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凸型斜面を縁取るように分布する緩傾斜の凹地や窪地など堆積地形には、上部斜面か

ら土壌浸食によって運ばれてきた土壌物質が堆積し、土層が相対的に厚く肥沃な土壌

が（Kastanozmes）その場に固有の母材や土壌生成作用に応じて生成・分布するに至

っている。こうした土壌地帯はその肥沃さの故に選択的な農業利用が行われている。 

 また起伏の少ない台地上の相対的に平坦な安定地形面や緩やかな凹地形面では、石

灰岩の風化に由来する酸化鉄鉱物に富んだ土壌物質が流亡することなく地形面上に留

まる。このため、こうした地形面には比較的土層が厚く発達した赤～暗赤色で排水の

良い Cambisols が分布する。有効土層も厚く保水容量も相対的に大きく、一部は積極

的に農牧利用されている。以上のような、凹地形面の有効土層が比較的深い土壌の分

布域は同時に集水地形でもあり土壌は相対的に湿潤に保たれ、少ない雨量と長い乾季

で特徴づけられる半乾燥気候下にあって、農耕対象地として利用される重要な要因と

なっている。 

 一方で、薄く石礫質な土壌しか分布しない凸型斜面は排水地形であり、浅い土層に

起因する少ない保水容量、多量の粗大孔隙に起因する過度の排水が相まって土壌は極

めて乾燥しやすい。こうした地域は、多くが粗放な放牧や弱度の農業利用が行われる

のみで多くが荒廃地として放置されており、緑化・植林を行い、土壌表面を被覆し有

機物を供給することで土壌発達、土壌保全を促すことが必要である。 

 また、上部斜面からあるいはケイ酸質岩石の風化に由来するケイ素の供給がある場

合には重粘で vertic な性質を示す Luvisols や一部には Vertisols が分布する。 

ティモール島クパン地区で見られる上記土壌の組み合わせはいずれも、Mollisols 

や Alfisols、Vertisols など、相対的に土層が厚くよく発達した土壌と、土壌発達が制

限された未熟土である Entisols や発達程度が弱い Inceptisols が混在して同一地域に

分布することを示している。こうした同一地帯において「発達した土壌」と「未発達

の土壌」が 1 セットで混在分布する現象には、地域内における地形の変異が関係して

いる可能性が高い。上でものべたように相対的に面積の大きな凸型の浸食斜面では、

長年にわたる農牧利用によって表土が継続的に流亡し、結果として未発達もしくは未

熟な Entisols や Inceptisols が分布するに至ったと考えられた。これと対照的に、隣

接する緩傾斜の凹地や窪地などの堆積地形には、上部斜面から土壌浸食によって運ば

れた土壌が長年にわたって堆積し、土層が厚く発達した Mollisols や Alfisols、

Vertisols などの土壌がその場に固有の母材や土壌生成作用に応じて生成・分布するに

至ったものと推定された。 

 こうした、厚く発達した土壌の分布域は同時に集水地形でもあり土壌は相対的に湿

潤に保たれ、少ない雨量と長い乾季で特徴づけられる同地域の気候下にあって、重要

な農耕対象地として利用されている。一方で、薄い土壌しか分布しない凸型斜面は排

水地形であり少ない保水容量と相まって土壌の乾燥も進みやすい。こうした地域は、

粗放な放牧や弱度の農業利用が行われるのみで多くが半荒廃地化しており、緑化・植

林を行うことによって土壌を被覆し有機物を供給することで土壌保全ならびに土壌発
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達の促進を図ることが必要と考えられた。 

 

２） モデル林造成地の土壌   

a）石礫質で未熟な土壌（Leptosols / Entisols）（2013 年 2014 年度植栽地の土壌） 

 西ティモールの台地上で 大の面積を占める土壌タイプである Leptosols は東ヌサ

テンガラ地域における荒廃地復旧植林の主要ターゲットの１つであり、上で述べた赤

～暗赤色の Cambisols や暗色表層を持つ Kastanozems と混在分布する。このタイプ

の土壌は、一般に凸型緩斜面上に広く分布し、こうした場所では、長年にわたる農業・

牧畜利用による土壌流亡のために細粒の土壌物質が失われ有効土層は極めて薄く、石

灰岩の小～巨礫にすこぶる富み地表には多くの石灰岩が露出している。土壌母材は隆

起石珊瑚礁石灰岩でありアルカリ性（簡易測定による pH は 7-8 の範囲）を呈するの

に加え、極めて浅い有効土層と高い石礫含量のため、有効土壌の体積・保水量は極め

て小さいと予想され、水分保持の点でも養分供給能力の点でも劣っている。 

 本土壌の組み合わせからなる土壌地帯では、上で述べたように凸緩斜面には未熟土

である Entisols が広く分布している。こうした場所では、長年にわたる農業・牧畜利

用による土壌流亡のために細粒の土壌物質が失われた結果、有効土層は極めて薄く、

また、土壌は石灰岩の巨礫にすこぶる富み、地表には多くの石灰岩が露出している(写

真 2.10)。 

 

 

 

 

図 2.10 2013 年度植栽地の土壌。表土は薄く石灰岩の礫にすこぶる富み、礫間を少し

の細粒土壌物質が埋めているような構造。植え穴は鉄バールで礫の少ないところを少

しずつ掘削して掘ることになる。
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土壌母材は隆起石珊瑚礁石灰岩でありアルカリ性を呈し簡易測定による土壌 pH は

