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１。１　背景および目的

　熱帯林消失の原因の１つとして農業用地の拡大があり，農地と森林は不可分の関係性にあるこ

とが指摘されている（ＦＡＯ 2003）。近代以降の東南アジア島嶼部においては,農業用地の拡大は，

食糧生産だけでなく農園作物栽培の拡大という形で展開してきており，現在も継続している。

　インドネシアは，桐密な人口とともに土地集約的な農耕を営む水田（ｓａｗａｈ）システムと，

希薄な人目とともに土地租数的な農耕を営む焼畑(swidden)システムに分類される(Geertz

1963）。ジャワ島（マドゥラ島を含む）が前者,スマトラ島やカリマンタン島などが後者に対応し，

その地理的分布からそれぞれ内島，外島と総称される。

　インドネシアにおいては，農園作物栽培は,外島を中心に拡大してきた。特にスマトラ島では，

オランダ植民地期からゴム，コショウ，コーヒーが換金用の作物として普及していた。 Pelzer

（1945）はvan Suchtelenのレポートを引用し，スマトラ島の東海岸の一部地域では1930年代に

は既にゴム園が相当程度拡大しており，焼畑用地の不足を招くほどであったと述べている。

　これら外島における農園作物栽培は，政府主導型の大規模プランテーションよりも，住民によ

る焼畑跡地への植栽を通した小農型のものが中心的であった(ibid｡）。つまりインドネシアの外

島における農園作物の拡大は，焼畑文化圏における漸次的な土地利用の転換過程であったと捉え

ることができる。

　一方，1980年代以降，インドネシア政府はオイルパームの栽培を推進している。この作物は

プランテーション企業による森林面積の大規模な転換を伴い，20世紀以降の外島において中心

的であった漸次的な住民主導の農園の拡大とは質的に異なっている。岡本（2003）はオイルパー

ム生産の歴史と政策的側面を概観した上で，オイルパームの拡大政策の問題点として，大企業に

よる寡占化，土地をめぐる紛争，森林の消失，農園労働者の問題の4つを挙げている。

　だが，在地の慣習的上地利用の中で小農型の農園作物栽培がどのように展開してゆき，その上

に大規模プランテーション型が覆いかぶさることによって更にどのような上地利用の変化がもた

らされているかというダイナミズムを明らかにするには，ある特定の社会を過して通時的に分析

する必要がある。

　そこで本橋では，インドネシアにおける農園作物生産の現状と，農園拡大の現場における慣習

的土地利用を文献調査によって概観した上で，現場における土地利用変化をケース・スタディに

よって明らかにした。

１。２　調査方法

　ケース選定の手順は以下の通りである。まず，外島の中でもスマトラ島と比べて農園作物の拡

大が新しく，社会動態が観察しやすいという理由でカリマンタン島を選定した。その中から，州

面積に対する農園作物栽培面積の割合が最も高い西カリマンタン州に注目した。

　この西カリマンタン州の中で，小農型農園拡大の担い手であり，近年ではオイルパーム開発の
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影響を大きく受けているダヤクと呼ばれる内陸部の焼畑民を分析対象とした。そして，調査地と

して，オイルパーム栽培面積の県全体面積に対する割合が最も高く，またパラゴム栽培面積の割

合も比較的高いサンガウ県から，パラゴム生産とオイルパーム生産を共に行っているダヤク系集

落として，パリンドゥ郡Ｅ村idesa) N集落（ｄｕｓｕ刀）を選択した（図１）。
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図１　西カリマンタン州およびＮ集落の位置
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　2006年]L月から2006年４月にかけてフィールドワークを行い，スノーボール・サンプリング

によって紹介された42世帯に対して，家族構成，上地利用，生業，家計について聞き取りを行っ

た。また,住民たちとの日常会話から,村落内の人間関係,森林に対する意識に関する情報を得た。

　　　　　　　　　　　　　２．農園作物の類型と拡大過程

２．１　小農型とプランテーション型

　インドネシアにおいては，農園作物生産において小農型が卓越してきた。特にパラゴムとコー

ヒーにおいてそれは顕著であり，1987年の時点でパラゴム生産の80.4％，コーヒー生産の94.4％

の面積が小農型で栽培されている［表］L）。だがこれ以降オイルパームの栽培面積が急激に増加

し，1999年にはパラゴムを抜いて第１位の栽培面積を有するようになる（図２）。

-
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表１　インドネシアにおける小農型とプランテーション型の農園作物栽培面積

