
マレーシアにおける森林ガバナンス－NGO の見解 1

Forest Governance in Malaysia -An NGO perspective 

マレーシアにおける森林ガバナンス 

－NGO の見解 【日本語訳】 

JOANGOHutan による FERN 報告書 

2006 年 9 月 

※ この日本語版は、FoE Japan の責任によって翻訳したものです。翻訳された内容に

ついて、著者および発行元である FERNの公式的な確認は受けたものではありませ

ん。なお、原文は FERN のウェブサイトよりダウンロードできます。

http://www.fern.org/media/documents/document_3754_3755.pdf  

 

１．序章.................................................................................................................................2 

２．森林と森林資源についての主要な問題 ............................................................................4 

２．１ 森林及びそれに関連する問題の定義 .....................................................................4 

２．２ 森林破壊と伐採.....................................................................................................5 

２．３ （非）合法性の問題..............................................................................................6 

２．４ 森林に依存するコミュニティと利用者..................................................................7 

２．４．１ 森林と森林の権利はどうして重要なのか .......................................................8 

２．４．２ Orang Asal が自分達の権利を実現するにあたっての障壁.............................. 10 

２．４．３ 人種政策 ...................................................................................................... 12 

３．政治と伐採 .................................................................................................................... 13 

３．１ 拡大する森林の商業化と、マレーシアの役割 ..................................................... 15 

３．２ 経済...................................................................................................................... 16 

３．３ 森林に依存した先住民コミュニティへの影響....................................................... 17 

４．マレーシアにおける森林関連の法律と政策 ................................................................... 19 
４．１ 植民地としての歴史............................................................................................ 20 

４．２ 現在の森林政策と法律：連邦―州間の対立......................................................... 21 

５．林業関連の政府機関及び統治 ........................................................................................ 23 

５．１ 森林機関：MTCC の事例..................................................................................... 23 

５．２ 持続可能な森林管理：伐採のための偽装？......................................................... 24 

５．３ 自主的パートナーシップ協定(VPA):落とし穴か解決策か？ ................................. 26 

６．現実的で、信憑性のある VPA の提言............................................................................ 28 

 



マレーシアにおける森林ガバナンス－NGO の見解 2

１．序章 

マレーシアはマレーシア半島部とボルネオ島にあるサバ州、サラワク州の 3 つの地域で構

成されている1。マレーシア半島部は 11 の州を持ちボルネオ島とは南シナ海をはさんで 1，

932km 離れている。連邦政府と州政府の 2 階層の政府があり、双方ともに立法権をもってい

る。連邦政府は外交、国際貿易、国防、国内治安、財政、通信、輸送、教育に関しての権限

を持つ。各州は土地、水、森林、農業、鉱物などの自然資源を管理し、州固有の憲法と行政

府、立法府を持っている。マレーシア半島部とサラワク州、サバ州の地域間での違いはある

が、このレポートでは共通点に焦点を当てていく。 

McMorrow & Talip（2001:217､ citing  Wood1990）は,1980 年代の終わりまでの状況でマレ

ーシアは、毎年 250,000 ヘクタール以上の森林が消滅している主要な 14 カ国の一つであると

指摘している。また彼らは 1980 年代後半までにマレーシア半島部の森林の半分とボルネオ島

の森林の 5 分の 1 が消滅したと加えた。これには様々な要因が関係している。森林消失と森

林の劣化の問題が批判の対象となったとき、焼畑農耕が、政府、特にサラワク州政府によっ

て主要な理由としてあげられた。しかしながら、森林破壊の理由として焼畑農耕は副次的な

ものだとの見方が確立している（Cramb 1989; Jomo et.al.2004; Nicholas 2003）。実際、焼畑や移

動耕作は森林の中や森林の近辺に住んでいる先原住民のコミュニティによって長期にわたっ

てとられてきた農耕形態なのである（Nicholas 2003）。森林消失と森林の劣化の主要な原因は

商業伐採、農業開発、ダム、移入民入植である。このレポートはマレーシアの森林がこれま

で、そして今現在も木材産業に非常に搾取され、またプランテーション農業や商業的、現金

収入を得るための作物のための開発、ダム、その他のインフラ開発プロジェクトの圧力にさ

らされていることを論述する。 

このレポートはマレーシア半島、サラワク州、サバ州の森林消失と森林の劣化の原因や程

度を議論する前に、まずいくつかの森林に関連する事柄の定義を明確にしていく。これは州

の権限と森林管理における意志決定の関連を明らかにするためである。またこのレポートは

州の森林と土地管理体制は必ずしも新しい体制ではなく、やや植民地後の状況により修正、

補強され、植民地体制の延長のようなものであるということを示す。つまり、林業法、規制、

林業組織、土地や森林の保有の制度を詳細に見ていくことで、植民地時代とその後の関係を

探っていく。 

 最後にこのレポートは違法伐採を抑制し森林の持続可能な経営をめざすマレーシアと EU

間の自主的パートナーシップ協定（VPA）の可能性と落とし穴を分析する。結論部分では、

マレーシア政府が持続可能な森林運営に関する確たる声明を遂行したことから派生した教訓

と、そのことの森林に生活を依存しているコミュニティとの関わり、そしてより広範囲にお

いてマレーシアの森林及び森林管理との関わりの問題に立ち返る。このことは、いまだ先住
                                                 

 
1 マレーシアは北緯２度から北緯７度の間にあり、赤道気候に属す。マレーシア連邦政府は 1963 年に成立し、
マラヤと呼ばれるマレーシア半島、サバ州、サラワク州、シンガポール（1965 年に分離）で構成されている。そ
の全ては以前のイギリスの植民地であった。従って、現在マレーシアは議会を持った立憲君主制であり、その他
の面(例えば法律)でも表面上イギリス式の政治体制を採用している。マレーシアでは国家元首であるアゴン(国王)
は世襲の９人の首長から選ばれる。 
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民や Orang Asal の利益と権利に取り組むためのプロセスを実行することが必要なマレーシア

においては重要である2。マレーシアの VPA を成功させるためには、最高指導原則としての技

術的・周辺的問題を据えるのではなく、権利、正義、公正を掲げなければならない。したが

って、VPA の進展のためには慣習的権利から顔を背けてはならず、むしろ鍵となるこの問題

を積極的に解決する決意を示していかなければならないのである。 

 

マレーシア 13 州の地図  

                                                 

 
2 このレポートでは、Orang Asal はマレーシア半島、サラワク州、サバ州の原住民を指す。この用語はマレーシ
アのクアラルンプールで 1996 年 9 月 2 日～3 日にかけて開かれた第一回マレーシア原住民のための土地利用権会
議(Hak Tanah dan Jatidiri Orang Asal SeMalaysia)で、3 地域の原住民代表によって満場一致で採択された。 
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２．森林と森林資源についての主要な問題 

２．１ 森林及びそれに関連する問題の定義 

まず、マレーシアでは森林の定義、森林被覆の程度、森林の消失、（非）持続可能な収穫量

等に関する質の高い情報が欠落していることに留意すべきである。これらは森林資源に関わ

る問題を理解するためには不可欠な情報である。しかし公式の資料では、社会・文化的価値

より経済的価値を重視した森林の定義が用いられている。従って、マレーシアにおける「森

林破壊」の程度は「土地の利用形態の変更」とほぼ一致しており、この定義に基づいて算出

される（Jomo ら 2004:43）。ここからマレーシアの森林被覆の程度に関する公式見解の実態

が見えてくる。 

マレーシアの公式見解で使用される森林の定義は、FAO の定義とは異なっている。FAO は

農地を森林から除いているが、マレーシアではしばしば、オイルパームやゴム、樹木作物の

農園は森林とみなされる。マレーシアの森林が急速に消失しつつある一方で「森林」プラン

テーションが拡大しつつある現状3において、森林の定義は極めて重要な問題である。 

広域に及ぶ問題を詳細に示す上で、マレーシアの土地と森林地域についての基礎データは

有用であろう。マレーシアは現在 3280 万 ha の陸地を持ち、その 75.5%を占める 2480 万 ha

は森林、及び樹木による被覆と分類される。この内 1950 万 ha が森林で 5300 万 ha が樹木に

よる被覆である。全ての森林のうち、920 万 ha（47.4%）はサラワクに 590 万 ha（30.1%）は

半島マレーシアに、440 万 ha（22.5%）がサバ州に存在する4。サバ州は自州の森林面積が最

小だとしている5。 

それぞれの地域の総面積と比較してみた場合、上記の数値には議論の余地が生じる。半島

マレーシアの面積は 1330 万 ha、サラワクは 1240 万 ha、サバが 740 万 ha である。公式統計

から地域別に更に詳しく見てみると6、現在もなおマレーシアの半島部分は約 60％、サラワク

は 75%、サバは約 60%が森林で覆われている。この数値にしたがえばマレーシア政府が、「今

なおマレーシアは緑である」ことを誇るのもおかしなことではない。しかし今後の議論を通

じ、マレーシアが森林の大部分を失っていることが明白になっていく可能性がある。既に 1990

年には国際熱帯木材機関によるサラワクのミッションレポートで、当時の森林伐採の速度が

続けば、今後 10 年以内にサラワクの森林が消失することを警告されている（ITTO 1990）。そ

の他の研究も同様の結論をほのめかしている（ e.g.Colchester 1989;Hong 1987; IDEAL 

                                                 

 
3 州の農業開発、特に土地と森林の問題と対立する商業プランテーションについては、更に踏み込んで調査する
必要がある。オイルパーム、ゴム、その他の商業作物は林業及び政府の関係者が森林と樹木を区別できるように
するため、森林ではなく、「樹木プランテーション」と改称される可能性がある。 
4 マレーシア木材協議会（MTC）のサイト http//www.mtc.com、2005 年の半島マレーシア森林局のサイト参照: 

http://www.forestandtradeasia.org/guidance/Malaysia/English/17/51 
5 ‘サバの森林が最小’ 2005 年 8 月 13 日デイリーニュースエクスプレス（サバ・デイリー） 
6 上記参照 
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1999;Jomo et.al 2004; McMorrow & Talip 2001）。森林の量に加え、種類と質についても、特に

マレーシアが 1990 年代後半から、パームオイルプランテーションを森林とみなすよう提案し

て以来疑問を持たれるようになっている。ここで前述の 3 地域の森林減少率を検証してみよ

う。 

 

