
筑大演報第20号. 101―115,2004

短　報

インドネシアにおける地方分権化以降の国立公園管理：

西カリマンタン州グヌンパルン国立公園を事例として

　　　　御田　成顕l，藤本　真央2,加藤　正吾3，増田　美砂4

　　NationalPark After the Decentralizationin Indonesia:

Ａ case of Gunung Palung National Park in West Kalimantan

Nariaki ONDAS Mao FUJIMOTO^ Shogo KATO^ and Misa MASUDA^

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１　はじめに

　世界でも有数の熱帯林保有国であるインドネシアの林野制度は，かつて内領と呼ばれたジャワ

島およびマドゥラ島と外領とよばれていたその他の島嶼において大きく異なった歴史的背景を有

している。内領における林野管理の歴史は，オランダ植民地時代にさかのぼることができる。植

民地時代，経済的に最も重要な木材はチークであった。その天然域であるジャワ島では，植民地

支配の中心であったこともあり，林野管理行政機構もチーク林の管理経営に向けて整備され，山

林局の直営による人工林施業体系が確立した。独立後は林業公社(Ｐｅrｕｍ Perhutani)へと経営が

引き継がれ，林野管理が行われている(増田・森田，1981)。

　外領においては，コンセッション制度による開発がなされてきた。コンセッション制度は，企

業と政府の癒着を招きやすく，短期的な利益確保に走りがちなため(スレイマン，2002)，持続可

能な森林管理が徹底されないなどの問題を多く持つといわれている。世界銀行インドネシア事務

所は,スマトラ島では2005年,カリマンタン島では2015年までに森林が消失すると推定している(佐

藤，2000)。

　森林の減少が深刻化する一方で，自然保護地域である国立公園は1980年以来増加を続け，2003

年現在では4]Lヶ所を数えるにいたっている。しかしながら，設定のプロセスにおいて地域住民を

排除する方法をとってきたため，自然保護と地域住民の生活との共存が大きな課題となっている

(原田，2003)。

　1997年のアジア通貨危機はインドネシアに大きな影響を与えた。この経済の混乱は社会不安を

招き，開発独裁主義によって32年間政権を維持してきたスハルト政権の崩壊を引き起こした。そ
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の後，国際通貨基金(ＩＭＦ)，世界銀行を始めとする国際機関等により様々な支援が行われる中，

