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　今日の東南アジア地域における林野所有形態は，基本的には国家的所有である。それゆえ森林経

営は国有林経営として成り立っているといえるが,その経営形態の相違から二分することができる。

第一の型は，植民地時代にその端を発する政府主導の育成林業で，ビルマ（現ミャンマー）1）など

はその一つの典型である。第二の型は，近年みられる民間資本中心の採取林業でフィリピンなどが

その例として挙げられる。後者の森林経営は結果的には森林荒廃をもたらし，矛盾を露呈している

ことは広く知られていることころである。

　本論文はイギリス植民地下のビルマにおいて育成林業がなぜ確立しそのための条件が何であった

のかを考察する。時期としては，1820年代から第２次世界大戦開始までの間を扱う。これは今日の
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ビルマの林業政策の基礎的諸条件が整えられ，制度的基盤が構築された時期と考えられるからであ

る。

　ところで，この分野におげる先行的研究は限られている。国内では，植民地期東南アジア諸国の

林野制度について比較研究をした，篠原武夫の一連の論文がある2）。篠原は，現在の東南アジア諸

国の林野制度形成の出発点を植民地時代とおき，当時の林野制度を比較制度史の面から分析する事

を試みている。そして，各宗主国の統治方法を類型化し，その相違によって被支配地域における林

業政策が異なることを明らかにした。

　その類型に従うと，ビルマはイギリスの間接統治の下におかれ，「イギリス型・半開放的法治主

義」の統治が実施された。そこで採られた森林政策は「法治主義的総督制型政策」であるという。

これは，イギリスの植民地政府と本国の独占資本が結託し，ビルマの森林資源をイギリスにために

強力に開発するために採用された政策であったと結論づげている。

　問題は，この一連の研究では，19世紀初頭から20世紀半ばまで１世紀以上も続いたビルマのイギ

リス統治を，明確に時期区分することなく論じている点てある。このため，林野行政機構や経営シ

ステムの確立にいたる過程などが十分に明らかにされていないうらみがある。しかしこの論文が執

筆された時期を考慮すると，上述の問題点を明らかにするには資料に限界があったことは否めない

であろう。

　そこで，本論文では大英図書館(Oriental and Indian Office Collections,Ｌｏｎｄｏｎ）他で入手し

た資料等を加え,ビルマのチーク林業の形成過程を林野行政の観点から歴史的に追うことにしたい。

その際，民間による木材生産が政策決定に大きな影響をもたらしたと考えられるので，この点の考

察に留意した。

第１章　イギリス植民地としてのビルマ

第１節　ビルマの植民地化

　18世紀後半，アラウンパヤー王によってビルマに統一王朝が築かれた。このコンバウン王朝は，

1824－26年，1852－53年，1885－86年と３度にわたるイギリスとの戦いに敗北することによって次

第に征服された（図1）。

　1824－26年の第１次英緬戦争の敗北によって，ビルマはイギリスにアラカン地方とテナセリム地

方とを割譲した。この戦争は，コンバウン王朝の拡大政策と，そのもとで行われたインド進出に対

するイギリスの報復であった。その約30年後の第２次英緬戦争で，イギリスはペグー地方を手にい

れて，いわゆる下ビルマ一帯を支配するようになった。それからさらに30年経た第３次英緬戦争で

は，最後のビルマ王朝コンバウン朝が陥落し，当時のビルマ王ティーボーはインドヘ追放された。

この戦争の直後の契機は，チーク（Ｄぶna grandis, Linn。Ｆ｡）材生産に携わる民間業者の不祥事

であったというが，これによってイギリスはビルマの完全支配を実現したわけである。

　このようにしてイギリスの支配下におかれたビルマの役割や重要性は，インドとの関係において
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説明し得る。周知の通り，イギリスは19世紀の初頭までに産業革命を一通り達成し，綿工業を中心

