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第 2 章 各訪問先の記録 

相手の話に耳を傾けその記録を整理することは、相手のニーズや課題の把握、また、案件

形成へもつなげていくことができるため、本研修では、傾聴の姿勢で相手の話を聞き、それ

を記録として整理する練習を行った。 

訪問先記録の役割分担:  

訪問先 担当者名(敬称略) 

 

2-1. 

 

トヨタ車体グループの森 

 

川井 将史 

 

 

2-2. 

 

JICA IJ-REDD+プロジェクト事務所 

 

槙野 尚 

 

 

2-3. 

 

持続可能なパーム油のための円卓会議(RSPO)事務局 

 

小山田 陽奈 

 

 

2-4. 

 

SAWIT WATCH 事務所 

 

 

小崎 好美 

 

2-5. 

 

ゴミ投棄現場と貧困コミュニティ 

 

高柳 恭子 

 

 

2-6. 

 

スマトラ島アブラヤシプランテーション 

 

 

高柳 恭子、丸山 幸子 

 

2-7. 

 

グヌン・ルーサー国立公園(GLNP)  

 

秋山 知伸、丸山 幸子 

 

 

2-8. 

 

非木材林産物(NTFP) インドネシア 

 

小崎 好美 

 

 

2-9. 

 

ジャカルタ市内ショッピングモール 

 

川井 将史 

 

2-10. グヌン・ハリムン・サラック国立公園(GHSNP) 秋山 知伸、小山田 陽奈、槙野 尚 
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2-1. トヨタ車体グループの森 

 

1. 作成者作成者作成者作成者：：：：川井 将史 

2. 訪問場所訪問場所訪問場所訪問場所：：：：トヨタ車体グループの森 

3. 日時日時日時日時：：：：2014年 1月 8日(水)終日 

4. 訪問先訪問先訪問先訪問先のののの対応者対応者対応者対応者：：：： 

・ 住民グループリーダー: タウビック氏 

・ 現地の漁師: シャッフルディン氏 

・ 林業公社職員: ムクリ氏、ロヒム氏 

5. 訪問先概要訪問先概要訪問先概要訪問先概要：：：： 

トヨタ車体グループ、現地関連企業、JEEFが協働で 2011 年から 2016 年までの 5 か年

計画で実施している CSR活動。ジャカルタ湾に面する自然保護区内にあるエビ養殖池造成

のために破壊されてしまったマングローブ林に総面積 100ha のマングローブ植林を目指し

ている。植林や維持管理は地域住民によって行われ、将来的にはマングローブ林が漁業に

従事する地域住民にとって良好な漁場になることが期待されている。 

 

活動計画概要活動計画概要活動計画概要活動計画概要（（（（トヨタトヨタトヨタトヨタ車体車体車体車体 HP よりよりよりより）））） 

 
 

6. 講義講義講義講義・・・・活動活動活動活動・・・・視察内容視察内容視察内容視察内容:  

・ 住民住民住民住民グループリーダーグループリーダーグループリーダーグループリーダーののののタウビックタウビックタウビックタウビック氏氏氏氏からからからから活動活動活動活動についてについてについてについて説明説明説明説明 

この地域は自然保護区で、ここにあるマングローブは、海岸線を浸食から守るという重
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要な役割を持っている。また、エビや魚の産卵場所としての機能も果たしている。この地

域に住む住民にとっては、重要な経済の源である。エビや魚に加えて、ここに存在する植

物からも経済効果を受けることができる。例えば、ヒルギダマシの実は粉にして売ること

もできる。このように、我々の経済において重要な役割を果たしているマングローブ林で

あるが、その破壊はとても大きな悪影響をもたらしている。その一つとしてはエビや魚の

減少で、破壊による直接のインパクト以外にも、本地域は河口域であることから上流から

流れてくるごみや工業廃水による影響も深刻である。 

80 年代にはエビの養殖が始まってはいたが、多くのマングローブ林が残っていたためそ

れほど大きな影響はなかった。天然・養殖の条件はどちらとも良く、漁獲が多かった。し

かし、マングローブの破壊が進むにつれて、徐々にエビや魚の収量も減っていった。 

マングローブ林が破壊されて初めてマングローブの持つエコシステムの重要性が理解さ

れてきた。マングローブの減少に対して関心がなかった人たちも自分たちの収入に影響が

でてきたことで、その重要性を認識せざるを得ない状況になっていった。 

このような背景から、トヨタ車体や JEEFがマングローブ植林を通じて同地域の漁業復活

への支援と協力を頂いていることには、本当に感謝している。 

 

・ 現現現現地地地地のののの漁師漁師漁師漁師シャッフルディンシャッフルディンシャッフルディンシャッフルディン氏氏氏氏によるオゴノリによるオゴノリによるオゴノリによるオゴノリ(寒天寒天寒天寒天のののの原料原料原料原料)のののの説明説明説明説明 

オゴノリは上流から流れてくる汚染物質に対して天然のフィルター(バイオフィルター)

になってくれる。マングローブの回復によって魚やエビも増加し、収入が増えることを期

待している。加えて、水の浄化作用のあるオゴノリ自体も収入源として見込まれていて、

2013年末に乾燥オゴノリ 30トンを中国に輸出した。 

7. 主主主主なななな質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答(Q&A)：：：： 

Q: オゴノリの収穫が少ない時期は、どんな仕事をしているのか? 

A: 選択肢はたくさんある。一つは、エビや魚の漁であるが、他にもオゴノリの苗の販売も行

っている。 

 

Q: 賃金をもらって日雇いで働くという手段もあると伺っているが、なぜ日雇いの仕事を選ば

ないのか? 

A: 日雇いの労働は、単に給料をもらうためだけに働くという暮らしである。日雇いでない仕

事で得たお金は、様々な用途に使える。例えば、海藻を収穫して得たお金をまた新しい海

藻を育てるために使うこともできるし、漁具を購入するのに使うこともできる。誰かに雇

われる仕事ではないことのリスクも理解しているが、お金の使い方を自分で自由にコント

ロールできることが日雇いにならない大きな理由の一つである。 

 

Q: 日本人を含めた外国人が関わることに対してどう思っているか? 

A: インドネシアには世界的にも重要な森林があり、豊かな生態系を有している。まさに地球



研修報告書 
第 2 章 各訪問先の記録 
                                                          

 

                                           

2-4 

の肺と言えるのではないか。そこに世界中の関心が集まり、資金面などの支援が行われて

いることには、とても感謝している。 

 

Q: 本活動に対して地域住民の意見は一つにまとまっているのか? 

A: ここは自然保護区なのでそこにある自然は守られるべきであると思う。しかし、それだけ

ではなくここに暮らす私たちの収入も保証されることを望んでいる。このような趣旨に賛

同してくれる人たちは参加してくれるし、そうでない人たちにも理解してくれるように住

民が集まる場所で説明をしてより多くの人の賛同が得られるように活動している。 

 

Q: そこに賛同しない、あるいは反対している人はなぜそうしているのか? 

A: 賛同しない人もたくさんいる。その理由の一つは、マングローブを保全して何になるのか

という意見である。その背景にはマングローブの保全による経済効果を理解していないこ

とがある。それ以外にも、マングローブによる経済効果を理解したうえでも、(本来は禁止

されている)土地の利権ビジネスのほうが儲かるという理由で賛同してくれない人もいる。

ここは自然保護区なので、そういう人たちに対しては政府権限を利用してそのようなビジ

ネスをやめさせ、自然を保護することができたら良いのではないか。 

 

Q: リーダーの個人的な意識としてはより収入が増やすためにマングローブの保全をしてい

るのか? 

A: 重要なのはバランスだと思う。(両手を天秤のように動かしながら)エコノミーとエコロジ

ーは両輪のようなものである。どちらかがより重要であるということではないはずである。

エコノミーの発展のためには、エコロジーの安定が不可欠である。この地域は自然保護区

なので、保護されなければならない。しかし、政府には、自然を守ることだけでなく、そ

の自然と共に生きている我々地域住民の生計(エコノミー)のことも考えてもらいたい。エコ

ノミーとエコロジーの両輪がうまく動けば良いと思っている。 

この地域は国立公園ではなく、自然保護区・国有林なので全ての森林を保護しなければ

いけないというわけではない。林業公社というビジネス主体が有していることもあり、一

定の範囲内での経済活動は認められている。守るべき場所は守るし、活用して良いところ

は有効活用するべきだと思う。しかし、現状ではその範囲分けがあいまいなので、それは

明確に分けるべきだと思っている。今、私たちが立っているこの場所もエビの養殖場が広

がっているが、実際は自然保護ゾーンである。 

最近では環境保全だけではなく、住民の経済も支えようとする政府の動きが見受けられ

るようになった。住民がビジネスに利用して生産林の地区を拡大し、政府と住民が共同で

生産林を管理・生産するプログラムも始まっている。 

 

Q: この地域から他の地域に出稼ぎをしている人はいるか? もしいるのであれば、その人たち

はどんな仕事に行っているのか? 
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A: この地域から出稼ぎに出ている人は非常に少ない。最近では、この地域の人口が増えてき

ている。結婚出産をする人が増えていることもあるが、移住してくる人が増えていること

も一因である。 

 

Q: どのくらいの人たちがもともと住んでいる人で、どのくらいが移住してきた人か? 

A: 今のところ、本住民グループは、この地域で生まれ育った人だけで活動している。 

 

Q: この地域に学校はあるのか? 

A: 高等学校までの学校がある。住民の最終学歴で一番多いのは中学校卒業であるが、最近で

は大学で勉強したいという若者が増えている。 

 

【参考 web ページ】 

・ トヨタ車体 CSR活動報告 トヨタ車体の森 

http://www.toyota-body.co.jp/csr/environment/activities/foreign/ 

 

 

    

トヨタトヨタトヨタトヨタ車体車体車体車体のののの森森森森                                               マングローブマングローブマングローブマングローブ植林体験植林体験植林体験植林体験 

 

    

         マングローブのマングローブのマングローブのマングローブの苗苗苗苗                                            植林植林植林植林されたマングローブされたマングローブされたマングローブされたマングローブ 
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                    広大広大広大広大なエビなエビなエビなエビ養殖池養殖池養殖池養殖池                                    ジャカルタジャカルタジャカルタジャカルタ首都圏首都圏首都圏首都圏からからからから排出排出排出排出されたゴミがされたゴミがされたゴミがされたゴミが 

                                                                        流流流流れれれれ着着着着くこともくこともくこともくことも課題課題課題課題のひとつのひとつのひとつのひとつ 

 

         
本本本本地域地域地域地域でででで採採採採れたエビれたエビれたエビれたエビ                                                         講義講義講義講義のののの様子様子様子様子 
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2-2. JICA IJ-REDD+プロジェクト事務所 

 

1. 作成者作成者作成者作成者: 槙野 尚 

2. 訪問場所訪問場所訪問場所訪問場所: JICAインドネシア事務所 

3. 日時日時日時日時: 2014年 1月 9日(木)午前 

4. 訪問先訪問先訪問先訪問先のののの対応者対応者対応者対応者:  

・ JICAインドネシア職員: 新井 雄喜氏 

・ JICA IJ-REDDプラスプロジェクトチーフアドバイザー: 高原 繁氏 

5. 訪問先概要訪問先概要訪問先概要訪問先概要:  

日本政府の国際協力実施機関である JICAのインドネシア事務所を訪れ、これまでに日本

がインドネシアで行った環境保全プロジェクトの概要と、2005 年の COP11 以来議論され

ている開発途上国の二酸化炭素排出削減の新しい枠組みである REDD について話を聞いた。 

6. 講義講義講義講義・・・・活動活動活動活動・・・・視察内容視察内容視察内容視察内容:  

