発信がどの程度行われてい

るのか。私はそこに着目して、今回訪問した団体を眺めてみたい。 

 

2. 研修で見聞きしたこと 

研修で訪れた団体は、大きく分けて 3 種類あった。まず NGO としては Yayasan Alam Lestari、

WWF、WALHI、BOS、Telapak、Sawit Watch の六つ。それからグヌン･ハリムン･サラク国立公園

(GHSNP)とクタイ国立公園の二つの国立公園。そして研究･情報施設として LIPI、ボゴール植物園、

東京大学のサマリンダフィールドステーション（FS）の四つである。それぞれの団体区分について、

地域住民との関係を考えることにする。 

 

1) NGO について 

まず NGO では、いくつか環境教育を行っているところがある。具体的には WWF と BOS であり、

どちらも野生動物を専門に扱っている。主に小学校などに呼ばれて、環境保護の大切さを伝える
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授業をするようだ。動物であれば子どもにも訴える力が強く、授業にしやすいのだろう。また、BOSの

経営するサンボジャ・ロッジという自然体験施設では、一般の客が植樹や動物の世話などを手伝う

ことができる。しかしロッジの宿泊費が高く、インドネシア人はほとんど泊まれないと思われる。もっと

自国の人にも門戸を開いてほしいものだ。 

また、NGO の多くは何らかの形でコミュニティ支援のプロジェクトを行っている。インドネシアの場

合は違法伐採の問題が各地ではびこっているため、住民主体の林業の確立など、違法伐採以外

の生計手段を導入するケースが多い。最初に村全体としてプロジェクトに賛同してもらわなければな

らないのだが、違法伐採は儲かるから止まらないのであり、環境保全の意識を受け入れてもらうには

相当の苦労があるはずだ。例えば Telapak でもこのようなコミュニティ林業の計画があるが、住民の

意識改革が難題のひとつだという話だった。また、代替産業として成り立たせるためには相応の利

潤を生むことが必要だ。そのため、環境への付加軽減よりシステム成立を優先しなければならない

こともある。Telapak の場合、最優先はあくまで地域住民の利益であり、多少の森林減少はやむをえ

ないと考えているようだ。逆に伐採を伴わない蜂蜜やお茶の生産、またはエコツーリズムを始める場

合、利益を出せるかどうかが最大の課題になると思われる。資金はどこでも頭を悩ませているところ

で、クタイ国立公園でさえ資金難のために住民支援が行えない状態だという。 

生計の維持が可能になったら、今度は本当に環境について考えられるようになってほしい。何よ

り自分たちの周りの自然の働きを知り、その重要さに気付いてほしい。非伐採産業やエコツーリズム

が確立しつつある GHSNP の例を考えると、住民の自主的な活動へとつなげるための鍵は「自分た

ちの環境を自分たちが守る」という意識だと思われる。その次には、そのような環境観を周囲へ次世

代へと広げていくための教育システムが求められる。Yayasan Alam Lestari や BOS では、それぞれ

ウミガメの産卵モニタリングやロッジのスタッフとして地元の人を雇用しているが、このような人に「プロ

意識」が芽生えたら重要な人材となるだろう。さらに、いずれは地域から地球へのつながりに気付き、

地球環境問題の解決に協力して取り組めるようになればいいと思う。 

 

2) 国立公園について 

環境を学ぶ場としては、自然がより多く残っている国立公園は絶好の場所だ。しかし障害とな

るのがアクセスの悪さである。大都市から遠い、または道が悪いところでは、国立公園を訪れる人

の数も増えない。GHSNP は比較的ジャカルタやボゴールに近く、実際に学生が団体で訪れるこ

ともあるようだ。しかしクタイ国立公園のほうは、観光客があまり行かないカリマンタン島にあり、大

きな街からはかなり離れたところに鎮座している。エコツーリズムなどを開発しようにも、まず需要

がほとんどないのが現状だ。 

人を呼ぶためには目玉が必要だ。貴重な野生動物や綺麗な景色のほか、外国人であればイ

ンドネシアの農村体験なども観光資源となる可能性はある。インドネシア国内には 50 もの国立公

園が存在するので、他の公園との差別化をいかに図るかが鍵となるだろう。ただし、それだけでは

足りない。例えば希少なオランウータンが生息するクタイ国立公園は観光地としての魅力が充分

あると思われるが、地元の住民はその自然に対して無関心で違法伐採などを続けており、観光

客を受け入れる体制が整っているとは言えない。国立公園を魅力的に見せるには、地域社会が

公園を誇りに思い、PR していくことが大切だろう。 

クタイ国立公園などでは、国立公園内に居住するのは不法占拠だとする公園側と、今の生活
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を守ろうとする住民との間に軋轢がある。敵対関係とも言える。このような構造の中では住民が公