経済，社会の民主化が要求され，2001年から施行された地方自治二法と呼ばれる新地方自治法，

中央地方財政均衡法(1999年法律第22号および1999年第25号法律)により，本格的に地方分権が実

施された。この地方分権化の流れの中で，これまで中央政府によってなされてきた森林管理は地

方政府へ委譲されることとなったが，短期的な利益志向が目立つ地方政府にどのように持続可能

な森林経営を移管していくか等，この急速な移行は森林管理に大きな問題を残したまま進められ

た(佐藤，2001)。

　この状況の中で急増した違法伐採はインドネシアの森林・林業において最大の問題といわれ，

さまざまな国際会議等において議論されてきたが，有効な対策をとることは難しいのが現状であ

る。違法伐採はインドネシアにおいてもっとも厳格な自然保護地域である国立公園においても例

外ではない。国立公園はその資源を巡り，地域住民との対立が報告されるなど(原田，2003)，自

然保護と開発との両立の可能性を考えるうえでの材料を提供する典型的な事例地であると位置づ

けられる。

　そのため本稿では，西カリマンタン州クタパン県に位置するグヌンパルン国立公園を調査地に

選定した。クタパン県は地方分権化にいち早く取り組み，地方条例などの整備が進められている

県である。しかしながら，地方分権化と時を同じくして，違法伐採による被害も拡大した。そこ

で地方分権化が国立公園に与えた影響を考察するため，本稿ではインドネシアにおける国立公園

の概要，および調査地における現在抱える管理上の問題とその背景について報告する。

２ インドネシアにおける国立公園制度

２。１　国立公園の概念

　1969年のＩＵＣＮ総会で定められた国立公園の定義は次の通りである(山村，1989)。

１。その地域は，１ないし数個の生態系が，人間の開発や占有によって著しく変えられていない

　　こと，あるいは動値物の種や生地，地形等に特別な科学的・教育的・レクリエーション的重

　　要性があること，または自然景観に偉大な美しさがあること。

２．権限を持った国の中央政府機関が，その地域全体をできる限り速やかに，開発と占有から守

　　る手段を講じており，公園設定の動機となった生態学的・地形学的・美的価値のある箇所を

　　効果的に保護管理する施策を強く講じていること。

３．利用者が，特別な状況の下で，インスピレーションや教育・文化・レクリエーションといっ

　　た目的のために，その地域に入ることを許されていること。

　また，ＩＵＣＮ（1994）によると保護地域は「生物多楡匪および自然資源や関連した文化的資源の

保護目的として，法的にもしくは他の効果的手法により管理される，陸上もしくは海上の地域」

と定義され,管理の介在の度合いによって7つ分類されている。自然の伏態に近いものから順に並
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べると｢厳正自然保護地域(Strict Ｎ ature Reserve)｣[類型](ａ)，｢原生自然地域(Wilderness

Area)｣(類型lb)，｢国立公園(National Ｐａｒk)｣(類型II)，｢天然記念物(Natural Ｍｏｎｕｍｅｎt)｣

(類型Ill),｢資源管理保護地域(Managed Resource Protected Area)｣(類型VI)および，｢陸地お

よび海洋の景観保護地域(Ｐｒｏtｅｃtｅｄ Landscape/Seascape)｣(類型Ｖ)となる(原田，2003)。国

立公園は第一目的として，｢種や遺伝子の多様性の保護｣，｢環境財としての存在価値｣，｢ツーリズ

ムやレクリエーション｣とされており，地域住民に対し直接的な価値を提供するものではないこ

とが前提とされている(表－１)。

表－１　］［ＵＣＮによる保護地域の分類と目的

目的 ］［ａ ］［ｂ IT Ill IV Ｖ VI

学術調査

自然環境の保護

種や遺伝子の多諭旨

環境財

自然や文化の特性

ツーリズムやレクリエーション

教育

持続的利用

文化的特質
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２
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２
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一
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２

－

２

－

２

２

一

一

２

２
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　　　　　　　１：第一目的　２：第二目的　３：原則として禁止　－：禁止

