アジア・アフリカ科学技術協力の戦略的推進
地域共通課題解決型国際共同研究
事後評価
「熱帯多雨林における集約的森林管理と森林資源の高度利
用による持続的利用パラダイムの創出」

機関名： 国立大学法人京都大学
代表者名：神崎 護
実施期間：平成 22 年度～平成 24 年度

目次
Ⅰ．国際共同研究の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
Ⅱ．経費
１．所要経費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
２．使用区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
Ⅲ． 実施結果・成果の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
１．目標達成度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
（１）ミッションステートメントの達成状況
（２）実施計画に対する達成状況
（３）採択コメントに対する対応
（４）所期の計画どおりに進捗しなかった場合の理由，対処，実績
２．成果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
（１）科学的・技術的成果の内容
（２）社会的成果（国内外の各参画機関の共同研究体制・形成された科学技術コミュニティ）の内
容
３．計画・手法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
４．実施期間終了後における取組の継続性・発展性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
Ⅳ．実施結果・成果の詳細

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

１． リモートセンシングと地上調査によるモニタリングに基づく適応的森林管理方法の確立・・・・17
1.1. リモートセンシングによるバイオマス推定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
1.2. 生態的に持続的な木材生産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
1.3. 有用樹種の遺伝的多様性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
1.4. 植物相の多様性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
1.5. 哺乳動物相の多様性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
1.6. 鳥類相の多様性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
1.7. 土壌炭素蓄積量の測定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
1.8. 成果論文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39
２． 新技術の導入による森林資源の高度利用技術の開発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
2.1. 木材の物性加工特性の解明と高度加工技術の開発適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
2.2. バイオエタノール生産に適した熱帯産早生樹の探索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50
2.3. アカシア・クラシカルパの分子育種技術の開発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54
2.4. 有用天然有機化合物などの探索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59
３． 伝統的資源の活用による地域社会の発展モデルの構築・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68

3.1. ダヤックの森林利用の変化に見る伐採会社と地元住民の関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68
3.2. 二次林や果樹園の木質資源の活用による地域住民へのサービスの向上・・・・・・・・・・・・・・75
3.3. 成果論文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77
４．熱帯林の持続的利用パラダイム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79
V． 自己評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81
１．目標達成度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81
２．成果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81
３．計画・手法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81
４．実施期間終了後における取組の継続性・発展性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81
５．その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81

Ⅰ．国際共同研究の概要
■プログラム名：アジア・アフリカ科学技術協力の戦略的推進 地域共通課題解決型国際共同研究
■課題名：熱帯多雨林における集約的森林管理と森林資源の高度利用による持続的利用パラダイムの創出
■機関名：国立大学法人京都大学
■代表者名（役職）： 神崎 護（教授）
■共同研究機関名：国立大学法人宇都宮大学
■共同研究機関代表者名（役職）：大久保達弘（教授）
■共同研究機関名：インドネシア科学院生物学研究センター
■共同研究機関代表者名（役職）：Ｓｉｔｉ Ｎｕｒａｍａｌｉａｔｉ Ｐｒｉｊｏｎｏ（所長）
■共同研究機関名：ガジャマダ大学林学部
■共同研究機関代表者名（役職）：Mohammad Na’iem (学部長)
■共同研究機関名：タンジュンプラ大学林学部
■共同研究機関代表者名（役職）：Abdurrani Muin(学部長)
■共同研究機関名：インドネシア公共事業省人間居住研究所
■共同研究機関代表者名（役職）：Ａｎｉｔａ Ｆｉｒｍａｎｔｉ（所長）
■共同研究機関名：ボゴール農科大学林学部
■共同研究機関代表者名（役職）：Bambang Hero Saharjo（学部長）
■共同研究機関名：インドネシア科学院イノベーションセンター
■共同研究機関代表者名（役職）：Bambang Subiyanto（センター長）
■共同研究機関名：インドネシア科学院バイオマテリアルス研究開発センター
■共同研究機関代表者名（役職）：Sulaeman Yusuf（センター長）
■実施期間：３年間
■実施経費： ８３．１百万円（間接経費，環境改善費込み）
課題概要
１．共同研究の内容
インドネシアの低地熱帯多雨林を対象として，集約的な森林管理と高度の林産物利用を実現すること
で,持続的な熱帯林利用を可能にし，REDD プラスに結びつく新しい天然林保全のパラダイムを創出す
る．具体的には a)リモートセンシングと地上調査によるモニタリングに基づく適応的森林管理方法の確立，
b)新技術導入による森林資源の高度利用技術の開発，c)伝統的資源の利用による地域社会の発展モ
デルの構築を目標とする．
２．研究実施体制
京都大学が代表機関となり，農学研究科，生存圏研究所，東南アジア研究所，アジア・アフリカ地域研
究研究科，地域研究統合情報センターが分担して研究を実施する．一部里山研究については，宇都宮
大学農学部が担当する．調査対象国であるインドネシアからは，インドネシア科学院とボゴール農科大学
が参加し，共同研究にあたる．
３．ネットワーク構築の実現可能性
京都大学と宇都宮大学とはすでに 15 年以上の共同研究の歴史がある．京都大学とボゴール農科大学，
インドネシア科学院とは部局間協定，学術協定を締結し，教育，研究の両面で着実な協力関係を築いて
きた．このネットワークを申請課題の研究遂行に利用し，今後の協力関係の発展に結びつける点で合意
している．林業省生産総局へは研究代表者が訪問して協議の結果，共同研究サイトとして中央カリマン
タンの択伐林の利用を許可してもらうこと，ならびにリモートセンシングデータなどの基礎データの提供が
可能であることを確認した．
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４．本制度により取組を支援する必要性
熱帯林の集約的管理や高度利用の技術的な開発は完成しておらず，ODA で供与できる段階には達し
ていない．また，研究内容は大きく 3 つにわかれているが，これらを有機的につなげてひとつの林業システ
ムのモデル構築を目標とするため，海外調査を含む多分野の研究者の参画できる大型の研究プログラム
が必要であり，科学振興調整費による支援が不可欠である．
５．継続性
今回の申請課題によって熱帯林の積極的な林業利用のパラダイムを確立したあとは，提案する林業シス
テムの具体化と順応的管理方法の確立にむけた共同研究を林業省と共同で実施する予定である．
６．相手国・地域との政府レベルでの協力関係の強化・構築への発展性
本申請課題の成果は，インドネシアへの気候変動対策のための円借款の使途としてインドネシアが想
定している REDD プラスの推進に貢献し，インドネシア・日本の気候変動に対する協調的なアクションを強
化するのに貢献すると期待できる．

実施体制
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実施内容

ミッションステートメント
（１）共同研究の概要
インドネシアの低地熱帯多雨林を対象として，集約的な森林管理と高度の林産物利用を実現することで，持
続的な熱帯林利用を可能にし，REDD プラスに結びつく新しい天然林保全のパラダイムを創出する．
（２）実施期間終了時における具体的な目標
リモートセンシングと地上調査によるモニタリングに基づく適応的森林管理方法の確立，新技術の導入によ
る森林資源の高度利用技術の開発，伝統的資源の活用による地域社会の発展モデルの構築を 3 年間の目
標とし，これらを有機的に組み合わせた林業システムの構築を提言する．
本申請課題の成果は，インドネシアへの気候変動対策の円借款の有効な使途としてインドネシア政府が想
定している森林消失と劣化の防止による炭素排出量の削減（REDD プラス）の推進のための理論的な背景を
提供し，インドネシア・日本の気候変動に対する協調的なアクションを強化するのに貢献する．
（３）実施期間終了後の取組
今回の申請課題によって熱帯林の積極的な利用の林業システムのパラダイムを確立したあとは，林業省と
共同して提案する林業システムの具体化と順応的管理方法の確立にむけた共同研究と必要な技術援助を行
うプロジェクトへと移行する．このため，ODA も含めた予算獲得を考えている．さらに，今回の参画機関を中心
に，熱帯林の保全のための基礎研究協定をマレーシア，タイ，カンボジア，フィリピン，ミャンマーなどの研究
機関や森林局と締結し，熱帯林保全に寄与する共同研究をさらに外延的に推し進めていく協力体制を形成
したい．
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採択時コメント
本提案は、インドネシアの低地熱帯多雨林を対象として、REDD＋（森林消失の抑止及び炭素排出量削減
等）に結びつく新しい天然林保全のパラダイムを創出しようとする取組である。熱帯多雨林の保全は、全地球的
な課題であり、本計画の推進は世界規模での貢献につながり、インドネシアにおいて成功すれば、他国への波
及が期待できる。また、森林資源管理に基づく地域経済振興にも期待が持たれる。さらに、京都大学とボゴール
農科大学及びインドネシア科学院と着実な協力関係が築かれていることから、将来的に、政府間の協力関係へ
の展開も期待される。
なお、本提案は、リモートセンシングによるモニタリング等の４つのサブテーマが推進される計画となっているが、
これらテーマをより有機的に結びつけ、目標とするパラダイム創出への道筋を明瞭に示しつつ課題を推進するこ
とが望まれる。
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Ⅱ．経費 （振興調整費分）
１．所要経費
（間接経費，環境改善費を含む）

(単位：百万円)

研 究 項 目

1．

研 究

担当機関等

熱帯多雨林における集約

担当者

京都大学

神崎 護

宇都宮大学

大久保達弘

所要経費
Ｈ22

Ｈ23

Ｈ24

年度

年度

年度

合計

２７．３ ２４．２ ２４．３

７５．８

的森林管理と森林資源の高
度利用による持続的利用パ
ラダイムの創出

2．

伝統的資源の活用による

２．６

２．４

２．３

７．３

２９．９ ２６．６ ２６．６

８３．１

地域社会の発展モデルの構
築（二次林の活用）

所 要 経 費

（合 計）

２．使用区分
（単位：百万円）
研究項目１
設備備品費

研究項目２
０

研究項目３

研究項目４

０

計
０

人件費

１４．３

１４．３

業務実施費

５５．１

６．７

６１．８

６．４

０．６

７．０

７５．８

７．３

８３．１

または
事業実施費
間接経費 または
環境改善費
計

※備品費の内訳（購入金額５百万円以上の高額な備品の購入状況を記載ください）
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Ⅲ．実施結果・成果の概要
１．目標達成度
（１）ミッションステートメントの達成状況
3 年間の研究期間のあいだに，ミッションの達成に必要なモニタリングに基づく集約的な森林管理の多
角的な検証作業を完了した．さらに高度の林産物利用に必要な実現可能性の検証・技術開発と生物資源
探査を完了した．地域社会に対する林業活動の影響評価や地域発展に必要とされる資源探査も完了し，
REDD+に対応できる熱帯林の利用保全のパラダイム創出を達成した．
また，生物地理学的な貴重な新分布の記録と，有望な生物資源の探査に成功したことは，当初設定し
たミッションを超える成果となった．さらに，本プロジェクトがきっかけとなり，ガジャマダ大学と京都大学との
間の大学間協定締結が実現し，当初ミッションを超える波及的成果となった．
（２） 実施計画に対する達成状況
①リモートセンシング技術および地上観測データを用いた生物資源モニタリング
・計画（目標）：生産の場である熱帯低地多雨林の資源状況を衛星ならびに空中写真などでリアルタ
イムでモニターするシステムの構築を行う．京都大学東南アジア研究所と生存圏研究所が実施している
衛星リモートセンシング技術の開発成果をこのモニタリングシステムの構築のために利用する．
・達成状況：本研究では，雲量の多い熱帯雨林域でも安定してデータが供給できるアクティブセンサ
ー搭載衛星 ALOS の合成開口レーダ PALSAR のデータを使用して，バイオマス量に対応するデータの
取得に成功し，バイオマス強度マップの作成に成功した．
②生態的・遺伝的に持続的な生産システムの構築
・計画（目標）：熱帯林の択伐後に有用樹種を集約的に植栽する現在のインドネシアの択伐林管理方
法の持続性と森林全体の資源多様性の推移を，森林動態モニタリングと動態モデルによる解析を組み
合わせて検証し，持続性と多様性確保のために必要な管理方法の改善点を見つけ出す．さらに土壌
有機物を含めた炭素動態モデルにより，炭素貯留量変動についても検証する．有用樹種の遺伝的多
様性の劣化については，京都大学農学研究科が絶滅危惧生物などに適用している個体群の遺伝構造
解析手法を適用して検証する．
・達成状況：集約的な列状植栽施業が飛躍的に有用樹種の更新を増大し，将来の木材資源の確保
を担保することをモニタリングデータとモデルシミュレーションで明らかにした．植栽された有用樹種の遺
伝的多様性の検証，植物種の多様性，大型哺乳動物相，鳥類相それぞれの多様性のモニタリングの
手法を開発適用した．炭素動態モデルによる炭素貯留量変動については，プロジェクト開始後，インド
ネシア側参画機関であるガジャマダ大学林学部がすでに着手していることが判明したため，本プロジェ
クトは土壌有機物中の炭素量の検証に限って実施した．
大型哺乳動物相のモニタリングにおいては，ボルネオ島北部でしか記録されていなかったジャコウネ
コ科の一種の新分布記録を得ることができ，生物地理学上の重要な成果となり，当初のミッション以上
の成果をあげることができた．
③新技術を用いた高付加価値生産物の開発
・計画（目標）：熱帯林が産出する多様な木材と天然化合物などの非木材林産物についての体系的
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なスクリーニングを実施し，今後の持続的な生産活動に利用可能な新たな林産物候補を発見する．木
材についてはインドネシア科学院が，天然化合物については京都大学農学研究科が現在までに実施
してきた研究蓄積を有効活用して，スクリーニングを実施する．京都大学生存圏研究所が進めているバ
イオエタノール化技術開発と，木材林産物の多角的有効利用技術の開発をインドネシアの熱帯林に応
用して高度利用の実現を目指す．さらに，京都大学生存圏研究所が開発してきた分子育種技術や，熱
帯樹木再生技術（組織培養，エンブリオレスキュー）を応用して，有用樹種や系統の育種・繁殖技術の
高度化を目指す．
・達成状況：バイオエタノール生産に利用できる未利用樹種や，有用天然有機化合物・樹脂・ラテック
スの探索を実施した．集約的な列状植栽で生産された木材の利用可能性について，網羅的体系的な
強度・特性試験を実施し，同時に多角的利用の一環として天然接着剤を利用した合板，木片セメント板
などの作製技術を開発し製品の強度試験も完了した．また高品質の植栽用樹種を選抜するのに必要
な，分子育種技術の開発にも成功した．これらの成果により高度利用技術を，熱帯産木材へ適用する
可能性を大きく広げることに成功した．
資源探査の面からは，バイオエタノールの製造に有望な熱帯林樹種の探索に成功したこと，ならびに
アカネ科の数種から生物活性物質の単離に成功，その構造特性についての解析にも成功した．これら
は，当初のミッションを超えた成果である．
④地域住民サービス拡充と伝統的林産物利用による地域社会の発展
・計画（目標）：地域研究の歴史に根ざした社会と生業についての統合的研究を，択伐林内外に生活
する地域住民に対して行い，地域住民に対する熱帯林のサービス機能の強化，特に非木材林産物の
利用による地域社会の発展モデルの構築を目指す．
・達成状況：地域社会と林業会社の相互関係を現地調査をもとに，歴史的経緯とともに明らかにした．
地域社会を構成するダヤックの人々が持つ森林植物資源に関する伝統的知識について，有効な化合
物の特定も実施し，伝統資源の有効活用による発展モデル構築が可能であることを明らかにした．同
時にダヤックの人々がアクセスできる木材資源の特性試験を実施し，地域住民に対する熱帯林のサー
ビス機能の強化にこれら木材資源が利用できることを明らかにした．
（３）採択コメントに対する対応
採択時の審査委員コメントは，「それぞれのテーマをより有機的に結びつけ，目標とするパラダイム創出
への道筋を明瞭に示しつつ課題を推進することが望まれる」であった．今回このコメントに対応するために，
3 つの大きな研究ユニット間で共通課題を設定して相互に協力して，研究を推進した．具体的には，バイ
オエタノール用木質資源の探索と伝統的資源利用に関する研究グループは，植物多様性研究グループ
と社会調査グループとの密接な連携のもとで行なった．また生産された木材の強度試験用のサンプル調
達に際しては，生産現場の状況に詳しい生態チームが中心となって試料木の選定を行ない，的確なサン
プリングと試料の正確な同定を可能にした．
プロジェクト全体の目標である新しい熱帯林業のパラダイム作成には，各研究ユニットの成果の統合的
理解と，担当研究者間の濃密な議論が必要で，ワークショップ，シンポジウム，研究会のたびに，全分野の
研究者が集まり，相互の成果情報の交換と議論，研究課題の修正を繰り返してきた．この議論の成果は
個々の学術論文の枠をはずれるので，より広範な議論と社会実装に向けた提言を行なうための出版を計
画している．
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（４）所期の計画どおりに進捗しなかった場合の理由，対処，実績
該当なし
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２．成果
（１）科学的・技術的成果の内容
①地域共通課題の解決につながるどのような成果が得られたか，（その成果が将来的に社会へどの程度
適応できる段階にあるかわかるように）記載下さい．
A)まず，このプロジェクトでは，異なる森林施業方法を，有用樹種の持続的生産という観点から評価し
た．比較した 3 つの施業方法は，1）従来行なわれていた粗放な天然林択伐施業，2）森林への悪影響
を最小限に抑えるために伐採技術体系を改良した低インパクト伐採施業，そして 3）低インパクト伐採に
よる択伐後に集約的に有用樹種を列状に植栽する列状植栽施業という 3 つの森林管理手法を比較し
た．この結果，低インパクト伐採は必ずしも有用樹種の持続的更新に結びつかないこと，列状植栽施業
が飛躍的に有用樹種の更新を増大し，将来の木材資源の確保を担保することを明らかにした（IV-1-2
参照）．利用しながら森林を保全する REDD+のためには，積極的な森林施業を導入する集約的林業が
きわめて有効なことが明らかとなった．
一方，このような人為的な植栽は自然生態系にとっては一種の攪乱であり，有用樹種の遺伝的多様
性，植物種の多様性，動物の多様性に影響を与えることが予想される．本プロジェクトでは，有用樹種
の遺伝的多様性を個体群遺伝学の手法で検証して，自然集団と植栽された集団間の遺伝的多様性に
有意差の無いことを明らかにした（IV-1-3, IV-1-8 参照）．しかし，集約的な植栽が実施されることにより，
植物種の構成は他の施業方法と比較すると大きく変動することも明らかとなった（IV-1-4 参照）．大型哺
乳動物相や鳥類相の多様性は集約的森林管理による著しい影響は受けていないことが明らかとなった
（IV-1-5 参照）．大型哺乳動物相については，インドネシアでの初の分布記録となった動物種も多く，
貴重な生息場所として林業コンセッションが機能していることが明らかとなった．これら生物多様性に対
する林業活動のインパクトは，長期的にモニタリングする必要がある．そこで本プロジェクトでは，植物多
様性調査のベースとなるサテライト・ハーバリウムを林業会社の内部に設立し今後の林業会社による自
立的な多様性モニタリングが継続的に実施可能な体制作りをサポートをした（IV-1-4 参照）．また，哺乳
動物相調査に使用した大量の自動撮影カメラを使用するカメラトラップ調査方法の導入サポートも実施
し，今後の会社独自のモニタリング実施を可能にした．鳥類多様性調査においては，音声録音による自
動識別の開発を試みて，今後の遠隔モニタリングの可能性も検討した（IV-1-5 参照）．
このような地上調査によるモニタリング技術とともに，14 万ヘクタール規模の面積をもつ森林管理区
全体の資源や環境調査には，衛星画像を用いたモニタリングが不可欠である．本研究では，雲量の多
い熱帯雨林域でも安定してデータが供給できるマイクロ波を地上照射してその反射をデータ化するアク
ティブセンサー搭載衛星 ALOS の合成開口レーダ PALSAR のデータを使用して，バイオマス量に対応
するデータの取得に成功し，バイオマス強度マップの作成に成功し，今後の資源や土地管理への応用
のための基礎技術を確立することに成功した（IV-1-1 参照）．
B) 一方生産された木材の利用のためには，木材としての評価が必要である．集約的な列状植栽で
生産された木材の強度試験を，さまざまなレベルの試験に供して，強度や材特性を計測して評価を行
なった．この試験には，小さく切り分けた木片を利用した試験，接着剤で接着した合板の試験，さらには
実物大の家屋を作製して行なった試験が含まれている．これらの試験の結果，列状植栽された樹木と
天然木の間の強度や材特性の違いはわずかで，その違いの多くは，列状植栽された樹木の成長速度
が速く，材比重が若干低いことに由来すると結論できた（IV-2-1）．この結果は，今後生産される植栽起
源の木材も，ほぼ現在と同様の加工技術で対応できることを示しており，集約的管理林業の有効性を
加工の面からサポートする成果である．
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またこの試験には，クエン酸とスクロースあるいは麦芽糖を使用した天然性の接着剤を使用して作製
したパーティクルボードや合板も利用されている．シックハウス症候群対策で，化学性の接着剤を使わ
ない合板の需要が増大するなか，天然性接着剤を使用した合板の強度や特性値の比較は重要である．
結果は，天然接着剤で作製した合板には，強度的のまだ課題が残ることがあきらかとなった（IV-2-1）．
本プロジェクトの中では，生物探査も実施した．一つの目標はバイオエタノール生産に適する樹木種
の探索である．樹種多様性の高い熱帯多雨林にはまだ利用されていない数多くの樹種が存在しており，
その中には成長速度が速く，セルロースの分離や糖化効率の高い樹種の存在が期待できる．早生樹
種を中心に探索した結果，現在有望なバイオエタノールの木質材料として注目されている Eucalyptus