■新井氏によるレクチャー： 

「JICAのインドネシアにおける自然環境保全プロジェクトについて」 

 JICAは日本の二国間援助実施機関である。2008年に JBICと合併したため円借款も行うが、

その他技術協力(日本人専門家を派遣した途上国の技術支援)、無償資金協力(病院、学校等の

建設支援)の三つを行っている。各プロジェクトは途上国の政府から支援要請があり、それに

応えている。例えば、インドネシアで森林が減っているので日本の治験を活かして協力して

ほしいと言われれば、何ができるかを考え、大学教授、コンサルタント、NGO、地域住民、

地方自治体、政府から話を聞きながら、日本としてどのような支援ができるのかを考え、プ

ロジェクトとして実施している。その際、予算、機関、成果、目標を決めて枠組みを作り、

それについて現地政府・日本国政府・JICA 間で合意文章を作成している。直近では、REDD

は 2013年 2月に署名がなされ、6月から専門家を呼んでプロジェクトが実施されている。途

中色々な問題が起こるため、そのマネジメントを行い、税金を投入しただけの成果があげら

れることを目指すのが我々の職務である。 

 現在、実施されているプロジェクトは、気候変動関連、生物多様性関連の二種類がある。

インドネシアはブラジル、コンゴに次いで熱帯雨林の面積が世界第 3 位、マングローブ林の

面積は世界第 1 位で、全生物種のおよそ 10%が生息し、泥炭湿地には大量の炭素を蓄積して

いる。このように環境面において非常に重要な国であるが、一方で森林減少のスピードも世

界第 1 位であるという研究報告もある。また、森林減少による二酸化炭素排出も考えると、

アメリカ・中国について排出量世界第 3 位という側面もある。JICAは、特に、インドネシア

において自然環境保全分野の事業に力を入れており、1970年代後半から支援を続けている。 
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以下、これまでに JICAがインドネシアで携わったプロジェクトを個別に見ていく。 

 

●森林火災 

泥炭地(降水量が多くて水に浸っていると木が倒れてもそのまま腐敗してしまい大量の炭素

が保存されている)で、水を排出して農地を開発すると大量の CO2が流出してしまう。効率的

に農地を作るには火入れをして害虫を駆除するのが良いのだが、火入れをすると森林火災の

恐れがあり、農業以外の生計手段を提供する必要がある。また、農業は続けたとしても、ア

グロフォレストリーで、火を入れなくても作物が作れるようにすることを目指している。 

 

●泥炭湿地に関する北海道大学との共同調査 

現在、インドネシアでは泥炭湿地から大量の CO2が排出されているが、土地利用のパター

ンでどの程度排出量が異なるのか、どうすれば抑制できるのかを学術的に研究している。そ

の結果、泥炭地の水位を一定に保てれば、かなりの確率で CO2 排出量を減らせることが分か

ってきている。 

 

●森林保全に関する住友林業との共同調査 

住友林業は、現在、西カリマンタン州で紙パルプ原料のアカシアを育て、輸出を行ってい

るが、「川岸の木を切らない」、「泥炭地を保全する」といった環境保全活動がビジネスと両立

するかどうかを調査している。 

 

●泥炭地火災の消火方法に関するシャボン玉石けんとの共同研究 

シャボン玉石けんは環境配慮した石鹸を作っているが、泡消火財という環境負荷の少ない

消火剤を開発している。泥炭地で火災が起こると消化が難しいのだが、これは泡が染み込む

ことにより少ない水で火を消せるというもの。 

 

●泥炭地の水位をモニタリングするみどり工学研究所との共同研究 

泥炭地に無線機を設置し、水位の変化をリアルタイムでモニタリングできる技術を開発し

ている。また木の成長具合についても、日本にまで瞬時にデータを送ることができる。これ

により現地調査に行かなくとも、泥炭地を管理できるようになる。泥炭地では木が成長すれ

ば CO2を蓄積できるのだが、水位が減ると CO2が流出してしまうため、継続的なモニタリン

グが重要になっている。 

 

●森林復元のガイドライン作成 

全国 5 か所の国立公園を対象とし、住民が木を切る、野焼きをする、あるいは火山の噴火

で焼かれてしまうことにより国立公園の自然が荒廃してしまうことがあるが、そのとき元の

生態系を戻していくための技術をガイドラインとして作成し、インドネシア政府に利用して

もらおうというもの。スマトラのマングローブ林、ジャワの火山近くの森、低地の森など 5



                                          平成 25 年度 地球環境基金  
                                                                       海外派遣研修 インドネシア 
                                                                                                  

                                           
 

2-9 

か所は異なる生態系を有しており、それぞれどのように植林すれば元あった生態系が戻るの

か、どうすれば地域住民の参加を促せるのかを調べている。 

 

●マングローブ林の保全 

マングローブに関するプロジェクトは JICAインドネシアでも歴史が長い。これまでにエビ

養殖で破壊されたマングローブ林を復元する技術を開発し、現在は植林したマングローブを

住民参加型でどのように持続的に管理するのかを調査している。今は ASEAN 各国でグッドプ

ラクティスを共有している段階にある。マングローブ保全について ASEAN 各国での知識を共

有し、保全ネットワークを作ろうとしている。 

 

●微生物資源の管理 

COP10が名古屋で行われ名古屋議定書が採択されたが、その中で遺伝資源管理についての

議論が盛り込まれている。人間に優良な微生物がインドネシアにはまだ沢山あると言われて

いるが、それを研究・標本化して、微生物資源センターで有用な微生物を保存して管理し、

適切な価格で販売することを目指している。プロジェクト終了時には、製薬企業がネットで

微生物を検索し、問い合わせを行い、取り寄せ可能な仕組みを作りたいと考えている。 

 

●小径木加工技術の伝授 

地方では住民がチーク材などを適当に植えて将来使ったり売ったりしようとしているのだ

が、原木のままでは安い価格で買い叩かれてしまう。そこで、貧困削減にもつなげるため、

小径木でも加工して組み合わせることで椅子や机を作り、付加価値の高いものを作り市場に

売ることで貧しい農民が現金収入を得られるようにする。そうすることで天然林伐採の圧力

を減らしたいと考えている。 

 

●エコツーリズム 

JEEFと協働の草の根技術協力のプロジェクト。エコツーリズムを通じて、森林を守りなが

ら、地域住民の環境意識や生計向上、地域振興を図る。 

 

●国立公園事と住民の共生 

違法伐採などをトップダウンで取り締まると国利公園と住民が敵対関係になってしまうの

で、国立公園職員と住民が一緒になって、生計向上を図る方策を検討している。 

 

●カンムリシロムクの人工授精 

横浜動物園にはカンムリシロムクがおり「JICA協力」と書いてあるが、絶滅寸前の鳥で、

日本のトキに近い。インドネシアの紙幣にも採用されている。これを人工授精して増やそう

とする試み。 
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●多機能性フィルター 

多機能フィルターを荒廃地に設置すると、通常よりも早く種子が定着して育つ。土壌浸食

が激しいところや、高速道路の脇に設置し、通常の倍速で森林を再生することを目指してい

る。 

  

以上 10件以上の事業を見たが、これは JICAが支援している一国の自然環境プロジェクト

としては世界で最も多い。インドネシアでは、最近、特に民間企業、中小企業の持つ技術を

活用する動きがある。 

 

■高原氏によるレクチャー：「 IJ-REDDプラスについて」 

・ インドネシアの林業全般について 

インドネシアは、国土面積が日本の 5倍、国土の 3分の 2が森林で、比率は日本とほ

ぼ同じ。森林の分布は、スマトラ、カリマンタン、パプアにおいて多い。ジャワは人口

が多く、比較的開発が進んでいる。森林区域面積が 1億 3千万ヘクタールで、ブラジル、

コンゴに次ぐ世界第 3 位。 

   インドネシアの特徴は雨が多く、熱帯雨林や熱帯多雨林が形成されていること。これ

が失われていることが問題だが、構成樹種が多く、多様性の宝庫と呼ばれており、樹高

は時として 70mに達するなど、炭素蓄積の点でも重要になっている。もう一つの特徴が

マングローブ林。汽水域に特有の生態で、エビや魚の養殖による開発により、マングロ

ーブ林が失われている。津波の防止という点でもマングローブ林が注目されている。 

 

・ インドネシアの森林経営について 

森林区域面積とは、法律上、森林として定められている区域のことで、必ずしも森林

があるとは限らない。実際には、森林が減少している地域もかなりある。流域管理を目

的とした保護林が 15%、国立公園や野生生物保護地区の保全林が 23%、木材生産を行う

生産林が 43%、森林ではなく後々転換をする転換林が 17％。 

 

・ 林業について 

木材はかつてインドネシアの輸出財としてドル箱だったが、現在は輸出総額の 1.9%に

過ぎず、これはパーム油の 10.5%、ゴムの 4.2%に比べてもかなり少ない。とはいえ、現

在も毎年 3,432 万 m3の木材伐採が行われている。付加価値向上のため、1985 年から丸

太輸出を禁止し、合板や加工したものだけが輸出されている。また、木材輸出だけでは

なく、パーム油園に転換されているのも森林減少の大きな理由の一つである。 

 

・ インドネシアの生物多様性について 

森林には象のような大型種もおり、多様性は高い。他国と比較して面積も大きいのだ

が、それを考慮しても生物種、特に鳥類は圧倒的に多い。なぜここまで生物多様性が生
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まれるのか。インドネシアは東西に長く、1万 7千の島からなっているのが理由として挙

げられる。生物多様性ではウォーレス線とウェーバー線が有名で、スラウェシ島はその

間に挟まっているので珍しい種類がいる。島が多く、種が隔離されていたため、独自に

進化したのだと考えられる。また、赤道付近にあり熱帯性の気候で降雨量が多いため様々

な地形が形成され、火山も多く地形が複雑で標高差も大きい。その他海岸線が長くマン

グローブ林やサンゴ礁ができやすいため、陸地の形成過程も複雑になっている。 

この森林が減少し、現在、気候変動上も問題になっている。2005-09年の数字だが、毎

年 109 万 ha(新潟県と同じ広さ)の森林が毎年失われている。FAO 統計で 90 年から足し

合わせると 2,000万 haに達し、日本の全森林面積と匹敵する量がこの 20年で失われて

きたことになる。 

   インドネシアの低湿地は 2,100万 haあると言われる。この森林開発が CO2 排出の主な

原因となっている。森林泥炭地からのCO2 排出はインドネシア全体の 60%を占めている。 

   森林区域面積が 1億 3000万 haあるというのは法定面積だが、そのうち森林が残って

いるのは 9,000万 haほどしかなく、残りの 4,000万 haはもはや森林ではない。非森林

地域も 7,000haあり、これは林業省の管轄ではないので、保護するのが難しい。 

   インドネシアの森林減少のピークは 1996～2000年頃で、年間 300万 haほど減少した。

1997年にエルニーニョ現象で大火災が起きたのも大きな要因となった。この時は、マレ

ーシアやシンガポールにも煙が流れて大問題になった。ちなみに昨年もヘイズが問題と

なり、ユドヨノの大統領が謝罪している。 

   スハルト体制以降に地方分権化が行われ、いろいろな権限が州を飛び越して県に降り

たため、県レベルで体制が整わないうちに森林開発が無秩序に行われてしまった。現在

は年間 100 万 ha のペースから 50 万 ha に減ったと言われるが、サイエンス掲載の論文

によると、衛星画像からの解析では 200万 haの減少が続いているという報告もある。 

   UNEP の報告によると、カリマンタン島は 50 年代にはほとんどが森林であったが、

2020年には目に見えて森林が減少してしまうという警告がなされている。インドネシア

は国土が広いので、それぞれの地域によって森林減少の状況が異なる。パプアはまだ森

林資源が豊かで、森林減少の速度もそれほど速くない。一方、カリマンタンの森林資源

はまだあるが、急速に減少が進んでいる。スマトラは森林資源が既に失われており、依

然として森林減少が進んでいる。ジャワ島は人口が最も多いこともあって開発が進んで

いるため森林減少は既に止まっており、むしろチークなどの植林が行われている。 

   森林減少の原因だが、面積的に最も大きいのは農地開発である。プランテーションの

面積推移を示すと、油ヤシの面積が 95年から急拡大している。以前はマレーシアがパー

ム油生産世界第 1 位であったが、現在はインドネシアがそれを抜いている。パーム油は

食品、化粧品にも利用され、日本の生活にも浸透している。 

   次に大きいのが火災である。これは殆ど人為的な火入れを発端として、それが森林火

災や泥炭地火災につながっている。インドネシアでは衛星を利用して森林火災の場所を
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検知している。MODISという衛星は、1km四方の平均温度を計測し、火災を検知してい

