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F o r e s t  P e r s p e c t i v e s  

早生樹林業：神話と現実（Fast-Wood Forestry – Myths and Realities）は、早生樹林業

に対する肯定的ならびに否定的な主張を総合的に分析したものである。本書は、作

り話から事実を、憶測から科学を、誤った情報から真実をより分けている。環境保護

論者はしばしば早生樹林業の悪影響を誇張して主張してきた。一方で植林企業は、

これまで早生樹林業が実際に環境や地域社会に与えてきた悪影響を過少に評価し

てきた。本書は早生樹林業が生物多様性、土壌および水資源に与える影響を詳細

に検証している。また早生樹林業が地域社会に雇用、社会基盤整備そして富といっ

たさまざまな社会的利益をもたらすという、植林企業の主張にも分析を加える。さら

に、早生樹林産業を振興するため、国や国際開発機関が実施する補助金および奨

励策の利点と問題点について検討する。本書は、早生樹産業の環境および社会的

な役割をいかに改善すべきかの一連の提案を結論として提示している。総合的で信

頼でき、しかも生きいきと平易な文章で書かれた同書は、環境保護論者から植林擁

護論者まで、学界からNGOまで、そして政策決定者から資源利用立案者まで、開発

問題に興味をもつ全ての人々の期待に応えるだろう。

Forest Perspectives シリーズの各書は、重要な森林問題に関する論議や論争を促進

するために出版されている。これらの出版物は国際社会における対話と情報の交換

を助けるためにCIFORから出版されている。これら出版物のPDF版がCIFORのウェッ

ブサイト（www.cifor.cgiar.org）からダウンロードできる。
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国際林業研究センター（Center for International Forestry Research: CIFOR）は、森

林減少及び森林劣化の社会的、経済的、環境的影響に対する世界的な懸念の

高まりをうけ、国際農業研究協議グループの一機関として1993年に設立された。

CIFORは、森林に依存して暮らす人々の福祉を向上させ、また、熱帯諸国が将来

にわたって森林資源から便益を受けることができるよう、適切な情報と森林管理手

法を提供することを目的に研究活動を実施している。 CIFORは数百にのぼる研究

パートナーと協力し24ヵ国以上で研究を行い、その設立以来、世界レベル・国家レ

ベルでの森林政策の改善のための提言を行う役を担っている。

ドナー

CIFORは、国家政府機関、国際開発機関、民間財団、地域組織機関などから、活

動資金供与を受けています。2004年にCIFORは次の組織・機関から活動資金の供

与を受けました。Australia, African Wildlife Foundation (AWF), Asian Development 

Bank (ADB), Belgium, Brazil, Canada, Carrefour, China, CIRAD, Conservation 

International Foundation (CIF), European Commission, Finland, Food and Agricul-

ture Organization of the United Nations (FAO), Ford Foundation, France, German 

Agency for Technical Cooperation (GTZ), German Federal Ministry for Economic 

Cooperation and Development (BMZ), Indonesia, International Development Research 

Centre (IDRC), International Fund for Agricultural Development (IFAD), Innovative 

Resource Management (IRM), International Tropical Timber Organization (ITTO), 

Italy, Japan, Korea, Netherlands, Norway, Organisation Africaine du Bois (OAB), 

Overseas Development Institute (ODI), Peruvian Institute for Natural Renewable 

Resources (INRENA), Philippines, Sweden, Swedish University of Agricultural 

Sciences (SLU), Switzerland, The Overbrook Foundation, The Nature Conservancy 

(TNC), Tropical Forest Foundation, United States, United Kingdom, United Nations 

Environment Programme (UNEP), Waseda University, World Bank, World Resources 

Institute (WRI), World Wide Fund for Nature (WWF).
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CIFORと日本 

CIFORの活動は日本の政府開発援助（ODA）によって支援されています。

ODAによる活動資金の拠出に加え、日本人理事によるCIFORの意思決定への

参加、派遣研究者による研究プロジェクトの実施等がなされています。 

CIFORは、持続可能な森林経営の実現を目的にヨハネスブルグ・サミット

（WSSD）のタイプ2プロジェクトとして日本政府とインドネシア政府が立ち上げ

たアジア森林パートナーシップ（AFP）の事務局として情報の公開と共有に貢

献していることをはじめ、日本の国際協力と連携をとった活動を実施していま

す。AFPホームページ http://www.asiaforests.org/

CIFORは、平成15年よりインドネシア林業省研究開発庁との共同研究の実施および成果

普及に当たる青年海外協力隊隊員を受け入れていること、また日本人大学院生をインター

ンとして受け入れていること等、日本人若手研究者の人材育成にも力を注いでいます。日本

との協力関係をさらに強化することにより、熱帯林の持続的利用と熱帯林に依存して暮らす

人々の生活の向上に貢献できるようになることを期待しています。
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Authors’ Preface 
for the Japanese Translation

We are delighted that Fast-Wood Forestry—Myths and Realities has been translated into 

Japanese. The issues discussed in this publication are very relevant to Japan. Being a 

sophisticated country with a high standard of living, Japan is a significant consumer of 

many products made with raw material from fast-wood plantations, including pulpwood, 

paper and plywood. Nearly all this material is sourced from plantations outside Japan, 

and it is important that Japanese retailers and the Japanese public understand the complex 

issues and sensitivities raised by this sort of forestry. This is a highly controversial subject, 

and has led to bitter debates between environmentalists on one hand and plantation 

companies and their supporters on the other. Neither side has a monopoly on the truth, 

and in this book we seek to provide an objective view of the problems associated with 

fast-wood plantations, as well as their virtues. 

We are extremely grateful to the large number of people who played a part in the production 

of the Japanese version of Fast-Wood Forestry. We are particularly gratified that the 

students who decided to translate this book - Seiko Arai, Junpei Toriyama, Shinji Hara, 

Reiko Hiramatsu, Maki Fukushima, Yukiko Mukai and Naoki Yashiro - did so of their own 

accord. The Japanese translation was corrected and proof-read by Professor Seiichi Ohta 

and Dr. Takeshi Toma. Editorial assistance was provided by Hiroaki Kuramitsu, Kumiko 

Shimamoto and Hideyuki Kubo. Layout was by Gideon Suharyanto.  The printing cost 

for the Japanese translation was provided by the Japan Paper Association and the Japan 

Overseas Plantation Center for Pulpwood.  During the translation process, the entire project 

was jointly overseen by Dr Toma, based at the Center for International Forestry Research 

(CIFOR), in Indonesia, and Professor Ohta at the Kyoto University in Japan.  Our thanks 

go to all of them for the splendid job they have done.

Christian Cossalter & Charlie Pye-Smith

Bogor, Indonesia, 2005
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日本語版前書き

私達は、「早生樹林業：神話と事実」が日本語に翻訳されたことについて大いに感

激しています。同書で検討されている議論は、日本にとっても大変関係の深いもので

す。先進国の一つとして高い生活水準をもつ日本は、パルプ材、紙および合板など

原材料が早生樹植林地から得られた様々な製品を大量に消費しています。これらの

製品の多くは日本国外の植林地から生産されているため、日本の販売業者や国民は

早生樹林業のもたらす繊細かつ複雑な問題を理解することが大切です。早生樹植林

は賛否両論の問題で、環境保護論者と植林企業およびその賛成者の間に激しい論

争を招いています。どちら側も真実を独占することはできません。私達は、同書を通じ

て早生樹植林に関する問題と長所の両方を客観的な視点より描くことを目指します。

私達は、Fast-wood日本語版の出版に参画して下さった方々に感謝の意を表しま

す。荒井聖子さん、鳥山淳平さん、原真司さん、平松玲子さん、福島万紀さん、向井由

紀子さん、屋代直樹さんという学生達が自発的に翻訳してくれたことに、特に喜びを感

じています。添削および監訳は太田誠一教授および藤間剛研究員、編集協力は倉光

宏明さん、島本久美子さん、久保英之さん、そして本書のレイアウトはギデオン・スハル

ヤントさんによってなされました。日本語版の印刷費は、日本製紙連合会と社団法人海

外産業植林センターに補助いただきました。藤間研究員はインドネシアにある国際林業

研究センター（ＣＩＦＯＲ）で、太田教授は京都大学で翻訳作業全般を共同して進められ

ました。私達は同出版プロジェクトに関わった全ての方々に感謝します。

クリスチャン・コサルター、チャーリー・パイスミス

2005年、ボゴール、インドネシア

（訳：倉光）
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前書き

世界中で毎年、約100万haずつ早生樹植林地の面積が増加している。ユーカリ、ア

カシア、マツ、ポプラによる大面積植林は、特に発展途上国で激しい議論を引き起こ

している。植林地が環境破壊や小農の立ち退きを余儀なくさせるという批判がある。植

林は天然林の保護を助け経済発展を促すという主張もある。多くの人々は、何を信じ

ていいかわからないのが現状である。

森林に関わる4つの主要な国際組織として私達は、広い知見に基づいた論議を促

進する任務を担っている。Christian ClossalterとCharlie Pye-Smith著、「早生樹林業：

神話と事実（Fast-Wood Forestry – Myths and Realities）」は、上の議論に大いに貢献

すると信じる。本書は、早生樹植林に関する最新かつ確かで偏りのない報告である。

様々な専門分野の30人を越える世界の先導的専門家が本書を査読し、詳細に論評

を行った。査読にかかわった人がすべて、本書の内容に賛同しているわけではない

が、本書は専門家達が共通して持つ認識を反映しているといえる。

紙およびその他木材製品の急激な需要増加に伴い、早生樹植林地は今後もある

程度は造成が続くだろう。本書は専門家にとっても門外漢にとっても有益であると信

じる。良い政策の立案には確固とした証拠が必要である。本書は早生樹植林につい

て、今日までに知り得たすべて知見を要約している。まだ不明なことも多くあり、また早

生樹植林については異なる意見もあるが、本書は植林の真実を知りたいと思う人が必

ず通る出発点となるものと信じる。

David Kaimowitz Claude Martin  Achim Steiner Michael Jenkins 
Director General  Director General Director General President
CIFOR WWF International IUCN Forest Trends

（訳：倉光）
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植林地は様々な理由で造成され、樹種構

成や林分構造そして管理の強度も異なっ

ている。ここで我々は、「早生樹」植林に

注目することにする。早生樹植林は、強

度に管理された商業植林で、あるブロッ

クには単一の樹種が植栽され、高い成長

速度（年平均成長速度15m3ha-1以上）で

工業用の丸太材が生産され、そして植栽

から20年以内に収穫される。早生樹植林

地は、企業による大規模団地のこともある

し、多数の小規模経営者が保持する小、

中規模の土地の集合体のこともある。

４年生ユーカリ交配種植栽地、Pointe-Noire, Congo
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植林地を造成するという事は称賛に値する行為のように聞こえる。森林が多くの長

所をもっているからである。森林は水と太陽光と二酸化炭素を、酸素と木材に変換し、

水循環を調整し、急斜面を浸食から守り、洪水を防ぐということがよく言われる。森林

はまた、無数の生物や微生物に住処を提供し、そして何億人という人々が森林から得

られる木材、燃材、果物、木の実、樹脂、他の様々な産物に依存している。樹木を植

えることは無条件に良いことのように見える。

しかし、本当にそうだろうか？　近年、特に発展途上地域において大規模早生樹植

林地をめぐって多くの議論が繰り広げられている。「早生樹」植林地に批判的な人々

の中には環境保護論者が含まれ、かれらは植林地が天然林に取って替わることで、

野生動物、水資源、土壌、さらには地域社会に悪影響を及ぼすと主張している。また

以前は地域社会の住民に生活の糧と収入をもたらしていた土地を植林地が奪いつつ

あると訴えている。さらに植林地造成が公的資金の使い道として妥当かどうかという点

についても議論が分かれている。

早生樹を巡る論争はブラジルとインドネシアを除く国々では、政府、植林地所有者

ならびにパルプ企業と小農の対立を招いている。特にチリ、インド、ポルトガル、タイで

は環境保護団体による抗議デモが活発で通りに繰り出した事もあり、非常に激しくな

っている。こうした事態のために開発機関はその方針の再検討を余儀なくされており、

いくつかの国では当局と地元社会の間で武力衝突が発生したケースもある。特に早

生樹植林地が重要な土地利用となっている地域では、この事が大きな問題となって

いる。

早生樹植林がかくも急速に拡大しつつあるのは驚くに値しない。人口増加と、木

材、紙のように木材に由来する製品の一人当たりの消費―特に都市部居住者による

消費―の恒常的な増加が、早生樹植林などから生産される木材の需要を増加させて

いるのである。木質繊維パネルや紙など早生樹材生産物の国際取引も恒常的に増

加しており、いまではブラジルやチリで生産された紙の多くが発展途上国の市場に輸

出されている。また、特に発展途上国における所得増と人口増加は、耕作地や放牧

地を拡大させ、広大な天然林を消失させている。産業界と政府が、急増する木材需

要に対して早生樹植林によって応えようとしてきたのは必然であった。

はじめに
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過去半世紀の間に、産業に木材を供給するための植林が大きなビジネスとなり、

早生樹植林地が比較的少数の先進国、発展途上国で特に急速に拡大した。約30年

前、ブラジルは南アメリカで大規模な早生樹植林地を造成した最初の国となった。チ

リ、アルゼンチン、ウルグアイがその後に続いた｡現在この4カ国で集約的に管理され

ているパルプ生産を目的とするユーカリ植林地は約200万ｈａに及び、ブラジルはさら

に工業用木炭の生産に特化したユーカリ植林地を200万ｈａ保有している。この30年

間に、ポルトガル、スペインは100万haを越えるパルプ生産用ユーカリ植林地を造成

し、そのうちの3分の2が早生樹植林である。南アメリカと南ヨーロッパで起きたこのよう

な変化とほぼ同じ状況が、この10年間に東南アジア特にインドネシアで見られるように

なっている。現在、インドネシアには100万ｈａを超えるパルプ用植林地があり、そのほ

とんどがアカシアマンギウムである。

現在、全世界でおよそ1千万haの早生樹植林地が存在すると推定されている｡そし

て毎年80万haから120万haずつ増加している。早生樹植林地は当分の間拡大が続く

と考えられる｡ 製紙産業は大量の新しい木質繊維を継続的に必要とし、その大部分を

早生樹植林から得ることになるだろう。近年、紙の再利用が環境保護団体やいくつか

の国家政府で推奨されているが、それだけでは増加する紙の需要に応えきれない。

さらに製鉄業界も鉄を熔融させるため、早生樹材を原料とした大量の木炭を継続的に

必要とするだろう。早生樹植林は南アメリカ、東アジア特に中国で急速に拡大すると

予想される。早生樹植林は我々が好むと好まざるとに関わらず、確実に存在し続ける

ものである。

本書は早生樹植林に対する賛成派と反対派のさまざまな主張を検討している。こ

れは非常に複雑な論題である。樹木の植栽は、優れた土地利用となる場合もそうで

ない場合もある。ある土地では早生のユーカリ植林が野生生物に大きな悪影響を与

え、住民が利用する水資源を減少させてしまう可能性もある。しかし、同じような植林

でも野生生物や水資源にほとんど、あるいは全く害を及ぼさない可能性もある。早生

のマツ類による植林は社会的、経済的に重要な利益をうみだす可能性がある。しか

し土地によっては同種の植林が地元社会に損害を与えるような変化を引き起こすか

もしれない。

早生樹植林が野生生物、水、土壌に及ぼす影響に加え、我々は早生樹植林に賛

同する人々の「早生樹植林は比較的短期間で大量に木質繊維を生産することが可

能なため、天然林への利用圧を軽減させる」という主張についても検討を加える。さ

らに早生樹林業の推進のために公的資金を投入する事の是非についても詳しく検

討する。
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本書の主な目的は作り話から事実を選別し、憶測と科学を分離することである。

