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こんな温暖化防止会議があるのか たった 2 つの決議しか決まらず、「多くの主要な論議は来年か、翌々年にす
る」となった。 「責任者、出て来い」の感である。有り得ない結末だ。どう考え行動するか 。
つ目は、今年の温暖化効果ガスは 2017 年末も増え続け、大半の科学者達は昨年比で 0.29%増加の 41.1 ギ
ガト (GtCO2)と予想し、国連環境計画では 36.9GtCO2 の予想と大きなギ ッ がある。
2 つ目に、最近北 南極での氷解が著しく、グ
ドの泥炭地が 月から約 1 月燃えた。異常だ。
3 つ目は、「泥炭湿地の荒廃やそれに関連する火災や森林破壊が著しく起きれば、再生可能エ
ギ で温暖
化防止する CO2 排出量削減の数値に匹敵する量になり得る」との科学者達の緊急提案を、国連は「時間切れ 」と
検討を中止した。そんな馬鹿なである。今年末の温暖化予測量が杜撰なら、後世に響く。それには訳があった! 多
数の大企業が突然、「温暖化防止目標 2100 年の気温上昇 2 度未満は困難」と、会議が始まる 2 週間前に言い出し
た。調べると巨大企業の 90 社(石炭、石油、ガスの 83 社、7 社の鉄鋼、セ ト企業)が温暖化防止の努力をせず、
1990 2010 年で膨大な量の排出をしていた。また食糧生産 消費部門から見ると、世界の 37 カ国の豊かな国々
が消費削減の努力をしないで、見直しを疎かにしていた。私は 会議の内容を見て、2016年から「世界でGlobal
Diets!」をとイ タ
ットで宣伝していた。そして、温暖化防止会議 COP23 が成果なく終わった今、世界が何と
「今こそ森林保全を! 世界的なダイエットが必要!」と言い出した。
これから実践なのだ。私達、ウ タ の主要な
トナ である FNPF の スキ達は、実践に次ぐ実践をしてい
る。「失敗
後
振
正
」「絶対
!
意思 行動」がそこにある。「挫
力
変
動
」 科学者達は今のままでは 2100 年に 3.6-5.4 度の気温が上昇
すると言う。気温上昇 4 度になれば、ア ゾ の森は 85 消滅か、枯死するというデ タも 2008 年に示され、そ
れを今議論し始めた。それで良いのだ。私達は行動したい。そして振り返りたい。30周年を迎えた今、「温暖化 止
! 森林破壊
行動 広
等 共生出来 森作 広
。名古屋 CBD
で他の
が会ったあの ソ
ォ ド Conservation Inter 副代表 も 30 年目セ
ニ で「ア ゾ を
守るぞ!」と 12 月 8 日に力強く宣言した。私達も FNPF、COP 等の仲間達と
オを守る宣言をしたい。30 年目
になるウ タ を振り返って 。
(代表 西岡良夫)

【ウータン 動

】

10/9
油学習会第 弾
島 現地報告
10/17-11/8
渡航 植林実施 藤
10/26
総 事
泥炭地
参加 石崎 神前 米澤 笠原
10/29 天王寺動物園 生物多様性 絶滅危惧動物 学
10/30,31
演会
世界 参加 岡 石崎
10/31 大 小学校南小学校
石崎
11/6 持続可能
油会
参加 石崎
11/14 滋 大学教育学 環境 NPO NGO
師 石崎
11/15
大学 国 NGO
師 石崎
11/19 NPO 法人
第 28 回
演 石崎
11/25
地域助成
最終審査会
加納
11/28 経産省 源
庁
油発
対
申 入
11/30 消
持続可能 社会
市民
会
参加 石崎
12/1 第 58 回
研究会参加 藤 石崎
12/2
油学習会第 弾 熱帯泥炭 地球 心臓 肺
大崎満先生
12/6 立命 大学 現代環境
師 石崎
12/15
SDGs
立総会参加 加納

登壇 石崎

People (46)
=

=

、30 年を に今後

帯 を守る
しくお願いし す 継続 力な

の仲 たち
情報交換が成功

た す (

)

州首相
が ITTO(国 熱帯木材機関)に登場し
す か 、
熱帯林 守 と皆
が集 って抗議 最後 壇上前で「人権抑圧 森林破壊す
州か 木材買うな 」と各国に宣伝した。
の 帯 保
動 (右からウータン Missy、RAN Japan 任 川上、 GEF
、ウータン
崎事務局 ,JATAN 代 原 、JATAN 中司、Sarawak Campaign 委員会 任 トム、FoE Japan 事
務局 三 …あれ… 人多い? Indonesia 政府メンバーM や!(
を )
by 写
Badman
Nishioka (Conservation Inter も 12 8 に 30 周年、副代 Harrison Ford は 対にアマゾンを守
らねば と
。)

30 年
言 間
来 熱帯林保護運動 日本 先鞭
FoE Japan(当 時 地球
友 日本 称号
米国関連 情報 1985年
発信 1987年
州
森林伐採 抗 先住民
約 100 箇所 木材道路封鎖
弾圧
1987 年末
兄貴分 JATAN 熱帯林行動
田氏
設立
前年
先住民支援 1988 年 2 月 設立
1990 年 JATAN
委員会 発足 1992-1997 年全国 熱帯林使用削減運動 牽引
登場
熱帯森林保護団体
諸島 森 守 会 地球 友金沢
JATAN 名古屋 JATAN 静岡等 現在 活動
GEF
2003 年
合法材使用 違法材停
止 取組
連帯
残念
GreenPeace Japan は 2007 年に
担当がなくなり、
担当 連帯
WWF 何故 全国 熱帯林保護活動 連帯
緩
情報交
換 状況
各団体 初期 活動
変
近年 熱帯林 皆伐 一因
問
中心課
30 年 機会 再度全国熱帯林保護団体活動家会議 開 各団体 今後 取組 交流

青年団との植樹、始動までのワタワタと成長

missy

タンジュン・ハラパン村の青年団がやっと動き出した。
今年の6月頃、FNPFを退職してから村での

活動に注力することにしたアドゥ1が仕掛け人
となり、”有名無実”状態を脱却して体制を新た
にした青年団。これまでFNPFを窓口に植林な
どの活動をしてきたウータンでは、FNPFが
影響を与えてきた村の人たちのさらなる活動
の発展を見守り・支えるために、青年団との

協働に踏み切った。スタートとして取り組ん
だのは、9月のエコツアー実施 2と村内での
植樹＆苗床づくりだ。

◆メンバーたちのあれこれ

団長に指名されたイラは、初めこそ自信なさげにモジモジすることが多かったものの、「勉強し
たい」という意欲が人一倍強く、みんなの取りまとめや様々な外部者とのやり取りを積み重ねるう
ちに顔つきが変わってきた。メンバー内最年長で副団長のフルカンさんは、寡黙で働き者。人前に
出るタイプではないものの、エコツアー最終日に開かれたお祭りでは司会を務め、その姿を見た
息子のフェブリ 3が「親父が人前で喋ってるのを見るんは初めてや！すっげぇ誇らしい。でも俺が
おったら恥ずかしがるから、こうやって隠れてんねん」と大喜びしていた。

34人の青年団メンバーは個性・特性豊かだ。肉体労働に進んで手を挙げる人もいれば、「書類作っ
たりする時は（勤め先の）ホテルでパソコン使える様に口聞いてやる」と事務面で頼りになる人も
いる。もちろん、個性も仕事も違うメンバーたちが集まると多様な意見が出る。あるミーティング
では、植樹や苗床づくりに誰が・いつ参加するかという話し合いで、「大半はアブラヤシ農園勤務
やねんから日曜日の作業がええやろ」「俺は国立公園で働いてて休日ねぇよ。でも出勤時間が遅い

から朝やったらいつでもできる！」「夕方に少しずつ進めりゃええやん。でも毎日メンバーが変わっ
たら賃金の分配はどうする？」「メンバーは決めなあかん！植えた奴が後の管理もするもんやで」
などなど、収拾をつけるのに苦労していた。
ただ、側から見ていて嬉しいのは、数ヶ月前に私

が初めて参加した集会の時とは目の色が変わってい
ること。沈黙やモジモジが多かったり、それに耐

えきれず関係ないお喋りを始めてしまうようなミー
ティングをしていた頃とは違い、メンバーたちは
色んな用事の合間を縫ってでも毎日のように集まり、
短時間のミーティングを有効につかって盛んな議論
をするようになった。
小卒で社会に出たアドゥは、25歳にして森林保護・再生をしている地元NGO・FNPFでの勤務経験が13年に
なるという若手ベテラン。その経験に加え、勘の良さや人脈の広さなどから青年団メンバーを始め多くの人に
頼られる存在でありながら、周りの成長を願って自身が出しゃばりすぎないように工夫する器用さももつ。
1