7-8 の範囲にある。対象地の土壌はこのように、隆起珊瑚礁石灰岩地帯における農牧

利用を原因とする荒廃地の典型の 1 つであり、アルカリ性に加え、極めて浅い有効土

層と高い石礫含量のため、有効土壌体積・保水量は極めて小さいと予想される。この

ため、こうした土壌の分布する半乾燥気候下の荒廃地にあっては、樹木の活着・生育

にとっての 大に障害は乾期における乾燥となることが予想される。 

 

b）赤～暗赤色の比較的深い土壌（Cambisols/Inceptisols）（2012 年度植栽地の土壌） 

 隆起珊瑚礁石灰岩の台地上の平坦面や緩や

かな凹斜面には、赤～暗赤色の Cambisols が

Leptosols と混在して分布する。pH は７－8

台のアルカリ性を示す。ほぼ平坦～緩やかな

凹地形面に分布していることから、土壌の浸

食・流亡強度は相対的に小さく、土層は比較

的厚く発達している（数 10cm－80cm 程度）。

石灰岩を母材とするため風化に伴うケイ素の

供給が少なく通常のケイ酸粘土鉱物の生成が

順調に進まず、土壌の細粒画分の多くが酸化

鉄を主体とする二次鉱物からなっている。本

土壌は有効土壌容積も相対的に大きく、窒素

やリンの不足を除けば化学的欠点も比較的少

なく、域内では相対的に問題の少ない土壌と

考えられる一方、こうした土壌では一般に疑

似砂状の微細団粒が形成され、微細団粒中の

孔隙径は極めて小さく水は高張力で保持され

るため、植物が利用可能ないわゆる有効水の保水能力は制限され、乾燥が植物生育の

制限要因となる可能性が指摘される。 

 

c) 表層が有機物を多く含み暗色の土壌（Kastanozems / Mollisols）（2014 年植栽地の

一部に分布） 

 上記の赤～暗赤色を呈する Cambisols と同様に、ゆるかやな凹地形面を中心に表層

が暗色を呈する Kastanozems が分布する。こうした凹型地形には凸型の洗脱地形面

から流亡してきた土壌物質が堆積・安定して比較的有効土層の厚い（50－100cm 内外）

土壌が発達し、加えて植生からの有機物が継続的に供給されると、形成された腐植物

質が難分解性の腐植の Ca 塩として蓄積することになる。この結果、土壌表層は有機

物を相対的に多く含み暗色を呈し、結果として相対的に良好な物理・化学的性質を備

えるに至る。上記の赤～暗赤色の Cambisols と同じく域内では相対的に問題の少ない

図 2.11 赤～暗赤色の比較的深い

土壌 
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土壌であり、表層が有機物を多く含むために更に土壌の肥沃度は高いと考えられるも

のの、無機構成要素は同じく酸化鉄鉱物を主体としており、上記 Cambisols と同様に

保水能力は制限されていると考えられる。 

 

d）埴質で vertic 特徴をもつ土壌 (vertic 

Cambisols -Vertisols / vertic Inceptisols - 

Vertisols)（2011 年度植栽地の土壌） 

 一部の比較的急峻な丘陵―山地地域には膨

潤―収縮性粘土によって特徴付けられる埴質

で vertic な土壌が分布する。こうした地域の

地表面には一部石灰岩の露岩が観察されるこ

とから、主要な土壌母材は石灰岩と考えられ

るが、大地形面上に混在分布する相対的にケ

イ酸質な岩石の風化によって供給されたケイ

素と、石灰岩に由来する高濃度の Ca, Mg の

存在下でケイ酸塩粘土鉱物、特に膨潤－収縮

型の 2：1 型粘土鉱物（スメクタイトやヴァ

ーミキュライトなど）が生成・卓越したもの

と考えられる。pH は 7.6-7.9 でアルカリ性で

ある。2：1 型粘土鉱物のため、乾季には土壌

はきわめて硬堅となり、粘土鉱物の乾燥収縮

によって地表には多数のクラック（多くが幅 

数－4cm 内外）が形成される。多くのクラッ

クが発達するため数少ない降雨時にも排水過

剰で土層は著しく乾燥したまま維持されると

推定される。また苗木の根が切断されること

が植生復元の制限になる場合がある。一方湿

潤期には粘土鉱物の膨潤によって土壌中の孔

隙は著しく減少し土壌の内部排水は極めて不

良となり、根の発達が阻害され過湿害が発現

する恐れもある。全層にわたり埴質であり亀

裂 の 発 達 が 顕 著 で あ る た め 、 下 層 に

Slikensides（鏡肌） の発達が認められる場

合は Vertisols に分類され、Slikensides が認

められない場合には粘土の移動集積も通常認

め ら れ な い こ と か ら 、 多 く は vertic 
図 2.13 埴質で vertic 特徴をもつ土

壌 

図 2.12 表層に有機物を多く含み

暗色の土壌 
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Cambisols に分類されると考えられる。 