(出所):][ＵＣＮ(1994)、Ｇｕｉｄｅ lineｓ foｒ pｒｏtｅｃtｅｄ　ａｒｅａｍａ刄昭ｅｍｅｎt　ｃａtｅｇｏｒieｓより作成。

２。２　インドネシアにおける自然保護地域の概況と国立公園制度

　1967年に施行された林業基本法によりインドネシアの林地は５つに分類された。国立公園をは

じめとする保護林は多種多様な動植物の生息・生育地であり，同時に観光資源としても注目され

ている。保安林は河川周辺に多くみられ，水質保全および土壌劣化防止としても役割を果たす。

一方,制限生産林または普通生産林は木材生産を目的とし，傾斜角度や降水量により，制限生産林

または普通生産林に分類される。転換林は林地以外の土地利用に転換することができる。

　自然保護地域は｢生物資源および生態系保全に関する法律(1990年第５号法律)｣(以下自然保護

法)によって，１)厳正保護地域，２)野生動物保護地域，３)国立公園，４)自然レクリエーション

公園，５)森林公園，および６)鳥獣保護区の６つに分類され，それぞれ陸域および水域に対して

自然保護法に規定された目的に則して管理がなされている(表－２)。

　国立公園設定の構想は，1974年から82年にかけてＦＡ０,ＷＷＦの協力のもとに農業省林業総局

自然保護局によってまとめられ,候補地の選定に際しては，以下のような基準が設けられた(地ノ

上，1983)。
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面積：

国立公園の面積基準を大きな島では（スマトラ，カリマンタン，スラウェシ，イリアンジャヤ）

100,000ha,小さな島では（マルク，ヌサテンガラ，ジャワ）10,000haとすることができる。

保全：

国立公園が重要な保全機能を果たすことを確実にするために，国家保全計画の第一位にあげられ

た地域のみが考慮されるべきである。

レクリエーション：

望ましい形のレクリエーションおよび教育的利用が十分に行われるために，国立公園は主たる人

口集中地域や観光地から容易に到達できるべきである。

地方的利益：

国立公園は，地方の利用に資すべきであるため，その設置は周辺の住民に困難をもたらすもので

はなく，利益をもたらすように考慮されるべきである。

　当時のインドネシアにおいては，広域な原始自然地域が存在していたために，レクリエーショ

ンおよび教育に資すことが可能となるように，アクセスが比較的容易な地域が選定の際の基準と

されたと考えられる。

　1980年３月に，最初の国立公園である，グヌンリーサー国立公園(スマトラ島)，ウジュンクロ

ン国立公園(ジャワ島)，グヌングデ・パングランゴ国立公園(ジャワ島)，バルラン国立公園(ジャ

ワ島)，コモド国立公園(コモド島)の５つが設定された。

　インドネシアの国立公園は，自然保護法によって，｢多種多様な固有の動植物が存在し，調査･

研究・教育・レクリエーションなどの利用を目的とした保護区｣として定義される。公園内にお

いてソーニングシステムの導入と公園外においてバッファーソーンの設定が義務づけられ，中央

政府による管理が規定されている(表－３)。ソーニングは，現地の国立公園管理事務所によって

計画作成が行われ，林業省へ計画案を提出し，認定されるといった手順をへて設定される。しか

しながら，ソーニングシステムが導入されていない国立公園は，インドネシアの全41国立公園の

うち22国立公園にのぼり，そのうち2件が現在申請中であり，２件が計画の途中である1)。

　地方分権化が実施された後も国立公園の管理は，林業省林地保全自然保護総局によって引き続

き行われている。

