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は じ め に 

 
日本製紙連合会は平成 9 年 1 月の 「 環境に関する自主行動計画 」 に 、 地球温暖化対策の

一つの柱 と し て 「 植林は紙パルプ原料確保の観点のみな らず 、 CO2の吸収固定 、 炭素の循

環利用推進の点か ら も重要であ り 、 国内外におけ る植林事業の推進に努め 、 2010 年まで

に日本の製紙企業が所有又は管理する植林地面積を 550 千 ha へ拡大を目指す 」 と の目標

を定めた 。  
その後 、 更な る地球環境への貢献のために平成 16 年 11 月に見直された自主行動計画

の中で 、 植林目標を 600 千 ha に拡大し た 。 これは国内 130 千 ha 、 海外 470 千 ha を前

提に策定された も のであ る 。  
その結果 、 2005 年末現在 、 製紙企業によ る海外産業植林地は世界の 10 カ国において

386 千 ha に達し 、 製紙企業以外の日本企業によ る紙パルプ向け植林を含める と 11 カ国 、

576 千 ha に及んでいる 。  
  

日本経済は戦後最長を記録し た成長が続いているが 、 成熟し た国内紙パルプ市場では需

要の伸びが少ない上に 、 輸入紙の増加によ り 国内生産量は頭打ち状態が続いている 。 しか

し なが ら中国の紙パルプ生産量の著しい増加によ る世界的な原料の逼迫が予想される こ と 、

また一層の地球温暖化対策のために も 、 製紙業界 と し て海外での植林事業は引き続き実施

し なければな ら ない課題であ る 。  
 
 日本製紙連合会では海外植林事業を積極的に進める ため 1998 年度よ り （ 社 ） 海外産業

植林セン ターに 「 海外植林適地の発掘調査事業 」 を委託し 、 これまでに 12 ヵ 国 、 アルゼ

ンチン 、 ウルグア イ 、 ニカ ラ グア 、 メ キシ コ 、 イ ン ド ネシア 、 フ ィ リ ピ ン 、 イ ン ド 、 オー

ス ト ラ リ ア 、 ラ オス 、 ガ イ アナ 、 パナマおよびカンボジアにおいて現地調査を実施し て き

た 。  
 
 本年度は昨年度に続き会員か ら希望が多い 、 東南アジア諸国を対象に検討し た結果 、 日

本の紙パルプ業界が未進出のイ ン ド ネシア共和国の西カ リ マン タ ン州を調査対象地 と し た 。   
 
 調査に当た り 、 全行程に同行し て便宜を図って下さ った在日イ ン ド ネシア大使館の方々 、

ご協力を頂いた イ ン ド ネシアの林業省 、 投資調整庁 、 また西カ リ マン タ ン州知事以下 、 州

政府の方々 、 および各県の関係部局の皆様 、 民間の植林企業 、 さ ら には外務省アジア大洋

州局 、 在イ ン ド ネシア日本国大使館 、 日本貿易振興機構 （ JETRO ） 本部およびジ ャ カル

タセン ター 、 国際協力機構 (JICA) 本部および現地の専門家 、 その他関係者各位に心よ り

お礼を申し上げる 。  
 
 
 
 
 





報 告 書 要 旨  

 
１ 一 般 情 勢  

 
人口は、中国、インド、米国について世界の第 4 位、日本の 1.7 倍に当たり、約

18,000 の島々から成る世界 大の島嶼国家、共和国である。 

国土面積は、日本の 5 倍に当たり、宗教的にイスラム教信者が約90%を占め、時々、テ

ロ事件を発生させているので治安には留意が必要と思われる。 
経済面では 1997 年のアジア通貨危機の影響を受け、 1998 年の経済成長はマイナス

13%に落ち込んだが、その後回復し 5% 程度の堅調な成長を遂げてきた。しかし直近の成

長率は下落傾向にあり、投資の導入による転換が大切な課題となっている。経済の力とし

て華僑の果す役割も留意に値するものと思われる。 2005 年における一人当たりの GDP
は 12,451 千Rp.(約1,300US$)で、今回の出張時の為替レートは 9,000 Rp/US$ であった。

また、OPECの一員であり、石油、天然ガス等の資源輸出国であり、貿易収支は黒字であ

る。 
政治面では 1975 年 9 月 30 日に発生したスカルノ社会主義体制の崩壊で、スハルト体

制による資本主義制度が導入され、新たな進展をみせたインドネシアは、その後 35 年の

安定成長を果し、再び、スハルト体制の崩壊と共に変遷を経て、現在は第 6 代大統領、ユ

ドヨノ政権のもとに新たな歩みを始めている。 
インドネシアにとって日本が 大の支援国であり、現地のインフラ等の改善を果すと共

に、日本にとっても大きな資源供給国として重要な関係国となっている。 
 

２ 林 業  
 

インドネシアは、ブラジル、コンゴ民主共和国に次ぐ、世界第 3 位の熱帯林保有国で、

世界の熱帯林の約10%を保有しており、 2005 年現在の森林面積は 885万㎢で国土の約

46%を占めている。 
林業分野においては、森林開発による原木輸出から木材工業への転換が図られ、近年で

は合板の日本への輸出の 大国となったが、その合板輸出も 近は減少が見込まれる状況

になりつつある。歴史的一面として、規則、制度が時と共に変更される傾向があることと、

林業政策の権限が中央から地方への移譲により数々の問題を発生させていることも、今後

の対応において注意すべき一面と思われる。 
インドネシアの森林面積は、 1970 年から近年までで 4,300 万 ha 減少したと言われて

おり、その 大の理由は、木材資源の輸出国として需要への対応に対する森林伐採権によ

るもので 2400 万 ha 、その他に伐採権地区内の荒廃地化、森林火災、オイルパーム等へ

の転換、違法伐採、等と言われている。 
 
３ 植 林 事 業  

200年の歴史を持つチーク植林に加えて、近年は天然林の減伐による代替として産業植

林が奨励されており、 2000 年までには植林面積が 1 千万 ha 近くに達している。 



 
インドネシアでは産業植林目的の土地所有の制度は認められていない。森林法とも言う

べき、インドネシア共和国 2002 年、第 34 号、「森林整備、森林管理計画作成、森林利

用及び森林地域の使用に関して」によれば、特定地区に関して林業大臣から「木材資源利

用事業許可証」を取得して植林事業を行なえることに成っている。この特定地区の入手に

ついては、 2003 年から 2006 年の間はインドネシア民間企業（外資の直接投資、インド

ネシア企業との合弁も含まれると思われる）による「入札」になっていたが、 2007 年 1
月から事業希望者と林業省との随意契約での対応に変更となった。従って、地区、事業開

始時期および面積などの選択に幅ができたと思われる。また面積の制限はない。事業期間

は 100年が認められている。許可時に事業許可料（現行 2,600Rp/ha, 約 30 円 /ha ）の納

付が必要で、これ以外に事業費は別として、政府に支払う土地代など一切の費用負担は発

生しない。  
但し、植林木を伐採時に森林資源コミッション（現行価値の 5% ）の納付が必要である。 
面倒と思われることは、許可取得後 1 年以内に地域の協同組合に株を保有させるか、ま

たは共同事業を実施しなければならない義務がある。また、林業大臣が定めたアグロ・フ

ォレストシステムを一部で採用する義務もある。 
 

４ 西 カ リマン タンで の 植 林 適 地  

 

赤道直下に位置する西カリマンタンは、熱帯性気候区分に属し、季節は 10 月～ 4 月の

雨季と、 5 月～ 9 月の乾季からなり、ポンテイアナック市の年間降水量 3,300mm 、平均

気温 28 度C、平均湿度 80 ～90%と高温多湿の環境で林業に好ましい気象条件となって

いる。地勢は、勾配が 2 ～15%で平坦な海岸地域から、 15 ～40%の丘陵地、奥地は40%
を越える勾配の山岳地域となっていて、土壌は赤黄色のポドゾリックで、オイルパームや

ゴムの生産にも適した条件となっている。今回調査対象の 4 県は勾配が２～15%程度の土

地が多く、産業植林適地となっている。 
植林用地の現状として、産業植林用地（HTI）の合計面積が、 2,012,634ha で、ライセ

ンス発行済み 1,164,341ha （植栽実施済み476,485ha、未実施又は不良687,856ha ）、 入

札が完了し、ライセンスの発行待ちが417,173haで、入札前のライセンス未発行が

431,120haとなっている。ここで、実施済みは Finnantara Intiga 社の300,000haが 大

で、次いで  Sinar Kalbar Raya 社などである。 
今後の植林候補地と思われるのが、未発行の約431,120haである。これらに対してどの

ような取組みをするかが課題となる。 
一方、本調査時に A.Mangium の植林地 4 点、A.Aulacocarpaの植林地 1 点の計 5 点で

標準値調査を実施した結果、平均の MIA は21.52m3となり、目測においても良好と思え

た点が実証された。 
また、大規模植林を実施しているFinnanntara Intiga社から聴取した住民対策、地拵え、

苗木生産、除草、病虫害駆除、防火、林道整備等を含め、植林総コストは、潅木地に植林

する場合が、 800US$/ha 、草地では 550US$/ha との事で、東南アジアの一般的植林コ

ストより若干低いことが分かった。 



 
５ 今 後 の 取 り 組 み  

 
今後、インドネシアで産業植林を実施する場合には、 3 通りの方法が有ると思われる。 

① インドネシア企業を設立し、そこが林業省から、ある地区に対して、木材資源利

用事業許可（ライセンス）を取得し、自社で植林する。 
② 既にライセンスを取得している企業に対して、買収、資本参加、事業契約の締結

などにより、協業関係を構築する。 
③ 農業プランテーション（オイルパーム、ゴムほか）のライセンスを取得している

企業と何らかの関係を構築し、土地の用途変更許可を関係政府から取得し、パル

プ材を植林する。 
 
総括すれば、インドネシアは広大な植林事業候補地を有するアジアの中でも、大面積を

一事業体として取得できる数少ない国であり、また地形、地勢、土壌、自然環境（気温、

降雨量等）の好適な自然条件を保持する状況からすれば、林業としての土地利用上と長期

資源確保の観点から、産業植林にとって不可欠な国、投資対象国と思われる。 
万一、大規模投資に不安がある場合には、小規模投資による権益確保を行い、長期的に

資源を確保する方策も考えられる。 



１． 調査の目的と概要 

 

１－１調査の経緯と目的 

 

 海外産業植林センターは 1998 年の発足以来、日本製紙連合会の委託を受け、パルプ用材を

長期・安定的に確保することを目的として、海外における植林適地の発掘に努めてきた。 

 本年度も昨年度に続き会員から希望が多い、東南アジア諸国を対象に検討した結果、政府が

植林推進のために外資の協力を求めており国策に合致していること、気候が樹木の生長に適し

ていること、国土面積が広いこと、現地に（独）国際協力機構が専門家を派遣中であり事業に関す

る関連情報を入手しやすいことなどから、対象国としてインドネシア共和国を選定した。更に、同

国の中でも最も灌木地、草地、裸地などの植林対象地となり得る面積が広く、日本の紙パルプ業

界が未進出の西カリマンタン州を調査地域とした。 
 また、生産物を日本に輸出する観点から、州内の港湾、道路などのインフラ整備状況、河川の

利用、政府が産業植林を推奨している地区などを事前調査し、現地調査対象地をポティアナック

県、サンガウ県、シンタン県およびクタパン県に絞り込んで、日本企業が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した調査を実施した。 
 
１－２ 調査団の構成 

 
 団長 畠山 晃     （社）海外産業植林センター 特別研究員 
 団員 小澤 由枝      丸紅（株） チップ部 チップ課 
     村松 和人    王子製紙（株） 原材料本部 植林部 
     角江 俊一郎  日本製紙（株） 原材料本部 林材部 
     小池 宏和    三菱製紙（株） 林材部  
     本村 則之    （社）海外産業植林センター 専務理事 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１－３ 調査日程 

 

平成１８年（２００６年） 

日数 月 日 曜日 行      動 宿 泊 地 

1 9 月 3 日 日 東京 → ジャカルタ ジャカルタ 

2 4 日 月 ジャカルタ → ポンティアナック 

州知事面談、州林業庁、ポンティアナック港湾管

理局面談 

           

 

ポンティアナック 

3 5 日 火 

 

ポンティアナック産業植林対象地視察 

マンドール植林地調査 

サンガウ県副知事、林業局、民間植林会社面談

 

 

サンガウ 

4 6 日 水 フィナンタラ インティガ社植林地視察、調査 

シンタン県副知事、林業局、鉱山局、観光投資 

局、民間植林会社面談 

 

 

シンタン 

5 7 日 木 

 

インフタニ伐採跡地視察 

シンタン → クタパン 

 

クタパン 

6 

 

8 日 金 

 

クタパン県副知事、林業局、運輸局、鉱山局、 

港湾局面談 

 

クタパン 

7 

 

9 日 土 バスキ ラーマット製紙社植林地視察、調査 

カンダワンガン港視察 

 

クタパン 

8 10 日 日 クタパン → ポンティアナック → ジャカルタ ジャカルタ 

9 11 日 月 林業省生産林総局、植林開発局、林業計画庁、

林業目録・地図作成センター、ＪＩＣＡプログラム

アドバイザー面談 

 

 

ジャカルタ 

10 12 日 火 投資調整庁、日本大使館、ＪＥＴＲＯ面談 

ジャカルタ → 

 

機内 

11 13 日 水  → 東京  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１－４ 面談者リスト 

 

林業省      

  林業計画庁       局長  Yetty Rusli 

     林業目録・地図作製センター  センター長  Herman Indrabudi 

 リモートセンシング部 部長  Wardoyo 

 地図制作部  部長  Bambang Mulyo 

 林産物経営総局     

    植林開発局  局長  Deny Kustiawan 

   局長代理  Bambang Tri Hartono 

 植林環境部  部長  Bambang Winoto 

 森林利用計画部 部長  Listya Kusumawardhani

    JICA   プログラムアドバイザー 佐藤 英章 

投資調整庁 投資促進担当  副長官  Darmawan Djajusman 

     Zainal Mutaqin 

西カリマンタン州  州知事  H. Usman Ja'far 

     投資局   局長  M. Zeed Hamdy 

           投資部  部長  Joko Siswantoro 

    調整課  課長  Ilwari 

     Fauslin 

  森林局   局長  Agus Arman 

     Hirsolih Buchori 

     Henry O. K. 

   
職員 

 
 Nurbaili 

     経済局   経済担当アシスタント H. Sutaryo S. 

     交通・通信局  局長  H. Ibrahim Basri 

     農園局   局長  Idwar Hannis 

     地方開発計画局  局長  Fadhan A. Rasid 

     ポンティアナック港管理局  管理官  Pieter Nababan  

第二インドネシア港湾株式会社    

     ポンティアナック事務所  品質管理部長補佐 Kiskan 

ポンティアナック県  トホ郡役所 職員  M. Wantoro 

   職員  Yakobus P. 

サンガウ県   副知事  Setiman H. Sudin 

   行政管理補佐官 Yohanes Kiteng 



     森林・農園局    Edi hartono 

     Arifin Hadi 

     P. Sihotang 

     Abang Rajain 

     Turmuji Harma 

   経済局     Syafrida Syari 

     Jimmy Sallan 

     住宅・社会基盤整備局    Ade Sarbini 

     観光・投資局    M. Syafarani 

     地域開発計画局  長官  Yus Suhardi 

     総務部   行政補佐官  Jamilah 

フィナンタラ インティガ株式会社    

     環境経済部  部長  G. A. K. Sumantri 

   メンキアン地区担当部  部長  Dadang Damasu 

     木材供給部  部長  Ajijanto Surjaputra 

     Sosimus Yoshi Y. 

     Hari Sapto Prastowo 

シンタン県   副知事  Jarot Winarno  

   補佐官  Zulkafli H.A. 

     森林・農園局  局長  Turmuai Hasma 

     Rasyidiannur 

     Khalik Jumaidi 

     Wawan Aliguna 

     Juwita Yardi  

     Heri S. 

     観光・投資局    Hamdan R. 

     Hendri harahap 

     地域開発計画局    Deddy Irawan 

     E. Gultom 

     経済・開発部    Edy Harmaini 

     住宅・社会基盤整備局    Hotler Penjaitan 

     通商・産業局    A. M. Yusuf 

     鉱業・エネルギー局    Syamsul Hadi 

     ナンガマウ河川事務所    Sudirman S. 

第八ヌサンタラ株式会社 シンタン支店   Priyo Harjono 

クタパン県   知事第１補佐官 F. Sunggalang 



     森林局   局長  Syaiful H. 

     林業情報・広報センター  センター長  A. Zein 

     Beben 

     A. Zein 

     A. Syamusudin 

     治安・政治局    H. Saragih 

     地域開発計画局    Sukirno 

     Darmawansyah 

     エネルギー・鉱物資源・環境局   M. torhan 

     農園局   局長  Lukas L. 

     衛生局     Aflak 

     交通局     Agus Sam'an 

     海洋・水産局    Dasman 

在インドネシア日本国大使館  一等書記官  瀬尾 充 

ジェトロ、ジャカルタセンター  副所長  桑山 広司 

 



２ 一般情勢 

 

２－１ インドネシア一般概況 

 

 インドネシアは、東南アジアの国で正式名称は Republik Indonesia（インドネシア語：レパブリク・イ

ンドネシア）。約 18,000 の島々からなる世界 大の島嶼国家で、東西 5,110km、南北 1,890km に

及び、全体に熱帯性気候の赤道多雨地域に属している。島々で構成されている国家であるため、

広大な領土に対して陸上の国境線で面しているのは、ティモール島の東ティモール、カリマンタン

島のマレーシア、ニューギニア島のパプアニューギニアの３国だけである。国土面積は 1,891 千 k

㎡と日本の５倍で、世界第 15 位、地震国であり 2004 年のスマトラ沖地震、及び 2006 年のジャワ島

中部地震で莫大な被害を被った。 

インドネシアの人口は 2.20 億人（2005 年）と日本の１．７倍であり、中国、インド、米国に次いで世

界第 4 位。大半がマレー系（ジャワ、スンダ等 27 種族に大別される）で、中国系は約 3%。総人口の

約 6 割に当たる 1 億人強が、ジャワ島に集中している。公用語はインドネシア語である。宗教は人

口の 87%がイスラム教、10%がキリスト教、2%がヒンズー教他となっている。世界 大のイスラム教人

口を有するが、憲法 29 条で信教の自由を保障しているため、イスラム教は国教ではない。 

2004年以降のスマトラ沖地震・津波災害、ジャワ島南部地震などの自然災害や、バリ島テロ事件

など相次ぐ危機への対応に追われる中で、国家として、投資促進、貧困削減等の課題についての

取組を進めている。 

  また、社会的状況として、鳥インフルエンザの人への感染が確認されている。インドネシア保険

大臣は 2005 年 9 月非常事態宣言を発令し 44 ヶ所の鳥インフルエンザ指定病院を設定、検査体

制の整備に取り掛かった。また、2006 年 1 月に国家戦略計画を策定し、同 3 月国家対策委員会を

発足させるなど対策を講じているが、2006 年 11 月 14 日に 56 人目の死者が確認(WHO 発表)され

るなど拡大の一途を辿っている。 

 

一般概況主要事項 

国名       ： インドネシア共和国 

国土面積 ： 1,891 千 k ㎡ 

位置        ： 北緯 6 度から南緯 11 度の間 1,890Km、東経 95 度から 141 度の間              

                        5,110km 

人口  ： 2.20 億人 

首都  ： ジャカルタ 

政治体制 ： 共和制 

元首  ： スシロ・バンバン・ユドヨノ大統領 

民族構成 ： ジャワ人 45%、スンダ人 14%、マドゥラ人 7.5%、沿岸マレー人 7.5%、 

   その他 26% 

宗教  ： イスラム教 87%、キリスト教 10%、ヒンズー教 2%、その他 1% 

言語  ： インドネシア語 

通貨  ： ルピア (Rp.) 

為替レート ： US$1 = Rp.9,650 



 (2006 年 11 月 20 日 BANK INDONESIA 公表 T.T.S.) 

日本との時差 ： 西部（スマトラ、ジャワ、西・中央カリマンタン）    －2 時間 

   中部（東・南カリマンタン、バリ・ヌサトゥンガラ等）  －1 時間 

   東部（パプア、マルク）     なし 

 

２－2 西カリマンタン州一般概況 

 

 赤道直下に横たわる世界第 3 位の大きな島がカリマンタン島である。植民地時代にヨーロッパ人

はボルネオと呼んでいたが、独立と共にカリマンタン島と改名した。カリマンタンの語源は kali（河）

mas（黄金）intan（宝石）で「宝石の河」である。島の東西をつらぬくイラン山脈によって、北側がマレ

ーシア、南側の約 2/3 がインドネシアである。マレーシアではボルネオ島と呼んでいる。この島に国

境があるのは、植民地帝国のオランダとイギリスの勢力争いの結果である。 

 一昔前のカリマンタン島は未開のジャングル地帯であったが、近年になってカリマンタン島が森

林資源、鉱物資源、石油資源、天然ガス資源、石炭資源の宝庫であることがわかった。今日のイン

ドネシアの資源輸出を担っているのはカリマンタン島である。 

西カリマンタン州は、北緯 2 度から南緯 3 度、東経 108 度から 114 度を占める。南シナ海から東

に向かって丘陵地帯となっていく。州都はポンティアナックで、カリマンタン島を東西に流れるインド

ネシア 長のカプアス川支流の小カプアス川流域にあり、西カリマンタンの交通の要所である。植

民地時代に金鉱山とプランテーション開発の労働力として華僑が移住してきたため、ポンティアナ

ックは中国系の住民が多く産業が賑わっている。 

  

 

２－３ 西カリマンタン州の自然的条件 

 

２－３－１ 気象条件 

 

 赤道直下に位置する西カリマンタン州は、その位置的条件のために熱帯性気候区分に属してい

る。季節は 10 月～4 月の雨季と 5 月～9 月の乾季に大きく分かれる。西カリマンタン州都のポンテ

ィアナック市の年間降水量は 3,300mm である。平均気温は 28℃、平均湿度は 80-90%と高温多湿

の環境であり、農業や林業に好ましい気象条件である。 

 

表２－１ 西カリマンタン州の月別降水量（mm）           

          月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 計 平均

サンバス（Sambas） 806  436 131 183 281 89 171 78 79 na 387  598  3,239 269.9 

ポンティアナック県（Kab.Pontianaｋ） 377  268 122 347 144 128 211 238 279 410  384  382  3,290 274.2 

プトゥシバウ（Putusibau） 361  342 302 258 184 342 361 226 310 301  639  643  4,269 355.8 

シンタン（Sintang） 408  426 278 263 84 181 144 162 285 345  227  234  3,037 253.1 

ナンガ ピノー（Nanga Pinoh） 385  419 314 211 144 186 142 65 203 386  482  339  3,276 273.0 

ポンティアナック市（Pontianak） 394  297 202 614 147 134 281 207 132 302  334  257  3,301 275.1 

出典：stasiun Meteorogi Supadio Pontianak 2003 



 

表２－２ 西カリマンタン州の気温（℃）          

      月   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 平均

サンバス Max 29.4  29.6  31.3 33.9 33.1 32.2 32.8 32.6 32.4 na 31.3  29.4  31.6 

 Min 23.2  22.6  21.3 23.6 23.9 23.2 23.7 23.6 23.3 na 23.5  23.5  23.2 

ポンティアナック県 Max 30.4  30.1  31.1 31.1 31.8 31.8 31.2 31.7 31.5 30.9  30.4  30.0  31.0 

 Min 24.1  23.9  23.8 24.3 24.6 24.0 23.7 24.1 23.7 24.0  24.2  24.2  24.1 

シンタン Max 31.1  32.3  32.9 32.7 33.0 32.0 32.1 32.6 32.7 32.0  32.5  na 32.4 

 Min 22.5  22.1  22.9 23.0 23.2 21.9 22.3 22.8 22.7 23.1  23.1  na 22.7 

ナンガ ピノー Max 32.0  31.8  32.7 32.2 33.2 33.1 32.1 33.0 32.5 32.1  32.4  31.1  32.4 

