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ワンフェスと 3 ヶ所セミナーについて 

2017年 2月 4日(土), 5日(日)、ワンワールド・フェスティバル（ワンフェス）に今年も参加

しました。また、今回は当初現地メンバー（Friends of the National Parks Foundationのイ

サムさん）をゲストに招いてのセミナーを企画していたので、せっかくの機会を活かそうと、

ワンフェス開催地の大阪だけでなく 5日(日)京都, 7日(火)東京でもセミナーを行いました。 

大変残念なことに、イサムさんはマラリアを発症してしまった為、今回来日することが出来ま

せんでしたが、代わりにムービーを作成し、1月に渡航したメンバーから現地報告を行って、セ

ミナーは予定通りの日時で実施されました。お陰様でセミナー参加の延べ人数は 100人と大盛

況となりました。お忙しい中ご参加下さった皆様にこの場を借りてお礼を申し上げます。 

 

ワンフェスについて 

ワンフェスは今年 24回目の開催となり、2日間の合計来場者数は 25,000人だったとのことで

す。ウータンは今年も大阪市北区民センターの 2階会場にブースを構え、熱帯林が破壊されて

いる現状や、その原因であるパームプランテーションとその影響、そこで生産されるパーム油

と私たちの暮らしの繋がり等についてお伝えしました。 

以下、井下祥子より今回のブース内容についてご報告いたします。 

足を止めてもらうにはクイズもいいかも、と今回は熱帯林クイズをやって見ました。 

Q1.熱帯林がなくなると？ 

① 温暖化が進む ② 涼しくなる ③ 同じ 

(異常気象がひどくなるかどうか、の方が適切とい

う意見も参加者から出ました) 

Q2.熱帯林の生物は、日本とくらべて 

① 少ない ② 同じ ③ 多い ④ すごく多い 

という ウータン読者には初歩的な問題から 

Q3.熱帯林でガンの薬が採れる ウソ？ホント？ 

というちょっとディープな質問に。 

「熱帯林は、気候を穏やかにして異常気象を防ぎ、

薬の原料などの貴重な資源を与えてくれる」と、

日本の私たちにとってのメリットを認識してもら

う設問です。その上で、熱帯林がパームプランテ

ーション開発で失われ、オランウータンなども絶

滅の恐れがあることを写真パネルで伝えます。 

最後の質問。「そうやってつくられた油を使って

いるのはどれ？」 



ラーメン、アイスクリーム、ポテチ、チョコなどのパッケージから選んでもらいます。 

おとなも子どもも、真剣に考えて「ラーメン？」「ポテチ！」「全部」 

色んなやりとりをしながら、熱帯林、アブラヤシと私たちの暮らしとのつながりを感じてもら

えていたらうれしいです。最後に、「パーム油を使っていない、純国産のポテトチップスがこれ

です」とコメ油のポテトチップスを見せると 買っていかれる方もかなりありました。 

 

新たな試み！ドキュメンタリームービー『森をふたたび』 

石崎雄一郎による企画として以前から準備を進めていたものでしたが、この度イサムさんが来

日できないというハプニンングを受けて、現地の声を届ける為にインタビュー映像が豊富なシ

ョート版を急ピッチで作成しました。 

作成していただいたのは、ドキュメンタリー映像

作家の中井信介さん。中井さんは 2015年のエコツア

ーにもご参加いただき、2016年8月末～11月初旬 現

地にて映像を撮り溜めしていただきました。インタ

ビュー翻訳は坂井美穂さんや近藤美沙子、ナレーシ

ョン原稿は主に石崎が作成し、私(武田)が読み上げ

を担当しました。 

大慌てで作成した 17～18分のムービーでしたが、期待以上のご好評を会場の皆さんから頂く

ことができました。アンケートや直接頂いたお言葉を一部ご紹介します。「現地の様子がよく分

かった」「過去違法伐採に関わっていった彼らが、今は森林再生に尽力しているという事に感動

した。」「彼らのリーダーであるバスキさんが、学歴は関係ないと語っていたお話が良かった。」 

今、現地で起こっていることは何なのか？失われた森を再生させるために植林を続ける彼らの

姿。大変な植林作業の経験に基づく「木をきるな！」という言葉の重み。映像の力を改めて認

識し、事務局ではこのようなムービーとワークショップ手引き等をセットにした教材作りに今

後取り組みたいね、という意見が出ています。 

このムービーをご覧いただける機会をまた設けたいと企画中ですので、まだご覧になっていな

い方は是非お越し下さいませ。 

 