globulus に匹敵する樹種の発見に成功した（IV-2-2）．
もう一つの生物探査は有用有機化合物や樹脂，ゴムの探査である．地域住民であるダヤックの人々
が医療や生活に利用していたさまざまな伝統資源植物を集めて，化合物の特定，活性検査などを実施
し，学術的にも利用可能性の高い資源が多数あることを解明し，今後の非木材林産物による地域社会
発展に応用する基盤を構築した．またこのプロジェクトを通じて，インドネシア科学院生物学研究センタ
ーと京都大学農学研究科が連携して，生物探査を行なう体制を構築できた（IV-2-4 参照）．
今後，最先端の遺伝子操作に基づく分子育種が熱帯の樹木にも適用して，高機能な資源植物を創
りだすことが必要とされる．本プロジェクトではマメ科の造林樹種として多用されているアカシア・クラシカ
ルパをモデルとして，遺伝子操作後の再分化系構築に成功し，今後の分子育種技術の熱帯産樹木へ
の適用への道を開いた（IV-2-3 参照）
C) 伝統的に焼畑に依存してきたダヤックの人々からなる地域社会は，林業会社の進出によるインパ
クトによって大きな生業の変貌を遂げててきたことが，本研究プロジェクトにより明らかとなった．このイン
パクトの中には，林業会社の一部の共同体開発プログラムに見られるように，地域社会が積極的に受け
入れている部分も多い．地域住民と伐採会社だけでなく，研究機関，NGO の協働も今後の地域社会の
持続的な発展に不可欠であることが示唆された．インドネシアには数多くの伐採企業が活動しているが，
SBK の事例は，そうした協働的な取り組みの最先端の事例であり，今後のインドネシアの天然林択伐林
業全体の変化の方向性を制御する上で重要な事例研究として位置づけられた（IV-3-1 参照）．
このプロジェクトでは地域社会の発展のために，地域住民がアクセス可能な木材資源の探索も行なっ
た．住民が栽培する果樹や焼畑後の二次林の中に再生してくる樹種の材特性を検証して，比較的木材
特性の良好な樹種を見出すことに成功した（IV-3-2）．これら木材資源は，B)で述べた伝統的な非木材
資源とともに，今後の地域社会の発展に利用することのできる資源としてきわめて有望である．
以上みてきたように，集約的森林管理による林業システムは，生態的な持続性が高く，生物多様性を
大きく損なうこともなく，地域社会の人々への攪乱的な影響も少ないことが検証された．森林消失の大き
な原因の一つは，林業が崩壊して，森林が他の土地利用，たとえばアブラヤシなどのプランテーション
や農地に置き換えられることである．積極的に集約的かつ持続的林業を展開していくことで，REDD+を
推し進めることが可能である．同時に，生物多様性のきわめて高い熱帯多雨林を存続させるには，多様
性自体をさらに有効活用して，地域全体の経済の活性化を図る必要があると考える．IV-4 に示したよう
に，集約化と高度利用をキーワードとした熱帯多雨林の統合的な利用戦略を，新しいパラダイムとして
提唱したい．
②共同研究によって得られた新しい科学技術面での知見があれば，どのようなものか，わかりやすく記載
してください．
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●今まで調査空白域であったインドネシア側ボルネオ島で，大量のカメラトラップを使用するモニタリング
を実施して，Hoｓe’s Civet をインドネシア側では初めて記載することに成功し，生物地理的に大きな貢献
をした（IV-1-４，原著論文 3）．
●アカシアを含むマメ科植物は，一般的に形質転換が難しいとされてきたが，本プロジェクトにおいて，
高効率再分化（個体再生系）の構築に基づき，アカシア・クラシカルパの形質転換系の構築に成功し，今
後の分子育種と持続的生産利用方法の確立にむけた技術革新に大きく寄与した（IV-2-3）．
③研究成果の発表状況
【ワークショップ，国際会議の開催】（7 件）
●Workshop for Indonesia-Japan Joint Project “Creation of a Paradigm for the Sustainable Use of
Tropical Rainforest with Intensive Forest Management and Advanced Utilization of Forest Resources”
（主催）
京都大学稲盛記念会館（京都市）にて2011年5月22日に開催．参加総数40名．日本からの参画研究者
のほとんどが参加．招へいしたインドネシア科学院，ガジャマダ大学，ボゴール農科大学，タンジュンプ
ラ大学の主要参画研究者7名，調査地としているSari Bumi Kusuma社の親会社であるAlas Kusuma
Groupの環境担当スタッフ1名が参加．
●International Symposium: Sustainable Use of Tropical Rainforest by the Intensive Forest Management
and Advanced Utilization of Forest Resources （主催）
インドネシア科学院ジャカルタLIPIコンプレックス（インドネシア，ジャカルタ特別市）PDIIビルディングに
て2012年2月27日と28日に開催．参加総数80名．インドネシア側の主要参画研究者とインドネシア科学
院学際領域研究国際センターセンター長Jan Sopaheluwakan博士，インドネシア科学院副議長Endang
Sukara博士など学部長以上のクラスを始めとするインドネシアの関連研究者，JICA森林プロジェクトスタ
ッフ，世界銀行スタッフなどが参加．
●International Workshop on an Assessment of Wetland Change in West Kalimantan Province: Does It
Enhance Sustainability? （共催）
タンジュンプラ大学（インドネシア，ポンティアナク市）学長ビルディングにて2012年9月17日から19日に
開催．参加者総数60名．湿地研究者，政府機関，NGO関係者が参加．
●Workshop “Researchers’ roles in achieving the Heart of Borneo Initiative” （共催）
京都大学東京オフィス（東京港区）において，2012年10月30日と31日に開催．参加者総数20名．WWF
インドネシア，WWFマレーシア，WWF日本，本プロジェクト参画研究者などが参加．
●International symposium on sustainable development and human security in Southeast Asia through
biorefinery and low cost house （共催）
京都大学宇治キャンパス（宇治市）木質ホールにて2012年12月11日と12日開催．参加者総数60名
日本とインドネシアの主要参画研究者とチュラロンコン大学理学部長など関連研究者が参加．
●SILIN（Intensive Silviculture） symposium (共催)
ガジャマダ大学（インドネシア，ジョクジャカルタ市）学長ビルディングにて2013年12月17日
開催．参加者総数70名．インドネシア林業省大臣ほか林業省関係者，ムラマルワン大学教授
Deddy Hadriyantoほか森林科学研究者など．日本からは神崎，梅村，柳澤が参加．
●International Workshop on Forestry and Local People: Toward A Joint Use and Management of
Tropical Rain Forest, Indonesia （共催）
タンジュンプラ大学（インドネシア，ポンティアナク市）学長ビルディングにて2013年3月5日と6日開催．
参加者総数30名．
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日本とインドネシアの関連する主要参画研究者，オレゴン州立大学教授 Boone Kauffman，WWF
Indonesiaスタッフ，林業会社，大学生院生などが参加．日本からは柳澤，神崎，内藤が参加．
【研究成果発表等】
１)論文等
原著論文発表

左記以外の誌

（査読付）

面発表

口頭発表

合計

(学会，国際会
議，ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ等）

和文誌

1件

6件

15 件

22 件

欧文誌

6件

0件

22 件

28 件

合

7件

6件

37 件

50 件

計

２）特許等出願件数（０件）
３）受賞等（０件）
４）主な原著論文（査読付き誌掲載の論文，5 件以内）
1） Samejima, H. and Semiadi G. First record of Hose’s Civet Diplogale hosei from Indonesia,
and records of other small carnivores in the Schwaner Mountains, Central Kalimantan. Small
Carnivore Conservation. 46: 1-7, (2012)
2) Ishiguri F, Takeuchi M, Makino K, Wahyudi I, Takashima Y, Iizuka K, Yokota S, Yoshizawa
N． Cell morphology and wood properties of Shorea acuminatissima planted in Indonesia.
IAWA Journal 33(1): 25-38,(2012)
3) Inada T, Kanzaki M, Widiyatono Ano, Suryo Hardiwinoto, Ronggo Sadono．Effects of logging
and line planting treatment on canopy openness in logged-over forests in Bornean lowland
dipterocarp forest．TROPICS 22：89-98,（2013）
4) Kramer-Schadt, S., J. Niedballa, J. D. Pilgrim, B. Schröder, J. Lindenborn, V. Reinfelder, M.
Stillfried, I. Heckmann, A. K. Scharf, D. M. Augeri, S. M. Cheyne, A. J. Hearn, J. Ross, D.
W. Macdonald, J. Mathai, J. Eaton, A. J. Marshall, G. Semiadi, R. Rustam, H. Bernard, R.
Alfred, H. Samejima, J. W. Duckworth, C. Breitenmoser-Wuersten, J. L. Belant, H. Hofer,
and A. Wilting. 2013. The importance of correcting for sampling bias in MaxEnt distribution
models. Diversity and Distributions. 19: 1-14, (2013).
5) Izuno A, Indrioko S, Widiyatno, Prasetyo E, Kasmujiono, Isagi Y. Current plantation
practices have negligible genetic effects on planted dipterocarps in the tropical rainforest.
Silvae Genetica,(in press)

④科学的・技術的波及効果
熱帯林の森林消失速度を防ぐために，REDD＋のシステムの導入が図られているが，現実にはその仕
組みはまだ十分に検討されているわけではない．熱帯林を持続的に有効利用できることが実証できれ
ば，それが REDD+のオプションとして，活用できる．本研究の成果は，このような点で，REDD＋の実証
プロジェクトを開始しようとしている JICA や世界銀行，REDD+を野生生物保全と地域社会の発展に生
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かそうとする NGO の注目を浴びており，開催した学術集会でもこれら機関から参加者があり，今後の
REDD＋の実装化に少なからぬ波及効果を与えている．
（２）社会的成果（国内外の各参画機関の共同研究体制・形成された科学技術コミュニティ）の内容
①研究資源の提供や研究実施における役割について，国内機関と海外機関に分けて記載してくだ
さい．
国内機関
●京都大学は次のような研究リソースを提供するとともに，各分野の熱帯研究の専門家がフィールド
ワークとラボワークに従事した．
リモートセンシング技術，JAXA 提供の衛星データ
森林モニタリングプロットの国際標準手法の導入とモニタリングデータの解析手法
最先端の DNA 分析技術
カメラトラップによる哺乳動物センサス手法と解析手法
最先端の木材強度などの測定機器
バイオエタノール用樹種のスクリーニングシステム
生物活性物質の構造決定のための NMR 分析設備
分子育種技術
地域研究手法
●宇都宮大学は，野外調査で活用できる木材強度測定機器と技術を提供し，地域住民の利用可能
な木材資源探索を担当した．
海外機関
●インドネシア科学院生物学研究センターは，植物，鳥類，哺乳動物類の分類専門家を提供し，同
定作業をすべて担当した．また，若手の植物分類生態学者一名を休職扱いにして京都大学に派遣，
プログラムコーディネータを兼ねた特定研究員として京都大学が雇用することを了承してくれた．
●インドネシア科学院バイオマテリアル研究開発ユニットと，イノベーションセンターは，試料木材の加
工や強度試験のための測定機器を提供，京都大学と分担して試験に当たった．
●ガジャマダ大学林学部は，本プロジェクトの調査サイトである Sari Bumi Kusuma 社伐採コンセション
内での調査活動のすべての面でのサポートを提供し，現地調査においてはカウンターパート研究者
の同行や院生を調査補助者としてアレンジした．また，既存の研究成果を提供して，本プロジェクトの
研究計画立案に大きく貢献した．生態的な持続性，遺伝的多様性の成果は，同林学部との共同研究
成果である．
●ボゴール農科大学林学部は，宇都宮大学のカウンター研究機関として機能し，現地調査への同行，
既存研究成果を提供してくれた．また，共同体開発プログラムの調査においては，院生を調査補助員
として派遣してくれた．
●タンジュンプラ大学農学部は，土壌炭素の調査のサポートを提供，成果は同学部との共同研究で
ある．
●タンジュンプラ大学林学部は，木材強度試験を分担するとともに，森林調査の補助員として院生を
派遣してくれた．
②研究全体会議（運営委員会）等を開催した場合は，会議（委員会）メンバー・出席者及び開催実績（時
期・議題・会議の成果等）を記載してください．
●インドネシアにおける全体会議 2010 年 10 月 インドネシア科学院生物学研究センター（インドネシ
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ア・チビンノン）で開催．インドネシア側全参画機関から主要研究者が参加，京都大学からは神崎と渡
辺一生が参加し，研究分担，MOU 原案などについて討議し，研究協力体制についての基本的合意が
形成された．
●日本における全体会議 2011 年 5 月 23 日 京都大学稲盛記念会館（京都市）にて開催．日本から
の参画研究者のほとんどが参加．招へいしたインドネシア側研究者と初年度の研究成果の交換と今後
の研究方針について討議し，アクションプランを作成した．また，各研究グループごとに個別の検討会
も開催した．
●インドネシアにおける全体会議 2012 年 2 月 28 日にインドネシア科学院ジャカルタ LIPI コンプレック
ス（インドネシア，ジャカルタ特別市）にて開催．インドネシア側の主要参画研究者と日本側主要研究参
画者が参加し，各研究グループの研究成果の報告と今後の研究方針について討議し，アクションプラ
ンを作成した．
③実施期間中の代表機関ならびに国内外各参画機関の組織としての関与（支援）について記載してくだ
さい．
●京都大学では，国際交流推進機構がガジャマダ大学との大学間交流協定締結をサポートし，学内
全体の合意形成や協定書文案作成などにおいて積極的に支援してくれた．
●インドネシア科学院では，本プロジェクトを重要な国際共同研究と位置づけて，研究者の日本や調査
地への派遣，シンポジウムなどにおける会場手配など機関として支援してくれた．
●ガジャマダ大学林学部は，世界銀行の支援で実施している熱帯林関連の研究プロジェクト（略称
IMHERE）を本プロジェクトのカウンタープロジェクトとして位置づけ，あらゆる共同研究で最大限の支援
をしてくれた．
④形成された科学技術コミュニティの今後期待される国際連携への政策的波及効果を記載してくださ
い．
インドネシアと日本は現在二国間 REDD プロジェクトをスタートさせようとしている．本プロジェクトがイ
ンドネシア側研究機関と検証した持続的な林業システムは，REDD のオプションとしてきわめて有効なこ
とが，双方で理解された．今後，熱帯林の研究者を多数擁する本プロジェクトの参画機関は，日本とイ
ンドネシア双方において，科学的な側面から REDD の推進に貢献し，インドネシアの森林政策，温暖化
対策に貢献することが期待できる．
⑤今後期待される社会経済の活性化効果を記載してください．
インドネシアの林業は，その非持続性を非難されてきたが，林業省が進めようとしている集約的林業
の標準化は，持続性の担保と多様性保全，地域開発の諸点からみてきわめて有効な政策だと評価で
きる．今回の研究成果は科学的にそれを検証したものであり，今後 REDD＋などと関連させて，インドネ
シア林業を再構築する際の貴重な指針となると思われる．
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３．計画・手法（「Ⅱ．経費」とも関連）
①研究項目毎の予算配分方針について記載してください．
基本的には全体予算と各研究グループへ均等に配分する予算を最初に区分し，全体予算はプロジ
ェクト専任の特定研究員や時間雇用研究員の人件費，海外からの招へい予算，年度ごとの重点経費と
して使用した．招へい旅費はおもに，シンポジウムなどの学術会議開催時の招へい旅費として使用した
が，京都大学における 2 から 3 週間の共同研究実施のための招へい経費にも利用し，若手研究者や中
堅研究者の育成に活用した．重点経費は，初年度と 3 年度目は衛星データの購入，2 年度目は森林モ
ニタリングプロットの設置費用にこの重点経費を充てた．
本プロジェクトでは設備備品類は一切購入せず，現地調査経費や研究員雇用経費，招へい経費を充
実させて，インドネシア側との共同研究の充実を図った．
②課題実施のためのプロジェクトマネジメントについて記載してください．
プロジェクトの円滑な推進，特に日本とインドネシア側参画研究者と，調査サイトを提供する林業会社
との円滑な意志疎通のため，インドネシア人の若手分類生態研究者をコーディネータ担当もかねてプ
ロジェクト専任の特定研究員として雇用した．このため，トラブルもほとんど発生せずに円滑に研究を推
進することができた．
プログラム立ち上げ準備段階から，日本側の神崎，川井，甲山，柳澤が頻繁にインドネシア参画機関を
訪問して，意志疎通に努めた．また，京都大学東南アジア研究所ジャカルタ事務所も最大限活用して，
調査計画立案，学術集会開催，調査許可取得などの事務作業を円滑に行なった．
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４．実施期間終了後における取組の継続性・発展性
①実施期間終了後，課題実施により培われた研究及びネットワークを継続する体制や仕組みに対する
工夫について記載してください．
生存圏研究所，東南アジア研究所では，毎年インドネシアでシンポジウム，あるいはサマースクールを
実施している．これらの機会を通じて，今回形成した学術ネットワークを堅持し，さらに新たな研究資金を
獲得し，さらに研究内容を発展させていく．
ガジャマダ大学とは大学間交流協定をこのプロジェクトを契機として締結することに成功した．さらに文
科省の世界展開力強化事業も採択され，ガジャマダ大学が修士号ダブルディグリープログラムの相手校
の一つとなっている．今後は学生教育の面で，今回のプロジェクトの広範な成果を活用し，さらに若手教
員の大学院博士課程受入を通じて，研究交流を継続していきたい．
京都大学では，年に 1 度，京都大学シンポジウムを海外で開催する．今回のネットワークを活用して，
森林・地球環境をテーマとしたシンポジウムをインドネシアで開催する方向で準備した．
②これまでの研究成果を発展させる明確な研究・交流のビジョンがあれば記載してください．
気候変動的に最も問題視されている泥炭湿地林からの二酸化炭素放出を抑止するための科学的な
バックグラウンドを整備し，それをプロジェクトとして社会実装する戦略を構築することが早急に求められ
ている．これはポスト京都議定書の日本の排出規制に関する戦略形成においては，有効なカードとして
利用できると思われる．このような共同研究プロジェクトの立案を京都大学と北海道大学共同で模索中で
ある．インドネシア側の参画機関は次期プロジェクトでも主要な機関として参画して欲しいと望んでいる．
ボルネオ島の中心部，ハート・オブ・ボルネオ・イニシアティブを日本として学術的にサポートする共同
研究が望まれる．特にインドネシア，マレーシア，ブルナイを組み込んだ多国籍間プロジェクトの立案が
望まれ，今回参画機関となったインドネシア科学院生物学研究センターをインドネシア側の中心機関とし
て位置づけて現在プロジェクトを立案中である．
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Ⅳ．実施結果・成果の詳細
１．リモートセンシングと地上調査によるモニタリングに基づく適応的森林管理方法の確立
1.1. リモートセンシングによるバイオマス推定
1.1.1. 担当機関・担当研究者
京都大学東南アジア研究所：渡辺一生，甲山治，河野泰之
ガジャマダ大学林学部：Oka Karyanto, Hahyu Wardana
1.1.2.はじめに
本グループでは，林業コンセッションエリアにおける資源状況把握のため，衛星画像を用いたモニタ
リング技術の開発を目的とした研究を実施した．近年，リモートセンシング技術の発展はめざましく，多
波長・高解像度の光学衛星画像の取得が比較的容易になってきた．当初，本グループでは，光学衛
星画像を用いたバイオマスモニタリング手法の開発を目指したが，本研究の対象地では，年間を通じ
た雲の発生率が非常に高いため，温帯や乾燥地域で一般的な光学衛星を用いた定期的なモニタリン
グはほぼ不可能に近いことが分かってきた．そこで，本研究では，雲を透過して地上を観測できるマイ
クロ波を搭載した衛星を用いてバイオマス資源量の把握を試みた．
方法：研究方法の概要を，図 1-1 に示す．本研究では，対象地のバイオマス資源量を把握するため
に，宇宙航空研究開発機構（JAXA）によって開発された ALOS (Advanced Land Observing Satellite)衛
星の合成開口レーダ（PALSAR: Phased Array type L-band． Synthetic Aperture Radarｒ）センサーを用
いた．この衛星は，マイクロ波を地上に照射することによって画像を取得し，天気に左右されることなく
広域にわたる地上の状況を把握することができる．加えて，同一地点を観測する頻度（再帰日）が 46 日
と短く，画像単価も 1 枚 26，000 円程度と他の合成開口レーダと比べると 20 分の 1 以下と安価である
ため，雲に覆われることの多い熱帯地における高頻度なバイオマスモニタリングに適している．
PALSAR は，HH（水平照射・水平取得），HV（水平照射・垂直取得），VH（垂直照射・水平取得），
VV（垂直照射．垂直取得）の 4 種類の偏波を照射・取得することができ，その照射方法と解像度との関
係から，FBS（シングル・ポラリメトリー），FBD（ダブル・ポラリメトリー），PLR（フル・ポラリメトリー）の 3 つの
モードが選択できる．本研究では，全ての偏波を照射・取得可能な PLR モードで撮影された画像（2011
年 4 月 2 日撮影）を用いて，各偏波と植生状況との関係を検証した．また，既存研究によると，Pauli
Decomposition 解析で得られる体積散乱成分は植生との強い相関が見られることから，本研究でも
Pauli Decomposition 解析によって鏡面散乱（K1），2 回散乱（K2），体積散乱（K3）の各成分を抽出し，
植生との関係について検証した．
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図 1-1 本研究の解析方法の概要
マイクロ波解析によって得られた値と植生状況との関係を検証する方法としては，光学衛星によって
取得された赤，緑および近赤外線波長を用いて算出される NDVI（正規化植生指数）を用いた．NDVI
の算出には，雲の無い画像が必要であるが，2010 年 10 月 22 日撮影の AVNIR２には，雲に覆われて
おらず，かつ PALSAR PLR 画像の取得範囲とも重なる所が存在した．そこで本研究の検証域を，図
1-2 の黄色で囲った範囲 8250ha とした．なお，AVNIR2 と PALSAR では，画像解像度がそれぞれ 10m，
25m と異なっており，また，観測データには様々なノイズが入っていることから，これらの影響を除くため
に 500×500m のグリッド内の平均値を求め，その値を植生状況の検証に用いた．
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1.1.3. バイオマスモニタリングに適した偏波の決定
ALOS AVNIR2 から算出した NDVI の値と，PALSAR PLR 各偏波の DN 値および Pauli Decomposition
解析の値を比較した結果を，図 1-3 に示す．NDVI は，0～1 までの値を取り，値が高いほど植物の活性
度が高いことを示している．