ココヤシ

パラゴム

オイルパーム

コーヒー

カカオ

栽
培
面
積

6,000,000

5,000.000

4､000､000

3､000､000

（ha）2,000,000

　　1,000,000

　　　　　0

小農型

1,256.0

1,091.0
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　プランテーション型

　8.0

302.0

　79.0

小農型

面積（1,000ha）

　　　　　　　3,1 19.3

　　　　　　　2,482.1

　　　　　　　　218.5

　　　　　　　　896.3

　　　　　　　　71.1

一・－オイルパーム

ー⇒4一一コーヒー
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　プランテーション型
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510.3
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　44.2

資料:Barlow (1991）を改変
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　　　　　　　資料:Departemen Pertanian RepublikIndonesia（2005）

図2　インドネシアにおける農園作物の栽培面積の推移

　オイルパームという作物は，果房がいったん樹から切り離されると，果実の中果皮に含まれる

油がリパーゼ等の酵素の働きによって分解し始め品質の低下をきたすため，収穫した果房は24

時間以内にスチーミング処理をして果実内の酵素を失活させる必要がある。栽培に際しては，大

規模な面積とその中核となる加工工場を確保しなければならない。工場１件あたり,最低3,000ha

の面積がなければ採算がとれないと言われている（阿部1989）。それゆえオイルパーム開発は，

住民が栽培の担い手となったパラゴム栽培と異なり，大規模な森林をプランテーション形式で一

挙に開墾することが前提となる。

　インドネシアにおけるオイルパーム開発は，中核農園（Ｐｅｒｋｅｂｕ・ａｎ Ｉｎt丿Ｒａｋｙａt:以下ＰＩＲ）

という入植プログラムにより拡大した。これは，国営または民間の農園企業が中核となる農園と

搾油工場を経営し，その周囲に１戸あたり2.0haのオイルパーム園およびl.Ohaの居住地・食料生
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産用地を与えられた参加農家を配置するというものである（岡本2003）。前者に対応する，企業

