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森林⾯積と種類
• 国⼟の６割が森林

• 常緑樹林・混交林・落葉樹林など多様



カンボジアの森林減少

• 経済発展に伴い
森林が減少

• ⾼い減少率



森林減少の直接的要因
• 農地開拓

• 産業植林
– 経済⼟地コンセッション

• ⽊材伐採
– ⾼価な⽊材、国外向け
– 違法伐採も横⾏



森林減少の背景的要因
• 貧困・⼈⼝増加

– ⽣活はいまだに第⼀次産業

• 弱い⾏政
– ⼟地管理制度が曖昧
– 内戦・政治的対⽴の影響
– 根源的な問題



森林保全の問題と必要な⽅策
• 現地住⺠の貧困
• ⾏政の脆弱性

⇒現地住⺠の
①モチベーション強化
②能⼒強化
が必要



森林保全と現地住⺠
• 住⺠は森林に依存した⽣活
• 森林保全には現地住⺠の協⼒が必要
←住⺠に森林利⽤を制限してもらう必
要があるから

• パトロールなどにお⾦も技術も必要
→代替⽣計⼿段の構築など、住⺠の能
⼒強化も必要



森林保全におけるNGOの役割

	

教育	

↓	

モチベーション強化	

	
生計向上	

↓	
能力強化	



NGOによる教育の役割

＜ネグロス島の流域におけるJICA草の
根技術協⼒事業（フィリピン）＞
・環境意識の低さによる森林破壊
⇒環境教育
⇒環境問題への意識の⾼まり

	
教育によりモチベーションを喚起させる	



NGOによる⽣計向上の役割

＜中央カルダモン森林(カンボジア)＞
・パトロール等保全活動の資⾦不⾜
⇒保全の⾒返りとして資⾦供与
⇒森林減少率の下落

生計向上により	
問題解決に必要な能力を得る	



森林保全と保護林制度
森林保全におけるNGOの主要な役割は教
育と⽣計向上

しかし、森林保全ならではの問題が存在
→保護林における政府と住⺠の利害対⽴



政府の動き
• 1990年代

– 商業的⽊材⽣産コンセッション制度導⼊

• 2000年代
– 主要森林地帯の保護林化政策
– 国⼟の1/4が保護化



保護林制度
•  政府が主体
•  地域住⺠が使⽤していた⼟地で森林の伐採
を制限 

•  各保護林にパートナーNGOが存在



保護林の設置
• 設置前

– 森林産物に⽣計を依存する⽣活

• 設置後
– 森林への⽴ち⼊りや利⽤が制限
– 地域住⺠が森林から排除されることも



住⺠と政府間の対⽴

• 価値観の対⽴（グローバルな価値VS
ローカルな価値）

• 短期的には利益をもたらさない

→住⺠の森林利⽤権VS政府の規制



問題意識
• 森林保全においては、住⺠・政府間対
⽴という問題も存在。

• 対⽴を調整するのは難しい。

⇒NGOがファシリテーターとして役割
を担うべきではないか？
⇒意⾒伝達の場に⾏き、インタビュー



リサーチ⼿法
＜インタビュー調査＞
•  JICAプノンペン事務所
• 国際NGOプノンペン事務所
  -WCS, WWF, BI, WA
• Tmat Boey村

– コミュニティチーフ
– 地域住⺠
– 村⾏政



リサーチ結果 全体像

事例① Tmat Boey村

＜地域住⺠の意⾒が⾏政に届く経路＞
事例② Think Biotech社



地域住⺠の意⾒を⾏政に伝える経路
事例① Tmat Boey村
  (a) 村⾏政
    (i)コミュニティチーフ経由
    (ii)全体MTG経由
  (b)中央政府
    (i)WCS経由



Tmat Boey村 概要
• 北部プレアビヒア州
• 昔ながらの狩猟による⽣活
• 1995年 違法狩猟により⽣物減少
• 2003年 Kulen保護地域に設定
• 2005年 エコツーリズムに取り組む



地域住⺠の意⾒を⾏政に伝える経路
事例① Tmat Boey村
  (a) 村⾏政
    (i)コミュニティチーフ経由
    (ii)全体MTG経由
  (b)中央政府
    (i)WCS経由



地域住⺠の意⾒を⾏政に伝える経路
事例① Tmat Boey村
  (a) 村⾏政
    (i)コミュニティチーフ経由
    (ii)全体MTG経由
  (b)中央政府
    (i)WCS経由
 



(i)コミュニティチーフ

• Depkimounさん
• コミュニティ委員会の代表
→NGOが設⽴をサポート
• 5/7の地域住⺠がコミュニ
ティチーフに伝えると回答



コミュニティMTG
• コミュニティ・チーフが招集
• ⽉に１回&問題発⽣時
• NGOのファシリテーターの存在

コミュニティチーフ

コミュニティ委員

ファシリテーター(NGO)