2

ウータン会報誌126号「2017エコツアー報告（副題）ツアーは変わる、現地も変わる、人は・・・」を参照

3

ウータン会報誌123号「村人の生い立ちから見つめる、カリマンタンの生活」を参照

◆”変化”って何？

”良くなった”って何が？

私が村に入ったのが10月下旬、それから11月上旬に植樹をスタートするまでの間、毎晩のよう
にミーティングをしたり中心メンバーで電気が消えるまで4話し合ったりした。私は朝寝坊ができる
から良いものの、大抵のメンバーは朝早くからアブラヤシ農園などに出勤する生活。しかも、この
時期は毎日夕方はバレーボール、夜はバトミントンの大会が村内や隣村であり、地元の人にとって

はプレーするも観賞するも逃せないイベントだった。その合間を縫って、本当によく毎晩、毎晩
集まって脳ミソ爆発するまで話し合ったなぁと、脱帽する。
そんな中、ある晩の雑談でアドゥが「青年団、よくなったで。この間みんなを見てて、ほんまに
誇りに思ったんや。真剣に学ぶ姿勢のある奴はまだ数人だけやけど」と話し始め、「前より良くなっ
たよなぁ」と返すイラ。それを見て内心どうも納得いかない私。「うーん、でた、この返し。ほん
まに青年団、特にイラは変わったんやけど、その”変化”が何なんか認識してんねやろか？」という
心の声に従って尋ねてみた。「”良くなった”って例えばどんなことやろ？」”例えば何？”と聞いても

抽象的な答えが返ってくるのはお決まりで、粘り強く具体的に聞いてみる私。「あのね、私が村に
来た時『いつ帰る？（＝いつまでに植樹終わらせたらいい？）』って聞いたよね？それに答えた時、

あんたなんて返したか覚えてる？」「『な〜んや、まだ先か』って言ったよね？で、植樹の予定日
いつやっけ？」「植樹メンバー決めるのに何日かかった？」などと振り返った後に、「あの時は植
樹するのに何を決めるのか、どれくらい時間がかかるか知らずに、すぐ終わると思ってた。それが、
今は経験して分かった。”知らなかったことを経験して知る”って青年団が”良くなった”ってことちゃ
う？」という結論に至る。イラが完全に納得したかは不明だが、これからも経験の言語化を通して

学びを深めていってほしい、というかそのお手伝いを私はしていきたいと改めて思った瞬間だった。
◆やれやれ、やっと植樹開始・・・そして今
そんなこんなで実現した村での植樹。場所選びにも苦労したのだが、最終的に彼らが選んだのは

村内に新しくできる予定の道（街路樹として）と中学校前の空き湿地。苗木の生育を保証するため
に、植樹後3ヶ月に1回の管理も予定しているが、イラはその作業予定より前に苗木の確認をして

写真を送ってくれた。今の時点では80〜90％の生育率だそうだ。彼とは日本からチャット・アプ
リでやり取りしているが、最近自分の家の周りにも果樹を含むいくつかの地元種の木を植え始めた
と教えてくれた。樹種について質問すると、その
特徴についての話が止まらない、止まらない（笑）
そんなイラ率いる青年団を、これからもウータンの
みんなと見守り・支えていきたい。

タンジュン・ハラパン村では、ディーゼル発電機を夕方から深夜までに限って回して発電し、各家に電気を
供給している。消灯時間に議論が終わらない夜は、家にあるソーラー発電または充電式のランプや懐中電灯、
または携帯のライトで手元を照らしながらノートにメモしたりしながら話し合いを続けた。
4

「スポット植林」による生態系回復とフォレスター育成

〜火災で失われた泥炭湿地林をいつかふたたび！男たちの挑戦〜
missy
10月9日、第8回パーム油学習会「たっぷりボルネオ島の現地報告」にて、タンジュン・プティン
国立公園で始まった新しい植林方法について紹介しました。当国立公園では、2015年の大規模森林
火災で約4分の1の面積が焼け跡となり、その一部は以前には深い泥炭湿地だったにも関わらず、
頻繁に起こる火災により泥炭層がほぼ
失われた状態です。その面積は6万haにも
上ると想定され、従来のような端から端
まで埋め尽くすような植林方法には莫大な
予算を必要とします。そこで、地元で10年
以 上 森 林 再 生 に 取 り 組 んで き た N G O ・
FNPFは、長年の現場経験から新しい植林

方法論を編み出しました。それは、自然の
回復力（更新）を活用し、最低限の資金と
労働力により効率的に生態系を元に戻す
デザインで、当会では便宜上「スポット
植林」と呼んでいます。

この方法では、広大な劣化地の中でもアクセ
スや作業環境の良い”スポット”だけを選んで
植樹し、それらのプロットを繋ぐことで最終的
にはエリア全体の森林回復を目指します。各
プロットが林となり花や実をつけた時、周りへ
種が運ばれるなど更新を促す条件が整い始める

ため、必ずしもエリア全体を人の手で植樹し
尽くす必要はないのです。
半年程前から始まったスポット植林は、国立
公園の若手現場スタッフと密な連携を持ち、
FNPFスタッフだけでなく若い地元ボランティア
も巻き込むという方法で、次世代育成も担って
います。

スポット植林の概要
小屋

川

おまけ：エンリッチメント
小屋

植え易く・成長が早い、
火災に強い、土壌流出を
防ぐための樹種を道脇に
５種

川

湿地に適した種を
各プロットに2-5種ずつ

植林地から種が
運ばれ周辺も回復

できる範囲で適当に追加
植樹（本数・樹種・場所
には特にこだわらない）
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プロジェクトの

は 6 万 ha

代 ・西岡良夫
【全世界 違法
停止 繋
場所・Sg
2000 社以上 停止
Arbi 氏
10 年ぶりのタンジュン・プティン国立公園のスンガイ・ブル・クチル、スンガイ・ブル・ブサール行きだ。
同国立公園中央部奥から派生するブル・クチル川では、1995 年以前から違法伐採が繰り広げられ、国際
NGO EIA、インドネシア NGO・Telapak も違法伐採やオランウータン生息を何度も確認してきた所だ。
Telapak のメンバーのヤヤット、アルビ氏 ※ を招聘して講演会の後で写真を見せてもらった。その 1 枚
は私達が「違法ラミン使用をやめて 」と作成したリーフレットの写真。違法材ラミン停止へ 2 万枚作成した。
EIA とインドネシアの Telapak チームは、この地域の木材王・ラシッドが 国立公園は天国だ。いくらでも
伐採できる との発言を知り、調査をかさね、インドネシア、マレーシア政府に 違法ラミン等の密輸を止める
ようにすべき と 2000 年前後から告発した。だが、タンジュン・プティンでは違法伐採が続けられた。2002 年
に EIA、Telapak チームの 2 名がマフィアの子分に捕らえられ、翌年 2003 年にフリージャーナリストも捕ら
えられて重傷を負う事件が発生した。EIA、Telapak チームをはじめグリーンピースなども危険と感じ、違法
伐採と違法材の密輸出の調査を出来ない状態になった。
インドネシア政府は、やっと国際的な違法伐採停止へと動き出し、2005 年 12 月に前ユドヨノ大統領が空
からタンジュン・プティン公園を視察し、 同公園の全ての違法伐採を停止するよう との声明を発した。やっと
違法伐採が止まるかもしれないと、翌 2006 年 9 月にタンジュン・プティン公園に最初に私が行ったのが、ス
ンガイ(以下 Sg と略)・ブル・クチルとスンガイ・ブル ブサールだ。違法伐採の跡があちこちに残っていた。
(左・2000 年の TPNP の破壊されたブル・クチル /右・セコニャール川のラミン材密輸/写真・by EIA、
Telapak)