が労働者を雇用して直接経営するエリアはインティ　㈲が）と呼ばれ，後者に対応する，個々の

参加農家が経営するエリアはプラスマ{ｐｌａｓｍａ｝と呼ばれる。表１にある小農型の面積はこの

ＰＩＲによって配置されたプラスマのことを指し，プランテーション型の面積はインティのことを

指していると考えられる。

　ＰＩＲによってプランテーションが国有林に造成される場合，地域住民が慣習的に焼畑用地とし

て利用していた森林が，政府から取得した事業権を有するプランテーション企業に接収されるこ

とになる。企業は，地域住民あるいは国内移住政策{Transmigrasi)による移住者に，プラスマ

のプロットを上地代・苗代・農薬代などとともに貸し付ける。企業はまた，参加農家に対して栽

培技術指導・農業資材の提供を行い，収穫物は企業が買い取る。農家は，オイルパーム収穫によ

る収入から，毎月決まった割合を企業に返済してゆくことになる。

２。２　西カリマンタン州における農園作物の導入と拡大

　現西カリマンタン州においては，1909年に沿岸部のマレー系・中国系農民たちによって初め

てパラゴムが導入された。隣接のイギリス領サラワクにおいては，1882年の導入以降，サラワ

ク政府が主体となって内陸部の住民たちにもゴムの苗木を分配していったが，オランダ領カリマ

ンタンにおいてはその普及は自発的なレベルに任されていた(Ｄｏｖｅ 1993)。現カプアス・フル

県のカントゥ族においては1920年代に，シンタン県のムアラン族においては]L930年代にパラゴ

ムがもたらされたという報告がある(Drake 1982, Dove 1993)。西部カリマンタンのほとんどの

地域において，1930年代までには何らかの形でパラゴムという存在と接触していたと考えられ，

また，第２次世界大戦の終結前後から採取可能となったゴム園を保有する世帯が増加し始めたと

考えられる。

　一方オイルパームに開しては，西カリマンタン州に導入された時期は明らかでないが，Ｐ][Ｒに

よるプランテーション開発が開始されたのは1984年である。現在のサンガウ県とスカダウ県の

地域において，第７国営農園会社iPerusahaan Nasional八池･ebunan ＼ﾝﾌ/'; 現在はPerusahaan

7扮妬心フタフ扮血痕manNusantara XIIIとなっている)によって開始された(Ｄｏｖｅ 1985)。 1980

年には統計上皆無に近かったオイルパーム栽培面積は，1990年代以降急速に拡大し，2001年に

はパラゴム栽培面積を上回った(図３)。

　パラゴムとオイルパームは共に，内陸部に広がる混合フタバガキ科林の丘陵地および低地を

ニッチとしている。King (1993)によれば，西カリマンタン州の居住民は，都市部に住み種々

の交易・商業活動に従事してきた華入来住民，沿岸部や河川沿いに住み漁労活動に従事してきた

マレー系住民，そして内陸部に住み焼畑および狩猟採集に従事してきたダヤク系住民の３つに分

類できるが，農園作物と最も深く関係してきたのはダヤク系住民であった。西カリマンタン州に

おける農園作物栽培はダヤク系住民の慣習的土地制度の土に導入され，彼らの伝統的な上地利用

を変化させながら展関してきたといえよう。

－41－
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図３　西カリマンタン州における農園作物の栽培面積の推移