　今日の国立公園の管理には様々な問題があることが知られており, Soekmadiはインドネシア全

土の国立公園の管理上の問題点を整理し，｢国立公園管理事務所の人的資源の質および量｣，｢地域

住民による国立公園内における土地の違法占拠｣，｢地域住民の国立公園内資源への依存｣，および

　｢地域住民の自然保護に対する理解不足｣をあげている(2002)。
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表－２　インドネシアにおける保護地域

設置数　総面積(ha)　　　　　区分

厳正保護地域

野生動物保護地域

国立公園

178

　55

　41

自然レクリエーション公園　　102

森林公園

鳥獣保護地域

７
　
４
‘

１
　
１

　2,879,432

　3,591,563

15,068,768

　1,046,526

　　334,336

　　225,992

うち陸域

面積(ha)

　2,667,876

　3,526,343

11,387,832

　　280,764

　　334,336

　　225,992

うち水域

面積(ha)

　　211,555

　　　65,220

　3,680,936

　　765,762

０
　
０

ＩＵＣＮに

よる分類

　l a, IV

Ⅳ
　
Ｈ

Ｖ
　
Ⅳ

IV

(出所):The Ministry of Forestry ｄ ａｌ.(2003),41 naional parks in ][ndonesia. lUCN (1998)，

　　　　1９９７ ＵｎｉtｅｄＮａtｉｏｎバiｓtof pｒｏtｅｃtｅｄａｒｅａs.インドネシア林業省提供資料をもとに作

　　　　成。

　　　　　　　　　　　　　　　表－３　自然保護法(抜粋)

第29条第２項　自然保全地域およびそれに接するバッファーゾーンとして取り決められた地

　　　　　　　域は，中央政府によって管理される。

　　　第30条　自然保全地域は，生命維持システムを保存し，植物および動物の種の多様性

　　　　　　　とその生態系を保護し，生物資源とその生態系の持続可能な利用を保全する

　　　　　　　ための機能をもつ。

第31条第１項　国立公園においては，研究・科学・教育・種の繁殖・文化・レクリエーショ

　　　　　　　ンおよび観光を目的とした活動を行うことができる。

　　　第２項　第１項で言及した活動は，その地域の基本的機能を縮小させることなく行わ

　　　　　　　なければならない。

　　　第32条　国立公園は，コアソーンおよび利用ゾーン，その他適宜必要に応じたゾーン

　　　　　　　からなるソーニングシステムを通して管理が行われる。

第33条第１項　何人も，国立公園のコアソーンにおける全一性の変化を生じさせるような活

　　　　　　　動をしてはならない。

　　　第２項　第１項で言及された国立公園コアソーンの全一性の変化とは，国立公園コア

　　　　　　　ゾーンの機能および規模を縮小，消失させること，および外来の動植物種を

　　　　　　　持ち込むことをいう。

　　　第３項　何人も，国立公園の利用ゾーンとその他のゾーンの機能に適さない活動を行

　　　　　　　ってはならない。

第34条第１項　国立公園の管理は，中央政府が行う。

　　　第２項　国立公園の利用ゾーンにおける観光施設は，管理計画に基づいて設立するこ

　　　　　　　とができる。

　　　第３項　レクリエーションおよび観光活動に関して，中央政府は，地域社会が参加す
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るならば，国立公園の利用ゾーンにおける事業権を与えることができる。

