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第 3 章 個人テーマの調査分析結果 

 

今回の現地研修プログラムの中で、研修生それぞれが現地で調べてみたいことを事前研修

で考え、テーマを設定した。現地では、各自が設定したテーマに沿って調査と考察を行い、

報告書のとりまとめを行った。 

 

研修生の個人テーマタイトル一覧表: 

No. 名前(敬称略) テーマ名 

 

3-1. 

 

秋山 知伸 

 

グヌン・ルーサー国立公園およびグヌン・ハリム

ン・サラック国立公園のエコツーリズムの可能性 

 

 

3-2. 

 

小山田 陽奈 

 

パーム油産業の現状と問題～インドネシアと日本

の認識の違いと今後の改善策について～ 

 

 

3-3. 

 

川井 将史 

 

エコロジーとエコノミーのバランス～環境保全と

地域の営み～ 

 

3-4. 

 

小崎 好美 

 

住民の意思決定プロセスと参加 

 

3-5. 

 

高柳 恭子 

 

インドネシア(ジャカルタ特定地区)における廃棄物

処理の実態 

 

 

3-6. 

 

槙野 尚 

 

インドネシアにおけるインフォーマルセクターと、

協同組織の可能性について 

 

 

3-7. 丸山 幸子 

 

地域住民の意識と反応について 
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3-1. グヌン・ルーサー国立公園および 

グヌン・ハリムン・サラック国立公園のエコツーリズムの可能性: 秋山 知伸 

 

1. グヌン・ルーサーグヌン・ルーサーグヌン・ルーサーグヌン・ルーサー国立公園国立公園国立公園国立公園 

あらんかぎり体を伸ばすヒルを見て、ヒルに血という餌を提供する野生動物の豊富さを確

信した。とはいえ、灌木の枝ぶりは被食圧をさほど受けていないとみえるから、大型草食獣

のサンバー(シカの一種)の密度はさほど多くなく、このヒルの吸血先はイノシシであり、同時

にこの森に生息するスマトラトラの主要な餌もイノシシのはずだ。 

 川沿いの平坦な地形にも関わらず、太陽の光が林床まで十分に届き、灌木層が発達してい

る。林冠の発達することによって暗い熱帯雨林の林床ではない。遠くない過去に樹木の伐採

があったことを物語っているのかもしれない。 

 山は急峻で場所を選ばなければ登りにくいだろう。石灰岩が露出している場所もあり、か

なりの時間を経ていて崖を登るには崩れやすくて危険だろう。しかし、石灰岩であるため土

壌にカルシウム分が多く、カタツムリの仲間などが多くいるかもしれない。 

 そんなことを思っていると、山の上の方でテナガザルが鳴きはじめた。もっと奥まで来い

よ！と呼ばれているようであったが研修生という立場上、断念するしかなかった。 

野生のスマトラトラ、スマトラゾウ、オランウータンのいる森が自然好きにとって魅力な

い訳はなく、全世界の多くの自然好きを集めうる財産である。しかし、自然相手のツアーガ

イドをすることもある私には、今の状態でお客さんを連れては行けないと思った。同時にそ

の理由と、どうあったらお客さんを連れていけるようになるかを書くことによって、今後の

エコツーリズムの発展に何等かの役にたつかもしれないとこの個人テーマに設定した。 

(1)違法伐採違法伐採違法伐採違法伐採のののの代替案代替案代替案代替案としてとしてとしてとして住民住民住民住民がががが始始始始めたエコツーリズムめたエコツーリズムめたエコツーリズムめたエコツーリズム 

「ここの売りは何ですか?」と研修生らの質問に、グヌン・ルーサー国立公園で エコツーリ

ズムを実行する住民グループの Lembaga Pariwisata Tangkahan(LPT)のレンジャーは「住民が

運営していること」と答えた。 

住民グループの代表は「国立公園内の違法伐採で生きていた時代があった」と語った。違

法であるということで、恐れながら生きていた。しかし、住民は森を残そうと、森をそのま

まで生きられるようにエコツーリズムを始めた、というストーリーは美しい。 

また住民が LPT を運営し、利益が一人に集中しないようにガイドの入る日を決めていた。

ホテルを運営するものはガイドができないなど公平な利益分配を心掛けていた。熱心で何で

もやろうという気概に満ちていた。 

(2)同情同情同情同情でででで売売売売ってもってもってもっても持続性持続性持続性持続性はないはないはないはない。。。。質質質質がががが勝負勝負勝負勝負 

背景となるストーリーやウェブサイトの宣伝もエコツーリズムの成功に必要不可欠である

が、最も重要なのは提供するアクテビティーという中身である。ほとんどの潜在的に客にな

りうる人にとって、LPT が売りだといった住民主体のサービスであるということは無関心だ

ろう。提供するサービスが求めているものか、満足するものかである。 
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LPT の提供するアクテビティーはフォレストウォーク、タイヤチューブを用いたラフティ

ング、スマトラゾウに乗る体験だった。その中で最も距離の短いファミリー向けフォレスト

ウォーク(?)を体験したが、LPT の方々からグヌン・ルーサー国立公園の特徴について説明が

なかった。本来ならインドネシア国内の 50 の国立公園の中で、同国立公園はどのような特徴

があるのかと説明する必要がある。薬用植物や絞殺しの樹などの説明はあった。 

パンフレットには、どのコースのフォレストウォークでも運が良ければオランウータン、

ラングール、クマに会えると書いてあるものの、どれくらいの確率でみられるかは分からな

い。 

おそらく、スマトラトラ、スマトラゾウ、オランウータンがグヌン・ルーサー国立公園で

最も注目される動物であり、同時に観光客が見たいと思うものであろうが、野生のトラとゾ

ウを見せるのは難しいであろう。オランウータンならば人を集めることができるが、運が良

ければ見られるだけでは、売ることができない。 

(3)オランウータンでオランウータンでオランウータンでオランウータンで集客集客集客集客するするするする 

例えば、ウガンダのキバレ国立公園はチンパンジーを見せるエコツアーが有名であるが、

案内している群れ 90頭の全ての大人に名前が付いていて案内するレンジャーは全ての個体を

識別できる。公園内のトレイルが格子状になっており、チンパンジーの群れがどこにいても

近づくことができ、長年のハビチュエーションの結果、チンパンジーたちは人が近づくこと

をあまり恐れない。早朝に数人のレンジャーがチンパンジーのいる場所を探しに行き、無線

で交信することによって、観光客がほぼ 90パーセント以上の確率でチンパンジーを見ること

のできる体制をつくっていた。似たような方法で、オランウータンを見られる確率を高める

ことも可能であろう。似たような方法とは、野生のオランウータンに時間をかけて人間の存

在に慣れさせること、どこにどのような個体がいるかを知り、その個体が季節によりどの樹

の果物を主に食べているかなどを知り説明できることである。また、オランウータンにアク

セスできるためのトレイルを増やすことも挙げられる。 

(4)スマトラゾウにスマトラゾウにスマトラゾウにスマトラゾウに乗乗乗乗れるというれるというれるというれるという売売売売りりりり 

 国立公園でのゾウ乗りはインドやネパール、南アフリカ共和国でも行われている。インド

ではゾウに乗ってトラやサイに近づくことができるのである。今回は体験できなかったが、

ゾウに乗って森を進むのは確かに新鮮な体験だった。ゾウの背中の高さから見る森は視線の

高さが違い何とも心地良かった。しかし、他国でも似たような体験ができるのでゾウに乗れ

るというだけでは少し世界に向けての宣伝としては弱い気がする。インドではゾウに乗って

トラを探す。グヌン・ルーサー国立公園ではゾウに乗ってオランウータンを探したら面白い

のではないだろうか。ゾウに乗ることによって 2ｍという高い視界が確保できる。その高さと

グヌン・ルーサー国立公園の急峻な斜面を利用してゾウ用のトレイルを作れば、樹冠にいる

オランウータンをあまり見上げなくても観察できるようになるかもしれない。野生や野生復

帰したオランウータンを見ることのできる国立公園は他にもあるが、ゾウに乗って目線に近
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い高さで野生のオランウータンを見ることのできる場所はなく、50％以上の確率で見せるこ

とができれば大きな売りになるだろう。 

(5)専門性専門性専門性専門性のののの高高高高いものをいものをいものをいものを見見見見せるせるせるせる 

花や鳥を求める人というのも世界にはそれなりの数がいて、たった 1 種の鳥を見るために

100万円以上かけて世界を旅する人がいる。グヌン・ルーサー国立公園の生物の多様性から考

えれば、潜在的に多くの客がいて、そのような人たちが求める固有種などを見せることがで

きれば、人が集まってくるようになるだろう。たとえば下記にスマトラ島固有の鳥類種をリ

ストアップした(表１)。その中でもヤイロチョウの仲間などを中心に他の固有種が見られるな

らば、人が集まって来るし、私もツアーを作って人を連れてくることができるだろう。 

 

表表表表１１１１    ジャワジャワジャワジャワ島島島島とスマトラとスマトラとスマトラとスマトラ島島島島のののの鳥類固有種鳥類固有種鳥類固有種鳥類固有種．．．． 

(下線下線下線下線のののの種種種種はははは、、、、特特特特にににに、、、、集客力集客力集客力集客力がががが見込見込見込見込めるとめるとめるとめると考考考考えられるえられるえられるえられる種種種種) 

ジャワ島 スマトラ島 

Chestnut-bellied Partridge Red-billed Partridge 

Javan Hawk-Eagle Salvadori's pigeon 

Javan Plover Bronze-tailed Peacock-Pheasant 

Yellow-throated Hanging-Parrot Sumatran Ground-Cuckoo 

Sunda Coucal Mentawai Scops-Owl 

Javan Owlet Simeulue Scops-Owl 

Volcano Swiftlet Enggano Scops-Owl 

Javan Trogon Sumatran Trogon 

Javan Kingfisher Schneider's Pitta 

Brown-throated Barbet Black-crowned Pitta 

Black-banded Barbet Blue-masked Leafbird 

Flame-fronted Barbet Sumatran Treepie 

Javan Cuckoo-shrike Cream-striped Bulbul 

Pygmy Tit Spot-necked Bulbul 

Sunda Bulbul Rueck's Blue Flycacher 

Javan Tesia Sumatran Cochoa 

Javan Cochoa Shiny Whistling-Thrush 

Javan Whistling-Thrush Chestnut-winged Whistling-Thrush 

Rufous-tailed Fantail Enggano Thrush 

White-bellied Fantail Sumatran Babbler 

Rufous-fronted Laughingthrush Sumatran Wren Babbler 

White-breasted Babbler Rusty-breasted Wren Babbler 

White-bibbed Babbler Enggano White-eye 
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Crescent-chested Babbler Sumatran Drongo 

Grey-cheeked Tit-Babbler Enggano Myna 

Javan Fulvetta Nias Myna 

Spotted Crocias 
 

Javan White-eye 
 

Javan Grey-throated White-eye 
 

White-flanked Sunbird 
 

Scarlet Sunbird 
 

Javan Myna 
  

 

2. グヌン・ハリムン・サラックグヌン・ハリムン・サラックグヌン・ハリムン・サラックグヌン・ハリムン・サラック国立公園国立公園国立公園国立公園 

残念ながら、雨と濃い霧で森の様子をほとんど見ることはできなかった。霧の山というハ

リムンの名に相応しい。 

ハリムンの重要な 3 種はジャワクマタカ、ワウワウテナガザル、ジャワヒョウの 3 種だと

国立公園職員は語った。その 3 種はルーセルのスマトラトラやオランウータンに比べればや

や知名度が低く、売りとして使うのにはやや見劣りする。 

村としては、これからエコツーリズムを始めようとしている段階で、グヌン・ルーサー国

立公園の LPT のような組織も窓口もなく、個人が勝手にホームステイなどを始めている状態

であるが、それでもグヌン・ルーサー国立公園よりもハリムンの方が人を連れてきやすいと

思った。 

(1)ジャカルタジャカルタジャカルタジャカルタ近郊近郊近郊近郊というというというという強強強強ささささ 

その理由は何と言ってもジャカルタからの 1 泊 2 日で行けるという距離にある。日本から

ツアーで人を連れて行く場合にジャカルタまでの直行便は多くあるが、スマトラのメダンま

ではない。そのためグヌン・ルーサー国立公園に行く場合はツアーのメインとして組み込ま

なければならないが、グヌン・ハリムン・サラック国立公園であれば他の場所と組み合わせ

るサブの場所として使える。 

そして、もうひとつは JICA が生物多様性プロジェクトを実施したときの遺物があることで

ある。研究用に用いたキャノピーウォークがあり、老朽化により 10年間使用していなかった

ものを修理して利用できるようになった。JICA が行ったエコツーリズムの開発により、ホー

ムステイやガイドを行う人がいて鳥を専門に扱う案内人もいるらしく、また、ジャカルタか

ら専門性の高いガイドを雇い連れて行くことも可能など融通性が高いことが挙げられる。 

種の多様性ではジャワ島はスマトラ島よりも低い。しかし、大陸からより早く島として別

れたことでうまれた独自の進化により、島の大きさがスマトラよりも小さいにも関わらず固

有種はスマトラ島とほとんど変わらない(表 1)。そしてジャワ島は人口が多く開発が進んでい

るため、ジャワクマタカをはじめほとんどの固有種が絶滅の危険性が高いと IUCN のレッドリ
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ストに載っている。希少性を集客に売ることもできる。 