とした機械制大工業をすることによって，経済発展を遂げていた。こうして生産され,た大量の製品

を販売する市場を開拓するために積極的に海外進出を展開していたのであるが，インドもこの中で

支配されるに至った。

　インドの役割はまず，イギリス綿業のための原材料を供給し，さらにイギリス本国で生産された

綿製品の市場を提供することにあった。その際，重要な役割を果たしたのが商品を運搬する商船と

のちに加わる鉄道であった。しかしこうした貿易面のみならず，インドの経済的重要性はイギリス

資本家にとって安全な投資先という点にもあった。軍事的にもインドはその立地から重要であり，

東の防衛を担っていた。当時，世界各地に広大な領地を持ったイギリスは，それらを統治するため

に大規模な軍隊を必要としたが，インド植民地経営に必要な軍事費や諸費用はインドから上がる財

政でまかなわれるようになっていた3)。このようにイギリスが海軍国としてその覇権を維持するた

めに，インドは様々な意味で重要だったのである。

　ビルマは，このインドを経済的・政治的べ服事的に支援・補完する地域として位置づげられ

る4)。すなわち，３回の英緬戦争を通じてインドの属州となったのであるが，とくに第２次英緬

戦争後，下ビルマはビルマ州(Ｐrｏｖｉｎｃｅof Ｂｕｒｍａ)と呼ばれその役割は一段と明確になった。イ

ンドをはじめイギリスとその海外植民地へ主として米，石油や木材などの一次産品を輸出したが，

ビルマ征服の初期，デルタ地帯の水田開発が開始されるまでは，木材の産地を確保することが重要

であると考えられていた5)。木材のなかでもチーク材は早くからその有用性が確認され，当初重要

な役割を果たしていた商船や艦船の造成に使われることが多くインドで盛んに生産されていた。し

かしこの一大産地であったインドのチーク林が枯渇し始めると，イギリスは新たな産地を開拓する

必要に直面したのである。

　ビルマでのチーク材利用の歴史は古く，当地におけるチーク材の存在は９世紀にはペルシア人や

アラブ商人に知られ，また中国の寺院を建立するのに用いられた例もある。そのほか，デルタ地帯

に多く居住するモン人が作ったチーク船が東南アジアの海域で香料の運搬船として活躍していたと

もいう。 17世紀には地元造船業がイラワジデルタで盛んになり，18世紀にフランス，イギリス，ア

ルメニアなどのョーロッパ人による造船もシリアムとラングーンで行われた。これはビルマに優良

な造船材として知られていたチーク材が豊富にあり，さらにその他の経費も低廉であったからであ

る。しかしこうして開始された造船業であったが，その後モン人の反乱など治安の悪化によって順

次閉鎖されていった腿

　1860年代後半になると，艦船は木造帆船から鋼鉄蒸気船へと転換し，大型船へのチーク材需要は

限られたものとなる。しかしその一方，小型船への需要が依然としてある上に鉄道関連資材の需要

が加わった。インドの鉄道建設が盛んになる1860年代後半からは，鉄道枕木をはじめ，貨車，客車

などに広く使用されるようになりその用途はかえって拡大した。 1870年代からはビルマの国内市場

でも同様に拡大した。

　以上のように，イギリスにとってビルマの重要性はインド本土と比較して劣ったが，インド経営
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には不可欠の地域であった。中でもチーク材の獲得が植民地支配の契機となっていたのである。

第２節　森林所有の形成および林野行政の時期区分

　森林の所有に関して比較的明確になるのは］L8世紀になってからである。いつの頃からか，ビルマ

王朝にとってチークという特定の樹種が輸出商品として財政上重要となった。このためか，］［752年

にアラウンパヤー王は全ての森林を「王有財産(Private property)」にした。そしてそれと同時に，

チーク材を王の独占物に指定した7）。但しこの場合，「森林」に含まれるものが不明瞭であり，立

木をさすのか土地を含めたものかは判然としない。また当時のアラウンパヤー王の権力範囲など，

規制の実効性に関しても不明な点が多く，今後の研究で明らかにされるのを待たねばならない。

　19世紀に入り，前述のように下ビルマから徐々に植民地化されるにつれ，「森林及び荒蕪地」は

原則としてイギリス植民地政府の所管へと編入されていった8）（図２）。その過程はまず，1826年

のアラカン地方とテナセリム地方合併に伴なう両地方の森林の植民地政府への移管に始まり，続い

て1853年にペグー地方以南の森林も植民地政府の管理するところとなった。最後に1886年，上ビル

マの森林が加わることによってビルマ全土の森林は植民地政府の所管となったのである。

　植民地化に伴い，木材生産・森林経営に関与する主体とその活動の様相は多様化し，林野行政も

変化した。商業的木材生産に関与したのは主としてビルマ王，民間業者，植民地政府の３主体であ

ったが，これらはさらに管理主体と利用主体とに二分することができる9）。植民地期を，これらの

主体と林野行政の特徴に着目して時期区分すると以下の通りである。

1752-1824 1826-1852 ]L853－][885 1886-1942
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(ビルマ王)

　ビルマ王

　民間業者

(ビルマ王)
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　民間業者

(ビルマ王)

　ビルマ王
　民間業者

(植民地政府)

植民地政府
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図２　森林所有の移管と森林利用主体
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　　1826～1855年：自由放任

