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・・・・・【ウータン活動記録】・・・・・ 
4/4-6 タンジュン・プティン植林10ヘクタール 
5/16 「ボルネオを探求しよう」講師（missy） 
5/20-21 上記植林のモニタリング（生育確認） 
6/5, 6/12 関西学院大学商学部 教養基礎G(環境) ／ 
　　　　Gyroさん ゲスト講師 （いっしー、missy） 
6/13 舞鶴パーム油発電について喜多地区自治会・舞

鶴市・日立造船の三者協議（いっしー、missy） 
6/17 桃山学院大学経済学部／風岡先生 ゲスト講師

（いっしー） 
6/21 ウータン総会 
6/22 「消費から持続可能な社会を作る市民ネット

ワーク」Zoom会議参加（yucco、いっしー)  
6/23 日立造船(株)株主総会でのバナーアクション　

（舞鶴：大西さん・森本さん、ウータン：　　
喜多幡さん、西岡、笠原、いっしー、missy） 

6/25 日清食品ホールディングス株主総会でバナー　
アクション（RAN・川上さん、いっしー、
missy /マニス着ぐるみ） 

6/27 福知山パーム油発電への対策に向けた顔合わせ（森本さん、いっしー、missy、福知山の方々） 
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禍 、感染症 熱帯林破壊
増大 記事 方々 見

。 森 奥深
、果樹園 住 着 、近隣 家畜 病気 伝

染 、人 感染 … 言 。
国連 、森林破壊等 土地利用転換 動物由来
感染症 危機 拡大 要因
指摘 。 

6月 PARC自由学校 講座 、
RAN 川上 「 油、木材、紙
、牛肉、大豆」 土地利用転換 例
話 。 「家畜生産 増大」 、

国連 挙 動物由来感染症 危機拡大 要因
含 。家畜 感染症 関係 古
人類 歴史 。 

現在、肉牛 約15億頭、豚 約10億頭、鶏 　
約230億羽 。『 ・ 』 著者

、世界 大型動物 体重比 人間 　
家畜 合 野生動物 10倍 、地球 　
人間 家畜 支配 世界 指摘 。　

数 多 人間 家畜 狙
必然 言 。結局、野生動物 接触 、　
家畜 増大 、熱帯林破壊 土地転換 　
大 結 。 

禍 。4～5月
日本 自殺者数 前年度比 大 減
。 、倒産 仕事 失 大変 状況

方 多 今後
、多 人 乗 　

満員電車 乗 、会 上司 先生
友達 会 、 減

。 

数十年 　
眺 、

帰 。野生動物
減 、 休息 　

訪 。一息 、
態度 改 行動 、私 人間

問 。 
事務局長　石崎 雄一郎

「ボルネオを探求しよう」グラレコの一部
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馬橋憲男さん  
……………………………………………… 
サラワク州先住民の声なき民の支援・優しき人

1989年7月28日、サラワク州の森林破壊と先住民の生活を詳細に記す本が日本でも発行され
た。名は『サラワクの先住民～消えゆく森に生きる』。著者はイブリン・ホン氏、訳者は北井
一（馬橋憲男)、故・原後雄太氏。前書きでイブリンさんは、「木材の伐採活動と近代化とに
よって自らの土地と森林を破壊されつつも、森林との調和を保ちながら生きようとするサラワ
クの人々について書いたもの」と記している。訳者の馬橋さんは前号で「サラワク州を訪れた
時に目に留まり、ピーンときて」翻訳を決意されたと。直感したら直ぐの実行が肝心だ。
当時マレーシア・サラワク州の森林が次々と破壊され、先住民達は生活苦を州政府に訴え