(2)エコツーリズムをエコツーリズムをエコツーリズムをエコツーリズムを始始始始めようとするめようとするめようとするめようとする住民住民住民住民 

    グヌン・ハリムン・サラック国立公園内には、多くの住民が住んでいる。マラサリ村の土

地 8,262ha のうちほとんどの 8,000ha は国立公園内であり 8,130 人もの人が住んでいる。住

んでいる土地が自由にならないなかで、自然を守りながら自活するため方法を模索し、エコ

ツーリズムについて村をあげて導入しようとしていた。 

    グヌン・ルーサー国立公園の LPT のように組織化はまだされていないが、これから始めよ

うとエコツーリズムに使える材料をリストアップしているという。これから組織化、窓口を

つくり、ウェブサイト作成などをすることになるだろう。また個人的にエコツーリズムを既

に始めているスリヤナ氏との利益分配の方法なども考えなければならない。 

 同時に国立公園が住民に国立公園の土地を利用してエコツーリズムとして利用させる許可

を与える一方で、入場料金をしっかりと徴収して公園管理費にあてることも重要でもある。 

LPT が国立公園からの援助がないと語っていたが、土地を利用することができているのに

も関わらず、そのような意見がでたことは何故だったのか、気になるところではある。 

3. まとめまとめまとめまとめ 

二つのインドネシアの国立公園を訪れ、感じたことの

ひとつは国立公園、もしくは林業省の弱さである。林業

省は入場料以外の収入が法律上取れないということに

も強く感じた。 

LPT もマラサリ村も観光対象となるのは国立公園と

人の住んでいる隣接部分であり、国立公園の中心部や本

当に奥深い部分まで観光化することはできない。 

 アメリカや多くのアフリカの国立公園ならば国立公園が宿やガイドを提供して、人里から

車で 3 時間以上走らなければたどり着けないような本当の奥地に宿を構え、トレイルを作り、

本当に深い自然を体感することができる。村や住民主体では、それは難しいが、一方で棚田

や茶畑、特産物などを売りにすることができる。 

自然好きには奥まで入れないことは物足りなくは感じる。一方で、観光客の増加によって

自然が荒廃してしまう国立公園もあることから、国立公園の周辺部のみ観光に利用した方が

より保全には好ましいかもしれない。 

グヌン・ハリムン・サラック国立公園でエコツアーを個人的に実施しているスリヤナ氏は、

研修生とマラサリ村住民との対談のなかでエコツアーをする大前提として「今ある自然を残

さなければならない」と語った。エコツアーは独自の自然や文化があって初めて成り立つ。

エコツアーを始めることによって、住民たちが自然と文化の大切さにより多く気づけるきっ

かけになることを望むし、両国立公園の住民の熱気をみれば、10 年後、おおいにエコツーリ

ズムが発展していても私は驚かないだろう。 
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3-2. パーム油産業の現状と問題 

～インドネシアと日本の認識の違いと今後の改善策について～: 小山田 陽奈 

 
1. はじめにはじめにはじめにはじめに 

パーム油は植物油分野において、世界で最も生産されている植物油である。インスタント

ラーメン、ポテトチップスやチョコレート、揚げ物用油などの食用のほか、化粧品や石けん

などの非食用にも利用され、幅広い用途を持つ。日本でも菜種油の次に多く供給されており、

多くの製品の原材料となっている。 

パーム油の主要な生産・輸出国はインドネシアとマレーシアだ。近年、世界市場の需要が

伸びたことから、原料であるアブラヤシの農園が急激に拡大している。しかし、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、熱帯雨林の減少や生態系の破壊など様々な

問題を引き起こした。こうした現場の問題は消費国ではほとんど知られていない。 

私たちの日常生活に大きく関与しているパーム油だが、その産業の問題に対する日本の取

り組みはほとんど行われていないのが現状であり、今後は生産側であるインドネシアだけで

なく、消費側である日本も協力して解決に向かうことが重要であると考える。本レポートで

は、現地取材を通して見えてきたパーム油産業の現状と問題、それに対する現在の取り組み

をまとめ、持続可能なパーム油の生産と利用の促進に向けて、日本でパーム油を利用する私

たちに何ができるのか、改善策として具体的な活動モデルを考えたい。 

 

2. パームパームパームパーム油油油油のののの生産生産生産生産とととと消費消費消費消費のののの現状現状現状現状 

2‐‐‐‐1．．．．インドネシアについてインドネシアについてインドネシアについてインドネシアについて 

(1) パーム油の生産の実態 

1911年、スマトラ島東海岸で初めてアブラヤ

シ農園が開発された。アブラヤシの栽培は現在

では西パプアや小さな島々へ広がっている。イ

ンドネシアにおけるプランテーション開発はオ

ランダ植民地支配の歴史から切り離すことはで

きない。しかし、近代化の中でインドネシア政

府はパーム油関連産業を国家の重要産業として

位置づけ、育成してきた。近年、国際市場のニ

ーズを満たすためにパーム油関連産業はますます発展し、アブラヤシ農園面積は 2006年の約

650 万ヘクタールから 2012 年の約 1,230 万ヘクタールへ拡大している(図 1)。その農園のう

ち 65%は大規模農園、35%は小規模農園であり、約 30 社の大企業グループ(国内および多国

籍企業)が 600社以上のアブラヤシ農園子会社を管理している。また、国内で生産された合計

2,000万トンのパーム油のうち、1,500万トンは主にヨーロッパへ輸出されている（2013年）。 

アブラヤシのアブラヤシのアブラヤシのアブラヤシの果実果実果実果実    
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アブラヤシはアフリカが原産地であり、温

暖多雨の気候条件が必要で、南北の経度 10

度の範囲が栽培適地とされている。苗木を植

えてから約 30ヶ月で果実が収穫できるよう

になり、約 25年は収穫した果実から搾油す

ることが可能だ。年間を通じて果実を収穫で

きるため、他の植物油に比べて生産面積当た

りの油の生産性が極めて高い特徴がある。菜

種油生産量は収穫面積 1ha当たり 800kg弱

であるのに対して、パーム油は 3.7 トンに達

する。 

アブラヤシの果実は収穫してから 24 時間以内にパーム油工場へと運ばれる。果実の重さを

量り、殺菌のため 135 度で 100 分ゆでた後、果肉と芯、繊維などに選り分ける。その後、果

肉部分は搾油の工程に回され、パーム油が精製される。今回訪問した国営第 4 農園(PT. 

Perkebunan Nusantara IV＜PTPN4＞)では、搾油の工程で出る残さは燃やして発電し、選り

分けられた果肉の芯の部分は有機肥料として利用している。アブラヤシは捨てるところがな

い植物であると言える。 

 

(2) プランテーション開発による環境および社会への影響 

インドネシアは国土の 3 分の 2 が森林である。ブラジル、コンゴ民主共和国に次いで世界

第 3 位の熱帯雨林面積を有しており、様々な樹木・草花や野生動物、とりわけ鳥類の生息地

として貴重な生物多様性を持っている。また、世界最大のマングローブ保有国でもある。し

かし、近年、1 年間あたり 1.09 百万ヘクタールの森林が減少している。その大きな要因はア

ブラヤシ農園の急速な開発だ。プランテーショ

ン開発の際の火入れが引き起した森林火災や森

林伐採により森が失われている。その他にも搾

油工場から排出される汚水と化学肥料による土

壌や河川の汚染などの問題が生じている。 

さらに、プランテーション開発は環境問題だ

けでなく、社会問題も引き起こした。森林資源

により伝統的な暮らしをしていた地元住民の文

化の喪失や農園経営者と地元住民の対立から起

こる人権侵害などだ。また、農園労働者の低賃金、危険で劣悪な労働環境、過酷なノルマや

農薬散布による健康被害などの労働問題も指摘されている。 

 

 

出所出所出所出所: : : : SAWIT WATCHSAWIT WATCHSAWIT WATCHSAWIT WATCH のののの発表発表発表発表データをもとにデータをもとにデータをもとにデータをもとに作成作成作成作成    

アブラヤシのアブラヤシのアブラヤシのアブラヤシの果実果実果実果実をををを収穫収穫収穫収穫するするするする様子様子様子様子    
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2‐‐‐‐2．．．．日本日本日本日本についてについてについてについて 

(1) 私たちの暮らしに身近なパーム油 

幅広い用途を持つパーム油は、日本

でも菜種油の次に多く供給されており、

インスタントラーメン、ポテトチップ

スやチョコレート、化粧品や石けんな

どさまざまな製品の原材料として利用

が拡大している。実際に日本における

パーム油の輸入量は 2000年の 37万 3

千トンから 2012年の 57万 7千トンへ

増加した(図 2)。 

 

 

(2) パーム油に関する日本の人々の認識 

日常生活で使っている製品の多くにパーム油が使用されていることを認識している一般消

費者はほとんどいないと言える。加工食品の原材料表示の義務は「植物油脂」で良いとされ

ているため、菜種油、大豆油、パーム油、ごま油など広く定義される植物油脂の表示からパ

ーム油の利用を判断することは難しい。 

また、パーム油は化石資源とは異なり、生分解性が高いことから、それを含む製品は「自

然にやさしい」、「環境に配慮した」と宣伝されることが多い。近年の環境意識の高まりから、

そうした宣伝は一般消費者の意識へプラスに働き、パーム油産業が抱える問題を見えにくく

している現状がある。 

 

3. パームパームパームパーム油産業油産業油産業油産業のののの問題問題問題問題にににに対対対対するするするする取取取取りりりり組組組組みみみみ 

 これまでパーム油生産の実態や影響などを述べてきたが、これらの現状を良しとしている

わけではない。今回の研修の訪問先で行われている解決に向けた取り組みを 3 つ紹介する。 

 

(1) 国際的な取り組み 

【事例】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 

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、2004

年に設立された国際非営利組織である。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
RSPO のロゴマークがついたのロゴマークがついたのロゴマークがついたのロゴマークがついた製品製品製品製品 

出所出所出所出所: : : : 日本植物協会日本植物協会日本植物協会日本植物協会ののののウェブサイトウェブサイトウェブサイトウェブサイトのデータをもとにのデータをもとにのデータをもとにのデータをもとに作成作成作成作成 
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家、小売業)によって構成され、持続可能なパーム油の生産と利用を促進することを目的とし

ている。持続可能なパーム油の生産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 RSPO が定め

た「8 つの原則と 43 項目の基準(P&C)」に示されている。また、この原則と基準に従った認

証制度を設けており、認証されたパーム油を利用している製品に RSPO のロゴマークを使用

することができる。 

 

(2) パーム油の生産現場（アブラヤシ農園および搾油工場）における取り組み 

【事例】国営第 4農園 (PT. Perkebunan Nusantara IV＜PTPN4＞) 

国営第 4 農園はアブラヤシ、茶などの農園経営とその製品加工を実施する国営公社で、北

スマトラ州内に 30 のアブラヤシ農園と 4 つの搾油工場を有している。環境へ配慮した企業へ

の社会の関心の高まりを受けて、RSPO 加盟の他にもさまざまな取り組みを実施している。

アブラヤシの実は搾油工場に運ばれてくる段階で他の農園の実が混ざってしまうため、全て

が透明性の確保された実であるかどうかは把握できていないという課題もあるが、加工途中

で出る残さなどの廃棄物の肥料化やバイオマス

燃料としての利用、学校の見学受け入れなどに

取り組んでいる。特に、排水処理に関しては処

理場を設け、約65日間かけてバクテリア分解し、

自然に返している。労働環境についても、月給

制および収穫量によってはボーナスの支給、家

賃と光熱費が無料の住居や原則無料の診療所の

完備など、安定した収入や充実した福利厚生が

ある。 

 

(3) NGO の取り組み 

【事例】SAWIT WATCH 

SAWIT WATCH は、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、政策提言活動を実施する NGO として 1998年に設

立された。約 300 の NGO とのネットワークを持ち、パーム油生産に関する情報収集や調査研

究、政策提言、住民主体のアブラヤシ農園経営のサポートなどを実施している。パーム油に

おける問題の根源や責任がどこにあるのかは判断が難しく、法律や制度に問題がなくても現

場では活かされていないケースが多い。世界で利用される植物油の中で最大の生産量となっ

たパーム油の使用をすぐにやめて、他の植物油に代替することは現実的ではない。実際に 150

万人以上の人々がパーム油産業から収入を得ており、真っ先にしわ寄せが及ぶのはそうした

従事者たちであると考えられる。SAWIT WATCH では、まずは農園開発拡大を止め、既存の

産業が持続可能なより良いものになるよう働きかけを行っている。 

 

排水処理排水処理排水処理排水処理のののの様子様子様子様子 
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4. まとめとまとめとまとめとまとめと今後今後今後今後のののの改善策改善策改善策改善策 

現地取材を通して、パーム油産業におけるさまざまな環境、社会的な問題があると分かっ

た。SAWIT WATCH 事務所の訪問では、まだまだ解決していない問題が多いのに、海外へパ

ーム油を輸出することに対して懸念する意見が見受けられた。しかしながら、既に世界中の

多様な製品に含まれていることを考えると、即座に問題を改善することは難しいだろう。イ

ンドネシアで一部、持続可能なパーム油の生産と利用の促進に向けた取り組みが始まってい

るが、消費側の日本においては取り組み以前に問題自体がほとんど認識されていない。イン

ドネシアだけでなく日本も協力して解決に向かうことが重要であり、その第一段階として日

本の多くの人々に問題を認識してもらうことが必要だと考える。また、RSPO 認証のように

生産側からの改善への取り組みを進めながら、消費側からのアプローチも実施していくべき

だろう。以上を踏まえ、パーム油の生産と利用の持続可能な発展に向けて、日本で何ができ

るのか、今後の改善策として 2 つの観点が重要であると考える。 

 

(1) RSPO の認知向上と加盟の推進 

世界第 1 位のパーム油生産を誇るインドネシアでは、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 のスタンスは時に企業寄りであると捉えられることもある。しかし、

これだけ拡大したパーム油産業は既に環境や社会へ大きな影響を与えており、既存の農園や

工場のあり方を見直していくことは重要であると思う。日本は金融機関、製造業や小売業、

NGO 等の RSPO の加盟が、インドネシアや欧米諸国に比べてまだまだ少ない。RSPO認証ロ

ゴが付いている製品はサラヤ株式会社の 1製品だけである。日本企業における RSPO の認知

向上と加盟の推進が改善策の一つとして挙げられるだろう。 

 

