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持続可能な森林経営に向けた森林警察の役割とその課題
―インドネシアにおける違法伐採問題を事例として―
The roles and problems of forest police for sustainable forest management:
A case of illegal logging issue in Indonesia
The implementation of measures against illegal logging is required with careful
consideration to rural livelihood. This study aimed to discuss the impact on the rural people
by enforcement of forest police operations, and the problems of current forest security system
in Indonesia.
Due to the absence of nationwide hierarchy in forest police organization after the
decentralization, the standardized operations that disregard regional conditions seemed less
likely to be carried out.
Comparison of the operational strategy of forest police organizations between central
government and local government was then conducted. Gunung Palung National Park
Technical Unit focused on protection of forest resources inside the national park. However,
the operations had only indirect efficacy for illegal logging activities initiated by capitalists.
On the contrary, the Forestry Agency of Ketapang District, with the limited constabulary
force, prioritized control of timber transportation, especially seizure of the illegally-logged
timber. It means that this operational strategy does not disturb daily forest use by rural
people because the motivation of local government is the profit from the seized timber
auction. The incentive of the operations inside forestland, therefore, is low.
Thus, the current forest security system has low potential of contribution for forestland and
forest resources protection, although it does not give negative impact on rural livelihood.
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1.

はじめに

世界の森 林、特に豊富な森 林を有する発展途 上国の森 林は違法 伐 採の脅威に晒されている
（FAO、2001）。違法伐採問題は生産から流通にいたるあらゆる過程において生起する可能性を有し、
複合的な違法行為および汚職行為によって成り立つ。違法伐採の横行によって、適正な木材価格が
つけられず流通することや、無秩序な伐採が森林の現況把握を困難にするため、持続可能な森林
経営を阻害する。また、地域の森林資源の枯渇が住民の生活に悪影響を与えるといった可能性が
指摘されている
（福田、2003）
。この問題に対して、国際社会は生産国における法執行の強化、およ
び輸入国における法制度の整備や貿易統制を通じた対策を講じている。
違法伐採による被害が深刻な国の一つであるインドネシアでは、1999年以降進められてきた地方
分権化によって、森林管理の主体が地方政府に委譲された。しかし、地方分権化の当初、地方政
府は伐採許可を乱発した事例が見られ（Casson & Obidzinski、2002）
、森林保全よりも短期的な収
益を優先する傾向にあった。また、上位法と地方条例との齟齬といった、中央政府と地方政府との
間のミスコミュニケーションも報告されている（御田ら、2004）
。そのため、生産国における取り締ま
りは違法伐採の抑制に必要不可欠であるものの、地方政府が積極的に違法伐採の摘発に乗り出す
とは考えられにくい。
一方で、取り締まりの強化が森林に依存して暮らす農村住民の生計に対して負の影響を与える可
能性が指摘されている（Kaimowitz、2003）。西カリマンタン州に位置するグヌンパルン国立公園も
また、違法伐採によって多大な被害を受けた地域である。この地域における違法伐採の特徴として、
資金提供者の下、住民が伐採集団を形成し伐採活動を行う、タウケシステムが知られている（Hiller
et al、2004；御田・増田、2009）。タウケシステムに代表される様々な利害関係者を有する違法伐
採の抑制に向けて、農村住民を対象とした取り締まりの強化では、意味をなさないであろう。
そこで本研究では、違法伐採に対する取り締まりの問題点を整理し、農村住民の生計との両立に
向けた課題を検討した。
2.
2.1

調査地の概況と方法

調査地の概況

クタパン県は西カリマンタン州の最南端に位置し、20郡（kecamatan ）、面積31,588km2を有し、
人口403,625人、人口密度13人/km 2である（2007年）。林地面積1,867,200haのうち、生産林と保全
林はそれぞれ、282,433haと1,562,312ha
（BPS Kabupaten Ketapang、2008）、保護林はグヌンパル
ン国立公園のほか、県の南端にムアラ・クンダワンガン厳正自然保護区が設置されている。
グヌンパルン国立公園はクタパン県、および2007年にクタパン県から分離して設置されたカヨン
ウタラ県にまたがって位置する。1990年に設置され、面積90,000ha、標高0〜1,116mを有し、標
高に応じた7つの森林型と、オランウータン（Pongo pygmaeus wurmbii ）やブカンタン（Nasalis

larvatus）といった稀少動物の生息地として知られている。しかし、1990年代末期から激化した違
法伐採によって公園面積の約80%が何らかの被害を受けたと報告されている（UTNGP、2001）。国
立公園管理署はクタパンに置かれ、スカダナとトゥルックムラノに支署が設置されている
（図1）
。
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図1