るも同政府が無視し続け、1987年に彼らは破壊に繋がる伐採道路を封鎖。マレーシアの丸太総
輸出量の60%以上が日本にきており、日本は世界一の熱帯材輸入国だった。それを隠すかのよ
うに、日本で「熱帯の原生林破壊の主原因は先住民達の焼畑」と、【焼畑・破壊説】が流布し
ていた。違う！彼らの伝統的な焼畑耕作は原生林を壊さず、小さな二次林で「焼畑」を行う。
先住慣習地で毎年移動し耕作するから森は蘇る。馬橋さん達の翻訳本の発売がなかったら、　
その後も【焼畑・破壊説】が数年まかり通っていたのかも知れない。
馬橋さんは私達の仲間T君に「サラワク先住民の悲しみを受け止められ、バネにしていただ

けたら」と本を進呈してくれた。インドネシアの仲間と講演させて頂いた際に見た馬橋さん
は、イブリンさんと同様に心優しき人だ。1988年4月、私は最初のサラワク行の際にイブリン
さんと数分話した。彼女は「サラワクは気をつけて」という。馬橋さんも優しさと配慮してく
れる人で、それで　翻訳を直ぐ考えたのではないか。（文責・東悪男ことBadman Nishioka）



熱帯林破壊による生物多様性の損失・泥炭地破壊
による気候変動への影響・先住民や地域住民や農園
労働者への人権侵害を引き起こすために、ウータン
が反対活動に取り組んできた舞鶴でのパーム油発電
計画は、2020年7月1日から、FIT(固定価格買取制
度)認定を取得していた舞鶴グリーンイニシアティブ
合同会社(MGI)の解散手続きに入ることとなり、市
民側の完全勝利を迎えます。地域住民の方々の熱意
とNGOのサポートがうまく重なったことが　勝因だ
と思います。ありがとうございました！
市民の力でパーム油発電を止めた成果を経緯と　
ともに振り返りたいと思います。

地道な情報公開請求
筆者が舞鶴のパーム油発電の話を初めて耳にしたの
は2018年末で、その後に情報を伝えてくれた舞鶴市
民の大槻賢孝さんとつながることができました。　
大槻さんは、建設経済新聞で京都府舞鶴港港湾審議
会のバイオマス発電建設計画を知り、その後活動の
きっかけとなった舞鶴での学習会をウータンととも
に企画しました。それ以前・以後も舞鶴市や京都府
に対して地道な情報公開請求を続け、2017年2月に
FITを取得したのは日立造船でその後にMGIに引き
継がれたことや、2016年4月に多々見舞鶴市長から日
立造船古川会長あてにパーム油発電事業の用地を　
舞鶴市にお願いする個人的な信書が出されていたこ
となどを突き止めました。舞鶴パーム油発電所計画
断念の足がかりを作ってくれた影の立役者です。

NGOや市民による学習会
2019年6月に大阪でパーム油学習会「パーム油発電
は本当に ”再生可能 ”なエネルギーなのか？」を　　
開催、バイオマス産業社会ネットワーク理事長の　
泊みゆきさんをゲストにお呼びし、FITによるバイ
オマス発電の課題を講演いただきました。また、　
福知山市からお越しの三谷義臣さんから、2017年　
6月に稼働した三恵観光株式会社のグループ企業で　
ある三恵エナジーのパーム油発電所の状況について
お話しいただきました。福知山のパーム油発電所で
は、2019年2月20日に燃料が漏れて住宅街に流出す
る事故が発生し、共産党の市議団が視察、その後の
9月26日には、騒音や悪臭への対策を求める近隣　
住民の請願を福知山市議会が採択しましたが、未だ
住民の納得のいく対応はなされていません。

2019年9月に大槻さんのサポートをいただき企画し
た舞鶴市でのパーム油発電の学習会では、GEF (地球
環境人間フォーラム)の飯沼佐代子さんからパーム油
の生産地での問題についてお話しがあり、「知らな
かった」との声が多数ありました。最寄りの喜多地
区自治会の大西寛治さんから自治会での対応について
の情報共有があり、同地区で会社を営む森本隆さん
が反対運動を行うと宣言、市民による活動がスター
トしました。大西さんたちが喜多地区のみならず他地
区へも問題について伝える学習会を地道に続けたり、
三宅一英さんをはじめ小学校やPTAにも働きかけを
したりする住民の動きも出てきました。
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舞鶴でのパーム油発電完全白紙！ 
～市民の力で事業を止めた七人の侍～ 