(2) 消費者が持続可能なパーム油を選択するために 

私たちの日常生活に大きく関与しているにも関わらず、ほとんどの一般消費者がパーム油

産業の問題を認識していないことは、持続可能なパーム油の生産と利用の阻害要因であると

思う。一般消費者が製品の原材料についての知識を得て、生産現場の問題を認識し、持続可

能なパーム油を選択して購入していく必要がある。そこで、下記の活動モデルを提案する。 

事業名 一般消費者を対象としたパーム油産業における問題解決のための普及啓発および

グリーンコンシューマー育成プロジェクト 

目 的 持続可能なパーム油の生産と利用の促進に向けて、一般消費者が問題を認識し、

持続可能なパーム油を選択して購入するグリーンコンシューマーとなること。 

内 容 日本生活協同組合連合会において、「コープの洗剤環境寄付キャンペーンi」が展

開され、2012 年度は全国から 118 生協が参加している。各生協でこのキャンペー

                                                  
i 各地の生協がコープの衣料用洗剤(10 品目対象)を、1 点購入いただくごとに 1 円を寄付金として

積み立て、国内外の環境保護団体に寄付をする取り組み。 
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ンを強化し、一般消費者である組合員が製品の原材料についての知識等を得る機

会を提供する。 

①現地調査および意識調査活動 

・ 生活協同組合において組合員による「持続可能なパーム油の利用促進委員

会(仮称)」を設置し、インドネシアにおけるパーム油産業の情報収集と課題

整理のための現地調査を実施する。 

・ 一般消費者のパーム油生産現場における環境・社会問題についての意識と

パーム油認証制度についての意識調査を実施する。 

②普及啓発活動 

・ グリーンコンシューマーや環境、国際協力などに関心のある一般消費者を

対象にセミナー「パーム油と私たちの暮らし～グリーンコンシューマーへ

の第一歩～(仮称)」を実施する。 

・ 生活協同組合において「持続可能なパーム油の利用促進(仮称)」キャンペー

ンを展開する。 

・ ①の調査活動を踏まえたウェブページを設置し、パーム油に関する情報提

供および活動の周知を行う。 

 

国連は 2012年を「国際協同組合年」と定め、世界が抱える貧困、金融・経済危機、気候変

動などの現代社会の重要課題の解決に向けて、協同組合が大きな役割を果たすことを期待し

ている。全国の生協組合員数は 2,700 万人以上にのぼり(2012 年度)、日本に及ぼす影響力は

大きい。そのため、生協がパーム油産業における問題の解決に向けて取り組むことは、日本

の国民一人ひとりが購買行動や暮らしの見直しを行うことにつながるだけでなく、インドネ

シアをはじめとする世界各地域にも影響し、国際社会へ貢献することになるだろう。 

 

【参考ウェブサイト】 

・ 一般社団法人日本植物協会: http://www.oil.or.jp/index.html 

・ 日本生活協同組合連合会: http://jccu.coop/ 

・ WWF ジャパン: http://www.wwf.or.jp/ 
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3-3. エコロジーとエコノミーのバランス 

～環境保全と地域の営み: 川井 将史 

 

1. テーマテーマテーマテーマ設定設定設定設定のきっかけのきっかけのきっかけのきっかけ 

○○○○エコロジーとエコノミーのバランスエコロジーとエコノミーのバランスエコロジーとエコノミーのバランスエコロジーとエコノミーのバランス 

本研修はでさまざまな活動をしている NPO、NGO、市民組織などを訪問した。研修の序盤

にトヨタ車体グループの森を訪れた際、その地域で活動を行っている住民グループのリーダ

ーが以下のようなことを言っていた。 

 

「エコノミーかエコロジーかという話ではない。それらは両輪のようなもので、そのバラン

スが重要なのではないか?」 

 

トヨタ車体グループの森の訪問後に訪れた NGO・地域団体の発表を聞いていると、どの団

体も「エコロジーとエコノミーのバランス」という同じフレーズを使っていた。 

私は経済的な豊かさと環境保全は相反する関係にあって、両立することはできないと思っ

ていた。環境を優先するのであれば、経済的な豊かさはあきらめる。経済的な豊かさを求め

るのであれば、環境を犠牲にしてその破壊に目をつむる。そのように、どちらか一方を選ば

なければいけないと考えていた。そのため、「エコロジーとエコノミーのバランス」という言

葉が研修を通して引っかかっていた。訪問先での意見交換や視察から「エコノミーとエコロ

ジーを両立させることはできるのか」というテーマを設定した。 

 

2. 研修研修研修研修からのからのからのからの学学学学びびびび 

 今回の研修で訪れたいくつかの場所で、エコノミーとエコロジー両立を目指す取り組みを

下記の通り学習することができた。 

 

○○○○トヨタトヨタトヨタトヨタ車体車体車体車体グループのグループのグループのグループの森森森森 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事業植林事業植林事業植林事業 

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ている。将来的に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。 

 

・ マングローブ林が生み出すオゴノリ、えび、魚と地域住民との共存について 

 この地域では、エビの養殖場を確保するためにマングローブを伐採し、自然環境を悪化さ

せていた。その結果としてエビや魚の減少を招き、住民の収入も減少するという悪循環が起

こってきた。これは、住民にとってマングローブを守ることよりもマングローブを伐採して
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つくられたエビの養殖場で働く方がより収入を得ることができるため、わざわざマングロー

ブ林を保全する意義が感じられなかったことが背景にあるのではないかと考えられる。 

この地域にあるマングローブ林がインドネシア、あるいは世界的に重要な森林であっても、

そこに住む人々がその重要性を認識できず、上から押し付けるような形で環境保全活動を実

施してもその活動は決して持続していかない。 

 現在、JEEF、トヨタ車体グループ各社と地域住民グループが取り組んでいるのは、環境保

全(エコロジー)と地域経済(エコノミー)を持続可能な形で両立させていく活動である。本事業

で展開されているのは、単に環境保全だけを目的とした植林ではない。住民はマングローブ

植林活動に参加することで直接の現金収入を得ることはない。しかし、植林したマングロー

ブは天然のエビや魚の住処・産卵場所になり、生息環境を整えることで、漁業を生業とする

この地域の人々は安定した漁業収入を得ることができるようになってきている。また、寒天

の原料になるオゴノリは水をきれいにする天然のフィルターの役割を持ち、オゴノリを乾燥

させ、それ自体を収入源とすることもできる。このようにマングローブを植林し、地域の森

林を保全することで、住民はエビや魚、オゴノリ、その他の植物等さまざまな形で収入を得

ることができる。たとえ本業の漁業の収入が少ないときでも、別の収入源があるので、経済

的に深刻な状況に陥るリスクを減らすことができる。この点は、その日の給料だけが収入源

である、エビ養殖場での日雇い労働とは大きく異なる。 

地域の環境を保全することは住民にもメリットがあり、地域の自然について深い知識をも

つ住民がその地域の自然を管理していくことで自然環境にもより良い影響がある。もちろん

マングローブを植林し、保全していくことが結果的に住民の生業である漁業に良い影響があ

ると感じられれば、積極的に保全活動に関わるメリットが生まれてくるものと考えられる。 

 

・ マングローブが生み出すメリット 

マングローブ…エビや魚の住処・産卵場所になる。 

       汽水域を浸食から守る 

       木炭の原料になり、収入源になる。 

オゴノリ…天然のフィルターになり、水質が改善されていく。 

     エビや魚の住処・産卵場所になる。 

住民は漁業収入だけではなく、オゴノリを売って収入を得ることができる(現在

は価格が上昇に伴い、収入源のひとつになっている)。 

エビや魚…住民にとっての収入源 
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エビエビエビエビ養殖場養殖場養殖場養殖場                                              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 

    

        収穫収穫収穫収穫されたエビされたエビされたエビされたエビ                                                 住民住民住民住民グループグループグループグループ 

○○○○グヌン・ルーサーグヌン・ルーサーグヌン・ルーサーグヌン・ルーサー国立公園国立公園国立公園国立公園    LPT(エコツアーエコツアーエコツアーエコツアー住民住民住民住民グループグループグループグループ) 

 グヌン・ルーサー国立公園(GLNP)はスマトラ島北部にある国立公園で、1980年にインドネ

シアで最初に設立された 5 つの国立公園のうちの一つである。約 110万 ha の広大な面積を有

し、オランウータンやアジアゾウなどの希少生物が生息している。2004年のスマトラ沖地震

以降、建設資材調達のための違法伐採が大きな問題となっていたが、地域住民と国立公園事

務所の協力で、代替収入のためのエコツアー実施体制が整備され、国立公園保全のためのプ

ロジェクトが始まっている。 

 エコツアーを実施する住民組織であるタンカハン観光グループ(LPT)の現リーダーも以前

は、違法伐採を仕事としていた。しかし、ともに違法伐採をしていた叔父が伐採のときの事

故で亡くなったそうだ。そのことがきっかけで、「持続可能ではない違法伐採を止めよう」と

決めた。違法伐採を止めるためにはまず自分がやめて、まわりに示していこうと考えるよう

になった。 

注目すべきは、森林破壊のひとつの要因になっている違法伐採から環境を保全するエコツ

アーに転換した点である。ただ単に違法伐採をやめさせるのではなく、その代わりとしてエ

コツアーという収入源を提示している。また LPT が窓口になり、国立公園近辺の宿泊施設と

の協働も行われている。 

LPT のメンバーから話を聞いた際、多くの人々が強調していたのは「地域住民主体でやる」
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ということだった。外部に大きく依存してしまうと結果的に利用されてしまうのではないか

という懸念から、地域住民主体でやることにこだわっているようだ。しかし、この地域の取

り組み全体の中には排他的な雰囲気はなく、あくまで活動の中心部分を地域住民が担うとい

う決意があらわれていた。NGO など外部からの支援も受け入れている。 

 

・ 新しい取り組み 

国立公園の周辺の地域でエコツアー以外の新たな取り組みも始まっている。有機農法を

使った畑を拓き、その農場で採れた野菜をロッジに卸すという活動である。この活動を始

めるにあたっては、インドネシアの有機農業をサポートしている NGO の支援を受けている。

まだ、始まったばかりのプロジェクトであり、今のところ大きな収入源にはなっていない

が、注目したいのは単に農業を始めて収入源にしようとしているのではなく、地域の環境

になるべく負荷をかけないように有機農法を取り入れたという点である。この取り組み方

から LPT のメンバーの環境に対する意識を垣間見ることができた。 

    
      エコツアーのエコツアーのエコツアーのエコツアーの様子様子様子様子                                    LPT のメンバーのメンバーのメンバーのメンバー(中央中央中央中央：：：：著者著者著者著者)     

    
エコツアーのマップエコツアーのマップエコツアーのマップエコツアーのマップ                                            国立公園国立公園国立公園国立公園のののの様子様子様子様子 

 

  

 

 

 

 

 

有機農場有機農場有機農場有機農場                                                                    宿泊宿泊宿泊宿泊したロッジしたロッジしたロッジしたロッジ    
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○○○○ NTFP(Non-Timber Forest Products Indonesia ：：：：非木材林産物非木材林産物非木材林産物非木材林産物インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア) 

 NTFP は持続可能な資源の利用を目指し、木材以外の資源を利用した生産物(NTFP)の加

工・販売を推進するネットワーク型の NGO。自然資源への依存度が高い中山間村に生活する

地域住民に対し、生産加工のトレーニングや販売のサポートを通して、地域の文化や自然環

境の保全と住民の収入向上を目指している。NTFP インドネシアの製品はとても高品質である。

加えて「Story behind the products」という言葉に顕著にあらわれているように、単に品質の

良い製品を作るのではなく、その背景にある製品を作っている人々や原料になっている自然

の現状を伝えることを大切にしている。最近では、住民の環境意識が大きく変わってきた。

住民が自分たちの製品が売れ、製品を作ることに誇りを持ち始めている。また、製品の原料

になる木々や花を植え、それらが育ちやすい環境を整える活動を住民自ら始めた。NTFP の活

動にはエコロジーとエコノミーに加え、地域の文化保全も含まれている。伝統文化は、その

地域の自然に合った形で形成されている。伝統文化を保全することと地域の環境を保全する

ことが良い相乗効果を生み出している。 

  

  

  NTFP のののの製品製品製品製品 
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○○○○JMHI    インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア天然天然天然天然はちみつはちみつはちみつはちみつネットワークネットワークネットワークネットワーク 

・ 地域住民の収入向上と環境保全を両立させる持続可能なはちみつ生産 

インドネシアは、天然はちみつの生産ポテンシャルが非常に高い国である。しかし、近年

は森林破壊によって天然のハチが森の中に巣をつくる環境が崩れてきている。破壊にさらさ

れている自然を保護し、同時に農村部に住む貧困状況にある人々の収入の向上をはかりたい

という目的から、インドネシア天然はちみつネットワーク(JMHI)は、2005 年に結成された。

2013年度時点では、8 地域、9団体が JMHI に加盟している。 

 JMHI のハチミツを取り扱ってもらう店舗には、持続可能な形で生産しているはちみつなの

で、必ずしも十分な量を常に用意できるとは限らないと説明しているそうだ。はちみつはそ

もそも、花が咲かない時期のためのハチの食糧であり、子孫を残していくための蓄えである。

ハチの巣ごとに、はちみつを全部取りさってしまうと、はちがいなくなってしまうため、巣

の 3 分の 1 を残して、採取する。巣が 3 分の 1残っていれば約 2 か月でハチは新たにそこか

ら巣を再構築することができる。インドネシアの従来のはちみつの採取は、ハチの巣をすべ

て取り去ってしまっていたので、ハチにとって非常に負荷の大きい方法であった。以前は、

その方法でも小さい集落で食べるために採っていたので、大きな影響はなかった。しかし、

はちみつを販売し、収入源にしようと考えたため、採取の量も増えて、ハチの減少など環境

への影響が出てきてしまった。 

 JMHI では、需要に合わせて供給を増やすのではなく、ハチにも、生産者(住民)にも負担を

かけない形での持続可能なはちみつ生産に取り組んでいる。地域住民の収入向上のことだけ

を考え、はちみつを際限なく増産をしていくと、必ず自然環境に負荷をかけることになって

しまう。JMHI の生産に制限をかけ、持続可能な形で生産していくという取り組み方はエコロ

ジーとエコノミーのバランスという考えを実現していると考えられる。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

