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はじめに 

 
 日本製紙連合会は、「環境に関する自主行動計画」の中で、地球温暖化対策の一つの柱として 
「植林や森林整備は、紙パルプ原料確保の観点のみならず地球温暖化対策にとって極めて重要であり、継
続的な努力が必要である。日本製紙連合会は森林産業の一員として将来に亘り引き続き国内外における植
林事業を進め、２０１２年度までに所有または管理する植林地の面積を７０万 ha（１９９０年度比４２.５万 ha
増）」の目標を定めた。 
 産業植林は、再生可能な資源である森林を造成し、天然林の減少軽減や地域社会にも貢献している。一
方、地域住民と土地利用に係わるトラブルやモノカルチャーによる生物多様性への懸念もある。 
 このような状況の中、国際連合食糧農業機関（ＦＡＯ：Food and Agriculture Organization of the United 
Nations）では、地域の社会や文化、環境並びに経済面で調和のとれた持続可能な森林経営を実践するた
めに、２００７年３月「責任ある植林経営の自主的指針」を策定した。 
 
 
 
１．調査目的の概要 
 
１．１ 目的 
 本調査は、日本製紙連合会の平成１９年度委託調査「持続可能な産業植林の施業事例（ブラジル編）」に
続いて平成２０年度にインドネシアで実施するものである。ＦＡＯの「責任ある植林経営の自主的指針」に照ら
し合わせて、植林現場における社会や環境に配慮した持続的な施業事例や管理体制並びに情報を収集し、
同指針に基づく事例集としてとりまとめることを目的とする。 

調査先の林業会社を選定するに際して、①紙パルプまたは製材に関与している②東南アジア地区で相応
な規模（１万ｈａ以上）の森林経営を行っている③環境や地域社会のテーマに関して先進的であることが伝え
られている、を基準として検討した結果 PTInhutaniⅡ社に決定した。 

 
１．２ 手法 
 

国際連合食糧農業機関（ＦＡＯ：Food and Agriculture Organization of the United Nations）の「責任ある植
林経営の自主的指針」Responsible Management of planted forests : Voluntary guidelines を基に、植林事業
者 PTInhutaniⅡへ施業事例や管理体制並びに情報等を聴き取り収集した。 

(社)海外産業植林センターによる上記仮訳のうち主要な原則を以下に示す。 
 
      ＦＡＯ「責任ある植林経営の自主的指針」の１２原則（抜粋） 

 
制度上の原則 
原則１ グッドガバナンス 
  植林を開始して経営する時間とリスク、さらにその利用、市場、販売を考えると、政府は長期投資、持続可
能な土地利用の慣行及び社会経済の安定性を助長する安定した経済及び法制度の環境を作り出すべきで
ある。 
原則２ 総合的意思決定と関係者の取り組み 
  植林は、村落、農業、牧畜、自然林、アグロフォレストリー、地域景観の多くの分野と関わりがあるので、政
策決定者は植林の立案、実行、利用において関係者を交えた総合判断を促進しなければならない。 
原則３ 効果的な組織の能力 
  政府、民間及び他の組織は、健全な植林経営に対し、あらゆるレベルでの知識、技術並びに他の支援サ
ービスを提供する能力が必要である。 
 
経済原則 
原則４ 物とサービスの価値の認識 
 植林は、それが産業植林であれ、環境植林であれ、木材及び非木材の林産物や、社会、文化、環境的公
益機能（サービス）を提供しており、その市場的及び非市場的便益の提供は評価されなければならない。 



原則５ 投資を促進する環境 
  政府は、企業や中小の投資家が植林に長期投資をして、満足な利益が得られる事を促進する投資環境
を作り出さねばならない。 
原則６ 市場の役割の認識 
  投資に対し、満足できる利益達成の可能性を高めるため、植林の投資家は特に産業植林において国内
外の市場からの情報に呼応して計画、運営を設定すべきである。植林の実施、経営は、それが環境、保全、
市民のための植林でなければ生産志向というよりは市場志向で行うべきである。 
 
社会及び文化の原則 
原則７ 社会的、文化的価値の認識 
  近隣の住民、労働者並びに他の利害関係者の福祉及び反映が図られることをはじめとする植林の社会
的、文化的価値は植林の計画、運営、利用において考慮されるべきである。 
原則８ 社会的、文化的価値サービスの維持 
  植林投資において競合する目的を調整することは、社会的、文化的変化をもたらす。そこで計画、運営、
利用及び検証の仕組みが負の影響を起こさないようにすることが必要である。 
 
環境原則 
原則９ 環境サービスの維持と保全 
  植林は、生態系の機能に影響を与える。従って植林の計画、運営、利用及び監視にあたっては、環境機
能の維持強化と同様に負の影響を最小限にし、良好な影響の増進を考慮しなければならない。 
原則１０ 生物多様性の保全 
  植林の計画者及び実施者は、林分及び景観のレベルで生物多様性の保全を組み入れるべきである。 
原則１１ 森林の健全性と生産性の維持 
  森林の健全性と生産性を維持・増加し、生物及び非生物への駆除剤の影響を軽減する植林経営を促進
するためには、国、地方、森林現場レベルでの対策が必要である。 
 
景観管理アプローチの原則 
原則１２ 社会、経済、環境的便益のための景観管理 
  植林は地域の土地利用や人々の生活並びに環境に影響を与え、かつそれらとお互いに関係しあってい
るので、総合的な計画と経営の手法が地域の景観あるいは流域において実施され、上流から下流にいたる
全ての影響が社会的、経済的、環境的水準に収まるように計画、運営、監視されなければならない。 
 

ＦＡＯ指針の「実施にあたって配慮すべき事項（第５章）」の作業計画と管理（抜粋） 
 
実施にあたって配慮すべき事項の「作業計画と管理」項目 
・ 生命工学と遺伝子操作 
・ 除草剤、殺虫剤、殺菌剤並びにその他化学薬品 
・ 肥料 
・ 植林と火災 
・ 移入種 
・ 生物多様性の保全とその持続的利用 
・ 植林と水 
・ 先住民の権利と村落の慣習的権利 
・ 土地の所有権、使用権 
・ 雇用 
・ 奨励制度 
 
１．３ 調査員 
 
（社）海外産業植林センター業務担当部長 若柳哲朗 
（株）あらたサステナビリティ    
ＰｒｉｃｅｗａｔｅｒｈｏｕｓｅＣｏｏｐｅｒｓ ＬＬＰ ＵＫ     



１．４ 調査日程 
 
２００９年 
１月１８日（日）  Jakarta → 南カリマンタン州 Banjarmasin            Banjarmasin 泊 
１月１９日（月）  Banjarmasin → Pulau Laut 島    

PT InhutaniⅡ社 Natural Forest ベースキャンプ 
北部自然林視察 
南部 Semara ベースキャンプ                    Semara 泊 

１月２０日（火）  保護区、植林地視察 
Tanjung Seloka ベースキャンプ     
地域住民と会合 
Tanjung Seligi チップ工場（UFS 社）視察 
湿地保護区、Semara 地区製材所視察             Semara 泊 

１月２１日（水）   地域の施設視察  
                  Semara → Banjarmasin                     Banjarmasin 泊 
１月２２日（木）     Banjarmasin → Jakarta 
 
１．５ 面談者 
 

本調査においてケーススタディ企業であるPT Inhutani II社の担当者や管理部門の協力、また本調査で依
頼したコンセッションや書類の提供などの多大な協力に感謝いたします。 

PT Inhutani II 社のスタッフ、特に Iman Suyudono 氏 Hadi Siswoyo 氏の 2 名の支援をなくして本調査の実
現は不可能でした。 

同時に、調査員と面会に応じて下さったTanjung Seloka 地区のコミュニティーリーダーと村民や、現場ツア
ーに同行した Alle Alle の Unifiber (UFS 社)ウッドチップミルの管理部門に感謝いたします。 