科学的な知見が世間一般の認識と異なる例がいくつかあり、それについても言及す

る｡しかし、科学は倫理、政治、社会といった側面を持つ複雑な問題に対して答えを

与えることはできない。むしろ科学は情報を提供するものであり、その情報のみを拠り

所とするのではなく、その情報を適切な決定を下すための補助として活用するために

最大の努力を行わねばならない｡我々は本書が早生樹林業をめぐる論争に建設的に

寄与し、政策決定者の有効な指針となることを望む。

まずは、早生樹とは正確には何を意味するのかを明らかにし、早生樹植林地が他

の植林地とどう違うのかを定義する事が重要である｡植林地には多くの形態、外観が

あり、多様な目的のために造成される。例えば、家畜への避難場所、日陰、飼料提

供、家庭への燃材提供、そして家具や建設産業への木材提供などである｡時には野

生生物保全やレクリエーション目的で造成されることもある。植林地が都会の人々にと

って価値ある貢献をする事さえある｡特に乾燥地帯では雨水や汚水を吸収することで

役立っている。さらに植林地が、小農には飼料を、村民には燃材を、産業には高品質

の木材を提供するといったようにあらゆる役割を果たしている事も多い。

これとは対照的に、早生樹植林地の造成の主目的は、大量の小径丸太を低価格

でできるだけ早く供給することのみにある。そのために、少なくともhaあたり年間15m３

の収量が必要である。植林地からの生産物は多岐にわたるが、大半の植林地はひと

つの機能しか持たない。ある植林地は木材パネルや再構成ボード用の木材を供給

し、また別の植林地は木炭を供給し、少数ではあるが製材用丸太を生産するものもあ

る。早生樹植林の最大の目的は紙の原料であるパルプ用材を供給することにある。

本書では、早生樹植林の代表例であるユーカリ、ポプラ、アカシア、マツの短伐期

の単一樹種植林がもたらす影響について検討する｡これらの植林は、一般的にその

地域での主な土地利用となっているか、あるいは、少なくともそこでの景観を優占して

いる｡これらの植林は、一つの企業が所有する場合や多数の農家が所有する場合も

ある。後者の場合、個人の植林で育成された樹木は大企業に売られることが多い。こ

れらは最も集約的な植林林業であり、また多くの議論の対象となっているものである。

早生樹植林からの木材製品に抵抗してきた主な団体や個人について手短に述べ

る。彼らの議論の全てあるいは一部に同意するとしても、あるいは全く同意しないにし

ても、早生樹植林が人間と自然の双方に与える潜在的な影響について人々が関心を

持っている事は間違いない。

植林反対運動の最前線にいるのはWorld Rainforest Movementである。熱帯地域

の早生樹植林に対して盛んに発言を行っている。そのほかの環境保護団体としては
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Greenpeace、Environmental Investigation Agency、Native forest Network、Rainforest 

Action Networkなどを挙げることができる。自分たち自身では早生樹植林への反対運

動に多くの時間は割かないものの、彼らの主張に共鳴している団体は他にもある｡そ

れらの団体は全て、多かれ少なかれRicardo Carrere、Larry Lohmannらが 「Pulping 

the South」のなかで繰り広げた「土地固有の森林、草原、農耕地、牧草地に外来樹種

が侵入した結果、地域は次々に衰え、環境は劣化し、地元社会には争いが生じるよう

になる 1」という主張に賛同している｡

早生樹植林の推進を目的とした国際的なレベルでのロビー活動はない。しかし国

によっては業界団体が植林を認めるよう政府に働きかけ、早生樹林業に反対する主

張に異議を唱えているところもある｡多くの企業、林務官、学者、開発機関もまた早生

樹植林が社会に有益なものだと信じており、我々は植林への反対運動と同様に根気

よく彼らの主張も検討していこうと考えている｡

（訳：向井）

アカシアマンギウムの苗畑、インドネシア、リアウ州（スマトラ島）
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第１章　植林の歴史

植林という活動は古代にまでさかのぼることができ、数千年にわたり多くの経済的

に重要な樹種が自生地外の広い範囲に植林されてきた｡西暦1900年以前は、人口密

度も低く利用できる天然林が多く存在したため、産業資源として広範囲に植林をおこ

なう必要はなかった。しかし、20世紀の前半にはいくつかの国で天然林の不足が徐々

に危惧されるようになり、西ヨーロッパ、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、南

アフリカなどで植林が盛んに行われはじめた。発展途上国でもインド、チリ、インドネシ

ア、ブラジルなど少数の国で植林が始まった。その後、1950年代には日本や韓国、中

国も大規模な森林再生事業を開始した2。

1960年代には熱帯、亜熱帯地域の多くの国々で大規模植林事業が始められ、

1965年から1980年の間に熱帯で植林にあてられた面積は3倍に増えた。この時

期、国連食料農業機関 (Food and Agriculture Organization of the United Nations: 

FAO)は、技術の普及と植林の促進に重要な役割を果たした。ほとんどの植林は海外

からの資金援助、あるいは低利子の借り入れによって造成された。植林はまた、直接

的な補助金による恩恵を受けることが多く、それら補助金の大半は国家政府機関の

管理下にあるものであった。販売力が脆弱で、植林地と消費者である木材産業の間

に適切なつながりを構築できなかったため、外部からの援助が無くなれば多くの植林

事業は破綻を余儀なくされた。しかし、植林によって覆われた土地は急速に拡大を続

けた。FAOのGlobal Forest Resource Assessment 2002によると、植林地の面積は世界

全体で、1980年の1780万haから1990年の4360万haを経て、2000年には1億8700万

haまで拡大した3。

今日、植林地の3分の1は熱帯地域に、3分の2が温帯地域と北方地域に分布して

いる。植林事業は比較的少数の国に独占されており、それぞれ１千万ha以上の植林

地を保有する5カ国が世界の植林地の65％を占めている。これらの国とは中国、アメリ

カ、ロシア、インド、日本である。しかしこれらの国々が保有する植林地で早生樹植林

と区分されるものはほとんどない。

FAOによると全世界で１年間に新規に植林される面積は450万haと見積もられ、そ

のうちアジアが79％を占め、南アメリカが11％を占めるとされる。1991年から2000年に

かけて民間セクターの参入が増加した結果、早生樹植林地を含む産業目的の植林
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面積は劇的に拡大した。以前は北アメリカ、ヨーロッパ、南アメリカの南部、南アフリ

カ、ニュージーランド、オーストラリアの企業が植林産業の民間投資を独占していた。

しかし、1990年代に入るとアジアの多国籍投資家が主役として台頭しはじめた。

植林地に関する統計の記録方法と、FAOへの報告方法は極めて多様で、比較検

討するのは容易ではない。しかしながら、FAOのGlobal Forest Resource Assessment 

2002は人工林、天然林の両方を含む世界の森林区分の特徴や広がりについて、最も

理解しやすく、役に立つ統計である。同報告では植林を次の3種に分類している。一

つ目は産業植林、これは木材加工産業に木材や木材繊維、また産業用の木炭を供

給する。二つ目は非産業植林、これは地域で消費する燃材を供給し、土壌や水資源

を守るために造成される。三つ目は、目的や最終産物が特定されていないものであ

る。早生樹植林は産業植林に分類される。しかし、FAOの統計では早生樹とそれ以外

の種類の植林の区別を行っていない。

早生樹植林がおこなわれているのは、比較的限られた地域であり、相対的に少数

の国、経営者しか関わっていない。しかし、その割には経済的に重要な位置を占めて

いる。おそらくこのことがFAOによるGlobal Forest Resource Assessment 2002に早生樹

植林地に相当するものが存在しないことの説明になるのだろう。早生樹植林地の所在

地、面積、所有形態、量的ならびに経済的実績に関する情報の多くは、民間の調査

会社が行う市場情報調査や資源調査、実行可能性調査によって把握されている。し

かしほとんどの場合、情報は外部に漏れないようになっている。

しかし、我々は上記調査のいくつかを調べ、現在における早生樹植林地の広がり

の全体像をできるだけ正確に描き出することを試みた。その結果が表1で、主要な形

態ごとに早生樹植林地の特徴を、その面積および分布と共に示した。熱帯あるいは

亜熱帯の樹種を扱っている国はブラジル、インドネシア、中国、インド、南アフリカ、タ

イ、ベトナム、マレーシア、ベネズエラ、スワジランドであり、温帯の樹種を扱うのは中

国、チリ、スペイン、アルゼンチン、ウルグアイ、南アフリカ、オーストラリアである。

データを編集していくと明らかに情報が不明確な地域が2箇所あることに気づく。ひ

とつはブラジルと中国、南アフリカ以外の熱帯・亜熱帯地域に存在する1125万haのユ

ーカリ植林地に関してである。この資源のうちのどれだけが早生樹植林地なのであろ

うか？ インドは一国で800万haのユーカリ植林地を保有するが、このうち大半は、生産

性があまりに低すぎ、早生樹林とは定義できないのだ。二つ目に不明確な地域は中

国のポプラ植林地である。植林地の区画外縁にポプラを植えるのは中国では一般的

な施業法であり、最新（1998年）の全国森林資源調査で報告されている370万haのう

ちどれだけが実際に早生樹で、どれだけが大区画の外側に植えられたポプラなのか

我々にはわからないのである。
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表１．高収量、短伐期植林林業：主要樹種とおもな植栽国

樹種
施業規模での
平均成長速度

(m3/ha/year)

成熟に要する
時間
(年)

早生樹植林
推定面積

(千ha)

主な植栽国
(重要度の高い国順)

Eucalyptus grandisと
ユーカリ交配種(1) 15 – 40 5 – 15 +  3,700

ブラジル、南アフリカ、
ウルグアイ、インド、コンゴ、
ジンバブエ 

その他の熱帯産
ユーカリ(2) 10 – 20 5 – 10 +  1,550

中国、インド、タイ、
ベトナム、マダガスカル、
ミャンマー

温帯産ユーカリ(3) 5 – 18 10 – 15 +  1,900
チリ、ポルトガル、スペイン、
アルゼンチン、ウルグアイ、
南アフリカ、オーストラリア 

熱帯産アカシア(4) 15 – 30 7 – 10 +  1,400
インドネシア、中国、
マレーシア、ベトナム、
インド、フィリピン、タイ 

カリビアマツ(5) 8 – 20 10 – 18 +  300 ベネズエラ 

Pinus patula と 

P. elliottii 
15 – 25 15 – 18 +  100 スワジランド

Gmelina arborea 12 – 35 12 – 20 +  100
コスタリカ、マレーシア、
ソロモン諸島

Paraserianthes 
falcataria 15 – 35 12 – 20 +  200

インドネシア、マレーシア、
フィリピン

ポプラ(6) 11  – 30 7 – 15 +  900
中国、インド、アメリカ、中央
および西ヨーロッパ諸国、
トルコ

(1)　交配種を構成する主な樹種: E. grandis, E. urophylla, E. tereticornis, E. camaldulensis,    
E. pellita.

(2) 主として、E. camaldulensis, E. tereticornis, E. urophylla, E. robusta, E. pellita, E. deglupta.
インド一国で800万haのユーカリ植林地がある(FA0 2001)。著者らの推定では、そのうちの多
くは成長速度が中庸であるため、早生樹とは見なせない。

(3) 特にEucalyptus globulusが多いが、耐霜性をもつ樹種（主にE. nitens）も含まれる。

(4) 特にAcacia mangium しかしA. auriculiformisとA. crassicarpaもある。

(5) 特に Pinus caribaea var. hondurensis. 
(6)  中国の最新の統計では、370万haのポプラ植林地がある。著者らの推定によると、その大半

が列状植栽によるもので、植栽区全体を早生樹植林地と見なすことはできない。
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早生樹植林地の急速な拡大は純粋に経済的理由による。早生樹植林地はより伐

期の長い針葉樹の植林地と比べ、haあたり１年間に1.5～2倍もの木材を生産すること

ができるうえ2～3倍も速い速度で、成熟期に達する。（表2参照）　

パルプや再構成木材製品の原料としてチップやフレークにするための木材を生産

する場合には、生産量が特に問題となる。収量が高ければ高いほど原料コストは下

がる。同じ量の木材を生産するのに必要な土地が少なくなり、それにより土地購入、

生産、運搬などのコストが下がる。また、早生樹木材を利用することにより、企業は最

も生産性の高い土地に投資を集中することが可能となる。生産量が多ければ多いほ

ど低コスト化が可能となるという簡単な方程式が、なぜヨーロッパや他地域の市場が

早生樹植林地で生産された木質繊維類に対する需要を著しく高めてきたのかという

説明に大いに役立つ。つまり早生樹木材は他の木材よりも安価なのである。

材質も重要で、そのかなりの部分は樹木の品種改良の成功に依っている。良質な

早生樹植林地では樹木サイズと形が均一な木材が生産される。このことが安くて効率

のよい収穫につながり、輸送や加工のコストを低く抑えることになる。最終産物に高品

質を求める場合には、特定の性質の均一化が図られることになる。製材用木材の内

部ひずみを低減させたり、パルプ用材の不透明度を高めたりする。

安い土地、低い人件費、樹木の成長速度が潜在的に高いため、熱帯や亜熱帯の

発展途上国は、より冷涼な温帯地域に比べ植林から木材を生産する上で有利な条

件を持っている｡しかし、多くの投資家はこれら以外の条件にも関心があり、これまで

のところ植林への投資は限られた数の途上国に集中している。その中で熱帯、亜熱

帯に位置するのは少数に過ぎない。投資家の中には土地確保に伴うリスク､複雑な投

資を支援できる法律や商取引の条件が欠如していることへの懸念､またインフラの未

整備によって投資を見合わせるものもある。しかし投資家の中には、強力な法律的枠

組みを持ち、経済が比較的開放されており、自由な資本の流れを許容するような国

々に強く惹きつけられるものがいる一方、中には国家が企業の収益性を保障するな

らば、どこででも喜んで事業を行うものもいる4。

表２. 早生樹植林地と長伐期針葉樹植林地の比較例

植林型
施業面積

(千ha)
施業規模での
平均成長速度
(m3/ha/year)

成熟に要する
時間 (年)

年生産量
(m3/年)

早生樹
Aracruz Celulose S.A社

180 43 6.5 - 7
第４伐期（２８年目）

+ 1,000

長伐期針葉樹
ニュージーランドの平均 

1,650 20 25 - 30
第１伐期（２８年目）

+  560
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発展途上国の中でも、早生樹植林地の造成が他の国に比べて明らかに有利な国

がある。それらの国々は時間をかけ、自分たちが持つ優位性を活かして低生産コスト

を実現させ、ますます価格競争力を増しつつあるように見える。しかし、債務返済の負

担が新規参入者の初期段階での生産コストを相対的に引き上げることになる。

本書は早生樹植林とその影響を検討するものである。その詳細を検証する前に、

早生樹植林は集約度から見れば最も極端な例であることを指摘しておかなければな

らない。大規模植林地を生産性の高いものから順に並べれば、早生樹植林のすぐ次

に来るのは製材用木材を20-35年伐期で生産する針葉樹植林である。最も生産性の

高いこのタイプの植林は早生樹植林の2－3倍の面積を占めている。アメリカ南部諸

州だけで、Pinus taeda, P. echinata, P. paluwtris, P. ellottii の4種類の商業用のマツ植

林地が1160万haある。ニュージーランド、チリ、オーストラリア、スペイン、南アフリカに

はPinus radiataが410万haにわたって植林され、南アフリカ、アルゼンチン、ウルグア

イでは、Pinus patula, P.elliotti植林地が130万haを占めている。

この種の植林地は温帯だけでなく熱帯や亜熱帯地域にもみられる。ブラジルには

40万ha のPinus caribaea とP.oocarpaの植林地があり、中国では16の省に中国原産

のモミCunninghamia lanceolataの植林地が875万ha存在している。ブラジル、オースト

ラリア、ジンバブエ、マラウイにはP. ellottii, P. taeda, P. patulaの植林地が約170万ha存

在している。

これら長伐期の針葉樹植林も、大規模な単一種植栽であるため環境保護団体の

批判を免れえない。しかし、これらは早生樹植林に比べれば許容しやすい土地利用

であると一般には認識されている。より長い植栽の歴史があり、地域経済にとって非

常に重要である事が多いという事実が、針葉樹植林が植林の批判者からより寛容な

見方をされるということを多少は説明するだろう。

長伐期の針葉樹植林地の拡大は先進国で特に顕著である｡これには相応の理由

がある｡長い伐期は長い投資期間を意味し、裕福な先進国の方がより貧しい途上国

にくらべて相対的に有利なのである。良い企業ガバナンスとリスク削減という点でも、

温帯地域の先進国は熱帯地域の不安定な発展途上国よりもうまく投資家を惹きつけ

ることができる。より長い伐期はまた、生産する丸太の質を向上させ､その価値を高め

る可能性を持つ。価格でみれば、パルプ材は木材の中で最も低い位置にある。製材

用丸太や合板用丸太はそれよりはるかに高い収益をもたらすため、早生樹植栽者の

中には、より高い価値を生む長伐期による経営に関心を示しすものも出始めている。

これらの長伐期植林は本書の中心的な話題ではないが、いくつかの点には言及

する。早生樹植林に関する問題には、長伐期の針葉樹植林と共通するものがあり、ま

たその発展の初期段階で起きたものがあるからである。
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さまざまな早生樹植林