2.2

調査地の位置

調査の方法

本稿ではまず、地方分権化以降のインドネシアの森林警察制度を概観した。
「矛の突端」と称され
る現場の森林警察隊の運用状況に焦点をあてることで、違法伐採対策の現場の実態だけではなく、
一であるはずの制度が施行者の方針によって運用段階で異なった様相を示すと考えたためである。
次いで、グヌンパルン国立公園および周辺地域における違法伐採の状況を整理した。タウケシス
テム内部における伐採集団の位置付けについてはこれまで報告されているが（Hiller et al、2004）、
本稿ではタウケシステムに対する取り締まりの課題を検討するため、伐採集団の内部、伐採材の搬
出経路、および伐採集団と資金提供者との関係に焦点をあてた。その上で、この同一の違法伐採
に対するグヌンパルン国立公園管理署とクタパン県林業局の取り組みを比較することで、それぞれの
果たす役割と課題を検討した。
具体的には2008年6月から2009年3月にかけて、以下の調査を行った。
（1）森林警察制度
林業省関係機関において行政資料の収集と担当者に対する聞き取りを行った。
（2）違法伐採の構造把握
グヌンパルン国立公園内および周辺地域において、伐採地の観察を行うとともに、伐採活動の参加
経験者4名を対象に半構造インタビューを行った。
（3）
森林警察組織の体制と取り締まり活動
グヌンパルン国立公園管理署およびクタパン県林業局において、業務書類の収集と担当者への聞き
取りを行った。
3.
3.1

森林警察の制度と組織

森林警察制度の概要

森林警察は、国家警察法（2002年法律第2号）に規定される特別司法警察の一つであり、林業法
（1999年法律第41号）にその設置が定められている。その任務は、森林関連法規が司る範囲におい
て警察権を有し、林業省、地方政府林業局および林業公社（Perum Perhutani）に設置される。森
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林警察は森林警察官（polisi khusus kehutanan ）
と文民審査官（penyidik pegawai negeri sipil ）に
よって構成され、前者は林業省、地方政府林業局もしくは林業公社に森林警察官として採用され、
かつ教育水準や身体能力といった一定の条件を満たす公務員もしくは林業公社職員である。後者は、
被疑者が森林法、自然保護法
（1990年法律第25号）
、もしくは刑法
（1983年法律第27号）
に抵触して
いるか否かを取調べ、起訴することを任務とする。この職は一定の経験と林業省の定める教育課程
を修めた森林警察官、または指導的立場にある職員が法務人権大臣に認可されることで、就くこと
ができる。
森林保全政令（2004年政令第45号）に定められる森林警察の任務は、1）森林、林地および林産
物に対する破壊活動や病虫害等の防止、2）森林、林地、森林産物および森林管理に関わる生産へ
の投資に対する、国家、社会、個人の権利を守ること、と規定されている。具体的には、1）林地お
よび森林関連法規内における警ら活動、2）林産物流通に関わる書類の確認、3）森林、林地および
林産物に関わる犯罪の報告書の確認、4）森林、林地および林産物に関わる犯罪の証拠物品の捜索、
5）権限を有する機関へ委ねるための容疑者の逮捕、および 6）森林、林地および林産物に関わる犯
罪の報告書の作成と署名、が定められている。
3.2

森林警察の組織とその配備状況

インドネシア林政の骨子は、林地を保護林、保全林、および生産林に分類し、それぞれの機能
を最大限に発揮させることにある。保護林は林業省によって管理され、自然保護総局の地方出先
機関である国立公園管理署および自然資源保護管理署によって現場管理がなされる。一方、保全
林と生産林は、ジャワ島では林業公社によって、ジャワ島以外の地域では地方政府（県もしくは市）
によって管理され、この体制に応じて森林警察隊は配備される（表1）。また、違法伐採対策の一環
として、2006年に林業省森林警察特別機動隊（Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat; SPORC、
以下、特別機動隊）が編成された。全国をその活動範囲とし、現職の森林警察官から選抜されたメ
ンバーによって構成され、2008年時点で全国に11部隊が配備されている。
次いで、それぞれの森林警察の指揮系統に目を転じると、林業省の森林警察は林業大臣を最高
責任者とし、自然保護総局がその調整を担う。一方、内務省の地方出先機関として位置づけられる
県政府および州政府は、それぞれの首長を最高責任者とし、林業局局長が指揮権を有する。2008
年の時点で、林業省および林業公社のほか、24の州政府および189の県政府に森林警察隊は設置
されている1）
。しかし、各機関の連携を規定する制度的枠組がないため、現場での取り締まり活動
はそれぞれの機関の意思によって行われているといえる。
表1 林地の分類と管理機関
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4.
4.1