  面談者リスト 

所属                 氏名                備考 

PT Inhutani II 社      Iman Suyudono              Head of Production Bureau            

PT Inhutani II 社       Engkos Koswara              Semaras マネージャー 

PT Inhutani II 社      Ir. Bakhrizal Bakrie            Natural forest マネージャー 

UFS 社            不明                    チップ工場マネージャー 

UFS 社              Usman Doyo                  副マネージャー 

PT Inhutani II 社      Muhammad Eko Sudirman       コミュニティ開発スタッフ 

PT Inhutani II 社       Hajar Dewanto                プランニング 

PT Inhutani II 社       Mudi                        アシスタント 

PT Inhutani II 社      Totok Haryan                 アシスタントマネージャー 

PT Inhutani II 社      Karsun                       アシスタントプランニング 

村の代表者        不明 



２ ケーススタディ企業の概要 

２．１ ケーススタディ企業の背景 

PT Inhutani II (以下 Inhutani 社)は、森林における環境及び社会の持続可能性が伝統的にあまり重要視さ
れていない地域で事業活動を行っている。インドネシアという国の背景が、森林セクターにおける現地や国
内のガバナンスへの課題に影響している。 

短期的なビジネス条件や、本報告書作成時でのパルプ市場の不利な取引条件などの課題がある中で、
同社はマネジメントの改善による長期的な機会に焦点を当てている。本報告書では、事業の持続可能性を
促進させるであろう同社の環境及び社会活動を明らかにする。 

 

２．２ 企業概要 

PT InhutaniⅡ社は、ジャワ島以外の森林開発を促進するために１９７５年に設立されたジャカルタを拠点と
したインドネシア国営の企業（林業公社）であり、インドネシア・カリマンタンの森林コンセッションで操業をして
いる。 

同社は、小規模の製材所及び植林と自然林のライセンスを所有する。また、特に長期での自然林と植林
の価値を最大限にすることに焦点を当てており、本調査の対象は南カリマンタン州 Pulau Laut 島南部の植林
コンセッション（planted forest concession）とした。当該コンセッションはウッドチップ向けのアカシア丸太生産
販売を運営している。 

（コンセション ： ここでは産業植林や択抜施業等森林の利用権を指す。） 

 また、Inhutani 社はカリマンタン西部で保護林復旧活動プロジェクト及びメランチ（Ｍｅｒａｎｔｉ）植林事業を展
開している。 

２．３ 事業概要 

主要製品 

パルプ用木材チップ丸太（主にアカシア・マンギウム） 

家具用製材品 

コンセッション（Pulau Laut 島） 

   Pulau Laut 島南部     植林の森林経営 

                      面積        ４８，７２０ｈａ 

                      植林済面積   １３，０６６ｈａ    

                    Acacia nangium （アカシア マンギウム）が主体、他の樹種として                   
Gmelina arborea （メリナ）                                                  
Paraserianthes falcataria （センゴン，ファルカタリア）                      
Tectona grandis （チーク）                                                     
Eucalyptus pellita  

   Pulau Laut 島北部      自然林の択伐施業 

                       面積       ４０，９５０ｈａ 

 

 



                                                                      
コンセッション（カリマンタン島東部）  

 

植林の森林経営 

 

面積       １７，２００ｈａ   

   

自然林の択伐施業 

 

面積      １４７，４００ｈａ        

 

２．４ 位置 

                                                                                                 

現場は下図に示すとおり、カリマンタン島（ボルネオ島）の南東の縁、Pulau Laut 島に位置する。森林のベ
ースキャンプは Semaras に位置する（丸で囲んだ範囲）。 

 

[Ｐｕｌａｕ Ｌａｕｔ島] 

 

南カリマンタン州コタバル県に属し、南北１００ｋｍ東西３０ｋｍ面積は２０万ｈａの島。島の北西部は丘陵地
帯だが、その他はほぼ平坦な地帯。サゴヤシ、ココナッツヤシ、マングローブの林が多い。沿岸地帯の気候
は高温多湿で雨期の降水量は３，８００ｍｍに達する。 

 

 
  
 
 



３． ＦＡＯ基準に基づいたＩｎｈｕｔａｎｉⅡ社の事例                                    

３．１ 制度上の原則 

３．１．１ 原則 1: グッドガバナンス 

 
原則の説明 

(ガイドラインからの抽
出) 

 

植林を開始して経営する時間とリスク、更にその利用、市場、販売を考えると、政
府は長期投資、持続可能な土地利用の慣行及び社会経済の安全性を助長する
安定した経済及び法制度の環境を作り出すべきである。 

ガイドラインからの抜粋を下記に示す。 

• 現行の国及び国際的な法律、約束、条約、契約に従う。 
• 意思決定に当たっては、強制することなく、透明性を高め、参加を促進

し、非政府関係者の役割の認知を増進する。 
• 適切な観察、評価システムと共に新しい、矛盾しない、明白で法に裏

打ちされた政策、法律、規則、計画、手続きを整備する。 
• 植林経営のための、国の指導要領又は行動基準を策定し実行する。 
• 科学的実証により、環境保護と持続可能な開発に関して植林のリスク、

可能性、コスト及び効果を検討する。 
• 持続可能な経営と責任ある行動に資する法に裏打ちされた、条件と仕

組みを提供する。 
• 土地の所有権(公共、個人)、土地と収穫物を使用する権利と義務、及

び投資家(企業、小規模所有者)、慣習的地主、先住民、村落集団及び少数
民族の入会権をはっきり認識する。 

• 関係者への公正な利益の分配。 
• 労働者の団結権及び給料と基本的必要条件の交渉権を認める。 

現場における実施事
項 

Semeras ベースキャンプやコンセッションエリアの内外での移動時に、関係者と
のディスカッション 

主要事項 Kota Baru の地方当局とジャカルタのインドネシア連邦森林部(Indonesian 
Federal Forestry Department)は、コンセッション活動及びその管理を規制してい
る。政府機関の他にコンセッション活動に影響を与える機関は、Kota Baru の現
地森林局と州政府である。Inhutani 社のコンセッションライセンスは 1995 年から
100 年である。また税金などの経済面に関しては、その他の協定が結ばれてい
る。 

村民や政府、時として現地政府の環境グループなど現場へのアクセスのあるス
テークホルダーは、コンセッションの保護区に関する10％ルール（植林の完了時
に全コンセッションエリアの 10％を保全地域とすることが法律で定められている。
原則 10 参照）を満たすことの確認を行っている。Kota Baru と南カリマンタン州の
政府代表者も、2008 年にコンセッションを訪問した。この様な訪問は通常は年 2
回であり、同社が新たに伐採するエリアについて、伐採に先立ち視察する。2007
年３月には、これらに加えて WWF も訪問した。 

同社は、詳細活動の支出を記載した 2008 年の年次計画(Rencana Operasional)
を作成している。例えば、CSR の支出は 33,516 千インドネシアルピア（2009 年 1
月 18 日現在、約 257 千円）である。森林管理計画(Forest Management Plan)は
監査のためにジャカルタにあり入手が不可能であった。 



特記事項 指針に示される権利や便益の認識と配分に関するInhutani 社における実施事項
については後節に述べる。 



制度上の原則  

３．１．２  原則 2: 統合的意思決定と関係者の取組み 

 

原則の説明 

(ガイドラインから
の抽出) 

 

植林は村落、農業、牧畜、自然林、アグロフォレストリー、地域景観の多くの分野と関
わりがあるので政策決定者は植林の立案、実行、利用において関係者を交えた総合
判断を促進しなければならない。 

ガイドラインからの抜粋を下記に示す。 

• 植林に関する政策、計画、実施の決定に当たっては、多くの分野、立場の
役割を反映すべく学際的、多部門に渡り、地域的にも時間的にも広い範囲で、総
合的に行う。 

• 科学、社会、環境及び経済の基盤の上に立ち統合判断を行う。 
• 関係者の様々な必要、要望、優先度、及び責務を理解し、植林の規模と影

響力を勘案して影響が適正レベルとなるようにする。 
• 意思決定に当たっては投資家である企業と小規模所有者、団体、政府、非

政府組織及び先住民と村落民(女性と社会の底辺にいる人を含む)の参加を促進
する。 

• 地域住民及び先住民が事前に説明を受け、自由意志で権利を委任してい
ないかぎり、彼らの土地に関する支配権を維持するように国際法を遵守する。 

• いつ意思決定をするかと同様、植林の複雑性、規模、影響度が反映される
参加、対話、承認の程度をどうするか見極める。 

• 植林の小規模所有者の権利を認める。 
• 主要関係者が互いに同意した紛争解決手段により、紛争は速やかに解決す

る。 
現場における実
施事項 

Semeras ベースキャンプやコンセッションエリアの内外での移動時に、関係者とのディ
スカッション 

Semeras 森林ベースキャンプ事務所で、関連文書のレビュー 

地元住民との面会 

主要事項 Inhutani 社がコンセッションエリアへの新規ライセンスを付与される際、同社はコミュニ
ティーに対して既存及び将来の活動を説明する。調査員が閲覧したレポートには、各
コミュニティー首長がその説明会を受けたことを示す署名を記した頁が含まれていた。
同社は、これまでにPulau Laut の 14 のコミュニティー首長と面会し、各々に対し6 ヶ月
毎に面会を実施している。 