ブラジルの植林企業Aracruz Celulose SA社が典型的な早生樹植林企業であるのは多くの植林

の専門家が認めるところである。同社はユーカリの成長記録を保持しており､それによれば、平均成

長速度はhaあたり年間43ｍ3で、伐期は6－7年である。三つの地域に18万haのユーカリの植林地

を保有し、さらに2200人の外部の植栽者と契約し3万7千haの農地でパルプ用木材を生産しいる。

2002年、同社は6,100万ｍ３のユーカリ材から1,600万トンのパルプを生産した。

しかしすべての早生樹植林地が大企業によって所有されているわけでもなければ、大企業のた

めに植栽されているわけでもない。マダガスカルのアンタナナリヴォ周辺の台地上には10万haの

Eucalyptus robusta植林地がある。この植林地のほとんどすべては小規模農家が50 - 100年前に造

成したもので、そのほぼ全てが小規模な農地で植栽されている。それらは地域経済の重要な要素

になっており､そこで生産される木炭はアンタナナリヴォの家庭および産業用エネルギー需要の大

半をまかなっている。またこれらの植林地は、何百もの小規模な木炭製造会社や運送会社に何千

人もの雇用を生み出している。2003年現在､これらの植林の多くが3年伐期の萌芽林として経営され

ている。

早生樹植林地は熱帯・亜熱帯地域の外にも存在する。ポプラは植林のほとんどが温帯地域に

限定されている樹種の好例である。ポプラは特に川岸やデルタで植栽され､伐期は20年以下であ

る。南ヨーロッパやアメリカ北部､中国南部には集約的なポプラ植林地が多く存在する。ルーマニア

やユーゴスラビアではhaあたり年20ｍ3以上の成長速度が記録されている。トルコでは、ポプラは一

般的な植林樹種で､5－10年という短い伐期で経営されており、年成長速度は比較的緩やかである

が、それでもhaあたり年15ｍ３を超える。
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早生樹植林地からの主要生産物はパルプと木炭であるがであるが、それだけではない。早

生樹植林地は、むく板､パーティクルボード、中密度繊維板（MDF）、配向性ボード（OSB）、

LSL(Laminated Standard Lumber)など再構成木材製品の商業用途が増加している。近年、ユーカリ

を小径丸太として利用したり、またユーカリを無垢材として利用したりするための技術が進歩したのに

伴い、早生樹ユーカリ植林で見栄えの良い木材を生産するといった傾向も見られる。こうした木材は

家具や床､建具を作るのに用いられる。最近、Aracruz Celulose SA社の子会社、Aracruz Produtos de 

Madeira社は “Lyptus”という高品質ユーカリ材を新商品として販売する目的で設立された。インドネシ

ア、ジャワ島で栽培されているParaserienthes falcatariaはもう１つの高収量植林樹種の例であり、今後

約10年間のうちに輸出競争力を持ったさまざまな木材製品を生産することが可能となるだろう。

早生樹植林のすべてで広葉樹が植栽されているわけではない。スワジランドではPinus patulaや

P. elliottiなどの針葉樹植林が15～18年伐期で経営されている。その生産物の大部分は木材チップ

となる。

そして、すべての早生樹種が早生樹植林を構成するわけではない。Paulownia属の樹木は東ア

ジアの温帯､熱帯､亜熱帯地域に広く分布している。なかでも最もよく知られるのはP. tomentosaであ

り、高品質木材を生産する目的で中国北部に植栽されている。成長は早いものの、土地が肥沃な場

合に限られる。それゆえ、まとまった区画で植えられるよりも耕作地の周辺や道路や運河沿いに農

作物と共に列状に植えられることが多い。P. tomentosaは、多くのヨーロッパ諸国とアメリカに、観賞用

として導入された。しかし、ブラジル、パラグアイ､アルゼンチン、オーストラリアでは、P. tomentosaを木

材生産の目的で植栽する試みはほとんど成功していない。また別の2樹種、P.  elongataとP.  fortuneiも

成長は早いが、ブロックで植栽される事はめったにない。

（訳：向井）

植栽後７ヶ月目のユーカリ交配種植林地。Pointe-Noire, Congo
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パルプ材生産目的で二次林が皆伐されたのち、アカシアマンギウムが植林された。インドネシア、スマトラ島リアウ州



13

早生樹植林に対する批判の多くは、それが環境に悪影響をもたらすという確信に

根ざしている。早生樹植林はさまざまな問題について非難されている。特に生物多様

性や水資源、また土壌肥沃度に対する脅威であるとみなされている。また多くの環境

団体はまた、遺伝子組換樹木の植栽が将来問題になることを危惧している。さらに単

一樹種による植林では害虫の大発生も懸念される。樹木が大気中の二酸化炭素を吸

収する能力をもつことから、地球温暖化対策のために早生樹植栽を擁護する国や団

体がある。しかし環境保護論者の多くは、先進工業国が、排出源である自国で炭素

排出量を削減すべきであると信じ、また植林は環境にも社会にも有害であると見なし

ているため、早生樹植林の推進には反対の立場を取っている。

この章では上記の問題全てについて検討する。しかし、早生樹植林の環境あるい

は地域社会への影響を一般化することは誤解をまねく事が少なくないことに注意しな

ければならない。植林に関する問題は地域に固有であることが多く、さらに重要な影

響を持つのは植林がどのように計画・管理されているかなのである。

植林と生物多様性
早生樹植林地造成のために大面積の天然林が伐り開かれると、生物多様性の消

失がおこる。実際に南アフリカやウルグアイ、アルジェリアでこれまでしばしば起こった

ように、天然サバンナ生態系が外来樹種植林地に置き換えられた場合にも同じことが

起こる。しかし同じような早生樹植林が劣化した土地に造成された場合、植林が生物

多様性の増加をもたらす可能性がある。言い換えれば、植林が生物多様性に与える

影響は、植林によって代替された土地がどのような土地であったかによって異なる。

他の重要な要素として、植林地の位置、大きさ、伐期の長さ、樹種構成が挙げられ

る。空間的連続性もまた重要である。既存の天然林の近くに植林地が新しく造成され

た場合、その植林地は天然林の生物多様性からの利益を受けるかもしれない。こうし

た場合、動物や鳥や昆虫が新しい植林地に容易に侵入することができるであろう。し

かしそうした生物多様性の高い場所が近くに存在しない場合、また多様性に富む場

所からの距離が遠くなればなるほど、植林地が外部から移入した野生生物の新しい

生息地となる可能性は低くなる。

第2章　環境問題
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生物多様性という用語は、ある地域内の全ての生物学的要素の集合を示してい

る。つまりこの言葉は、遺伝的な多様性と種の多様性、そして生物学的プロセスの多

様性の全てを包含しており、種を異にする生物間、そして生物と非生物的環境との間

に存在する複雑で多様な相互作用という意味も含んでいる。生物多様性は通常、湿

潤熱帯低地で最も高く、南北両極に向かって、また海抜が高くなるにつれて連続的に

低下していく。例えばコスタリカやインドネシアで植林地が天然林に置き換われば、チ

リ南部やカナダでそれが起こるよりも、より大きな生物多様性の消失を招くことになる。

ただしこれは、亜寒帯地域での自然生息地の破壊は、湿潤熱帯における生息地の破

壊よりも被害が小さいということではない。

FAOによる最近の統計は、熱帯地域の天然林が警戒すべき速さで他の土地利用

へと転換され、毎年フィンランドの半分の面積の天然林が失われていることを示してい

る。天然林の植林地への転換は天然林消失全体の6～7％を占める。他方残りの93～

94％は農業用地と工業用地への転換によっている5。

あらゆる生態系の中で最も生物多様性の高いとされる熱帯雨林が、どれほど早生

樹植林地造成のために消失しているかを示す正確な数字はない。1980年代後期に

行われた推定によると、熱帯諸国の全植林地のうち15％が閉鎖天然林を犠牲にして

造成されたとされている6。

インドネシアは熱帯林から早生樹植林への大規模な転換が起きている国の一つで

ある。インドネシアには2001年末の時点でパルプ生産目的のための植林地が140万

ha存在したが、そのうちおよそ半分は過去20年間に閉鎖天然林を伐採した土地に造

成されたものである。天然林の中、あるいはその周辺にパルプ工場がよく建設される。

これは、生産が軌道に乗るまで少なくとも10年はかかるとされる早生樹植林地を造成

する前に、天然林での収穫を行うことを目的にしているからである。植林地からの生産

が軌道にのるまでパルプ工場は天然林から収穫した大量の木材を利用し続ける。こ

れは近年インドネシアに建設された５つの巨大パルプ工場のうち、南スマトラのBarito 

Pacificパルプ材植林地が材を供給しているTanjung Enim Lestari工場を除く、4つの大

工場にあてはまる。

パルプ会社はしばしば多様な生物の生息地内に新しい植林地を造成する。スマ

トラ島のRiau州とJambi州で操業しているSinar Mas Group 社を例に挙げよう。2001年

末までに、Sinar社は21万7千haの植林地を造成した。草地や雑木林に造成されたとこ

ろもあるが、圧倒的な面積を占めるのは天然林を伐開して造成された植林地である。

Sinar社はさらに29万haの植林地を今後10年間で造成する予定である。そしてその大

半はインドネシアで激減した生態系である泥炭湿地林を転換して造成される。
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このような植林地の造成による天然林の消失は、過去のものも計画中のものも全

て、熱帯雨林への脅威となっている様々な人間活動と切り離して考えることはできな

い。インドネシアでは、パルプ・製紙産業に木材を供給するための森林伐採および早

生樹植林と、それに付随する社会的インフラ整備のために使われた土地が過去20年

間の天然林消失の5～7％を占めている。ただし、天然林の油ヤシや林産物のプラン

テーションそして農耕地（増加する新たな耕作者の農地も含む）への転換は、さらに

大きな森林消失を引き起こしてきた。

植林地造成のための天然林伐採は、世界各地で行われてきた。例えばチリでは、

1978年から1987年にかけて、海岸地域の天然林の31％が植林地に転換された。しか

し国全体で見ると、農地と牧草地の拡大がそれ以前から続いており、今なお天然林

減少の主な原因となっている。チリの人々は、林業が年間20億ドルを生み出す輸出

産業であり、多くの人々が利益を得ていることを指摘するだろう。森林や地域社会を

犠牲にしているにも関わらず、チリでは植林は経済的繁栄を意味するのである7。

早生樹植林用地として天然林が故意にターゲットにされているという批判がある。

「企業は生物多様性の高い森林を早生樹の単一な森林へと転換しようとしている」と

Native Forest Network8は主張する。植林地は「大体の場合、天然林に取って代わる」

という主張がどこにでもある。しかし、これは誤解を招くものである。確かにインドネシ

アのように政府と企業が天然林をターゲットにしてきた国もあるが、ブラジルのように、

主として農民によってすでに天然林が伐採された跡地に、早生樹植林地が造成され

てきた国もある。ブラジルの植林企業が天然林を伐採しなかったというわけではない。

実際、企業は天然林を伐採してきたのである。しかし一般的には農地に産業植林地

を造成するよりも、天然林を伐採して植林地を造成するほうが莫大な費用がかかるの

である。

新たな早生樹植林地を造成する際、閉鎖林や低木林、草地などの植生状況にか

かわらず既存の植生を取り除かなければならない。そして樹木が植栽されるまでに多

くの哺乳類や鳥類などの生物は逃げ出すことを余儀なくされる。さらに植林企業が新

しい道路を建設することで、周囲にある天然林へのアクセスが容易になり、そのため

天然林は森林開発や違法伐採に対してますます無防備になるだろう。これはインドネ

シアの多くの地域で実際に起こっている。

湿潤熱帯では、新たに植林地に転換される天然林の面積が大きければ大きいほ

ど、影響を受ける生物種の数が増える。たとえば、インドネシアの東カリマンタン州で

は、Kiani Kertasというパルプ工場に原料を供給するための早生樹植林が生物多様

性の非常に豊かな熱帯雨林への脅威の一つとなっている。最近の研究によると、東
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カリマンタンでは1haの調査区内に200種、5haの調査区内にはその２倍、10haの調査

区には500種以上の樹種が確認されている。つまり天然林を転換して造成する植林地

面積が大きければ大きいほど、生物多様性に与える影響は強くなるのである。もちろ

ん天然林が農地およびその他の生産活動のために伐開される場合にも、同じことが

当てはまる9。

ところで、植林が生物多様性に及ぼす影響には２つの側面がある。早生樹植林は

生物多様性に良い影響を与える場合もある。たとえば、伐採、非持続的な農業、過放

牧などにより天然植生がすでに破壊されている、あるいは深刻な被害を受けている場

合には、もともとの種組成とは多少異なるとしても、植林がもとの植物相、動物相の残

存種を保護し、それらを繁殖させ、生物多様性を回復させたり、あるいは新たな生態

系を作り出す可能性がある。実際にインドと中国の多くの地域では、植林地はやせ地

や荒廃した農地に造成されている。農作物を生産する地力もないような土地で植林を

行っても、低質な木材しか得られず、また大量の施肥が必要になるが、そのような土

地での植林地造成は全体として生物多様性に良い影響を与えている10。コンゴ人民

共和国では、毎年起こる火災で樹木の稚樹が死滅し、樹木がまばらにしか群生しなく

なったサバンナにユーカリ植林地が造成され、近くの天然林から侵入した他の生物種

を保護する役割を果たしている11。多くの国から劣化した土地では植林が森林生態系

の再生に貢献するという「触媒効果」が、早生樹を含む様々なタイプの植林地におい

て報告されている12。伐期が長いほど、また管理が粗放になるほど、植林の触媒効果

は大きくなる。

環境保護論者は「不毛の土地」という言葉を嫌う。不毛の土地と分類されていても、

非持続的な農業による劣化から徐々に回復しつつある土地だと主張するのである。そ

のような土地はそのまま放置すれば、早生樹植林地に転換された場合よりも高い生物

多様性をもつ、価値のある生態系へと発展するかもしれない。しかし、そのような回復

が起きるのは、政府や他機関がそのような土地を保護するために十分な資金と人手を

投入した場合に限られるだろう。

植林地のなかには、高い生物多様性を保持するものがある。同じ樹種であっても、

在来種として原産地に植栽された場合は、外来種として植えられた場合よりも必然的

にはるかに多くの野生動物を引きつけて保護するようになる。例えばオーストラリアの

在来ユーカリ樹種による植林地は、豊かな生物多様性を維持している。この生態系に

含まれる動植物は植栽されたユーカリとともに進化してきたからである。しかし、同じユ

ーカリが他の熱帯地域に単一樹種植林として植えられた場合、下層植生は非常に貧

弱か皆無となり、保持できる動植物の種数も激減する。
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植林企業は、一連のガイドラインに忠実に従うことで生物多様性をより高く保つこと

ができる。生物多様性は次の条件下で最大限に維持される。隣接しない天然林区画

が緑の回廊によって結ばれていること、植生に階層があり様々な生態系が含まれてい

ること、また陸水生態系が保全されていること、などである13。CIFORは現在、スマトラ

において早生樹植林地での生物多様性保全のために、自然回廊の配置と管理に関

する研究を行っている。この研究の目的は、残存する天然林区画間の連続性を維持

・強化し、そのような方法による産業植林地造成の可能性を評価することである。すで

にいくつかの植林企業は、植林地の内部あるいは周囲に残存する天然林を保護する

計画を実施している。例えばブラジルの植林企業Aracruz社は、川沿いの残存天然林

に生息する樹種を保全するとともに植栽活動も行っている。

植林地、特に早生樹植林地は木材やパルプを生産することによって、天然林が維

持され、あるいは生物多様性を失わないように管理されるようになり、天然林への利用

圧力を軽減させる補償的効果を持つとよくいわれる。この主張を裏付けている経済的

な論理は以下のようなものである。すなわち、植林が拡大するにつれて植林の木材生

産コストが天然林からの木材生産コストよりも低くなるため、天然林からの木材生産は

採算が合わなくなるということである。今後、木材市場は徐々に植林木に移行し、拡大

する植林地が大量の木材を安定的に供給するようになるといわれている。

国によってはこうしたことが起こりうる。例としてよく取り挙げられるのは、木材の99％

が植林地で生産されているニュージーランドである14。しかし、現在の多くの発展途上

国と同じように、過去におこなわれた天然林の開発がこの国の経済成長を支えてきた

ことは記憶に留めておかねばなるまい。マオリ族統治以前、西暦900年から1350年に

かけて、ニュージーランドの土地の75～80％は天然林で覆われていた。その後、ヨー

ロッパ人の入植が進みつつあった1840年までに天然林の被覆率は53％にまで低下

した。そして現在、天然林は全土の23％を占めるにすぎない15。同国の木材需要が植

林によって満たされ、木材輸出による収入も多額であるのは事実だが、これはごく最

近の現象なのである。

いくつかの国で植林が天然林への利用圧力を軽減しているからといって、他の国

でもそうなると考えるのは間違いであろう。ニュージーランドの例は一般的というよりも

むしろ例外的なもので、植林を天然林の保全と結びつける単純な法則は存在しない

という指摘もある。事実、天然林からの木材よりも早生樹植林からの木材のほうが市場

で優遇されていても、天然林の減少が深刻な問題となっている国は多い16。これは発

展途上地域においては、農地拡大のための森林開発の方が商業伐採よりも天然林

消失のはるかに重大な原因となっているためである。
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さらに木材生産だけを目的とする植林では、天然林の代用としての機能は著しく劣