SBK 択伐林

SBK 択伐林

図 1-2 ＮＤＶＩとの比較検証に用いた範囲．青線内が調査対象とした
Sari Bumi Kusma 社が管理する択伐林．

この図から，HH，VV，鏡面散乱（K1），2 回散乱（K2），体積散乱（K3）と NDVI との相関はほとんど見ら
れないのに対して，HV と VH では正の相関が見られる．既存研究では，植生との相関が最も高いのは
HV であるとの報告が多いが，本研究では HV よりも VH との相関の方が高いという結果が得られた．本研
究と既存研究で得られた結果の相違は，既存研究の多くが X バンドや C バンドなどの透過性の低い偏波
を用いているのに対して，本研究では透過性の高い L バンドを用いていることや，本研究対象地が丘陵
部であるという地形的な影響に起因していると考えられる．また，体積散乱は，樹冠の生長と共に値が大
きくなるとされているが，透過性の高い L バンドでは，樹冠よりも幹で跳ね返る成分が多いために，植生状
況との相関が低くなっているものと推察される．
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図 1-3 ＮＤＶＩ値とＰＡＬＳＡＲ画像解析
によって得られた各値の比較

1.1.4. VH 偏波を用いた広域的なバイオマス強度図の作成
上述のように，PALSAR PLR モードでは，VH 偏波の値と植生状況との間に相関が見られることが分か
った．そこで，250 m グリッドの VH 偏波の値に対して 1 km 四方（16 グリッド）の移動平均を算出し，SBK
20

コンセッションエリア内のバイオマス強度図を作成した（図 1-4）．
作成された図 1-4 からは，SBK の東部の境界沿いでバイオマス強度が強い，つまり，バイオマス量が相
対的に多いことが見て取れる．特に，図の北東部に濃い緑が集中しているが，これは，尾根沿いの保護
区にあたる部分である．企業の操業域は，この保護区の西側および南側に多く分布しており，この一帯
ではバイオマス強度の低い部分と高い部分がモザイク状に入り組んでいるのが見て取れる．これは，伐
採や再植林された年の違いに影響され，各場所でバイオマス量が異なっていることを示している．

図 1-4 ＳＢＫコンセッションエリア内のバイオマス強度分布
PALSAR 画像の取得範囲内について作図した．
1.1.5. まとめ
雲量の多い熱帯多雨林域におけるバイオマス資源モニタリングシステムの構築については，光学衛星
を用いるよりも合成開口レーダを用いることが有効であることが示された ．本研究によって，ALOS
PALSAR の PLR モードの内，VH 偏波を用いることで，バイオマス資源量の広域的な把握が可能であるこ
とを明らかにした．
本研究では，企業側が把握している地上部バイオマスデータを用いてバイオマス強度をバイオマスそ
のものに置き換える作業を行っていないが， VH 偏波を使った推定の有効性を示すことができた．今後
は，企業側にこのバイオマス強度データを引き渡して，バイオマスとの照合作業をしてもらう必要がある．
これにより，バイオマス資源量の高精度かつ定量的な把握が期待でき，さらに炭素蓄積量への転換，有
用樹種蓄積量への転換も可能である．また，本研究での検証結果は，光学画像の取得が難しい熱帯雨
林地域において広く活用できるものであり，本プロジェクトが掲げた森林政策や REDD+政策を検討する
際の科学的根拠の提供に寄与できる．
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1.2. 生態的に持続的な木材生産
1.2.1. 担当機関・担当研究者
京都大学農学研究科：稲田友哉，金子隆之，神崎 護
ガジャマダ大学林学部：Widiyatono Ano, Suryo Hardiwinoto, Ronggo Sadono, Muhammad Naiem
1.2.2. はじめに
調査地である低地フタバガキ林においてフタバガキ科樹種は優占種であると同時に伐採施業にお
ける主要伐採対象でもある．そのため，伐採後のフタバガキ科の再生は生態的にも林業的にも森林管
理の持続可能性にとって非常に重要である．近年インドネシアでは持続可能な管理を実現するために
伐採施業の低インパクト化を図った伐採方法が適用されはじめているほか，伐採によって減少したフタ
バガキ科の再生を促すために伐採後の森林に有用樹種を列状に植栽することで森林の生態的な価値
や生産性を維持することを目的とした施業が試行されている（成果論文 1-7）．しかし，その持続可能性
について未だ評価は行われていない．そこで，低インパクト伐採と列状植栽施業の持続可能性につい
て施業後の森林動態をモニタリング，比較することで評価を行った．また，列状植栽施業については植
栽された苗の成長と生残過程から成長予測行った．さらに，苗の生育に重要となる植栽列内の光環境
の調査を行った．
1.2.3. 方法
施業後の森林動態のモニタリングは 2000 年の低インパクト伐採採用前の慣例的な方法で伐採を行
った①慣例区，低インパクト伐採（Reduced Impact Logging: RIL）による伐採を行った②RIL 区，RIL によ
る伐採後にフタバガキ科の有用樹種の一つであるショレア・ジョホレンシス（Shorea joholensis）の苗の列
状植栽を行った③RIL+列状植栽区の異なる 3 つの施業が適用された森林で行なわれた．各処理区の
伐採強度はほぼ同様であった．RIL+列状植栽区の施業設計を図 1-5 に示す．植栽列では，植栽され
る苗に直射光を取り込むため，3m 幅の伐開が南北方向に行なわれ，80 本/ha の密度で苗が植栽され
た（図 1-5）．

図 1-5 左は列状植栽区の施業設計図．黒丸は植栽された苗を示す．林冠部
分を幅 3ｍの帯状空隙ができるように伐採し，それを 25ｍおきに設置する．右は
植栽から 10 年が経過した列状植栽区の写真．
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各処理区には伐採後に SBK 社によって 1ha の永久モニタリング・プロットが各 3 プロット設置され，胸
高直径 10 ㎝以上の樹木を対象とした毎木調査を定期的に実施し，森林動態のモニタリングが各処理
区で行なわれた．また，RIL+列状植栽区ではモニタリング期間中毎年草本や非商業樹種の実生の下
刈りという集約的な管理が行なわれた．
以上の 3 処理区とは別に，伐採施業が森林に与える影響を評価するため，本プロジェクトが主体とな
って設置した原生林の 4ha のモニタリング・プロットにおいて，立木密度，胸高断面積による森林蓄積の
調査を行った．
蓄積されたモニタリングデータより３処理区の伐採後 10 年間の動態を比較した．生態的な持続可能
性の評価は，優占種であり林業的にも重要なフタバガキ科の施業後の再生とともに，伐採による森林へ
のインパクトの指標となる先駆的樹種の侵入にも注目して行った．先駆的樹種とは伐採などのかく乱に
反応して侵入する樹種群を指す．そのためモニタリングで確認された樹種をフタバガキ科樹種，先駆的
樹種，その他の樹種にグループ分けし，動態の分析を行った．
RIL+列状植栽区で植栽された苗は，植栽後の生残と成長をモニタリングした．さらに測定された胸高
直径の成長から成長曲線の近似を行い，個々の植栽木の成長予測から次伐期となる植栽２５年後の植
栽木の個体サイズ分布の予測を行った．
さらに列状植栽処理に伴う伐開が，光環境に与える影響を評価するため，伐開が行なわれた直後の
植栽列内で魚眼レンズを用いた全天写真を撮影し，植栽された苗にとっての光環境を推定した．撮影
は 3 m 幅の伐開が行なわれた直後の植栽列を 3 本選択し，それぞれ 100 ｍにわたって，5 ｍ毎に全
天写真を撮影し撮影画像を解析して，光環境の指標となる開空度を算出した．
1.2.4. 異なる施業がその後の森林動態に与える影響
モニタリングデータで得られた個体数密度と胸高断面積合計（幹の断面積の合計）の 10 年間の推移
を図 1-6 に示す．
個体数密度，胸高断面積ともに各処理区で増加が見られたが，天然林の蓄積量と比較してどの処
理区も未だその現存量は再生段階の途上にあると考えられた．
施業の違いによる影響はモニタリング期間中の新規加入数（新たに胸高直径 10 ㎝以上に成長した個
体）に顕著であり，低インパクト化の図られていない慣例的な伐採が行われた慣例区では伐採後に先
駆的な特徴を持つ樹種の侵入が顕著であった（図 1-7）．これらの先駆的な樹種は伐採後に侵入し，フ
タバガキ科の再生を遅らせることが知られている．慣例区ではフタバガキ科樹種の再生は少なく，先駆
樹種による新規加入の阻害による森林の生態的，林業的な価値の大きな低下が見られた（図 1-8）．

図 1-6 各処理区と天然林の１ヘクタールあたりの平均個体密度（左）と平均胸
高断面積合計（右）．エラーバーは３プロット間の標準偏差を示す．
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RIL 区では慣例区と比較して先駆的樹種の侵入が抑制されており，RIL による伐採の低インパクト化
が機能したと考えられた．しかし，持続可能性の担保に重要なフタバガキ科の再生は慣例区よりは多か
ったが，十分な更新とは言い難かった．

図 1-7 モニタリング期間中の各調査区でのフタバガキ科および先駆的樹種の
新規加入数（モニタリング時に胸高直径が 10ｃｍに達した個体数）．エラーバー
は 3 プロット間の標準偏差を示す．

図 1-8 各処理区の施業年（左バ
ー）と施業から 10 年後（右バー）
の樹種群ごとに示した個体数密
度．エラーバーは 3 プロット間の
標準偏差．

RIL による伐採と列状植栽処理に加えて下刈りの集約的な管理方法が行なわれた RIL+列状植栽区
ではフタバガキ科樹種の顕著な新規加入が見られた．このように，異なる伐採施業後の森林動態の比
較から，伐採方法の低インパクト化によって森林の生態的な価値を低下させる先駆樹種の侵入の抑制
が，さらに列状植栽などの集約的な管理を行うことでフタバガキ科の再生が促進された（図 1-8）．しかし，
フタバガキ科樹種の顕著な新規加入が見られた RIL+列状植栽区においても新規加入数にはプロット
間で大きな差が見られ，林内に不均一に分布する母樹，種子の存在量にその再生能は大きく依存す
ることが考えられた（成果論文 1-1）．
1.2.5. 列状植栽木の成長，生残と成長予測
RIL+列状植栽区で植栽されたショレア・ジョホレンシスは順調な成長と生残を示し，植栽から 10 年後
の植栽個体の 3 プロットの平均生残率は 79.9±6.9%，平均胸高直径は 15.4±4.6cm と高い生残率と順
調な成長を示し，フタバガキ科の再生と生産性の維持に列状植栽は有効であることがわかった．しかし，
植栽 10 年後の幹直径（DBH）には個体間に大きな差が見られた（図 1-9）．
植栽木の今後の成長予測を行うため，観測された胸高直径の成長から成長曲線の近似を行い，各
個体について次伐期までの成長予測を行った(図 1-10)．
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現在と同じ胸高直径 40 ㎝を伐採下限サイズと仮定すると， 1ha あたり約 16 本の植栽木が伐採可能
サイズに達し，収穫可能となることが示された．
1.2.6. 植栽列内の光環境
図 1-11，1-12 に示したように伐開直後の植栽列内の開空度には大きな差が見られる．列状植栽され
た個体がおかれた光環境はこのように大きくばらつき，このばらつきの空間変動の様子は，幹直径サイ
ズのばらつきときわめて似ている．初期の光環境の違いがその後の植栽個体の成長の差に大きく関与
していることを示唆している（成果論文 1-2）．

図 1-9 RIL+列状植栽区に植栽
された個体の，10 年後のサイズ
分布．エラーバーは 3 プロット間
の標準偏差を示す．

25 年後に伐採
可能な個体

図 1-10 各樹木個体の成長から近似された成長曲線（左）と植栽から 25 年後の個体サイズ分布
予測（右）．個体の成長曲線回帰には，適合性がもっとも高かったべき乗関数を採用した．

25

1.2.7. 成果のまとめと課題
本項の成果により，低地フタバガキ林林業は，有用樹種の列状植栽という集約的な管理の採用によ
って，その持続性が著しく高くなることが示された．また，提示した植栽木成長モデルにより，将来収穫
量の推定が可能となり，適応的な森林管理の実現へ大きく前進させることができた．
植栽木の成長は，光環境ときわめて高い関連性をもつことも明らかとなった．すなわち，植栽列の伐
開の方法やデザインにより，植栽木の更新状況は大きく変化するので，施業と密着したさらなる実験と
モニタリングにより，将来の収穫可能量の推定モデルの精度を高めることができるだろう．

図 1-11 撮影された全天写真の例

図 1-12 列状除伐が行われた直後の植栽列内の開空度分布
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1.3. 有用樹種の遺伝的多様性
1.3.1.

担当機関・担当研究者

京都大学農学研究科：井鷺裕司，伊津野彩子
ガジャマダ大学林学部：Sapto Indrioko
1.3.2. はじめに
東南アジア熱帯地域における生物多様性保全と森林管理のために，持続的なフタバガキ科樹木の
人工更新手法を確立することが重要である．インドネシアの林業会社 PT. Sari Bumi Kusuma で人工的
に植栽され更新しているフタバガキ科樹木は現在のところ良好な成長を示しているが (図 1-13，ならび
に項目 1.2．を参照)，植栽集団の遺伝的特性については特に考慮されていない．熱帯多雨林におけ
る生態系管理および木材生産を持続的に行うためには，植栽樹木集団における遺伝的多様性の維持
や，天然林と植栽林間における遺伝的分化の回避が不可欠である．本研究ではフタバガキ科樹木 2 種
の植栽集団に保持されている遺伝的多様性を天然林のものと比較することで，現在行われている，更
新方法の妥当性を評価した．
1.3.3. 方法
PT. Sari Bumi Kusuma が管理する植栽林で，Shorea leprosua と S. parvifolia の植栽された集団 5-6
集団について 1 集団あたり約 30 個体の葉を採取した．また植栽林周辺の天然林より，S． leprosua 80
個体 S. parvifolia 41 個体を採取した．採取した葉から DNA を抽出し，EST-SSR 遺伝子座 7 座 (Ng et
al., 2009) を用いて遺伝子型決定を行った．得られた遺伝子型データより集団遺伝学的パラメータを算
出し，植栽集団における遺伝的多様性の程度，および天然林・植栽集団間の遺伝的分化の程度を評
価した．遺伝的多様性については，遺伝子座あたりの対立遺伝子数 (Na) ，アレリックリッチネス (AR) ，
ヘテロ接合度の観察値 (HO) と期待値 (HE)，近親係数 (FIS) を算出した．遺伝的分化の評価につ
いては，ペアワイズ FST 値の算出，階層的遺伝分散分析 AMOVA (Analysis of Molecular Variance) 解
析 ， 現 在 の 遺 伝 子 型 に 基 づ い て 各 個 体 の 由 来 す る 祖 先 集 団 を 推 定 す る STRUCTURE 解 析
(Pritchard et al., 2001) を行った．
1.3.4. 結果
両種ともに，植栽された集団はいずれも，遺伝子座あたりの対立遺伝子数 (Na) ，アレリックリッチネ
ス (AR)，ヘテロ接合度の観察値 (HO) と期待値 (HE) において，天然林と同等の高い値を示した (表
1-1)．また，天然林と植栽集団間の比較において，ペアワイズ FST 値はいずれも 0.05 以下であり，両種
ともに集団間に有意な遺伝的分化は見られなかった (表-2)．階層的遺伝分散分析 AMOVA 解析の結
果によれば，両種ともに，今回分析した全集団中に保持されている遺伝的多様性の 97%は，各集団内
に保持されており，集団間に保持されている遺伝的多様性は 3%に過ぎなかった．このことから，いずれ
の集団にもほぼ偏りなく同程度の遺伝的多様性が保持されていることが明らかになった（成果論文 1-3,
1-8）．
STRUCTURE 解析の結果，S. leprosula については天然林・植栽集団いずれの個体も，全祖先集団
に由来する対立遺伝子をほぼ同じ割合で保持しているので，天然林・植栽集団ともに 1 個の祖先集団
に由来すると推定された．一方，S. parvifolia については，個体ごとに祖先集団に由来する割合が大き
く変動するので，植栽個体は複数の祖先集団に由来する可能性がある．しかしいずれの祖先集団数 K
においても，植栽集団区分に対応して由来する祖先集団が大きく異なる傾向は見られなかった．従っ
て，両種ともに天然林・植栽集団間および植栽集団間で遺伝的分化は見いだされなかった（成果論文
1-3, 1-8）．
本研究の結果は，現在の施業方法を用いれば植栽集団の遺伝的多様性を保持し持続的な木材収
穫が可能であることを意味しており，著しい減少が懸念される熱帯多雨林の現状に明るい展望をもたら
27

すものといえる．
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図 1-13 PT. Sari Bumi Kusuma における Shorea leprosula 植栽 6 年生林分

図 1-14

STRUCTURE 解析結果．縦に並んだ 1 本の線が樹木 1 個体を示す．K 値は想定する祖

先集団の数であり，色の違いが祖先集団の違いに対応する．図では，各樹木個体が保持する祖先
集団由来の遺伝的性質の割合を示している．祖先集団が２，３，４のそれぞれの想定のもとでの解
析結果を示している．
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1.4. 植物相の多様性
1.4.1.

