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熱帯林の持続的管理に向けて
〜環境モジュールカンボジア海外実習報告〜
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九州大学大学院工学府都市環境システム工学科国土政策防災研究室所属
持続可能な社会を拓く決断科学大学院プログラム災害モジュール

修士課程 1 年

主に都市計画を学んでおり、学部時代は大学周辺の生活環境の定量的に研究した。
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九州大学持続可能な社会のための決断科学センター助教

災害モジュール

1978 年福岡県生まれ。専門は森林水文学。現在は安定同位体解析や超高分解能質量分析法を用いて森から河川，
水域への水・物質動態を研究している。著書に「森のバランス―植物と土壌の相互作用」（分担執筆）がある。

御田成顕 4
太田徹志 4
布施健吾 4

佐藤辰郎 さとう

たつろう

九州大学大学院工学研究院附属アジア防災研究センター特任准教授
宮崎県生まれ。株式会社リバー・ヴィレッジの取締役を兼任。専門は河川工学。川にまつわる全てが興味の対象。
設計に携わったプロジェクトに「神代川かわまちづくり」，「大日止昴小水力発電所」がある。

御田成顕 おんだ

なりあき

九州大学持続可能な社会のための決断科学センター講師

環境モジュール

広島県生まれ。専門は林政学。とくに熱帯地域の森林政策を専門とし，違法伐採に関する研究に従事。2017 年よ
り現職。

1 九州大学大学院生物資源環境科学府資源生物科学専攻

2 九州大学大学院地球社会統合科学府地球社会統合科学専攻
3 九州大学熱帯農学研究センター

4 持続可能な社会のための決断科学センター

1. はじめに
環境モジュールでは、
カンボジアとインドネシアの熱帯林の持続的管理、
屋久島や伊都キャンパスにおける獣害対策といったローカルレベルからグ

高田亜沙里 たかだ

ローバルレベルの環境問題を対象に調査・研究を行っている。本報告では、

あさり

九州大学大学院生物資源環境科学府 環境農学専攻博士後期課程
持続可能な社会を拓く決断科学大学院プログラム

災害モジュール

1993 年福岡県生まれ。専門は環境水文学。主に東南アジア流域の流出解析、ダム貯水池操作について研究している。
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これらの活動のうち、修士課程 1 年次を対象として実施した 2017 年度
のカンボジア海外実習について報告する。
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国際連合食糧農業機関（FAO）によると、世界の森林面積は、2010 年
から 2015 年にかけて毎年 331 万 ha のペースで減少しており（FAO、
2015）、なかでも豊富な生物多様性を有し、種の宝庫とも呼ばれている熱
帯林の減少が著しい。カンボジアは 1970 年代には国土の 70％が森林に
覆われ、世界でも野生動物の豊富な国といわれていた（海外林業コンサル
タンツ協会、2013）
。しかし、その後の 20 年間にわたる内戦により国土
が荒廃し、2015 年には森林率 54％まで減少した（FAO、2015）。1980
年代以降、熱帯地域の多くの国々で地域住民の参加によるボトムアップ型
の森林管理である住民参加型森林管理の導入が進められ、カンボジアにお
いても 1994 年から地域住民に管理を委ねるコミュニティフォレストリー
（以下、CF）の導入が進められてきた。
2017 年度の海外実習の目的地は、カンボジアの CF のなかで成功事例
の一つとされる、カンボジア中部のコンポントム州に位置するオソアム
CF である。オソアム CF は、2004 年に設立され、304ha がサラビサイ村
の住民によって管理、利用されている（図− 1）
。実習は、カウンターパー
トであるカンボジア森林局のブティ氏、リダ氏の協力のもと、2018 年 1

図１ オソアム CF の位置と森林減少の状況（2001 年〜 2016 年）

月 30 日から 2 月 7 日の 9 日間にかけて実施した（表− 1）。（百村帝彦、
細谷忠嗣、御田成顕、太田徹志、布施健吾）
表１ 実習スケジュール

2. 実習を通じて学んだことと感じたこと
2.1. 歴史、文化と国際協力
• トゥールスレン博物館：1975 年から約 4 年間続いたポル・ポト政権（民
主カンプチア）による残虐行為を伝える、トゥールスレン博物館を見学
した。資本主義を国内から排し、強引な原始社会主義改革を強行したポ
ル・ポト政権は、医者や教師といった知識階級の大量虐殺を行い、以後
の国の発展にまで影響を及ぼした。トゥールスレン博物館は、この虐殺
の舞台となった高校の校舎を転用した刑務所が当時のまま保存され、尋
問、拷問が行われた当時の様子が展示されていた。かなり暗澹とした気
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持ちになったが、繰り返してはいけない負の遺産として後世まで保存す