２．２ 森林破壊と伐採 

政府調査7によれば 1966 年には半島マレーシアに 786 万 ha の森林があったことが記録され

ており、1974 年には 724 万、1984 年には 650 万 ha に減少している。これらの数値を見ると

1966 年から 74 年の間に 62 万 2 千 ha、1974 年から 84 年の間に 73 万 3 千 ha の森林が失われ

ている。1990 年代には年間の森林の消失面積は最低で 1995 年の 7847ha から、最高で 1996

年の 17 万 842ha までの幅で変動している。1970 年代初頭の森林消失面積が年間 7 万 ha だっ

たのに対し、1992 年～96 年を見ると年間 5 万 8002ha が消失している。 

サラワク州における年間の丸太の生産量は約 1200 万立方メートルで、60％が地元の工場で

処理され残りが輸出に回されると報告されている8。更にサラワク森林局の統計によれば、

1980 年から 90 年までの期間で森林の総面積は 100 万 ha（10%以上）減少している9。また、

サラワク州政府の発表では、サラワクはまだ 731 万 ha（陸地の 59%にあたる）が森林に覆わ

れている。このうちフタバガキ科の植物の混交した低山と泥炭の湿地が 10％にあたる 125 万

ha、マングローブとニッパ椰子の湿地が 1.3%にあたる 16 万 8000ha を占める10。しかし森林

の 880 万 ha（実質的にサラワクの森林の全面積）は 1990 年までに伐採許可を得ていると言う

事実（GTZ 1992:29、cited in Jomo et.al 2004: 176）は公式統計では隠されている。同じ統計

の中で 1983 年から 90 年までの年平均伐採量は約 22 万 ha であったことが示されている。こ

の問題を追及してきた調査者によれば（e.g. Jomo et.al. 2004; 176）1999 年までに伐採権を得た

地区の内、残ったのは 226 万 ha のみであった。しかもこれは森林破壊や劣化の主要な要因と

なる、土壌に影響を与える行為を考慮していない純然たる伐採された面積である。 

サバ州において11森林の減少が始まったのは 1890 年～1930 年の期間で、英国の殖民地支配

下で木材の伐採、タバコやゴムのプランテーションが導入されたのがきっかけであった。1953

年までは天然林がサバ州の 86%を占めていたが、およそ 30 年後の 1981 年までに残された面

積は 68%に、更に 84 年には 63%のみになってしまった。McMorrow と Talip（2001:223）は「一

世紀の間に 3 分の 1 以上の森林が失われたが、その殆どは 1970 年代から 80 年代初頭にかけ

てであった」と結論付けている。この推定は Jomo ら(2004:98)にも引用されている。Jomo ら

                                                 

 
7 半島マレーシアの数値は特に明記していない限り Jomo ら（2004）に基づく。 
8 Star Online 2005 年 11 月“サラワクはカリマンタンから木材を輸入していない” New Straits Times Online“非
難されたオランウータンレポート”いずれも 2005 年 11 月の記事。 
9 前述の Jomo 他(2004:156) 

10 サラワク政府のサイト参照（http://www.sarawak.gov.my/contents/forestry/forestry.shtml. 2006 年 3 月） 
11 McMorrow&Trip 参照（2001） 
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によれば、サバの森林は 1966 年の 605 万 ha から 1991年の 420 万 ha と次第に減少している。

つまり森林の約 185 万 ha、年平均で 7 万 4000ha が 1966 年から 1991 年までの間に失われたこ

とになる。サバの森林局の公式サイトに掲載されている現在の森林の総面積はおよそ 359 万

ha である12。 

Jomo(2004:50)らによれば、1971～89 年までの間で、半島マレーシアとサラワク州の両地域

における森林領域はほぼ 50％減少した。サバ州の場合は 1971 年の時点で利用可能だった地域

のうち 1989 年にまだ伐採されていない所は 20%以下であった。これだけの期間で森林の大半

が伐り尽くされてしまったのである。FAO の推定によれば、マレーシア全体では 1990 年から

95 年の間に 40 万 ha の森林が消失している(Dauvergne, 2001)。マレーシアにおける森林の破壊

と劣化の主要因は伐採である。 

 

２．３ （非）合法性の問題 

次に「合法」材と「違法」材の定義も重要な課題である。これには勿論、この報告書の主

な争点である州による Orang Asal の土地の保有、権利、利益の「合法性」の定義にも関わっ

ている。州政府は公的な許可や使用料なしに伐出された木材を違法としている。しかし、「合

法性」たるものは、先住民との関わりにおいては、彼らの権利に関する次の三つの問題を解

決することが出来るものでなくてはならない。まず、種々の状況における土地と森林に関連

する法律の不備は明白である。このことが十分な事前情報提供に基づいた自由意志による同

意なしに、先住民のコミュニティの慣習地で伐採やプランテーション開発が許可される結果

を招いている。次に法律では先住民のコミュニティと企業との紛争解決の仕組が確立されて

いない。最後に、こうした許可を発行する際、透明性が欠如し情報が公開されていない。全

てではないが殆どのケースで、いかなる Orang Asal からの森林の権利の要求よりも、伐採が

合法かどうかを決める州当局の職権の方が優先されている。Orang Asal が伝統的に利用してい

る地域でも、企業や州の機関が州政府から許認可を与えられるため、彼らの生活手段と資源

を守るための紛争が拡がってきたのである13。 

マレーシアでは現在、木材やそれに関わる産業に対し、今後も原材料を確実に供給し続け

られるよう、国家の森林プランテーション開発方針の策定が進められている。これは原木の

供給できる国内の天然林が激減し、近隣諸国も輸出規制を強めてきたためである。半島マレ

ーシアでは 35 万 ha が今後 15 年間の「森林」プランテーションとして割り当てられた。サラ

ワクでも 100 万 ha が今後 20 年間の対象とされた。2006 年 8 月最新の地球の友マレーシア

（SAM）の研究によれば、1999 年の 6 月から 2006 年の 1 月まで、天然資源及び環境の審議

会（NREB）でサラワクはプランテーションのプロジェクトに関連して 32 案件の環境影響評

価（EIA）意見書を受けているが、2006 年 1 月の最新の意見書に示された 246 万 8107ha に及

                                                 

 
12 2006 年 3 月アクセス 

13 Sarawak Rengah（サラワクニュース）のサイト http://www.rengah.c2o.orgに詳細な説明が掲載。Sahabat Alam 
Malaysia Penangと世界の熱帯雨林の動き Montevideo(1990)、サラワクの森林の闘いも参照。 
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ぶ案件を除き、全てのプロジェクトを承認している14。サバ州は更に 60 万 ha の森林プランテ

ーションを増やすことを目標に置いている。公式見解ではマレーシアの森林プランテーショ

ンは 31 万 553haで、7 万 5807haが半島部、17 万 4746ha がサバに 6 万 ha がサラワクにある15。 

マレーシアが世界のパームオイル市場の中心的な地位を維持し続けるため、森林が伐採さ

れた地域ではオイルパームプランテーション転換への圧力が強まっている。最近はバイオデ

ィーゼルの推進圧も加わっている。これは森林開発によるパームオイルプランテーションへ

の転換を更に促進するだけだろう16。この報告書では、こうした状況の下での州の木材の（非）

合法性をめぐる問題、及びますます増大する OrangAsal の懸念に対する州政府の考えを再評

価する。 

 

２．４ 森林に依存するコミュニティと利用者 

土地と森林とは、多様な森の民と森の利用者にとって根本的な資源の基盤となっている。

中でも第一位におかれるべきは先住民族、すなわちマレーシア半島部の Orang Asli、及びサバ

州とサラワク州の先住民－ここでは総称として Orang Asal を用いる17－である。このことは

Adong bin Kurau と Ors v. Kerajaan Negari Johor(ジョホール州政府) &Anor(1997)の高等裁判所

で示された以下の判決とも一致を見る18。 

･･･土地に対する先住民の権利には、如何なる妨害も受けずに自由に移動する権利、土地自

体からの生産物によって生活を営む権利が含まれる。･･･ 

Orang Asli は標準化された命名法によれば、ネグリト、プロトマレー、セノイが知られてい

る。彼らは更に 18 の下位集団に分けられる。ネグリトはおよそ 2 万 5 千年前から半島マレー

シアの密林で生活していたと考えられている19。彼らはケダ州各地、ペラ州北部、ケランタン

州、トレンガヌ州、パハン州で見つかっており、モン・クメール語族に分類されるアスリア

語から分かれた北部アスリアの言葉を話す（Burenhult 2002）。彼らの人口は 4150 人で、13 万

2873 人の Orang Asli 総人口の 3.12％を占め、Orang Asli の 3 グループの中では最少である。 

                                                 

 
14 2006年 9月 4日に交わしたEメールによる。2004年 12月 15日のMalaysiakini(http://www.malaysiakini.com)‘2400
万 ha をプランテーション用に伐採したサラワク’も参照。 

15 森林プランテーション：新しいアプローチ Dato’Hj.Shaharuddin Bin Mohamad Ismail 林業局福長官 
www.forestry.gov.my/mfc05.pdf  2006 年 9 月 12 日にアクセス。 

16 2005 年 11 月 7 日の New Straits Times Online  Business Times‘枯渇する資源’http.//www.nstp.com.my 
17 森林官、伐採事業者や、レクリエーション利用の目的で一般に公開された森林の利用者など、他にも森に関わ
る人々がいること事実を無視するものではない。 

18 Kerajaan Negari Johor & Anor v. Adong b Kurau & Ors(1998) 2MLJ 158 の上訴法廷も参照。LapOrang Aduan dan 
Siasatan Hak Masyarakat Asli Sarawak(サラワクの先住民の権利)www.suhakam.org.my から見られる（マレー語版）。 

19 資料によって説明が異なる。Orang Asli 問題局の Iskander Carey 局長（現長官）は 1960 年代に Patani(現在のタ
イ南部)の女王のアドバイサーだった英国人の John Smithが、ネグリトは約 25000 年前にマレー半島に移住してき
たと主張していることを示している。Andaya & Andaya (2001:12)は、当該地域の狩猟採集の遺物から見て、ネグリ
トは少なくとも 1 万年は半島マレーシアで生活してきたと述べている。 
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セノイは紀元前 2000 年ごろから移住してきたと言われ、主に半島の中心部でみつかってい