 Min 22.7  23.2  22.6 22.5 22.4 21.6 21.3 22.3 22.2 22.6  22.4  22.2  22.3 

ポンティアナック市 Max 31.9  31.8  33.0 32.7 33.2 33.3 32.3 33.1 32.6 32.3  31.7  31.3  32.4 

  Min 23.2  23.3  23.1 23.4 24.0 23.2 22.9 23.3 23.2 23.4  23.5  23.2  23.3 

出典：Stasiun Meteorogi Supadio Pontianak 2003 

 

２－３－２ 地勢 

 

西カリマンタン州の地勢は、勾配が 2-15%で平坦な海岸地域から 15-40％の勾配の丘陵地、そ

して 40％を越える勾配の山岳地域となっており、これらは東西に流れるカプアス川に沿って連続し

ている。 

平坦な地域の面積は 5,300 千 ha、起伏のある地域の面積は 3,600 千 ha となっており、オイルパ

ームやゴムの生産に適した条件であると考えられる。 

 ポンティアナック県、サンガウ県、シンタン県、およびクタパン県の 4 県は土地の半分が勾配が

15%以下であり、産業植林に適した地形となっている。 

 

表 ２－３ 各県/都市の総面積（勾配別、ha）      

斜  度 
県/都市名 

<2% 2-15% 15-40% 40%< 
合計 

ポンティアナック県（Kabupaten Pontianak) 536,844 113,871 127,755 47,775 826,245 

サンガウ県（Kabupaten Sanggau) 175,785 900,710 560,275 19,384 1,656,113 

クタパン県（Kabupaten Ketapang） 1,866,993 807,304 216,724 686,879 3,579,900 

シンタン県（Kabupaten Sintang） 503,015 1,042,810 1,101,435 580,640 3,227,900 

出典：Bappeda-BPN, Data Pokok untuk Pembangunan Daerah 1996 

 

 



３ 社会情勢 

 

3－１ 政治情勢 

 

現在のインドネシアはユドヨノ第 6 代大統領を国家元首とした立憲共和制で、大統領が行政府

の長も兼ねている。内閣は大統領の補佐機関で、大統領が国務大臣の任免権を有する。議会は

国会（定数 550 人）及び国民協議会（国会議員 550 人、地方代表議員 128 人）で構成されている。 

インドネシアは紀元前 2500～2000 年ころから中国南西部およびマレー系の民族が定着し、以

来西方から伝搬されたヒンドウ教、仏教、イスラム教の影響下で文化が発達すると共に多くの王国

の興亡が行われてきた。１６世紀になると大航海時代のヨーロッパ勢力が香辛料貿易の利益を求

めて渡来し、1602 年のオランダ東インド会社のジャワ進出により、徐々にオランダの植民地化した。

オランダ植民地支配と一時期の日本の占領時代を経てきたインドネシアは、1945 年に独立を宣言、

4 年余りの武力闘争を経て、1949 年スカルノを首班とするインドネシア共和国が誕生した。 

多民族国家であるインドネシアは独立直後から反乱や暴動が頻発していたが、スカルノはこれを

武力により鎮圧し、強権的な支配の下、インドネシア国民の統合を推し進めた。 

雄弁な演説とカリスマ性によって大衆のナショナリズムを鼓舞し続けたスカルノは、インドネシア

共産党を支持基盤とし、国軍とのバランスを保つことで権力を維持していた。スカルノは次第に共

産主義へと傾き、1965 年に国際連合を脱退、インドネシアは国際的に孤立していった。そのような

状況下、共産主義者の増大を危険視した国軍によるクーデターが発生、インドネシア共産党は壊

滅においやられた。支持基盤を失ったスカルノは、大統領辞任要求の圧力を抑えきれなくなり、大

統領権限を第 2 代大統領となるスハルトへ譲渡した。 

スハルトは華人系財閥人を取り巻きにし、そこから吸い上げた資金をばらまくことで、軍と共に権

力を確立した。そのようにして経済・政治・社会全般を一手にコントロールするという体制の下、32

年にも渡る長期政権となった。 

1997 年のアジア通貨危機において、インドネシアは ASEAN で最大の経済的影響を受け、1998

年の GDP 成長率はマイナス 13.1%という大幅な減少となった。スハルトは通貨危機後の政治不安、

社会不安を沈静化できず、大統領職辞任に追い込まれた。 

スハルト政権崩壊後、第 3 代ハビビ、第 4 代ワヒド、第 5 代メガワティと 6 年間に 3 代の大統領が

交代し、この間、政党の自由化、地方分権、憲法改正などの政治改革が行われた。メガワティ大統

領時代、汚職の蔓延が治安の悪化を誘発し、それによって海外からの投資を逡巡させた。2004 年

9 月、初の大統領直接選挙が行われ、失業率の低下と汚職の撲滅を訴えたユドヨノが第 6 代大統

領に就任した。 

 国家は、共和制の下 33 の州から構成されている。国家元首は大統領で、現大統領は第 6 代ス

シロ・バンバン・ユドヨノ（任期 5 年、2009 年 10 月まで）である。議会は、国民協議会（2 院制、憲法

の制定及び改正、国民協議会決定の策定等）、国会（立法機能、国家予算作成機能、政府に対

する監視機能）、及び地方代表議会（地方自治等に関する法案の提言、審議への参加）がある。

第 5 代メガワティ大統領までは大統領と副大統領は国民協議会の決議により選出されていたが、

第6代ユドヨノ大統領から国民の直接選挙で選ばれている。ユドヨノ大統領は発足にあたり、平和と

安全、公正と民主、福祉の向上を政策の 3 つの柱としてあげた。 

治安状況については、イスラム過激派組織ジュマ・イスラミーヤ（東南アジアのイスラム地下組



織）によると見られる爆弾テロ事件（2002 年 10 月バリ島、2003 年 8 月ジャカルタの米系ホテル、

2004 年 9 月ジャカルタの豪州大使館前、2005 年 10 月バリ島で発生）、独立紛争（インドネシア政

府と独立派武装組織｢自由アチェ運動(GAM)｣の 30 年間近くに亘る武力抗争、(2006 年 8 月 15 日

に和平文書に調印し停戦）などがあり、注意が必要である。 

 

3－２ 一般経済情勢 

 

 1993 年から続いていたインドネシアの高度成長は、1997 年 7 月のアジア通貨危機において、

ASEAN 及び韓国の中で最大の経済的影響を受け、通貨ルピアの下落が始まった。1998 年の

GDP 成長はマイナス 13.1%にまで落ち込み、政府は通貨危機を脱するために国際通貨基金(IMF)

主導による経済安定化政策を実施した。その後、2000 年末に通貨ルピアが前年対比 3 割も下落

することがあったものの、政治の安定、民間消費の増加、輸出に支えられ 1999 年以降徐々に回復

（GDP 成長率：2001 年 3.8%、2002 年 4.3%、2003 年 4.9%）、2003 年末に IMF の政策を終了する

に至った。更に、各種改革の実施と好調な国内個人消費により、GDP 成長率は 2004 年には 5.13%

を達成し、堅調に経済は推移したが、その後石油価格の高騰によるインフレと金利引き上げなどに

より、直近の成長率は下落傾向にある。経済成長を促すには、現在の個人消費による経済成長か

ら投資主導の経済成長への転換が必要であるが、国内・外国投資は未だ通貨危機以前の水準に

は戻っていない。 

  当面は失業率の改善が課題となっている。インドネシアでは人口増加に伴い、毎年 250～300

万人が新規に労働市場に参入すると試算しており、それを吸収する雇用を創出するためには年率

6%以上の経済成長が必要とされる。この高成長を達成するためには、現在の消費主導の経済成長

から投資主導の経済成長への転換が不可欠である。また、インドネシア経済が国際競争力を保ち、

持続的な経済成長を果たすためには、投資の促進が不可欠である。今後は経済インフラの劣化、

治安面での懸念、汚職、といった問題に対処し、投資環境の整備・改善を迅速に進めていく必要

がある。 

 主な経済指標は表３－１の通り。 

 

表３－１ 主要経済指標        

         

年度   1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

実質経済成長率 % 0.3 4.9 3.8 4.3 4.9 5.1 5.6

消費者物価前年末比 % 2.01 9.35 12.55 10.03 5.06 6.40  17.11

マネーサプライ前年末比 % 23.2 30.1 9.6 8.0 16.6 13.4 11.1

為替レート（期末中値） Rp./US$ 7,100 9,595 10,400 8,940 8,465 9,290 9,830

  Rp./￥ 69.47 83.57 79.15 75.40 79.17 90.42 83.42

国際収支 貿易収支 百万 US$ 24,662 28,609 25,359 25,870 28,508 25,060 28,018

       経常収支 百万 US$ 5,782 7,700 6,901 7,822 8,106 3,108 2,996

外貨準備 百万 US$ 24,352 29,394 28,015 32,039 36,296 36,321 34,724



出所：消費者物価指数：インドネシア中央統計局(BPS)、バンク・インドネシア(Indonesia Financial Statistics)  

      ジェトロ・ジャカルタセンター「インドネシアの経済・投資・貿易の動向」2006/8/30    

 

表３－２ 産業別 GDP の推移     

     （単位：%） 

  2003 2004 2005 2006 1Q 2006 2Q 

１ 農林水産業 15.39 14.98 14.54 14.80  14.49 

（成長率） -(0.17%) (4.06%) (2.49%) (3.93%)  (5.0%)  

２ 鉱業 10.66 9.66 9.29 9.09 9.11 

（成長率） (3.19%) -(4.61%) (1.59%) (3.65%)  (5.43%)  

３ 製造業 27.97 28.37 28.11 27.84 27.51 

（成長率） (3.87%) (6.19%) (4.63%) (3.09%)  (3.05%)  

４ 電気・水・ガス 0.10 0.10 0.10 0.67 0.68 

（成長率） (9.54%) (5.91%) (6.42%) (5.77%)  (5.69%)  

５ 建設 5.70 5.81 5.91 5.96 6.03 

（成長率） (7.15%) (8.17%) (7.34%) (7.15%)  (8.26%)  

６ 商業・ホテル・レストラン 16.23 16.36 16.83 16.68 16.71 

（成長率） (4.07%) (5.80%) (8.59%) (4.72%)  (4.64%)  

７ 運輸・通信 5.38 5.85 6.25 6.63 6.64 

（成長率） (12.99%) (12.70%) (12.97%) (11.03%)  (13.29%)  

８ 金融・リース 8.87 9.13 9.26 9.27 9.22 

（成長率） (4.06%) (7.72%) (7.12%) (5.39%)  (5.07%)  

９ サービス 9.14 9.18 9.15 9.20  9.15 

（成長率） (3.92%) (4.91%) (5.16%) (5.44%)  (5.86%)  

  全体 100.00 100.00 100.00 100.00  100.00  

（成長率） (4.90%) (5.13%) (5.60%) (4.70%)  (5.22%)  

出所：ジェトロ・ジャカルタ・センター「インドネシア経済・投資・貿易の動向」2006/8/30  

 

表３－３ 一人当たりの GDP     

       

  2003 2004 2005 2006 1Q 2006 2Q  

千 Rp. 9,572.5 10,453.4 12,450.7 n.a. n.a.  

（増減） (8.43%) (9.62%) (19.11%) n.a. n.a.  

US$ 1,115.7 1,120.5 1,308.1 n.a. n.a.  

出典：2006 年 2 月、2005 年 2 月発表 BPS 統計    

     ジェトロ・ジャカルタ・センター「インドネシア経済・投資・貿易の動向」2006/8/30 

 



３－３ 西カリマンタン州の経済情勢 

 

西カリマンタンは、カリマンタン島の中では、石油、ガス、木材、石炭に恵まれている東カリマンタ

ンが急速に開発されているのに比べると、経済成長は遅いといえる。しかし、マレーシア国境に面

していること、及びナトゥナ(Natuna)石油採掘場に近いという地理的条件から、交通と物流の要所と

して発展している。特に金融、建設、商業/ホテル/レストラン、電力、水道、農業分野での発展が

目立つ。 西カリマンタン州の主な輸出品は木材産業品、ゴム、その他製品であり、主な輸入品は

消費財、建設資材、生活必需品である。 

西カリマンタン州の GRDP（Gross Regional Domestic Product： 域内総生産）はカリマンタン島の

4 州のうちで、2 番目に高い値を示している。しかし成長率は石油産業、ガス産業などの第 2 次産

業によって南カリマンタン州や東カリマンタン州は高くなっている中で、西カリマンタン州の GRDP

成長率は 4 州のうち最も低い値を示している。 

 GRDP の値に基づいて算出される特化係数は、西カリマンタン州では、金融業、建設業、貿易業、

ホテル業といった分野において、カリマンタン島の他州より高い値を示している。西カリマンタン州

はマレーシアと国境を接し、サラワク州の州都クチンへの道路が通じ、またナトゥナ海の油田に近く、

カリマタ海峡に沿っているため、物資や人の輸送の拠点となっていると考えられる。 

 

表３－４ カリマンタン島 4 州の GRDP 成長率の比較    単位：１０億ルピア 

     年 2000 2001 2002 2003 成長率 

西カリマンタン州 7,274,000  7,409,948 7,559,183 7,781,875 2.44% 

中央カリマンタン州 4,092,515  4,203,919 4,341,375 4,552,231 3.08% 

南カリマンタン州 6,424,665  6,665,209 6,869,600 7,256,171 4.19% 

東カリマンタン州 22,384,086  23,513,161 24,521,451 25,680,662 5.52% 

出典：BPS Indonesia 2003  

 

３－４ 労働事情 

 

 15 歳から 58 歳までを生産力のある労働人口とすると、西カリマンタン州の全人口の 42%に当たる。

西カリマンタン州で就労者数が最も多いのは農業で、65%を占めており、次いで貿易業が 12%であ

る。2003 年の失業率は 9.1%で、インドネシア平均 5.5%を上回っている。 

2004 年の 1 人当りの地域別、産業別 および西カリマンタン州の最低賃金（月給）は以下の通り

であるが、ＧＤＰ、経済生長量やその比率に比較して著しく高くなっており、消費者物価との関連で

も、若干の疑問が残る。 

 

表３－５ 州別・都市別 低賃金（月額）     単位：Rp.

州・都市 2001 2002 2003 2004 2005 

北スマトラ 340,500 364,000 505,000 537,000 600,000 

南スマトラ 255,000 331,000 403,500 460,000 503,700 

西ジャワ 245,000 280,780 320,000 366,500 408,260 



中央ジャワ 245,000 314,500 340,400 365,000 390,000 

東ジャワ 220,000 245,000 274,000 310,000 340,000 

ジャカルタ 426,250 591,270 631,554 671,550 771,843 

バリ 309,750 341,000 410,000 425,000 447,500 

東カリマンタン州 300,000 375,000 415,000 455,000 510,000 

南スラウェシ 400,000 530,000 600,000 650,000 700,000 

出展：（財） 海外職業訓練協会ホームページ 

  

           

表３－６ 全国の産業部門平均 低賃金（月額） 単位：Rp.     

産  業 2001 2002 2003     

農業、漁業、林業 267,893 294,679 332,664     

鉱業 N.A. N.A. 956,013     

製造業 507,700 593,944 680,509     

電気、ガス、水道 N.A. N.A. 1,067,368     

建設業 469,259 549,261 618,140     

商店（卸し、小売） 488,788 582,215 686,100     

運輸、通信 648,472 723,109 808,871     

金融部門 945,740 1,062,307 1,062,414     

公共サービス部門 697,191 785,904 912,028     

出展：（財） 海外職業訓練協会ホームページ 

           

            

表３－７ 西カリマンタン州各産業部門平均 低賃金（月額） 単位：Rp.     

産  業   2004       

林業（製材、産業植林） 441,000       

水産加工（冷凍エビ、缶詰製造） 529,000       

漁業   441,000       

オイルパーム植林   441,000       

園芸（オレンジ、アロエベラ） 485,000       

食品産業   551,250       

出展：Investment Opportunities Study for each Province of East, West, Central, 

    and South Kalimantan     

 

上記表３－５と表３－６の出典と、表３－７の出典が異なるので、一概に比較は出来ないが、西カ

リマンタンは、シンガポールに近いこともあり、そこそこの高い水準という印象を受けた。 

 

 

 



３－５ 日本・インドネシア関係 

 

 日本・インドネシア両国はスカルノ・スハルト時代を通じて、伝統的友好関係を維持している。在

留邦人は 11,221 人（2005 年 10 月在留届ベース）となっている。特に経済面において両国は非常

に緊密な関係にある。貿易額は輸出・輸入ともに年々増加し、貿易収支はインドネシア側の黒字で

推移している。貿易相手国としては輸出・輸入ともに日本が首位の座を占めている。日本のインド

ネシアからの主な輸入品は石油・液化天然ガス、石炭、鉱物資源、エビ、パルプ、繊維及び繊維

製品、一般機械、電気機器、合板などであり、2004年の対日輸出は159.6億ドルとなっており、イン

ドネシアは日本にとっての重要なエネルギー供給国となっている。一方、2004 年の日本からインド

ネシアへの主な輸出品は一般機械及び部品、化学製品、鉄鋼、電子部品、自動車部品などで、

対日輸入は 60.8 億ドルとなっている。 

 日本はインドネシアに対する最大の政府開発援助供与国で、2003 年には 11 億 4,200 万ドルの

援助を行った。これは日本の ODA 全体の約 19%を占めている。 

インドネシアはマラッカ海峡を始め、国際航海上重要な海上交通路を擁しており、同国

の安定と発展は日本を含むアジア全体の平和と繁栄に不可欠である。また、同国は日本に

とっての天然資源供給源であり、同時に重要な市場・製造拠点・投資先でもある。 
 

  



４ 林業政策および土地制度 

 

４－１ 経緯 

 

 インドネシアの森林は、1968 年のスハルト大統領政権の誕生と共に外資導入による開発が促進

され、多くの森林伐採権（HPH）が認可されるようになり、原木の輸出が拡大して行った。それと共

に木材工業の導入が強化され、1985 年には原木の輸出が禁止された。その背景には、政治的共

謀、腐敗、また縁故者に対する森林開発権の増発などがあったと言われている。 

 1998 年の IFM の意向表明書の受諾により、種々の林業改革が行われることに成った。丸太輸

出の輸出税は、大幅に引き下げられ、輸出が一時的に再開(2001 年に再禁止)され、合板工場に

与えられていた伐採権の発給も停止され、更に、植林基金の資金が一般予算に算入されることな

どが行われた。 

 1998 年のスハルト大統領の退陣以降、世銀等の圧力も加わり、1999 年に「新森林法」が制定さ

れた。この森林法の主な点は次の通り。 

・ 生産林、保安林、保護林の範囲を明確にした。 

・ HPH の発給権限で 1 万以上は林業大臣で、１万 ha 以下は州に譲渡された。 

（2002 年 6 月に県知事の伐採権の発行を禁止） 

・ 伐採権の中央・地方への配分率が変わった。（中央 20%、地方 80%、内州が 16%、郡が

64%）。 

・ 拘束力を持つ周到な指針によって管理される森林保全が推進された。 

・ コミュニテイの森林管理権や地域住民による森林生産物の利用の拡大が認められた。 

  2002 年には、今まで商工省が管理していた合板、パルプ産業の事業を林業省の管理下に移

管し、原木の供給から需要までを、林業省が統合的に調整する体制となった。 

  2003 年 1 月には、林業省、商工省、運輸省の共同大臣決定により、木材製品登録輸出業者 

認定（ETPIK）が必要となり、7 月には 3588 社が認定を受けている状況である。 

 このように、林業省は、伐採権を中央に再び集約する一方で、産業団体主体の森林資源産業

再生機構(BRIK)に輸出許可認定の役割の一部を担わせるなど、中央政府と業界団体による体制

を整えつつあると言えよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



４－２ 現在の森林政策 

  

４－２－１ 林業省の組織図 
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４－２－２ 現林業大臣の森林政策 

 

４－２－２－１ 5 ヶ年戦略（2005 年 2 月 14 日） 

 

 命題 １：森林の地位向上 

   目的 1：森林所在地域の強化 

       具体的戦略 ― 林地の地籍整備の推進 

                ― 関連セクター間の調整 

                    ― 森林簿の情報整備 

   目的２：森林の有する機能の拡大・最適化 

       具体的戦略 ― 林地管理の最適化 

 命題 ２：水源涵養機能を含む森林の多様な機能の最適化 

   目的１：適切な森林管理の実行 



       具体的戦略 ― 林産業の業績の向上 

                ― 持続的森林経営の認証  

                    ― 特用林産物の生産性の向上 

                ― 造林基金への造林費支払いの確保 

                ― 植林の推進 

                ― 住民林業の推進 

   目的２：森林の開発と復旧の適正化 

        具体的戦略 ― 森林復旧の推進 

                 ― 森林所在村落の経済の向上 

                 ― 違法伐採に関する法制度適用の強化 

                 ― 森林火災の効率的な予防 

   目的３：森林資源の効果的・持続的な利用 

        具体的戦略 ― 保全地域管理の手法の確立 

                 ― 保全地域管理の推進 

   目的４：森林管理計画の促進 

           具体的戦略 ― 森林管理計画の策定 

   目的５：森林利用に関する世界的合意への参加 

        具体的戦略 ― 持続可能な森林経営に関する国際支援体制の活用 

   目的６：州、県レベルでの森林管理の効率化 

        具体的戦略 ― 生産林への作業級設定 

                 ― 保護林への管理単位の設定 

                 ― 森林の有する機能発揮  

   目的７：研究開発・教育の実施 

        具体的戦略 ― 科学技術の向上 

 命題３：流域管理機能の最適化 

   目的１：住民の生活充足手段である森林の復旧・保全 

        具体的戦略 ― 流域管理の適正化 

 命題４：住民参加の促進 

   目的１：地域住民の参加の促進 

        具体的戦略 ― 住民参加の最適化  

   目的２：潔癖で能力が高い森林官の養成 

        具体的戦略 ― 地域住民の森林警察へのアクセスの改善 

                 ― 人材の専門性の向上  

 命題５：林産物の配分の適正化 

   目的１：林業の活性化 

        具体的戦略 ― 森林セクターの中小企業の育成 

 命題６：中央政府と地方政府の連携の強化 

   目的１：関連法制度の協調 

        具体的戦略 ― マルチステークホルダーの対話の推進 

                 ― 問題解決の調整  

                 ― 中央政府と地方政府の活動の協調 



４－２－２－２ ５つの優先施策 

 

（１）違法伐採と関連貿易への対処 （命題２と６に関連） 

    ・違法伐採されやすい区域に関する情報の提供 

・違法伐採に対する国民の問題意識の醸成 

・国立公園(45 カ所)及び保全地域(200 ヶ所)における森林開発の抑制 

・取締機関（警察、軍、検察）や関係セクターとの調整強化 

・違法伐採と関連する貿易の予防と抑圧 

 （２）森林セクター、特に木材産業の活性化 （命題２に関連） 

    ・木材産業の業績の５０％向上 

    ・200 カ所の森林伐採権事業地における持続可能な森林経営の促進 

    ・非木材林産物の生産性と貢献の３０％向上 

    ・造林基金等の収益の年５％向上 

    ・５百万 ha の人工林の造成 

    ・２百万 ha の社会林業の実施 

 （３）森林資源の復旧と保全 （命題１、２、および３に関連） 

    ・５百万 ha の荒廃地の復旧 

    ・保全地域（200 カ所）の管理の最適化 

    ・20 カ所の国立公園における管理モデルの確立 

    ・森林火災への対処と抑制 

    ・荒廃している 485 流域の保護と管理 

    ・非木材林産物の生産性と貢献、環境サービスの３０％向上 

 （４）森林の周辺地域の社会経済の強化 （命題４と５に関連） 

    ・森林区域内および周辺の地域社会経済の強化 

    ・中小企業支援と地域住民の森林管理への関与の拡大 

    ・森林セクターの中小企業への素材供給の確保 

    ・社会林業推進の継続 

（５）持続可能な森林経営の推進と強化 （命題１と６に関連） 

    ・森林区域に係わる諸問題の６０％を解決 

    ・民主化された森林区域を３０％拡大 

    ・森林区域の利用に関する関係セクター間での計画の調整と同期化の促進 

    ・森林資源、商業・非商業樹種、非木材林産物、野生生物、環境サービスおよびエコツーリ 

ズムに関するデータの集積 

    ・各州における森林管理部局の設置 

                                                             