違法伐採に対する森林警察の取り組み

違法伐採の概況

グヌンパルン国立公園において伐採の対象となる主な樹種は、メランティ（Shorea spp. ）、ブンキ
ライ
（Shorea laevis）
、もしくはブリアン（Eusideroxylon zwageri ）といった有用樹種であった。伐採
現場では、これらの伐採対象木はチェンソーを用いて抜き伐りされ、その場で製材される。林内に
は多数の搬出路が作られ、材は自転車、グロバック（gerobak ）と呼ばれる二輪の手押し車（写真1）、
もしくは木馬を用いて河川沿いに搬出され、ある程度の量が集まった段階で下流の集落もしくは製
材所に筏出される。材の多くが河川を利用し搬出されるため、搬出活動は雨季に行われることが多
い。しかし、上流域に簡易ダムを作り（写真2）
、水量をコントロールすることで乾季においても筏出
は可能であり、伐出活動は年間を通じて行われる。こういった違法伐採の多くは、チェンソーオペ
レーター、数名から成る搬出班および筏送班によって構成される伐採集団によって行われる。
国立公園の北西を流れるマタン川上流域における伐採集団の形成過程と、その活動内容の例
を挙げると以下のようになる。まず、チュコン（cukong ）やタウケ（tauke）と呼ばれる資金提供者が、
チェンソーオペレーター、搬出、および筏出を取りまとめる農村住民にコンタクトを取り、彼らに伐採
を依頼するとともに前渡金を渡す。次いで、彼らがさらに子分を募ることで、それぞれの班が形成
される。この際、前渡金として各人に伐採対象木1m3 相当額が支払われる。こうして作られた伐採
集団は、数日から数ヶ月間に渡って林内に滞在し伐出活動を行う。その活動中の食料、燃料、およ
びタバコといったロジスティックは資金提供者によって整えられる。材は筏出ののち、資金提供者に
引き渡され、食費や燃料費などが差し引かれた金額が伐出活動従事者に支払われる。ただし、材
が摘発され、没収もしくは破壊された場合については支払われない。また、これらの資金や材の授
受の際、資金提供者が表へ出ることなく、その補佐役によって進められるため、伐出活動従事者
が検挙されたとしても、資金提供者の名前が当局に知られるリスクは軽減される。また、伐出集団
を構成する人々は必ずしも近隣の住民だけではなく、遠隔地の人々も多く含まれる。その理由として、
資金提供者が自らの本拠地に近い場所で人を集めることや、地域と結びつきが強い地域住民より遠
隔地の住民を好むためと話す者もいた2）
。このような伐出集団による伐採活動は、国立公園内外の
他地域においても数多く見られる
（Hillerら、2004；御田・増田、2009）
。伐採された材は、トゥルッ

写真1

グロバック
（2009年9月11日撮影）

写真2
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簡易ダムの残骸
（2009年1月14日撮影）

クムラノやトゥルックバタンといった港湾に集積されたのち、海路マレーシアもしくはジャワ方面へ輸
。
送される3）
4.2

森林警察隊の概況
（2007年）

グヌンパルン国立公園管理署森林警察隊（以下、グヌンパルン森林警察隊）には森林警察官41名
が配備されていた。しかし、そのうち24名が特別機動隊に派遣されているため、実際に公園管理
の任に就いている森林警察官は17名であり（Departemen Kehutanan、2008）、公園面積に対して
充分な人数が確保されているとは言い難い。森林警察官はスカダナ支署とトゥルックムラノ支署そ
れぞれに配備され、支署長が日々の活動を指揮している。機材は、自動車3台とバイク20台、およ
び小型船舶9艘であった
（ibid.）。また、マイクロライト2機とパラグライダー 1機が配備され（BTNGP、
2007）
、違法伐採の早期発見に効果を挙げていた。また、取り締まり予算は153,330,000 ルピア4）
であった
（Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang、2008）。
次いで、クタパン県林業局森林警察隊（以下、クタパン県森林警察隊）には森林警察官43名が配
備され、文民審査官は不在であった5）
。そのため、容疑者に対する取調べはクタパン県警が担って
いる。広大な林地を抱えているにも関わらず、出先機関は設置されておらず、森林警察隊はクタパン
に常駐し、必要に応じて出動する。さらに、機材は自動車1台、バイク1台、およびスピードボート2
艘6）
のみであり、機動性に欠ける状況であった。2007年の取り締まり予算も約15,695,000 ルピアと極
めて少なく
（Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang、2008）
、人員、機材および予算ともに不十分
な状況であった
（表2）。
表2 グヌンパルン国立公園管理署およびクタパン県林業局の森林警察隊
（2007年）