担当機関・担当研究者

京都大学農学研究科：Ruliyana Susanti（ルリヤナ・スサンティ）・小泉都・尾野亜裕美
インドネシア科学院生物学研究所：Deden Gimansyah・Teguh Triono
1.4.2. はじめに
森林動態モニタリングは，持続的かつ生物多様性を維持できる森林管理の確立のために欠かせない．
しかし，熱帯雨林は植物の種多様性が高く，モニタリングの基礎となる植物種の同定には困難が伴う．そ
こで，a）次に述べるようなサテライト・ハーバリウム・システムを確立する，b）森林管理区および周辺地域
の植物相を把握する，という 2 点を本研究項目の基礎的な目的とした．そのうえで，c）異なる森林施業が
樹種構成に及ぼす影響の評価を行った．
サテライト・ハーバリウムとは，たとえばインドネシアの植物多様性研究の中心となっているボゴール植物
標本庫で同定された植物の同定情報と同一の個体から採られた重複標本の一部を保持し，常に最新の
同定結果を反映同期しながら保持するハーバリウムのことで，地域の植物多様性調査の拠点となる施設
である．林業活動を行う森林管理区にこのハーバリウムを設置することで，林業事業体そのものの植物多
様性モニタリングの能力を担わせることを目的としている．
1.4.3. 方法
1.4.3.1. サテライト・ハーバリウム・システムの確立
植物標本について，1 標本につき 3 セット以上の重複標本（たとえば樹木の場合，同じ木から採取した
3 つの枝）をできるかぎり作製した（本研究における植物採集の方針は下の 2）で説明）．標本採集時に
は，その植物の新鮮な状態の写真も撮影した．重複標本のうち，1 セットは森林管理区で保管し（これを
サテライト・ハーバリウムとする），残りはボゴール植物標本庫（Herbarium Bogoriense），京都大学博物
館などの植物標本庫に送った．デジタル写真データは，森林管理区と研究者間で共有した．同定は，
主にボゴール植物標本庫で行い，この結果を森林管理区のサテライト・ハーバリウムに報告した．
このような森林管理区のサテライト・ハーバリウムと研究環境が整備された植物標本庫の協力体制を，
ここではサテライト・ハーバリウム・システムとよぶことにした．サテライト・ハーバリウムにおいて文献だけ
でなく，標本と写真が利用できることで，森林管理区における植物の同定が容易かつ確実になることを
目指している．
また，森林管理区の職員や現地の大学生が，研究者が不在の時でも自分たちでこのシステムを利用
できるように，標本の採集・作製と同定の基礎を学ぶための実習を実施した．
1.4.3.2. 森林管理区および周辺地域の植物相の把握
以下のような方針で植物標本を実施した．
まず，森林管理区の植物相の概要を把握するために，位置，標高，施業方法，伐採からの年数の異
なる森林管理区内のさまざまな地点で植物を採集した．これには，SBK 社により設置された永久モニタ
リング・プロット，本プロジェクトの生態学的調査のために設置されたモニタリング・プロット，プロットが設
定されていない区域を含む．対象植物は，次の基準で選んだ．
・（植物分類学上）標本として価値が高く，確実な同定が行い易い，花や実をつけていた植物
・木材伐採の対象樹木（森林管理区の職員からの情報による）
・バイオエタノールとしての利用可能性がある直径 10 cm 以上の先駆樹種
・その他の（可能性として）経済的価値がある植物（森林管理区の職員や現地の住民からの情報によ
る）
また，この地域において人為的な影響が少ない環境でどのような植物相がみられるのかを把握するた
めに，森林管理区に隣接するブキット・バカ-ブキット・ラヤ国立公園（181,090 ha）でも調査を行った．ひ
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とつには，標高 400-900 m の 8 地点で，上記の a）のような植物を採集した．そして，樹木の植物相の情
報を補強するために，標高 300 m，400 m，500 m の各地点に 50 m×100 m のトランゼクトを設定してそ
のなかに存在する胸高直径 10 cm 以上の樹木から標本を採集した．代表的な植物の特徴をまとめた写
真つきフィールドガイドの作成に必要な情報収集を進めた．
1.4.3.3. 異なる森林施業が樹種構成に及ぼす影響の評価
SBK 社設置の永久モニタリング・プロット，本プロジェクト設置のモニタリング・プロットにおいて，生態
学的調査チームと毎木調査（プロット内にある樹木の位置，胸高直径，高さの測定）および調査木の葉
のサンプリング（種同定のため）を共同で行った．この結果を用いて，異なる森林施業（原生林，従来伐
採，低インパクト伐採，択伐列状植林）と種組成の関係を分析した．
1.4.4. サテライト・ハーバリウム・システムの確立
ボゴール植物標本庫で同定済みの 347 点の標本が，写真データと併せて，SBK 社の森林管理区で保
管されている．標本はアルファベット順に科ごとに整理され，さらにアルファベット順に属ごとに整理され
ている．標本の扱いに慣れてもらうために，SBK 社で植生調査を担当している職員 2 名に，本プロジェクト
の植物採集，標本作製，標本整理に時間の許すかぎり参加してもらった．また，森林管理区での標本作
製が容易になるように，SBK 社の協力を得て，標本乾燥装置を２台作製して森林管理区内のベースキャ
ンプ２箇所に設置した．
Ruliyana Susanti，小泉都，Deden Girmansyah が講師となって，標本の採集・作製と同定を学ぶコースを
2011 年の 11 月に 2 回実施した．1 回はこの森林管理区で調査を続けている学生対象で，ガジャマダ大
学の 5 名，タンジュンプラ大学の 2 名が参加した．もう 1 回は SBK 社の職員対象で，16 名が参加した．
それぞれ 4 日間の日程で行った．まず Ruliyana Susanti と小泉都が作成したテキスト等を使用して標本の
採集・作製方法について講義を行い，その後野外実習を行った．野外実習では，各参加者が花や実を
つけた植物を探してその採集を体験した．その際，講師が採集植物の科や属，またその特徴を解説する
ようにした．採集した植物はキャンプに持ち帰り，それを用いて乾燥標本の作製実習を行った．コースの
最終日には，各参加者に採集から標本作製まで一人で行うという課題を出した．この課題は参加者全員
がクリアすることができた．また，講師が採集してきた植物の分類群を答えるという試験も行った．こちらは，
参加者によって正答率にかなりの差がみられた．学名はよく知らずとも現地名等で植物をよく知っていた
学生や職員は，今回の実習で，その知識を植物分類学の枠組みや学名にあてはめられるようになったも
のと思われる．しかし，植物にあまりなじみのない学生や職員の場合，4 日間のコースは分類群を見分け
られるようになるには十分ではなかったと考えられる．
1.4.5. 森林管理区および周辺地域の植物相の把握
a),b)の目的で実施した植物採集において， 939 点の標本を得ることができた．これらの標本のうち，
96%は科まで，82%は属レベルまで，57%は種レベルまで同定が終了している．すでに種レベルまで同定
できた標本には，90 科 232 属 346 種が含まれていた．採集された標本点数が多かった科を表 1-3 に示
す．これは，現在までに同定済みの標本の情報に基づくもので，同定が進めば種数などは増加する．
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もっとも標本点数が多かったのはアカネ科であるが，これは年間を通して開花個体が見つかる種が多
いというこの科の特徴によるものである．また，アカネ科は本調査地だけでなく，マレシア植物区系におい
てもっとも属・種多様性が高い科のひとつである．
トウダイグサ科も標本点数が多いが，これはいくつかの属が年間を通して開花することによるものである．
この科もマレシア植物区系で非常に一般的で多様性の高い植物群である．Macaranga 属が伐採道路沿
いに多くみられた．
次に標本点数が多かったのがフタバガキ科であるが，これは伐採の主要な対象であるため非開花・非
結実個体からも標本を採集したからである．ただし，若い果実を採集できた種もあった．採集標本には，5
属 29 種が含まれていたが，SBK 社はこれまでに 6 属 68 種を報告している．本研究で採集できなかった
のは Anisoptera 属である．一方 SBK 社の報告になく本研究で新たに存在が確認された種は ，

Diptercarpus elongatus，Hopea vesquei，Parashorea cf. lucida， Shorea agami，S. asahi，S. hopeifolia，S.
pilosa，S. quadrinervis，S. rugosa，S. sagittata である．フタバガキ科は種多様性の高い分類群であるが，
SBK 社の森林管理区はとくに多くの種がみられる場所のひとつである可能性がある．
シュウカイドウ科は，Deden Gimansyah が Begonia 属の専門家であるためとくに注意深く標本採集を行っ
た．カリマンタンの Begonia 属についての研究はあまり進んでいない．本研究で 8 種の Begonia 属を採集
できたが，そのうち少なくとも 2 種は新種だと考えられる．本地域における Begonia 属の多様性を明らかに
するために，さらに研究を進める予定である．
ブキット・バカ-ブキット・ラヤ国立公園の調査はまだ十分ではないが，暫定的な結果を以下に示す．今
回の調査では，開花もしくは結実個体 172 点の標本を採集することができた．そのうち，これまでに同定
できた標本には，45 科 75 種の植物が含まれていた．開花もしくは結実個体が多くみられた分類群は，ア
カネ科，トウダイグサ科，イワタバコ科（Gesneriaceae），バンレイシ科，シュウカイドウ科などである．
訪れたいくつかの地点では，直径 1 m を超える樹木も観察することができた．標高 600 m を超えると，
森林はより暗く湿った状態になっていた．フタバガキ科は，トランゼクト調査も含めて 26 種を記録すること
ができた．フタバガキ科以外で直径 50 cm を超える樹木には，マメ科，パンヤ科（Bombacaceae），フトモモ
科（Myrtaceae），オトギリソウ科（Clusiaceae），クスノキ科（Lauraceae）などのものがあった．より小さな樹木
では，バンレイシ科，カキノキ科（Ebenaceae），トウダイグサ科，フトモモ科，ニクズク科，センダン科
（Meliaceae），シナノキ科（Tiliaceae）などがみられた．林床には，サトイモ科（Araceae），シュウカイドウ科，
クズウコン科（Marantaceae），ショウガ科などが多かった．明るい環境では，ラタン，Macaranga 属，ノボタ
ン科がよくみられた．
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1.4.6. 異なる森林施業が樹種構成に及ぼす影響の評価
4 つのタイプのモニタリング・プロットから，合計 5890 の枝葉のサンプルを採取した．表 1-4 に同定の進
行状況を示す．種まで同定済みのサンプルは 50%に満たないため，形態的にひとつの種と認められるも
のを 1 種として取り扱い分析を行った．

現在までに種レベルまで同定の終了した個体のみを使用して，多変量解析により調査区の序列化を行
なった（図 1-15）．この図の中での調査区間の距離の大小が，種類組成の相違の大小と対応している．こ
の図から明らかなように，施業を行なっている森林の種類組成は，原生林（PF 区）の組成と乖離している
こと，特に列状植栽区（LP 区）の組成が最も原生林と異なることが読み取れる．このように，有用樹種であ
るフタバガキ科の更新が改善される（項目 1-2 参照）一方で，集約的な管理により原生林との組成の違い
が大きくなることは，生物多様性への影響として今後注意していく必要がある．

図 1-15 幹の本数密度を用いて種類組成の違いによって調査区を序列化した結果．解
析には除歪対応分析を使用した．この結果，原生林（PF 区）の種類組成と施業区とは種
類組成が乖離しており，とくに択伐列状植栽区（LP 区）の組成が最も原生林と異なること
が読み取れた．
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1.5. 哺乳動物相の多様性
1.5.1． 担当機関・担当研究者
京都大学東南アジア研究所：鮫島弘光
インドネシア科学技術院生物学研究センター：Gono Semiadi，Nanang Supriatna，Yuli Fitriana，
Arjan Boonman
1.5.2. カメラトラップセンサス
自動撮影カメラを用いて，コンセッション全域の哺乳類相，相対密度の分布を明らかにした．SBK 社の
コンセッション全域に半径 500m の円状プロットを 10 ヶ所設置し（図 1-16，表１-5），各プロットの中にラン
ダムに 10 台の自動撮影カメラ（Bushnell 社 TrophyCam）を設置した．それぞれのプロットについてはこれ
までの伐採履歴などのデータを得た．

図 1‐16 コンセッション内のプロットの位置

自動撮影カメラは 2010 年 12 月から 2013 年 1 月までビデオモードで稼働させ，のべ 41,279 カメラ日
分のデータを得た．この結果，中大型哺乳類 35 種 6,552 イメージ，地上性鳥類 5 種 226 イメージ，オオト
カゲ 2 種 42 イメージを得た．この中には Bay Cat, ウンピョウなど多くの絶滅危惧種が含まれ，生物多様
性維持の潜在能力は高いことを示した．特に Hose’s Civet はインドネシアで初めての記録であり（図
1-17），国際誌に報告を行った（成果論文 1-4）．またこのデータからそれぞれの種の相対密度分布が明
らかにされ，Malay Civet や Banded Palm Civet など，伐採の影響が大きい種が明らかになった（図 1-18）．
Hose’s Civet，オランウータンなどはプロット B でのみ撮影され（それぞれ 8 イメージ，6 イメージ），このプ
ロットの周辺がコンセッション内でもユニークな種構成を持ち，保全価値の高い場所（HCVF）であることが
明らかになった．局所的なプロット内の森林の状態よりも，その場所への狩猟圧の強さや近傍の保護区
の有無が，プロット内の種多様性や個体群の維持にとってより重要であることが明らかになり，伐採区内
の保護区の配置の仕方などに示唆を与えた(成果論文 1-6)．なおこれらの撮影データから生息密度の相
対値を推定する統計的手法の開発も今後可能となる．
同様のカメラトラップ調査はマレーシア・サバ州とサラワク州でも行っており，比較も行った（成果論文
1-5）．この結果，当伐採区の管理は生物多様性維持の観点からはインパクトが小さいとは言い難かった．
特に伐採後に列状植栽を行う TPTJ システムを適用しているところは作業員と思われる狩猟者の撮影頻
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度も高くなっていた．これらのことから，伐採区全体のランドスケープマネジメントの重要性や作業員への
規律の徹底の必要性が示唆された．
ボルネオの哺乳類相はマレーシア・サバ州，サラワク州，インドネシア東カリマンタン州では比較的明ら
かになっているが，本研究の行われた中央カリマンタン州では先行研究が乏しく，本研究は多くの種に
ついて新たな生息地情報を提供することになった．スカンクアナグマはじめ現在共同研究者とともに論文
準備中である．またこれらの成果は SBK 社のホームページにおいても活用されている．

1.5.3. 小型哺乳類のトラップセンサス
主にネズミ目を対象とした箱わなトラップ調査，主にコウモリ目を対象としたカスミ網調査を 6 か所で行
った．調査は 2011 年 2 月，7 月，12 月，2012 年 7 月の４回行い，ネズミ目 11 種 59 頭，コウモリ目 30 種
269 頭を捕獲した．今後詳細な解析を行う予定だが，この多様性は他の地域の森林と比べ，それほど豊
かとはいえなかった．各種のサンプルから標本を作製し，インドネシア科学技術院の標本庫に収蔵した．
1.5.4. 中型哺乳類のサンプル収集
地元の狩猟者を訪問し，捕獲された動物の毛皮，骨を集めた．また林道上の轢死体も集めた．ネズミ
目 3 種 7 頭，シカ目 3 種 7 頭，ネコ目 5 種 11 頭，サル目 3 種 3 頭のサンプルを得た．これらから標本を
作製し，インドネシア科学技術院の標本庫に収蔵した．
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1.6. 鳥類相の多様性
1.6.1. 担当機関・担当研究者
京都大学東南アジア研究所：藤田素子
京都大学農学研究科：丸山晃央
京都大学情報学研究科：奥乃博
インドネシア科学技術院生物学研究センター：Mohammad Irham，Satrio Wijamukti
1.6.2 鳥類のポイントカウントセンサス
伐採コンセッションの管理履歴と鳥類多様性の関係を明らかにするため，４プロット（表 1-3 のプロット A,
D, E, I）に 850m のライントランセクトを設定し，125m 間隔に 7 観察ポイントを設定した．各観察ポイントで
10 分のポイントカウントを朝夕 2 回行った．調査は 2011 年 2-3 月，12 月，2012 年 7 月に行った．その結
果，各プロット 104-190 回，合計 529 回約 88 時間の観察を行い，各プロット 86-110 種，合計 153 種を
2752 回記録した．この多様性は他の地域の森林と比べ，際立って豊かとはいえなかった．
4 プロット間の種構成の違いは非計量多次元尺度構成法（NMDS）で序列化した（図 1-19）．この結果，
伐採してから約 7-8 年のプロット D・E の種構成はよく似ていたが，約 12 年のプロット I，原生林のプロット
A とは異なっていた．その要因については（1）森林の状態，（2）国立公園の広い原生林からの距離が考
えられた．
またポイントカウントに並行して，いくつかのプロットではカスミ網調査も行った．採集したサンプルは標
本にし，インドネシア科学技術院の標本庫に収蔵した．

図 1-19 観察ポイントごとの種
構成の類似度．哺乳動物調
査のプロットとの対応関係は
以下のとおり．
KM46=Plot D, KM67=Plot E,
KM95=Plot I, KPPN=Plot A

1.6.3. 鳥類の音声レコーダー法の開発
鳥類のポイントカウント法はスタンダードな方法であるが，同定能力があり調査を行える人材が限られ，
また交通アクセスの良い場所でしか調査が行えない．このため民間企業による森林管理の一環として普
及させるのは難しい．この問題を解決するため，鳥の鳴き声から自動的に種判別をする音声認識プログ
ラムを開発し，林内に音声レコーダーを長期設置し，その鳴き声データから多様性調査，モニタリングを
行う手法を開発しようとしている．
鳴き声から種判別を行うプログラムを開発するため，まずボルネオの中でも多様性が高く，比較的林内
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で鳴いていることが多いチメドリ科を材料とした．ポイントカウントを行った 4 プロットでチメドリ科 14 種の鳴
き声を IC レコーダーで収集し，鳴き声から 6 つのパラメーターを抽出，SVM 法で機械学習を行った．こ
の結果 6 つのパラメーターのうち「ケプトラム次元間変化量」が種判別にもっとも有効なパラメーターであり，
多くの種については高い精度で種まで判別できることが分かった（表 1-6）．一方でいくつかの種群につ
いてはなお判別が困難であり，精度の向上がさらに必要である．