突然、行ったSgブル・クチルで、野生のオランウータンは伐採が止んで、戻ってきたのを見た。再度2007
年に行った Sg ブル・クチルで 2 頭の巨大な野生のオランウータンが川岸をまたいで吠えていた。(表紙)
そして【違法ラミン停止キャンペーン】は、日本で私達とラミン調査会等が協力して日本の 750 社が停止し、
シンガポールでは私達が何度も現地で話し合いして最終的に 9 割の企業 80 社が停止。インドネシアとマレ
ーシアでは Telapak、EIA の活動で 1000 社以上が停止し、EU や米国でも多くの企業が停止し、全世界で
2000 社以上が違法ラミン販売を停止し、2010 年にラミンは世界的な違法材停止になった。大成功だ 「や
れば出来る」! 企業や政府が考えて違法材停止すれば、森が静かになりオランウータンが戻るのだ。
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写真のように、これだけ違法伐採されると、大半の森林や泥炭地は乾燥化してくる。FNPF のバスキ氏によ
ると、 乾燥してスンガイ(Sg)・ブル・クチル等は 2009 年、2015 年に大きな火災が発生した という。
今回、私がぜひSgブル・クチルやSg ブル・ブサール等に行きたかったのは、課題として①火災 膨大
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を探すことだ。約何年かかるのか、15 年以上なら私は最後まで見れないかもしれない
から。
早朝にクマイ港からスピードボートは速度を上げ、一路南下して Sg ブル・クチルを目指す。河口からやや
スピードを落としボートは進む。ややーっ、オランウータンの巣だ。次々と巣を見た。バスキ氏が言う。
「あの巣は、緑が少し残っているから 2 週間から 3 週間前のものだろう。次の巣は、ほぼ濃茶色に葉っぱが
変わっているから 3 ヶ月くらいだろう。」
バスキ氏はブル クチルの国立公園事務所に着いて、ウータンから火災調査用に提供しているドローンを
飛ばした。見れば、火災に遭って無残な姿の森々が横たわっているが、「あちこちに薄緑色になっているの
は火災後に自生した木々か、どこからか種が飛んできて少しづつ大きくなり始めた木々だ」とバスキは言う。
火災後 2 年で、この地でも樹木が再生し始め、若芽が出て大きくなり、柔らかい葉をオランウータンが食べ、
巣を作っているのだ。
Sg ブル・クチルから Sg ブル・ブサールに向かう。やはり、オランウータンの巣を次々と見つけた。1 つ、2
つ、3 つと今度はカウントする。河口から公園事務所まで約 5Km 位の間だが、25 個の巣があった。
「2 週間から 4 ヶ月までに作られたものだろう」とバスキ氏は説明する。これで①、②の課題は済んだ!!
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今度は今年 月から7月にバスキ達が植えた植林の確認に向かう。Sgブル・ブサールでは 月に苗木を植
え、20cm から m 弱になっていた。バスキ氏は言う。
「湿地での接ぎ木は苗木を植えるよりはるかに上手くゆき、90 が成功する。苗木は植えられる状態になる
までビニールポットの中で 1 年育てるが、接ぎ木なら 2 ヶ月で植えられる。プライ(Pulai)は強い木であり、挿
し 木で も十分育つ 。そ の 他のジ ンジ ッ ト (Jinjit) 、 ウバ ル ・サ マ ック (Ubar Samak) 、 ベラ ンゲ ラン
(Belangerang)、ウバル・サリム(Ubar Sa im)、ジュルトン(Jelutung)などを植えた。挿し木の成功率は接ぎ
木より落ちる。」
「この Sg ブル・ブサールに 7 月、千本ほど植えた。ここではそれ以外にカティアウ Ketiau 、ベダル
(Bedaru)、ウバル・プティ Ubar Putih を植えた。ここでも植えた木は 20-80cm になっている。成功だ!!
実験的に『スポット植林』(p6 参照)として試してみたが、上手くいった」と微笑むバスキ氏。公園事務所の職員
ロイも相槌を打つ。2 人ともやった という顔だ。
私達はジョークを飛ばしながら、かなり南方にあるアル・トゥバル(Arut Tebal)にスピードボートで行く。奥地
へ奥地へと向かう。非常に細い川になり、慎重にボートを漕ぐ。小川に近くなり、幾つかの小屋が見えた。
広々とした草原地帯だ。「ここは、この南にある村スンガイ・チャバン(Sungai Cabang)の人が、以前水田
として利用していた」と、公園事務所職員ロイが説明する。船を小屋近くに停め、全員が船を降りて、調査地
点へ向かう。
バスキ氏らが 7 月に植えた植林を見るために、泥炭地の草むらを分けて進む。1 ヵ所計ると、泥炭の深さは
約 だ。違う地点の草叢付近の泥炭の深さが 弱。直ぐに彼らが植えた植林は、当時深いところが膝以
上で、苗木をビニールポットから外さず、そのまま地面を掘り植えたと言う。常識では考えられない方法だ。
A ポイントはプライを植え、47cm の丈に育っていた。B ポイントも同じくプライで 47cm。C ポイントはジンジ
ットで 47cm だった。D ポイントは 71cm になったプライ。バスキ氏が、

「このあたりに約 300 本植えた。苗木は約 20 から 30 までの丈だったが、2 ヶ月で倍以上の高さにな
っている。ここも死んだ苗木はほとんどない 第 次テストのトライアルは成功だ
明日、事務所に戻ってメンバーに報告し、ここの新方式の植林に参加するよう話す。そしてメンバーと直ぐ
に植林を開始する。『スポット植林』の実験例はこのように成功だろう、Missy 」と、私と参加して確認してい
る Missy に指をさす。私も頷き、③の課題もクリアーだと言う。
ロイは「これなら、他の職員にも参加を呼びかけられる。バスキ、成功だ」と相槌を打つ。
「今年、ブグルに 2 万本、Sg ブル・クチルに 1 万本、Sg ブル・ブサールに 1 万本、アル・トゥバルに 1 万
本、ジュルンブンに 1 万本、ジュルンブン北側の鉱山跡地のナテ・テンガ(Nate Tengah)の新規地区にも 1
万本植えたい。パダン・スンビランは女性たちの力を借りて 5000 本、ラマンドウ保護区には 1 万本植えたい。
今年は合計 85000 本か・・。
多くのスタッフの力を借りて、ずっとこの地域で植林するのは困難だ。だからスポット植林をして、その種が
5 年から 10 年かかって実となり、その種が新たな木となり、森林が再生して広がるようにしたい。少ない人材
と費用で、大きな森を広げるようにしていく。大きな力とかなりの金もいる。全貌を描ききれていないが、6 万
ha を少ない人材と少ない費用で、広大な焼けた所の森林再生を目指したい。他の多くの仲間に呼びかけ、
また公園事務所の職員にも呼びかけ、新プロジェクトに参加してもらう。良いだろう、なあロイ 」とバスキ氏
は構想を示す。
夕焼けが近づき、私達はスピードボートで河口まで下る。素晴らしい夕陽だ。息を呑む。漁船に近づき小
魚や大量の蟹を買う。当然、最初に味見したのはバスキ。「美味い」とロイも相槌だ。小魚の群れが祝福して
くれるように舞っている・・・。
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私は、新たなトライアルが成功したのを確認して、その後ブグルの植林状態を確認に行く。バスキ氏が、「ラ
ワリなら 15 年かかってからでないと種子にならないだろう」と言っていたが、ブグルからの帰途で、元 FNPF
マネージャーだったアドウ氏が、ヒョンとラワリのピンク色の美しい花を見つけた。
「2006 年の火災でこの付近は燃えたが、翌年この近辺を FNPF で植林した。オオーっ、9 年で花が咲い
た! 来年に種子が出来て、ラワリが違う植林のない所へ飛来していくだろう」とアドウが言う。私も頷く。新た
な発見だった。新プロジェクトへの予想外の希望もこのようにして発見できた。しかし、課題は何か・・・
カリマンタンからジャカルタに飛び、バスでボゴール市に向かう。新プロジェクトについて、元林業大臣相
談役で Forest Watch Indonesia 顧問であるトグ・マヌルン氏、Wetlands の二ョマン事務局長、Telapak の
ヤヤット、アルビ氏らの意見を先に聞いておきたかったからだ。二ョマン氏とは会えなったが、トグ、ヤヤット、
アルビ氏共に「港からそこまで最大で何キロ 何時間かかるか ①もし火災が起きた時に、直ぐに消火活動
が出来るかが、第 の問題点。国立公園事務所にバスキ達がもっと働きかける必要があるだろう。②二番目
は、雨季や外海が荒れる季節は植林困難であり、今後何年の計画になるのか、15 年はやや長い。バスキら
の体調もあり、10年あまりで完成にしていくのがベストだが、聞けば15年で種子になる樹木もあるから、最低
15 年の長期計画と費用の概算が来年に必要になるだろう」と 人とも発言してくれた。
帰り際、トグ氏は、「③ 番目の点で、FNPF の CEO バユ氏に度々その地へ行ってもらい、広大な計画を
きっちり理解してもらうことが重要だろう。そして必要なら海外にも力を借りたら良いと思う。そのような時は力
になれるようにしたい。CEO・バユは体力があることを望むが・・・」と語ってくれた。
友よ ありがとう! 打ち明けて話せることが上手くいくのだ。一人で考えてはダメだ。 情報と心の共有が必
要だ! 痛切に感じる。 「Share and Share」がラミン停止行動のように上手く働いた。
デンマークの面積より大きい 6 万 ha の新植林プロジェクトはこれからだ。 度や 度の暗礁があっても、問
題点を明らかにして、情報を共有化していくことではないか。
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前号（126 号）に寄稿したスンガイ・プトゥリ報告の続きとなります。前号では、当会
が今年度より、熱帯泥炭地の保全と再生のための調査・計画作成と日本での啓発活動を始
めたことをお伝えし、深い泥炭地が広がるスンガイ・プトゥリ地区で木材会社による開発
問題が起こっていること、当会アドバイザーの神前進一先生と京都大学の東南アジア研究
所でスマトラの研究をしている青木亮隆君と共に、現地の NGO や地域住民が参加する CU
（クレジットユニオン 信用組合）を訪問した際の報告などをしました。
また前号では、熱帯泥炭地を守るための方法として、地域住民自身が土地の価値を知り、
開発に反対するように促す「コミュニティ・オーガナイズ」が重要であるという見解を述
べました。実際にコミュニティ・オーガナイズが重要であるという指摘は、普遍的なこと
としてかねてより多くの NGO により世界各地でなされていることではありますが、実際
のプロジェクトベースでも増えてきていると感じます。今回紹介する FFI や IAR は、 「野
生生物や生息地を保護すること」を目的とした NGO ですが、その手段として、コミュニ
ティへの支援を通して森を守ることに注力するようになってきているように思いました。