JMHI ののののはちみつはちみつはちみつはちみつ：：：：地域地域地域地域によってによってによってによって色色色色もももも味味味味もももも異異異異なるなるなるなる  

 

3. 考察考察考察考察 

 エコロジーとエコノミーのバランスという観点で本研修中に訪れた 4 つの団体の事例を取

り上げた。事例の分析と考察を行って気づいたことは、エコロジーとエコノミーのバランス

を語っていたどの団体の取り組みもその二つが不可分な形で調和しているという点である。
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環境保全のためにその地域に住む人間を排除し、収入向上をあきらめるのではなく、また人

間の経済活動によって環境を破壊していくのでもない。例えば、環境保全を優先して考え、

地域の森林を国立公園化して完全な保護を目指すと、もともとその森林に依存して生活し、

森林と共生する文化を形成してきた人々を排除する形になってしまう。森林という収入源を

失い、事例でみたグヌン・ルーサー国立公園の例のように違法伐採に収入源を求め、結果的

に環境の悪化を招いてしまう。反対に、経済の発展や収入向上だけを優先してしまえば、言

うまでもなく様々な形で環境問題を引き起こす。地域住民がそこに存在する自然を重要だと

認識し、自然を保全することと収入を得てそこで生きていくことがリンクしていないと本当

の意味で持続可能な環境保全は行われないのではないか。そして、エコロジーとエコノミー

のバランスはその地域の文化、暮らし、自然等によって異なり、環境保全活動を行う上では、

その地域に合ったバランスを見つけていかなければならないと考える。 
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3-4. 住民の意思決定プロセスと参加: 小崎 好美 

 

1. テーマテーマテーマテーマ設定設定設定設定のののの動機動機動機動機 

私は、学生のころから国際協力や開発に興味を持ち活動してきた。その活動から縁あって、

インドの農村で CLC(Community Learning Center)活動に関わり、現地のカウンターパートの

インターンとして CLC を中心にノンフォーマル教育の現場で活動することができた。村の

人々が主体的に地域の抱える課題に関わっていることに感動し、また現地団体のスタッフの

働き方、地域への関わり方を間近に見ていつか自分も彼らのようなフィールドワーカーにな

りたいと思うようになった。現在は「NGO たねとも」に所属し、東ティモール民主共和国に

て CLC の設立および住民の主体的運営によるコミュニティ強化を目指して活動している。 

東ティモールでは、現在、算数の補習や英語クラス等のプログラムを行っているが、プロ

ジェクト実施地であるラウテン県の農村部は国立公園の中にあり、今後 CLC において環境教

育等にも取り組んでいきたいと考えている。東ティモールの隣国であるインドネシアにおけ

る環境問題の現状を知り、様々な事例や関係者から学び、東ティモールでのプロジェクトに

も活かしたいという動機で今回の研修に参加した。特に地域住民との対話を通して地域の

人々が自分たちの住む地域をどのように捉え、どのようにプロジェクトに関わり、問題解決

のために取り組んでいるのかを学び、改めて意思決定や参加について考えてみたかった。ま

た、外部者としての自分が今後、東ティモールの農村でプロジェクトにどのように関わって

いくか模索したいとの思いもあった。 

 

2. 現地現地現地現地でのでのでのでの調査調査調査調査 

インタビューという方法で、以下の 2点を中心に調べようと計画した。 

・ 地域に住む人々が自分たちの住む地域をどのように捉え、また地域の未来をどのように

考えているのか。 

・ 地域の人々には選択肢がどのくらいあるのか。 

    しかし、インタビューという形で教えてもらうだけという一方通行のコミュニケーショ

ンではなく、自分が「地域の人たち」に「何」をフィードバックできるのか考えて、双

方向の「対話」になるように努めようと考えた。 

 

3. 調査結果調査結果調査結果調査結果 

実際にインドネシアの現場を訪問し、もちろんわかっていたことではあるが、滞在時間も

短く「対話」どころか十分に教えてもらうこともままならず、調査と呼べるようなものには

ならなかったと反省している。それでも今回の研修では多くの場所を訪問し、地域住民だけ

ではなく様々な立場の人たちから話を伺うことができた。また、研修生や運営スタッフから

学ぶことも多かった。 

 特に、地域の人々と直接話をすることができたグヌン･ルーサー国立公園とグヌン･ハリム

ン･サラック国立公園の取り組みを中心に、住民による意思決定や住民参加についてまとめた
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い。 

 

◎グヌン･ルーサー国立公園とグヌン･ハリムン･サラック国立公園の取り組みについて 

グヌン･ルーサー国立公園とグヌン･ハリムン･サラック国立公園の取り組みについて以下 3

つの視点で考察する。 

・ 住民のイニシアチブ、外部との関係 

・ 住民同士の関係 

・ ジェンダー 

 

＜グヌン･ルーサー国立公園＞ 

・ 元々、住民の 8 割が違法伐採で生計を立てていたが、代替収入手段としてエコツアープ

ログラムを導入し、タンカハンエコツアーグループ(LPT)を住民が組織している。メンバ

ーは現在 150 人。 

・ インドネシアには 50 の国立公園があるが、エコツアーの実施に関して 2002年に初めて

国立公園や林業省との MOU を締結したのは LPT。 

・ コミュニティツアーオペレーターを唯一の窓口とし、旅行客の受け入れに関するすべて

の調整業務を行う。 

・ 2001 年にジャカルタにある NGO インドネシアエコツーリズムネットワーク(インデコ

ン)からツアーガイド養成のため講師を派遣してもらった。初めに習った者がどんどん伝

えていきガイドを増やしている。アシスタント制度の仕組もある。 

・ 国立公園職員も一緒に他の国立公園を訪問するスタディツアーなど、林業省が主催する

ガイドの研修もある。 

・ 12 の国内外の旅行代理店との連携があり、協議して価格などをきちんとコントロールし

ている。 

・ LPT はその活動実績が認められ、林業省や観光文化省から賞を受賞した。政府からは共

同水場 2 か所の設置や横断幕の作成のサポートを受けた。 

・ 2002年から 2006年まではインデコンによってプロモーションが行われた。2006年から

は自分たちでプロモーション活動を行っている。受賞の報道や旅行代理店の広報、口コ

ミなどが主なプロモーションとなっている。 

・ あくまでも LPT がイニチアチブを取ることを第一に考え、それができなくなる危険があ

りそうな外からの投資は最小限に留めるということや、ガイドとゲストハウスのオーナ

ーが重ならないようにして公平に利益分配できるようにすることなどについて明記した

村落条例を制定している。 

・ 違法伐採ができなくなり、耕作をするしかない住民やプランテーションで働いている住

民もいる。 

・ 内容によっては村役場を通して、LPT のメンバー以外の住民も一緒に話し合いを行う。 
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・ LPT リーダーなど役員は 3 年に一度選挙で決める。ただし、村長はリーダーを罷免でき

る。 

・ 発言はなかったが、フロントオフィスに勤める若い女性 3名が本会合に参加していた。 

 

＜グヌン･ハリムン･サラック国立公園＞ 

・ マラサリ村の長期計画の中の最大の目玉としてエコツアーの計画がある。これから一丸

となって取り組んでいくところである。 

・ マラサリ村は環境保全モデル村に指定されている。 

・ 自分たちだけではできないので国立公園や企業、NGO とうまく連携していきたいと考え

ている。 

・ 自分たちの自由になる土地は少なく、担保にして資金を調達することもできないため、

公的資金や支援に頼りたいが、資金調達のアイデアはまだない。 

・ すでにこの計画に賛同した人たちはボゴール県主催の観光ガイド養成研修や伝統文化保

存研修などに参加。 

・ エコツアー実施のための村落条例を作りたいと考えている。 

・ エコツアーの実施主体をつくって政府に登記したいと考えている。 

・ 村長の弟が滝を利用したプールを建設したが、うまく活用できていない。 

・ チタラハブ集落ではスルヤナ氏とその兄弟が 10年以上にわたってゲストハウスやエコツ

アーを運営してきた。 

・ 村の青年たちが収穫祭の T シャツをデザインした。 

・ 女性はほとんど会議に参加していなかったが、特に女性の地位が低いということもなく

家庭内の問題などは夫婦で話し合われている。また、JEEF としては女性たちの意見を集

められるように努めていた。 

 

◎ジェンダーの視点から見たその他の訪問地 

・ オイルパームの生産現場である国営第 4 工場では事務職員などに女性がいると思われる

が、今回対応してくれた職員はそのほとんどが男性職員で、話をしてくれたマネージャ

ーや幹部職員は皆男性だった。  

・ RSPO 事務局や NTFP インドネシアでは若い女性スタッフによる発表が行われた。 

 

4. 調査調査調査調査からからからから得得得得られたことられたことられたことられたこと、、、、考察考察考察考察 

◎住民のイニシアチブや外部との関係・住民同士の関係の視点から 

・ 皆立場や思惑が違う中で、どう利害を調整していくかはとても重要であるが、そのため

の対話の場がありそこで皆が発言できるという環境を整える必要がある。 

・ はじめから何もかもを住民だけでやってしまおうとするのは無理があるので、その都度

自分たちにできること、できないことを確認する仕組みが必要。その上でできないこと

をどう解決していくのか(外部との連携等)を検討できると良く、その際にいろいろな選択
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肢があることが望ましい。 

・ 利益を皆で分配できるような仕組みを作ったり、外部資金をできる限り抑えようと考え

たり、村落条例の制定や MOU締結、実施主体の登記など法的根拠が必要と考えるに至っ

た経緯はどんなものだったのか。もし内発的にそのような発想になったのだとすれば、

どのような文化的歴史的背景があるのか。もしそうでないとすれば、過去に外部と何か

問題が起こった経験がある可能性も考えられる。LPT 事務局長の「外部からの投資を最

小限にしたい」という発言から見えてきたのは、金銭的なものよりもそれ以外の「刺激」

にとても慎重であるという姿勢であり、可視不可視を問わず外部の「パワー」に翻弄さ

れたくないという強い意思のように感じられた。また、彼らが「外部」を誰のことだと

認識し、またどのような関係が望ましいと考えているのかによって、より良い関係構築

のためのアプローチは変わってくると思われる。 

・ 行政からの支援について、各省から賞を授与されたりや林業省主催のスタディツアーが

あったり、共同水場の設置や横断幕の作成のサポートを受けたりしたものの、それを支

援として認識していなかったり、不十分と感じている様子が伺えた。地域が望んでいる

こととの間に乖離があるように思われ、今後、国立公園事務所をはじめとする行政機関

と住民による対話が促進されれば、お互いにとって有益で有効な体制が構築できるので

はないかと思った。 

・地域全体での取り組みを住民主導で行う場合、まず初めに住民組織をつくることが必要

なのかどうか。その住民組織に加わる/加わらないことで得られる情報や利益等に格差が

生じる可能性を考えると、一部の住民によって組織されるグループに大きな役割や意味

を持たせることは危険ではないか。一言で「組織」と言っても、それが誰によってどの

ような目的で誰のために結成されたものであるか、またその組織が発端は問題意識や興

味がある者同士のちょっとした集まりレベルから始まっているような自発的なものであ

るか、それとも他者からの刺激や別の動機づけによって起こったものなのかどうかによ

ってもその性質は大きく異なる。 

・エコツアー＝公園管理ではないので、公園の管理、環境の保全などに地域住民がどう関

わっているのかというのも重要なポイントだと思われるが、公園管理における住民と国

立公園職員の役割分担について、グヌン･ルーサーで入園の手続きと入園料の徴収を住民

グループがしていたこと以外わからず、聞けなかったことが残念であった。 

 

◎ジェンダーの視点から 

男女それぞれの立場ならではの視点や強みを生かすことはプロジェクト運営にとって重要

である。女性たちの会議への出席を見ると、発言がないからといって何も考えていない、意

見がないということではないように思われる。その場にいて話を聞いているということは情

報共有の観点からも有効だと考えられる。話し合いに参加できない女性たちといかに情報共

有していくかが鍵である。 
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RSPO や NTFP の事務所では、化粧品や食用油、洗剤などわたしたちの生活に欠かせない

ものに使われるパームオイルとその認証についてや、ファッションという視点で伝統技術の

保護や収入向上に取り組む NTFP の活動について、女性が前に出て話をすることで聞き手に

与えるイメージやそこから生まれる効果もあるように思われる。 

 

◎その他 

意思決定に至るまでのプロセスや住民がどの程度参加できているのかを知ることは難しか

ったが、どの訪問先でも若い世代が関わっていることが多く、次世代につないでいく取り組

みがなされていることが分かった。取り組みとまでは言えなくても、大人が子どもたちに見

せる姿から子どもたちは地域の伝統文化や習わし、働きかたなどを学んでいくのではないだ

ろうか。日本と途上国の農山漁村が抱える課題は似ている点が多いと日頃から感じているが、

この点については日本が学ぶべき点が多いように思う。地域全体で次代を担う子どもたちを

育む一つ一つの取り組みは、きっと住民主導の地域づくりの推進力になるはずである。 

研修生の振り返りの時間に頻繁に出てきたのは「ビジョン」という言葉だ。今回の研修で

様々な団体の様々な活動について学んだが、ステークホルダーの中でビジョン(目指すべきゴ

ール)を共有するということが持続可能な活動の実現のためにいかに重要かということをどの

訪問先の中でも一番感じた。目標や理想というのはごく一部の大きな役割を担っている人た

ちのためだけにあるのではなく、それに疑問を感じている人をも含んだそこにいる全ての人

のものであるということが再認識できた。 

 