　　　　　　　　　　　　　３．ダヤク系佳民の土地保有の慣習

３．１　ダヤク系佳民の類型

　Scharer (1946）によれば,ダヤク{Dayak)という用語は,マレー語の癩

を意味する言葉が語源となっており，18世紀中ごろから植民地関係者などの外部者によって使

われ始めた。つまりダヤクとは，元来，野卑，田舎じみた，野暮ったいといった侮蔑的感情と共

に，内陸部の森林が卓越する地域に居住している人々をひとくくりに示す概念であった。

　一方そのような人々は，元来，自らのことをダヤクという単位で認識していたわけではなかっ

た。ボルネオ島（カリマンタン）内陸部には，言語も風習も異なる多数の民族集団が地域ごとに

分布しており，それら下部集団のレペルでお互いを認識していた。

　西カリマンタン州においては，カプアス川の最上流地域に，カヤンやマローなどの，かつて貴

族・平民・奴隷といった階層制を有していた民族が居住し，その少し下流に隣接する形でイバン

が居住している。カプアス中流から下流にかけてはビダユー，そしてマレー系住民と交流が深く

文化的影響が強く受けてきたマレー系ダヤクが居住している。筆者が現地調査を行ったＮ集落に

は，パンドゥと呼ばれるビダユー系の民族が居住している（図４）。

-
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料:King (1993）を改変

図４　西カリマンタン州における民族分布図

　ダヤク系住民は焼畑を主生業とし，焼畑を中心とした社会関係および上地利用を発連させて

きたという点で，民族を超えた共通性を有している。開墾するのは原生林あるいは二次林であ

り，作目は陸稲が卓越していたが，キャッサバ，トウモロコシなども植えられていた(Gedess

1954)。1949年から1950年にかけてのサラワクのイバン族に開する報告によれば，連作は基本的

には行われず，１年間のみ栽培を行った後耕作地を移動させていた[Freeman]1955)。これはイ

バンの移動性の高さと当該地域のフロンティア性に由来したものであり，大河川の中流から下流

にかけての比較的人口密度が高かった地域においては，事情は異なっていたと考えられる。休閑

期間についても各民族間で異なっていたが，1949から195]L年にかけてのサラワクのビダユー族

に関して, Gedess[]L954)は，彼ら自身は10年から12年を理想的なローテーション期間だとみ

なしているが，実際にはそれよりも休閑期間は短いだろうと報告している。

　また，ダヤク系住民は伝統的に，耕作地だけでなく居住地そのものを何十年かごとのサイクル

で移動させていた。イバン族は特に流動性の高い民族であったし，カヤンやビダユーもイバンほ

どではないが移動性の生活を送っていた[内堀]L996, Gedess 1954)。

　ダヤク社会はその高い流動性ゆえに，水田耕作社会に見られるような労働力の恒常的な投下に

よる土地保有権の明確化という契機に欠いていた[加藤200]L)。しかし，狩猟採集社会や遊牧社

会と異なり，焼畑の新規開墾には労働投下を必要とするため，いくつかの民族においては萌芽的

な土地保有権が存在していた。

-
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3.2　各民族における土地保有の慣習

　Appell (1997）は，ボルネオ島におけるダヤク系住民の土地に対する用益権(usufruct)を，

循環的(circulating)用益権および委譲可能（deｖolｖable）用益権に分類している。循環的用益

権においては，放棄された焼畑跡地の植生が森林に回復した後は，村落のメンバーであれば誰で

も許可なしに焼畑のためにアクセスすることができた。マレーシア・サバ州のルングスやムルッ

トが,伝統的にはこれに該当していた。一方委譲可能用益権においては,原生林の開墾によって，

その開墾者は長期的あるいは永続的な権利を獲得し，その権利は特定の単位を過して譲渡するこ

とができた。イバン，ビダユー，ケニャなどがこれに該当していた。

　後者の委譲可能用益権は，萌芽的な土地保有権とみなすことができるが，実際には，植生が森

林に戻り時間が経過するにつれ，場所の記憶は曖昧になっていった。内堀（1996）は1970年代

中盤の調査から，イバンの焼畑跡地の記憶に関して，５年から15年といった１サイクル程度だ

と確実に記憶されているが，その前のサイクルになるとほとんど不確かなものとなってしまうと

述べている。Gedess（1954）もビダユーに関して，１世代かせいぜい２世代前までしか焼畑跡

地の記憶はさかのばれず，他は忘却されてしまうが，そのことによって世帯当たりの保有面積が

一定のレベルに抑えられていたと指摘している。また焼畑跡地の境界について，どの程度厳密に

記憶されていたのかについては，管見の限り先行研究では触れられていない。

　Ｄｏｖｅ（1980）が指摘するように，これらの上地保有の慣習は歴史的に変化するものであり，

静態的なものではなかった。変化の最も重要な契機となったのは，20世紀以降における，パラ

ゴムを筆頭とした換金用の農園作物の導入であった。

　ダヤク系住民においてはパラゴムの植栽は焼畑跡地に行われ，焼畑という活動と一体となって

いた。まとまった本数のゴムの本を植栽するための空間を確保する方法としては，森を切り拓く

以外に方法がないが，その森の開墾という作業は焼畑の農作業のうちでも最も重労働であった。

それゆえにダヤクは，わざわざゴム植栽のためにそのような重労働をすることはせず，既に森が

切り拓かれた状態である焼畑跡地を利用した（祖田1999）。

　パラゴムは永年性作物であるだけでなく外来性であるので，かつての焼畑跡地の場所や大まか

な範囲の記録となり，第三者への対抗要件となるものであった(ibid.)。永年性の樹木作物の導

入を契機として土地に対する権利が明確化され，私的保有の観念が形成ないし強化されてゆく

という事象は，東南アジアからオセアニアの熱帯地域において広く報告されている(Weinstock

and Vergara 1987, 宮国1998,祖田1999など）。

　　　　　　　　　　　　　4ヽ。Ｎ集落にみる土地利用の変化

４．１　Ｎ集落のなりたちと社会的特徴

　前村長であるＬ氏への聞き取り（2006年１月16日）によると，Ｎ集落の人々は，1970年まで

は現在の集落から１ｋｍほど離れた河川沿いに，長大な長屋式の住居であるロングハウスを建て

て居住していた。しかし，疫病の流行によって15人ほどの死者を出したことから，その場所を
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捨てて移動した。