園内の自然の価値を認めることは難しい。地域住民と国立公園側がお互いの言い分を理解して

はじめて、協調した公園保護への道が開ける。GHSNP では地元の村人を調理員などとして雇用

しており、それも国立公園と村を橋渡しする方策のひとつになるだろう。ただし雇用できる人数に

は限界があるため、仕事を得た人と他の人々の間に不公平ができないように気を配る必要がある。

先にも述べたように、「周りの自然を自分たちが守ろう」という意識を育てることが先決だと私は考

える。 

 

3) 研究･情報施設  

ボゴール植物園はデート中のカップルが歩いているなど、地元の人もよく利用しているようだっ

た。逆に LIPI などは純粋に研究者や専門家のための施設であり、地域住民とはほとんど縁がな

いと思われる。MIC については、インドネシアの学生が年間 6,000～10,000 人見学に訪れるほか、

政府の視察や海外からの研修生も来るそうだ。マングローブについて学ぶだけではなく、バード

ウォッチングが目的の観光客も多いという。 

MIC でマングローブトレイルを歩いていたとき、両側のマングローブの根にごみがたくさん引っ

かかっているのが嫌でも目に付いた。上流に住んでいる人々が川にごみを捨てるのだそうだ。捨

てる人間は河口で何が起こっているのか見えない。しかし、そのごみでマングローブが窒息死し

てしまうこともあるという。上流の街などで呼びかけも行っているそうだが、まだまだ工夫が必要だ

ろうと思われた。 

ボゴール植物園やMICは地域社会にも開かれた場所であり、しかも世界に誇れる資料が揃っ

ているところである。このような場所で環境や環境問題について学ぶイベントや講演会などを開

催することも充分可能だと思われる。インドネシアの植生などと対比させて世界の環境について

紹介することもできる。地域の人々にとってあまり敷居が高くなりすぎないよう、楽しみながら知識

を吸収できる場を定期的に持つことを提案したい。これらの施設はインドネシアから地球環境へ

の窓口として重要な役割を担うことになるだろう。 

 

3. まとめ 

研修中、私の心に残った言葉がいくつかある。 

 

「地元の村人が森林の状態をモニターするというプログラムがある。その指標として何を見るべ

きかは、地元の人が一番良く知っている。環境の変化にはすごく敏感だよ」 

「今残っている森林というのは、地元のコミュニティが管理してきたところなんだ」 

（どちらも WALHI にて） 

 

「村人に『これは君たちの森なんだよ』と言って聞かせるんだ」（Telapak にて） 

 

「自分たちの土地が国立公園になって、自立のためのプログラムが始まることになったとき、最

初は不安の声が多かった。どんなプログラムになるのか全くわからなかったから。でも、公園側

の担当者と話し合いをして、自分たちの生活に必要なものは規制されないとわかったから、安
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心した」（GHSNP 内の村にて） 

 

この文章の中でも繰り返したが、私がこの研修で強く感じたのは、地球環境について教えることよ

り、まずは地域の人々が周りの自然環境を再認識し、誇りを持つことが最優先課題ではないかとい

うことだ。規則を作ることも必要だとは思うが、ここの自然はこんなに素晴らしいんだよと積極的に伝

えることが大事だと思う。もともと地元の人たちは自然について多少の知識は持っているはずだ。そ

の知識に自信を持ってほしいものだ。また、新しいプロジェクトなどを始めるとなれば不安になるのは

当然だ。何が目標なのか、これから生活がどう変わるのかなど、コミュニケーションを密に取ることが

必要不可欠だと学んだ。 

NGO などからの環境についての情報発信としては、野生動物を題材とした教育や、コミュニティ

支援プログラムの中で自然と生活の関係について教育するといったことが行われていた。地球環境

を扱った教育などはほとんど見られなかったが、現時点ではそれも仕方ないことのように思える。ま

ずは、人間生活が地域の自然と相互に影響を与え合っていることをもっと多くの人に現実として感

じてほしいと思う。 

また、環境についての NGO からの情報発信というのは、日本でも進んでいるとは言いがたい。地

球環境問題に関する情報であれば、マスコミを通じて政府の発表や国際動向なども伝えられている。

しかし、例えばアブラヤシがインドネシアでどんな問題を引き起こしているかということは、日本人の

間ではあまり知られていない。最近は新聞やテレビで報道されることもあるようだが、一般人のほとん

どはそのニュースと自分の使っている洗剤とを結びつけては考えないだろう。開発途上国での情報

発信という前に、まずは日本での情報発信の現状も見つめなおす必要があると痛感した。 



4-3. Environmental Education in Indonesia 

インドネシアにおける環境教育  

 

