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第5章

国家REDD+政策過程における政略と権力
モニカ・ディ・グレゴリオ、マリア・ブロックハウス、
ティム・クローニン、
エフリャン・ムハロム

•

REDD+を通じた排出削減を達成するためには、政治的および経済的ハードルを
乗り越えるため、次の４つの前提条件が必要である。i)森林減少・劣化を引き起
こす利害からの国家の独立、ii)REDD+政策過程に対する国家主権、iii)包括的な
REDD+政策過程、iv)本質的な変化を求める協力体制の存在。

•

効果的な国家REDD+戦略の形成と実施は、国際的アクターだけがREDD+政策過
程を推進している国において、特に難しくなる。

•

社会制度的および政治的な経路依存性を打ち破る力をもつ新しい協力体制には、
政策目標に重要な影響を与えている、国家エリートとビジネスアクターの参画を必
要とする。

5.1 はじめに
本章では、ボリビア、
ブラジル、
カメルーン、インドネシア、ペルー、ネパール、ベトナ
ムという７カ国の国家（および連邦）におけるREDD+戦略の形成および実施に関する
政策過程を分析する。政治経済学の視点を用い、効果的な政策策定を妨げる主な要
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因を特定する。それぞれの国の主要な森林破壊要因および特定の状況について、国
家の政治構造、支配的な政策アクター、効果的で効率的で公正なREDD+政策の開発
と実施を支援したり妨げたりする過程を含む、国家の政策過程における重要な要素を
まず特定する。気候変動に関する国際交渉は国家レベルのREDD+政策過程に確かな
影響を与えている。
しかしながら、本章では国際交渉と国家政策過程の関係ではなく、
国家レベルのみに焦点をあてる。
REDD+政策開発を進める早さは国によって異なっており、能力開発を重視する多
国間及び二国間の枠組みに対する関与の程度も異なっている (第3章)。
各国の政治体制は、民主主義から独裁主義までの幅がある。民主主義体制は、そ
の名のとおりより開けた包括的な政策過程をもつ(Johannsen and Pedersen 2008)。
すべての国で、準国、国、国際レベルの多数のアクターが国家REDD+政策過程に参画
している(Hiraldo and Tanner 2011a)。
どのような政策過程にも物議をかもす政略が
必ず存在し、REDD+の政策議論も例外ではない。
７カ国のそれぞれで、REDD+政策形成に関連する重要な政治的イベントがあった
(図5.1)。主要な政策成果は、準備活動と関連した新しい制度と手続き、そして能力開
発の策定に関係している。
ただし、
これまでのところしっかりした政策形成とその実施
は限られている。国際的な気候交渉を通じた資金調達の遅れだけでなく、国内勢力間
の争いも全体的な進捗遅れの一因となっている。
本章では第2章で説明した「４つのＩ」、社会制度(Institutions)、
アイデア
（Idea）、
利益（Interest）
、情報(Information)、その中でも最初の三つの要素に焦点をあてた政
治経済学的分析の枠組みを用いる。社会制度 的および政治的手段の経路依存性、森

アイデア が言説的実践となる過
林減少および森林劣化を引き起こすアクターの利益、
程について分析する
（図5.2）。
これらすべての要因が、政策領域において本質的な変
化を促進もしくは制限する主要な協力体制の力に影響する。我々は「本質的な変化」
を、直接および非直接的に森林減少および劣化を防ぎ森林炭素蓄積量増加を進める
ために必要な、
「経常の事業」の政策手法から離れた政策形成と実行に必要な態度、
意見、力の関係、意図的な（政策、抵抗）行動と定義する
（第２章参照）。本質的な変化
を進めるには、i)森林減少および劣化の主な促進要因である強力な経済的利益に対
する国家の独立性を高めるために必要な制度的・政治的準備、ii)REDD+政策過程の
国家による所有、iii)REDD+政策過程内への利害関係者の内包、iv)政治的力関係上の
文脈で必要な、経常の利益に繋がった慣行から独立しようとする協力体制の存在、の
四つの準備条件が整っていなければならない(図5.2）。

国家REDD+政策過程における政略と権力

5.2

方法

本章で紹介する分析結果は、CIFORが主導して実施しているREDD+に関する国際
比較研究(GCS)の政策分析に属する二つの構成課題の成果に基づいている
（付録参
照）。
一つ目の要素は、国家REDD+戦略が開発される政治的文脈を精査し、REDD+活動
この分析の主な焦点は、各国
に対する障害と経路依存性を特定する政策分析 である。
の政治経済、社会制度および統治状況である。各国での調査は、
インターネット検索を
含む既存の情報調査、専門家へのインタビュー、政策書類等の評価を含む。
二つ目の要素は、政策分野の構造、主要アクターの立場、本質的な変化を求める
協力体制構築の可能性を調べる、政策的言説に関するメディア分析 である。REDD+の
政策討論がメディア上でどのように構築されるか、
また主要な言説とそれに反対する
言説を比較する(Hajer 1995; Boykoff 2008)。
ここでいうメディアの枠組み とは「象徴
を操るものが日常的に言説を構築するためにおこなう、選択、強調、排除および認識、
解釈、表現の様式」
である(Gitlin 1980:7)。
メディアの枠組みの分類と構造的分析は、
新聞記事として発表された枠組みと、REDD+に対する態度および言説的実践に対す
る、主要な政策アクターによる支持のあり方を特定した。2005年12月から2009年12
月にかけて、それぞれの国の主要な三つの新聞に掲載された記事を分析した。
この比
較分析は個別の事例研究により収集されたメディアに関するデータに基づいている。

5.3

制度的文脈、経路依存性および利益

本質的な変化を阻害する要因は、森林減少および劣化を促進する産業界の強大
な利益、過去の政策、社会制度の相互関係によって定まる。
これらは一体となって乗り
越えるのが難しい経路依存性をつくっている。大小規模の農地拡大といった直接的な
理由から、国家政策と林業セクター内外の資金豊かな産業の利益という非直接的な
理由まで、多数の森林減少および劣化の理由が既存の文献によって強調されている
(Rudel 2007; Brockhaus et al. 2012)。ほとんどの明らかな理由の後ろには、強力な
経済的利益が並んでいる(Lambin et al. 2001)。
本質的な変化は、森林減少および劣化を促進する産業からの国家の自立と、広
い範囲の社会的利益のために行動する国家を必要とする(Karsenty and Ongolo
2012) 。国家の自立 とは、国家政府のアクターがさまざまな産業から独立して政治的
決断を下せるかどうかに関係している。自立性は、特定の国家の歴史の産物である。
本質的な変化をもたらすため国家は、森林破壊と森林地帯の開発により利益を得てい
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国際イベント