４－３ 森林の減少 

 

 インドネシアはブラジル、コンゴ民主共和国に次ぐ世界第 3 位の熱帯林保有国であり、世界の

熱帯林の約 10％を有している。2005 年現在 885 万 km2、国土の約 46％が森林となっている。 

しかし経済危機とスハルト体制の崩壊以降、インドネシアの森林破壊が急速に進んでいる。 

 



表 4-1 インドネシア森林面積の推移   

    1990 年 2000 年 2005 年 

森林面積合計 千 ha 116,567 97,852 88,495 

比率 ％ 61.7 51.8 46.8 

天然林面積 千 ha 70,419 55,941 48,702 

出典：FAO,Global Forest Assessment 2005  

 

 1970 年から 1985 年の間は、年間 60 万～120 万 ha のスピードで森林消失が進んだとされるが、

近年そのスピードが加速している。林業省が発表したところによると、1986 年から 1997 年の間は

年間170万haが失われたともされる。さらに1999年以降はこれより高く、年間210万haが消失し、

インドネシア全体ですでに 4,300 万 ha の森林が失われたとされている。その原因は、NGO の

Forest Watch Indonesia(FWI)と Global Forest Watch（GFW）の調査によれば、森林伐採権（Hak 

Pengusahaan Hutan: HPH）での伐採で失われた森林面積が 2,400 万 ha で一番多くなっている。

さらに現在 HPH が発給されている 2,800 万 ha の地域でも、その 30％が荒廃地域と区分されてい

るので、森林の消滅はそれ以上になると考えられる。また、自然林のうち 900 万 ha が産業用人工

林（HTI）に転用されたが、実際に植林された面積は 200 万 ha であるので、700 万 ha の自然が失

われた計算になる。オイルパーム農園への転用についても 700 万 ha は許可されたが、そのうち

300 万 ha は伐採が済んだだけで栽培されておらず、400 万 ha の森林が失われた。その他、1994

年の森林火災によって 500 万 ha、1997～98 年の火災によって、460 万 ha が失われ、さらに焼畑

によって 400 万 ha、移住によって 200 万 ha、違法伐採によっては 1,000 万 ha の森林が失われた

と報告されている。また、地域別の森林破壊の状況については、経済危機後、スマトラ島とカリマ

ンタン島を中心に加速されていったと言われている。 

 

４－４ 森林火災 

 

４－４－１ 現状 

 

 インドネシアでは周期的に訪れる異常乾燥に伴い、1994、1997/98、2002 年に大規模な森林火

災が発生している。特にスマトラ島およびカリマンタン島における森林火災などが原因で発生した

大量の煙（ヘイズ）は、季節風の影響でマレーシア、シンガポールなどの近隣諸国にもおよび、視

界不良による飛行機の欠航や住民の健康への悪影響などを引き起こして国際問題となっている。

また、2005 年 8 月には大規模は煙害が発生し、マレーシア、シンガポールやオーストラリアから緊

急支援が行われる事態となった。火災による森林の被害面積については、政府、国際機関などに

よる推計値が大きく異なり、正確な面積が把握できていない。 

 

４－４－２ 原因 

 

 原因別の森林の火災件数、面積などのまとまったデータはいまだにないが、リアウ州および東カ

リマンタン州での調査（ADB/BAPPENAS,2000）によれば、火災発生要因は、森林の他用途転換

（34％）、移動耕作（25％）、定着農地への火入れ（17％）、放火（14％）の順に多いとされている。 



 

４－４－２－１ 自然要因 

 

 大規模火災の原因として、エルニーニョ現象による森林、原野の乾燥が指摘されている。乾季

には数多くの木が激しい乾燥に耐えるために落葉するなど、森林全体が燃えやすい状態となる。

また、カリマンタン、スマトラなどの低地は泥炭層があり、湿地ではあるが異常乾季にはカラカラに

乾燥することがある。一度有機物である泥炭層に火が入ると、大量の可燃物が長期間も燃え続け、

莫大な量の煙霧を発生する。 

 

４－４－２－２ 人的要因 

 

 一般に天然林と人工林を比較した場合、植生が単純で下層植生の多い人工林が火災の被害

に遭いやすいとされている。インドネシアでは 1990 年頃から政府補助を受けて A. mangium など

による産業造林が急激に拡大したが、林内に落葉が堆積するため、熱帯地域に多い地表火の被

害に極めて遭いやすい樹種で注意が必要であるとされている。 

 天然林については劣化した二次林が火災の被害を受けやすいといわれている。インドネシアに

おける天然林の収穫は 35 年周期の択伐方式であるが、択伐といっても胸高直径 50cm 以上の商

業樹種は全て伐採される方式であり、伐採後の林内はかなり大きな穴が空いた状態となるため、

乾燥が進みやすい状態になると考えられている。 

 また農地、草地、焼畑への火入れ、および産業植林、農園、移住地の農地造成など森林開発を

目的とした火入れが行われているが、これらの火入れの火を人間が管理できなくなって、周囲の

森林・原野へ延焼し大規模な火災へ拡大するケースが多いと推察されている。近年、農園・農地

開発の増加により、森林が分断され、森林の周囲延長が延びたことによってこのような条件が揃う

ことが多くなり、森林火災の被害が増加しており、産業植林事業での配慮が不可欠な課題となっ

ている。 

 

４－４－３ 対策 

 

 インドネシアの森林は国有林であるため、森林火災対策は林業省が、オイルパームやゴムなど

の農園火災については農業省が担当している。インドネシア政府は 1997/98 年の火災の反省とし

て、1998 年の森林火災に関する法令の改正、1999 年の森林法改正、2000 年の国家５ヵ年計画

（RENSTRA）の中に火災予防に関する項目を盛り込んでいる。 

 インドネシアの森林火災対策を担当する林業省は、全国の森林火災対策のための法令やガイ

ドラインを整備し、直接的に、あるいは地方政府への指導を通じて間接的に森林火災の対策を行

っている。1998 年に火入れ禁止の大統領令を発布。政府は中央レベルで森林火災対策委員会

を設置するとともに、州・権・郡の各地方政府レベルに地方森林火災対策委員会を設置するよう

指導。また 2000 年に森林保護・自然保全総局内における森林火災対策課の４課体制の局への

格上げ、州政府の火入れ取締まり、消化組織の強化に対する支援が決定された。 

 

４－５ 違法伐採 

 



 インドネシアは林産品輸出が盛んであり、また紙･パルプ産業も好調に伸びているため、

木材需要量が増加している。それゆえに政府の許可した年間許容伐採量に対し国内加工工

場の需要量が倍以上となっており、年間許容伐採量以上に伐採されているものと考えられ

ている。これらは、正規に認可による伐採によるもの以外に、正式な認可無く、非合法な

伐採によるものもあると考えられている。こうした影響により、1984 年に 144 百万 ha あ

った森林面積が表４－１に記載したように減少し、世界で最も森林減少率の高い国となっ

ている。これらの背景は、古くより森林内に生活し慣習的に森林資源を利用してきた人々

や企業と中央・地方政府との間で森林資源をめぐり紛争が絶えない状況からも推測できる。

政府からすれば森林地域住民や企業の伐採は「正規の認可を取得していないとの主張」で

あり、一方、住民や企業からすれば「それなりの認可は取得しているとの主張」であり、

双方の認識違いによる伐採に起因しているものと思われる。具体的には、中央政府が推し

進めた地方分権に伴い、中央政府と地方政府が定めた HPH（森林大規模伐採事業権）・

HPHH（林産物小規模採取権）地区の重複・ズレにより、解釈の相違により伐採が行われ

ていることである。その他、インドネシア国内要因としては、法整備不足、行政機関や警

察への賄賂による無許可伐採の黙認、さらに地元住民の無自覚による薪の採取や焼畑など

があげられる。しかし、最も大きな要因として、海外からの木材の購入要望があげられる。  
これは海外取引先が低価格であれば良いというスタンスで正規の許認可あるなしに拘わ

らず原木、木材や加工品を黙認して輸入しているという現状もある。インドネシア政府は

2005 年森林警備隊内に特別機動隊を設けると共に、汚職防止にむけた公務員の待遇環境の

見直し、罰則の強化、森林認証制度、合法材を対象とした政府調達制度の導入などを行い、

今後の適正な許可による伐採対策を強化している。 
 
４－６ 土地制度と植林事業 

 

４－６－１土地利用の現状 

 

インドネシアの全国および西カリマンタン州の土地利用の現状を表４－2 に記載した。これは、林

業省による森林と農業省によるその他の統計を合算したものであるが、両省ともに一部の州を除

外しているため、合計面積との差を不明欄に記載した。また西カリマンタン州では利用区分別面

積の合計が州面積を上回っているが、これは林業省の森林と農業省の灌木地などの区分に整合

性がないことが主要因ではないかと推測される。除外や不整合は、これらのデータがいずれも衛

星画像解析により算出されていることが原因であろう。 

 データが正確ではないので断定はできないが、表４－2 から西カリマンタン州の灌木地と休耕地

の比率が共に全国の倍であることから、焼畑耕作が盛んであることがうかがえる。また農園地比率

も全国平均を若干上回っており、西カリマンタン州では近年急速にオイルパームのプランテーショ

ンが拡大しつつあることを示している。 

 

表４－２ 全国および西カリマンタン州の土地利用（２００３年）  単位：千 ha、％  

全   国 西カリマンタン州 

利用区分 面積 比率 面積 比率 



森林 109,958 58.2 9,179 62.5 

灌木地 10,366 5.5 1,477 10.1 

草地 2,393 1.3 26 0.2 

農耕地 15,585 8.2 742 5.1 

農園地 18,327 9.7 1,782 12.1 

休耕地 10,194 5.4 1,729 11.8 

湿地 8,400 4.4 339 2.3 

湖沼 254 0.1 18 0.1 

岩地 499 0.3 5 - 

居住地 5,686 3.0 294 2.0 

不明 7,440 3.9 -910 -6.2 

合計 1,89,075 100.0 14,681 100.0 

      出典：Statistik Indonesia 2004 

 

４－６－２ 産業植林用地に関する土地制度 

 

森林は国有地であり、産業植林は森林法第３３条（２）ｃ.に規定された木材資源利用事業許可

（IUPHHK）を取得して、植林事業の許可と国有地の利用権を得て行うことになっている。 

IUPHHK の取得手続きは、2002 年以前は植林希望企業が林業省に直接相対で許可申請を行

う方式であったが、2003 年から 2006 年の間は、国家の林業省が適宜、場所、面積を指定した土

地を対象に実施する公募に応じ、提出した事業計画が認められた企業に対して発行される方式

を採っており、その手続きは下記のとおりであった。 

 

１．事業者が林業省に申請  ２．林業省が競売の公表  ３．競売の説明  ４．入札  ５．入札書の開票 

 

６．申請書の技術的評価  ７．事業者の適性検査  ８．落札者の決定  ９．落札者の決定承認作業 

 

１０．木材資源利用事業許可決定書の発行 

 

しかし、当センターの現地調査後、2007 年 1 月からの認可方式変更の政令が発表された。

2007 年政令 6 号第 68 条により、事業許可の発行を 2002 年以前とほぼ同じ方式に戻すことが定

められた。これは植林事業実施希望者が随時、林業省に希望する場所、面積などを申し込み、

交渉しながら決める方式であるが、６８条によると詳細は数ヶ月後にできる予定の省令にて規定さ

れる事になっており、現時点では明確になっていない。これは 2003 年～2006 年方式より時期、場

所および規模など、事業実施者の意志が尊重される制度になると推測される。 

なお、産業植林には許可面積の上限は定められていない。 

現行の森林法、木材資源利用事業許可証、および林業省の価格表に記載されている利用権

取得者に対する重要な権利と義務は次の通りである。 

 

 



① 権利 

・最大 100 年間にわたる許可に応じた活動を行う権利 

・事業による利益獲得の権利 

   ・林地に所有権は発生しないが、森林資源は許可保持者の資産であり、担保にできる。 

 

② 義務 

・事業許可区域内の保護地域の保護と管理 

・許可取得後１年以内に森林資源利用計画（RK-UPHHK）を提出、RK-UPHHK 認可後 5 カ

月以内に 5 カ年計画を提出、年次開始前に年次計画を提出 

・事業上必要なインフラ整備 

・許可決定後６カ月以内の事業着手、また 3 カ月以内に境界整備を開始し、3 年以内に完成 

・許可取得後 1 年以内に地域の協同組合に株を保有させるか、または共同事業を実施する 

・資源の保全上、伐採後は再植林義務 

 ・人工林の伐採量に対して森林資源コミッション（伐採時の価値の 5％）の納付 

 ・事業地域内および周辺住民の社会、文化、経済的な発展の援助 

 ・本許可は大臣の文書による同意無しに第三者へ部分的、あるいは全部の移譲はできない 

 ・許可地域内の集落、畑、水田、ほか第三者が利用している土地は事業許可地から除外する

ただし関係者と合意された場合はその限りにあらず  

   ・許可時に事業許可料（現行 2,600 ルピア/ha、約 30 円/ha ）の納付が必要（パルプ材の場

合、以降最大 100 年間、借地料他、土地の利用に対する費用発生せず） 

・有効期間の終了、期間内の返上および取り消しを受けた場合、事業地内の設備、植林木、

事業に関する写真、地図などの所有権は林業省に移管される 

 

４－７ クリーン開発メカニズム(ＣＤＭ）植林への取り組み 

 

政府は森林に関する優先施策のひとつである森林資源の復旧と保全の中で、5百万haの荒廃

地の復旧を掲げている。その中でも特に緊急を要する 300 万 ha の植林を国家森林・土地復旧プ

ログラムと名付けて、2003 年から 2007 年までの５年間で、林業省と地方政府で実施する計画であ

る。   

しかしながら、予算不足などにより計画通り植林が進まないので、この内 1990 年以前からの土

地利用上、可能な場所については、民間の投資による AR-CDM も利用したいと考えている。 

コンサルタント機関の調査によると、インドネシアには CDM 対象地となりうる面積は国土の 10％

におよぶ 19 百万 ha ある。州別面積は表４－３のとおりである。  

 

表４－３ AR-CDM 対象地               面積：千 ha 

州名 ナングロ アチェ 北スマトラ 南スマトラ 西スマトラ リャウ 

面積 196 1,050 4,298 562 1,118 

州名 ブンクル バンカ ビリトン ジャンビ ランプン 南カリマンタン 

面積 647 786 1,312 414 955 

州名 西カリマンタン 南スラウェシ 南東スラウェシ 西ヌサテンガラ 東ヌサテンガラ



面積 4,793 195 310 186 1,747 

州名 ゴロンタロ    合 計 

面積 145    18,714 

出典：Investment Profile by Djoko Prihatno,2005  

 

 また、アジア開発銀行と国際林業研究センター(CIFOR)、および国際アグロフォレストリーセンタ

ー(ICRAF)が実施し、2006 年 1 月に発表された A/R-CDM 適格地調査報告書によると、対象面

積は 46 百万 ha におよんでいる。これは 1990 年以前の衛星画像による土地利用状況に、県ごと

の人口密度、人間発達指数（平均寿命、識字率生活水準）、森林火災危険指数の 3 要素を用い

て選別をおこなっている。 

 指定国家機関(DNA)は 2005 年 7 月に設置された。これは環境省、エネルギー鉱物資源省、林

業省、外務省、貿易産業省、内務省、国家開発計画庁、運輸省および農務省の９省庁の局長級

のメンバーで構成されたＣＤＭ国家委員会である。この下に、事務局および技術チームがあり、案

件によっては専門家グループや利害関係者フォーラムを組織することができる体制になってい

る。 

 ＣＤＭ植林の森林の定義は、面積：0.25ha 以上、樹冠率：30％以上、樹高：5m 以上である。 

 AR-CDM に関する研究機関としてはボゴール農科大学、ガジャマダ大学、国際林業研究センタ

ー、森林コンセッション保有者委員会、および多くの環境 NGO などがある。 

 土地利用・土地利用変化・林業(LULUCF)プロジェクトが、2003 年に 8 ヵ所で AR-CDM 候補地

として、ベースライン及び事業実施時における二酸化炭素吸収量に関する調査が行われた。その

要旨は表４－４の通り。 

表４－４ CDM-LULUCF プロジェクト要旨一覧表 

場所 (州) 西スマトラ 西スマトラ ジャンビ ランプン 西ジャワ 西ジャワ ジョクジャカ 

ルタ 

南 カ リ マ ン

タン 

実施者 NGO 地方政府 大学 NGO 林業公社 NGO 林業事務所 林業事務所

面積 (ha) 10,600 36,700 10,000 3,500 600 2,500 5,000 15,000 

ベースライン 

 植生 

 蓄積 (tC/ha) 

 生長量 (tC/ha/yr) 

 

草地 

15 

0.2 

 

草地 

15 

0.5 

 

灌木 

40 

0.5 

 

灌木 

40 

0.5 

 

灌木 

40 

0.5 

 

灌木 

40 

0.5 

 

草地 

15 

0.2 

 

草地 

15 

0.2 

吸収量 (tC/ha) 119 119 250 135 307 258 256 119 

植栽樹種 チーク、果樹 

メリナ 

マホガニー 

コーヒー他 

ファルカータ 

メランティ他 

果樹類 

コーヒー 

チーク 

マツ 

メリナ 

果樹類 

不明 メランティ 

ゴム 他 

出典：National Strategy Study (2003) 

 

 また、日本の（独）国際協力機構が 2001 年から 2006 まで 5 年間におよび、スマトラ、ジャワ、カリ

マンタンを調査地として、炭素固定森林経営に関する新技術と方法を確立するための実証調査

プロジェクトを実施している。 

現在アジア開発銀行の支援による、6 件の PDD 作成プロジェクトが行われており、その中の南



スラウエシ州シドウンルン ラパン県での小規模 A/R-ＣＤＭ案件が DNA に提出され、現在審査中

である。 

このように、国際機関などの支援により徐々に国内体制が整いつつあるが、現在までにインドネ

シアをホスト国としてＣＤＭ理事会に申請された A/R-CDM 案件は無い。 

インドネシアにおいて A/R-CDM 事業が活発に行われるためには、更にいくつかの法律の整

備、中央と地方政府や地域住民などの理解と協力、さらには関係団体、ＮＧＯの育成および投資

者の協力などが必要である。このためには、A/R-CDM のメリットや適地を一段と広範囲に、具体

的に示し周知させると共に、A/R-CDM 推進施策の明確化、および政府の体制整備を図る必要

がある。 

いずれにしてもインドネシアには、A/R-CDM 用地となりうる潜在的な適地は 20～40 百万 ha あ

るので、早急な体制作りが望まれる。 



５ 木材産業と貿易 

 

５－１ 木材産業 

 

５－１－１ 全般 

 

東南アジア諸国では外貨の獲得資源としての原木輸出から木材産業が発達してきた。し

かし、森林面積減少による資源の枯渇や環境的側面などから輸出に規制がかかり、木材生

産量は減少し、木材加工業も大きな影響を受けている。インドネシアでは 1990 年に 132
あった合板工場が、現在では 30 工場程度に減少するなど、特に高品質の原木に依存して

きた分野にその影響が顕著に現れている。インドネシア国内木材産業従事者数は約 162 千

人（2000 年時）であり、林業及び木材関連産業の経済規模は対 GDP 比で 3.7%となって

いる。しかし、近年、国内合板・製材工場などは原木不足により収益が悪化し、設備投資

が進まず、設備の老朽化を招いた。これが原因で原料の小径木化に対応できず、生産ロス

が大きくなって、国際競争力の低下をもたらしている。政府は企業の統廃合や設備投資の

推進などを行い競争力の強化を図ろうとしているが、現時点では十分な成果が上がってい

るとは言い難い状況である。 
 

表５－１ 原木と加工林産物生産量（1995-2004） 

単位：千㎥
年 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20

丸太 24,850.1 26,069.3 29,520.3 19,026.9 20,619.9 13,798.2 10,051.5 8,660.0 11,423.5 13,548.9
合板 9,122.4 10,270.2 6,709.8 7,154.7 4,611.9 4,442.7 2,101.5 1,694.4 6,110.6 4,514.4
製材 2,014.2 3,565.5 2,613.5 2,707.2 2,060.2 2,789.5 674.9 623.5 762.6 433.0
ブロックボード 534.5 629.1 600.7 662.0 427.1 321.1 388.0 121.6 436.4 277.4
単板 14,227.7 1,321.5 1,128.7 1,314.1 1,035.0 668.8 94.2 4,361.0 289.2 155.4
パーティクルボード 290.5 360.8 442.5 282.3 188.1 200.0 296.9 6.7 93.6 244.1
ウッドチップ 194.4 30.6 174.4 496.0 203.3 19.9 384.8 22.0 127.4 316.7
その他 1,668.4 1,941.5 3,960.9 3,778.6 12,952.4 1,121.4 1,698.7 514.1 5,872.3 3,986.5
出典：Directorate General of Forest Production Development

04

表５－２ 出材元別原木生産量（2000-2004） 
単位：㎥

2000 2001 2002 2003 2004
天然林 年伐採計画 3,450.1 1,809.1 3,019.8 4,104.9 3,510.8

使用許可地 4,564.6 2,323.6 182.7 956.5 1,631.9
植林地 州の事業林 1,511.0 1,455.4 1,559.0 976.8 923.6

産業植林地 3,783.6 5,567.3 4,242.5 5,325.8 7,329.0
個人所有等 488.9 データ無し データ無し 59.5 153.6

出典：Directorate General of Forest Production Development

年

 
 

５－１－２ 紙パルプ産業 

 
合板や製材などの木材加工業とは異なり、外国資本による大型投資が続いた紙パルプ産

業は過去 10 年間に大きく進展した。 
パルプ生産は 1995 年には 2 百万トンであったが、2000 年には 4 百万トンと 2 倍になっ



ている。その後も生産量は増え続け 2003 年には 5.3 百万トンに達している。近年では 1997
年のアジア通貨危機により通貨ルピアが大きく下落したが、それを機に輸出市場における

インドネシアのパルプの国際競争力が高まり、広葉樹パルプ主体にパルプの輸出は、1995
年から 2003 年まで年平均 20%の増加率を見せている。一方輸入は針葉樹パルプが主体で

あるが、1996 年以降ほぼ横ばいで推移している。 
 

表５－３ パルプの生産・輸出・消費推移表（1995-2003） 

年 生産量（1,000ｔ） 生産成長率（%） 輸出量（1,000ｔ） 輸入量（1,000ｔ） 消費量（1,000ｔ）
1995 2,022.0 576.2 511.9 1,957.8
1996 2,560.0 26.6 1,127.4 836.1 2,269.2
1997 3,058.0 19.5 1,186.0 943.9 2,816.4
1998 3,430.0 12.2 1,656.7 839.5 2,612.8
1999 3,694.0 7.7 1,179.4 956.9 3,472.2
2000 4,089.0 10.7 1,329.5 768.6 3,528.7
2001 4,665.0 14.1 1,698.6 564.1 3,459.5
2002 4,969.0 6.5 2,245.2 825.7 3,549.5
2003 5,300.0 6.7 2,350.0 840.0 3,614.8

※出典：JICA「FINAL REPORT For West Kalimantan(2005,March)」

 

紙産業は近年順調に伸びており、1995 年には 3.4 百万トンの生産量が 2003 年には 7.3
百万トンなっている。この間、インドネシア国内の紙需要は経済危機により 1998 年は低

