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第４章

REDD+とグローバル経済
せめぎあう力と政策的選択肢

パブロ・パチェコ、ルイス・プッツェル、クリストフ・オブジンスキー、 

ゲオルグ・シェーンフェルド

•	 グローバリゼーションおよび市場と金融の自由化は、森林を国際貿易と投資の前

に曝しだし、森林の減少・劣化傾向をこれまでよりも悪化させた。

•	 REDD+と競合する主な経済的圧力には、食物、エネルギーおよび金融市場の国際統

合、商品価格の高騰とその変動、農業に対する大規模投資の新たな波などがある。

•	 REDD+によって森林に対する圧力を軽減させるためには、より公平で持続可能な

発展への移行を促すとともに、森林を保全する土地利用方法の選択、森林開発の

奨励策の停止、そして非森林地帯における生産活動の奨励の推進など、需要・供

給両面での対策が必要になる。

4.1 はじめに
増加する人口分の食料を供給し、国際的な繊維およびエネルギーに対する需要を

満たすと同時に、温室効果ガス（GHG）を削減する、という挑戦への注目が高まってき

ている（Kissinger	2011;	Wollenberg	et al.	2011）。本章では、東南アジア、南米、東ア
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フリカの三つの地域における詳細な観察から、現在の貿易や投資に起因して進行する

熱帯地域の森林減少・劣化の全体像と、貿易や投資がREDD+実施の障害となる仕組

みを示す。また、森林保護との両立を可能とする経済成長によって、これらの森林減少

および劣化の国際的な促進要因を打ち砕く政策の選択肢を提案する。

本章の議論は次の三つの設問により構成されている。

1.	 熱帯地域においてREDD+の重大な障害となっている、森林を減少・劣化させる主

な経済的要因とその動向はどのようなものか？

2.	 インドネシア、ブラジルのアマゾン地域、東アフリカにおいて、森林減少・劣化を促

す経済的要因の中で、最大の課題となるのはどのような状況か？

3.	 どのような政策的手段が森林に対する悪影響を最も効果的に削減し、それは

REDD+の実施にどのような意味をもつか？

森林減少は歴史的に経済発展、人口の増加、食料・繊維・エネルギーに対する需要

の影響を受けてきた。熱帯地域の森林を含む、土地をめぐる相克を引き起こし、森林

減少・劣化を促進する多数の新しい要因が国際市場や投資と強く結びついた。食料・

繊維・エネルギーおよび金融市場の国際統合の進行、激しい価格変動と商品価格の

高騰、国家間の土地をめぐる相克などがこれらの促進要因に含まれる。これらの要因

は、農地として利用するための森林開発と森林の劣化を招く伐採行為の増加を直接的

また非直接的に促すため、REDD+を通じた炭素排出を抑える活動をより難しいものに

する。それだけでなく、インドネシア、ブラジル・アマゾン、東アフリカにおける事例が示

すように、これらの森林減少・劣化の促進要因による森林への影響の仕方には地域に

より大きな違いがある。

本章ではREDD+を、森林減少・劣化からの炭素排出抑制を第一の目的とする、結果

に応じた利益と保障も含む一連の政策であるという幅広い定義をする（第1章参照）。	

REDD+の実施には多くの要素が影響している。本章では、土地利用変化をもたらし、森

林被覆と森林の質を脅かす、消費国と生産国の両方の市場と公共政策によって形づく

られた、グローバル経済の要因とその動向に焦点を当てる。REDD+政策をより効果的

にするためには、グローバル経済の動態と国レベルの政策的、制度的状況との相互関

係を検討する必要がある。供給側の熱帯発展途上国では、森林保全と食料および燃料

に対する需要者の調和をとり、国の経済開発の方向を変えるため、市場の動機づけや

規制の調整が必要である。また、それに呼応する需要国側の政策措置も必要である。
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4.2 REDD+と競合する経済的要因と傾向
規模の異なる数多くの要因が、森林減少・劣化の動態に影響を与えている。図4.1

は、土地利用の競争を形成しREDD+への示唆をもつ、主なグローバル経済の力と消

費国と生産国両方の経済および環境政策を示す。これらの力は土地および森林利用

を形づくる制度的、政策的とりきめを決める異なる経済的興味を示すため、土地利用

図4.1 REDD+に影響する土地利用の競合を生み出す、消費国・生産国におけるグローバル

経済の圧力および政策の概要

市場

政策

結果

反応

凡例；

消費国の政策

・バイオ燃料供給拡大のための
経済的支援（＋/－）

・持続可能な供給を確保するため
の調達政策（＋）

・安定供給のための海外投資への
支援（－）

生産国の政策
・土地の割当（＋/－）
・農業への支援（＋/－）
・投資政策（＋/－）
・土地利用に関する規則（＋）
・インフラ整備（－）

REDD＋に対する影響の結果
・熱帯林地域での土地を巡る競合

の増加（－）
・REDD＋実施の機会費用の上昇

（－）
・不公平な利益分配をともなう経

済的利益の増加（＋/－）

主要な因果関係を持つ相互作用
非直接的相互作用

（＋） REDD＋に肯定的に作用すると考えられる要因
（－） REDD＋に否定的に作用すると考えられる要因

土地利用を巡る競合を
引き起こす要因

・食物、エネルギー、金融市場の
さらなる統合（＋/－）

・価格上昇、価格変動、および
金融的投機（－）

・農園開発につながる大規模
投資（－）

構造的市場の主な状況
・国際取引の自由化（＋/－）
・国際的な需要拡大および需要内容

の変化（－）
・生産地の変化にともなう多極化
（＋/－）

REDD＋により支援されるべき活動

・供給側：森林保全と森林拡大活動に
対する補償と、非森林地帯での生産
支援

・需要側：認証に連動した調達政策と
責任ある投資政策
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の機会費用を直接的に示す。森林減少・劣化そして炭素の排出を効果的に削減するた