 この種の土壌は乾季には乾燥によってクラックが形成され、植栽苗木の根が切断さ

れることが植生復元の制限になる場合があるのに加え、雨期には土壌が膨潤すること

で土壌中の孔隙が失われることで土壌の内部排水が極めて不良となることで根の発達

を阻害し過湿害が発現する恐れもある。このように本土壌は重大な物理的欠陥を有す

る一方で、CEC と塩基飽和度は双方共に高く化学的な肥沃度は一般に高いと考えられ

る。 
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第4章 森林回復技術ワークショップ 

4－1. 石炭採掘跡地の森林回復技術ワークショップ（南カリマンタン） 

(1) 開催日： 平成 27 年 3 月 4日（水） 

(2) 開催場所：南カリマンタン州バンジャルバルー市 Hotel Roditha 会議室 

(3) 議事抄録 

＜林業省バリトー流域管理署 Ir Untung Lusianto, M.Si.署長＞ 

 アセスメントは、元の鉱山開発者 BPDAS によって実施され、それ以前には BPKH

によって実施された。 

 鉱山開発（5 年間） を承認したのは天然資源省である。 

 IPPKH 地区は、L1 (活動中), L2 (放棄地), L3 (不明)に分かれる。 

 鉱山の開発跡地は、採掘により出た土を終了時に直接採掘孔に埋め戻すこと等を指導

されており、その後社会に開放される。 

 アセスメントは 3 年間の 後に実施された。 

 

＜国際緑化推進センター大角元技術顧問の挨拶＞ 

 関係者への御礼. 

 JIFPRO のビジョンと役割 

 その他 

 

＜ランブン・マンクラット大学 Dr. Fahrurazi 氏：鉱山開発跡地の土壌特性＞ 

 肥沃ではないので農業には不適 

 土壌の物理性および化学性が劣悪 

 特に、潜在酸性物質を多量に含み、それが酸化された場合は、酸性硫酸塩土壌を形成 

 潜在酸性度の簡易判定手法を開発 

 調査結果 : PT AGM では未植栽の場所と植栽された場所の pH に差は見られない。

PT TAJ では酸性化されていない（湿潤化行程を実施）。 

 土壌の色も判断材料になるが、顕著な差は見られない。 

 鉱山開発跡地の土壌における赤色変化の把握も非常に重要である。 

 土壌の物理特性の変化：活動がない場所の土壌密度は、PT AGM では劣化しているが、

PT TAJ では改善しているように見える。 

 土壌侵食：大部分が斜面で発生。PT AGM では、小川のようになった侵食や深い溝状

の侵食が見られる。一度侵食が起こると、それがなくなるまで植生は減少する。 

 侵食土壌の特性：1 年後に砂利が増加し、細かな土壌が減少していることから浸食の

発生がわかる。 

 栄養塩類：樹木が窒素を吸収固定するため窒素濃度は低い。鉱山開発終了後、リンと

カルシウム濃度は低下する。Al 濃度については、PT AGM では増加し、PT TAJ では
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変化が見られない。 

 結論：これらの場所では、黄鉄鉱(Pyriote)の管理が重要である。処理を行うことによ

り浸透性が低くなり、土壌固化と侵食の発生を抑制できる。土壌色の観察により潜在

的酸性度を十分に評価できる。 

 

質疑応答; 

 Ahmad Johan 氏（Fahutan）：土壌、水、植生に関して、SNI での森林回復事業に

おいて、植栽密度と傾斜はどうなっているか？ 当初の植栽計画（土壌、水、植生）

に戻り、森林用の樹木を植える。LN からは継続して苗を購入できない。土壌が不安

定で密度も高い。樹種としては Cimalaka である。 

 Daniel 氏（Fahutan, Unlam）: 鉱山開発が行われた土地の特性を理解する必要があ

る。また も適した植生回復のためには、例えばカバークロップの育成期間などの要

領を理解しておかなければならない。どのようなガイドラインが必要か？ 

 森林造林局長（HSS）：鉱山開発跡地の植生回復の成功率は低く、成長が期待できる

ような 推奨樹種がないため、植栽をためらっている。 

 

返答: 

 何をベースライン特性とすべきか決定する。 

 炭鉱露天掘り跡地の森林回復では、樹木に限らず、土地造成および水の流れのコント

ロールが必要である。 

 現在不十分と考えられるのは、土壌有機物の利用である。 

 

＜国際緑化推進センター仲摩栄一郎：炭鉱露天掘り跡地森林回復支援事業の概要＞ 

 PT AGM dan PT TAJ の活動の経緯 

 活動の成果としての跡地再利用ガイドラインの策定 

 植栽用土壌の作成と埋め戻し手順 

 植栽活動 : 22 ha (PT AGM), 3.5 ha (PT TAJ) 

 酸性硫酸塩土壌(ASS)の危険性 

 植栽した樹木は生長、一部は枯死 

 

＜Antang Gunung Meratus 社 Rully B Nugraha 氏： 

AGM 社における炭鉱露天掘り跡地の森林回復実証試験＞ 

 連携によるネットワークの活性化 

 目的と目標：植生の回復と良好な管理 

 植栽の場所（地図） 

 植栽試験地において良好な生育を示す樹種: kayu putih, jati putih, jati, karet, 

mahoni, sengon,  kemiri,  alstonia, trembesi, Acacsia, pulai, trembesi 
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 林業省研究開発局バンジャルバルー支所（Rusmana 氏）との良好な連携 

 連携によるメリットの分析 : 同社はこの連携に熱心である。 

 期待される成果、実施する活動の決定、研究の優先順位、ガイドラインの発行、良好

な協力関係 

 結論：推奨する 8 樹種とカバークロップに関して知見の集積 

 

＜ランブン・マンクラット大学 Hamdani Fauzi 氏 

PT Tanjung Alam Jaya 社における炭鉱露天掘り跡地の森林回復実証試験）＞ 

 樹木の生育状況の評価により も適した樹種を選定 

 現地での活動状況 

 他と比べて生育状況がよい樹種は acacia と sengon 

 sengon buto の成長量：2.88cm、acacia mangium：2.5 cm 

 樹高と直径の算定（Stepman モデル / Gompart モデル） 

 結論 : も優れた樹種は Acacia mangium と sengon 

 

＜Adaro Indonesia 社 Budi Suprianto 氏：Adaro 炭鉱露天堀跡地における森林回復＞ 

 1982 年に活動開始 

 低硫黄含有量のため環境負荷が低い。 

 80 km に及ぶ輸送距離の大部分が舗装され、Barito 川を使って輸送 

 事業環境 : 水、騒音、粉じん等 

 域外からの流入水の例（direklamsi はすでに direklamsi ではない） 

 地元固有種を用いた森林回復モデル 

 カバークロップ : Dismodium は購入方法が不明 

 CSR 計画に使われる Kayu putih 

 Bekantan として入力された森林火災地図. 

