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Summary

１。課題および方法
インド亜大陸の森林は，1960年代以降開発とともに急激に森林が減少した東南アジア島嶼部と
は異なり，人口増およびそれに伴う居住区域の拡大にかかわる長い歴史の中で次第に劣化してき
た。しかし近年は，ヒマチャルプラデーシュマーディヤプラデーシュラージャスタンなど北
部諸州における造林の進展を背景に漸増に転じ，食糧農業機構（Ｆｏｏｄ
tion,以下ＦＡＯ）による］L990年世界森林資源アセスメント(Forest
ＦＲＡ）における6373万ヘクタール（21.4％）が,

FRA

and Agriculture Organiza‑
Resources Assessment, 以下

2000では6411万ヘクタール（21.6％）と

なっている。また人工林1面積でみると，インドは中国の4508万ヘクタールに次ぐ3258万ヘクター
ルを有しており，人工林率は日本の44.4％を上回り50.8％に連している（ＦＡ０

2001）。

インドにおける植林の歴史は,植民地期のティーク造林にさかのぼることができる。独立後1960
年代になると，林産物に対する国内需要と供給能力の差はさらに顕著になり，用材その他の加工
用原木を供給するための造林が推進された。さらに1979年に開始した第６次５ヵ年計画では，世
帯やコミュニティレペルでの需要を満たすための社会林業，すなわち林地外植林にも拡大し，世
銀や米国際開発庁，スウェーデン国際開発庁などの援助のもと，半乾燥地を中心にさまざまなプ
ロジェクトが実施された。こうした動きの中で，とくに西ベンガル州南部におけるコミュニティ
を担い手とするパイロットプロジェクトの成功は連邦政府の関心をよび，1990年の共同森林管理
(JointForest Management,

以下JFM)を推奨する政府回覧につながっていった(Vira

1995）。

インドの林政史や森林経営史については，本文で頻繁に引用するように，インド人研究者によ
る幾多の業績があり，依拠できる資料が限られている以上，すでに論点は出尽くした感がある。
日本では吉住（2002）が，林地の国有化を前提とし森林局を頂点とする林野行政機構の裏付けと
なっている思想，すなわち「林学(scientific

forestry)」を住民に対する抑圧の装置として批判的

にとらえ，その対極に地域住民による入会的林野管理を「森林文化」として位置づけている。一
方長峯(1998,

1999,2002）は，とくにＪＦＭに焦点を当て，独立以降その導入にいたるまでの森

林政策の変化と,

JFMをめぐる制度上の問題について整理している。

本稿はこれらの業績をふまえた上で，近年世界的な流行となっているコミュニティ林業の先鞭
となったインドについて，いかなる背景のもとでＪＦＭが導入されたのか，その過程を，他の熱帯
諸国との比較という視点も交えつつ改めて概観しようというものである。その際，森林管理をめ

１ＦＡＯは楠林地を森林プランテーションと表し,

FRA

2000ではゴム林もその範噴に含めている。
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インドにおける林地の剔出およびその役割の変化（増田他）
ぐる政府か住民かという二元論的なとらえ方，および一方の立場に依拠した分析視角は避け，ど
のようにしてインドという広大かつ多様な土地および森林に対する固定的な支配が実現したのか，
換言するとどのようにして林地として切りとられた空間が剔出されたのかという点を基軸に，ま
ず中央政府における政策の変化を整理する。
しかし法と実態は必ずしも一致しない。多くの発展途上国においては，林地が名目的な上地区
分にすぎず，林地と森林との乖離が，依然として続く森林の減少・劣化という問題の背景をなし
ている。また亜大陸という表現が示すように，インドには乾湿度気候帯からみると湿潤から沙漠
まで，また温度気候帯は熱帯から温帯までが含まれ，さらに低地からヒマラヤ高山帯までの高度
差を有している。そこで今後の課題である，東南アジア各地における参加型森林管理との比較を
考慮に入れ，湿潤熱帯に含まれるインド西南端のケララ州を事例にとりあげることとした。そし
て中央における施策がどのように州法に反映され，実施にいたったのかをみることによって，本
来一次資料によってしか明らかにしえない実態に少しでも接近しようと試みるものである。また
併せて，20世紀以降熱帯林業にとって規範となっていったインド林業そのものの特質も考察して
みたい。

２．植民地期における林野制度の確立

2.1.植民地化以前の森林
植民地化以前のインドにおける林野制度および森林資源の変化については，王制下における特
定の樹種に対する禁伐制の存在，森林に対する野生ソウ保護区や狩猟場の指定，慣習法上の保護
などが報告されている(Gadgil

1992 ； Jha 1994）。しかしこれらの情報は断片的なものにすぎず，

ヒンドゥー法についても，王朝の盛衰や外部からもちこまれるさまざまな規範や価値観に影響さ
れ，必ずしも一貫性を伴っていなかった。むしろ植民地貌治下における家族法や財産法などの立
法化の際，ヒンドゥー法が相対化され，個別に反映あるいは捨象されていく中で，却って体系化
がすすんだとされる(Rama

Jois 2001）。

ここでは森の一部を「神の住まい（ｄｅｖ‑ａｒａｎｙａ）」とみなし，保全してきたヒンドゥー文化の特
徴について指摘するにとどめたい(Upadhyay

2002）。こうした「聖なる森(sacred

総称される森林と文化や宗教の結びつきは，後述するケララ州の事例にもみられるように，新た
な熱帯林保全の枠組みを剔出する際のひとつの手がかりとして注目されるようになっている。
もっともその際，森そのものが総体として信仰の対象となっているのか，それとも森の中にあ
る特定の要素なのかという相違には留意する必要がある。森と信仰のかかわりとしてよく知られ
ているものに，日本の南西諸島における御嶽信仰があるが，実際に訪れてみると，御願所のおか
れている場所は泉や洞窟，巨岩など非凡な自然物の近くであることが多い。森はむしろ，そうし
た自然物の霊性を高める場として機能しており，開発の進行とともに周縁の森から順次消滅して
いったことは岡谷（1987）のエッセイからも読みとれる。ガーナにおける「聖なる森」について
も同様に，祖先の墓地や泉などの信仰対象を守り，かつ外部からのアクセスを阻むバッファーと
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grove)」と
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して周囲の森も保全されてきたと考えられる（庄子・増田2002）。
いずれにせよ，人口およびそれに伴う農耕の拡大にしたがい，インドの森林は次第に後退する
とともに，歴代王朝の奢侈を支えるための伐採が続いた。さらに16世紀に成立したムガル帝国下
で都市化が進行し，林産物の生産および流通規模も次第に拡大していった(Jha

1994）。

２。２．植民地化の過程と森林
インドにおける植民地支配体制は，大きく東インド会社期とインド政庁期にわけることができ
る。イギリス東インド会社は，1600年に東方貿易の独占に関する特許状を授けられ，沿岸部に商
館を建設していった。相前後してオランダは1602年に連合東インド会社を設立し，東インドネシ
アに侵出。香料貿易の独占をめぐりスペイン・ポルトガルを交えた争いが展開した。フランスで
はこうした動きに遅れ，1664年に東インド会社を設立し，インド東海岸に地歩を固めようとする
が，18世紀になると先行していたイギリスとの間で戦闘が頻発。

1763年のパリ条約締結により，

インドにおけるイギリスの優位が確定し，フランスは商館を通じた交易活動に限定されることに
なった。
当時，ムガル帝国は衰退の兆しをみせ，各地の地方勢力の間で内戦が生じていた。

18世紀後半

になると帝国は瓦解し，デリー周辺の一王国として辛うじて存続していたにすぎなかった。ペン
ガル地方には複数の勢力が割拠し，ネパールの南にはアワド，デカン高原にハイデラバード，そ
の南にはマイソールといった有力な王国が出現した。本橋で扱うケララには，18世紀初頭多数の
領主がいたが，現在のケララ州南部は，カリカット，コーチンおよびトラヴァンコールの３王国
に吸収されていった。北部のマラバール王国は18世紀後半，インド洋側に拠点をもとめたマイソ
ールに征服された(Chandra

2001）。

一方，沿岸部交易拠点の確保のために，ボンペイ島やマドラス，北サールカール沿岸を領土と
して獲得していたイギリスは，18世紀後半になると内陸部の土地や資源の支配に転じ，1757年の
プラッシーの戦いを経て併合したベンガルおよびビハールを皮切りに，1799年に終結した第４次
マイソール戦争により，インド南部における地歩を固めた。また1826年，52年および86年の三次
にわたる戦争でビルマ（現ミャンマー）を併合し，1935年に独立運動の弱体化をねらってビルマ
を切り離すまで，ビルマはインド植民地の一部をなしたiibid.)。
インドにおけるイギリスの版図は，ベンガル併合からちょうど１世紀後の1856年におけるアフ
ドの制圧により完成する。しかし同時に，イギリス支配に対する僻積した不満は翌年，東インド
会社傭兵の叛乱を端緒にたちまち北インド一帯に広がった。このインド暴動は４ヶ月後，イギリ
ス軍のデリー奪還とともに鎮圧されるが，本国においてインド統治の再編を促し，1858年，東イ
ンド会社の廃止とともにイギリス本国による直接統治がはじまった。そして19世紀を通じて世界
に拡大していったイギリス植民地の中でも，インドはインド帝国(Indian

Empire)として，コモ

ンウェルスを構成する自治領（Ｄｏｍｉｎｉｏｎ）およびその他の植民地（ｃｏｌｏｎy）とならぶ地位を獲得
した。本国においては，それぞれインド省(India
び植民省(Colonial

Office)の管轄下におかれた(Simnet
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Office),自治領省（Ｄｏｍｉｎｉｏｎs Office),およ
1944）2。

インドにおける林地の創出およびその役割の変化（増田他）
東インド会社時代の征服や同盟による領土拡張方針は，残された伝統的統治機構の保護へと転
じた。その結果1858年当時，今日のパキスタン，インド，およびバングラデシュ３国を含む面積
のうち，約62％が英領インドとして併合され，残り38％は藩王国(princely
る土候国(native

state)をはじめとす

state)として残存した。東インド会社時代に併合された地域は当初，相対的に

自治権の強いベンガル,マドラス,およびボンペイの諸州(presidency),およびその他の県（prｏｖｉｎｃｅ）
に分割された（Ｒｏy

2000）。

1861年に制定されたインド参事会法（Ｔｈｅ

Indian

Council Ａｃt）は，総督（Ｇｏｖｅｒｎｏｒ
General)

および参事会とともに地方にも立法権を付与し，その後の改正を経て，議会制が形成されていっ
た。さらに1935年に成立したインド統治法（Ｔｈｅ

Government

of India Ａｃt）は当初，①英領イ

ンドおよび藩王国からなるインド連邦の剔出，②中央における二院制の導入，および③地方にお
ける自治政府の導入をめざすものであった。これらのうち連邦制および二院制は，藩王国の連邦
加入が実現せず構想のままに終わったが，地方への権限委譲は進展し，議院内閣制が整っていっ
た（稲1993）。
以上が，英国統治圈の拡大にかかわる概略であるが，インドに限らず，植民地期林野制度の確
立は，資源の分布様態が契機となっている。その実現の過程においては，統治のあり方だけでな
く土地制度一般とも密接な関係を有している。前者についてはこれまで概観したとおりであるが，
後者については，次のような特徴を有している。
人口が希薄で土地生産性も低かった東南アジアの熱帯雨林帯と異なり，インド平野部における
定着農耕は，東インド会社時代すでに多くの余剰をもたらし，不労所得に依存する多重的な階層
を形成していた。東インド会社がそのような地主層と結んだザミーンダール（ｚａｍｉｎｄａｒ）とよば
れる地税徴収契約は，本国による統治がはじまったのちも守旧勢力を温存することになった。一
方南インドの内陸半乾燥地では，自作農を土地所有者と規定し，政府と土地所有者が直接地税徴
収契約を結ぶライヤットワーリー（ｒａｉｙａtｗａｎあるいは乃･otwari)制が導入されるようになり，農
地に対する個人の排他的権利およびその区画が確定していった（杉本1999,水島2001）。
インドにおける林野制度は，インドネシアと同様，当時もっとも重要な森林資源であったティ
ーク（Ｔｅｃtｏｎａ
ｇｒａｎｄｉｓ）の伐採と，それにともなう資源の枯渇を契機としている。ティークは大
航海期に造船用材として伐採され，造船所のあった西海岸のゴアやマラバールに運ばれた。また
鉄道建設とともに，客車や貨車に用いられるようになった。主な産地は，ビルマ，マラバール（現
在のケララ州北部）,中央諸県(Central

pｒｏｖｉｎｃｅs）3およびボンベイ（現ムンバイ）であった(Trotter

1929）。後述するように，森林に対する植民地政府の支配は英領インドの統治機構が整ってのち，
林地の囲い込みというかたちではじまり,農地と林地のはざまに残された土地は,荒蕪地（ｗａstｅｌａｎｄ）
あるいは未区分地(unclassed

land)とされた。

一方，1947年の独立直前でさえ，まだ面積で５分の２，人口にしておよそ５分の１から４分の

２植民省から分かれて自治領省が創設されたのは，1925年になってからである。
３マデャプラデーシュからマハラーシュトゥラ州にかけてのインド中央部。
−５−
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1が間接続治のもとにあった点にも留意しておく必要がある。さらにかつて商館のおかれていた
ポルトガル領のゴアやフランス領ポンディシェリーなども沿岸部に残存し，1962年になってよう
やく連邦領に編入された。これらの地域は，独立以降もしばらくは憲法において独自の地位を与
えられており，段階的に旧直轄領と同等の位置づけにかわっていく。したがってインドにおける
制度といった場合，中央レヴェルにおける法規や政策と同時に，こうした個々の地域における歴
史的背景の相違もみる必要がある。
間接続治下にあった地域は，異なる民族，政治，文化的背景をもち，全土に散在する大小600余
りの国(state)を構成していた。そこには1931年センサスで人口1444万人を擁していたハイデラ
バード，656万人のマイソール,510万人のトラヴァンコールといった大規模な藩王国だけでなく，
少数民族居住区域も含まれ,最小のカティアワールにいたると面積O｡3平方マイル,人口わずか200
人に満たなかった。これらの藩王国を統治していたラージプラムク(Rajpramukh)と総称される
支配層は，独立後も州知事相当の地位を保証され，最終的に王制を払拭するには1971年の王制廃
止法(Princely