セミナー内容 

ムービーの後は、西岡良夫と私から 1月の渡航報告

として現地の様子をお伝えし、石崎（東京は JATAN

の中司喬之さん）からパーム油と私たちの暮らしと

の繋がり、賢い消費者を目指して実際に出来ること

をご紹介した上で、3～6人に分かれてディスカッシ

ョンを行いました。 

西岡は、3ヶ所で微妙に発表内容が異なりますが、

中井信介さん 



多くの写真を皆さんに見ていただきながら、2015年の大規模森林火災と実際に参加した消火活

動の様子、インドネシア政府の対応等にも触れた上で、1月に見られた植生回復(火災後)の様子

を発表しました。 

私は、パームプランテーションに関する基礎的な内容と、プランテーションが無秩序に拡大す

ることによる様々な悪影響、とりわけ泥炭地開発と火災の関係、この無秩序な拡大の背景とし

て私達の「いつも、安く、たくさん欲しい」というニーズがある事について発表しました。 

中司さんや石崎からは、パーム油が身近なあらゆ

る製品に使われていること、その 80％が食品である

こと、持続可能なパーム油のための円卓会議(RSPO)

や、新たな取り組みとして『プランテーション・ウ

ォッチ』の紹介がありました。 

http://plantation-watch.org/ 

 

ディスカッション 

大阪では、「現地でこんなに大変なことが起こって

いると初めて知った。」という感想や、「ウータンや

現地 NGOが植林している土地はどのような方法で取

得された土地なのか？」「どんな樹種を植えている

のか？」という具体的な質問等がありました。 

京都では、「一番良い方法は油の使用量を減らすこ

とではないか？その為にはライフスタイルを変え

る必要がある。」「パーム油が多く消費されているフ

ァーストフード店は若者にとってたまり場の要素

が強いのかもしれない。だとすると、それに代わる

別の場づくりが必要。」「商品を買う時に原材料を見

ることは今すぐできること。しかしそもそも表示やマークがついていなければ選ぶことができ

ない。より良い表示を消費者側から求めていく必要がある。」といった意見が出されました。 

東京では、ウータンとも付き合いの長い NGOの方々が多く足を運んで下さいました。また、企

業に勤められている一般の方から地方で市議をな

さっている方、教師の方など幅広くお越しいただけ

ました。「今だけ金だけ自分だけという風潮をどう

打破するか？」「消費者の認識が低いことが根本原

因。」「パーム油の認識を草の根的に広げることが大

事。」「中間業者によるマージンが多すぎると感じて

いる。フェアトレードのような考えが重要。」等活

発な議論が繰り広げられました。 セミナー後、東京の NGO’s と セミナー後、東京の NGOsと 



インドネシアの森林火災―泥炭地とアブラヤシ― 

           神前 進一 

 