第1, 2, 3項に関する詳細な規定は，中央政府の制度によって管理される。

生物資源とその生態系の持続可能性を保全もしくは再建する必要がある場合，

中央政府は活動を中止させ，ある地域を閉鎖し，国立公園に終止符を打つこ

とができる。

３ クタパン県と地方分権化

３。１　クタパン県の概要

　クタパン県は,西カリマンタン州の南部に位置し,州都ポンティアナックから南東に空路で約１

時間の場所に位置する(図一１)。州最大の面積33,209km2を有し，人口は423,816人，人口密度は

12人/km2,人口増加率は州内最高の2.74％(1990年～2000年平均)である。降水量は2,523mm/年，

年平均気温は26.9度,主な産業は農業であり，全農地面積75,560ha(内稲作96%, 72,470ha畑作4

%, 3,090ha)である2)(ＢＰＳ，2000)。

　クタパン県における森林利用区分は以下の通りであり(表－４)，生産林の割合が高く，林業は

クタパン県における重要な産業であることが伺える。
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図一１　グヌンパルン国立公園およびクタパン県の位置
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表－４　クタパン県における森林の区分

　　区分

保護林

保安林

制限生産林

転換生産林

普通生産林

面積（ha）

　　　392,611

　　　　　目的

自然保護・遺伝子保護

312,629　　土壌・水質保全

870.360　　木材生産・土壌保全

239,659　　木材生産

621,345　’木材生産

　　利用

伐採禁止

伐採禁止

択伐

択伐・皆伐

択伐・皆伐

(出所):ＢＰＳ(1998)， ＫａｈｐａtｅｎＫｅtap皿ｇ　ｄａｌａｍ　ａｎｇｋａ1９９８より作成。

３。２　クタパン県における地方分権化

　クタパン県では1999年の地方自治法の制定に伴い，2000年10月「クタパン県林業および林産物

管理に関する条例（クタパン県2000年第26号条例）」（以下クタパン県林業条例）が制定され，2000

年11月に施行された。その前文において以下のように述べられている。

a）地方自治法第11条第１，２項に基づくと，地方は，地方分権の実行を支持するために，イニ

　　シアティブをとり制度を制定する権限が規定されている。

b）地方は政治分野だけでなく，自然資源を管理する権限があり，かつ環境保全を担う責任があ

　　る。

ｃ）さらに，地方自治法に基づく地方分権を行うにあたって，地方は大きな資金が必要であり，

　　地方政府はその地域における自然資源を採取しなければならない。

d）ククパン県は豊富な森林資源を有し,開発のための資金および国民の福利をコントロールす

　　ることができる。

ｅ）森林管理および林産物管理について取り決めるためには,クタパン県には地方制度が必要で

　　ある。

　この条例の前文からは，開発を重視した姿勢であることが伺える。また，森林の保護・保全に

関する条項は，森林利用への制限，禁止事項を除くと，第５章第18条「すべての林産物管理事業

者は，伐採した林本の10倍をその土地に植林することが義務付けられている」のみである。

　　　　　　　　　　　　　　　４　グヌンパルン国立公園

４．１　グヌンパルン国立公園の概況

　グヌンパルン国立公園の設定の歴史はオランダ植民地時代にさかのぽることができる。 1937年

に約37,750haが自然保護および野生動物保護林として指定され,以後40年余りこの土地区分は変

化することなく，1981年に農業大臣令により野生動物保護区，1990年に林業大臣令により，グヌ

ンパルン国立公園として設定された。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－107－



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　筑大演報第20号2004

　カリマンタン島南西部の海岸に面し，標高1116mのパルン山を中心に西カリマンタン州ククパ

ン県の6郡にまたがる形で，南緯01.00'～02.00'，東経109.00'～110.25'に位置し，面積約90,000ha

を有している。

　グヌンパルン国立公園は，山地熱帯林，高地熱帯雨林，低地熱帯林，淡水泥炭地林，泥炭湿地

林,マングローブ林,および河岸林の７つの森林型を有しており，オランウータン(Ｐｏｎｇｏ　pｙｇｍｅｕｓ)，

ハナナガザル(Ｎａｓailiｓ　laｒｙａtａ)といった稀少種が多く存在する。

４。２　グヌンパルン国立公園の管理体制とソーニングシステム

　国立公園管理事務所はクタパン市に位置し，その下部組織である派出所がスカダナ，クビン，

バトゥバラット，パンガルタパンの４ケ所に設置されている。

　1998年にグヌンパルン国立公園管理事務所によって作成された｢グヌンパルン国立公園25ヵ年

計画｣によると，自然保護法に従って，｢コアソーン｣，｢天然林ゾーン｣，｢研究利用ゾーン｣，｢観

光利用ゾーン｣，「観光利用ゾーン｣，｢伝統的利用ゾーン｣，｢生態系修復ゾーン｣，および｢バッフ

ァーソーン｣の７つのゾーンで構成されるとしている。しかしながら，国立公園が設定されて10

年以上が経過した今日においても導入されていない3)。

　　　　　　　　　５　グヌンパルン国立公園における管理上の問題

５．１　違法伐採

　インドネシアの森林・林業の最大の問題とされる違法伐採は，グヌンパルン国立公園において

頻発しており，３分の１以下しか森林が残っていないと報告4)されている。 1999年以降，違法伐採

による被害面積は50,400haにおよび，この活動が活発化したのはアジア経済危機，スハルト政権

崩壊後の1998年から1999年にかけてであるといわれている。 2003年７月に違法伐採活動への取締

りが大規模に行われ,鎮静化したと報じられたが5)，それが一時的なものである懸念は残されてい

る。

　グヌンパルン国立公園(図一２)で行われ七いる違法伐採(図一３)の主な搬出法は河川を利用し

たものである。まず，木馬道を建設し(図一４)，これを利用して伐採材を近くの河川まで運び，

そこから下流へ筏送する(図一５)。国立公園南部のシドゥック村周辺部においては国立公園内に

木馬道が15kmの長さに渡って建設され，違法伐採が行われている。

　また，グヌンパルン国立公園においては，違法伐採の増加とともに，違法製材所の増加が問題

点として挙げられている(Soekmadi,2002)。製材所は｢木材加工工場｣とクタパン県林業条例に

おいて定義され，第19条第２項において｢木材加工工場の適用は，県知事によって規定された文

書を伴った申請書によって認可される。｣，第25条｢木材加工工場所有者の年間最大生産量は，県

知事の権限による決定に従って規定される。｣とされ，地方政府によって統制されると規定されて

いるにもかかわらず,違法伐採材を扱う製材所がグヌンパルン国立公園局辺に206を数えるに至る

ほど存在している6)。
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　国立公園事務所の対応は，グヌンパルン国立公園事務所の森林官が定期的に公園内をパトロー