る。衛星検知された森林火災のホットスポットの数を見ると、1990年代後半、2006、2007

年にはエルニーニョ現象でかなりの森林火災が起こっていたことが分かる。 

 

・ 泥炭湿地の分布について 

インドネシア全土で 1,500万 ha存在する。スマトラ島東部、カリマンタン島西部と南

部、そしてパプアにもある。中央カリマンタンでは 1990年代初期にメガライスプロジェ

クトということで、湿地なので田んぼができないかと国家的プロジェクトが実施された

が、泥炭地の水は酸性なのでうまくいかなかった。 

   泥炭湿地開発は京都大学の研究によると、1983年の論文で、湿地の開発は不可逆的な

ので自然の破壊につながる可能性が高いと指摘されている。泥炭地の水稲栽培も、栄養

分の問題で失敗に終わっていると報告されている。 

 

・ パーム油園について 

農地開発のための焼き払いが日常的に行われている。泥炭地は有機物が堆積している

ので、中に潜ると乾季の間、くすぶるようにして火が燃え続ける。 

森林減少や泥炭地からの排出をどうしたらいいかということが、国際的に議論されて

いるのが、REDD プラスというメカニズムである。先進国の資金を利用し、開発途上国

の森林減少を抑えて、CO2 削減を目指すものである。先進国の技術・資金援助で森林減

少が抑制されると、CO2 排出が削減されるのと同じなので、カーボンクレジットとして

算定され、先進国は削減義務にカウントできる。類似の取り組みとして CDM があるが、

これは森林減少を扱っていない。CDMの国際交渉の中では議論もあったが採用されなか

ったため、REDDはこれを取り扱う枠組みとして議論されている。 

 

・ REDDプラスについて 

従来の REDD を超えて森林保全、持続的森林経営、炭素蓄積まで広く取り扱ったもので

ある。単に森林減少を食い止めるのではなく、植林も含めている。京都議定書は植林のみ

を対象としていたので、それよりも広い。REDD では、予想されたシナリオに対してどの

程度削減されたかがクレジットになる。森林減少のトレンドが続いたときの排出量を想定

し、抑制結果との差を見る。これが抽象的で分かりにくい面もあるが、新しい手法でもあ

る。 

日本の森林総合研究所に REDD センターがある。気候変動枠組条約でどのような議論が

行われてきたか。2005年に初めてこの概念が提唱され、パプアニューギニア、コスタリカ

が中心になっている。2007 年バリの COP でディスカッションがスタートした。2010 年

COP16で REDDプラスのカンクン合意がなされ、2013年 COP19で REDDプラスに関す

るワルシャワフレームワークが採択され、国家森林採択システム、RL(シナリオ作り)、

MRV(排出の測定)が合意された。しかし、国際交渉の中で完全に合意されたのではなく、
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2020 年以降の京都議定書の次の枠組みで REDD をどう位置付けるかを現在交渉している。

多国籍で動き始めるにはまだ時間がかかる。日本政府には Joint Credit Mechanismで、二国

間で合意を行い、排出削減のメカニズムを動かそうという議論がある。 

 

以上をベースにして、JICAの REDDプラスプロジェクトがスタートしている。メカニズム

をどう作るかという点につき、インドネシアの林業省を中心に技術支援を行っている。2013

年 2月に Record Discussionが合意され、6月からスタートした。実施機関は林業省で、その

中の環境サービス局がカウンターパートになっている。パイロット州は西カリマンタンと、

中央カリマンタンで、森林がまだ残っているが減少のスピードが速く、泥炭地が分布してい

る地域を選定した。 

REDD は概念的には新しいが、森林減少をどう食い止めるかは森林管理の問題なので、現

状ではこれまでの延長線上にある。インドネシアでは JICAが 70年代から森林分野の協力を

してきており、衛星技術、生物多様性保全、コミュニティの森林保全参画を行ってきた。こ

れは REDD をどう動かすかに活用できる。また、温暖化問題に対して日本政府もインドネシ

アとの関係でコミットを強めているが、2011年には 2 国間の気候変動に関する文章が合意さ

れた。2 国間のクレジットメカニズムとして JCMがあり、2013年 8月にスタートについて署

名された。 

 JICAの協力も民間企業とタイアップして行われているが、Jointでも Feasibility Studyで商

社(丸紅、住友商事)が活動していたり、CSRで参加していたりする企業もある。 

政策レベルから現場レベルにおいて、森林管理、保全で多様な分野の協力がなされている。

西カリマンタンのグヌン・パルン国立公園では、コミュニティにアプローチしながら、森林

保全・現象抑制を行っている。中央カリマンタでは州レベルで炭素の排出、森林モニタリン

グを行う能力の向上を目指している。国レベルでは、地域で得られた成果を、REDD プラス

制度構築に活かしていこうとしている。CDMは個別のプロジェクトだが、森林減少ではリー

ケージの問題がある。A地で食い止めても、B地で伐採が進んだら意味がない。そのため国レ

ベル、州レベルで森林減少が抑えられているのかを把握して、そのうえで個々の現場での活

動を行う必要がある。このように国レベル、準国レベル、サイトレベルでのモニタリングと

活動を並行的に行う必要がある。 

西カリマンタンのサイトでは、州全体では広すぎてターゲットにしづらいので、沿岸区域

を重点的に見ている。対象の 4 件は 2006-2011 年の森林減少の半分以上 53%を占めており、

森林減少圧力の高い場所である。 

州レベルでの活動の概念図だが、対象 4 県でのベースマップを作り、リファレンスのシナ

リオを設定する。広域のリファレンスの中で国立公園を位置付けたり、国立公園外で REDD

プラスの可能性がある場所を特定したりしている。グヌンパルン国立公園だが、山の周辺に

村が 24か所ある。この 24村のうち、モデル村として 2村を選び、最終的に 6村で活動した

い。 
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ID REDDプロジェクトでは、国立公園の森林を守ることが主体になっている。周辺住民と

信頼関係を作り、そこで守る必要がある。一昔前は取り締まりが主であったが、現在では住

民と共同管理する動きもある。モデル村落を国立公園事務所が設定し、村落と共に生計向上

を目指す活動も始まっている。アプローチとしては、西バリ国立公園で、あいあいネットが

当局と協力しながら、住民との共同管理を行っている。住民との信頼関係構築で独自の手法

を用いており、住民との対話を地道に続け、住民のイニシアチブで生計向上活動や森林保全

活動を引き出そうとしている。また、里山コンセプトでは、住民の伝統的な知恵に基づく持

続的管理を行っている。これらに向けて、キックオフワークショップや国立公園職員へのフ

ァシリテーション研修を実施している。 

中央カリマンタンはカーボンの計測、泥炭に注目したプロジェクトを進めている。北海道

大学と協力し彼らが開発している先進的な泥炭地管理、測定方法の技術を、州の行政的な体

制にどのように活用するかを検討している。北海道大学の平野氏のモデルでは、泥炭の推移

と CO2 排出量の相関関係が明確に出ているので、水位を計測することで、泥炭からの CO2 排

出量をより正確に測定している。これを材料に中央カリマンタン政府との話し合いを進めて

いる。 

中央レベルでは、今後進めるのだが、州レベルやサイトででた成果を中央の政策にどう生

かしていくか現在考えているところである。 

IJ REDDはまだ始まって 6カ月しか経っておらず。これから本格活動というところである。 

7. 主主主主なななな質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答(Q&A): 

Q: 現在の延長線上との差を計測する REDD のスキームでは今のうちに木を切ってしまった

方が将来得になるという問題がないだろうか? 

A: 確かにそのような懸念もあるが、州や現場のレベルではそこまでスキームを正しく理解し

ておらず、「木を切らなければお金になるらしい」ということしか伝わっていないこともあ

る。当初よりもメカニズムの構築に時間がかかっている。 

 

Q: コミュニティレベルでの森林保全には今後どのように取り組むのか? 

A: 先住民が不利益を被らないようにセーフガードを講じる動きがある。非合法に農耕活動を

していた人々を追い出してクレジットだと言うのは、彼らの権利を侵害することになりか

ねない。そのため合意なく追い出すことはできないとされている。しかし、より積極的に

コミュニティをどう活用するかは、NGO レベルで現在動いているところである。アメリカ

の NGOは林業省に働きかけて、村のコミュニティを林業省に登録し、その村が森林を守っ

ている。するとクレジットとして村落にお金が落ちる。セーフガードは消極的な施策で、

不利益を被らないようにするというものだが、このように主体的に関わるという取り組み

も始まっている。ただし、ベネフィットシェアリングの問題があり、カーボンクレジット

やオフセットが認められて収入が生まれた場合、どこがどのように便益を享受するのか、

メカニズムとしてはまだ固まっていない。地域コミュニティなり住民なりに、どのように
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ベネフィットをもたらすのかは、現在話し合われているところである。100 円ずつ配っても

消えてしまうので、基金を作って、教育や生活環境を良くするプログラムに使うことなど

が検討されている。プロジェクトデベロッパーとのシェアリングもまだ具体化されていな

い。 

 

Q: ミクロネシアでは、地域住民は日々の生活に追われて森林を保護するという意識はない。

地域政府もお金になるのなら守るが、切った方が儲かるのなら切ってしまえという考えも

ある。インドネシアの人々の意識はどうか? 

A: 住民レベルでは生活をどう守るかが最重要なのは仕方ない。アブラヤシ農園ができて賃金

収入が得られるのなら、それに No という人はあまりいないかもしれない。しかし、森林

を保護したいと言うコミュニティもでてきてはいる。問題は地方政府で、県知事レベルが

初めの決定権者になるが、開発より保全と言う考え方を持っているかといえば、逆のケー

スの方が多いだろう。REDDでお金が入るというのがどれだけ判断に関わってくるかだが、

アブラヤシの収入に比べると、得られる利益は少ないだろう。しかし、意識が変わってい

る部分もあり、クタパン県の知事はこれ以上油ヤシ農園の拡大はしないと宣言した。リッ

プサービスもあるのかもしれないが、そのような考え方の知事もいるようである。 

 

Q: そこに行きつくには教育が必要だと思うが、教育分野の支援はしているのか? 

A: まだプロジェクトの中で教育まで統一はしていない。クタパン県では、協力隊員の助けを

得て環境教育を進めたいという考えはあるのだが、実現には至っていない。 

 

Q: グヌン・ハリムン・サラック国立公園のプロジェクトで REDDと結び付くことは? 

A: まだ、議論はしていないが、これだけ重要案件を扱っていると、バラバラではもったいな

いので、オールジャパンで複数のプロジェクトの成果を共有したいという思いはある。現

在は、特に、森林火災、泥炭の研究成果をどう政策に組み込むかを考えている。また、生

産林での CO2 削減を考えているので、それも結び付けたい。 

 

Q: グヌン・ハリムン・サラック国立公園は JICA の関わりも長く、地域コミュニティの巻き

込みも行っている。REDD の視察もあった。グヌン・パルンのスタッフがグヌン・ハリム

ン・サラック国立公園のスタッフと協働することはあるだろうか? 

A: プロジェクトでノウハウが固まれば、他でも応用できることを目指している。 

 

Q: CDMと REDDは並立して存在する意味があるのだろうか? 