下したが、その後順調に増加している。また 1998 年の国内消費減を飛躍的な輸出の増加

により、生産量の増加に対応した。2003 年における紙生産量の内訳は、61%が工業用紙（板

紙、パッケージ用紙等）、34%が一般紙（コピー紙、筆記用紙等）、5%がその他（ティッシ

ューペーパー、タバコの巻紙等）となっている。 
2004 年現在の紙消費量は、インドネシア 22kg/人、中国 42kg/人、日本 247kg/人、世界

平均 56kg/人であることから、今後も更なる生産量の増加が予測される。 
 

表５－４ 紙の生産・輸出・消費推移表（1995-2003） 

年 生産量(1,000ｔ） 生産成長率（%） 輸出量（1,000ｔ） 輸入量（1,000ｔ） 消費量（1,000ｔ）
1995 3,425.8 924.5 140.1 2,641.4
1996 4,120.5 20.3 1,198.2 197.7 3,120.0
1997 4,821.6 17.0 1,800.0 261.0 3,282.6
1998 5,487.3 13.8 2,834.0 130.1 2,783.4
1999 6,720.6 22.5 2,950.8 143.8 3,913.6
2000 6,849.0 1.9 2,837.2 212.6 4,224.4
2001 6,951.2 1.5 2,345.1 199.8 4,805.9
2002 7,213.0 3.8 2,446.7 249.7 5,015.9
2003 7,339.2 1.8 2,489.5 254.1 5,103.7

※出典：JICA「FINAL REPORT For West Kalimantan(2005,March)」

 
５－２ 林産物貿易 

 

５－２－１ 日本との貿易関係 

 
インドネシアの主力林産物輸出品は合板であり、日本は最大の輸出先である。2004 年に



は約 330 万㎥の合板を生産しており、その 67%を日本へ輸出している。しかし、近年では

環境的側面から木材製品生産量が減少しており、インドネシアからの日本向け合板輸出量

は減少傾向にある。しかし、生産能力が増大した紙の対日輸出は 2005 年は原油高に起因

する生産コストアップにより減少したものの、2000 年から 2005 年の間にコピー用紙を主

体に 23％増加している。 
一方、日本からの輸入は木材製品、パルプ、および紙のいずれも量が少なく、大きな変

動もない。 
 
表５－５ 木材製品輸出推移表（日本への輸出） 

金額（mil U$）
品名 2000 2001 2002 2003 2004 2005

合板 750.2 621.2 628.6 540.6 565.9 464.4

その他 438.5 452.0 402.9 400.2 465.5 415.2

計 1,188.6 1,073.2 1,031.5 940.8 1,031.4 879.6

注：その他は非熱帯材の積層板、集成材、加工材など

※出典：日本貿易振興機構統計データ  
 

表５－６ 木材製品輸入推移表（日本からの輸入） 

金額（mil U$）
2000 2001 2002 2003 2004 2005

3.9 3.87 3.93 3.38 3.59

※出典：日本貿易振興機構統計データ

3.1

 

 

表５－７ 木材パルプ輸出推移表（日本への輸出） 

金額（mil$）
品名 2000 2001 2002 2003 2004 2005

化学木材パルプ 44.7 38.1 50.1 53.1 36.5 56.5

その他 0.1 0.9 0.3 1.0 1.9 0.2

計 44.8 39.0 50.4 54.1 38.5 56.7

※出典：日本貿易振興機構統計データ  
 

表５－８ 木材パルプ輸入推移表（日本からの輸入） 

金額（mil$）
品名 2000 2001 2002 2003 2004 2005

化学木材パルプ 11.1 5.9 5.1 5.5 5.6 7.2

その他 4.3 8.8 9.2 5.4 5.1 3.2

計 15.3 14.7 14.3 10.9 10.7 10.3

※出典：日本貿易振興機構統計データ  
 

 



 

表５－９ 紙・紙製品輸出推移表（日本への輸出） 

 

金額（mil$）

品名 2000 2001 2002 2003 2004 2005

印刷用紙等 41.0 37.0 29.0 36.4 92.4 264.0

その他 218.4 255.5 259.0 275.6 249.0 54.4

計 259.4 292.5 288.0 312.0 341.4 318.4

注：2005年からコピー用紙がその他から印刷紙等に変わったと推測される

※出典：日本貿易振興機構統計データ
 

 

表５－１０ 紙・紙製品輸入推移表（日本からの輸入） 

金額（mil$）
品名 2000 2001 2002 2003 2004 2005

板紙等 6.44 6.13 5.86 7.41 9.1 9.76

その他 28.35 22.9 33.98 36.59 38.61 30.76

計 34.79 29.03 39.84 44 47.71 40.52

※出典：日本貿易振興機構統計データ  
 
５－２－２ 西カリマンタン州からの輸出 

 

2003 年における西カリマンタン州の木材製品輸出金額は約 260 百万ドルであり、2002
年に比べ 10.6%の減少となっている。全体的に減少傾向を見せているが、特に家具、パー

ティクルボードといったものの輸出額が大きく落ち込み、それぞれ 76.9%、54.0%の減少

となっている。 
 

表５－１１ 西カリマンタン州における輸出金額推移表 

U$mil % 
品目 2002 2003 成長率
合板 243.2 222.9 -8.4
ブロックボード 6.6 4.1 -37.8
パーティクルボード 4.5 2.0 -54.0
合わせくぎ 17.2 14.7 -14.6
木材加工品 16.5 16.1 -2.9
家具 3.6 0.9 -76.9
計 291.6 260.6 -10.6
※出典：JICA「FINAL REPORT For West Kalimantan(2005,March)」 
 



６ 投資環境 

 

６－１ 外国投資状況 

 
 インドネシアの外国直接投資認可金額は 1995 年 399 億ドル、1997 年 338 億ドルと高水

準を記録したものの、1997 年のアジア通貨危機以降、急速に冷え込んだ。インドネシアの経済

はその後回復に向かっているが、外国投資はアジア通貨危機以前の水準には戻っていない。外

国投資低迷の主な要因は、官僚の汚職によって投資コストが増加し投資意欲が減退したこと、労

働組合が多数結成されたこと、及び地方分権政策によって権限を得た地方政府が 低賃金を引

き上げたために安価な労働力確保が難しくなったこと、主要銀行の不良債権処理の影響で融資が

減っていること、電力・道路などのインフラが整っていないこと、更には外資と内資を平等に扱う明

確な規定が無いことなどによる。 

  

表６－１ インドネシアへの投資動向/国・地域別投資認可状況     

           単位：百万＄ 

    2000   2001   2002   2003   2004   2005 

  件数 認可額 件数 認可額 件数 認可額 件数 認可額 件数 認可額 件数 認可額

日本 92 1,818.6 100 817.6 82 518.5 76 1,251.4 75 1,688.9 76 1,176.4

香港 16 141.1 16 41.5 13 1,712.0 19 257.7 13 20.2 17 125.4

韓国 309 710.7 296 373.4 246 378.3 200 166.2 209 419.0 309 417.3

台湾 81 133.9 68 83.6 50 83.1 49 116.7 40 68.6 43 133.4

中国 43 124.3 39 6,053.5 43 46.3 66 264.0 34 24.6 84 205.0

タイ 8 12.3 4 3.0 6 6.4 5 10.1 11 99.0 8 20.0

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 224 608.2 160 1,169.9 166 3,376.5 177 801.4 158 617.5 203 3,933.2

ﾏﾚｰｼｱ 78 211.9 106 2,243.6 78 74.8 97 336.5 115 483.0 173 587.3

ｲﾝﾄﾞ 33 59.3 30 6.9 37 5.4 29 7.1 29 7.1 18 30.8

ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ 10 2.1 6 1,502.0 2 0.2 4 0.9 4 3,018.0 3 1.4

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 71 47.1 49 273.5 43 278.3 43 129.1 38 481.2 68 513.6

米国 55 236.5 44 87.7 40 468.5 31 211.7 25 133.3 44 91.2

英国 83 3,679.7 76 793.4 78 747.2 90 999.4 83 1,318.5 104 1,529.0

その他 235 2,861.5 188 812.8 167 1,618.9 165 5,520.4 174 1,263.3 224 1,321.0

複数国共同 261 5,367.7 193 939.5 187 641.0 187 4,205.5 218 773.4 274 3,494.2

合計 1,599 16,014.9 1,375 15,201.9 1,238 9,955.4 1,238 14,278.1 1,226 10,415.6 1,648 13,579.2

出所：インドネシア投資調整庁 BKPM)、 ジェトロ・ジャカルタセンター 2006/8/30        

 

６ － ２  投資法令の概要 

 

 現在、外国直接投資を規定する基本法は、1967 年に制定された外国投資法 (67 年法律第１号、

以下旧法という)である。 旧法は外国資本に事業の経営を認め、資本を保護し、輸入関税の減免



を与える法的根拠となっている。また、利潤の海外送金、所有権の移転、及び国有化等の措置に

対する外国資産の保障、外国人技術者雇用などを規定している。実際に投資を行う際には、旧法

の他に投資分野毎の法令や条例にも従う必要がある。 

 

 外国投資による企業の設立はインドネシアの法律に基づき、株式会社 (Perseroan Terbatas 

–PT.)として設立することが条件づけられている。 外国資本により設立された会社を PMA 企業

(Penanaman Modal Asing)と呼び、他の国内企業(Penanaman Modal Dalam Negeri = PMDN)と区別

している。 1994 年大統領令第 20 号により外資 100％の企業設立も認められるようになったが、業

種によっては外国側出資比率に規制がある。 

 

 また、1998 年に発表された外資規制対象分野表（ネガティブ・リスト）の改訂版として、2000 年 7

月１日付け大統領令第 96 号及び 2000 年 8 月 16 日付大統領令 118 号で、ネガティブ・リストが発

表された。このネガティブ・リストは「外資・内資共に参入全面禁止」「外資全面参入禁止」「地元企

業との合弁形態で外資に開放」「条件付きで開放」の４つのカテゴリーに分かれている。 

 更に、小規模企業保護・育成の為の規制がある。 新のものは 2001 年 12 月 14 日付け「小規模

事業のみを対象とする事業分野と合弁を条件に中規模事業または大規模事業に対して開放され

る事業分野に関する」大統領令 127 号で、「インドネシアの小規模企業以外参入できない分野」と

「大・中規模企業が小規模企業とパートナーシップを組むことによって参入が認められる分野」の二

つのカテゴリーに分かれている。後者のカテゴリーについては、外国企業もインドネシアとのパート

ナーシップを組むことによって参入が可能である。 

 

インドネシアでは、外国直接投資を誘致する為に、改訂を重ねて複雑になった旧法を一本化し、

外国資本と内国資本の平等を計る目的で、旧法の改定作業を実施してきた。新投資法案

（APPENDIX 参照）は 2006 年 3 月 21 日にようやく国会に提出され審議が続いているが、原案に対

する国会の異議が強く、2007 年３月現在議決に至っていない。しかしながら、新投資法案が成立し

たとしても記載内容が曖昧で不十分な部分があるとの声もあり、効果は成立した後の実際の運用

に掛っていると言える。 

 

 ＜新投資法案の具体的な改善ポイント＞ 

１． 旧法、内国投資法（６８年法律第 6 号）、外国投資改正法（70 年法率第 11 号）及び内国投資

改正法（70 年法律第 12 号）を一本化した投資に関する初の統一法案となる。 

２． 「資本」とは、「金銭あるいは経済的価値を有するその他の形態の資産」と定義され、ポートフォ

リオ投資のような幅広い資産形態での投資が可能。 

３． 統一法案の成立により、「内外無差別の原則」が採用され、いかなる国からであろうとインドネシ

アで投資活動を実施する投資家全てに対し、同等な待遇が与えられる。 

４． 新法案内での規定は、すべての分野・セクターへの投資に対し有効となった。ただし、外資・

民間企業の出資に対し、閉鎖あるいは制限つきで開放される業種（ネガティブ・リスト）は別途

法規で定める。 

５． 送金の自由：自由となる送金分野としては、資本、利益、銀行での金利、配当金、その他収入、

資材購入資金、ロイヤルティー、技術供与への代価、知的所有権など権利の使用・借用への



代価などを明記。 

６． 投資優遇措置・便宜供与（インセンティブ）：国家経済への貢献が高い/優先度の高い投資を

実施する会社に対し、優先的に財政面もしくは、許認可サービス面での便宜を供与。許認可

サービスの便宜については、土地に関する権利、入国管理面、物品輸入許可、外国人労働者

の利用許可が上げられている。 

７． 外国人の就労面での規制緩和：旧法では、義務とされたインドネシア国籍労働者の雇用は、

新法案では、「インドネシア国籍労働者を優先」と柔軟化した。また、旧法の「定期的かつ計画

的な訓練教育機会を提供する義務」も廃止された。特定の職種と専門職への外国人の活用は、

現行法によるとし「インドネシア国民によって充足できない場合のみ」との制限が無くなった。 

８． 政府と投資家の間の紛争解決手段として、仲裁、裁判外での和解、裁判を明記。 

９． 投資政策の調整は、経済閣僚のトップである経済調整担当大臣が実施するとされ、政権内で

の政策調整が一元化される。 

１０．投資調整庁が行う投資に関する任務と機能について明記された。 

・投資政策の検証、 ・投資手続きの基準及び手続きの策定、 ・投資マップの策定、 

・投資プロモーション、 ・実業界が抱える障害の解決支援など 

１１．会社設立は、現行法に基づき主管省庁（法務省と解釈される）の承認が必要で、事業活動に 

関わる許可は各主管官庁から取得しなければならないが、この「許可」は「統合サービス」を通 

して取得可能。 

１２．財政的便宜、サービス便宜、投資関連情報取得の支援などを目的とする「統合サービス」を新 

たに規定。投資許認可面で権限を有し、中央及び地方政府からそうした権限の委譲を得た組 

織及び機関（投資調整庁も含むと解釈される）が、前述の「統合サービス」を実施。 

 出所：ジェトロ・ジャカルタ・センター 2006 年 3 月 29 日 

「インドネシアの「新投資法案」での改善点及び課題」 

 

６－３ 中国およびＡＳＥＡＮ各国との投資環境比較 

 

 ジェトロ「在アジア日系製造業の経営実態―ＡＳＥＡＮ・インド」(2006 年１～2 月実施)によると、タ

イ、中国、インド、ヴィエトナムに比較して、「為替変動リスクの少なさ」、「研究・技術者のレベル」、

「裾野産業の発展状況」（ヴィエトナムの方が悪い）について、インドネシアの方が劣っている状況と

なっている。 

 投資コストの比較においては、「インターネット接続料金」において、ニューデリー、バンコック、広

州、よりも劣っていているが、「産業用電気代金」と「産業用ガス料金」は、他の地区よりはるかに優

れている状況である。その他の面、「一般工賃金」、「法人所得税(実効税率)」、「レギュラーガソリ

ン」、「中間管理職」、「法定 低賃金」、「工業団地購入価格」、「事務所賃料」では、中国とほぼ同

水準となっている。 

 

６－４ 日本との関係 

 

 インドネシアにおいて、日本は外国直接投資累積額で 大の投資国である。しかし、各年の投資

額をみると 1996 年の 145 件 77 億ドルから、減少傾向が顕著になっている。表 6-1 に見られるとお



り、2005 年の日本からの投資認可額は全体の 8.7％で、シンガポールや複数国共同などに比較し

て低い水準となっている。日本からの投資減少の原因は、日本国内の景気低迷、中国の台頭など

の外部要因の他、インドネシアの投資の魅力が減少しているためと言える。 

 そこで、インドネシアへの投資を呼び戻そうと、日本、インドネシア各々の政府と企業団体が合同

フォーラムを開催し、インドネシア投資の環境改善のための活動を行っている。 

 投資調整庁には、ＪＩＣＡ派遣による投資案内、専門家が派遣され、投資の推進が計られているが、

現状としては、新規進出は少なく、むしろ、撤退の方向もあり、憂慮されている状況である。 

 

表６－２ 日本のアセアン 6 カ国向け直接投資   

   単位：百万ドル  

  通貨危機前 7 年間 通貨危機後 7 年間 回復率  

  (91～97 年） (98～04 年）    

インドネシア 11,974 (33.7%) 4,610 (21.0%) 38.5%  

タイ 72,71 (20.5%) 6,375 (29.1%) 87.7%  

シンガポール 7,105 (20.0%) 5,086 (23.1%) 71.6%  

マレーシア 5,064 (14.3%) 2,205 (10.0%) 43.5%  

フィリピン 3,038 (8.5%) 3,200 (14.6%) 105.3%  

ベトナム 1,062 (3.0%) 488 (2.2%) 46.0%  

アセアン６ 35,514 (100%) 21,964 (100%) 61.8%  

中国 22,246 17,934 92.7%  

インド 1,050 1,274 121.3%  

（注）中国には香港を含む。 カッコはシェアを示す。   

出所：財務省届け出統計、 ジェトロ・ジャカルタセンター「日本による対外直接投資動向」2006 年 9 月 

 

  

 



７ 森林 

 

７－１ 森林区分 

 

 約 18,000 の島嶼からなるインドネシアの陸地面積は約 189 百万 ha であり、そのうち 86 百万 ha

（46％）が森林区域である。インドネシアの森林は海岸林から標高 2,000m 以上の山岳地帯まで分

布しており、植生は主に垂直分布により低地林、高原林（標高 1,000～2,000m）、山岳林（標高

2,000m 以上の林分）、マングローブ林、湿地林に区分される。 

インドネシア林業省は利用区分により森林区域を、自然保全林区域、保護林区域、生産林区域

に分けており、それぞれは以下の通り定義されている。 

 

・ 自然保全林…動植物やそれらの生態系を保持する目的の森林区分。 

・ 保  護  林…生活環境の保護、水源の維持、洪水・土地浸食の防止、海水の浸入防止、    

地力維持を目的とした森林区分。 

・ 生  産  林…持続可能な森林生産を目的とした森林区分。生産林はさらに永続的な生産 

林、制限付き生産林、農地などへの転用可能な区域（転換林）に分類され 

る。 

 表 7-1 に各森林区分の面積を示す。(出典の違いにより表 4-1 とは森林面積が多少異なる) 

 

表 7-1 2003 年時点のインドネシアの森林面積 

森林区分 面積（千 ha） %

自然保全林 14,365.04 17

保護林 22,101.71 26

永続的な生産林 20,624.33 24

制限付き生産林 18,180.19 21

転用可能な森林（転換林） 10,693.16 12

合  計 85,964.43 100%

出展：STATISTIK KEHUTANAN INDONESIA  2004  

 

７－２ 植林 

 

７－２－１ 産業植林 

 

インドネシアでは、４－1 で記述したとおり、1970 年代の前半から活発に森林開発が行われるよう

になり、これが森林減少の大きな因子と見られている。 

 インドネシア林業省は森林の現状をふまえ、天然林を保護しつつ、林産物の生産と輸出の維持、

増進のため、産業植林に重点的に取り組み始めている。 

 インドネシアでの植林は約 200 年前のジャワ島におけるチークから始まっている。その後、1980

年代半ばから世界的な木材の需要増への対応、荒廃地の復旧および劣化した二次林の生産性



向上などの目的で、伝統的なチークやゴムのプランテーションから、急激に早生樹種の植林に転

換した。現在までにアランアラン（チガヤ、Impelata cylindrica）の草原や生産性の低い二次林を対

象として約 1 千万 ha の造林が行われ、そのうち 5 百万 ha に A. mangium を始めとする早生樹が

植栽された。この結果、インドネシアは A. mangium の原木の主要生産国となった。 

これは主として民間企業による産業植林プログラムによるものであり、このプログラムでは、用材と

紙・パルプ材のための大規模な人工林が造成され、製紙産業に対しては 18 件、264 万 ha の造林

が林業省に認可されている。  

その中で現在最も多く植栽されているのは Acacia mangium であり、ユーカリ類では Eucalyptus 

pellita が面積を増やしている。 

カリマンタン島は他島に比し、産業植林を成功させており、東カリマンタン州、西カリマンタン州 

南カリマンタン州は紙・パルプ産業への原木供給基地になっている。カリマンタンにおける産業植

林用地面積は、表７－２のとおりである。 

しかしながら、1997/98 年の通貨危機によりインドネシア全土で植林事業は著しく衰退し、経済

が回復した 2004 年時点でも年間植林面積は最盛期の 1/3 のレベルまでにしか戻っていない。（表

７－３） 

 

  表７－２ 2003 年におけるカリマンタンの産業植林用地 

パルプ材用 非パルプ材用      合   計  

州   名 件数 面積(ha) 件数 面積(ha) 件数 面積(ha) 

西カリマンタン ２ 412,896 10 176,744 12 589,700 

中部カリマンタン ２ 166,880 7 108,795 9 275,675 

南カリマンタン １ 268,585 5 63,600 6 332,260 

東カリマンタン ５ 793,237 20 159,246 20 952,483 

 合    計 10 1,641,598 42 508,385 47 2,150,118 

 出典：林業省及び Indocommercial （Jica 報告書、西カリマンタン、2005 年 3 月 5 日） 

 

表７－３ １９９０年～２００４年 産業植林面積                  千 ha                       

年 パルプ用 その他用 合計 年 パルプ用 その他用 合計 

1889/1990 29 103 132 1998/1999 83 100 183 

1990/1991 66 104 170 1999/2000 86 53 139 

1991/1992 104 110 214 2000 58 24 82 

1992/1993 84 151 235 2001 56 11 67 

1993/1994 113 261 374 2002 87 32 119 

1994/1995 118 179 297 2003 100 25 125 

1995/1996 162 164 326 2004 113 19 132 

1996/1997 172 219 391         

1997/1998 101 168 269 合計 1,533 1,720 3,253 

 

 



７－２－２ 植林木の生育状況 

 

 本調査時に、A. mangium の植林地で 4 点、A. aulacocarpa の植林地で 1 点、合計 5 地点につい

て標準地調査を行った。調査結果を表 7-2 に示す。5 地点の MAI 平均は 21.52 と良好な値を示し

た（A. mangium 4 地点の MAI 平均は 21.89）。2005 年度にカンボジアにおいて実施された植林適

地調査では A. mangium の MAI は 11.2 であったことから、本調査結果は西カリマンタン州が植林

木の生長に適している土地であることを示している。 

 

表７-４ 西カリマンタン州植林地調査結果   

No. 1 2 3 4 5 

調査年月日 2006/9/5 2006/9/6 2006/9/6 2006/9/9 2006/9/9 

県 ポンティアナック サンガウ サンガウ クタパン クタパン 

Property スハルト大統領 

記念植樹 

PT.Finntara Intiga

社有林 

PT.Finntara Intiga

社有林 

PT.Kertas 

Basuki Rahmat 

社有林 

PT.Kertas Basuki 

Rahmat 社有林 

林齢（年） 10  7  5 5 7 

地形 緩傾斜地（5°） 緩傾斜地（5°） 緩傾斜地（5°） 平坦地 緩傾斜地（2°） 

樹種 A. mangium A. mangium A. aulacocarpa A. mangium A. mangium 

植栽間隔（m） 2×2 4×2 2×4 3.5×4 4.3×3.3 

調査面積（㎡） 20×10 30×10 30×20 30×20 30×20 

調査材積（㎥） 4.52  6.34  6.10  4.37  11.31  

蓄積量（㎥/ha） 225.96  211.20  100.13  72.77  181.13  

MAI（㎥/ha/年） 22.60  23.47  20.03  14.55  26.93  

備  考 
      

山火事による 

焼損木有り   

 

主に産業植林で見られる短伐期施業では多くの樹種が用いられているが、大部分は近年インド

ネシアに導入されたアカシア属、ユーカリ属である。産業植林プログラムで導入されたアカシア属

の樹種は A. mangium、A. crassicarpa、A. auricuriformis、A. aulacocarpa の 4 種であり、中でも A. 

mangium は最も多く植栽されている。A. mangium は水はけがよく肥沃で降水量が多い立地で旺盛

な成長を示すが、酸性土壌やアランアラン草原でも成長が良く、インドネシア各地で行われた樹種

導入試験で最も適応性と生産性が高い樹種の一つである。インドネシアにおいて、ユーカリ属 E. 

pellita は A. mangium に次ぐ造林面積がある。インドネシアにおける E. pellita の成長はユーカリ属

の中では最も優れており、幹が通直で枝の枯れあがりが早く病害虫にも比較的強い。また、E. 