る。言語学的にはオーストロアジア語を話し、容貌はモンゴロイドのようである。しかし、

彼らはタイ南部及び中央部の新石器時代の社会と密接なつながりを持っていたと考えられて

いる。Andaya＆Andaya（2001:9-10）は、中国南部から移動したセノイは最初、台湾に定住し

た後、フィリピン、ボルネオ北部、インドネシアの一部、マレー半島に移住した。人口は 7

万 2871 人と、Orang Asli の総人口の 54.84％（JHEOA 2001））を占める最大のグループである。 

プロトマレーは主に半島中央部及び南部に見られる。総人口は約 5 万 5852 人で Orang Asli

の人口の 42.03％を占める。プロトマレーはおよそ 5000 年前にマレー半島に移動してきたと

考えられている。 

サラワクとサバの民族構成はきわめて多様である。2000 年の人口調査によれば、サラワク

の先住民は 28 の民族集団に分けられ、Iban, Bidayuh, Melanau, Kayan, Kenyah, Kelabit, 

Bukitan, Bisayah, Lun Bawang、その他少数の民族集団が幾つかある。 

サラワクでは Iban が主な民族集団で、全人口の 30.1％を占めている。内陸には非定住性、

あるいは半定住性の Penan も暮らしている。かつて狩猟採集民族であった Ukits（彼ら自身は

Bhuket という呼び方を好む）などの人々もいる。彼らはそれぞれ明白な独自の言語と文化、

生活様式を持った民族集団である。Dayak を合計するとサラワクの総人口の 48.3％を占めて

いる（Malaysia 2001）。 

サバ州には 39 の先住民族の民族集団と下位集団があり（1970 年の人口調査）、総人口の 61％

を占めている20。現在、サバ州政府は 30 の民族集団が 50 以上の言葉を使用していることを認

めている21。Kadazandusuns は最大の先住民族の集団で人口の 28.2％を占めている。次いで多

いのは Bajaus（11.8％）、Muruts（4.8％）である。ブルネイのマレー人を含む、その他の先住

民のコミュニティとして Rungun, Paitan, Suluk、Orang Sungai, Bonggi, Lun Dayeh、

Illanun、Sino（中国の）-Kadazan がある。合計すると人口の 19.2％になる。 

 

２．４．１ 森林と森林の権利はどうして重要なのか 

概して森林は Orang Asal の必要に応じて使われてきた。彼らは現在も狩猟や採集を通じて

生活必需品を森林から調達している。これに加え、多くの人々は現在も焼き畑農業や漁業、

その他の生活のために必要な活動をしている。更に彼らはドリアン、ぺタイ（Parkia speciosa、

豆の一種）、樹脂、竹、ラタンなどの林産物や、魚などの販売からも幾ばくかの収入を得てい

る。森林に対する権利を失い、利用が出来なくなれば、Orang Asal やその他の森林に依存した

コミュニティの生き方、存在のあり方－それらには生活の糧、安全、健康、教育、移動性、

その他社会文化的な地位とアイデンティティに関わる要素が含まれる－は大きな影響を受け

                                                 

 
20 1980 年の人口センサスによる。全ての少数民族のコミュニティは行政的な目的で“Pribumi”と分類されたが、
多くの先住民はこれに意義を唱えている。 
21 サバ政府のサイト http://wwww.sabah.org.my/bi/know_sabah/people.asp. 2006 年 9 月にアクセス。 
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るだろう（IDEAL 1999;Nicholas, Chopil & Sabak 2003; young 2001; young 2003 参照）。 

 

セランゴール州の Sungai Selangor(セランゴール川)ダム計画地。Temuan グループの 2つの Orang 

Asli の伝統的な領域とされる、およそ 600ha の森林が、このプロジェクトで消失する。Temuan

は祖先から受け継いだ土地とその他の資源を失う上、強制的に移住させられる。  

 

 

元の Sungai Selangor(セラ

ンゴール川)1998 年  
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1980 年代、マレーシア、特にサラワク州が注目を浴びた。メディア、国内外の NGO、欧州

議会のメンバー、その他人権や先住民、環境に関心を持つ個人やグループを中心に、詳しい

調査が為され、マレーシアは批判を受けた。先住民族の多くが居住しているサラワクの森林

が、無秩序かつ急速に破壊されているとして、サラワク州政府と木材業界の大物の双方が非

難されたのである。森林破壊の影響をもっとも受けたのは、特に森林への依存度の高いグル

ープ、すなわち Penan であった。更に決定的だったのはブルドーザーが先住民の慣習的保有

地に侵入して彼らの森林資源を奪い、生活基盤、河川、墓地その他の文化的遺産を破壊した

ことである。Penan は伐採会社が彼らの森林に侵入して来ることを防ぐため、バリケード封鎖

や平和的なデモなどを行い、伐採への抵抗の最前線に立った。今日に至るまでサラワク先住

民と州政府、伐採業者との対立は解消しておらず、Penan やその他の影響を受ける Orang Asal

のグループによる抵抗は全 3 地域で続いている。 

 

２．４．２ Orang Asal が自分達の権利を実現するにあたっての障壁 

森林は、様々な価値、機能を持ち、人によってどこに関心を向けるかも変わってくること

から、争いになりやすい資源だと言える。争いになっている森林ではほぼ全て、長期にわた

って Orang Asal による土地と森林への権利を守るための闘いが続いている。営利目的の森林

開発が招いた社会・経済的な不正義と不平等が、種々の抵抗を生んでいる。この闘争が国際

化する以前、先住民達は当局や企業が彼らの権威を尊重するよう、平和的な方法で様々な働

きかけを試みてきた。しかし彼らの働きかけは実らなかった。概して州政府や有力な個人及

び民間企業は森林資源の管理や政策決定に支配的な力を持っており、Orang Asal や環境に関わ

ることは無視している。全ての努力と交渉が失敗に終わると Orang Asal と彼らを支援する活

動家や NGO には平和的なデモに訴える以外の選択肢はなくなるが、こうした手段はしばしば

逮捕や投獄、暴行を受ける結果を招く。暴行は警官や軍、雇われた暴力団によるものと言わ

れている（IDEAL 1999, 2000; Nicholas 2000; SUHAKAM 2006）。経済力を持つ者が国家権力の

助けを借りて、異議を唱えるものに圧力をかけて黙らせようとすることもよくある。その異

議申立てが正当で合法的なものであっても、実力行使や投獄という手段が採られる場合もあ

る22。 

州政府が権力を行使して批判を抑え、Orang Asal のみならず野党の政治家や人権弁護士、

NGO、Malaysiakiniやその他メディア、公然と先住民の土地と森林の権利への闘争を支援して

いる一般市民などの基本的人権を侵害していることを示す事例は枚挙に暇がない。IDEAL

（1999）の報告や NGO による Penan 事実調査団、サラワクの先住民の人々による 2000 年の

国際 NGO 会議（利益を得られない人々：コミュニティの発展のために 11 月 4～5 日）にお

ける証言、政府や SUHAKAM23への多数の陳情書）等によれば先住民が受ける暴力や被害の

                                                 

 
22 詳細、及び実例は Rengah Sarawak(サラワクニュース) Sarawak Rengah http://www.rengah.c2o.org また、Sahabat 
Alam Malaysia and World Rainforest Movement(1990),Battle of Sarawak foress. を参照。州の憲法 2 条に基本的な自由
は明記されている。条項 10（1）では、全てのマレーシア市民に言論の自由、平和的な集会、結社の権利が、条
項 13 には所有権が保障されている。 
23 IDEAL1999 参照。http://www.coac.org.my, http://www.rengah.c2o.org, http://www.suaram.org, http://www.sukaham.org.my 
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中でも最悪のものは孤立した地域や内陸部で行われている。複数のサラワクの活動家は州政

府にパスポートを没収され、NGO 職員の一人は 1988 年に政府批判の大規模な取締りが行わ

れた際、厳格な国際安全法を適用されて逮捕された。その後、告訴はされずに釈放されたが、

こうした脅迫は、先住民に味方して共に闘うと自身の自由が脅かされることを活動家に思い

知らせる効果がある。先住民の闘争を公然と支援している半島とサバの政治家や活動家、同

様に何人かの外国人も州政府のブラックリストに掲載され、今日においてもなお、サラワク

への来訪を拒否されている。それでも Orang Asal は彼らの権利を主張するだけでなく、彼ら

自身で、そして活動家や NGO の支援を得て、奪われたものを取り戻そうとしている。 

後述するが、州や国家の法規には社会的、文化的、慣習的権利が明記されるようになった

にも関わらず、現行法や政策では Orang Asal の森林や資源への権利が認められていない。た

とえばサラワクでは慣習地が法的に認められているが、この権利は過去 10 年以上に渡って侵

食され続けてきた。Penan については、大規模な抵抗運動と国際的なキャンペーンを受けて

「Penan 問題に対する内閣委員会」が設置されたが24、サラワクにはそれ以外に特に先住民の

権利を扱う省庁や部署はない。しかし、Penan コミュニティの生活水準は未だに最低であると

言わざるを得ないことからも、委員会にコミュニティから申し立てられた不満を解決する効

果があるかどうかについては疑問が持たれる。通常の法廷の制度に加え、先住民の法廷も存

在しており、州の首長の管轄する部署で伝統的な慣習や伝統が詳しく調査されている。サバ

州でも先住民のグループは同様の状況に直面している。半島部では Orang Asli の土地と森林

資源の利用に対する権利が、侵害され続けている。この中にはダムやその他のインフラ整備

計画による強制的な移住という事例も含まれている。 

土地の問題は州の司法権の管轄下にあり、州政府は慣習地を治める規則を制限し、先住民

の資格や権利を妨害するために権力を行使出来る。しかしサバ州やサラワク州ではそれ以上

のことが行われている。半島部では土地は州の管理下にあるが、連邦政府の権限が他の州よ

りも強い。地方・地域開発省内の Orang Asli 問題部局（JHEOA）は、Orang Asli の問題の解決

を担当している25。州のレベルでは、Orang Asli の問題を扱う上で州知事と同等の立場の相談

役がいる。各州政府は Orang Asli の土地への侵略について非難されている。しかし、連邦政

府はより広い権限を持ち、連合与党の Barisan Nasional(BN)がと政治的主導権を持っているた

め、BN 系政党が政権を握る州政府は連邦政府の内閣に応えなければならない状況下にある。

つまり土地の問題に責任を負っているのは州政府であるにも関らず、Orang Asli の土地に対す

る権利や利用を決定する開発は連邦政府の開発政策に基づいて行われているのだ。 

                                                 

 
24 この委員会はずっと公開の場から消えている。 
25 この局は別のときに首相部局の本庁と国家統一及び社会開発庁に設置された。 
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２．４．３ 人種政策 