　移住先を現在のＮ集落の位置にした理由は，政府の役人の指導によるものであった。役人はま

ず，森の中のアクセス困難な場所に住居を構えるのではなく，道路沿いに居住するべきだと命令

した。そこで，内陸の町であるプサット・ダマイと，カプアス川流域の町であるメリアウを結ぶ

道路沿いに居住するようになった。これ以降，河川が流通・移動の中心となっていた生活から，

陸上の道路交通を基盤とした生活へと変化することとなった。

　また役人は，ロングハウスという伝統的住居を廃止することを命令した。その理由は，火事に

なった場合に，一気に燃え広がってしまうので危険だからというものであった。この1970年の

移住以来，人々は2006年現在の位置に定住している。かつてのロングハウスは，集落という単

位でインドネシア行政機構の末端に位置づけられることとなった。また,集落にはリブン族やジャ

ンカン族といった他のビダユー系民族も加わり，パンドゥ族だけで成り立っていたロングハウス

の時代にくらべると住民構成が多様化している。

　Ｎ集落の世帯数は2006年１月現在で202世帯であり，人口は900人前後であると推計される。

Ｅ村の人目密度は75人/km2であり，州の人口密度27人/ｋｍ２と比較して高い(Badan Pusat

Statistik2006）。世帯ごとに独立した家屋は，Ｎ集落を縦断している舗装道路沿いに集まってい

る。住居には,木造のものもあればセメントで造られたものもあり，貧富の差を反映しているが，

多くは木造の簡素な家屋に居住している。主な生業は,稲作,ゴム栽培,オイルパーム栽培であり，

稲作によって自給的な領域を満たす一方で，パラゴムとオイルパームから得られる現金で様々な

日用品や学費等を賄っている。サンプル世帯の平均世帯構成員数は4.8人，世帯主の平均年齢は

38.2歳，ゴム園の平均保有面積は2.4ha,オイルパーム園の平均保有面積は3.1haであった。

　慣習的上地権に関しては，パンドゥ族は，委譲可能用益権に分類できる。原生林を最初に開墾

した者がその場所に対する権利を獲得し，その権利は，男女問わず彼のすべての子孫によって相

続・分与される。この慣習はパラゴムの導入以前から存在していた［Ｌ氏への聞き取り2006年

１月］L8日）。なお兄弟間の取り分に関しては，家に残って両親の世話をする者が多くの上地を相

続し，残りの取り分は他の兄弟間で話し合って決めるのが一般的である。

４。２　パラゴム栽培の展開

　集落の古老たちによると，1950年代ごろには，Ｎ集落に移動してくる前の集落において採取

可能なゴム園が増え始めたという。Ｎ集落に移動後も，それらのゴム園まで出かけ樹液採取を行

うとともに，焼畑跡地に新たにパラゴムを植栽していった。

　ダヤク系住民は一般的に森林をいくつかの種類に分類し区別している。これは森の民俗分類

とでも呼べるものである。Ｎ集落では，現在拓かれている焼畑地はムング（ｍｕｎｍ？･�2）と呼ば

れている。この言葉は，元来は「乾いた上地」という土地の性質を表す言葉であるが，焼畑地

という土地利用の区分にまで意味を拡大して使用されている。ジャミ　{/ami A)とは，焼畑を拓

いた後１～３年ほど放置された，高さ１ｍ未満ほどの雑草が生えている土地のことである。　ドダ

{doda)は，焼畑を拓いた］LO年前後ほど放置された，成人男性の足回りほどの直径の木が支配的
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になっている植生のことである。　ドムン（ｄｏｍｕｎ）は，ドダから更に放置され，直径が30cmほ

どの本が見られるほど成長したものである。リンパ（ｒim ｈａ）は，いわゆる原生林であり，人の

手が未だ入ったことのない森を指す。

　焼畑跡地にパラゴムが植栽されると，ゴム園（加齢m karet)が形成され，上記のような焼畑

サイクルからの逸脱が生じる。また，何十年か経過して老朽化したゴム園は，その老朽化したゴ

ムを伐採・火入れし再焼畑することによって，新たにゴムを植栽し新しいゴム園を形成すること

ができる。Ｎ集落においても，2005年度の焼畑で，古くなったゴム園を新たに伐開・火入れし

たという事例が見られた。

　パラゴムを，いつ，どこに，どれだけ植栽したかを世帯調査から再現することはできなかった

ため，ゴム園面積の時系列的な拡大を示すことはできない。だが，2006年現在のゴム園の保有

状況を見ると，全く把握していないという理由により回答を得られなかった1世帯をのぞく41世

帯のうち，ゴム園無しが5世帯, 3.0ha以下保有規模が29世帯となり，両者併せて82.9％を占めた。

反面，それぞれ9.0, 10.0,および16.0ｈａの面積を保有する世帯が３世帯みられた（図5）。 9.0お

よび10.0ｈａの世帯は，夫が集落外出身者であるが妻の側がゴム園を多く分与されており，また，

夫のインセンティブによって妻の保有する休閑地を開墾したためこの面積まで拡大した。 16.0ha

の世帯に関しては夫婦ともに集落出身者であり，また，若いころからゴムの価値を理解し拡大に

努めていたと本人は語る。これら大規模保有世帯はいずれも，集落内から労働者を雇用すること

によって経営をしている。
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　　　　資料：世帯調査，2006年１月～４月

図５　ゴム園の保有状況（Ｎ＝41）

　ゴム園を保有していない理由として，５世帯中３世帯が，ゴム園ないし農地拡大のための休閑

地を分与されなかったからという土地資源の土陽性を理由として挙げており，そのうち２世帯は

プランテーション企業に慣習的に利用していた森林を接収されたことを直接の理由として挙げて
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いた（表２）。
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表２　各世帯におけるゴム園を保有していない理由