事務局長・ 石崎雄一郎



ウェブサイトと署名サイトを使った
キャンペーン

森本さんは、学習会後すぐに「舞鶴西地区の環境を
考える会」を設立し、ウェブサイト「舞鶴にパーム油
火力発電所なんかいらん！」(https:/ /maizuru-
palm.org/)を立ち上げ、情報提供を開始しました。こ
のサイトではパーム油発電の問題を伝える他、最近の
動きから情報公開請求で得た行政情報、学習会の報
告・資料、福知山など他地域から提供された情報ま
で多様な情報がブログで紹介されました。このような
情報が整理・見える化されることで舞鶴のパーム油発
電事業の問題点がわかりやすく整理されました。

また、オンライン署名サイトChange.org (http://chng.it/

VbxwGXjf)で署名を呼びかけ、結果的に11,885人もの
賛同者を得ました。インターネットを使うことで、　
日本全国のみならず、世界中から注目を集めることが
でき、応援メッセージが現地の活動の支えともなり
ました。さらに、企業にとって都合の悪い情報を匿名
で教えてくれる人もいて、活動に有利な情報を集める
役割も果たしました。森本さんが毎日のように更新を
続け、それをウータンのFacebook、Twitter、
InstagramなどのSNSでシェアすることで、効果的に
情報を拡散させていきました。

「のぼり一万本運動」など舞鶴市内での動き
舞鶴では、大西さんや森本さんが自主的に学習会
を開催し、住民自らが知識を得て、問題解決に向け
た話し合いを進めていきました。また、気候ネット
ワークの代表で京都弁護士会の浅岡美恵さんと数人
の弁護士さんが、公害環境委員会自然保護部会の活
動として、舞鶴と福知山を訪問し、浅岡さんのアド
バイスで、「舞鶴西地区の環境を考える会」がパー
ム油発電反対のぼりを販売し、喜多地区の多くの家
でのぼりが掲げられました。

2019年3月の住民アンケートでは、193戸中回答が
あった188戸全てが反対しました。2020年1月には、
建設に対して喜多地区自治会の反対決議がなされま
した。

メディアの取材や舞鶴市議会での追求、経済
産業省での署名手渡し、国際機関との連携

9月の学習会の時から早々に取材を開始してくれた
京都民報や舞鶴市民新聞、京都新聞を始め、計画が
白紙撤回される流れになった2020年6月には、多くの
新聞・メディアで取り上げられました。上記以外に
は、毎日新聞、産経新聞、読売新聞、朝日新聞でも
報道され、インターネットメディアでもサステナブル
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ビジネス誌「オルタナ」や、当会も馴染み深い
ジャーナリストの樫田秀樹さんの記事が掲載され、
多くの方の注目を得ることができました。

12月10日には舞鶴市議会で、共産党の小杉悦子さ
んを始め、3人の議員がパーム油発電の地球環境や
地域住民への影響を質問し、懸念を表明しました。

2020年1月30日には、FoE Japanの満田夏花さんの　
仲介により、舞鶴の森本さんと福知山の三谷さんが
経済産業省と環境省を訪れ、パーム油発電所建設に
対する11,000人分の反対署名と要望書を提出、その
後に意見交換、記者会見を開催しました。

生物多様性条約(CBD)やWWF等国際的な動きや団体
との連携により、パーム油のエネルギー利用が国際
的に問題であることをアピールしました。また、2019

年7月にWWF Japanが、「京都府舞鶴港におけるパー
ム油を燃料としたバイオマス発電所事業計画の見直し
と燃料の持続可能性基準策定を求める要望書」を　
経済産業大臣、京都府知事、舞鶴市長、日立造船　
会長宛に送ったことも世論喚起を促しました。