赤道直下のインドネシアにはオランウータンやテングザルなどの多様な野生生物が住む広大な熱帯林が

ひろがり，そこは森と共に暮らしてきた人々の生活の舞台でもあった。その森林では商業伐採（かつては大

半が違法伐採）が進み，アブラヤシやアカシアのプランテーショ

ンへと大規模に転換され破壊が進んでいる。2015 年９～10 月

にスマトラ島とボルネオ（カリマンタン）島を中心に今世紀に入っ

て最大規模の森林火災が発生し，四国の面積の 1.4倍の約 260

万 ha の森林が焼失した。熱帯雨林では自然状態でこのような大

規模火災が発生することは考えにくいが，今回の火災の多くは

泥炭地がパーム油の原料となるアブラヤシ農園や紙パルプ原料

のアカシア植林地に転換された周辺で発生している。泥炭地と

は森の木々からの有機質が未分解のまま水分を多量に含んだ

地中に堆積したもので，深さは 20m にも及ぶことがある。泥炭湿

地はインドネシアのスマトラ島東部やカリマンタン島南部に広く

分布するが，農業利用されるようになった歴史は新しく，1980 年代後半から排水路を掘って乾燥化したの

ち，アブラヤシやアカシアの大規模プランテーションに転換されてきた。 

泥炭地は排水されて乾燥化すると，地下の堆積物が自然に分解して多量の CO2 を発生するとともに，

森林火災が多発して大量のCO2を放出することになる。国際エネルギー機関は化石燃料燃焼によるインド

ネシアの CO2排出量を年間 4.36億トン（2014年）で世界 13位としているが，インドネシア政府は 2011年

に中国，米国に次ぐ世界 3位の CO2排出国であるとの報告書を発表した。それによると 2005年の排出量

は 21 億トンで，78％は「土地利用・土地利用転換・森林」からの排出，つまり森林伐採・火災からの排出量

（8.4 億トン，41％）と泥炭地の破壊・分解による排出量（7.7 億トン，37％）で，泥炭地に由来する排出量は

世界の 58％を占めるとされる。この結果をもとに当時のユドヨノ政権は原生林と泥炭地の新規開発を凍結

する政策を打ち出した。2015年の森林火災によるCO2排出量は 9月と 10月で 16億トン余りと推定

され，同期間の米国と欧州全体を合わせた排出量を上回った。 

泥炭地での火災は地下の泥炭層を伝ってくすぶりながら燃え広がるため，一度火が付くと鎮火が難しく，

また大量の煙と有害物質を発生する。これが煙害（ヘイズ）と呼ばれ，2015 年の煙害は「21 世紀最大の環

境犯罪」（２015年 11月 5日付の米科学誌 Nature） と言われる。この煙害は国境を越えてマレーシアやシ

ンガポールにも達し，シンガポールでは 2 日間にわたり全ての小中学校が休校となり，インドネシア国営ガ

ルーダ航空だけで 400 便以上が欠航するなど，市民生活や経済活動にも大きな影響を及ぼした。この火

災による健康被害も深刻で，インドネシアだけで 6900万人が有害な煙を吸い，50万人以上が呼吸器系疾

患を患ったとされ，米ハーバード大学等の研究では東南アジア 3か国で 1万 300人が早死にしたと推定し

ている。また野生生物への影響も深刻で，世界でカリマンタンとスマトラにしか生息しないオランウータンの

中カリマンタン州

州 

ボルネオ（カリマンタン）島 



約 3 分の１が火災の危機にさらされ，カリマンタン各地で火災のために焼け死んだオランウータンが報告さ

れている。 

2015年の大規模森林火災は，強いエルニーニョ現象のために 3か月以上ほとんど雨が降らなかったこと

がその背景にあるが，Nature 誌が「今世紀最大の環境犯罪」と呼んだように人為的に引き起こされた犯罪

なのである。インドネシアはマレーシアを抜いて世界最大のパーム油生産国となったが，アブラヤシの栽培

地はスマトラ島とカリマンタン島の泥炭地に集中している。アブラヤシ農園企業にとっては，森林火災で焼

失後の土地は，整地の手間が省け肥沃度も増すため，新しくアブラヤシを植える場所として最適で，その

ため現地の住民に金を払って栽植予定地の森に火を付けさせているとの報告も多く，一方で農民を組織し

て火を付けさせ燃やした土地を高い値段で売るローカルエリート層の存在も指摘されている。 

こうした事態に対し，2015 年の森林火災を機にインドネシアのジョコウィ大統領は泥炭地開発の全面禁

止とアブラヤシ新規開発の5年間凍結を発表するとともに，大統領直属の泥炭復興庁（BRG）を設立し排水

路を堰き止めて泥炭地の水位を上げて泥炭地を回復するなどの政策を打ち出している。また火災を起こし

たプランテーション企業に膨大な額の賠償を求め，乾燥化した泥炭地の回復を命じ，森林火災を繰り返さ

ないように監視と取り締まりの強化も進めている。これらの政策の成果とエルニーニョ現象の終息により，

2016年の森林火災発生件数は前年の5分の１程度で推移したが，2017年は

乾燥した気象条件が予測され，2015年の大火の再来が懸念されている。 

一方，欧米でのパーム油に関する消費者意識の高まりを受け，アブラヤシ

プランテーション企業や食品や油脂・洗剤等のパーム油巨大企業は，RSPO

（持続可能なパーム油のための円卓会議）に参加して認証を得たパーム油の

生産・調達・販売を進めてきた。さらに近年はより厳しい NDPE（森林破壊ゼロ，