FFI のパームシュガーを いた

プロジェクト

今回、３日目の朝（8 月 29 日）にクタパンの地元の食堂でお話ししたインターナショナ
ル NGO の FFI（Fauna & Flora International）（注 前号で、今回コーディネートして
くれたエマさんが 2008 年〜2010 年頃に FFI のスタッフとして、ヤヤサン・ティティアン
のアデさんや RARE と共同で森林伐採に替わるスンガイ・プトゥリ地域での支援プログラ
ムを行なった結果、CU が設立されたという紹介をしました）のアディ（ADI）さんによる
と、現在 FFI では、HUTAN DESA（村の共有林）でのコミュニティ・ビジネスの支援を
通じた熱帯林保全プロジェクトとして、中央カリマンタンの Murung Raya 地区での野生
のコーヒー、Kapuas Hulu 地区での高級油脂の原料となるイリペナッツ（テンカワン）、
クタパン地区での地域特産パームシュガーを扱った 3 つのプロジェクトを進めているとい
うことでした。これらのプロジェクトに共通することとして、その地域で昔から収穫して
いる農作物を使うことで、アブラヤシ・プランテーション開発のような大規模な環境破壊
を伴わないことがあげられます。また、90%がコンサベーション、10%を生活支援に当て
ることで、環境と生活の向上の両立をめざしています。
例えば、クタパン地区 Laman Satong 村では、パームシュガーをコミュニティ・ビジネ
スとして販売するプロジェクトを 2017 年 8 月にスタートしましたが、野生の Aren
（Arenga
Rineto）の木から 1 日 30 リットルのパームシュガーが毎日場所を変えて収穫ができます。
ケタパン地区は現在ジャワ島から 1 ヶ月 2 トン
ほどのパームシュガーを輸入している状況なの
で、売れば余計な支出を収入に変えることがで
きます。また、大きな工場ではなく、家庭規模
で加工するレベルなので環境負荷や過剰生産も
少なくなります。かつては地域で伝統的になさ
れていた技術の継承にもつながりますし、他の
地域との交流を通して知識や経験を学ぶことも
あるということです。
FFI のアディさん（左）

JICA クタパンオフィスの取り

み

朝食後に、JICA のクタパンオフィスを訪れま
した。JICA といえば、日本の政府開発援助（ODA）
を一元的に行う政府の機関ですが、現地では
NGO として知られているようでした。JICA ク
タパンオフィスでは、主にグヌンパルン国立公園
のマネジメントをしていますが、国立公園スタッ
フのキャパシティビルディングやローカルコミ
ュニティとの協働も行なっているとのことです。 JICA にて Dicko さん（右から２人目）
2017 年 3 月から、この地域の 21 の村の利用可 Monalisa さん（右から３人目）
能な土地（Land use area）で、国立公園スタッ
フや火災対策オフィスと協働しながら、ローカルコミュニティ向けの森林火災対策として
村人へのファシリーテートを始めました。まずはコミュニティオーガナイズ（住民の組織
化）をし、Behavior Change（意識と行動の変容）をめざしていくとのことです。また、
「コミュニティ・パーセプション・スンガイプトゥリ」というプロジェクトをスンガイ・
プトゥリ村で来年始めるので、ウータンもよかったら参加してくださいとおっしゃってく
れました。ヒアリングで伺った JICA クタパンオフィスの役割は、主に地方政府、地域コ
ミュニティ、学者、NGO の調整役ともいえるようなイメージでした。

IAR から

きつけられた い

午後に訪れた IAR（International Animal Rescue）のオフィスは、オランウータンのレ
スキューをしているだけあり、豊かな森に囲まれた広い土地にありました。IAR インドネ
シアの創設者であり、プログラムディレクターのカーメレ（Karmele）さんは、IAR のウ
ェブサイトの紹介によると母国スペインとオランダでの獣医育成の後にインドネシアに来
たということですが、僕は 2013 年のボゴールでのパーム油企業 BGA 社に対する NGO の
作戦会議で集まって以来の再開となりました。今回もその時の印象と違わず、クールなが
ら熱意を秘めた野生動物保護活動家の女性というイメージのままでした。
IAR では、前号でお伝えした木材会社モヘアソンによる開発等、スンガイ・プトゥリの
現状を聞きました。その時に見せてもらった 690km に及ぶ長い運河網が掘られている上空
からの映像はとてもショッキングなものでした。この会社のコンセッションエリアには深
い熱帯泥炭林も含まれていますが、開発が続けば、IAR の推計で 1000 頭以上のオランウー
タンがいるスンガイ・プトゥリの森での野生生物への影響によるダメージ（IAR はこれま
でこの森から 25 頭のオランウータンを救助した）にさらに拍車をかけるものとなります。
この森では、以前からも周辺部からの開発、森の中での違法伐採があるとのことですが、
実際に 2 日目に僕たちが訪れたスンガイ・プトゥリの熱帯泥炭林の入り口では、2010 年頃
の違法伐採の痕跡や森林火災による影響が見られました。また、驚いたことに火災後の地
面からアカシアの木が成長しており、聞くと数キロ先のアカシアプランテーションから風
で飛ばされた種が勝手に成長しているだろうということでした。このような生態系への外
来種被害は初めてみたので僕も驚きましたが、今後注目すべき問題の一つかもしれません。
モヘアソンによる開発は、インドネシア政府も問題にしているようで、2016 年 12 月に
は泥炭地回復庁（BRG）がやめるように言ったにもかかわらず、2017 年１月にも掘られ、
その全ての土地が泥炭地であったとのことです。これに対して、前号でお伝えした通り、
IAR はウェットランドやグリーンピースと共同でインドネシア環境林業省に対して問題を
訴えました。
コンセッションエリアは、村の土地とも重なっており、この地で農業を行う彼らの生活へ
の影響も心配されます。企業からはわずかな補償しかないそうです。コンセッションエリ

アの接する５村の農民はジャカルタで環境林業省の人間に会って問題を訴えたいと思って
おり、NGO のサポートがいるかもしれないということでした。一部の村人は企業に対して
デモを行ったが、コミュニティリーダーは買収されているそうです。
開発を止めるための戦略としては、コミュニティの反対を促すことが最も強く、NGO が
言うよりも地域住民が声を上げることが効果的であるために、IAR は支援を行なっている
が、この方法には時間がかかる。一方で、今回のケースのように差し迫った開発に対して
はキャンペーンとメディア戦略も必要となるというカーメレさんのお話でした。
そこで、カーメレさんから、「ウータン・森と生活を考える会では何をするつもりなの
か 」と問われました。私たち一行は一瞬言葉に詰まり、「地域との信頼構築には時間が
かかり、長期滞在はできない日本の NGO に何ができるか 」を逆に問うたところ、キャ
ンペーンを行い、「ニュースを広め、様々な NGO 等と情報をシェアすること、ペティシ
ョンを作ること」などが考えられる。また、「村人をジャカルタに連れて行き、林業省と
合わせることが考えられるのではないか」、という答えが返って来ました。「IAR のよう
に地域住民との協働を行なっている NGO には表立って企業と戦う姿勢を見せることはで
きない。企業は地方政府とも繋がっており、IAR のオランウータン保護等との活動にも影
響がある。こちらの情報を提供するので、IAR の名前は出さずにウータン・森と生活を考
える会としてやってくれればありがたい」と言われました。