ディスカッションのポイントは下記の通りである。 

• 同社のコンセッション境界線（写真 1 及び 2 参照） 

• 同社のコミュニティー開発の CSR プログラム 

• 地元住民が提供するTampungseri （米の木）スキームに使用可能なエリア。
（Tampungseri スキームは、稲の成長時期が終わると、同社は村民にアカシアの苗
木の植生のために支払う方法。） 

• 地元コミュニティー向けの求人 



 

 

 

写真 1（上）及び 2（下）：Inhutani 社の南部コンセッションの境界の表示。        
写真２は、境界の両サイドでの植生の違いを示す。道の左側が同社のアカシア植林で
ある。 

現場訪問時には、2008 年 5 月と6 月の視察の書類の閲覧が可能であった。これらの
書類には、地元村民や農民との議論について記録されていた。各書類は、議論の背
景や方法、結果そして村民が当該議論に参加したことを示すための署名という構成で
あり、対象になっている土地は写真に収められる。 



1 月 20 日に調査員は、約 25 名の村民と、写真に示される訪問者 5 名と共に Tanjung 
Seloka ベースキャンプの縁にある地元村民の代表者または指導者の家を訪問した。
同社によると、この村民は Mandar 民族グループ 600 名の村民を代表している。 

 

 

 

写真 3（上）及び４（下）：訪問の間に Tanjung Seloka で行われた村民とのミーティング 

このグループからは最近同社へ電気と水の供給についての要求があった。人々の多
くが無職であるため、同社からの雇用を希望している。同社のこの地域での雇用は
1990 年代から続けられている。同社がこの地域に設立される前は、主な産業は存在し
なかった。 

Inhutani 社は他の 5～6 箇所においても、同様な方法を用いて面会と議論を実施して
いる。この方法は問題を議論する伝統的な方法である。各ミーティングは文書化され、
訪問者は記帳する。 

連邦法に基づき、2006 年には全コンセッションにおいて、コンセッションの環境及び持
続可能な開発に関する課題について専門的な分析が実施された。 

特記事項 上記より、地元コミュニティーとの対話のためのコンサルテーションプロセスが定期的か
つ正式に実施されていることが分かる。その方法は、伝統的で社会・文化的に親しみ
やすいものであり、対話のプロセスや結果はモニタリング及び文書化されている。 

 



制度上の原則 

３．１．３ 原則 3: 効果的な組織の能力 

 

原則の説明 

(ガイドラインからの
抽出) 

 

政府、民間及び他の組織は健全な植林経営に対し、あらゆるレベルでの、知識、
技術及び他の支援サービスを提供する能力が必要である。 

ガイドラインからの抜粋を下記に示す。 

• 意思決定を向上させるため、組織の地方分権と責任の段階的移譲を促
進する。 

• 植林の運営に責任を持つ組織の能力を効果的にするため、適切かつ継
続的な技術援助と資本の投入の仕組みを作る。 

• 主要関係者の優先的必要、要望をよく理解し、対応する組織の行政能
力を強化する。 

• 計画、運営、技術上の意思決定にかかわるスタッフの特別講座、教育、
訓練を充実させる。 

• 植林の政策、運営、観察の場に科学を取り入れるよう、国の研究能力を
強化する。 

• 科学、慣習的智恵、経験から絶え間なく学習する。 
• 知的財産権に留意して、インターネットを含む知識管理システムを通じ知

識、技術、データを共有する。 
• 企業(大規模)及び小規模所有投資者（小規模）の要求に合った支援サ

ービスを提供する。 
現場における実施
事項 

Semeras ベースキャンプやコンセッションエリアの内外での移動時に、関係者との
ディスカッション 

Semeras 森林ベースキャンプ事務所で、関連文書のレビュー 

 

主要事項 Inhutani 社は、約 200 名の直接従業員を雇用し、更に約 200～300 名の臨時雇用
を村民に提供している。同社の職業訓練は、伐採や計画、植林、生産など各部門
別に管理されている。各部門が実施する所属スタッフ向けの教育および訓練は「オ
ン・ザ・ジョブ・トレーニング(OJT)」である。 

同社は、チップ生産を専門とする研究部門を持つジャカルタの森林局と共同研究
を行っている。 

また、品質の高いアカシアの種子(F2 第２世代の種子)を生産するための種子研究
も行っている。                                        
2002 年からの同社の研究により、幹幅の成長と平均年成長量(MAI)が改善され、
現在では 1 年当たりの幹の直径の成長は 3～4cm、ＭＡＩは２０m3／ｈａ・年となっ
た。 同社によると、この研究に対する外部からの資金援助はなく、同社の自社負
担で行われている。                                          
アカシア・マンギウムの種子は自社の苗畑で育成され、植林を目的として購入を希
望する人々に販売される。 

 

 



植林コスト（Inhutani 社から聴き取り） 

１年目 

苗木代                  １８０万ルピア／ｈａ                             
地拵え                    ３３０万ルピア／ｈａ                                 
植え付け                    ８２.５万ルピア／ｈａ                         
除草                         ９０万ルピア／ｈａ 

２年目 

除草                       ９０万ルピア／ｈａ 

３年目 

除草                       ９０万ルピア／ｈａ 

４年目 

除草                       ７５万ルピア／ｈａ 

５年目 

除草                       ７５万ルピア／ｈａ 

 

 



写真5(上)および6(下)：2週間のアカシアの苗(写真5)と2ヶ月のアカシアの苗木(写
真 6) (Semaras ベースキャンプ) 

 

 

 

特記事項 OJT を効率的に活用し苗畑の１シーズン２ローテーションの運営を達成している。 



３．２ 経済の原則 

３．２．１ 原則 4: 物とサービスの価値の認識 

 

原則の説明 

(ガイドラインから
の抽出) 

 

植林はそれが産業植林であれ環境植林であれ、木材及び非木材の林産物と社会、文
化、環境的公益機能（サービス）を提供しており、その市場的及び非市場的便益の提
供は評価されなければならない。 

ガイドラインからの抜粋を下記に示す。 

• 持続可能な生活、土地利用及び植林経営の文脈で、植林から社会に還元
される物とサービスと、植林投資から得る投資家の利益とそのコストを比較する。 

• 植林からは物（木材、木質繊維、植物燃料、非木材林産物）と環境的サービ
ス（炭素の蓄積、生物多様性の保持、土壌と水の保護、エコツーリズムの提供、リ
クレーション及び憩いの場の提供）が得られるので、これら全てを知ってもらうよう
に経済的、市場的な評価を向上させる。 

• 植林とその地域での関連する土地利用の関係者で、植林からの恩恵を公平
に分かち合う。 

• 植林から空間的、時間的に提供される物とサービスを計画し、計測するため
の意思決定支援手法を開拓する。 

• 政府と民間(企業と小規模所有者)投資家の投資の合理性を示す、植林が生
み出すあらゆる価値を反映させる方法を引き出す。 

• 特に政府と地方自治体による計画、管理、監視、報告または土地使用の優
先順位を決める段階で、植林の生み出す物とサービスの全ての価値を適用する。 

 
現場における実
施事項 

Semeras ベースキャンプやコンセッションエリアの内外での移動時に、関係者とのディ
スカッション 

Semeras 森林ベースキャンプ事務所で、関連文書のレビュー 

 

主要事項 Inhutani 社の事業による経済便益は、税金による収益の再配分や地域での雇用という
形式でステークホルダー間で分かち合われる。同社はコンセッション料として下記の支
払いにより経済便益を与える。 