（財）国際湖沼環境委員会（ILEC） 佐藤 智宏  

 

1. はじめに 

私は現在、自然環境の中でも湖沼に特化した NGOで活動を行っている。その活動の中で、最も

重要視しているのが環境教育である。それは、われわれ（私自身や私の所属組織）が湖沼を綺麗

にしたり保全をしたりするわけではなく、その湖沼を利用（もしくは汚染）して生活している当事者が、

湖沼環境改善や保全をしないといけないからである。特に、湖沼の利用者と汚染者が同一である

場合には、汚染とその影響について学ぶ環境教育は効果が大きいと考えられる。その環境教育に

ついて、熱帯雨林の大量伐採が問題となっているインドネシアではどのように取り組まれているのか

を、今回訪問させてもらった環境保全団体やコミュニティで得た情報を基に述べたいと思う。 

 

2. 環境教育とは 

日本における環境教育と言えば、一般的に「学校教育において実施される」という認識かもしれ

ない。それは、高度経済成長期に各地で公害問題が起こったことを受け、公害の起こる原因、公害

の状況や影響を日本中に広めるため、学校教育の中で「公害教育」が行われたことが日本の環境

教育の起源になっているからであると考えられる。一方、欧米においては、野外活動や自然環境に

触れ合う教育として、環境教育というものが広まったと言われている。現在、日本における環境教育

は他の教科に比べて重要度は低いが、前述の公害学習教育と自然体験教育の両者が融合し、主

体的に環境や環境問題に関心を持ってもらったり、人間活動と環境の関わりについて統合的に理

解してもらう教育を、学校が中心となって行っている。 

しかし、環境教育とは道徳教育と同じで、規範的もしくは慣習的に、地域もしくは共同体が教え

ていた歴史がどこの国にもあるであろう。すなわち、「環境教育＝学校において行われる環境に関

する教育」ではなく、「学校における環境教育」は、「環境教育」という枠組みの中の一部でしかない。

学校において環境教育が導入され、全国に普遍的に教育することができるならば理想であるが、就

学率が低い国においては、学校における環境教育よりもコミュニティベースの環境教育が重視され

るであろう。つまり、就学率の低い地域では、その地域や共同体の慣習の中で環境教育が行われ

ることが望ましいのである。 

 

3. インドネシアにおける環境教育  

インドネシアは比較的就学率の高い国ではあるが、貧困が理由で就学したとしても途中で退学し

修了できない子ども達も多い。また、インドネシアは多民族国家であり、環境問題もまた多様に存在

するために、学校教育のような画一的な環境教育を行うには制約があり、表面的な環境問題しか

扱えない。最近は、地方分権化や教育改革によって、画一的な学校教育から、各地方の裁量でそ

れぞれの状況に応じた学校教育を実施できるようになってきているが、そこでの問題は環境問題の

中でも森林伐採問題を森林伐採が実際に問題となっている現場（地域）で環境教育として取り上

げるのは難しい可能性があるということである。それは、伐採業者と地方政府が近い関係にあったり、
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その産業が地域を支えていたりする場合、森林の伐採問題を取り上げた環境教育は、日本の高度

経済成長期の真っ只中において公害問題を扱うかのように、非常にセンシティブな問題であるため、

学校教育では扱われ難いと思われるからである。 

インドネシアの環境 NGO「インドネシア環境フォーラム（WALHI）」では、（他の環境問題を扱う場

合も同様であるかもしれないが）森林保全の為の環境教育は、学校での環境教育よりもコミュニティ

ベースでの環境教育の方に重きを置いた方が良いと考えられている。もちろん、WALHI は現場主

義ということで、地域に密着した環境保全活動を重視しているのかもしれないが、学校教育では対

応できていないということの表れでもあろう。 

 