IAR の事務所にて。真ん中がカーメレさん、
一番左が今回案内してくたエマさん。左から３
人目が青木君、４人目が神前先生、６人目石崎

まさにこの問いは、ウータンの活動、引いては団体のあり方に対する問いでもあるよう
に思います。改めて、僕が考える熱帯泥炭地を守るための方法を記してみます（前号から
６．消費者の役割を追加しました）。おそらくどれが正解というわけではなく、その時々
で NGO の役割も違うのでしょうが、読者のみなさまはどうお考えでしょうか
を るための
の保全
への働きかけ
モラトリアム、HCVF（High Conservation Value Forest）の開発禁止等、国の規制に働きかける。
アドボカシー
違法性のある操業をしている企業に対し、法的な開発停止へのアプローチを試みる。
コミュニティ・オーガナイズ
地域住民が自らの土地利用区分とその価値を知り、開発企業が村に入ることに反対するように促す。
キャンペーン
署名等、外部の声を集めて企業に申し入れをする。世論を高めて、企業にプレッシャーをかける。
企 の保全に けた 主 な 動
への働きかけ
RSPO（持続可能なパーム油のための円卓会議）などの認証システムやグローバル・コンパクト等の
目標・宣言・認証システムへの参加等、企業の環境保全目標への自主的な取り組みを促す。
への働きかけ
消費者が声を上げることで、企業の変容や政府の規制に訴えかけるように促す。

パーム油発電の問題
—経済産業大臣、資源エネルギー庁長官へ申し入れを行いました—
ウータン・森と生活を考える会は、パーム油発電を開始・予定している８社へアンケートを実
施し、その結果をもとに、経済産業省、資源エネルギー庁、及び調達価格等算定委員会（再エネ
発電事業者の調達価格を検討する委員会）に対し、パーム油を固定価格買取制度の対象から外す
ことを強く要求する提言書を 11 月 28 日に郵送いたしました。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝申し入れの内容＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2017 年 11 月 28 日
経済産業大臣 世耕 弘成殿
資源エネルギー庁長官 日下部 聡殿
調達価格等算定委員会委員長 植田 和弘殿

再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT）の適用から
バイオマス発電燃料としての「パーム油」を外すことの申し入れ
現在、生産地での熱帯林及び泥炭地破壊、生態系喪失、地球温暖化への影響が指摘されている
「パーム油」が、再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT）を用いたバイオマス発電利用の
対象となっており、４割がパーム油、５割が PKS（アブラヤシ殼）由来となっています。
このことは、気候変動対策に致命的な問題をもたらすとともに、日本のエネルギー自給、国内外の
森林保全にとっても重大な悪影響が懸念されており、パーム油発電を日本政府が支援することは、
パリ協定をはじめとする気候変動問題に立ち向かう国際社会への背反行為であると言えます。
ウータン・森と生活を考える会は、固定価格買取制度によるパーム油発電の事業を開始、または
認可を受けたと思われる事業社８社に対して、パーム油発電の熱帯林への影響に対する認識を確認
するために、2017 年７月から９月の間に、アンケート及びヒアリング調査を行いました。
その結果、熱帯林及び泥炭地破壊による CO2 排出を認識していない企業が大半であることがわか
り、現行制度を続ける事は、日本の適切な再生可能エネルギー普及の妨げとなることが懸念されます。
よって、ウータン・森と生活を考える会は、経済産業省、資源エネルギー庁及び調達価格等算定委
員会に対し、パーム油を固定価格買取制度の対象から外すことを強く要求します。
（補足説明）
本来のバイオマス発電では、産出されたバイオマス資源が再び成長することにより、CO2 排出が
ゼロになると言われています。しかしながら、国連環境計画（UNEP）の資料によれば、土地利用転
換を考慮した LCA では、パーム油由来のバイオマス燃料が排出する CO2 は化石燃料の８倍 （熱帯
林伐採時）〜２０倍（泥炭地破壊時）と指摘されています。
ボルネオ島やスマトラ島など、アジアの熱帯林の最大の環境破壊の原因は、パーム油のためのアブ
ラヤシプランテーション開発にあります。植物油脂として世界最大の生産量であるパーム油は、供給
力・価格・加工のしやすさから、スナック菓子・インスタント麺・マーガリン等の加工食品や洗剤・
石鹸、化粧品等の製品に幅広く使われています。しかし、大規模農園（プランテーション）開発によ
り、熱帯林の破壊、生物多様性の喪失、森林火災とそれに伴う温室効果ガス排出、地域住民への農薬
等健康被害、強制労働や児童労働、先住民の土地の剥奪等の人権問題が指摘されています。
パーム油がバイオマス発電と認められることにより、上記の問題がさらに加速されることが非常に
懸念されます。故に私たちは、パーム油を固定価格買取制度の対象から外すことを強く要求します。
ウータン・森と生活を考える会
代表 西岡良夫
賛同団体：認定 NPO 法人気候ネットワーク
認定 NPO 法人環境市民

パーム油発電の問題—質問状回答の分析—
現在、日本での再生可能エネルギーの固定価格買取制度(*1)によるバイオマス発電の申請の多
くが、東南アジアの熱帯林破壊の原因となっている「パーム油」由来のエネルギー源となってい
ます。最悪の場合、化石燃料の２０倍の CO2 排出源となるエネルギーが、再生可能エネルギー
という名目で私たちの電気料金に上乗せされてしまうということになります。
ウータン・森と生活を考える会は、東南アジアの熱帯林破壊、日本の森林資源の保全への妨げ、
気候変動の加速化につながりかねない「パーム油発電」に対して、該当企業へのアンケートをと
り、１１月２８日に経済産業省と資源エネルギー庁に対し、パーム油発電を固定価格買取制度か
ら外すように申し入れを行いました。今後の状況を見守っていきたいと思います。
（*1）太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス等の再生可能エネルギー源により発電された電気を、
国が定める固定価格で一定の期間、電気事業者に調達を義務づけることで再エネ普及をめざす制度

質問状「パーム油発電事業における熱帯林への影響について」の
企業回答及び考察と提言
2017 年 11 月
2017 年 7〜9 月にかけて、ウータン・森と生活を考える会では、再生可能エネルギー固定価格
買取制度を用いたパーム油発電事業の開始をした、或いは認可を受けたと思われるバイオマス発
電事業者 8 社に対し、当事業における熱帯林への影響について質問状を郵送しました（7 月 25
日発送、8 月 25 日再発送、9 月 5 日追加発送）。対象企業は、SB エナジー㈱、HIS スーパー電
力㈱、㈱エナリス、アジアン電力機構㈱、三恵エナジー㈱、クレアジャパン㈱、神栖パワープラ
ント合資会社、及び㈱バイオ電力です。うち 6 社から回答を得て、内容のまとめと考察を行いま
した。
【調査目的】
再生可能エネルギーの固定価格買取制度のバイオマス発電燃料として認定量の大半を占める
パーム油について、熱帯林への影響に関する発電事業者の認識を確認するためにアンケート及び
ヒアリング調査を行った。
【回答状況】

返
答
あ
り

質問事項への回答あり
（4 社）

質問事項への回答なし
（2 社）
返答なし（2 社）

2 社は紙面回答、1 社は「今後事業内容の見直し等もあり
口頭回答に留めたい」との希望で電話で回答を聞取り。残
り 1 社は「弊社回答に関する貴団体の会報含む媒体への掲
載や、弊社担当者への直接のヒアリング等につきまして
は、ご遠慮頂けますよう宜しくお願い申し上げます。」と
の要請があったため、当社の回答内容は本文書におけるカ
ウント・考察から除外。
各社「現在パーム油発電事業は検討していない」、「機材
販売のみで該当事業無し」という返答

【回答結果のまとめ及び考察】
（１）1 社が「パーム油発電事業から撤退する」と回答。ウェブサイトで確認したところ、同社
は再生エネルギーの利用・普及が安価（8 年で 8 割減）になった風力発電や太陽光発電を
含む複数の再生可能エネルギー発電事業を展開しており、パーム油発電事業以外を主力と
していることが見受けられた。
（２）３社が、Q2 のパーム油の原料であるアブラヤシの農園拡大が熱帯林や泥炭湿地の破壊を
引き起こしていることについて「知っている」と答えたものの、Q3 の農園拡大に伴う熱
帯林・泥炭湿地開発による CO2 排出量が化石燃料によるものを遥かに上回るという報告
については「知らなかった」との回答。また、Q5 の EU で「2020 年までにバイオ燃料の
使用を増やす」という方針の見直しが議論されていることについては「参考にしたい」と
の回答であり、パーム油発電による環境影響について認知が深まれば各企業の事業見直し
が進むと期待したい。
（３）上記の通り、Q3 の「森林や泥炭湿地を開発すれば、CO2 排出量が化石燃料によるもの
の 8〜20 倍に達する」という報告（UNEP, 2011）について知らない企業が大半であっ
たが、特に泥炭湿地破壊に関しては CO2 排出の面で国連を含む国際社会で問題となって
おり（今年 10 月の EU 議会で「2021 年にバイオディーゼルを禁止、2030 年にバイオ
エネルギー停止へ」と決議）、日本企業もこのような動きを参考にするのであれば、パ
ーム油の利用について今後大幅な見直し・停止へと進むことになると考えられる。
（４）Q4 の「調達パーム油が環境を破壊するものでないことの証明方法」に対して、回答企
業の全てが「食用油は使用しない」と述べたが、調達ルートや最低環境負荷を問う RSPO
認証油やトレサビリティの明確なパーム油を使用しているとの回答は 1 社にとどまった。
Q6 の取引先についての回答が得られなかったため各社の具体的な環境配慮についての
判断は難しいが、上記 1 社の様な RSPO 認証油使用を厳守・現地確認の実施という姿勢
は必須である。
（５）上記について、パーム油のトレサビリティは国際的に明らかにされていない事例が大半
であるため、各企業は今後パーム油の利用を継続するのであれば、アブラヤシ農園から
の流通や販売ルートの現地視察・状況把握を行い、環境負荷がないことを証明する必要
がある。
【総括】
以上の回答から考察した結果、固定価格買取制度を運用する経済産業省及び資源エネルギ
ー庁は、パーム油を固定価格買取制度の対象から早急に外すことが望ましいと考えられる。