• ライセンス料           取得時  ２,６００ルピア／ｈａ 

• 立木伐採権(stumpage)     伐採時  ２,０００ルピア／ｈａ 

• 土地税                 毎年        ３億ルピア  

全ての支払いは地方と国レベルで分割される。 

Ｉｎｈｕｔａｎｉ社では多くの短期労働者が働いているが、この労働者達はグループリーダ
ーによって雇用されている。この労働者達の研修や管理は各グループリーダーによっ
て行われている。従業員と労働者は組織化され、その雇用条件について交渉すること
ができる。労働者はグループリーダーを持つチームを組織している。そのグループリー
ダーは同社と契約があり、4～7 チームを管理する。1 チームは最大 6 名とするため、管
理責任範囲は 42 名に及ぶ。同社は個人との契約はしないが、グループリーダーと6 ヶ
月の契約をすることに同意している。                                                           



個人との Tampungseri スキームの植林契約は必要に応じた期間である。同社と契約を
していない個々人への支払い額はグループリーダーが決定する。 

同社は次の 3 グループを用いて、積極的に森林炭素クレジットによるビジネス検討を
行っている；GER、 Keep the Habitat、Birdlife。東カリマンタンでは、71,000ha、
99,000ha、48,000ha の 3 区画にプロポーザルが提出された。Inhutani 社の開発ディレ
クターであるJoho Sujono 氏がこれらの内容の確認中である（本報告書の作成時）。 

上記の 3 グループの内の１つからInhutani 社に向けて、特に Pulau Laut 北部の自然
林コンセッションの森林回復に関する提案があった。 

同社は地元住民に対し、水を供給し、本報告書に後述する（原則 8 参照）非木材林産
物の入手手段も提供している。 

ケーススタディと
して公開すべき
グッドプラクティ
ス要素 

Inhutani 社の炭素市場への進出は、新市場開拓に対応する能力の表れであり、同社
に中期的な追加的収益を与える可能性がある。 

 

経済の原則  
３．２．２ 原則 5: 投資を促進する環境 

 

原則の説明 

(ガイドラインから
の抽出) 

 

政府は企業や中小の投資家が植林に長期投資をして、満足な利益が得られる事を促
進する投資環境を作り出さねばならない。 

ガイドラインからの抜粋を下記に示す。 

• 投資家が確信を持って植林に長期投資ができるように、投資、土地利用、土
地の運営に関する安定して透明性がある政策、法律、手続きおよび許認可方法
を設定する。 

• それが全体として社会の利益になるのだという、正当性に裏打ちされた植林
に対する長期投資を促進する間接、直接な奨励策の提供。 

• 植林以外の分野では逆効果をもたらすと同様に取引、社会、環境に悪影響
を及ぼす間違った奨励策は排除する。 

• 植林投資と経営の進展に対処するため、奨励制度を定期的に見直す。 
• 植林の価値を減じたり、小規模所有者である投資家のチャンスを制限するよ

うな、経済的歪は除去する。 
• 競合する土地利用は政策面、優先順位でそれを公平に扱う。 

現場における実
施事項 

Semeras ベースキャンプやコンセッションエリアの内外での移動時に、関係者とのディ
スカッション 

Semeras 森林ベースキャンプ事務所で、関連文書のレビュー 

主要事項 地域住民との間で Tampungseri スキームを活用し、同社の投資環境を維持・確保して
いる。 

本調査視察の間に、再生されるべき二次林(natural secondary forest)が、農業目的の
開拓(agricultural clearance)の為に焼かれている状況を観察した。 

 



     

  

写真 7(上)および 8(下)：最近焼畑で燃やされたInhutani 社のコンセッション境界近く
の森林エリア 

これらの行為はコンセッション外で行われているとのことだが、開拓行為(clearance 
activities)がこの島において基本的に禁止されている一方で、企業がこれらを発見した
場合に実施すべき当局への報告手続などが明確にはなっていない。 

特記事項  

 



経済の原則  

３．２．３ 原則 6: 市場の役割の認識 

 

原則の説明 

(ガイドラインから
の抽出) 

 

投資に対し満足できる利益達成の可能性を高めるため、植林の投資家は、特に産業
植林において、国内外の市場からの情報に呼応して計画、運営を設定すべきである。
植林の実施、経営は、それが環境、保護、市民のための植林でなければ、生産志向と
いうよりは市場志向で行うべきである。 

ガイドラインからの抜粋を下記に示す。 

• 市場のありのままの情報を入手できる機会を提供する。 
• 現在の動向、将来の傾向、林産物に対する需要の変化及び消費者行動に

関する市場情報を収集する。 
• 公平な競争条件と投資家、労働者及び地域経済が満足できる利益を生み

出す経済的統制的な政策、法制度、指針及び行動基準を作成する。 
• 炭素取引市場の出現と新規植林及び再植林（産業植林であれ環境植林で

あれ）の温暖化を緩和する炭素吸収の役割が広く理解されるようになった事を認
識する。 

• 市場(マーケット)の売買だけからでは、社会が植林から享受する全ての恩恵
を説明できない事を認識する。 

現場における実
施事項 

Semeras ベースキャンプやコンセッションエリアの内外での移動時に、関係者とのディ
スカッション 

Semeras 森林ベースキャンプ事務所で、関連文書のレビュー 

主要事項 カリマンタン全体（Laut 島だけではなく）での全事業での Inhutani 社の主要製品は、 

１．パルプ向けのウッドチップ：東カリマンタンの Berau を拠点とするPt Kiani 
Kertas （別名：Kertas nusantera ）が主要な買手である。 

２． 室内家具向けの製材：バリを拠点とするPt Tarita Furniture が主要な買手で
ある。 

Pulau Laut コンセッションは、Alle Alle の UFS ウッドチップミルにもチップ向けのアカ
シアの丸太を供給している。 

本報告書作成時、Inhutani 社は経済的に実行可能な製品価格設定という課題を通じ
て、本原則の市場の役割に直面している。同社は、複数のインターネット情報源や、国
際熱帯木材機関（ＩＴＴＯ）、インドネシア森林コンセッション協会（Association of Forest 
Concessions Indonesia：APHI）から市場価格についての情報を入手している。         
ウッドチップの価格はこの１年間でかなり下落している。 

 



 

 

写真 9(上)及び 10(下)：Inhutani 社の南部コンセッションにおける伐採と貯木地             
材長は４～５ｍ 

Inhutani 社は年間２５０，０００m3 の丸太を伐採しているが、価格の低迷と雨期のた
め、２００８年１１月以降伐採をほぼ停止している。 

 

 



 

 

写真 11(上)、12(中)、13(下)：アカシアの丸太を UFS ウッドチップミルに輸送するトラッ
ク。Alle Alle にある UFS のインドネシア子会社に所有される PT Mangium Anugerah 
Lestari (PT MAL)が実質的にその施設を所有し操業する。ミルの次長(deputy 
manager)は Inhutani 社の社員で、残りの 70 名は Alle Alle 地区に居住するUFS の社
員である。 

自然林ベースキャンプ近くの古い貯木場の視察中に、「市場の役割」の重要性を示す
例が確認された。この近くには、かつてここで働いていた約 40 名が居住している。しか
し丸太の輸送の仕事がなくなったため、現在では村民は漁業で生計を立てている。 

インドネシアの法律の下では丸太の輸出は禁止されており、競争力のある少数の大規
模プランテーションやパルプ製造者の大企業が市場を独占している。            
ＩＴＴＯの Tropical Timber Market Report February 2009 によると、Inhutani 社の製品の
低い市場価格は、インドネシア中に広がる同じ状況を示している。 

認証によって製品価格が高まることを期待して、Inhutani 社は 2002 年に Nusa Hijau と
して知られるIndonesia Forest Trade Network（IFTN、WWF の Global Forest Trade 
Network の一部）に加盟した。しかしWWF ニュージーランドの Alex Thormpe 氏による
と、IFTN の前回の訪問は 2008 年 3 月であると報告され、技術的支援はそれ以降は停
止している。 

同社は、収穫期に近づいているアカシアの10～15％は製材用として十分利用できると
みなし、これらのアカシアの一部を近くの製材所で 2009 年～2010 年に処理する予定
である。この製材所は 2000 年当時に同社の自然林コンセッションで丸太を扱っていた



場所である。ウッドチップ向けの丸太よりも市場価値の高いこの製材により同社の林産
物の価格を上昇させると考えられる。 

 

特記事項 Inhutani 社は、製材と認証製品について、市場の需要を満たす製品価格の設定改善
に努めている。同社のIFTNへの参加や、製材向けの大木のアカシアを伐採及び販売
を行っている点はケーススタディとして公開する価値があると思われる。 