A: CDMから森林減少の防止が外れたのも議論の過程でそうなってしまったのであり、決して

理想的な状態ではない。また REDD は森林を対象としており、アブラヤシは対象にはなら

ないので、REDDのスキームと同時に CDMを使わなければならない場面もあるだろう。植



研修報告書 
第 2 章 各訪問先の記録 
                                                          

 

                                           

2-16

林の CDM はインドネシアで殆ど実績がない。条件が厳しく、追加性の問題(植林ビジネス

として成り立っているのならば追加性とは認められず)や、永続性の問題(いったんクレジッ

トとしてもらっても切ったときに返却する必要がある)を満たさなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

講義講義講義講義のののの様子様子様子様子                                            JICA インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア事務所入事務所入事務所入事務所入りりりり口口口口                                                                                                 

集合写真集合写真集合写真集合写真    
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2-3. 持続可能なパーム油のための円卓会議(RSPO)事務局 

 

1. 作成者作成者作成者作成者: 小山田 陽奈 

2. 訪問場所訪問場所訪問場所訪問場所: RSPO(Roundtable on Sustainable Palm Oil：持続可能なパーム油のため

の円卓会議)インドネシア事務所 

3. 日時日時日時日時: 2014年 1月 9日(木)午後 

4. 訪問先訪問先訪問先訪問先のののの対応者対応者対応者対応者: RSPOインドネシア代表: Ms. Desi Kusumadewi 

5. 訪問先概要訪問先概要訪問先概要訪問先概要:  

RSPOは環境への影響に配慮した持続可能なパーム油を求める世界的な声の高まりに応え、

WWFを含む 7つの関係団体が中心となり、2004年に設立された国際非営利組織である。目

的は、世界的に信頼される認証基準の策定とステークホルダー(関係者)の参加を通じ、持続可

能なパーム油の生産と利用を促進することである。 

現在、50以上の国から 1,000以上の団体が加盟し、マレーシアおよびインドネシアに運営

事務局を設置している。特にインドネシアは世界第１位のパーム油生産を誇り、生産企業が

メンバーとして多く加盟していることから、RSPO のスタンスは時として企業寄りと捉えら

れ、その対応に非難の目を向けられることもある。 

6. 講義講義講義講義・・・・活動活動活動活動・・・・視察内容視察内容視察内容視察内容:  

(1) RSPO 設立の概要 

・ パーム油産業の急速な発展に伴うアブラヤシ農園の拡大は、森林や野生動物、地域の社会

へ様々な問題を引き起こした。このような背景を受けて、持続可能なパーム油の生産と利

用を促進するために 2004年に設立された。 

・ 世界で持続可能なパーム油が標準となるよう市場を変革することをビジョンに掲げてい

る。 

・ 持続可能なパーム油の生産には、法的に違反しないだけでなく、経済的に存続可能である

こと、環境的に適切かつ社会的に有益であることが求められる。具体的には「原則と基準

（P＆C）」を定め、持続可能なパーム油を認証している。 

 

(2) 持続可能なパーム油の認証について 

・ RSPO の正会員は 7 つのステークホルダー(アブラヤシ生産者、製油業・商社、製造業、

環境 NGO、社会・開発 NGO、銀行・投資家、小売業)で構成されている。 

・ RSPO のメンバーになる利点は、差別化(CSR、パーム油の付加価値)、リスクへの対応、

企業ポリシーとの整合性などである。 

・ RSPOの認証を受けることは、アブラヤシ生産者にとって労働者や地域とのより良い関係

の構築、生産性と品質の向上、自然環境保全につながるなどのメリットがある。 
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・ 金融機関はより持続可能な事業を展開している企業へ融資を行うことから、アブラヤシ生

産者は認証を受けることによって信頼性を示すことができる。 

・ 政府が独自に環境保護基準を定めた「持続可能なパーム油のインドネシア国内規定

(ISPO)」と RSPOは、共同研究を進めている。 

・ 持続可能なパーム油のライセンス製品には RSPOの認証ロゴがついている。 

・ 2014年からコンシューマーへの普及啓発を行う計画である。 

7. 主主主主なななな質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答(Q&A):  

Q: アブラヤシの木の種類は、同じなのか? 

A: アブラヤシの木は同じであるが、精製方法の違いでカロテンの含有量が異なってくる。 

 

Q: 認証ロゴの「MIXED(混合)」はどのような意味か? 

A: 認証農園からの認証油が流通過程で他の非認証油と混合された認証のモデルである。 

 

Q: 日本の企業で認証ロゴを使っているのはどこか? 

A: サラヤだけである。 
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2-4. SAWIT WATCH 事務所 

 

1. 作成者作成者作成者作成者:    小崎 好美 

2. 訪問場所訪問場所訪問場所訪問場所:    SAWIT WATCH 

3. 日時日時日時日時:    2014年 1月 10日(金)終日 

4. 訪問先訪問先訪問先訪問先のののの対応者対応者対応者対応者: 

・ 副代表: ランボー氏 

・ 社会部門、政策部門担当: リジャ氏  

・ 政策部門担当: カルロ氏 

・ 社会部門担当: チェポット氏  

・ キャンペーン担当: ボンダン氏、モンチョス氏、ヨピ氏 

・ アドミニストレーション担当: ウ―ヤン氏、ヨガン氏 

5,6. 訪問先概要訪問先概要訪問先概要訪問先概要、、、、講義講義講義講義・・・・活動活動活動活動・・・・視察内容視察内容視察内容視察内容: 

・ 自己紹介、アブラヤシについての動画鑑賞 

・ アブラヤシの利用について 

プランテーションで働いている人たちや地域の人びとへのインタビューから明らかにさ

れる 

プランテーションの問題点 

� 森林伐採 

� 水不足と洪水 

� 化学薬品による水の汚染、健康被害 

� 文化、生態系の変化 伝統的な野草や野菜がなくなる。 

� プランテーション拡大のため住んでいた土地や森が失われる。 

� 住民と行政の衝突 

� 望むべき方向性、住民による森林の管理 

 

・ SAWIT WATCHからのプレゼンテーション 

☆SAWIT WATCH 概要 

・ プランテーションを拡大するための火入れによる森林火災が問題として取り上げられた

ことがきっかけとなり、1998年に設立。 

・ パームオイルを取り巻く問題は、環境問題だけではなく、労働問題や人権侵害等の社会

的な問題も含んでいる。SAWIT WATCH はアブラヤシからパームオイル生産に関する

様々な情報収集や調査を実施ながら、アドボカシーに取り組む団体である。受益者は先

住民や農業で生計を立てている人、プランテーションで働いている人等である。 
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・ SAWIT WATCHは独立団体ではなく、140の会員(アクティビスト)がいるネットワーク組

織である。また、NGO(300団体)ともつながりを持っている。 

 

☆昨年の活動報告書より 

・ 1911 年にスマトラ島でアブラヤシが初めて植えられてから、インドネシアには 2013 年

現在で、1,250万 haのアブラヤシ農園があると言われている。そのうち 65％は、大規模

企業の所有する農園で、35％は零細農民の農園である。 

・ アブラヤシ農園には国内、グローバル企業を合わせて 30社の大企業が投資しており、傘

下の零細企業がインドネシア全国で 600社以上あると言われている。 

・ アブラヤシ栽培はスマトラ島から広がり、現在では西パプアや小さな島々にも進出して

いる。 

・ パーム油の生産拡大は、諸外国の需要が伸びていることに関連している。特に、ヨーロ

ッパでは多くのパーム油が売られているため、SAWIT WATCH としては対ヨーロッパの

キャンペーンを展開している。パーム油そのものではなく、それを取り巻く問題の解決

なしにヨーロッパへ輸出することを問題視している。 

・ 法律上は様々な審査プロセスがあるが、警察や行政官への賄賂などでプランテーション

の開拓権が容易に与えられて農場が開かれてしまう。政策そのものは正しくても、その

運用方法に問題がある。 

・ 中央カリマンタンでは、保護地区だけ守れれば良いと考え、他の森は切り開いて石炭採

掘、木材(パルプ用材)、アブラヤシに利用される。内陸部のアクセスが難しいエリア以外

は開発されてしまう。 

・ スマトラ島においては、2004 年からの 10 年間に警察が賄賂で買収されたと証明された

例だけでかなり多くある。 

・ 学齢期の子どもの労働も、問題となっている。 

・ 年配の女性は、重いアブラヤシの実を運べないので、こぼれた実を拾う労働をしている

がなかなか給料を貰えない。 

7-1. SAWIT WATCHのプレゼンテーションについてのプレゼンテーションについてのプレゼンテーションについてのプレゼンテーションについて研修生研修生研修生研修生のののの主主主主なななな質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答(Q&A): 

Q: 大企業についてどのような印象をもっているか? 

A: 問題の中心がどこにあるかを答えるのは難しい、全体的に腐敗している。 

 

Q: ジャワ島で不正がないのはなぜか? 

A: アブラヤシが入ってきたのが後発であること、また人口過密のためアブラヤシに使える土

地が少ないため件数そのものも少ない。ジャワ島ではいろいろな NGOが活動しており、こ

の問題の情報を集めるのが難しいことも理由として挙げられる。 

 

Q: 企業や住民の生活がうまく展開するプランテーションのあり方というのはあり得るのか?  
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A: 絶望的ではないと考えている。法律の見直しや運用を改善していく取り組みや、汚職撲滅

委員会にも期待している。SAWIT WATCH としては第三者委員会に加わることで改善して

いきたい。 

RSPO もその努力のかたちの一つであり、企業も全部が悪いわけではないので企業の努力

は認めたい。アブラヤシ全てに反対ではないし、実際に 150 万人以上の人が何らかの形で

パームオイル産業から収入を得ている。SAWIT WATCHとしてはこれ以上のプランテーシ

ョン拡大を防ぎ、少しずつ生産やその過程が改善されていくようにしたい。 

＜企業の取り組みの例＞ 

・ シーナルマス(華人の会社)－これ以上森林破壊しないと宣言 

・ ウィルマー－森林破壊しないと宣言。リップサービスなのか、現場が実際に変わってき

ているのかはまだ分からないが良い方向に向かうようにしていきたい。 

 

Q: 高齢の女性はノルマがあるせいで報酬を貰えないのか? 