2007年12月
COP13（バリ）

2008年12月
COP14（ポズナン）

2007年12月
世界銀行森林炭素パートナーシップ基金(FCPF)発足

2008年9月
UN-REDDプログラム発足

2007年9月
森林11カ国会議（ニューヨーク）

2007
ボリビア

ブラジル

2008

2007年3月
REDD+に関する政治的・技術的委員会設置（REDD+準備活動、
R-PIN作成など）

2007年6月
気候変動とPESに関
するアマゾナス州法

2007年7月
The “Zero Deforestation
Pact”(2015年までに森林減少
をなくすことを求めるNGOか
らの提案書)

2008年8月
アマゾン基金

2009年6月
「アマゾン地域州知事会議」から
大統領宛REDD+市場メカニズム
創設要請文書発出。

2007年
気候変動に関する連邦レベル省庁間委員会

カメルーン

インドネシア

2008年7月
カメルーンからのFCPFへのR-PINの提出

2008年7月
インドネシア国家気候変動
協議会（DNPI）の設立

ネパール

2009年1月
決定事項09番/環境自然保護
省 - カメルーンREDDパイロ
ット運営委員会の設置

2008年12月
REDD実証活動に関する林業大臣令
2008年68号

2009年1月
• REDD Cell（国家レベルでREDD+を
コーディネートする組織）の設置
• REDD+作業部会の設置

ペルー
2008年5月
REDDグループの設立

ベトナム

2009年5月
気候変動国家委員会内にREDD技術
グループ設置

2008年7月
FCPF R-PIN 承認

2008年12月
NTP-RCC

2008年10月
PESに関する総理大臣決定 380/QD-T Tg

図5.1

調査国におけるREDD+に関する主な政治的イベント

国家REDD+政策過程における政略と権力

2010 年 11 − 12 月
COP16（カンクン）

2009年12月
COP15（コペンハーゲン）

2011年12月
COP17（ダーバン）

2010年５月
REDD+パートナーシップ発足

2009

2010

July 2009年7月
森林と気候変化戦略形成のためのコンサルテ
ィングワークショップ開催

2011

2010年12月
ボリビアにおけるUN-REDD+に関する国連とボリビア政府
の合意
2010年4月
気候変動に関する世界人民会議

2009年
気候変動国家政策と自主的削減目標、REDDによりアマ
ゾンで80％、セラードで40％の排出削減
2009年10月
ブラジルのCOP15への参加（ルラ大統
領との閣僚会合）

2010年
国家REDD+戦略のための多様なア
クター間の対話

2010年
気候変動国家政策による規制と2020年までに20億トンの排出を削減
する幅広い経済的目標

2011年
省庁間委員会による国家REDD+戦
略形成

2009年9月
気候変動におけるカメルーンのポジションペーパーの会議文書の認可
2009年12月
気候変動国家観測（ONACC）に関する大統領令
2009年12月
コペンハーゲン会合へのREPAR参加からのフィードバック会議

2009年5月
炭素吸収認可に関する林業大臣令2009年36号

2010年5月
インドネシアとノルウェー間の
合意文書

2011年5月
大統領令2011年10号
トリアム（一時停止）

2009年9月
G-20会議でのインドネシアの26％の排出削減目標公約

2009年4月
R-PPの最終決定

森林開発新規認可モラ

2011年9月
大統領令2011年61号
排出削減計画

国家温室効果ガス

2009年12月
エベレスト山麓カラパタールでの閣僚会合
2010年7月
1993年森林法の改正提案

2011年3月
FCPF R-PP 受理
2010年3月
FIPパイロット国として認められる。
2009年12月
2021年までに純森林破壊率を0％に
するという発表

2009年7月
UN-REDDベトナムプログラム

フェーズ１

2009年9月
国家REDDネットワークと技術活動グループ

2011年4月
全国ワークショップ「気候の危機、REDD+、そして先住民によるREDD」
とキ
ト宣言

2011年7月
新国家森林法可決（規則、規制は保留中）

2010年3月
国家REDD+戦略
2010年10月
PFES政府法令

2011年1月
NRS,VROの設立

2011年7月
国家MRV枠組み
の承認

|

73

74

|

第2部: REDD+を実施する

制度的・政治的経路依存性
• 制度的取り決め（特に土地利用に関するもの）
• REDD+を支持もしくはREDD+と衝突する過去の政策
• 政治的プロセスにおける排他性のなさ

•
•
•
•

アクターの利益
DD*を促す産業
国家の独立性
市民社会
国際的アクター

アクターの意見
• 思想と信条
• 開発モデル

政策プロセス
以下のことから動くための政治的連合と
協力もしくは争い

経常の事業
• DD産業による国家の支配
• 政策過程における排他性
• 国際的アクターによる国家政
策決定の支配

本質的な変化
• DD産業からの国家の自立
• 排他的でない政策過程
• 政策決定の国家主導

* DD: 森林減少・森林劣化

図 5.2 政治経済学の枠組み

る産業界からの政治的圧力に耐えることができなければならない。
しかし自立性は、
埋め込まれた独立性となりうるように、排他的でない政策過程と共に進められなけれ
ばならない(Evans 1995)。排他的でない政治システムは、市民社会のように権力をも
たない集団の利害をよりよく反映するため、
より広い分野の社会に仕えるようになる。
(Jenkins 1995)。
森林減少および劣化をもたらす産業に対抗する国家自立性が欠落しているこ
とには確固たる証拠が存在する。共謀と汚職が存在したり、森林ガバナンスが弱か
ったりすることは、REDD+政策の開発と効果的な実施における大きな課題である
(Kanninen et al.  2007)。違法伐採と法律の不適切な施行は、多くの熱帯雨林保有国
に共通の問題である(Brack 2005)。現在進行中の分析は、森林ガバナンスと全般的な
ガバナンスそしてREDD+政策過程の強力な関係を示している (WRI 2009)。