泥炭地破壊ゼロ，労働者の搾取をしない）基準を宣言する巨大企業も増加し

ている。 

インドネシアの森林火災やアブラヤシ農園開発に伴う問題は，遠い国の話 

ではなく，私たちも知らないまま加害者になっているかもしれないのである。日本で私たちはさまざまな製品

に含まれるパーム油を年間 5kg 以上消費しているが，まだまだパーム油についての情報が不足し，どの製

品にパーム油が使われているかもほとんど知ることができない状況にある。  

「ウータン・森と生活を考える会」が 10年近く支援してきたインドネシア・中カリマンタン州タンジュンプティ

ン国立公園とそれに隣接するハラパン村でも，泥炭

地を破壊してアブラヤシのプランテーション開発が

進み，オランウータンなどの野生生物も生息地が失

われて危機に瀕している。こうしたなかで地元 NGO

の FNPF（Friends of the National Parks Foundation） 

や村人の手により，2015 年の森林火災で焼失した

森林を回復するための原生種の植林が進められ，

森林火災の消火体制の確立も図られつつある。 

RSPO の持続可能な

パーム油認証ラベル 

最近は日本でも植物油脂と一括した表示からパー

ム油，ナタネ油などを特定した表示が増えてきた 

きた 



パーム油学習会第 6弾報告「アブラヤシ栽培における小農の役割と課題」 

 12 月 10 日（土）に大阪梅田の聖パウロ教会で行われた今回の学習会では、近年増加が著

しく無視できない存在となってきた小農によるアブラヤシ生産の状況について、大阪大学で

教官をされていた神前進一さんと、元小学校教諭で「ウータン・森と生活を考える会」の古

くからのメンバーである笠原英俊さんにお話をしていただきました。 最初に神前さんから、

「小農（smallholder）」の定義など基本的なことと小農の増加の背景などを説明していただ

きました。「小農」とはどんな人たちをさすのか、さまざまな説明があるのですが、おおむね、

小農とされる人たちに関する統計では、一農家あたりの栽培面積はほぼ 2ヘクタールほどな

ので、だいたい 2ヘクタールほどのアブラヤシ農

園を所有している人というぐらいでイメージすれ

ばいいのではないかとのお話でした。 

 そして、この小農のアブラヤシ生産面積の割合

は、インドネシアで 2010年には 4割まで増加し、

マレーシアでもアブラヤシ栽培面積の 40％を占

めており、増加傾向にあります。インドネシアで

はスマトラ島で多く（小農の栽培面積 300万ヘク

タールの 80％がスマトラで、カリマンタンは

15％）、とくにスマトラ島のリアウ州では 2005年

以降の増加が目立っています。 

 ただし、アブラヤシの果実は 24～48時間以内 

インドネシアの部門別アブラヤシ収穫面積の推移      に工場で蒸して圧搾してパーム油を抽出する必要 

（黒い部分が小農）         があり、この工場の稼働には最低でも３０００ヘ

クタールの栽培面積が必要となるので、小農であっても、近くに大規模なプランテーション

の工場がなければ、アブラヤシの栽培で利益をあげることはできません。小農のアブラヤシ

栽培も、大規模プランテーションに依存した存在で、アブラヤシの収穫後すぐにプランテー

ションの工場に運ばなければなりません。 

 最近ではウータン・森と生活を考える

会がかかわっているハラパン村の周辺で

も、急速に小農のアブラヤシの植栽が進

んでいます。また、ハラパン村に隣接す

るブダウンやクマイスブランのジャワ島

からの入植者の村では、小農によるアブ

ラヤシ生産がうまくいき、ハラパン村と 

比べても急速に豊かになり、その差は歴

然としています。 

 火災後にジュルンブンの私有地に植えられたアブラヤシ（2016 年 9 月）      



ハラパン村の周辺のジュルンブ                      ただし、小農といっても大きく二つに分

けられます。アブラヤシを搾油工場に持ち

込むこと以外は、自分で独立してやる小農

と、プランテーション企業と結びつきをも

ったプラスマとよばれる小農がいます。 

 もともと、アブラヤシ生産については、

貧困解消のための小農育成という国の政

策があり、また、マレーシアのサラワク 州

では先住民が権利を持っている土地を政 

クマイスブラン道路沿いの小農アブラヤシ栽培 （2016 年 8 月）     府機関に預けて、プランテーション企業と

合弁して、利益を配分してもらうというタイプもあります。 

自分でアブラヤシを生産するのではなく、企業などに土地を提供して、地代だけを受け取

る人々、自分もアブラヤシ生産には携わるが、自分の土地ではなく、企業が管理している農

園で働き、地代と給料を受け取る人々、自分の土地で働くが、企業などの強い統制を受けて

いる人々、近くにプランテーションと搾油工場ができたので、自分でアブラヤシの生産をは

じめた人などさまざまなタイプがあります。 

 マレーシアでの小農のアブラヤシ栽培では FELDA（Federal Land Development 

Authority）の存在が大きく、また、最近 FELDA 自身も大きく変わってきています。かつ

て、連邦土地開発庁として発足した FELDA は、2003年には FELDA  Holding社として公