おわりにおわりにおわりにおわりに 

マラサリ村でお世話になったお隣の家のお父さんに、「今日の会議はどうでしたか?」と聞

いた時に「こういう会議に出るのは大切だな」という返事が返ってきたことが強く印象に残

っている。住民による意思決定を本当の意味で行うのは難しい。何でもかんでも住民投票す

れば良いのか、そもそも多数決という決め方で本当に良いのかも怪しい。決定に至るまでの

議論も含めてのすべての住民の参加や意見の反映ともなれば、それは現実的に考えてできな

いし、全ての人の希望が叶えられるような決定をすることもほぼ不可能だろう。しかし、そ

れでも自分の住む地域で今何が起こっているのか、何が行われようとしているのかを知って

いることはとても重要である。お父さんのように村の長老的存在と言われている人だけでは

なく、一人一人が「自分ごと」として知った上で自分はどう関わるのか選択できるようにし

て、意見や想いを双方が伝える対話の場を保障するということを忘れてはいけないと思う。 

また、「どうやって地域の人に理解してもらい巻き込んでいったのですか?」と質問をした

ら、グヌン・ルーサー国立公園タンカハンの住民グループ LPT の事務局長からは、「自ら実践

して、やって見せてわかってもらうしかない」と言われたことも思い出される。自身も含め

て住民のほとんどが違法伐採を行っていた地域において、それをやめようと言う勇気はいか

ほどだっただろう。そして実際に止めて見せることはどれほど大変だっただろう。自分たち

の未来を自分たちで切り拓き創っていく取り組みは住民の主体的な参加なしには成し遂げら
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れない。どこの現場でもその長い道のりにはタンカハンの住民グループ LPT の事務局長のよ

うに先頭に立ち実践していくキーパーソンが必要不可欠である。東ティモールのプロジェク

トではやって見せて、まさに今、プログラムの意味や目的が徐々に地域の人たちに浸透し始

めたという時期に来ている。私たちが東ティモールで歩んできた道のりもこれで良かった、

こういう風にやっていくしかないのだと確認できたことは私にとってはとても大きかった。 

「知ってもらう」も「やって見せる」もはじめの一歩だが、やはり私はあきらめずにプロ

セスを大切にこれからもやっていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



研修報告書  
第 3 章 個人テーマの調査分析結果 
                                                        

 

                                           

3-26

3-5. インドネシア(ジャカルタ特定地区)における 

廃棄物処理の実態: 高柳 恭子 

 

はじめにはじめにはじめにはじめに 

「ジャワ島、スマトラ、カリマンタンなど主要 5島を含め、17,000 あまりの島嶼からなる

インドネシアという国で、廃棄物処理は一体どのようになされているのだろうか?」。この疑

問は、かつて大洋州に浮かぶ島々、ミクロネシア連邦共和国のコスラエ島で廃棄物処理にか

かわった私にとって、研修に参加させて頂けることが決まった当初から胸にわきあがってい

た。特に、人口が過度に集中している首都ジャカルタは産業の成長も著しく、先進国から多

種多様な物品が輸入されていることは想像に難くない。そして、他の多くの島嶼部同様、そ

こから生まれる多くの廃棄物が行き場を失っているのではないか、という疑問を持たざるを

得なかった。「その分別、回収、処理などはどのように行われているのか?」について、今回

のインドネシア訪問でできる限り調査したいと考えた。残念ながら今回の研修では、廃棄物

処分の実態に触れることができるサイトを実際に訪問できたのは 1 回にとどまるなど、その

機会は少なかったが、それでもジャカルタ内の特定地域の状況を正確に把握することによっ

て、他地域、他島の状況もある程度想像できるようになったと考える。 

調査に当たってまず知りたかったのは、現状の廃棄物処分法である。焼却、埋め立て、海

外への運搬など様々な方法がある中で、ジャカルタではどのような処分方法がとられている

のか、またその回収方法や分別法なども調査の対象となった。次に、廃棄物の種類、カテゴ

リー、分量である。これを知ることによってある程度、必要な処理法や対応策が絞り込める

ことが多い。そして、リサイクル、リユースの可能性も調査する必要があった。この 2 点を

進めることで、廃棄物量を飛躍的に減少させることが可能となるためである。また、現状把

握として、現在の廃棄物処分法で発生し得る環境被害(衛生面含む)も調査対象となった。そし

て最後に、用地、予算、住民意識の観点から、廃棄物処分場建設の可能性まで探りたいと思

った。 

 

1. 調査分析調査分析調査分析調査分析データデータデータデータ 

調査日時：2014年 1月 11日(土) 

調査地区：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) 

地区面積：0.98 平方キロメートル(≒１km×1km) 

対象人口：20,000 人(推定) 

世帯数 ：4,931戸(ジャカルタ特別州統計局発表) 

廃棄物量：5,220kg(トラック 1台分)×2＝10,440kg(1日) 

（*再生可能廃棄物に関しては、スカベンジャーの抜き取り行為などにより、正確な数値は不明） 

廃棄物内訳： 

①有機廃棄物(残飯、草木などの生分解性廃棄物) 

②非有機廃棄物(プラスティック、ガラス片、ビン、缶、破損家具、台所用品、金属類などの
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非生分解性廃棄物) 

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) 

現状概要： 

調査対象地区はジャカルタ市中央の川沿いに密集する低所得者層の住居地区。定職を持つ

住人は少なく、年収は不定期(推定年収 10 万円前後)。半年程前に居住区の諸所にゴミ箱が設

置されたばかりだが、目視できる範囲では幼児などもゴミ箱にゴミを廃棄しているなど、あ

る程度ゴミ箱の用途が理解されていると考えられる。 

ゴミの分別はなく、ジャカルタ市清掃局が毎日トラック 2 台分を回収。特定の廃棄物ステ

ーションに収集し、その後ジャカルタ州の最終埋め立て処分場に移送。売却可能な再生廃棄

物に関しては、売却のために廃棄物ステーションで分別(分別者の月収は 300,000 ルピア程度)。 

1kg当たりペットボトルが 5,000 ルピア、ダンボールが 1,500 ルピア、プラスティックカップ

が 8,000 ルピア程度で売却できるため、行政回収以前にスカベンジャーが抜き取る事態が一

般化している。 

現状雑感： 

一見して驚いたのは、その廃棄物の総量で、回収面積に照らして少ないように感じた。廃

棄物ステーションに届くまでに、どのくらいの量が違法に抜き取られているのか、正確な調

査が望まれる。しかし、再生可能な資源が(たとえ違法であれ)ほぼ完璧に近い形で分別され、

売却されることで再利用されているとしたら、地球環境にとってはある意味望ましい状況と

言える。全く分別せずに焼却してしまう国々が抱える問題点、「大気汚染」や「資源の無駄遣

い」などと比較しどちらが罪深いのか、悩ましいところである。 

また、低所得層居住地域にもゴミ箱が行き渡り、行政による回収が毎日定期的に行われる

など、ジャカルタ市は廃棄物問題にある程度知識と意識を持って対応しているように感じた。

これは将来的に希望と展望を持つことが出来るため、明るい兆しと感じた。 

 

2. 調査分析手法調査分析手法調査分析手法調査分析手法 

上記のデータから、プガンサン地区の 1 人 1 日あたりの廃棄物排出量が概算できる。

10,440kg(1日あたりの廃棄物排出総量)÷20,000(人口)=522ｇｇｇｇ 

比較対象のために、研修者自宅が位置する東京都目黒区の廃棄物排出総量を調査した。 

 

比較地域：東京都目黒区 

人  口：264,113 人 

廃棄物量：207,359kg(1日あたり)   

*東京都目黒区発表 

 

このデータから単純計算で 207,359kg(同上)÷264,113(同上)=785ｇｇｇｇとなる。 

このデータを比較すると、以下の数字となる。 
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1 人 1日あたりの廃棄物排出量 

プガンサン地区：522g 

東京都目黒区 ：785g 

 

3. 調査分析結果調査分析結果調査分析結果調査分析結果 

驚くべきことに、生活スタイルや人々の日常生活などが全く異なる東京都目黒区と、イン

ドネシアのプガンサン地区において、1 人 1日あたりの廃棄物排出量がさほど変わらないこと

がわかった。その理由はおそらく、廃棄物の内訳にあると思われる。 

プガンサン地区の廃棄物内訳の第 1 位は、残飯や草木などの有機廃棄物である。環境教育

が行き届かない途上国などの地域では、廃棄物を見ても生分解性か非生分解性かの判別がつ

かない住人が多く、庭を掃いた際に出た枯葉の山や草木などを「ゴミ」としてゴミ箱に入れ

てしまう事態が多発する。このようなタイプのゴミは雨水などを含むと重量を増すため、雨

の多いこういった地域では、廃棄物量測定の際、本来の廃棄物量以上の値を示すことが多い。

廃棄物内訳の第 1 位が、草木などを含む有機廃棄物であったことを鑑みると、ここプガンサ

ン地区でも、同様の事態が起きていたと考えるのが自然であろう。それはよい兆候とも受け

取れ、今後、環境教育などを通じて住民の知識を向上させることで、廃棄物処分場に運搬さ

れるゴミを飛躍的に減少させることができる可能性を示唆している。 

 

4. 実施可能実施可能実施可能実施可能なななな今後今後今後今後のののの対応策対応策対応策対応策 

① 埋め立て式廃棄物処分場建設計画の立案 

予算的な問題や利用可能な国有地面積の限界などを考えると、この地域に高度の焼却能力

を持った廃棄物焼却処分場を建設するのはとても困難であろう。最も現実的な対応は、当該

地域付近に埋め立て処分場を建設するという計画を立てることではないだろうか。また、埋

め立て処分場が満杯になるのを少しでも遅らせるためには何よりも廃棄物量の減少が欠かせ

ないため、今後はそういったゴミ削減への努力が、廃棄物問題解決の鍵となるだろう。 

 

② 廃棄物収集法のシステム化 

現行の回収システムをより強化することで、確実に廃棄物が埋め立て処分場まで運搬され

るよう組織化する。このことで、街中での廃棄物散乱を防ぐことができ、環境、また人体の

衛生面への悪影響を防ぐことが可能となる。同時に、再生可能廃棄物収集もシステム化する。

現行のスカベンジャーが違法に抜き取っているペットボトルやビン、缶、ダンボールなどの

売却可能な廃棄物は行政が回収し、回収後に分別するよう組織化する。その際、現在のスカ

ベンジャーを、回収者や分別者として行政が雇用することで、スカベンジャーの生活の安全

を確保すると同時に、雇用の促進もはかる(本来はゴミ箱を複数個設置し、住民に分別するよ

う指導するのが正攻法だが、予算上の問題に加え、住民の教育には途方もない時間がかかる

ため、まずは行政が分別するよう組織する)。 
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ペットボトルや缶、ビンなど、体積が大きくなりがちな再生可能廃棄物を確実に分別し、

埋め立て処分場に投棄されるのを防ぐことによって、より長期間、処分場を使用することが

可能となる。 

廃棄物内訳の第 3 位、危険廃棄物に関しては、産業廃棄物、医療性廃棄物、有毒性廃棄物

など、それぞれに専門の詳細な調査が必要であり、対処法や分別法、処理法もそれぞれ異な

るため、今回の研修中に適切な対応策を発見することは困難であった。 

 

③ 当該地域内に複数のコンポストを設置 

残飯、草木などの生分解性廃棄物に関しては、住民が自分たちで処理するよう指導する。

埋め立て処分場に運搬される以前に、分解・処分のサイクルを作ることで、無駄な運搬を減

らし、廃棄物総量を減少させることも可能となる。特に、日中の気温が非常に高くなるイン

ドネシアのような国においては、残飯はゴミ箱などに溜め置きされることで衛生上の問題も

発生するため、速やかにコンポストに廃棄するよう徹底する。分解され総量が減少した処理

済の廃棄物に関しては、各戸の庭に埋める、肥料として使用するなど、各地域に最適な処分

法を検討する(コンポストは、機種によっては高額になるため、可能な限り安価なタイプの導

入を検討)。 

 

④ 住民への環境教育 

生分解性廃棄物・非生分解性廃棄物の区別や、分別の種類、回収システムの周知やコンポ

ストの方法など、住民に教育すべきポイントは数多い。それらが直ぐに周知徹底されるとは

考えにくいが、少しずつ教育の場を作っていくことで、住民一人ひとりが廃棄物処分の問題

を自分たち自身の問題として捉え、高い意識を持ってその解決に取り組んでくれるよう指導

していく。 

具体的には、地域住民に対してゴミの分別法やその捨て方、ゴミは最終的にどこに運搬さ

れ、どのように処理されるのかなどを定期的にレクチャーする。地区ごとに市民リーダーを

決め、ゴミの捨て方に関しての監督責任を委託するのも有効と考える。また、小学校を訪問

し『分別クイズ』や『ゴミ分別ゲーム』など、楽しみながらゴミの分別方法を学べる環境教

育を実践する。同時に、小学校教諭には上記「環境教育法」を、行政担当者に対しては、市

民向けのレクチャーを開催できるよう、廃棄物の処分法やその仕組みなどを教授する。 

環境教育は JICA青年海外協力隊などと協力して実践し、徐々に小学校教諭や行政担当者が

独自に現地での教育を行えるよう、教育者の育成にも努めていく。また、もちろん物理的な

処分法を理解してもらうことが優先課題だが、適切な処理が施されていない廃棄物が人体に

与える悪影響や、その危険性も同時に理解してもらえるよう、徹底していきたい。 

最後に、今、地球上に存在する資源には限りがあることや、今ある資源を感謝して大切に

使い、無駄に破棄される廃棄物を減らすことが、「持続可能な開発」と「地球環境保全」にど

れだけ必要なことかを理解してもらえるよう、微力ながら努力していきたいと考えている。 
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3-6. インドネシアにおけるインフォーマルセクターと、 