　　　　　　　　　管理主体　ビルマ王［上ビルマ］・植民地政府［アラカン，テナセリム］

　　　　　　　　　利用主体　ビルマ王・民間業者

　　1856～1909年：伐出作業管理と政府経営の確立

　　　前期（－1885年）　上ビルマ合併以前

　　　　　　　　　管理主体　ビルマ王［上ビルマ］・植民地政府［下ビルマ］。

　　　　　　　　　利用主体　ビルマ王引民間業者・植民地政府

　　　後期（1886年－）　上ビルマ合併以降

　　　　　　　　　管理主体　植民地政府のみ

　　　　　　　　　利用主体　民間業者・植民地政府

　　1910～1942年：積極的育成林業

　　　　　　　　　管理主体　植民地政府

　　　　　　　　　利用主体　民間業者・植民地政府

以下，この時期区分にしたがって植民地期の林野行政について論を進めたい。

第２章　1826 － 1855年：自由放任の林業政策

　第１次英緬戦争後，イギリスはテナセリム地方でチーク材を対象とした木材生産を開始した。こ

の地方はチークが豊富であったため，政府は民間による生産を禁じ，独占的なチーク材生産を実施

した。一方アラカン地方は急峻な山岳地帯であり，優良な経済林がないとみなされたため,後の1920

年代まで木材生産の本格的対象とされなかった。

　］L826年からの２年間，植民地政府がアタラン川流域で自ら伐採・搬出した木材を販売しようとし

てインドヘ輸出した試みは失敗に終わった。この頃，地元にまだ市場が形成されていなかったため

インドヘ輸出したのであるが，インド市場価格は低く，不採算となったのである。結局1829年から

政府は民間に伐採権を発給する「リース」方式を採用した1o）。起源が定かではないが，既にアラウ

ンパヤー王が用いていた方法であった。チークの王有財産化がなされてからは，許可地のチークを

伐採する際に伐採者は王に対して10分１税の納税義務を負わされたので，伐採したチーク材10本に

１本を国庫に納めたのである田。イギリスはこの方法を採用し,伐採可能木の最低幹周囲を４フィー

トと定め，民間にチークの伐採ライセンスを発給して一定額の納税を課した。このような伐採契約

の下で伐採者は決められた地域で期間内にチーク材の伐出を行ない，政府に木材販売価格の従価15

％のロイヤリティーを納入したのである。この段階で伐採者が巻枯らしを行なっていた。

　今日，熱帯材生産を行なう民間資本に発給される伐採権の多くが「コンセッション」と呼ばれて

いるが,伐採者の権利範囲など定義が曖昧であり，中には契約者に選木を許可しているものもある。

後述するが，ビルマではこの後チークの選木，検尺，巻枯らしを政府が行なうようになり，契約者

である民間業者は森林経営権を失った。この点が今日見られる伐採権との違いであり本論文では。
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民間に森林経営権を認めない伐採権であることを意識してこの当時からイギリスが使用していた

　「リース」という言葉を用いる。

　森林行政を専門に司る森林局のような行政組織は，1830年代にはまだ設置されていなかった。こ

のため「リースを取得した民間業者たちは，支払いがごまかせないときだけ15％のロイヤルティー

を支払った。そして彼らの操業ぱ，事実上，何年もの間無監督状態にあった。詐欺と怠慢を装って

４分の３もの木材が課税から逃れ，その間も業者間の競争は激化し，森林に混乱がもたらされた」

という12）。

　やがて，1841年にこの最低幹周が６フィートに改められ，同時にチーク伐採１本に付き，５木植

えることが義務づげられた。この規制強化の背景となったのぱ，インドから相次いでビルマに政府

関係者が派遣され，森林の調査報告が実施されたことであった。例えば1837年にはヘルファー

(Heifer)が調査を行い，チークの天然更新がみられないことを報告して植林地をつくることを提

案している12）。

　同じ1841年，伐出業者の脱税の監視を主な業務とする少数の現地職員が配置された。これが後の

森林局の母体となる。ところがこの段階では組織規模は小さく，脱税は減少したものの規制力に欠

き，諸法規は遵守されることが少なかった。 1850年代半ばまでこの状態ぱ改善されることがなく，

民間による乱伐が進み，「このころには森林はひどく傷んでしまった」14）のである。

　1847年に，コルヴィン（Ｃｏｌｖin）を中心として森林局(Forest Department)が創設された。しか

し「政府の支持が得られず，伐出を管理するための適切な手続きはほとんどなされなかった。そし

て，１木伐採したら３から５本を植栽することを民間業者に義務づげた規則は概して守られなかっ

た」のである15）。

　こうした事実から，この段階ではまだ植民地政府が，一部を除いて林野行政に強い関心を示して

いなかったことがうかがえる。つまり，この時期の植民地ビルマにおける森林経営は，民間企業や

私人による天然林からの採取に基づく計画性のない「自由放任」なものであったといえよう。 1853

年にペグー地方以南のいわゆる下ビルマ一帯を支配下に治めるが「自由放任」の林業政策ぱしばら

く続いた。

第３章　1856 － 1909年：伐出作業の管理と政府経営確立

第１節　1856－1885年　上ビルマ合併以前

　政策的介入がほとんどなされない｢自由放任｣の木材生産は民間業者による乱伐を誘発し，1850

年代半ばに近づくにつれ資源の枯渇を政府に憂慮させるに至った16)。業者の不法伐採はチーク材の

経営的重要性を示すもので,政府は徐々に森林資源,特にチーク材の管理を認識するようになった。

従ってこうした需要の伸びを反映して規制強化が徐々に進められたのである。

　直接の契機となったのは，][856年のドイッ植物学者ブランディス(DietrichBrandis)の派遣であ

る。彼は，ボン大学，コペンハーゲン大学，ゲッティングン大学を卒業し，ドイツでは植物学を専
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攻した。ビルマヘは,ペグー地方の森林長官(Suprintendentof Forests, Pegu)として着任し,1862