Derecognition Ａｃt）を待たねばならなかった（Ｒｏｂｉｎsｏｎ
1989）。並行して，各

地に残存するザミーンダールあるいはそれに類する土地制度に対しては，農地改革が敢行される
こととなった。

2｡3.1878年インド森林法の制定
インド政府による直接統治が開始された当初，農地のように徴税対象とはなりえない土地，す
なわち林野の帰属をめぐって，バーデンーパウェル（Ｂ.Ｈ.Ｂａｄｅｎ‑Ｐｏｗel）は政府による完全な支
配を主張し，ドイツ人植物学者であり，タウンヤ法の普及で知られるブランディス(D.

Brandis)

は,慣習法の尊重という立場に立脚した。両者はいずれも森林局長官を務めたが，のちにＧｕhaを
はじめとするインド人研究者によって，前者の立場は併合派(Annexationist

School），後者は民

衆派(Populist

2002）。ブランディ

School）とよばれるようになった(Bryant

1997, Upadhyay

スはインドにおける林野行政機構の設立に尽力し，1864年の初代長官(Inspector

General)任命

に伴い，インド森林局が発足した［Jha］1.994)。
ブランディスやバーデンーパウェルののち,森林局長官をつとめたリッペントロップ(B.

Ribbentrop)

は，英国による征服以前から村落連合は共有地（ｃｏｍｍｏｎ property)を有しており，連年耕作が
なされていた土地に対しては個人の占有権が確立していたと述べている。しかし村落どうしの間
に横たわる無主地は支配者すなわち王のものとみなされ,その王が英国に征服されることにより，
自動的に無主地は英国王に帰属した。そのような森林が残存する一方，人口和密な平野部では，
無主地はすでに消滅していた（1900）。
1865年に制定された最初の森林法はバーデンーパウェルの主張に沿っていたが,さまざまな既存
の権利を排除してまで囲い込むべき森林と，森林に対する破壊的行為さえ防止すればよい森林と
の区別がなされず，既存の権利関係の調査や利害の調整のための手続きも定められなかった。そ
れにもかかわらず，林地は順次指定されていったが，森林官の間でも取り上げるか何もしないか
の二者択一しかないと批判された（活

｢｡）。
−6−
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そこで慣習上の林野利用については,それを権利ではなく取り消すことのできる恩典(privilege)
とみなし,容認するという折衷案が採用され,1878年に改めてインド森林法が制定された(Bryant
1997）。1865年森林法によりすでに確定した国有林に関しては,それぞれの地方政府の判断のもと，
新たな範躊に振り分け直すこととした。すなわち異議申し立ての受付ののち境界線の確定する国
有林(reserved

forest)と，より手続きの簡便な保安林(protected

forest)という２つである。

前者においては，既存の権利は調整を経た上で消滅するのに対し，後者では記録はされるが調整
は必要ないものとされた。またさらに迂遠な手段として，林地内通行や新たな権利の設定から共
有林を守ることを目的として，村落林(village

forest)という範躊も設けられた。しかしその手

続きとして，まず当該区域を国有林に組み込むこととしたため，人々の疑惑を生み，結局空文化
してしまった(Ribbentrop

1900）。しかしこの点については，当時森林法がどの程度人々の間に

周知していたのかという疑問が残る。自らの収入にはつながらない村落林の創出に対して消極的
だったのはむしろ森林局の側であり，森林局が然るべき先導を担わなかった結果としての空文化
ではないかとも考えられる。
1878年森林法は，マドラス，ビルマ，パンジャーブのハザラ地区，アジュメール4，クーグ5，ベ
ラール6，およびバルキスクンを除く，全英領インドに適用された。ビルマに問しては，州弁務官
(Chief Commissioner)が第４章に不満をもち，1881年，独自にビルマ森林法（Ｂｕｒｍａ

Forest

Ａｃt）を制定した。同様にマドラス州でも，78年森林法の起草時に，マドラスでは荒蕪地やジャン
グルにも住民の権利はおよび，森林法の意図する林地の確定はマドラスでは達成できないとして
反対し，独自の法案を提出した。しかしそれは参事会で否決され，ブランディスが調整に当たっ
た。その結果インド森林法に倣い，さらに完成されたかたちで1882年にマドラス森林法(Madras
Forest Ａｃt）が制定され，翌年施行されることとなった。その他の地域でも，1886年にベラール
森林法(Berar

Forest Ｌａｗ）およびバルキスタン森林規定(Baluchistan

Forest Regulation)

が制定された（ibid，）。
衷］Lの数値について，いつの時点のものか著者は記していないが，文中に「現在」とあること
から，1899年頃のものと恩われる。

1889/90年の国有林面積が56,000平方マイル（約1450万ヘクタ

ール），保安林面積が30,000平方マイル（約777万ha）であったのにくらべ，10年後には保安林面
積は却って滅少していることがわかる。それは一旦簡便な保安林に指定した上で，順次リザーヴ
ヘとよみかえていった結果によるものと恩われる。その結果，直轄領の8.6％が当時すでに国有林
に指定され，中でも中央諸県およびベラールでは20％を超えていた。
この点に関しリッベントロップは，ペンガルでは私有権との分離が注意深くなされ，人々に対
しもっとも寛容であった中央諸県でも，問題なく国有林を切り離すことができたとしている。人
目希薄なアッサムおよびクーグでは利害調整の必要は生じず，ボンベイでも森林法の意図すると

４現ラージャスタン州西北部。
５現カルナータカ州南西部。

‑

６現マハラーシュトゥラ州東部。
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筑大演報第19号2003

インドにおける林地の創出およびその役割の変化(増田他)
ころは周知しており,森林官を新たに雇い入れて林地確定の任に当たらせた。しかし北西諸県(Ｎｏｒth
‑Western provinces),アワドおよびパンジャーブについては，十分な調査および調整がなされた
のかという疑問を呈している。ビルマでも初期の手続きはずさんであり，1874年から75年にかけ
て確定した563平方マイル(約15万ヘクタール)のリザーヴでは人々が焼畑に従事し，何ら対策は
講じられなかったと述べている(ibid.)。

2｡4.1894年森林政策における森林の役割
インドにおいては現在までに３回森林政策が公布され，それぞれの時期における森林政策の基
本方針を定めている。1894年の森林政策に関する決議(Ｒｅsolｕtｉｏｎ)7は,独立後の1952年および1988
年に公布された国家森林政策(National

Forest ＰＯｌｉｃｙ)に対し，旧森林政策(０１ｄForest Ｐｏｌｉｃy)

とよばれている。その中で当時の農業財務局(Department

of Revenue

and

Agriculture)は，

森林は政府の財産であり，それぞれの実態に応じた取り扱いをする必要があるとした。以下，旧
森林政策の掲げる森林に関する４つの範晴と，それぞれについて旧森林政策の中で行われている
説明の概要を記したい。

(1)気候および土壌環境保全のための森林
主として山地斜面に分布する森林。そこでは下流域の保全を目的として，植生の保護・育
成を優先させる。
(2)商業的木材生産のための森林
ティークやサール(Ｓｈｏｒｅａ

ｒobｔtｓtａ)8などの材を供給する森林。国家に利益をもたらす商業

伐採とともに，地元住民による自給用の建築用小径木，燃料材，緑肥や飼料，垣根に用いる
有刺低木，食用林産物の採集や放牧も認められる。しかし前者の面積が過大評価されてきた
きらいがあり，歳入および地域住民のどちらの利益を優先するかは慎重に見極める必要があ
る。
(3)森林副産物生産のための森林
経済的価値の乏しい材しか産出できない森林。地元住民の燃料や飼料供給，家畜放牧に供
することができるが，その際には草や樹木を破壊しないための配慮が必要とされる。
(4)放牧のための森林
ここでいう森林とは名目的なものであり，実態は放牧地である。しかし森林法を根拠とし，
リザーヴを宣言することによって土地を国有化する簡便さの故に，それが無秩序に無流木地
にまで適用され，このような範躊の国有林が生じた。

7

S. Upadhyay

and

ｖ.

Upadhyay

（2002）， Ｆｏｒｅｓt

laｗｓ，

ｗildlife

いる原文に依拠している。
８インドではティークに次ぐ重要な樹種で，硬く耐久性にすぐれており，鉄道枕木などに利用された。

−９−

laｗｓ,
ａｎｄ tｈｅ
ｅ竹垣ｒｏｎｍｅｎtの巻末に掲載されて
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Jha（1994）はこの旧森林政策に対し，環境や教育だけでなく，人工造林や林産業など，森林資
源に基盤をおく産業の積極的育成に対する言及もみられないといった批判を加えている。しかし
前者に関しては現代ならともかく，19世紀という時代的制約においては無理な注文というべきで
あろう。
むしろ，全17パラグラフの大半を上記４範躊ごとにみた地元住民と森林との関わりのあり方に
ついての議論に割き，焼畑のような森林植生に対する破壊的行為を除き，基本的に国有林からの
自給用林産物採集や家畜の放牧を認め，同時に森林局が住民と森林との関係を損なってまで自ら
の歳入追求に走ることをいさめている点は注目に植する。最後のパラグラフでとりあげているコ
ンセッションについても同様に，その濫用の危険性を指摘し，期間を10年に限るなどしてコンセ
ッション保有者の統制を強める必要性を説いている。
こうした点からは，森林法が直接には適用されない間接統治額はもとより，直轄領においても
地域住民を完全に森林から排除できたわけではないことが看取できる。また中央政府と地方政府
の関係についても，所有と経営の分離のもたらす問題が垣間見える。すなわち，森林が国有であ
るのに対し，管轄権を有するのは地方政府の方であり，後者は必ずしも中央で描くような森林経
営を実現していたわけではないことが窺える。
1894年森林政策が，利潤追求を抑制する方針を示しているのに対し，実態の方はかならずしも
それにしたがわなかった。植林など森林蓄積の改良に向けた投資を怠り，一方的な採集を続けた
結果，1870年代から1920年代にかけて森林局は，恒常的に歳入の30〜45％を占める余剰を生み続
けていた（表２）。これらの収入源となったのは，木材や燃料材だけでなく，非木材林産物や飼料
の採集に課すロイヤルティによる収入も増加した(Stebbing

1926）。その点も論拠にして，のち

の研究者は，植民地期における「林学」の導入は，単に森林局による自らの利益追求という結果
をもたらしたにすぎない，という批判を展開したのである(Gadgi11992）。
一方林産物貿易をみると，1922年度の輸出額128百万ルピーのうち，ティークがその大半を占め
る木材は6.5%を占めるにすぎなかった(Stebbing

192 6）。しかしそれは決して木材生産が低調で

あったことを意味するものではなく，インドに限らず，当時はまだ体積や重量に比して価格の低
かった木材は，遠隔地貿易に向けた商品とはなりえなかったことをあらわしている。伐採された
ティークやサールは，もっぱら国内で用いられていたのである。
1922年の輸出額においてもっとも多い72.5％を占めていたのはシェラック9であり，残りもミロ
バラン1o，天然ゴム，ビャクダン（Ｓａｎtalｕｍ

albｕｍ）などの非木材林産物であった（ibid，）。こ

れらが，1894年森林政策の掲げる「商業的木材生産のための森林」から産出されていたのか，そ
れとも「森林副産物生産のための森林」からか，あるいは林地外かは今のところ明らかにできな
い。さらに広大なインドのどの地域が産していたのか，国内で消費されていた非木材林産物には
どのようなものがあったのかなどはすべて，今後の課題である。