 

３．３ 社会及び文化の原則  
３．３．１ 原則 7: 社会的、文化的価値の認識 

 

原則の説明 

(ガイドラインから
の抽出) 

 

近隣の住民、労働者及び他の利害関係者の福祉及び繁栄が図られることを始めとす
る植林の社会的、文化的価値は、植林の計画、運営、利用において考慮されるべきで
ある。 

ガイドラインからの抜粋を下記に示す。 

• 植林投資予定地の先住民と少数民族の価値基準、慣習的権利、先祖から
の知識、宗教的価値及び土地使用権を認める。 

• 植林の計画、運営、利用の段階で先住民、少数民族、地域共同体(女性と
社会の底辺にいる人々を含む)及び小規模所有者が、彼らの権利から利益を得る
機会と能力を増大させる。 

• 植林、森林における小規模所有者である投資家の様々に役立つ貢献と、彼
等が特に支援を必要とする土地利用権、研修、特別公開講座、調査、市場への
参加、利益の配分等を認識する。 

• 特に隣接する土地の利用と村落のことを考慮して、雇用、適切な研修、健康
と安全のための機材と技術及び模範的な取組みを促進させる仕組みを提供す
る。 

• 植林に隣接する地域での教育、健康管理及び他の社会的サービスを強化
する。 

 
現場における実
施事項 

Semeras ベースキャンプやコンセッションエリアの内外での移動時に、関係者とのディ
スカッション 

Semeras 森林ベースキャンプ事務所で、関連文書のレビュー 

 

主要事項 上記に示されるガイドラインの 5 項目全てが、他節と重複するため省略する。 

 

特記事項 上記に関するケースステディへの要素は他節に含まれる。 

 

 



社会及び文化の原則 

３．３．２ 原則 8: 社会的、文化的サービスの維持 

 

原則の説明 

(ガイドラインから
の抽出) 

 

植林投資において競合する目的を調整する事は社会的、文化的変化をもたらす。そ
こで計画、運営、利用及び検証の仕組みが負の影響を起こさないようにすることが必
要である。 

ガイドラインからの抜粋を下記に示す。 

• 植林を始めるまえに社会、経済的最低必要条件の設定と長期的な影響調
査を導入し、以降変化を定期的に監視する。 

• 土地使用権、入会権、社会的サービスの支給、雇用問題及びその他の社会
的文化的権利に関して、植林投資又は経営に関与した組織の中で生じる意見の
不一致に対処する紛争解決の仕組みを設立する。 

• 国及び国際的基準と法律に従った、安全で健康な職場環境と労働条件を
提供する。 

• 考古学的、文化的、伝統的、霊的、科学的、美的、又は他の社会文化的に
重要な場所と景観を保護する。 

• 植林に危害が及ばない限り、狩猟や非木材林産物の収穫などの、村落の祖
先伝来の権利を尊重する。 

• 事前の説明を受けて自由意志での承諾がない限り、村落共同体の移動又
は移住をさせてはならない。 

 
 

現場における実
施事項 

Semeras ベースキャンプやコンセッションエリアの内外での移動時に、関係者とのディ
スカッション 

Semeras 森林ベースキャンプ事務所で、関連文書のレビュー 

 

主要事項 島には人口 1,000 人以上の村が複数あり、現在の島の人口は 60,000 人である。Pulau 
Laut では、Banjar、Mandar、Bugis の少なくとも3 つの原住民族が存在する。その中に
は、コンセッションエリアの近隣に農場を有する者もいるが、これらの民族はコンセッシ
ョンエリア内ではいずれの権利も有さない。 

Inhutani 社の 2008 年の CSR プログラムの予算は 81,258 千インドネシアルピア（2009
年 1 月 18 日現在、約 623 千円）、2009 年の計画は 224,333 千インドネシアルピア
（2009 年 1 月 18 日現在、約 1,720 千円）である。調査員が確認した書類には、その活
動例についても記載されていた。                                 
ＣＳＲプログラムには、Ｔａｍｐｕｎｇｓｅｒｉの他に、地元のコミュニティーへの電気や水の供
給、教育施設の提供が揚げられる。ＣＳＲの予算にはこれらの活動の予算が含まれて
いる。 

 



 

写真 14：コミュニティープログラムの事例集（2008 年 5 月発行） 

同社は、現在 68 名の生徒のいる中学校やモスク、診療所をSemaras ベースキャンプ
境界に建設するなど、複数のコミュニティー便益プログラムに投資している。        
診療所は 1996 年に建設され、同社の関係者だけではなく地域村民にも開かれてい
る。しかし現在では、同社に専任の医師はおらず、応急対応のできる人材だけである
ため、センターは閉鎖している。この間、医師は毎月訪問して全母子をチェックする。
医師が見つかり次第診療所を再開することも可能であるが、本島から遠い立地条件で
あることが医師不足の一因と思われる。                              
同社によって建設された道は、村民の歩行や自転車、バイクやタクシー（例えば、Kota 
Baru からSemaras を抜けてTanjung Seloka に抜ける小型のバンなど）に常時使用され
ている。 



 

写真 15：現在は閉鎖されているSemaras の診療所 

 

写真 16：Inhutani 社によって建設された中学校（Semaras ベースキャンプ周辺） 

同社はコミュニティーマネージャーであるMuhammad Eko Sudirman 氏を雇用してい
る。同氏の役割は、Ｉｎｈｕｔａｎｉ社の事業に関心のある地元住民や、同社の事業から影
響を受ける地元住民との定期的なミーティングや対話を行うことである。これらのミーテ
ィングは、村民の関心事を聞いたり、同社と村民間で結ばれるＴａｍｐｕｎｇｓｅｒｉやその
他のコミュニティープロジェクトの契約に関する要求について話を聞くものである。    
同社と村民との話し合いには、稲作農家によるコンセッションエリアへの土地利用進出
の問題が含まれる。                                         

－モスクは地元の従業員や村民によって使用されている。  

－ＳＯＰ（ｓｔａｎｄａｒ ｏｐｅｒａｔｉｎｇ ｐｒｏｓｅｄｕｒ，ｓｔａｎｄａｒｄ ｏｐｅｒａｔｉｎｇ ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）は正
式な手続きとして書類化され保存されている。 

－各対立については文書化され記録として保存されている。 

                              



 

写真 17：木のサインは、現地の村民によって掲げられたものであり、土地の 1 区画は
Tampungser を目的としていることを示している。しかしこの掲示は2008 年 11 月に掲げ
られているため、10 月の Tampungsei 申請の締め切りには間に合っていない。 

Tanjung Seloka の現地の人々は、しばしばバリやスァウェシ(Sulawesi)の人々に「土地
証明書」を売買する。これは合法的ではないが、現地の投機業者によって行われてい
る。これまで、購入者による土地や同社の事業への影響はない。 

同社は、正規に文書化され、標準運営手続（Standard Operating Procedure：SOP）とし
て奨励されている正式な問題解決方法を開発している。 

• 対面による話し合い 

• ミーティング／インタビュー （より正式な場合） 

• グループディスカッション 

• 政府当局者とのコンサルテーション 

－Ｔａｍｐｕｎｇｓｅｒｉについて 

コンセッション内でＩｎｈｕｔａｎｉ社が伐採や林地を切り開いたあとにＴａｍｐｕｎｇｓｅｒｉプログ
ラムは開始される。林地を整理したあと、村民が希望する区画をＴａｍｐｕｎｇｓｅｒｉプログ
ラムとして申請することによりプログラムが開始される。この申請は毎年１１月の締切前
に実施されなければならない。申請が承認された場合、村民はその区画で１シーズン
稲作を行い収穫する機会が与えられる。また村民は、アカシアの植え付けを同社の植
林計画に従ってアカシアの植え付けを行うことに同意する（苗木や植え付け作業費は
同社が負担）。稲の収穫が終わりアカシアの植え付けが完成すれば、村民はその区画
から出て行く。その際作業小屋が放置されることはよくある。 



 

写真 18：同社によるコミュニティープログラム向けの SOP マニュアル 

特筆すべき社会便益や社会サービスは下記の通りである。 

• 森林内にあった約 10 年前の伐採残材（ironwood）を、地元住民が加工し利
用している。 

• 現地の村民によるブルドーザーでの開拓や、伐採された後の現場に水田を
作り、Inhutani 社のコンセッションエリアに進出することが度々発生する。これらの
場合には、稲の成長時期が終わると、同社は村民にアカシアの苗木の植林のた
めに支払う。この方法は Tampungseri スキームとして知られている。 