夫の最終学歴

小学校中退

小学校卒業

　　　　　　　ゴム園を保有していない理由

既に全てのゴム園を子供たちに生前分与した。

昔からゴムには頼っておらず，オイルパームで生計を立てて

いる。

　　37　　　高等学校卒業　　自身は集落外の出身であり上地を持っていなかった。妻は水

　　　　　　　　　　　　　　　稲耕作用の湿地しか分与されず，ゴム園用の丘陵地を得られ

　　　　　　　　　　　　　　　なかった。

　　31　　　大学卒業　　妻は集落外の出身であり土地を持っていなかった。父が持っ

　　　　　　　　　　　　　　　ていた森林とゴム園の多くが企業のプランテーションに転換

　　　　　　　　　　　　　　　されてしまったため，自分はプラスマ２ｈａを分与されたのみ

　　　　　　　　　　　　　　　であった。

　　30　　　中学校卒業　　妻は集落外の出身であり上地を持っていなかった。自身は

　　　　　　　　　　　　　　　きょうだいが６人おり，また，父が持っていた森林とゴム園

　　　　　　　　　　　　　　　の多くが企業のプランテーションに転換されてしまったため。

　　　　　　　　　　　　　　　１ｈａ程度ずつの丘陵地と湿地を分与されたのみであった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料：世帯調査，2006年1月～４月

４．３　オイルパーム栽培の展開

　Ｎ集落においては，1985年度と1990年度の２回，Ｐ］［Ｒによるオイルパーム園（プラスマ）の分

配が行われている。

　Ｌ氏への聞き取り（2006年１月16日）によると，Ｐ］［Ｒの開始にあたって，当時の村長であった

Ｌ氏は，第７国営農園会社の本部があったジャンビ州まで説明を受けに行った。上地権や返済金

などの契約に関して企業の説明を住民たちに伝えたところ，反対意見は皆無であったという。オ

イルパームを植えれば現金収入が増え，子どもも大学に行かせることができるという企業側の説

明を聞き，皆納得したという。

　プラスマの応募と登録は個人を対象に行われたが，各世帯から１人しか応募ができなかったた

め，実際には世帯ごとへの分配という形となった。応募資格は男女ともにあったが，既婚・未婚

を問わず20歳に達していなければならなかった。2回の分配で，当時Ｎ集落にいた世帯のすべて

が，最低1筆のプラスマを得たという。しかし，住民との会話から得られた情報（2006年１月31

日）によると，本来］L世帯につき１筆であるにも関わらず，Ｌ氏の世帯は，当時扶養家族であっ

た子どもたちの名義をつかって複数串請しており，また，１筆の面積も明らかに多かったという。

サンプル世帯にはＬ氏の息子と娘（後述するＡ氏の妻）が含まれていたが，２人は共に10.0ｈａの
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プラスマを保有していた。その他の人々については，全てが規定通りに2.0ha割り当てられたわ

けではなかったが概ね2.0haから2.5haの間にあった。

　プラスマを得るにあたって住民は，それまで慣習的に利用してきた森林を，企業が直営するプ

ランテーション用地に差し出すこととなった。 42世帯のサンプル中，プラスマを保有している

36世帯のうち，面積について全く記憶していないという８世帯を除いた28世帯における企業に

接収された上地の平均面積は，1985年度で7.6ha,1990年度で6.1haであった。植生は休閑中の

叢林・二次林あるいはゴム園であった。

　Ｌ氏によれば，Ｎ集落における企業からのプラスマの貸付額は，85年度分においては6,500,000

ルピア，90年度分においては11,000,000ルピアという契約であったという。しかし世帯調査によ

れば，85年度では4,500,000から8,000,000ルピア，90年度では10,500,000から17,000,000ルピア

と，実際には世帯同で相当のばらつきがあった。 2006年現在，85年度分については全ての世帯

が,90年度分については保有する18世帯のうち10世帯が既に完済していた。当時の村長によると，

返済が終わった時点で，プラスマは各世帯の正式な所有物になると企業に説明されたといい，現

在，住民はそのように理解している。

　ＰＩＲという形で一律に栽培が始まったにも関わらず，プラスマと自主的な拡大分を合計したオ

イルパーム園の保有面積には，現在，世帯同で大きな差が見られる（図6）。 2.5haおよび2.0ha

の世帯が，それぞれ15世帯,12世帯と最も多い。これらは,自主的な拡大を行った2世帯を除いて，

ＰＩＲによるプラスマの受け取り分をそのまま保持しているか，親から分与された世帯である。ま

た, 3.0ha以上を保有している10世帯のうち，8世帯が自主的な拡大を行っていた。

　オイルパーム園を保有していない世帯は5世帯ある。これらの世帯主の平均年齢は33.0歳と相

対的に若く，プラスマの分配時にはいずれも未婚で，親の世帯に属していた。結婚して世帯をな

した後も，親から分与されていない。
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図６　オイルパーム園の保有状況(N = 42)
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　ＰＩＲ以降のオイルパーム栽培の拡大に関しては，Ａ氏という個人の存在が大きい。Ａ氏は39歳