年までビルマの林野行政に携わった。そしてその間，精力的に森林局の組織整備，ブランディス式

択伐システムの考案，人工造林の実験などを手掛けた。

　特に，森林資源の計画的な利用－この段階では伐出量の調整を意味したーは，具体的にはブラン

ディス式択伐システムによって達成され，広く普及した。このシステムの最大の特徴は，これまで

のように伐出基準を超えた幹周の立木すべてを伐採するのではなく，林本の成長屋を調査・測定に

基づいて計算した後，林分の成長量に見合った量を伐採する点にある。年間の伐採許容量がこのよ

うにして決められた。

　イギリスは下ビルマの残りを合併するとともに，1854年にペグー地方の森林を王朝から政府管理

に移した。これを機に，1856年から1861年まで森林局は下ビルマ一帯のチーク材生産を独占し，民

間業者の木材生産を禁じた。この時，木材生産から政府が収入を得る方法として３つの方法が検討

された。第１は，伐禄地は指定せず伐採権保有者から，生産された木材１木あたり一定額あるいは

市価に応じた額徴収する方法である。これは1829年以降行われていたものであるが，この方法が森

林の枯渇を招来したとして採用を見合わせている。第２は，ある林分の巻枯らしされたチーク材立

木について入札による競売を行なう方法で，最高額提示者が落札する。価格は市場で決められ，搬

出が完了した時点で立木価格が政府に支払われた。この方法は1854, 1855,][856年にファウル社

(Messrs。Ｅ。Fowle & Co｡)との契約で行なわれた。第３の方法ぱ，政府が伐出し，政府が設ける

定期市で素材を競売にて販売するものである。結果的にこの最後の方法がとられた。

　政府直営システムの詳細が不明であるが，おもに民間に伐出作業を請負わせていたようである。

例えば][856年のペグー地域の森林に関する報告では，政府の森林30ヵ所を伐採するために24のグ

ループと契約を結んだ。　うち，森林局の補助職員(Subordinatesof the Forest Department)で構

成するものが11あったが，残り13グループはビルマ木材商，特定の職業を持たないもの，モールメ

インからの専門集団，地元住民などであった17)。

　こうした直営の木材生産に加え，1856年から政府による人工造林が試験的に開始された。今日，

熱帯地域のアグロフォレストリーの原型といわれているタウンヤ式造林である18)。さらに]L857年に

は下ビルマ一帯の施業案を策定し，政府経営の基盤を着実に築きっつあった。

　ブランディスの派遣など様々な施策が採られた背景には，1850年代前半からビルマの森林の荒廃

を憂慮する報告がインドから派遣された植物学者らによってなされていたからである。例えば，マ

クレランド(McClelland)は，1854年と]L855年にインド政府へ報告書を提出し，これが契機となっ

て森林保護をうたった政策が策定されるのであった19)。この提案の中心は，第１に全てのチークが

政府の管理下におくべきであるという点であり，第２にこれと関連して森林監督官(Superinten-

dent of Forests)がチークの選木,彫印,巻枯らしをすべきとした点である。この時点で示された，

チークの政府による一元的管理，計画的利用という見解は後の政策の方向づけたといえよう2o)。

　1857年のセポイの乱など1860年前後にインドで反乱が頻発したことによってインド財政は悪化し

た。インドの１州であったビルマは，こうした事情の影響を直接受げざるを得なかった。森林が民
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間の生産から閉鎖されて以来,絶えず不満に感じていた業者はこの機を利用して政府に圧力をかげ，