4. 地域・共同体（集落）における環境教育  

 グヌンハリムン・サラク国立公園(GHSNP)では、法律上は違法に土地や森林を利用している居住

者が存在している問題がある。この問題は様々な理由で解決が困難であるが、森林保全のために

公園側や地方行政側はその居住民を巻き込み持続的な森林管理を行ってもらおうと、保全型活

動モデル（インドネシア語の略称 MKK）と呼ばれる支援を実施している。この支援活動が上手く機

能している集落と上手く機能していない集落が存在しているが、上手く機能している集落でその理

由の一つとして挙げられたのが、「水の確保の為には、森林を大切にしなければならない（森林保

全＝水資源の確保）」という、森林が水源涵養機能を持っている非常に重要な存在であるという知

識を集落全体で慣習的に共有しているという点である。一方、上手く機能していない集落では、こ

のような慣習的教育が元々ないか、あったとしても希薄になった為に森林の機能性・重要性を軽視

してしまい、集落全体として森林の持続的管理に取り組むことができないということも指摘されている。

そのような集落では、森林をぞんざいに扱ったり、一部の者が生活のために森林を違法に伐採した

りしてしまい、森林保全ができなくなる。以上のように、持続的な森林管理と自分達の生活とを両立

させようとする場合、森林を守らなければ自分達の生活にも悪影響があるという知識を集落全体で

共有できているかどうか、言い換えるならば、共同体内で慣習的な環境教育が行われているかどう

かは非常に重要である。 

 

5. インドネシアにおける環境教育の問題点  

 インドネシアにおける熱帯雨林の大量伐採問題に関する環境教育は、結論を先に言うならば

NGO が中心となってコミュニティベースの環境教育を行っていかなければならない状況になってき

ている。 

学校において森林の大切さを教え、大量伐採が問題になっていることを教えることができれば良

いのであるが、森林伐採問題が学校教育で扱い難い問題となっていることもあり、実施できていな

いのが現状である。もちろん後述するように、NGO や国立公園の職員が学校に来て環境教育を行

っているケースはある。しかし、学校の教師が授業の中で教えるほど、カリキュラムとして確立したも

のにはなっていない。 

また、昨今では共同体による慣習的な環境教育も崩壊している可能性がある。前述した GHSNP

の一部の集落では、共同体による慣習的な環境教育がしっかり行われていたが、人々の集落の出

入り（移出入）が激しい所では、そのような慣習は崩壊してしまう。特に、クタイ国立公園における違

法伐採問題を取り上げるならば、クタイ国立公園内に違法に居住している人々は、近年、生活のた
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めに移住してきた者たちであり、慣習が備わっているような成熟した共同体となっていない、もしくは

そのような共同体が存在しない傾向にある。そのような所では、居住民が違法伐採を行う、または違

法伐採に加担するケースが多いと思われる。 

 以上のように、森林保全のための学校教育や慣習的環境教育が困難であることから、NGOによる

コミュニティベースの環境教育が最も有効であると考えられる。 

 

6. インドネシアの NGO による環境教育  

今回訪問した GHSNP、クタイ国立公園の両公園も森林保全のための環境教育活動を行ってい

るが、同様に訪問した NGO、WWF インドネシア、WALHI、ボルネオ・オランウータン救済財団

（BOS）、Telapak、Sawit Watch でも、森林保全の為の（キャンペーン活動も含む）環境教育を組織

として実施しており、またその方法や対象も様々であった。その中でも特に、訪問の際に環境教育

についての説明をして頂いた WALHI と BOS における活動を紹介しよう。 

WALHI においては、高校生や大学生対象の環境教育『緑の学生運動（Green Student 

Movement）』を実施しており、その活動によって 18 の学生グループが出来上がり、街頭デモやキャ

ンペーンを行い、違法森林伐採問題や森林保全を広く人々に訴えている。またコミュニティベース

では、「生物指標」という生物の生息・個体数等の状況で環境状況を判断する指標を用いて、自分

達の住んでいる環境を客観的に見せることによって、森林の大切さを住民に教えている。 

BOS では、オランウータンの生息地である森林を守るために、BOS 職員が要請に応じて学校を

訪問し、オランウータンや森林の生態を教えたり、実際に森林と触れ合う親子サマーキャンプをした

りするような環境教育活動を行っており、オランウータンを象徴的に扱い森林を大切にしようというキ

ャンペーンも行っている。 

 両 NGO ともに、環境教育が主たる活動ではないが、訪問して話を伺った際に、環境教育を非常

に重要視していると感じた。特に WALHI においては、人々が立ち上がる原点は環境教育によって

現状を知ることだと思っているところがあるのかもしれない。 

 