⾏政MTG
• ⽉１回
• コミュニティ委員&村⾏政
• 森林保護制度・違法伐採⾏為・エコツ
アー

• 教育に活⽤ コミュニティチーフ

コミュニティ委員
村⾏政



地域住⺠の意⾒を⾏政に伝える経路
事例① Tmat Boey村
  (a) 村⾏政
    (i)コミュニティチーフ経由
    (ii)全体MTG経由
  (b)中央政府
    (i)WCS経由



(ii)全体MTG
• コミュニティ広場
• 年２回
• 全家族の８０％
• 森林を利⽤したい地域住⺠と、森林を
保護する村⾏政の⼈での対⽴が存在

• 8/9が参加と回答



(ii)全体MTG

→公平な議論
 

・住民側と政府側でど
ちらが勝つかは五分
五分 
・正しい方が議論を
制する	

・激しい議論になるの
で、落ち着かせるの
が大変 
・みんなが意見を言っ
ているようにみえる 

→活発な議論
 

コックさん  警備員 



地域住⺠の意⾒を⾏政に伝える経路
事例① Tmat Boey村
  (a) 村⾏政
    (i)コミュニティチーフ経由
    (ii)全体ミーティング経由
  (b)中央政府
    (i)WCS経由



(b)中央政府

→NGOを介して
 

・中央政府に意見は
言えない 
 ・WCS職員に意見を
伝えてもらっている	

・地域住民の意見は
上司に伝えているが、
その先どうなっている
かはわからない。 

コミュニティチーフ 村⾏政職員

→不明
 



(b)中央政府
• コミュニティチー
フからはNGOを介
して意⾒が伝えら
れる

• 村⾏政からは不明

村行政	

コミュニティ・チーフ	

中央政府	

WCS (NGO)	

地域住民	



事例② Tmat Boey村 まとめ

 

地域住民	

村行政	

コミュニティ・チーフ	

コミュニティ
MTG	

行政MTG	

全体MTG	

中央政府	

WCS (NGO)	



地域住⺠の意⾒を⾏政に伝える経路
事例① Tmat Boey村
  (a) 村⾏政
    (i)コミュニティチーフ経由
    (ii)全体ミーティング経由
  (b)中央政府
    (i)WCS経由
事例② Think Biotech社
  (a) 中央政府
    (i)WCS経由



事例② Think Biotech社
• NGOが政府に声を伝えるシステムが
存在

TWG(Technical Working Group)
…国のMAFF(農林⽔産省)が主催。各ド
ナーや政府機関、NGOs、市⺠セク
ターを集め森林保全について意⾒交換。
最低年４回
 



事例② Think Biotech社
• Think Biotech社との⼟地紛争
韓国のThink Biotech社VS４つのコ
ミュニティ
⇒WCSがコミュニティを訪問して住⺠
の声を聞き、TWGで提⾔
⇒政府が企業による⼟地収奪を規制、
森林局の担当者が罷免



事例② Think Biotech社 まとめ

コミュニティ A	

コミュニティ D	

コミュニティ C	

コミュニティ B	

WCS (NGO)	

Think Bioetech社	V.S.	

T.W.G.	

中央政府	



リサーチ結果まとめ
事例① Tmat Boey村 事例② Think Biotech社

村行政	 中央政府	

•  地域住民の意見が直接行政
に届く経路が存在する	

	

•  地域住民の意見が直接行政に
届く経路が存在するかは不明	

•  NGOを介する経路は存在する	



考察
中央⾏政レベル

• ファシリテーターとしての役割
– 地域住⺠の意⾒を⾏政に届ける

• 村⾏政との意思伝達経路は不明

村⾏政レベル
• 設⽴時に携わる

– 現在はサポート程度



今後の展望・課題
• 今回のリサーチで明らかにできなかっ
た村⾏政と中央政府の関係を明らかに
することが重要ではないか。

• NGOを介さないで地域住⺠の意⾒が
中央政府の政策決定に反映される仕組
みが必要。



国と村の連携不⾜
• 国の意向を知ることができない

– 保護林設置当初に国の意向に従った住⺠
は少なかった



村と国との連携不⾜
• 対⽴を⽣みやすい構造

– 村⾏政以下のレベルに国の⽅針が伝わり
にくい

– 唯⼀あるのは全体MTG
‧ 住⺠の意⾒は⾏政の過程ではなく結果



変化に弱い構造
• NGO撤退

– NGOが撤退すると中央⾏政とのパイプが
消える



変化に弱い構造
• 発展に伴い村・国の連携強化

– NGOを介する経路と介さない経路の2つ
が存在

– ⼆重⾏政化・対⽴を⽣む恐れ
– 時機を⾒てこの役割を移管する必要
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ご協⼒いただいた⽅々
国内訪問
•  コンサーベーション・インターナショナ
ル・ジャパン 浦⼝あやさん

•  九州⼤学 准教授 百村帝彦さん
•  地球環境戦略研究機関 鮫島弘光さん
現地訪問
•  JICAカンボジア事務所 内⽥東吾さん
•  国際NGO(WCS,BI,WWF,WA)の職員の⽅々
•  Tmat Boey村の⽅々 