め、REDD+の政策はこれらの力に立ち向かう必要がある。

経済と社会の成長に伴う食料および繊維への需要を満たすため、森林に対する人

類の利用圧は非常に大きくなってきた（Lambin	et al.	2003）。8000年前、森林は地球

の半分ほどを覆っていたが、現在では30%となっている（Ball	2001）。この30年間で、

グローバリゼーションと市場の自由化は、先進国と途上国の間だけではなく途上国同

士の間でも、市場の連携と貿易および資金の流れの強化を促進してきた（Khor	2000）。	

後者は、ブラジル、ロシア、インド、中国（BRIC）のような、新興経済圏の影響を大きく受

けた消費需要の増大にともなう、食料、エネルギー、そして工業原料への需要の着実

な世界的拡大という背景のもとで発生した（Tilman et al.	 2011）。さらに先進国から、

新興経済圏（特にアジア）への工業生産の移転は、グローバル経済システムの多様

化と世界的な土地利用に影響する天然資源サプライチェーンの変化を促進してきた

（World	Bank	2011;	Rudel	et al.	2009）。

土地利用変化と、その結果としての森林転換に対するグローバル経済の影響は、

直接的にも間接的にも、国際貿易を媒介した地域間の相互依存によってより大きく

突き動かされるようになっている（Meyfroidt	et al. 2010;	Pfaff	and	Walker	2010）。

ある国における消費の増加は、他国における大きな土地利用変化を引き起こす可能

性がある。土地利用変化は消費国および生産国における政策決定の影響を受ける。	

Box4.1、4.2では、欧州連合（EU）における再生可能エネルギー政策、中国国内におけ

る木材伐採禁止のような、消費国での政策決定の影響を紹介する。土地所有権、農業

への報奨金、投資政策、土地利用規制など生産国における政策事例は第4.3節で、詳

細に論じる。

これまでに述べた、消費国および生産国における政策の相互作用による市場の構

造的な傾向は、現在の土地利用変化の重大な引き金となる三つの国際的動向を生み

出してきた。

•	 ある市場の需要・供給の変化がほかの市場に影響を与えるような、食料、繊維およ

びエネルギー市場の集約化の進行（Roberts	2008;	Naylor	2011）。

•	 一次産品市場の「金融化」と部分的に関係する、食料・農業市場における価格上

昇という傾向の中で起こっている、継続的な国際的価格変動（UNCTAD	2009;			

Falkowski	2011）。

•	 上の二つの傾向に強く関係した、大規模な土地の取得（HLPE	2011;	 Anseeuw et 

al.	2012）。
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Box 4.1 バイオ燃料市場、EUの再生可能エネルギー政策と森林
フランシス・X・ジョンソン

EUの再生可能エネルギー政策（EU-RED）は、2020年までに全ての加盟国の輸送業

において再生可能エネルギーを全体の10%以上利用するという目標を設定した。目標

達成のために利用されるバイオ燃料は、特定の持続可能性基準に沿って生産されたもの

でなければならない。この基準には、生産に利用される地目、温室効果ガス排出削減レ

ベル、森林炭素蓄積量および生物多様性の高い土地をバイオ燃料生産のために開墾す

ることを禁止するといった制約が含まれる。ECによって承認されているバイオ燃料の認

証制度は、バイオ燃料生産を目的とする土地転換を防ぐ条項を含んでいる。

EU-REDは森林減少を直接的な土地利用の変化と位置づけている。しかしながら、

森林減少を引きおこす非直接的な土地利用変化（iLUC）についても検討が必要であ

る。iLUCとは、バイオ燃料生産に起因する物理的・経済的影響による需要増加の結果と

して起こる土地利用の変化である。バイオ燃料の原料をある農地で生産すれば、その分

の食糧生産が世界のどこか別の地域で行われることになる。EU-REDの実施にともなう

iLUCの影響は、再生可能エネルギー政策の一部としてのバイオ燃料開発を促進する施

策において、注意深い検討が必要な点である。しかしながら2011年には、欧州委員会は

iLUCの要因に対処するかどうかの決断を見送った。

多くの研究は、バイオ燃料開発がiLUCによって土地にさらなる利用圧をかけてい

ることを示している（例：Edwards	 et	 al.	 2010）。最近の推定では、EU-REDが実施されな

い場合のベースラインシナリオと比較して、2020年までに520万ヘクタールの農業用

地がEU-REDにより追加的に必要になると示している。この農地拡大のうち11%は疎林

で、30%は閉鎖林の開墾によりなされると見積もられている（Fonseca	et	al.	2010）。

バイオ燃料市場の拡大は、EU諸国への輸出および国内市場の発展という経済的機

会を発展途上国に提供する。熱帯および亜熱帯地域におけるバイオマスの高い生産性

は、EUでバイオ燃料を生産するよりも、土地利用の影響を少なくし、温室効果ガスの排出

量を削減することができるかもしれない。発展途上国におけるバイオ燃料生産への動機

づけは、土地利用変化および温室効果ガスの排出を抑制すると同時に、地方の貧しいコ

ミュニティの生計手段を提供し、農業開発前線を安定させることで、REDD+と連携する可

能性がある（Killeen	et	al.	2011）。ただし、バイオ燃料の認証を支える技術的、資金的、お

よび人的資源が不足しているため、発展途上国は持続可能性基準を満たすための高い

費用負担に直面するであろう（Johnson	et	al.	2012）。
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Box 4.2 中国国内における木材伐採禁止とアフリカ木材への需要