っている。発展途上国では地元住民は、必要な木材、果実、繊維、樹脂といった幅広

い林産物を植林地から得ることができないため、残存する天然林からの採集を続ける

であろう。天然林が多くの土地を占めている所では、天然林伐採が市場競争力を失う

ほどに木材価格が低下することはないようである。例えばニュージーランドでは、天然

林伐採を政府が禁止する必要があった。これは市場競争によるものではなく、天然林

を更なる開発から守るための法的規制であった。

天然林の保全が国家の優先事項とされている国は、経済発展に成功しているか、

あるいは天然林の面積がすでに著しく減少しているか、もしくはその両方の要素をも

つ国である。このことは早生樹植林およびその他の植林が主な林業形態であり、木材

の90％以上を植林が供給しているチリとウルグアイを見るとわかりやすい。商業伐採

による森林減少は、ウルグアイではすでになく、チリでも急速に減少している。長年に

わたる森林減少により、天然林の被覆率がウルグアイで3.8%、チリでは18％にまで低

下した結果、両国政府が厳しい保護政策を採ったためである。両国が残存する天然

林の保護へ動いたのは植林木への需要が市場で高まったためではなく、天然林があ

まりにも減少したためというのが実情である。

林産業者や政府関係者の大多数は、これまで以上に天然林を早生樹植林および

その他の植林地に転換することを正当化するのは難しいと認めるだろう。とりわけこれ

は農業をはじめとする人間活動のために、その多くがすでに失われてしまった種の豊

富な熱帯雨林について言えることである。

（訳：平松）

水に関する論論

樹木のもつ水文学的な影響、特に植林地が水収支と洪水に与える影響は、非常に

俗説を生みがちな話題であった。大きな洪水が発生すると必ず、洪水が起き、洪水が

悪化したのは森林減少のせいであるという声があがる。そしてその主張とともに、樹木

は過剰な水を吸収するから、洪水の再発を防ぐために適切な対策として、集水域に

木を植えるべきであるという主張がなされる。これらのことはしばしば木を植える格好

の理由になる。しかし、どんな気候条件であろうと、植林地が安定した流水量を保証

することはほとんどない。

この俗説を作り上げた人々はまた、森林が降雨を呼び寄せると信じ続けてきた。こ

の考えは、原因と結果を取り違えていることに起因する。山地では普通、隣接する低

地よりも降雨も森林も多いが、だからといって森林が降雨を呼び寄せているわけでは
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ない。こうした考え方は、教科書にも書かれており、何世代にもわたって林業従事者

の信頼するところとなってきた。しかしながら、多くの俗説と同じように、一粒の真実

は含んでいる。つまり、ときとして森林の存在が降雨量の増加をもたらすこともある

のである。確かに雲霧林は、霧や雲の中に存在する水分を水滴として捕捉すること

で、集水域の水量を増加させるのである。しかしこれは、一般的法則というよりむしろ

例外である17。

森林と水資源の関係を理解するためには、様々な環境プロセスの理解はもとより、

水文学と植物生理学に関する基本的な知識が必要である。森林や植林地の水収支

への真の寄与は林地ごとに異なるため、森林と水資源との関係は複雑なものとなる。

地形、土壌、局地的な気象条件、植生型など様々な要素が独自の影響を持つので

ある。

豊富な降雨量が成長速度を最大にすることから、最も普通に早生樹の植林の対象

となる場所は、降水量の多い所である。しかし早生樹植林の一部、および他のタイプ

の植林地多くのが、少なくとも乾季の間は水が不足するような所に造成される。

環境保護論者は、集水域の流量を減少させるという理由で大規模植林を批判す

る。世界熱帯雨林運動（World Rainforest Movement: WRM）は、ブラジルのEspirito 

Santo州、南アフリカ、南チリ、東北タイ、さらに他の多くの場所で、早生樹であるユー

カリとマツの植林が水不足を引き起こしていると主張している。そしてこの水不足が、

農耕地の放棄、漁獲量の減少、地下水の枯渇、渓流や井戸の干上がりなどにつなが

ったとしている18。

WRMの主張が妥当であるかどうかを検証する前に、天然林や植林地で降雨時に

何が起きているかを正確に記述するのは意味があることだろう。雨水の一部は直接

樹冠に捕捉され蒸発して大気へ戻る。残りの水は地表に落下する。土壌は可能な限

り水を吸収するが、過剰な水は土壌表面を流去する。土壌中に浸透した雨水の一部

は、樹木や他の植物に吸収され、その一部は気孔を通して蒸散し大気へもどる。蒸発

と蒸散の二つのプロセスは、あわせて蒸発散と呼ばれる。直接大気へ蒸発したり、植

物に吸収されたり、表面流出によって失われたり、あるいは、土壌に保持されなかった

水は地下水面へ到達し水路や湧水地へ移動する。大気中に失われた水は結局最後

には再び地表へ降ってくる。雨水は普通、蒸発した所から遠く離れたところで降るた

め、この過程を植林と関連づけることはほとんど無意味である。しかしアマゾンのように

広大な天然林では重要な循環効果が存在している。

異なる土壌はそれぞれ異なる保水力をもつ。保水力は土性と植被に大きく依存し

ている。ほとんどの熱帯天然林の有機物に富んだ表層土は、一般に高い吸水能力と
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保水力を持っている。その他の土壌、例えば粘土含量の高い土壌は吸水能力がはる

かに小さく、そのため豪雨時に鉄砲水が起きる原因となることがある。

樹木もまた樹種によって雨水の遮断、消費、貯留の特徴が異なり、同じ属のなかで

も相当な違いがある。たとえば、ユーカリ属のある種は、単位消費水分に対してより大

量の現存量生産が可能である。また別の種は乾燥条件下でも蒸散量を減らすことが

できない可能性があり、この樹種は水効率が低く水ストレスを受けやすくなる。また例

外的に乾燥した環境において、深いところにある地下水を求めて急速に根を伸長す

ることができる樹種もある。

植林を造成すれば必ず水循環の変化が起こる。植林地がどのような種類の生態系

に置き換わるかによってこの変化の特徴が異なってくる。天然林を植林に転換する場

合、伐採および植栽から2、3年の間に最大の変化が起きるであろう。これとは逆に、

草原に植林を造成した場合、当初の水文学的変化はわずかであるが、植林地が成熟

期に近づくにつれてその変化は次第に顕著になるだろう19。

仏領ギアナの低地熱帯雨林を皆伐して行われた実験は、植生によって水量を調節

する役割が異なるという有効な証拠を提供している。天然林を伐採した後にユーカリ

林を造成した場合、1年目は河川流出量が60%以上増加した。流出量はその後減少

し、6年目には天然林よりも約10%少ないものになった。森林がメヒシバ（Digitaria）草原

に置き換わったところでは、流出量は最初の年に100%以上増加し、5年を経てもなお

天然林より約30%多かった。

仏領ギアナのような湿潤熱帯環境下で森林が草原へと置き換えられると、河川水

の流出量が増加することをこの実験は示している。つまり皆伐は下流への水の供給を

増大させるが、減少させることはない。また皆伐後に新しい植林地を造成しても流出

量は劇的に増加する。しかし植林地、特に早生樹植林地では、すぐに天然林よりも多

くの水を保持するようになり、結果的に下流域に住む人々が利用可能な水を減少させ

る。このことは、植林が下流域の人々から水を奪うというWRMの批判が、場合によって

は正しいことを示唆している。しかし、多くの早生樹植林がそうであるように、もし7年程

度で収穫される場合には、植林地が水を保持するという特性は一時的に気づく程度

にすぎないだあろう。実際、収穫後には天然林を皆伐した時と同程度まで、流出量は

再び増加するであろう。

気候条件もまた、新しく造成された植林地が流水量に与える影響を正確に判断す

る際の重要な要素である。様々な気候下の集水域でおこなわれた実験によると、湿潤

条件下では、丈の低い作物よりも森林の方が遮断・蒸発による水分損失が大きい。一

方、乾燥条件下では、蒸散による水分損失の方が大きくなる可能性がある。このこと
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は、非常に湿潤または乾燥した気候条件では、非森林植生よりも森林の方で河川流

出量が少なくなる可能性があることを意味している。

より乾燥した気候下では、利用者にとって乾季の河川水量が重要となる。乾季には

河川が唯一の水源となることがあり、特に草原が植林に置き換えられた場合、早生樹

植林による水分保持が、深刻な問題を引き起こす可能性がある。南アフリカにその古

典的な例がある。1950年代から60年代にかけて河畔の広大な土地にユーカリ、アカ

シア、マツが植栽され、そのことで、はるか下流域における利用可能な水資源量が劇

的に減少した。その結果、1990年代半ばに南アフリカ政府は、問題の植林地を取り除

くために何千人もの人々を雇用するはめになった。今日では、水資源森林局から「水

利権」を取得することが、植林造成の必要条件となっている。また蒸発散を減らすため

の植林的手法、例えば水消費の少ない樹種を選択したり、強度の間伐を行うことなど

も推奨されている。

森林は雨季の間に保持した水を乾季にゆっくりと放出することで、流量を調節する

能力をもつとよく言われる。科学者の多くはこれが概念的にはある程度正しいと考え

ている。まず根系活動が土壌構造を発達させ、土壌の保水力を高める。理論的には、

こうした森林土壌は急速にではなくむしろゆっくりと水を放出する。しかしこのことが実

証的な解析で裏付けられることはまれで、こうした見解を支持する証拠が存在する事

例は限られている。

木材産業に携わる人々は、植林は洪水被害を減らす潜在能力をもつとよく主張す

る。植林は水を保持することで水流出量を減少させるのだから、洪水を防ぐこともでき

ると推論する。これは論理的であろうか、それとも非論理的であろうか。端的に言うな

ら、我々はその答えを知らない。森林や植林が比較的少ない量の水をどのように利用

しているのか、また大量の降雨が非常に短期間に発生するなど例外的な状況下にお

いて、水の挙動がどう異なるかを区別することが必要なのは確かである。

ある地域が大量の雨に見舞われた際、森林や植林が洪水を防止できるという証拠

はまったく存在しない。近年、世界の多くの地域で洪水被害が顕著に増加している

が、それは集水域の森林被覆の減少よりもむしろ氾濫原での人間活動が増大したこ

とによることが多い。今日、ガンジス川の洪水によるバングラディシュでの死者数は過

去に比べはるかに多いが、それはもともと洪水の起きやすい土地に住む人がはるか

に多くなったからにほかならない。さらには河川を運河化し、湿地を排水し、洪水の起

こりやすい地域に街とインフラをつくったことによって、洪水被害の程度と頻度がさら

に増大した。豪雨に見舞われる地域では、森林の果たす役割がないと言っている訳

ではない。ネパールの山地民は水文学者と同様に、森林が洪水の際に地すべりを防
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ぐこと、段々畑や棚田を安定させていることを知っている。ただしそのような森林も大

規模な洪水を防ぐことはできない。

森林と水の関係に関する誤った認識は、土地と資金、双方の誤用を引き起こす。

下流域の住民の水供給がすでに限られているようなところでは、それまでにあった植

生よりも多くの水を消費する植林に、何百万ドルもの投資をすることは無意味である。

一方、早生樹植林による水消費が増加した結果、乾季の河川流量が減少したとして

も、他の利用者にとって重大な問題とはならないこともある。ただし早生樹植林と流水

量との関係を一般化することは不可能である。植林および新規植林計画のそれぞれ

について、個別に評価・検討することが必要である。

（訳：鳥山）

植林と土壌

土壌の劣化は深刻さを増しつつあり、特に多くの土壌がもともと貧栄養で、土壌浸

食の危険性が高い熱帯や亜熱帯で顕著である。土壌劣化の主な原因は、不適切な

農業活動、森林減少、そして過放牧であるが、早生樹植林もまた、計画や管理が不

適切な場合には、浸食の増大と養分の損失を引き起こす可能性がある。早生樹は短

い伐期で育成され、しばしば重機による皆伐施業によって収穫される。早生樹生産の

ために管理される土地は、成長が遅い樹種の生産に使われる同様の土地に比べ、間

違いなくより高頻度で撹乱を受け、土壌浸食も大きくなるに違いない。

ある種の地拵え技術、例えば等高線に沿った低い畝への植栽や小集水域を設け

たりする手法により、表面流去水をかなりの程度減少させ、そして土壌浸食も減少さ

せることができる。しかし、これらの技術は乾燥の強い地域において例外的に考案さ

れたものであり、早生樹植林で用いられることは稀である。通常、土壌が風や雨にさら

される地拵えの段階や、樹木成長の初期の数年間に、浸食が増加する傾向がある。

土壌浸食量は、傾斜、土壌タイプ、降水量、土壌が直接雨風にさらされる裸地状態の

期間、そして樹冠の性質に依存している。特に地表の植被がほとんどないところ、傾

斜地、そして葉のサイズが大きな水滴の形成を促進するような植林では、樹木が定着

した後でも依然として浸食が問題となることがある。同一条件下で森林を造成した場

合、短伐期植林では長伐期植林に比べ、より多くの土壌が浸食にさらされることにな

るであろう。

しかし一定の条件下では、植林が浸食を減少させるのに役立つこともあり、そうし

た場所には浸食防止を目的とした植林地が造成されることもある。例えばニュージー

ランドでは、荒廃農地の土壌浸食を抑制するためラジアータパインが植栽され、北島

東海岸Waipaoa河流域に分布する浸食されやすい土壌の安定化に役立ってきた。
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1988年のサイクロンの後に行われた研究によれば、樹木が全くない、もしくは1年生未

満の樹木しか存在しない場所では地表の20％以上が撹乱を受けていた。一方、植栽

地の林齢が増すにつれ土壌撹乱の程度は減少し、林齢9年以上の林地では、わずか

0.2％以下の面積しか撹乱の影響を受けていなかった20。しかし、早生樹植林は、浸

食しやすい土壌を安定化させるには、あまりにも伐期が短すぎることを指摘しておか

なければならない。

撹乱を受けていない熱帯林のような自然生態系では、養分循環は均衡を保ってい

る。樹木は土壌から養分を取り込み、その後、葉、花、および木質物としてそれらを土

壌に還元する。これら有機物は糸状菌や細菌、他の生物によって分解され土壌中に

取り込まれ、そこで養分は再び利用可能な形態となって樹木や他の植物に吸収され

る。このような生態系は、必ずしも常にそうであるとは限らないが、多かれ少なかれ自

律的に維持されている。オーストラリアの天然ユーカリ林でよく起こるように、森林に野

火が定期的に入る場所では、養分が急速に失われ、ある種の生態系が自然に変化・

荒廃していくことも実際にある。

一般に、早生樹植林で収穫と再植林を複数回繰り返せば、長期間樹木を育成した

あとに収穫する植林よりも、土壌肥沃度に対してより重大な影響を及ぼすと予想され

る。持ち出される養分量がより大きくなるため、結果として施肥が必要となるであろう。

養分の再循環過程は土壌タイプや、収穫・再植林の方法によって大きく異なる。養分

損失は通常、地拵えや収穫期間中に最も大きくなる。養分損失の一部は土壌浸食に

よっても起こる。

科学者は近年、土壌肥沃度、樹木栄養と生産性、ならびに土地管理の関係につ

いての理解を一層深めており、潜在的な養分損失を評価し、その損失をどのように低

減させるかの答えを出すことができるようになっている。伐採と植栽の間に行われる火

入れが、土地の劣化とそれに続く収量低下を引き起こすということが広く受け入れられ

てきたために、植林地管理者の多くはその施業法を変えている。火入れと同様に、樹

皮をその場で剥ぎ、葉や木質物の不必要な持ち出しを避けるという施業方法が増え

てきている。

早生樹植林がもたらす土壌劣化の度合いは通常、他の多くの商業農作物よりもは

るかに小さいことを指摘することは大切である。FAOが引用している研究によると、穀

類の栽培によって持ち出される窒素量はユーカリ植林による持ち出し量の2.5倍に達

し、リンに及んでは持ち出し量の違いは15倍以上にも達する21。早生のマツとトウモロ

コシ、ジャガイモ、ならびにアルファルファを比較した研究によれば、後者3種の農作

物はマツに比べ15～35倍の窒素（窒素を固定するアルファルファは除く)と80～250倍

のリン、そして10倍に及ぶカルシウムを持ち出すという22。アカシア属樹木はアルファ
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ルファと同様に大気中の窒素を固定するため、ユーカリとは異なり土壌中の窒素量を