国家REDD+政策過程における政略と権力

以下の分析では次の四つの主な政治経済的および制度的状態を検討する。i)経常
の事業の支持による利害を代表する主な森林減少要因、ii)REDD+の目的とそれに関
連する制度設計を促進もしくは阻害する政策、iii)森林破壊と森林劣化を進める経済ア
クターに対抗する国家の自立、iv)排他的でない政策過程の度合い（表5.1）。
最初の検討対象は、森林減少および劣化の原因 である。規模の大小や自給用か
産業目的の農業なのかなどによる違いはあるが、牧場を含めた農地の拡大は森林減
少の最大の原因である。伐採、鉱山採掘、社会インフラの整備がこれに続く
（表5.1）。
こ
のため森林減少および劣化を効果的に制限するために、政策立案者は林業、農業、畜
産業、鉱業の各産業がもつ主な政治的阻害要因を特定し、新しい利益構造を工夫す
る必要がある(Box 5.1 ブラジルに関する議論を参照)。
これらの産業セクターが支配す
る大きな利権は利益構造の再構築を特に難しくする。
これらの産業セクターが森林減
少および劣化を促進しているのはよく知られているけれど、一つ一つの産業セクター
が森林減少および劣化に与えている影響の定量的評価は、ほとんどの国で課題として
残っている。
森林減少要因を支持する政策、それに関連する制度配置 は本質的な変化を抑制
ブラジルでの畜産業に対する農業貸し
し、逃れるのが難しい経路依存性 を作り出す。
付けに対する補助（環境の持続可能性評価に関連してすでに少なくなった）や、
インド
ネシアでのバイオ燃料や農園開発に対する税金控除など、多くの国で税制は経済発
展のための森林開発を支援する
（表5.1）。社会インフラ開発のための公的資金もこう
した活動の拡大を支える鍵となる。時がたつにつれ、
これらの政策は競合する土地利
用の利益をつりあげ、森林減少および劣化を引き起こす主要な産業セクターの権力を
効果的に強固なものとする制度的構造を作り出す。
このような経路依存性から脱却す
るのが、課題である。その一方すべての国において、REDD+政策の編成と実施を可能
にする政策がすでに施行されている。それらの政策には、環境サービスに対する支払
い、持続的森林管理を促進する森林法、保全、再植林、新規植林、エネルギー効率の向
上、森林産物代替品の提供に対する予算措置などがある。
しかしながら、一般的にこれ
らの政策は、森林破壊を促進する要因を支援する政策と比べると、資源も対象地域も
限られているのが普通である
（表5.1）。
経済開発目標の達成に貢献することや、課税や徴税の対象として国家の資金源
となることから、産業セクターだけでなく国家そのものも、森林からの収穫と開発に経
済的政治的関心を持つ。森林からの収入を確保するために国家は、森林減少を引き
起こす経済的アクターからの十分な独立性 を保つことが必要である(Karsenty and
Ongolo 2012)。独立性の欠落は、国家と社会アクターの結束の高さによっても表され
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畜産業、
（大小規
模の）農業、
イン
フラ整備、択伐、
鉱業、火災

（主として小規
模）農業、
インフ
ラ整備、違法伐
採、鉱業

農業（アブラヤシ
農園のような大
規模なもの、小規
模なもの、
自給自
足）
、伐採、鉱業

ブラジル

ペルー

インドネシア

緊張のある地
方分権

中央集権

中から上　 （官僚およ 欠陥のある民
主主義
び専門家の汚職）;違
法伐採、
コカおよびコ （6.59）
カイン生産、違法な鉱
業をおこなう強力なカ
ルテルの存在

移民と農地拡大を支援 （新森林、野生生物条例）の可決
、ペルーと米国の
する税制、道路インフラ （ただし未施行）
整備計画、エネルギーイ 貿易協定、中国との森林・環境保護
ンフラ整備計画（石油、 のための自由貿易協定、EUとの貿
バイオ燃料、水力発電）、 易協定（REDD+、森林認証、持続
鉱業の拡大支援）
、
アマ 的森林管理）;Ley 29785 Ley de
Consulta Previa（優先的執行法);
ゾン地域における環境
政策および持続可能な 国家森林保全計画
開発政策の欠落

欠陥のある民
天然林と泥炭地のガバナンスの改 中の上
善と、開発モラトリアム（政府に対 （大規模なプラテーシ 主主義
する産業界からの圧力により政策 ョン、伐採、紙パルプ、 （6.53）
が弱められている。）
鉱業、選挙キャンペー
ンからの圧力）

連邦制

上から中（土地投機、 欠陥のある民
違法伐採、家畜放牧、 主主義
脱税、薬物取引、パトロ （7.12）
ン−クライアント関係、
選挙キャンペーン）

森林法による私有地の保護義務、
（保護地域を含む）土地利用政策
の施行改善、経済的・環境的な地
域区分、
（牛肉、大豆）生産および取
引の合法性認証、土地規制過程と
先住民族の土地認定、森林減少の
リアルタイム監視

家畜放牧のための融資
（ 過去よりは制限されて
いる）
、
インフラ開発（道
路、
ダム）
、土地所有制度
施行の弱さ

林業および鉱業への税
収依存、森林産物、農産
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する免税、保護地域内で
の採掘許可、財政、非財
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ルギー計画開発への認
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ア
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中央集権化の
程度

自立性の欠如もしくは 民主主義指数
特定の利害に支配され （指数）*
る可能性

REDD+を支持する政策

REDD+の目標と衝突す
る政策
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インフラ整備（道路、水
力発電）
、
自給農業と換
金作物開発（ゴム、
コー
ヒー）
、国家社会経済開
発計画、貧困削減のため
の貸し付け制度、土地分
配、森林開発戦略上の
主要目標としての経済
的発展

決定事項380と法令99；利益配分 中の上（特に地域レベ 独裁政治体制
制度を含む森林の環境サービスに ル、国営企業と土地管 （2.96）
理の関係）
対する支払い（強力な構造ながら
実施が弱い）
、2004年森林保護・
開発法と2003年土地法、炭素権利
に関する法的基礎、国家の気候変
動戦略および国家REDD+計画

*数値が高い場合は民主主義的体制を、低い場合は独裁主義的体制であることを示す(Economist Intelligence Unit 2011)

May et al. (2011b), Dkamela (2011), Indrarto et al. (2012), Pham et al. (2012), CEDLA and CIFOR (2011a), Forest Action and CIFOR (2011), DAR and CIFOR (2012)に基づく。
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おける地域計画と持続可能な開発
のためのガイドライン
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森林警察および道路 （5.84）
警察に対する贈賄。
た
だし国家政府が含まれ
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違法伐採監視の改善、地域住民の
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ダム）、
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伐採、鉱業
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国
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Box 5.1 ブラジルの方法によるREDD+：古いムチと新しいアメの組み合わせ
ヤン・ベーナー、
スウェン・ワンダー