1998年、中国は天然林保護のために自国内での木材伐採禁止を決めた（Liu	and	

Diamond	2005;	Wang et al.	2007;	Laurance	2008）。ほぼ同時期に起きた、アジア通貨

危機が日本やその他の国に資金不足をもたらし、まもなく中国は熱帯産木材および半加

工木材製品の世界最大の消費国となった。中国による消費と東南アジア、アフリカ、南ア

メリカの木材供給がつながったことによって、新しいサプライチェーンが成立した。輸入

木材に対する低い関税と輸入許可取得の免除はこの傾向を促進し、国外からの直接投

資を引き寄せ、結果として、木材の需要を増加させた（Lang	and	Chan	2006）。

中国の木材伐採禁止は1995年から2003年の間に同国内の木材生産量を30%減

少させた（Lang	 and	 Chan	 2006）。このことは森林減少および木材伐採による森林の撹

乱を他国で引き起こすことにつながった（Mayer et al.	2005）。中国における原木と製材

に対する需要増加の影響はアフリカで特に顕著であり、中国への輸出量は全ての先進国

向けの輸出合計量を上回る。アフリカ木材への需要は輸出量の増加だけでなく、木材伐

採を促進するその他の変化も引き起こした。中国による加工木材の輸入量も増加してお

り、先進国がより高度に加工された木材の輸入へと推移していること、中国市場があまり

加工されていない木材を引き続き選好していることを全ての数字が示している。

1991年から2006年にかけての間、ガボンからの最大の木材輸出市場であったフ

ランスへの輸出量は半分に減少した。その一方で、ガボンからの中国への木材輸出量

は、8000%を超えるまで増加した。2006年には、ガボンの木材生産量は、史上最高の年

間250万立方メートルにまで増加した（Terheggen	2010）。このような木材生産量の増加

とさらなる伐採強度の拡大が組み合わさることで、様々な影響が生じる。中国市場は他

の市場に比べて多様な樹種を受け入れている（Putzel	2010;	Terheggen	2010;	Cerutti 

et al.	 2011）。ある森林内で利用可能な樹種が多ければ、伐採面積の拡大は緩やかにな

る。しかし、需要の高さが組み合わさると、より甚大な森林劣化を引き起こす可能性が高

まる。また、輸出国と輸入国がともに違法伐採と木材輸出を制御するようになるまで、より

多くの樹種に対する高い需要が、木材生産のために割り当てられていない森林に対する

利用圧を生み出し、REDD+の実施を困難にする。

これらの傾向は、複雑な相互関係を通して土地に利用圧をかけ、森林に影響する。

農地拡大のための森林減少が、国際的な食料とエネルギーの供給にどれほど貢献し

ているのかという推定には、いまだ議論の余地がある。例えば、主要な熱帯地域にお

いて横断的なリモートセンシングによる分析を行ったGibbsら（2010）は、1980年代お
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よび1990年代に農地に転換された1億ヘクタールの土地のうち、約55%が「手つかず

の」森林を犠牲にしたものであると報告している。一方、Angelsen（2010b）は、国際連

合食糧農業機関（FAO）のデータを基にして、1985年から2004年の間に、森林を減少

させて作られた土地からの農作物および畜産物の生産は世界全体の生産量の10%未

満であるとしている。これらの推計を合わせて考えると、新たな農地の大部分が森林を

犠牲にして造成されているにもかかわらず、森林伐開は増加する世界の食糧供給のほ

んの一部を供給するのみである。世界の人口は2011年現在の70億人から2050年に

は90億人にまで増加すると見積もられており、国際的な食糧・エネルギー需要はさら

に増えていくと予測されている（Royal	Society	2012）。

4.3 土地利用動態を決定する要因の地域ごとの概観
本節では、前節で示した要因と、その傾向が東南アジアのインドネシア、ブラジ

ル・アマゾン、東アフリカという三つの地域における森林減少および劣化とREDD+の

実施に与える影響を吟味する。政治経済的要素とグローバル市場および投資の相互

作用が、森林に対する利用圧を増加もしくは減少させるという影響を強調する。さら

に、REDD+政策のもとでの、成果に応じた支払いシステム（例：ＰＥＳのような枠組み）

の潜在的なコストについて、三つの地域における代替的な土地利用の機会費用を推

計する。最後に、各国が森林破壊に立ち向かうために採用した主要な政策について考

察する。

4.3.1 インドネシアにおける土地利用動態を決める要因
インドネシアでは、政府による生産目標を達成するために、林業、アブラヤシ生

産、食糧生産の大規模なプロジェクトが約1,700万ヘクタールの土地に拡大すると推

測されている。もし石炭の生産量が2025年までに予想通り二倍になれば、300万ヘ

クタールの土地が追加的に必要となる（Bahroeny	2009;	Suparno	and	Afrida	2009;		

Tragistina	2011）。これらの投資から期待される経済的な収益はかなりの額になる。	

例えば、2011年のパルプと紙（40億米ドル）、粗パームオイル（90億米ドル）、石炭

（220億米ドル）の輸出額の合計は350億米ドルで、総輸出額の20%に相当する。

パーム油（食用およびバイオ燃料用）に対する需要の増加は、インドネシアの森

林減少を促す重大な要因であるが（Box4.3）、大規模な土地投資は、国際市場で価

格が上昇傾向にある木材もしくは石炭などの他の生産物を得ることも目的としてい

る（Inamura et al.	 2011）。近年、インドネシアにおいて、石炭採掘は大規模な土地取

得の主要な原因となってきた。石炭生産はここ10年で約4倍に増加し、採掘コンセッ

ションのために占有されている土地は急速に拡大している（Ministry	 of	 Energy	 and	
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Box4.3 インドネシアのアブラヤシ、食糧、バイオ燃料