開会社化し、世界最大のパーム油生産会社となりました。現在では農園部門から精製・流通・

油脂化学工業など国内外で川下部分まで垂直統合した巨大企業体となっています。1960年に

アブラヤシ栽培などの入植者を募集し、入植者をきびしくコントロールして、1990年までに

119,300世帯の入植を完了しましたが、1991年からは募集を停止しました。小農を育成する

ということでは、成功したのですが、労働力は入植者だけでは足りず、インドネシア人の労

働者を雇っており、その数は入植者数をこえています。 

 笠原さんは、同志社大学などで行われているアブラヤシ研究会に何度も参加され、プラン

テーションでは「弱くていじめられている農民」というイメージだった小農の状況が大きく

変わっているのでないかと気づき、いろいろと調べられて、今回はアブラヤシ研究会のメン

バーの報告などをもとにして、お話をしていただきました。国営のアブラヤシ農園企業など

いくつかの農園の状況を報告していただきましたが、そこでは、従来の先住民などの農民は

土地を手放して、アブラヤシで利益が上がることに気がついた農園の職員や教師・公務員・

政治家など他の職業の人々、他の地域から来た人々が土地を買い入れて、人を雇うなどして

アブラヤシ生産に参加し、かなりの収益をあげている状況にあること（インドネシアの大学

のベテランの先生の給料より多い）。ただし、以前はアブラヤシはあまりもうかるものではな

かったのが、アジア通貨危機でインドネシアの通貨が下落したことにより、パーム油の値段

が急騰したことで、利益が上がることようになり、アブラヤシの生産が急拡大し、小農がア

ブラヤシ生産に参加するようになったことなどが 4ヵ所の地域についてお話ししてください



ました。 

 そして、神前さんが他の作物に比べて圧倒的に高収入が期待できるため小農のアブラヤシ

栽培はどんどんふえているが、企業のプランテーション農園に比べ単収が半分～6 割程度と

低いこと、アブラヤシの植え替えの時に 3年ほど収入が途絶えてしまうので、それを乗り越

えるのが難しいこと、アブラヤシ農園企業に土地を提供したものの、配当金がなかなか支払

われずトラブルになっている事例もあること、大企業よりも小農の方が手軽に開発できてし

まうために森林の破壊などをすすめてしまう、などの問題点を指摘されました。 

 質問や意見も活発に出され、インドネシアの経済を考えるときには「華僑」（中国系の人々）

のことも考えなければならないのではないかとの意見も出されました。   （米澤興治） 

 

パーム油に発がん性？ 

神前進一 

世界で最も多く消費されている食用油のパーム油は，生産過程で森林や泥炭地の破壊，温室効

果ガスの排出，労働者の搾取や人権侵害などを引き起こすとして批判が高まりつつある。これに加え

ヨーロッパではパーム油の安全性を懸念した動きが生じている。 

2016 年 5 月にヨーロッパ食品安全機関（EFSA）がパーム油の発がん性を公表したことに端を発す

る。パーム油は精製過程の最終段階でオレンジ色と独特の臭いを取り除くために 240～260℃で処理

されるが，これによりグリシドール脂肪酸エステル（GE）という物質が生成され，これが発がん性を持

つと結論付けられた。パーム油に含まれる GE は他の植物油に比べて段違いに多く，次に多く含まれ

るコーン油の 7.5倍に達する。粉ミルクだけで育つ乳児は健康に影響を及ぼさないとされる量の 10倍

の GE を摂取するため最も危険性が高く，乳幼児と子どもは平均的な量の摂取も避けるべきで，成人

では多量の摂取は健康上の懸念を生じさせると，摂取の制限が奨励された。 

これをうけて欧米の朝食に欠かせない Nutella というチョコレート風味のスプレッドなどを製造するイ

タリアの菓子メーカーFerrero社は，自社製品中のパーム油はGEを生じさせない 200℃以下で処理し

ているため安全とのキャンペーンを 9 月以来テレビコマーシャルや新聞紙上で大々的に展開してい

る。イタリアでは EFSA の決定をうけて小売り最大手の Coopが「予防措置」として全ての自社ブランド

製品からパーム油をボイコットし，最大の食品会社 Barilla 社もパーム油使用を中止し，「パーム油を

含まず」と包装に表示している。 

パーム油中の GE の存在は 2009 年にドイツの連邦リスク評価機関が初めて明らかにし，日本でも

花王が食用油エコナの特保指定を取り下げるなどの動きがあった。しかし日本も米国もトランス脂肪

酸の摂取を制限し，パーム油が代替油として消費が伸びている。パーム油には GE だけでなく，酸化

防止剤の添加物 BHA，BHT の発がん性も危惧されている。健康には油を控える食生活への転換が

必要と言えるだろう。 

参考資料：Nutella maker fights back on palm oil after cancer risk study. Reuter 2017.1.11 

Nutella manufacturer: Palm oil in product is ‘safe’, despite cancer concern. Mongabay 2017.1.15 

 



World Forest News 世界の森林ニュース 

 

