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平成１６年度産業植林適地発掘等に関する調査事業  

パナマ共和国におけるパルプ用材植林適地調査報告書・要旨  
 
調査の目的 

パナマ国では過度な伐採による天然林の減少をカバーするために、1992 年に植林促進法を制定し、
植林面積は徐々に拡大してきている。日本からは国際協力機構（JICA）が 1994 年から植林技術を中心
とする森林保全技術の開発、続いてパナマ運河流域における水資源保護のための植林技術指導などの

協力を行ってきている。またパナマ政府は環境庁が中心となって 1995 年から太平洋岸のコクレ県に「21
世紀の森」と称する国内外の植林投資家を募る土地を確保し、植林事業の促進を図る活動を展開し始め

ている。 
 このような背景から植林への気運は高まっていくことが予測され、政治経済の中心であるパナマ シティ
とパナマ運河入口のバルボア貿易港から半径約 150km 以内の太平洋岸の地域を対象に、産業植林を
実行するための基礎的な情報収集と、適地発掘を目的とする調査を行った。 
 
自然的、社会経済的条件 

 パナマは北米大陸と南米大陸の接点にあり、北はカリブ海、南は太平洋に挟まれた地峡国で国際海

運上重要な役割を担うパナマ運河を有している。その通航料収入総額は財政面に大きく貢献している。

東西に細長く東はコロンビア、西はコスタリカに接している国土は日本の北海道よりやや小さい程度であ

る。治安状況については、コロンビアとの国境地域のみ武装集団などの侵入で危険性が高いが、その他

全般については安定している。パナマは高温多湿の熱帯性気候であるが、一般に季節は 1～4月の乾季
と 5～12月の雨季に区分される。しかし山脈が国土の中央部を両洋の海岸に平行して走っており、カリブ
海側は熱帯多雨気候で、太平洋側は山脈から低地に下がるに従い降水量は少なくなり熱帯湿潤気候や

熱帯サバンナ気候が優占している。 
パナマは 1968 年のクーデター後、長らく軍事政権下であったが、1989 年ノリエガ将軍の麻薬密輸容
疑逮捕の後、大統領選挙で民政化した。95 年以降はカリブ共同体（CARICOM）、カリブ諸国連合
（ACS）、世界貿易機関(WTO)などに加盟し、99 年末にはパナマ運河および運河流域の米国管理下か
らの返還が実現した。最近ではエルサルバドル、台湾、米国などとの二国間自由貿易協定（FTA）の締結
が進められてきている。 
パナマ経済は 90 年の民政移行後、中南米屈指の流通センターに発展したコロン・フリーゾーン（免税
地帯）の成功や国際金融センターの設立などにより、ラテンアメリカの物流・金融の中心として発展を遂げ

てきている。それだけに第 3次産業が GDPの約 78%を占めるに至っているが、今後は農林水産業や製
造業をいかに発展させて市場経済を持続させていくかが課題とみられている。 
パナマ運河については、日本はアメリカ、中国に次いで第 3 位の利用国であり、便宜置籍船制度では
第 1 位、コロン・フリーゾーンの利用は第 4 位である。日本からのこれらに関連する直接投資額は対中南
米投資実績中約 20%を占めてきた。 
日本政府からの経済技術協力は JICA を通じて進められている。おもな重点分野は『貧富および地域

間格差の是正』、『経済の持続的成長』、『環境保全』、『運河関連協力』の 4 点であり、林業関係では「林
業資源調査（カリブ海側）」、「森林保全技術開発計画（太平洋側コクレ県）」、「パナマ運河流域保全計画

（パナマ県西部で実施中）」などが行われてきている。 
 
林業と環境政策および土地制度 

1998 年に環境法が制定されたことに伴い、森林・林業および環境行政と森林保護地域管理の担当官
庁は、環境庁（ANAM）となった。 
 パナマには 1966 年に制定された森林法があり、豊富な天然林の保護、水土保全、木材生産の合理的
推進などを政策の柱としてきた。しかしながら激しい伐採傾向は続き、2000 年時点には天然林は国土の
45％に減少している。一方、農牧業の利用面積は 90 年時点には国土の 40％と拡大してきた。これに対
し、植林の方の進展は 92年まではわずかに 11千ha であり民間による植林はごく少ない状況であった。
政府は 1992 年に「植林促進法」を制定し植林事業者に対し所得税などを減免する奨励策をとった。この
ことにより民間部門による植林は積極的な方向に転換し、92 年以降 2003 年までの 12 年間で約 44 千
ha の植林が行われ、登録植林事業者数も 1,500 に上っている。また全国パナマ植林事業者協会
(ANARAP)には 49の会員が所属している。なお、植林事業に対する税制上のインセンティブに関しては