９ラックカイガラムシ分泌物の精製品。
chehｕlaをあらわすものと思われる。

‑

1oタンニンを産したＴｅｒｍｉｎａｌｉａ
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インドにおける林地の創出およびその役割の変化（増田他）

表２

森林局の収入および支出（1869〜1924）
Unit:

surplus

fiscal year

Revenue

Rs

Percentage

Average

Period of

1,000

Surplus

Expenditure

of

to gross

revenue

1869‑73

5,630

3,933

1,697

30.1

1874‑78

6,660

4,577

2,084

31.3

1879‑83

8,817

5,610

3,208

36.4

1884‑88

11,668

7,427

4,241

36.3

1889‑93

15,949

8,603

7,346

46.1

1894‑98

17,716

9,796

7,920

44.7

1899‑03

19,658

11,269

8,389

42.7

1904‑08

25.703

14,106

11,597

45.1

1909‑13

29,600

16,373

13,227

44.7

1914‑18

37,135

21,115

16,020

43.1

1919‑23

55,170

36,710

18,460

33.5

Source: Ｅ. p. Stebbing(1926)，Ｔｈｅ
Ｆｏｒｅｓtｓ
of Ｉｎｄｉａ,
Vol.3.
それに対し,1919年から23年11にかけて輸入した林産物は木材のみであった。そのうち製材原木
輸入は当該期間において著しく減少しているのに対し，枕木輸入が増加している。木材の輸出入
を比較すると，重量および価額ともに，輸入の方が多いときで輸出を２倍上回っており，インド
全体でみると，当時すでに木材資源が不足していたことがわかる(ibid.)。

2｡5.1927年インド森林法の概要
1927年に制定された法律第16号12は，]L878年森林法やその後の修正を整理し，ひとつにまとめた
ものであり，基本的に1878年森林法を踏襲している(Singh
このインド森林法(Indian

1986, Upadhyay

& Upadhyay

2002)。

Forest Ａｃt)は，部分的修正を経つつ，今日も適用されている。

1927年森林法の構成は，まず語句の定義などについて述べた導入部に続き，第２章で国有林
(reserved forest)の確定手続きを定め,次にその管理形態として第３章に村落林(village

forest)

をあげている。また国有林以外の境界線確定手続きを伴う範躊として,第４章で保安林(protected
forest)を定め，以上を政府の管轄する森林としている。次に第５章で政府の管轄外にある森林の
取り扱いについて述べている。第６章からは林産物に対する課税，河川や陸路など林産物輸送経
路およびその中途にある貯木場の管理,放送の際に漂流あるいは打ち上げられた材木の取り扱い，

11輸出が年度であるのに対し，輸入は年で示されている。

lisheｒｓ,

(ed.),ＴｈｅＫａｒｎａtａｋａ
Ｔｈｅ

foｒｅｓt
ｍａｎｕal，2000に掲載されている原文，およびCommercial

Ｉｎｄｉａｎ
Ｆｏｒｅｓt
Ａｃt,１９２７,2002にある注釈に依拠している。

‑

12 S. Puliani
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と続く。第９章は罰則を定め，さらに家畜の国有林内通過，森林官(forest

officer)の権限，お

よび補則について述べ，第13章の雑則で締めくくられる全86条からなっている。たとえば河川流
送に関する多岐にわたる取り決め，国有林を通過する家畜に対する罰金の筆頭にソウがあがって
いるなど，条項の表題を見渡すだけでも，インドの地域的特質が色濃く反映されていることが伺
える。
ところで,19世紀から20世紀にかけて英領植民地に適用された森林法は,いずれもreserved

forest

（あるいはforestreserve)を確定する手続き，およびそのようにして囲い込まれた林地の取り扱
いを骨子としている。このreserved

forest は恒久林や保留林と訳出されることが多いが，各国に

おける現状を比較すると，所有に関しては国有や州有などの相違がみられ，管理主体や植生，利
用実態もまた多様である。それらの相違を包括したreserveの訳を考えると,土地利用区分上の林
地とするしかない。しかしインドでは，他方で境界線の確定していない森林に対してforest

land

という表現が用いられ，さらに後述するように私有林も存在していたため，本稿ではそれらを区
別する上で,

reserved forest を国有林, forest land を森林地と表すことにしたい。また，それが

林地を表すのか森林植生をあらわすのか不明であるという理由から，「森林」という用語は極力避
けることとした。
以下，現行の条文にしたがい，それぞれの管理形態について概要を紹介したい。

国有林(reserved

forest)

林地の確定手続きについて述べた第２章は，第３条から27条までの条項で成りたっている。そ
の概略を述べると，まず州政府は林地としての候補地を官報に公示するとともに，以後の手続き
を扱う担当官(Forest

Settlement Officer)を任命する。その時点で当該候補地に対する新たな

権利の設定や行使は停止し，担当官の定めた期間中に異議が表明されなければ，あるいは申し立
てが却下されれば，州政府が官報において公告する区域および日付を以て，当該区域は林地とし
て確定することになる。
一方，異議申し立てについて定める条項の中で，第10条は候補地で移動耕作が行われている場
合を扱っている。そこでは，移動耕作は州政府の統制や制限，あるいは禁止に従うべき恩恵とし
て位置づけられ，担当官は当該地域で焼畑をおこなうこと自体の妥当性を既存の法規などに照ら
して検討し，州政府に対して意見を述べる。移動耕作が認められた場合は，その実行に必要な箇
所を候補地から除外するか，あるいはその箇所の境界線を別途確定した上で，一定の条件ととも
に焼畑を認める，としており，基本的に移動耕作と林地の共存は想定していない。
第11条は，当該区域における通行権，放牧権，あるいは林産物や河川に対する権利以外の権利
が申し立てられた場合について，同様に当該区域を除外するか，異議申し立て者に権利の放棄を
受け入れさせるか，あるいは1894年土地収用法（Ｌａｎｄ

Acquisition Ａｃt）にもとづき別途収用の

手続きに入るという，三様の対応をあげている。また第12条で，林産物採集や放牧の権利につい

‑

ては，担当官はその行使の承認あるいは拒絶にかかわる命令を発することとしている。
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村落林(village

forest)

第３章の村落林については，第28条ひとつが設けられているにすぎない。その第1項では，州政
府はすでに林地が確定した区域に対し，政府の権限を村社会(village

ｃｏｍｍｕnitｙ）に委譲，ある

いはそれを無効にすることができ，そのような委譲がなされた国有林を村落林と称する，として
いる。第２項は，村落林は当該林地から木材その他の林産物生産や放牧をおこなうことができる
かわりに保護と改良の義務を負い，政府はこうした村落林の管理を統制するための規約を設ける
ことができるとする。また最後の第３項では，森林法が国有林について定めることはすべて，村
落林にも適用されるとしている。

保安林(protected

forest)

保安林に関する第４章は，第29条から34条で構成されている。まず第29条は，第２章で定める
国有林以外の，政府の財産である，あるいは所有者としての諸権利を有する森林地(forest
あるいは荒蕪地(waste

land)

land)に対し，官報における公告により，以下の条項を宣言することが

でき，それを保安林と称するとしている。第30条によるとその宣言とは，特定の樹木あるいは樹
木等級の保全や，特定区域に対する一定期間の立入禁止，あるいは採石や製炭，林産物採集，耕
作や放牧といった活動を禁止することを意味する。また第32条では，州政府はこうした活動に対
する規則を定めたり，ライセンスを発行したりできると定め，第33条では罰則を適用しうる活動
をあげている。

政府の財産ではない森林および土地
第５章は上記の森林や土地に対する州政府の統制について，第35条で自然災害の防止，土壌保
全，水源涵養，交通通信網の保護，公衆衛生の維持を目的とする限り，森林伐開，放牧，および
火入れを官報における公告により禁ずることができると定めている。また上記の目的に沿った活
動を，州政府予算でおこなうことも可能である。これらの公告や活動をおこなう際には，土地所
有者に対して予め周知し，州政府の任命する担当官は，異議があるかどうかを確認しなければな
らない。
しかし第２章にあるような異議申し立てに対する特定の手続きは定められず，政府の規定や禁
止に従わない場合は，森林法の定めるより強硬な手段を講じるか，あるいは土地収用法を適用す
ることになる。しかし政府がこのような森林や土地を経営することにより，何らかの純益が生じ
た場合は，それは土地所有者に帰属する。また第38条は，逆に土地所有者の方から，森林経営を
政府に委譲することもできるとしている。

すでに述べたように村落林の規定は，1878年森林法制定当時，無主地とみなされた森林を国有
林へと組み入れていくのと同時に，国有林の外にある共有地に分布する森林に対しても何らかの
統制をおよぽそうとして導入されたものである。そして実態としては機能しなかったにもかかわ
らず，1927年森林法にも引き継がれていった。その後，専門教育を受けた森林官というテクノク
ー13−
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ラートによる集中管理から住民参加による分散管理へと政策が変化したとき，この村落林にかか
わる28条は，当初の意図とは異なり，逆に国有林を地域社会に解放するための根拠となった。そ
の結果，1980年代以降の大幅な政策転換にもかかわらず，1927年森林法は今日まで存続できたの
である。

３．独立以降の森林政策
3.1.憲法，連邦法と州法
インドの諸制度，とくに法規をみるとき，憲法および連邦法と州法との関係という視点は欠か
せない。インド憲法は，植民地末期のインド統治に関する基本法であった1935年インド統治法の
構成を継承し，全395条により構成され，世界でも有数の長さをもつといわれている。その内容は
統治にかかわる詳細におよび，それゆえに実態の変化にともない，1950年に施行された翌年から
度重なる改正が加えられてきた。この憲法において行政に関わる連邦および州の所轄が定められ，
それにしたがって両者は機能を分担し合っているが，司法権については，米国などと異なり単一
の司法制度をとっているため，インドの連邦制は中央集権的連邦制として区別されることもある
（考志1992）。
以下に，制定当初の条文（衆議院法制局，ｄ此1955）と，1990年第67次改正時の条文（孝志
1992）とを比較し，植民地期における統治形態の相違がどのように統一されていったのか，また，
こと森林に関し連邦と州はどのような関係にあるのかをみていきたい。
施行当初の憲法は，第１編に連邦およびその領域を定め，第１条はインドの領域を，①第１附
則Ａ，Ｂ，およびＣ編に規定する諸州の領域，②Ｄ編に規定する領域，そして③将来取得される
べきその他の領域からなるとしている。このＡ編にはマドラスやベンガルなどの旧直轄領，およ
び1935年インド統治法によりそれらの州に含まれた領域，Ｂ編はハイデラバード，ジャンムーカシ
ミール，マディヤバラート，マイソール，バティアラおよび東パンジャーブ州連合，ラージャス
タン，サウラシトラ，現在はケララ州に含まれているトラヴァンコールーコーチン，およびヴィン
ディヤープラデーシュの旧藩王国，Ｃ編はデリーなどの旧弁務長官州，Ｄ編にはアンダマンおよび
ニコバール諸島が一覧としてあげられている。これら植民地期における統治形態の相違を反映し
た区分は,王侯のもつ特権の払拭および州の再編を中心としてなされた1956年第７次改正により，
第１附則で定められる①諸州および②連邦領，そして③将来取得されるべきその他の領域へと改
められた。
旧藩王国に対しては,連邦への参加を促すために,制定当初は第238条ひとつからなる第７編（第
1附則Ｂ編に規定する州）を設け，第１附則Ａ編の州に関して定めた第６編に対し，「知事」を「ラ
ージプラムク」と読みかえ，その権益を保障した。また第19編（雑則）で，ラージプラムクとは，
①ハイデラバード州にあってはニザーム,②ジャンムーカシミール州およびマイソール州にあって
はマーハラージャ，および③Ｂ編のその他の州にあっては大統領がラージプラムクと認めたもの
とした。すなわち，旧藩王国統治者は独立後も引き続きその地位を保ち，その特権にかかわる特
−14−
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別な規定が条文の随所に設けられることとなった。
たとえば第291条（藩王国統治者の私財）では，憲法施行以前の協約や協定によって保証されて
いた手当は，引き続き手元金（Ｐriｖｙ Purses)として支給し，第361条では，在位中は刑事訴追を
免れるなど，大統領および知事と同等の保護を受けるものとした。また第362条は川日藩王統治者
の個人的権利，特権，および尊厳に関して与えられる保証には，適切な考慮がなされなければな
らないと述べている。こうしたラージプラムクにかかわる諸規定は，1971年の第26次憲法改正お
よび王制廃止法の施行とともに廃棄され，インド諸州の統治形態は平準化されていった。
中央と州はそれぞれ議会と政府をもち，第11編は連邦と州の管轄権を，①国会が排他的立法権
を有する事項，②州の立法府が州の全部あるいは一部に対して排他的立法権を有する事項，およ
び③国会と州の立法府いずれもが立法権を有する事項，の３つに区分している。その一覧が第７
附則であり，第１表は連邦管轄事項，第２表は州管轄事項，第３表には共通管轄事項が一覧とな
っている。制定当時，土地の地中または地上権および処分，森林，および野生生物保護に関して
は州管轄事項とされていた。すなわち林地は国有であっても，その管理経営方針は州が決定する。
しかし1976年の第42次改正により，第４編（国家政策の指導原則）第48条（農業および牧畜業の
組織化）の次に第48A条が追加され，「国は，環境の保護，改善ならびに国内の森林および野生動
物の保護に努めなければならない」とした。それとともに，森林はそれまでの州管轄事項から，
共通管轄事項に移ることとなった（長峯2002）。
ケララ州の事例で扱う私有林については，第３編（基本的人権）における私有財産にかかわる
条項が関係してくる。インド憲法は，州法が憲法との整合性を保ちつつ，それぞれの州において
植民地期に経営された地主制を解体し，農地改革関連法を推進できるよう，1951年第１次改正に
おいて憲法第31A条（資産の収用等を規定する法律の適用除外）を挿入した（孝志1992）。その
第１項（ａ）は，国による資産またはそれに含まれる権利の収用等に対し,憲法の定める他の権利に
抵触するという理由でそれを無効とみなしてはならない，としている。
さらに1979年第44次改正で財産に対する権利を保障した第31条が削除され,第31A条に次の〔