A: 農園によっていろいろな基準(労働時間と収穫の目安の組み合わせ)があるがノルマはある。

ノルマは高く設定されているので夫一人では達成できず妻や子も手伝っている状況。家族

以外の人に頼るとその人にも報酬を分配しなければならなくなるので、どうしても家族を

動員せざるを得ない。もし妻子の労働を禁止されたらノルマの達成が難しくなり、家計を

成り立たせることができなくなる可能性があるため、SAWIT WATCH として企業に通報し

て勧告することが難しいというジレンマがある。正規雇用されていないことからも夫を手

伝って妻が働いていることを証明するのは難しい。 

また、アブラヤシの収穫の他にも比較的簡単な草刈りや除草剤散布などの仕事もあり、

収穫作業に比べ給料は低いが正規に報酬を得ている女性もいる。しかし、除草剤や農薬散

布の作業は収穫より楽であっても健康リスクは高い。 

 

研修生による「日本のパーム油の利用」の発表内容と発表者の役割分担は下記の通りである。 

発表内容 発表者(敬称略) 

1 パーム油に関する一般の人々の印象 川井 将史、小崎 好美 

2 パーム油を利用した製品の品目名 丸山 幸子、高柳 恭子 

3 パーム油問題に関する日本の企業と NGO の対応(具体

的な対応策も含む) 

秋山 知伸、小山田 陽奈、槙野 尚 

 

7-2. 日本側日本側日本側日本側のプレゼンテーションについてののプレゼンテーションについてののプレゼンテーションについてののプレゼンテーションについての主主主主なななな質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答(Q&A)・・・・感想感想感想感想・・・・フリーディスカッショフリーディスカッショフリーディスカッショフリーディスカッショ

ンンンン: 

（SAWIT WATCH: カルロ氏） 

・ どうやって問題を認識してもらうかが重要なため、どう情報をインプットしてもらうか、

新しいアプローチ方法(若い女性に向けた化粧品など)を知ることができた。 
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・ 企業だけではなくそこに投資している銀行などがあるということ。ウィルマーが三菱東

京 UFJ 銀行から融資を受けている。みずほ銀行、野村証券なども、特に、農園の新規開

発に投資しているようだ。MEDCO にも投資している。インドネシアで一番大きなシー

ナルマスグループも投資している。各銀行や投資先は一例。日本はコンシューマーレベ

ルという下流域ではなく投資という形で最上流にも関わっている。 

 

Q: ベジタブルオイルという表記の内訳を書くことはできるのか?(SAWIT WATCH:ランボー

氏) 

A: 内訳(＝配合)は企業秘密であることもあり、食品衛生法などで表記を義務付けるのは企業

からの反発が大きそうである。 

ランボー氏: パーセンテージまでできなくても、原料を羅列する程度でも消費者の立場から取

り組んでくこと大切であると思う。 

 

Q: レインフォーレストネットワークがパームオイルを使用した商品について警告するキャ

ンペーンを行っている。日本にはそのような活動はあるのか?(リジャ氏) 

A: 消費者生活センター(パーム油に特化しない)があるが、何か健康被害がでてから取り組ま

れることが多い。企業から訴えられることもあるので、この商品は買わないようにと NGO

が直接的に言うことは難しい。 

 

Q: インドネシアでは、実際に訴えられたりするようなことは起こっているのか?（ERCA: 杉

本氏） 

A: 裁判まで行かなくても、プレスリリースに書かれることもある。土地を奪われた人たちの

キャンペーン、陳情、ハンガーストライキ等が行われている。 

A:キャンペーンというとアブラヤシよりも豚の脂を使っているかどうかが問題にされること

が多い。かつて豚由来の酵素を使った味の素に対して不買行動が起こったことがある。小

さい会社についてキャンペーンをしても、大企業の名前しか知られていないため効果があ

まりない(SAWIT WATCH:ヨピ氏)。 

 

(SAWIT WATCH:リジャ氏) 

商品の成分にこだわっている点もインドネシア人のライフスタイルと違う。原料に何が含

まれているかよりも価格の方が気になる人が多く、インドネシア人はあまり表示を見ない。

日本人との関心の視点が違う。 

 

Q: 日本のパームオイルの輸入量を知っているか? また、日本で売っている油の種類にはどん

なものがあるか? 家庭用揚げ油にパームオイルがないのはなぜか? 

A: 日本の気候では固まってしまうからでは?ヨーロッパでは輸入されて販売されている(明確

な回答ができなかった) 
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・ 上流にある政策の実施が問題だが、そこに直接アプローチするのは難しいため、下流の

消費者からのアプローチをしていかなければならない。日本では実際に生活の中にパー

ム油は多いのにその詳細を知ることが難しいので、消費者からのアプローチとしてどの

ようなキャンペーンをしていくべきか考えるべきである。 

・ 消費者の傾向を知ることは重要である。インドネシアは宗教的に正しいことを大切にす

る傾向にある。 

・ 日本人は健康や安全性への関心が高く、品質を気にして「安いけれど悪いもの」を買わ

なくなってきている。環境よりも自分自身の健康の方が優先順位は高い。エコ認証され

ている物とそうでない物があったら、エコ認証されているものを買う人は増えている。

しかし、エコ認証されている商品自体が少ないことが課題である。 

・ 人間だけではない動物の健康にも気を使っていきたい。これはヨーロッパでは有効なア

プローチである。 

 

Q: インドネシアでは SNS 等で情報を得て実際に行動に移す人はどのくらいいるのか? 

A: 文字は少なめでトピックだけを伝えるようにしないと注目が集まらないため、ツイッター

はインドネシア人に向いている。お祭りの感覚で参加する人は結構多いが、本当の趣旨は

分からないままのこともある。 

 

Q: インドネシアでは不正などのスキャンダルがよくニュースになるが、日本ではどのような

ニュースが好まれるか? 

A: 日本では、基本的に政治が新聞の一面を飾っているが、一般人は芸能やスポーツに関心が

高い。インドネシアではパーム油という表記をすることについて問題を感じていないので、

パーム油という表記使っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



研修報告書 
第 2 章 各訪問先の記録 
                                                          

 

                                           

2-24

 

2-5. ゴミ投棄現場と貧困コミュニティ 

 

1. 作成者作成者作成者作成者: 高柳 恭子 

2. 訪問場所訪問場所訪問場所訪問場所: ジャカルタ特別州中央ジャカルタ市プガンサン地区(通称：サレンバ地区) 

3. 日時日時日時日時: 2014年 1月 11日(土)午前 

4. 訪問先訪問先訪問先訪問先のののの対応者対応者対応者対応者: ジャカルタ特別州中央ジャカルタ市プガンサン地区の住民 

5. 訪問先概要訪問先概要訪問先概要訪問先概要: 中央ジャカルタに位置する訪問地区は、市内でも大きな一般住宅地の一つ。

一帯を流れるチリウン川には、一般家庭から不法投棄されるごみが堆積し、

大きく景観を損ねている。また、河川に蓄積したゴミが水門を塞ぎ、頻繁な

洪水を発生させるなど、重大な環境問題を引き起こしており、早急な対応が

求められている。 

周辺には「スカベンジャー」と呼ばれる、法的に認められていない廃品回収

による現金収入で生活する貧困者も存在する。生活環境は劣悪であり、彼ら

に対する対策も急務。 

【DATA】 

地区名：ジャカルタ特別州中央ジャカルタ市プガンサン地区 

    (行政的には、104つの隣組により構成) 

地区面積：およそ 0.98km2 

居住人口：20,000人(推定) 

居住戸数：4,931戸 (ジャカルタ特別州統計局発表)  

6. 講義講義講義講義・・・・活動活動活動活動・・・・視察内容視察内容視察内容視察内容: 

【ゴミ投棄現場】 

訪問地域は、密集した家々の間を迷路のように狭い通路が通っている地区。通路には、半

年前にジャカルタ市によって設置されたゴミ箱が点在。訪問中、ゴミをゴミ箱に廃棄する住

人の姿も見受けられたが、道を隔てた川岸に山積みになった廃棄物が放置され、ゴミの廃棄

法がきちんと認識されているとは言いがたい。 

廃棄物回収はジャカルタ市の清掃局によって行われている。訪問地域に隣接する廃棄物一

時保管ステーションに一旦運搬された後、ジャカルタ州廃棄物最終埋め立て処分場へ運ばれ

る。回収は毎日トラック 2台分で、基本的に分別はなし。 

古紙や缶、ビン、ペットボトル、ダンボール、発泡スチロールなど、販売可能な再生可能

廃棄物はスカベンジャーによって抜き取られているため、回収廃棄物の総量は相当量減少し

ていると考えられる。 
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[廃棄物総量]：1日 10,440kg (トラック 1台回収分 5,220kg×2)  

[廃棄物内訳]： 

①有機廃棄物(残飯、草木などの植物性廃棄物) 

②非有機廃棄物(プラスチック、ガラス片、ビン、缶、破損家具、台所用品などの金属類) 

③危険廃棄物(消費期限切れ薬品、乾電池、カーバッテリー等) 

 [再生可能廃棄物の販売金額] *1kgあたり 

    ペットボトル    ：5,000ルピア 

    ペットボトルキャップ：4,000ルピア 

    ダンボール     ：1,500ルピア 

    プラスティックカップ：8,000ルピア 

    ビン        ：1,500ルピア 

 

このような地域でも、行政による組織的な廃棄物回収が機能していることは特筆すべき状

況だが、回収には費用が発生することも見逃すことはできない事実である(参考：ボゴール市

内 JEEF事務所がある地区では、年間 450,000ルピア)。再生廃棄物を回収・販売し、その現

金収入による生活を余儀なくされている住民が少なからず存在することを鑑みると、回収費

用を捻出できる住民は少数なのではないだろうか。この状況を放置していると、ジャカルタ

市による資金繰りが困難となり、せっかくの廃棄物回収システムが機能しなくなる可能性が

高く、早急な状況の改善が望まれる。 

 

【貧困コミュニティ】 

周辺地区の居住者には、定職を持つ住人は少なく、家族･親族で支え合って生活していると

いう。収入は不定期で、年収はある人でおよそ 10万円前後。密集した家々は一見とても狭く、

家具も必要最小限に見受けられるが、そこに暮らす人々の表情はみな一様に明るく、笑顔と

笑い声が絶えない印象を受けた。汚水や生活排水などの悪臭がすることもなく、開け放した

ドアから見える室内はきちんと掃除され、清潔さを保っている。 

ほぼ全ての家にテレビが設置され、テレビの普及により文盲率が下がったという。 

この地区に居住するスタッフの 1月の光熱費は、水道代 50,000ルピア、電気代 200,000ル

ピア、ガス代 60,000ルピアほどで、テレビ視聴などの影響か、電気代が格段に高額であるこ

とが伺える。 

一方、道を挟んで向かい側の川にかかる橋の欄干下には、家を持たない人々が生活してい

る場所もあった。欄干脇を埋め尽くすかのように、廃棄物から違法に抜き取ってきたであろ

う物品が山積みにされ、無数のハエがたかっていた。分別されたペットボトルのみでパンパ

ンになったビニール袋がいくつも集められた箇所や、目隠し用の毛布が下げられたロープな

ど、雑然とした中にも一定の秩序が感じられ、ここで暮らす人々による生活の工夫と思われ
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る様子も見受けられた。 

奥の欄干下には、ベニヤ板で隣と仕切っただけのような狭い空間がびっしりと並び、床に

直接敷かれたマットレスの上に病気の幼児が横たわる姿など、胸の痛くなる場面が散見され

た。欄干下の住人の女性に話を聴ける予定だったが、子供の病気が重いということで中止に。

病状が悪化した我が子を心配し悲痛な表情を浮かべる女性を見て、母親の愛情は世界共通で

あることを改めて痛感すると共に、このような貧困コミュニティの状況が 1 日でも早く改善

されるよう、祈るような気持ちになった。 

貧困問題は一朝一夕に解決可能な問題ではなく、行政の関与や世界の援助機関などの介入

も非常に難しい。幸いにもインドネシア政府は、これら貧困コミュニティ援助のために地方

に無料アパートを用意し、住民の移住を促すなど、対策を取り始めているという。このよう

な援助を継続的に行い、一刻も早く貧困層の住民も安心して暮らせる国になってほしいと願

うばかりである。 
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2-6. スマトラ島アブラヤシプランテーション 

 

●●●●現地現地現地現地 NGO『『『『LSPL』』』』によるアブラヤシによるアブラヤシによるアブラヤシによるアブラヤシにににに関関関関するするするする講義講義講義講義 

1. 作成者作成者作成者作成者: 高柳 恭子、丸山 幸子 

2. 講義場所講義場所講義場所講義場所: Jangga House Bed & Breakfast会議室 

3. 日時日時日時日時: 2014年 1月 12日(日)午後 

4. 講義講義講義講義のののの対応者対応者対応者対応者:  

・ LSPL代表: ポルタック氏 

・ LSPL メンバー: リサ氏 

5. 講義先概要講義先概要講義先概要講義先概要:  

・ LSPL(Lembaga Studi Pemantauan Lingkungan)＝（『環境モニタリング研究所』）(2000

年設立) 

・ 1997 年、JBIC の水力発電所建設計画をモニターするため参加。ドイツの「Terres de 

Hommes」や「Brut for the Walt」などから融資を受ける。 

6. 講義講義講義講義・・・・活動活動活動活動・・・・視察内容視察内容視察内容視察内容: 