表 1-6 音声サンプルから機械学習をさせた判別プログラムに，元の音声データを判別させ
たときの識別率．縦軸は実際の種，横軸は識別結果の種を示し，対角線上が正答ケース数
を示している．各種ごとに 39 サンプルを判別に用いた．種 A を正しく A と判別する確率（再現
率），A と判別されたものが真に A である確率（適合率），両者の調和平均である識別率
（F-measure）で，識別精度を評価した．
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1.7 土壌炭素蓄積量の測定
1.7.1 担当機関・担当研究者
京都大学農学研究科：梅田雅弘，太田誠一
タンジュンプラ大学： Gusti Z. Anshari
1.7.2. はじめに
陸上生態系では，光合成生産物の大半が土壌に加入して土壌有機物（Soil Organic Matter, SOM）プ
ールを形成する．地球表層における土壌炭素の総量は大気中の二酸化炭素の約 2 倍，植生バイオマス
中の炭素の約 3 倍以上の 1600-2400Gt と推定され，その多くが SOM プールとして土壌鉱物層に存在す
る．SOM には，由来や生成過程により様々な形態が存在しそれぞれ環境変化への応答性が異なること
が知られており，この巨大な SOM プールの動体が今後の気候変動にどのように応答するかを評価する
上で，SOM プールの規模と形態を正確に評価することが重要であると考えられる．本研究は調査対象と
なっている Sari Bumi Kusma（SBK）社中央カリマンタンコンセッションにおいて SOM プールの規模と土壌
鉱物との構造的な結合関係を明らかにして， SOM プールの環境応答性を予測することを目的とした．
1.7.3. 調査地，試料と方法
調査は，インドネシア中央カリマンタン州低地フタバガキ林の択伐天然林で 2011 年 11 月と 2012 年 9
月の 2 回行った．本調査地は，花崗岩質，片岩質の 2 種類の地質が広がり，地形は調査地全土で微波
状，標高がおよそ 100-700m である．土壌ピットの設置は FAO 発行の土壌断面記載ガイドラインに基づき，
人為的な攪乱や明らかな攪乱場所は避け，斜面部位として丘陵地の中，上部斜面，頂部，傾斜は
0-60%の範囲で行った．初年度の調査では，インドネシア政府機関出版の地質図，SBK 社による独自調
査に基づく地形図を元に，調査地 14 km2 全体に計 10 点設置した．2012 年の調査では，前回調査で土
壌炭素蓄積量を規定する要因として地質要因が予想されたため，蓄積量が相対的に大きいと予想され
た地質条件の 4 点を集中的に設置し，これ以外に 6 点を調査地全体に配置した．これら調査地点の植生
の状態はいずれも閉鎖した森林で，ほとんどの部分で過去に択伐を経験した択伐後二次林である．
2 回の調査で設置した 20 点において，約 1.5m 深までの土壌ピットを作製，層位区分して各層で土壌を
採取(100cc 採土管×3)した．採取土壌から容積重，全炭素を，表層土（0-10cm）と次層 30-50cm につい
ては，粘土鉱物，鉄・アルミニウム含量（全遊離：ジチオナイト可溶，非晶性：酸性シュウ酸アンモニウム可
溶）を測定した．
1.7.4. 結果と考察
計 20 地点の平均土壌有機物中の炭素（SOC）蓄積量は 88.6 tC/ha(SD=2.16)となった．この値は簡易
的に計測された世界の森林土壌の平均値 113 t/ha よりも小さいものであるが，同植生の東カリマンタンで
の調査事例 55.0 tC/ha よりもおよそ 1.7 倍大きいものとなった．本調査では，SOC 蓄積量を規定する要
因として地質，斜面部位，傾斜を検討したが，有意な関係性は見られなかった．
本調査地の特徴として，ほぼ一様な気候，植生，地形でありながら，土壌ピット間で SOC 量に 5.5
kg/m2-14.3 kg/m2 という大きな差があった．また SOC 総量のうち表層 20 cm に蓄積している割合は平均
で 36％であった（図 1-20）．森林土壌では世界平均で表層 20 cm に 50%の SOC が堆積しているので，
本調査地では下層部での蓄積量が卓越している．
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図 1-20 土壌深方向の積算土壌炭素量
SOC と粘土含量の関係では，一般に正の相関関係があることが知られており本研究地でも正の相関関
係がみられた．SOC は土壌鉱物と結合して安定な有機物となる．SOM と表層土・次層の鉄・アルミ含量と
の関係は，正の相関を示し，特に全遊離，非晶性の双方のアルミと高い正の相関係数が得られた（表
1-7）．土壌中の鉄よりもアルミニウムの量は非常に少ないため，この結果は興味深いものである．さらに
表層土よりも次層の方で全ての値で高い相関係数を示した．

表 1-7 土壌の表層，次層における SOM 濃度と各種鉄，アルミ
濃度との相関関係

以上の結果から，本調査地の SOC は下層部に大半が蓄積されており，土壌鉱物の存在量と SOC の存
在量の間に，下層土の部分でより強い相関を示した．このような下層部分での SOC の卓越が，カリマンタ
ンの他の低地熱帯林よりも大きな SOC 蓄積量を示した理由と考えられる．
1.8. 成果論文
1-1) 神崎 護，稲田友弥，野草俊哉． 第 4 章 生存基盤としての熱帯多雨林－択伐天然林における木
材生産－. 地球圏・生命圏の潜在力－熱帯地域社会の生存基盤－（柳澤雅之・河野泰之・甲山治・神
崎護編著）. Pp.111-129. 京都大学学術出版会. 京都 (2012)
1-2) Inada T, Kanzaki M, Widiyatono Ano, Suryo Hardiwinoto, Ronggo Sadono．Effects of logging and line
planting treatment on canopy openness in logged-over forests in Bornean lowland dipterocarp forest．
TROPICS 22：89-98．（2013）
1-3) 伊津野彩子, Sapto Indrioko, 井鷺裕司, 熱帯多雨林における Shorea leprosula (フタバガキ科) の
人工更新が遺伝的多様性に及ぼす影響. DNA 多型 20: 76-79, (2012)
1-4) Samejima, H. and Semiadi G. 2012. First record of Hose’s Civet Diplogale hosei from Indonesia, and
records of other small carnivores in the Schwaner Mountains, Central Kalimantan. Small Carnivore
Conservation. 46: 1-7, (2012)
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1-5) 加藤裕美・鮫島弘光．2013．動物をめぐる知－変わりゆく熱帯林の下で．市川昌広・祖田亮次・内藤
大輔編「ボルネオの＜里＞の環境学」昭和堂．127-164, (2013)
1-6) 藤田素子，鮫島弘光. 2012. 東南アジア熱帯多雨林の生物多様性. 川井秀一・水野広祐・藤田素
子編「熱帯バイオマス社会の再生」京都大学学術出版会. 49-73, (2012)
1-7） 神崎 護．インドネシア択伐天然林における集約的植栽法：持続的林業へのチャレンジ．日本熱帯
生態学会ニューズレターNo.78:7-12（2010）
1-8) Izuno A, Indrioko S, Widiyatno, Prasetyo E, Kasmujiono, Isagi Y. Current plantation practices have
negligible genetic effects on planted dipterocarps in the tropical rainforest. Silvae Genetica (in press)
1-9) Kramer-Schadt, S., J. Niedballa, J. D. Pilgrim, B. Schröder, J. Lindenborn, V. Reinfelder, M. Stillfried,
I. Heckmann, A. K. Scharf, D. M. Augeri, S. M. Cheyne, A. J. Hearn, J. Ross, D. W. Macdonald, J.
Mathai, J. Eaton, A. J. Marshall, G. Semiadi, R. Rustam, H. Bernard, R. Alfred, H. Samejima, J. W.
Duckworth, C. Breitenmoser-Wuersten, J. L. Belant, H. Hofer, and A. Wilting. 2013. The importance
of correcting for sampling bias in MaxEnt distribution models. Diversity and Distributions. 19: 1-14,
(2013).
1-10) 鮫島弘光. 持続的な熱帯林管理のための哺乳類多様性調査手法の開発. 海外の森林と林業, 89
（印刷中）
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２．新技術の導入による森林資源の高度利用技術の開発
2.1. 木材の物性加工特性の解明と高度加工技術の開発適用
2.1.1. はじめに
人工林と天然林から産出される木材の物性や加工特性の相違を明らかにすることを目的に，同樹齢の
同じ樹種を伐採し，種々の特性を検討した．ここでは 11 年生の Shorea leprousula について，図 2-1 に示
すように挽き板や単板，パーティクルに細断後，形態学的観察や力学物性，木質材料の製造を行い，そ
の特性を評価した．

図 2-1 この研究グループの研究内容

2.1.2.

担当機関・担当研究者

本研究では，以下の６つの研究機関が参画して，それぞれ次のような研究を行った．
京都大学生存圏研究所：梅村研二，川井秀一
新規天然接着剤を用いたパーティクルボードおよび合板の製造
インドネシア科学院生物材料ユニット：Sasa Sofyan Munawar, Subyakto, Ismail Budiman
小試験片による力学物性試験および木片セメント板の製造
ガジャマダ大学（インドネシア）：Ragile Widyorini
木材の物性試験および形態学的観察
インドネシア建築研究所：Anita Firmanti Labian
実大サイズによる力学物性試験
インドネシア科学院イノベーションセンター:Bambang Subiyanto
単板積層材の製造
タンジュンプラ大学：Yuliati Indrayani
パーティクルボードの製造
2.1.3. 新規天然接着剤を用いたパーティクルボードおよび合板の製造
ここでは，天然木および植林木から得られたチップおよび単板を用いてパーティクルボードおよび合板
を作製した．その際，接着剤として新しく研究中のクエン酸とスクロースの混合物を用いた．パーティクル
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ボードは図 2-2 に示すように，クエン酸とスクロースの混合水溶液を接着剤としてパーティクルに噴霧塗
布し，マットを成形後，ホットプレスにて熱圧した．塗布量は固形分で 20％とし，得られたボードは JIS A
5908 に準拠して曲げ試験，剥離試験，吸水厚さ膨張率試験を行った．なお，比較としてポリメリック MDI
（pMDI）を 8％塗布したボードを作製し，同様の試験を行った．

図 2-2 クエン酸とスクロースを接着剤としたパーティクルボードの製造方法

図 2-3 に曲げ強度（MOR）の結果を示す．pMDI で作製したボードでは，植林木で平均 42.1MPa，天然
木の場合では 43.1MPa の値を示し，分散分析の結果，有意差は認められなかった．また，クエン酸・スク
ロースで作製したボードでは，植林木で平均 26.7MPa，天然木で 25.6MPa の値であり，ここでも有意差は
認められなかった．図 2-4 に曲げヤング率（MOE）の結果を示す．pMDI で作製したボードでは，植林木
で平均 4.0GPa，天然木の場合で 4.3GPa であり分散分析の結果，有意差が認められた．また，クエン酸・
スクロースボードでも有意差が認められ，植林木がやや高い値を示した．したがって，曲げヤング率では
植林木と天然木で統計的な差が認められたが，接着剤の種類の影響を受けやすく，明確な優位性を判
断することはできなかった．
これらの結果から，曲げ性能においては天然木と植林木で顕著な相違は認められず，同等の性能を示
すことが明らかとなった．また，クエン酸・スクロース接着剤は，既存の接着剤と比較すると MOR は劣るも
のの，MOE は同等の性能を示すことが明らかとなった．

図 2-4 曲げヤング率（MOE）の結果

図 2-3 曲げ強度（MOR）の結果

図 2-5 にはく離強度の結果を示す．接着剤として pMDI を用いたボードでは，天然木の方が植林木より
も明らかに高い値を示した．また，クエン酸・スクロース接着剤においても天然木の方が僅かに高い値を
示した．一般に，はく離強度はボード内の接着性を表すことから，天然木の方が植林木よりも接着性に優
れていることが示唆された．図 2-6 に吸水厚さ膨張率の結果を示す．pMDI を用いたボードでは，両者と
も 4％程度の優れた値を示し，有意差は認められなかった．一方，クエン酸・スクロース接着剤では全体
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的に 20％以上の値を示し，低い寸法安定性を示した．天然木と植林木を比較すると，天然木の方が低
い値を示すことが認められた．クエン酸・スクロース接着剤は，pMDI に比べはく離強度や寸法安定性が
低く，改善の余地が認められた．

図 2-5 はく離強度の結果

図 2-6 吸水厚さ膨張率の結果

次に，合板の製造は図 2-７に示すような方法で作製した．ここでは単板への接着剤の浸透を抑えること
を目的に，スクロースの代わりに麦芽糖の利用を試みた．まず，クエン酸と麦芽糖を水に溶かして混合水
溶液とし，これをエアブラシにより一接着層当たり固形分で 80g/m2 の割合で均一に単板に噴霧塗布した．
その後，単板が互いに繊維直交方向になるように 3 枚積層し，ホットプレスにて加熱圧締した．合板はそ
れぞれ 2 枚作製し，JAS 規格に準じて引張せん断試験片を切り出し，引張せん断試験，煮沸繰り返し試
験を行った．また，3×19cm の繊維直交方向および繊維平行方向の試験片を切り出し，曲げ試験を行っ
た．比較として，フェノール（PF）樹脂を接着剤とした合板を作製した．この場合，接着剤はゴムローラー
を用いて一接着層当たり固形分で 106 g/m2 の割合で塗布した．また，圧締は仕様に従い 130℃，1MPa，
6 分とした．

図 2-7 クエン酸と麦芽糖を接着剤とした合板の作製方法
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図 2-8 クエン酸・麦芽糖接着合板の引張

図 2-9

せん断強度

度

PF 樹脂接着合板の引張せん断強

図 2-8 にクエン酸・麦芽糖接着合板の引張せん断強度試験の結果を示す．常態強度は植林木，天然
木とも同等の値を示した．煮沸繰り返し試験では植林木の場合は全てはく離したが，天然林では値が小
さいものの強度の保持が認められた．図 2-9 に PF 樹脂接着合板の結果を示す．ここでも常態強度は同
等の値を示し，有意差は認められなかった．煮沸繰り返し試験では両者とも良好な値を示し，特に天然
木の場合に高い値を示した．これらの結果から，合板での常態接着強度は植林木と天然木で相違は認
められないが，耐水強度は天然木の方が幾分優れていることが示唆された．

図 2-10 クエン酸・麦芽糖接着合板の繊維

図 2-11 クエン酸・麦芽糖接着合板の繊維

直交方向の曲げ性能

平行方向の曲げ性能

図 2-10 にクエン酸・麦芽糖接着合板の繊維直交方向での曲げ試験結果を示す．MOR，MOE とも植林
木よりも天然木の方が高い値を示すことが認められた．また，図 2-11 の繊維平行方向での結果でも同様
の結果となった．この傾向は，PF 樹脂を用いた場合でも確認された．これらの結果を考慮すると，合板の
曲げ性能は天然木の方が優れていると判断できる．
以上，植林木と天然木を用いて同条件にて木質材料を製造し，その物性を比較した結果，総体的には
天然木の方が優れた性能を示すことが明らかとなった．木材接着では，接着剤や接着条件が同じ場合
には被着材である木材の性状が接着性能に大きく影響する．本研究では同樹種で同樹齢の木材を用い
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ているが，両者には物理的，化学的性質に何らかの違いがあることが示唆された．
2.1.4 小試験片による力学物性試験および木片セメント板の製造
得られた材木を図 2-12 に示すように切削，乾燥後，英国規格に準じて試験片を作製し，気乾密度測
定，曲げ試験，圧縮試験，圧縮せん断試験を行った．

図 2-12 小試験片作製手順
表 2-1 植林木及び天然木の気乾密度と含水率

表 2-１に示すように，平均気乾密度は全体的に 0.36〜0.4g/cm3 の値を示し，同じ測定部位で比較する
とほぼ同等の値を示した．また，平均含水率については 13〜14％の範囲であり，ここでも同等の値を示
す結果となった．
表 2-2 植林木及び天然木の曲げ性能

表 2-2 に曲げ性能を示す．MOR については測定部位により植林木と天然木との相違が異なる結果とな
った．一方，MOE は測定部位に関わらず天然木の方が幾分高い値を示す傾向が見られた．この他，圧
縮試験の結果では繊維直交方向では全体に 2.4〜3.8N/mm2 の値を示し，測定部位によらず植林木の
方が幾分高い値を示した．繊維平行方向では 21.9〜27.3 N/mm2 の値を示し，測定部位によらず天然林
の方が高い値を示すことが認められた．圧縮せん断試験では，5.14〜5.81 N/mm2 の値を示し，測定部
位により植林木と天然木との相違が異なる結果となった．
以上の結果，小試験片による植林木及び天然木の力学物性については著しい相違は認められなかった．
植林木及び天然木の相違を明確にするためには更に詳細な解析が必要であり，また異なる樹齢や複数
の材木で行う必要性がある．
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木片セメントボードについては，チップとセメントとの混合比を３水準とし，水をセメント重量の 60％添加
し，硬化剤として塩化マグネシウムを 2.5％加えて作製した．図 2-13 に曲げ試験結果を示す．セメントの
含有量が増加すると MOR は低下するが，MOE は増加する傾向を示した．天然木と植林木を比較すると，
セメント含有量によって若干の変化が見られるものの，著しい相違は認められなかった．この傾向ははく
離強度，木ねじ保持力，吸水率でも同様であった．

図 2-13 木片セメント板の曲げ性能
2.1.5. 木材の物性試験および形態学的観察
結果の一部を図 2-14 に示す．植林木の場合，繊維長は辺材から随にかけてほぼ同じ値を示す傾向が
見られた．また，密度についても多少のバラツキはあるものの，全体的には同じ値を示すことが分かった．
一方，天然林の場合，繊維長は随付近でやや短くなる傾向が見られ，密度も随付近で幾分低い値を示
す傾向が観察された．
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図 2-14 各部位における密度と繊維長
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2.1.6. 実大サイズによる力学物性試験

0.6
0.5

S pec ific g ravity

E

2

R a dia l P os ition

1.4
0.5

1.2

F iber length (μm)

A

1.2

1.6

0.6

R adial pos ition

0.2

B

0.0

0
4

1.4

Butt end

C

0.2

0.1

S pec ific
gravity

0

S pec ific gravity

F iber leng th (μm )

1.2

1.6

D

1.4

R a dia l pos ition

1.4

Middle

A

F iber length (μm)

1.6

0.1

S pec ific
g ra vity

0.0

S pecific gravity

0.3

0.8

S pec ifi gravity

F iber length (μm)

0.4

1

F iber length (μm)

0.5

1.2

Top end

0.6

1.4

S pecific gravity

0.6

1.4

8

9

0.0
10

11

S pec ific gravity

1.6

1.6

ここでは，気乾状態の挽き板（30×60×1500mm）について MOE や MOR を測定した．結果の一部を表
-3 に示す．気乾密度についてみると，植林木で平均 0.31g/cm3 であるのに対し，天然木では 0.4 g/cm3
と高い値を示した．MOE は，植林木で 7792MPa，天然木で 12732MPa の平均値を示し，天然木の方が
高い曲げ剛性を有していることが分かった．また，MOR につても植林木で 52.4MPa，天然木で 67.68MPa
と同じく天然木の方が高い値を示した．したがって，実大サイズにおける曲げ性能に関しては植林木より
も天然木の方が高い性能であることが明らかとなった．曲げ強度を密度で除した比強度を算出すると，両
者はほぼ同等の値を示すことが認められ，強度の相違が密度に影響していることが示唆された．
表 2-3 実大サイズでの曲げ試験結果

2.1.7. 単板積層材（ＬＶＬ）の製造
図 2-15 に示すように，LVL の製造は 2 種類の方法で作製した．一つは，一般的な方法として含水率
14％の単板に接着剤を塗布後，115〜135℃の熱板温度で圧締圧力 6-10kg/cm2 でホットプレスを行っ
た．もう一方は，単板に低分子フェノール樹脂を含浸，乾燥させ，接着剤を塗付後，ホットプレスを行っ
た．

図 2-15 ＬＶＬの製造方法
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図 2-16 LVL の曲げ強度性能
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図 2-17 LVL の曲げヤング率性能

図 2-16 に MOR の結果を示す．平使いでは，一般的な LVL ではおよそ 60MPa の値を示し，樹脂含浸
LVL は 70MPa 以上の値を示した．これは，樹脂含浸による補強効果によると考えられる．植林木と天然
木との相違を見ると，天然木の方が幾分高い平均値を示したが，顕著な違いは認められなかった．縦使
いでは，樹脂含浸 LVL において天然木での非常に高い値が観察された．図 2-17 の MOE では，全体的
に樹脂含浸 LVL が高い値を示し，ここでも樹脂含浸による補強効果が認められた．平使いでの結果をみ
ると，一般的な LVL と樹脂含浸 LVL とも天然木を用いた場合に高い値が得られることが認められた．縦
使いの場合では，一般的な LVL では植林木のほうがやや高い値を示したが，樹脂含浸 LVL では天然木
のほうが高い値を示すことが分かった．その他，水平せん断試験，圧縮強度試験，木ねじ保持力試験，
硬さ試験の結果，一般的な LVL，樹脂含浸 LVL とも天然木を用いた方が高い値を示す傾向が確認され
た．したがって，本研究での LVL の製造においては，天然木の方が植林木よりも高い性能が得られること
が示唆された．
2.1.8. パーティクルボードの製造
ユリア樹脂接着剤を用いて 3 層パーティクルボードを製造した（図 2-18）．ユリア樹脂を乾燥パーティク
ルに対し固形分で 20％噴霧添加し，目標密度 0.6，0.7，0.8g/cm3，寸法 30×30×1cm のボードを作製
した．熱圧条件は 160℃，6 分とした．

図 2-18 パーティクルボードの作製方法
図 2-19，2-20 に曲げ試験結果を示す．MOR，MOE ともボード密度の増加にともなって値が向上する傾
向が認められた．天然木と植林木とを比較すると天然木の方が若干高い平均値を示したが，バラツキを
考慮すると明確な相違は認められなかった．
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図 2-22 パーティクルボードの吸水厚さ膨張率

図 2-21 にはく離強度試験の結果を示す．ここでも天然木を用いた方がやや高い値が得られる傾向が
見られた．また，図 2-22 の吸水厚さ膨張率では，天然木を用いた方が低い値を示し，寸法安定性に優
れていることが示唆された．これらの結果，ユリア樹脂によるパーティクルボードの製造では天然木を用
いた方が幾分良好な物性を示すことが示唆された．
2.1.9. 総括
人工林と天然林から産出される木材の物性や加工特性の相違について検討した．新しい天然接着剤
を用いたパーティクルボードおよび合板の製造，小試験片による力学物性試験および木片セメント板の
製造，木材の物性試験および形態学的同定，実大サイズによる力学物性試験，単板積層材の製造，パ
ーティクルボードの製造を検討した結果，植林木に比べて天然木の方が幾分良好な物性を示す傾向に
あることが明らかになった．しかしながら，著しい相違は認められなかったため，植林木が天然木の代替と
して十分利用可能であることが示唆された．今後の課題として，伐採サンプル数を増やすことや，異なっ
た樹齢での検討，さらには他樹種による検討などが考えられる．
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2.2. バイオエタノール生産に適した熱帯産早生樹の探索
2.2.1.