〕

内の字句が追加された。すなわち，「資産(estate)とは（略），次に掲げるものを含むものとする。
ジェギィア，イナム，ムアフィまたはその他のこれに類する特権，〔ならびにタミルナードゥ州お
よびケララ州におけるジェンマムの権利〕」（ibid。）。このジェンマムについては後述するが，こう
した憲法上の動きと連動して，州政府による森林の扱いもまた変化していくことになる。

3｡2.1952年国家森林政策における森林の役割
1947年の独立，続く1950年の憲法制定を経て，1952年に食糧農業省(Ministry
Agriculture)の公布した農業決議(Resolution

of Food

Ａｇｒicｕltｕｒｅ）13の中で，独立したのちの国家森林

政策が述べられている。下記に概略を示すように，その背景として，森林に対する６つの国のニ
ーズがあげられている。

13 L. K.

Jha， Indiがｓ

Ｆｏｒｅｓt
Ｐｏｌｉｃｉｅｓ:
ａｎａｌｙｓiｓ
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筑大演報第19号2003
(1)

調和のとれた土地利用システムの開発

(2)

山地や河川，海岸，および乾燥地における土壌流出や浸食，砂丘移動の防止

(3)

人々の福利(welトbeing)促進

(4)

飼料，農業用小径木，および燃料材供給の拡大

(5)

国防，運輸および産業用の木材およびその桂林産物供給

(6)

上記ニーズの充足と両立した歳入の最大化

次に，これらのニーズを満たすものとして，森林をその機能にしたがい，①保護林(protection
forest),②国のための森林(national

forest),③村落林(village

forest),および④樹林地(tree

‑land)の４つに分類している。このように，森林の４区分にしたがい説明を加えていく展開は，
1894年の旧森林政策と類似しているが，以下に述べるようにそれぞれの内容は，環境保全か生産
かという目的，地元か国かという受益者の範囲，さらに境界線の確定した林地か，あるいは林地
外かという森林の立地にかかわる指標を組み合わせた，相互により整合性のとれたものとなって
いる。
1927年森林法における保安林(protected

forest)の規定は，むしろ公共目的を後ろ盾にした，

政府による簡便かつ強硬な林地獲得手段として位置づけられる。しかしこの1952年森林政策で規
定される保護林(protection

forest)は，今日一般に用いられる概念に近く，｢自然的，気候的見

地から保存，あるいは創造すべき森林｣との説明を加えている。
次の②は，国有林とは意味が異なり，国全体の目的，すなわち｢国防，運輸，産業，およびそ
の他の公共の重要性をともなう諸目的の需要を満たすために維持管理される森林｣のために供さ
れる森林をあらわし，所有形態の如何は問わない。一方村落林については，｢牛糞を(燃料ではな
く)堆肥に回せるよう，燃料材を供給し，農業手段としての小径本やその他の地場需要に向けた
林産物を産出し，家畜放牧の場を提供するために維持される森林｣としている。また，｢通常の森
林経営の範囲から外れていても，国の自然的条件の改善に不可欠な区域｣を樹林地と称している。
さらに，1927年森林法に定める森林の４区分と，これら機能上の４区分は相互に関連性をもたな
いと言い添えている。
こうした導入部のパラグラフに続き，それぞれの区分にしたがったより詳細な説明が展開され
るが，その中で特筆すべきことのひとつに，維持・造成すべき森林面積の目標を明記している点
があげられる。「森林面積の比率｣と題する第19パラグラフでは，森林として維持すべき面積は地
域によって異なると前置きしつつ，インド全体としては３分の１を目標値としてあげている。ま
た，土壌浸食のおそれの高いヒマラヤ山系やデカン高原などの山地では60％，平野部では20％を
目安としている。
一方1927年森林法は，字句の部分的修正がなされただけで，今日まで効力を有している。独立
後に加えられた主な変更としては,まず植民地期の総督(Ｇｏｖｅｍｏｒ

General)やイギリス王(Ｃｒｏｗｎ)

および県(ｐｒｏｖｉｎｃｅ)は，それぞれ政府および州政府に置きかえられた。また1956年の州再編にか
かわる第7次憲法改正とともに，第１条第２項および第３項は，それぞれ｢本法は，1956年11月1
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日直前までＢ編の州にあげられていた領土を除く，全インドにおよぶ｣，｢本法は，1956年11月１
日直前までビハール，ボンペイ，クーグ，デリー，マーディヤプラデーシュオリッサ，パンジ
ャーブ，ウッタルプラデーシュおよび西ベンガルの領土に適用される。しかしいかなる州政府
も，官報で公告することにより，その州の全域，あるいは本法がおよびながら施行されていない
州の一部に対して，本法に効力をもたせることができる14｣と置きかえられた。
制定当初の憲法は，インド統治法を引き継いで，州立法府が当該州の領域に対して排他的立法
権を有する事項のひとつに森林をあげたため,植民地期のマドラス森林法やビルマ森林法に続き，
1953年ラージャスタン森林法(Raiasthan
Ａｃt)，]L961年ケララ森林法(Kerala

Forest Ａｃt)，1955年ミーソラム森林法(Mizoram

Forest Ａｃt)，][963年カルナータカ州15森林法(Karnataka

Forest Ａｃt)，1967年アーンドラプラデーシュ森林法(Andhｒａ
マチャルプラデーシュ森林法(Himachal

Nadu

Pradesh

Forest Act),1968年ヒ

Pradesh Forest Ａｃt)およびナーガランド森林法(Nagaland

Forest Act),1972年オリッサ森林法(Olissa
林地確定法(Arunachal

Forest

Forest Ａｃt)，1975年にアルナチャルプラデーシュ

Pradesh Forest Reserve Act),1982年タミルナードゥ16森林法(Tamil

Forest Act),また1983年にはハリヤナ森林開発法(Haryana

Forest Development

Ａｃt)

が制定された(Ｌａｗ Publishers 2002)。

3｡3.森林をめぐる対立
人口大国のインドにおいて，一定の比率を森林として維持していくには，当然さまざまな利害
の対立を調整し克服していかなければならない。考えうるあまたのステイクホルダーや，それぞ
れの森林に対する異なる利害のうち，ここでは森林局および地域住民の２者に注目し,とくに1927
年森林法および1952年森林政策を手がかりに概観したい。
植民地化とともにはじまったインドにおける近代的土地所有制度および権利を確立する過程は，
他の発展途上国と同様，植民地政府によって発動されたが，単一の目的およびイニシアティヴの
もとでなされたわけではなかった。すなわち，一方は地税収入を目的とし，税務局によって私有
農地として区画され，他方は林産物生産にともなう歳入を目的とし，森林局によって国有林とし
て確定されていった。しかし移動耕作や放牧，自給用林産物採集は，そもそも成文化や定量化と
いった明示性を要求する近代化にはなじまず，かつ歳入の期待できる存在でもなかった。その結
果，これらの活動はどちらの側からも擁護されず，農地と林地のはざまの上地は荒蕪地として，
また地域住民の活動は恩典として暫定的な位置づけのままおかれてきた。
一方，林野の国有化に際して適用された法的根拠が,
による収用権(eminent

Singh (1986)がいみじくも指摘した国家

ｄｏｍａｉｎ)の発動である。実際に森林法における林地の境界確定手続きに

おいても，異議申し立てに対処しきれなかった次の段階として，土地収用法への引き渡しが条項
14この条項により施行を宣言された地域には，クーグ，デリー，ポンディシェリー，ゴアなどがある(Upadhyay
Upadhyay

2002)。

15旧マイソール州。

‑

16旧マドラス州。
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に用意されていた。したがってその限りにおいても，森林法およびそれに依拠するインドの林野
行政は，ＮＧＯをはじめとする厳しい批判にさらされることとなった。また2.3で述べたように，
初期の林地確定手続きのあり方の一部に対しては，森林局長官を務めたリッペントロップも疑義
を呈している。次に問われるべき，林地確定の目的であったはずの公益性が，その後の森林経営
の中で発揮されたのかについても，表２に示す森林局の収支状況がひとつの手がかりを与えてい
る。
それでもなお，19世紀のうちに確定した8

90/や，その後さらに拡大した国有林について，その

境界線確定手続きが妥当になされたのかどうかを改めて問うことは，すでに１世紀を経た歴史的
事象の検証となってしまい，また個別に実証すべき課題でもあり，本稿ではそれを論ずることは
能わないということをここでは断っておきたい。ただ，国有化によって住民は森林から排除され
てしまったのかという問いは，逆にいえば，排除できるような林野管理体制がととのっていたの
かという問いかけにもなる。そしてそのような管理体制の確立は，対立を超えた次の段階として
導入されたJFM,すなわち一定の秩序にもとづく林野解放の過程にもまた必要とされるのである。
さらに収用権の発動は,共有地などを強制的に国有林に組み込むというかたちで作用する一方，
独立以降も憲法が収用権の発動を認めたことによって，遺制としてあった地主制を解体し，農地
改革を推進することを可能にした点にも留意しなければならない。その適用の対象となったもの
のひとつに，後述するケララ州における大土地所有者の地所に含まれる森林があった。
私有林の存在はケララ州に限ったものではなく，1952年森林政策の中の「私有林の統制」と題
する第18パラグラフは，「私有林(private

forest)の所有権は個人に帰属する」と断りつつ，し

かし私権が無差別に行使されることに対しては，何らかの統制が必要であるとしている。その統
制の主体は当時州政府にあったため，個々の州法に委ねることになったが，全体の共通認識とし
て，以下の３点をあげている。

（1）私有林の所有者にはまず，承認された施業計画にもとづいて森林経営をおこなう機会が与え
られる
（2）目先の利益を追求するような反抗的所有者についてのみ，その森林の経営は法的手続きによ
り政府に帰属する
（3）しかしながらそのような「既得林(vested

forest)」における所有権は影響を被らず，権限の

委譲は経営にのみ関係し，そこからもたらされる純益は，もしそれがあったなら，所有者に
生ずる

私有林の所有者とは具体的にどのような人々なのか，という点について，国家森林政策は単に
「個人」としかふれていないが，利潤追求を目的とする私権の行使が森林破壊を生みだし，国益
を損ねかねないことへの懸念，および政府による統制の必要性を強調していることから，当時，

‑

実際にそのような可能性が存在していたものと推察できる。
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3.4.1980年森林保全法による伐採の制限
1976年に森林が連邦と州の共通管轄事項となったのち，1980年法律第69号，すなわち森林（保
全）法(Forest

(conservation)

Act,以下森林保全法）が制定され，ジャンムーカシミールをの

ぞく全インドに適用されることとなった。
これは86条からなるインド森林法にくらべ，全５条とたいへん短く，第１条は，上記の通称，
適用範囲および施行日を定めている。第２条では，「州における現行法の規定するところにかかわ
らず，予め中央政府の承認をえた場合を除き，いかなる州政府あるいはその他の権威も，以下の
指示を発してはならない」として，①国有林(reserved
および②森林地(forest

forest)あるいはその一部の取り消し，

land）あるいはその一部の非森林目的（ｎｏｎ‑foｒｅst purpose)をともな

う利用を禁じた。さらに1988年の改正法により，③森林地あるいはその一部の非政府機関・個人
へのリース，および④植林(re/afforestation)を目的とした森林地あるいはその一部に生育する
天然木の伐開の禁止が挿入された。同改正法はまた，②の非森林目的として，茶，コーヒー，香
辛料，ゴム，ヤシ類，油糧作物，園芸作物，医療植物の栽培，およびその他の植林以外の目的を
説明文にあげている。
第３条は，第２条に述べる国有林の取り消しや非森林目的利用にかかわる申請が州政府から中
央政府になされた場合に備え，諮問委員会を設置することとしている。