マレーシアの政治状況は複雑だが、規則、規制、法、政策を決め、人々を律する慣行を規

定する権限は表向き政府に属している。連邦と州の議会は共同体に基盤を置いた諸党の連合

の支配下にある。この党連合は半島に拠点を置く統一マレーシア国民組織（UMNO）に率い

られている。経験から言うと、マレーシアではどこでも政治的、経済的に豊かで権力のある

ものが最大の機会と利益を得ている。 

「ブミプトラ」は「土地の息子」を意味し、イスラム教徒のマレー人と半島、サラワク、

サバの非イスラム教徒の先住民とを包括した概念である。1971 年に作られ、それ以降新しい

経済政策となったこの政策は、国家に経済的な平等をもたらすことを目指していた。ブミプ

トラは州政府が政策と法を通じて認可した者に特別な権利と特権を授与する。公共部門の仕

事や教育の場でのブミプトラの優先も含まれるが、それだけではない。幾つか例をあげると、

奨学金や政府からの受注、ローン、補助金、上場会社の強制株の割り当てなどがある。 

およそ 30 年を経て、（未だに目標とされた 30%が豊かになるという目標は果たされていな

いにしても）国家の富の分配は進んだ26。しかし、非イスラムのブミプトラ、すなわち先住民

は、政治的なコネを有する少数のエリートを除き、イスラム系の人のようには状況はよくな

っていない。先住民に分類される人の中の、エリート達の関心がどちらかと言うとより多く

の富を得るための競争に向けられるのであれば、民衆は完全には放置されないにしても、周

縁におかれ続けるであろう。東マレーシアの貧困と平等についての高度に政治的なワークシ

ョップで作成され、首相部局の認可した提言の束の中に先住民の土地の権利への言及が全く

ないと言う事実は、まさにこのことを示している。土地の権利の代わりにあったのは、先住

民のコミュニティが教育、経済的、財政的な機会を特別に得られるよう要求する長いリスト

だった（Sarok & Ngidang 2004）27。このようにブミプトラの概念は、「土地の息子」を平等に

利することはなかった。非イスラムの先住民の民衆はその分類の中でも更に片隅に追いやら

れているのである。 

                                                 

 
26 前首相のマハティール・モハメドと副首相のアンワル・イブラヒムの不和以降、行政の各部局はこの差別的な
政策に疑問を持ち始めた。アンワルとその支持者は、親族、支持者、自分自身を豊かにし、代理人を使って新経
済政策を不当に利用し、普通のマレー人に不利益をもたらしているとしてマハティールの縁故主義、身内びいき
を公然と批判した。アンワルは新経済政策の復活に反対する立場であったが、青年統一マレーシア国民組織が、
2005 年の党大会で復活を要求した。 

27 ワークショップでも認められたように、社会・経済的な優先事項は重要で、冷笑されたり無視されたりすべき
ではないことは協調しておく必要がある。 
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３．政治と伐採 

Ross によるサバ州、サラワク州、フィリピン、インドネシアの研究によると、政治家は通

常、支持者や親族へ恩恵を授けるために課税率を低くした伐木許可を用いて来た (Ross 2001: 

52)。特に、木材ブームは、政治家にレント･シーキング（特権的利益の追求行動）をさせる

原因となった。Ross の言葉を借りるなら、レントを割り当てる権利を得ることを目的とした

国家主体によるレント・シージング（レント捕獲行動）である(Ross 2001: 3)。よって、政治

家やその仲間、または政治的つながりが強い企業にとって、木材伐採権を得ることは難しい

ことではない。多くの解説者が、政治や政治家と、木材産業との間の政治力学にスポットラ

イトを当ててきた28。州政府が商業目的で事業を運営するようになってから、国（州）有企業

や政府系企業も木材伐採権による利益に浴すことになった。Ross によると、 

サラワク州の政治家は通常、木材伐採権自体を保有するのではなく、ライセンス保有企業

や、木材加工企業から受け取った、これらの企業の株式を保有している。多くは、このシ

ェアの得るために、わずか 1 マレーシア・リンギットばかりの名目上の金を支払う。1990

年代、州首相の議会メンバーへの代表的な「贈り物」の価値は 5～1000 万リンギット（2

～400 万米ドル）だった。さらに、議会メンバーである Rahman Ya’akub と Taib は連邦議

会のサラワク州代表と、彼らの家族など、他の重要な州と地元の役人にコネクション･シ

ェアを与えた(Ross 2001: 153, citing INSAN 1989, Pura 1990, Leigh 1991)29。 

半島マレーシアとの関係について、Majid Cooke は、1986～1990 年に Pahang 州首長家へ

18,723.82 ヘクタールの伐採ライセンスが与えられていたことを明らかにしている30。首長家

への与えられた無条件の営業権に加えて、1989 年に Pahang 宮殿は Lionvest Corporation を通じ

て、州政府が所有する企業で約 31,000 ヘクタールの営業エリアを持つ Syarikat Jengka Sdn Bhd 

(SJSB)を「救済」した。また、UMNO の政治家らが木材営業権を授与ことで利益を得ること

は有名である。 

同様に、サラワク州に基盤を置く複合企業 Ta Ann Holdings Bhd は、月間にして丸太 41,000

立方メートル、合板 252,000 立方メートルの生産能力があり、408,366 ヘクタールの木材伐採

権を同州で有している。また、300,131 ヘクタールの植林用地と、39,000 ヘクタールのプラン

テーション用地を保有している。現在、サラワク州における木材企業の上位 5 位に入る31。同

時に、Ta Ann 社の Abdul Hamed Sepawi会長は、サラワク州首相であり木材ライセンス付与を

担当する大臣でもある Taib Mahmud と従兄弟関係にある。Taib Mahmud サラワク州首相によ

                                                 

 
28 Hong 1987; INSAN 1989; Jomo et al. 2004; Nicholas 2000; Wee 1995; WRM & Forests Monitor 1998 参照 
29 Rahman Ya’akub と Taib Mahmud は、サラワク州の前知事と現在の知事で、偶然にもおじとおいでもある。サ
ラワク州における renting-seeking の詳細は Ross (2001) pp.127?156 と Sabah pp.87?126 参照 
30 内訳：1986 年 5,211.58ha、1987 年 1,218.58ha、1988 年 4,714.13ha、1989 年 5,184.86ha、1990 年
2,394.67ha(Majid Cooke 1999: 102)。 
31 The Star, 9 January 2006 
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って管理されている伐採営業権は、約100億マレーシア・リンギットになると推計される(Jomo 

et al. 2004: 211)。 

1981 年から政権の座にいるサラワク州首相は、資源管理・計画大臣も兼務し、国土調査局

（Department of Lands and Surveys）や森林局（Department of Forests）、州の環境アセスメント

（EIA）を担当する組織であるサラワク州自然環境資源議会（SNREB）の運営も監督してい

る。このように、州における林業、土地開発、鉱業、都市計画の政策立案は、当局の最高レ

ベルで過剰なまでに集中管理をしている。例えば、生産林、保安林に係る公報発布、土地区

分関連事項、公共の目的および社会的経済的開発など様々な目的による土地の取得、木材ラ

イセンスの発行とそれを、裁判を踏まずに無効にできる権限などが当局最高レベルの管轄で

あり、州法のもとで EIAは、そのプロジェクトの提案者が望まない限り、国民の参加を義務

付けていない。 

利益供与とレント・シージングの慣習はサバ州でも日常的で、特に「候補者が集票を後援

者に強く依存している時には…サバ州の連合政府のもとでは、Stephens と Mustapha の双方が、

自党の後援者に見返りを与えるため、伐採許可を利用し、次期選挙に向け他党との連合を作

った」(Ross 2001: 88?89, 103)。州首相によるがサバ州の森林制度や伐採ライセンス割り当て

権などの変更といった権力の行使は、1976 年～1985 年までの Harris Salleh の Berjaya 政府、

1985 年～1994 年までの Pairin Kitingin の PBS 政府、1994 年～現在に及ぶ UMNO サバ州率い

る連合の下でもみられた(Ross 2001)。 

2005 年、木材セクターにおける、輸出収入は 214 億 5000 万 RM(45 億 7000 万ユーロ)で、

2004 年の 197 億 8000 万 RM(42 億 1000 万ユーロ)から 8.5％上昇した32。サラワク州に基盤を

置く木材企業のいくつかは多国籍企業であり、世界中の森林を略奪している(Greenpeace 2004; 

WRM & Forests Monitor 1998)。1998 年の WRM & Forests Monitor の報告書によると、1990 年

～1997 年にマレーシアによる伐採作業はアフリカ(ガボン、カメルーン、コンゴ民主共和国、

マラウイ、ジンバブエ、マダガスカル、リベリア、赤道ギニア)、中南米(ベリーズ、ブラジル、

ガイアナ、スリナム)、アジア(カンボジア、ミャンマー、インドネシア、ラオス)、太平洋(パ

プアニューギニア、ソロモン諸島、ニュージーランド、バヌアツ)そしてロシアでみられるよ

うになった。これらのマレーシアの事業体には、中途で頓挫したもの、企画段階のものもあ

り、また、事業基盤も調査目的の賃借に基づくもの、長期供給契約によるもの、自身の営業

権をもつものなどがある。少なくとも二人の伐採者は、マレーシアの富豪トップ 20 に入る。

マレーシア最大の伐採企業 Rimbunan Hijau の Tiong Hew King は、15 億 2800 万マレーシア・

リンギット(3 億 2500 万ユーロ)の富で、9 位である。また Yaw Teck Seng（別名 Hiew Teck Seng 

of Samling）は、5 億 8900 万マレーシア・リンギット(1 億 2500 万ユーロ)で、17 位である33。

また、トップ 20 の富豪に入っていなくても、この木材ブームの間に、森を刈り取り、膨大な

                                                 

 

32 New Straits Times Online ? Business Times, ‘Malaysian timber board promoting furniture-making as a career’
http://www.btimes.com.my/Current_News/BT/Wednesday/Corporate/BT219940.txt/Article/（2006 年 4 月 5 日アクセス） 

33  The Star Online, ‘Kuok tops Malaysia’s rich list for third year’（2006 年 2 月 17 日） 

http://biz.thestar.com.my/news/story.asp?file=/2006/2/17/business/13422577&sec=business（2006 年 2 月 17 日アクセス） 
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利益を得ているものは数多い。 

 