ルし,違法伐採者に警告を与えるにとどまっている。Soekmadiはグヌンパルン国立公園の森林官

１人あたり2,093ha管理する必要があると試算し,違法伐採を取り締まるための人数が不十分であ

ることを示している(2002)。この状況に対し，グヌンパルン国立公園管理事務所長は，国立公園

管理に対し地方政府からのサポートが全くないために有効な対策をとることができないと述べて

いる7)。

　これらのことから，地方政府の行政管理能力の有無が問われるとともに，国立公園と地方政府

との連携が国立公園管理には不可欠であることを明らかにしている。

図一２　グヌンパルン遠景

図一４　木馬道

ha
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　　　0

識語と

図一３　違法伐採現場

図一５　集材所

1999　2000　2001　2002　2003

[ニコ年間伐採面積

－４←累積伐採面積

年

図一６　違法伐採被害面積

（出所）：グヌンパルン国立公園管理事務所提供資料をもとに作成。

－109－



筑大演報第20号2004

５。２　国立公園内におけるフォレストガーデン

　グヌンパルン国立公園内外には多くのフォレストガーデンが存在する。グヌンパルン国立公園

に三方を囲まれる形で位置するプレラン集落においても，フォレストガーデンが存在し，利用さ

れている。

　この地域において，フォレストガーデンが作られたのは数百年前といわれ，住民はそこからの

産物を自家消費のために利用していたとされる。 1970年代には，県の中心地であるスカダナ，ク

タパンヘの道路が建設され，市場へのアクセスが可能となったことによりこの状況は一変し，フ

ォレストガーデンから産物は商品作物として市場に流通するようになったため，多くの住民がフ

ォレストガーデンを作り(Salafsky,1994)，現在の景観を作り出した。

　低地には水田と集落が広がり，国立公園に含まれる斜面にフォレストガーデンは位置する。そ

して標高が上がるにつれ焼畑放棄地である竹林，二次林といった垂直構造が見られ，フォレスト

ガーデンを中心に複雑な景観を作り出している。

　スカダナ地域におけるフォレストガーデンは，｢ドリアン・果樹｣，｢若いドリアン・コーヒー｣，

　｢ゴム・サトウヤシ｣，「小規模プランテーション・果樹｣４つの形態があり，以下のように定義

される(ibid，)。

ドリアン・果樹：

主に原生のドリアンと多種の果樹から構成され，一般的に斜面の低い部分に構成される。

若いドリアン・コーヒー：

原生のドリアンとその他の果樹，コーヒー，チリペッパーから構成され，多様な構造を有してい

る。一般的にやや高い斜面に位置する。

ゴム・サトウヤシ：

密植されたゴム，サトウヤシ，ドリアン，その他の果樹から構成される。

小規模プランテーション・果樹：

コーヒーもしくはゴム，ココナッツ，コショー，マンゴー，シトラスから構成される。一般的に

低地の集落，農地の近くに位置する。

　フォレストガーデンの構成を把握するために，プレラン集落の南東部，国立公園内に位置する

北西斜面，標高約40mの位置に400m2(20mｘ20m)の調査区を設けた。

　調査区内に出現した胸高直径15cm以上の樹木(ヤシを含む)を対象に，立木位置図の作成,樹木

個体の胸高直径，斜面の傾斜と方位を測定した。

　その結果，ドリアン(Ｄｕｒio ｚihetｈｉｎｕｓ)が35％を占め,残りの65％はチェンペダック(Ａｒtｏｃａｒpｕｓ

intｅｇｒａ)，サトウヤシQAｙ四部ｔｉｎｎａtｄ)などから構成されており，ドリアンによって樹冠が形成

され，下層にチェンペダック，サトウヤシが位置する構造をなしている(図一７，８　表－５)。
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　　　樹種

チェンペダック

　　ドリアン

　　ドリアン

　サトウヤシ

　　ドリアン

　　ドリアン

　サトウヤシ

　サトウヤシ

　ランサット

　サトウヤシ

　　ドリアン

　サトウヤシ

チェンペダッグ

チェンペダック

　サトウヤシ

　　ドリアン

17　ムンタワック

表－５　フォレストガーデンの構成樹木

胸高直径

　(ｃｍ)

　22.2

　41.7

　52.5

　41.0

　72.0

　25.5

　30.0

　40.8

　19.4

　34.0

　23.3

　40.0

　28.6

　33.1

　41.0

　57.4

　55.7

　　　　　利用用途

　　　　果実の採取

　　　　果実の採取

　　　　果実の採取

花序の液汁から砂糖をつくる

　　　　果実の採取

　　　　果実の採取

花序の液汁から砂糖をつくる

花序の液汁から砂糖をつくる

　　　　果実の採取

花序の液汁から砂糖をつくる

　　　　果実の採取

花序の液汁から砂糖をつくる

　　　　果実の採取

　　　　果実の採取

　　　　市場

　　　仲買人へ

　　　地域内消費

　　　地域内消費

地域内消費，スカダナ

　　　地域内消費

　　　地域内消費

地域内消費，スカダナ

地域内消費，スカダナ

　　　仲買人へ

地域内消費，スカダナ

　　　地域内消費

備考

枯死

地域内消費，スカダナ　枯死

　　　仲買人へ

　　　仲買人へ

花序の液汁から砂糖をつくる　地域内消費，スカダナ

果実の採取

　不明

地域内消費

　不明

(注)：市場に関してはSalafsky(1994)を参照した。
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５。３　公園内開墾および森林火災