 

＜国際緑化推進センター仲摩栄一郎：鉱山開発跡地の森林再生技術指針について＞ 

 実施手順 

 土壌の潜在酸性度 

 土壌の潜在酸性度により埋め戻し材料として使用できない場合 

 土壌構造の改善 

 カバークロップの生育 

 適切な樹種の選定 

 低 30 cm の表土の確保 

 潜在酸性物質（PAF）を地表下 10ｍ以下の窪地に埋設できない場合は評価用材料を

廃棄 

 表土が無い場合でも植生は生存可能 
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 潜在酸性物質（PAF）及び非潜在酸性物質（NAF）の識別と PAF の地下 10m 以下へ

の埋設が も重要 

 

質疑応答 

 Dr Syarifudin (DAS フォーラム) : 土地の適正評価が未実施であるが、あまり深刻で

はない。植生回復の制御要因は？ 物理的および経済的条件に従って、どのような開

発が何パーセント実施されたのか？ 鉱山では水質（SPAS）の保全や侵食抑制などが

行われているのか？ 鉱山は社会福祉の向上にも取り組んでいるのか？ 

 Rusmana 氏 (BPK Banjarbaru)：よい情報が依然として悪い影響を与えている。例

えば、通気、侵食、水質、大規模な掘削穴等のマイナスの影響をどのように減らして

いくのか？ 鉱山開発跡地に薬用植物や地元固有の植物を植えることもできる。 

 Mahrus 氏 (Fahutan Unlam)：マニュアルやガイドには仮定があってはならない。

初はパイオニア植物、そして地元固有植物。社会経済のために有益な先行的植物が

必要。また非木材林産品、例えばミツバチの飼育等を鉱山開発跡地で開発していく必

要がある。 

 

返答 

 AGM 社 : IPPHK ライセンスを得ており、その評価指針は 初から通知されている。

開発地には 初の植物としてカバークロップが植栽されている。侵食を抑制し、河川

の水質を保全するように努力している。 

 Hamdani 氏：Dr Syarifudin と Dr Mahrus の意見に賛成である。すでに非木材林産

品（みつばち）の開発を始めている。Mahroji 氏によると、コメとトウモロコシは良

好であり、地元の知識をさらに調査する必要がある。 

 Budi 氏（Adaro）：侵食の測定は行っている。評価を行う者と関係する NGO は問題

を引き起こしやすい。侵食への対応策は実施されている。Gulinggang 植物の価格は

すでに 5000 ルピア/kg であり、非常に良好である。アカシアについては、賛同を得

ており反対する者はいない。 

 

質問（2 回目）： 

 Karta 氏（Fahutan）：計画、実行と KPH。農家のグループは現在の結果を今後の社

会福祉のために管理することができる。 

 Jauhari 氏：各場所は 適な種類ではないが、よい値を示している。それぞれの産業

は、持続可能な運営のために原材料を確保しようとしている。4～5 年後には成長し

なくなる植物もある。産業と原材料のための blue prin Kalsel に従わなければならな

い。 

 Ibu Rika 氏（Industri）：酸性土壌での枯死に至る要素は不明である。酸性土壌中で

生育できるのか？植物の枯死をどう扱うのか？ 
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 Daniel 氏：規制と exploitasinya はオープンではなく閉じられている。規程のタイプ

は結果の出所か？ 

 Sutisno 氏（PT UGM）：成長速度を決めるファクターは、それを決める特定のファ

クターか？植物の成長をどのように評価するのか？処理にかかる費用の分析は行わ

れているのか？ 

 Aitun 氏（Biologi）：PT AGM で行った処理方法では 100%成長しているのか？ 

 Alia Gunawan 氏：林業大臣は、出来る限り早く鉱山開発跡地のアセスメントガイド

ラインを策定すべきである。開発跡地のガイドラインには 3 要因があり、わずか 50％

の成功率では、非課税収入が減少する。Pananaman は BP DAS の評価を受けるべき

であり、開発跡地のアセスメントも同様に報告されなければならない。 

 

回答 

 AGM 社：森林回復が成功するかどうかは、土壌条件、特に途上の pH に依存する。

採掘孔はレクリエーションの場としても活用できる。平らな部分は、地面をより柔ら

かくするためにリッピングが必要である。 

 Hamdani 氏：測定は、プロジェクトのサイクルの 後まで継続して行われなければ

ならない。プロジェクトが終了した場合は、適切な機関に引き継がれるべきである。 

 Budi 氏：政府、企業や地域社会との間のマッピングを改善する必要がある。 開発跡

地の評価 SNI を継続して行うべきである。 

 仲摩： 鉱山開発跡地の森林回復ガイドラインは、可能な限り実際に適用していくこ

とを考えて作成している。ガイドライン作成に必要なより多くの情報を得るために、

2015 年 3 月 12 日に日本国内においてもセミナーを開催する。 

 