インドネシアにおけるアブラヤシプランテーションには、いまだ問題が山積している。以

前 LSPLが女性の労働状況を調査したところ、農薬被害による母乳の有害物質含有が発覚。ア

ブラヤシプランテーションでの労働が、人体に悪影響を与えていることが判明した。その後

プランテーションは労働者に対して、マスクや 1 日 1 リットルの牛乳(栄養状況改善のため)

を配布するなど、労働環境を改善した。 

このように、NGOによる告発などを通じて徐々に状況は改善しつつある。しかし、評判や

モラルに敏感な私営プランテーションに対して、「国が守ってくれる」との安心感を持つ国営

プランテーションは、改善により時間がかかる傾向がある。 

昨今の「地球温暖化」にまつわる問題についても、プランテーション側は無関心ではいら

れない。大量の熱帯雨林伐採の上に成り立った産業のため、地球温暖化を促進する原因の一

つにあげられることが多く、世界の世論には敏感になる必要性を感じている。廃水・汚水問

題についても、神経を尖らせているプランテーションが多い。 

 

【主な問題】 

①教育 

農園周辺に学校を作らず、労働者に教育を受けさせない。労働者を賢くさせないことで、

従順な労働力を保持し続ける。 

②栄養状態、衛生状態 

③人権・社会問題 
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女性をターゲットにした犯罪(レイプなど)が横行している。 

④人種問題 

 インドネシア特有の人種問題を利用している。労働力として民族的に従順なジャワ人を投

入することで、支配を容易にする。 

⑤恐怖支配 

 労働者を飼いならすため、恐怖をもとに支配する。 

 

【解決方法】 

当初、NGOなどによって問題を明らかにすることが解決策と思われたが、これは逆効果で

あった。世間からの風当たりと締め付けが厳しくなったプランテーションは、NGOなどへの

情報公開を制限、より一層現状が隠蔽される結果となった。 

このことから、より一層効果がある解決方法は、プランテーションが自ら自分たちに注目

が集まっていることに気付き、労働環境などを改善することにあると考えられる。世界中か

ら、環境問題従事者などがプランテーションを訪問することで、プランテーション側にプレ

ッシャーをかける効果が期待されている(今回の研修生訪問も、その効果が期待されている)。 

 

【国営第 4プランテーション(PTPN4)の変化】 

翌日訪問予定の国営第 4プランテーション(PTPN4)に関しては、以前と比べると、環境の改

善が図られている。具体的には、①労働組合の組織、②牛乳、マスクの付与 ③労働条件の

改善(16歳以下の就労禁止)などである。廃水問題に関しては、翌日現地で視察。 

 

●●●●PT. Perkebunan Nusantara IV <PTPN4> (国営第国営第国営第国営第 4プランテーションプランテーションプランテーションプランテーション) 

1. 作成者作成者作成者作成者: 高柳恭子、丸山幸子 

2. 訪問場所訪問場所訪問場所訪問場所: PT. Perkebunan Nusantara IV <PTPN4> (国営第４プランテーション)  

3. 日時日時日時日時: 2014年 1月 13日(月)終日 

4. 訪問先訪問先訪問先訪問先のののの対応者対応者対応者対応者:  

・ PTPN4マネージャー: Abdi Syahputr氏 

・ ラヨンウタラ県 局長アシスタント: T. Pardosi氏 

・ バンブルマ県 アシスタント: Irasan Siaelan氏 

・ 会計士: Arman syau氏 

5. 訪問先概要訪問先概要訪問先概要訪問先概要: 

アブラヤシ、茶などのプランテーション経営とその製品加工を実施する国営公社。北スマ

トラ州内に 30のアブラヤシプランテーションおよび 4つの搾油工場を有する。今回の訪問先、

シマルグン県には広大なアブラヤシプランテーションが広がり、とても多くの労働者がアブ

ラヤシプランテーションおよび近接する搾油工場に従事している。RSPO 加盟メンバーでも
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ある。 

 

【DATA】(2013年 8月現在) 

総面積 ：およそ 8,965ha (≒1ブロック 1,000ha×9) 

労働者数：1,970人 (家族も含めると 3,376人) 

    [管理者] 男:20  女:1 

[労働者] 男:878 女:345  

[研 修] 男:9  女:2 

[外 注] 男:15 (セキュリティーなど) 

[工場従業員] 37人×2(シフト制 16:30～6:30、6:30～16:30) 

生産量 ：140から 150トン(1日)  

精製量 ：700トン(同) 

 

歴 史： 

1926年 タバコ農園として開業(インドネシア独立以前) 

1938年 アブラヤシとゴムのプランテーションを開始 

1942年 日本軍侵攻、日本の管理下。日本敗戦後オランダ管理。 

1958年 国営農園に転向 

1996年 公社化(第 6,7,8農園が統合して第 4農園に) 

6. 講義講義講義講義・・・・活動活動活動活動・・・・視察内容視察内容視察内容視察内容: 

【国営第 4プランテーション(PTPN4)について】 

パームオイル搾油工場は原則 24 時間稼動。74人が 2交代で勤務し、1日 700トンを精製、

140から 150トンを生産している。PTPN4は、90年間、政府から土地を借り受けてプランテ

ーション経営をしており、廃棄物を排出しないよう努力している。原則、産業廃棄物も有機

物として扱われている。また、廃水は特定の浄水場で約 65日かけてバクテリア分解し、畑に

返す。浄水の過程でオクタンガスが発生するため、現在、その有効利用法を考案中である。 

 

【パームオイル精製工程】 

①農場からの採取 

②測量 

③ボイル (皮+バクテリアの除去) 

④芯の分別 (芯は肥料として使用) 

⑤搾油 (この時に出るカスは、ボイラーで燃やして発電に応用) 

 

【農園での業務】 

農園での業務は、植樹、苗木手入れ、収穫などに加え、害虫駆除、殺虫剤散布、間引き、
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肥料散布など多岐に渡る。労働者は 1 日 1.2 トンまでの収穫が可能で(一房当たり 20～30 キ

ロ)、一人当たり 2～3ha が割り当てられている。収穫に当たっては、鉈による果実伐採や、

重量のあるアブラヤシを運搬する腕力が求められるため、男性が担当することが多い。作業

内容によって給料に差異があるが男女差はなし。女性や高齢者は農薬散布や落下果実の収集

など、軽作業に従事する者が多い。 

 

【労働者の待遇】 

収入が安定し福利厚生が行き届いているため、アブラヤシプランテーションへの就職希望

者は多い。PTPN4 労働者の月収は最低でも 3,500,000ルピア。収穫量によってはボーナスが

与えられることもある。労働者には住居が与えられ(家賃･水道･電気･ガス代無料)、米も配給さ

れる。上層部用の社宅も完備(近隣に学校がない場合は、学校を用意するプランテーションも

ある)。 

また PTPN4では、隣接して 35床を持つ診療所も設置。労働者は全員、原則無料で診療を受

けることができる。医療関係者は全員インドネシア人で、1ヶ月に 3～4人の出産があるなど

病院利用者は多い。一番多い症状は下痢や発熱、のどの痛みなどである。 

  

【アブラヤシプランテーションの今後】 

パーム油の木は植樹後 30ヶ月ほどで結実し始め、25年間搾油が可能なため、1年ほどしか

搾油のできない大豆、コーンなどに比べ生産性が高い。それでも、さらに生産効率を上げな

いと市場競争や利益回収などの観点から今後の経営が厳しくなっていくことも予想されるが、

技術革新により改善の展望が見え始めている。以前は、搾油は果実回収から 24 時間以内に行

うことが原則だったが、技術の進歩により 48 時間まで搾油可能になり、生産率増が見込める

ようになった。 

一方、光合成効率を上げることによって、生産力を上げる品種改良の研究も進んでいる。

また、現在のアブラヤシは非常に樹高が高くなってしまうため、収穫等の作業に危険が伴う

場合が多いが、樹高が高くならない、低木のアブラヤシの開発に向けても、研究が進んでい

るところである。 

 

今回訪問した PTPN4では、労働条件の改善に関する一定の努力が見られ、労働者たちから

の不法な搾取や環境破壊などを見つけることはできなかった。一方で、インドネシア内での

他のアブラヤシプランテーションでは、まだまだ劣悪な労働条件に従事している労働者や、

周辺環境への高い汚染影響などが散見されると聞く。技術革新や品種改良などによって生産

性を上げると同時に、各経営者や行政による、プランテーション内部からの自浄的な労働条

件改善が強く望まれるところである。 
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2-7. グヌン・ルーサー国立公園(GLNP) 

 

1. 作成者作成者作成者作成者: 秋山 知伸、丸山 幸子  

2. 訪問場所訪問場所訪問場所訪問場所: グヌン・ルーサー国立公園 

3. 日時日時日時日時: 2014年 1月 14日(火)～1月 16日(木) 

4. 訪問先訪問先訪問先訪問先のののの対応者対応者対応者対応者: 

・ 対応団体＝LPT(Lembaga Pariwisata Tangkahan : タンカハン観光グループ) 

・ 事務局長: Rutzu氏 

・ マーケティング部長: Herman氏 

・ レンジャー: Ferdinan氏 

・ アシスタントレンジャー: Agun氏 

・ Greenロッジ(宿泊先)スタッフ Henky氏 

・ フロントスタッフ: Rita Lucy氏 

・ 国立公園スタッフ: Januarsen氏 

5. 訪問先概要訪問先概要訪問先概要訪問先概要:  

グヌン・ルーサー国立公園はスマトラ島北部に位置し、1980年にインドネシアで設立され

た最初の 5つの国立公園の一つである。国立公園は 110万 haの広さを有する。2004年以降

スマトラ島沖大地震以降、違法伐採が問題となり代替え収入としてエコツーリズムの実施体

制が整備された。 

本訪問先では、主にエコツーリズムを始めた住民グループ Lembaga Pariwisata 

Tangkahan(LPT)によるエコツアーへの参加と住民との意見交換を行った。住民グループは国

立公園と MOUを結び、17,500haの森の管理を任され、エコツーリズムに利用している。 

6. 講義講義講義講義・・・・活動活動活動活動・・・・視察内容視察内容視察内容視察内容: 

●LPTについて 

LPT はタンカハンの住民によるエコツアーグループである。同グループは、ウエブサイト

で宣伝し、宿の提供と主にフォレストウォーク、タイヤチューブによるラフティング、ゾウ

乗りのアクティビティーを提供している。 

LPT は村落条例で外からのホテルなどの投資を規制し、また、住民グループ内での役割分

担をして一人勝ちはしないよう、宿とガイドのかけもちをしないなど話し合いによって決め

ている。150人のメンバーが LPTに参加し、そのうちガイドは 33人、アシスタントガイドは

30人。タンカハンには 8,000 世帯あるという。 

●国立公園のエコツアー参加（ジャングルトレッキング）について 

数種類のトレッキングメニューの中から、初心者用のファミリートレッキングのプログラ
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ムで伝統的文化の体験や国立公園内の自然を観察するエコツアーに参加。 

ターメリックをすりつぶして作ったタンカハン村の伝統的な虫除けを指先にぬり、森の神

への祈りを捧げた後にトレッキングがスタート。森の中は人が一人通れるくらいの細く薄暗

い山道。トレッキング中はガイドが常に森の中での注意(例えば毒のある植物について)や伝統

的な薬草／繊維の紹介、象、イノシシ、オランウータンなど森に生息する野生動物の解説、

森の境に果樹を植えて動物と人の共存を図っているグループの活動の紹介などを要所で行っ

た。2.2 Km 約 2 時間のツアー(360,000 ルピア)。ツアー終了後、本地域で栽培されたパイナ

ップルをおやつに頂いた。 

  
          センターセンターセンターセンター入入入入りりりり口口口口                   伝統的伝統的伝統的伝統的なななな虫除虫除虫除虫除けけけけ薬薬薬薬(ターメリックターメリックターメリックターメリック) 

     
        ガイドのガイドのガイドのガイドの様子様子様子様子                  インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア語語語語のののの看板看板看板看板                絞絞絞絞めめめめ殺殺殺殺しのしのしのしの木木木木 

  
        村村村村でででで収穫収穫収穫収穫したパイナップルしたパイナップルしたパイナップルしたパイナップル                            イノシシのイノシシのイノシシのイノシシの砂風呂砂風呂砂風呂砂風呂 
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7. 主主主主なななな質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答(Q&A): 

Q: 違法伐採をやめたきっかけは何ですか? 