担当機関・担当研究者

京都大学生存圏研究所：渡辺隆司，金子正和，大代正和，黒崎陽介，Ruliyana Susanti
インドネシア科学院バイオマテリアル研究開発ユニット： Lucky Risanto，Danang Sudarwoko Adi，
Euis Hermiati
インドネシア科学院生物学研究センター： Deden Girmansyah
インドネシア森林研究開発庁：Ratih Damayanti, Sri Rulliaty, Listya Mustika Dewi
2.2.2. 概要
本研究では，インドネシア西カリマンタンの SBK が所有する産業林をモデルとして，現地に生育する早
生樹からバイオエタノール生産に適した樹種を選抜し，林業と環境再生，経済振興がリンクした新しい事
業構造を実現する手段を構築すること，同時に，それを実現する人材育成を主な目的として研究を実施
した．SBK から 35 種の熱帯産早生樹をサンプリングし，マイクロ波水熱前処理後，セルラーゼによる酵素
糖化を行い，生成する還元糖を定量することによって，バイオエタノールの原料となる単糖を生成しやす
い樹種を選抜した．その結果，熱帯産早生樹種間で前処理感受性には大きな差があり，今回選抜した
樹種は，早生樹の中で最も糖化性に優れるユーカリの一種 Eucalyptus globulus に匹敵する変換効率を
示すことが明らかとなった．
2.2.3. 実験方法
平成 23 年 3 月，および平成 24 年 4 月に，インドネシア西カリマンタンの SBK が所有する産業林から
熱帯産早生樹をサンプリングした．幹の直径が１０ｃｍ程度を目安として垂直に立っている固体を地面か
ら１ｍ程度の位置でチェーンソーで切断し，円盤状の木材サンプルを取得した．サンプルは，その日のう
ちに風乾した．その後 LIPI にサンプルを送付し，LIPI 内で木粉に粉砕した．粉砕木粉は，ふるいでメッシ
ュサイズを揃えた．サンプリング時に，個体の写真撮影をした．また，樹種鑑定が必要な個体については，
葉や枝をサンプリングした．LIPI で粉砕により調製した木粉は，京都大学に送り，京都大学でマイクロ波
水熱前処理を行った．前処理は，180℃，あるいは 190℃で 30 分加熱した．装置には，バイオタージ社製
の自動マイクロ波反応装置を使用した．反応後，可溶分と不溶分（パルプ）に濾別し，それぞれを酵素分
解した．酵素分解により生成した単糖は，HPLC で定量した．また，ソモギ・ネルソン法で還元糖を定量し
た．
酵素分解実験と並行して，サンプル木材のリグニン含量をクラーソン法で定量した．また，ホロセルロー
ス量を Wise 法で定量した．選抜した樹種に関しては，アンモニア，マレイン酸，NaOH 前処理も行い，酵
素糖化性を評価した．
2.2.4 結果と考察
2.2.4.1 サンプリング樹種
2 回のサンプリングにより 35 樹種 42 個体の酵素糖化性を評価した 2 回目のサンプリングでは，LIPI で
一次選抜した個体を京大に送り評価した．これらのリストを表 2-4 に示す．樹種同定は携帯観察により行
った．現地名と学名との関係に確立した情報がないため，樹種は学名で示す．今回サンプリングした個
体は，早生樹種の多い林道沿いに生えているものを主に選抜した．
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表 2-4 酵素糖化性評価のため SBK でサンプリングした熱帯産早生樹

2.2.4.2 酵素糖化性
熱帯産早生樹の多くは，酵素糖化性に優れると予想していたが，本実験により熱帯産早生樹の酵素糖
化性にはかなりな差があることが示された．平成 23 年のサンプリングで得た３０の樹種をマイクロ波水熱
反応を行い，酵素糖化性を評価した．マイクロ波水熱反応は，180℃と 190℃で行った．その結果，20 番
（Cananga odorata）が最も高い酵素反応性を示した．そこで，次に 20 番の樹種と平成 24 年にサンプリン
グ選抜した 5 種の樹種，標準試料となる Eucalyptus globulus との比較を，マイクロ波加熱条件の水熱反
応，アンモニア反応，NaOH 反応，マレイン酸反応を行った．Eucalyptus globulus は，熱帯産早生樹とし
て高い酵素糖化率を示す材として使用した．
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図 2-23 熱帯産早生樹のマイクロ波水熱前処理酵素糖化
水熱反応では，これらの樹種は，Eucalyptus globulus の酵素糖化率に及ばなかった．
しかしながら，マレイン酸を触媒として含む水溶液加熱反応では，３１番（ Ilex cissoides ）が Eucalyptus

globulus に匹敵する酵素糖化率を示した．マレイン酸触媒反応は，アルカリ前処理より高い反応性を示し
た．

図 2-24 熱帯産早生樹のマイクロ波前処理酵素糖化における触媒（アンモニア，NaOH，マレイ
ン酸 MA）の効果．E.g: Eucalyptus globulus

以上の結果より，SBK には，産業造林木の中で高い反応性を示す Eucalyptus globulus に匹敵する未
利用樹種が存在すること，また，酵素糖化の促進効果は前処理条件により，樹種間の特性が変化するこ
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とが明らかとなった．選抜した熱帯産早生樹の詳細なバイオエタノール変換効率や，造林適性などの研
究を行うことが，今後必要である．
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2.3. アカシア・クラシカルパの分子育種技術の開発
2.3.1.

担当機関・担当研究者

京都大学生存圏研究所：梅澤 俊明，服部 武文 (平成 23 年 9 月 30 日まで)，鈴木 史朗
2.3.2. 概要説明
化石資源の大量使用に基づく急激な地球環境の悪化や化石資源の枯渇予想により，エネルギー・食
糧・工業原材料の供給を，環境保全及び経済成長との折り合いのもとに達成する方策の確立が今後の
人類の生存に必須となっている．化石資源に代わり，再生可能資源に対する依存度を上昇させることへ
の必然性は，既に世界的共通認識となっている．太陽エネルギーや風力エネルギーを始めとして，再生
可能資源には様々なものがあるが，エネルギー供給に加え，炭素系工業原材料の供給が可能な植物バ
イオマス資源はとりわけ重要であり，その資源育成と有効利用システムの確立が，世界的に強く求められ
ている．
ここで，世界の陸地面積は，全地球面積の約３割であり，さらにその約３割を森林が占めている．また，
陸上バイオマスの炭素量の９割は樹木に由来し，海洋バイオマスの存在量は陸上バイオマスの 0.5%にも
満たないとされている．次いで，地球上の森林バイオマスの蓄積量を地域的に見てみると，熱帯林＋熱
帯季節林で全体の 40%を占め，寒帯針葉樹林（20%），温帯林（14%）がこれに続く．さらに，熱帯地域にお
ける樹木生長量は，温帯域のそれをはるかに上回っており，たとえば，代表的熱帯早生樹であるユーカ
リやアカシアの年間生長量（10～30ton/ha）は，温帯早生樹スギのそれ（4～7ton/ha）をはるかに凌駕し
ている．斯くして，熱帯産業造林の持続的維持管理とそこで得られる森林バイオマスの効率的利用が，
再生可能資源依存型社会において極めて重要となる．
熱帯産業林の持続的生産利用方法の確立は，きわめて大きな課題であり，その課題解決に向けて，
様々な技術革新が必須である．例えば，アジアの熱帯森林は減少を続けており，熱帯天然林の更なる伐
採を伴わない森林バイオマスの増産に向けた技術革新が必要である．すなわち，従来の森林資源の利
用方法としては，木質材料と紙パルプ及び薪炭としての利用が主なものであるが，これらはいずれもオイ
ルパームやゴムとの価格競争では圧倒的に不利であり，画期的な技術革新による経済性の向上が求め
られている．例えば，貴重な芳香族資源であるリグニンからの芳香族系機能性ポリマーの開発など，高付
加価値工業原材料生産やエネルギー生産が求められている．さらに，熱帯産業林への投資を呼び込む
ためには現在の 10 年伐期を７年以下にすること，すなわち高成長性の達成が強く求められる．
以上に鑑み，本課題では，京都大学生存圏研究所が開発してきた分子育種技術や，熱帯樹木再生技
術を応用して，有用樹種や系統の育種・繁殖技術の高度化を目指す．
2.3.3. 方法
実用植物の分子育種を行うには，少なくとも３種の基盤整備が必要不可欠である．すなわち，
1) 効率的な形質転換・個体再生系の構築
2) 遺伝子発現（EST）データベースの構築
3) 有用遺伝子，特に木質バイオマス形成を統御する因子をコードする遺伝子の取得
である．このうち，2)については，本研究開始時までにアカシア・マンギウムの形成層の発現遺伝子
（EST）データベースの構築を完了していた．
そこで，本研究では，
a) アカシアに関する形質転換・個体再生系の一層の効率化
b) アカシア EST データベースおよびモデル植物の有用遺伝子の情報を用いたアカシア有用遺伝子の
取得と，それらの遺伝子を用いた有用形質をもつアカシアの分子育種を進めた．
2.3.4. アカシア再分化効率の向上
一般に再分化系としては，
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植物体からカルスを形成させ，得られたカルスから不定芽を経由して個体再生させる方法
植物体からカルスを形成させ，得られたカルスから不定胚を経由して個体再生させる方法
腋芽などの茎頂分裂組織から多芽体を経由して個体再生させる方法
などがある（図 2-25）．

図 2-25 再分化（個体再生）の主要な方法
既にアカシア・クラシカルパ（Acacia crassicarpa）についてはカルスから発生させた不定芽を経由する
個体再生は報告されていたが，再分化効率の向上を目指し，アカシア・クラシカルパとアカシア・マンギウ
ムにつき不定胚および腋芽の茎頂分裂組織を経由する方法を試した．
アカシア・クラシカルパの不定胚形成と個体再生は以下の手順で行い，各段階における培養条件を検討
した．
・ 無菌的播種
・ 無菌的に培養した幼植物体からの腋芽切片採取
・ 腋芽からの幼植物体再生
・ 偽葉切片採取
・ 胚発生カルスの生成
・ 不定胚（球状胚，心臓型胚，魚雷型胚）の生成
・ 不定胚からの植物体生成
・ 馴化，鉢上げ
アカシア・クラシカルパの腋芽の茎頂分裂組織に由来する多芽体を経由する個体再生は以下の手順
で行い，各段階における培養条件を検討した．
・ 無菌的播種
・ 無菌的に培養した幼植物体からの腋芽切片採取
・ 腋芽からの幼植物体再生
・ 再生した幼植物体からの腋芽切片採取
・ 腋芽の茎頂分裂組織からの多芽体形成
・ 不定芽の採取
・ 発根と植物体生成
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・ 馴化，鉢上げ
アカシア・マンギウムの腋芽の茎頂分裂組織に由来する多芽体を経由する個体再生は以下の手順で
行い，各段階における培養条件を検討した．
・ 無菌的播種
・ 無菌的に培養した幼植物体からの腋芽切片採取
・ 腋芽からの幼植物体再生
・ 再生した幼植物体からの腋芽切片採取
・ 腋芽の茎頂分裂組織からの多芽体形成
・ 不定芽の採取
・ 発根と植物体生成
・ 馴化，鉢上げ
2.3.5. アカシア・クラシカルパの不定胚形成と個体再生
本研究において，アカシア・クラシカルパの不定胚形成と個体再生にはじめて成功した．無菌的播種か
ら鉢上げまでの全行程には約 8.5 ヶ月を要するが，樹木再分化系としては一般的な月数である．アカシ
ア・クラシカルパの腋芽の茎頂分裂組織に由来する多芽体を用いた個体再生にもはじめて成功した．全
行程には約 5 ヶ月を要するが，類似の樹木再分化系中でも，迅速な実験系となっている．これは，各段
階の培養条件を詳細に検討することによって条件を修正して，従来法に比べ全行程の時間短縮と不定
芽の出現数の向上を実現させた．
2.3.6. アカシア・クラシカルパの形質転換
上記 2.3.5.にて確立した個体再生系を用いて，アカシア・クラシカルパとアカシア・マンギウムに対する
形質転換系の確立を試みた．植物の形質転換には一般に，アグロバクテリウム法と共にパーティクルガ
ン法が用いられるが，発展性に考慮すると前者の方が有利であることから，本実験ではアグロバクテリウ
ム法を採用した．

図 2-26 形質転換体の作製方法
2.3.7. アカシア・クラシカルパの形質転換
アカシアが属するマメ科は一般に形質転換が難しいとされているが，本研究ではアグロバクテリウムを
用いた高効率の形質転換系を確立することに成功した．その手順は以下のとおりである．
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まず，準備として
アグロバクテリウムへのテスト用遺伝子（GUS 遺伝子）と抗生物質耐性遺伝子の導入
アカシア・クラシカルパの抗生物質に対する最低致死抗生物質量の決定
を行った後，
無菌的播種
無菌的に培養した幼植物体からの腋芽切片採取
腋芽からの幼植物体再生
再生した幼植物体からの腋芽切片採取
腋芽切片へのテスト用遺伝子を保有するアグロバクテリウムの感染（共存培養）
形質転換体の薬剤耐性に基づく選抜
（ここで，形質転換体は抗生物質耐性を持つので生育できるが，非形質転換体は死滅する）
形質転換された多芽体形成
不定芽の採取
発根と植物体生成
馴化，鉢上げ
を行った．なお，図 2-27 に薬剤耐性に基づく形質転換体の選抜状況を示す．

図 2-27 薬剤耐性による形質転換体の選抜

本研究に於いて，アカシア・クラシカルパの腋芽茎頂分裂組織とアグロバクテリウムを用いた形質転換
体作出にはじめて成功した．薬剤耐性に基づく形質転換体の選抜も含め，形質転換体の鉢上げまでの
全行程には約 12 ヶ月を要するが，樹木再分化系としては一般的な月数である．図－4 に形質転換体を
示す．
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図 2-28 鉢上げ後の形質転換体
2.3.8. アカシア有用遺伝子のカタログ化
既に構築したアカシアの遺伝子発現（EST）データベースを解析することにより，木質形成関連遺伝子
及びストレス耐性候補遺伝子，とりわけケイヒ酸モノリグノール経路の酵素遺伝子をカタログ化した．
2.3.9. 総括と事業終了後の研究展開の見通し
アカシアを含むマメ科植物は，一般的に形質転換が難しいとされているが，本研究では，高効率再分
化（個体再生系）の構築に基づき，アカシア・クラシカルパの形質転換系を構築した．併せて，アカシアの
形質転換標的として有望な遺伝子をカタログ化した．本研究成果は熱帯アカシアの高付加価値化，ひい
ては熱帯産業林の持続的生産利用方法の確立にむけた技術革新に大きく寄与する．特に熱帯域のパ
ルプ造林において主要種となっているアカシアマンギウム Acacia mangium に対しても同様の手法の適用
が可能である．本研究で得られた成果に基づき，事業終了後も引き続き，有用遺伝子の発現制御をアカ
シア・クラシカルパについて推進し，今後はアカシア・クラシカルパの形質転換効率の一層の向上に努め
るとともに，多数の有用形質転換体の作出を推進する計画である．
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2.4. 有用天然有機化合物などの探索
2.4.1.

担当機関・担当研究者

京都大学農学研究科：高野 俊幸，上高原 浩
インドネシア科学院生物学研究センター：Andria AGUSTA
2.4.2 共同研究の概要
インドネシア・中央カリマンタンの熱帯林を調査し，多様な非木材林産物から得られる多様な天然化合
物について体系的なスクリーニングを実施し，抗バクテリア活性，抗菌活性などの生理活性物質を含有
する，持続的な生産活動に利用可能な新たな林産物候補の発見を目的の一つとした．抽出成分のスクリ
ーニングはインドネシア LIPI 生物学研究所が，その化学構造の分析は京都大学農学研究科が担当した．
上述した化合物群は希少かつ高付加価値な医薬品開発に繋がる可能性を秘めている．所謂スペシャリ
ティー分野である．
一方で，熱帯林の持続的な利用のためには大量消費・大量生産できる，所謂コモディティー分野にお
ける非木材林産物の再発見も極めて重要である．そのような観点なら，当該研究グループはカリマンタン
の熱帯林で伝統的に利用されてきた林産物の化学分析を詳細に行い，それらの利用法の妥当性を再検
討した．
研究期間の３年間で，それぞれの研究グループが蓄積してきた知見を有効活用し，上記目的の達成
に向けて相乗的な研究協力体制を築き上げた（図 2-29）．

図 2-29 研究内容の相関図
2.4.3 現地調査と採取
LIPI と京都大学からなる生物探査グループは，サリ・ブミ・クスマ社の中央カリマンタン伐採コンセッショ
ンエリアにて２回の植物調査を行った．
１回目の植物調査では数多くの有用植物を採集した．その際一部は，中央カリマンタンの Tumbang
Kaburai 村に住む伝統医であるガルーダ氏の薬用植物に関する知識を元に植物採集を行った．LIPI 生
物学研究所ハーバリウム（植物標本館）にて，植物を同定（植物の学名を決定）した．その後，それら植物
の抽出成分について，京都大学農学研究科にて SciFinder などの文献検索サービスを利用して，それら
植物が既によく研究されているか否か調査し，詳細に成分分析および活性成分のスクリーニングを行う
べき植物を選抜した．
次いで，LIPI 生物学研究所にて，選抜された植物の粗抽出液の抗バクテリア活性，抗菌活性を調べ，
重要な活性成分を決定し分離精製した．その後，それら精製された抽出成分を京都大学において，核
磁気共鳴(Nuclear Magnetic Resonance)スペクトル，マトリックス支援型レーザー脱離イオン化飛行時間
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型質量分析（MALDI-TOF MS）スペクトルなどの装置を用いて化学構造を分析し，同定した．
２回目の植物調査では，研究期間内に得られた知見を元に，植物種を絞り必要性の高い植物サンプ
ルのみを採集した．また，Tanjung Paku 村の伝統医であるヘンドリック氏にインタビューし，薬用植物の利
用に関する知識，および若干の林産物サンプルを得た．
以上の調査に基づき，詳細に成分分析などを行った植物試料は，①大型のシダ植物 Angiopteris
evecta の根茎，②Rubiaceae（地元で Ginseng (人参)と呼ばれている樹種）の根，③Dipterocarpaceae
Shorea 属の樹脂（ダマール），④様々な樹種から採集した天然ゴムなどである．
2.4.4. 収集した植物
２回の採取調査を実施した．１回目は 2011 年 3 月 2 日から 14 日まで，2 回目は 2012 年 11 月 4 日か
ら 10 日までで，下記のような試料を採取した．
2.4.4.1 Angiopteris evecta
大型のシダで根茎は紫色である．
2.4.4.2. アカネ科
採集した下記３種は中央カリマンタンで伝統的に強壮剤として利用されている．（）内は現地呼称の和
訳である．

Rennellia elliptica Korth （黄人参）
Rennellia speciosa Hook f. var elongate K. Ag. （赤人参）
Urophyllum polyneurum Mig. （毛人参）
2.4.4.3. Shorea 樹脂
フタバガキ科の Shorea 属の幹からダマールと呼ばれている樹脂が溶出している場合がある．その樹脂
は伝統的に焼き畑で燃やして害虫駆除に利用されている．
1） Shorea cf. leprosula Miq.
2） Shorea parvifolia Dyer
3） Shorea cf. mojungensis P.S. Asthon
4） Shorea leprosula Miq.
5） Shorea quadrinervis Slooten
2.4.4.4. 天然ゴム
1） クワ科 Artocarpus rigidus Blume,
2） クワ科 Artocarpus elasticus Reinw.,
3） クワ科 Artocarpus kemando Miq.,
4） クワ科 Ficus fulva Elmer,
5） キョウチクトウ科 Alstonia scholaris (L.) R.Br.,
6） キョウチクトウ科 Dyera costulata Hook.f.,
7） トウダイグサ科 Elateriospermum tapos Blume,
8） トウダイグサ科 Hevea brasiliensis (Willd. ex. A.Juss.) Müll.Arg. （パラゴムノキ 導入種）
9） フタバガキ科 Shorea cf. leprosula Miq.,
10） アカテツ科 Palaquium quercifolium Burck,
11） アカテツ科 Palaquium quercifolium Burck,
12） ニクヅク科 Knema furfuracea Warb.,
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図 2-30 Angiopteris evecta