urophylla と E. pellita との雑種は優れた造林特性を有しており、E. urophylla と E. grandis との雑種

が南カリマンタン州で優れた成長を示したとの報告もある。以上のことから、将来的には種間雑種

の利用も十分考えられる。また、インドシナ半島やマレーシアで見られるアカシアのハイブリッドは、

西カリマンタンではあまり見かけなかった。 

 



８．植林適地の状況 

 

８－１ 適地の面積と現況 

 

インドネシアでは産業植林目的の土地の所有は認められていない。植林用地の確保とその事

業許可の取得については、４－６－２で述べたとおり、林業省から土地の使用権、植林および伐

採権がセットになったライセンス（木材資源利用事業許可、最長 100 年）を取得する必要がある。   

したがって基本的には産業植林適地は林業省が産業植林用地として設定した土地が主体に

なる。現地調査時点での西カリマンタン州における産業植林用地の状況は、表８－１のとおりであ

る。 

 

表８－１ 西カリマンタン州内 産業植林(HTI)用地の現状 

区    分 面積(ha) 備     考 

HTI 用地面積合計 2,012,634  

ライセンス発行済 1,164,341 うち実施良好 476,485ha、 未実施または不良 687,856ha 

ライセンス発行手続き中  297,551  

入札済み、結果未発表 119,622  

未公募 431,120  

出典：Peluang Usaha Pemanfaatan Husil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Di Kalimantan Barat 

 

今回の調査対象地域である、ポンティアナック県、サンガウ県、シンタン県およびクタパン県に

おけるライセンス未発行産業植林用地面積を表８－２に記載した。 

 

表８－２ 県別未許可産業植林用地面積 

県 名 面積(ha) 

ポンティアナック県 103,100

サンガウ県 42,250

シンタン県 42,100

クタパン県 25,200

その他 218,470

合 計 431,120

              出典：同上 

 

これらの土地は、今後植林希望者が植林事業地として申請すれば、林業省との交渉により、事

業許可を取得することが可能であると思われる。 

上記に加えて、林業省はライセンス発行済みの土地でも、森林法（第 34 号の第４９条）の規定

により、事業活動不履行なライセンスを没収することができることになっているので、これにより新

たに植林候補地となる地域も発生するものと思われる。 

現在、パルプ材生産林として植林許可を受けた企業で、事業を中止したり、または企業が消滅



し、現在事業が全く行われていない用地がサンガウ県とクタパン県にそれぞれ１件づつ、101,800 

ha と 173,940 ha あると言われている。 したがって、対象４県におけるパルプ用新規産業植林用

地の潜在面積は、約 490 千 ha であると考えられる。 

但し、林業省が植林用地の利用権を 2007 年 1 月から、入札方式から、事業者の希望を重視し

た申請方式に変更したとのことなので、2006 年に設定されていた植林用地も今後、変更や追加

指定が行われることが考えられる。 

表８－２に記載された今後の事業対象地の土地の現況は、ポンティアナック県とクタパン県では、

雨期に冠水する草地、湿性灌木地、および湿性二次林が含まれている。サンガウ県とクタパン県

の事業放棄によるライセンス取り消し予定地は、丘陵性の伐採跡地や緩い傾斜地の灌木地や二

次であると思われる。 

土壌は調査対象４県共に赤黄ポドソル土壌が大部分を占めており、樹木の生長には適してい

る。 

植林木の生長は A.mangium を主体とした５カ所で実測した結果、表７－４ のとおり、平均年間

生長量は 21.5m3/ha/年と比較的高かった。今回の調査範囲に計測可能な湿地の植林地が無か

ったため、湿地での計測はこれには含まれていない。ただし、林分を形成していない単木状態で

湿地に植栽された５年生の A.mangium では平均胸高直径 34cm、平均樹高 10m であった。 

 

８－２ 発行済み産業植林ライセンス 

 

４県内で既に発行されているパルプ材用植林ライセンスの明細を表８－３に記載した。 

 

 

表８－３ 発行済みパルプ材用植林ライセンス一覧表(2006 年 6 月現在)       単位：ｈａ、ｍ３ 

企業名 PT.Finantara 

Intiga 

PT.Inhutani

Ⅲ 

PT.Keratas 

Basuki Rahmat

PT.Sinar 

Kalbar Raya

PT.Benasilva 

Nusa 

PT.Mayangkara 

T.I 

地区 サンガウ、 

シンタン 

 

サンガウ 

 

クタパン 

 

サンガウ 

ポンティアナ

ック 

 

サンガウ 

許可取得日 1996.12.02 1990.03.01 1996.08.28 1993.02.20 2002.05.20 1991.03.21 

許可面積 299,700 101,800 173,940 72,315 10,400 40,000

植栽延面積 49,708 15,308 2,670 8,042 1,821 500

伐採面積 4,553 0 0 1,469 0 0

収穫材積 560,391 0 0 174,062 0 0

備考 収穫量/伐採

面積 

123m3/ha 

1999 年以降

事業中止 

1999 年以降 

事業中止、企業

の実体消滅 

収穫量/伐採

面積 

118m3/ha 

 

 

 

出典：Peluang Usaha Pemanfaatan Husil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Di Kalimantan Barat 

 

 西カリマンタン州最大の植林事業体である PT.Finantara Intiga は同地進出を検討していたストラ

-エンソ系の植林会社だったが、ストラ-エンソが同州へのパルプ工場進出断念により、シナルマ



ス グループ入りした企業であり、現在ここで生産したパルプ材をアジア パルプ アンド ペーパ

ー社(APP)のスマトラ島にある紙パルプ製造子会社、インダ キアット社とロンタル パピルス社に

4,000ｔ 積みバージに積み、カプアス川を利用して輸送している。（写真参照） 

植栽樹種の 90％は A.mangium で、10％は Eucalyptus pellita であった。ユーカリについては、

urophylla、grandis、uro-grandis、globulus などの試験をしたが、いずれも生長が良くなかったとの

ことである。 

サンガウ県森林・農園局によると、同社の事業遂行状況、地域住民対策の活動を、高く評価し

ていた。 

 

８－３ 日本企業による植林実施方法 

 

日本企業がインドネシアで産業植林を実施する場合は下記の３通りの方法が考えられる。いず

れの場合も投資調整庁の投資許可を取得し、インドネシア国内に企業を設立することが定められ

ている。 

  ①林業省から土地の使用、植林事業実施に必要な許可（木材資源利用事業許可、ライセン

ス）を取得し、自社で植林する。 

②既に産業植林ライセンスを取得している企業の買収、資本参加、あるいは事業契約締結な

どにより、協業関係を構築する。 

③農業プランテーション（オイルパーム、ゴムほか）のライセンスを取得している企業と何らかの

関係を構築し、用途変更許可を県知事から取得し、パルプ材を植林する。 

 

現在外資 100％の企業は事業開始後 15 年以内に株式の最低 5％を現地の法人、または個人 

に譲渡することが義務付けられているが、新外国投資法ではこの義務が削除される予定である。 

また、ライセンスの発行は中央政府が行うが、発行済みライセンスの用途変更は県知事の権限 

で行うことができる。ただし、③によるパルプ材植林は、主となる方法ではなく、①または②による 

事業に対する補完となり得る方法であろう。 

民間事業者からは、許認可取得、地域対策、その他日常の業務遂行上、事業会社は林業公 

社などとの合弁にすることが良い結果をもたらすとの意見が出された。 

  

 インドネシアでは、アジアの他の国では見られないような、まとまった大面積な用地を確保でき得

ること、また植林木の生育状況も良好との自然環境から、長期的資源確保の視点から、上記３方

法により、取り組む価値があると推測される。 

 もし、リスクを憂慮する視点がある場合は、大規模投資でなく、小規模投資で資源を確保する方

策も考えられる。  



９ 植林技術の現状 

 

９－１ 視察地の現状 

 

今回の調査では、林業局の植林候補地および大手民間会社の植林地および伐採現場を視察

することができた。林業局の植林候補地では場所によって土地の状況は様々であったが、概して

植林不可能と思われる土地はなかった。以下に各地で得られた情報をまとめる。 

 

１．ポンティアナック県 トーホー（Toho）地区の産業植林用地 

 地図上は湿地に分類されているが、調査を行った時期は 10 月（乾季）でもあり、周囲の水路に

細流がある程度だった。また雨季であっても冠水することはなく、あぜ道も水に漬かることはないと

のことだが、植栽には林地内に水路を作るなど、水捌け対策をした方が良いと感じられた。 

以前 100ha だけ A.mangium を植栽し、伐採後放棄されたようであるが、残された A.mangium の

成長は良好だと思われた。県から供給された種子を播種し、3 ヵ月後苗長 40cm で植栽、無施肥と

のことであった。 

 

２．フィナンタラ インティガ社植林地 

 ストラエンソから 2004 年 9 月にシナールマスグループ入りしたフィナンタラ インティガ社の出資

比率はシナールマス社 67%、インフタニⅢ社（森林公社）33%で、サンガウ県、シンタン県にまたが

り約 30 万 ha の土地の使用許可を取得している。 

植栽前の地拵え時の火入れは法的に禁止されているが、許可地の内部で住民が一部で移動

耕作のため、しばしば火入れを行う。この際には火を発見後、警察に通報し、フィナンタラ社として

火入れを行っていないことを証明しなければならないとのことであった。 

植栽樹種は A. mangium 90%、E. pelita 10％とのことである。過去に E. camaldulensis および E. 

urophylla、および両種のハイブリッドの植林経験があるが、生長が良くなかったとのこと。 

植栽間隔は 2ｍ×4ｍ、3m×3ｍ、2.5ｍ×3ｍと 3 パターンあるが、現在では主に 2.5ｍ×3ｍを

採用している。 

地拵えは人力で行い、耕耘、畝立てなどはせずに、植栽用の植穴を掘るに止まっている。 

 ただし、2006 年から灌木地には重機による地拵えの実施を開始しているようだ。 

植栽後 6 ヵ月の A. mangium の植林地では約 2.5ｍの樹高に達していた。4～6 ヵ月で枝打ちを

し、除草剤を使用している。植栽から１ヵ月後に ha 当たり 400kg のＮＰＫを施肥するとのこと。 

収穫作業はチェーンソー伐採、人力剥皮（または皮付き）、グラップルソーによる玉切り、巻立て、

フォワーダーでの集材を行っていた。（写真参照） 

 

９－２ 植林コストの分析 

 

 西カリマンタン州内最大手の植林会社によると、伐採期までにかかる標準的な植林コスト（1,320

本/ha）は住民対策、地拵え、苗木生産、除草、病虫害駆除、防火、林道整備等全て含め、灌木

地に植林する場合は、800US$/ha、草地では 550US$/ha とのことであった。詳細は表９の通りであ

る。 



表 ９　現地大手民間会社の標準植林コスト

場所 ： サンガウ（Sanggau）県およびシンタン（Sintang）県

間隔 ： 3m×2.5m

樹種 ： Acacia mangium & Eucalyptus Pellita 単位：千Rp/ha

2005年　標準地 2006年　標準地

項目 新規植林地 伐採跡地 新規植林地 伐採跡地

低木 Alang- Alang 低木 Alang- Alang

準備 地ならし 285        285        -        260        260        -        

地拵 Manual -        280        120        -        -        -        

Chemical 人件費 120        -        -        138        138        138        

薬品 180        -        -        208        208        208        

Mechanical -        -        -        2,350      -        -        

300        280        120        2,696      346        346        

植穴 360        360        360        341        341        341        

945        925        480        3,297      947        687        

植栽 人件費 191        191        191        210        172        172        

苗木 583        583        583        600        600        600        

774        774        774        810        772        772        

補植 人件費 20         20          20          56          56          56          

苗木（10%） 58         58          58          60          60          60          

78         78          78          116        116        116        

施肥 人件費 106        106        106        300        300        300        

肥料 1,120     1,120      1,120      700        700        700        

1,226     1,226      1,226      1,000      1,000      1,000      

撫育 第１回 除草 人件費 360        360        360        397        375        330        

薬品 146        146        146        203        203        203        

146        146        146        203        203        203        

第2回 除草 人件費 120        120        120        138        138        138        

薬品 88         88          88          105        105        105        

208        208        208        243        243        243        

第3回 除草 人件費 360        360        360        402        402        402        

薬品 88         88          88          133        133        133        

88         88          88          133        133        133        

第4回 除草 人件費 -        -        -        132        132        132        

枝打ち 40         40          40          44          44          44          

病虫害 -        -        -        1           1           1           

森林保護 12         12          12          13          13          13          

1,213     1,213      1,213      1,567      1,545      1,500      

インフラ 213        213        213        300        300        300        

諸経費 600        600        600        600        600        600        

合計 5,049     5,029      4,584      7,689      5,280      4,974      

※1人工/日: Rp 21.500  



１０ インフラストラクチャー 

 

１０－１ 陸路 

 

西カリマンタン州における主要な道路は、2005 年時点で国道 1,575km、州道 1,518km、地方道

8,006km となっており、その総延長は 11,099km である。一部整備が行き届いていない部分がある

ものの、国道の大部分は舗装されている。ただし、州道や地方道には未舗装部分や損傷箇所が

多く、整備が不完全な状態である。現在、サンガウから国道が国境でマレーシアに繋がっており、

またクタパン県を通り中央カリマンタン州へ抜ける国道がある。この国道は中央カリマンタン側が

一部未開通であるが、近い将来インドネシア、マレーシア、ブルネイ３国からなるカリマンタン島の

外周を巡るトランス カリマンタン ハイウェイとする構想に基づいて建設が進められている。州で

はサンバスを通り、北に接するマレーシアへの州道を建設中であり、更なる陸路の強化を行って

いる。  

シンタンからサンガウを経て、ポンティアナックに通じる国道は、原木・チップの運搬に利用でき

る。（６ページ地図参照） 

 

１０－２ 水路・港湾 

 

１． 水路  

河川が多数存在する西カリマンタン州にとって、水路は重要な交通網の一つである。州内の主

要河川としてはカプアス川、ランダック川、パワン川、メラウィ川、およびサンバス川がある。中でも

カプアス川はインドネシア最長河川で木材運搬が盛んな河川である。カプアス川の水路は乾季・

雨季の季節要因でその利用可能域が大きく異なってくる。乾季にはサンガウより上流域（シンタン、

カプアス・フル県）への運搬船の進入は困難となる。木材運搬を例に取ると、乾季はサンガウから

60km 下流に位置するタヤン(Tayan)から上流は困難となるが、雨季であればサンガウから上流域

への航行は可能である。 

今回の調査では、サンガウ上流部からカプアス川を下り、スマトラ島にパルプ材を運搬する

4,000 トン積みバージとタグボート、バージへの積み込み施設、貯木場を視察した。（写真参照） 

 

２． 港湾  

カプアス川河口のポンティアナック港は西カリマンタン州最大の港であり、西カリマンタン州の

州都ポンティアナックに位置する。東西に流れるカプアス川の南北両岸に多くの埠頭が並んでい

る。 最大の岸壁は南岸に位置するコンテナ埠頭で、埠頭長 812m、敷地面積 92 千㎡、保管可能

貨物量約 80,000t である。 

近年取り扱い貨物数の増加により、港拡張案も出ているが、市街地に隣接しているため土地確

保が難しく、現在は貨物取り扱い効率を上げることで処置している。港湾指定地区は河口から 32

ｋｍ圏内とされているが、この港湾地区内の水深（引き潮時）は 4.7m とかなり浅い。更にポンティア

ナック港は河口に位置しているため、川から運ばれてくる土砂の堆積による川底の上昇問題を抱

えている。したがって、この低水深により、4,500DWT 以上の船は港湾地区に入港できない。しか

し、過去に 20,000DWT の船にバージからの沖積みは行われている。またクタパン港でも

40,000DWT の船にパワン川を下ってきたボーキサイトの沖積みが行われている。 



現在、水深 10m 以上の港湾建設を計画しており、2020 年開港目標に向け候補地（マヤ島を含

む３カ所）を調査中であるが、中継港と位置づけており、チップの直接積込みには適していないよ

うだ。 

この地区からのチップ輸出を考えるとすれば、バージ出しの沖積みは不可欠な課題であろう。 

 

１０－３ 空港 

 

西カリマンタン州にはポンティアナック、クタパン、シンタン、ナンガ・ピノ（Nangapinoh）、 パング

スマ（Pangsuma）の 5 つの空港がある。この内最大の空港はポンティアナックのスパディオ

(Supadio)空港であり、148 人乗のボーイング 737 型の離発着が可能である。クタパン空港は 65 人

乗りのフォッカー27 が可能。 この 2 空港は定期便が運行されているが、シンタン、ナンガ・ピノ、

パングスマの 3 空港は規模が小さく、14 人乗の小型飛行機が不定期運行している。 

 

１０－４ 電力 

 

インドネシアの電力供給は国営インドネシア電力公社（PLN）と関連会社によって行われている。

インドネシア国全体で 21,059MW の電力供給を行っているが、内西カリマンタン州内の供給量は

304MW（2003 年）である。供給は小規模ディーゼル発電により西カリマンタン州の 11 地点で行わ

れている。現在、中央政府と地方自治体の共同で、シンタン県に火力発電所、サンガウ県に水力

発電所の建設が計画されており、2010 年までに着工を予定している。州内の総電力販売契約数

は 458,225 件（2003 年）であり、内訳として家計部門 418,115 件、ビジネス部門 28,082 件、工業

部門 348 件、公共部門 11,680 件である。 

 

１０－５ 通信 

 

州内には７の郵便局と 82 の支局と、11 補助局がある。 

電話回線数は 2003 年で 102,476 回線で、うち使用中は 92,336 回線ではあるが、需要は高い

状況である。ただし産業用としては不十分であり、今後の増強が求められている。 

ＩＰ通信関係は不完備で、インターネットは郵便局での通常の電話線利用のみである。 
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インドネシア共和国法令 （ 森 林 法 ） 
2002年第34号 
 
森林整備、森林管理計画作成、森林利用および森林地域の使用に関して 
 
関連法規： 
1． 1945年憲法第３修正によって修正されている1945年憲法第５条第2項と第33条第３項 
2．農地に関する基本法令にかんする1960年第5号法 
3．生物多様性とエコシステム保全にかんする1990年第５号法 
4．空間配置にかんする1992年第42号法 
5．環境管理にかんする1997年第23号法 
6．地方政府にかんする1999年第22号法 
7．森林にかんする1999年第41号法 
8．ナングロ・アチェ・ダルッサラーム州としてのアチェ特別州に対する特別自治にかんする2001年

第18号法 
9．パプア州に対する特別自治にかんする2001年第21号法 
 
第1章 概説 
第1条 
本政府令において以下のようにて意義する。 
1．森林整備とは、保全しながら、国民のために最大限に利用するために、森林資源をエコシステムの

タイプとその潜在的価値に応じてグループ化することを含む、森林の管理ユニット作成を整備するこ

とである。 
2．森林の利用とは、森林地域の利用、自然資源の利用、そして木材と非木材資源の利用ならびにその

収穫を、保全しながら、最大限かつ、国民の豊かな生活のために公正におこなうことである。 
3．保護林地域の利用とは、その主要な機能を損なうことなく保護林を利用する事業形態のことである。 
4．生産林の利用とは、生産林地域を利用するつまり、森林の基本的機能を損なうことなく、最大限、

自然環境を社会的、経済的に活用する事業形態のことである。 
5．保護林における自然資源の利用とは、環境を破壊せず、その主要な機能を損なうことなく、環境の

潜在的な資源を利用するための事業形態である。 
6．生産林における自然資源の利用とは、環境の破壊をせず、その主要な機能を損なうことなく、環境

の潜在的な資源を利用するための事業形態である。 
7．木材資源の利用とは、環境を破壊せず、森林の基本的機能を損なうことなく、木材資源を利用、あ

るいは取引する事業すべてである。 
8．非木材資源の利用とは、環境を破壊せず、森林の基本的機能を損なうことなく、木材資源を利用、

あるいは取引する事業のすべてである。 
9．木材資源の伐採と非木材資源の収穫とは、環境を破壊することなく、森林の基本的機能を損なうこ

ともなく、木材あるいは非木材の森林資源を収穫する活動すべてのことである。 
10．森林利用許可とは、権限を有した公職にあるものが与える許可で、地域の利用許可、自然資源の

利用事業許可、木材・非木材資源利用事業許可、そして指定された森林地域での木材伐採あるいは非
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木材資源の収穫許可からなる。 
11．地域の利用事業許可とは、保護林あるいは生産林地域の利用事業許可である。 
12．自然資源利用事業許可とは、保護林あるいは生産林の自然資源を利用する事業許可である。 
13．天然林における木材・非木材資源の利用事業許可とは、生産林を利用するための許可であり、そ

の活動は木材の伐採、非木材資源の収穫から、植林、育成、保護、管理、そして木材・非木材資源の

販売である。 
14．育成林における木材・非木材資源の利用事業許可とは、生産林の利用のための許可であり、その

活動は木材・非木材資源のための用地の準備、苗の育成、植え付け、育成、保護、収穫あるいは伐採、

加工、販売である。 
15．木材資源の収穫許可とは、生産林において定められた期間に、定められた量の木材資源を収穫、

運搬、加工、販売にかかわる木材資源収穫のための許可である。 
16．非木材資源の収穫許可とは、保護林あるいは生産林において、ラタン、蜂蜜、果物、樹液、薬草

などの非木材資源を収穫する活動すべての許可である。 
17．森林利用事業許可とは、地域の利用事業許可、自然資源利用許可、木材資源・非木材資源利用事

業許可からなる 
18．森林地域の使用とは、森林地域の基本的な状態と機能を変えることなく、林業以外で森林地域を

使用することである。 
19．合法的森林資源証明書（SKSHH）は、指定された公職にあるものが与える森林資源に対する法

的な証明であり、森林資源の運搬、保持、所有が正当であることを証明する文書である。 
20．森林利用許可費（IIUPH）は特定の地域における森林利用事業許可の所有者から、その許可が与

えられる度ごとに徴収する。 
21．森林資源コミッション（PSDH）は、国有林から獲得した森林資源の本来の価値にかわるものと

して徴収される。 
22．再植林資金（DR）は天然林における森林資源の利用事業許可の所有者から徴収する資金で、森林

の再植林と再生活動、そして住民の活動のために使用される。 
23．個人とは、法律に従って行動することのできる能力を有する当該地域社会の構成員の一人、そし

てインドネシア共和国の国籍をもった人間のことである。 
24．協同組合とは、組合員による事業体、あるいは協同組合原理にもとづき、かつ家族的な原理にも

とづく民衆による経済運動としての活動を基盤とする協同組合法人のことである。 
25．木材資源1次産業とは、丸太あるいは原木、木片を製品あるいは半完成製品にすることである。 
26．費木材資源1次産業とは、非木材資源を非完成製品あるいは完成製品にすることである。 
27．大臣とは、林業分野での責務を任せられ、責任を負っている大臣のことである。 
 
第2条 
（1）森林整備と森林管理、森林利用、森林地域使用についての計画作成は、森林管理の一部をなして

いる。 
（2）第（1）項でいう森林整備活動と森林管理、森林利用、森林地域使用にかんする計画作成は、保

護林管理ユニットあるいは保全林管理グループ（KPHK）、保護林管理ユニットあるいは保全林管理グ

ループ（KPHL）、生産林管理ユニットあるいは生産林管理グループ（KPHP）のかたちで、森林地域

でおこなう。 
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第3条 
（1）第2条でいう森林整備と森林管理、森林利用、森林地域の使用についての計画作成は、政府ある

いは地方政府の権限になる。 
（2）特定の地域あるいは特定の活動における第2条でいう森林整備と森林管理、森林利用、森林地域

の使用についての計画作成は、政府によって林業分野で活動している国有企業（BUMN）に対して委

任することができる。 
 
第4条 
（1）林業や宗教、文化における調査研究、開発、教育そして訓練の重要性を鑑み、大臣は森林整備と

森林管理、森林利用、森林地域使用についての計画作成を特別な目的をもって定めることができる。 
（2）第（1）項でいう特別な目的による森林整備や森林管理、森林利用、森林地域使用についての計