　国立公園内開墾は2001年まで盛んに行われていたが，周辺地域の水質劣化を招いたため，最近

では減少傾向にある8)。国立公園内開墾の背景として，地方自治二法の制定に伴い，国立公園の設

定解除が行われたと考えた地域住民が数多く存在したといわれ，中央政府と地域住民との間のミ

スコミュニケーションが背景の一つとして挙げられる9)。

　次に，インドネシア全土において問題となっている森林火災は，グヌンパルン国立公園におい

ても頻発している。火災の原因として，農民による火入れ耕作によるものが多いとされ，地域住

民による国立公園内利用と密接に関係しているといえる。

　また，小規模ではあるが，国立公園内において，道路建設や建材として利用するための岩石の

採掘が行われている(図一９)。
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→トー違法農耕

一値ﾄｰ違法採掘

¬鉦一森林火災

図一９　国立公園内における管理上の問題点とその被害面積の推移1o）

　　　　　（出所）：グヌンパルン国立公園管理事務所提供資料をもとに作成。

　　　　　（注）:2003年については７月までの統計。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６　まとめ

　本橋では，西カリマンタンの国立公園における現地調査をもとに，地方分権化が国立公園にど

のような影響を与えたのかを検討し，以下のことが明らかとなった。

　インドネシア全土において頻発している違法伐採はグヌンパルン国立公園においても例外なく

行われており，その背景として地方分権化があげられる。違法伐採の急増は地方分権化により林

地に対する管理がずさんなものになったことを意味する。中央政府の強力な統制が外され，地方

政府が開発を重視した条例を定めたことは，中央政府と地方政府との間におけるミスコミュニケ

ーションと捉えることができるであろう。また，国立公園内耕作は，中央政府，国立公園管理事

務所，地方政府および地域住民との間のミスコミュニケーションが要因として考えられる。

　上流と下流との位置関係にあたる両者の連携が行われなければ違法伐採をはじめとする様々な

管理上の問題に対する対策はとりえないことは明らかである。そのために，バッファーソーンを

設定し，その管理を通して中央政府，地方政府，および地域住民との間のミスコミュニケーショ

ンの解消を図ることはこの問題に対して有効であると考える。まだ，住民に広く利用されている

フォレストガーデンは，国立公園内に多く存在し，長年にわたり持続的に利用されてきたことか

ら，国立公園内のソーニング設定を行う際には，地域の住民による森林利用の特性に留意し行う

ことが必要であろう。

　本稿では地方分権化が進められた際の国立公園をめぐる問題点を整理した。国立公園をはじめ

とする保護地域の管理は，森林保全と地域住民の福利との均衡を保つことが重要である。そのた

め国立公園をめぐるステイクホルダーである中央政府，地方政府，ＮＧＯ，および地域住民それぞ

れの立場から，国立公園を管理する上での問題点を捉えるが重要であると考えられる。そのため，

国立公園周辺の住民による森林利用の検討とそれに対応する様々なステイクホルダーの対応の検

討を今後の課題とする。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圧

１）林業省国立公園担当官への聞き取り（2003年９月）より。

2）2000年現在。

3）2003年９月現在。

4 ) Kompas紙2003｡］‥7を参照した。

5) Pontianak Ｐｏst紙2003.7.21を参照した。

6 ) Kompas紙2003. 1 .7を参照した。

７）グヌンパルン国立公園管理事務所所長からの聞き取り（2003年９月）より。

８）グヌンパルン国立公園管理事務所森林官からの聞き取り（2003年８月）より。

９）グヌンパルン国立公園管理事務所森林官からの聞き取り（2003年８月）より。
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Summary

　Though decentralization and devolution have been applied to every aspect of administra-

tion including forests since 1999, the central government still holds the control over the nature

conservation areas. At the same time illegal logging has increased, which now endangers the

remaining natural forest ecosystems inside national parks｡

　This paper intends to review the nature conservation system in ][ndonesia and clarify the

impact of devolution on the national park. Gunung Palung National Park, Ketapang district,

West Kalimantan province was selected as the case. Ketapang is one of the leading districts

to enforce local regulations on forest management. However, illegal logging, illegal cultiva-

tion, illegal mining, and forest fire became more serious after devolution and are still

expanding. It is assumed that one of the factors brought about illegal logging and illegal

cultivation is miscommunication among the central government, the local government, and

the local people｡

　According to the observation, the actors involved in illegal logging are not only the local

people but also outsiders. It is difficult to control them due to lack of the management

system, and poor facility and personnel. The local people rather utilize the resources of the

national park as forest garden. The dominant species planted inside the national park are

durian (Ｄｕｒio　ｚｉｂｅtｈｉｎｕｓ)ａｎｄcempedak (Ａｒtｏｃａｒpｕｓ　intｅｇｒａ),both of which are indigenous

species of Ｂｏｒｎｅｏ｡

　At last it is discussed that to introduce zoning of the national park and create the buffer

zone are under urgent necessity。 Involvement of local government as well as local commu-

nities into planning is also required to establish and improve the communication with the

central government.
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