して頂いた。排水路には大量のゴミが集積し、悪臭が漂っていた。排水

べきだと感じた（写真− 1A）
。

ポンプ場が設置された貯水池では、水生植物（ホテアオイ等）が繁茂し

• 国立博物館：メコン川沿いの王宮に隣接する国立博物館には、カンボジ

ている場所では明らかに悪臭が少なかったのが印象的だった。人為によ

ア全土から集められた文化財が展示されている。多くの彫像が展示され、

る浄水に頼るだけでなく、有用植物の利用もまた効果的だろう（写真−

クメール文化がかなり発展していた様子がみてとれた。

1F）。

• セントラル・マーケットとコンポントム・マーケット：プノンペン市民
の台所であるセントラル・マーケットで、実習で使用するバナナやエタ
ノールといった昆虫採集に必要な物品の買い出しを行った。ここには衣
料品から民芸品、食料品から雑貨まで、あらゆるものが販売されていた。
水産物は海産のものが多かったものの、一部汽水・淡水魚も売られてお
り、オニテナガエビやヤシガイの大きさに驚いた（写真− 1B）
。内陸部
のコンポントム・マーケットも、野菜や水産物など様々なものが売られ
ていた。20 種類以上の淡水魚が売られており、多様性が高い様子が見
てとれた（写真− 1C）
。もし、水辺環境が劣化した場合、水産物が得ら
れなくなるだけでなく、その食文化まで失われる可能性もあり、文化的
な視点からも、生物多様性の保全は重要だと感じた。
• サンボー・プレイ・クック遺跡：2017 年に世界遺産登録されたばかり
のサンボー・プレイ・クック遺跡は、アンコールワットよりも古い 7 世

写真１ カンボジアの歴史、文化、国際協力

紀前半のレンガ造遺跡群である。この遺跡の周辺は森林の保護地域に指

セントラル・マーケットの魚市場、C：コンポントムの魚市場、D：サンボー・プレイ・

定されており、オソアム CF では見られなかった高木が多く残されてお

クック遺跡、E：アツ小学校の校門、F：プノンペンの下水道前で説明を受けている様子。

A：トゥールスレン博物館と拷問具、B：

り、比較的原生状態に近い森林を視察することができた（写真− 1D）。
• アツ小学校：カンボジアの内戦終結後、
国連カンボジア暫定機構（UNTAC）
による総選挙の支援のため、国連ボランティアとして活動していた中田

2.2. 森林、生物多様性と地域社会

厚仁氏が、1993 年にこの付近で殺害されたことを追悼して建設された
小学校である。このような人々を初めとした多くの人々の犠牲の上にい
まのカンボジアがあることを感じることができた（写真− 1E）。

• 聞き取り調査実習：オソアム CF の管理メンバーである村人にインタ
ビューを行った。オソアム CF では、村人の 2 〜 3％が収入を森に依存

• JICA カンボジア事務所訪問：JICA カンボジア事務所を訪問し、カンボ

し、具体的にはキノコや果物、ハチミツ等が収入源になっているとのこ

ジアの概況と水道・下水事情を説明して頂いた。プノンペンでは雨季に

とだった。CF 周辺では、ゴムやカシューナッツの栽培が行われ、これ

洪水がしばしば発生することから、JICA は排水路を整備することで被

らの農園からも生活に必要不可欠な薪を得ることができるため、村人が

害の軽減に協力している。事務所訪問後、排水路や排水ポンプ場を案内

CF から受ける直接的な恩恵は少なそうにも拘わらず、CF が比較的保全
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されていることに驚いた。この村は、他の地域よりも経済的に恵まれて
いるため、林産物の収入に依存している人が少ないらしく、村人の CF
に対する感心の低さが保全の要因となっているのではないかと感じた。
また、水性生物採集を、CF 林内の小河川や付近の湿地で行ったところ、
20 種以上採集でき、多様なカンボジア魚類相の一端を垣間見ることが
できた。そして、CF 林内の小河川に設置されていた網を地域住民が回
収している様子を見せてもらい、水産資源採取の場としても利用されて
いることが分かった（写真− 2A）
。実習終了前、村人から CF で採取さ
れたハチミツを購入する機会があった。女性が採取者から蜂の巣を買っ
て精製し、販売しているとのことで、林産物からの収入は、採集者だけ
ではなく間接的な収入を含めると森林への依存度はさらに高くなると考
えられた。
• 昆虫多様性調査実習：CF 林内に設置型ライトトラップとバナナトラッ
プを仕掛け、昆虫を採集する実習を行った（写真− 2B）
。乾季であった