画作成とは以下のようなものである。 
a. 調査研究と開発を、調査研究と開発をおこなう機関に対して委任することができる。 
b. 教育と訓練は教育と訓練をおこなう機関に対して委任することができる。 
c. 宗教と文化については宗教活動や文化活動をおこなう機関に委任することができる。 
（3）第（2）項でいう特別な目的による森林整備と森林管理、森林利用、森林地域の使用についての

計画作成は、大臣が定める。 
（4）第（1）項と第（2）項でいう特別な目的による森林整備と森林管理、森林利用、森林地域使用に

ついての計画作成は、大臣決定によって規制される。 
 
第2章 森林整備と森林運営計画作成 
 
第1部 森林整備 
 
第1節 概説 
第5条 
（1）第2条でいう森林整備の実行は、すべての森林地域において森林管理ユニットごとにおこなう。 
（2）第（1）項でいう森林地域とは次のようなものである。 
a. 保全林 
b. 保護林、そして 
c. 生産林。 
 
第2節 転換可能林の森林整備 
第6条 
第7条 
第8条 
第9条 
第10条 
第11条 
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第3節 保護林の森林整備 
第12条 
 
第4節 生産林の森林整備 
第13条 
（1）第5条第（2）項cでいう生産林における森林整備は以下のような活動を含む。 
 a. 整備する森林の境界を決定する 
 b. 以下のものを含む潜在力と現状の資源一覧を作成する 
  1． 植物の種類、潜在的価値、分布 
  2． 動物の種類、数、行動 
  3． 森林地域の外側の境界、内部の境界、飛び地の境界線 
  4． 地域社会の社会、経済、文化的状況 
  5． 土地の状況、利用、表面の状況 
  6． 土壌の種類、土地の傾斜、地形 
  7． 気候 
  8． 人的資源（人口統計） 
  9． 水文学的状況、風景、自然現象 
 c. 森林についてのレポート作成 
 d. 森林をブロックとペタッ（区分）ごとに分割する 
 e. ブロックとペタッ（区分）の境界に杭で印をつける 
 f. 地域の開発と管理施設の建設 
 g. 登録 
 h. 測量と地図作製 
（2）第（1）項dでいうブロックのペタッ（区分）への分割は、以下のことに留意しておこなう。  
 a. 地域の広さ 
 b. 森林資源の潜在量 
 c. エコシステムの適性 
 
第2部 森林運営計画作成 
第14条 
（1）第8条から第13条でいう森林整備の成果にもとづき、すべての森林管理ユニットあるいはグル

ープは、地域社会の望みや参加、文化的価値そして環境の状態に留意して森林管理計画を作成する。 
（2）第（1）項でいう森林管理計画作成は以下のものを含む。 

a.  20年間の森林管理の目標を達成するために森林管理の指針、方向性、基本についてマクロな

活動計画を含む長期的森林管理計画を州の森林分野の責任ある機関が作成し、大臣が認可する。 
b. 5 年間の森林管理計画の詳細を含む中期森林管理計画を州の森林分野の責任ある機関が作成

し、大臣が認可する。 
c. 1年間の森林管理計画である細部にわたるオペレーション計画を含む短期森林管理計画を森林

分野の責任ある機関が作成し、州知事が認可する。 
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（3）第（2）項でいう森林管理計画は、計画、組織、実行、評価、管理、監視といった森林管理活動

の基本となるものを含む。 
（4）第（2）項でいう森林管理計画作成の指針は、大臣決定により規定される。 
 
第3章 森林利用 
 
第1部 概説 
第15条 
（1）第2条でいう森林の利用は、森林の持続性を保護し続けながら、全住民の福祉のために最大限の

利益を引き出すことを目的とする。 
（2）第（1）項でいう保護しながらの森林の利用は、森林保護管理の基準と指標を満たさなければな

らない。 
（3）第（2）項でいう基準と指標とは、経済的、社会的、生態学的な局面を含む。 
（4）第（3）項でいう基準と指標は大臣決定によって規定される。 
第16条 
第15条でいう森林の利用は、自然保護区、国立公園の中核ゾーンと森林ゾーン以外の全地域でおこな

うことができる。 
 
第2部 転換可能林の森林利用 
第17条 
 
 
第3部 保護林の森林利用 
 
第1節 概説 
第18条 
 
第2節 保護林における地域利用 
第19条 
 
第3節 保護林における環境利用 
第20条 
 
第4節 保護林における非木材産物の採取 
第21条 
 
第5節 保護林における森林利用許可 
第22条 
第23条 
第24条 
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第4部 生産林における森林利用 
 
第1節 概説 
第25条 
（1）生産林における森林の利用は森林の基本的機能を保護し、維持しながらおこなう。 
（2）生産林における森林の利用とは以下のようなものである。 
 a. 地域の利用 
 b. 自然資源の利用 
 c. 木材資源の利用 
 d. 非木材資源の利用 
 e. 木材資源の収穫 
 f. 非木材資源の収穫 
 
第2節 生産林における地域利用 
第26条 
（1）第 25 条第（2）項 a にいう生産における地域の利用は、地域の基本的な機能を損なうことなく

植林地域を利用するためにおこなう。 
（2）第（1）項にいう地域の利用とは以下のようなものである。 
 a. 薬草の栽培 
 b. 観賞用植物の栽培 
 c. 木々の間での食用作物の栽培 
 d. 茸の栽培 
 e. 養蜂 
 f. 動物の飼育あるいは捕獲 
 g. ツバメの巣の養殖 
（3）第（2）項a、b、cにいう生産林での薬草の栽培事業、観賞用植物の栽培事業、食用作物の栽培

事業とは、苗を準備し、植え、育成し、管理し、収穫し、加工し、販売することを含む。 
（4）第（2）項 e にいう生産林における養蜂事業とは、蜂の巣のための場所をつくり、蜂を育て、蜂

蜜を収穫し、販売することを含む。 
（5）第（2）項 f にいう生産林における動物の捕獲事業とは、生産林内での野生動物の繁殖あるいは

捕獲のことである。 
（6）第（2）項gにいうツバメの巣の養殖事業とは、育成、管理、収穫を含む。 
 
第3節 生産林における自然資源の利用 
第27条 
（1）第 25 条第（2）項 b にいう生産林における自然資源の利用とは、潜在的な自然資源を自然の広

がりと環境を壊すことなく利用するあらゆる事業である。 
（2）第（1）項にいう生産林における自然資源の利用は以下のようなものである。 
 a. 自然観光事業 
 b. 挑戦的なスポーツ事業 
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 c. 水の利用事業 
 d. 炭の販売事業 
 e. 森林と環境の保全事業 
 
第4節 生産林における木材および非木材の利用 
第28条 
第25条第（2）項cとdにいう生産林における木材および非木材資源の利用とは以下のものからなる。 
 a.自然林における木材・非木材資源の利用事業、また自然林の利用事業 
 b.育成林における木材・非木材資源の利用事業、また育成林の利用事業 
 
第29条 
（1）第28条aにいう自然林における木材利用事業とは、伐採、運搬、植林、育成、管理、加工、販

売といった活動を含む。 
（2）自然林における木材資源の利用事業は、木材資源の利用活動をおこなうことのできるだけの潜在

力を有している森林地域でのみおこなうことがきる。 
（3）第（2）項にいう利用可能な自然林の潜在力の基準は、大臣決定によって規定する。 
（4）木材資源利用のための潜在力基準を満たしていない自然林地域では再生をおこなう。 
（5）第28条aにいう自然林における木材資源の利用とは、以下のような利用事業である 
a. ラタン、サゴヤシ、ニッパ椰子、竹を収穫し、再生し、育て、管理し、加工し、販売する。 
b. 樹液、木の皮、葉、果実、種を収穫し、育成し、加工し、販売する。 
（6）第（1）項、第（2）項、第（5）項でいう自然林における木材・非木材資源の利用事業について

の詳細は、大臣決定によって規定する。 
 
第30条 
（1）第28条bにいう育成林における木材・非木材資源の利用事業とは、土地の準備、苗の準備、植

え付け、育成、管理、収穫あるいは伐採、加工、販売を含む。 
（2）育成林における木材・非木材資源の利用事業とは以下のものからなる。 
 a. 1種類のものを栽培する 
 b. 複数の種類のものを栽培する 
（3）育成林における森林資源の利用事業は、空き地、チガヤ（雑草の一種）の原、あるいは生産林の

薮でおこなう。 
（4）第（1）項と第（2）項にいう詳細は、大臣決定により規定する。 
第31条 
生産林地域に対して森林地域の使用活動が可能になる森林利用許可が与えられるのなら、大臣は関係

機関と調整をおこなう。 
 
第5節 生産林における木材の収穫 
第32条 
（1）第 25 条第（2）項 e にいう木材資源の収穫は、個人的需要あるいは森林周辺の住民の需要や便

宜を満たすためにおこなう。 
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（2）第25条第（2）項 fにいう非木材資源の収穫は取引のためにおこなうことができる。 
（3）第（2）項にいう生産林における非木材資源の収穫とは、ラタン、蜂蜜、樹液、果実、種、葉、

樹間の植物の収穫などである。 
（4）第（2）項にいう非木材資源の収穫の対象は、有効な法令で規定されいてる植物と野生動物であ

る。 
（5）第25条第（2）項eと fにいう生産林における木材・非木材資源の収穫は以下の活動を含む。 
 a. 自然林からの木材資源の収穫 
 b. 自然林からの非木材資源の収穫 
（6）第（1）項と第（2）項にいう詳細は、大臣決定により規定する。 
 
第6節 生産林における森林利用許可 
第33条 
（1）第25条第（2）項にいう生産林における森林利用活動は許可の授与を通じておこなわれる。 
（2）第（1）項にいう生産林における森林利用許可は以下のものからなる。 
 a. 地域の利用事業許可 
 b. 自然資源利用事業許可 
 c. 木材資源利用事業許可 
 d. 非木材資源利用事業許可 
 e. 木材資源収穫許可 
 f. 非木材資源収穫許可 
（3）第（2）項 cとdにいう木材・非木材資源の利用事業許可は、木材・非木材資源利用事業許可あ

るいは木材資源収穫許可をすでに与えられている地域に与えてはならない。 
 
第34条 
（1）生産林における森林利用許可は、許可授与者の文書による同意なく、移譲することはできない。 
（2）生産林における森林利用許可から森林地域の所有権は発生しない。 
（3）生産林における森林利用許可を与えられた森林地域は、第3者に対して担保とすることはできな

い。 
（4）育成林における森林資源の利用事業許可によって収穫した作物は、許可の有効期間中、担保とす

ることができる資産となる。 
 
第35条 
（1）第 33 条第（2）項 a にいう生産林における地域の利用事業許可の有効期限は 5 年間で、次のよ

うな規定がある。 
 a. 最大50haの面積 
 b. すべての個人、協同組合は１つの県／市において最大2つの許可を所有できる。 
（2）第33条第（2）項bにいう生産林における自然資源の利用事業許可の期限は、最大10年で、次

のような規定がある。 
 a. 最大1000ha 
 b. すべての個人、協同組合、国有企業（BUMN）、地方政府所有の企業（BUMD）、インドネシアの
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民間企業（BUMS）は１つの州で最大２つの許可を所有できる。 
（3）自然林における第33条第（2）項cにいう木材資源利用事業許可の期限は、最大55年である。 
（4）自然における第33条第（2）項dにいう非木材資源許可の期限は最大10年である。 
（5）育成林における第33 条第（2）項 c とdにいう森林資源の利用事業許可の期限は、最大100 年

である。 
（6）第33条第（2）項eと fにいう木材・非木材資源の収穫許可の期限は、最大1年であり、以下の

ような規定がある。 
 a. 伐採による木材資源の収穫は最大20㎥ 
 b. 非木材資源の収穫は最大２０t 
 
第5部 許可 
 
第1節 許可の所有主体 
第36条 
（1）地域の利用事業許可は以下のものが受けることができる。 
 a. 個人 
 b. 協同組合 
（2）自然資源の利用事業許可は以下のものが受けることができる。 
 a. 個人 
 b. 協同組合 
 c. インドネシア民間企業 
 d. 国有企業あるいは地方政府所有の企業 
（3）木材資源の利用事業許可は以下のものが受けることができる。 
 a. 個人 
 b. 協同組合 
 c. インドネシア民間企業 
 d. 国有企業あるいは地方政府所有企業 
（4）非木材資源利用事業許可は以下のものが受けることができる。 
 a. 個人 
 b. 協同組合 
 c. インドネシア民間企業 
 d. 国有企業あるいは地方政府所有企業 
（5）木材資源収穫許可は以下のもが受けることができる。 
 a. 個人 
 b. 協同組合 
（6）非木材資源収穫許可は以下のものが受けることができる。 
 a. 個人 
 b. 協同組合 
 
第2節 許可付与の権限 
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第37条 
 地域利用事業許可は： 
a. 当該地域が県または市にあるときには、県知事あるいは市長により与えられ、当該地域の森林分

野に責任を負う大臣、州知事、関係機関へ写しを与える。 
b. 当該地域が同一州内の県あるいは市の境界を越えて存在しているときには、州知事により与えら

れ、当該地域の森林分野について責任を負う大臣、県知事あるいは市長、関係機関へ写しを与える。 
c. 当該地域が州を超えて存在しているときには、大臣によって与えられ、州知事、県知事あるいは市

長に写しを与える。 
 
第38条 
 木材資源／非木材資源の収穫許可は： 
a. 当該地域が県または市にあるときには、県知事あるいは市長により与えられ、当該地域の森林分

野に責任を負う大臣、州知事、関係機関へ写しを与える。 
b. 当該地域が同一州内の県あるいは市の境界を越えて存在しているときには、州知事により与えら

れ、当該地域の森林分野について責任を負う大臣、県知事あるいは市長、関係機関へ写しを与える。 
c. 当該地域が州を超えて存在しているときには、大臣によって与えられ、州知事、県知事あるいは市

長に写しを与える。 
 
第39条 
 自然資源の利用事業許可は： 
a. 当該地域が県または市にあるときには、県知事あるいは市長により与えられ、当該地域の森林分

野に責任を負う大臣、州知事、関係機関へ写しを与える。 
b. 当該地域が同一州内の県あるいは市の境界を越えて存在しているときには、州知事により与えら

れ、当該地域の森林分野について責任を負う大臣、県知事あるいは市長、関係機関へ写しを与える。 
c. 当該地域が州を超えて存在しているときには、大臣によって与えられ、州知事、県知事あるいは市

長に写しを与える。 
 
第40条 
 自然林における非木材資源利用事業許可は： 
a. 当該地域が県または市にあるときには、県知事あるいは市長により与えられ、当該地域の森林分

野に責任を負う大臣、州知事、関係機関へ写しを与える。 
b. 当該地域が同一州内の県あるいは市の境界を越えて存在しているときには、州知事により与えら

れ、当該地域の森林分野について責任を負う大臣、県知事あるいは市長、関係機関へ写しを与える。 
c. 当該地域が州を超えて存在しているときには、大臣によって与えられ、州知事、県知事あるいは市

長に写しを与える。 
 
第41条 
 育成林における非木材資源利用事業許可は： 
a. 当該地域が県または市にあるときには、県知事あるいは市長により与えられ、当該地域の森林分

野に責任を負う大臣、州知事、関係機関へ写しを与える。 
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b. 当該地域が同一州内の県あるいは市の境界を越えて存在しているときには、州知事により与えら

れ、当該地域の森林分野について責任を負う大臣、県知事あるいは市長、関係機関へ写しを与える。 
c. 当該地域が州を超えて存在しているときには、大臣によって与えられ、州知事、県知事あるいは市

長に写しを与える。 
 
第42条 
 自然林における木材資源利用事業許可あるいは育成林における木材資源利用事業許可は県知事ある

いは市長、そして州知事による推薦にもとづき大臣が与える。 
 
第3節 許可申請の方法と条件 
第43条 
（1）地域の利用事業許可、自然資源利用事業許可、非木材資源の利用事業許可、そして木材・非木材

資源収穫事業許可は申請に対して与えられる。 
（2）第（1）項でいう許可の申請は以下のように規定する。 
a. 第37条、第38条、第39条、第40条、第41条にいう許可の申請は、県知事あるいは市長に対

して提出し、写しを大臣、州知事、当該地域に林業分野の責任を負っている機関に対して提出する。 
b.  第37条、第38条、第39条、第40条、第41条にいう許可の申請は、州知事に対して提出し、

写しを大臣、県知事あるいは市長、そして当該地域に林業分野の責任を負っている機関に対して提出

する。 
c.  第37条、第38条、第39条、第40条、第41条にいう許可の申請は、大臣に対して提出し、写

しを州知事、県知事あるいは市長、そして当該地域に林業分野の責任を負っている機関に対して提出

する。 
（3）第42条にいう自然林における木材資源の利用事業許可あるいは育成林における木材資源の利用

事業許可は、入札を通じて与えられる。 
（4）第（3）項にいう入札は大臣によっておこなわれる。 
（5）第（1）項と第（3）項にいう森林利用許可申請と木材資源利用入札の条件は大臣決定によって規

定する。 
 
第44条 
第43条第（3）項にいう木材資源の利用事業許可入札への申し込みは、以下のように定める。 
a. 大臣は入札にかけることのできる生産林の基準、地域の地位、入札参加者の基準を定める。 
b. 大臣は入札にかける森林地域を一般に広く公表する。 
c. 入札への参加希望者は申請書を提出し、入札参加者となる。 
d. 入札参加者には対象地域の視察、調査をおこなう機会を与えられる 
e. 大臣は入札の落札者を決定する。 
 
第45条 
自然を変化させたり、環境に影響を与えるような活動の森林利用事業許可に対しては、有効な法令に

則った環境アセスメント（AMDAL）をおこなう必要がある。 
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第6部 森林利用許可所有者の権利と義務 
 
第1節 森林利用許可所有者の権利 
第46条 
（1）すべての森林利用許可の所有者は、与えられた許可に則った活動をおこなう権利を有する。 
（2）森林利用許可所有者は（1）項でいう活動により得たものを利用する権利を有する。 
 
第2節 森林利用許可所有者の義務 
第47条 
（1）すべての森林利用許可所有者は以下の義務を有する。 
a. 許可の有効期間に対する全事業地域における事業計画を作成する。 
b. 許可を与えられてから3ヶ月以内に当該地域で実際の事業活動を実施する。 
c. 森林資源収穫許可以外の場合、許可を与えられてから 3 ヶ月以内に事業活動地域の境界を整備す

る。 
d. 定期的に活動報告を作成する。 
e. 活動地域において保安を脅かすものから森林を保護する。 
f. 事業体として許可を所有しているものは、有効な森林会計基準に則った事業活動財政運営をおこな

う。 
g. 必要に応じた条件を満たすように、森林分野における専門的なあるいはそれ以外の活動をおこな

う。 
h. 森林資源コミッション（PSDH）を支払う。 
（2）地域利用事業許可あるいは自然資源利用事業許可の所有者は、（1）項にいう義務を果たす以外に、

森林利用事業許可費（IIUPH）を支払わなくてはならない。 
（3）自然資源利用事業許可を所有している国有企業、地方自治体所有企業、ならびに民間企業は、（1）
項と（2）項にいう義務を果たす以外に、許可を与えられてから1年以内に当該地域の住民組織と協同

活動をしなければならない。 
（4）自然林あるいは育成林における木材資源利用事業許可所有者は、（1）項にいう義務を果たす以外

に、以下の義務を有する。 
a.  森林利用事業許可費（IIUPH）を支払う。 
b. 以下のものを作成する。 
 1．許可を与えられてから1年以内に許可の有効期間に対する全事業活動地域での木材資源利用事業

計画（PKUPHHK）を作成する。 
 2．木材資源利用事業計画（PKUPHHK）が認証されてから3ヶ月以内に最初の5ヶ年事業計画を

作成する。 
 3．年次事業計画（RKT）の開始2ヶ月前までに年次事業計画を提出する。 
c. 森林資源の整備をおこなう。 
d. 森林資源の測定あるいは検査をおこなう。 
e. 再植林資金（DR）を支払う。 
f. 当該地域の地理的状況と育成している植物の種類に適したアグロ・フォレスト・システムを実行す
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る。 
g. 森林資源利用1次産業に対して木材資源を供給する。 
（5）非木材資源利用事業許可の所有者は（1）項にいう義務を果たす以外に、以下のことをおこなわ

なければならない。 
a. 森林利用事業許可費（IIUPH）を支払う。 
b. 以下のものを作成する。 
 1．許可を与えられてから1年以内に10年間の非木材森林資源利用事業計画（RKUPHHBK）を作

成する。 
 2．非木材森林資源利用事業計画が認証されてから3ヶ月以内に最初の5ヶ年事業計画を作成する。 
 3．年次事業計画（RKT）の開始2ヶ月前までに年次事業計画を提出する。 
c. 非木材森林資源の整備をおこなう。 
d. 非木材森林資源の計測と検査をおこなう。 
e. 非木材森林資源1次産業に対して原料を供給する。 
（6）木材資源と非木材資源利用事業許可を所有する国有企業、地方自治体所有企業、民間企業は（1）
項、（4）項、そして（5）項にいう義務を果たす以外に、許可を与えられてから1年以内に当該地域の

住民組織と協同活動をおこなわなくてはならない。 
（7）（3）項と（6）項にいう協同活動とは以下のものである。 
a. 株式の共有 
b. 森林資源利用事業活動における協同事業 
（8）森林資源利用事業許可の所有者は、森林資源利用事業許可を与えられてから5年以内に、事業地

域の再植林によって植林面積の最低50%以上の育成林で植林をおこなわなければならない。 
 
第3節 森林利用料 
第48条 
（1）森林利用料は森林資源にかかる税ではなく国庫への収入であり、以下のものからなる。 
a.  森林利用事業許可費（IIUPH） 
b.  森林資源コミッション（PSDH） 
c.  再植林資金（DR） 
（2）（1）項の a でいう森林利用事業許可費（IIUPH）は、森林利用事業許可所有者に対して、許可

の与えられた森林の面積に応じて課せられる。 
（3）（1）項の a でいう森林利用事業許可費（IIUPH）は、森林利用事業許可が与えられたときに一

度徴収される。 
（4）（1）項のbにいう森林資源コミッション（PSDH）は、森林利用事業許可所有者に対して課せら

れる。 
（5）自然林の木材資源に対する森林資源コミッション（PSDH）は以下のものにもとづき徴収する。 
a. 中程度の丸太の場合、伐採しようとしている木の見積もり報告 
b. 丸太の生産成果の報告 
c. 伐採残余報告 
d. その他の森林資源報告 
（6）育成林における木材資源に対する森林資源コミッション（PSDH）は、伐採しようとしている木
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の見積もり報告（LHC）にもとづいて徴収する。 
（7）森林地域利用あるいは、非森林地域へと転換し土地所有権が生じた森林地域の利用許可にもとづ

く木材と非木材資源すべてに森林資源コミッション（PSDH）と再植林資金（DR）を課す。 
（8）（1）項にいう森林利用事業許可費（IIUPH）、森林資源コミッション（PSDH）そして再植林資

金（DR）の金額の決定、徴収、支払い、供託、管理、監視、コントロールは有効な法令によって定め

る。 
 
第7部 許可の取り消し 
第49条 
（1）森林利用許可は以下の場合に取り消すことができる。 
 a. 許可の期限が終了した場合 
 b. 許可を与えたものによって、許可所有者に対する罰として許可をとりあげた場合 
 c. 許可所有者によって許可が許可を与えたものに対して、許可の有効期限内に文書によって返上し

た場合 
 d. 森林利用許可において許可されている設定量をすでに満たした場合 
（2）第（1）項cにいう許可を与えたものに許可が返上される前に、総合的に監査する。 
（3）第（2）にいう監査報告の結果にもとづき、許可を与えたものは許可の返上を受け入れる、ある

いは条件付けで受け入れる、あるいは拒否することができる。 
（4）第（1）項の規定にもとづく許可の取り消しは、以下のような許可所有者の義務を解消するもの

ではない。 
a. 財政的義務の清算と中央政府あるいは地方政府によって定められている諸義務を果たすこと 
b. 有効な決定に定められている、許可の終了にかかわる諸規定を実行する 
（5）第（1）項にいう許可の取り消し時には、対象地域における動かないもの（不動産）や植えた作