1988年の改正ではさらに，

第３ＡおよびＢ条として，この法に抵触した場合の措置を，それぞれ個人および政府機関に分け
て定めている。第４条は，中央政府は官報における公示により，本法に関連する規定を設けるこ
とができるとし,それを受けて1981年に,より詳細な森林保全規定(Forest

(Conservation)

Rules)

が制定された。
ジャンムーカシミールについては，1987年にジャンムーカシミール森林法（Ｊａｍｍｕ
Forest Ａｃt）が,また1990年に1980年森林保全法に準拠して森林保全法(Forest
が制定された(Upadhyay

&

Upadhyay

and Kashmir

Conservation Ａｃt）

2002）。

この森林保全法制定および改正法の施行にともない，インドにおける天然林の伐採は事実上禁
止され，林産物生産は人工林においてのみおこなわれることとなった。また拡大造林も禁止され
たため，植林の余地は荒蕪地あるいは未区分地など，まだ林地に組み込まれず，かつ天然林の分
布しない土地に限定されることとなった。

3｡5.1988年国家森林政策と共同森林管理
1978年にジャカルタで開催された第８回世界林業会議が,｢人々のための森林(Forest

for People)｣

を統一テーマに掲げたように，熱帯林の伐採が盛んになるにつれ，森林の内外に住む人々の存在
も無視できないものとなった。インドにおいては，逼迫する木材供給を改善すべく，1970年代に
は林地外における。−カリなどの早成樹種の植林が行われるようになり，1976年の全国農業委員
会(National

Commission

on Agricuture, ＮＣＡ)報告は，より一層の林地保全と同時に，工業

原料を供給するための生産林業と自給用林産物供給のための社会林業の2つを提唱した(長峯2002)。
このＮＣＡ報告にある社会林業は,林地外における植林を意味していたが,同時に国有林の解放に
−19−
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向けた圧力も高まっていった。
林業会議と同じ1978年にインドでは，フォード財団の援助により，「農村開発のためのコミュニ
ティ林業」第１回ワークショップが開催された。そこでは今日用いられている森林をめぐるステ
イクホルダー分析(Grimble

1994）に通じる視角が提供さている。翌年開かれた第２回ワークシ

ョップの報告書では，コミュニティ林業とは，①林地と当該地域の人々両者の発展のために，林
地を再配分し，②森林および生産過程の共同管理，すなわち森林局と村落共同体の両者が決定に
参画する契約システムであり，そして③そのために必要な社会経済開発においても共同で臨むも
のとした。またコミュニティ林業というときの対象地には，国有林内であるか外であるかを問わ
ないが，その運営に当たっては，村落パンチャーヤトをもとにした住民側組織と森林局，そして
その両者の関係を円滑にする役割を担うＮＧＯの三者が想定されていた(Tewari

& Mascarenhas

1980）。このことからもわかるように，今日のＪＦＭの原型は当時すでにできあがっており，決し
て1990年になって唐突に発表されたわけではない。
1988年に環境森林省(Ministry

of Environment

and Forests)は，1952年に続く独立後２産

目の森林政策にかかわる決議を公布した。この1988年国家森林政策の前文は，インドの森林資源
は枯渇の危機に直面しており，それは森林に対する圧力が高まる一方であるのに対し，保護の手
立ては適切ではなく，森林を収入源としてみる傾向にあることに起因しているとする。そこで現
状を再検討し，森林保全に向けた新たな戦略を構築する必要があると述べている。
第２章では９つの目的があげられており，その５番目までは環境保全にはたす森林の役割にか
かわるものである。つづいて農村や少数民族の人々，そして国家の林産物需要を満たす必要性が
述べられ，最後に女性を含む人々の広範な参加により，これらの目的を達成するとともに，森林
に対する圧力を最小化することができるとしている。
森林経営の不可欠な要素としては,既存の森林資源およびその生物多楡既を保全するとともに，
非木材林産物を含む多様な林産物の供給を通じて，少数民族をはじめとする地域の人々の生活を
安定させることであるとしている。
戦略について述べる第４章では，無立木地や林地外に対する植林，農村における社会林業の導
入，および農家林業の３つをあげ，後者については，農地への植林を促進するために，土地関連
法規の修正が必要であるとしている。また国有林については，傾斜地など脆弱な立地にある森林
に対しては一切の干渉を認めず，とくにアルナチャルプラデーシュケララおよびアンダマン・
ニコバール諸島の湿潤熱帯林は，完全に保護されるべきものとする。またこれまでの州の裁量植
を抑制し，中央政府の認可なくしては施業計画を実行できず，中央政府は州政府に対して必要な
ガイドラインを発行するとともに，州政府がそれにしたがうかどうかをモニターする。森林に対
する慣習的権利やコンセッションについては，当該森林の扶養力にかかっている。これらの保有
者は，彼らが恩恵を被っている森林の保護や開発に留意しなければならないが，少数民族や指定
カーストをはじめとする社会的弱者に関しては,それらの人々の権利は守られなければならない。
この少数民族に関しては，後段の節でまた政めてとりあげ，森林と調和したくらしの確立に向け
て森林局が協力する必要性を説いている。
一20−

インドにおける林地の創出およびその役割の変化(増田他)
全体を通じてみえてくることは，インドの森林の存在は第一義的に環境保全のためにあり，利
用に際しては社会的弱者が優先される。森林への入植は全面的に禁止され,犯罪とみなされるが，
焼畑や林内放牧のように慣習にもとづいてなされ,かつ破壊的な影響をおよぼす行為については，
それを規制するとともに代替策を講じていく。林産物関連産業は，在村の小規模なものについて
は地元に雇用を生みだすという意味において意義をみとめられるが，大規模な産業は他で原料を
代替するか，原料を輸入に見いだすこととしており，森林内外に居住する住民の福利につながら
ない限り，林産物，とくに木材生産は全面的に禁止されるにいたっている。
インド政府は，植民地期に一旦強権を発動しつつ林野を囲い込んだが，その開始と同時に住民
と森林との関係調整に苦慮することとなった。そして時代を追うごとに住民側に向けた舵取りを
おこない，1988年森林政策の段階になってプランテーションを除き，森林のもつ経済的機能，と
りわけ商品生産機能の大半を切り捨てるにいたった。それを受けて導入されたのが共同森林管理
(以下JFM)である。それは1990年に,共同森林管理に関する政府通達(Joint

Forest Management

Circular)として公布された。
ＪＦＭは，1990年の政府通連ののち，各州における決議を経て実施にいたっており，オリッサ州
や西ベンガル州ではそれに先駆けて1988年に州決議がなされた。

2002年２月現在では全30州のう

ち22州において実施され，1024万haに適用されている(長峯2002)。南インドに関しては，カル
ナータカおよびハリヤナ州では共同森林計画管理(Joint

Forest Planning and Management),

タミルナードゥ州ではインターフェイス林業(Interface

Forestry),後述するケララ州では参加

型森林管理(Participatory

Forest Management)と，異なる名称をもち，運用に際しても，そ

れぞれの州の実態を反映させている(Annamalai

n.d.)。

４．ケララ州における参加型森林管理の導入
4.1.植民地期における林野制度
ケララ州は，インド亜大陸の南西端に位置し，西をアラビア海，東を西ガート山脈に遮られて
いる。東西の幅は南端と北端で30km,中央部のもっとも広い部分でも120kmあまりにすぎないの
に対し，南北は580kmにおよぶ細長い形状をしている。降水量は，全体の平均でみると3000mm
程度あり，沿岸部のカリカット（現コージコード）では4000ｍｍ近くになるが，クミルナードゥ
やカルナータカとの州境では減少し,局地的に半乾燥地もみられる(Kerala

Gazetteers Department

1986）。
東インド会社がインドヘの進出を開始した当時のケララには，多くの地方勢力が割拠していた
が，18世紀に入るとトラヴァンコール王国が興り，周辺の小領主を征服していった。

18世紀半ば

には領土を３分割し，さらにそれを細分化して最小単位の村落にいたる中央集権的統治機構が確
立した。一方，中部にはポルトガル人を後ろ盾にしたコーチンが勢力をのばしていたが，トラヴ
ァンコールから分離したカリカットとの戦闘を経て，1761年にトラヴァンコールに一部を割譲す
る協定を締結することとなった。北部のマラバールにも同様の小領主が割拠していたが，18世紀
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後半に，内陸からインド洋側に勢力を拡張してきたマイソールに征服された。しかし1799年にマ
イソール王国がイギリスに陥落した結果，マイソールは東インド会社保護領となり，マラバール
はマドラス州に組み込まれたiibid.)。
マイソール王国当時，ティークは王の財産とみなされ，トラヴァンコールやコーチンにおいて
も同様であった。本国におけるカシ材の枯渇にともない，主として海軍の造船用材としてティー
クがマイソールから供給されるようになると，東インド会社はティークを会社の資産とみなし，
伐採における許可制を導入した。しかし保全のための手だてとしては，伐採時の径級制限などが
講じられたものの，実際には守られなかった(Ribbentrop

1900）。

こうした略奪的な天然林伐採の流れに対し，一石を投じたのがコノリー（Ｈ.Ｖ.Ｃｏｎｏｌｌｙ）であ
る。収税官としてマラバールに着任したコノリーは，自らの見解に基づき小規模の森林局を組織
し規則を設けた。さらに天然林の枯渇を看取すると，ティークの植林を命じ，1841年から試験を
開始したiibid.)。当時の植栽他の一部は，インド最古のティーク人工林として「コノリーのプロ
ット」(Conolly's Ｐｌｏt）の名を冠し，今もカリカットに注ぐ川縁に残っている。
米国における南北戦争（1861〜65年）を境に造船材は木材から鉄鋼へと変化し，造船材質要は
低下したが，並行して鉄道建設が始まり，貨車の部材や枕木だけでなく大量の燃料材を必要とし
た。そのための伐採量は造船用材の比ではなく，それを統制し，過伐を防止するために何らかの
対策を講じなければならなかった。時期を同じくして，東インド会社から英国政府へと統治者も
交替した。そのような背景のもと，1864年にブランディスがインド森林局初代長官として迎えら
れ,林班区分による資源管理と施業計画を骨子とする林業経営を導入した(Chundamannil

1993）。

ところがマドラスとさほど状況に相違のなかったボンペイをはじめとする他地域では林地の確
定作業が開始されたのに対し，マドラス州は森林法に反対した。その背景の一部をなしたのが，
西ガート山脈からニールギリ山麓に拡大していたコーヒーなどのプランテーション経営であった。
もともと少数民族が焼畑を官んでいた程度で，さしたる経済資源とはならなかった山地林が開発
のポテンシャルを有するようになると，ザミーンダールと植民地政庁に総称されていた地主層は
森林に対する慣習的領有権を主張した。州政府にとっても，多大の費用を要しながらさしたる歳
入をもたらさず，さらに維持もできないまま火入れや放牧により劣化していく国有林として囲い
込むよりも,プランテーション化に任せていた方が,より多くの税収を期待できたのである(Stebbing
1926）。
ティークを産したマラバールの南カナラ地方では，森林の帰属をめぐり，地主，農民，徴税官
および森林官四者の利害が絡んだ係争が19世紀以降80年近くににわたって続いていた。事態を重
くみた中央政府は，州政府とは独立した委員会を組織して調停に当たらせた。その結果，農民の
要求は自給用林産物採集の権利以上のものではなく，そのことを以て森林法を受け入れられない
理由とはみとめられないという判断がなされた。地主の領有権の主張に関しては，ブランディス
をして，その要求が通ればインドに国有林はほとんど残らず，ドイツやフランスの森林も私有財
産とみなされるだろう，と言わしめた。当初，地主側の主張を支持していた州税務庁（Ｂｏａｒｄ

of

Ｒｅｖｅｎｕｅ）も，森林が本当に地主のものであったなら，自らの財産に焼畑を野放しにしておくはず
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がない，と態度を変え，1881年ブランディスのマドラス派遣を直接の契機として，1882年のマド
ラス森林法制定，すなわち国有林の境界画定に向けた立法化が実現した。しかしザミーンダール
の土地における森林が，これによってすべて国有化されたわけではなかった(ibid。)。
ともあれマドラス州面積の13.9％を占める19,649平方マイル(約509万ha)の森林のうち，19世
紀末には15,862平方マイル(約411万ha)が国有林として確定した。