の男性であり，氏の世帯は，図６の中で最も多い22.5ｈａのオイルパーム園を保有している。Ａ氏

は２年前まで，Ｎ集落および周辺集落を対象地域とするオイルパーム栽培農家組合の長を務めて

いた。

　彼自身はＮ集落の出身者ではないので集落に土地は持っていなかったが，彼の妻はＮ集落にお

ける前村長の娘であり，1991年の結婚時に既に］L0.０ｈａのプラスマを保有していた。その後，妻

が保有する休閑地を開墾したり，他の住民からプラスマを直接買い取ったりすることによって，

オイルパーム園を更に12.5ｈａ拡大した。仕事上栽培の技術に精通していたし，オイルパームが生

み出す利益について深く理解していたのだと本人は語る。

　自主的にオイルパーム面積を増やした10世帯において，Ａ氏とＡ氏以外の９世帯の世帯主の

関係は，義兄弟という血縁関係が１件（拡大面積5.0ha),住居の近さゆえの日常的な友好関係が

３件（拡大面積それぞれ2.5ha, 2.5ha, 2.0ha), A氏の保有するオイルパーム園での雇用一非雇

用の関係が２件（拡大面積それぞれ１ｈａずつ）であった。これらの世帯主の何人かは，筆者と

の集落での日常会話において，Ａ氏との交流からオイルパーム園の拡大に至ったと語っていた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．考察

　伝統的に移動性の生活を送っていたカリマンタン内陸部においても，一部の民族においては，

焼畑によって原生林を最初に開墾した者が権利を取得するという，萌芽的な上地保有権が発達し

ていた。］L920年代から30年代にかけて西カリマンタン州に導入されたパラゴムは，焼畑跡地の

場所と範囲をより明確にできるものであり，住民の自主的なレベルにおける漸次的な拡大ととも

に，上地に対する権利意識を徐々に発達させていったと考えられる。また，1970年初頭にイン

ドネシア政府により推進された定性化も，集落間の境界を定め，上地利用の固定化をもたらした

と言える。

　1980年代中盤にＰ］［Ｒという形で導入されたオイルパームによって，慣習的原理の下にあった森

林が大規模に接収され，引き換えに，契約関係に基づいたオイルパーム園（プラスマ）がもたら

された。Ｎ集落においては，農園企業からの貸付金を返済することによってプラスマの所有権を

取得できることとなった。パラゴムが，あくまでも焼畑システムと結びつきながら，慣習的原理

の範囲内で展開したのに対し，オイルパームは，集落内の相当程度の面積を近代的な契約関係に

よって再編するものであった。

　集落内部の社会経済状況に注目すると，当時の村長およびその息子や娘たちは, PIRの導入の

際に多くの取り分を得ており，また，自主的なオイルパーム園の拡大が，Ａ氏という個人に近い

関係の世帯を中心として行われていた。集落内の人的ネットワークによって，オイルパームから

多くの利益を得る層の存在が明らかとなった。

　一方，ゴム園およびオイルパーム園の零細保有世帯においては，企業用のプランテーション用

地として大規模な土地面積を差し出したことが，その零細性に影響していることが示唆された。
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一部の世帯では，両親が保有していた休閑地が大量に接収されたため，零細な土地しか分与され

ないという事態を生みだしている。Ｎ集落では，開墾による新たな農地の取得はほぼ不可能と

なっており，これらの世帯は零細な上地保有規模のまま固定されてしまう可能性が高いと考えら

れる。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Summary

In Indonesia, expansion of estate crops such as rubber, coffee and pepper primarily took place

in the form of smallholding in Outer Islands where shifting cｕ]Itivationwas dominant. ０ｎ the

contrary, oilpalm production, which has been strongly promoted by the Indonesian government

since ｍｉｄ-1980ｓ，entails large-scale forest conversion into plantation。 We tried to reveal the

actual process ofland use change taking the sort of estate crops into consideration based on the

method of case study。

We focused on West Kalimantan where the ratio of cultivation area of estate crops to the total

provincial area was high。We selected Hamlet idusun) N of Village idesa) E in Sanggau District

as the case because of the activeness of both rubber and oilpalm production。

Fieldwork was conducted from January to Apri][ 2006, interviewing for 42 households chosen by
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snowball sampling about livelihood,land holding and forestuse.
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Oil palm production in Indonesia has mainly been operated through the system of“PIR (Nucleus