 1



（社）海外産業植林センター 

漸減し 2007年以降は免税措置がなくなることになっている。植林促進法自体を 2005年には改正すると
いう情報もあり、引き続き今後注目していく必要がある。 
 環境法では森林開発のための環境方針も定められており、環境と社会経済の両側面を合わせて公益

に配慮することが強調され、天然林では「保護林」を大幅に増やし、木材利用の「生産林」は全森林の

11.5％に限定された。伐採事業には森林法による環境影響評価の義務付けなど規制が強化された。植
林事業に関しては一区画の植林面積規模の制限についての基準は特には示されていない。ただしパナ

マ運河流域においては、水資源の確保と土壌保全の重要度が非常に高く、早成樹種や外来樹種の植林

自体が敬遠される情況がうかがわれた。 
 クリーン開発メカニズム（CDM）植林への取り組みとしては ANAM を指定国家機関（DNA）とし、CDM
事業の誘致に積極的であり、AR（植林）-CDMについては現在１７件の提案が出されている。  2003年
には国連食糧農業機関（FAO）の支援によるCDMプロジェクトのシナリオ研究が報告されており、その中
では植栽による再植林の潜在力面積が 142千 ha と抽出されている。 
土地利用の実態としては、特に太平洋側の平地から緩傾斜地までの土地が既に長年にわたり森林が

開拓され、農地や放牧地として利用されてきた。このような傾向は西部地方から進んできて、70 年代以降
は東部地方のパナマ県東部からダリエン県の方に急速に進行している。農牧業利用の土地のほとんどは

農家が私有地として所有しているが、所有登記がなされているものと、所有権はあるが種々の理由で登記

がなされていないもの、さらには借地となっているものなどが存在している。産業植林は自然草地を含む

放牧地、あるいは低潅木地などにおいて実行する場合にANAMによって許可される。この場合は当然、
所有登記がなされている土地について計画することが望ましく、比較的大きい所有規模の土地の方が登

記されている傾向にある。所有規模は、西部地方では数 haから 10数 haの零細農家が多く存在してい
るが、東部地方は比較的大きい。 
 
林産業と貿易 

年間丸太生産総量はわずかに 60 千m3程度であり、林産工業も不振状態が続いている。現在、製材

工場は 4箇所となり合板工場も 1工場にまで減少した。設備は零細なものがほとんどであり稼働率も低い
水準にとどまっている。国内の人工林から生産される原木は間伐材も含めていまだ使用の目処が立たな

い状況である。国内総生産のうちに占める林業全般の割合は0.3%にすぎず国民経済への貢献度はきわ
めて低い。林産物の輸出金額全体に占める割合は 3％弱にすぎず、輸入も 5％程度である。チーク材は
インド向け家具材としての販路ができはじめている。 
 
外資政策と支援措置 

1998 年に制定された「投資保護法」によって、国外の投資家にも国内の投資家と同じ権利・義務が与
えられており、投資によって得た利益を自由に処理することができ、生産物を商品化すること、利益を本

国へ送る自由も保障されている。 
植林事業への投資については「植林促進法」によって制定から 30 年間の支援・優遇措置が設けられ
ている。そのおもなものは、植林地から生産する林産物の販売利益について所得税の免除、植林事業へ

の直接・間接の投資資金について所得税から控除、林業用の機械・設備・資材類の輸入税免除、

40,000US$以上の植林投資を行う外国投資家に対する移民ビザの付与などである。産業植林への投資
は家具材用のチークなどで始まっているが、現在のところパナマ県東部のチェポ郡で 1,500ha の植林地
を所有している企業が最大規模である。同地方の植林事業者登録数は 2001年末時点で 44社を数える
が、環境庁は植林への投資の更なる発展・拡大を切望している。 
 
森林 

 天然林の面積は 1947 年に最初に行なわれた全国森林調査では国土面積の 70％に相当する 5,245
千 ha と推定されていたが、各種用材となる原木の乱伐、薪や牧柵など自家用資材の収奪、焼畑移動耕
作や放牧の拡大など、無秩序な土地開発によって激減し、現在の天然林面積は国土の 45％に当たる
3,343千 ha と推定されている。古くから開拓が行われてきた太平洋側西部地方では森林面積率は 20％
を下回り、農牧業地帯となっている。中には表土が露出し、土壌侵食が大きな問題になっているところも

ある。また厳しい乾燥期を有し営農環境も悪化している状況である。 
1994 年の「森林法」において、森林は保護林・生産林・特殊林と 3 つに分類され、それぞれの機能や
利用方法について定められた。林産物を合理的な形で利用することが許されている生産林は総森林面
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積の中ではわずかに 1割程度を占めるにすぎない。保護林は全森林の 6割を占め、先住民居住地域な
どの特殊林は 3割を占めている。 
 パナマは気候区分帯ではほぼ熱帯に属しているが、カリブ海側から来る季節風や脊梁山脈などの影響