パーム油学習会第 8 弾「たっぷりボルネオ島の現地報告」の報告
10 月 9 日（月）に「とよなか国際交流センター」で「たっぷりボルネオ島の現地報告」をパーム油学習会
第 8 弾として実施しました。この催しは、毎日新聞の大阪版で紹介していただいたこともあり、学生さんか
ら年配のかたまで 21 名の参加で、参加者からの質問やご意見も多数いただいて、大変盛り上がった学習会
となりました。
ウータン・森と生活を考える会では 8 月下旬から、何名かのメンバーがボルネオ島を訪れ、現地の最新の
動きを持ち帰っています。そこで、是非多くの皆様にもお伝えしたいと思い、この学習会を企画しました。
特別アドバイザーの神前は、中央カリマンタン州のメガライスプロジェクト跡地を訪問し、泥炭地の回復
と森林火災防止に取り組む先進地域の報告をしました。
（この報告の内容は、会報誌 126 号の p4～p7 にもあ
ります。
）
事務局長の石崎は深い泥炭層がありオランウータンが多数棲んでいるにもかかわらず、木材会社による開
発の危機にさらされているスンガイ・プトリ地区（西カリマンタン州）にかかわる現地の NGO や住民の動
きを報告しました。
（この内容は会報誌 126 号の p8～p11 と本号の p10～ｐ12 にもあります。
）
若手の近藤(Missy)は、従来からウータン・森と生活を考える会がかかわり、FNPF の活動地であるタンジ
ュン・プティン国立公園地域で、いままで手のつけられていなかった地域での植林の新しい試みであるスポ
ット植林について報告しました。
（この内容も本号の p6 と西岡代表の文章 p7～p9 を参照してください。
）
会場から質問や意見もたくさん出ましたが、その 1 つだけ紹介しておきます。
（質問と回答は米澤がまと
めています。
）
Q 食料問題を考えるとどんどん人口が増えたら、もっと食料増産のために土地を使わなければならないと思
うが、アブラヤシの問題では、ボルネオ島で一杯になって、ボルネオ島では作れないから、他の地域に企業
が出て行って作り出しているということを、世界全体の環境の問題として考えたときどのように考えればい
いのでしょうか。
石崎事務局長の回答：インドネシアの NGO の人が言っているのは、パーム油自体を否定しないけれど、も
う十分な面積があるので、これ以上必要ないという意見が多いです。ウータンでこの間、学習会で招いた平
賀緑さんの話によると、そもそも人口が増えて油の需要が多くなるということ自体に疑念を感じていて、そ
んなにそもそも油を使っていたかというと、以前はそんなに使われていなかったことを考えると、需要自体
が企業や政府が無理矢理つくったものではないのかということで、私もだいたいそのように思います。
神前特別アドバイザーの回答：食料問題からするとアブラヤシの生産性は
高いが、今以上にどれだけ新しいアブラヤシ農園を開かなければいけない
のかというとかなり疑問で、たとえばインドネシアの場合も、生産面積の
4 割を小規模農家が占めていますが、
この小規模農家の生産性が低いので、
新しい品種とか栽培技術を導入すれば、インドネシアだけでも生産量をか
なり上げられると思います。新規に泥炭地や原生林を開かないで、今のア
ブラヤシ農園の生産性をできるだけ高めて使っていけばよいと思います。
パーム油は安くできるので、最貧層まで手に入りやすいことが需要の拡
大を支えていると思います。先進国の消費は 2 割～3 割程度で、7 割以上がインド、中国などの途上国です。
アグリビジネスも巨大な利益をあげている一方、小農で自分の畑でアブラヤシをつくっている人も、２ha
ぐらいつくると左うちわで暮らせるので、小農もあいている土地があれば、どんどんアブラヤシを植えたい
という状況が世界中に広がっており、それを止めるのはなかなか難しい。
インドネシアやマレーシア以外の途上国では熱帯の原生林や泥炭地の開発に対する歯止めがほとんどない
状態で、
どんどんプランテーションをつくるという動きが広まっているのは確かです。
地球規模で考えると、
むしろこれからはアフリカとか南米で無秩序なアブラヤシ農園の拡大が起きつつあり、そこをきちっと監視
して、止めていくことの意義は大きいと思います。
（米澤）

ウータンのエコツアーに参加して
小吹岳志
インドネシアは東西 5 千キロを超える大きな国。気候や民族、宗教など非常に多様性に富む。90
年代からインドネシアに足を運んでいる私だが、今回始めてカリマンタンに足を踏み入れた。
ジャカルタから飛行機で着いたところは、
「イスカンダル空港！」。頭の中を「ヤマト」の歌がグ
ルグル回っていた。そこから車に乗り換え、さらに港から船に乗り換えて、大きな川をさかのぼ
っていく。豪華なクルージング船を横目に見ながら、着いたところはオランウータンやテングザ
ルなど、野営動物が多く生息するタンジュン・プティン国立公園の川をはさんだ向かいの村。と
いうより、もともとは公園の森の中にあった村が、公園が拡張されたため、追い出されたとのこ
と。
ムスリムの人口５００人くらいの小さな村。村の前の川を行き交うクルージング船は、みな都会
の業者。村には１ルピアも落ちない。伝統的なゴザや木彫り人形、アクセサリーなどがあるが、
とても洗練されたデザインとは言えない。ゆえに村の若い人は都会に働きに行くか、公園内の植
林の手伝い、簡単なガイドなどが主な収入源になる。
われわれも村の若いアドゥーに案内されて、公園内の植林地、NGO の活動地、オランウータン
の生息地などを案内していただいたが、その広さに比べて活動域はごく限られたものであった。
さらに火事が頻繁に起こり、折角の植林地が大きな範囲で消滅しているのを実際に見ると、活動
の継続性に思わず呆然となる。
また特に案内している彼ら自身が、森の中で平気でタバコを吸うのを見て驚いた。日本でも山火
事の大きな原因の一つは、タバコの火の不始末である。自分たちの森を守り、生態系を維持しよ
うと活動している彼らが、最も基本的な禁煙を守ることができないのに愕然とする。何度も注意
しても危険だという意識のなさに、この活動を支援していく難
しさと虚しさを感じた。
驚いたのは、私がホームステイさせていただいたおうちで、赤
ちゃんが生まれたことだ。正確には、家の娘さんが朝早くボー
トで町に行き、4 時ころには赤ちゃんを抱えて帰ってきた。入
院もしていないのだ。さらに新生児を囲んでの、イスラムのお
祈りの席にも同席させていただいた。宗教が人生の始まりから
ずっと寄り添っているということを体験できたのは、とて貴重
な経験だった。しかし普通子供が生まれる家に、ホームステイ
させないと思うが、これも彼らのホスピタリティか。
今回は前回までの NGO 主導によりエコツアーではなく、村の
青年団との直接連携によるプログラムだということで、不慣れ
なのか段取りがもう一つ。説明が少ない、わかりにくい、常にタバコを吸っている、など不満は
あったが、若い人たちを村に定着させるためにも、自分たちの日常生活や歴史・文化・自然を見
せるということを徹底していけば、オリジナルな新しい形のエコツアーになるのではないか。村
の中を案内していただき、植物や元の耕作地など一つ一つ説明しながら話してくれたイクラーさ
んを見て、そんなことを思った。