1899年の国有林分布図をみる

と,インド南部では，トラヴァンコールーコーチンやマイソールなど藩王国は除かれている(図１)。
その全体をマドラス管区とし，マラバール海岸からタミルナードゥ南部にかけては南部サークル
(Southern Circle),マドラスを中心として，中央部から東部にかけては中央サークル(Central
Circle),ハイデラバード王国を避けてベンガル湾にいたるまでの広大な沿岸部を北部サークル
(Ｎｏｒtheｒｎ
Circle)に区分していた。現在のケララ州については，ニランブール周辺のわずかな
森林が国有林に指定されていたにすぎなかった(Ribbentrop

1900)。

林地確定とともに施業計画が策定,あるいは準備されたのは,上記15.862平方マイルのうち16.0
％の2,536平方マイルであり，1925年にいたっても，集約的な施業計画が策定されたのは，コノリ
ーがティーク植林に着手したニランブールの127平方マイルを(約３万ヘクタール)はじめ，４カ
所にとどまった(ihid.)。
このようにマドラスは，インドにあってとくに上地制度上の問題を抱え，林野制度の確立から
みると後れをとっていた州であったが，その後，独自に林地を①州政府の収益あるいは保護のた
めの森林,および②地域社会あるいは自作農(ｒｙｏt)のための森林に区分した。この村落林は，1880
年代はじめに１ヵ所に導入されたが，森林局が何ら関与しなかったため，すぐに消滅してしまっ
た。次に試行がなされたのは1911年頃，西海岸の劣化した森林を対象としたもので，５カ村に管
理が委ねられた。しかし持続的管理の知識のないまま，村人は１年でその森林を伐採しつくして
しまった。こうした失敗を経つつも，1920年に再び村落パンチャーヤト制度(village

panchayat

system)を導入し，1923年度の終わりには，疎林しか分布しない乾燥した東部を中心に,

858平方

マイル(約22万ヘクタール)の管理をパンチャーヤトの管理に委ねた。その中には森林局による
管理よりもよい結果をもたらしたものも認められた(Stebbing

1926)。

その大半が湿潤気候帯に位置するケララの領域においては，すでに述べたようにマラバール地
区のニランブールおよびニールギリ周辺でのみ，ずさんな伐採許可制を廃止し，施業計画にもと
づいた森林管理が導入されていた。コーチンでは，森林ではなくティークやシクン，コクタンな
どの有用樹を政府が所有し，伐採許可制をとっていたが，過伐を防ぐことはできなかった。そこ
でコーチンでも1905年にマドラス森林法に沿ってコーチン森林法(Ｃｏｃｈｉｎ Forest Ａｃt)を制定し，
1907年にはドイツ人技師を招聘してチャラクディに森林鉄道を敷設した。

1908年には州下の森林

を３つの林班(range)に分け，さらに小林班に区分するようになった。しかし施業計画は1921年
になって一部の地域に適用されたにすぎず，1940年代になると食糧増産のため森林が大規模に開
墾された(Kerala

Gazeteers Department

1989)。

トラヴァンコールでも同様に，ティークはもともと王の財産であり，それを政府が引き継いだ。
しかし伐採許可制をとりつつ何ら監視システムは設けられず，森林はさらにゴムやコーヒーなど
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図１
Source:

南インドにおける国有林の分布（1899年）
Ｂ. Ribbentrop

(1900）、Ｆｏｒｅｓtｒｙ Ｂｒitiｓh.
in
Ｉｎｄｉａ.
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の商品作物に転換されていった。そこで1887年に森林法が制定され，1896年に直轄領と同様な組
織形態をもつ森林局へと再編されるとともに，森林を４つの管区（diｖisｉｏｎ）に区分し，さらに林
班を設けた。他方，土地の所有形態を問わず，ティークの立木は依然として政府の所有とされた。
1932年には将来のティーク独占の廃止を見込み，私有地に生育するティークの皆伐を開始した。
それは1958年にティークの独占が廃止されるまで続き,林地外に分布するティークは姿を消した。
その犠牲のもと，当然林地内に生育するティークの方は保全されるはずが，飢餓対策として全イ
ンドで開始された食糧増産（Ｇｒｏｗ More Ｆｏｏｄ）キャンペーンのかけ声とともに，林地の方は開
墾に提供された。当時もっとも良好なティーク林は，イドゥキ地区のカルダモン丘陵にあり，19
世紀末には直径2メートルを超えるティークが生育していたとされる。そのティークもまた，開墾
と濫伐により失われてしまった（ibid，）。

4｡2.1961年ケララ森林法の制定
植民地期のトラヴァンコールーコーチン藩王国，およびマドラス州のマラバール地区は，独立後
にそれぞれトラヴァンコール州，コーチン州，およびマラバール地区をなした。しかし1956年に
これらは統一され，南部のタミル入居住区域をタミルナー下ゥ州に委譲し，カルダモン丘陵を含
むイドゥキを組み入れるなどの調整を経た上で,今日のケララ州の領域が確定した(Kerala
Department

Gazetteers

1986)。

独立当初，トラヴァンコール州ではトラヴァンコール森林規定，コーチン州ではコーチン州規
定，そしてかつてマドラス州だったマラバールでは1882年マドラス森林法が依然として適用され
ていたが,前二者は1951年にトラヴァンコールーコーチン森林法となった。しかし1956年にケララ
州が成立したのち，こうした２つの法体系が存続することは望ましくないとされ，1961年にケラ
ラ森林法へと統一された(Vasudevan

& Sujatha 2001)。

1952年に新たな国家森林政策が発表され，すでに述べたように国防，運輸，産業とともに農村
社会を支える上での森林経営の重要性が強調され，森林率の目標も設定された。しかしケララ州
の実態においては，急激な入ロ増加や政治の場面におけるステイクホルダーの増大を背景に，か
つてニランブールに確立した施業計画にもとづく森林経営は停滞したままであった。また食糧増
産キャンペーンは，タミルナードゥからの流入人口をかかえるトラヴァンコールで森林地帯への
入植計画として実施され，1948〜50年の世界保健機構(ＷＨＯ)によるマラリア撲滅計画は，森林
へのアクセスをさらに容易にした(Chundamannil

1993)。

1961年ケララ森林法17は，基本的に州下の土地を，①徴税の対象となる土地(revenue
②国有林(reserved

forest),および③政府の可処分地(land

at the disposal of Ｇｏｖｅｍｍｅｎt)，

すなわち①あるいは②のいずれにも該当しない土地に分けている。この③に関しては，用語の定
義をおこなっている第2条において，｢査定されているかいないかにかかわらず，すべての占有者
がいない土地，一時的に占拠されている土地，および許可なく占拠されている土地を含む｣とし

17 C.

V.

Vasydevan

&

V.

Suiatha

(2001）, Ｆｏｒｅｓt
Ｌａｉｏｓ
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ている。しかし，「ジェンミー（Ｊｅｎｍｉ）やデーヴァスウォム（Ｄｅｖａsｗｏｍ）といった土地保有者
やイナーム地（ｌｎａｍ land)の保有者の財産である土地，および政府に対し直接地税を払っている
土地保有やその他の私有財産における登記ずみの保有地は含まない」としており，これらが①の
範晴をあらわす。
②の国有林に関しては，全86条のうち，第２章の第３条から29条までを割いており，1927年森
林法に沿ったかたちで林地(reserved

forest)の確定手続きを述べている。次いで第３章では，

③の国有林外にあって未だ所有権の確立していない土地に対し，開墾，建設，植林，火入れ，伐
採，採集，採掘，放牧，狩猟や漁労といった活動を禁止するための規定を設けるとともに，林産
物などの販売に対して森林局はロイヤルティを徴収することができるとしている。
第４章（政府の可処分地ではない，あるいは政府が限定された要求権しかもたない森林および
土地に対する統制）の第33条では，さらに①の土地に対しても，その土地が森林あるいは荒蕪地
(forest or waste land)であった場合，環境保全を目的とする限りにおいては，官報における公
示を通じて開墾や火入れ，放牧を禁じることができるとしている。また第34条および35条は，所
有者がそれを拒絶した場合，政府はそのような土地に対し所有者と借地契約を結ぶか，それにも
合意をえることができない場合は,必要とあれば土地収用法により獲得することができるとする。
一方，第36条および37条は，逆に所有者の方から森林局に管理を委託することも可能であるとし，
そのような土地に対してもこの森林法が適用される。

４。３．私有林の帰属をめぐる問題
それでは，1952年国家森林政策でも言及され，1961年ケララ森林法ではより明確に規定されて
いるジェンミーなどの保有する土地とは，どのような実態を伴っていたのか。また森林法第４章
は実際に適用されたのかを以下にみていきたい。
ケララ州全体に共通する慣習的土地制度として，ジェンマム（ｌｅｎｍｏｍ）があげられる。これは
地方領主や上位カーストの人々などによって構成されるジェンミー（ｌｅｎｍｉ）が，土地に対して有
する世襲的権利をあらわす。土地を耕作するのは小作人であるが，ジェンミーがその土地あるい
は一部の土地を慣習にもとづき譲渡，貸与あるいは質入れしたことにより，ジェンミーと小作人
との間にさまざまな中間層(intermediary)を生みだしていった(Kumar

ｄ

｢2001）。

マラバール地区では，本来の土地支配者であるジェンミーと実際の耕作者である小作人の間に
介在する中間層がもっとも複雑に発達していた。

19世紀半ばには，一括払い（ｋａｎａｍ.）によりジ

ェンミーの土地に抵当権を設定したカーナッカール（ｋａｎａｋｋａｒ）とよばれる中間層が台頭し，小
作人に対し，より重い小作料を課した。小作人が債務奴隷化し没落していくさまを憂慮した徴税
官のローガン(W.

Logan)はその統制を試みたが，マドラス州の税務庁はジェンミーおよびカー

ナッカールをより好ましい納税者とみなし，ローガンの提案を却下した。一方，トラヴァンコー
ルには藩王国政府の土地（Siｒkaｒland）18があり，その耕作者は一般に政府に税を納める限り，土

18個人や政府の所有する土地ではなく，むしろ無主地に近い。
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他の譲渡や処分にかかわる権利を行使できた。王領地には他に免税特権を有していた王族
（Ｄｅｖａsｗｏｍ）の土地や，貢献のあった人々に土地を代償として与えること（ｍａｍ）によって生
みだされ，相続は可能であるが譲渡できない土地などがあった。コーチンにも同様に，ジェンミ
ーの財産のほかさまざまな権利の設定された政府の土地があった（路辺｡）。
中間層の形成は小作人の生活を圧迫するとともに，小作人の不安定な地位は土地改良投資を阻
害した。そこでトラヴァンコールでは，1865年の宣言により小作人の占有権が認められるように
なり，20世紀に入ると他の地域でも立法化がすすんだ（ibid，）。しかしこれらは小作人の地位保全
および地代の適正化を目的としたものであり，地主制の解体に向けた努力がなされるようになっ
たのは，法のもとの平等を定めた憲法制定ののちである。
ケララ州では1961年に農業関連法(Kerala

Agrarian

で合憲性が争われたのち，1963年に農地改革法(Kerala

Relations Ａｃt）が制定され，最高裁ま
Land Reforms

Ａｃt）として施行された。

その目的は自作農を創出し，搾取や土地集積を防止することにあり，所有地の上限を定めること
によって，上限を超えた農地の接収および再分配を可能にした。しかしそれはあくまでも農地を
対象としたものであり，例外規定として，中央政府や地方政府，あるいはその公社の保有する土
地や寺領地，プランテーション19，工場用地などの他に私有林(private
(Narayanan

forest)があがっている

2002）。

1878年森林法制定の際，マドラス州知事が林地国有化の実現可能性を懸念したように，とくに
マラバール地区において，植生としての森林はもっぱらジェンミーの土地などの私有地に分布し
ていた。しかし森林地であるがゆえに，農地を対象とした農地改革の適用からは除外された。そ
こでそれを補完すべく，1971年州法第26号「ケララ州における私有林の政府への帰属(vesting)
およびその農業従事者および農業労働者への耕作のための委譲(assignment)を認める法律」，す
なわちケララ州私有林（委譲および譲渡）法(Kerala

Private Forests (Vesting and Assignment)