投資家・金融機関へのダイベストメント運動
2020年3月23日に舞鶴で、JACSES(「環境・持続性
社会」研究センター)の田辺有輝さんを講師に迎え、
学習会「パーム油発電所とお金の流れ～環境破壊的
な事業を止めるため」が開催されました。その後、
ウータンと森本さんと田辺さんの三者でオンライン
での話し合いを続け、ファイナンスの観点から案件
を止める力を持っているAmp社(MGIの出資者)に対
してレターを送ることになりました。

4月には、Amp社の社員から、「出資を取りやめる
つもり」だと連絡がありました。その後、「投資回
収が見込めないこと、地域住民の賛成が得られない
こと」を理由にAmp社がパーム油発電に今後関わら
ない声明を出しました。田辺さんは、「欧米の企業
は合理的なのでこのような判断に至った」と評価し
ました。

MGIは、出資者不在の状況になりましたが、舞鶴
市は推進の姿勢を崩さず、建設・運営を請け負う　
日立造船がもともとはFIT認定を受けていたこと(後
にMGIに譲渡)、日立造船に多々見市長が信書を送り
ラブコールを送っていたことが判明し、次のター
ゲットは日立造船となりました。

6月には、日立造船の株主・投融資している金融機
関らに、SDGs(持続可能な開発目標)とESG(環境・社
会・ガバナンス)の観点から、投資撤退を含めた同社

との対話(エンゲージメント)を促すためのダイベスト
メント要請書を送付しました。この要請書には、　
8カ国・25団体のNGOが賛同してくれました。金融
機関の中にはESG部門やサステナビリティ部門を持
ち、本件の話を聞きたいので電話会議を持ちたいと
いう積極的な企業もありました。後の三者協議での
日立造船の反応からも、ダイベストメントが企業に
とって非常に大きな影響を持つことが伺われます。
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自治会と舞鶴市と日立造船との公開三者協議
2020年6月13日に喜多地区自治会・舞鶴市・日立造
船の公開三者協議が行われました。これは2月25日
の第1回会議の続きという位置付けでしたが、コロ
ナ禍の影響があり延びていました。この開催には　
紆余曲折があり、もともと5月30日に予定されていま
したが、舞鶴市がプレス向け公開とオブザーバー参
加およびウータンの参加を拒否しました。これに対
して、喜多地区環境保全委員長の大西さんは、市内
全域に及ぶ問題であり、市長記者会見で事実を伴わ
ない市長発言があったことから、公開原則を求めた
ところ延期になったという経緯がありました。さら
に、直前に「地区に住民票がない」ことを理由に　
森本さんの協議参加を拒否してきました。その地域
で働く人、(外国人を含め)生活する人全てが市民であ
るべきで、市民に一番近い自治体による住民の分裂
を狙った不当な介入であると言わざるを得ません。
舞鶴の多々見市長からは、市長会見であたかも住民
が二分していると捉えられる発言や、「住民にどちら
が論理的かしっかりと理解してほしい」という発言が
あり、これが喜多地区の住民の怒りに火をつけまし
た。かつて学校の先生、技師、工学の専門家であっ
た委員長の大西さん、三宅さん、齋藤さんたち環境
保全委員会のメンバーは舞鶴市が用意したパーム油発
電事業計画の精査を重ね、反論書を用意しました。
公開三者協議には多くのオブザーバー、報道機関が
集まり、テレビカメラも見られました。当会からは　
石崎が環境アドバイザーとして環境保全委員会メン
バーとして参加し、様々なNGOの知見や資料をフル
活用しながら、地球環境問題と人権問題の観点から
意見を述べました。本協議会で、「MGIの出資者は見
つかっておらず、6月末までに見つからなければ7月か
ら解散手続きに入る」ことが初めて明言されました。

 
株主総会でのアクション

6月末までに出資者が見つかるかどうかに関わらず
日立造船に事業からの撤退を求めるため、6月23日に
日立造船の株主総会アクションを行いました。ウータ
ンメンバーは大西さんとともにバナーを掲げ、「日立