7. おわりに 

 インドネシアにおける森林保全のための環境教育は、違法な森林伐採には特殊な問題が絡んで

いるために学校教育では取り上げ難い。また、共同体による慣習的な環境教育が必要になってくる

が、それもまた共同体の衰弱や形態の変化によって消失している傾向にある。このような状況の中、

NGO による環境教育活動は非常に有効であると思われる。もちろん、国として森林保全のための

環境教育をカリキュラムに組み入れたり、違法森林伐採問題の解決に向けて取り組むことが望まし

い。しかし、国が対応できていない、その穴を埋めるべく NGO が活動している。これが営利目的の

活動ではない非政府組織 NGO としてのあるべき姿であり、またインドネシアの環境保全 NGO のレ

ベルの高さを示している。 

森林保全に焦点を当てたインドネシアの環境教育の現状を見てきたが、少なくともこの分野の環

境教育に関しては、学校における環境教育でもなく、慣習的な共同体による環境教育でもない、コ

ミュニティをベースとした環境教育を行っている NGO が支えていると言っても過言ではないであろう。

問題として挙げられるのは、NGO が全ての地域でそれら環境教育を実施することは不可能であるし、

今後も持続的に活動することができるかどうかである。今後、インドネシア政府が違法伐採問題を含
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む森林保全のための環境教育を、実施できるかどうかにかかってくると思われる。 
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熱帯材合板の主要消費国  

大川市の家具展示場で見た業界認定マーク 
材料は海外産だが「国産」であることが「売り」になる。 

4-4. NGOs Working on Unprecedented Threats to Local Community and Forest Environment 

森林環境と地域社会における新しい脅威と NGO の対応  

 

熱帯林行動ネットワーク (JATAN) 原田 公  

 

1. はじめに：日本の熱帯材貿易  

木材貿易に関して日本は従来、南洋

材の最大輸入国だったが、1990 年代以

降、輸入量が減少し続け、いまやその座

を中国に譲り渡した。しかし熱帯材合板

については、日本は依然として世界最大

の輸入国である。建設現場で使われるコ

ンクリート型枠をはじめ需要は多い。とくに

インドネシアから日本が輸入する木材のう

ち合板は、丸太換算の量にしておよそ 7

割を占めている。ただしそのインドネシアも

熱帯林資源の枯渇とそれに伴う伐採規制

のために合板生産量も輸出量もマレーシ

アに遠く及ばない。筆者は昨年 11 月に、

メーカーによる熱帯材原料の調達方法を

ヒアリングするために国内の主要家具生産拠点のひとつ、福岡県大川市の家具業界を調査する機

会を得た。タンスなどのいわゆる箱物家具の背板に使う材として南洋材合板は、国内で生産を増や

している針葉樹合板には替えがたい、高い有用性があるということだった。ただしこの業界でも、製

材部分では北米やロシアなどからの輸入材への依存度が急速に高まっている。大川市をはじめ、

国内の家具製造業が衰退している主要原因は、日本の市場に向けて大量流入している安価な輸

いる量販型の家具チェーン店のフロアーには、中国やタ

イ、ベトナムなど東南アジアでつくられた輸入家具がとこ

ろ狭しと並べられている。世界的にも高い製造技術を持

つ日本の家具製造業だが、技術の衰退、産業の空洞化

を危惧する声を大川ではたくさん聞いた。世界の木材貿

易から見ると中国は特異な位置にいるようだ。国内の資

源の枯渇から木材輸入国に転じた中国は、マレーシア

やミャンマーなどから輸入した木材から合板、家具、紙と

いった木材製品を生産・加工し、米国や日本に向けて輸

出している。「世界の工場」といわれる所以である。木材

輸入の相手国としてインドネシアは日本にとって「影の薄い」存在になりつつあるのだろうか?  