まとめ 

 鉱山開発跡地の森林回復は、単に環境問題だけではなく、地域社会の福祉の改善にも

つながらなければならない。 

 協力活動をプロジェクトのみにとどめてはならない。プロジェクトがすべて終了した

後も、誰が活動を引き継ぐのか決めなければならない。繰り返しになるが、活動によ

ってコミュニティの福祉を向上させなければならない。 

 ガイドラインは、調査研究の成果と地域が保有する知識に基づいて策定されるべきで

ある。また、それぞれの森林回復技術のコスト計算もお願いする。このガイドライン

により、鉱山開発跡地の森林回復の実施が加速されることを期待する。 

 政府の森林回復評価指針は、森林回復技術指針と一致しなければならない。そうでな

ければ問題が生じる。 
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4－2. 開発跡地の森林回復技術ワークショップ（ジャカルタ） 

本事業成果の効果的な普及や荒廃地における森林回復技術を検討することを目的とし

て、ジャカルタにおいて、「鉱物採掘跡地および半乾燥地における森林回復技術」と題し

たワークショップを開催した。本事業のこれまでの調査結果の発表を行った後、森林回復

技術指針（素案）を示し、ディスカッションを通して意見・情報交換を実施した。 

なお、本ワークショップは、現地カウンターパートのインドネシア林業省流域管理・社

会林業総局の協力を得て実施した。 

 

(1) 開催日： 平成 27 年 3 月 12 日（木） 

(2) 開催場所： インドネシア国ジャカルタ市 Hotel Penisnula 会議室 

(3) 発表内容： 

国際緑化推進センター大角元技術顧問ならびにインドネシア林業省流域管理・社会林業

総局 Murdiyono 総務局長が開会挨拶をした。その後、国際緑化推進センターの仲摩主任研

究員およびインドネシア側の協力者（大学、民間企業、林業省流域管理署）が発表者を務

めた。 

(4) 議事抄録： 

 

セッション I. 南カリマンタン州の炭鉱露天掘り跡地における森林回復 

 

モデレータ：ボゴール農科大学 Yadi 教授 

 

＜国際緑化推進センター仲摩： 

南カリマンタン州における炭鉱露天掘り跡地における森林回復実証調査事業＞ 

南カリマンタン州におけるワークショップとと同様の内容（省略） 

 

＜ランブン・マンクラット大学 Dr. Fahrurazi 氏：鉱山開発跡地の土壌特性＞ 

南カリマンタン州におけるワークショップとと同様の内容（省略） 

 

＜Antang Gunung Meratus 社 Rully B Nugraha 氏： 

AGM 社における炭鉱露天掘り跡地の森林回復実証試験＞ 

南カリマンタン州におけるワークショップとと同様の内容（省略） 

 

＜ランブン・マンクラット大学 Hamdani Fauzi 氏 

PT Tanjung Alam Jaya 社における炭鉱露天掘り跡地の森林回復実証試験）＞ 

南カリマンタン州におけるワークショップとと同様の内容（省略） 

 

＜国際緑化推進センター仲摩栄一郎：鉱山開発跡地の森林再生技術指針について＞ 
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南カリマンタン州におけるワークショップとと同様の内容（省略） 

 

＜質疑応答＞ 

 国際緑化推進センターが AGM 社および TAJ 社において実施した炭鉱露天掘り跡地の

森林回復実証試験の経験は、今後、他の地域における森林回復の取り組みの参考とな

る。 

 インドネシアでは、炭鉱露天堀りの増加に伴い、跡地の森林回復が益々重要視されて

おり、国際緑化推進センターによる当プロジェクトの継続が望まれる。もし国際緑化

推進センターによる継続が困難な場合は、鉱山会社自らが継続して、植栽試験地にお

ける植栽木や土壌のモニタリングを続けるべき。 

 廃石土について、色で潜在酸性を簡易に判定する手法は、炭鉱会社にとって非常に有

益であると考えらえる。特に、中小企業とっては実用的。今後、他の鉱山会社でも適

用可能かどうか確認するべき。 

 土壌 pH が 3 以下に下がると、Al が大量に溶出し、植物の生育にとって毒性が強い。 

 これに関して、モデレータの Yadi 教授より以下の点が指摘された。 

 Mg 含有量が、Ca 含有量よりも高い場合は、植物にとって毒性があり、植栽は不

適。 

 Al 含有量が高い場合も同様 

 土壌容積重が 1.5 を超える場合も、植物の根系の発達が阻害されるため植栽不適。 

 土壌の孔隙率や透水性が低い場合も同様に植栽は不適。 

 大きく成長した早成樹（センゴン、アカシア）について、2014 年の例年より長い乾

期中に突然枯死が発生。原因究明のため、根の掘り取り調査を実施。岩石地のため、

表層の放射状根が極度に乾燥、または高熱にさらされ、障害を受けた可能性あり。 

 炭鉱跡地の森林回復は、早成樹による速やかな一次緑化が必要であり、その後、土壌

環境が改善された後に、二次緑化として成長の遅い樹種も植え込むことができる。 

 炭鉱露天掘り跡地と一口に言っても、地形や地質、土壌条件は様々であり、それらを

まず把握した上で、森林回復に取り組むことが必要である。 

 土壌流亡を防止するためには、カバークロップが有効であるとともに、稲わら等で土

壌表面を被覆することも有効である。 

 インドネシアにおける早成樹として代表的な Acacia mangium に対して、鉱業エネル

ギー省は早期緑化の観点から良しとしているが、林業省は、生物多様性の観点から望

ましくない樹種に指定している。国際緑化推進センターの大角元技術顧問によれば、

流出と浸食を低減することができるように、Acacia mangium は、被覆作物として見

なすべきであり、早期の緑化により、土壌流亡を防止することが 重要であり、その

後、フタバガキ科等の在来樹種も植栽可能であるとの意見を述べた。 

 Ketepeng（Acacia alatas）や Melaleuca cajuputi の葉が薬用として利用され、販売で

きる可能性がある。そのように、炭鉱露天掘り跡地の森林回復に当たっては、非木材
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林産物により地域住民に収益が入る樹種を選択することが望ましい。 