REDD+の実施には、土地および森林の利用に関する決定を効果的に変える政策が
必要である。そのような変化はほとんどの場合、土地利用者にとって少なくとも短期的な
経済的利益の損失を意味する。実施コストは別にして、効果的なREDD+政策は利益配分
という結果が必要である。理想的なREDD+は費用対効果と公平性を最大にする。
しかし
現実には、政策決定者はこれら二つの目的の間にあるトレードオフに直面する傾向にあ
る。
ブラジルアマゾン地域では、土地所有権と森林利用権が高いレベルで集中してい
る。
ブラジル議会上院は、制度が遵守されていない現状に対応するため、現在の制限的
な土地利用制度を広い範囲で自由化することを検討している。例えば、農地林の80％を
保全するというブラジル森林規範の遵守は、同国で急成長している土地拡大型の農産業
に損失をもたらすだろう。一方で、純粋に成果主義的なREDD+の手法は、既存の保全規
制を破らないことに対し、政治的に敏感な土地所有者への補償を行うことを意味する。
こ
のようなことから2009年のCOP15においてブラジルは、
より強固な制度の執行と国家に
よる環境サービスに対する支払い(PES)を組み合わせたREDD+の手法を提案した。
制度的なムチとPESというアメの最適な組み合わせを見いだすことには、公平性だ
けでなく、実施コストの面でも含意がある。保全に関する法律の執行は多くの資金を必要
とするが、実施コストを部分的にまかなう罰金収入をもたらしうる。それと対照的にPES
は多大な資金を必要とするため、他の政府支出に対抗する政治的機会費用となる。土地
所有者の機会費用を補償することでREDD+に公平性を追加することは、
とくに多くのア
マゾン先住民や伝統的森林居住者のように、れまでの森林管理が適切であった人々にも
支払いをも行う場合、多大な費用を必要とする。
「アメとムチ」を組み合わせる手法には長所と短所の両方がある。独立した道具とし
てPESは、ルールを守らない土地利用者がルールを守らない場合に対する支払いを停
止することでルールを守るよう促すができる。
そのためPESの受給者は、彼らの機会費用
が保障されることを期待する。
しかし、既存の規則と組み合わされると、PESは規則を遵
守することに対する補助金となり、土地利用者に対して十分な補償を行うことができなく
なる。
このように組み合わされた政策のもとで、例えば僻地の開発フロンティアで規制に
次ページに続く

国家REDD+政策過程における政略と権力

Box 5.1 前ページより続く
よる脅威がないととらえられた場合、支払いの停止は保全の推奨に十分ではなくなる。
そのため保護に対する熱意を効果的に満たすことはできない。
また補完的罰則の施行
が不十分な場合、土地利用者はPESをしまい込み経常の事業を続けるだろう。
このような
ことから、
アメとムチを用いたREDD+政策を効果的に統合する政策立案者は、空間的に
不均質な実施費用を予測する手法と、協調的に機能する保全手法に頼ることになる。
ブ
ラジルのように環境ガバナンスが分権化したところでは、環境政策の実施費用は国家と
地方政府が分担することになる。そのため効果的で公平な成果を達成するためには、行
政機関をまたいだ新しい利益と費用の配分機構が必要となる。

出典：Börner et al. (2011)

る。本章が対象とする７カ国のすべてがこの課題に直面している
（表5.1）。特にパトロ
ン−クライアント関係のネットワークが機能しているネパールとペルーでは、地域レ
ベルでの森林法施行の課題に直面している。
ブラジルとインドネシアでは、強力な農
業ビジネス、牧場所有者、伐採企業が、彼らの利権を守るため政府に対し継続的な圧
力を与えている。
このことはブラジルの森林法およびインドネシアの森林モラトリアム
政策に対する経済界の抵抗からも明らかである。
ロビー活動のほとんどは隠れたとこ
ろで行われるが、最終的な政策形成、限られた政策の施行、既存の政策との整合性の
低さとして、その影響が明らかになる(Coen 2004)。政府官僚と経済利権との癒着が
すべての層において長期にわたり続いているインドネシアに比べて、
ブラジルは近年
このような力に対抗する力の向上を示した。
これらの国の多くでは、選挙資金を得るた
めに違法な伐採認可が日常的に行われている。ベトナムでは、国営企業、地域政府、公
務員の間の汚職と共謀が、主な課題である。
カメルーンでは、森林劣化を引き起こす
利益が国家の上層部を取り込んでいる。同国では、違法伐採活動の90%に国または地
域の有力者が関与している。
自然資源の非持続的な収穫に依存する伝統的な開発モ
デルと決別する根本的な政策変化を示すほど十分に自立している国は、７カ国のな
かにない。ベトナムそれについでブラジルの国家アクターは、そのような変化を独立し
て支持できる一番いい立場にいるだろう。その他すべての場合において、本質的な変
化は、経路依存性を破壊しうる国家の一部と他の方法の広範囲な協力体制を必要と
する。国際的アクターと市民社会は、
このような変化を進めることで貢献できる。
ノルウ
ェーはこのような努力を支える国際的に主要な資金提供国の一つである
（Box 5.4参
照）。
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最後に、
より排他的でない 政策過程により、REDD+政策は強固な公正性をより含
むようなり、
また政策アクターと利害関係者の間での隠れた緊張と表立った衝突をより
起こりにくくするだろう。政策過程の排他性のなさは、政治制度のタイプとその中央集
権化の度合いにより影響される。本章では、民主主義指数と政治システムの中央集権
の程度を排他性のなさの指標とする
（表5.1）。分析対象７カ国の政治体制は民主主義
から独裁主義までと幅広く、
とても中央集権的な国（ベトナム）から連邦もしくは地方分
権化した国（ブラジル、インドネシア）
まで、中央集権の程度も様々である。全体的に言
えば、ベトナムやカメルーンのように、
より独裁主義的体制の国はより中央集権的にな
り、排他的な様相の政策過程をもつ。
しかしペルーのような体制は民主主義的かつ相
対的に中央集権的である。
より民主主義的な国家は、
より排他的でない政策決定をす
ると期待される。その一方、インドネシアやカメルーンのような国は地方分権化と再中
央集権化の変化に直面してきた (Ribot 2003; Oyono 2004)。全体としてみれば、ベト
ナムとカメルーンは排他的な政治体制を持ち、
ブラジル、ペルー、インドネシアはより
排他的でない。ボリビアとネパールは限られた排他性のなさから、民主主義と権威主
義が混合した体制を持つ。政治体制の排他性のなさは、REDD+を含む特定の政策過
程の排他性のなさに影響する
（Box 5.2 タンザニアにおけるREDD+協議過程の排他性
のなさに関する解析、参照）。