３．１ 拡大する森林の商業化と、マレーシアの役割 

1960 年以降マレーシアは、世界における木材貿易で中心的な役割を担ってきた。国家は、

丸太の輸出を開始し、輸出量の増大とともに、その役割の重要性も増した。例えば、1971 年、

丸太生産は 1800 万? であったが、1990 年には 4000 万? に増加した。1970 年～1990 年に丸太

製品の合計は年間平均 8％上昇したことになる(Dan 1998: 12)。次第に、傾向としては、原木

丸太を用材やその他の製品にする川下加工の増進に向かっている。これは世界の木材貿易に

おけるマレーシアの地位を守るのと同時に、木材資源の衰退という問題の深刻化と、持続不

可能な伐採習慣に対する批判を抑えるための試みでもある。したがって、主要な製材、ベニ

ヤ、合板製品のプロセスに加えて、政府は木材成型や家具のような川下加工を奨励した。2006

年 1 月～7 月に、木材および木材関連製品の輸出額は、128 億 RM（27 億ユーロ）で、全輸出

の 3.9％を占め、2005 年の同時期から 3.0％上昇、マレーシアで 5 番目の輸出項目となった34。

マレーシア木材産業委員会によると、主要相手国は、日本、米国、EU、中国、ASEAN であ

る35。 

マレーシアは、世界の至る所に貿易振興事務所と、戦略上の土地により特化した木材貿易

事務所を設け、支援している。一例として、ロンドンのマレーシア木材審議会（MTC）事務

所などである。マレーシアはまた日本に基盤を置く ITTO のような国際木材貿易組織とも積極

的にかかわりを持っている。加えて、マレーシア政府は MTC やその他の機関を通じて、販売

促進活動、見本市、視察など、木材、木材関連製品の海外市場および買い手調査に携わって

いる。 

自国の森林が減少していることから、マレーシアの伐採業者は、アフリカやロシアの僻地

から、南東アジア、太平洋諸国などの国まで操業を拡大しており、世界的な伐採情勢の中で

マレーシアの国際的地位は更に向上している。加えて、マレーシアの伐採企業は、ニュージ

ーランドとオーストラリアの植林事業や、ロシアとその他の国での伐採事業に投資している。

中心となっている企業は、サラワク州に基盤を置く Rimbunan Hijau、Samling、WTKなどの伐

採企業である。例えば、Rimbunan Hijau は現在、中国、ブラジル、カメルーン、赤道ギニア

共和国、オーストラリア、ニュージーランド、バヌアツ、パプアニューギニアで操業を行っ

ている36。Rimbunan Hijau などマレーシアの伐採企業が海外で行っている伐採事業は、地方お

よび先住民の権利を侵害しているとして激しい非難を受けているが、皮肉的なことに、企業

はその投資が国家経済の発展のために寄与していると見ている。Rimbunan Hijau の社長は言
                                                 

 
34 Malaysian External Trade Statistics（2006 年 7 月） 

http://www.statistics.gov.my/english/frameset_rpm.php?file=rpmjuly06（2006 年 9 月 12 日アクセス） 

35 Zaidi Isham Ismail [online], ‘Malaysia’s timber export earnings set to hit record,’（2005 年 9
月 7 日） 

36 Rimbunan Hijuan (PNG) Group of Companies.http://www.rhpng.com.pg/aboutus.htm（2006 年 8 月 29 日アクセ
ス） 
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う、 

Rimbunan Hijau グループは、伐採活動を補完するために高付加価値の木材製品加工を再構

築していて、これにより、その国の経済を変えることに貢献している。 

投資を行うことで、政府の歳入、伐採税、印税、事業税などに持続的な貢献をしている。 

また地方や、特に農村における雇用の機会を作ってきた37。 

同じように、MTC は、「木材貿易が始まってから、一部の人びとは、それがその他の事業

よりも優れていると理解する」と誇る38。これは表面上では、木材および木材貿易の経済、要

するに森林はマレーシアの経済成長および開発に著しく貢献していると言うことである。後

に我々は、これら政治的、経済的権力を持ったものが、どのように、例えば、受け入れがた

い真実を隠したり、森林に住む人々の権利の侵害を隠蔽したり、森林資源を搾取し、環境を

傷つけることなどが出来るかを知ることになる。 

 

３．２ 経済 

前節で述べたように、木材および木材貿易は、政治的影響力と利権を持つもののための貨

幣経済の一部である。実際 2004 年に、プランテーション産業・商品省の副大臣は、木材産業

は 198 億 RM（42 億ユーロ）をもたらし過去最高を記録したと述べている39。これは 2003 年

の 163 億 RM（35 億ユーロ）から 21％上昇している。また 2005 年末までに、西アジア、米

国、インド、日本、韓国でのホテルや住宅建設により、198 億 RM（42 億ユーロ）以上を稼

ぎ出すと予測される。さらに、2004 年の合板および木製家具の輸出は、それぞれ 56 億 RM（11.9

億ユーロ）と 55 億 RM（11.7 億ユーロ）だった。2005 年の家具の輸出は、2004 年の 60 億 RM

（12.8 億ユーロ）から、70 億 RM（14.9 億ユーロ）に上るとみられる。 

2000 年の合板およびベニヤ板の日本への輸出は、合計 20 億 RM（428 百万ユーロ）で、同

製品の輸出合計の 52％である40。しかし、これには、マレーシア自身の製品加工の原料とし

て需要が増え、輸出の減っている丸太は含まれていない。マレーシアには製材、合板、ベニ

ヤ板、パーティクルボード、家具、建具などの木材製品を作る製造業者が 5000 以上ある。マ

レーシアの木材産業は GDP の約 5％を担い、33 万 7000 人の雇用を確保しており、これは国

の労働人口のおよそ 3.4％である。林業セクターがこの国の人口構成上の大きな部分に雇用を

提供していることについては議論の余地は無いが、林業従事者の労働状況、社会的状況、健

康、安全性の問題、適正賃金などに関して明らかにされることはめったにないのである。 

一方でマレーシアは、「北」が南を搾取する代わりに「南」の国々が互いに協力する「South
                                                 

 
37 Rimbunan Hijuan (PNG) 企業グループ社長によるメッセージ。http://www.rhpng.com.pg/aboutus.htm（2006 年 8
月 29 日） 

38  MTC website http://www.mtc.com.my/industry/trade.htm（2006 年 8 月 29 日アクセス） 
39 New Straits Times ? Business Times [online], ‘New technologies to boost timber industry needed’（2005 年 9 月 9
日）http://www.nstp.com.my（2005 年 9 月 9 日アクセス） 
40 www.mtc.com.my/news/pr17.htm（2006 年 9 月 12 日） 
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?South cooperation」を先導している。しかし、この戦略は、マレーシアの伐採・植林企業が、

北の企業と同じように、アフリカ、南アメリカ、南東アジア、太平洋諸国の先住民の権利を

侵害し、搾取しているという事実を隠蔽する巧妙な企てにすぎないのである (WRM & FM 

1998; Greenpeace 2004 参照)。 

 

３．３ 森林に依存した先住民コミュニティへの影響 

公式統計が木材および木材製品による何億もの歳入を誇る一方、森林に住み、依存してい

る人びとはマレーシアで最も貧しいのは皮肉なことだ。マレーシア人権委員会(SUHAKAM)

の 1997 年の調査によると、1 万 8234 件の Orang Asli の家庭の 81.45％は貧困層に属し、48.85％

は慢性的である41。また、Orang Asli の地域の 49.4％には電力供給が無く、53％は安全な水の

供給も無い。しかし、マレーシアの貧困率は 1990 年の 16.5％から、2002 年には 5.1％に減少

している。慢性的な貧困は 1990 年の 3.9％から、2002 年には 1.0％まで減少している42。明ら

かに、国家および国民を「現代化」し、2020 年までに「先進国」の地位を獲得するという政

府の計画は、周縁に取り残された先住民コミュニティを一貫して無視して来ている。 

影響を受けた地域のコミュニティは、伐採問題以外でも、あらゆる争いの根底には土地の

権利の問題がある常に主張してきた。森林伐採者はやって来ては森林が消えるとともに去っ

て行くが、そこに住む人びとの（生活、環境、自立した生活スタイル、文化、身体的、知的、

精神的完全性を作った伝統の）破滅は終らない。開墾された森林には、便利な道路が通り、

今では材木以外の産物を生産するための一等地になっている。結果として、ゴム、油やし、

プランテーションに加えて、ダム、パルプ・製糸工場などの開発プロジェクト、サラワク州

のアルミニウムの精錬所においては提案までもされたが、先住民の土地の権利はを否定され

続けている。 

コミュニティの共有地への侵害は伐採者だけでなく、ヤシ油、その他の地場原料に依存す

る商品の製造や貿易に関わるマレーシアの企業や多国籍企業も関係している。 

Friends of the Earth インターナショナル（FoEI）の調査43によると、プナン族の人びとは、

森林資源の枯渇の結果、収入は減少し、大気や川の汚染や異常高温、あるいは食料不足が原

因の健康被害に直面している。2002 年、サラワク州プナン協会（SPA）は、各州および連邦

当局に対し、伐採がどのようにしてそこに住む人々を食糧不足が頻発し、教育や医療を受け

る機会の少ない貧しい生活に陥れたかを詳しく記述した Long Sayan 声明を提出した。しかし、

SPA は今日までこれらの機関から満足の行く返答を受け取っていない。その他の例として、

マレーシア自然保護協会(MNS)は、伐採の続くペラ州の Temenggor Forest Reserve での野生生

                                                 

 
41 Bernama National News Agency [online], ‘Suhakam suggests special attention for Orang Asli to eradicate poverty’
（2005 年 10 月 26 日）http://www.bernama.com（2005 年 10 月 26 日） 
42 Ibid. 
43 Malaysiakini Internet News, ‘NGOs: Stop logging, clearing Penan lands’（2005 年 10 月 17 日） 

http://www.malaysiakini.com（2005 年 10 月 17 日アクセス） 
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物に対する深刻な影響を取り上げている44。しかし、州政府は伐採中止の要求を無視し続けて

いる。うわさによると、伐採による経済的利益を直接受けているからだと言う45。動植物への

直接的脅威に加えて、伐採はマレーシアの森林に住む人びとに対し重大な影響を与える。様々

な研究(例：Hong 1987; IDEAL 1999, 2000; INSAN 1992; Manser 1996; Nicholas 2000; WRM & FM 

1998)がマレーシアの先住民に対する伐採による悪影響を指摘している。 

木材貿易における世界的地位を強固にしたマレーシアは、批判が多い伐採業務を変える意

欲は示していない。それどころかその地位を確立することに熱中し、伐採活動を強化してい

る。マレーシア半島およびサラワク州の森林に依存する住む先住民による彼らが考えるとこ

ろの共有地での違法伐採に対する抗議は顧みることなく葬り去られた。共有地の権利を守る

抗議は、地域および海外 NGO によって様々なレベルに向けて発せられていて、様々な反応を

得ている。コミュニティや支援 NGO による 20 年におよぶ反対運動は、共有地の権利を認め、

破壊から環境を守るという目標について、明確で持続可能な結果は得ていない。 

                                                 

 
44 4The Star Online, ‘Logging threatens wildlife at Temenggor forest’（2006 年 4 月 11 日） 

New Straits Times Online,‘Turn forest into state park, says group’（2006 年 4 月 17 日）（2006 年 4 月 11 日、17 日アク
セス） 
45 The Star Online, ‘Tajol: Logging at Belum-Temenggor has to go on’（2006 年 4 月 19 日） 

News Straits Times Online, ‘Logging in Temenggor forest to continue’（2006 年 4 月 19 日）（2006 年 4 月 19 日アクセ
ス） 
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４．マレーシアにおける森林関連の法律と政策 