 国際緑化推進センターが作成する炭鉱露天掘り跡地の森林開府あく技術指針は、今後、

インドネシア林業省がそのガイドラインを改訂する際の参考となるであろう。 

 

 

セッション II. 東ヌサテンガラ州の半乾燥・石灰岩地帯における森林回復 

 

モデレータ：元林業省研究開発局 Ginting 博士 

 

＜国際緑化推進センター仲摩：プロジェクト概要説明＞ 

 サイトは乾燥地であり、雨期は 5 カ月のみ 

 土壌は、雨期は粘着性が強く、乾期は乾燥してひび割れ、植物の根を損傷する。 

 降雨後、雨水は素早く土壌に浸透する。 

 乾期には森林火災が多発する。 

 家畜の侵入により植生の成長が阻害される。 

 

＜ブナイン・ノエルミナ流域管理署 Joko 氏の説明＞ 

 流域における計画、設計、植栽、及び全ての活動は BP DAS Noelmina により、そ

の責任において実施された。その成果は、BPK Kupang から報告される。 

 

＜林業省研究開発局クパン支所 Denni Pamungkas 氏＞ 

 植栽サイトの選定 

 樹種の選定 

 JIFPRO による植栽サイトの土壌の同定と分析 

 NekBaun 村 （粘土質）で植栽した樹種： kasuarina, mahoni, gmelina, jambu air, 

nitas (Sterculia), kayu merah (Pterocarpus) 

 Penfui Timur 村（岩石の多い砂質）で植栽した樹種：gmelina, nangka, jati, kayu 

merah, mahoni, kasuarina, jambu hutan, suren. 

 Silu 村（岩石が多い）で植栽した樹種：nitas, gmelina, kesambi, johar, sirask, jambu 

 Soe 村（繰り返し植生回復が試みられたが成功していない）で植栽した樹種：akasia, 

ampupu, cemara, jambu air, pinang, nangka, cendana , nitas 等は、生存率 > 80%. 

 虫害の発生（特にカタツムリ） 

 

＜質疑応答＞ 

Delman 氏： 

虫害の発生、特に土壌の状態と害虫駆除方法に関して、その成果や責任の所在、そして

今回作成されたガイドラインは、他のサイトの活動にも非常に有益であると期待される。 
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Jawab p. Joko 氏： 

現在、防火帯の設置がまだ承認されていない。現地からの要請で流域管理・社会林業総

局が作成した活動実施単価（HSPK）は、ベンチマークされていないのでまだ承認されて

いない。HSPK には防火帯の幅、長さ、数量が含まれており、見直していく必要がある。 

 

Bambang 氏： 

蜂蜜、タマリンド、ソルガム等の作物からは大きな利益が得られるが、造林・森林回復

からはどのような利益が得られるのか？ 

 

Hendrik 氏 ： 

カタツムリによる虫害については、Mahoni が もカタツムリに好まれ、農業用品店で

市販されている薬品（誘引物質？）では抑制することは難しい。 

 

社会林業総局： 

森林回復の植栽には水ポットが使用できる。地域コミュニティが、何が も必要とされ

ているかに関して有用な情報を持っており、それを活用すべきである。 

 

P. Joko 氏：回答 

Mutis では 2.5 トンの蜂蜜を収穫することができたが、課題は収穫時期の権利を購入す

る資金である。ノミラッカー（kutu lak）は、政府の補助は少ないが大きな需要があると

期待される。 

調査結果によると、4 つのパターンがあることがわかる。自己管理を行ったコミュニテ

ィでは火災が頻繁に起こっている。Silu 村では、すべての作業に賃金を払うことを続けた

が、結局はうまく機能しなかった。Soe 村では、個人的に委託することでうまく機能し、

よい結果が得られている。 

Atambua と Rote において、ソルガムが開発されている。 

高分子吸収材の価格はヘクタール当たり 1300 万ルピアであるが、政府予算だけでは十

分ではない。 

 

Rusmana 氏： 

木酢液は、環境負荷の低い殺虫剤として使用することができる。タバコを浸した水を使

用することもできる。 

カタツムリは、Sukabumi と Amuntai において食用に飼育されている。 

火災の抑制には、植樹、住民参加、さらには森林からの燃料採取を 小限に抑制するこ

とも含まれる。 
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＜国際緑化推進センター仲摩：半乾燥地森林回復ガイドラインの説明＞ 

鉱山開発跡地の森林回復のための技術指導と同じ構造 

異なるサイトの条件、即ち、乾燥していて火災が頻繁に起こること、家畜の侵入による

被害がないこと、そして他の条件の違いが、3 年間の活動における異なる結果をもたらし

ている。 

 