 

入家具である。最近、店舗数を急増させて

. インドネシアの違法伐採   

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」）が改定され、

2

  2006年にグリーン購入法（「
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"Illegal" Logging and Global Wood Markets: The Competitive Impacts on the U.S. 
Wood Products Industry 

汚職と違法伐採の相関関係を示す。円の大きさは違法材の供給量  

政府機関等への木材製品の調達について、合法性・持続可能性の確認を求めることが義務付け

られた。しかしインドネシアから木材や木材製品を輸入している企業で、原料や一次加工品の調達

先をサプライチェーンの上

流にまでさかのぼって把握

しているところは少ないとい

うのが現状である。 

ブラジル、コンゴ共和国

に次ぐ世界第 3 位の森林

面積を持つインドネシアの

熱帯林は、地球上のカー

ボ

t Frontier（最後の秘境）”という一

本

国

ン･シンク (炭素の貯蔵

庫 )として、また多くの固有

動植物種(スマトラトラ、ウン

ピョウ、サイチョウなどの動

物やラミン、メランティとい

った稀少樹種 )の揺籃地と

して地球環境にとって重要

な位置を担ってきた。違法

伐採の問題は、こうした貴重な熱帯林にとって最大の脅威と考えられ、これまでに国際社会から早

急な対策を求める声が上げられてきた。よく指摘されるように、違法伐採は生産国側の問題であると

同時に、莫大な木材需要をつくりだしている消費国側が責任を持って取り組まなければならない問

題でもある。日本政府はグリーン購入法への合法性基準の適用や AFP（アジア森林パートナーシッ

プ）などで対策を進めている。一方、NGO など民間レベルにおいても違法伐採の対策に向けたさま

ざまな取り組みがインドネシアと互いに連携・協力して行われてきた。その一端を今回の派遣研修

で得た知見を振り返りながら反芻してみたい。 

ボゴールの Telapak を訪問した際、派遣員は最初に“The Las

のビデオを見せられた。メルバウ(merbau)という熱帯材が、原生林がいまだ繁茂するパプアから

中国に違法に運び込まれる過程でマフィアが組織的に暗躍する様子を映し出した、衝撃的な内容

であった。とりわけ、多くの公務員がそのプロセスに関与している事実は、違法伐採問題の根の深さ

をあらためて感じさせた。Telapak はこのビデオをはじめ、インドネシアの違法伐採問題を克明で執

拗ともいえる現場調査によって告発し続けているNGOである。現在、高級床材や家具など多くの製

材品が中国内の工場で加工され日本の市場に向けて輸入されている現状からすれば、日本もこの

問題に関わっていることは容易に想像できる。国際環境 NGO FoE Japan と(財)地球・人間環境フォ

ーラムは「フェアウッド・キャンペーン」を展開し、Telapakや Sawit Watchなど木材・農産物貿易の相

手国の NGO、研究者と連携しながら、政府や企業など木材や紙の大口ユーザーに対してフェアウ

ッド調達の推進を働きかけている。グリーン調達を一歩進めたフェアウッド調達に取り組んでいる。 

現在、インドネシアではどの程度、違法伐採が続いているのだろうか? 派遣員が訪問した二つの

立公園で見聞した問題を概観する。 
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国立公園の中に作られたトウモロコシ畑  
家の前の木にオランウータンの巣があった。 

グヌンハリムン・サラク国立公園(GHSNP)では、かつて

の林業省による生産林地域が公園の拡大化に伴い取り

込まれた北側において小規模ながら違法伐採が続いて

いるという。伐採会社が域内の住民を利用して行う伐採

は公園の森林保全計画に深刻な影響をもたらしている。

また、かつて中央カリマンタンのタンジュン・プティン国立

公園と並んで、大規模な違法伐採の横行が指摘されて

いたクタイ国立公園では依然として深刻な状況が続いて

いるよ うだ 。公 園 の西側では道路の開設に伴い

encroachment（違法な居座り）が増えている。公園の領域内で勝手に自然林を伐採、焼却後に換

金作物を栽培してしまっている。ジャワ島からやってきた「出稼ぎ」労働者一家はすでに子どもを公

園内の住居から外の学校に通わせるなど生活圏を築いてしまっていることから、問題の解決には大

きな犠牲を伴うだろうと推測される。 

アクセスの難しいクタイ国立公園の東側では違法伐採が続いている。派遣員は公園管理事務所

の敷地内で山積みされた、ウリン(ulin)の角材を見た。森林レンジャーによって押収されたものだと

いう。ウリンは CITES（ワシントン条約、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する

条約」）の規制対象になっていないがインドネシア政府が伐採・取引を禁止している樹種である。現

場でチェーンソーが使われていること、市場価値の高い樹種をターゲットにしていることからかなりの

規模の組織が絡んでいることがわかる。しかし、背後で暗躍するシンジケートの正体については不

明ということだった。クタイ国立公園でのヒアリングによれば最近は公務員の給与が大幅に引き上げ

られ、違法伐採の逮捕実績が人事考課に取り入れられるなど、フィールドで取り締まる側のインセン

ティブは上がっているという。違法伐採絡みの汚職事件で州政府高官が逮捕されるなどの報道を

目にすることが増え、たしかに逮捕・検挙件数は従来に比べ増えていると思われる。しかし、実際に

裁判に持ち込まれ有罪となるケースは少ないという。 

世界資源研究所（World Resources Institute）などが作成したレポート"Illegal" Logging and 

Global Wood Markets: The Competitive Impacts on the U.S. Wood Products Industry によれば、違