物は国の所有となる。 
（6）第（1）項にいう許可の取り消しによって、政府あるいは地方政府は許可所有者の義務の第3者

に対する責任を負わない。 
 
第8部 許可の延長 
第50条 
（1）有効期限の終了した地域利用事業許可、自然資源利用事業許可、木材・非木材資源、そして木材・

非木材資源収穫許可は、延長することができる。 
（2）第（1）項にいう許可の延長は、以下の許可延長の条件を満たした場合に与えることができる。 
a. 地域利用事業許可、自然資源利用事業許可、非木材資源利用事業許可、木材・非木材資源収穫許

可の場合は、大臣による許可所有者の能力評価による 
b. 自然林における木材資源利用事業許可、育成林における木材資源利用事業許可の場合は、大臣に

よる許可所有者の能力評価と大臣による保護林利用証明書の取得による 
（3）第（2）項にいう条件を満たした許可の延長申請に対して以下のような手続きをとる。 
a. 地域利用事業許可、自然資源利用事業許可、木材・非木材資源利用事業許可、木材・非木材利用

事業許可の延長は、以下の手続きをとる。 
1）県あるいは市に当該地域がある場合は、県知事あるいは市長に申請を提出し大臣と州知事、当該地
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域の林業に責任を負っている機関に写しを提出する。 
2）当該地域が複数の県や市にまたがる場合は、州知事に申請を提出し、大臣、県知事あるいは市長、

そして当該地域の林業に責任を負っている機関に写しを提出する。 
3）当該地域が複数の州にまたがる場合は、大臣に申請を提出し、州知事と県知事あるいは市長に対し

て写しを提出する。 
b. 自然林における木材資源利用事業許可あるいは育成林における木材資源利用事業許可の延長は、

県知事あるいは市長と州知事の推薦を受けた後、大臣によって与えられる。 
（4）第（2）項にいう条件を満たしていない木材資源利用事業許可の延長申請に対して、事業許可延

長を拒否し、その事業地域に対して大臣によって入札を申し出る。 
（5）第（2）項と第（4）項にいう許可の延長の手続き方法と条件は、大臣決定によって定める。 
 
第9部 森林地域および森林周辺地域における周辺住民のエンパワーメント 
第51条 
（1）森林内あるいは周辺において当該地域の住民のエンパワーメントとは、住民集団による森林利用

能力を向上させることを意味する。 
（2）第（1）項にいう住民集団の能力向上は、政府あるいは地方政府が支援する。 
（3）第（1）項と第（2）項にいう詳細は大臣決定により定める。 
 
第4章 森林資源の1次産業 
 
第1部 概説 
第52条 
（1）森林資源の1次産業とは以下の目的をもつものである。 
a. 森林資源の付加価値を向上させる 
b. 原料を効率的に利用する 
（2）森林資源の1次産業は以下のものからなる。 
a. 木材資源の1次産業 
b. 非木材資源の1次産業 
（3）森林資源の1次産業許可の範囲は、森林を保護するために森林の能力を超えない。 
（4）森林資源の1次産業用の原料として、自然林、育成林、私有林から、あるいは産業林からのもの

を利用することができる。 
 
第53条 
森林資源の1次産業の整備、育成、開発とは以下の目的をもつものである。 
a. 効率的で生産的、かつ高い競争力をもった産業をめざす 
b. 森林資源の破壊と環境の汚染を防ぐ 
c. 森林保護の観点から、原料資源を管理する 
 
第54条 
（1）森林資源の1次産業の整備、育成、開発は、大臣によってコントロールされ、以下の全産業を含
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む。 
a. 丸太を製材に加工する 
b. 丸太を木片、薄板、合板、化粧板に加工する 
c. 非木材原料を直接、森林から収穫する 
（2）森林資源利用産業の整備、育成、開発の権限は工業分野において責任を負う大臣によってコント

ロールされ、第（1）項にいうものの他の全産業を含む。 
（3）森林資源の保護、原料の供給の継続性を守るためにすべてのパルプ・製紙産業の開発は育成林を

開発しなければならない。 
（4）第（3）項にいう義務の他に、パルプ・製紙産業で使う原料を満たすために、パルプ・製紙産業

事業許可所有者は木材資源利用事業許可所有者と協力し、原料の輸入をおこなうことができる。 
 
第55条 
（1）木材・非木材資源利用1次産業の事業許可と事業の拡大許可は、以下のものが受けることができ

る。 
a. 個人 
b. 協同組合 
c. 国有企業 
d. 地方政府所有の企業 
e. インドネシアの民間企業 
（2）年間2000㎥までの生産量の製材産業事業許可は以下のものが受けることができる。 
a. 個人 
b. 協同組合 
（3）小規模な非木材資源利用1次産業のための登録証は以下のものが受けることができる。 
a. 個人 
b. 協同組合 
（4）第（1）項、第（2）項そして第（3）項にいう森林資源利用1次産業の基準は大臣決定によって

定める。 
 
第2部 森林資源の１次産業許可 
第56条 
木材資源利用1次産業を始めるか、拡張するものはすべて、木材資源利用1次産業事業許可あるいは

産業拡張許可を所有していなければならない。 
 
第57条 
（1）木材資源利用1次産業事業許可と拡張許可は本政府令に定めるところに則り、関連する産業を操

業する間、有効である。 
（2）木材資源利用1次産業に対する評価は、少なくとも3年に1度おこなう。 
（3）木材資源利用1次産業に対する評価基準と評価の方法は、大臣決定により定める。 
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第3部 木材資源利用1次産業事業許可申請の方法と条件 
第58条 
（1）木材資源利用1次産業事業許可と拡張許可の申請先は以下の通り。 
a. 年間6000㎥以下の生産能力の製材産業は州知事に申請し、写しを大臣と県知事あるいは市長に提

出する。 
b. 丸太や材木を直接、木片、薄板、合板、化粧板に製材加工する年間6000㎥以下生産能力の木材資

源利用1次産業は、州知事に対し申請し、大臣と県知事あるいは市長に写しを提出する。 
c. 丸太や材木を直接、木片、薄板、合板、化粧板に製材加工する年間6000㎡以上の生産能力あの木

材資源利用 1 次産業は、大臣に対して申請し、工業部門における責任を負っている大臣と州知事に写

しを提出する。 
d. a、b、cにいうもの以外のすべての木材利用産業は工業部門について責任を負っている大臣に対し

申請し、大臣、州知事、県知事あるいは市長に対して写しを提出する。 
（2）第（1）項のa、b、cにいう木材資源1次産業事業許可と拡張許可の申請条件は、大臣決定によ

り定める。 
 
第59条 
（1）第 58 条第（1）項の a、b、c にいう木材資源利用1 次産業事業許可申請に対して、持続的な原

木の供給を完全に保証しなければならない。 
（2）第（1）項にいう持続的な原木の供給の保証については、大臣決定により定める。 
 
第4部 非木材資源利用1次産業許可 
第60条 
（1）小規模な非木材資源利用1次産業は事業許可として有効な産業登録証を所有しなければならない。 
（2）中規模と大規模の非木材資源利用1次産業の設立と拡張においては必ず、事業許可あるいは拡張

許可を所有しなければならない。 
（3）第（1）項と第（2）項にいう非木材資源利用 1 次産業事業許可のついての詳細は、大臣決定に

より定める。 
 
第61条 
（1）小規模非木材資源利用1次産業の登録証、非木材資源利用1次産業事業許可と拡張許可は関係す

る産業が本政府令の定めるところに則って操業される間、有効である。 
（2）非木材資源利用1次産業の能力評価は、3年に1度おこなう。 
（3）第（2）項にいう非木材資源利用1次産業の能力評価についての指針は、大臣決定により定める。 
 
第5部 非木材資源利用1次産業許可申請の方法と条件 
第62条 
（1）小規模非木材資源利用1次産業の登録証、非木材資源利用1次産業事業許可と拡張許可の申請は

州知事に対しておこない、写しを大臣と県知事あるいは市長に提出する。 
（2）小規模非木材資源利用1次産業の登録証、非木材資源利用1次産業事業許可と拡張許可の条件は、

大臣決定により定める。 
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第63条 
第 62 条にいう小規模非木材資源利用 1 次産業の登録証、非木材資源利用 1 次産業事業許可と拡張許

可の申請にあたっては、原材料の供給についてとその出所を明確にする。 
 
第6部 許可を与えるものの権限 
第64条 
 
第7部 許可所有者の権利と義務 
第65条 
木材・非木材資源利用1次産業事業許可のすべての所有者は以下の権利を有する。 
a. 事業をおこなうにあたって、事業の保証を獲得する権利。 
b. 政府と地方政府からサービスを受ける権利。 
 
第66条 
（1）非木材・木材資源利用1次産業事業許可の所有者は以下の義務を有する。 
a. 所有している許可に適合した事業をおこなうこと。 
b. 毎年、産業原材料供給計画を作成し、提出すること。 
c. 事業をおこなっている地域周辺の住民のエンパワーメントを支援すること。 
d. 許可を与えたものと森林資源利用 1 次産業の育成と開発の権限を持つ機関に対して、定期的に、

活動と事業の成果を報告すること。 
（2）第（1）項にいう木材・非木材資源利用1次産業事業許可所有者の義務についての詳細は、大臣

決定により定める。 
 
第5章 私有林（Hutan Hak） 
第67条 
（1）私有林（Hutang hak）とは土地に対する権利が与えられている土地にある森林のことである。 
（2）第（1）項にいう私有林であることは土地に対する権利によって証明される。 
 
第68条 
私有林の利用は権利の所有者によっておこなわれる。 
 
第69条 
（1）保全・保護機能を有している私有林の利用は、有効な法令に則っておこなう。 
（2）第（1）項にいう保全・保護機能を有している私有林は森林地域のその地位を変更することがで

きる。 
（3）第（2）項にいう私有林の地位の森林地域への変更において、有効な法令に従って、政府は権利

の所有者に対して補償を与えなくてはならない。 
（4）保全あるいは保護地域として機能している私有林において、政府は権利の所有者に対して奨励金

を与えることができる。 
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第70条 
（1）生産機能を果たしている私有林の利用では、土地の潜在力に適した森林資源生産活動をおこなう

ことができる。 
（2）政府、州政府、県政府あるいは市政府は制度の整備を通じて私有林の開発をおこなう義務を有す

る。 
 
第71条 
（1）第68条にいう私有林の利用指針は、大臣決定により定める。 
（2）県あるいは市政府は第（1）項にいう利用指針にもとづき、私有林利用の実行ガイドラインを定

める。 
 
第6章 森林地域の使用 
第72条 
（1）森林地域の使用とは、状態と機能を変更することなく林業以外での開発のために選定した森林地

域の一部の使用を規制に則りおこなうことである。 
（2）林業以外での開発のために森林地域を使用できるのは、以下の森林だけである。 
a. 保護林 
b. 生産林 
（3）第（2）項にいう森林地域の使用は以下のものを含む。 
a. 戦略的な目的の使用 
b. 限定された公益のための使用 
（4）第（3）項にいう戦略的目的の森林地域の使用は以下のものを含む。 
a. 宗教的目的 
b. 治安目的 
c. 鉱業目的 
d. 再生可能なエネルギー技術と電力開発 
e. 通信網の建設 
f. 水供給網建設 
（5）第（3）項bにいう限定的公益目的の森林地域使用は以下のものを含む。 

a. 公道、鉄道建設 

b. 上下水道建設 

c. 灌漑設備建設 

d. 貯水池建設 

e. 公共施設建設 

f. 通信中継基地建設 

g. ラジオ放送中継局建設 

h. テレビ放送中継局建設 

（6）第（4）項と第（5）項にいう森林地域の使用は、大統領決定により定める。 
 
第7章 森林資源の流通と販売 
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第73条 
（1）森林資源に対する国家の権利と森林の保護のために、森林資源の流通と販売は森林資源の管理を

通じておこなう。 
（2）国有林から得たすべての森林資源は権限を有した担当官が検査測定する。 
（3）第（2）項にいう検査測定された木材資源そのものに対して、適法を認証する印を与える。 
 
第74条 
（1）私有林からの森林資源は測定と種類の特定をおこなう。 
（2）第（1）項にいう森林資源の測定と種類の特定は、権限を有する担当官がおこなう。 
（3）第（2）項にいう測定済みの木材資源には、森林資源に対する公的証明書として有効である出所

証明書を村長あるいは公職にあるものが与える。 
 
第75条 
（1）森林資源のすべての運搬者、管理者あるいは所有者は権限を有している公職にあるものが発行す

る森林資源の公的証明書を必ず保持しなければならない。 
（2）第（1）項にいう森林資源のすべての運搬者は、森林資源公的証明書あるいは鉱物・野生動物運

送書に書かれている目的地へ、運搬しなければならない。 
（3）第（1）項にいう森林資源公的証明書の内容が森林資源の種類、数、量と異なる場合、その森林

資源は公的証明書を有していないと見なす。 
（4）第（1）項にいう運搬、管理、所有される森林資源に必要とされる証明書類とは以下のものであ

る。 
a. 国有林からの森林資源に対しては森林資源公的証明書 
b. 鉱物と野生動物に対しては鉱物・野生動物運送書 
c. 私有林からの森林資源に対しては出所証明書 
（5）森林資源公的証明書、鉱物・野生動物運送書、出所証明書はインドネシア共和国領内にある森林

資源あるいは原木、鉱物、野生動物を運搬するために有効であり、そのために使用される。 
（6）森林資源公的証明書と野生動物運送書のフォームシートは大臣によって指定された印刷業者が印

刷する。 
（7）第73条第（1）項による森林資源管理についての詳細は大臣決定により定める。 
 
第76条 
丸太およびチップにするために原木の形での森林資源の輸出は禁じる。 
 
第77条 
（1）国内の市場でまだ流通していない木材・非木材資源と森林資源の流通と原料としての森林資源利

用1次産業の管理、育成、開発にかんする権限は、大臣にある。 
（2）木材・非木材資源の加工品を国外の市場へ流通させることを管理、育成、開発にかんする権限は、

商業分野に責任を負う大臣にあり、大臣の判断に留意する。 
（3）第（1）項にいう木材・非木材資源の流通にかんする管理、育成、開発について、大臣が定める。 
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第78条 
（1）運搬、管理、所有している森林資源に対して森林資源公的証明書がない場合は、その森林資源は

非合法の森林資源と見なされる。 
（2）第（1）項にいう非合法森林資源に対しては、有効な法令に従い、処理手続きをおこなう。 
（3）第（2）項にいう非合法森林資源に対しては競売をおこなう。 
（4）第（3）項にいう非合法森林資源に対する競売の結果は、定められた法的効力と有し、落札額の

一部は国有財産の保護に功績があるものに対する奨励金として割り当てられる。 
（5）第（3）項と第（4）項にいう国有財産の保護に功績があるものに対する奨励金の授与については、

大臣と財務分野に責任を負う大臣の決定により定める。 
 
第8章 育成、管理、監視 
第1部 概説 
第79条 
 
第2部 育成と管理 
第80条 
第81条 
第82条 
第83条 
第84条 
 
第3部 監視 
第85条 
 
第9章 森林利用許可、森林資源利用1次産業事業許可の所有者に対する行政罰 
 
第1部 概説 
第86条 
森林地域の状態の保証と保護、森林の機能の保護のために、森林利用許可と森林資源利用 1 次産業事

業許可のすべての所有者が、森林にかんする1999 年第41 号法第78 条に定める刑事罰規定以外の規

定を違反した場合は、行政罰をかす。 
 
第87条 
（1）第86条にいう行政罰は以下のものである。 
a. 行政サービスの一時的停止 
b. 対象地域での事業の一時的停止 
c. 罰金 
d. 事業地域の縮小 
e. 許可の取り消し 
（2）第（1）項のcにいう罰金は非税国家収入となり、国庫に入る。 
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第2部 森林利用許可の行政罰 
第88条 
森林資源利用事業許可あるいは森林資源収穫許可の所有者は定められた報告を作成し、提出しなかっ

た場合、森林資源公的証明書の発行サービスの一時的停止の行政罰を科す。 
 
第89条 
地域利用事業許可、自然資源事業許可、森林資源利用事業許可、あるいは森林資源収穫許可の所有者

が以下の場合には、対象地域での事業活動の一時的停止の行政罰を科す。 
a. 事業地域の境界の設定をおこなわなかった。 
b. 使用する機具の数と種類が許可と適合していない。 
c. 林業分野あるいはそれ以外の必要とされる専門能力をもつ人材を有していない。 
 
第90条 
（1）第 87 条第（1）項のa と d にいう行政サービスの一時停止と対象地域での活動の一時的停止の

行政処分の期間は1年間である。 
（2）第（1）項にいう1年間のうちに許可所有者がその義務を果たしたならば、制裁罰は終了する。 
（3）1年のうちに許可所有者がその義務を果たさなかった場合、事前に3回、それぞれ30営業日ご

とに文書によって警告したうえで、許可を取り消す。 
 
第91条 
（1）自然林における木材資源利用事業許可の所有者は以下のような罰金を科せられる。 
a. 以下の場合は森林資源コミッション（PSDH）の10倍の罰金を科す。 
1．年次事業計画に決められている合計目標量から5%の許容範囲を超えて木材を伐採した場合。 
2．年次事業計画に決められている各種類あたりの目標量から3%の許容範囲を超えて木材を伐採した

場合。 
b. 以下の場合は森林資源コミッション（PSDH）の15倍の罰金を科す。 
1．年次事業計画が認可される前に木材を伐採した場合。 
2．通路をつるくために許可なしにあるいは、与えられた許可に記載されている事項に適合せずに、木

を伐採した場合。 
3．伐採が許可されている直径の下限以下の木を伐採した場合。 
4．許可された伐採ブロック以外で木の伐採をおこなった場合。 
5．年次事業計画にあるブロック以外で許可なく木材を運搬するための道路を建設するために木を伐採

した場合。 
c.  以下の場合は森林資源コミッション（PSDH）の20倍の罰金を科す。 
1．許可なく中核樹木と指定された樹木を伐採した場合。 
2．許可なく親木を伐採した場合。 
3．許可なく繰り返し伐採をした場合。 
（2）育成林における森林資源利用事業許可所有者が許可なく通路建設のために木を伐採した場合は、

森林資源コミッション（PSDH）の15倍の罰金を科す。 
（3）木材・非木材資源収穫許可所有者が、許可に記載されている森林資源の種類と目標とされている
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量を5%以上超えて利用した場合は、森林資源コミッション（PSDH）の10倍の罰金を科す。 
 
第92条 
（1）地域利用事業許可あるいは自然資源利用事業許可の所有者が以下の場合、事業活動地域の最大

20%の削減という行政罰を科す。 
a. 認可された事業計画にある生産目標を達成しなかった場合。 
b. 事業計画に見合った治安上のさまざまな障害から事業地域を守ることをしなかった場合。 
（2）森林資源利用事業許可所有者が以下の場合、事業地域の最大20%の削減という行政罰を科す。 
a. 許可を与えたものの文書による同意なく、第3者に全事業活動を依頼したり契約したりした場合。 
b. 定められた植物育成事業計画にあった育成をしなかった場合。 
c. 森林資源利用事業許可に対して有効な林業会計基準ガイドラインに定められている通りの事業会

計管理をおこなわなかった場合。 
（3）第（1）項と第（2）項にいう事業地域の削減は、3回、それぞれ30営業日ごとに文書による通

告を与えた後におこなわれる。 
 
第93条 
（1）地域利用事業許可、自然資源事業許可、あるいは森林資源利用事業許可は以下の場合取り消すこ

とができる。 
a. 森林周辺の住民の協同組合と協力をしなかった場合。 
b. 許可が与えられてから180日間何もはっきりとした事業をおこなわなかった場合。 
c. 有効な法令に定める林業分野における徴収金を支払わなかった場合。 
d. 許可の期限が終了する前に事業地域と事業を放棄した場合。 
e. 許可を与えたものの文書による同意なく、許可を第3者に移譲した場合。 
f. 森林にかんする1999年第41号法第78条に定める刑事罰を科せられた場合。 
（2）森林資源利用事業許可は、第（1）項にいう規定違反以外でも、許可所有者が以下の場合、許可

を取り消すことができる。 
a. 大臣が定めたアグロ・フォレストのシステムを採用しなかった場合。 
b. 自然林の木材資源利用に対する再植林基金支払いの義務を果たさなかった場合。 
c. 年次事業計画、5ヶ年事業計画、あるいは定められた期限における森林資源事業計画を提出しなか

った場合い。 
（3）森林資源収穫許可は、許可の所有者が以下の場合、取り消すことができる。 
a. 森林資源コミッションを支払わなかった場合。 
b. 森林資源収穫許可を取得してから1ヶ月間、森林資源収穫をおこなわなかった場合。 
c. 森林資源収穫許可を、許可を与えたものの文書による同意なく第3者に移譲した場合。 
d. 許可の記載内容にない森林資源の収穫をした場合。 
e. 森林にかんする1999年第41号法第78条に定める刑事罰を科せられた場合。 
（4）地域利用事業許可、自然資源事業許可、あるいは森林資源利用事業許可の第（1）項のa、b、c、
d と第（2）項にいう理由による取り消しは、3 回、それぞれ 30 営業日ごとに文書によって警告され

た後、おこなわれる。 
（5）地域利用事業許可、自然資源事業許可、あるいは森林資源利用事業許可の第（1）項の e と f に
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いう理由での取り消しは、特に事前の通告なしにおこなわれる。 
（6）第（3）項のaとbにいう森林資源の収穫許可の取り消しは、3回、それぞれ10営業日ごとに文

書による通告がなされた後、おこなわれる。 
（7）第（3）項の c と e にいう理由での森林資源収穫許可の取り消しは、特に、事前の通告なしにお

こなわれる。 
 
第3部 森林資源利用1次産業事業許可の行政罰 
第94条 
森林資源利用1次産業事業許可の所有者が本法令に定める規定に違反した場合、以下の行政罰を科す。 
a. 事業の一時停止。 
b. 証明書発行サービスの一時停止。 
c. 事業許可の取り消し。 
 
第95条 
（1）第94条のaにいう事業の一時停止という行政罰は許可所有者が以下の場合科せられる。 
a. 定められた期限内に産業原料調達計画を作成、提出しなかった場合。 
b. 森林資源の測定評価の人材を有していない場合。 
（2）第（1）項にいう事業の一時停止という罰は許可所有者がその義務を果たすまでおこなわれる。 
 
第96条 
（1）第95条のbにいう森林資源公的証明書発行サービスの一時停止という行政罰は、許可所有者が

以下の場合科せられる。 
a. 丸太移動報告あるいは非木材資源移動報告を作成、提出しなかった場合。 
b. 森林資源加工品移動報告を作成、提出しなかった場合。 
（2）第（1）項にいう森林資源公的証明書発行サービスの一時停止という行政罰は、許可所有者がそ

の義務を果たすまでおこなわれる。 
 
第97条 
（1）第94条のcにいう事業許可の取り消しという行政罰は、許可所有者が以下の場合、科せられる。 
a. 許可なく事業を拡大した場合。 
b. 許可なく事業地域を移した場合。 
c. 環境基準を超える環境に対する汚染や破壊が生じた場合。 
d. 違法に獲得した森林資源の買い入れ、貯蔵、加工をおこなった場合。 
e. 取得した許可に定められている事項に反した事業活動をおこなった場合。 
（2）第（1）項のa、b、c、eにいう理由による事業許可の取り消しは、3回、それぞれ30営業日ごと

に許可を与えたものから文書での通告がなされた後、おこなわれる。 
（3）第（1）項のdにいう理由での事業許可の取り消しは特に、定められた法的権限をもつ裁判所の

決定の後におこなわれる。 
 
第4部 行政罰を科す手続き 
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第98条 
第87条から第97条までにいう森林利用許可と森林資源利用1次産業事業許可にかんする行政罰を科

す手続きは、大臣決定により定める。 
 
第10章 移行 
第99条 
 
第11章 結語 
第100条 
第101条 
第102条 
 



人工林森林資源利用事業許可証例 

 