10年以上前から、インドネシアのアブラヤシ産業は並外れた成長を経験してきた。1990から

2010年の間に、アブラヤシプランテーションのために占有された土地は110万ヘクタールから約

7倍の780万ヘクタールに増加した（Sheil et al.	2009;	Direktorat	Jenderal	Perkebunan	2011）。	

2011年末には、インドネシアの粗パームオイル（CPO）の生産量は、世界全体の45%にあたる

2,360万トンに達した（Slette	and	Wiyono	2011）。CPOとヤシ油製品の輸出は、同国に国際取引で

年間120億米ドル以上の利益をもたらしている（Bahroeny	2009;	World	Bank	2010）。アブラヤシ

産業は、CPOを原料としたバイオ燃料の生産および農村部での重要な雇用創出を通じて、インドネ

シアをエネルギー不足から守る潜在的な鍵とも見られている。

2025年までに世界のヤシ油の需要が二倍になるという予測を受け、インドネシア政府は生産

性の強化と400万ヘクタールの追加的なアブラヤシ農園開発を通じて、次の10年でCPOの生産

量を現在の2,300万トンから倍増させる計画を立てている（Bahroeny	2009;	Suparno	and	Afrida	

2009;	Kongsager	and	Reenberg	2012）。インドネシアでは農園の新規拡大を規制する森林開発

一時停止策（森林モラトリアム）が2011年に発効した。しかし、森林モラトリアムの対象になってい

ない二次林で農園開発が行われるかもしれないという懸念がもたれている（Boucher et al.	2011;	

Colchester	and	Chao	2011）。新しい投資が契約栽培制度により地域コミュニティとの協同で機能

していくと期待されている一方で、その有効性と効果には疑問もある（McCarthy	2010）。

アブラヤシと早生樹産業造林が共に拡大するという予測は、国内の食糧確保への不安を生み

出す（Rusastra et al.	2008;	Basuno	and	Weinberger	2011）。政策立案者は、インドネシアの人口

増加にともなう食糧需要増をまかなうために、次の20年間で少なくとも200万ヘクタールの土地が

新たに必要になると見積もっている（Jakarta	Post	2010）。初期段階の経済指標は、食料のための農

園への投資が広大な面積の森林を対象としていることを示している（Colchester	and	Chao	2011）。

このことは森林に依存して生活をしている人々の収入を減らし、食糧の安全保障を危うくし、抵抗と

衝突をもたらし、さらにインドネシアにおける温室効果ガス排出レベルを引き上げるだろう。

アブラヤシ栽培拡大の悪影響は最小限にとどめることができる。そのために、政策立案者は森

林モラトリアム政策を適切に執行し、新たなアブラヤシ農園が非森林地帯でのみ造成されるように

する必要がある。既に付与されている、相当面積の森林を含む場所における農園の開発権につい

ても、法的な再検討をおこなうべきである。もしそれらの開発権が法的見地から健全であれば、開

発権の適用範囲から森林を除外するために、代替地の提供や税の優遇を行うべきである。同様の

優遇措置は、農園の拡大よりも、既にある農園におけるCPOの生産性強化を支援するために実施

されるべきである。一定以上の炭素蓄積をもつ森林伐開を許さないという項目をもつ持続可能な

パーム油に関する円卓会議（PSPO）認証の広範な適用は特に有益だろう。
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Mineral	Resources	2010;	Tragistina	2011）。石炭採掘コンセッションは現在、カリマン