増加させる。早生樹植林でも一年生作物の栽培でも、適切な管理が土壌流亡や肥沃

度の低下を最小限に抑えるのに役立つことは言うまでもない。

早生樹植林で高い収穫量を得るためには、主に肥料を用いて養分レベルを維持

もしくは改善する必要がある。その原理は、同じ作物を同じ場所で継続的に栽培す

る慣習的な非有機農業と全く同じである。施肥は必ずしも常に必要とは限らないが、

貧栄養な土地では施肥無しで利益を生むことは困難である。もともと養分に乏しい土

壌―リンの可給性の低さが森林の生産力を制限する重要な因子の一つであるが―で

は施肥が不可欠である23。

農耕地であろうと植林地であろうと、肥料の使用は一定の環境コストを必要とする。

窒素肥料は通常、有限資源である天然ガスから製造される。リンの場合は、鉱床の採

掘によって原材料を得ることになる。肥料の使用はしばしば水質に影響を与える。富

栄養化は特に貧栄養環境に生息する動植物相に被害を与え、種多様性の低下を引

き起こすことが少なくない。しかし、少なくとも湿地帯においては、早生樹植林への施

肥が重大な汚染問題を引き起こしたという証拠はほとんどない。これとは対照的に、農

耕地における施肥が多くの問題を引き起こしたことについては多数の報告がある。早

生樹植林は他の多くの農作物に比べhaあたりの必要施肥量ははるかに少なく、通常

一伐期に一度の施肥で十分である。

George Bernard Shawの「黄金律とは黄金律が存在しないということである」という言

葉は、植林と水収支の間に一定の関係が存在しないのと同様、植林と土壌浸食や養

分損失の関係にも当てはまる。早生樹植林は、晩生樹の植林に比べ、浸食速度の上

昇や肥沃度の低下を引き起こしやすい。しかし一定の環境下では土壌肥沃度の向上

や浸食の防止・軽減に役立つこともある。コンゴ人民共和国では、約45,000haに及ぶ

非常に貧栄養な砂質土壌に早生のユーカリ植林が造成されている。この植林地は、

家畜の放牧や狩猟にもほとんど利用されない荒廃サバンナ草原に造成されたもの

で、研究によれば植林地の造成に伴って、有機物が増加し土壌が改良されたとされ

る24。またこの植林は、自然植生や野生生物が再び戻ってくるのに役立っている25。

（訳：屋代）

害虫－植林のアキレス腱？

Ricardo Carrereと Larry Lohmannは、「南方におけるパルプ生産」という著書におい

て、その樹種を利用する害虫がいないということは外来樹種植栽当初の大きな利点の

一つであるが、ひとたび捕食者が新しい樹種に適応した場合、当初の利点が長期的

にはアキレス腱となり得ることを指摘している。「その時点で、その種にとっては食料の
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砂漠が豊食の世界に変わり、その種が指数関数的に増殖し植林地全体に被害をあた

え、場合によっては全滅に追い込む可能性がある」と示唆している。著者らはこの指摘

を証明するいくつかの事例を挙げている。ウルグアイでは、マツの苗条を食害するイガ

による被害の発生は、ラジアータパインの植林地を放棄する事態を意味している。ブラ

ジルでは、Gmelina arboreaの植林地で別の害虫により同様のことが起こっている。こ

のような出来事は何も新しいことではない。19世紀後半に、森林管理者は中南米原産

のマホガニーをアジア太平洋域の様々な場所に導入した。しかし苗条穿孔虫の攻撃

により、適切な研究と敏速な対策の組み合わせでこの害虫を制御できたジャワとフィジ

ーを除くほとんどすべての場所でマホガニーの植林は放棄されてしまった。

確かにある環境下で害虫が外来樹種の植林地を壊滅させたことは事実である。し

かし、｢南方におけるパルプ生産｣に対しては、ウルグアイにはラジアータパインがほと

んど存在しないこと、他のいくつかの国ではこの樹種が単一で植林され首尾よく主な

産業を支えていること、さらにいかなる天然林も害虫によって定期的に破壊されること

があるという指摘がなされている。さらに、外来樹種は少なくとも導入後かなり長い期

間、在来樹種よりも害虫発生の危険性が低いという、相反するが妥当な見解も存在す

る。こうした見解の人々は、この安全期間が、新たに導入された樹種によって商業的

利益を得るのに十分に長いと主張する。また、植林地は結局のところ害虫による攻撃

を受ける可能性はあるが、その被害の多くは対処可能であり、導入の初期段階にお

いて害虫が存在しない外来樹種の方が在来樹種よりもはるかに生産性が高いことに

なる。害虫の危険性をどれだけ低減できるかは、外来樹種を導入する過程で植林専

門家がどれほどの量の知識を獲得したかで決まる。

CIFORによる熱帯植林地における虫害発生に関する最近の研究は、外来樹種の

ほうが在来の樹種よりも危険性が高いというのは疑わしいことを示している。その著者

であるK.S.S. Nairは外来種として広く用いられる9つの種および属の過去の記録を検

討した結果、外来樹種の植栽に関する限り危険性の低い種もあれば高い種もあること

を示唆した。つまり「外来樹種をひとまとめに普遍化することは不可能で、はっきりとは

しないが、多くの外来樹種では少なくとも導入後かなり長い期間にわたって、相対的

に危険性が小さいようである。」と述べている。興味深いことにNairは、在来種には害

虫に特化した天敵がすでに存在するため、在来樹種の方が外来樹種植林よりも害虫

問題は軽微である、という一般的に信じられていることが必ずしも正しくはないということ

を明らかにしている。天敵は多くの昆虫の個体数増加を調整するのに重要で、時に決

定的な役割を果たすが、害虫の大発生は天然林でも在来樹種の植林地でも起こる26。

外来樹種植林地における害虫発生の危険性は様々な要因によって決まる。外来

樹種を導入した場所と問題となる種の自然生息地の距離が短いほど、危険は大きく
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なる。もし導入地の近傍に他の近縁種が存在すれば、近縁種の害虫が外来種を攻撃

する可能性はより大きくなる。植林に不適切な土地が選ばれると、樹木はストレスを受

けやすくなり、虫害の発生を促す可能性がある。また植林地の面積が大きくなればな

るほど、外来樹種が容易に適応できない虫害と接触する可能性が高くなる。不適切な

植林施業もまた虫害発生の可能性を増加させ、そして当然のことながら、虫害は木材

の輸送に伴いより長い距離を偶発的に地球上の全ての場所へ運ばれていく可能性

がある。

大規模な短伐期植林は、比較的新しい試みであるということを指摘するのは意味

のあることである。植林地の多くはまだ第一伐期目であり、それゆえ、虫害の可能性を

低減させるという点で、樹種と場所の組み合わせに問題があったとしても、驚く必要は

ない。農業は栽培の失敗を繰り返してきた長い歴史をもつ。早生樹植林もまたそのよ

うな失敗は避けられないのである。

植林地の管理者は農薬の散布によって害虫の発生を抑制することもある。農薬利用

による環境問題がかなりの程度明らかになりつつある。空中散布は多くの農作物に対

して採られる一般的な方法であるが、大規模な早生樹植林地では害虫の抑制手段とし

て、例外的な場合にのみ用いられる。ここでは植林における空中散布は、特に樹木が

林冠を発達させてしまった場合には、かなり難しいものであろうと言うに留めておく。

近年、害虫抑制戦略に一つの進化が起こっており、多くの植林企業は現在、統合

的害虫管理(IPM)を実践している。これはいくつかの方法を組み合わせたもので、農

薬を使用する際には予防的な害虫管理や対象となる害虫の同定を行う。現在では過

去に比べ、潜在的成長能力のみならず害虫の攻撃に対する抵抗性をも考慮して、特

定の地域に最も適した樹種および系統を見出すことに注意が払われている。

（訳：屋代）

遺伝子組み換え樹木−好機か脅威か？

遺伝子組み換え生物 (Genetically modified organisms: GMO)の利用に関わる論争

が近年激しさを増している。GMOとは、他の生物の遺伝子の導入により遺伝子が操

作された植物、動物、バクテリアなどの生物の総称である。過去何百年にも渡って農

家や育種家は、最も望しい形質を持つ個体を隔離・交配し、繁殖させることで作物、

家畜、樹木の形質を改良してきた。それらはすべて有性繁殖によるもので、同属生物

間での改良のみが行われてきた。遺伝子組み換え技術はそのような方法をすべて覆

し、科学者が性や属の壁を越えることを可能にしたのである。例えば、ラッパズイセン

のビタミンA生産遺伝子が、著しいビタミンA欠乏性をもつイネに導入された。また魚類
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の耐寒性を支配する遺伝子をイチゴに導入することにより、霜害に抵抗性のあるイチ

ゴが生み出された27。

遺伝子組み換え技術は、新たな可能性の世界を広げてきた。しかし、それは比較

的新しい技術領域であるため、多くの人々はGMOが人間や自然へ脅威を与える可

能性があるものと信じている。これまでに開発されてきたGMOの大半は食用作物であ

ったが、近年、生物工学技術者達は樹木の改良手段としての遺伝子組み換え技術

に注目し始めている。1987年に最初の遺伝子組み換え樹木が生み出され、1998年に

は世界中で166種の樹木の遺伝子組み換え試験が確認されている28。農業における

遺伝子組み換え生物導入の脅威を長期間に渡り指摘してきたグリーンピースやフレ

ンズオブアース（FoE）などのNGOは、「フランケン・ツリー」に異議を唱え「世界中の原

生林は、遺伝子組み換え樹木による植林によって脅かされている」と主張するNative 

Forest Networkに参加している29。しかし、その主張は事実であろうか？

生物工学技術者が遺伝子組み換え樹木の導入を試みる背景には、様々な理由が

ある。植物のエネルギーの3分の1は繁殖のために消費されるため、研究者は繁殖不

能性を導入することで成長速度が向上すると期待している。科学者はまた、リグニンを

減少させる酵素を支配する遺伝子も探求している。樹木の乾繰重量の3分の1はリグ

ニンであり、パルプ材を紙に加工する際には多大な経費をかけてリグニンを除去する

必要がある。リグニンの少ない樹種の植林により、パルプ生産のコストが下がる可能性

がある。リグニン除去の工程は環境負荷が高いため、リグニンを減らすことは環境に良

いという主張もある。除草剤抵抗性遺伝子の導入も、非常な注目を集めている。さらに

は、虫害に抵抗を持つ遺伝子の導入も同じ効果を持つ可能性がある。樹木が独自に

殺虫剤を生産するようになれば、コスト面でも環境面でもよい結果につながるであろう。

GMOの開発と利用に反対する人々は、組み換えられた遺伝子が野生植生へと逃

げ出し、近縁性の高い種の生息地近くに群落が形成されることを危惧している。花粉

は非常に長い距離を移動可能であり、遺伝子操作された除草剤耐久性をもつ花粉が

野生植物に到達し、「超能力雑草」を生み出す可能性がある。理論的には、遺伝子操

作により繁殖不能性を導入したり、樹木が開花する前に伐採したりすることで、このよ

うな問題を防ぐことが可能である。しかしながら、それらの対策は厳格な管理を前提と

しており、避地では必ずしも容易なことではない。そして、もし植林企業が経営に失敗

したら、どうなるであろうか？一体誰が放置された植林地に責任を持つのであろうか？

環境保護論者たちは、リグニン含有量を低下させたり、害虫抵抗性を導入したりす

る遺伝子組み換え技術は、生物工学者たちが期待するほどの利益をもたらさないと

示唆してきた。例えば、リグニンは樹木に物理的な強度を与えるとともに、害虫に対す
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る防御機構の一部を構成している。リグニン含有量を低下させると樹木が害虫の被害

を受け易くなり、結果として植林地でより多くの殺虫剤の使用が必要となる可能性があ

る。GMOに反対する人は、昆虫抵抗性遺伝子が害虫だけでなく無害の昆虫にも影響

を与える可能性をもつと主張する。一方、害虫が遺伝子組み換え樹木への抵抗性を

持った場合、その害虫を制御することはより困難になるだろう。綿花やコーヒーをはじ

めとする各種作物に散布された殺虫剤に対して、多くの害虫が突然変異をとげ抵抗

性を持つようになったという先例がある。

GMOに反対する理由には、食料としての危険性も挙げられる。もし遺伝子組み換

え樹木が有害であるならば、遺伝子操作された植物の葉、果実、種子を餌とした家畜

や野生動物を食べた人間にも影響があるかもしれない。例えば、干ばつ時などに、他

の餌が不足すると動物たちは早生樹の葉を餌とするかもしれない。動物はポプラやユ

ーカリの果実や種子を食べることはないだろうが、アカシアのものなら食べるだろう。た

だし、たとえ人間が遺伝子組み換え植物を食べた動物を食したとしても、それにより健

康が害されるという科学的根拠はない。

WWFの研究報告によると、遺伝子組み換え樹木がもたらす主な影響とは、遺伝子

汚染や「超能力雑草」の創造ではなく、むしろ遺伝子組み換え技術が非持続的な土

地利用をもたらすことである。同報告では、成長促進遺伝子を組み込まれた樹木は、

水や栄養分を大量に消費するため、土地劣化を引き起こす可能性があるとされてい

る30。しかし、ブラジル東部のAracruz社の植林地でよく知られているように、遺伝子組

み替えではなく組織培養で作られた高生産性ユーカリに対しても同様の批判がなさ

れうる。しかし、遺伝子改良または遺伝子交換により造り出された樹木であっても、適

正な生育環境条件に置かれた場合にのみ、その能力を発揮することができるのであ

る。その種に適した水分条件の気候下で植栽される必要があり、さらにほとんどの場

合、肥料の投入を必要とする。また、幼木時には競合する雑草を排除する必要がある

ことが多く、除草剤の使用も必要である。

現在なされているGMOに対する批判は、GMOへの支持と同様に、科学理論に基

づいたものである。しかし、経験的な証拠が欠如している。判断材料はまだ揃ってい

ないのである。

（訳：福島）

植林と地球温暖化

温室効果ガス濃度の上昇､特に化石燃料の燃焼によって放出される二酸化炭素が

地球温暖化を引き起こしている。気候変動に関する政府間パネル（IPCC）によると、も
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し現在の傾向が続けば今後100年間で地球の気温は1.4oCから5.8oC上昇する見込み

である。最悪のシナリオでは､海水面が1m近く上昇し､沿岸の都市やデルタ地帯が冠

水する。地球温暖化はすでに深刻な気候変動を引き起こしつつあると考えられてお

り、IPCCの科学者達はアフリカ､ラテンアメリカ､アジアで降水量が減少すると予測して

いる｡そしてそれが、すでに食料不足で苦しんでいる地域において急激な食料供給

の減少につながる可能性がある。

地球温暖化対策には二つの主な方法がある｡一つは、炭素を固体の状態に保つと

いう方法。もう一つは、炭素を封じ込める方法で､このことに植林が関係してくる31。

化石燃料の消費を減らし、森林伐採速度を緩めることで、炭素濃度を保持するこ

とができる。炭素汚染の最大の原因は産業活動にあるのだが､二酸化炭素排出量の

5分の1は主として熱帯地域における森林の伐採と火入れに起因している。早生樹の

ようなバイオマス燃料による化石燃料の代替は､温室効果ガスを削減するもう一つの

方法である。バイオマス燃料を燃やすことで放出された炭素を、バイオマス生産用植

林地が直ちに吸収・固定するという理屈である。

炭素固定とは、生きている樹木や耐久性のある建築物、家具に炭素を閉じ込める

ことを含んでいる｡その理論はいたって単純である。樹木は木材として二酸化炭素を

固体の炭素に変換する。その効果は樹木の成長が早いとき特に大きい。天然林には

大量の炭素が蓄積されているが､早生樹よりも成長が緩やかなため、単位面積あたり

では早生樹ほど活発に炭素を固定することはない。

地球温暖化対策は科学的には単純である。しかし政策的には複雑である。京都議

定書をめぐる白熱した議論に見られるように、大気中への温室効果ガスの排出を制限

することが目的であるのは明らかである。ほとんどの議論では、議定書で排出量削減

の対象にならなかった国での排出量削減プロジェクトに資金を提供した企業に対し、

そこで得られた削減量をその企業の排出量から差し引くことを認めるとする、取り扱い

の難しいクリーン開発メカニズム(CDM)について焦点が当てられている。たとえば、石

炭を燃料にしているヨーロッパの発電所がラテンアメリカの植林事業に資金を提供し、

自国の排出量を埋め合わせる「炭素クレジット」を得ることが可能になるのである。排

出量を根本から削減するよりも植林で生産された炭素を購入するほうが安ければ、経

済的には極めて合理的である32。

CDMに植林事業を組み込むことに反対している炭素取引に批判的な多くの環境

保護団体は、こういった事業は貧しい人々を土地から追い出し、この章のはじめで言

及したような一連の環境問題を引き起こすと主張する。植林に基礎をおいた炭素取引

の支持者も、これらの懸念が妥当であることを認めている。ただしその一方で、よく計
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画され注意深く管理された事業は生活を向上させ、荒廃した土地を回復させることが