4.3

森林警察隊の活動
（2007年）

グヌンパルン森林警察隊による取り締まりは21回行われ、全てが国立公園内の違法伐採の鎮圧
を目的としていた。実際に伐採活動を行っている人々が、タウケシステムの末端であることを踏まえ、
資金提供者と伐採集団との関係を断ち切ることをその方針とし、現場で材の焼却処分をすることで、
材の公園外への流出を防ぎ、資金提供者の動機を削ぐことに力点が置かれていた7）
。そのため、伐
採者の検挙に積極的に乗り出す姿勢は見られず、2005年から2008年にかけて逮捕者を出していな
い8）
。一方、クタパン県森林警察隊の主な任務は木材流通の管理にあった。取り締まりは4回行われ、
港湾など林地外における流通経路を対象とした3回の取り締まりで98.8m3の違法材を押収した9）
。残
り1回は保全林における警ら活動であった。
林業法は、関連諸機関に対して取り締まりのインセンティブとして証拠物品として押収した材の
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競売を認め、落札額の25％は取り締まりに関わった機関に配分することを定めている10）
。そのため、
競売による利益がクタパン県林業局にとって取り締まりの大きな動機になっていることが認められた。
ただし、保護区由来の材については競売にかけることが認められていないため、グヌンパルン国立
公園管理署の取り締まりのインセンティブとはなりえない。
これらの結果から、グヌンパルン森林警察隊が林地の保全を取り締まりの目的としているのに対
し、クタパン県森林警察は流通経路を抑えることで、少ない回数の取り締まりに対してより多くの違
法材を押収することを目的としている傾向があることが明らかとなった。
5.

考

察

地方分権化によって、保護林を除く林地の管理主体は地方政府に委譲されたことに伴い、森林警
察の指揮権も、かつての林業大臣を頂点としたものから各地方政府の首長に移行した。林業省の
出先機関である国立公園管理署もしくは自然資源管理署の任務は、おのずと管轄する保護林地内
の動植物の保護に重点が置かれる。一方、地方政府は地方公共団体として、林地の管理のみなら
ず森林産物の生産から流通にいたる林地外の統制も含めた広範な事柄を扱う。そのため、森林保
全政令によって規定される森林警察の任務は同一であるものの、林業省の出先機関と比して、地方
政府はより広範な森林警察権の発揮が求められており、違法伐採対策において、地方政府はより重
要な役割を担っているといえる。
クタパン県における森林警察隊の運用状況に目を転じると、グヌンパルン森林警察隊は、林地内
の違法伐採の摘発に重点を置いていた。Kaimowitz（2003）
は法執行の強化によって、特に保護区
周辺の住民による日々の森林利用をも阻害される可能性を指摘している。この点については否定で
きないものの、国立公園署長の判断によって違法伐採以外の摘発は行われておらず、周辺住民に
対する配慮は指揮官の胸三寸に依拠する部分が大きいと考えられる。一方、広大な林地面積を管轄
するクタパン県森林警察隊は違法材の摘発に重点を置いていた。違法材は、上流域から関与する
様々な人々の手を経て下流の港湾などに集積する。下流域における違法材の摘発は、相当量の材
の押収と、その競売による利益を得ることが可能であり、非常に限られた予算と人員で最大限の成
果を挙げる唯一の方法であるといえる。そのため、競売制度という強いインセンティブは、クタパン
県警察隊を農村住民の小規模森林利用の摘発といった方向に向かわせるとは考えられにくい。
また、違法伐採に関わる人々に目を転じると、資金提供者とも競売の勝者ともなりえる資本家に
とって、競売は違法材の合法化、もしくは一定量の合法材を確保できる魅力とも相まって、流通統
制に重点を置いた取り締まり手法は、彼らが違法伐採から手を引く動機とはなり難いと考えられる。
さらに、伐採活動に参加する農村住民にしてみても、材が流通段階で摘発されたとしても、活動中
の食事は確保されており、前渡金も手元に残るため、大きな負担とはならないといえる。
これらのことから、タウケシステムに対する現行の取り締まり体制が、農村住民の生計に対して大
きな影響を与える要因は認められなかったものの、同様に地方政府が林地を保全するインセンティ
ブも見出すこともできなかった。違法伐採の形態は、地域の地理的条件や経済状況、もしくは対象
の樹種によって異なった様相を呈する。本稿の事例の普遍性を示すことができなかったため、この
点を今後の課題としたい。
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1）林業省自然保護総局森林保安局提供資料。
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（2008年11月9日）
。
3）西カリマンタン州林業局提供資料。
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（2008年8月21日）。
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（2008年8月25日）。
7）グヌンパルン国立公園管理署長への聞き取り
（2008年11月12日）
。
8）グヌンパルン国立公園管理署提供資料。
9）クタパン県林業局提供資料。
10）発見材、押収材、差押え材の競売の実施に関する指針
（2006年林業大臣令第48号）。
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