タン島およびスマトラ島で約500万ヘクタールに適用されている。そして、その約半分

が森林内に位置している。法的には、石炭採掘のために森林伐採が可能なのは、採掘

コンセッションが認められた全土地面積の約20%もしくは100万ヘクタールのみであ

る。ただし、この制限はほとんど遵守されていない。

産業植林も、急速に拡大している。政府は2016年までに新たな産業造林地900

万ヘクタールを造成するため、2006年に新しい政策を発表した。ただし、土地の確保

の問題と小規模土地所有者があまり乗り気でなかったことにより、実施の速度は緩や

かである（Obidzinski	and	Dermawan	2010）。その一方でパルプ市場の見通しが有望

であることから、更なる投資が行われている。2011年4月には、インドネシア林業省が

パルプと産業植林部門への新たな大規模投資を公表した。この投資には、約500万ト

ンの生産可能量をもつ7つの新しいパルプ工場と約200万ヘクタールの産業植林地

の造成が含まれ、総額140億米ドルほどかかる。これらの投資は、大規模な炭素排出

につながるであろう（Koran	Kaltim	2011）。新しい工場に産業植林地からの原料を供

給するという目標も野心的なものである。また、2010年には、既存の紙パルプ工場は、

原料需要の半分を天然林に依存しており、その生産能力を拡大し続けている（IWGFF	

2010）。

REDD+に経済的な競争力をもたせることの難しさは、アブラヤシ農園の経済効果と

比較することで理解できる。アブラヤシは熱帯地域において最も急速に増加している

原料作物であり、インドネシアでは、アブラヤシ農園が毎年40万ヘクタールずつ拡大し

ている（Slette	 and	Wiyono	2011）。アブラヤシ農園の１ヘクタールあたりの正味現在

価値の概算値の多くは、6,000から9,000米ドルに集中し（Butler et al.	2009）、4,000か

ら29,000米ドルと広い幅をもっている（Persson	and	Azar	2009;	World	Bank	2010）。

その一方、同じ面積を森林のまま維持することで、発生する炭素クレジットは614から

994米ドルにすぎない（Butler et al.	2009）。前述の利益計算の中にアブラヤシ農園の

造成時に伐採される木材の価格を含めた場合、この差はさらに広がりおよそ二倍になる

（Fisher et al.	 2011）。プロジェクトベースのREDD+で得られる炭素クレジット価格は、

木材およびアブラヤシの現在価格と利益の合計よりも小さい。しかし、REDD+との相乗

効果をもつ余地は存在しうる。それは特に、既存の農園用地の生産強化を主体とした

ものであっても農園部門の成長が達成された場合や、土地開発権を非森林地帯へと

移動させるために用地の交換が行われた場合、採掘コンセッションにおける森林伐採

の制限が執行された場合などである。
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4.3.2 ブラジル・アマゾン流域における土地利用動態を決定 

する要因
ブラジル・アマゾン流域では2010年までに、約7,500万ヘクタール、もしくは元々

あった森林面積の約18%が減少した（INPE	 2011）。2011年現在、森林減少が起きた

土地の62%にあたる4,460万ヘクタールが牧草地に、森林減少が起きた土地の5%に

あたる350万ヘクタールが耕作地になっており、耕作地の大部分では大豆生産が行わ

れている（EMBRAPA/INPE	 2011）。1970年代の初めから、大規模で広範囲におよぶ

牧場経営の拡大が森林の伐開に関係してきた（Margulis	 2004）。2000年代の初めか

らは、大豆の生産を主とする、大規模で資本集約的な農業が拡大してきた（Nepstad 

et al.	 2006）。大面積の天然林において、農業に先駆けて択伐施業が頻繁に行われた	

（Chomitz et al.	 2007）。森林減少速度は2004年に年間270万ヘクタールのピークを

迎え、その後徐々に減少し、2010年には年間70万ヘクタールとなった（INPE	 2011）。

ブラジル・アマゾン流域における森林減少は、この地域を同国の経済開発に統合する

動きと関連し、南部の州と国際市場からの需要や投資と強く連動している（Nepstad et 

al.	2006	Walker et al.	2009）。

牛肉と大豆の国際価格の上昇は生産増加を引きおこした（Box4.4）。為替レート

など、他の要因も輸出の動向に重要な影響をあたえてきた。Richardsら	（2012）は、ブ

ラジルを含めた南アメリカにおける現在の大豆生産量のおよそ約3分の1は、1990年

代後半の現地通貨の切り下げに対する反応であると論じている。反対に、最近の米ド

ルの下落とブラジル・レアルの上昇が国際的な大豆の価格上昇を招いた可能性もあ

る。このように、森林減少は国際価格と為替レートの変動によって増減する傾向がある

（Macedo et al.	2012）。バイオ燃料の供給を拡大させようとする政府の動きもまた、ブ

ラジル産大豆の市場を成長させてきた（de	Andrade	and	Miccolis	2011）。例えば、マ

ト・グロッソで起こった森林減少全体の13～18%は大豆生産によるものであるが、大

半の大豆は他の製品に使われるため、バイオ燃料に使われた大豆生産による森林減

少はその6%を占めるにすぎない（Lima et	al.	2011）。

1990年代後半および2000年代はじめに農産物の価格が高騰した際、アマゾンと

ブラジル全体および国際市場との統合によって、畜産および大豆部門による森林に

対する利用圧が高まった。農業の近代化とアグリビジネスの発展を促進する経済政策

により、この森林減少は加速した（Chomitz	et al.	2007）。さらに、牧畜および商業的農

業の拡大は、大規模な土地所有の分裂を促進したことに加え、投機的目的により、個

人所有者による半ば違法な公有地の占有をも促した（Pacheco	and	Poccard-Chapuis	

2012）。森林減少に対する対応策として、政府は持続可能な発展のための指定区域と

保護区など、多様な保全区分を指定した公有林を拡大した（May	et al.	2011b）。
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Box 4.4. ブラジル・アマゾンの牛肉と大豆