協同組織の可能性について: 槙野 尚  

 

1.    はじめにはじめにはじめにはじめに 

 今回の研修に臨むに当たり、私は当初「インドネシアにおけるインフォーマルセクターと、

その事業化の可能性」というテーマを設定していた。それは、ゴミ処理問題やエコツーリズ

ムなど、自身の活動分野を持つ他の研修生とは異なり、社会的責任投資の一環として漠然と

環境問題に関心があって本研修に参加したことから、訪問先を横断して観察することのでき

る問題を調べたいと考えたためである。政府統計によるとインドネシアのインフォーマルセ

クターは 6-7割で推移しており、事実、ジャカルタでも、スマトラ島の都市部でも、国立公園

地域でも、至る所でインフォーマルセクターに従事する人々に接することができた。しかし、

「事業化の可能性」を検討することについては考えを改めることになった。これまで非営利

団体での経験が殆どなく、投資対象としては当然株式会社組織を見ていた私にとって、イン

フォーマルセクターとは「やがてフォーマルセクターに移行していくべきもの」と映ってい

たのだが、そのためのコストや人々の生活の安定を考えたとき、必ずしもそれが唯一の答え

ではないと感じたからである。 

 

図図図図 1：：：：インフォーマルセクターのインフォーマルセクターのインフォーマルセクターのインフォーマルセクターの位置位置位置位置づけづけづけづけ 

 

  

ではどうするのか。インフォーマルセクターに留まることは、生活の不安や貧困の連鎖の

問題があるため、依然として改善の必要があると考える。そこで今回、私が注目したのが個

人営業と企業体の中間に位置する協同組織の可能性であった。この着想を得たのはグヌン・

ルーサー国立公園の LPT や、NTFP の生産者ネットワークであるボルネオ・チックを訪問し

た時である。そこでは人々が企業体に雇用されているわけではないのだが、同業者同士の組

合を組織することにより、知識や資源を共有し、政府や市場との交渉力を高めていた。共同
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体としての連帯や紐帯を維持しながら、生活水準の向上や経済発展を図っていたのである。

これには東日本大震災をきっかけに「きずな」という言葉が広がり、地域や職場において形

成されるコミュニティを見直そうとする日本の動きと重なるものを感じた。 

 自戒も込めて、私の中には近代的な価値観を是とする向きがある。それは資本主義と民主

主義の信奉であり、国家を国際社会における基礎的な単位とし、グローバリゼーションの中

でプレゼンスを高めることを国益と見なすものかもしれない。しかし同時に、自分はこうし

た価値観を持つ一方で、他の価値観にも寛容でありたいと願い、そうした価値観相互の対話

と調整の中で社会は成り立っているという信念がある。研修の移動中、ある研修生から「で

も、永遠の成長はあり得ないのではないですか?」と出し抜けに言われ、私ははたと言葉を失

ってしまったのだが、自分が如何に成長を絶対視し、それを前提として物を考えていたかを

思い知らされた。だからこそこの個人研修テーマでは、必ずしも成長を前提としない、生活

の質の向上と人間としての良き生き方の調和を目指した協同組織的な可能性について、日本

とインドネシアを対比しながら考察してみたいと思う。 

 

2.    インドネシアでインドネシアでインドネシアでインドネシアで学学学学んだことんだことんだことんだこと 

(1)働き方の多様性 

 図 2 に今回の研修中に出会ったインドネシアの人々の働き方をまとめた。研修参加前に私

が想定していたのは露天商やゴミ拾い、農業を営むインフォーマルセクターと、工場やレス

トランで雇用されるフォーマルセクターの 2 種類だったのだが、実際にはインフォーマルセ

クターそのものにもかなりの多様性があり、またインフォーマルセクターとフォーマルセク

ターの中間的な存在として、協同組織や生産者ネットワークが存在することに驚かされた。 

 

図図図図 2：：：：働働働働きききき方方方方のののの類型類型類型類型 

働き方 ここでの定義 具体例

①インフォーマルセクター①インフォーマルセクター①インフォーマルセクター①インフォーマルセクター
非正規、家族労働、

自営農業

露天商、ゴミ拾い、農業、ネッ

トカフェ営業

②中間形態（協同・相互②中間形態（協同・相互②中間形態（協同・相互②中間形態（協同・相互

扶助組織）扶助組織）扶助組織）扶助組織）

地域共同体、生産者

ネットワーク
LPT、ボルネオ・チック

③フォーマルセクター③フォーマルセクター③フォーマルセクター③フォーマルセクター
正規、賃金雇用、社

会保障

パーム油園や茶園の就労

者、公務員、教師  

  

①のインフォーマルセクターとは、ILO を中心に 1970年代から使用されるようになった用

語だが、一般的な定義として「途上国の都市において近代的な産業部門には属さず、個人で

独立して事業を営んだり、家族経営などの小規模事業家であったり、そこでの就業者であっ

たりする人々を含む経済部門」と理解されている。今回の研修を通じて出会ったのは、道路

沿いや住宅街で屋台や万屋を営む人々、スカベンジャーとしてペットボトルや空き瓶などの

資源ゴミを拾う人々、家族で農業を営む人々から、自宅の PC を解放してネットカフェを営む
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人々、都市部の交通規制に乗じて相乗りサービスを提供する人々、違法金採掘というイリー

ガルセクターにまで侵出している人々など、非常に多様な働き方が存在した。 

 ③のフォーマルセクターとは、ある程度の組織体制を持った事業体に雇用され、安定した

賃金を得ている人々のことを指す。都市部には工場、建設現場などの第 2 次産業から、レス

トラン、銀行、携帯端末ショップなど、多様な第 3 次産業が存在していた。農村部で興味深

かったのは、パーム油工場や茶の工場が住宅地や教育施設、病院など町そのものを提供し、

人々が生活する「企業城下町」とも言えるものが多数存在することだった。 

 ②の形態は、協同組織や生産者ネットワークのように、インフォーマルとフォーマルの中

間に位置する働き方である。グヌン・ルーサー国立公園では、住民自らのイニシアチブで LTP

という組織を作り、エコツアーやロッジの経営、またロッジで消費する農作物の栽培などを

行っていた。ジャカルタの NPO ボルネオ・チックは NTFP(非木材林産物)の生産者ネットワ

ークを組織し、技術の提供や、販売・マーケティングの代理などを行っていた。これらの組

織体は企業ではないのだが、人々の就労環境を安定化させることに貢献し、同時に地域に根

ざしたコミュニティの形成も行っていた。 

 

(2)それぞれの働き方の特色とその長所・短所 

 インフォーマルセクターのメリットとしては、正規の契約に基づかないため参加・離脱が

容易であり、グローバル経済と直接結びつき景気変動の影響を受けやすいフォーマルセクタ

ーの緩衝材になっているということが挙げられる。しかし、これは、それだけインフォーマ

ルセクターの雇用は安定していないということも意味している。インフォーマルセクターの

人々に共通するのは、個人や家族で複数のインフォーマルセクターに従事することにより、

就労不能になるリスクをカバーしていることである。それは彼らの職場が法的に保護されて

おらず、社会保険による保護も受けていないため、常に不安定な労働環境に晒されているこ

とに起因する。沢山の子をもうけ、親兄弟と寄り添って暮らす大家族主義は、そんな彼らの

生活リスクを分散するための、生きる知恵であるとも言える。しかしそれが都市部の人口過

密と若者の失業問題を一層過酷にしている面もあり、また、インドネシアが国として人口ボ

ーナスを享受するためには出生率の引き下げを維持しなければならない。本来国や自治体は

彼らに行政サービスを提供することで生活の不安を解消し、社会を安定化させる必要がある

が、インフォーマルセクターからの徴税は困難なこともあり、彼らに満足な行政サービスを

施すとこができず、結果それが彼らの生活不安を助長させるという悪循環を招いている。 

 フォーマルセクターについて、都市部の就業者はいわゆる「中産階級」を形成し、自動車

の交通量やショッピングセンターでの消費行動を見ても、一定程度の生活水準に達している

ことが見て取れた。一方、企業城下町とも言える町に住む人は、米から医療まで生活に必要

なものは全て企業から支給されており、そこでの人々の暮らしぶりも、かつての日本の社宅

さながら、同程度の生活水準の家族が肩を並べて暮らす和気藹々としたものであった。しか

しこれは反面で、企業が抱え込まなければ、自治体によっては満足な行政サービスが提供さ

れないことを意味している。パーム油でもお茶でも国際市況と価格に左右されるモノカルチ
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ャー的な産業であることを鑑みると、彼らの生活基盤も決して盤石ではない。ただし企業に

雇用されている以上所得税や法人税といった形態での納税は、インフォーマルセクターに比

べれば円滑になされていると考えられ、かつて KKNiiと呼ばれたインドネシアの汚染体質も浄

化されつつあるため、企業の進出が進んでいる地域では将来的には行政による生活保障が拡

充していくことも期待できる。 

 

図図図図 3：：：：各労働形態各労働形態各労働形態各労働形態のののの特徴特徴特徴特徴 

 
  

協同組織形態においては同業を営む人同士が結びつくことで、相互扶助、相互発展の関係

が構築されている。LPT では会員 150名が月額 3万ルピアの会費を払うことにより、常任理

事を抱え、渉外や広報などエコツーリズム関係者全体にとって有益な事務を執り行っていた。

ボルネオ・チックでは村落の人々が協同ではちみつや天然素材を用いたバッグの生産に当た

るなど、競争ではなく共に豊かになろうとする試みが存在した。もっとも、協同組織を形成

するには個々人がインフォーマルな仕事を営むのに比べて組織の設計や運用に金銭的・非金

銭的なコストも要するため、短期的には必ずしも合理的な手法とは言えない。しかし、法人

設立のコストはそれ以上に高く、また会社形態にしてしまうと税務当局から狙われやすくな

るなど途上国特有のディスインセンティブがある現況下においては、協同組織という形態は

人々がそれぞれの生活を保障しつつ、情報や交渉力の点で恩恵も受けられる選択肢なのかも

しれない。また、協同組織において人々は旧来の共同体的な生き方から大転換を求められる

                                                  
ii KKN は，汚職(korupsi)，共謀(kolusi)，身内びいき.(nepotisme)を意味するインドネシア語の造語で，政治家，

役人，軍人，裁判官などあらゆる職種の公職者の腐敗ぶりを象徴する言葉。 
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わけではなく、むしろ従来存在する地域の連帯や紐帯を活用しながら移行することができる

ものと考えられる。 

 

(3)協同組織の可能性について 

 教科書的なマクロ経済の視点では、経済を構成する主体として国家・企業・家計の三つが

存在している。しかし、インドネシアにおいては企業の設立コストやディスインセンティブ

が大きく、そのため政府財源は不足して国家は十分な行政サービスを提供できないため、家

計は大家族主義を取ることで生活のリスクをカバーしている。このように現状は負の均衡に

陥っており、政府の徴税能力を高めたり企業の規制緩和を行ったりする不断の努力は必要だ

が、それらは一朝一夕には実現しない。そこで私が注目したいのは、企業と家計の中間に位

置するような協働組織的な働き方である。地域ごとや職業ごとに複数の家計が連帯すること

により、相互扶助を果たし、大家族主義からの脱却を目指すとともに、協同体内部の情報交

換や外部に対する交渉力向上によって生産力を高め、また納税の窓口になることも期待でき

る。現状でインフォーマルセクターの占める割合が 70%にも及ぶインドネシアが、今後、上

記の教科書的な経済構造へと移行していくのかは不可知だが、跳躍は難しくとも、少なくと

も現状の負の均衡を抜け出すための折衷案として、協働組織に期待することができるものと

考える。 

 

図図図図 4：：：：東東東東・・・・東南東南東南東南アジアアジアアジアアジア各国各国各国各国のののの国際競争力国際競争力国際競争力国際競争力 

 

出所: 世界銀行「Doing Business統計」 
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図図図図 5：：：：政府政府政府政府・・・・家計家計家計家計・・・・企業間関係企業間関係企業間関係企業間関係 

 

このように私は、協同組織の持つ生活保障能力と連帯性のバランスに可能性を見いだして

いる。そこで LPT とボルネオ・チックについてより詳細に検討してみたい。 

 LPT は 2001年に住民のイニシアチブで設立され、翌 2002年に国立公園を所管する政府と

の間で MOU を交わし、以来、国立公園職員の手にゆだねるのではなく、住民自らが公園資源

の管理とエコツーリズムの実施を行っている。LPT は 140 人程度(理事会メンバー等の関係者

を入れると 180 名程)からなる組織で(参考：村の全人口は約 3 万人)、一人一票の互選で理事

を選出し、村長が理事長の罷免権を持つという極めて民主的な組織である。組織が始まった
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のは違法伐採で叔父を亡くした現事務局長の「このような生活はもう長く続けるわけにはい

かない」という思いがきっかけになっているが、属人性を排し、組織を継続させるための工

夫が見て取れる。LPT の組織化により、INDECON(インドネシアのエコツーリズム推進 NPO)

という外部 NPO との連携を図り、USAID による支援の受け皿になり、また、海外旅行代理

店との対等な立場での取引を行うなど、対外的な交渉力を大いに高めることに成功している。

ただし事業拡大のためのクレジットへのアクセスは LPT 単位では叶っておらず、各事業者が

自身の信用(主に土地担保)によって借り入れを行っている状況である。また、川岸の土地の所

有者が勝手に吊り橋という公共財を建造して通行料を独占するなど、富の配分の不公平も見

受けられた。 

 

図図図図 6：：：：LPT をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく環境環境環境環境 

   

  