Yadi 教授：コメント 

防火帯としての有効性について 

乾燥地域では、保水性に優れた堆肥を使う必要がある。特にホテイアオイとボタンウキ

クサから作られた堆肥はゼリー状になり、それによって水を節約することができる。また、

牛糞と有用微生物群 EM4 を加えることで、堆肥化プロセスをスピードアップできる。 

 

Desi 氏： 

植栽サイト周辺での調査結果に基づき、メンテナンスを行っていく必要がある。 

プロジェクト終了後もコミュニティが組織化され、活動を継続していくことを期待する。

そのためには、能力開発について関係者の支援を期待する。 

 

仲摩氏： 

情報を提供していただいた関係者に感謝の意を表し、また関係機関（環境省、エネルギ

ー省、林業省等）が作成された技術ガイドラインと矛盾しないようなガイドラインを作成

する。 

 

Pak Bambang 氏：メッセージとコメント 

非常に有益なプロジェクトを実施された JIFPRO に感謝する。 

感謝の意を、日本の JIFPRO 理事長と職員に伝えてほしい。 

協力していただいた鉱山会社にも御礼申し上げる。 

 

モデレータが、流域管理・社会林業総局に代わってクロージングメッセージ 

本活動は関係者が事業を進めていく上で必要なネットワーク構築の推進に大変有用で

あり、事務局には、全参加者の電子メールアドレスを共有できるようにお願いしたい。 

JIFPRO に深く感謝し、本ワークショップの終了後もさらに協力関係を強めていくこと

を期待する。 

後に、全ての参加者が日本、NTT、南カリマンタン、ジャカルタと周辺地域の家族の

元まで無事に帰国・帰宅されることを祈り、ワークショップを閉会する。 
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4－3. 国際ワークショップ「鉱山跡地の森林再生」（東京） 

 

１） 基調講演 「問題土壌における森林減少―硫酸塩土壌に起因する荒廃地の修復」 

 (公財)国際緑化推進センター 理事長 佐々木 惠彦 

２） 「インドネシアの石炭鉱山開発と森林再生活動」 

 インドネシア環境・林業省 森林再生土地保全課長 スシロ・インドラルト氏 

３） 「東カリマンタン州における石炭露天掘跡地での森林再生と樹種選定」 

 インドネシアムラワルマン大学 スカルティ・ニンシー氏 

４） 「インドネシアの石炭採掘跡地における森林再生ガイドラインの策定： 

南カリマンタン州の実証調査」 

 国際緑化推進センター 主任研究員 仲摩栄一郎 

５） 「南カリマンタン州における石炭鉱山開発と森林再生の事例」 

 コマツマーケティング＆サポートインドネシア取締役 坂井睦哉 講師 

 

議事詳細については、国際緑化推進センターのホームページを参照。 
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第5章 森林回復技術指針 

5－1. 石炭採掘跡地における森林回復技術指針（別冊） 

石炭採掘後の埋戻し地や廃石地では、下層の基岩が採掘残渣として表層に出ることで、

問題土壌が形成され、森林の回復は困難となる。高容積重や低孔隙率等の物理性不良の問

題、貧栄養や貧有機物等の問題に加えて、裸地化による土壌流亡・土壌浸食の問題がある。

また、潜在酸性物質である黄鉄鉱（パイライト）を含む場合は、それが酸化され酸性硫酸

塩土壌を形成するとともに、強酸性条件下における重金属溶出等の問題があり、森林の回

復は更に困難なものとなる。 

そこで、石炭採掘跡地における森林回復のために基本的に必要な技術として以下の要件

が上げられる。まず、①石炭採掘跡地の土壌環境（埋め戻し材料や廃石土）の特徴を把握

し、②潜在酸性の判定をすることである（第３章－１、２）。その上で、③土壌流亡・土

壌浸食を防止するための整地・地拵え（第４章－１）および④土壌改善（物理性や養分等）

（第４章－２）、⑤地表面を速やかに被覆するカバークロップの選択（第５章－１）が必

要とされる。そして、⑥速やかな一次緑化を目的とした植林樹種の選択（第５章－２）、

そして、⑥目標とする森林へ誘導するための二次緑化用の植林樹種の選択（第５章－３）

が必要である。 後に、⑦植林木の保育（補植、追肥、下刈り、除伐）・保護（山火事防

止対策）が非常に重要である。 

 

（第３章－１） 

（第３章－２） 

（第４章－１） 

（第４章－２） 

（第５章－１） 

（第５章－２） 

（第５章－３） 

（第６章） 

図 5－1．石炭採掘跡地における森林回復の技術的要件および実施手順 

ステップ⑧：植林木の保育・保護

ステップ⑦：目標とする森林へ誘導するための二次緑化用の植林樹種の選択 

ステップ⑥：速やかな一次緑化を目的とした植林樹種の選択

ステップ⑤：地表面を速やかに被覆するカバークロップの選択

ステップ④：土壌改善（物理性や養分等）

ステップ③：埋め戻し、整地・地拵え、沈殿池の設置

ステップ②：石炭採掘跡地土壌ならびに埋め戻し材料の判定

ステップ①：石炭採掘跡地の土壌環境の特徴把握
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図 5-2．石炭採掘跡地における森林回復のための実施手順（デシジョンツリー） 