チーク材生産に再び参加させることを要求した21)。そしてついに1861年，わずか数年で政府は木材

生産の独占を断念することとなり，より大量に木材生産が可能な民間業者を伐出作業へ参加させた。

民間の操業は２つの方法で再開された22)。イラワジ川西岸の森林及びシッタン川流域のマルタバン

の森林の多くは，][2年のリースの下，民間が巻枯らしを行なう方法がとられた。他方，その他の森

林のチークは３から６年のリースの下で森林局役人が巻枯らししたものに限って業者が伐採し，伐

採木あたり一定額を支払う形で行なわれた。このように民間に木材生産を許可する一方で，政府は

チーグ材生産から完全には撤退せず,限られた範囲であったが政府直営のチーク材生産を続行した。

また独占的な生産を行なっていた期間に成立した政府競売は，その後1942年まで続いた。伐採権の

発給などの諸法規を通じて間接的にチーク材生産に従事する民間業者を規制する生産方式は，1850

年半ば以前の森林経営形態と類似しているが，直営生産を同時に行なった点が，それまでの自由放

任時代とは異なっている。

　森林経営への政府介入が増す中で，1865年に｢ビルマ森林施行法(ＢｕrｍａForrest Rules vu of

1865)｣が公布された。最低幹周のみを定めた]L840年代の規則と違って，この施行法は森林局職員

以外のものがチークを巻枯らしすることを固く禁じた。この規制から政府は生産量を把握すること

ができ，経営者として森林資源管理の実現を可能にしたのである。

　法文の構成は５章，40条からなる。第１章は前文でこの規則の目的，適用範囲，関係職員の職務

を規定している。第２章はチーク及びチークの生育している土地の取扱いや利用について規定した。

第３章は保存林に関するもので，その法的根拠，境界，保存林内の村の取扱い，制定の手続を定め，

第４章では，木材の伐採・搬出に関わる規則，河川や運河の妨害禁止，刻印の方法や制限，流送さ

れた木材の取扱い，漂着した木材に関する規定が述べられている。最後の第５章は，こうした規則

に違反したときの罰則と法的手続きを定めている23)。

　保存林が規定された点にこの法規の特徴はある。当時の保存林は，木材生産など将来的に経済的

利用に供与するため取り置くことが望まれた森林を指し，保存林に指定されない森林ぱ来区分林と

して区別した。保存林内では焼畑をはじめ，あらゆる行為を許可なく行なうことが禁じられ，違反

すると第５章に定められた罰金や禁固刑が適用された。条文の構成から植民地政府が天然林からの

採取を重視していたのは明らかである。育成林業と関連する規則は第2, 3, 5の各章の該当する

項で取り上げられているに過ぎない。

　天然林採取を重視する姿勢を裏付けるもう一つの事実として，人工造林が1860年代から実施され

ていたにもかかわらず実験の域を出ず大きな成果を上げていなかったことが指摘できる。前述した

ように当初，焼畑農民に造林労働を担わせるタウンヤ式造林で遂行されていたが，体系だったもの

ではなかった。このため，しばしば植林した時点が見失われがちであった。

　1869年にこの法規は｢1865年ビルマ森林法(ＢｕrｍａForest Act Ⅶof 1865)｣へ格上げされる。

ところがこれには不十分な点があると早くから指摘され，改訂の要求がなされた。具体的には保存

林の規定に関してであったが，｢この法律は(政府の規制力という点から)，多少なりとも私的な権
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利を犠牲にしてまで厳しく保留すべき森林と，不法な作業が実施されないように監督するだけの緩

い規割下に置くべき森林とを全く区別していない。またさらに，余りにも曖昧に守られている（種

々の主体の）様々な権利をどの様にして調査し，決定するかという手続きについても何等決められ

ていない上に，そのような権利の下で行なわれることがらを規制する法的権力も（政府に）与えら

れていない。端的にいえば，その法は，森林の扱いに関して，（政府が完全に管理下におくか，除

外するかの）両極端であった。私的な森林や共同体の権利の利害については一言もふれていない。

木材に対する課税に払実際には行なわれていても，法的正当性が与えられていない。私的な森林

と混じりあっていて，常時盗伐の危機にさらされている政府の森林の保護に対して払全く規定さ

れていない。このほかの細かい点て払不十分な点が指摘できる」24）。

　実際にこの改正要求が受げ入れられるまで相当時間がかかり，1881年，ついに新しい「1881年森

林法（ＡｃtXK of 1881）」が制定された。 1865年森林法を改善すべく制定されたものであったが，

実効力に乏しい而もあった。しかしながらこの法の下に，地域別に次々と施行法が(local rules)

が制定された。こうした施行法の乱立は森林行政にだげでなく，周囲の住民にも混乱をもたらすほ

どであった。後述するが，この時上ビルマに適用すべく「1887年上ビルマ森林施行細目（the Up-

per Burma Forest Regulation, No. V[ of 1887）」も制定されている25）。「1881年森林法」はその後

1887, 1890, 1891,1902年と部分的な修正が繰り返されたが，保存林の設置や木材生産重視といっ

た基本的な政策はそのまま受げ継がれた。

　この間,「木材生産に関する法律（Ａｃt No. xm of 1873）」が1873年に制定された26）。これは,1865

年森林法で木材に対する課税が必ずしも明確に規定されていないとの意見が示されたことから，政

府の徴税に法的正当性を与える目的で追加された。木材の税額と流送方法等について定めた。

　こうした法的諸規制は当初チークのみ適用されたが，1873年以降はティッカ(thitka, Pentacme

blノぼｍａｎｉｃａ）とティッカド(thitkado,Ced�α励回）にもその適用範囲が広げられた。この二つの

木材は，輸出用の茶箱や家具に利用されたもので，1876年にはさらに12種が加えられた27）。こうい

った樹種の用途は民間業者が徐々に開拓していったものであるが，市場が確立すると政府は保存樹

に指定し徴税対象としていった。

　以上のように，1850年代後半からの一連の施策によって，政府は伐出作業の管理を中心とした森

林経営の実現を目指すこととなったのであるが，こうした施策が展開した背景には木材市場の形成

・拡大があったことはいうまでもない。先に述べたように，木材生産量の増加は主として鉄道建設

と関連した需要の伸びによった。 1856年以降の木材生産量をみると1856年度には2.4万トンであっ

たのが1860年3.5万トン，1866年4.6万トン，1870年7.2万トン，1876年10.4万トソ，1880年5。2万ト

ソ，そして上ビルマ合併直前の1884年度には144,000トンに達している（年度は４月から翌３月ま

で）。特に］L870年代後半からチーク材市場は着実に拡大した28）。

　市場の成長とともにヨーロッパ系業者を中心として民間は下ビルマだげでなく，上ビルマでもビ

ルマ王から伐採権を取得し木材生産に従事しはじめた。上ビルマでのチーク材生産の有力な事例と

してBombay Burmah Trading Corporation Limited (以下ＢＢＴＣ）を挙げることができるが，そ
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れ以外にも複数の外国系業者の活動が開始され，本格化する。