過去において、アマゾンの牛肉生産を目的とする放牧地の拡大は地域の市場と密接につながって

いた。しかし現在では、アマゾンの牧場はブラジルの他の地域や国際市場にまでおよぶ、遠隔地の市場

へと牛肉を供給している（da	Veiga et al.	2004）。人口増加と一人当たりの牛肉消費量の増加に伴って、

牛肉生産は拡大してきた。ブラジルからの牛肉輸出は、1990年の12万3000トンから2008年には140万

トンにまで増加した（FAO	 Statistics	 2012）。2011年には、輸出量の3分の2がロシア、イラン、エジプト、	

中国向けであった。2006年のアマゾン地域の牛肉輸出量はブラジル全体の15.4%のみであったが、こ

の割合は急激に増加している（Pacheco	 and	 Poccard-Chapuis	 2012）。輸出用牛肉の大半はブラジル

の東南部および西中央部からのものであるが、輸出量の増大が国内市場の需給関係に不一致をもたら

し、不足分はアマゾンからの牛肉によってまかなわれている（Kaimowitz et al.	2004）。近年、ブラジルの

牛肉産業では、大企業の参入によりアマゾン地域で食肉処理場の著しい増加が見られる（Smeraldi	and	

May	2009;	Pacheco	and	Poccard-Chapuis	2012）。

ブラジルの大豆生産面積は、1990年から2010年の間に、1,150万ヘクタールから2,330万ヘクター

ルに拡大した。この拡大は、アマゾンの南西の端に位置するマト・グロッソに集中しており（IBGE	2011）、	

2010年時点での大豆生産地は1,040万ヘクタールを占め、その大半がセラード地域にある。この拡大は

安価な土地が使えること、道路の拡大、新しい収穫技術の獲得によってもたらされた（Kaimowitz	and	Smith	

2001）。法人化された貿易業者（例：Archer	 Daniels	 Midland	 and	 Louis	 Dreyfus）と大規模なブラジルの

民間企業（Grupo	 Maggi）の出現は、同地域と国際市場を結びつけるのに貢献した（Baker	 2004）。ブラジ

ルにとって国内市場も重要ではあるが、増加した生産量のかなりの部分が輸出に充てられた。大豆の

70%はブラジル国内で加工され、残りは輸出される。大豆粕の47%と大豆油の60%はブラジル国内で消

費される。2011年には、ブラジルの大豆輸出量の67%は中国向けで、大豆粕の69%はEU向けであった

（COMTRADE	2012）。2001から2004年にかけて増加した大豆生産量のうち約23%は、森林を転換し

た土地で生産され、残りは既存の牧草地の転換でまかなわれた（Morton et al.	2006）。大豆生産の拡大

は畜産業を森林の周辺地域へと追いやり（Barona et al.	2010;	Arma et al.	2011）、バイオ燃料への需要

拡大はこの動きを増長した（Lapola	et al.	2010）。

Pacheco	and	Poccard-Chapuis（2012）は、いくつかの政策メカニズムが大規模な放牧場の拡大を制

限し、開拓前線を止める助けとなるとして、次の4つの政策の提言を行った。	1）公共地に対する保護林

と生産林指定（このことは、すでに公共林に牧畜経営が拡大していくことを効果的に中止させている）。	

2）経済的・生態的なゾーニングによって規定された土地利用の制限（このことは近年、放牧場の拡大を

効果的に抑制することが証明されている）。	3）十分な経済的インセンティブの付与による既存の畜産業

の強化。	4）アマゾン河流域外での畜産業の促進（ただしこの方法は、著しい森林減少の圧力にさらされ

ているセラードの生態系に、問題を移転させることになるだろう）。これらの政策は、環境法を遵守し、よ

り持続可能な生産方法を用いた、牛肉生産の認証制度と組み合わせることが可能である。政策的選択

肢の	1）と	2）は大豆産業の拡大にも適用できる。さらに、2006年に導入された大豆生産のモラトリアム

は、森林内に大豆生産目的の開拓が拡大するのを抑止するのに有益である（Rudorff et al.	2011）。
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2000年代半ばからは森林減少率は低下している。環境法の執行強化、農産物の

価格変動に加え、マト・グロッソでの大豆生産一時停止、ブラジル南部のスーパーマー

ケットによる違法に森林を開墾された土地で生産された牛肉の販売禁止など、森林減

少抑制のための民間主導の活動および社会運動の圧力などのいくつかの要因が、こ

の傾向を引きおこした（Hecht	2012）。2005年から2009年にかけての環境法のより

厳重な執行により、森林減少が危惧されていた土地の約半分が守られた（Assunção	

and	Gandour	2012）。

アマゾン地域におけるREDD+実施の可能性に関する分析は、ブラジル・アマゾン

の畜産経営の拡大などによる森林転換は、1ヘクタールあたりの利益が少ないため、

カーボン・オフセットにより補償することができることを示している。Börnerら（2010）

は、2009から2018年の間に失われると予想されていた森林の約半分にあたる1,250

万ヘクタールの転換により得られる純益は、現在の自主的な炭素市場における、一

時的な炭素クレジットの価格を想定した支払いによって補償できると示唆している。

ただし、後者の例では、牛肉の生産性と利益が年を追って上昇してきたため、森林減

少をもたらす土地利用の機会費用が上昇している、という事実が考慮されていない

（Pacheco	 and	 Poccard-Chapuis	 2012）。このことは、牧場経営の拡大よりも利益率

が高い大豆生産の拡大のための森林減少にも当てはまる。大豆生産拡大の天然林

に対する直接的な圧力は低いにも関わらず、森林転換を間接的に引き起こしている

（Lapola	et al.	2010;	Arima et al.	2011）。

農業組合、小規模土地所有者、地主など、多様な関係者の要求と関心に影響を与

え、森林減少・劣化を防ぐには、法執行と経済的動機づけの組み合わせによって、ブ

ラジルのアマゾンの「森林開発前線を効果的に閉鎖する」ことが必要である。様々な

ニーズを持った別々の関係者が多様な方法で土地を利用している場合には、コスト

上の効果と公平さを同時にもたらす、「フリーサイズ」のREDD+実施手法はありえない

（Pacheco	et al.	2011）。

4.3.3 東部アフリカにおける土地利用動態を決定する要因
東部アフリカは、アフリカ大陸の中でも最も高い年1%を超える森林減少に直面し

ている（FAO	 2010）。森林減少は特にエチオピア、ケニア、マダガスカルで激化してい

る。半乾燥地帯における農業の拡大、木材伐採、木炭生産、過放牧が森林減少の原因

と考えられている（Bishaw	2001;	FAO	2003;	Olson	et al.	2004;	Tabor et al.	2010）。サ

ブサハラ・アフリカ諸国での、農業生産量の増加は、土地の効果的な利用よりも、土地

開墾の拡大の影響の方が強い（FAO	 2003）。森林の小規模農地への転換は、人口増

加の影響を受けており、アフリカの土地利用変化のうちの約60%を占める（Chomitz	et 

al.	2007）。さらに、都市部のエネルギー消費の80%を占める木炭の生産もまた森林減

少に影響を与えている（UN	DESA	2004）。
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国際市場の影響力は土地利用を巡る競争をより激化させる。例えば、東部アフリカ