持続可能なパーム油会議に参加しました
石崎 雄一郎
11 月６日に、東京の国連大学ウ・タント国際会議場で行われた「持続可能なパーム油会議〜
2020 年に向けたパーム油調達のあり方を考える〜」に参加しました。これは、昨年行われた RSPO（持
続可能なパーム油のための円卓会議）ジャパン後に、そこに参加していた有志により設立された持続可
能なパーム油会議実行委員会（JaSPOC）によって開催されました。
JaSPOC は、味の素、日本生活協同組合連合会、イオン、ダーボン、コープクリーン、サラヤ、ライ
オン、花王、太陽油脂、資生堂、西友といった企業、RSPO 等の認証機関 Control Union、ボルネオ保
全トラスト・ジャパン、グリーン購入ネットワーク、WWF といった NGO が実行委員会に参加してい
ます。もともと RSPO に参加している洗剤・石鹸系の企業が多いように思いますが、今回は実行委員長
がイオンと日本生活協同組合という小売業だったことが大きな注目点でした。
プログラムはまず、沖大幹氏（国連大学上級副学長）が、「ビジネスと SDGs」と題して、基調講演
をおこないました。国連の主要命題となった SDGs は日本も取り組まなければならないテーマですが、
環境・資源など地球の限界を超えたと言われる昨今、気候変動・環境と農業と貧困とテロの関係など包
括的な視点が欠かせません。現在、極度の貧困、幼児の発達障害、妊婦死亡率、HIV、交通事故、児童
婚や若年出産、児童労働はデータとしては減っているそうです。一方、非就学、未決拘禁者の拘束、幼
児の肥満、飢餓は増えています。それは流通、社会、格差の問題でもあるため、持続可能な社会に向け
た企業活動・経済活動がより重要になってきていると読み取れます。
2030 年にも企業が存続したければ、どのような社会でどのような企業でありたいかが問われます。
実際に、国連 global compact、責任投資原則（PRI）、ISO26000 社会的責任、SDG Compass では、
「本来業務、帰還事業を通じて企業がいかに責任を果たすか」を企業に問うており、特にグローバル企
業は SDGs の取り組みを余儀なくされるということでした。ちなみに沖氏によれば、今後消費者が一人
一人認証をチェックするのではなく、この企業だから SDGs はやってるだろう、
このスーパーなら SDGs
に配慮した商品が置いてあるだろう、というトータルの判断を買い物時にするのではないかという興味
深い予測をしていました。
パネルディスカッション１「つくる責任・つかう責任」では、蟹江憲史慶應義塾大学大学院教授がフ
ァシリテーターとして、富士ゼロックス、日経 BP、KPMG あずさサステナビリティからの登壇者がデ
ィスカッションをしました。どの企業も、調達基準や管理体制の維持・徹底が問われており、富士ゼロ
ックスは紙の調達先の問題をオーストラリアのテレビ番組で批判され、SNS 等で情報が拡散されたこと
を受けて早急に対策をとりました。なお、その時に NGO との対話が役立ったとのことです。日経 BP
の藤田香氏は、「紙はいち早く、NGO、メディア、消費者からの問題が指摘され、その後、木材、パー
ム油、水産物に広がって来た経緯がある。サプライチェーンの最下流のイオンは、MSC（持続可能な水
産物の認証）に続き、パーム油と農林畜産の調達方針と 2020 年までの数字目標も作った。取引先、商
品の納め先からも持続可能性を問われる時代、企業はサプライヤーに質問票を投げる、直接行く、改善
を求めるなどの行動が必要となり、それが投資や安定供給にもつながるだろう」という指摘をしました。
パーム油への企業の動きが期待されます。
午後には、「EU におけるパーム油調達戦略」「投資家から見た持続可能な調達」「グリーン購入ネ
ットワークの日本におけるパーム油の持続可能な調達」の話があり、２回目のパネルディスカッション
「2020 年を目指したパーム油調達」では、三井物産の武藤直人がファシリテーターとして、不二製油、
味の素、花王、サラヤ、イオン、西友、日本生活協同組合連合会、グリーン購入ネットワークのメンバ
ーが議論しました。東京オリンピックの 2020 年を一つの節目として、「持続可能な調達」は、ここ１
〜２年で大きく変わっています。不二製油、味の素、花王は、責任あるパーム油調達方針策定や RSPO
認証の調達を初め、イオンはプライベートブランドで持続可能な認証（RSPO）原料の 100%利用を表
明、西友、日生協も方針を打ち出しています。パーム油は紙や海産物よりも調達先を辿りづらい面はあ
りますが、原材料調達ガイドラインを策定するなど（東京オリンピックで恥をかかないためにも）一層
の企業努力が求められるでしょう。
この会議には約 400 人の参加があり、数年前では考えられないパーム油への企業の関心の高まりを感
じました。NGO もうかうかせずに常に先を行く提言をしていかなければならないと思います。

集会「ボリビアから世界へ」パブロ･ソロン、マリー・ルー１０・３１講演会から （報告）
＊2010 年ボリビアでの画期的な先住民の権利を認めた新憲法策定
「ボリビアでは、コチャバンバから始まった民主化運動が拡がり、民営化を阻止して、貧しい人達にも水を
供給するようになった。米国・英国企業の水道公社民営化に国民が反対し、“水はみんなのもの”とゼネスト
や住民投票で民営化を撤回させ、ボリビア左派政権成立にも繋がった。
2009 年に“良く生きる”画期的な憲法もできた。これは憲法 2 条に[植民地期以前からの先住民族の存在
と、先祖伝来の領域支配に基づき、国家の統一性の枠内において自決権を保証する]と明記している。第
312 条に[国家の経済的主権を脅かすような私的な富の集積を認めないことや、不平等の削減と貧困撲滅
に貢献する義務がある]。そして第 348,349 条には、[鉱物資源、水資源、炭化水素、森林、生物多様性など
はボリビア国民の所有物であり、国家によって管理される]！」とパブロ・ソロン氏が指摘した。この憲法推進
で、私は「国連大使を引き受けた」とメイン・ゲストの元国連大使のパブロ氏は語る。
＊「18 年で大きな森林が消失。母なる大地との調和が必要！」とパブロ氏が指摘
「歴史的な旱魃の時もあり、当時、多くの都市で水を供給することが出来なかった。これは国家的政策が
なかったことや、気候変動の影響が大きい。大西洋から湿った空気がアンデスに流れ、昔、森が残っていた
が、18 年間で大きな森林は消失した。生態系はお互いが支援して続いてきた。競争ではなく補完です。
2010 年 4 月にコチャバンバで[気候変動及び母なる大地の権利に関する世界民衆会議]が開催され、こ
のままでは 20－30％の種は絶滅の危機に晒されるでしょう。広範囲な森林が影響を受け、食糧生産も壊滅
的な打撃を受けるでしょう。『略奪と死を選ぶのか、自然との調和と命の尊重へ歩みだすのか?』 公正・連
帯・補完性が重要であり、母なる大地との調和が必要です。今原発誘致が大問題」とパブロ氏は語る。
＊「共有財産の補完・見直し、脱成長、脱グローバル化を目指し、参加主義の民主化を！」とパブロ氏
パブロ氏は「国ごとが闘うのではなく、互いが調和する社会を目指さねばならない。脱植民地化である。家
父長制度の見直し、共有財産の補完・見直し、脱成長、脱グローバル化を目指し、参加主義の民主化運動
で、自然の権利を認めなければいけない。TIPNIS（先住民地域並びイシボロ・セクレ国立公園）横断道路
の建設を政府は認めた。この道路計画で 10 万 ha の森林が消える。許せないので国連大使を辞めた」と。
＊マリー・ルーさんは「単一植林はダメ」と報告
マリーさんは「1 種類の樹木からの植林は火災に弱い。様々な木を植えることで、持続可能な森を作ること
が大切です。ユーカリ等の単一樹種では火災が広がるばかりです。今年のポルトガル、チリ等が事例です。
牧畜はアマゾンの森林を破壊してきた大きな要因です。これ以上の牧場拡大はいりません」と報告した。
＊「2010－2015 年森林破壊国 Top13 はラテン・アメリカ 7 ヶ国。608Km 道路建設始まる」と西岡が報告
最後に西岡が話したことは、「2010－2015 年にかけて森林破壊国は、ブラジル、インドネシア、ナイジェリ
ア、ミャンマー、タンザニア、ジンバブエ、コンゴ共和国、コロンビア、ペルー、エクアドル、パラグアイ、アル
ゼンチン、ボリビアと Top13 のうち７カ国がラテン・アメリカ諸国であり、近年石油、金、銅などの鉱山開発が
凄まじくエクアドルでこの 2 年に 160 件の新規開発で、全アマゾン地区で約 600 件を越す。特にブラジル、
エクアドル、コロンビアでの違法鉱山開発がされている。エクアドルが一番大変で、2035 年まで続く。
そして今 TIPNIS 横断道路だけでなく、コロンビアからベネズエラ、エクアドル、ペルー、ボリビアまでの
608Km の長大な道路建設が始まった。先住民達も立ち上がる。しかしカナダ、中国、米国が行う鉱山開発
を追随する道路建設であり、もし出来たらアマゾンは大変な事態になる」と。 （文責・Badman Nishioka）
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カリフォルニア州で史上最大の森林火災
インドネシアの泥炭地保護政策効果を NGO が批判