5.4

政策言説と変化のための協力体制

メディアは進行中の政策過程を反映する鏡とみなすことができ、優勢な政策言説
とそれがアクター間で共有される広がりを特定するためにメディア分析が用いられる。
本質的な変化をめざす協力は、経常の事業のシナリオに対抗し、森林資源の収穫を
基礎とする伝統的な経済発展モデルの制度、政策、利益構造の変化をもたらす、言説
的実践を行う。
しかし、政策過程のメディアへの反映は部分的なもので、すべてのアク
ターが政策や世論に影響を与えるための道具としてメディアを使っているわけではな
い。例えば産業界は、
メディアから隠れ独立した形で政府に影響を与えることを好む
(Coen 2004)。同じことは、科学者に対してあてはまるが、研究機関の方が産業界よりも
メディアに多く現れる。
分析対象とした７カ国でのREDD+に関するメディアの報道は、2007年のCOP13
でバリ・ロードマップが採択された時から始まった。それ以来、REDD+に関する記事は
大幅に増加したが、そのカバーしている範囲は国によって異なる。2005年12月から
2009年12月にかけて、インドネシアとブラジルの３つの主要な新聞はそれぞれ190
本と250本のREDD+を対象とする記事を掲載したが、他の国での報道は15本以下に
とどまっている(Cronin and Santoso 2010; CEDLA and CIFOR 2011b; Kengoum
2011; May et al. 2011a; Pham 2011; Forest Action and CIFOR 2012; Libelula and
CIFOR 2012)。

国家REDD+政策過程における政略と権力

Box 5.2 行動のための知識の結合：タンザニアにおけるREDD+政策形成
サラ・ランタラ

様々な種類の関連する知識から、政策制定の効果性・効率性・公平性を上げる方策
を描くことは、国家REDD+政策を準備している国々の緊急の課題である。政策立案者は、
気候変動とその対策について複雑な科学的知識をもつ情報提供者への依存を強めてい
る。
また同時に、政策的成果は証拠に基づく政策決定ではなく、異なる資源と能力を持つ
政治的アクターの間の政治的取引を反映しがちである。
タンザニア政府主導によるREDD+作業部会は、市民社会、研究機関、地方自治体、
国際的協力者などの国家REDD+戦略開発に対する参加を歓迎してきた。REDD+に関連
する情報を普及するという強い目的をもつ組織が、政策過程を通じて彼らの経験を提供
した。正式な方法にはワークショップと訓練が含まれているが、政策に影響するための最
良の入り口は、提言活動のために政府内外の正しい組織配列を見いだすとともに、異な
る産業セクター内の高いレベルにある個人に対する微妙な働きかけである。政策立案者
を説得するためには、地方の成功事例をいくつも見せる必要があるという点でも合意が
なされている。関連する知識をREDD+政策形成につなげるための目立たない課題は、キ
ーパーソンとなる官僚の注意を引きつけるための費用の大きさである。情報共有イベン
トの企画者は、対象とする参加者の限られた時間を奪いあわねばならない。イベントが
多すぎることから、官僚はどのイベントに出席するかを決める際に、イベントの内容では
なく日当のような直接的な利益を基準にすることがある。
この問題は、政策立案のための資源と情報の経路がどのように絡みうるかということ
を示す。
タンザニアの回答者が言及した別の障害は、政策決定者が既存の考えと異なる
提言を検討するための能力と希望に関連するものと、官僚制度が現実に迅速に対応で
きないことである。
「事実上の政策立案者」にもかかわらず政府の行政部局や若手官僚と
の相互作用が限られていることも、知識を活動に効果的につなげることができない原因
として指摘されている。

5.4.1

所有権

政府が国家REDD+政策によって持続的な変化を導くには、政策過程を支配し自
らの戦略を実施するという政治的意思を表明する必要がある。政治的言説の形成に
向け国家アクターがどの程度活動しているかについてのメディア分析は、政府による
REDD+政策過程の所有率を示す指標となる。
ここでは、
メディア上で確認できた政策
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アクターの数（表5.2）
と、
メディアの枠組みの中で確認されたそれぞれアクターによる
REDD+に関する実践的言説を明らかにする。
7か国中4カ国で、国家アクターがメディアでの言説を優占している。ボリビアでは
ほとんどの国家アクターがREDD+をオフセットメカニズムの一つとみなし一方的に拒
絶する。それに対して、ベトナムとインドネシアのアクターはREDD+に強く賛成してい
る。
ブラジルでの政策言説では国レベルの国内アクターが優占する(26%)が、国際環
境NGO、研究機関、国内の市民社会アクターなど利害関係者の高い多様性がメディア
に表されている。インドネシアでは、特に国際NGOアクターの高い多様性が認められ
る。地方分権化したインドネシアの特徴は準国レベルのアクターの多さで、REDD+の
資源配分および政策決定に関する支配権について中央政府と地方政府がせめぎ合い
を続けていることを反映している、(Cronin and Santoso 2010; Box 6.2も参照)。
その
他の国でメディア報道に準国レベルのアクターが現れるのは、連邦制のブラジルと分
権化が進んだボリビアだけである。

表 5.2 政策言説を表明しているアクター（メディア上でのREDD+に対する立場を表明している全アク
ターに対する各アクターグループの割合（％））
アクター
グループ
国家（国）