A: 先祖代々森の木を伐って暮らしてきたが、違法伐採中、事故で叔父が亡くなった。木を売

るのではなく、森を売れるようにしたいと思った。 

 

Q: 今でも違法伐採は続いているか? 

A: 違法伐採をしている人はいない。地域外の住民もだれも違法伐採していない。 

 

Q: 本国立公園の特徴は何か? 

A: インドネシアの国立公園の中で生物多様性が一番高い。森が素晴らしいだけでなく、地域

住民が森を守っている。ツアープログラム料金の一部を自然保護に使用しているため、参

加することで環境保護に繋がる。 

 

Q: 2001年から何年間で現在のスタイルが確立されたか? 

A: 協同組合を作り、村落条例を決め、森が素晴らしいだけではなく地域住民が森を守ってい

ることを初めから売りにした。初期の頃(2002年〜2006年)、ジャカルタにある NGOイン

デコン(NGO インドネシアエコツーリズムネットワーク)がガイド教育、プロモーションを

行った。2004年、林業省から賞を頂き、2006年には観光賞を受賞。テレビ、新聞の取材が

増え、1年間の集客数が 2003年／20人から 2013年／4,200人に増加。最近では、メダン

の NGOから有機農法の栽培技術に関する協力を得ている。 

  

Q: 違法伐採をしていた住民グループが、なぜ翌年 2002年に MOU 合意が取れたのか? 

A: 当時違法伐採した木材を運ぶためのトラックが、1 日最低 10〜20 台村に入って来た。全

てのトラックを止めたこと、また、毒薬を使った川魚の漁も止めたことで林業省の信頼を

得たことが大きい。 

 

Q: 集客方法は? 

A: インデコン、林業省のプロモーション協力と観光客の口コミ、ウエブサイトでのプロモー

ション。 

 

Q: ガイドの教育方法は? 

A: インデコンから学んだガイド教育、林業省のガイド教育プログラム、スタディツアーへの

参加などの経験を活かしてガイド同士で情報を共有すること、また、観光客からの意見を

参考にすることや、わからないことは本やネットなどで調べる。ガイドになるためには最

低 3 年間アシスタントを経験し、その後メンバーと協議の上、本人へのインタビュー等を

通して決定する。 
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Q: 一番問題だったことは何か? また、住民同士で何か問題は起こっているか? 

A: 常にコミュニケーションを取っているので、特に問題は何も起こっていない。 

 

Q: 住民グループでガイド以外の仕事は? 

A: 事務担当(広報、スケジュール管理)、宿泊施設、食堂、よろずや、おみやげ屋の経営、有

機農業など。 
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2-8. 非木材林産物(NTFP)インドネシア 

 

1. 作成者作成者作成者作成者: 小崎 好美 

2. 訪問場所訪問場所訪問場所訪問場所: NTFPインドネシア(非木材林産物インドネシア事務所)  

3. 日時日時日時日時: 2014年 1月 18日(土)午前 

4. 訪問先訪問先訪問先訪問先のののの対応者対応者対応者対応者: 

・ NTFP職員: Ms. Natasya Muliandari 

・ NTFP職員: Mr. Ario Sena 

・ 天然はちみつネットワーク(JMHI): Mr. Rio Bertoni 

5. 講講講講義義義義・・・・活動活動活動活動・・・・視察内容視察内容視察内容視察内容: 

自己紹介の後、Ms. Natasyaにより NTFPと NTFPEPの概要についての講義 

・ NTFP(Non-Timber Forest Products)は地域の人々が森を守りながら、そこから持続的に得

られる産物(ラタンや蜂蜜、フルーツやゴムなど)によって収入向上を目指していく取り組

みをサポートしている。 

・ NTFPEP（Non-Timber Forest Products Exchange Program）はフィリピン、インド、マ

レーシア、ベトナム、カンボジア、インドネシアの NTFP によるネットワークである。

フィリピン・マニラにヘッドオフィスがある。 

・ 1998 年ごろから各国でそれぞれ活動をしており、2003 年 9 月から各国の活動をシェア

する目的で NTFPEPが発足。現在は、カンボジアが加わり 6カ国で活動している。 

・ 地域でのファシリテーションやスキルトレーニング、販路拡大のためのマーケティング

やビデオを使ったドキュメンテーション、教材作りなどを行っている。また、6 カ国で

60の NGOとつながっており、NGOのコーディネーションも行っている。 

・ NTFPEP インドネシアは元々あったクラフトカリマンタンの活動に加わる形で 2007 年

に活動を始めた。 

 

☆クラフトカリマンタンについて 

伝統技術の継承や森を守りながら経済活動を行うことを目的とした団体。主な活動は下

記の通りである。 

� 文化活動 

� 販路拡大のためのマーケティング 

� トレーニング(商品製作のスキルトレーニングだけではなく、会計や商品に関する計

画などについても研修を行っている) 

� 産業振興課など自治体とのつながりを強化し、まずは地域で商品が売れる機会を増

やす取り組み 
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� 技術や活動の記録 

・ 現在 3つの州で織物(天然素材による染色)作りをサポートしている。 

・ 各地域で 4つの NGOが協同組合の立ち上げなども含めて活動している。 

・ 2008年、4地域 72 名だった工芸作家は、現在 3州 7県 26村の 419人に拡大。 

 

ボルネオチック(BORNEO CHIC)の概要について Mr. Arioから説明 

・ アンテナショップとして 2011年 4月からクラフトカリマンタンとそのメンバーである 4

つの NGO(+NTFPEP)の商品の取り扱い、プロモーションを行っている。 

・ 商品取引法に基づく取引ができるようにボルネオチックを設立した。 

・ 地域の人たちが日常的に使っているもの(ローマテリアル)を、マーケット用のデザインに

する商品開発を行っている。加工は、ジャカルタにある工房で行っている。 

・ 若手デザイナーを発掘するためにデザインコンペを開催し、国内外の展示会に参加して

いる。 

・ ボルネオチックではマーケットアナリストを雇用し、雑誌等を参考に流行の分析などを

している。若手デザイナー発掘や、実際の商品開発(デザイナーや製作チーム)は外注。 

・ ターゲットとしているのはハイクラスの人だが、商品はただ高価格高品質なだけではな

く、ストーリーがあるものが大切だと考えている。 

・ 商品を卸す店を限定している。本アンテナショップ以外ではジャカルタに 5 店舗、スカ

ルノハッタ国際空港の国際線免税店に商品を置いている。バリ島のウブドなどにも拠点

が欲しいと考えている。 

・ 2012年には 50％だった売り上げが 2013年には 150％になった。利益はメンバーに還元

される。 

・ 活動を通して、地域住民の環境意識が高まり、自ら植樹や染料に使う花などの栽培を始

めるようになった。また地域住民主導でマップ作りを行い、地域にある資源を認識した。 

・ クラフトカリマンタンが法人を取得したり、インドネシア民芸品アワード等いろいろな

賞を受賞したり、本活動が評価されつつある。 

 

天然はちみつネットワーク(JMHI)の概要について Mr. Rioから説明 

・ ハチが巣をつくる環境が減ってきていることや、ポテンシャルは高いがはちみつの質は

まだまだ低かったことから、持続可能なはちみつづくりを目指し 2005年に結成された。 

・ 昨年 8月にフローレス島の団体も加わり、現在は 8か所 9団体が加盟している。西ティ

モール州のクパンにある NGOも加盟予定。 

・ インドネシアは 70％を天然はちみつ(ネパールからインドネシアにかけて生息している

野生のミツバチ「アピスドルサタ種」)、30％を養蜂のはちみつでまかなえるが、最近で

は、中国のはちみつも入ってきている。 

・ 天候の影響を受けるため全く収穫できない年もある。1kg 当たりの価格は、どんどん値上

がりしている。アムウェイインドネシアが大口顧客。 
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・ 日本では水分含有量が 18％以下でないとはちみつと言えないが、インドネシアでは 25％

まで認められている。ただし、水分が多いほど発酵しやすい。水分が少ない方が賞味期

限は長くなる。 

主な活動としては、下記の通りである。 

� 持続可能なはちみつづくりに向けたトレーニング(インドネシアの有機認証を取得、

JMHI独自の基準も設定) 

－質の管理(ごみが混入すると発酵してしまう、水分含有量の調整等) 

－プロセスの改善(巣を一度に採ってしまわない、手で搾らない等) 

� マーケティング 

� パケージの研究 

� はちみつに関する調査研究(栄養や効用など) 

・ 市場 

� 生産地周辺 

� ジャカルタなど国内の都市部(大手スーパーHEROなど) 

� 国外 

・ 成果 

� NTFPのうち林業省が推進する 30の取り組みのうち 3つが天然はちみつについての

活動で、そのすべてが JMHIの活動地域である。 

� スマトラ島リアウ州では天然はちみつの取り組みが地域おこしとして注目されてい

る。 

・ 今後の課題 

� パンフレットやムービー等を作りたいが、まだ技術がないので支援してほしい。 

� それぞれの産地のはちみつの効用を明らかにしたい(インドネシアの大学でできない

か検討中)。 

� 環境面のリサーチ 

� 本活動を他の地域、団体に広げたい(西ティモール・クパンやアチェ州など)。 

� 大学等の教育機関や NGO、地域との連携を推進していきたい。 

� 持続可能な地域づくりのためには住民の努力と森林の保全、経済的な自立が必要で

ある。 

� はちみつの味見、地域別の多様な花から集めたはちみつ 

6. 主主主主なななな質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答(Q&A)・フリーディスカッション・フリーディスカッション・フリーディスカッション・フリーディスカッション: 

Q: はちみつが採れない時期はどのように生計を立てているのか? 

A: そもそも花が咲く時期にしかはちみつは採れないため、兼業としてはちみつを作っている。 

 

Q: 養蜂との兼ね合いはどうなっているか? 

A: 野生のハチは森の中にいて大型なので飛べる高さが異なっているため競合していない。 
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Q: 昔からインドネシアでは、はちみつをとっていたのか? 

A: 伝統的にはちみつは消費されていた。村の中で消費されるだけだったためコントロールで

きていたが、市場が拡大するにつれてとり過ぎ等の問題が起こるようになった。3分の 1を

残して巣を採るように JMHIで指導している。また、蜂の巣をとる作業はとても危険なので、

長ズボンや手袋、マスクの着用を徹底するよう指導している。 

 

Q: 天然はちみつの価格については? 