　いわゆるイギリス系５犬業者の創立も1850年代から70年代に集中している。　５社の中で最も早く

生産に参入したのは，ゴルデンバーグ(Goldenberg)である。][853年に彼は上ビルマのミンドン王

から伐採権を取得した。 1860年にダーウッド(Ｄａｒｗｏｏｄ)が加わり，1870年にさらにマッグレガー

(MacGregor)が加わった。1885年にはこの３人でマッグレガー社(MacGregor & Co)を設立する。

続いて，1858－ 9年頃に,ＢＢＴＣの前身に当たるボンベイのウォレス社(Wallace & Company)が

インドのＧ][P (Great India Peninsula Railway)鉄道から1,500トンのビルマ産チーク材を受注し，

これを機に][864年にＢＢＴＣが創設された。そしてさらに1870年にはスチール兄弟社(Steel

Brothers Inc.)が創設され，1878年にはモールダインでフォーカー(Ｆｏｕｃａr)社が設立された。フ

ィンドレー(Findlay)社は1860年代半ばにモールッインで製材業を開始したものの，]L878年に銀行

の倒産によって廃業に追い込まれるがすぐに再建し，やがて木材生産に進出した。こうして，1942

年まで生産の重要な担い手となる犬手５社が19世紀の後半には出揃った。

　相次ぐ民間企業の設立や生産量の増大にみられるように，第１次英緬戦争以降徐々に成長しつつ

あったチーク材市場は政府の関心をチーク材生産に向けさせ，直営生産に踏み切らせた。制度も整

備され始め，政府の森林経営への積極的関与という点に自由放任政策を標榜した第１期との違いを

見いだせるのである。

第２節　1886－1909年　上ビルマ合併以降

　第３次英緬戦争に敗れたビルマ王は国外に追放され，これによって，それまで王有であった上ビ

ルマの森林はそのまま植民地政府の管理するところとなった。これ以後，上ビルマの森林を対象と

した伐採権の発給も一括して植民地政府が行なった。このように森林の管理主体が植民地政府のみ

となり，商業伐採も政府と民間の２主体を中心として実施される体制が出来ることによって必然的

に森林経営における植民地政府の権限が強化された。

　新たに領土となった上ビルマヘの法的規制は1887年からである。｢1881年森林法｣を基本とした

法規が適用された。それには｢保存林の設定と権利の決定方法が規定されており，この一部は1898

年に細部についていくらか手直しされた。一方，所有権と利用者(property-rightsand user)に関

する部分では，焼畑移動耕作に対していかなる権利も認めず，政府の要求によって排除可能である

と明記され｣，政府の権限がより明確になっている点に特徴がある。この制度は1890年にシャン州

にも適用されることとなった29)。

　しかし植民地政府によって次々と法的規制が公布され，木材生産の管理が強化されて払依然と

して民間企業の活動を実際に規制するのは困難であった。下ビルマのみならず，かつて王朝のあっ

た上ビルマの森林も民間業者による無計画の木材生産が行なわれていたため既に荒廃を来してい

た。例えばルビーマイン県(ＲｕdｙMines District)では，シュウェリの森(Shweliforest)がその

立地から，長い間アヴァやマンダレーなどの王都建設に木材を供給してきたが，ダーウッド社の伐

採が開始されてから｢過剰に開発され｣森林は劣化したという3o)。こうした報告に植民地政府は次
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第４章　1910 － 1942年：拡大造林による積極的育成林業

　第３次英緬戦争の結果，植民地政府が管理する森林面積は拡大された。しかし，それまで政府の

中心的産地であった下ビルマの森林のチーク材は減少していた。こうした事態の中，人工造林に関

する議論が盛んになった。

　第１次大戦前の人工造林が体系だったものではなかったために植栽培を往々にして見失うことが

あったことは既に述べたが，19世紀末からタウンヤ式造林に対して批判的な意見が聞かれた。この

ため1906年にタウンヤ式造林による植林が一次中断される。しかし1910年に開催された第１回ビル

マ森林会議において，トゥループ（Ｔｒｏｕp）が集中的に人工造林による更新を実施すること，すな

わちタウンヤ式造林の再開を提案したのを契機に再び実施の是非について議論されるようになっ

た。当時の論調は，択伐とは別に，天然林の除伐により漸次齢級構成を調整する方法を中心とした

経営を支持するものが主流であったので，トゥループが提案した方法はタラワディー地域にのみ試

行されることとなった。こうして1912年度および1913年度に実施されるのであるが，1914年にこの

方法による造林の実績が認められた。ところが第１次世界大戦勃発にともない再び中断せざるを得

なかった。

　本格的に政府が育成林業段階にはいったのは戦後の混乱が収拾した］［918年以降である。翌年，人

工造林計画がタラワディー地域で開始された。対象地域の森林を６区分し，各区分を20年で植栽し，

最終的に120年で造林を完了するものである。　１次及び２次の造林予定区分以外の４区画は40年回

帰で択伐が行なわれた。また造林区画で採用されるべき方法は，より安価で成功率の高いと評価さ

れたタウンヤ式が最善であると判断された31）。

　植林面積は，］L870年代には累計1.2万ヘクタール（約３万エーカー）にしか過ぎず，1906年まで

の約35年間にやっと倍増しおよそ2.4万ヘクタール（６万エーカー）に達した。年間わずか352 ha

の増加である。ところが，1918年に再開してからわずか８年後の1924年までに，その倍の約4.6万

ヘクタール（11.6万エーカー），年間増加面積約2,800ヘクタールと急速に拡大した。その後は著し

い増加がみられず1940年には5.5万ヘクタール（約江9万エーカー），年間増加面積は約605 haであ

った。この理由として，政府の職員不足，1930年代から激しさを増した民族運動の影響などが考え

られる。しかし第1次世界大戦直後の人工造林面積の急激な伸張は政府の態度変化を反映したもの

である。

　一方，保存林面積の推移を一瞥すると，1870年に開始されたときわずか120 km2 （3万エーカー）

前後であったのが，1899年には約4.4万km2 (1.7万平方マイル），1920年には約8.2万km2（3万平

方マイル）とほぼ20年おきに倍増した。その後保存林面積に大きな変化はみられず,1930年には約8.