インドネシア ブラジル ボリビア ベトナム ネパール カメルーン ペルー
45

26

50

67

17

8

12

国家（地方政府）

7

2

3

0

6

0

0

法人組織

3

4

10

6

6

0

0

政府間

8

7

9

27

6

17

25

（国際）研究
機関

5

11

0

0

6

42

25

（国際）環境
NGO、NGO

16

17

10

0

0

0

25

（国内）研究
機関

6

13

3

0

12

25

0

10

20

15

0

47

8

13

機関別割合
合計（%）

100

100

100

100

100

100

100

総機関数

219

113

60

32

17

12

8

市民社会アク
ター（国内環境
NGO）
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ネパールでは、国家アクターに比べ市民社会アクターの方がずっと高い頻度でメデ
ィアに登場する。国際機関と国際研究機関がそれらに続く。国際機関や国際研究機関
は多くの国で政府と連携して活動しているけれど、
カメルーンとペルーでは政策言説
を完全に優占する。実際、
カメルーンは政策言説における政府支配がもっとも弱い。
カ
メルーンではREDD+戦略が主として国際的アクターによって動かされており、同様のこ
とがペルーにもあてはまる。
このことは、REDD+のように技術的に複雑な事項に対応す
る国家能力の欠落を部分的に示す。
またさらに国家REDD+戦略の形成と実施のため
の政策過程の遅さと、資源と努力を注ぐための政治的意思が欠落していることも示し
ている。
カメルーンでは、REDD+のための持続的で効果的な政策活動が、近い将来に
制限される可能性があると示唆されている。
ネパールでは、市民社会が政府よりもメデ
ィアにとりあげられ、REDD+政策の主な支援者となるという、他国とは異なった状況が
認められている。
全体としてみると、
ブラジル、
インドネシア、ベトナムの政府は国家レベルのREDD+
政策過程に関する強い権限を持ち、REDD+政策活動を積極的に支援している。
ただし
インドネシアとベトナムでは国際援助機関の強力な関与によりこの過程が進められて
いる。そのことは、
ノルウェー政府および国内の環境NGOが議論を形作っているとい
う、
ノルウェーにおけるメディア分析にも反映されている
（援助国からの視点はBox 5.4
を参照）。ネパールでは、政府の権限はより限られたもので、
メディアにおいては森林
利用者組織が主にREDD+について議論している。
カメルーンとペルーでは、政府の意
見と立ち位置はメディア上にほとんどなく、REDD+政策過程に対する国家主権がほと
んどないことを示す。国際的アクターがREDD+政策形成を要求しているかもしれない
が、REDD+政策の進展は国家所有権の欠落によって難航するだろう。

5.4.2 欠落した意見と隠された言説
森 林 破 壊 を 引き起こすアクター からの 国 家 の 独 立 性 、政 策 過 程 の 国 家 所
有、REDD+に対する肯定的な態度は、政策を進めるための前提条件である。
ただし、効
果的で公平な国家REDD+戦略を確実にするには、それだけでは不十分である。制度
的、政治経済的な経路依存性から脱却するために、本質的な変化は経常の事業シナリ
オに対し新しい方向に向かう政策議論を導くことができる政策アクターとその協力体
制を必要とする(Laumann and Knoke 1987)。新しい協力体制は必然的に、現状維持
をもくろむ保守的な集団からの抵抗に直面している。本質的な変化がおこるかどうか
は、政策部門においてどの集団が一番優勢になるかによって決まる。優勢になるには、
少なくとも一部の国家有力者と産業界の利益を取り込む必要がある。協力体制は、共
通の利害、思想的信条、
もしくは共通の言説を基礎とするだろう(Hajer 1995; Sabatier
1999; Benford and Snow 2000; Di Gregorio 2012)。
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Box 5.3 ネパールにおける効果的なREDD+政策形成に対する制限
ブライアン・Ｒ・ブッシュリー、
ディル・バハドゥル・カトゥリ

1970年代後半以降、ネパールの森林部門は地方自治と住民森林管理、
より協調的
な国家政策策定過程という地方分権化をおこなった。
しかしながら近年では、法律の制
定、指示、裁量的な規制により、政府と森林官は森林利用者グループの自立性を制限し、
森林からより多くの経済的価値を得ようとしている。同時に、政府、国際NGO、援助機関、
市民社会はREDD+を受け入れて、政策形成と試行過程に従事している。
REDD+に関する言説と政策は、政府、
ドナーおよび国際NGO、市民社会組織からの
限られたメンバーの相互作用による影響を受けていて、二、三の目立った傾向をもってい
る。第一に、REDD+に関連する情報と資源の流通は特定の先行的プロジェクトを実施す
る二、三の国際及び国内NGOに限定される。
また政府機関は特定の政策形成にもっとも
強く影響を与えている。第二に、政策形成に対する市民社会からの参画は比較的少数の
アクターにかぎられている。その一方で、女性やダリット
（カースト下層「不可触民」）の参
加は不十分である。第三に、先行的プロジェクトや政策形成過程に対する、民間企業体の
直接の参加はこれまでなかった。
このような不備にもかかわらず、先行プロジェクト、意識
向上の努力、森林に依存する共同体の権利に関する啓蒙活動などにおいて、新しいアク
ターの配置が進みつつある。
ネパールにはさらに、REDD+の長期的な実行可能性を脅かす多数の特徴的な政策
的制限がある。
まずなによりも、炭素権の設立に関する明確な法律の欠如である。
これに
関連して、特に森林に依存している共同体の土地所有権が弱くて曖昧であるという問題
がある。
これらの権利をはっきりさせること無しには、REDD+を支援する国内的および国
際的な政策および資金支援を得ることが困難になる。REDD+の手法を、資金ベースにす
るのかそれとも市場ベースにするのかについて明快な合意がないことも大きな制限とな
っている。
もう一つの重大な障害は、排他的でなく、正確で、使い物になる利益配分機構
の欠落である。三つのREDD+先行プロジェクトで利益配分の試行が実施された。利益配
分の40％に関する基準が炭素蓄積を基礎とし、60％は先住民もしくは女性および虐げ
られた人々がそれぞれの共同体に占める比率のような様々な社会要因を基礎としてい
た。
しかしながら、
このような手法は既存の炭素市場に基礎をもつものではなく、国際的
な炭素取引制度の中では大きく受け入れられそうもない。
また住民森林利用グループの
他の土地管理者を排除するものである。最後に、利益配分機構を改善し、計測・測定・検

次ページに続く
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Box 5.3

前ページより続く

証を監督し、REDD+の実施に関わる紛争に対応する、全てに関わる民主的なガバナンス
の枠組みが必要である。
ネパールでは、REDD+は国家の中央集権的傾向を再び強め、その他の重要な利害
関係者を主流からはずしつつある。
しかしながら、
これまでの森林統治制度を本質的に
変えうるような、新しい協力も起こりつつある。
もしこの新しい協力が上述の問題を解決
できたなら、
より効果的・効率的・公平なREDD+機構の実現に貢献するだろう。