によって変化に富んだ植生が生育している。標高や降水量の特徴から 12の森林生態区分に分類されて
おり、標高 300～400mに分布する熱帯湿潤林と多湿林が広い面積を占めている。 
植林が事業的に行われたのは 1967 年に中部地方ベラグアス県の山間部にあるダム保全流域におけ

るカリビア マツが最初である。しかし現在では 36年を越しているが人工林材にはいまだに需要が現れず、
間伐も主伐もできずに更新は停滞したままの状態が続いている。その後も林産業は国内の天然林材と輸

入材を使用してきたことから民間による植林は低迷していた。 
1992 年の「植林促進法」発布を契機に民間部門による植林事業は急激に増え、年間平均 3.7 千 ha 

のペースで実行されてきた。2003年末までに全国の植林面積は 55千 haに達している。樹種ではカリビ
ア マツの植林面積はその後それほど伸びていないが、家具用の輸出材として高値で売れる見通しから

チークが植林面積全体の 64%までシェアを拡大している。植林面積の多い県はパナマ県でありベラグア
ス県を超えた。特にパナマ県東部における企業による植林は最近の進展が著しい。 
 今回の現地調査はパナマ シティを中心として、その西部地方としてコクレ県のリオ アト地区、パナマ
県西部のパナマ運河流域、および東部地方のパナマ県東部のチェポ郡までを訪れた。 
 ANAM は、民間企業の植林投資を推進する対象地として、パナマ シティからパンアメリカン ハイウェ
イを西方へ 115kmの地点リオ アト地区に「21世紀の森」と称する約 7千 haの土地を 1995年に区画・
設定した。一区画は 100ha で年間 2,000US＄の賃貸料で利用を勧めている。植林適地は山麓の標高
200～500m程度の緩傾斜地だが、年間降水量は 1.100mmほどで乾期が 6か月もあるという乾燥地帯
である。既に植林済みの約 1,000ha の土地については、カリビア マツ、チーク、ユーカリ、アカシア、自
生樹種などの人工林となっており、他にレモンやマンゴーなどの果樹も植えられている。しかし対象区域

の中程から奥にかけては侵食が進みつつある箇所が介在し、通常の産業植林は困難な状況である。 
 ここでは 1994年から 6年半にわたって JICAを通じて「森林保全技術開発」の技術協力プロジェクトが
行われ、各種の技術が改良・開発され、あわせてこれら技術の研修プログラムと教材資料が整備された。

現在も「天然資源管理訓練センター（CEMARE）」として ANAM 技術者をはじめ農業指導員や民間の

植林企業などへの研修の場として管理・活用されてきている。 
パナマ県西部のパナマ運河流域では、両洋庁（ARI）がパナマ運河の水量確保を目的として、8％まで
下がっていた森林率を農牧利用面積を減少させ 2020年までに 23％まで回復することを目標として民間
企業に植林のコンセションを与えてきた。登録植林事業者は現在 178にのぼるが、ほとんどは数百 ha以
下でチークなどの商業樹種と自生樹種との混植などを行ってきている。 
 日本政府は JICAを通じて「パナマ運河流域保全」の技術協力プロジェクトを 2000年から 5年間の予
定で開始し、農民グループを対象として幅広い実践的な技術の研修・普及とともに組織強化を図る支援

を行っているところである。 
 パナマ運河より東の地方は、開拓の歴史は浅く比較的広い放牧地を主体とした土地利用がなされてき

た。パンアメリカン ハイウェイはパナマ県東部からダリエン県へと延びており、パナマ シティから 180km
のダリエン県との境界までは舗装が完成している。1990 年代の中頃までは隣国コロンビアの武装勢力に
よる脅威を受けていたが、それが治まった後、最近の 10年で、ハイウェイ周辺のおよそ 10kmの幅で続く
低地において投資家による植林事業が盛んになってきた。気候も年間降水量が 2,000mm を超え、乾期
もさほど厳しくないことから植林木の成長も順調である。 
 特にパナマ県の東部ではパナマ シティから 60km のチェポ市から先の地域を中心として約 6,000ha
の人工林が出現している。樹種は海外輸出が当面期待できるチークが主体である。 
 人工林の成長状況については、ANAM森林管理開発部の「植林技術ガイド」によると年平均成長量
（MAI）ではカリビア マツとユーカリ デグレプタが 15～25m3/haで最も良く、ユーカリ カマルドレンシスと
メリナが 10～20m3/haとこれに続いている。また別の報告ではアカシア マンギウムは 22.6m3/haとなって
いる。 
 現地調査で訪れた「21世紀の森」におけるユーカリ カマルドレンシスとアカシア マンギウムのそれぞれ
7 年生の植林地では、平均樹高が 17m弱と 10mで、残存率が 64％、98％であり、MAIは 15m3/ha、
9m3/haと低い状態であった。 
東部地方ではパナマ県東部チェポ地区において 7年生のチーク植林地を訪れ、その成長状況は平均
的な立木で樹高が 15m、胸高直径は 18～20cm であった。ほぼ平坦な地形で、土壌は壌土であるが、
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長年の放牧による踏み固めでやや硬くなっている。降水量、気温共に恵まれた気候の地域であり、植栽