林業大臣決定 
Ｒ州の生産林 34,600ha におけるＡ株式会社に対する人工林森林資源利用事業許可に関して 

 

法制・組織局 

ジャカルタ 2006 年 

 

3 頁 省略 

決定 

以下の通り定める： 

第 1： 

（1）Ａ株式会社に対し、活動地域地図に記述されたＲ州Ｌ県とＤ市にある約 34,600ha の生

産林における人工林森林資源利用事業許可を与える。 

（2）（1）項で述べた事業活動地域は約 14,485ha と自然林として保護されている伐採を認め

られない約 20,115ha とからなっており、その保護と管理はＡ株式会社が責任を負う。 

（3）Ｇ保護林地帯での事業地域において調査により泥炭層の厚さが 3m 以上の場合は、保

護地域として管理するために事業活動地域から撤退しなければならない。 

 

第 2：Ａ株式会社は人工林における森林資源利用事業許可の保持者として、以下の権利を有

する： 

1．本決定で定められた許可に応じた活動をおこなう権利。 

2．事業による利益獲得の権利。 

 

第 3：Ａ株式会社は人工林における森林資源利用事業許可の保持者として以下の義務を果た

さなければならない。 

1．以下のものを作成し提出する。 

a. 許可取得から遅くとも 1 年以内に、許可の有効期限内の人工林における森林資源利用事

業計画（RK-UPHHK）。 

b. 森林資源利用事業計画（RK-UPHHK）が認可されて五ヶ月目に、人工林における森林資

源利用事業五年計画（RKL-UPHHK） 

c. 定められ指示されている指針に則って、年次の始まる前に森林資源利用事業年次計画

（RKT-UPHHK）。 
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2．土地と品種に適した植林を容易にするために全伐採する（THPB）植林システムを実行

する。 

3．有効な決定に則った森林資源の管理をおこなう。 

4．施行されている会計標準報告（PSAK32 号）に則り、事業会計管理をおこなう。 

5．木材一次産業に対して燃料として木材を供給する。 

6．人工林における森林資源利用事業をおこなうために必要とされるインフラを建設する。 

7．本決定の公表後遅くとも 6 ヶ月以内に実際に事業を始める。 

8．本決定の公表後遅くとも 5 年以内に事業地域で再植林をおこなうべき地域の 50%以上の

面積に植林する。 

9．与えられた許可に則った数と種類の道具を使用する。 

10．有効な決定に則り、木材の測定と検査を実施する。 

11．許可を取得後遅くとも 1 年以内に、当該地域の協同組合に株の保有をさせるかあるいは

人工林における森林資源利用事業分野での協同事業を実施する。 

12．認可を得た事業計画（RK）と年次計画（RKT）、さらに有効な法令に従い、再植林のた

めの土地、苗、植林，育成，管理、収穫あるいは伐採，資源の市場へ売却、を含む森林資

源利用事業を独力でおこなう。 

13．人工林における森林資源利用事業許可（IUPHHK）取得後遅くとも 3 ヶ月以内に全事業

地域に対して境界の整備をおこない、遅くとも 3 年以内に終え、事業区域としてそのまま

維持する。 

14．決められた規則に従って、伐採をおこなった後は、再植林をすることで、森林資源の

保全をコントロールする。 

15．決められた規則に従い、報告する。 

16．森林の安全を妨げるような事態から事業地域の森林を守る。 

17．決められた規則に従って、人工林の伐採量に対して森林資源コミッション（PSDH）を、

あるいは自然林の伐採に対して森林資源コミッションと植林基金（DR）への拠出金を支払

う。 

18．有効な決定による条件を満たすよう、林業その他の専門的な活動をおこなう。 

19．事業地域内あるいは周辺の住民の社会文化的かつ経済的（福祉）な開発を援助する。 

20．指導官、管理官、調査官が任務を順調に遂行できるようにする。 

21．本決定の付則にある事項と有効な法令を遵守する。 

 

第 4：人工林に対するこの森林資源利用事業許可は、 

（1）森林大臣の文書による同意なしで、第三者に移譲することはできない。 
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（2）林業大臣の文書による同意なしで、事業地域の一部あるいは全体を第三者に移譲して

はいけない。 

 

第 5： 

（1）人工林におけるこの森林資源利用事業許可によって森林地域の所有権は発生しない。 

（2）人工林におけるこの森林資源利用事業許可は第三者に対する担保とすることはできな

い。 

（3）人工林におけるこの森林資源利用許可による育成された森林資源は許可の有効期限に

おいて許可保持者の資産となり、担保とすることができる。 

 

第 6： 

（1）人工林における森林資源利用事業許可地域に所有地、集落、畑、水田としてすでに使

用されていたり、第三者によってすでに居住され利用されている土地があった場合は、そ

の土地は人工林における森林資源利用事業許可地域から除外される。 

（2）（1）項で述べた土地を人工林における森林資源利用事業許可地域にしたい場合は、有

効な法令の決定に従い関係する人々とＡ株式会社の間で解決を図る。 

 

第 7： 

（1）最低でも 3 年毎に、人工林におけるこの森林資源利用事業許可にかんして、定められ

た決定に従い管理能力について調査をおこなう。 

（2）本決定における人工林での森林資源利用事業許可の保持者は有効な法令に違反した場

合は、罰を受ける。 

 

第 8：人工林でのこの森林資源利用事業許可は森林資源育成総局長によって与えられ、Ａ株

式会社は有効な法令に従い、人工林での森林資源利用事業許可料を支払う。 

 

第 9：Ａ株式会社が定められた期限内に第 8 の規定による森林資源利用事業許可料を支払え

なかった場合は、森林資源利用事業許可は与えず、取り消す。 

 

第 10：本決定と付則は一体のものであり、分割しない。 

 

第 11：許可保持者か許可を返納するか森林大臣が許可を取り消さない限り、本決定は決め

られた日付より 100 年間有効である。 
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林業大臣決定補足 

番号：SK.46/MENHUT-II/2006 

日付：2006 年 3 月 6 日 

 

Ａ株式会社の人工林における森林木材資源利用事業の実施に関する決定 

 

決定Ⅰ 人工林における森林木材資源利用事業の目的 

人工林における森林木材資源利用事業は以下の目的を有する。 

 1．地域の生産性と環境の質を向上させる。 

 2．付加価値を高め、外貨を増加することで、国内の林業の発展を支援する。 

 3．労働市場と事業領域を拡大する。 

以上の目的を達成するために、人工林における森林木材資源利用事業では、事業地の準備、

苗木の準備、植林、育成、管理、収穫あるいは伐採、加工、市場への販売といった活動を、

人工林における森林木材資源利用事業計画に則り、有効な決定に従い、さらに有効性、森

林保全、民主的、公正、公平、透明性（公開性）そして総合的といった基本に基づいて、

おこなう。 

 

決定Ⅱ 実施 

 人工林における森林木材資源利用事業許可所有者であるＡ株式会社は（以下、許可所有

者と呼ぶ）、以下に定めるような有効な法令に則った事業地域の人工林における森林木材資

源利用事業活動を実施する。 

A. 計画 

1. 航空／衛星写真、森林木材資源調査ならびに人工林整備規則 

 a. 航空写真あるいは衛星画像 

 許可の所有者は林業省に人工林における森林木材資源利用事業許可（IUPHHK）の決定を

受けてから 18 ヶ月以内に以下のものを提出する。 

  1）事業地域全体の２万分の 1 の航空写真あるいは TM バンド 542 の５万分の 1 の衛星

画像 

  2）（航空写真があれば）25 万分の 1 あるいはそれ以上の航空写真インデックス 

  3）航空写真あるいは衛星画像の分析結果 

   a) 分析結果報告書 

   b) ２万５千分の１の植生地図と森林の状態に応じた色を付けた５万分の 1 と 10 万

分の 1 の比較植生地図 
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   c) （航空写真があれば）２万５千分の 1 の方眼地図 

   d) （航空写真があれば）５万分の１と 10 万分の 1 の等高線入りの地図 

 b. 森林木材資源調査 

  1）事業地域と周辺地域において、土地、植物、動物、社会文化の状態についての正確

で最新のデータを得るために、許可所有者は環境パラメーターに関する森林木材資源調査

をおこなわなければならない。 

  2）森林木材資源調査の実施において許可所有者は有効な決定に従わなければならない。 

 

2.  森林木材資源利用事業許可（IUPHHK）事業計画 

 a. 許可所有者は人工林における木材資源利用事業の事業計画（RK）、5 ヶ年事業計画

（RKL）、年次事業計画（RKT）を作成し、提出しなければならない。これを林業省が評価

し、承認し、認証する。 

 b. 人工林における森林木材資源の利用事業許可が発行されてから 1 年以内に林業省に

対して人工林における森林木材資源利用事業計画（RKUPHHK）を提出し、林業省により評

価、承認、認証を受ける。 

 c. 人工林における森林木材資源利用事業計画（RKUPHHK）から 5 ヶ月以内に、人工林

における森林木材資源利用事業 5 ヶ年計画（RKLUPHHK）を林業省に提出し、評価、承認、

認証を受ける。 

 d. 人工林における森林木材資源利用事業年次計画（RKTUPHHK）を当該地域の州の森

林局に対して、計画の実施年次の始まる以前の 11 月までに提出し、評価、承認、認証を受

ける。 

 

3．森林整備 

許可所有者は事業地域全体を管理し、人工林森林木材資源利用事業計画（RK-IUPHHKHT）

に基づき、対象地域の森林での事業を持続させるユニットを形成しなければならない。 

 

B. 準備と育成 

1．用地の準備 

 a. 許可所有者は人工林における年次事業計画に決められた栽培と収穫の割当を超えて

土地を切り開いていくことは認められない。 

 b. 認証された人工林における森林木材資源利用事業年次計画（RKTUPHHK）に決めら

れた地域以外で、許可所有者が森を切り開いて人工林の開発をおこうことは禁止する。 

 c. 許可所有者が、人工林の伐採後、火入れをすることは禁止する。 
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 d. 許可所有者が人工林における木材資源利用事業許可地域以外で人工林における木材

資源利用事業活動をおこなうことは禁止する。 

 

2．苗畑 

 a. 許可所有者は、人工林において苗畑で種苗と苗木を用意しなければならない。植林地

において常に十分な量の高品質な苗木を適切な時期に用意する。 

 b. 許可所有者は 1 ヶ所以上に恒常的な苗畑を造成しなければならない。効果的かつ効率

的に実施できるように専任のスタッフによる恒常的な組織を作る。苗畑は栽培ローテーシ

ョン期間内使用することができ、広範囲で継続的に栽培の必要性を満たすだけの量の苗木

が生産できなければならない。 

 c. 許可所有者は種苗と苗木を、インドネシア全土にある常設苗畑センターを通じて政府

と共同で用意することができる。あるいは、許可所有者は高品質のハイクラスの苗木ある

いは高品質の木から採った苗木を調達することもできる。 

 d. 許可所有者は苗畑を作る際にまず以下のようにしっかりと計画を検討しなければな

らない。 

  1）苗畑の建設地の選択あるいは決定にあたっては、水、培養物、土地の状況、道路、

苗畑の広さ、育成する広さなどを考慮しなければならない。 

  2）人工林における苗畑の整備は、効果的かつ効率的に行わなければならず、直接そこ

から高品質の苗木が必ずできるようにする。 

 

3．植林 

 a. 許可所有者は再森林化を容易にする伐採方法（THPB）によるアグロフォレストリー

システムを採用しなければならない。 

 b. 植林割当は許可所有者がつくる人工林における森林木材資源利用事業年次計画

（RKTUPHHK）に応じて、林業省が認証した後、決定される。再森林化を容易にする伐採

方法（THPB）により継続的に実施し、許可所有者の前年の育成と伐採実績による能力と実

行性、目的に適した再森林化を容易にする伐採方法（THPB）、主要な植栽樹種、伐採ロー

テーション、蓄積量、成長量などを考慮する。 

 c. 人工林の造成は未利用地あるいは灌木地で行う。 

 d. 許可所有者は事業地域の状況に適している方法で植林を行わなければならず、利用原

則と環境の保護をないがしろにしてはいけない。 

 e. 人工林における木材資源利用事業許可の活動すべては、自然資源の浪費となるような

方法で行ってはならない。 
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4．栽培 

 a. 許可所有者は、植物の成長を活性化させ、最適な土地を選定し、害虫と病気の被害を

予防するために、アグロフォレストリーシステムに適応した方法で、栽培を行わなくては

ならない。 

 b. 許可所有者は、最初の年は植栽、除草、耕耘、病害虫を予防し、2 年目と 3 年目には

除草、耕耘、病害虫を予防し、栽培を行い、その後は有効な決定に定められた種を定めら

れた方法で栽培しなければならない。 

 

C. 森林保全 

1．森林保護 

森林の保全が脅かされることのないように、許可所有者は以下のことをしなければならな

い。 

 a) 無許可の木材伐採を防止する。 

 b) 森林の保全のための設備をつくる。 

 c) 森林と事業地域周辺での火事の予防、消火、対策といった活動へ参加する。 

 d) 許可所有者は事業地域における森林、あるいは森林地域の破壊の原因となる以下のよ

うな従業員、あるいはその他による違法行為を予防し、避けなければならない。違法な森

林地域の開墾、利用、あるいは居住。森林の伐採。野生動物あるいは保護動物の密猟。 

 e) 許可所有者は保護地域と険しい斜面で、保護機能を発揮させるようにしなければなら

ない。 

 f) 許可所有者は事業地域で森林の保全を脅かすような事態が生じた場合、あるいは災害、

病害虫が発生した場合、ただちに担当部局へ報告する。 

 

2．自然保護 

a. 植物の保護 

 森林省から特別の許可を得ている場合をのぞいて、許可所有者は有効な法令により保護

種と定められた木や植物を伐採、採取してはいけない。 

b. 野生動物の保護 

 1）許可所有者は事業地域において、保護されているものでも、されていないものにかか

わらず、無許可の野生動物の密猟を予防しなければならない。 

 2）許可所有者は野生動物の活動のための通路をつくる必要がある。 

c. 学術的文化的価値を有する対象の保護 
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 1）許可所有者は事業地域で学術的、あるいは文化的価値を有する対象の破壊を予防しな

ければならない。 

 2）許可所有者は学術的、あるいは文化的価値のある対象を発見した場合、関係機関に直

ちに報告しなければならない。 

d. 保護地域、自然保護地域、自然保護区の保安 

 1）上記の対象の保安のために、許可所有者は事業地域の境界から少なくとも幅 500m の

緩衝地域を作らなくてはいけない。 

 2）緩衝地域に作ってもよい事業設備は、往来のための道路だけで、それも林業省の許可

を得た後に許される。 

 

3．認証されている環境アセスメントに従っての環境への影響管理 

 

4．その他 

森林保護とその他の自然の保護のための以下のようなスタッフと施設を、許可所有者は用

意しなければならない。 

 a. 十分な数の警備スタッフ 

 b. 事業地域へ入り口に警備詰所と門 

 c. 禁止と注意標識 

 

D. 利用 

 木材資源の収穫あるいは伐採： 

 a. 木材資源の収穫あるいは伐採は、自然資源の浪費とならないような方法で行う。 

 b. 許可所有者は保護目的の地域で木材の伐採をしてはいけない。 

 c. 許可所有者は人工林における事業計画（RK）、5 ヶ年事業計画（RKL）、年次事業計画

（RKT）に定められた割当を超えて収穫を行ってはいけない。 

 d. 許可所有者は保護地域での保護機能を脅かす可能性のある養殖を行ってはいけない。 

 

E. 森林木材資源の管理と販売 

1．全国的な木材加工産業のために、許可所有者は所有している木材加工産業の生産性を向

上させ、輸出志向の川下産業を発展させ、原料需要を満たすことを助け、その他の木材加

工産業を発展させ、関係する産業における先導者としての役割を果たさなければならない。 

2．許可所有者は、木材加工産業のレベルの向上と発展のために、技術工学と建設デザイン

のレベルを向上させ、その他のソフトウェアを発展させなければならない。 
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3．許可所有者は政府が必要とするときに常に、販売に関するデータ情報を提供しなければ

ならない。 

4．許可所有者は国内外で販売にかんする理念、戦略、計画を発展させ、販売自体も向上さ

せ、妥当な価格で国内の需要に応じなければならない。 

5．許可所有者は森林木材資源の販売において、政府よる政策をサポートしなければならな

い。 

6．許可所有者は森林木材資源からの生産品の量にふさわしいレベルと数の労働者を雇用し

なくてはならない。 

7．許可所有者は森林木材資源管理について定めた森林木材資源流通に関する法令に従わな

ければならない。 

8．許可所有者はできるかぎり、国内外での森林木材資源の販売を安定させるために、森林

木材資源の販売の中心地に代理を置き、販売の計画と実際に関する政府による分析を支援

しなければならない。 

 

F. 投資、労働力、設備 

1．投資 

 許可所有者は投資活動の実施にか関して、すでに確定しているものすべての報告と、1994

年 12 月 16 日付財務大臣決定第 581/Kpts-II/1944 号に則り、会計標準に関する声明第 32 号の

指針に沿って監査された年度末会計報告を、毎年、次年度の第 1 期の終わりまでに林業省

へ提出しなければならない。 

2．労働力 

 a. 許可所有者は必要に応じて技術スタッフと、その他の専門職スタッフを雇用しなけれ

ばならない。 

 b. 許可所有者は、有効な法令に定められた森林計画、アグロフォレストリー、管理につ

いての条件を満たすために、森林の専門スタッフを雇用しなければならない。 

 c. 許可所有者は必要に応じて従業員の教育や訓練を実施しなければならない。さらに、

許可所有者は従業員の従事している活動に関係する政府による教育や訓練プログラムに参

加させなくてはいけない。 

 d. 解雇を行う場合には、必ず有効な法令に則って行わなくてはならない。 

3．設備 

 a. 事業地域での活動を実行するにあたって、許可所有者は事業地域にあるすべての重機

についてその数、種類、状態に関する使用計画と現状報告を、林業省に提出しなければな

らない。 
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 b. 使用している機材を事業地域外の他の場所に移動させるときには、必ず林業省による

承認が必要である。 

 c. すでに使用しなくなった機材や、使用を停止する予定の機材の搬入、使用、移動に際

しては、機材の使用停止に関する計画報告を作成する。 

 

G. 調査 

 産業林における事業活動によって生じる可能性のあるマイナスの影響を軽減し、予防し、

プラスの影響を向上させるために、許可所有者は生長（量と質）と侵食を観測するために、

恒常的な観測区域を作らなければならない。 

 

決定Ⅲ その他の義務 

A. 労働者の健康と安全 

 1．許可所有者は従業員と、事業地域にいるその他の人々の健康と安全を保障するために、

最大限注意し、対応しなければならない。 

 2．許可所有者の従業員、あるいは事業地域にいるその他の人が事故にあった場合は、有

効な法令に定められた対応をとらなければならない。 

 

B. 社会開発 

1．社会開発施設 

 許可所有者は事業地域内、あるいは周辺地域での社会開発をおこなうために、政府に対

して以下のような支援を行わなくてはならない。 

 a. 宗教施設の建設 

 b. 教育施設の建設 

 c. 保健施設の建設 

2．労働の場の提供 

 許可所有者は事業地域内とその周辺地域で、住民に対して労働の場と訓練の機会を与え

なければならない。 

3．医療施設 

 a. 許可所有者は常勤医療スタッフと、ベッド数最低 6 床を有する診療所を作らなければ

ならない。 

 b. 許可所有者は全従業員とその家族のために、医療サービスを提供しなければならない。 

 c. 許可所有者の従業員以外でも、当該地域の住民は、上記の診療所をできる限り安価な

料金で利用することができる。 
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 d. 許可所有者は必要な場所に、緊急避難所を作らなければならない。 

4．許可所有者は有効な決定に従い、人工林における森林木材資源利用事業許可（IUPHHK）

事業地域と、その周辺の社会開発を行わなくてはならない。 

5．許可所有者は従業員の協同組合や周辺地域の村落協同組合、またはその他の協同組合を

育成し、発展させなければならない。さらに上記の協同組合に対して、許可所有者の株式

を所有する機会を与えるか、あるいは人工林における森林木材資源利用活動の一部を、協

同で行う機会を与えなければならない。 

 

C. 従業員の住居と産業林事業活動 

1．ベースキャンプ 

 ベースキャンプ建設にあたり、許可所有者は以下の規定を守らなければならない。 

 a. 作業場と従業員の住居は、衛生的で適正なものでなければならない。 

 b. べースキャンプ建設のために、必要に応じて森林地域を使用する。 

 c. 木材資源利用事業許可地域でベースキャンプを建設するには、関係する木材資源利用

事業許可の所有者の、文書による同意がなければならない。 

2．木材置き場 

 人工林における木材資源利用事業許可による木材置き場は、ベースキャンプとは別に設

置しなければならない。 

3．その他の施設 

 事業地域にある、あるいは建設予定のその他の施設は、林業省による許可を得なければ

ならない。 

 

D. 事業地域面積の変更 

 事業地域面積の変更は、有効な法令の決定に従って行うことができる。 

 

E. その他の権利 

 許可所有者は人工林における森林木材資源利用事業許可と、その補足に明記されている

以外の、その他の権利を有しない。ここでいうその他の権利とは非木材資源、鉱物資源、

石油、土、天然ガス、化学物質、宝石、鉱石そしてその他の天然資源に対する権利のこと

である。 

 

決定Ⅳ 指導と管理 

 許可所有者による育成のための森林木材資源利用事業の物理的活動とその実施にかかわ
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る管理運営、および書類作成まで、中央政府と地方政府はその指導と管理を行う。 

 

決定Ⅴ 禁止事項／罰則 

1．禁止事項 

 有効な法令、人工林における森林木材資源利用事業許可、そしてその補足書に明記され

ている条件／義務に従わなかったり、果たさないこと。 

2．罰則 

 本決定に定められていることに違反した場合、有効な法令に従って罰が科せられる。 

 

決定Ⅵ 人工林における森林木材資源利用事業許可の取り消し 

A. 人工林における森林木材資源利用事業許可が取り消された後の許可所有者の義務 

 人工林における森林木材資源利用事業許可の取り消しに際して、許可所有者は以下の義

務を負う。 

 1．人工林における森林木材資源利用事業許可費と森林資源コミッション（PSDH）をす

べて支払う。 

 2．人工林における森林木材資源利用事業の取り消しのために、中央政府と地方政府が定

めた事項をすべて行う。 

 

B. 人工林における森林木材資源利用事業許可が取り消された場合 

 有効期間あるいはその延長期間の終了、あるいは有効期限以前に返上された場合、ある

いは林業大臣によって取り消された場合、以下のようにする。 

 1．中央政府と地方政府より定められた支払い義務と、その他の義務を履行する。 

 2．有効な決定に定められたところに従い、許可の終了にともなう規定事項をすべて履行

する。 

 3．事業地域において建設した設備（通路、橋、ダム、埠頭、ベースキャンプ、倉庫、事

務所、温室など）と栽培した植物は国家の所有物となる。 

 4．中央政府と地方政府は、許可所有者の第三者に対する義務に責任を負わない。 

 5．人工林における森林木材資源利用事業許可が与えられた森林地域は国に返還される。 

 6．人工林における森林木材資源利用事業許可の所有者は、森林での事業に関係するすべ

てのネガフィルム、地図、土地測量図などを林業省に無償で提供しなければならない。 



写真 

   
スハルト大統領記念植林 10 年生 A. mangium       Finnantara 社植林地 A.mangium 植栽後 6 カ月  

   
Finnantara 社植林地内 林道                    Finnantara 社 山土場  

   
Finnantara 社 フォワーダによる集材              Finnantara 社 グラップルソーによる玉切り、巻立て 



    
Finnantara 社 原木運搬                      Finnantara 社植林地 土壌断面                 

   
カプアス川中流 Mukok でのバージ積み             Kertas Basuki Rahmat 社植林地Ａ．ｍａｎｇｉｕｍ７年生  

    

シンタン県 産業植林対象地（植林木伐採跡地）       クタパン県 産業植林対象地 （雨期には湿地化する）  
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