 

 

写真 19：Tampungseri スキームの下で放置された農家の土地管理小屋 



 

写真 20：自転車にのるTampungseri スキームに参加する現地農民 

Inhutani 社との同意なしに土地侵害が発生した場合には、警察に報告する。 

 

写真 21：2008 年 3 月 3 日に作成された土地侵害に関する報告書 

敷地内に地元住民の稲作が発生した場合は、その1シーズンの収穫が終了すると、そ
の土地でのアカシア植林のために対価の支払いを行っている。 

• 現地住民は、漁業や稲作、とうもろこし、トウ（つる性の植物）、竹の育成のた
めにコンセッションエリアを通行する許可が与えられている（調査員の視察中にも
コンセッション内でこの光景が数多く見られた）。また、野生の豚の狩猟や果物を
取ることも可能である。 



 

 

写真 22：wuwu として知られる伝統的な竹の漁業かご。 

同社は現地住民を伐採や植林、雑草防除（weed control）、臨時雇いとして、作業内容
に応じたて給与を設定している。これらの臨時契約は標準的であるが、労働者の業績
がよければ継続的な契約になることもある。伐採労働者は、全て男性で、苗畑労働者
は女性の採用傾向がある。求人は 18 歳以上とする。 

特有の職業訓練は、同社によって「オン・ザ・ジョブ・トレーニング（OJT)」として提供さ
れる。伐採の訓練は 1 台のチェーンソーを用いて、提供されたヘルメットとブーツを身
につけて 4～6 人のグループで実施される。 

特記事項 Inhutani 社の正式に予算を組んだ CSR プログラムや関連する投資活動、関連コミュニ
ティーへのマネージャーの任命、利害対立の発生時の公式な解決方法などは、社会
と文化を維持するためのグッドプラクティスである。 

また、近隣地域の文化的生活と土地利用状況との共存を考慮した柔軟な経営を維持
している。 

 

 



３．４ 環境原則  

３．４．１ 原則 9: 環境サービスの維持と保全 

 

原則の説明 

(ガイドラインから
の抽出) 

 

植林は生態系の機能に影響を与える。したがって植林の計画、運営、利用、及び監視
に当っては環境機能の維持強化と同様、負の影響を最小限にし、良好な影響の増進
を考慮しなければならない。 

ガイドラインからの抜粋を下記に示す。 

• 環境機能の維持、保護、回復を強化する政策、法制及び計画の枠組みを設
定する。 

• 総合水域管理対策と急斜面対策のための技術の導入や、施設の整備を始
めとする土壌浸食防止策の導入。 

• 現行の法制度や、政策の要求に基づいた、又は計測により想定される影響
に照らした環境影響評価の準備。   

• 植林の非生物的な、たとえば土(塩分化を含む)，水，空気の量と質、を評価
するための、又は計測により想定される影響に照らした基準を作成する。 

• 災害の後の被害木処理と復旧を考慮した上で、火災、病害虫及び気象災害
の影響を最小限にするように植林地からの収穫をコントロールする。 

• 植林の計画、運営、利用、監視において、植林の炭素除去と炭素吸収源の
役割を認識する。 

• 植林における負の環境影響を最小限とするため、植林の造成、運営、伐採、
利用に当たり、請負業者も対象とした適正な作業規準、現場の行動基準を作成す
る。 

• 植林は荒廃地の蘇生、景観の回復、土地の改良、砂漠化防止など環境に
対する積極的な効用を持っていることを認識する。 

• 環境問題に対処する一つの有効な仕組みとして、奉仕活動証明書の仕組
みを考える。 

現場における実
施事項 

Semeras ベースキャンプやコンセッションエリアの内外での移動時に、関係者とのディ
スカッション 

Semeras 森林ベースキャンプ事務所で、関連文書のレビュー 

主要事項 調査員が訪問した保護区内の主な水辺の範囲は生物多様性の目的に沿って、保護
が実施されているように見受けられた。このエリアは既に確立された植林 20,000ha の
内の約 150ha である。 

保護区外の広いコンセッション内での貯水池エリアや流れの保護については改善の
余地があると思われる。 

苗木への害虫や侵入生物は化学薬品により効果的に管理されているが、特にリス（シ
ロフムササビ）などの食害は管理が難しい。同社によると、これらは銃猟によってのみ
管理可能とのことである。これらの種は絶滅の危機にはさらされてはいないが、インド
ネシアの法律で守られている。www.iucnredlist.org/details/16719 

アカシア・クラッシカルパは湿地条件には適する。一方で、湿地条件に適していないア
カシア・マンギュームが保護区で生育していることに同社は注目していなかった。ま
た、その他の侵入種については、ヒアリング内では触れられなかった。 

前述の通り、Inhutani 社は 2002 年に IFTN に加盟しており、信頼ある認証(credible 



certificate)に向けた段階的なアプローチに同意している。同社はＦＳＣの代わりに、より
短期間での取得が可能と思われるインドネシア独自の森林認証機関であるインドネシ
アエコラベル協会(Indonesian Ecolabeling Institute：LEI)の認証取得を検討している。 

特記事項 環境マネジメントの準備や実施が必要ではあるが、Inhutani 社のIFTNへの参加（及び
何らかの形での認証の推進）は、前述の通りグッドプラクティスとして挙げられる。 

 

環境原則 
３．４．２ 原則 10: 生物多様性の保全 

 

原則の説明 

(ガイドラインから
の抽出) 

 

植林の計画者及び実施者は林分及び景観のレベルで、生物多様性の保全を組み入
れるべきである。 

ガイドラインからの抜粋を下記に示す。 

• 動植物の多様性の維持と遺伝子資源の保全を、経営に組み入れる。 
• 植林が自然林の伐採脅威を軽減し、在来生物の生息環境を作り出す役割

を認識する。 
• 林分及び景観レベルで施策を講じ、野生生物の生息環境と森林の動植物

(水中生物も)を保護する。 
• 動植物の維持と遺伝子資源保護に対する、植林経営の影響を評価する基

準となる値を作成する。 
• 天然更新している林や、他の保全価値の高い生態系に植林をしない。 
• 違法な狩猟や動物の移動、飼料採取、植物の採取等を防止する。 
• 植林を行うに当たって、植林目的にとって在来種が外来種より優れている

か、或いは同等の場合は、在来種を採用する。 
• 導入しようとする品種の侵入と地域の生態系に与える影響のリスクにつき評

価する。 
現場における実
施事項 

Semeras ベースキャンプやコンセッションエリアの内外での移動時に、関係者とのディ
スカッション 

Semeras 森林ベースキャンプ事務所で、関連文書のレビュー 

主要事項 Inhutani 社は、同社の活動による潜在的な環境及び社会への影響に関する外部のコ
ンサルタントによる調査を2006 年に実施している。この調査では、保護区の提案範囲
に関する生物多様性調査から水の分析に亘る幅広い項目を網羅している。 

保護区は生息地と生物種の両方を考慮して決定され、外部コンサルタント又は同社の
スタッフによって調査している。南部植林コンセッションには少なくとも3 つの保護区が
あり、下記の通りである。 

1. 1986 年に計画された 5ha：選抜的に伐採される二次森林で、古い大木が残
る。ここには鉄樹、鹿、鳥、シャモア、黒マカクなどの霊長類が生息する。 

2. 40ha の湿地林：同社によって1997 年に計画された。このエリアの近くには、
コンセッションエリアではよく見られる大型猛禽類が餌を探している姿や、この他鳥
類が見かけられた。 

 

 



 

 

 

 

 

写真 23(上)および 24(下)：南部コンセッションの湿地林保護区 2 

 

3. 約 100ha の湿地林：主な保護区は 1996 年に計画され、湿地林とコンセッショ
ンの東側の河口を囲む。 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
写真 25：南部コンセッション内の湿地林保護区 3  

 

同社は、2015 年に予定される植林の完了時に全コンセッションエリアの 10％(約
4,000ha)を保護区とすることが法律で定められている。保護地区の残りの 3,850ha は植
林コンセッションの北部に計画されている。 

しばしば、地元住民は鹿狩りを保護区内で行うが、これは許可されていないため、同
社がこれを発見した場合には警察へ通報する。 

 