マレーシアでは、森林関連の法律は州レベルで作成される。つまり、各州はそれぞれの土

地、森林、漁業、農業、水資源、及び地方行政区域について、その処分に関する権利も含め

た権限を握っているのである46。その理論からすると、森林は州によって管理される公共の土

地ということになる。したがって連邦政府ではなく、州政府に、官報による保護区の設定、

伐採許可の発行、使用料及び手数料の徴収、森林の利用や配分およびその開発についての決

定、等に関する権限が与えられていることになる。実際に、各州には州独自の森林部門及び

関連する機関が設置され、森林資源の管理や州、地区及び地方レベルでの森林政策の施行を

担当している。 

しかしながら、連邦憲法の附則第九項の下、連邦政府は森林及び林業、資源保護及び、地

方政府の計画について、管轄の省や機関を通じ、特定の規定に関する権限を保持するのであ

る（Yong 2001:64-66）。憲法によると、州の農業及び森林部門は、EIA（環境影響評価）、森林

流域についての規則や、生物多様性の保全といった特定の事項については対応する連邦政府

部門への照会が義務付けられている。（ただしサバ、サラワクは除外される。この 2 州は連邦

内での憲法上の調整によりそれらの事項について他州よりも州政府の自治権が認められてい

る。）連邦政府はこれらの事項について、各州間での法と政策の統一性の確保を目的とした規

定を定めることができる。しかし、この規定は州議会で承認されない限り施行されない。実

際には、土地、森林及び環境に関する連邦と州の政策には矛盾がある。州は土地や森林の政

策について、連邦政府の政策と矛盾する点では自身の政策を優先してきており、また連邦政

府も然りである。 

 1970 年に、土地利用可能性分級(LCC)が策定されたが、農業を重視したものだった。この

ように州による森林政策は、土地政策とは隔離されたものとして現在も扱われている。プラ

ンテーション農業は Orang Asal の慣習的な土地への権利を、減少させているとは言わぬまで

も脆弱なものにしている、主要な原因の一つとして重要になりつつある。半島に拠点を置く

複数の土地開発業者が、サバ、サラワクにヤシ油プランテーションを造成するために大規模

な土地開発を行っており、それは頻繁に先住民の土地を侵食しているにもかかわらず、我々

の知る限りそのような行為を中止する規定を持つ州はない。また、サバ、サラワクにおける

ヤシ油や他の商業計画にかかわるプランテーションや土地開発の業者を取り締まる効果的な

規制も存在しない。このような原因は、土地政策が主に植民地時代の名残を留めており（次

項参照）、政策決定の過程に一般市民が参加することは極めてまれであり、政府やビジネスの

エリートによってこれが維持されていることにある。 

 

 

                                                 

 
46 連邦憲法の第 74 条 2 項による。 



マレーシアにおける森林ガバナンス－NGO の見解 20

４．１ 植民地としての歴史47 

 半島マレーシア、サバならびにサラワクにおける森林関連の法律は、過去の英国植民地政

府時代からの遺産である。Kathirithamby-Wells(2005:49)から引用すると： 

マラッカ海峡殖民地48における 1786 年から 1900 年にかけての英国の先駆的探検時代は、

主として帝国の資源植物学を熱帯多雨地方で発展させることに精力が注がれ、これが熱帯

林業の基礎となった。森林が持つ土壌や気候に対する影響力、より直接的なものとして、

森林の経済的価値及び種の減少に対する脅威が、森林学者と自然主義者、そして園芸家達

の関心を等しく惹きつけた。ただし、森林保護の概念は明白に受け入れられたものの、森

林の管理についての取り決め調整は、英国のマレー連邦の植民地化が更に拡大したことで、

専門的な森林部局の設置が認められるまでは暫定的なものにとどまった。 

森林管理システムと森林関連の法律は、植民地時代に導入、施行された。森林の専門家達

は、流域と丘陵地形の保護のため、森林保護区の調査及び設定を推進し、持続的な生産を行

った。当時のマラヤ半島は、英国から最初の「マレー州連邦及び海峡植民地における森林保

護官」が着任すると同時に、独自の森林担当機関である森林局 (Forestry Department)を 1901

年に設置した。この森林局により、組織的な森林保全プログラムが導入された。1935 年には、

半島マレーシアの約 80 パーセントが森林であったが、1966 年に資源調査が実施されると、そ

の値は 70 パーセントに減少していた（Ooi 1976）。森林政策の発展は 1930 年代に政治の地方

分権化の概念が導入されて、鉱業、農業及び林業が各州の支配下になった頃から始まった。

1952 年に、連邦政府が中間森林政策発表を公表し、それには土地の 25 パーセントは、持続的

な木材生産のために使われるのが望ましいとされているほか(Wyatt-Smith & Vincent 1962)、原

則的に森林を伐採し、他の土地利用へ転換することを支持した。この発表は、州政府に承認

はされたが、実行はされなかった。上述のように、森林の管理は州政府に委ねられていたの

である。 

サラワクの森林部門は 1919 年に設置された。サラワクでは、ボルネオカンパニーが billian

という樹種を香港やカルカッタに少量輸出していたが、1941 年以前は、経験不足や困難な地

形、そして木材価格の変動といった不都合な点が大規模な木材事業を妨げていた。ほかに数

社の中国の伐採会社が海外市場に取引があったほか、1930 年代にはヨーロッパ資本の

VAMCO 木材会社が用材と合板の輸出を始めた。 

サバの森林部門は1914年に組織され、サバにおける森林保全や木材産業の統括に着手した。

実際にはサバにおける木材産業は、1880 年台に海岸都市のサンダカンで、砂糖の植栽をする

ため土地開発した際の伐採した材を売り出したところから始まっていた。1885 年 2 月には、

                                                 

 
47 本項では植民地時代の重要な発展うちのいくつかについて触れるのみである。詳細な半島マレーシアの森林の
歴史については、Jeyamalar Kathirithamby-Wells (2005), Nature and Nation: Forests and Development in Peninsular 
Malaysia (NIAS Press, Copenhagen and Singapore University Press, Singapore)を参照のこと。我々は、サバ・サラワク
における包括的な森林の歴史について知らない。 

48 これらは、1826 年にペナン、シンガポール、マラッカ（ムラカ）で構成され、知事により統治された直轄植
民地であり、1867 年に植民地局に移譲されるまで英国インドとして存在した（Kathirithamby-Wells 2005:49fn 2）。 
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伐採材の第一便がオーストラリアに向けて発送されている。他の便も次々と出荷され、1930

年台にはサンダカンは世界の中でも主要な材木の輸出港となっていた。Billian と呼ばれる熱

帯広葉樹は、香港で最も需要が高く、そこで拡大する鉄道網の枕木に使用されたり、中国へ

再販されたりした。当時の木材会社は、英国北ボルネオ貿易植林会社や英国ボルネオ木材会

社といった、ヨーロッパ資本が握っていた。丸太を中心とする木材は 1910 年台以降、サバの

主要な輸出品となり、1937 年にピークに達した。1941 年以前には、サバが大英帝国の中で 3

番目に大きな木材輸出地であり、香港、日本、英国、オーストラリアなどが主要な輸出先で

あった。1954 年の森林条例は、それまでは租税徴収の役割しか持たなかった森林保護官に統

括的な森林管理に対する幅広い権限を付与した。 

 

４．２ 現在の森林政策と法律：連邦―州間の対立 

 1957 年に英国から独立した際、植民地局は森林をマレーシアに返却した。1958 年には、国

家土地委員会(NLC)が連邦憲法の条項の下に設置され、「土地利用、工業、林業及び農業を含

む州と連邦の政策及び目的を調整するため・・・適宜連邦政府、州政府及び国家財政委員会

と協議の上で、連邦全土における土地利用の促進と管理のための国家政策を作成するた

め・・・そのため、自然資源の開発は、全体的よりも断片的に行われるものと認識されてい

た」（Kathirithamy-Wells 2005: 267）。 

 

Temuan Orang Asliの女性達が Gerachi村から薪を抱えて歩いていく。この薪は彼女達が労働力を提

供する油ヤシ園を取り囲む森から採取されたもの。2001年に Temuan 族は Sungai Selangor Damプ

ロジェクトの実施により、居住地を立ち退き、新たな場所での定住を強いられた。  
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 1971 年に連邦政府が国家森林委員会(NFC)を設置し、連邦と州政府が森林政策や管理およ

び経営に関わる共通の課題や問題を議論し、解決できる場という役割を担うものとした。1978

年には、連邦政府が NFC を通して国家森林政策(NFP)を発効したが、伐採の範囲や伐採の非

持続性をモニターする意図があったとされる。ＮＦＰはその後 1984 年国家森林行動計画とい

う形の連邦法に移行する（Jomo et al. 2004: 46）。しかし、「国家」行動計画が半島マレーシア

にのみ適用されるのに対し、サバ、サラワクは独自の森林政策を維持した。更に、半島の州

は統一して州有森林条例及び規則をすでに発効しており、これは森林の運営、計画及び管理

を合理化する目的で策定された。このような州間での意思の統一は森林利用者の混乱を避け

るのに役立つ。現在の政策の方針は、Aiken and Leigh (1992)の指摘するように、残存する原生

林に対する圧力を弱めると同時に、国内の需要にこたえることであり、また下記を含む： 

I 破壊や地力低下が見られる、又は非生産的な森林地に早生樹種を補償的に植林する。 

II より良い造林の施業を通じた造林管理による森林生産を増加させる。 

III 森林の単位面積当たりの収量を増加させるために、認知度の低い樹種の地元での使用を

促進する。 

IV 早急な開発により利益の最大化を図るという政府の伐採方針を変更させる。 

V 割当量の制限や課徴金賦課により、未加工品の輸出を最小化させる。 

上記の政策を実施するには、各州が行う林業に対する連邦の介入が相当必要となる。また、

目標とする森林事業のレベルを確実に達成するため州間の林業部門によるハイレベルな協力

及び調整も不可欠である。ここで再度、連邦と州の管轄における矛盾が浮かび上がる。つま

り、各州と連邦の双方が自身の権限の保持を主張するのである。 

1992 年に、連邦政府はＮＦＰを改定したが、その理由は「現代の地球社会が懸念を表明す

る生物的多様性の保全の重要性、持続的な遺伝資源の利用、及び森林開発における地元社会

の役割の重要性」を反映するためとされた49。この改定は、明らかに刻々と変化する社会の流

れに乗り遅れず、政策を「若返らせよう」とするものであった。というのも、改定後の NFP

には、持続的管理、社会的林業の発展、永久林 Permanent Forest Estates (PFE)の設置、法の強

化、研究、教育、保全、植林及びアグロフォレストリーの促進、そして興味深い事に、木材

資源の商業的最大化もが、盛り込まれていた。ＰFＥの新設は多少希望を抱かせたが、それ以

後、PFE の永続性はそれほど確固たるものではないことが明らかになってきた。 

Friends of the Earth Malaysia(SAM)によると、1978 年から 1994 年の間に、1.4 百万ヘクター

ルの PFE が設定解除され、永久林の法的地位を失った。このうち 1.2 百万ヘクタールは農地

に変換された（SAM, 出年不詳）。Ross(2001:151)が指摘するように、「いかに Permanent Forest 

Estate であっても、森林部門は商業伐採業者を適切に規制するための必要な力を欠いていた」。

更に重要な事に、サラワクを例に取れば、伐採がより厳しい規制の対象となっているはずの

                                                 