メディア上で優勢な意見だけでなく、
メディア上に現れない意見も、政治的アクタ
ーの立ち位置を示す。上述の分析は、産業界の視点や産業界と国家の関係は、
メディ
アにほとんど現れていないことを示す。
このことは産業界の役割が非常に重要なブラ
ジルやインドネシアといった国にも当てはまる。一般的に、産業界は政策形成者と秘
密裏に交渉する傾向がある。
これは世界的な現象で、そのような交渉が問題であると
市民に思われているところほど、顕著になる。市民からの圧力が違法活動に向けられ
る場合は、秘密がより重要なものとなる。調査対象のほとんどの国で、合法および違法
な産業界の利益と政府との間の汚職と共謀が主な懸念となっている
（表5.1）。
このよう
な共謀は、外部からは見えにくい共同体を形成し、本質的な変化にとても強力に抵抗
し、政策の実施だけでなく政策形成にも影響をおよぼす。
このような共同体は、隠れて働く傾向があるものの、その意見はメディアに反映さ
れうる。国家の産業界からの自立性が低い場合、経常の事業シナリオに対する国家
アクターによる支持は、
このように強力な連合体が存在することを示す指標となりう
る。REDD+が森林減少および劣化につながる利権を脅かす場合に、政府が強力な
REDD+活動をとろうとしないのは、
このことの好例である。
メディア分析は、主要アクターの特定だけでなく、それぞれのアクターのREDD+に
対する政治的立場を特徴づけることを助ける。個別の政治的立場は、本質的な変化に
向けた、
もしくはあるいは抵抗する連合体を特定するため、
より幅の広いグループとし
てまとめられる。
この分析結果を次節で示す1。

1

REDD+に対する政府の反対姿勢と、本質的な変化を求める立場の欠如により、ボリビアは分

析から除外されている。
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5.4.3 経常の事業のための連合体と本質的な変化のための連
合体
森林減少および劣化を引き起こす主要産業を支持する強力な連合体が、
ブラジル
とインドネシアのメディア中で顕著である。
インドネシアのアクターは、森林開発と関連
した大規模産業の機会費用を補償するREDD+政策の必要性を強調し、REDD+は経済
開発を軽視すべきではないと警告している。
これらの意見は、前述した国家アクターの
独立性の低さ、政府機関の一部が畜産業、
プランテーション開発、伐採、鉱山採掘等の
利権から利益を得ている産業界の利害と繋がっている状況と、一致している。
しかし国
家アクターの意見は単一ではない。
たとえば、
インドネシアの林業省と環境省の保全部
門は、REDD+政策開発が広範な政策および制度の再編を必要とすることを認識して
いる。
REDD+政策設計において、連合体の機能を妨げる対立もある。
ブラジルでは、市場
メカニズムによるREDD+資金調達の可能性について、国家アクターと国際的環境団体
のそれぞれの内部で意見が分かれている。先住民族組織と国内の環境団体が市場メ
カニズムに期待しているのに対し、REDD+政策決定に地域の森林利用者が参画して
いないことに対する懸念が示される。同様の議論がネパールにおいても認められる。
政策決定過程における手続き上の変化が求められているのに対し、国家アクターはメ
ディアでの社会的包括性の議論に関与していない。
ベトナムでは、政府が森林関連のPESをREDD+政策に組み込みつつあるため、森
林による環境サービスの提供に対し国有大企業（水力発電所）が、森林利用者に報奨
金を渡すために必要となる規則に関する議論が起こっている。
メディアは国有企業が
ベトナム政府に対して反対している二つの事例を報告している。抵抗はあるものの、ベ
トナム政府は国営企業の利害に対抗して経常の事業の方向性を変化させようとして
いる(Pham et al. 2012)。
本質的な変化を必要とする総合的な立場と連合体は、経常の事業や中立の立場
よりも、
メディア上で目立たない。
このことは、全体としてみると、現状維持を支持するよ
り強力な連合体に比べ、本質的な変化をめざす連合体が少数派であることを示す。
イ
ンドネシアでは、国内の市民社会団体の一部がREDD+の枠組みにプランテーション産
業を含むことに反対している。
これは優勢な経常の事業の連合体に対する直接攻撃で
ある。
しかし、産業界もしくは政府代表のような他のアクターを含む、本質的な変化を
めざす幅広い連合体は存在しない。多くの国際環境NGOは、REDD+が地域の人々の
森林利用を制限し森林に依存して暮らす人々を排除するのではないかという不安を
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もつ国内の市民社会団体を支持している。
しかし、優占的な連合体の言説には、政策
立案者に地域の森林所有権について考え直すよう促す試みは認めらない。
国際および国内の市民社会アクターの双方から、インドネシアでの脆弱な統治と
汚職に対する不安が発せられている。汚職がREDD+の非効果的な実施に繋がりかね
ないことは、特に強調されている。
このような立場は、本質的な変化を必要とし、
また陰
に経常の事業の連合体をもつ汚職と独占に対する非難として、理解できる。
しかし、ほ
とんどの国で脆弱な統治が主要な政治的制約であるという事実にもかかわらず、
この
ような懸念は他のほとんどの国で言及されていない。
ネパール国内の市民社会連合体の主な要求は、REDD+からの利益入手について、
より強い役割を地域の森林利用者に与えるべきというものである。
この視点は地方政
府に対抗するものであるが、国家政府はメディア上での議論には参加していない。ネ
パールでは、森林利用者団体だけがメディアに現れるREDD+の連合体である。
このよ
うに顕著な立場は、ネパールの住民林業と森林利用者達の長い歴史と関連している。
経路依存性が市民社会に力を与えているように見えるのは、調査対象7カ国中この事
例だけである。
ただしこの事例においても、エリートとの協力を含む広範な連携が欠如
しているため、変化を効率的に進めることができるかどうかは疑問である。
ペルーでは、国際環境NGOがメディア上での討論を優占し、REDD+の枠組みにプ
ランテーション産業を含めることに対して、先住民族組織と懸念を共有している。
しか
し、国家アクターはメディア上でのREDD+に関する議論に殆ど参加せず、その一方で
産業アクターは私有権の強化、融資の機会と投資の保障を求めている。経常の事業の
ための連合体、汚職および共謀は、世間の目から隠されている。同じことがカメルーン
にも当てはまる。REDD+計画の開発に好意的な国とみなされているにも関わらず、
カ
メルーンの国家アクターによるREDD+に対する立場表明は、同国のメディアでは報告
されていない。
メディア上での本質的な変化に向けた連合体の不在は、国家アクター
がREDD+における立場を示すよう求められておらず、参画もしていないことによるもの
で、REDD+政策開発が非常に初期段階にあることを示す。
要訳すると、インドネシアの国家アクターはうわべではREDD+を支持する一方で
経常の事業の政策を守ることを隠し立てしていない。
ブラジルでは、国家アクターは
REDD+政策を進めているものの、森林減少の原因とつながった利害は強力に政策決
定に影響を与えようとしている。ベトナム政府は、そのような経路依存性を公然と拒絶
しているものの、産業界による抵抗が顕著である。ネパールを除くすべての国では、本
質的な変化のための連合体はあったとしても少数派である。そのような連合体がメデ
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Box 5.4 ノルウェーにおけるREDD+に関する言説のメディア分析
ライラ・ボルゲ