ブラジルアマゾンの森林破壊が前年より 29％増加 

アマゾンの熱帯雨林の約3分の 2を占めるブラジルアマゾン

の森林破壊は，NASA衛星画像の分析によると過去8年間で

最大となり，前年より 29％増の 7989㎢で 2012年に比べると

75％増加した。最大の原因はCargill等のアグリビジネスによ

る大豆生産の拡大。 [Mongabay 11月30日ほか] 

世界の森林関連の汚職は年間290億ドルと Interpol 

INTERPOL（国際刑事警察機構）の報告書で世界の森林部門

でのさまざまな形での汚職による損失は年間 290 億ドルにの

ぼり，森林保護のための国境を超えた協調した法律の施行が

重要であると指摘している。 [Mongabay 12月8日] 

インドネシアで泥炭地の開発全面禁止法が発効 

ジョコウィ大統領による泥炭地開発全面モラトリアムが成文化

され発効した。この禁止措置は泥炭地の新規開発だけでなく

既存のコンセッション内の開発禁止も含むが，政府が全国の

泥炭地の地図化とゾーニングを完了するまでの期限付きであ

るなど，効果を疑問視する声も多い。 

[Jakarta Post 12月9日ほか] 

北九州市の石鹸メーカーが効果的な森林消火剤開発 

北九州市のシャボン玉石けんは北九州大学と共同で東南ア

ジアの泥炭地火災の消火に効果的な石鹸から作る泡沫消火

剤の開発に成功。少量の水で十分な効果が得られることを中

カリマンタン州等で確認。 [日本経済新聞 12月22日] 

世界の違法伐採は減少の兆しが見られないと報告書 

40 人以上の科学者らによる包括的な違法伐採の報告書は，

世界で取引される熱帯木材の 3分の 1が違法伐採によるもの

で，規制の抜け穴と組織的犯罪ネットワークが原因で，年間

1520億ドルに達し，世界のODA総額を上回るとしている。 

 [Mongabay 12月30日] 

インドネシアで先住民の村に初の土地権付与 

ジョコウィ大統領は公約に従い 9 つの先住民コミュニティに初

めて慣習林の管理権を与えた。2013 年に憲法裁判所が先住

民の慣習林を国の支配から切り離す歴史的判決を出し，これ

を実現する最初の政策だが，全国820万 haの先住民慣習林

に対し 13100haにすぎない。[Mongabay 1月4日ほか] 

タイのローズウッド密伐採と密輸は衰えを知らず 

2013 年にワシントン条約付属書Ⅱに指定されたタイローズウ

ッド（紫檀）はラオス，ベトナム，カンボジアで枯渇し，タイの国

立公園等の保護林に残る紫檀は，密伐採されカンボジアに密

輸された後，偽造された輸出許可証で中国へ活発に輸出さ

れているとEIA報告書。  [Mongabay 1月5日] 

 

2016年12月～2017年2月   by S.Kohsaki 

 

森林変化のフリーオンライン分析ツール公開 

Global Forest Watch は特定の地域，時間内での森林変化を

GIS（地理情報システム）についての経験がなくとも衛星画像

から分析できる無料のオンラインソフトを公開。 

[Mongabay 1月6日] 

コンゴ盆地に世界最大の熱帯泥炭地の存在が判明 

コンゴ盆地中央部の広大な泥炭地は 2012 年まで知られてい

なかったが，Nature 誌に発表された英リーズ大学の調査によ

り，14.5 万㎢と世界最大規模で，全世界の熱帯泥炭地の炭素

の 30％に当たる 300 億トンを蓄えていることが判明。  

[Environment News Service 1月17日] 

スマトラ島の 2県で森林火災の非常事態宣言 

スマトラ島リアウ州の 2県で早くも森林火災の非常事態宣言が

発せられた。2017 年は乾燥した気象条件が予測され，6 月か

ら 10月にかけて 2015年の大火災の再来が懸念されている。 

[Jakarta Post 1月21日] 

雨季でも違法伐採を監視できる衛星「だいち 2号」 

日本の地球観測衛星「だいち 2 号」はアンテナから発射した

電波が地上から反射された複数の電波を合成して森林の有

無を天候に左右されずに解析できる。この高性能レーダーを

使った「熱帯林早期警戒システム」を JICA と JAXAは昨年 11

月にウェブ上に公開した。 [朝日 1月22日] 

チリ中・南部の森林火災で 50万ｈａが焼失 

チリ中部から南部で，1月下旬から50万ha以上の森林を焼き

尽くす同国史上最悪の火災が猛威を振るった。10 年近く続く

干ばつ，歴史的な高温と強風により火災が拡大し，少なくとも

11人が火災の犠牲になり，43人を放火の疑いで逮捕。 

 [Environment News Service 2月6日ほか] 