できると指摘している。

所有形態と木材がどう使われるかという植林の性格が、環境および社会的観点から

みて有益であるかどうかを決定するのは明らかである。植林地が天然林にとって替わ

った場合や、もともとは小農が利用していた土地に植林された場合には、それらは悪

いことと見なされるだろう。しかし逆に、劣化した土地がプロジェクト対象地として慎重

に選ばれ地域住民によって管理される場合には、話は逆転する。寿命の長い高品質

家具に木材を利用すれば、植林により固定された炭素をかなり長期間閉じ込めること

ができる。しかし逆に、多くがすぐに捨てられたり燃やされたりする紙を作るためのパル

プ材を生産する場合には、炭素を固定するという本来の目的にはそぐわない33。紙上

では可能なように見えることでも、実際には機能しないこともある。CIFORが行った調査

によると、ある炭素固定プロジェクトに参加した地元住民の多くは、彼らの契約した取

引がどのようなものであるのかを単に理解していなかった。さらに、炭素取引に関わっ

ているアメリカの投資企業のなかには、森林についての知識がなく、土地所有権の複

雑さ、そして地域社会の生活にとっての森林や土地の重要性についての理解がほと

んどないものがいくつもある34。

炭素固定取引に対する批判者は、たとえば森林の造成などによりある場所で炭素

を固定することは、どこか他の場所にある森林への利用圧を強める可能性があり、得ら

れた利益を相殺してしまうのではないかと危惧する。彼らはまた、炭素固定のための植

林事業は炭素収支に及ぼす影響が非常に短期間であることを示唆している。

CIFOR、WWF、IUCN、Forest Trendは、CDMによりいかなる取り決めがなされた場

合でも、植林事業を検討する際には常に地域社会を考慮に入れねばならないと一貫

して主張している。理想的には、地域住民が新しい植林地の経営に関わり、そこから

得られる利益の一部を享受すべきである。たとえば植林は家畜の飼料、燃材、建材を

提供することができるだろう。しかしこれが実現した場合、その植林地の性質や樹種構

成は従来の早生樹植林地とは非常に異なったものとなるだろう。

温暖化対策として樹木を植栽することを擁護している人々でも、削減の大部分－

90％かそれ以上－はよりクリーンな燃料の導入、エネルギー効率の向上によらねばな

らないことを認めている。今後五十年で予想される最大１億haの植林地が追加的に造

成された場合、１年間に固定される炭素量は0.4ギガトンもしくは年間に大気中に放出

される炭素量の約２％に相当するという試算がある35。このことは工業用早生樹植林が

地球温暖化対策にはほとんど役立たないことを示している。

（訳：向井）
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第3章　社会問題

　

早生樹を大面積で植林することは、景観や環境だけではなく地元社会にも影響を

及ぼす。早生樹林業、特に熱帯の植林一般に対する批判は、新しく造成された植林

地によって引き起こされた社会的な摩擦に集中している。また、植林が多くの雇用を

生み出すという主張にも反論している。この章では、社会的な観点から植林を評価す

る。植林が地域経済と植林およびその関連産業で働く人々の両方に利益をもたらす

場合がある。他方、植林や関連産業が雇用や社会的利益をほとんどもたらさず、植林

地の所有者と地域社会の間に深刻な対立を引き起こす場合もある。時として軍隊や

警察がこれらの争いに介入し、対立によって生命が失われることもある。

雇用；競争議論のバランスシート

Ricardo Carrereは植林産業に対する批判書「10の嘘に対する10の回答」のなかで、 

「植林が雇用を生みだす」という主張を嘘のひとつとして取り上げている。彼はこの主

張に次のように反論している。「大規模な植林が雇用を生み出すのは主として植林と

伐採の期間である。樹木が植栽された後、雇用機会は劇的に減少する。樹木を伐採

する時期に到ると労働者はもう一度雇用されるが、これらの雇用は作業の機械化が進

むにしたがって徐々に減少している。」　そして彼は、植林で生み出される数少な

い雇用は通常、熟練を必要とせず、季節的で低賃金である上に、その労働環境は

「まずい食事、不十分な宿泊施設、現行労働法への不追従」を特徴とする、と続ける。

Carrereによって描かれたのは、あくまでも暗いイメージである36。

国際労働機構（International Labour Organization: ILO）によって作成された統計

は、早生樹植林によって生み出された雇用と、天然林や長伐期植林、小規模植林単

位の林業における伐採に関わる雇用を区別していない。同様に、国別および産業別

の統計でも、ひとまとめのデータとして示されることが多い。このことは、早生樹植林と

関連する産業が地元や地域の雇用に与える影響を正確に分析することは、不可能で

はなくとも困難であることを意味している。長伐期植林と、製材用木材や合板のような

原料、家具やドアといった二次的な加工物を供給する木材産業は、雇用の創出に大

きく貢献していると言うことができる。早生樹植林とそれに関連する産業－たとえばパ
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ルプ、製紙産業－は、雇用の数では劣っている。これはどの計算方法－haあたりの労

働力、あるいは投資額100万ドル当たりの労働力－にもあてはまる。しかし、大規模植

林が生み出す雇用のほとんどが季節的であるという、Carrereの指摘は普遍的な事実

ではないことは指摘しておく必要がある。年間を通じ継続的に植林活動がおこなわれ

ている地域も存在するのだ。大手の植林企業は今や、季節による労働力変化をおさ

え、年間を通して継続的に植林、管理、伐採を行う方が、より容易であることに気付い

ている。同様の理由から、植林企業は徐々に植林契約者に頼る傾向にある。

早生樹林業に関連する企業の統計を一見すれば、早生樹植林と関連産業が地域

の雇用創出にどれだけ寄与しているか、ある程度の想像がつく。南アフリカに早生樹

および長伐期針葉樹植林地を合計407,000ha保有している多国籍企業MONDI社を

例として取り上げる。この企業のウェブサイトに公開されている数字によると、この企業

は4500人の労働者を雇用している。これはMONDI社が植林地100haあたり1.1人の雇

用を創出している事を示す37。

ブラジルのEspirito Sant州とBahia州に18万haを越える早生樹植林地を保有する

Aracruz Cellulose社は、もう一つの代表例である。同社によると､2001年末には4831人

の雇用があった。そのうち同社に直接雇用されていたのは1800人で、残りは外部委

託者である。これは外部委託を含めると植林地100haあたり2.7人、外部委託を除くと

100haあたり1人の雇用を生み出している勘定になる。Aracruz Cellulose社は自社の従

業員の賃金が比較的高く､多くの社会的利益を得ていると主張している。また､企業活

動が5万人の間接雇用を生み出しているとも主張している。ただしこの数字をどのよう

に算出したかについて同社はまったく説明していない38。

早生樹植林が雇用機会を増やし地域住民の生活に利益をもたらすかどうかは、植

林が取って替わった活動と木材を処理する方法に依存している。特に発展途上国で

は、植林が肥沃な農地に造成される場合､そこで生み出される雇用数は、もともと農業

によって維持されていた数よりも著しく減少する可能性がある。農業がおこなわれる肥

沃な土地が植林地に転換されることは、一般的ではなくむしろ例外的であるが、実際

に起こっている。たとえば､チリではかつて小規模農家が植林企業に土地を売り渡し

た地域があった。それによって多くの小規模な商業活動は破綻し､その地域の町は衰

退してしまった。

しかし放棄された土地やもともと農民にとってもほとんど利用価値がなかった土地な

どに植林地が造成された場合､その地域に新しい雇用機会を生み出す可能性がある。

コンゴ民主共和国で1978年にL’Unite d’Afforestration Industrielle du Congo（現ECO 

S.A)が設立された際に、そのようなことが実際に起こった。この組織は、Kouilou地方に
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ある貧栄養な土壌のサバンナを開発し、パルプ生産用にユーカリの早生樹植林地を

造成することを目的に設立された。45,000haに及ぶこの事業は、生産物の大部分を

輸出に回しており国家の貿易収支に大きく貢献しただけでなく、100haあたり約３人の

雇用に相当する1400人の直接雇用を生み出すことに役立った39。

早生樹植林が生産するのは繊維や木炭だけではない。世界には、Gmelina 

arborea やParaserianthes falacatariaおよびその他の高収量樹種による早生樹植林

から製材用木材を生産している地域がある。近年の遺伝学の発展と木材加工技術の

進歩をうけて､ユーカリやアカシアの早生樹も製材用木材を生産するために育成され

始めており、この目的に特化した新世代の早生樹ユーカリ植林地が南アメリカを中心

に出現している。継目の無い板や合板を用いて家具や床材､建具などを製造する労

働集約型産業に原料を供給するための早生樹植林地造成が、徐々に増加しはじめ

ている。一般に、価格の高い製材用丸太を生産する植林地のほうが、価格の低いパ

ルプ用の木材を生産する植林よりも、地域における雇用を生み出す機会が多くなる。

上で述べたことは全て、早生樹植林と雇用の問題で一つの地域一つの形態に当

てはまる事実が、他には当てはまらないこともあることを示している。ある産業植林は

雇用を生み出すが、雇用を奪い去るものもある。早生樹植林が雇用市場全体に与え

る影響を評価できるような世界的統計は存在しないが、多くの政府が植林は地方に雇

用機会を生み出すという確信の下、植林の開発を支援している。

（訳：向井）

土地所有と対立

土地が持つ意味は人によってさまざまである｡現代社会の政界、財界のエリート達

は、土地を所有、相続、賃貸、売買の対象ととらえる傾向がある｡この考え方は、大規

模植林地の造成を計画する企業に常に支持される｡もし植林計画に大規模な投資を

するとなれば、その土地に対する絶対的な権利を確実なものにしなければならない。

しかし、狩猟民社会は土地所有、つまり財産としての土地とという概念をほとんど持っ

ていない。さらに、移動耕作民、遊牧民、定着農民も、土地の利用や所有の問題に関

して、それぞれ違った対応をすることがある。彼らの土地所有の概念は、排他的な所

有というよりもむしろ共同利用権を含んでいることが多い。土地に対する態度もまた、

世界各地で異なりうるのである｡

多くの国において、地方の土地は本来地域社会に帰属し、共同体が土地利用の

あり方を決め、その一部が地域社会を構成する個々人に配分されていた。土地の所

有者が死ぬと、その土地は共有地として返却され、再配分されるのであった。しかし、
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政府は国家の名の下に共同的な土地所有システムをたびたび崩壊させてきた。森林

に住む人々が、自分たちの土地が政府により違法に奪われたと主張する事は少なく

ない。確かに国際法は、歴史的に占有してきた土地に対する権利を原住民に認めて

いる｡国有化した森林を保有する政府は、その土地を第三者(たとえば植林企業)に譲

渡するか売却する事が多々ある｡そしてこのことが、しばしば地元社会との間に深刻な

争いを引き起こす｡

伐採企業、植林企業、農産物生産企業など木材産業に関連する企業の多くは、

森林破壊や、大規模植林地の造成、もしくはその両者からなる開発を活発に進めるこ

とで土地を管理しようとしてきた40。たとえば、1980年代後半から90年代の初頭にかけ

て、インドネシアの紙パルプ関連企業のいくつかは、地元住民が自分たちに所有権

があると考えていた土地に早生樹植林を造成した。植林地を造成した企業は、自分

たちとスハルト政権との密接な関係が昔からの土地利用者が抵抗した場合の盾にな

ると確信していた。

1997年から98年にかけて、インドネシアでは1,100万haの森林および土地が火災の

影響を受けた｡そのうちのおよそ100万haが植林地であった41｡火災の原因調査により、

少なくともスマトラ島では土地所有権に関する争いが火災の主な原因であることが判

明した。アカシアの早生樹植林地やオイルパームをはじめとする商品作物のプランテ

ーションに土地が転換されたところでは、植林に不満を抱く集団や個人が頻繁に放火

を行って抵抗した42。

植林事業が地元社会に並々ならぬ苦難を強いることがあるのは事実である。これ

は投資する側が、政府の支援と地元住民の政治力の弱さを利用するようなとき、特に

著しい。地元住民は、土地を奪われ、食料を得る手段も生計をたてる術もうばわれる。

都市へ強制的に移住させられることもある。しかしこれらの問題は統治の弱さに起因

し、鉱業から農産業、製造業、森林経営にいたる経済開発のあらゆる分野で見られる

ことである。植林が実際に深刻な社会問題を引き起こすような場合、批判されるべき

は統治の弱さなのである。優れた統治が行なわれれば、周到に計画・管理された植

林によって地元の貧しい社会に新しい機会を与える事も可能なのだ｡　

我々はここでも一般化を避けなければならない｡IPCCは土地利用、土地利用変

化、森林管理の調査分析の中で、次のように指摘している。「熱帯では、新規植林が

地域の農業を発展させる事も衰退させる事も共に起こりうる。また雇用や所得を増加

させることも減少させることも同様に起こりうる。それらは個々の土地状況によって変

化する」43。

（訳：向井）



35

第4章　経済問題

産業植林が、企業にとって経済的利益をもたらすからといって、必ずしも国、納税

者もしくは地域住民にも経済的な利益があるとは限らない。民間企業は無論、利潤を

得たり、製紙原料であるパルプ材のような加工原料を確保するために植林地造成を

行う。企業である限り経済的利益は経費を上回らなければならない。時には利益がよ

り広く共有されることもある。輸出は債務返済に寄与し、税金が国家財政を潤し、そし

て植林地が雇用を創出し生活を向上させることがある。実際に、さまざまな国の政府、

代表的には中国、日本、韓国は、雇用を生み出し、地方の発展を刺激する手段として

植林を位置づけ、中・長期的な投資を行ってきた。

しかし、植林が経済的損失をもたらすこともある。産業植林のほとんどは、国からの

資金援助を受けて造成されてきた。このことは、公的な税金が民間企業への補助金と

して使われることがよくあることを意味している。もし補助金を受けた植林が目に見える

利益をあげることに失敗したら、納税者は損をしたと感じるだろう。植林開発のための

経済的費用は、国ではなくむしろ地方にかかってくることもある。例えば、農地を没収

された村人の収入が減少したり、植林によって下流域の農業収量に悪影響を与える

ような水文学的変化が起こる可能性がある。

この章では、早生樹植林の経済的収支について検討する。しかしその前に、発展

途上国における早生樹植林の拡大をもたらす経済事情について概観する。

　

急増する需要

いくつかの要因が、早生樹植林に使われる土地の増加を助長している。その第一

は需要の高まりである。これは人口の増加と一人当たりの木材および木材製品の消

費量の増加に起因している。現在、世界の人口はおよそ62億人である。アメリカ国勢

調査局の国際計画センターは、2050年には世界の人口は94億人に達するとしてい

る。一人当たりの木材消費が現在の水準を保ったとしても、木材製品への需要は明ら

かに高まるであろう。

木材および木材製品の一人当たりの消費量は、特に都市部において20世紀を通

じて激増を続け、今後も増加し続けると予想される。1913年以降、世界人口が4倍に

増えた間に紙の消費は17倍にも増加した。FAOによると、世界の紙消費量は2010年

までに4億4300万トンに達するとされており、これは、1990年と比較して80%増にあた

る。早生樹について議論するにあたって、木質パネルや製紙に用いられるパルプ材
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に対する需要増は、丸太材に対する需要増を大きく上回っているという点が大変重要

である。丸太材とパルプ材の比は、1940年代では4：1であったのに対し、現在では2：

1程度である。こうした消費傾向が早生樹種による木材生産需要の急速な増加を招い

ているのである44。

パルプ・製紙産業では、ユーカリやアカシアなどの植林地で生産された低コストの

短繊維パルプにより、過去20年間にさまざまな技術変化がもたらされた。工場技術者

たちは、非早生樹よりもずっと安価な新しい原料に適した製造過程を構築することが

できた。その後、早生樹の繊維には高い均質性、パルプの不透明性向上、高い吸水

性といった利点があることが見いだされた。同時にいくつかの理由から、中密度ファイ

バーボード（MDF）製造法の開発によって、高品質原料を必要とする無垢材や合板な

どから、より低品質の短伐期木材への移行が可能になった45。

（訳：荒井）

奨励金と補助金

1990年代、新規植林地の造成速度は大きく上昇した。この上昇の理由の一つは、

産業植林に対する民間企業の熱意の高まりに伴い、積極的な投資が行われたことに

ある。輸出信用機関、世界銀行、地域開発銀行そして国際協力事業団（JICA）など

の開発機関もまた、植林開発の奨励に大きな役割を果たした。例えば、ウルグアイで

は、JICAと世界銀行の財政援助によって、植林の繁栄期がもたらされた。

多くの政府もまた、民間の植林企業に対して奨励金だけでなくさまざまな優遇措置

を与えてきた。それらには、植林補助金、輸送施設や道路への投資、燃料補助金、

林業投資に対する特恵税、さらには差別的輸入関税制度などがある。

植林による経済的利益が他の土地利用よりも少ない場合、民間企業の土地所有者

は植林を行わないだろう。補助金という奨励策が、植林への熱意を引き起こす。奨励

金は確かに、植栽から収穫までの長期間にわたる資金繰りの問題を軽減するのに役

立つ。しかし、社会および納税者の立場から見て、得策なのだろうか。

政府が林業分野へ介入するのには、さまざまな理由がある。奨励金は、植林を経

済的に自立させる、そうでない場合には社会的利益への投資ということで、正当化さ

れることが多い。例えば、植林は炭素の蓄積や土壌保全の点から重要と考えられてい

る。政府からすれば、植林は地方の多様な発展を刺激し、雇用を創出する役割を果

たすものである。競争力のある林業の確立を目指す国においては、奨励金は大規模

な植林地を造成するのにしばしば用いられてきた。奨励金はまた、輸入代替品の生

産拡大や輸出の促進にも役立って来た46。
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先進諸国における林業補助金は、発展途上国政府のそれよりもずっと多い。欧州