8万km2 (3.3万平方マイル），全森林面積の約３％で落ちついた。つまり保存林の設置は1920年代

までにほぼ完了し，経営面積がこの時期までにほぼ確定したと考えられる。このように保存林面積
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の割合が低く，このほかに約24.4万km2 (9.4万平方マイル）もの広大な森林が来区分林として存

在したことは注目に価する。来区分林とは，経済的価値が高く政府の直接管理下に置くべき保存林

と違って，チーク材などの優良材を含まないといった理由から当面開発対象とはならない森林の総

称であった。広大な来区分林が存在したのは，ビルマの森林総面積が広いことも一つの理由である

が，一方で人工造林が既に開始されている事実からも察することが出来るように奥地の利用を阻害

する要因が存在しそれらの森林が伐採対象とならなかったためであろう。後にも触れるがその要因

とは地形などビルマの自然条件ならびに当時の技術水準であった。つまりビルマの急峻な山地では

機械の導入や林道の付設など近代的な技術の適用を困難にしており，森林はあっても接近が容易な

森林は少なかったのである。

　また保存林に対する施薬計画実施面積の割合から，政府の経営が拡充されていった様子が観察さ

れる。施薬計画の内容は択伐，除伐，人工更新など地域にょって様々であったが，保存林面積のう

ちこれらの施薬計画が策定されている森林面積は，］［920年には2.9万km2（約1.1万平方マイル），

1930年には5.9万km2（約2.2万平方マイル）と，保存林総面積の約69％という高い割合を占めた。

1940年はさらにその面積を拡大し, 7.5万km2（約2.9万平方マイル），保存林面積の83.5％に相当

する地域に施薬計画が作成された。

　第１次世界大戦後のこの時期の林業政策には２つの特徴がみられた。まず保存林面積，施薬計画

策定面積の拡大に象徴されるような，政府の管理・経営の強化である。また，天然林からの採取が

行なわれると同時に，人工更新にょる拡大造林が展開される点てある。

　木材生産の管理が進んだ背景には,木材生産の拡大とそれに件う利用可能な森林の荒廃があった。

第１次世界大戦以降も木材の生産量は着実に増加し，1873年から徐々にチーク材以外の木材や森林

副産物が開発対象となり木材市場はますます活況を呈していた。チーク材だけを見ても1885年には

12万トン弱であったチーク材生産は，］1921年には59.8万トンとピークに達し，1939年の生産量は約

40万トンであった32）。この一方で，リースの契約条件に反した過剰な開発から森林荒廃や資源の管

理に対する政府の関心はますます高まった。

　奥地に森林がありながら拡大造林が展開された背景には，先に述べたように利用可能な範囲が限

られていたためである。それらの地域の森林が劣化し，実質的な森林減少を経験していたためであ

る。利用可能な範囲はビルマの自然条件と技術にょって規定された。地形が山がちで急峻であると

いう物理的制約やチークが天然林では10から］L2％という低い構成率でしか分布せず，また伐倒され

たチーク材が河川の増水を利用して搬出されるなどの理由から技術の近代化には限界があった。こ

ういった条件下で最も効率的な伐出方法は象や水牛によるものであり，近代的な機械の導入，林道

やオランダ政府統治下のジャヮでみられたょうな森林鉄道の付設等が阻害された。また，象使いな

ど特殊技能を持った専門家が重要な役割を演じ，誰もが伐出に携われるわけではなかった。こうし

た自然条件と技術の下では利用可能な範囲が制限され，森林あれど利用はできずといった事態が生

じ，接近が容易で既に森林が消失あるいは劣化した地域での拡大造林を促す要因となった。

　自然条件と技術の問題は，天然林の伐採方法をも規定していた。つまり天然林経営が皆伐による
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一斉伐採に転じず依然として択伐による採取を軸に生産が行なわれざるを得なかったのは以上のよ