法伐採（illegal logging）には以下のような形態があるという。 

 
1) Harvesting in Parks or Reserves （保護区における伐採） 
2) Harvesting Outside or in Excess of Concession Limits （コンセッションの制約を超えた伐採） 
3) Failure to Pay Royalties or Taxes （伐採権料不払いや脱税） 
4) Intentional Misclassification or Undervaluation of traded products （貿易に関わる偽装） 
5) Violation of Export Bans or CITES Requirements （CITES による貿易規制の違反） 
6) Harvesting Protected Species （保護樹種の伐採） 
7) Corruption/Bribery （汚職／賄賂） 
8) Imports From Illegal （違法地域からの輸入） 
 

GHSNPの違法伐採は 1)と 7)に関わるだろうし、クタイ国立公園の場合は 1)と 6)に入ると思われる。

ただし、クタイでは政府の認可に基づいて石炭採掘会社が敷設した道路によって違法伐採が増え

たことを考えると、7)の関与も考えられる。 

インドネシアの希少樹種の中でもラミン(ramin)は CITES の付属書Ⅱに記載され、国際的な取引

が厳しく規制されている。日本ではポールや額縁材として多くの量販店などで見かけられていたが、
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泥炭湿地に作られたオイルパーム農園  
2008 年 3 月、リアウ州のケルムタンで筆者撮影  

ラミン調査会が 1999 年から、 ウータン・森と生活を考える会が 2003 年からラミンの使用停止を企

業・自治体に精力的に働きかけてきた結果、2007 年 6 月、ついに「密輸材ラミン停止宣言」を出す

にいたった。日本の NGOがインドネシアのカウンターパート（この場合は Telapak）と協力して成果を

勝ち取った好例である。現在もラミン調査会／ウータン・森と生活を考える会は次なるターゲット、ウ

リンとメルバウの使用停止、CITES 登録を求めて活動を続けている。 

 

3. インドネシアのオイルパーム農園拡大政策と熱帯泥炭地開発  

 WWF のオフィスで派遣員が聞いた”The 

Heart of Borneo”の話からもわかるように、現在

インドネシアはオイルパーム農園拡大に向かっ

て国を挙げて邁進しているかのようにみえる。

それは Sawit Watch のノーマン・ジハン氏が批

判的に語ったように、国内の地域による貧困格

差を緩和することを目的としているのかもしれな

い。しかしそのための熱帯林消失だけを考えて

も、犠牲はあまりにも大きすぎる。2007 年の時

点でインドネシアは、パーム油の生産量が年間

1,800 万トンを超えマレーシアを抜いて世界第

一位、その三分の二以上は輸出用である。また、栽培面積は 700万 haに達し、さらに 180万 haの

土地がオイルパーム農園のために開発されたという。スマトラなどの低地熱帯林はすでに森林資源

が枯渇し、二酸化炭素固定量が桁外れに多い熱帯泥炭地にまで開発の波は押し寄せている。イ

ンドネシアの泥炭湿地林はいまや、消失の危機に晒されている。泥炭湿地の開発に伴う炭素排出

量は日本のそれを凌駕すると推測され、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も

指摘されている。 

農園造成のための自然林の皆伐、泥炭湿地開発による二酸化炭素排出など、環境面で大きな

影響を与える一方で、政府が進める中核農園システムが貧困緩和と雇用創出を標榜しているもの

の、小農の企業農園への隷属化をはじめ、依然として社会的な問題を引き起こしていることも指摘

されている。企業が地域住民、先住民との間で抱えている土地の収用をめぐるトラブルについては

WALHI、Sawit Watch で多くの事例を耳にした。 

 