図 2-31 採集した３種類のアカネ科植物の根

図 2-32 Rennellia elliptica

図 2-33
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Rennellia speciosa

図 2-34

フタバガキ科 Shorea 属の樹脂（ダマール）

図 2-35 採取した様々な天然ゴムを含む樹液

2.4.5. 分析法
Varian 500 NMR, Bruker MALDI-TOF MS autoflex III, Shimadzu , Shimadzu 燃研式自動ボンベ熱量
計 CA-4PJ を用いて，化学構造，分子量分布，熱量を検討した．
2.4.6. Angiopteris evecta の分析結果
根茎の乾燥粉末をヘキサン抽出，酢酸エチル抽出の後，メタノール抽出した．メタノール抽出物中に既
知の化合物であるが angiopteroside を 2.7%の収率で得た（根茎重量ベース）．
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図 2-36 angiopteroside およびそのアセテートの 1H-NMR スペクトル

図 2-37 angiopteroside およびそのアセテートの 13C-NMR スペクトル
2.4.7. アカネ科植物の分析結果
一般に，アカネ科植物にはルビアジンなどのアントラキノン誘導体が含まれていることが知られている．
本研究では，ルビアジンの他に抗微生物活性を有する３種類のアントラキノン誘導体を単離した．
2.4.8. Shorea 属の樹脂の分子量分析結果
ダマールは分子量 1 万以上の高分子を含むことがわかった．燃焼熱量を測定したところ，木材の場合
には平均約 20KJ/g であるが，このダマールは約 38.5-40.5KJ/g という木材の約２倍の高い熱量を持つこ
とが分かった．トリテルペン化合物を多く含むことが予想されるが詳細は検討中である．
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表 2-5 Shorea 属から得られるダマールの特徴

図 2-37 薄層クロマトグラフの結果
溶出溶媒: EtOAc:n-Hexane=1:2

図 2-38 Shorea 属から得られるダマールの 1H-NMR スペクトル（左）と 13C-NMR スペクトル（右）．図中
の数字は，表 2-5 のサンプル番号中の（）内の数字を示す．
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図 2-40 Shorea cf. leprosula のフラクション分離と 1H-, 13C-NMR スペクトル
2.4.9. 天然ゴムの化学構造
天然ゴム産業として熱帯地域で広く栽培されている Hevea brasiliensis からは cis-1,4-polyisoprene が得
られる．一方， trans-1,4-polyisoprene は Palaquium 属の植物から得られ，ゴルフボールの外皮に使われ
ている．中央カリマンタンに生育する樹種で上記２種類の天然ゴムを産出する樹種を探索し，樹液中から
得られる天然ゴムの収率，分子量，化学構造を検討した．これら天然ゴムの分子量や化学構造はさまざ
まであり，目的に合った使用法を考えれば，利用価値が見いだされる可能性がある．

図 2-41 天然ゴムの化学構造
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図 2-42 cis-1,4-polyisoprene を含む樹種の精製樹液の 1H-NMR スペクトル（左）と
13

C-NMR スペクトル（右）．図中の数字は表 2-6 の種番号を示す．

図-17. trans-1,4-polyisoprene を含む樹種の精製樹液の 1H-NMR スペクトル（左）13C-NMR スペクトル
（右）．図中の数字は表 2-6 の種番号を示す．
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表 2-6 中央カリマンタンにて収集した天然ゴムを産出する樹木の樹種名とその化学的特徴

2.4.10. 総括
熱帯林が産出する多様な天然化合物などの非木材林産物についての体系的なスクリーニングを実施
した．今後の持続的な生産活動に利用可能な数種類の新たな林産物候補を見い出した．インドネシアと
日本の研究機関の協働による効率的な探索が可能となり，今後の生物探査のひとつのモデルとなりえる
体制をつくることに成功した．今後は，研究資金の獲得により，この体制をより効率的，大規模に展開で
きる方向性を探るとともに，熱帯林の保全に結びつく生物探査事業を模索したい．
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３．伝統的資源の活用による地域社会の発展モデルの構築
3.1． ダヤックの森林利用の変化に見る伐採会社と地元住民の関係
3.1.1.

担当機関・担当研究者

京都大学地域研究統合情報センター：柳澤雅之
京都大学アジア･アフリカ地域研究研究科：小林繁男
京都大学農学研究科：野草俊哉
ガジャマダ大学林学部：Budiadi
3.1.2. はじめに
SBK が 1978 年にインドネシア・中カリマンタン州のコンセッションを獲得し，80 年代になって本格的な伐
採オペレーションを開始した．コンセッションの取得は政府の認可に基づいていたにもかかわらず，SBK
が認可を得る以前から，コンセッション内部には地元住民が居住していた．そのほとんどはダヤックの人
たちである．そのため，SBK がコンセッションで木材伐採をするには，地元住民との関係がきわめて重要
なトピックとなった．実際，コンセッション内部ではないものの地元住民の人口密度が高く，森林伐採が進
んでいたメインキャンプと Log Pond との間に位置する村に対し，SBK は，政策によって義務付けられる以
前の 1987 年から，地元住民に対する Community development program（共同体開発プログラム）を開始
した（成果論文 3-1）．また，コンセッション内部の村に対しては，1991 年に政策によって義務付けられる
と同時に共同体開発プログラムを開始した．しかもその内容は，後述するように，政策で義務付けられる
以上の活動を含んでいた．SBK が住民対策をいかに重要だと考えているかの証である．
一方，地元住民側の視点に立ってみると，SBK の存在はいかなるものであろうか．インドネシアの伐採
企業とコンセッション内部の地元住民との関係は，一般的に良好なものではない．地元住民が慣習的に
利用していた焼畑や林産物の取得ための森などに伐採企業が線引きをし，地元住民の利用に制限を加
えるケースが少なくない．そのため地元住民が命がけで伐採会社のオペレーションを阻止するような事件
も頻発している．また，企業等による粗放な森林管理によって伐採跡地が急速に荒廃し，違法な森林伐
採と相まって，森林から植生の乏しい草地に転換された場所もある．こうしたプロセスは単に，伐採会社
による木材伐採だけが原因なのではなく，会社による伐採道路の建設，労働者の流入，森林の減少，新
しい商品作物の浸透等，さまざまな要因が長期にわたり複合的に影響した結果である．実際，SBK のケ
ースも，企業の進出以降，さまざまな変化が見られた．そこで本稿では，SBK コンセッション内部に居住
するダヤックの人たちの生業体系の変化や森林利用の変化を，SBK によるさまざまな住民対策の影響や
地域を取り巻く社会経済的な変化の中で考察し，企業と地元住民が協働して森林の維持管理と利用を
両立させる方策について考察した．
3.1.3. 調査地の概要
調査地はインドネシア・中カリマンタン州の山地に設定された伐採会社 Sari Bumi Kusuma 社（SBK）のコ
ンセッション区である．SBK がコンセッションを設定する以前から，域内にはダヤックの人たちが暮らして
いた．コンセッション内部には 9 村（desa）があり，伐採道路沿いの 2 村を含め，合計 11 村が SBK による
共同体開発プログラムの直接の対象村落である（図 3-1）．村ごとの人口その他の概要は表 3-1 に示した．
コンセッション内部の 9 村の総世帯数は 782 である．村の境界が不明であるため，正確な村の面積はわ
からない．住民のほとんどがダヤックであるが，一部，ムラユやジャワの人たちが居住する ．多くの村は，
これまで 2-30 年程度を区切りとして，村全体で移動を繰り返してきた．ダヤックの人びとは森を伐開し，
焼畑を主要な生業活動としてきた．
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図 3-1 村の位置と共同体開発プログラム開始時期（黄色が 1990-93 年，青が
1997-98 年，緑が 2001 年以降）
出典：行政区分図をもとに筆者作成

表 3-1 林業コンセッション区内に位置する村の基本情報

3.1.4．調査方法
調査は，インドネシア・ガジャマダ大学の現地研究協力者および SBK のスタッフとともに，柳澤が直接，
村を訪問し，村長や年配の村人から聞き取り調査を行った．聞き取り調査した村人の数は，のべ 80 名ほ
どにおよぶ．その他に，SBK の住民対策担当のスタッフや村に事務所を構える SBK のローカルスタッフ
にも聞き取り調査を行った．さらに，SBK の住民対策部門が毎年実施している村人の生業関連の報告書
を入手し，それらを総合的に検討した．
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3.1.5. 1990 年代までの生業－焼畑とラタン－
ダヤックの人びとの焼畑では，1 年目にはオカボが植えられ，人びとの重要な主食として利用された．オ
カボの生産量は降水に影響されるものの，伐開する森林はバイオマスが十分に回復しており，1 トン/ha
程度の収量を維持することができた．収量の経年変動も比較的小さく，村あるいは焼畑地近くに建てられ
る保管庫は 1～2 年分のオカボの貯蔵量しかない．
焼畑でオカボを播種した後は，キュウリやナスなど野菜や，バナナやドリアンなどの果樹，ビンロウなど
の有用樹が栽培された．そのため 2 年目以降はオカボを播種せず，1 年目に播種した野菜や果樹が収
穫された．これらの野菜や果樹，そして，その他の長期休閑を経た二次林から採取されるさまざまな動植
物が，ダヤックの人びとの重要な副食あるいは現金収入源となった．
1990 年代までのダヤックの人たちにとって特に重要な現金収入源はラタン（籐）の採取と販売であった．
ラタンの採取には二つの方法があった．一つは，森に自生するラタンを必要に応じて切り取り，皮をはぎ
乾燥させたのち，販売するもの．もう一つは，森林に自生するラタンの苗を持ち帰り，村の近くの川辺林
に植え付けておき，伸長したラタンを切り取り，乾燥させて販売するものであった．いずれの場合も，乾燥
後のラタンを，舟に乗せ，4～5 日かけて，商人に販売していた．帰りには，町で購入した衣服や時計など
を村に持ち帰ったという．1990 年代までは，他の現金収入源が限られていたこともあり，コンセッション内
の 9 村のほぼすべてにおいて，主要な現金収入源はラタンの販売であったという．
3.1.6. 2000 年代以降の変化－現金収入源の多様化－
コンセッション内部に居住するダヤックの人びとの生業は，2000 年代になって大きく変化した．変化の
直接的な理由は，ダヤックの人たちの村における急激な人口増加と，現金経済の浸透にあった．しかし，
変化の直接の引き金となったこれらの要因を大きく加速したのは，SBK による道路網の建設やインフラ整
備，地元住民に対する共同体開発プログラムの実施であった．
3.1.7. 人口増加
図 3-2 に，SBK コンセッション内部にある 9 村の世帯数の変化を示した．1960 年代から緩やかな人口
増加が起き，特に 2000 年代以降，急増していることがわかる．人口増加は，村のなかの人口の自然増と，
外部からの移住との二つの要因があることがわかっている．外部からの移住は，60 年代からすでに存在
するが，特に 80 年代以降になって増加した．SBK は 80 年代から本格的な活動を開始したが，住民対策
および伐採ロードの建設のため，村をつなぐ道路網の建設，村と外部社会（特に中カリマンタン側の都
市）との道路網を建設した．このことが，外部からの移住を容易にしたと考えられる．
また，聞き取りをした世帯のうち，1980～90 年代に外部から移住してきた世帯の 75％は，結婚によって
移住してきた．しかし，2000 年代以降に移住してきた世帯の 63％は移住の理由を現金収入源が見込め
るからだとした．移住の理由は，2000 年代になって大きく変化していることがわかる．
80 年代以降，村での乳幼児死亡率が減少したことは多くの村人および SBK スタッフの共通した意見で
あった．SBK による医療施設の整備，道路網建設による外部社会への病院への搬送が容易になったこと
が要因とされる．
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図 3-2 SBK コンセッション内部 9 村の人口増加
出典：申請者によるインタビューと SBK 報告者から作成
以上から，村の人口増加は，SBK によるインフラ整備を背景として外部からの移住と村内部での自然増
加が発生し，特に 2000 年代以降は，経済的なインセンティブにより移住者がさらに増加し，村の急激な
人口増加につながったと考えられる．2000 年代以降の経済的なインセンティブについても，後述するよう
に，SBK による共同体開発プログラムによるインパクトが大きかった．
3.1.8. 現金経済の浸透と共同体開発プログラム
インドネシアでは，No.691/Kpts-2/91 Tanggal 10 Oktober 1991 に基づき，1991 年から林業会社が伐
採対象区域内の地域住民に対して共同体開発プログラムを実施することが義務付けられた．SBK でも
1991 年から村内部への program を本格的に開始した．しかし，政府による政策は大まかな方向性を示し
ているだけで，具体的な内容は指示されていない．しかし SBK では，住民対策を重視し，手厚い共同体
開発プログラムを実施してきた．SBK の活動は，農畜産支援，経済発展支援，インフラの整備，社会文化
活動支援，森林資源保護の 5 つに分類できる．具体的な活動は以下のようである．
・農畜産支援：水田の造成と維持管理，品種の提供，化学肥料の提供・補助，堆厩肥の提供，農薬の
提供，魚の養殖や家畜飼育のための技術や資材の提供など．コンセッション内部では，特に 1 村が水
田を造成し高い収量を達成している．
・経済発展支援：主に，SBK のトラックを利用した，無料輸送サービス．コンセッション内部の 9 村の伝統
的な交通手段は河川を舟で往来するものであったが，SBK がコンセッションを設定して以降，域内に陸
上交通網を整備した．この道路網に沿って，村間あるいは村と SBK のメインキャンプ・Log Pond を結ぶ
ルートに沿ってトラックよる運行を開始した．村ごとの平均で 24 回（2003 年）～40 回（2007 年）程度の輸
送サービスが行われた．村人は SBK による無料輸送サービスを利用し，焼畑への往復や野菜や家畜
の販売等に利用する．
・インフラの整備：公共施設の建築を補助する．学校や医療施設，教会の建築補助が多い．
・社会文化活動支援：学校の先生に対する経費支援，奨学金の補助等，教育関連の活動がある．また，
環境教育についての補助を行う．
・森林資源保護：ゴムの苗木の普及とゴム栽培技術の提供を行う．ゴム栽培面積は急速に拡大している．
SBK から供給される苗だけでは不十分であるため，自前で苗を栽培する農家も多い．特に屋敷地に近
い森を伐開し焼畑にする場合，近年では，2 年目以降にゴムを植え付ける世帯が増加している．しかし
ほとんどの世帯でまだゴムのタッピング（樹液の収穫）が可能なまでに木は生育していない（およそ 5～7
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年未満）．
SBK によるさまざまな共同体開発プログラムは，それ自体で直接的に住民の現金収入源を多様化させ，
実際に現金収入を向上させることに重要な貢献をしたといえるが，それに加えて，外部社会で進行する
市場経済の影響を加速度的に村の内部にもたらす要因になったと考えられる．例えば輸送サービスは，
現金収入源にアクセスする機会を増大させ，森林産物の販売だけでなく，販売用の野菜や果樹を生産
するきっかけになった．また，SBK のスタッフや，外部の都市でジャワやムラムの人などと接するうちに，
それまで作ったことのなかった豆腐やテンペ（ジャワの伝統的な納豆様マメ料理）をダヤックの人が見よ
う見まねで作るようになり，そうした人たちだけでなく，村の中でも販売するようになったのである．他に，
精米業者の出現や，村内で小売業者が増加するなど，目に見える変化が現れた．SBK による共同体開
発プログラムは，現金経済の浸透に直接的な引き金となり，ダヤックの人たちの生業活動を多様化させ
る重要な契機となった．
3.1.9. 焼畑の変化
人口増加と現金経済の浸透を直接的な引き金として，ダヤックの人たちの生業は大きく変容した．特に
ダヤックの人たちの重要な食糧源である焼畑では，1) 焼畑造成地の位置が遠隔化すると同時に，SBK
の伐採道路沿いに新しい焼畑地が増加するようになった，2) 労働力不足が顕著になった，3) 土地が財
産としての価値を持つようになった，ことが重要な変化として挙げられた．
3.1.9.1 焼畑地の遠隔化と道路沿いへの展開
人口増加により主食となるコメの増産が必要とされ，焼畑面積が増加した．特に顕著な変化は，焼畑地
が遠隔地化したことである．村近くの森林が豊富な焼畑適地は相対的に減少した．特に，若くして移住し
てきた世帯にとっては新しく伐開する土地を村周辺で探すことはかつてに比べて著しく困難になった．例
えば，かつては新しく伐開する焼畑のほとんどすべては自分で伐開した土地であった．しかし，2010 年の
調査では，新しく開かれた 47 の農地のうち，自分で伐開した土地は 45％であり，23％は両親からの相続，
13％は村の他者からの購入であった．特に 2000 年代以降，購入する世帯が増加している．これは，村近
くで自分で伐開できる土地が少なくなったからであった．そのため，自分で伐開するケースでも，舟や徒
歩で 1 時間以上かかるところに焼畑を開くケースも珍しくなくなってきた．
さらに顕著な変化は，SBK の道路沿いに新たな焼畑地が展開したことである．図 3-3 は，ある村の 1999
年と 2010 年の土地被覆をランドサット画像によって判別したものである．色の濃い部分が深い森，浅い部
分が焼畑による伐開を示している．これによると，1999 年では，ほとんどの焼畑地は河川沿いに展開して
いることがわかる．しかし 2010 年には，SBK が建設した東西方向に走る道路沿いに焼畑地が展開してい
ることがわかる．実際，村人は，現金収入源の多様化と並行して購入が可能となったバイクに乗って焼畑
に向かうようになった．これらの森は，そもそも，徒歩でしか到達できないところにあり，かつては村の人た
ちは遠方にあるためほとんど焼畑として利用することのなかった土地であり，かつ，その多くが SBK が伐
採を予定する森林であった．すなわち，SBK の道路建設の主たる目的が住民の生活支援にあったにもか
かわらず，道路建設により，伐採予定地にまで焼畑が拡大し，そうした土地を住民が慣習的に利用する
ための先取占有権が確保されてしてしまったのである．
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1999 年

2010 年

図 3-3. 道路沿いに拡大した焼畑地
出典：Landsat 画像より渡辺一生氏作成
3.1.9.2. 労働力不足
現金収入源の多様化に伴って，焼畑労働に従事する労働力の不足が顕著になった．図 3-4 には，焼
畑のために森を伐開するにあたって，チェーンソーを利用する世帯の数の変化を示した．チェーンソーを
自ら購入する，あるいは別の村人から借りるなどし，焼畑の伐開に利用するケースが，特に 2000 年代に
なって急増していることがわかる．利用者のほとんどすべて，が労働力不足を理由に挙げる．チェーンソ
ーの他にも，通常はゴトンロヨンと呼ばれる相互扶助的な労働交換の慣行があるにもかかわらず，作業が
早く，他人の作業を手伝う必要がないという理由で，農業労働を雇用するケースも増加している．いずれ
の場合も，出稼ぎやその他現金収入源の多様化に伴い，焼畑のためだけに十分な労働力がさけないよ
うになっていることを示している．