造船にSDGsに沿った経営を求める」チラシを配布し
ました。また、森本さんが株主総会の場で株主の一員
として質問し、鋭い質問で谷所会長を追い詰め、　　
環境事業本部長の白木常務取締役役員から「今後パー
ム油発電はしません」との回答を得ました。26日には
多々見舞鶴市長が計画の断念を表明し、京都北部の
新聞各紙が一斉に報道しました。7月1日にAmp社から
正式に解散手続き開始の連絡があり、舞鶴での　
パーム油発電所計画は完全白紙撤回となりました。

H.I.S.、福知山他のパーム油発電
事業撤回へ向けて

今回、私たちも全て把握できないほど多くの方々
の活動が展開されたことで大きな成果が出ました。
今後も本件の教訓を生かして、NGOや市民との連携
により、東北でのH.I.S. SUPER電力によるパーム油
発電所、福知山での三恵エナジーによるパーム油発
電所、その他群馬県邑楽町での計画、エナリス、神
栖パワープラント合同会社による発電事業等の撤回
に向けて活動を続けます！
→「H.I.S.さん、熱帯林を破壊するパーム油発電をや
めて！」http://chng.it/FfyBRdbNxt

→「三恵福知山バイオマス発電所が発生させる環境
破壊にNO！」http://chng.it/S2kX4TGW

7

http://chng.it/FfyBRdbNxt%22%20%5Ct%20%22_blank
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シンプルな3つの項目にまとめ直したミッションに沿って議論された活動案。（☆は新規） 

ミッション① 熱帯林破壊を止める！ 
2030年までに森林破壊ゼロをめざします。森林破壊につながる開発を抑止する　

ために国内外で活動するNGOなどの世界の仲間と共に調査し行動します。 

ミッション② 熱帯林を再生する！ 
在来種による失われた森林の回復と地域住民主体による残された森林の保全を　　

国内外のNGOや現地の人びとと協力して実現します。 

ミッション③ つながり、伝える！ 
気候変動を食い止め生物多様性を守るために、原生林や保全価値の高い森林及び　

熱帯泥炭地等の重要性を国内外に発信します。また、世界で活動する仲間とつながり、
問題解決のために行動する人を増やします。

2020年度の計画案

・パーム油発電反対キャンペーン　→    舞鶴の成功体験を福知山、H.I.S、群馬へ！ 
☆スマトラ島タパヌリ地域のダム建設問題の情報収集

・中カリマンタン州タンジュン・プティン地域での在来種の苗づくりと植林（2008年～FNPF
と協働、2017年～タンジュン・ハラパン村のセコニャール青年団との協働） 
・タンジュン・プティンでのエコツアー 
・東カリマンタン州のCAN Borneoとの協働でアグロフォレストリー（と新たに環境教育）

・会報誌作成（年4回） 
・ウータン学習会（年3～4回＆☆自主学習会を隔月ペースで） 
・海外ゲスト講演会（年1回程度） 
・講師派遣（大学など学校を中心に他NGOや企業向けも含む）（20回程度／年） 
・ブース出展（ワン・ワールド・フェスティバル、ワンフェス for Youthなど） 
・ドキュメンタリー 中井信介監督「森の守り人」の上映会 
・熱帯林保全NGO共同で「森のある惑星」ウェブサイト運営と毎月のメッセージ発信 
・国内外のシンポジウム等参加（情報収集） 
・メディア発信（プレスリリース配信を通じた新聞等への取材依頼アプローチなど） 
・SNSでの発信・啓発 
☆「世界の森林ニュース」をメルマガで発信（特に2020年は国際森林年） 
☆リーフレット完成 
☆（上記を）ファンドレイジングにつなげるしくみづくり 
☆ユース主体オンライン講座～アクションへ繋げる支援（「ボルネオを探求しよう」続編） 
☆パーム油の使用について考えを深めるため国産菜種油手づくり現場へのボランティア誘致

2020年6月21日開催　ウータン総会ご報告
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項目 金額 備考