で豊かな森林をもつタンザニアでは、残存する森林が減少しているにもかかわらず、

主にインドおよび中国の市場に向けた輸出用木材の量が、2000年から2010年の10

年間に約1300%の急増をみた。Milledgeら（2007）は、タンザニアの海岸部の主要な

伐採地域では、主に汚職と脆弱な森林法執行が原因で、高額で取引される樹種の77

から96%が違法に伐採されたと推定している。国際的な需要が高まる一方で、社会イ

ンフラの整備によって森林へのアクセスが容易になったことは、違法な木材伐採を可

能にした重大な要因であるとされている（Tabor et al.	2010）。似たような状況は隣国の

モザンビークでも見受けられる（MacKenzie	2006）。

またさらに、近年のアフリカの土地を巡る競争の結果(Box4.5)、森林と農地の大部

分が単一作物のプランテーションに転換される恐れがある。サブサハラ・アフリカ諸国

では、生態学的に農業に適した土地が安価で利用できるため、大規模な農地開発の

有望な投資先となってきた。いくつかの研究によれば、2000年代の初めから世界中の

土地投資の3分の2以上がこの地域に向けられてきた（Deininger	and	Byerlee	2011;		

HLPE	2011;	Anseeuw et al.	2012）。このことは、世界の一次生産物市場の「金融化」と

農地への投資向け基金の増加に付随して起きることであり、将来の高い収益に対して

投機するという金融機関の役割を実証している（Merian	Research	and	CRBM	2010;		

Knopfel	2011）。REDD+ホスト国に対して潜在的な経済的利益をもつものの、これらの

投資の流れは森林保全と真っ向から対立する。エチオピア、ケニア、タンザニア、ウガン

ダの投資家が入手する商業プランテーション用地はさらに拡大し、森林に損害を与え

ると予測されている（WWF	2009;	Mortimer	2011）。

これらの投資は海外直接投資（FDI）を優遇するホスト国内の政治経済によって

可能になっている。サトウキビやアブラヤシなどの農産物の正味現在価値を考慮する

と、REDD+の機会費用は高くなる（Butler et al.	2009;	Persson	and	Azar	2010）。また、

海外直接投資の農業部門への流れがREDD+の経済的な実行可能性を脅かす。さらに

コーヒー、茶、綿、丁字などの国内の換金作物に対する大きな経済的依存は、森林減少

を抑制するための努力をさらに妨げるであろう。例えばエチオピア、マダガスカル、タン

ザニアでは、農業部門の利益が輸出利益の80%以上を占めている。近年台頭してきた

巨大経済圏から東部アフリカの換金作物に対する需要の急激な増加、国内の加工能

力の上昇、技術移転、そして小農の国際市場への参入手段の改善などによって、海外

直接投資の流れが新しい農業に対する付加価値を与えるという期待が高い。そのた

め、農業の拡大を規制する考えが、長期にわたって政治的支持を得ることはありえな

いだろう。
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Box 4.5 サブサハラ・アフリカ諸国のバイオ燃料、食糧の価格、および土地への投資