Act,以下私有林法）が制定された。
この用語の定義に関する第２条で，私有林とは，①マラバール地区にあっては，1949年マドラ
ス私有林保護法(Madras

Preservation of Private Forests Ａｃt）の適用された土地，および②

ケララ州下のその他の地域にあっては，樹林地（ｗｏｏｄｅｄ area)の中にエンクレイヴをなす荒蕪
地を含む，政府の所有するところではないすべての森林，とされている。
ここで問題となるのがマドラス私有林保護法であるが，これは1949年マドラス州法第27号「私
有林の無差別な破壊およびそこでの慣習および時効でえた権利やその他の目的による妨害を防止
するための法律」とあるように，所有者の財産や占拠した農民の権利を保護するのではなく，森
林の保護を目的とし，より包括的な法規が準備されるまでの経過的措置として施行された。その
対象となるのは,①マラバールおよび南カンナラ地区にある100エーカー以上の連続した面積をも
つ私有林，②マラバール地区にある，1908年マドラス・エステート法の定めるエステート内にあ

19プランテーションとは，茶，コーヒー，カカオ，ゴム，カルダモンあるいはシナモンの栽培に供される土地をあ

一

らわす。ココヤシやアレカヤシ，コショウ栽培地は，畑地(garden)としてプランテーションとは区別されている。
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る森林，および③その他のマラバール地区にある，国有林以外の私有地や政府の可処分地にある
連続した100エーカー以上の森林で,ケララ州官報に森林である旨宣言された森林,の３つである。
1971年私有林法は，マドラス私有林保護法を引き織ぐとともに，旧トラヴァンコールーコーチン
に相当する区域を統合したものであるが，問題となった森林の多くはマラバール地区にあった。
1945年頃にマドラス州政府が実態を調査したところ，1200平方マイル(約31万ヘクタール)の森
林が116人の地主によって占有されており，１人当たりの面積は約40ヘクタールから４万haにお
よんでいることが明らかになった。その統制を目的として導入されたのが1949年マドラス私有林
保護法であるが，実際にはさして機能しないまま，1971年私有林法へと続合されることになった
のである(Ｇｏｖｅｍｍｅｎt
of Kerala 1975)。
旧トラヴァンコールーコーチンでは，プランテーション経営に不向きな斜面や湿地などに残存し
た森林が対象となり，それらは環境保全上，本来森林として維持すべきであった。にもかかわら
ず，土地をもとめる農民がその遊休地を次第に占拠していったことに対し，政府は何ら対策を講
じなかった(ibid.)。
1971年私有林法は，｢農業従事者および農業労働者への委譲」とあるように，単に私有地に残存
する森林を保全するだけでなく，農民による占拠という実態をふまえ，それを再配分することを
目的としていた。当該私有林に対する既存の権利はすべて消滅し(第３条)，政府が取得した私有
林に対しては補償しない(第９条)。このように，1952年国家森林政策にある補償による私有林経
営の委譲や，1961年ケララ森林法にある私有地の森林に対する開墾などの禁止にくらべ，より強
制収用に近い。そのようにして接収された土地に対し，政府は早急に境界線を確定し(第６条)，
一部は国有林に組み込み(第４条)，あるいは①農業従事者，②農業労働者，③農業に従事する意
志のある指定カーストおよび指定少数民族，④農家出身の若年失業者，および⑤収用前の私有林
により生計を維持していた労働者に再分配する(第10条)こととした。
その当然の帰結として，州政府は森林を奪われた数名の土地所有者により提訴され，高裁では
1972年に同法に対する違憲判決がなされた。州側は直ちに上告し，1973年に最高裁で合憲判決が
下り決着をみたが，その間の空白期間に多くの森林が所有者により伐採されるという事態を招い
た。合憲判決ののち，州は第２条に定める私有林をすみやかに接収するとともに，既得林委員会
(Vested Forests Committee,

以下｢委員会｣)を組織して調査に当たらせた(Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎt

Kerala 1975)。委員会は2,136ヘクタールを残す189,292ヘクタールの私有林を調査したが，その
うちの95.9％はマラバール地区にあった(Kerala

Gazeteers Department

1986)。

1974年に委員会の提出した報告にもとづき，州政府は該当する私有林を，①岩石地や河床など
を含む農耕不適地，②農耕社会に利益をもたらす土壌保全，水力発電や植林のための土地，およ
び③農地として再配分すべき上地がそれぞれ３分の１ずっを占め，うち①および②を国有林に組
み込むという政令を発した。その後,

5,448ヘクタールに関しては裁定ののち，所有者に返還され

‑

たが，所有者による訴訟は続き，1986年現在，まだ71,300ヘクタールが係争中である(表３)。
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表３

既得林の面積（1986年２月現在）

Unit:

ha

一

Area restoredto ex‑owners

5,448

Area already handed over to Revenue Department

6,953

Area leased out for non‑forestrypurposes

3,550

Area stillu nder disputeand pending decision

71,300
104,177

Area without any dispute
Total
Soｕｒｃｅ:Kerala

Gazetteers

191,429

Department

（1989）， Ｋｅｒａｌａ

ｓtａtｅ
ｇａｚｅｔｔｅｅｒ，vol.
3.

４。４．今日の森林
私有林委譲法により，ケララ州の森林は国有林および既得林によって構成されることになった。
しかし現在の州が成立するまでの複雑な歴史的背景を反映し，依然として林地にはさまざまな権
利が残存している。また，まだ州面積のおよそ半分を森林が占めていたと推測される19世紀末に
くらべ，旧藩王国においても林野制度の整った20世紀以降，却って森林の減少はすすんだ。
残された林地の中には，食糧増産など，政府のプログラムにしたがって農地に解放したものも
あれば，国営企業に貸与した林地もあり，1986年当時，合わせて林地全体の16.7％を占めていた。
住民により占拠されてしまった23,600ヘクタールについては，いずれ国有林の指定を解除する必
要があるが，一方で1980年森林保全法は，連邦政府の承認をえない限り解除はできないものとし
ている(表4)。
1999年州林業統計によると(Kerala

Forest &

Wildlife Department

2000)，今日のケララ州

森林局の管区は，地理的に北部，オラヴァッコード，中部，山岳部，および南部の各サークルに
分かれる。加えて生物多楡既保全のための管区が別途設けられている。これら全体の面積は1,112,548
ヘクタールで，州面積3,886,300ヘクタール2oの28.6％を占めている(表５)。しかし表４の示すよ
うに，この中には森林局以外の機関によって利用されている部分も含まれており,

189,864ヘクタ

ール(17.6％)となっている。それを除いた林地は，州面積の23.7％となる。しかしそれでもな
お, 819人/km2(2001年センサス)という，インドネシアのジャワ島に近いきわめて高い人口密度，
およびインド全体の森林率21.6％(ＦＲＡ

2000)からみると，ケララ州の森林は比較的よく維持さ

れているといえよう。
森林局の管轄下にある森林922,683ヘクタールのうち,

752,605ヘクタール(81.6％)が天然林，

170,078ヘクタール(18.4％)が人工林である。私有林委譲法により政府が事実上接収した林地は，
全体の15.8％を占めている。そのような既得林が分布するのは，ニランブールやカリカットなど，

2ｏForest Survey

of India （1999), State of Forest Report,

New

Delhi: Ministry

of Environment

よる。この報告では，ケララ州の森林面積はl,041,400ha.うち樹冠被覆度40％以上の森林が80.9%,
下の森林が18.2%,

10%以下の疎林が0.9%となっている。
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表４

暫定的森林面積（1986年）

Unit:

Forest area as per records （Ａ）
Reserved
Vested

1,125,000

forests

933,600

forests

191,400

Area lost（Ｂ）
Under

188,400

encroachment

Cardamom

23,600

Hill Reserve

53,000

Under

Hillmen

Under

arable land scheme

Settlements

16,500
8,000

Area diverted for other purposes from the area originally
included in arable land scheme
Under

Grow

Under

Rubber

More

Food

8.074

Programme

Plantation Scheme

n,000

in the private sector

Area

handed

over to different commodity

Area

handed

over to Malabar

Area

given to Hydel/Irrigation Projects

5,100

corporations

18,300

Cements

326
28,500

Vested forest areas restored to ex‑owners,
for assignment, etc。

handed

over

16,000

Ｂａｌａｎｃｅ（Ａ‑Ｂ）
Source:

Kerala

ha

Gazetteers

Department

表５

936,600

（1989）， Ｋｅｒａｌａ

ｓtａtｅ

ｇａｚｅttｅｅｒ，vol.
3.

ケララ州の林地面積（1999年）
Unit: ha
一

Circle

Reserve

forests

163,508

Central

151,519
81,422

Northern Circle

40.794

Park

30,727
106,660

Wildlife Circle

0

and

Wildlife

21,431
Department

‑

Forest

251,555

3,740

172,499

634

152,206

104,832

186,256

61.184

112,744
450

0

96,493
175,418

（2000），Ｆｏｒｅｓt
Ｓtａtiｓticｓ
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31,244
109,551

3,264
r‑ｎ
Ｃｓ]

915,698

Total

forests
1,313

67

−vｆ

Kerala

2,891

93,229

Total

ｃ＾ａ

Tiger Project

Source:

１Ｈ

Biological

Ｃ３

Olavakkode Circle

Vested

2.401

in

High Range Circle

１ １ ２ ２ ６ ７ １ ０ １
０ ５ ５
６ ６ ９
ＣＯ
４ [Nl
Ｃ︱
ＯＯ

247,840

ｃｖａ

Southern Circle

Land proposed for
reserved forests

1.112,548
１９９９，
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かつてのマラバール地区であり，それに比して旧トラヴァンコールーコーチンには少ない(活況)。
森林局にかわって林地を利用している機関とは何であるのか,森林統計には示されていないが，
ケララ州では外貨獲得を目的としてさまざまな公営企業が設立され，林地を利用して輸出作物を
栽培した。その主だったものとして，1962年に農業局により設立されたケララ・プランテーショ
ン会社(Plantation

Corporation of Kerala)がある。これは1950年代にチャラクディにおいて

森林局が植栽したゴム林を引き継ぎ，さらに天然林を皆伐してえた収入を原資に経営面積を拡大
していった。 1972年には，長期にわたって経営不振を続けていた製糖工場に原料を供給すべく連
邦政府に促され，ケララ州政府は農業局の下にケララ州農業会社(State

Farming

Corporation

of Kerala)を設立し，驚くべきことに林地をサトウキビ畑に転換した。しかしこの事業は失敗に
終わり，カシュー，ココヤシ，パイナップルなどへの作目転換を余儀なくされた。
営の製紙会社に原料を供給するために,ケララ森林開発会社(Kerala

1975年には公

Forest Development

Corpora‑

tion)が設立され，早成樹種の植林を手がけた。これも目標を大幅に下回る成果しかあげられず，
茶やカルダモンなどの作物も導入するようになった。その他1970年代には，スリランカ帰選民を
受け入れるために労働厚生局によって設立されたゴム農園会社や連邦政府との共同出資によって
設立されたオイルパーム農園会社が設立され，いずれも林地を利用して経営をおこなっている
(Chｕｎｄａｍａｎｎｉに993)。
こうした林地利用が，はたして林地を国有化する際の根拠となった公益に値するのかどうかに
ついては異論のあるところだろう。しかしゴムや果樹については，用材やパルプ材を育成するよ
りも高い雇用吸収力を実現しうる可能性はある。いずれにせよ，天然林伐採を禁じる1980年の森
林保全法施行とともに，以後の拡大は認められないこととなった。
人工林の多くはティークであるが，1960年代からはユーカリやその他の樹種の植林が増えてき
ている。しかし同様に，森林保全法以降の人工林面積は頭打ちになっている(図２)。

4｡5.参加型森林管理の導入
ケララ州においては,1990年の政府回覧より10年遅れ,2000年にようやくＪＦＭ導入に向けた体
制が整った。その名称は参加型森林管理（以下，ＰＦＭ）とされ，受け皿となる森林保護委員会に
ついては，州の公用語であるマラヤラム語のｖａｎａ

ｓａｍｒakｓｈａｎａ

ｓａｗitｋｉｅｓにしたがい,vssと

称している。さらに森林をめぐる問題の相違にしたがって以下の３つのモデルを考案し，実行に
移している。
対象となる地域は，①農村領域に混在する荒廃林地，②農村領域に接する国有林の周縁，③少
数民族の集落に接する林地，および④1977年以降に占拠され，森林局が追い立てをおこなってい
る林地である。
共通する方法としては，①開始（２ヶ月），②準備（２ヶ月），③計画（４ヶ月），④実施（40ヶ
月），および⑤モニタリングおよび評価（60ヶ月あるいはそれ以上）の５段階に分けられ，①では
森林局の主導のもと,地域住民の中から希望者を募ってVSSを組織する。VSSは自らのイニシァ
ティヴのもとにマイクロプランを作成し，森林局の承認ののち，当該森林の維持管理を請け負う
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ケララ州における人工林面積の変化

Soｕｒｃｅ:Mammen

Chundamannil，

Hiｓtｏｒｙ

offoｒｅｓtｍ の四部ｍｅｎt

が，これらのプロセスを円滑にする役割はＮＧＯが担う(Forest

in

Ｋｅｒａｌａ.