うな制約が存在したためであった。このことは大型機械の導入，林道の開設など急激な速度で展開

される今日の熱帯地域でみられる伐採とは対照をなす。比較的ゆっくりとした速度で森林の荒廃が

進行するのに応じて当時森林管理を司った植民地政府はその対策を講じることが可能であった。と

りわけビルマでは早くも1850年代から林業教育を受けた役人が林野行政に携わっており，森林資源

管理が実施される環境が整えられていた。

　1942年に日本がビルマに侵攻し，第２次世界大戦が開始されるまで，植民地政府の森林経営の基

本的な姿勢は変わらなかった。すなわち，植民地政府が森林の管理・経営をし，1902年改正の「森

林法」とそれに基づく諸政策に従って民間業者の木材生産活動を統制した。そこでは生産，輸出の

実質的担い手として民間業者は育林にはまったく従事せず，採取林業を行なうだけであった。一方

植民地政府は，保存林でのブランディス式択伐システムによる伐採およびタウンヤ式造林をその経

営の中心とし，伸びる木材需要に安定かつ持続的に木材を供給することを目指した。

おわ引こ：小括

　以上，19世紀初頭から第２次世界大戦までの植民地期ビルマの林野制度の展開を見てきた。それ

を整理すると図３のようになる。ここでは森林利用主体の変遷と各時期の特徴について述べ，イギ

リスによる植民地化以降の林業政策の変化を辿ったが，イギリスのビルマにおける林業政策の拡充

は，木材生産の拡大と平行して進められたものであった。その内容は民間と政府の森林資源，なか

んずくチーク材の生産に対する競合を反映したものであった。一方で木材生産や輸出の担い手であ

る民間業者が採取林業に従事し，他方で政府が森林資源の管理，経営権を握ったが，それは英緬戦

争を通じて政府の管理下におく森林を順次拡大させながら，政府が伐採権の発給，禁伐木の指定，

チークの選木・険尺・巻枯らしなど生産に直接関係する重要な作業を実施することを通して実現さ

れた。

　イギリス植民地支配の下でみられた林業政策は，政府規制の緩い，民間の過剰開発を容認してい

た「自由放任」の時期から，植民地政府の介入が強まるなかで択伐システムの開発・普及・各種規

制により伐出作業の管理の強化が見られた時期，そしてさらに天然林からの採取林業だけでなく，

植民地政府が主導して人工更新による拡大造林を主軸とした育成林業が並行して実施される時期へ

と展開したといえよう。これからも明らかなように，ビルマの林業政策は，ある一つの特徴的画期

によって区分されるものではなく，新たな経営思想や経営要素が添加されたという特徴を持つ。

　ビルマでは自然条件や技術的制約から利用可能な森林が限られており，近接した地域の森林の荒

廃が実質的な森林資源の消失を意味した。今日の熱帯林破壊の要因とその因果関係を理論づけよう

とした多くの研究で指摘されている事柄はすでに当時のビルマの森林劣化要因として認められ

る33）。つまり，商業用木材への需要や地場の林産物・焼材需要，さらに食糧増産のための農地拡

大といった農業部門からの圧力などが一般的な要因として挙げられるが，ここで対象としたビルマ
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年 森林管理 利用主体と形態 主な林業政策

1752

1824-26

王有化宣言

アラカン，テナセリム→英領

三
一
三→民 チーク独占

自
由
放
任

1826-28

1829 －

1841

1847

1852-53 ペグー→英領

英直

　英→民
　‾‾て‾

４フィート・15％

6フィート・１伐５植

森林局

伐
出
管
理

政
府
経
営
確
立

1856

1857

1861

1865

1869

1873

1873

1876

1881

1885-86 上ビルマ→英領

英直“
¬

　　英→民

ブランディス

下ビルマ施薬案

森林規則

森林法

木材生産法

指定樹木２種追加

指定樹木12種追加

法改正

1887

1902

上ビルマ施行法

法改正

拡
大
造林

1910

1918

1942 撤退

第１回ビルマ森林会議

タウンヤ本格化

注：利用主体と形態にある，王→民は王朝と民間業者とのリース契約，英→民は植民地政

　　府と民間業者とのリース契約，英直は植民地政府の直営生産をそれぞれ示す。

　　　　　　　　　　　　　　　図３　林野行政の変化

で強く働いていた要因は，インド及びイギリスなど諸外国からの需要であり，これが国内の木材生

産，すなわち伐採に大きな影響を及ぼしていたのである。商業用木材の需要は大小の民間業者によ

って充当されていたが，利潤極大化を目的とする民間業者を，植民地政府が限られた人数で完全に

統制することは困難であった。またここでは検討しなかったが森林の劣化要因とそれらの因果関係

との関連で統げるならば，人口の増加に伴う森林の農地など他地目への転換といった圧力の増大が

もう一つの要因として挙げられる。今日のように農業部門内の技術革新等で食糧増産を達成するの

ではなく，当時は外延的に農地を拡大する方向で問題の解決が図られた。このことは森林面積の縮

小をいっそう促進したと考えられる。

　以上の分析を通して，植民地期ビルマでは木材市場の成長を背景に，森林をめぐる民間と政府の

競合，さらに技術的制約からもたらされる森林利用への種々の制限が林野行政および林業政策の形

成と成立に大きな影響を及ぼしたことを確認した。
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　しかし，まだ多くの点で立ち入った分析が充分になされておらず，残された課題も多い。今後，

第２次世界大戦以降の林業の分析も必要であり，さらに研究を進めなくてはならないのはいうまで

もない。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Summary

　　By dividing the colonial times into three periods, it was observed that the forest policy

in Burma under the British Rule had changd. This reflects the change in the way they in-

tended to achieve their objective, which was to sustain the supply of timber for running

their　colonies,especially　］［ndia.

　　The first period,1826　to　1855, is charactrized by its relatively loose　control on teak

timber fellingand extraction。It may be calledａ“Laissez Faire”policy, while the resource

was abundant and the Government had comparatively littleinterest in forest management。

　　The second period, which is from 1856 to 1909, is ａ period when the Forest Department

started to take direct control of teak felling。The growth of the teak timber market, and

later other species markets, as well as deforestation was one of the causes of this Depart-

ment's change in attitude。They aimed to sustain the supply by controling the amount of

timber extracted。

　　The last period is from 1910 to 1942. During this period the Department started to enfor-

ce regeneration through the application of‘taungya'。This was because, in spite of their ef-

forts, forest degradation ｃｏｎtinｕed。Onthe other hand the market stillgrew.

　　The factors which caused the above mentioned process were the growing demand in the

timber market, especially the external demand for teak timber, and the limitation of accessi-

ble forests due to the topographic conditions and technical restraints.These factors had an

important influence on the develpment of forest policy in Colonial Burma。

79