2010年、有名な気候科学者のジェームズ・E・ハンセンは、
ノルウェーによる森林保
護のための資金提供の効果は、産油国家メンバーとしての明快な良心であろうと述べ
た。
ノルウェーの環境大臣エリック・ソルハイムはアフテンポステン（主要なノルウェーの
新聞）への投書で、
「ノルウェーは、温室効果化ガスの大幅削減を可能とする最速でもっ
ともコスト効果の高い方法として森林減少を阻止する努力を支援する。(中略)。
ノルウェ
ーは、その提唱する気候と森林イニシアティブで国際的なリーダーシップを示し、我々は
他の国々もこの重要な取り組みを支援するようにした。」
と、素早く反論した。
この後者の
視点は、
ノルウェーのメディアにおいてもっとも広く伝えられた。
2007年にバリで開催された国際気候変動交渉においてノルウェーは、150億ノルウ
ェークローネ
（26億米ドル）
を発展途上国における森林減少および劣化に由来する排出
の削減に対する取組みに拠出すると表明した。その拠出を実施するため、
ノルウェー政
府による気候と森林に関する国際イニシアティブが2008年に設立された。
このイニシア
ティブは幅広い政治的支援をうけ、
ノルウェーのメディアはこのことについて過度に楽観
的であった。熱帯雨林の保護は単純で、安く、効果的な温室効果ガス排出削減手法とし
て示された。幾人もの評論家が、森林保全に対する資金拠出により、
ノルウェーは短期間
でカーボン・ニュートラルとなり得ると指摘した。
この数年で、主として研究者集団や市民社会からの批判的な意見が大きくなってき
た。
イニシアティブの目的がもつ価値を否定する者はいないけれど、その効果を適切に
計測したり制御したりできるかどうかについての数多くの質問と、資金の大半がいまだに
拠出されていないという問題の指摘がなされている。
ノルウェー政府はまた、政府の年金
基金を通じて熱帯雨林を破壊する事業に出資していることを、批判されている。REDD+
の予期しなかった悪影響について喧伝するメディアもある。
ノルウェー政府はさらに、人
気の無い国内の排出削減を回避していることでも、批判されている。
全体としてみればノルウェーのメディアは、
まだ肯定的で、
ノルウェーによる気候と森
林に関する国際イニシアティブは、排出削減のもっとも成功した政府による取組みと見
なされている。
ノルウェー国内の議論は、政府と国内の環境NGOによって形成されてい
る。
ノルウェーでは、
ブラジル政府もよく報道されている。
もっとも引用されているアクター
は、
ノルウェーの前環境大臣で開発援助大臣のエリック・ソルハイムとノルウェー首相の
イェンス・シュトルンベルクである。

国家REDD+政策過程における政略と権力

ィアの言説を優占するのはネパールだけで、多くの国で国家アクターはメディア上で
のREDD+政策議論に参加していない。ペルーとカメルーンには、本質的な変化のため
の連合体が存在するといういかなる証拠も存在しない。

5.5

結論

上述の証拠は、政策再編を阻む政治経済的制限を乗り越え、効果的かつ公正な
REDD+政策の形成において、四つの重要な要素がそれぞれの国でどのように機能し
ているかを描き出す。四つの要素とは、森林の収奪と転換に関連する産業上の利益か
らの国家アクターの自立性の高さ、国家政府によるREDD+国家戦略の所有と支配、政
策過程における排他性のなさ、本質的な変化のための連合体の存在である。
林業セクター内および他のセクターも含めた改革への努力がほとんどの国でなさ
れているにも関わらず、REDD+が導入される前にはこれらの要素は存在せず、
また現
在も達成されつつもない。調査対象の７カ国すべてに共通の課題は、国家アクターの
自立性である。国家の論理として、経済目標が環境保護と一体となって働くwin-winの
シナリオをメディアで示しているものの、そのような考えを実施することは非常に困難
であると国家アクターは気づいている。非持続的な自然資源からの収穫への経済開発
の高い依存性は、政治経済的な枠組みに深くしみこんでいる。
このことは７カ国すべて
において、主要な課題として残っている。
インドネシアとブラジルは他の国に比べればかなりましとはいえ、民主化指標と効
果的な地方分権化により非常に排他的でない政策過程をもつと示唆される国はない。
カメルーンとベトナムは、
もっとも排他的な過程をもち、REDD+の政策領域で利害関係
者による潜在的な衝突と緊張の不安が生じ、それが徐々に悪化するかもしれない。
さ
らに多くの国で国家アクターが参加していないことは、誰が政策過程を進めているの
かという深刻な疑問を投げかける。７か国中３カ国では、REDD+政策開発とそれに関
連する改革に対する国家主権が弱い。
これらの国では、資金調達と政策形成に国家政
府がしかるべき役割を果たしていないことから、国際的なアクターが重要な役を担っ
ており、進捗と実施の遅れに繋がっている。
強大な利害に挑戦する国内支援者を獲得するという将来を見据えた努力が、市民
社会団体の一部にあることがメディア上での討論において明らかな国もある。
しかし、
これらの連合体は少数派である。REDD+が援助者に引きずられたものではなく、豊か
な森林をもつ発展途上国自身の国家開発と矛盾せず幅広い利益に対応する真の国
家政策となるには、
さらなる革新が必要である。国家REDD+戦略が最も進んでいる国
でさえ、REDD+に関連する政策は経済発展を妨げるものとしてとらえられがちである。
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結果的として強力な経済的利害により、インドネシアの森林開発モラトリアムの経験
と、森林保護に対する要求事項を減らすよう見直しを要求されているブラジルの森林
法の危機に見られるように、REDD+の効果を下げる政策を適用させたり決定を遅らせ
たりするためのロビー活動が政府に対して行われる。
今必要なのは、
このような経路依存性を破壊する力を持つ連合体、科学的専門性
と、REDD+がどのように開発目標と調和するかを見いだせない古い政策モデルを乗り
越える技術的及び制度的能力を有する、新しく広範で排他的でない協力体制である。
この連合体に対する国家エリートと産業アクターの参画が、政治的目標に重要な影響
を与える鍵となる。ほとんど国では、古い発展モデルに抵抗し、優占的な連合体を解散
させ、
これらの課題に立ち向かう意思をもつ国家および産業アクターからの支援をひ
きつける、本質的な変化ための言説の高まりが必要である。
（訳

藤間

剛）