and Wildlife Department

(1)フリンジモデル
これは国有林の周辺地域に居住する住民を林野管理主体へと組織するために考案された一般的
なモデルである。管理の対象となるのは300ヘクタールを超えない劣化した森林で,住民側の参加
者数にはとくに制限が設けられていない。しかし事務経費や森林管理費に用いられる信託基金
(credibility
f ｕnd)として，参加世帯当たり500ルピーが支払われるが，上限が50,000ルピーとな
っているため,

100世帯を超える参加があった場合，世帯当たりの支払額は少なくなる。その他，

ヘクタール当たり700ルピーの保全活動費が支払われる。

（2）非木材林産物(non‑timber

forest products, ＮＴＦＰ）モデル

フリンジモデルが国有林外に居住する住民を対象としているのに対し，これは今なお国有林内
に居住する指定少数民族を対象としており，それらの人々の林野利用形態として非木材林産物を
想定しているため，ＮＴＦＰモデルとよばれている。フリンジモデルでは自給用燃料材の採集しか
認められないのに対し，ＮＴＦＰの採集・販売が特権として認められると同時に，森林の劣化を防
止する手だてをマイクロプランに盛り込まなければならない。管理対象区域は，参加者自らで決

‑

めることができる。
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（3）カルダモン丘陵モデル
イドゥキ県に位置する300km2ほどの一帯では，カルダモン栽培がさかんにおこなわれてきたた
め，カルダモン丘陵とよばれている。また19世紀にはティークの大径木を産する優良な森林が分
布していた地域でもある。

19世紀末にトラヴァンコールの領主はその丘陵を訪れ，マドラス州か

ら流入した農民に対して土地を与え，入植を奨励した。その際，カルダモンは日陰を好むため，
既存の天然林の樹下に栽培するという農法が用いられ，樹木と農作物が共存することになった。
さらに不法占拠者が加わり，かつての美しさをたたえられた森林はパッチ状に残存するにすぎな
くなった。
入植したあるいは占拠した農民に対する規制は時代によってたびたび変更され，1975年にはそ
の借地権を期限切れとともに廃止できるかどうかの調査委員会を組織したが，逆に委員会は，45
年間の長期借地権を新たに設定し，事態を収拾する旨の回答をおこなった。その結果，農民は州
政府から借地し，税務局に借地料を納めるのに対し，樹木は森林局の管轄下に残されるという特
殊性を有するカルダモン丘陵国有林（ＣａｒｄａｍｏｍHills Reserve)を生みだしてしまった。しか
し実際には税務局による統制は機能せず,森林局が介入し,

PFMの枠組みを活用した持続的地域

資源管理を試みることになった。具体的にはカルダモンの被陰樹の育成や，加工のための燃料材
の植栽，マルチによる土壌保全などを通じた，保全と開発の両立をうたっている。
在，すでにフリンジが44,

2002年４月現

NTFPモデルが７ヵ所で実施され，準備段階のものを含めると両者で

300ヵ所設定されているのにくらべ，カルダモン丘陵の方はまだモデル自体検討中である。

（4）その他のモデル
すでに実施されているモデルは上記３つであるが，今後導入される可能性のあるものに社寺林
モデルがあげられる21。通常ヒンドゥー寺院の傍らには,神に仕えるヘビが棲息するといわれる池
があり，その水を絶やさないために，周囲には森林が残されている。このような都市部を含め州
下の各地に小規模に残存する社寺林（ｓａｒｂｔakkaｖｕ）の保全に向けても，森林局は地域住民の組織
化のあり方を検討している。

５．考

察

5.1.林地の創出
東南アジアやアフリカの英領諸国と異なり，植民地期のインドにおいては，すでに定着農業の
生みだす余剰の上に成りたった統治機構が確立していた。末端の村落にいたるまでの社会組織も
発達しており，森林に対してはさまざまな慣行が存在した。しかしそのような下部構造における
関係の上に築かれた統治機構の中で，直接的な統治の対象となったのは農地との結びつきであっ
た。ティークのような換金性を有する特殊な資源にも支配はおよんだが，林野一般は領土の周縁

‑

21森林局におけるインタビュー（2002年９月20日）より。
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に位置する曖昧な領域をなしていたものと思われる。そこでは農民的利用が卓越し，自給用林産
物採集や放牧，少数民族による焼畑の場であるとともに，森林は新規開墾のための予備地をなし
ていた。森林のもたらす商品は。特殊材や雑多な非木材林産物，そして野生ソウなどであり，木
材市場は量において，また流通範囲においても限定的なものにすぎなかった。
植民地支配者にとって，当初は支配者の交替とともにそのまま領域を引き継げばすむかにみえ
ていた。ところが鉄道建設とともに木材需要が拡大し，政府の歳入にとっても森林の重要度が増
すとともに，濫伐が懸念されるようになり，積極的な管理経営の必要性が生じてきた。
その方向性を定める上で，ドイツ人植物学者であったブランディスの役割はたいへん大きかっ
たといえよう。ドイツにおける林野制度は，主権者として保有しているのか私人としてなのかが
曖昧だった王有林に対し，前者を国有林として切り離したところに端緒を発している。その後自
由主義経済思想の影響を受けた民営化論をかわし，ブランディスの時代である19世紀になって，
安定した国有林の経営基盤を確立した(林野庁1955)。インドの森林をめぐる問題を検討する際
に，ブランディスは精力的に各地を訪れ，ドイツをはじめヨーロッパ各地の状況と比較し，多く
の覚書を残しか。後続の英国人森林営はブランディスの覚書を当時の時代を再現する手がかりと
し，ステビングの大著『インドの森林』22においても，ブランディスの記述は随所に引用されてい
る(Stebbing

1922 ； 1923 ； 1926)。

インドにおける木材市場を生みだしたのは，イギリス海軍であり，鉄道を敷設した植民地政府
であった。そこでもとめられる要件は木材の安定的供給であり，加えて植民地政庁の要求する財
政収入という両者の接点の上に，国有林を基盤とする林野制度が築かれることとなった。しかし
既存の統治機構から引き継ぐべき王有林の存在が曖昧であったために，林地の境界線画定作業か
らはじめなければならなかった。
一方農地においては，すでに耕作者から王室までをつなぐ徴税機構が存在していたため，領主
のかわりに植民地政府がその座につくことによって地税収入を獲得することが可能であり，その
結果農地をめぐる慣行は温存され，却って強化された。しかし小作人の不安定な地位は反面土地
改良投資の妨げともなったため,地主制の発達していなかった一部の地域では自作農が剔出され，
そこでもまた林地と同様，所有地の区画確定作業が必要とされた。

5｡2.林地と森林の乖離
このように，直轄領においても土地をめぐって異質な体制が併存し，さらに境界線の確定手続
きやその後の管理経営は地方政府に委ねられ，それに藩王国の存在も加わって，実態においては
多くの差異が生みだされていった。
土地をめぐる伝統的な関係が温存された結果として形成されたものに，私有林があげられる。
また農地を管轄する税務局，および林地を管轄する森林局という異なるイニシァティヴのもとで

22第４巻は1962年に、H.

ChampionおよびF.

C. Osmastonの編纂によりＥ､ｐ.

4として出版されている。
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土地や資源を整序しようとした結果，とくに植民地期のマドラス州では，両者の歩調は必ずしも
そろわず，他地域に比して林野制度確立における遅れをもたらした。独立後も一方が開発，もう
一方が保全を支持することによって，土地と植生それぞれ別個に管理主体を有する事態を生みだ
したのが，ケララ州におけるカルダモン丘陵の例であり，政府企業に貸し出された林地である。
一方，切りとられていった農地と林地のはざまには共有地や荒蕪地が残され，しかも植生とし
ての森林はさまざまに切りとられた土地区画を超えて分布していた。独立以降の1952年国家森林
政策は，植民地期にくらべ保全の比重をより高めたが，州政府による国有林管理は必ずしも機能
せず，私有林や荒蕪地を含め総体として森林は減少を未してきた。それをまた，私有林委譲法に
よって切りとり，さらに領域としてはすくいとれなかった樹木にまで森林保全法によって統制を
およぽそうとしたのがこれまでに概観した保全に向けた立法化の過程であると解することができ
る（図３）。
発展途上国では一般に，林地という領域と森林の分布は必ずしも一致しない。森林のない林地
がある一方で，林地外にも森林は分布し，両者が一致していなければならないとする圧力に欠い
た状態の中で，植生としての森林は減少を来してきた。たとえば英領アフリカのナイジェリアや
ガーナでは，植民地期にインドから赴任してきた森林官により，インド森林法と同様の国有林の
創出を骨子とする森林法が導入されたが,境界線確定の作業は独立とともに未完成のまま停滞し，
林地外に森林を残している。
蘭領インドでは，本国に森林を欠いていたため，英領と同様，ドイツ入森林官を雇い入れ，イ
ンドに類似した国有林管理経営システムを導入した。しかしその範囲は直接統治下におかれてい
たジャワ・マドゥラ島に限定され，非木材林産物以外の商品を生みださなかった外島の森林は放

私有林委譲法
幕

農地改革法
幕

・Ｔ歯Ｔ

森林
樹木

ケララ州における土地区分の変化
一

図３
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置された。ところが戦後合板原木市場が急成長すると，その市場の圧力のもと，すべての森林は
条文の中のいわば宣言により国有化され，開発資本の導入に合わせた法体系が整備された。しか
し境界線を欠いた中で林地という概念は名目的なものにとどまり,森林は急激に劣化していった。
それに対しインドでは，1865年森林法において境界線の確定作業が開始され，その後１世紀以
上をかけて法と実態の一致に向けた調整がなされてきた。その結果，今日のインドにおける両者
の乖離は，多くの発展途上国に比してはるかに小さいものとなっているといえよう。

5｡3.共同森林管理をめぐる問題
1990年代以降のインドにおける森林減少の鈍化および回復と,時期を同じくして導入されたJFM
との関係，すなわち森林保全にはたすＪＦＭの効果をここで論ずることはできないが,J FMの対
象地が順調に拡大し，機能している背景として，すでに境界の画定した林地および森林局組織の
存在をあげておきたい。また森林を連邦と州の共同管轄事項とし，1988年の国家森林政策で森林
の役割を環境保全と住民福祉にあると明言し,連邦政府通達というトップダウン式によってJFM
を導入したその一連の過程も，それぞれの州政府におけるガバナンスの相違を克服し，森林管理
にかかわるパラダイムシフトを達成させる上で効果があったと考える。
トップダウンによる導入と，ボトムアップを是とする参加型アプローチは，一見相互に矛盾し
ている。しかし連邦政府レヴェルにおけるパラダイムシフトを生じさせる原動力となったのは現
場の声であり, JFMはその下からの動きなしには実現しなかっただろう。また長い間森林は州管
轄事項であり，森林の生みだす経済的価値をめぐる利害から離れたところに連邦政府が位置して
いたことも，パラダイムシフトを比較的容易に実現できた背景をなしているとみなしうる。
ＪＦＭは一見，森林局，地域住民およびＮＧＯの三者をアクターとする画一化された施策にみえ
る。ところがアクター間の関係性や役割は固定されていても，地域住民という抽象性を具体化す
る際には多様なステイクホルダーを含めることが可能であり，さらに森林との関係性については
保全という抽象的な目標レヴェルにおける規定にとどまっている。その結果，ケララ州における
ＰＦＭの例にみるように，運用においては個々の地域の実態を反映することが可能となる。一方，
そのことの是非そのものの検討は残されるが，これまでの立法化を通じた林地や樹木に対する支
配では拾い上げられなかった地域と森林の関係性は,JFMにおける成文化された契約を介して単
純化し，再編していく可能性があるといえよう。
ＪＦＭに関するこれまでの批判として，1990年政府回覧の中で荒廃林(degradedforest)に限定
されていたことに対し，よりよい状態にある森林の開放を要求するものがある(JFM Cell2000)。
また，立法化という措置をともなわない，回覧のみを通じた導入に対し，森林法の改正も含めた
制度的表付けがもとめられている。既存の制度，とりわけ1980年森林保全法との整合性において
も問題が生じており，天然林に対する一切の改変を禁じる同法は，荒廃林地における燃料用早成
樹種の植林などの住民側が望む活動に対する制約として作用している(Upadhyay

& Upadhyay

2002)。しかしいずれもＪＦＭそのものを否定するのではなく，より強固な支援とより広範かつ柔
軟な適用を要求するものである。
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Summary
This study aims at resuming the forest regulations and policiesin India after the colonial
period, with special attention to the process how

to create forestland over the diverse

conditions of the country. Since India contains from the tropical to temperate zones, humid
to arid climates, and coastal lowlands

to the Himalaya

continent, Kerala State that belongs to the humid
comparison

Mountains,

as referred as ａ sub‑

tropics is selected as the case for further

with Southeast Asia.
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