写真 2 オソアム CF での実習

A：水生生物の採取、B：昆虫採取トラップの設置、C：

カウンターパートと植物標本作成、D：樹木計測方法の説明、E：ドローンで撮影した
ベアル・オ・クデイ CF（左側）とカシューナッツ・プランテーション（右側）。

ため、これらのトラップは湿度の比較的高い林内の小河川沿いと、乾燥
状態の強い河川から離れた場所とに設置した。採集できる昆虫の数や種

まず 1 枚の葉の定義を抑え、植物の特徴を容易に理解できるように葉

数に変化が出るかを楽しみにしながら、2 日後にトラップを回収した。

の両面を新聞紙上にまとめることが重要とのことだったが、実際に作成

ライトトラップには、水辺に近い方ではゲンゴロウが、乾燥した方では

するとなると非常に難しかった。作成した植物標本は、調査チームと実

ガが多くみられた。バナナトラップには、ケシキスイなどが多くみられ

施した国とで保管するとのことで、調査結果を独占せず、調査地域にも

た。湿度が高い方のトラップにはより多くの昆虫が採取でき、乾燥状態

還元することが印象に残った。

の林内では観察されなかったゲンゴロウ（1 種）が採集できた。バナナ

• 森林計測実習：木の大きさの測定方法の説明を受けたのち、木の太さと

トラップには小型のケシキスイが多く誘引されており、すぐ飛ぶ上に活

高さの測定とプロットを設置のための測量を練習し後、CF 内にブティ

発に動き回るケシキスイをピンセットで全て回収しきった後の達成感は

氏らが植林した有用樹種の測定を行った
（写真− 2D）
。CF 管理において、

格別だった。

何年か後に同じ木をもう一度測定することで、成長量や木の生存率を計

• 植物標本作製実習：東南アジア各地で実施している植物多様性調査の概

算でき、木の成長に関する項目の計測は基礎であり非常に重要である。

要説明ののち、植物標本を作る際の手順やコツの説明の後、実際に作成

また、ブティ氏らを見ていて、情熱を持って CF の保全に取り組んでい

を行った（写真− 2C）
。これまで、魚や昆虫の採集経験はあるものの、

ることが強く伝わってきた。森林減少が叫ばれている中で、このような

植物標本作りは初めてだったため、どこまでが 1 枚の葉っぱなのかを見

情熱を持った方々が森林を管理しているのはとても心強いと感じた。そ

分けるのがまず難しいこと、標本を作る際には、葉の両面が見えるよう

して、これらの実習を通じ、複数の視点から森林を評価する大切さが分

に工夫する必要があることなどを学んだ。植物標本の作り方のコツは、

かった。
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• 他の CF との比較とドローン実習：コンポントムからプノンペンへの帰路、