 
49 半島マレーシア森林部門。http://www.forestry.gov.my.にて入手可能。2006 年 8 月 29 日に閲覧。 
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Permanent Forest Estate を設置する事は、先住民の伝統的な権利を剥奪する事を必要とした。

また、サラワクにおいては長年にわたり、土地及び森林関連の法律は確実に先住民の伝統的

な権利（NCR）を狭めていったのである。当地での最も重要な土地と森林に関わる二つの法

律は、サラワク土地コード 1958 年と、森林条例 1953 年であるが、この二つは定期的に改定

され、NCR を制限し脆弱にするように、NCR に不利な条項が付加された50。加えて、土地検

定条例 2001 年のような新しい法律が制定され、コミュニティを地図化するといった、土地の

権利を守ろうとする活動が処罰対象になったほか、法廷が、証拠としてコミュニティが作成

した地図を承認する権利を剥奪した。これらから、森林政策の背後にある本当の目的が、伐

採後の空地の新たな「開発」の第一歩としての木材資源の商業的開発なのではないかとの疑

問が残るのである。このことは、更に公的政策や法律の背後にある機関についての新たな疑

問を引き起こすが、これは次項で検討される。 

 

５．林業関連の政府機関及び統治 

３地域における林業関連の政府機関の全てを網羅的に解説することは不可能であるため、

ここでは森林資源と林業に関わる政策に決定的な役割を果たす主要な機関に焦点を絞ってい

る。マレーシア政府が、持続可能な森林施業と Orang Asal の権利承認の両面からの要求にど

う対応していくかを見るためには、木材認証と自主的パートナーシップ協定（VPA）の概念、

及びこれらの再検討が必要である。この報告では、「森林管理者は森林局及びその他の森林関

連の政府機関である」「この国の森林施業は持続可能なものである」「Orang Asal の慣習地と森

林に対する権利は認められている」とするマレーシア政府の伝統的な見解に異を唱えている。 

 

５．１ 森林機関：MTCC の事例 

前述したように森林局などの重要な機関の幾つかはイギリスの植民地時代に作られた。植民

地支配を背景にした、いわゆる「林業の帝国」51について言及すれば、Vandergeest、Peluso

（2006:2）の二人の学者が、以下のように論じている。「…専門的な林業の組織・制度面の特

性が…その創始期以来、政府や民間の関係者による大量の資本の蓄積を可能にした。また、

政府が森林資源を私物化することにより原始的な資本の蓄積構造も作りあげた。」我々もこの

見解に同意する。これに加え、植民地支配の終了後、独立後の政府が植民地時代の多くの機

                                                 

 
50 例えば、土地コードは 1994 年に NCR を破壊するための基礎を拡大するため改定され、1997 年に原住民の土
地を民間のプランテーションに変換する橋渡しをした。森林条例 1953 年は 2001 年に新たな項目が加えられ、そ
うでないと証明されない限り、人々は各自の共用林における森林生産物を販売、交換し、もしくは直接的利益を
享受としていることみなされ、保護林においては原住民社会での自家使用のためでさえも、木材以外の森林生産
物の収集を不許可とし（このような規制はすでに森林保護区で実施されている）、木材は事前の書面による許可が
ない限り持ち出しは禁止された。、この新しい改訂に背く行動は刑事訴訟法のもとに拘束可能なものとみなされ、
正当な容疑が認められたり、名前や住所を公表する事を拒否したり、もしくはそれらが虚偽だと見なされたり、
逃亡の可能性が認められれば、森林官は令状なしで逮捕できる権限が与えられた。 

51 林業の帝国とは、地域ごとに異なる形で（それぞれの地域の林業事業体により）生み出された知識、実務慣行
や組織体のネットワークであり、交流を促進する機関の介在により全域に亘りやりとりが行われた。 
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関を保持しただけでなく、時代状況、地域の状況に応じ、政治課題に適合するように改正し

てきたことも資本の蓄積を可能にした要因である。 

半島マレーシアでは連邦の林業局は、鉱業、農業を管轄する第一次産業省内にある。省の

役割は主に助言的なもので、対象としているのは林業計画、技術開発研究、研修などである。

半島部の州、サラワク州、サバ州にはそれぞれ林業省がある。これに加え、木材産業に関わ

る多くの組織がある。各組織は政府から「独立している」と主張するが、その業務の多くは

行政に統合されているか、行政と協力関係にある。マレーシアの主要な林業関係の機関の例

を挙げると、森林研究協会（FRIM）、マレーシア木材産業評議会（MTIB）、マレーシア木材

認証評議会（MTCC）などがあるが、ここでは、この報告書で論じている認証と法令遵守に

直接関わる MTCC のみに焦点を絞る。 

MTCC（前マレーシア国家木材認証評議会）は 1998 に政府がマレーシア国家木材認証基本

計画を立案と運営を支援するために設立された。前産業大臣 Lim Keng Yaik は、「ヨーロッパ

ではマレーシアの木材製品は適正に管理されていない森林から生産されているという間違っ

た認識によって貿易が阻害されているため、輸出を回復させたい」と述べている(2002)。つま

り MTCC は発端から、マレーシアの木材製品は持続可能な管理の為された森林からの木材を

原料としていると買い手に保証することで、特に北米とヨーロッパでのマレーシアの木材製

品のボイコットを防止し、市場へのアクセスを確実にするために設立されたのである。 

 

５．２ 持続可能な森林管理：伐採のための偽装？ 

「市場の力」が、マレーシアが持続可能な森林管理を行う動機となっているのは明白である。

そして自発的な木材認証はこの流れに沿う動向のひとつである52。しかし木材認証には複雑な

検証のプロセスと信憑性のある基準、その基準を完全に構築し得る体制を必要とする53。認証

のプロセスには透明性、説明責任、公開協議、同分野の専門家による査読の仕組、情報公開

などが求められる。求められる手続きに従っていることを示すため、1999 年半ば MTCC は、

MC&I（マレーシア基準・評価）を再検討、議論、改善するプロセスの中で共同体に基盤を置

く先住民団体を含め社会や環境に関わる様々な団体を招いた。しかし、この過程で多数の提

案が行われたにも関わらず、先住民の権利の保護に関しては十分な取り組みが行われていな

いという懸念が表明されている（Yong 2000）。例えば、サラワクの複数の NGO と先住民の

コミュニティは、2000 年代初頭から MTCC に対し、伐採業者と森林に居住するコミュニティ

の紛争が未解決になっているため、サラワクでの認証を保留するよう求めている。 

先住民社会・共同体に基盤を置いた団体の参加は、MTCC によってこれらの団体が MC＆I

に同意と承認を与えたという説明に使われたのが実情である。参加者リストを通じて先住民、

                                                 

 
52 他の手段として例えば関税などの措置があるが、この報告書では言及していない。 
53 森林管理協議会は自発的で独立した木材認証プログラムの内容と手続について国際合意を形成するための初
めての組織である。4 年間の歳月と 9 回の改定を要して天然林管理の FSC 原則と基準が 1994 年に正式に認可され
た。 
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及び森林に居住する共同体がプロセスに参加することは法で認められている。しかし端的に

言って、MTCC のプロセスでは対話は殆ど重視されていない。2001 年 7 月に至って 10 の社

会団体や共同体に基盤を置く先住民団体が MTCC と MC&I のプロセスに関与することを取り

止めた。その後もなお、MC＆I は先住民及び森林で生活するコミュニティの権利、及び彼ら

の伝統的な土地を利用する権利の正当な評価が不備であることなどにつき、異議を唱えられ

てきたにも関らず、MTCC は MC&I の整備を進めたのである。サラワクの森林管理区画（FMU）

の MTCC 認証で、公然と Penan 族の権利を軽視しているのは、その欠陥を示す例である。ミ

リを拠点とする Samling グループの製材会社 Samling Plywood（Baramas）Sdn.Bhd.は、2004

年 10 月に森林認証を与えられた。しかし FMU の認証した Sela’an Linau は Penan 族が 1998

年に既に先住慣習権の主張を法廷に提出している土地であり、Penan の権利を侵害している54。 

 これまでに MTCC は、9 局ある FMU が管轄する 4 万 7300ha の土地、木材関連産業の企業

83 社の加工・流通過程の管理鎖（CoC）を認証している。一方、MTCC は FSC の原則と基準

に基づいた、植林した森林の認証基準を開発するための技術作業部会を作ってきた。 

何社かの企業と州森林局は現在、FSC 基準に基づいた認証プロセスを進めている。FSC は、

より多くの伐採業者を認証ブランドに引き入れるため、慣習地の権利に関する原則を緩めよ

うとさえしている55。現在のところ、FSC 認証を受けた伐採認可林はサバの Daramakaot 森林

保護区と半島マレーシアの Perak 統一木材複合体（PITC）の２つだけである。Daramakaot 森

林保護区は 5 万 2083ha のフタバガキ混交林、半島マレーシアの PITC は全部で 9765ha に及ぶ

高地と低地の入り混じった豊かな原始のフタバガキ混交林をカバーしている。しかし、最近

の報告によれば FSCは PITC 製材品の認証の発行を保留した。これは 2002 年からの監査手続

をチェックした際に求められた是正措置を PITC が履行できなかったためとされる56。FMU 以

外では、半島マレーシア中央部のゴールデンホーププランテーションというゴムのプランテ

ーションも FSC 認証を獲得している。 

書類上はうまく事が運んでいるように見え、マレーシアが持続可能な森林管理に向けて歩

んでいるかのようである。MTCC は実際に以下のように述べている。「マレーシアでは MTCC

の認証の枠組みが持続可能な森林管理を実現する上で積極的な貢献を果たしてきた」57しかし

我々は、これらの森林認証は、慣習地における権利の認識の欠如を巡る紛争、既存の公式の

枠組みを超える明白な合法性の基準の欠如、先住民や活動家に対する脅迫、暴行、更には投

                                                 