連合11カ国において植林計画に支出されている補助金はha当たり1,421ドルで、そ

の維持にもha当たり761ドルが追加される。これは南米の植林計画に対する補助金の

多くが、ha当たり400ドル足らずであるのと対照的である。しかし、植林に高い興味を

持つ多くの発展途上国では、林業奨励のために、奨励金や補助金が使われてきて

いる。例えば、1974年から1994年にかけて、チリ国政府は植林補助金として約5000万

ドルを支出した。ブラジルでは、補助金や減税による助成が植林地の造成に使われ

た。近年、エクアドルとコロンビアではチリと同様の奨励金方式が採用されている。エ

クアドルでは現在、ha当たり300ドル近くの植林・管理奨励金が支給されている。パラ

グアイでは、当初3年間には、ha当たり350ドルが植林の造成に、100ドルが維持管理

に支給されている47。

奨励金や補助金の効果について、激しい議論がなされている。例えば、チリの場

合、植林補助が行われた20年間に、約80,000haの植林が行われた。植林地造成速度

はそれ以前の35年間には1年当たり11,000ha強程度にすぎなかった。これは補助金が

植林速度に劇的な影響を与えたことを示しており、多くの人がチリにおける補助金支

給は、植林地を著しく増加させたと信じている。植林は加工会社を惹きつけ、そしてそ

のことで植林生産物の新しい市場を作り出した。補助金なしでは、チリは決して植林部

門の発展を成し遂げられなかっただろう48。しかしこの見方は、補助金なしでも植林は

利益をあげられたのではないかとする世界銀行との間で意見が分かれている49。

チリの植林開発の歴史は複雑である。植林地の急速な拡大が最初に始まったの

は、植林に対する地方の反対が厳しく抑制されていたピノチェット将軍の独裁政権下

であった。植林企業は、独裁政権からの支援によって利益を得ていた。しかし今日、

チリの植林企業は、別の理由からその繁栄を維持している。現在、チリでは比較的効

率的で民主的な政府が樹立され、政治腐敗はほとんどなく、個人投資家にとっては

大変魅力的なマクロ経済状態にある。そのような状況下で、政府（ならびに納税者）が

望むなら、補助金の支給は早生樹植林事業の創設に大いに役立つはずだ。

しかし、チリのような条件が整わない場合、比較的少数の人々のみが植林奨励金

や補助金による多額の資金を手にし、深刻な環境被害や社会問題を引き起こすこと

が少なくない。コスタリカでは、奨励金を容易に取得できるため、植林企業は天然林を

買い上げて、森林を収穫し、その土地を植林用に転用して、さらに減税制度を悪用す

ることが可能になる。補助金は、土地所有権の著しい集中化をもたらし、森林破壊の

増加を招く。世界銀行によると、インドネシアではこの数十年間におきた森林減少の３

分の２以上は政府が後援、奨励した事業によるものである50。
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補助金の使用には激しい論議が起こっている。補助金は、国際経済にも地域経済

にもゆがみを生じさせる。補助金を獲得できない企業は、獲得できた企業よりも競争に

不利となる。また補助金は、例えば農地や天然林の保護と持続的経営といった他の土

地利用の方が自由経済市場の下ではより適切な場合でも、植林を経済的により有利

なものとし、土地の配分に強い影響を与える。補助金はそれがない場合と比べ、パル

プや製紙産業の原材料の価格を引き下げることによって、パルプや紙製品の消費増

加を充分に促しているといえる。直接税による歳入が増加している国では、納税者は

公的な便益をほとんどもたらさない民間企業に補助金を出している可能性がある。多

くの環境論者は、IUCNとWWFが世界銀行に提言した、植林に対する無償資金と補

助金の多くが生物多様性に悪影響を及ぼしてきたとする見解に同意するであろう。同

報告書は「林業セクターの内外を問わず、もっと有益なことに使えたはずの多額の資

金が不健全な植林計画を支援するために使われてきた」と、始められている51。

植林への補助金を出している政府は、個人的な利益の増進が公共の利益につな

がると反論するだろう。また植林事業が成功した暁には、税金として補助金を回収で

きるとも主張するだろう。さらに彼らは植林開発による社会的、環境的利益を貨幣換

算することは困難であると指摘することもできる。

こうした意見のどれもが、植林産業へ支出される補助金の多くを“よこしま”つまり経

済的にも環境的にも悪いと主張する環境学者（もしくは、新自由主義的な経済学者）

の注意を引きそうにはない。そして、植林計画を促進しようとする場合、国家による支

援や開発援助と同じように重要な事柄がある。それは、政治やマクロ経済が安定し、

自由市場があり、所有権が明確に確立されており、政府に法施行能力がある国にお

いて、植林産業はもっとも有効に機能するということである52。同産業はまた、樹木の

生育環境が好適で企業が近代技術を入手できる国において、最も発展する。

（訳：荒井）

規模の経済

紙パルプ産業は、規模の経済の姿を実際にそして如実に描き出している。例え

ば、インドネシアでもっとも規模の大きい二つの工場は、併せて５億ドルの投資と2万

人の労働者を擁している。そして約35万haの植林地を保有している。製紙パルプ工

場を設立する際には、より大きな規模を考えるのが賢明である。紙パルプ企業のほと

んどが、新たに工場を建設するよりも、既存のものを拡大しているのである。木材1ト

ンを加工処理するのに必要な投資額は、一定の規模に達するまでは生産能力の増

加に伴い減少するのである。工場が大規模なほど、明らかに大量の原材料を必要と
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する。このことが、パルプ工場の多くが大規模植林から木材の供給を受けている理由

である。スマトラ島リアウ州の二つの紙パルプ企業（Indah Kiat社と Riau Andalan Pulp 

and Paper社）が、2000年代半ばに収穫できる天然林が底をついたあとも、200万トン規

模の工場で安定した生産を続けるためは、70万haをこえる植林地が必要である53。

多くのパルプ工場が、植林地造成が可能な土地の入手は、ますます難しくなって

いると気づき始めている。また天然林からの木材を原料とすることも難しいことに気づ

きつつある。また同時に、地域社会の人々の生計を向上する新たな機会を提供しな

ければならないという責務を感じている。そのため、企業はより良い隣人を演じたいと

望んでいる。その結果、多くの企業は、地域社会や小農家との間で植林契約を結び

つつある。契約植林はもちろん、他者が所有する土地への植栽に比べ、政治的、経

済的に非常に安価でリスクも少ないのである。いくつかの国では、大規模植林地を造

成する代わりに、外部依託もしくは共同事業体という方式が一般的になっている。

外部依託育林方式として知られている共同事業に関する分析が、FAOと国際環境

開発研究所（International Institute for Environment and Development: IIED）によっ

て最近行われた。FAOは11ヶ国における17の外部依託育林事業の事例54、IIEDは6ヶ

国における様々な契約に関する詳細な調査と、その他17ヶ国における補足的な事例

研究を行った55。一連の研究は広い範囲の契約形態を網羅している。その中でも特に

早生樹植林に関連するものとして、共有地および私有農地における外部依託育林、

農民との借地契約、地域住民が企業のように登録する共同事業などがある。

　共同事業の一般的形態の1つは、植林企業が住民に植栽材料および植林地を

維持するために必要なすべての投入を提供するものである。収穫時には企業が木材

を購入する。南アフリカでIIEDが調査したような育林組合や共同企業により運営され

る方式は、より一般的に行われている企業主導方式に替わる効果的な方法であること

が確認されている。

インドでは、木材が公開の市場で取引され、企業が自社の木材需要を満たすため

に競争するため、企業と小規模所有者の関係が急速に発展した。外部委託育林方式

は、個人所有できる土地面積を制限する政府の政策により恩恵を受けてきた。木材

加工企業は原料の大半を小規模所有者から購入することを強いられ、小規模育林は

ますます有効な土地利用とみなされつつある。企業自体による土地保有が制限され

て、企業は木材調達を農民に頼らざるをえない。政策的環境が好ましく適切な動機付

けがあれば、農民は木材産物を生産する企業家としての潜在能力をもつことを示して

いる。農民は会社からの研究・開発といったサービスの提供に依存している。端的に

言えば、原料供給先の企業が享受している規模の経済による恩恵を農民も受けるの
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である。参加農民から系統改良された苗に対する強い要求があり、小規模所有者を

ため支援するには、林木育種と現地苗畑における高収量系統苗の商業生産が最善

で多くの場合唯一の方法であると企業は了解している。

上述の方式すべてに共通するのは、土地が不足している状況下でも、産業が規模

の経済を達成しつつ木質繊維を中心とした原材料を供給する能力を持つこと、これ

らの方式でなければ原材料調達は困難であろうことである。地域社会を巻き込むこと

は、多くの植林地所有者にとって共通の問題である地域社会との衝突の可能性の低

減を意味する。地域社会と土地所有者は、様々な利益を得ることになる。植林は一部

の人に雇用や収入をもたらし、また他の人々は農産物と林産物の栽培を行うことによ

ってリスク分散が可能になる。環境的な視点からは、小区画の植林地が多数ある方

が、巨大な早生樹植林地が少数あるより望ましいであろう。

外部委託育林方式は、その初期に問題を避けえなかった。問題のひとつは、植栽

してから収穫するまで10年に及ぶ長い期間があり、その間、地域社会や受託生産者

は植林地からの収入を得られないことである。インドや南アフリカのように企業と地域

社会との間に林業協力の長い歴史がある国では、企業は貸付によってこの問題を解

決してきた。これは、育林者が当座必要な基本的要求を満たすのに役立つ。

両者がお互いの関係に幻滅する場合もありうる。ある外部委託育林により生産され

た木材を全て買い入れる企業は、独占状態を利用して価格を下げることがある。農民

は当然憤慨する。一つの木材供給源をめぐって企業が競争している所では、信用貸

付や技術的支援を受けた農家が、契約を破り他の企業に木材を販売するかもしれな

い。企業は当然憤慨する56。

上のような問題を克服するには、両者の関係を機能させる良好な意思疎通と長期

にわたる契約が必要である。外部委託による育林方式は高い潜在能力を持ち、大規

模事業につきまとう環境および社会問題を解決する一助となることが、経験的に示さ

れている。

大企業、特に多国籍企業のことを好ましくないと感じるため、多くの人が早生樹植

林を嫌っているのは明白である。これらの企業は、遠く離れた場所にあり、独裁主義

的、非民主的で搾取的な存在と考えられることが多い。しかしこれは、合理的な分析と

いうより、価値判断と言うべきだろう。実際One World Trustによる最近の調査では、情

報入手と開示において、多国籍企業のほうが、調査対象となったNGOの大多数より

も、より透明性が高いことが見いだされている57。従業員や地域社会に対し誠意ある振

る舞いをする企業もあるが、そうでない企業があるのも明白である。施業が環境に与

える影響を最小限に抑えるため出来る限りのことをする企業もあるが、それをしない企
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業もある。透明性の高い施業を行う企業もあるが、行わない企業もある。状況がどうあ

れ、外部委託育林方式は、早生樹植林に反感を抱く人がもつ大企業に対する評価を

改善することに大きく役立つであろう。これは外部委託育林方式が将来増えるであろ

うと期待される理由のひとつである。

（訳：原）

地球をかけて

早生樹植林地の多くは、木材そのものでなくとも、繊維板、紙、その他の派生品か

らでも利益を得ようとする投資方針を持った私企業によって所有または貸与されてい

る。大区画の植林は、商業的には意味があるだろう。しかし、必ずしもそれが環境もし

くは社会に対して好ましいとは限らない。言い換えると、環境や社会、補助金や奨励

金など、その他の要素が考慮された場合にのみ、経済的にも好ましいといえる。植林

がその所有者たちの収益にはつながるものの、その他の人々から見れば何の経済的

価値も持たないという例は容易に見つけることができる。もちろん、他の経済活動に対

しても同じことが言える。

政治家、経済アナリスト、植林産業ならびに植林専門家は10年前に比べ、自分達

の提言や決定が社会や環境へ与える影響に対してより注意を払うようになっている。

CIFORをはじめとする諸機関は、植林地の管理者が設計や管理を行う際に最善の方

法を採用することを奨励する基準・指標体系を開発・推奨してきた。基準・指標は往々

にして形式的な物にすぎないという批判は的を得たものであるが、今日では多くの事

業が開発の初期段階に、環境的、社会的影響に関する調査を実施している。また同

時に、きちんと管理されていると認証された森林からの早生樹生産物にこだわりを持

つ消費者が増えてきている。

目先のコストや利潤だけでなく、自然や人間に対する影響によって生ずる経済的

損失と利益をも考慮した、開発事業に対する新たな評価手法の確立が必要であると

多くの人は確信している。理想的な世界では、雇用の創出、野生生物への影響、水

利や近隣農地への影響、国家財政への貢献、炭素固定に関わる利益などに関する

多くのデータを、植林事業を評価するための方程式に入れることが可能であろう。こ

れは、植林事業を推進するべきか否かの答えを出す際に役立つだろう。しかし現実の

世界はそのようにうまくは働かない。そして現在出来る最善のことは、民主的な意思決

定過程において、開かれた十分な情報を基礎としつつ、科学者から地域コミュニティ

ー、植林企業から公務員に至る全ての人による議論を育くむことである。

（訳：原）
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第５章　結　論　

早生樹林業が環境と社会への脅威であると信じている人たちの多くにとって、解決

策は消費を減らし、再利用を増やすことにある。もし我々が、紙やパルプ製品の消費

を減らせば、短伐期の樹木作物が植林される土地は減るであろう｡しかし、我々の行

動様式に劇的な変化がない限り、早生樹植林として利用される土地は増え続けるで

あろう。

本書は、少なくとも早生樹林業に関する情報について、事実と作り話、真実と誤っ

た情報をふり分けようと試みた。環境保護論者は、早生樹植林のネガティブな影響を

時として誇張しすぎることもある。しかしある状況において、早生樹植林が環境問題や

社会問題を引き起こしているのも事実である。早生樹植林産業の支持者は早生樹林

業による悪影響を軽く見積もる事がよくある。しかし全ての早生樹林業が悪いというこ

とにはならない。早生樹植林が好ましくない場合もあるが､経済的利益だけでなく環境

や地元社会にも利益をもたらす場合もあるというのが真実である。

早生樹の育成はパルプ用材や木材を生産するのに非常に適しており､早生樹植林

は企業と社会全体の双方にとって有望な投資先である。環境保護論者はあらゆる大

規模単一樹種植林に対して批判的であるが、パルプ工場、またそこに原料を供給す

る植林に対しては特に批判的である。製材用丸太を生産する植林を批判するのはよ

り簡単ではない。なぜなら世の中が製材を必要としており、しかも金属やコンクリートや

プラスティックなどの他の原料が木材ほどには環境に優しくないからである。紙もまた

同様の批判にさらされる。紙に対するそうした批判は、特に紙のリサイクル率が高い地

域や、製紙工場が製材産業から出る木材チップ残渣を原料としている地域に起こりが

ちであるが、この事実を植林批判者は無視する傾向にある。しかし、特に先進国にお

いて紙の消費や包装を減らす余地が多く残されているという環境保護論者の指摘は

正しい｡原則として、消費を減らす事が早生樹植林木への需要を減らすことにつなが

るのである。

今後、早生樹植林計画の経済的評価を行う際には、環境的ならびに社会的コスト

により重点を置くべきである｡そうすることによって、大きな悪影響の予想される計画が

実行へ移されることは確実になくなるだろう。またできるだけ早く植林への補助金を廃

止するか、少なくとも大きく減らすことが望ましい。補助金は経済的なゆがみを生み、

他の土地利用のほうが経済的にも環境的にも意味のある状況でも、植林計画を実行
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可能なものとさせてしてしまうからである。

早生樹林業に関する社会調査によれば、同産業は関連企業が主張するよりもはる

かに少ない雇用しか創出していないことが多い。これは例えば未開発の僻地といった

一定の条件下で、早生樹植林が雇用や学校、道路その他の便益をもたらさないという

事ではない。しかしこれは、鉱物開発事業についてもほとんど同様の事がいえるだろ

う。多くの途上国地域、特に地域住民の暮らしの基盤となっていた土地を彼らから奪

ったような所では、早生樹植林が地域住民と深刻な対立を引き起こしているということ

を否定できない｡

植林企業が故意に天然林を標的にしているという環境保護団体の主張は誇張で

あるが、早生樹植林地が生物多様性の高い土地に造成される場合はある。確かにそ

ういう場合もあるにはあるが、多くはそうではない｡生物多様性は人間活動全体によっ

て脅威にさらされているのであり、種多様性の高い熱帯林を、早生樹植林を含め、あ

らゆる形の単一種栽培地へ転換することの影響について考えるべきである。生物多

様性のための回廊や植林地の配置に関する研究は、早生樹植林が生物多様性に与

える悪影響を減らすのに役立つはずである。

早生樹植林は生物多様性を高めるのに役立つことがある｡それらの多くは、放棄さ

れた農地に植林地が造成された場合である。多くの林業関係者は、世界銀行が植林

事業に関する調査報告の中で述べているように、植林は天然林への圧力を取り除き、

その結果「天然林の生物多様性の消失を取り戻す助けになる」と主張する。しかしこ

の主張は非常に偏っている｡確かに、よく引き合いにだされるニュージーランド、スリラ

ンカといった少数の国ではこのことは正しい。しかし別の場所で、早生樹植林が天然

林への圧力を取り除いているという証拠はほとんどない。

林業関係者や環境保護論者は、樹木が環境中の水の流れを調整する役割につい

て間違った解釈をしている事が多い。森林や植林地は大規模な洪水を防ぐのに役立

つとよく言われる。しかし森林にそのような機能はない。また森林が降雨を生みだした

り引き寄せたりすると言われることもある。ごくわずかな例外を除き、そのようなことはな

い｡植林は、特に草原や農地から転換されたところでは、年間の流出量を半減させ、

他の利用者が使用可能な水を減少させることが多い。さらに、大規模な早生樹植林

は乾期中の河川流量を減少させることが少なくない。しかし十分な降水があるところで

は、植林が水収支に及ぼす影響は取るに足らないだろう。

早生樹植林と土壌の関係はきわめて複雑である｡早生樹植林では長伐期植林に

比べ土壌侵食速度が高く、養分減少が激しいだろう。しかし他の多くの農作物に比べ

ると土壌を劣化させる程度ははるかに小さい。早生樹植林は土壌によい影響を与える
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場合もある｡植林地の土壌で特に侵食が起こりやすいのは伐採と再植林の時期であ