 ボルネオ・チックは LPT のような特定の地域に根差した組織ではなく、各地域の生産者を

結び付けてノウハウやマーケティングチャネルを提供するネットワーク型の組織である。例

えば、はちみつの生産においてはインドネシア各地の特色あるはちみつ産地のハニーハンタ

ーと連携を図り、彼らに精製や在庫管理のノウハウを提供する一方で、公正な価格で買い上

げてボルネオ・チックのブランド名で販売している。こうすることで生産者が不当な価格で

買い叩かれるのを防ぎ、地元に限られていた販売市場を拡大することに貢献している。 
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図図図図 7：：：：ボルネオ・チックをボルネオ・チックをボルネオ・チックをボルネオ・チックを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく環境環境環境環境 

 

  

以上のように、協同組織においては個々人がインフォーマルセクターとして就労するのに

比べ政府や取引先との交渉力を向上させるというメリットがある。加えて、組織設計を改善

することにより協同組織体としてクレジットにアクセスしたり、協働組織内部で信用組合を

設立して資金を循環させたりすることも視野に入ってくる。これは構成員の事業機会を大き

くすることにつながり、手元資金や先祖伝来の土地資源に制約を受け、そこから生まれてい

た不平等・不公平の問題の解決にもつながるだろう。もっともそうした組織の設計や運用に

は多くのコストが掛かるという側面もある。しかし、現代に至るまで共同体的な生活を営ん

できたという構成員相互の結びつきの強さが、むしろ社会関係資本として機能し、彼らの連

帯を失わせることなく円滑な組織化を図ることが期待できる。 

 

図図図図 8：：：：組織化組織化組織化組織化によりによりによりにより期待期待期待期待されるされるされるされる成成成成果果果果 

 

 

3.    日本日本日本日本におけるにおけるにおけるにおける協同組織協同組織協同組織協同組織のののの動動動動きききき 

(1)協働組織の機能不全 

 日本の農村社会には伝統的に、「結い」という相互扶助の習慣や、「無人」、「頼母子講」の
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ような相互金融の仕組みが存在していた。明治期に取り入れられた「協同組合」というイギ

リス由来の仕組みはこうした伝統と結び付きながら日本社会に浸透し、農林水産業に渡る各

種組合や、生協・労働組合・都道府県の単位での共済事業は、日本の発展と人々の生活を支

える上で一役を買ったと言える。 

 しかし、現在、協同組合の多くは肥大化して既得権益と化し、社会人口動態の変化につい

ていけず制度疲労を見せている。JA は「相互扶助の精神のもとに農家の営農と生活を守り高

め、より良い社会を築く」という理念こそ素晴らしく、持て余した資金を農家に貸し出すの

ではなく複雑な証券化商品に投じ、また、自民党と結び付いて農村部の巨大な集票マシーン

として専ら機能している。コープは日本初のプライベートブランドを生み出し、生活者のニ

ーズにこたえた商品開発を行うなどしてきたが、女性の社会進出と共に従来の班別配送のシ

ステムは成り立たなくなり、女性の無償援助の上に成り立っていたことが明らかになった。

そのため大手小売りに対抗するべく大量の非正規労働者や契約社員に依存するなど、地域の

雇用責任という理念とのはざまで揺れ動いている。 

 

(2)協働組織を見直す動き 

 2011年 3月の東日本大震災を一つのきっかけとし、日本では「きずな」という言葉が各所

で使われるようになり、地域の連帯や人々の間の紐帯が見直されるようになっている。これ

は、明治維新以後一直線に進んできた資本主義・民主主義体制からの揺り戻しなのかもしれ

ない。 

資本主義の下で資本と労働は分離され、労働者は生産要素としてのアトム的な個人へと分

解されていった。もっとも高度成長期には終身雇用・年功序列・企業別労働組合の三種の神

器によって「企業コミュニティ」が形成され、それが日本的経営の強さだとされたこともあ

るが、近年ではグローバル化と株主価値最大化を求める動きからこうした日本的慣行を維持

しにくくなっている。また、民主主義は個人の思想良心の自由の上に立脚し、人々を前近代

的な共同体から解放することに役立ったが、一方でプライバシーが何事にも優先され、家族

や地域の結びつきを弱める方向にも働いている。 

 こうした中で起こった東日本大震災に対し、生存の恐怖、家族や地域と結び付いているこ

との安心感を再認識した人々の間で、これまで「時代錯誤」と思われていた連帯や紐帯を見

直す動きが広がっている。いみじくも国連によって 2012 年が「国連協同組合年(IYC)」と定

められ、2008年の金融危機以降、新自由主義的な勢力に批判的であった協同組合陣営はいよ

いよ活気づき、資本主義を超克した新時代の生き方だと自負する人さえいる。それはやや過

剰な反応だが、いずれにせよ、肥大化し組合員同士の顔が見えにくくなってしまった従来の

協同組合への反省から、地域を核とした新たな組合活動が花開きつつある。 

 

4.    むすびにかえてむすびにかえてむすびにかえてむすびにかえて 

(1)それぞれの協同組合化 

インドネシアの農村部で今なお営まれている生活様式を「前近代的」と見做し、資本主義
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や民主主義の制度導入、工場立地による近代的労働者の創出に取り組んでいた日本が、金融

危機や震災を契機に自らそうした共同体的な暮らし方を取り戻そうとしている点には、ある

種の皮肉を感じる。ともあれ、日本とインドネシアは、進歩史観的な意味でのステージは異

なるのかもしれないが、それぞれに協働組織的な方向へと進む可能性があることはたいへん

興味深い。すなわち、インドネシアでは今なお残る「ムラ社会」を素地として、企業体へと

跳躍する代わりの妥協点として協働組織が存在し、それが大家族主義というこれまでの生活

保障に取って代わり、人々の連帯を維持したまま生活水準の向上に資する可能性がある。一

方、日本では行き過ぎた近代化を見直し、人としての社会性と経済効率や生活水準とのバラ

ンスを図るための組織として、協働組織の存在感が高まるかもしれない。 

こうした国家と個人の間に位置する中間団体が存在感を高めるというのは、グローバリゼ

ーションの結果に国家の輪郭がおぼろげになり、国際 NPO や NGO の台頭とともに「Gゼロ

の時代」iiiや「新しい中世」ivを迎えようとしている国際社会の変化とも並行するものである。

先進各国は巨額の財政赤字を抱え、国家の主導権が停滞している一方、途上国は開発独裁か

ら民主体制へと移行する中で政府が国全体を統治する力を確保できていない。その結果、そ

れぞれに中間団体の活動領域が広がりつつあるのだ。 

 

図図図図 9：：：：それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの協同組合化協同組合化協同組合化協同組合化 

 

(2)所感と今後関心があること 

 当初インフォーマルセクターに関心を持っていたことから、研修中人々の働き方や社会的

                                                  
iii 国際政治学者イアン・ブレマーの造語。イアン・ブレマー『「Gゼロ」後の世界―主導国なき時

代の勝者はだれか』(日本経済新聞社、2012 年)。 

iv 田中明彦『新しい中世―相互依存深まる世界システム』(日経ビジネス人文庫、2003 年) 
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生活の営み方に着目していたのだが、それが協働組織の可能性や日本との共通点に結び付く

など、自分でも予想していなかった見方を得るに至った。また、帰国後、同じくインフォー

マルセクター問題を解決する手段として協働組織の役割に着目する研究があることを知り、

自分の発想の平凡さに辟易とする一方、方向性としての納得感や肯定感を得ることもできたv。

国連によって 2012年が国際協同組合年に定められたというのも、インドネシアや日本に限ら

ず、世界的に協同組合の存在を見直そうとする動きがあることを示しており、興味深い。 

 本業の金融との関係では、「金融包摂」という言葉に関心を持っている。これは英語

の”Financial Inclusion”の訳語で、これまで基本的な金融サービスにアクセスできなかった人々

にそれを可能にし、生活水準の向上に役立てようとする取り組みのことである。インドネシ

アでは銀行口座を持つ人は成人のおよそ 4 割とされており、事実研修中に訪問したジャカル

タ都市部の中下層民のコミュニティでは銀行口座を持つ人はおらず、ゴミ収集など行政の仕

事に従事する人も現金を手渡しで支払われていると聞き驚いた。また、金融サービスへのア

クセスの問題については、LPT を訪問した際にも感じた。彼らは住民のイニシアチブを失い

たくないとの考えから外部からの出資は拒んでいるのだが、事業のレバレッジを効かせるた

めにも、銀行借り入れを行うことには前向きだという。しかし現状では各人が持つ土地を担

保にするしか借り入れの手段がなく、LPT ほどの組織を整えていても協働組織として与信を

受けることは難しいという。日本では農林水産業や漁業、中小企業や商工業、そして労働者

のそれぞれに協働組織金融機関があり、かつてほどの役割は失われているが、これまで彼ら

の生活保障に役立ってきた歴史がある。日本からインドネシアに向けては金融制度やサービ

スの向上を支援する金融協力もなされているが、一瞥するにその中における協働組織の重要

度はそれほど高くないようであるvi。日本の協働組織は西洋に比べると発達していないと言わ

れるが、同じ稲作を行うムラ社会の伝統を持つアジアの国として、何か共通項もあるのでは

ないだろうか。今後も探ってゆきたい。 
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3-7. 地域住民の意識と反応について: 丸山 幸子さん 

  

1. 本本本本テーマをテーマをテーマをテーマを設定設定設定設定したしたしたした理由理由理由理由とととと背景背景背景背景 

F.C Manis の活動地である中央カリマンタン、タンジュンハラパン村は、オランウータンの

研究で世界的に有名なビルーデガルティカス博士の研究施設のあるタンジュンプティン国立

公園に隣接している。ここは世界中のオランウータン愛好家が訪れる聖地でもあり、毎日多

くの観光客がやって来るが、国立公園対岸にあるタンジュンハラパン村の住民はその恩恵を

全く受けていない。観光ツアーは都市部の旅行会社が取り仕切り、近隣の町に住む住民が観

光船の運転手、ガイド、コックとして観光船に雇われている。 

そのため、タンジュンハラパン村は観光の要所にありながら観光客との接点はあまりなく、

観光客は村を素通りし、タンジュンハラパン村住民も積極的に行動をとっていないため観光

業からの収入は微々たるものになっている。 

1930年代、オランダ植民地政府がこの地域をオランウータンやテングザルの保護地域に指

定。1971年、ビルーデ博士が研究に入り「キャンプ・リーキー」を設立。1979年にはユネス

コのエコパーク(生物保護圏)、1982年国立公園に指定された。それにより、それまで国立公

園内で暮らしていた先住民は強制的に移住を強いられ対岸の公園外に移住し農業を主として

生活をしてきたが、近年、気象変動により農作物の不作が続いている。 

森と共に暮らすことを希望する地域住民は、ローカル NGO「FNPF」(フレンド•オブ•ナシ

ョナルパーク•ファウンデーション)と大阪の NGO 団体「ウータン森と生活を考える会」の協

力を得て、森から種を拾い、苗を育て植林事業と苗の販売を通して現金収入を得ていたが、

1990年代半ばから急速に広がり始めたパーム油のプランテーション開発の波が当地にも押し

寄せ、働き口や現金収入の少ない地域住民は豊かな森を手放し、プランテーション開発とプ

ランテーションでの労働へと傾いている。 

タンジュンプティン国立公園隣接地にあるタンジュンハラパン村の住民が持続可能な森林

保全とオランウータン保護を目的として、地域住民が国立公園と共存できる経済活動を始め、

住民の生計向上と森の保全を進めるために地元住民、ローカル NGO 「FNPF」や大阪の NGO

「ウータン森と生活を考える会」と共に恊働していくためのヒントを得るため、同じインド

ネシア国内で国立公園と共存する地域住民の意識と反応、パーム油のプランテーション開発

と労働による地域住民の意識と反応について学びたいと思い、本テーマを設定した。 

 

2. 現地調査項目現地調査項目現地調査項目現地調査項目およびおよびおよびおよび調査方法調査方法調査方法調査方法 

現地での主な調査項目を以下に設定し、現地でのインタビュー、観察、体験、エコツアー

参加の印象などを通し調査を行った。 

 

・ パーム油のプランテーション開発／労働について住民／労働者の意識調査 

・ グヌン・ルーサー国立公園の住民グループ、グヌン・ハリムン・サラック国立公園の住

民は何がきっかけとなり自然と共存することを決めたのか、それにより当たり前にある
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自然とどう向き合うようになったか。 

・ 外部者(特に外国人)と付き合うようになって意識が変わったか。 

・ 外部者(特に外国人)と付き合うことでの地域住民のメリットとデメリット 

 

3. 調査結果調査結果調査結果調査結果 

・ パーム油のプランテーション開発／労働について住民、労働者の意識調査 

 

今回、パーム油のプランテーション労働者やプランテーション周囲で生活する住民と直接

話をする機会は少なく意識調査はできなかったが、ボゴールにある NGO「SAWIT WACHI」、

「LSPL(環境モニタリング研究所)」の ポルタック氏からプランテーション開発によって起き

ている様々な問題について話を聞き、RSPO認証制度に認証されている現場状況と現場に携

わる労働者と家族の様子を観察することから推測した。 

         

  全労働者にヘルメット配布                    水ボトル設置 

    (着用は個人判断)     

         

 ヘッドホン、サングラスの配布           RSPO認証の証明書設置 

    (着用は個人判断) 

 

・ 労働者の労働時間 16:30〜6:30(14 時間)、6:30〜16:30(10 時間) 

・ 37 人が一つのグループで 2交代制(作業工程に比べ労働者の数が少ない印象) 

・ ヘルメット、ヘッドホン、サングラスの配布と水ボトル設置。 

 

2交代制になっている 2 つの労働拘束時間のアンバランスさ(4 時間差)と労働時間の長さが

気になり、現場で問題がないのかを疑問に感じた。 

ヘルメット、ヘッドホン、サングラスの配布と水ボトル設置など労働環境は整備されてい

るが、パーム油独特の匂いと場所によっては 40℃を超える暑さの工場内で、無表情で淡々と

仕事をする労働者達の姿が印象的であった。 

 