時に深耕し土壌構造の改善を図るとともに、適切な施肥により、さらに根系の発達を促し、残存率を高め

るように努めれば成長量の増大は可能と思われる。 
 
植林適地の状況 

北のカリブ海と南の太平洋との間に東西に細長く伸びるパナマの国土において、森林生態系地帯区

分と地理・地形・気象条件および既往植林地の成績などの現地調査結果を参考にすると、産業植林に適

している地域としては当面、パナマ県東部地方が考えられる。 
洪積土の放牧地跡にこれまではチークがおもに植林されてきており、その成長は比較的良好である。

熱帯乾燥林と湿潤林を合わせた地域であるが、早成樹種のMAIは 20m3/ha近くが期待できると思われる。
パンアメリカン ハイウェイ周辺の牧畜を主体とした農家の土地所有規模は約 100haとなっており、植林投
資家にとって土地の取得は他県に比べて容易であると推察できる。このような土地はパナマ シティから
東に 60kmのチェポ市周辺から、さらに東へ 28kmのバジャーノ湖まで続いている。しかし南北の幅は
10km未満であり、ハイウェイの南側は蛇行する川の河畔林で植林には適さない土地が介在している。バ
ジャーノ湖からさらに東方には広い同様の土地が続いており、10 千ha以上の植林拡大の可能性は高い
ものと考えられる。バジャーノ湖手前から 90kmのダリエン県との境界まで現在ハイウェイの舗装は完成し
ており、バルボア貿易港からは通して約 180kmである。心配されたコロンビアの武装勢力の影響もこの地
域では現在はなくなり、危険情報はダリエン県のコロンビア国境付近のみに止まっている。一方、太平洋

側で最も重要な貿易港であるバルボア港については、現在コンテナー専用状態の運営であり、チップヤ

ードの確保やその搬入・積込み方法などについて検討しなければならない課題が残っている。 
 以上のような植林投資家の活動、土地所有形態の現状とその取得の困難性、港の状況などから産業植

林の展開を考察すると、現在直ちに日本向け輸出用チップ生産を目的にした大規模な植林事業を日本

企業が行う環境ではない。しかしながら、現地の植林会社は資金効率から短伐期のパルプ材生産にも関

心をもっているので、何らかの方法で現地にパルプ材の需要があることを示せば、第三者によるパルプ用

早成樹植林が始まる可能性はある。 
 
植林技術の現状 

 パナマではパルプ材目的の早成樹種植林が行われていない。チークなどこれまでの用材生産の植林
では一般的に地拵えから下刈りまで人力作業によって行われてきている。施肥は行うが植え穴も小さく、

植栽間隔も 3×3m（1,111 本/ha）が一般的に採用されている。産業植林を進めるに当たっては大型機械、
刈払い機、植え付け機械の使用などを含めた作業方法の改良が必要である。ハキリアリやその他病害虫

の防除対策は欠かせない。 
 早成樹種植林のコストのデータはないが、「21 世紀の森」での経験からは、植栽後 2 年目までの下刈り
作業を含めて ha当たりの直接費はおおよそ 500US$と見込まれる。 
土地価格はパナマ シティから遠いほど低くなり、パナマ県東部のチェポ付近で ha 当たり約 1,100 

US$である。 
 
インフラストラクチャー 

道路網は太平洋側を東西に走るパンアメリカン ハイウェイを基幹道路として総延長 11,400km で、そ

の中の 35％は舗装されている。東部地方は社会経済的に問題を抱えてきたこともあり、ハイウェイの舗装
が現在はパナマ シティからダリエン県の入口まで約 180km である。一般道も西部地方の既開発地域で
は路網密度が高いが、東部地方の特にダリエン県の方では未開発の状態で低い。 
 港湾としては、運河の太平洋側入り口東岸に位置するバルボア港に焦点を当てて調査した。バルボア

港はコンテナクレーン、タイヤ式ガントリークレーンなど充実し、コンテナ専用港として特化が進んでいる。

しかし水深、岸壁長については充分な能力を備えているので、将来、後背地の確保ができればチップの

輸出は可能と思われる。 
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