る｡土壌侵食を減らすためには、樹木であろうとなかろうと地表植生の有無が林冠より

も重要である。

養分循環の面では、早生樹植林は土壌から無機養分を奪うという点で、多くの農

作物と同様の振るまいをする。木が収穫される際、養分が林地から持ち出されるので

ある。伐採後に、枝、小枝､葉、その他の植物体を林地に残すことで、多少は養分を

留めることができるものの、早生樹の収穫を維持するためには、ほとんど常に肥料の

供給が必要である。このこと自体に問題はないし、実際、早生樹植林はほとんどの農

作物に比べ養分量の持ち出しが比較的少ないため､肥料要求量も比較的控えめであ

る。近年我々は、斜面地形では伐採残渣を燃やす事は土壌肥沃度を低下させ､土壌

浸食を増加させるということを理解している。このことで、より多くの場所で植林地の管

理者はより穏やかな地拵え方法を採用するようになりつつある。

遺伝子組み替え樹木(GMO)を植栽することによる利益と危険性に関する議論は扱

いにくく、長く続くであろう。GMOは多くの利益を提供しうる技術である。すべての野

外試験を中止すべきという、いくつかの環境保護団体による主張は過剰警戒であろ

う。しかしGMOの提唱者は、本質的な危険は開発と利用の過程に存在することを認

識しておく必要がある。この分野ではさらなる研究が緊急に必要である。

早生樹植林では害虫の大被害がいつ起こってもおかしくないと言われることがあ

る｡ある状況下では、害虫が植林に甚大な被害を及ぼす可能性もあるが、適切な場

所に適切な樹種を植栽し､注意深く管理し理にかなった害虫防除戦略を採用すること

で、その危険性を飛躍的に低減させる事が可能である。

早生樹植林が大気中の炭素をどの程度固定､貯蔵できるかに関する議論は依然と

して活発である。楽観的に見ても、炭素固定のために植林地を造成するのは単純で

はない｡植林の擁護者ですら、排出量削減はその多くをエネルギー利用の効率化と

化石燃料への依存を減らすことで達成せざるを得ないと認めているが、早生樹植林

が地球温暖化対策として造成される場合、環境あるいは地域住民に悪影響を及ぼさ

ないよう計画されねばならない。

特に熱帯や亜熱帯地域においては、今後数十年間、早生樹林業は最も重要とな

らないまでも、林業開発の最も重要な形態の一つになるということが次第に明らかに

なりつつある。早生樹植林は、本来的に良いものでも悪いものでもない｡ずさんに計画

・実行された場合は甚大な問題を引き起こし､綿密に計画・実行された場合には大量

の木材だけでなく、幅広い環境的・社会的便益をもたらす中立的な技術である。

植林開発では、政府がランドスケープレベルでの総合的土地利用の視点を適用す
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ることが極めて重要である｡もし植林がランドスケープレベルにおける一連の森林の能

力や機能の発現を妨げるようであれば､植林への投資は止めるべきであり、民間企業

が植林地を造成する許可を与えるべきではない｡たとえば､水循環を断ち切ったり、水

質を悪化させる可能性がある場合、早生樹植林地は造成されるべきではない。同じよ

うに､地元住民に悪影響をもたらす場合も植林地は造成されるべきではない。たとえ

ば雇用機会の減少､地元住民が依存している薪炭材や放牧地などの資源利用地か

ら排除されるような場合である。地元住民が受け入れることができる交換条件があるか

もしれないので、これらの要因は個別にではなく合わせて検討されるべきである。いか

なる場合も､他の利害関係者と同様に地元社会が初期段階から計画・開発に参画す

る必要がある。最後に強調しておくべきことは、天然林や生態的に重要な二次林､そ

の他の重要な生態系の消失につながる可能性がある場合には、いかなる植栽活動も

行ってはならないということである。

（訳：向井）
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付録

ＰＯＬＥＸ日本語版２００３年６月１９日付け　「ユーカリは子供を食べるか？」

Will the eucalypts eat your children? (June 19, 2003)

ユーカリ、アカシア、ポプラ、マツといった早生樹による大面積産業植林は、白熱し

た議論の対象です。増加し続ける紙や木材への需要に対して、持続的に原材料を提

供するには、早生樹産業植林が必要であると推進派の人々は主張します。そして、早

生樹産業植林により、人々に就業の機会を提供し、大気中の二酸化炭素を木材とし

て固定することで地球温暖化対策に貢献し、水源地の保全や天然林への利用圧を下

げることができるとも主張します。

一方、早生樹は多量の水を吸い上げるので土地の乾燥がすすむ、土壌養分が枯

渇していく、病虫害の大発生が危惧される等々、反対派には反対派の主張がありま

す。反対派はさらに、就業機会がそれほど増えないこと、植林地造成のために天然林

が伐り開かれていること、農民や地域集落が立ち退かされていること等を指摘します。

反対派にとって、早生樹植林地は森林ではないのです。

紙資源への需要そして早生樹産業植林地は、ともに急速に増え続けています。

2010年の世界の紙資源消費量は、1990年の８割り増しになると、FAO（国連食糧農業

機関）は予測しています。世界中には1000万ヘクタールの早生樹植林地があり、一年

に100万ヘクタールずつ増加しています。

上で述べた早生樹産業植林に関わる議論では、事実と思いこみがまぜこぜになっ

てしまっていることが多々あります。そのため、Christian CossalterとCharlie Pye-Smithは、

「早生樹林業:神話と現実」において、早生樹産業植林をめぐる事実と誤解を整理しま

した。著者らが示す結論とはつまり、早生樹産業植林は、

- 必ずしも天然林を伐り開いて行われるわけではない。

- ある条件のもとでのみ、天然林への利用圧を低減する。

- 荒廃した土地の生物多様性を増加させることもある。

- 草地や灌木林と比べ水分消費が多いが、それが深刻な問題になるのは乾燥地

だけである。

- 病虫害にきわめて弱いとはいえない。
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- 商業的な農業ほどには土地を疲弊させない。

- 地球温暖化の進行を弱める効果はそれほど期待できない。

- 推進派が主張しているほどには雇用を創出していない。

- 企業と地域住民との間の衝突をもたらすことがある。

- 公的資金の助成を受けるべき事業とは言えない。

ということです。

著者たちは、早生樹産業植林による木材生産の必要性を認めています。問題は、

早生樹植林をどのように管理・運営していくかなのです。ユーカリやアカシアが人間の

子供を食べることなどありませんし、砂漠化をもたらすこともありません。それはそれと

して、早生樹産業植林には、まだまだ改善の余地が残っていることも確かです。

今回紹介した Cossalter, C., & Pye-Smith, C. (2003). Fast-wood forestry: myths and 

realities. Bogor, Indonesia: CIFOR のPDFファイル（1.9 MB）は下記からダウンロードで

きます。http://www.cifor.org/scripts/newscripts/publications/detail.asp?pid=1257

 コメントや質問は、Mr. Christian Cossalter <c.cossalter@cgiar.org>宛に御願いします。

森林政策エキスパート(POLEX)メーリングリストは、国際林業研究センター

(CIFOR)の無料サービスとして1997年７月に開始されました。過去の

POLEXメッセージはCIFORウェブサイト(http://www.cifor.cgiar.org)、および

POLEX日本語版トップページ(http://www.cifor.cgiar.org/polexjpn)で公開され

ています。

POLEXの受信を希望される方は、POLEX日本語版トップページ

（http://www.cifor.cgiar.org/polexjpn）から配信登録をするか、

Ms. Ketty Kustiyawati <k.kustiyawati@cgiar.org>に御連絡ください。

Dear Ms. Kustiyawati,
I would like to subscribe to the POLEX message in [希望する言語]
とメールでお申し込み下さい。
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CIFOR News 36 Research that communicates日本語訳

言語の壁を乗り越えて　読み手のことを考えて

現地住民の生計の向上や持続可能な森林経営のために報告書、研究論文、技術

ガイドブックを出版することはいいことである。しかし、読者が読めない言葉で書かれ

た文献に何の意味があるのだろう。外交、ビジネスおよび貿易の場で、確かに共通語

としての役割を英語は担っている。しかし、現場で農業や林業を営む人々が、英語の

文献を読めるとは限らない。もし必要な情報が母国語で提供されたら、より多くの人に

役立つはずである。

京都大学農学部熱帯林環境学研究室の学生達はCIFORが出版した「早生樹林

業：神話と現実（Fast-Wood Forestry - Myths and Realities）」の翻訳に挑戦した。同研

究室の英文ゼミで向井由紀子さんが同書を紹介したことが、学生達の挑戦のきっかけ

となった。向井さんの発表は、出席していた学生達の興味を集め、生徒達は協力して

同書を全て翻訳しようと考えた。

学生の熱意を知った指導教官の太田誠一教授からの打診を受け、CIFORの藤間

剛研究員はCIFORから同書の日本語版を出版することの承諾をとり、査読および編

集に協力することを約束した。６人の学生が、太田教授指導のもと翻訳をおこなった。

太田教授と藤間研究員は密に連絡を取りながら、学生達の訳文に丁寧な添削を加え

た。

Christian CossalterとCharlie Pye-Smith著、「早生樹林業：神話と現実」は早生樹産

業植林が環境、社会および経済などに与える影響について、賛成論と反対論の両方

について様々な専門分野の意見を取りまとめ、分析・検討したものである。多分野に

またがる専門性の高い分析は、より広い読者の関心を集め、産業植林に関する貴重

な情報源として国際的に高い評価を受けている。

「国際機関が発信する情報の大半は、英語のみで、例外的にフランス語もくしはス

ペイン語のものが発行されているにすぎない。ウェブサイトから無料でダウンロードで

きるなど普及のための配慮はなされているが、多くの人々が直面している言語の壁を

解消することはできない。研究成果は人に伝えられ使われて初めて意味を持つ。この

点において、実用的で多くの人が興味を持つ内容の本を翻訳することは、大きな意

義がある。これは日本語についてもあてはまる。」と藤間研究員はいう。

2003年にCIFORが行ったPOLEXメーリングリストの影響評価は、情報の選択と翻

訳の重要さを描き出した。POLEXは、CIFOR所長David Kaimowitz博士が世界各国

の森林、森林政策および森林保護に関わる人々に配信するメーリングリストである。
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POLEXは、最新の研究成果を簡潔で読みやすく要約したものである。POLEXを効果

的なものにしたのは、フランス語、スペイン語、インドネシア語そして日本語に翻訳、

配信されていることだった。CIFORのインターンとして倉光宏明が実施したPOLEX影

響評価のアンケートには、POLEXを日本語で受信できることに対して多くの感謝が寄

せられた。林野庁木材貿易対策室の森田一行さんが、「現実問題として、朝、職場の

パソコンを開くと各種国際会議等に関する英語のメールが読みきれないほど届いてい

る状況で、来たメールすべてに目を通すことは不可能です。特に、添付ファイルがつ

いた英語のメールを見るだけでうんざりすることも多いです。そのような中で、短い中

に最新の情報が要約されているPOLEX日本語版は簡単に読めて、ありがたいと思い

ます。」と回答したように、選ばれた情報が日本語で提供されることが評価されたので

ある。



国際林業研究センター（Center for International Forestry Research: CIFOR）は、森

林減少及び森林劣化の社会的、経済的、環境的影響に対する世界的な懸念の

高まりをうけ、国際農業研究協議グループの一機関として1993年に設立された。

CIFORは、森林に依存して暮らす人々の福祉を向上させ、また、熱帯諸国が将来

にわたって森林資源から便益を受けることができるよう、適切な情報と森林管理手

法を提供することを目的に研究活動を実施している。 CIFORは数百にのぼる研究

パートナーと協力し24ヵ国以上で研究を行い、その設立以来、世界レベル・国家レ

ベルでの森林政策の改善のための提言を行う役を担っている。

ドナー

CIFORは、国家政府機関、国際開発機関、民間財団、地域組織機関などから、活

動資金供与を受けています。2004年にCIFORは次の組織・機関から活動資金の供

与を受けました。Australia, African Wildlife Foundation (AWF), Asian Development 

Bank (ADB), Belgium, Brazil, Canada, Carrefour, China, CIRAD, Conservation 

International Foundation (CIF), European Commission, Finland, Food and Agricul-

ture Organization of the United Nations (FAO), Ford Foundation, France, German 

Agency for Technical Cooperation (GTZ), German Federal Ministry for Economic 

Cooperation and Development (BMZ), Indonesia, International Development Research 

Centre (IDRC), International Fund for Agricultural Development (IFAD), Innovative 

Resource Management (IRM), International Tropical Timber Organization (ITTO), 

Italy, Japan, Korea, Netherlands, Norway, Organisation Africaine du Bois (OAB), 

Overseas Development Institute (ODI), Peruvian Institute for Natural Renewable 

Resources (INRENA), Philippines, Sweden, Swedish University of Agricultural 

Sciences (SLU), Switzerland, The Overbrook Foundation, The Nature Conservancy 

(TNC), Tropical Forest Foundation, United States, United Kingdom, United Nations 

Environment Programme (UNEP), Waseda University, World Bank, World Resources 

Institute (WRI), World Wide Fund for Nature (WWF).

Forest Perspectives Series
1. Fast-Wood Forestry: Myths and Realities. 2003. 
 Christian Cossalter and Charlie Pye-Smith

CIFORと日本 

CIFORの活動は日本の政府開発援助（ODA）によって支援されています。

ODAによる活動資金の拠出に加え、日本人理事によるCIFORの意思決定への

参加、派遣研究者による研究プロジェクトの実施等がなされています。 

CIFORは、持続可能な森林経営の実現を目的にヨハネスブルグ・サミット

（WSSD）のタイプ2プロジェクトとして日本政府とインドネシア政府が立ち上げ

たアジア森林パートナーシップ（AFP）の事務局として情報の公開と共有に貢

献していることをはじめ、日本の国際協力と連携をとった活動を実施していま

す。AFPホームページ http://www.asiaforests.org/

CIFORは、平成15年よりインドネシア林業省研究開発庁との共同研究の実施および成果

普及に当たる青年海外協力隊隊員を受け入れていること、また日本人大学院生をインター

ンとして受け入れていること等、日本人若手研究者の人材育成にも力を注いでいます。日本

との協力関係をさらに強化することにより、熱帯林の持続的利用と熱帯林に依存して暮らす

人々の生活の向上に貢献できるようになることを期待しています。
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F o r e s t  P e r s p e c t i v e s  

早生樹林業：神話と現実（Fast-Wood Forestry – Myths and Realities）は、早生樹林業

に対する肯定的ならびに否定的な主張を総合的に分析したものである。本書は、作

り話から事実を、憶測から科学を、誤った情報から真実をより分けている。環境保護

論者はしばしば早生樹林業の悪影響を誇張して主張してきた。一方で植林企業は、

これまで早生樹林業が実際に環境や地域社会に与えてきた悪影響を過少に評価し

てきた。本書は早生樹林業が生物多様性、土壌および水資源に与える影響を詳細

に検証している。また早生樹林業が地域社会に雇用、社会基盤整備そして富といっ

たさまざまな社会的利益をもたらすという、植林企業の主張にも分析を加える。さら

に、早生樹林産業を振興するため、国や国際開発機関が実施する補助金および奨

励策の利点と問題点について検討する。本書は、早生樹産業の環境および社会的

な役割をいかに改善すべきかの一連の提案を結論として提示している。総合的で信

頼でき、しかも生きいきと平易な文章で書かれた同書は、環境保護論者から植林擁

護論者まで、学界からNGOまで、そして政策決定者から資源利用立案者まで、開発

問題に興味をもつ全ての人々の期待に応えるだろう。

Forest Perspectives シリーズの各書は、重要な森林問題に関する論議や論争を促進

するために出版されている。これらの出版物は国際社会における対話と情報の交換

を助けるためにCIFORから出版されている。これら出版物のPDF版がCIFORのウェッ

ブサイト（www.cifor.cgiar.org）からダウンロードできる。

早生樹林業
−神話と現実−
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