埋め戻し前／廃棄前の

採掘残渣（廃石土）

潜在酸性物質（ＰＡＦ）を

多量に含む

ＰＡＦを下層（＞10ｍ）

へ埋設隔離

潜在酸性物質（ＰＡＦ）を

含まない（ＮＡＦ）

未風化土壌

（中性～アルカリ）

表層に露出

＋侵食対策

＋リッピング

土壌物理性、土壌pH

および土壌養分に

応じた樹種選定

埋め戻し材料

として使用

風化土壌

（4 < pH < 6）

表層の客土として使用

＋侵食対策

＋リッピング

土壌物理性、土壌pH

および土壌養分に

応じた樹種選定

潜在酸性度の評価 
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5－2. 半乾燥気候・石灰岩地帯における森林回復技術指針（別冊） 

 

半乾燥気候・石灰岩地帯における森林回復の森林回復の阻害要因は乾期における降水量

の絶対的不足であるが、同じ半乾燥気候下にあっても、分布する土壌は母材、地形、過去

の利用履歴などによって極めて多様であり、有効土層厚、粒経組成、粘土鉱物組成、化学

性など、土壌特性に問題を抱える場合には、森林の回復は更に困難なものとなる。 

そこで、半乾燥気候・石灰岩地帯における森林回復のために基本的に必要な技術は、ま

ず、①対象地の土壌環境の特徴を把握することである（第３章）。その上で、②植林樹種

の選択および育苗方法の改善（第４章－１）が必要である。そして、③植林後の乾燥に対

する土壌物理性の改善および地拵えなどの対策（第４章－２）が必要である。特に注意す

る点としては、④植林時期の選択および給水（第４章―３）があげられる。 後に、⑤植

林後の保育・保護（動物被害防止対策、山火事防止対策）が非常に重要である。 

 

（第３章） 

 

（第４章－１） 

 

 

                          （第４章－２） 

（第４章－３） 

 

（第５章） 

 

図 5-3．半乾燥気候・石灰岩地帯における森林回復の技術的要件および実施手順 

 

ステップ⑤：植林後の保護（動物被害防止対策、山火事防止対策）

ステップ④：植栽時期の選択および植栽後の給水

ステップ③：植林後の乾燥に対する土壌物理性の改善および地拵えなどの対策 

ステップ②：植林樹種の選択および育苗方法の改善

ステップ①：森林回復対象地の土壌環境の特徴把握
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図 5-4．半乾燥気候・石灰岩地帯における森林回復のための実施手順（デシジョンツリー） 

半乾燥・石灰岩地帯

森林回復対象地

膨潤性粘土

からなる

排水地形

（尾根・上部斜面）

植え穴の

物理性改善方策

乾燥・湿潤に強い

樹種を選択

集水地形

（谷・下部斜面）

過湿耐性高い

樹種を選択

非膨潤性粘土

からなる

排水地形

有効土層（土壌容
積）が薄い

保水量を高める

方策

耐乾性極めて高い
樹種を選択

有効土層（土壌容
積）が厚い

標準的耐乾性

樹種

集水地形

有効土層が薄い

保水量を高める

方策

標準的耐乾性

樹種を選択

有効土層が厚い

多様な樹種選択

が可能
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インドネシアにおける鉱山跡地の森林回復に関する資料リスト

インドネシアにおける石炭採掘事業に関する法令（許認可手続き、採掘後の植生回復・

森林回復の技術指針および評価指針）について情報を収集分析し、下記の通り、法令一覧

を作成した。

(1)  2009 年林業大臣令「森林回復の成功に関する評価指針」(P.60/Menhut-II) 

鉱物採掘跡地での森林再生成果評価活動の事例を提供し、適切な森林再生活動がなされ

るための法令。森林再生成果基準、成果評価方法と手順、評価結果およびその報告につい

ての規則を掲載。

出典：http://www.dephut.go.id/uploads/files/P60_09.pdf 

(2)  2011 年林業大臣令「森林回復指針」(P.04/Menhut-II) 

鉱物採掘跡地での森林再生活動の事例を提供し、用途に応じた森林機能の復元を目的と

する指標と基準にもとづいた森林再生活動がなされるための法令。対象地の調査および選

定、活動（5 ヵ年・1 年）計画の作成とその評価、活動の実施、実施団体の結成、技術指

導、報告のメカニズム、罰則、閉鉱にあたっての規則を掲載。

出典： http://ngada.org/bn23-2011.html 

(3)  2012 年森林再生技術の手引き 

鉱物採掘跡地等での森林再生技術を掲載した実務用簡易手引書。森林皆伐整備から、土

地の決定、浸食と沈殿物の対処、育苗、初めての植林、栽培物の選定までの方法を掲載。 

出典：インドネシア林業省より入手

(4)  2008 年鉱物資源エネルギー大臣令 No.18「採鉱地の埋め戻しと再生について」 

採鉱地再生と閉鎖についての原則となる法令。原則、実施方法、活動計画の評価と合意、

実施と報告、再生と採鉱地閉鎖の保障、行政上の罰則、変更の確定、採鉱地閉鎖の確定に

ついての規則を掲載。

出典：http://prokum.esdm.go.id/permen/2008/Permen-esdm-18-2008.pdf 

(5)  2010 年インドネシア国政令 No.78「採掘跡地の森林回復について」 

採鉱跡地の森林回復についての原則となる政令。その原則、実施方法、活動計画の合意、

実施と報告、再生と採鉱跡地の保障、個人用採鉱許可取得者の再生と採鉱跡地、再生と採

鉱跡地用地の譲渡、行政上の罰則、変更の確定、採鉱地閉鎖の確定についての規則を掲載。

出典：http://prokum.esdm.go.id/pp/2010/PP%2078%202010.pdf 

131～156ページは議事抄録のため割愛します。