一般繰越金 2,601,557
会費 408,000
一般寄付 222,042 一般寄付＋特定寄付＝1,267,812円
特定寄付（インドネシア消防支援金） 531,549
特定寄付（植林支援＠タンジュン・プティン） 92,424 Gochiso含む
特定寄付（エコツーリズム＠タンジュン・プティン） 103,600
特定寄付（CAN Borneo） 318,197
前受金 96,000
物販収益 96,861
講演等業務委託収益 74,600
「熱帯泥炭地保全・再生及び啓発」事業 2,903,000 地球環境基金（助成金）
「熱帯泥炭地保全・再生及び啓発」事業（未収金） 1,597,000 地球環境基金（助成金）
「村人主体の在来種の森づくり」事業 1,500,000 積水ハウスマッチングプログラム（助成金）
「広報媒体の制作による支援者拡大」事業 100,000 Gift（助成金）
雑収入 22
（１）収入計 10,644,852

委託報酬 1,640,000
コーディネート料（海外での調査・視察等） 28,860
諸謝金 199,800
他団体への寄付 2,000
植林活動費（アグロフォレストリー含む） 1,991,634
消防活動費 333,648 ジェットシューター購入費、運搬費含む
映像制作費 510,000 ドキュメンタリー映像更新費
旅費交通費（国内） 606,926
旅費交通費（海外） 729,461
賃借料 144,000
会場賃借料 123,770
諸会費 18,000
図書費 16,073
販売物品仕入代 38,727
広告宣伝費 573,152 着ぐるみ製作費、リーフレット制作費一部含む
会報誌制作費 211,374
郵送費 171,748
通信費 19,819
印刷費 109,296
消耗品費 48,774
支払手数料 8,714
（２）支出計 7,525,776
（３）繰越金 3,119,076

（２）支出

（１）収入

2019年度 決算 （2019年4月～2020年3月）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

地球環境基金

42%

前期繰越金

24%

積水ハウスマッチング

プログラム

14%

寄付

12%

会費

4%

その他助成金、講

演等業務委託収

益、物販等

4%

2019年度 収入内訳（概要）

植林活動

費

26%

委託報酬

22%
旅費交通

費

18%

広告宣伝費

8%

映像制作費

7%

消防活動費

4%

会報誌制作

費

3%
諸謝金、諸

会費、その他

事務費等

12%

2019年度 支出内訳（概要）

【会計からのご報告】 
2019年度は強い乾季によ
り、ウータンの活動地を含
むインドネシア全域で森林
火災が多発しました。9月か
ら急遽開始した緊急募金に
多くのご支援が集まり、　
現場で消火をする団体へ　
支援を届けました。火災は
初期出動が重要なため、　
一部は今後のために繰り越
すこととなりました。 
また、東カリマンタン州の
新しい活動地でのアグロ
フォレストリーにも個人か
らのご寄付が多く集まり、
活動が軌道にのってきたた
め、2020年度からは助成金
も活用して植林費用を多く
予算立てしました。（2020
年度の予算は挟み込みの　
追加資料をご参照くださ
い。）
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【グループ１：新しい学習会】 
～定期的な自主学習会を開催する 
✓ 自分たちが気になることを調べて共有する 
✓ 自己学習だけでは自己満足で終わってしま
うので、みんなで学び合う 

✓ 従来の専門家による学習会も一方で重要 
✓ タンジュン・プティン村人に加わってもら
い今の問題について双方向の学び合う 

【グループ２：パーム油発電】 
～メディアに意見・感想を届ける 
～H.I.S.への働きかけを議論する 
✓ NHK BS1 スペシャル「大火災 森林・都市
を襲うメガファイアの脅威」でH. I . S . 
SUPER電力のパーム油発電事業が取り上げ
られた 