と感じた。

ベアル・オ・クデイ CF に立ち寄った。オソアム CF と異なり、森の規

実習地のオソアム CF は、地域住民が森林をあまり利用しないから残っ

模が小さい上に、残っている木々も細く若いものばかりだった。2012

ているとも考えられ、どの程度の利用が、森林が開墾されずに維持される

年 7 月に実施された植生調査では、この CF とその周辺には、樹高 40m

かを考えさせられた。また、企業による大規模な伐採も多く行われ、国の

程度の巨木が生い茂っていたらしいが、完全に消失していた。かつて、

経済発展には必要なことなのかもしれないが、森林を保全すべきエリアを

JICA 支援により良好に運営できていたとのことだったが、支援が終了

指定するなどして、厳格に保全することも求められる。しかし、CF やそ

した直後から違法伐採が深刻化したそうだ。初めに伐採し始めたのは他

の他の森林保護区でさえ、伐採が進められてしまうような現状であり、カ

所からきた人々だったそうで、違法伐採をしながら移動する人々がいる

ンボジアでの森林保全は一筋縄ではいかない様子が分かった。

という根強い問題を感じた。また、伐採された材に売買には別の企業が

先進国と発展途上国との関わり方についても考えさせられた。ベアル・

関わっているはずで、複雑な問題だと感じた。また、CF と道路を挟ん

オ・クデイ CF は、JICA の支援が入っていた時期はうまく運営がなされて

だ南側は、農園企業に貸与された土地で、もともと森林だった土地がカ

いたものの、
支援が打ち切られると同時に伐採が始まってしまったという。

シューナッツやゴムの農園として開発されていた。貸与期間終了後、企

支援の多くが数年単位のプロジェクトであり、それが打ち切られると立ち

業は森林を修復して返還する義務があるそうだが、もとの植生の多様性

行かなくなる場合が多々あるようだ。そして、JICA カンボジア事務所で

を回復させることは相当困難だろう。こういった状況を空から見るため、

伺った話にもあったが、発展途上国に対する支援は、国の経済や教育など

ドローンによる空撮の実習を行った（写真− 2E）。今後の森林利用の持

のレベルを見極めて支援することで、国の発展につながる援助となること

続性を考えてみたが、どうしたら問題が解決できるのかの見当もつかな

が分かった。カンボジアの場合、内戦やポル・ポト政権時代に国全体が

かった。森林減少だけでなく、生物種の保全に関しても常に頭の中にお

被害を受け、経済的に困難な状況が続き、多くの国から支援を受け続けて

いて考え続けていきたい。
（梅村啓太郎、杉山悠生理）

きた。このような社会情勢も踏まえ、森林保全の方法を検討していく必要
がある。また、日本において低平地で森林が残っている場所は、神社の境
内と河川敷くらいしか思いつかない。経済発展を経る中で、同様のプロセ

3. まとめ

スがカンボジアを初めとする途上国で起きるのは当たり前のような気もす
る。先進国が森林を失ってきた失敗を繰り返さないようにするのは大切だ

本実習を通じ、森林保全と国の発展や地域住民の森林利用とのバランス
の取り方の難しさを認識できた。カンボジアでは、地域住民に森林の管理

が、果たしてそれは正しいのかどうかも分からなく感じた。
（梅村啓太郎、
杉山悠生理）

を委ねることで森林を保全しようとしている。CF の管理グループに所属
することで、
林産物収入が得られるようになるという制度設計ではあるが、
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九州大学大学院地球社会統合科学府

地球社会統合科学専攻

博士後期課程

環境モジュール

京都市出身。専門は森林政策・政治生態学。特にラオスとカンボジアにおける自然資源と地域住民との関係につ
いて研究を行っている。

細谷忠嗣 ほそや

ただつぐ

九州大学持続可能な社会のための決断科学センター准教授

環境モジュール

北海道出身。専門は昆虫学。主にコガネムシ上科甲虫の生物地理に関する研究。現在，獣害問題に関連する研究も。

「食事する」ということ
先に土井さんの『一汁一菜でよいという提案』を紹介しましたから、そ
の中に紹介されている「お食事」のことを書きます。

御田成顕 おんだ

「事」とはどういうものなのでしょうか。日本には、
神事の一環として
「事

なりあき

九州大学持続可能な社会のための決断科学センター講師

始」というものがあり、
年神と田の神それぞれのコトノカミのための
「事始」

環境モジュール

を行います。人間生活にまつわる田の神の事始には、「御事汁」という根

専門は森林政策学。主にインドネシアと宮崎の盗伐問題を研究している。

菜類に小豆の入ったお澄ましを頂く習慣があり、
事納には「針供養」といっ
て、一年間縫い物に使ってきた針を、豆腐や蒟蒻に刺して奉納するという
太田徹志 おおた

習慣があります。

てつじ

九州大学持続可能な社会のための決断科学センター助教

環境モジュール

「神事」
「仏事」などというように、超越的な精神世界に対して、日本人

大分県出身。専門は森林計画学。主に森林リモートセンシングについて研究を行っている。

は「事」という文字を使うのかもしれませんが、
「食事」も「食べること」
だけではなく、日本が古来より信仰してきた自然に対する、そのすべてに

布施健吾 ふせ

まつわる営みであると理解し、捉えることは重要かもしれません。

けんご

九州大学持続可能な社会のための決断科学センターテクニカルスタッフ
フィールドワークを得意とし、現在は特に照葉樹林における種多様性調査を行っている。
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総括チーム

【図１】は土井さんが示したものです。「「食べる」ことは「食事」とい
う営みの中にあることで、単に食べることだけが「食事」
」ではなく、
「食
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