4. バイオ燃料ブームと RSPO 

  マレーシアとインドネシアの両国だけで世界のパーム油生産の 87％を占めるという寡占状況。イ

ンドネシアは国内でもエネルギー・ミックスにより 2025年まで 5％以上をバイオ燃料で賄うことを決定

している。EU は 2020 年までに輸送用燃料の最低 10％をバイオ燃料で賄う目標を決定した。その

うち 20％を輸入依存で占めるという EU の計画ではマレーシア、インドネシアからのパーム油(バイ

オディーゼル原料)360 万トンの輸入を見込んでいる。日本もバイオディーゼル燃料（バイオ燃料）

の導入に積極的な姿勢を見せている。「バイオマス・ニッポン総合戦略」では、50 万キロリットルのバ

イオ燃料を導入する計画という。やはりバイオ燃料の多くを輸入に頼らざるを得ないようだが、バイオ

燃料の調達先と目されているのがインドネシアからのパーム油である。 
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USDA のウェッブページより 
http://www.pecad.fas.usda.gov/highlights/2007/12/Indonesia_palmoil/

日本の場合、食用油としてのパーム油はほとんどをマレーシアから輸入しているが、ジハン氏が

指摘しているように、近年のバイオ燃料ブームもあってか、日本の主要金融機関の多くはこぞって、

インドネシアのオイルパーム企業に融資している。中には、土地の収用問題などで地域住民との間

で軋轢を起こしている融資先もあるということだった。企業の CSR という面からも、現地の状況をフィ

ードバックすることを含めた働きかけが NGO に求められるだろう。RSPO（持続可能なパーム油のた

めの円卓会議）に関しては、RSPO の会員企業による森林皆伐や住民との軋轢が依然として止まな

い状況に業を煮やす NGOや識者の

一部が RSPO 批判を展開する中で、

Sawit Watch は、国際湿地保全連合

(Wetlands International) と 並 ん で

RSPO メンバーというプレゼンスに立

って内部から批判や提言を続けるこ

とでオイルパーム問題の改善を進め

ている。批判や提言を支えるための

確固としたデータやネットワークが

Sawit Watch の一番の強みなのだろ

う。 

 

5. HCVF 

違法伐採の対策は関係国が採るべき必

要かつ最低限の取り組みである。しかしイン

ドネシアでは、たとえ国の法律や規制に照ら

して合法であっても伐採から保護されなけれ

ばならない、生態学的、社会的、宗教的に

重要な森林はたくさん存在する。国立公園

などの保護地に設定されていない森林に対

して、生物多様性、水源涵養、地域社会の

経済や宗教的アイデンティティといった森林

が本来的に持つ機能を示す指標として

HCVF(High Conservation Value Forest、保

護価値の高い森林 )が使われる例が増えて

いる。HCVF という概念は FSC（森林管理協

議会）による森林認証をサポートするための

ツールとして設計された考え方だが最近では、単に FSC 認証の取得に関わらず、一般的な森林保

全のためのツールとして用いられている。今回の派遣研修の訪問先でも幾度か、このHCVFの議論

を聞く機会があった。 

たとえば WWF インドネシアではスマトラのリアウ州で操業する製紙企業の木材原料調達を持続

可能なものへと促す働きかけの中で、この企業が持つ伐採許可地域内で第三者によるHCVF検証

を実施させた。NGOは客観的なデータを企業との間で共有することによって、原料調達に伴うリスク

HCVF(High Conservation Value Forest)に 
該当する六つの主要な森林タイプ 

 
HCV1：世界的、地域的、全国的に生物多様性の

価値が非常に高い 
HCV2：世界的、地域的、全国的に非常に広大な

森林  
HCV3：希少あるいは地球上から失われる恐れがあ

る生態系  
HCV4：危機的な状況において基本的な自然の機

能を果たす森林地域  
HCV5：地域社会の基本的ニーズを満たすために

欠かせない森林地域  
HCV6：地域社会の伝統的文化的アイデンティティ

に非常に重要な森林地域  
 
http://www.jca.apc.org/jatan/purchase/hcvftoolkit.pdf  
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回避、持続可能性配慮といった促進を具体的に行うことができる。WWF とは対照的に、WALHI は

HCVF（および FSC）の基準そのものに懐疑的な考えを示していた。WALHIは森林を保護する上で

の判断基準として、生物指標 (bio-indicator)の利用による地域住民自身の「裸足による環境影響

評価(Barefoot Environmental Impact Assessment (AMDAL Kijang))」なる評価基準を進めている。

地域社会や文化的なアイデンティティに関わる HCVF の基準が環境側面と比べ、相対的に低く設

定されているために、たとえば土地利用を巡って企業と紛争を抱えている地域では森林保護にうま

く適合しないという感想を持っていた。 