サブサハラ・アフリカ諸国（SSA）では、大規模な農地の獲得が顕著に進行している。規模、

分布、および間接的な促進要因については、信頼、立証できる証拠は未だ乏しい。これらの

情報の欠落を補うため、Schoneveld（2011）は2,000ヘクタールを超える353の大規模な農

園事業が、2005から2011年の間に設立されたことを明らかにした。この分析はSSAの32カ

国、1,810万ヘクタールの地域にまたがり、農業および林業のプランテーションの事業を対象

にしている。32ヶ国中7カ国（ザンビア、ガーナ、マダガスカル、モザンビーク、エチオピア、南ス

ーダン、リベリア）で確保された土地は、用地の確保がされた全面積の3分の2を占めるという、

局地的な集中が観察された。エチオピアとガーナでは、これらの土地の獲得が社会的、環境的

に価値のある土地利用との競合を引き起こす恐れが非常に高く、2005年以降、エチオピアで

は43%、ガーナでは62%の最適かつ「使用可能」な土地が、投資家に譲渡された。これらの脅威

は、投資に関する規制の執行の弱さにより進行し、占有された土地のほとんどは慣習的な所有

地であった。

農業生態学的に適した土地が豊富であること、および低い価格で土地を賃借できること	

（概して、マレーシアやインドネシアなどの強力なプランテーション農業部門を有する他国の

5%未満）から、SSAは魅力的な投資対象となっている。アフリカの農地へのかつてないほどの

投資の殺到は、外生的な要因によっても進行した。まず、先進工業国内での混合バイオ燃料の

使用を促進する政策が、バイオ燃料の安定した市場を保障した。結果として生じた経済的な機

会は、ジャトロファ（Jatropha Curcas L.）やサトウキビのようなバイオ燃料の原料を生産するた

めの広大な土地を入手する権利を、投資家が模索する後押しをした。SSAにおいて獲得された

土地の53%以上がヨーロッパと北アメリカの参入者によって入手され、そのうちの71%の土地

はバイオ燃料の原料供給のために獲得された。

2つ目の促進要因は、2007年から2008年にかけての国際的な食料価格の上昇である。	

このことは、食料の高い価格と供給不足によって生じる利益を期待する者と、半官半民および

政府系の投資信託会社のような、国内の食料価格の変動を抑制するという政策的目標に密接

に関わる者という、2種類の投資家を生み出した。彼らが進める食料生産事業は、耕作に適した

土地が限られていて、国内での農地拡大可能性が抑制されている発展途上国によって導入さ

れる傾向にある。そのため、東南アジアのアブラヤシの生産者と南アジアの主要作物の生産者

は特に突出している。世界で二番目に大きい土地投資対象のアジアは、農地開発のため占有

された土地の21%を占め、そのうち78%が食料生産のために使われている。これらの観察は、

国境を越えた投資の流れと国内政策がどれほど強力に市場の状態に影響を与えるかというこ

とを強調している。このようなことから、需要と供給の両側からの規制が求められている。
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4.4 政策的選択肢の模索：REDD+への示唆
長期にわたる人口増加、消費需要の拡大、および近年の生産・貿易・技術の国

際化が、現在の熱帯諸国における森林減少・劣化の動向を理解するための鍵であ

る。REDD+が効果的に作用するためには、これらの要因が森林に及ぼす影響への対

策に取組み、地域によって挙動が異なる経済的な森林減少要因と、消費国と生産国の

両方の政策を改善する必要がある。一般的には、これらの経済要因は、食糧、繊維、お

よびエネルギーに対する需要の高まりとともに、土地への利用圧を増加させてきた。

特に熱帯地域では、直接的にも間接的にも森林に利用圧をかけてきている。したがっ

て、REDD+の政策目標を達成するためには、森林に対する利用圧を削減しながら、経

済成長を支援するという道筋が適用されなければならない。

PESによる経済的オフセットもしくは炭素市場は、期待される資金の大きさとその資

金による強制力が不安定なため、REDD+の機会費用をまかなえるかどうかは楽観でき

ない。生産国における効果的な法執行、所有権する明確化、土地利用計画、そして社会

インフラを整備のための規則および制度が重要であるという認識が高まっている。

森林減少を引きおこす経済活動の利益が小さい場合、市場に基づく森林減少削

減手法はある程度の成果をあげるだろう。ただし、生産国における国家レベルでの規

制手法も、多様な土地利用とそれに関連する経済的な利益を再調整するために、依然

として必要である。消費国における改善された規制も、自主的認証のような政府ではな

く民間の活動家の行動を推奨し、森林への利用圧を減らすため持続可能な供給源か

ら生産された商品の消費を促すことができるであろう。市場ベースの取組みと政策規

制の公平な実施は、生産国でも消費国でも十分に吟味されるべきである。

REDD+の政策は、経済成長と森林保全とが調和した発展に貢献することを目指し

ているが、大きな課題に直面している。これらの課題を解決するため、国家の規則と民

間の活動家による行動の組み合わせが、国際的にもまた国内的にも必要である。森林

減少・劣化をより効果的に削減するため、これらの政治的行動は需要と供給の両面に

おいて実施される必要がある。これらの行動はREDD+実施活動の一部であると認識さ

れるべきであると同時に、より持続可能で包括的な事業形態と政策を支援する、炭素

排出削減を第一目標とするまったく新しい枠組みの適用が求められている。

供給側では、	1）森林保全および森林拡大活動に対する適正な補償の提供、	2）環

境的価値の高い地域での森林伐採に対する経済的動機をなくすこと、	3）農業の強化

と小農に対するより大きな支援の一環として、荒廃地を含む非森林地帯における生

産の向上に対する経済的動機付けを行うこと、などの経済的、社会的、技術的観点か

ら土地の最大限の利用を促進することが政策活動に含まれるであろう。これらの目
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的を達成するために、様々な政策の組み合わせが適用されるべきである（Angelsen	

2010b）。一方、例えば土地所有権の再構築および新しい未開拓地での社会インフラ

整備を実施しないことによって、大規模な農業から生じるはずの土地収益を減らすこ

とができる。さらにもう一方では、地方の森林利用者による森林管理の努力に対する

支援およびPESの枠組みを通じた市場での取組みの促進によって、森林における限定

的もしくは保護的な活動から生じた土地収益を増加させることができる。

しかしながら、供給側の対策のみでは森林への利用圧に十分に対処できない。	

需要側の問題についても対処する必要がある。多くの政策活動が主要な消費国で実

施されるべきである。国際貿易と消費を形成する役割が強まった新興国は消費国に含

まれて当然である。持続可能な商品を調達する政策を支援する規則の適用を含むこ

れらの活動は、自主的な認証制度とつながり、国際貿易をゆがめている障壁を取り除

く可能性がある。さらに、政府および民間の関係者は、投資家の説明責任を強化する

ために合理的な投資政策を適用し、民間および公的な金融体制を活性化させる必要

がある。

この章で議論してきた政策的選択肢は、REDD+が森林への圧力を減らすだけでな

く、温室効果ガスの排出削減と食糧およびエネルギーの供給を両立させ、より持続可

能で公平な経済発展を促進する、広範な制度的枠組みの一部として再認識される必

要があると示唆している。国家および民間の活動家の取組みを結びつけるのはもちろ

んのこと、ガバナンスを強化し、貿易および投資の影響を軽減する政策は、消費と供給

の両面から、生産国と消費国両方による努力が必要である。これらの努力は、気候変

動の文脈において、経済成長、貧困削減、森林保全という目標を統合する、経済の変質

の大きな過程の一部ととらえるべきである。

（訳　岩永	青史）