特記事項 「コンセッションエリアの 10％を保護区とする法律」はカリマンタン地方で広く認識され
ている規定であり、現地当局は規定が満たされているかの確認を実施している。   
しかし、Ｉｎｈｕｔａｎｉ社は植林事業が完了する予定の２０１５年までにこの規定を満たせ
ば良い。 

 



環境原則 

３．４．３ 原則 11: 森林の健全性と生産性の維持 

 

原則の説明 

(ガイドラインから
の抽出) 

 

森林の健全性と生産性を維持、増加し、生物、非生物への駆除剤の影響を軽減する
植林経営を促進するため、国、地方、森林現場レベルでの対策が必要である。 

ガイドラインからの抜粋を下記に示す。 

• 集約的に経営されている植林地が経済的にも公益的にも高い機能を果たす
ことを認識する。 

• 植林地の伐採後の再植林や土壌保護等の施策を推進する。 
• 林業機械による土壌の踏み固めを最小限に抑える。 
• 移入種の発生、拡散を減ずる生態学的安全対策（予測、防止、監視、発生

への緊急対処、及び回復）を講じる。 
• 病害虫に対する総合対策を講じ、可能であれば生物を利用した対処を行

う。 
• 法律と行動基準に基づき、責任を持って除草剤、殺虫剤、除菌剤、及び他

の薬品を使用する。 
• 化学物質、容器、ごみは、法と行動基準に基づき処分する。 
• 種苗にバイオ技術（遺伝子組み換えを含む）を使用する時は、科学的かつ

規制的な指針、リスク管理手引書を採用し、監視を行う。 
• 樹種と種苗の採用時は、植林目的や林木の需要、植林地の状態、環境へ

の影響、遺伝多様性、周囲への拡散のリスクを考える。 
• 予測技術の向上、防止策、監視体制の整備、発生後の迅速な対応と復旧に

より、山火事の発生や影響を軽減する。 
• 山火事被害の防止及び原因となる林床の整備、造林目的及び生息地管理

のため計画的火入れを行う。 
• 火入れによる悪影響が科学に示されている場合には、開墾、整地のための

火入れは行わない。 
• 地拵えは、環境への負荷が少なく、生産性と森林の健全性を維持、向上さ

せる方法を採用する。 
• 定期的な土壌、菌類または葉の分析に基づき、植林の成長に応じて要求の

異なる栄養分を調合した肥料を効率的に与える。 
• 森林の保護、森林の健全性および林地と木材生産の持続可能性に関する

教育、訓練、科学的調査及びネットワーク形成に対する支援を行う。 
• 植林地の健全性、生産性の維持、隣地の土地利用からの影響も含めた環

境リスクの軽減とのトレードオフの関係のバランスが取れた育林管理及び監視を実
施する。 

現場における実
施事項 

Semeras ベースキャンプやコンセッションエリアの内外での移動時に、関係者とのディ
スカッション 

Semeras 森林ベースキャンプ事務所で、関連文書のレビュー 

主要事項 Inhutani 社の年間約 750～1,000ha の新規植林の多くは Tumpangsari 方法(稲作に続
いて木を植える)方法によって実施された。植林された木は 7～8 年後に伐採されるサ
イクルである。 

現地住民は稲を10 月から4 月に育て、その後植え付けの準備作業を行いＩｎｈｕｔａｎｉ
社から作業費等が支払われる。この段取りには、アカシアの苗木を植える前に除草剤
の Round Up を使用するプロセスも含まれる。                          



いくつかの現場では、耕耘なしの最低限の土壌撹乱で植えることができるTOT と呼ば
れる「耕耘なし法」で植えられている。TOT の現場では、耕耘作業は伴わないが、除草
剤（名称：Round Up）が 1ha あたり5 リットル使用されている。 

継続的な循環により、自然成長率(natural growth rate)がやや低下しているため、
Inhutani 社は注意して特定の範囲に肥料(SP36 の肥料が使用されていた)を与える必
要がある。同社は、特定のブロックでは年に 2 回は下草刈りをしていたが、いくつかの
エリアではこの回数を減らしている。 

 2008 年の 8 月から11 月にかけて、同社は 7～8 年周期の約 10,000 m3 のアカシア
とメリーナを伐採した。 

 

 

 

 

 

 



 

写真 26(上)、27(中)、28(下)：早期の様々な段階のアカシア植林。いくつかエリアは
Tampungseri スキームの下で植林された。 

コンセッションエリア内のほとんどの傾斜は 10％以下である。 

1976 年に同社は、テレピン油の抽出のための松を再植林した。             
現在では劣化している自然林の中で、レッド メランティを各所に調和させながら植林
するなど、いくつかの植林方法を試行している（合計で約 5,000ha）。 

 

写真 29：自然林内の杭 



同社の火災管理プログラムは下記の通りである。 

延焼の防止：家屋の周辺に乾燥した枝木がある場合それらを除去する。 

• 火災の鎮圧：スプレーやウォータージェットポンプを用いた「10 KAR/K」の適
用。Embung Air は火災予防のための計画的な貯水池で、コンセッション中に作ら
れている。 

 

 

写真 30：火災鎮圧のための Embung air 貯水池 

 

• 合計で 8 つの火の見櫓があり、Inhutani 社は更に建設中である。Semaras オ
フィスのベースキャンプ内での火災の全記録を維持することになっているが、2008
年は雨が多く火災の発生は無かったと報告されている。 

• 毎年 6 月から7 月には、火災予防のために除草剤を用いて道路の片側に
30m の空間を作り、また火災管理の目的で地元住民を3～6 ヶ月間雇用する。 

• 特に乾季前に、同社は地元住民や労働者に火災のリスクついて教育を実施
している。 

特記事項 自然林への影響が無いことを前提として、Inhutani 社の自然林内で劣化している箇所
に植林種の苗木を植える実験はグッドプラクティスとして挙げられる。 

消火用貯水池が随所に設置されている。 

 



３．５ 景観管理アプローチの原則  

３．５．１ 原則 12: 社会、経済、環境的便益のための景観管理 

 

原則の説明 

(ガイドラインから
の抽出) 

 

植林は地域の土地利用、人々の生活及び環境に影響を与え、かつそれらとお互いに
関係しあっているので、総合的な計画と経営の手法が地域の景観、あるいは流域にお
いて実施され、上流から下流に至る全ての影響が社会的、経済的、環境的水準に収
まるように計画、運営、監視されなければならない。 

 

ガイドラインからの抜粋を下記に示す。 

• 保全機能と生産機能を有する天然林や植林地及び森林外に生育する様々
な樹木は、全てが程度の差こそあれ、景観又は流域の中で経済的、環境的、社
会的、および文化的サ－ビスを空間的時間的に提供しているが、これらは皆繋が
っており、かつ夫々の役割を持っていることを確認する。 

• 地域住民や一般市民が植林、自然林、保護地区、草地、農耕地及び他の
土地利用の互いの関係をよりよく理解するために、特別公開講座を開き彼等を教
育する。 

• いろいろな幅の水流(必要なら一時的水流も)に対応して、天然更新している
水辺の保全林又は緩衝林を、その規模と保護の重要度に応じて保存する。 

• 環境的に高い保護価値を持つ天然更新林と植林地を、適切かつ実際的な
場合には、植林による回廊でつなげる設計をする。 

• 伐採及び他の林業作業が引き起こす、土壌と水の保全に対する負の影響
と、目に見える影響を軽減する。 

• 植林経営を行うことができない科学的、宗教的に重要な価値を持つ保護林
を、設定して管理する。 

• 植林経営が隣接する集落や土地利用にもたらす悪影響を減らすため、必要
であれば、緩衝地帯を設定して管理する。 

• 景観環境（社会的、文化的、環境的、経済的）にあった道路、橋を配置し、
保全計画を策定する。 

• 上下流の水質及び水量が適正であるように監視する。 
 
 

現場における実
施事項 

Semeras ベースキャンプやコンセッションエリアの内外での移動時に、関係者とのディ
スカッション 

Semeras 森林ベースキャンプ事務所で、関連文書のレビュー 

 

主要事項 森林、オイルパーム、ニッケル、石炭採掘、漁業（養殖とオープンオーシャン）、特に
Kota Baru 周辺では海老の養殖が主な産業である。                      
小規模な農業とともに、森林やオイルパーム産業はPulau Laut島の景観に大きな影響
を与えている。 