インドネシアが泥炭地の水位監視システムを義務化 

泥炭復興庁（BRG）はアブラヤシ等の土地開発権を持つ企業

に対し，泥炭地が湿潤状態を保つよう，地下水位をモニター

して記録するwater loggerシステムの設置を義務付ける規制を

まもなく実施。 [Channel News Asia 2月7日ほか] 

FSCがオーストリアの企業を違法伐採で資格停止に 

FSC は 1 年以上にわたる調査の末，オーストリアの木材企業

Schweighofer社をルーマニアの国立公園を含む地域からの違

法木材を調達し続けてきたとして，資格停止処分に。ルーマ

ニアには欧州最後の低地原生林がある。 

[Mongabay 2月23日] 

熱帯林破壊のホットスポットの新たな分析結果 

Global Forest Watchによりアマゾン，コンゴ，インドネシアでの

14 年間の森林破壊のホットスポットの変化がビッグデータ分

析で明らかにされた。[World Resources Institute 2月26日] 



ウータン会員のページ（第３回） 

ウータン・森と生活を考える会の会員には、いろいろなことで活躍されているかたがたくさんおられま

す。そのような会員のみなさんに、自己紹介・近況・入会の動機・期待・提案などを自由に書いていた

だくことにより、会員相互の交流を深め、今後の会の運営にも生かしていきたいと思います。書いてみ

たいというかたは、ウータン・森と生活を考える会にメールなどでご連絡下さい。（米澤） 

近況報告／浅田 聡 

 こんにちは、みなさん。ウータンのミー

テイングに参加しなくなってから随分と

久しくなりますが、いつも楽しく会報誌を

読ませていただいています。転職を機に関

西から関東へと転勤になり、現在は自然豊

かな栃木県の那須高原で暮らしています。

那須は自然豊かな地域で、様々な生態系が

存在する、いわば日本の中のボルネオと言

っても過言ではない素晴らしい場所です。

会報誌を読んでボルネオのタンジュン・プ

ティンの状況については大変危惧していますが、ウータンの活動として、個人的にはクラ

ウドファンディングの利用による現地スタッフへの資金援助やＳＮＳ、メルマガを利用し

た会員への情報発信、それから従来から行っているエコツアーや集会等に力を入れて、こ

れからも活動を続けていっていただきたいと思っています。特に、環境問題に対して興味

を持っている潜在的な人たちの掘り起こしは、これからのウータンの活動にとって、とて

も重要な意味を持ってくると思います。現在は、なかなか関西に戻る機会がないのですが、

今後、機会があれば是非、関西や東京でのイベント等に参加をしたいと思っていますので、

ウータンのスタッフの皆さん、頑張って活動を続けてください。 

高阪@育児専念中 

  こんにちは。高阪です。今は 2 歳と 1 歳の二児の母となり、子どもたちの世話、遊び相

手、家事の日々を送っているため、とても久しぶりの投稿となります。 

 

 私は 2008年～2012年頃、積極的にウータンに参加していました。私たちの生活により、

知らず知らずのうちに、海外の平和に暮らす人々の生活を脅かしているというのが嫌で、

なんとか食い止めたいというのが私の願いです。私はもともと青年海外協力隊でボルネオ

島で活動していた経験があったので、大好きなボルネオにも直接関われるウータンの活動

を選択しました。ウータンでは、少人数ながら、地道な努力で成果をあげられてるところ、

草の根の協力をされてるところ等、学ばせていただいたところがたくさんあり、活動自体

とても楽しかったです。特に FNPFのバスキさんとの出会いは、私の人生にとってとても

貴重なものとなりました。快くバスキさんのフィールドへ行かせてくれた西岡さんをはじ

め、ウータンのベテランの方々にはとても感謝しています。 

   今は毎晩疲れて子どもたちと一緒に寝てしまい、自分の時間がほとんどとれない日々の

ため（3年間一度も飲み会に行ってません）、ウータンの活動に以前のように参加できない

状況ですが、ウータンの活動を心より応援しています。 

 



イノさんのきまぐれ読書あんない    井下祥子 

                                 

『生物多様性どう生かすか』保全・利用・分配を考える 

          山村則夫編 昭和堂 2011年 

長年熱帯林の生物を研究してきた湯本貴和氏による「生物多様性は生かされ

てきたか 持続的利用と破綻の歴史」他、「科学と政治のあいだ」「食卓から

考える」「遺伝資源利用による利益の衡平で公正な配分」など。  

たとえば、４千種あったコメのうち、現在売られている品種は、たった 10

数種。それも「美味しい」コシヒカリの系統ばかり。将来環境が激変したとき

はどうなるか…？ 

原生林保護、といった観点だけでなく、私たちが日々選んでいる「くらし」のあり方も

問われる。  

 