午後からプランテーション内施設、収穫作業、住民の日常の様子を見学。 

        

 プランテーション内にある社宅    プランテーション内にある診療所 

 

・ 収穫作業の労働者は工場と違い、労働拘束時間は決まっていない。 

・ ブロック事の労働(1日のノルマ分の収穫／苗木育成／手入れ／肥料／雑草取り／害虫探し

／殺虫剤散布など) 
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・ 社宅の提供、お米、電気、水道代は無料。診療所完備。 

・ 空いた土地を利用して農作物を耕作。 

 

収穫ノルマ終了後の見学だったため、プランテーション内で収穫作業をしている労働者の

姿はなく、畑仕事、魚つり、集まっておしゃべりをする等、みな思い思いに過ごしていた。

搾油工場の労働者と比べると住民の表情が明るく感じ、労働者、家族達の顔にも不安や不満

がないように見受けられた。 

社宅外に暮らす労働者も同じような待遇を受けられているのかは疑問が残った。 

 

・ グヌン・ルーサー国立公園の住民グループ、グヌン・ハリムン・サラック国立公園の住民

が何をきっかけに自然と共存することを決めたか、それにより当たり前にある自然とどう

向き合うようになったか。 

・ 外部者(特に外国人)と付き合うことでの意識の変化 

・ 外部者(特に外国人)と付き合う事での地域住民のメリットとデメリット 

 

ケース 1）グヌン・ルーサー国立公園 

グヌン・ルーサー国立公園では住民グループの「LPT タンカハン観光事業グループ」事務

局長から、本村が国立公園とどのように恊働するようになったか説明を受けた。 

以下は抜粋である。 

 先祖代々森の木を切って生活してきたが、国立公園が制定され違法伐採というリスクを抱

えながらの仕事に疑問を抱きはじめた時、違法伐採作業中に叔父さんが木の下敷きになって

亡くなったことをきっかけにリスクを捨て、違法伐採による木材ではなく森の存在そのもの

を売れるようにしたい、自然を大切にすることで観光客を呼び、国立公園の観光業を仕事に

したいと思った。始めのうち、違法伐採した木を積むトラック(1日あたり 10台〜20台)を全

て止め、毒薬を使った川魚の漁も止めたことで林業省の信頼を勝ち取り、行政サービスと営

利活動である観光業との線引きを明確にすることを目的に、エコツアー実施の運営を外部委

託するよう政策転換が進められていた林業省の方針を受け住民グループへ委託が決まった(入

場料が国庫へ)。 

2002年、国内 50 の国立公園の中で初めて地域住民が関わるエコツアー合意書(MOU)を取

り交わした。LPT結成後(現在メンバー150 人)、村落条例を作り、景観保護、観光、国立公園

整備、有機農業、教育などをメダンやジャカルタなどの NGO と協力し村民グループ主体でエ

コツアー運営を行っている。 

野生動物が村人の畑を荒らさないよう森の境に果樹を植えるなど動物と人の共存を図って

いる。 
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  ビジターセンター入り口         観光客への注意看板 

� 看板が多くここで何が楽しめるのか、何をしてはいけないのか提示。 

         

ビジターセンター入り口のゴミ箱      事務所は女性従業員が多い   

・ 目立つ場所に設置されたゴミ箱によってポイ捨てへの注意を促す。 

      

  有機農法で野菜を育てる       象／山羊／鶏の糞を使った堆肥   

 

・ 違法伐採以外の生計向上の代替えとして、有機農法で育てた野菜を宿泊施設の食事として

提供することを提案し試験的に開始。今後、野菜の生産が軌道に乗り宿泊施設で消費でき

ない野菜は、町の市場での販売を検討中。多くの住民が関わっていかれるようにしたいと

考えている。 

(現在参加者 6〜7名現在、ささげ、トマト、きゅうり、とうがらしを栽培) 

 

住民グループ LPT が大切にしていること 

・ 話し合いの場を持つ 

・ 自分たちで考え、経験し、お客さんの意見を取り入れ、次の世代に伝える 

・ ネイチャーツアーの役割分担を決め、一人勝ちしないよう仕事を組みメンバー全員が均一

に利益分配する。 

・ 村落条例(派手な建物を建てない、3階建て以上の建築物禁止) 

・ LPT 事務局長の決定方法と罷免方法を明確化 

・ ガイド料の一部を国立公園整備に提供。自発的なパトロール、ゴミ拾い 

・ 観光客の情報開示と窓口を一括管理 

・ 国内外を問わない外部との関わり合いを持つことは大切だが、自分たちの主体性を認め

ない外部資本とは連携しない。 

・ 森の素晴らしさだけでは武器にならないので、地域住民が住民グループを形成し森を守

っていることをアピール 

・ 子どもたちの英語教室、外国人から英語を学ぶ。 

・ 良いと思ったことはやってみる。 

 

ガイド教育方法と条件  

ガイド教育: ネイチャーツアー開始当初ジャカルタの NGO インデコンが協力 

ガイド条件: 村民であること、LPTメンバーであること、最低 3年アシスタント経験後、本人

と他のレンジャーからのインタビューによって昇格を決定 

言葉(英語): 観光客から学ぶ、本やネットで調べる、ラジオの音楽から学ぶ 
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        他所を参考に LPT 自身のアイデアの失敗例 

         両替所、レンタカーの需要がなく閉店 

 

ケース 2）グヌン・ハリムン・サラック国立公園 

ジャカルタから最も近い国立公園の一つ。国立公園制定により地域住民を追い出すのでは

なく、地域住民を巻き込み国立公園との共存を目的としたアグロフォレストリー、エコツー

リズムを通じた住民参加型公園管理と住民と協働の環境保全モデル村(MKK)プログラムを実

施している地区。ここでの訪問先は国立公園管理事務所、チタラハブ地区、マラサリ村の 3

つ。滞在中は、ほぼ毎日雨。 

 

初日に宿泊したチタラハブ地区でのホームステイ先は国立公園のエコツーリズムにいち早

く手を挙げたスリヤナ氏の宿泊施設。宿泊施設をはじめて 12年。 

長年宿泊施設をしている割には宿泊者との接触を避けているのかのような対応が印象的。

例えば宿泊者が到着した後、特に挨拶もなく女性がポットとお茶のセットを持って来ると直

に奥に行ってしまい、食事の準備ができても声を掛けるでもなく、部屋の場所やトイレの場

所を案内するでもない。食後台所にいる女性に声をかけてもあまり反応がなく直接交流を持

ち調査することができなかった。食事も美味しく宿の施設も整っているだけに、もしかした

ら国立公園との協働、エコツーリズム参加に前向きなのは男性だけで女性は興味がないのか

と勘ぐってしまった。旅行エージェントがイニシアチブを取っているので、宿泊施設を経営

している住民はエージェントにまかせきりとの説明を受けるが、それにしてもやや残念に思

う。この村に 10〜15軒ある住民のうち 3軒(今回宿泊したスルヤナ氏とスルヤナ氏の兄弟)が

宿泊施設の経営でエコツーリズムに参加しているが、エコツーリズム事業関与していない住

民との間に村の中で経済格差が発生していることを JEEF の矢田氏から聞いた。 

 

マラサリ村でのホームステイ先は、国立公園との協働エコツーリズムに参加表明をした(村

の組長の息子のため自分たちの意志表明かは不明)若い夫婦と 4歳の女の子 3 人家族のお宅。

初めての宿泊者なのか、外国人の宿泊者が初めてなのかは不明だが、緊張しながら精一杯も

てなしたいという姿が印象的だった。雨の中、共同トイレまで手桶を届けてくれたり、濡れ

た靴を火に当てて乾かしてくれたり、日本語で挨拶をしてくれたりと、控えめながらも関わ

り合いを持とうと思う前向きな気持ちとやさしさが感じられた。暖かいもてなし以外にも美

しい棚田や茶畑の景観、伝統的なお菓子作り、田植えと米蔵、ヤシ砂糖作り、ラタンで編ん

だ指輪、かご作り、伝統音楽鑑賞などがあり、天気が思わしくなくても充分に楽しめ、また、

ここに来たいと思う気持ちが生まれた。 

逆に伝統工芸／伝統文化の伝承、滝壺プール／銅像などに見られる個人の勝手な行為、教

育の遅れ、ゴミの散乱(マラサリ村本村)、会議へ女性の参加が少ないなどの問題が見受けられ

たが、この問題についてはグヌン・ルーサー国立公園同様、外部者が関わることで上手く解
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決できるのではないかと思う。 

「都市部に最も近い国立公園内で国立公園と地域住民が協働する伝統的な村」を売りとし

て、グヌン・ルーサーのような住民グループを作り、グループで村落条例を決め、エコツア

ーの実施を始めれば観光地として、少しずつ口コミで集客があると考えられる。例えば、農

村体験／農業体験／村の伝統文化体験などを取り入れたツアーを企画しても面白いと思った。

村には子どもや若い人が多いので、そうして少しずつ観光業が職業として確立できると、将

来的に希望があると思われる。村の収穫祭のために若者が伝統的な米蔵をスタイリッシュに

デザインした T シャツを見せてもらったが若者が、村に対する前向きな意識の現れを感じた。

村の長老からは会議で意見を言わなくとも、今何が村で起きているのかを知ることが重要と

のことである。 

 

4. まとめまとめまとめまとめ 

①パーム油プランテーションについて 

タンジュンハラパン村の周りでも豊かな生物多様性を有する森が消え、パーム油のプラン

テーション開発が広がってきている。日々の生活を支えるため当初プランテーションに反対

していた住民は森と共存することを諦め、プランテーション労働に傾き始めている。国営第 4

農園(PTPN Ⅳ)では、日本人の視察団の様子が新聞数社に投稿されることで優良モデル工場と

して宣伝になったのではないかと思う。また、外部者(外国人)が関わることによって国内での

問題をアピールできる材料としての役割があることも分かった。 

ハラパン村周辺のプランテーションはカメラを出して撮影すること自体が危険な行為であ

ることに比べ、包み隠すことなくパーム油の作業工程の見学、アブラヤシの収穫作業を体験

ができ、ここを見学したことにより RSPO認証制度に参加している会社に対して今後このよ

うな労働環境と生活整備の普及を推奨して欲しいと思う判断基準を得ることができたなど多

くの収穫があった。 

 

②国立公園の地域住民について 

グヌン・ルーサー国立公園でまず気がついたことは、LPT 事務局長の言っていた通り、村

の建物が天然素材で統一され、国立公園の緑と良く馴染んでいること。ゲストハウスはそれ

ぞれ庭、建物、設えなどに特徴があり「次はここに泊まりたい」と思わせる雰囲気があった。

約 2 時間のトレッキングに参加した際、伝統的な薬草の利用(虫除け)、森に入る前の祈りの時

間、森に生えている伝統的な薬草／繊維の紹介、トレッキング終了後の川辺りでのおやつタ

イム(地元の果物)など森の特性を生かした住民グループと外部者の上手な関わり合いを感じ

た。「ドイツ人と結婚した男性がいる」と聞いていたので外部者(特に外国人)と付き合うこと

で村や森の素晴らしさに気がつき、森を学び、共存するという自発的行為へ意識の変化が良

く現れていると感じた。逆に残念に思ったことは、観光客が残して行くゴミの散乱、伝統工

芸、特産品が少ない、公園の特徴から外れたおみやげもの、女性が会議に参加しない、会議
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に参加しても発言が少ないなどマラサリ村と同様の問題が見られたが、この問題については

外部者が関わることで上手く解決できるのではないかと思う。マラサリ村ではホストファミ

リーが緊張しながら精一杯もてなしたいという姿が本当に印象的で、控えめながらも関わり

合いを持とうとする前向きな気持ちと思いがけない優しさに触れ、またここを訪れたいと思

う気持ちが生まれた。これは、観光業として最も大切なことだと思う。また、伝統文化と美

しい景観を活かし、田舎体験／農村留学の場としての可能性を感じた。そのために村人が今

の素朴な村を誇りに思うような外部者の働きかけが必要と思われる。他にも外部からの影響

からか住民が政府公認の村落条例作り(村有経営組織／利益分配方法)を希望していた。これは、

グヌン・ルーサー国立公園の住民グループが実践し成功しているので参考にできるのではな

いかと思った。 

 

最後最後最後最後にににに 

どの住民グループも「エコロジーとエコノミーの両立」、「地域住民が観察者ではなく実行

者になりたい」と考えていることが印象深く国立公園と協働することの意味や意義を理解し、

森と共生できないことで自然を消費して行くのではなく、皆でいかに自然と共生して行くか

を考え、話し合い、外部とも連携を取りながら一つ一つ実践してカタチにし、より良い方向

を目指そうとする姿勢はとても勉強になった。それと同時に村を率いて行くリーダー／年長

者のぶれない視点と指導力の重要性、地域住民と外国人とをつなぐ村落住民ではない自国内

外部者の存在(NGO スタッフ)の重要性についても、多くの学びを得ることができた。研修中

出会った住民から、「外国人が興味を持って関わり合いを持つことは嬉しい」と言う声を何度

も聞いた。今まで外国人＝物やお金の提供者、異文化を持ち込んで悪影響を及ぼす部外者な

のではないかという思いがあったが、今回の研修で部外者でも良い影響を与えることができ

ると実感した。具体的な例を挙げると、外部者が関わることで今まで当たり前すぎて気がつ

かなかった村の魅力を知る機会を得られる、モチベーションが上がると言った直接的なもの

から、パーム油プランテーション視察の新聞記事を通し国内問題のアピール材料としての役

割ができることが分かった。国立公園と地域住民の協働の成功例として、ハラパン村の住人

を連れてスタディツアーを企画し実践に取り入れて行きたいと思う。最後に現地で活動する

にあたり言葉の問題を克服したいと強く感じた。 

 

 

 

 

 

 