 



 

写真 31：南部コンセッション境界のオイルパーム植林 

 

写真 32：森林で草を食べる村民の家畜。Inhutani 社によると、アカシア植林の以前は、
土地が覆われている植生の状況は写真と同様な状況であった。 

約 60,000 人が Palau Laut には住んでおり、10,000 人がコンセッション境界の近くに住
んでいる。Tumpangseri スキームに参加している農民が一時的に居住している場合を
除き、コンセッション内での居住は無い。 

Pulau Laut 北部森林コンセッションは、政府の定義により生産森林(production 
forest)、保護（reserve）、その他の3 つに分類される。「その他」の合計は 12,000ha で、
主に相続された農地（例：稲作）やゴムである。この土地は、1999年にジャカルタのイン
ドネシア森林部が承認した地域計画(District Proposal)に指定されている。この
12,000ha には「その他」に分類変更されたかつての生産森林(production forest)の約
4,000ha も含められる。 

南部コンセッションエリアの合計は 48,000ha で、現在では森林ブロック、植林ブロック、
保護区に分けられる。現状では若い木や下草で覆われる雑木林の南部コンセッション



内にはまだ植林スペースが残っている。 

 

 

写真 33：南部コンセッションからの眺め。写真前景がアカシアの植林で、背景が植林さ
れていない土地。 

 

地拵えはブルドーザーで行われ、Inhutani 社では除草剤は用いるが焼畑は実施しな
い。コンセッション外側の伝統的な開墾方法は焼畑である。焼畑後、地元住民は割当
てられる1 人当たり2ha の土地に稲やとうもろこしを育てることが出来る。大きくて古い
木々はミツバチの生息の為に残される。 

今後保護区とされるべき残りの 3,850ha は、植林コンセッションの北部に計画されてい
る。(原則 10 参照) 

同社は、地元のコミュニティーに土地利用計画や土地境界の尊重、また Tampungseri
スキームプログラムを通じたコンセッションの一時的な農業への土地利用の教育に力
を入れている。（原則 2 参照） 

 

特記事項 グッドプラクティスへの要素は、前述までの他節に含まれる。 

 

 



４ まとめ 

 

インドネシアは約１８千の島々からなる世界最大の島嶼国であり、国土面積１．９億ｈａのうち森林面積は１．３
億ｈａである。気候は高温多湿の熱帯性気候で農業や林業に好ましい気象条件であるが、国土の約半分が
荒廃復旧が必要な箇所と推定されている。   

森林についても、森林面積の約４割が荒廃復旧が必要な箇所と推定されていて、当局は荒廃復旧を行う活
動を実施している。また、林業省は林業振興策として、国有林についてコンセッション（森林利用権）を２００８
年までに１千万ｈａ認可しており、２０１３年には１．５千万ｈａを目標としている。尚、コンセッションを取得しても
開発意欲がない場合はコンセッションを剥奪される。２００８年９月には、林業省は４３社が保有していた１１４
万ｈａに上るコンセッションを剥奪した。 

InhutaniⅡ社は、インドネシアの国営林業会社であり、パルプ用チップ丸太及び家具用製材品の生産販売を
行っている。InhutaniⅡ社は、今回の調査対象地区であるラウト島のほかに、カリマンタン島東部で天然林と
植林地のコンセッションを保有し、カリマンタン島西部で保護林復旧活動を行っている。 

今回の調査対象地区であるラウト島は、カリマンタン島の南西にほぼ隣接した位置にあり、InhutaniⅡ社はラ
ウト島北部地区に４．１万ｈａの天然林コンセッション、南部地区に４．９万ｈａの植林地コンセッションを保有し
ている。植林木は主にアカシア・マンギウムで現在１．３万ｈａが植林済であり、８年のサイクルで収穫され主に
パルプ用チップ丸太として売却されている。 

ラウト島の全面積の４割以上をInhutaniⅡ社のコンセッション地区が占めており、他ではあまりないケースと思
われる。ラウト島の森林の大部分が InhutaniⅡ社の管理下にあるためか違法伐採に関する話題は特に聞か
れなかった。 

インドネシアは林業も含め発展途上国であり、InhutaniⅡ社は環境及び社会の持続性が従来からあまり重要
視されていない地域で森林事業活動をを行っている。 

このような状況下で InhutaniⅡ社はＦＡＯ指針に取り組んでおり、日本の企業が海外で植林事業を展開する
上で参考になると思われる事項は以下の通りである。 

 

制度上の原則 ： 原則２ 総合的意思決定と関係者の取組み 

  コンセッション地区への新規ライセンス付与に際して、地域社会との対話のためのコンサルテーションプロ
セス（土地の境界、地域社会開発のＣＳＲプログラム、地元住民の雇用、Tampungseri システム等）が定期
的かつ形式化されて実施されている。その方法は地域社会にとって親しみやすいものであり、対話のプロ
セスや結果はモニタリング及び文書化されている。 

＊Tampungseri システム   植林用地内で地元住民の米作を認め、収穫後その場所で植林作業を委託す
る（植林作業代は InhutaniⅡ社から地元住民へ支払われる） 

経済の原則 ： 原則４ 物とサービスの価値の認識 

InhutaniⅡ社の炭素市場への進出は新市場開拓に対応する能力の表れであり、同社に中期的な追加的
収益をもたらす可能性がある。同社は３つのグループ（ＧＥＲ、Keep the Habitat、Birdlife）とビジネスを検討
中である。 

社会及び文化の原則 ： 原則８ 社会的、文化的サービスの維持 

  InhutaniⅡ社が実施しているＣＳＲプログラム（Tampungseri システム、地域社会への電気・水の供給、施設
の提供等）、地域社会担当マネージャーの任命や利害対立時の解決システムなどは、社会と文化を維持
するために有益な活動である。（２００８年のＣＳＲ予算は３３,５１６千ルピア） 

環境原則 ： 原則９ 環境サービスの維持と保全 

  ＩＦＴＮ（Indonesian Forest Trade Network）への参加やＬＥＩ（Indonesian Ecolabeling Institute ： インドネシ
アエコラベル協会）の検討など森林認証制度に取り組んでいる。（FSC も検討したがＬＥＩの方が取得に要
する期間が短いとのこと） 

環境原則 ： 原則１０ 生物多様性の保全 

コンセッション地区内で生物多様性調査から水の分析に亘る幅広い調査を行い、湿地帯等３つの保護地
区を設定している。最終的にはコンセッション地区の１０％を保護地区とするように法律で定められている。 

環境原則 ： 原則１１ 森林の健全性と生産性の維持 

  天然林へ悪影響が及ばないことを前提に、天然林地区内の無立木地に植林樹種を試験植林しており、森



林の活性化の一助となる。 

 

インドネシアでは土地の権利関係が複雑でコンセッション地区内で地域住民と深刻なトラブルが発生するケ
ースが随所で見受けられる。今回調査した InhutaniⅡ社のラウト島では地域住民との土地問題はあまりない
ようであるが、InhutaniⅡ社は対応策として上述のように①事業開始時のコンサルテーションプロセス（地域住
民との対話）②利害対立時の解決システム（SOP システム）等を活用し問題解決を図っており、参考になると
思われる。 

因みに、チリでは土地の所有権が確立しているにも拘らず先住民との土地の権利に関する争いが随所で見
受けられる。そのため先住民対策の政府機関（ＣＯＮＡＤＩ：la Corporacion Nacional de Desarrollo Indigena）
が設置されており、場合によっては紛争の土地を政府が土地の所有者から買い上げて先住民に開放するな
どして紛争解決に当たっている。 

また、インドネシアは多雨で雨期には植林地内の移動が困難となるが、林道網の整備には相当な資金を要
するため InhutaniⅡ社の植林地でもあまり整備されておらず、保育・管理を充実するには林道網の整備が急
務である。 

以上のように、InhutaniⅡ社は伝統的な慣習が残っている環境下で住民と共存しながら長期的な視野で持続
的な森林経営の維持・拡大を目指しているように見える。 

企業が持続的な森林経営を長期的に継続していくためには、経済性はもちろんだが環境の保全と地域社会
の発展が重要であり、環境を保全することや森林を経営することが地域社会にとって具体的にメリットとなるシ
ステム作りを更に推し進めることが必要と思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