図 3-4 焼畑のための森林伐開にチェーンソーを利用し
始めた時期．縦軸は世帯数．
3.1.9.3 財産としての土地
焼畑における 3 番目の重要な変化として，土地が財産としての価値を持つようになったことがあげられる．
焼畑用地が不足し，より遠方に土地を求めざるを得なくなったため，土地が売買されるケースが 2000 年
代以降，増加した．特に土地が売買される場合，その土地の証明書が，複数の機関で発行されるように
なった．土地の認証は，そもそも国家の役割である．しかし，そもそも SBK がコンセッションとして獲得した
土地の中に，すでにダヤックの人たちが居住していた．そのため，SBK にとっては，単に無人の森で木を
伐採するのではなく，域内の住民に配慮しつつ，伐採を行う必要がでた．しかも政府はその後，コンセッ
ション内部に居住する住民に対して共同体開発プログラムを実施することを義務付けるようになる．特に
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国家の管理能力が十分でなく，かつきわめて辺境に位置する本調査地のような場所において，土地の
管理は大変困難な課題である．そうした中，人口増加による焼畑地の潜在的な減少と，現金経済の浸透
による土地の商品化が進む中で，ダヤックの人たちにとって自分たちの土地の確保をいつまでも政府に
任せておくわけにはいかない．そこで村人は，土地を売買した場合，自分たちの村で土地の権利を確保
する手段をとるようになった．村長と，慣習的な村のリーダーにサインを得て，購入した土地に証明書を
発行してもらうようになったのである．証明書そのものは依然としてプリミティブなもので，おおよその位置
関係が書かれてあるが測量された地図もなく，地方政府の認証も得ていない．すなわち，村内部の権威
によって発行された土地証書を村が独自に発行するようになったのである．このことは，土地をめぐる紛
争の新たな火種になりかねない．すなわち，国家によって認定された土地，SBK がコンセッション内部で
これまでの村人との付き合いの中で決定してきた実際の土地区分，そして村人が独自にオーソライズし
た土地区分が混在することになる．村の認証を経た土地の存在は大変新しい現象で，SBK のローカルス
タッフもその実態についてはよく理解していない．村でも，証書が発行された土地を一元的に管理してい
るわけではない．そのため村による土地の認証がどの程度おこなわれているかの全体像は依然として不
明であるが，土地の価値が高まるなかで，資産としての土地の認証は新たな問題として大変重要な課題
であるといえる．
3.1.10. 結論－ダヤックの人たちの生業の変化と森林－
本調査により，ダヤックの人たちの生業の変化と森林利用に関して明らかになった主な点は以下のとおり
である．まず，1990 年代までは焼畑と少数の現金収入源に依存した生業が営まれ，森林利用も，SBK とコ
ンフリクトを起こすようなレベルにはなかった．しかし 2000 年代になり，急激な人口増加と現金経済の浸透
とにより，焼畑の生産と資本をめぐって急激な変化が起きていることがわかった．また焼畑以外の生業も多
様化していることがわかった．そして，この変化に，SBK の共同体開発プログラムが大変重要な役割を果た
していることがわかった．
では，こうした変化は，伐採会社と地元住民との関係という観点から見て，どのように考えればよいであろ
うか．熱帯雨林の持続的な利用という，世界的に見ても重要で喫緊の課題に対し，本調査のみから普遍的
な結論を導き出すことは困難ではあるが，伐採会社と地元住民による森林利用について，本調査の中で
新しい動きがみられたので紹介したい．一つは，急激な変化の中で，村人も決して焼畑に依存し森に依存
した生活を望んでいるわけではないということである．本調査地のダヤックは外部世界との接触もあり，また
SBK による共同体開発プログラムの成果もあり，多様な生業活動が存在することを知識として知っているだ
けではなく，実際に自分たちの生業活動の中に取り込んでいるといえる．自らも努力し，森林にのみ依存し
た生活から脱却するための努力もされている．そうした地元住民による活動を，伐採会社だけでなく地元お
よび中央政府もサポートするような体制が求められる．もう一つの重要な変化は，伐採会社と国際機関との
関係である．本研究プロジェクトがほぼ終わりを迎えた 2013 年 3 月 5～6 日にインドネシア・ポンティアナッ
クにて成果報告のための国際会議を開催した．その場に，伐採会社のスタッフや大学その他の研究者だ
けでなく，WWF などの国際的な自然保護団体も参加していた．かつて自然保護団体と伐採会社は敵対す
る関係にあったし，SBK も例外ではなかった．しかし，現在，自然保護団体も伐採会社も，互いに批判をす
るばかりでは双方に利益につながらないことが認識されるようになってきたという．こうした変化は世界的に
みて大きな潮流にはなっているわけではないものの，大変重要な変化であると考えられる．地元住民と伐
採会社，研究機関，NGO 等が協働し，新たな森林の持続的利用を考えるための制度的な枠組みが必要
であるという認識が共通のものになってきたと考えられる．SBK の事例は，そうした取り組みの最先端の事
例を提供していると考えらえる．
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3.2. 二次林や果樹園の木質資源の活用による地域住民へのサービスの向上
3.2.1 担当機関・担当研究者
宇都宮大学農学部：大久保達弘，石栗 太
ボゴール農科大学林学部： Imam Wahyudi
3.2.2. はじめに
インドネシア カリマンタン島の中央部のフタバガキ林択伐林内外には，多数の村が存在しており，現在
も住民による焼畑が行われている．焼畑後の二次林では，天然林を構成する樹種とは異なる早生樹が多
く再生するが，これらの樹種の多くは木質資源としてほとんど利用されていない．一方，二次林の早生樹
の中には新たな産業植林につながる早生樹種選抜の可能性がある．また，焼畑後，果樹等が植栽され
る場合もあるが，これらから得られる木質資源も有効に活用されているとは言い難い．本研究では，地域
住民に対する熱帯林のサービス機能の強化，地域社会の発展構築のために，伝統的に利用されてきた
が産業的に未開拓の二次林樹種の木質資源としての有効活用を検討することを目的として，1）住民によ
り植栽された果樹木の材質，2）二次林内における早生樹の成長特性と木材性質の関係を調査した．ま
た，すでにインドネシア国内において植林されている早生種の代表的な種である，Acacia mangium なら
びに，代表的な商業樹種であり択伐跡地に列状に植林された Shorea 属 2 種の成長速度と木材性質の関
係も調査した．
3.2.3. 実験方法
3.2.3.1 果樹から得られる木材の性質
調査は 2011 年に実施した．調査は，インドネシア カリマンタン島 中央カリマンタン州 Sari Bumi
Kusuma のコンセッションエリア内にある，Desa Tanjung Paku（0°45’00’’S, 112°05’54.8’E）の焼畑
跡地に植栽された果樹を対象とした．複数の個体が存在していた，Jambu bol（フトモモ科 Syzygium

malaccense），Rambutan（ムクロジ科 Nephelium lappaceum）および Durian（キワタ科 Durio Zibetinus）を
対象樹種とした．現地にて，直径，樹高および応力波伝播速度を測定した．また，直径 5mm のコアサン
プルを現地にて採取し，含水率，容積密度および縦圧縮強さをボゴール農科大学において測定した．
また，組織構造（道管直径，木繊維壁厚および細胞長）および化学成分量（ホロセルロース，α−セル
ロースおよびクラーソンリグニン）を日本にて測定した．
3.2.3.2. 早生樹の成長と木材性質
調査は 2012 年に実施した．調査した二次林（0°44’〜54’S，112°15’〜20’E）は，コンセッションエ
リア内の住人により焼畑が行われ，その後，放棄された場所である．この林分内に，天然に生育した樹
種のうち，現地で聞き取り調査した結果に基づき，早生樹と考えられる樹種を調査対象とした．調査対
象樹種のすべてについて，直径，樹高および応力波伝播速度を測定した．また，直径 5 mm のコアサン
プルを採取し，縦圧縮強さ，含水率および容積密度を既報に準じて測定した．
3.2.3.3.

Acacia mangium の成長と木材性質

インドネシア ボゴール近郊の 5 および 7 年生の A. mangium の人工林を対象とした．林分内に 20m
×20m のプロットを設定し，プロット内のすべての立木の直径，応力波伝播速度を測定した．また，容積
密度および縦圧縮強さは，直径 5mm のコアサンプルを用いて既報に準じて測定した．なお，容積密度
および縦圧縮強さは，ボゴール農科大学にて測定した．
3.2.3.4.

Shorea 属 2 種の成長と木材性質

インドネシア 中央カリマンタン州 Sari Bumi Kusuma のコンセッションエリア内にある択伐跡地に，
TPTJ 方式により列状に植栽された 6 年生の Shorea leprosula および S. macrophylla を対象樹種とした．
列状に配列したそれぞれの樹種から，30 本について，直径および樹高を測定した．得られた直径のデ
ータより，成長の良い個体を 5 個体ずつ選定し，直径 5mm のコアサンプルを得た．得られたコアサンプ
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ルを用いて，容積密度，縦圧縮強さおよび組織構造を調査した．
3.2.4. 結果
3.2.4.1. 果樹から得られる木材の性質
表 3-2 に 3 種の果樹における応力波伝播速度，容積密度および縦圧縮強さを示す．3 種を比較する
と，応力波伝播速度，容積密度および縦圧縮強さともに，N. lappaceum において最も高い値を示した．
このことから，N. lappaceum は高い機械的性質を持つことが明らかとなった．

3.2.4.2. 早生樹の成長と木材性質
表 3-3 に直径，樹高および応力波伝播速度を示す．7 科 10 種，合計 39 本からデータを得ることがで
きた．調査対象地には，クワ科 Artocarpus 属およびトウダイグサ科 Macaranga 属の樹種が多く生育して
いた．容積密度が最も高い値を示したのは，Mentawa (Artocarpus sp.)であり，最も低い値を示したのは
Benuang (Octomeles sumatrana)であった．Artocarpus 属では，容積密度が高い値を示す種（Mentawa）
と低い値を示す種（Kapuak）が混在していた．

3.2.4.3.

Acacia mangium（成果論文 3-2）

表 3-4 に成長形質と木材性質の平均値を示す．応力波伝播速度，容積密度および縦圧縮強さのい
ずれにおいても，5 年生と 7 年生を比較した場合，7 年生の方がわずかに高い値を示した．一方，容積
密度において，髄からの半径方向変動を調査した結果，いずれの樹齢においても，髄から 6cm 付近に
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おいて，容積密度の値がほぼ一定となることが明らかとなった．このことから，A. mangium の木部の成熟
化は，直径成長に依存することが明らかとなった．木部の成熟化は，木質資源の利用にとって重要な
問題であり，今後も他の早生樹において詳細な調査が必要であると考えられる．

3.2.4.4.

Shorea 属 2 種（成果論文 3-3）

表 3-5 に成長形質と木材性質の平均値を示す．両樹種を比較すると，直径成長は S. macrophylla，
樹高成長は S. leprosula において大きい値を示した．また，容積密度および縦圧縮強さは，S. leprosula
の方がわずかに高い値を示した．一方，応力波伝播速度はほとんど同じ値を示した．樹齢を考慮せず
に考えた場合，これらの値は，35 年生 S. acuminatissima において得られた結果と比較すると，いずれも
やや低い値を示した（成果論文 3-2）．一方，両樹種ともに，直径と応力波伝播速度との間に有意な相
関関係は認められなかった（相関係数＝0.118（S. leprosula），−0.124（S. macrophylla））．応力波伝播
速度は樹幹のヤング率と密接に関係することが知られていることから，本研究で対象とした 2 樹種にお
いては，肥大成長速度が必ずしもヤング率（強度的性質）の低下を引き起こさないということが示唆され
た．

3.2.5. おわりに
伝統的資源の利用による地域社会の発展モデルの構築のために，天然林択伐後の二次林の中から
未開拓の産業用木質資源の探索を実施したところ ，果樹では Ranbutan（ムクロジ科 Nephelium

lappaceum）, 二次林樹種では，Mentawa（クワ科 Artocarpus 属）などで木質資源としても有効性の高い
樹木種が存在し，地域資源としての有効利用の可能性を見いだすことができた．
3.3． 成果論文
3-1）柳澤雅之．熱帯林の包括的な利用システムを考える．日本熱帯生態学会ニューズレターNo.82：2－6．
（2011）．
3-2）Makino K, Ishiguri F, Wahyudi I, Takashima Y, Iizuka K, Yokota S, Yoshizawa N．Wood properties of
young Acacia mangium trees planted in Indonesia. Forest Products Journal 62(2): 102-106．(2012)
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3-3) Ishiguri F, Takeuchi M, Makino K, Wahyudi I, Takashima Y, Iizuka K, Yokota S, Yoshizawa N． Cell
morphology and wood properties of Shorea acuminatissima planted in Indonesia. IAWA Journal 33(1):
25-38．(2012)
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４． 熱帯林の持続的利用パラダイム
本プロジェクトでは，低地熱帯多雨林で行なわれている林業の持続可能性を，生態的な有用樹種の更新
可能性，種レベルと遺伝子レベルの多様性から検証するとともに，地域社会の住民へ与える影響を歴史的
に検証してきた．さらに，森林資源をより有効かつ高度に利用する技術の開発や適用を試みてきた．すでに
それぞれの研究成果の部分で示したように，低インパクト伐採と集約的な有用樹種植栽を組み合わせた施
業方法は，生態学的に持続的なものであり高く評価できることがわかった．また，集約的な植栽を組み込ん
だ林業は，かつての伐採のみを行なう収奪的な林業に比べて地域社会に雇用チャンスをもたらし，地域社
会と強い相互作用をもつことが明らかとなった．コミュニティ開発プログラムという地域住民サポート事業の実
施が企業に義務付けられているからだけでなく，企業自身が積極的に住民と関わることで地域社会と伐採
会社が共存できていることも明らかとなった．この点は，熱帯雨林における企業と地域住民が協働で維持・
管理するための世界でも稀有の試みであるといえる．
熱帯林の択伐林業は，粗放で破壊的で，過剰伐採をして，資源が枯渇すれば他の森林へと移動すると
いった略奪林業のイメージが強かった．しかし，十分なコストと労働力をかけて集約化・低インパクト化 を実
施した択伐林業は，このイメージと正反対の特徴を持っている．このような持続性と地域親和性の高い林業
は，森林を森林として利用し続けるための仕組みとしてもきわめて有効なシステムだと評価できる．同時に，
本プロジェクトが明らかにしたように，集約的な施業は生物多様性に一定の影響を与え，構成樹木種の変化
や大型哺乳動物の個体数密度の低下などが今回示唆されたものの，この施業方法が生物多様性を大きく
損なうことの無いことを本プロジェクトは実証した．そのためインドネシア政府は本調査地における択伐林業
を持続的な森林利用の新たなモデルケースとして捉えインドネシア林業の標準にしようと考えている．本プロ
ジェクトは，この試みを支持する学術的な基礎を提供することができた．
森林消失の大きな原因の一つは，林業が崩壊して，森林が他の土地利用，たとえばアブラヤシなどのプ
ランテーションや農地に置き換えられることである．今回検証した集約的な林業は持続性が高く，森林の存
続に大きく貢献し，REDD＋のオプションとしてはきわめて有望である．さらに REED＋を実施する際の留意
事項（セーフガード）としても指摘されている地域住民や生物多様性に対する悪影響も回避できていることも
明らかである．本プロジェクトは，熱帯林の持続的利用のために，積極的に集約的林業を展開していくことを
強く主張する．
しかし，経済活動としてみた林業，特に天然林の択伐林業は収益性はきわめて低い状態に陥っている．イ
ンドネシアの中央・地方政府へのロイヤリティー支払い，再植林義務履行のために政府が課している植林保
証金の支払い，低インパクト化集約化に伴うコストの増大，共同体開発プログラムなど非生産部門のコスト増
大，合板生産品の価格の低迷などが，その原因だと，林業関係者は述べている．このため，生産された製品
の付加価値を高めたり，高度利用により収益性を高めることが必須である．あるいは，森林がもたらす生態系
サービスに対する支払いシステムを整備する，あるいは REDD 資金として海外資金を林業に還流させるなど，
持続的な林業に対しては十分なプレミアムが支払われるような仕組みをさらに充実させる必要がある．その
ためには，持続性の科学的な証明，生物多様性と地域社会に対するセーフガードの履行がなされているこ
との証明が不可欠である．今回，本プロジェクトが開発応用したモニタリングの仕組みを活用することで，この
ような検証を可能にすることができ，REDD 導入に不可欠のツールとなる．
本プロジェクトでさらに強調したいのは，林業会社が現在行なっている木材生産だけでは，経済的な持続
性が担保されないのではないかという危惧である．生物多様性のきわめて高い熱帯多雨林を存続させるに
は，多様性自体をさらに有効活用して，地域全体の経済の活性化を図る必要があると考える．さもなければ，
収益性の高いアブラヤシやキャッサバやトウモロコシの畑へと転換される危険が常に残ってしまう．今回，生
物資源探査により，さまざまな植物資源が利用可能なことが科学的にも明らかとなった．これら資源を利用す
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る仕組みは残念ながらまだ確立していない．かつて山奥のダヤックの人々が，個別に仲買人に沈香やラタン
を売却していたようなシステムではなく，地域全体が共通の資源として森林産物を利用できるあらたな枠組
みを創りだす必要がある．NGO や大学のような研究教育機関が，積極的にこのような仕組みづくりに協力す
ることで，REDD＋に対応した地域社会を形作っていくことが必要であろう．JICA プロジェクトのような技術資
金援助も，今後この面から実施していくことが必要不可欠である．このように，熱帯多雨林の存続のためには，
熱帯多雨林の資源価値を持続的に引き出す努力が継続して必要だと思われる．いいかえれば，熱帯林の
価値を総動員してそれを経済的な収益に結びつける必要があるということである．本プロジェクトがカバーで
きなかったエコツーリズムや下流域に対する水資源の涵養機能，あるいは地域気候システムに対する森林
の貢献なども，当然この範疇に入る．
熱帯多雨林はすでに希少であり，厳格な保護地域として手付かずの状態で存続させるというのも REDD の
オプションの一つである．しかし，利用していない森林は開発の対象となりやすい．特に一旦林道が開設さ
れてアクセスが容易になった森林を，厳格に保護するのは，東南アジアにおいてはきわめて難しい．その意
味で，集約的かつ積極的な林業活動や，熱帯多雨林の資源価値を最大限に生かした経済活動をサポート
することが，熱帯多雨林保全にはより有効であり，実際に一部で行なわれている林業活動には，それを実現
させうるだけの潜在的な能力があることを本プロジェクトは実証できたと考えている．今後は，この積極的な
林業利用によって熱帯林を保全するというパラダイムを社会的に認知させ，社会実装していくことが課題と考
えている．
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Ⅴ． 自己評価
１．目標達成度
当初各研究項目と各研究グループで設定した目標を達成し，全体の目標である新しい熱帯林業のパ
ラダイムの創出も達成することが出来た．さらに生物地理学的な新分布の記載報告と，生物活性をもった
物質の単離と構造分析に成功した点は，当初の目標を超えた成果であった．
２．成果
本プロジェクトの実施により，インドネシアで標準化されようとしている列状植栽を伴う集約的な森林施
業の持続性が，初めて総合的に検証できた．さらにこのような施業方法が有用樹種の遺伝的多様性，植
物相の多様性，動物相の多様性に及ぼす影響をモニタリングする手法を確立し，現時点での影響評価を
できた．今後，このプロジェクトで採用したモニタリング方法を東南アジアにおける標準的なモニタリング手
法へと発展させることも可能である．列状植栽で生産される木材の高度利用のための木材強度や特性の
網羅的な検証は，世界初の試みであり，今後供給される木材の利用可能性を広げることに貢献できた．さ
らに熱帯雨林の遺伝子資源の中から，バイオエタノール生産に利用できる樹種を発見したこと，数多くの
有用天然有機化合物，ならびに多様な特性をもつ樹脂，ラテックスを記録できたことは，今後の産業化や
地域社会の発展に大きく貢献することが期待できる成果である．また地域住民がアクセス可能な果樹や
二次林構成種の中に，木材としても利用可能な樹種が多いことを解明し，地域の木材供給源としても貢
献できる点を明らかにした．地域社会と林業会社の関係を歴史的に解明することにも成功し，責任ある林
業会社の住民へのサポート事業や NGO の参画が，地域全体の持続性，ひいては森林の存続に大きく貢
献することが明らかとなった．
３．計画・手法の妥当性
今回のプロジェクトが目標達成できたのは，インドネシア側研究機関，ならびに林業会社との間の緊密
な協力関係が樹立できたことが大きな要因となっており，この協力関係のもとで共同研究あるいは研究分
担が円滑に進めることができた．さらに，採用した手法は当該分野の最新あるいは標準手法を用いてお
り，学術的にも信頼性が高く妥当な方法である．
４．実施期間終了後における取組の継続性・発展性
現在，当該プロジェクトの成果を大きな環境問題として世界の注目を浴びているインドネシアの泥炭湿
地林へと適用すべく，北海道大学とインドネシア科学院を始めとする今回の参画機関と連携しながらプロ
ジェクト化への模索を行なっている．また，ボルネオ島内陸部のハートオブボルネオイニシアティブに貢
献するため，世界自然保護基金（WWF）インドネシアなどとプロジェクトの立案にむけて協議を進めてい
る．これら後継プロジェクトを通じて，社会実装とさらなる国際共同研究の推進を計画している．
５．その他
本プロジェクトの実施が契機となり，ガジャマダ大学と京都大学の間の大学間学術協力協定が 2012 年
12 月に締結され，今後も森林分野以外も含めて強力な相互協力関係を継続するための素地づくりがで
きた。
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