会計より        ありがとうございました！   井下祥子                  

会費・寄付をいただいた方（ 2016.9.2１～2017.2.23） （敬称略） 

浅田聡 池田光司 鵜川まき 上杉朋子 江崎邦彦 太田敏一 岡本書明 笠原英俊  

小崎有紀 近藤大介 下山久美子 澤井敏郎 住田好江 カブシキガイシャミノリ・高本長門 

田岡めぐみ 田中亜子 田村節子 地球の友金沢・三国千秋 堤春恵 寺川庄蔵 難波健 

朴勝俊 半田  平井英司 廣岡睦 深町加代子 福永一美 藤岡正雄 藤村はるえ  

古沢宏祐 本田次男 本田実 柳下恵子 湯川れい子 吉田千里 米澤興治 渡邉晋  

 

 インドネシア火災支援カンパをいただいた方 （敬称略） 

池田光司 上萩寛 柴野正芳 下山久美子 田中亜子 寺川庄蔵  

 福本敬夫 熱帯林保護団体・南研子 湯川れい子 

 ＜おたよりから＞ 

   ✩私は終活を進めながら、ウータンの活動を見守っています。若い力が増えたことは 

素晴らしいですね。国への働きかけも必要だとおもいます。（抜粋）     A.C 

✩なかなか関西には戻れませんが、がんばって活動を続けてください。    S.A 

           

 

 

 

 

 

振込用紙をもって領収に代えさせていただきます。 

領収書がご入用の方は、お手数ですが振込用紙にその由ご記入ください。（メッセージも掲載させていただ

くこともございます。掲載不可の場合はお書き添えください）  

✩ 口座間の送金を利用されますと、お名前のふりがなのみの通知になり、住所不明のため、新規の方は会報が

届かない場合があります。お手数ですが、振込用紙をご利用ください。 



オランウータンを守る 熱い男 ハルディさん大阪に来る！ 
４月１６日（日）１４：００～１６：３０（開場１３：４０） 

会場：ドーンセンター（大阪府立男女共同参画・青少年センター）和室１・２にて 

オランウータンはインドネシアのスマト

ラ島とボルネオ島の限られた場所にしか

生息していません。森林減少によるオラン

ウータン絶滅の危機が叫ばれるようにな

って久しいですが、インドネシアではアブ

ラヤシ農園の開発などにより、深刻な状況

が続いています。この問題は「見えない油

＝パーム油」を通じて実はわたしたちの生

活とも深いつながりを持っているのです。                          

このセミナーでは、インドネシアのボル         （ドーンセンターホームページより） 

ネオを中心に、最前線の現場でオランウータンの救助・保護活動を行っている C.O.P（Center for 

Orangutan Protection）からハルディさんを招き、現在オランウータンが直面する窮状についてお話して

いただき、私たちに何ができるかを考えます。 

【内容】「日本とパーム油のつながり」（石崎雄一郎：ウータン・森と生活を考える会事務局長） 

    「ボルネオの森林破壊とオランウータン」（ハルディ・バクチャントロ：Center for Orangutan Protection)、

逐次通訳付、「質疑応答、ディスカッション」 

【参加費】無料 

【お申込】yuruissy@gmail.com 石崎まで 

【主催】熱帯林行動ネットワーク（JATAN） 

【協力】ウータン・森と生活を考える会、メコン・ウォッチ、FoE Japan、地球・人間環境フォーラム（ＧＥＦ） 

レインフォレスト・アクション・ネットワーク日本代表部、サラワク・キャンペーン委員会、 

ボルネオ保全トラスト・ジャパン 

【問合せ】西岡（hutan.nishioka@docomo.ne.jp）、石崎（info@hutangroup.org 090-8145-1146）まで 

（内容はことなりますが、ハルディさんの講演会が 4月 14日（金）19時 00分から、サラヤ株式会社の本 

町西ビルでも開催されます。） 

※ウータン・森と生活を考える会へのご支援をお願いします。ご寄付の振込先は以下の通りです。 

振込先：ゆうちょ銀行 ００９３０-４-３８８０ ウータン・モリトセイカツヲカンガエルカイ 

 （会費を頂いた方も含め、すべての方に振込用紙を同封しております。ご了承ください） 

※インドネシア森林火災カンパの報告は、もう少し遅れます。申し訳ありません。 
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