Estate Smallholders)”. Plantation company keeps the directly-managed large plantation area

with ０11-processing plant called ‘'inが”and distributes 2ha of oil palm plot called "'plasma "

to local people or migrant workers. In the case that oil palm project is launched inside the

forest area, forests which have been customarily accessed by local people are taken over。The

company loans the local people iliepJaぷzz7･17タwiththe fee of seedlings and fertilizer and buys the

harvested oil palm fruits。Local people monthly reimburse ａ certain amount for the company

according to the total harvest。

In West Kalimantan, para~rubber was first introduced in 1909｡ 1t is assumed that most of

inhabitant had known about this new crop by at least 1930ｓ and mature trees which could be

tapped became increased after 1950ｓ.It is difficult to know the time of introduction of oil palm

in West Kalimantan, but the cultivation area has been expanded since 1984 by ＰＩＲ。

Those who have been most affected by the expansion of estate crops in West Kalimantan

are Dayak people because their residential areas were the interior forest dominant areas。

Traditional land tenure systems among the Dayak sub-groups are classified into “circulating

usufruct”, in which no right is established by the clearing of primary forest, ａｎｄ“devolvable

usufruct” ，in which exclusive right is established by the clearing and the right can be

transferred to their descendants。The latter can be regarded as “primitive” concept of land

property. Para-rubber sharpened this primitive land property because this tree was perennial

and exotic。

Hamlet Ｎ was established in 1970 by the inhabitants who lived in ａ longhouse around one

kilometer far from present-day Hamlet Ｎ. As of January 2006, the number of household was

202. Population was assumed around 900, with the population density of 75 person/ km^ Most

of inhabitants were the ethnic group of Pandu. Average number of household member was 4.8,

average age of householder was 38.2, average area of rubber garden was 2.4ha and average

area of oil palm garden was 3.1ha。They have had the principle of devolvable usufruct which

the land right established by clearing primary forest can be transferred to his/her all children.

Matured rubber garden started to increase after 1950ｓ in the area of former ｌｏｎｇｈｏｕｓｅ。Holding

of rubber garden at present varies across the ｈｏｕｓｅｈｏｌｄｓ。Three households owned clearly large

amount, 9.0, 10.0, and 16.0 ha respectively. 34 households owned less than ３.０ha, including

5 households holding nothing. 3 out of ５ households claimed that they have no rubber garden

because they didn't inherit rubber garden or fallow land for creating new rubber garden｡
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Especially 2 out of ３ households attributed the primary reason to their father's giving up of

large amount of fallow land and rubber garden to the plantation company.

Ａ11０cation of plasma by PIR was implemented two times in 1985 and 1990. A11 of inhabitants

at that time obtained at least one plot of plasma through the two times allotment. However,

hamlet chief and his two sons and ａ daughter got clearly more plasma than the regular

amount 2.0-2.5ha. From the valid answers of 28 household, the average areas of giving up the

customarily used land to the plantation company were 7.6ha in 1985 and 6.]Lha in 1990, with

the vegetations of bush, secondary forest and rubber garden。In hamlet Ｎ，the loan prices of

μﾌﾐa were different as per each household, ranging from Rp.4,500,000 to Rp.8,000,000 in

1985 and Rp.10,500,000 to Rp.17,000,000 in 1990. Ａ１１of households have already finished the

payment ofloan about tYiepJasmas of 1985, but 8 out of 18 households have not yet about 1990.

Holding of oil palm garden at present varies across the households even though introduced

through the scheme of PIR in the unitary way. 27 households owned 2.0-2.5ha. ５ households

had no oil palm garden because they didn't inherit theＤｌａｓｍａ　iｘomtheir parents. 8 out of 10

households owning more than ３ ha had ever expanded oil palm garden by themselves. The

individual Mr. A, who was the chief of an oil palm farmer's association until two years ago,

had great effect on the self expansion of oil palm in Hamlet Ｎ. Regarding the relationship with

Mr. Ａ，out of 10 households who had expanded oil palm, １ householder was brother-in-law,

３ householders had affiliation because of the closeness of residence and 2householders were

harvest labor in oil palm gardens of Mr. Ａ.

As ａ conclusion, we indicated that the introduction of oil palm by PIR brought a concept

of　“contract”　about land resource by lending theμ^asmas and taking over the large part of

hamlet's land. Regarding the issue of differentiation, some got more plasma or had larger

accessibility to self-expansion of oil palm garden based on personal network inside the hamlet.

Some couldn't inherit any fallow land for agricultural expansion because of their parents'

giving up of huge lands for the plantation company. It is assumed that such households will

remain in the status of land scarcity｡
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