カリフォルニア州各地で 10 月8 日に発生した火災は強風にあお

グリーンピースは 2011 年の大統領による開発モラトリアム政策導

られ延焼を続け，43 人の死者，8000 棟以上の家屋の焼失で不

入後の 6 年間で 270 万haの原生林と泥炭地が消失したとする調

動産だけで 10 億ドル以上の被害をもたらす史上最大の森林火

査結果を発表。[Greenpeace Indonesia 9 月 12 日]

災となった。[Los Angels Times 11 月18 日他]

モバイル端末で衛星データが利用できるアプリ発表

Google Earth 上で土地利用変化を知るフリーツール

オフラインのモバイル端末で17の熱帯諸国の毎週更新される森

非専門家が Google Earth 上で衛星画像による森林減少など土地

林の衛星データを利用できるアプリ Forest Watcher を Global

利用変化を分析し統計に加工できるフリーツール Collect Earth

Forest Watch が発表。[Reuter 9 月 26 日]

が公開された。[Mongabay 10 月 20 日]

熱帯林は純炭素排出源になったと研究論文

気候変動対策での泥炭地保護と植林の効果の評価

熱帯林の地上炭素密度の計測をもとに，破壊や劣化が進んだこ

泥炭地保護など土壌管理と植林によって気候変動パリ合意での

とで，吸収・固定する炭素に対し排出される炭素が約 2 倍の純炭

2030 年までの温室効果ガス排出削減量の 37％が達成可能と国

素排出源になっているとの論文をボストン大学等の研究者が

際研究者グループと Nature Conservancy が発表。これに対し

Science 誌に発表。[Guardian 他 9 月 28 日]

REDD-Monitor は化石燃料燃焼の削減と植林等による吸収を同

東京五輪で熱帯材合板の使用中止を先住民が訴え

一視すべきでないと批判。[Reuter 10 月 17 日 ，REDD-Monitor

マレーシア・サラワク州の先住民プナンの村長が安倍首相宛の

10 月 20 日]

書簡で，彼らの森と生活を破壊して作られた Shing Yang 社の合

インドネシア最高裁が泥炭地保護規制を無効と判決

板を東京五輪の新国立競技場建設で使用しないよう求めた。同

最高裁は紙パルプ産業や労働者の権利を奪うとして，プランテ

様の公開書簡は 47 の NGO から IOC 等にも送られた。[Bruno

ーション企業にコンセッション内の泥炭地の放棄と保護を求める

Manser Fund 9 月 9 日，10 月 10 日]

今年 2 月の環境林業省の規制は無効との判決を下した。

アマゾンの森林消失が 19％低下とブラジル政府

[ Mongabay 11 月 2 日]

ブラジル政府は INPE のデータに基づきアマゾンの森林消失が

スマトラ島北部でオランウータンの新種発見

昨年度に比べ19％減少し6624㎢になったと発表。しかし記録的

スマトラ島北部でオランウータンの新種Tapanuliを英国の研究者

な干ばつで9月には各地で森林火災が多発しているためこの傾

が発見し，3種目のオランウータンと認定された。しかし新種の生

向が続くかは疑問。[Mongabay 10 月 19 日]

息数は 800 頭と類人猿中で最も少なく，すでに絶滅の危機に瀕

ポルトガルの森林火災で死者 43 人

している。[Guardian 他 11 月 2 日]

ポルトガル中部で 28 万ha を焼く森林火災が発生し 43 人の犠牲

ポーランド政府の原生林伐採へ批判高まる

者を出した。ポルトガルでは 6 月には 64 人の死者を出す史上最

ヨーロッパ最後の平地林でＵＮＥＳCO 保護区のＢialowieza でポ

大の森林火災が起きたばかり。[AFP 10 月 19 日]

ーランド政府機関が昨年来伐採を増加させていることに対し

サラワク森林公社がドローンを使って違法伐採監視

NGO 等からの抗議が高まる。[AFP 11 月10 日]

サラワク森林公社は 200 機以上のドローンを導入して州内全域

COP23 でコンゴ盆地の泥炭地林保護をめぐり議論

の森林をカバーし，違法伐採の監視，野生生物の調査，保護区

ボンの気候変動枠組条約COP23 でコンゴ盆地で近年発見され

域やコンセッションの地図作成等に利用する。[Borneo Post 他

た世界最大の泥炭湿地林は伐採や開発の危機に瀕しており，破

10 月 19 日]

壊されると大量の温室効果ガスを排出するため，REDD+制度に

2016 年の世界の森林消失面積が過去最大と GFW

よる住民の権利を強化した保全が重要との認識を共有。

Global Forest Watch は 2016 年の世界の森林消失面積が前年よ

[Mongabay 11 月 17 日]

り 51％増加し 29.7 万㎢と 2000 年以降最大になったと発表。植林

木材認証制度は熱帯林保護に効果をあげていない

等による森林増加を考慮しない数字で，ブラジル，インドネシア

FSC 等の木材認証制度と企業の持続可能性公約は熱帯林保護

等での森林火災が関連。[Reuter 10 月 24 日]

に効果がないと 500 社を対象にしたGlobal Canopy が分析。認証
森林のうち熱帯林は 7％に過ぎず，生産国で加工される割合が
高いのも原因。[Global Canopy 11 月 24 日]

樫田さんがブックレットを出版
ウータンと関わりの深い樫田秀樹さんが岩波ブックレット「リニア新幹線が不可能な
7 つの理由」を出版しました。夢の超特急が、夢のまま終わる可能性。無理の在りすぎ
る超巨大事業の行く末に立ちはだかる 7 つの壁を分かり易く解説しています。
リニア計画は、東京名古屋間の 280 ㌔の 86％がトンネルです。工事で膨大な残土が
発生します。その処分場所が問題です。地元で不安が広がっています。掘削で地下水の
異常も懸念されています。その他にも課題が山積です。是非一読ください。定価 520 円
＋税。(225 字)
増補版 ”悪夢の超特急”リニア中央新幹線
を刊行しています。定価 1600 円＋税 (旬報社)
もお勧めです。（春日直樹）

会計より

ありがとうございました！

井下祥子

いつもウータンをご支援いただき、ありがとうございます。
年会費は４０００円です。よろしくお願いいたします。
会費カンパの振込用紙をもって領収に替えさせていただきます。
領収書の必要な方はお手数ですが、振込用紙にご記入ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
＜会費・寄付等をいただいた方＞ （敬称略）（2017.6.1 ～ 11．30)
一井リツ子

イルチェロ講演会寄付

金沢謙太郎

康由美

坂梨一則

佐藤譲

浪川光代

橋本征二

喜多幡佳彦
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蓮原耕児

匿名２名

✩前号分ではお名前を掲載せず、今号にまとめて掲載しております。
＜おたよりから＞
＊ 地道な活動に頭が下がります。カンパを送らせていただきました。
＊ ニュースレター

いつも楽しみにしています。

＊ 息長くお互い頑張りましょうね。

熱帯森林保護団体・南研子

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。

イノさんのきまぐれ読書あんない
井下祥子

『ボルネオ－燃える大地から水の森へ』
大崎満 岩熊敏夫 岩波書店 2008 年
赤道直下のボルネオ。ここに、地球温暖化の最前線がある。あいつぐ
乱開発で「燃える大地」と化した泥炭湿地。火のついた火薬庫さなが
らに燃え広がる森林。豊かな緑と生命を育んできた「水の森」は、い
まや巨大なＣＯ２排出源へと変貌した。その知らざれる実態に迫り、
生態系再生の糸口をさぐる。
１ くずれゆく水の森 ２ 熱い燃焼・冷たい燃焼
３ レッド・エコシステム
４ 変貌する水辺 ５ 水の森をとりもどす
（岩波書店 PR より）
※大崎満先生には、12 月 2 日（土）にパーム油学習会第 9 弾でお話しいただきました。

会員･協力者の皆様へ、メールアドレスをお知らせ下さい。
ウータン・森と生活を考える会では、広報活動の強化のため、会員および協力者の皆様にメー
ルアドレスをお知らせいただくよう、お願いすることになりました。皆様には会報誌をお送りし
ていますが、緊急の動きや学習会などを企画した場合に、お知らせできないこともあります。ま
た、会員・協力者の皆様がセミナーや学習会などの企画の内容を、メールを通じて知り合いのか
たがたに広めていただければ、より多くのかたがたに知っていただき、参加していただけると思
います。
そこで、メールアドレスを知らせていただいた会員や協力者の皆様には、緊急の情報や、学習
会等の企画の内容をメールでお知らせいたしますので、できれば、その内容を知り合いのかたが
たにメールで広めていただけると大変たすかります。よろしくお願いいたします。
メールアドレスの連絡先： info@hutangroup.org