A: 養蜂のはちみつよりも高い価格設定をしている。市場価格が上がれば、それに合わせて値

も上がっていく。 

 

☆Borneo Chicで販売している商品についての意見 

・ ナチュラルなデザインの方が良い。 

・ 縫製がしっかりしている(牛革もインドネシアのもの) 

・ 働く女性をターゲットとする場合、軽いもの、A4 サイズが入るものが良い。インドネシ

ア人の客層は公務員の妻が多く、特別な時に使うバッグとして買っていくため小さいサ

イズの商品も売れているが、今後はターゲットを分けて考えていく可能性もある。 

・ 価格は高いと感じた。 

・ インテリア商品を作ってはどうか。 

・ 生産者と顧客のミーティングやワークショップなどのイベントを企画してはどうか(ボル

ネオチックが主催はしていないが、そのようなイベントに参加した経験有) 
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2-9. ジャカルタ市内ショッピングモール 

1. 作成者作成者作成者作成者：：：：川井 将史 

2. 訪問場所訪問場所訪問場所訪問場所：：：：ジャカルタ市内高級ショッピングモール Grand Indonesia 

3. 日時日時日時日時：：：：2014年 1月 18日(土)午後 

4. 訪問先概要訪問先概要訪問先概要訪問先概要：：：： 

総面積 640,000 ㎡を誇る、複合型ショッピングモール。ショッピングエリア以外にもホテ

ル、映画館などさまざまな施設を併設している。 

5. 講義講義講義講義・・・・活動活動活動活動・・・・視察内容視察内容視察内容視察内容: 

ショッピングモール内にある土産物店に足を運び、販売されている商品と同日午前に訪問

した NTFP との製品比較を行った。NTFP の製品は、ショッピングモールにあったその他の

バック等と比べても見劣りしないデザイン性と質を兼ね備えていると思った。価格もモール

内のお店の中では、特に高額ということはなかった。しかし、NTFPのプレゼンテーションの

中で“Story behind the products”と強調していたが、商品の陳列棚に小さい説明があっただけ

だった。そのため、写真や製作過程などのプロモーションビデオなどを使って、その製品の

ストーリーがわかるようにしていく必要があるのではないかと感じた。 

本ショッピングモールを訪れる人々は高所得者層が多く、取り扱っている商品の価格も他

のショッピングモールよりかなり高額だった。日本円で 1 万円を超える商品が多数あり、こ

の点からインドネシアの高所得者層や外国人への販売を想定していると思われる。 

 

 

 

     

 

 

 

同日午前同日午前同日午前同日午前にににに訪問訪問訪問訪問したしたしたした NTFP のののの製品製品製品製品もももも取取取取りりりり扱扱扱扱っていたっていたっていたっていた 

 

 

 

 

 

 

多多多多くのくのくのくの日本企業日本企業日本企業日本企業もももも進出進出進出進出しているしているしているしている 
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2-10. グヌン・ハリムン・サラック国立公園(GHSNP) 

 

1. 作成者作成者作成者作成者: 秋山 知伸、小山田 陽奈、槙野 尚 

2. 訪問場所訪問場所訪問場所訪問場所: グヌン・ハリムン・サラック国立公園(GHSNP) 

3. 日時日時日時日時: 2014年 1月 20日(月)～23日(木) 

4. 訪問先訪問先訪問先訪問先のののの対応者対応者対応者対応者:  

・ 公園所長：トリ・スリロ・ラハルジョ氏 

・ マラサリ村村長：スカンダル氏 

・ 村のエコツアー先駆者：スルヤナ氏 

5. 訪問先概要訪問先概要訪問先概要訪問先概要: 

グヌン・ハリムン・サラック国立公園は、首都ジャカルタに最も近い国立公園の一つであ

る。山地性の熱帯雨林が特徴で、11.3万 haの山地性熱帯林を有し、ジャワ島に残された数少

ない原生林が含まれている。国立公園内に 300 を超える集落が存在し、住民との土地利用の

合意形成など、管理上大きな課題を抱えている。 

このような課題の解決に向けて、インドネシアの国立公園の中ではいち早く、地域住民と

国立公園の共存を目的に、アグロフォレストリーやエコツーリズムを通じた住民参加型公園

管理に取り組んでおり、住民と協働の「環境保全モデル村(MKK)」プログラムなどが実施され

ている。 

6. 講義講義講義講義・・・・活動活動活動活動・・・・視察内容視察内容視察内容視察内容:  

(1) 国立公園管理事務所 

 ■国立公園の概要 

・ 何百万種の動植物、特に、様々な種の鳥類が生息する生物多様性を有し、代表的な種とし

てジャワクマタカ、テナガザル、ヒョウ等の希少生物があげられる。 

・ 先住民のスンダ民族の源流と言われるカスプハンの文化が残る。 

・ 現地の人だけでなく地域の外から来た人も、耕作地を求めて個人利用する問題があった。 

・ 先に制定された 4 万 ha のグヌン・ハリムン国立公園に約 7 万 ha の自然保護区のエリア

が加わり、合計で 11.3万 haのグヌン・ハリムン・サラック国立公園となった。 

 

■国立公園制定により起こった課題 

国立公園内に 118 の村と 318 の集落があるが、後から加わった国立公園の自然保護区のエ

リアに居住していた住民は、違法居住者となってしまった。 

 

■国立公園のビジョン 

「自然保護および適正管理と地域住民の暮らしを守る」 
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・ 地域住民を違法居住者として除外するのではなく、国立公園の自然を保全するステークホ

ルダーに巻き込む。 

・ 地域住民が国立公園の持つ自然資源の重要性を認識し、環境にインパクトを与えない暮ら

しをするように促す。 

・ 果物、樹液、はちみつなどの NTFPを活用する。 

 

■地域住民参加型の公園管理 

・ 住民と協働で公園を管理していくために、「環境保全モデル村」を指定している。 

・ 具体的には、住民がボランタリーにセキュリティレンジャーを務め、荒廃地への植林活動

を行なっている。 

 

(2) ホームステイ 

 ■3泊 4日のホームステイ 

・ マラサリ村の中で二つの集落に分かれて、1戸に 1~2人で宿泊した。 

・ 村の就労機会は農業が中心で、物資の運送や村長の手伝いなど、いくつか現金収入を得る

手段はあるものの、違法金採掘に就いている人も存在した。 

・ 今回のホームステイは、1 泊 7 万ルピアと農業で得られる収入(1 万ルピア／月以下)に比

べて大きい。 

・ ひときわ大きな家に住む村長を除けば、村の中にそれほど大きな所得格差はないようであ

った。しかし、月賦払いの家電屋が行商しており、借金をして大型テレビやサウンドシス

テムなど、身の丈を超した生活を営む家も存在した。 

・ トイレに扉がなく丸見えの家などがあり、お客の受け入れに設備を整える必要があると感

じた。   

 

(3) エコツアープログラムに参加 

・ エコツアーの出発点になるリサーチ・ステーションは日本の ODA で 1996 年に建てられ

た。宿泊施設も備えるが、観光客向けではなく、国からリサーチ許可を取った者のみが利

用できる。日本人では鹿児島大学の鈴木英治教授が、設立以来生物多様性の研究を行って

いる。 

・ エコツアーのトレッキングはリサーチ・ステーションから集落までの 2km か、それを迂

回した 4kmの道のり。ツアーに来る人は学校が休みのときか、土日が多い。 

・ キャノピーウォークは 1998年に JICAによって設置されたが、2003年からは劣化して使

用不能になっていたものを、2013年末に修復した。 

 

(4) 村内視察と地域住民との意見交換 

 2つのチームに分かれて村内を自由に散策し、エコツアープログラムに組み込む観光資源を
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探索した。その後、良いポイントやマイナスになると考えられる点を地域住民に提案し、意

見交換を行なった。 

 

1) 視察内容 

 ①サトウヤシの木とヤシ砂糖の製造 

  サトウヤシの木とヤシ砂糖の製造が行われている小屋を訪問した。サトウヤシの木の寿

命は約 30～50 である。その間の約 5～15 年、砂糖を作る樹液を採取できる。幹の表面(花

序)をカットして、約 1 メートルの竹筒に採取している。採取した樹液を焦げないように 4

～5 時間ほど鍋で煮詰め、粘り気が出てきたら木枠に流し込み、成型して、サトウヤシの木

の葉に包んで保存する。乾燥したサトウヤシの木の葉であれば、約 1 年間保存することが

できる。1つ 2.5 ドルで販売している。 

 

 ②棚田 

  集落の近くには広大な棚田が広がり、田植えを経験することができた。 

・ 収穫は年 2 回で、品種は緑の革命で広がった IR8のような大量の肥料を必要とするもので

はなく、その土地に合った在来種を栽培している。 

・ 主な肥料は水牛の糞だが、水牛は村に所有者がおり、その人から借りて使っている。 

・ 村には米倉があり、収穫した米を保存しておくことができる。米倉が東側に作られるのは、

縁起が良いとされている。 

 

 ③滝壺プール 

  村長の弟が建設した、滝壺を人工的に固めたプールを視察した。 

・ 十分に見応えのある滝壺なのだが、コンクリートで固め、人工的なプールが作られている

が、景観にも配慮する必要がある。 

・ 国立公園内であり、本来勝手に開発することは違法なのだが、入り口には国立公園と協同

組合省の紋章が掲げられており、建設者が村長の弟ということを考えても、何らかの政治

的な力が働いたことが伺える。 

・ 住民にプールの写真を見せて「これは残念だと思う」と伝えたところ失笑しており、村の

中でも決して賛成ではないが止められなかったのだろうと伺える。 
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 ③違法金採掘 

  国立公園内には違法金採掘が行われている鉱脈があり、村の中には原石のカッティング

を行う人や、精錬を行う施設が存在した。 

・ 国立公園内で金を採掘することは違法だが、他に就労先もないことから、村から出稼ぎに

行っている若者がいるという話を複数件聞いた。 

・ 金採掘はギャングなどの統制下にあり、労働環境は劣悪かつ危険なものだが、その分稼ぎ

が多いため就労者が後を絶たないようだ。 

・ 村落の中には銀アマルガム法によって水銀を用いた金の精錬を行う施設があったが、常時

「カラカラカラ」という大きな騒音を出しており、また水銀という危険物質を用いること

からも住環境を脅かしていると言える。 

 

 

 

 

 

(左図左図左図左図) 天然天然天然天然のののの滝壺滝壺滝壺滝壺 

(上図上図上図上図) そのすぐそのすぐそのすぐそのすぐ下下下下にににに広広広広がるがるがるがる人工的人工的人工的人工的なプールなプールなプールなプール 

((((左図左図左図左図) ) ) ) 村村村村落落落落のののの住宅内住宅内住宅内住宅内でででで金鉱石金鉱石金鉱石金鉱石のカッティングをのカッティングをのカッティングをのカッティングを行行行行うううう男性男性男性男性    

((((上図上図上図上図) ) ) ) 村落内部村落内部村落内部村落内部にあるにあるにあるにある水銀水銀水銀水銀をををを用用用用いたいたいたいた精錬設備精錬設備精錬設備精錬設備    
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④周辺の森探索 

 雨天と濃霧で自然館雑は困難であったが、リサーチハウスのトレッキングではワウワウテ

ナガザルを観察することができた。またホームステイ先周辺を歩き、2 種のジャワ島固有の鳥

を観察することができた。 

 

2) 地域住民との意見交換 

＜村の書記長＞ 

・ 村は共同・協調して「エコツアーで生きていきたい」と思っており、そのための組織や村

落条例を作っていきたいと考えている。本目標を達成するため、マスタープランを作る必

要があると考えている。 

・ エコツアーを進める上で人材が不足しており、また資金調達の方法についても悩んでいる。 

・ 国立公園に関する法律は読んでいるのだが、どこがエコツアーに使って良い土地なのかは

明確でなかった。 

＜エコツアーの先駆者であるスルヤナ氏＞ 

・ 1998 年からエコツアーに取り組んでおり、エコツアーは自然環境なくして成り立たず、

環境を保全することが最重要だと考えている。 

・ ホームステイ先を提供することは、自宅に住み続けながらエコツアーに参加できるため、

良い手段だと思う。 

・ これまで苦労して様々な設備やサービスを作り出してきたが、自分の努力は法的には何も

補償されていない。国立公園などと契約を結ばなければ、痛い目を見るのではないかとい

う不安がある。 

7. 主主主主なななな質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答(Q&A):  

Q: 村の売りになるものは何か? 

A: ランの花、鳥、動物を飼育(シカ園)、ホームステイ、棚田、お茶農園などのリストアップ

を現在行っている。 

 

Q: 課題は何か? 

A: 自由になる土地がない、多くのステークホルダーがいて協調しなければならない。 