 
54 www.rengah.c2o.org で Samlingと MTCC が、反対の声と Penan の土地を無視して独断で伐採区の区分けをした
ことを示す地図が見られる。 
55 FSC の Heiko Liedeker によれば、「完全な基準に向けたステップに過ぎないが、途上国の製材会社がより容易
に取得できるように認証の基準を緩めれば、FSC への関心は高まるだろう。例えば途上国では土地の所有権は不
透明であるが、こうした面倒な土地所有権に関わる要求の廃止することである。The Economist ‘Down in the 
woods’ 26-31 2006 年 3 月 

56 The Star Online, 「木材貿易への打撃」2006 年 7 月 14 日
http://www.thestar.com.my/news/story.asp?file=/2006/7/14/nation/14835197&sec=nation. 2006 年 7 月アクセス 

57 MTCC のサイト‘最新情報: MTCC 認証計画の実施’http://www.mtcc.com.my/fullstory.asp?ID=61. 

 2006 年 8 月 30 日アクセス 
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獄など、現場で起きている本当の問題を隠蔽するための策略だと考えている。 

 

５．３ 自主的パートナーシップ協定(VPA):落とし穴か解決策か？ 

マレーシアは、国際市場における MTCC 制度のさらなる受け入れ強化に取り組んでいる。

これは MTCC が、英国やデンマークで実施され、ドイツやオランダでは最終段階にある PEFC

制度と木材調達方針の要求を達成できるようにすることを意味する58。 

EU によるの最新の提案のひとつが FLEGT-VPA である。しかし、マレーシアは EU との間

に VPA 交渉を開始するとのいかなる意思も表明していない。また、欧州域内における木材の

受け入れを増やそうとする上で、MTCC ラベル単独で英国やデンマーク市場に売り出したほ

うが「成功する」と考えるようになり、EU 全域にわたる VPA を得ることにはあまり熱心で

ないと思われる。Peter Chin 植林産業大臣はこう強調する59。  

MTCC は、デンマークの公共・民間部門における、木材調達の認証枠組の一つとして認め

られ、大きく進展した。マレーシアは、EU との間に互恵的関係を築く目的で、市場需要

を見据え各加盟国の規制を調べるなど、EU と密接に取り組んでいる。そのような互恵関

係が出来れば、わが国の木材や木材製品の EU 市場への参入を危うくするような不必要な

障壁を設ける加盟国はなくなるだろう。特に英国市場では MTCC 認証を受けた合板と成

形（moulding）などの木材製品の需要は高まっている。 

さらに、MTCC のウェブサイトでは「英国環境・食糧・農村地域省 （DEFRA）が任命し

た専門家グループである木材専門情報中央センター(CPET)の報告では、MTCC 認証は合法的

に伐採された木材であることの証として承認された」とすでに発表している60。 

それでもなお、私たちは VPA 交渉が適切に行われたなら、その交渉はマレーシアを林業慣

習の完璧な検証に持ち込むための戦略的プロセスと見なすことが出来ると信じる。最も重要

な課題はマレーシアが先住民との、森林と土地の対立に取り組んだか、取り組んでいないの

か、決着はついたのか進行中なのかなど、その他の本当の根本的な問題である。EU-VPA プ

ロセスは、木材の国際貿易におけるの EU 以外の購買国が、マレーシアから調達した木材が

合法か違法かを調査することができる手段である。重大なことに、これはマレーシア政府に

その持続的森林の解釈と履行方法に対し異議申し立てをしているのと同様の、マレーシアの

NGO と先住民による、EU と他国に対する、トップダウン、専門家主導、科学的決定論、市

場主導世界の視点は、林業のすべての局面において支配を継続できないことを明らかにする

挑戦でもある。 

                                                 

 
58 Ibid. 
59 The Star Online, 「マレーシア、先進国から課された新ルールに遅れをとらず」2006 年 7 月 16 日. 
http://biz.thestar.com.my/news/story.asp?file=/2006/8/4/business/15031597&sec=business. で閲覧可能。 

60 「MTCC スキームに向けた新たな組織調整の実施」 http://www.mtcc.com.my/fullstory.asp?ID=61. で閲覧可能。
2006 年 8 月 30 日アクセス。 
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コミュニティと支援する NGO がマレーシア政府に対する声を強め、影響力を強める活動を

続けるとしても、VPA のプロセスにはマレーシア国家と連邦政府を公の場へ連れ出し、マレ

ーシア政府の土地と借地権に対する目的と目標を明確にさせ、受け入れられる国際的な人権

規定に従い、国法と州法の規定と、Orang Asal の adat（慣習法）を実効性のあるものにすると

いう可能性があるのである。このことは重要である。我々の見解では、このことと、合法性

に関する広汎な透明性の欠落が、林業の業務慣行や法律制定、政策立案が差別的で先住民の

権利や人権を傷つけるようなやり方で施行されている原因になっているからである。 

 

 

Pahang の森林での伐採：Pahang州は FMUの認定を受け、持続可能な森林管理の MTCC 認証を受

けている。  
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６．現実的で、信憑性のある VPA の提言 

欧州委員会が、独自の「森林法令の執行、ガバナンス及び貿易（FLEGT）に関する行動計

画を展開するイニシアティブを取ってきたことは賞賛に値する。この計画は、木材生産国と

責任を共有し、違法伐採を捕捉し、正しい森林管理を確実にすることを目的としたものであ

る。VPA プロセスの創始者である EU は、マレーシアの重要な買い手でも、マレーシアに対

する公的援助の提供者でもない。これは EU がマレーシアに VPA を認めさせることを促すに

は影響力が弱いということを暗示するかもしれない。とはいえ、木材部門以外に政治的、貿

易的な他の圧力がある。 

VPA は合法な木材のみが EU に入ることを確実にする認証制度を基盤としているので、合

法性の定義は重要である。マレーシアと EU 間の VPA の可能性を検討する上で、合法性を定

義するプロセスはコミュニティや先住民、市民団体を交え、開かれた状態で公正に開始され

るべきである。これらの議論には、存在する全ての法的規定が適正に分析されるべきで、マ

レーシア内外の地方裁判所の決定を含む全ての現行法を適切に分析するべきである。これに

は、連邦憲法から州の森林・土地法に加え、Orang Asal の慣習法、マレーシア内外の人権に係

る制度、規定、更には先住民法廷を含む裁判所の判例などが含まれる。これは VPA プロセス

が政治的圧力に屈せず、慣習的土地の権利問題の必要性から逃げずにかわりに、この重要な

問題を解決する決心を見せるべきである。 

 

 

Sabah 州 Penampang、

Kadazandusun の先住

民が川から得た「本日

のお勧め料理」を並べ

ている。  

 



マレーシアにおける森林ガバナンス－NGO の見解 29

FLEGT 行動計画を承認した時、EU の議会決定は、まさに核心を突き、欧州委員会と加盟

国に対して、次のプロセスを明確にしている61。 

 

・ 地方コミュニティと先住民に対する借地制度と立入り権の強化 

・ 政策決定と実施におけるステークホルダー（特に非国家主体と先住民）の積極的な参加 

・ 独立したモニタリングを導入し、森林開発に関連する透明性を向上 

・ 森林利権の授与と、伐採、木材貿易に関連した汚職の低減 

 

マレーシアの政府と産業が、木だけでなく森が見られるようになり、先住民の慣習上の権

利を認めるまで、公平なパートナーシップは構築できない。実際、パートナーシップに関し

て直面している基本的な課題は、森林に関して大きく異なる考え方の溝を狭めることである。

これは支援 NGO とコミュニティにとっては、慣習的土地の権利の全面的な承認は、あらゆる

森林資源への法的要求の出発点であるからである。価値の高い資源が商業的に利用出来なく

なるということがあっても、この権利は尊重され、認められる必要がある。事実上も、これ

らの基本的な原点を無視した、公平なパートナーシップはあり得ない。先住民コミュニティ

の権利を認め尊重することは、建設し、販売し、ローンを組むような典型的な財産権に優先

する。土地に関する慣習的権利には、世代を超えて、希望を持ち、生活を営む権利も含まれ

るが、産業界はこれに気付きもしなければ理解することもない。森林、土地、生物多様性、

生態系などに関する先住民の知識は近代化の襲来への抵抗を続けているが、強さを失いつつ

あり、時の試練に耐えている。 

マレーシアの NGO コミュニティと先住民グループについて、我々は、政府やその他の森林

産業のステークホルダーと協働するためにも、さらなる組織化と協調、そして充分な資金が

必要だ。コミュニティと NGO は過去に、先住民コミュニティの権利に対する尊重と正当性、

平等性を支援するプロセスにおいて協働する意欲を見せてきた。政府には、方針や政策に残

る不平等を修正することで、透明性と、説明義務、民主的で、異なる視点に協調的で、多元

的である本当のリーダーシップを見せることが必要なのは明らかである。結局のところ、良

い統治とは、単なる技術的問題を乗り越えて、公正と平等の普遍原理によって根本的に導か

れる必要があるのである。 

VPA プロセスの成功のためには、マレーシアが森林管理制度を、技術的な問題ではなく、

権利、公正、平等を最高指導原則とするよう導く必要がある。従って、VPA プロセスは慣習

的土地の権利問題を避けてはならず、この重要な問題の解決を先導する決意を示さなくては

ならない。150 ヶ所において土地の権利の訴訟が未決で、この問題を明確にする規範となるべ

                                                 

 
61 Council of the European Union (2003) Communication from the Commission to the Council and the European 
Parliament on Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT): Proposal for an EU Action Plan – Council 
Conclusions. p 3 
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き判例もほとんどない。現在の伐採権システムの合法性は疑惑の中にある。その伐採権の多

くが、マレーシアの認証制度（MTCC）により持続可能として「認証された」ことが、ます

ますこの問題を悪化させている。これらの問題を失敗に終らせると、VPA プロセスを不十分

で無効なものにしてしまうだろう。結局のところ、VPA プロセスは、長年に亘る係争に現実

的な解決を見出したいと主張してきたステークホルダー達の誠実さを試すことになるだろう。 

基本的には、森林問題解決の共通の土台を築くための最初の一歩には、明確に示された目

標と、平等と正義に則った全マレーシアの森林セクターによる取り組みを実現するために、

国民的な推進母体を立ち上げることが必要で、それには市民社会も巻き込むべきである。良

いステークホルダープロセスが成功の鍵である（添付を参照）。しかし、その推進母体には、

決定事項が実施されたかを確認するために、政治的で合法的な力を与えることが必要である。

そして細部は、重要なステークホルダーの参加して、討論され作り上げられる。 

 

 

Sabah の北に位置する Kudat

にある Rungus は、多様性を

持つ先住民族である。  

 

 