✓ H.I.S.にすでに問合わせたメンバーがいる、
複数人で今後のアプローチの議論を続ける 

✓ 新聞社に電話し、舞鶴のパーム油発電記事
についての感想を伝えたり、環境問題に　
関する記事をリクエストして世論に反映 

【グループ３：YouTube動画】 
✓ オランウータンなどの動物やボルネオ島の
人々についてストーリーのある動画 

✓ ビーガンレストラン店長など個人のストー
リー 

✓ パーム油フリー生活⇒ESDユースの知り合
いが実行しているのでアプローチしては？ 

✓ ウータンの活動記録としての動画 
✓ 菜の花プロジェクトみのおを通して（菜
種）油を作るのがどんなに困難かを伝える 

【グループ４：新しいWEB発信等】 
✓ ウータン・ファンの中には食への関心の　
高い層がいる⇒メンバーがつながりのある
有機農業ボランティアへの誘導 

✓ エコツアー後に繋がりが継続しにくいの
で、オンライン交流会が開催されると良い 

✓ 日本で農業してる人とボルネオで農業して
る人が交流して刺激しあう 

✓ できるだけ緩く実際に顔の見えるつながり
の中で、それぞれがやりたいことをやる

ウータン総会 

ワークショップのご報告

事務局へのお誘い  
上記のような活動に参加し
たり、より詳しく知りたい
方は、ぜひ火曜夜の事務局
ミーティングにお越しくだ
さい！事務局MLへの参加
も可能です。ウェブサイト
の問合せフォームまたは
メールにてご連絡下さい。
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ウータン活動地 
写真ギャラリー⑴ 

中カリマンタン州 
ハラパン村の風景
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中央カリマンタン州

ボルネオ島

ボルネオ島の村人主体！在来種による 
熱帯林再生の紹介（2019年度の総括） 

by missy

【２０１９年度】
①インドネシアの村人主体の「オランウータン
　の棲める」在来種の森づくり
　２０ヘクタール ▶︎▶︎継続

②インドネシアにおける地域住民を巻き込んだ
　熱帯泥炭地再生
　→７ヘクタール ▶︎▶︎別テーマで継続

【２０２０年度】＊新プロジェクト追加
③在来種の苗づくりと植林による
　熱帯林生態系回復
　→１０㌶の植樹＋２０㌶の管理

PROJECT DATA

H U TA N  G r o u p

KARANG TARUNA 
S E K O N Y E R

森の破壊と劣化 
▶違法伐採・金採掘 
　→減少したが… 
▶森林・泥炭地の劣化 
▶度重なる火災

活動範囲の拡大
　 （広大な国立公園は人材不足…
　　レンジャーの目が行き届かない）

違法行為の監視、生態系の回復

村人の生計手段 （森林破壊→保全へシフト）

次世代への知識・価値観の継承

新しい・若い人材▶収入＆森への愛着を生む

活動のねらい

活動地（ハラパン村）地図

タンジュン・プティン国立公園 
▶ユネスコ生物圏保護区域 
▶オランウータンの保護・研究 
▶世界中から訪れる観光客 
▶大阪府２倍の面積(41万ヘクタール)

アブラヤシ
農園 タンジュン・ 

プティン 
国立公園

村

植林地

植林地 
▶村から小舟で
2時間川を上る
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２７ヘクタールの植林 
①苗木集め・育成、②植樹作業 
③モニタリング(生育率の確認や補植) 
(過去の植林地も含む41ヘクタール)

エコツアー 
▶村人を巻き込む 
▶伝統知の継承 
▶環境教育

エコツアーの成果 
▶ガイド１１人, ホームステイ９軒 
▶２５万円の直接収入 
▶お別れ会には子ども・保護者も参加 
▶若者が英語, 人前で話すなど経験値UP!

植林の成果 
▶２５種類の在来種 
▶生育率６５％ (▽異例の乾季) 
▶のべ１２２人, １５５万円 
 　 (約１～１２万円/人の収入) 
▶１０人の継続メンバー 
▶ノウハウの次世代継承

森づくりは人づくり 
継続が命

火災で劣化した森林地域におけ
る在来種の植林による生態系回復

子どもからお年寄りまで村中を
巻き込む！日本からのエコツアー

特定の早生樹 (外来種 )ではなく様々な　
在来種を植樹することで、当該地域の生物
多様性の回復・向上につながる
植林やエコツアーを地元の若者の「仕事」
とすることで収入を得ながらスキルアップ
する
長年地元NGO(FNPF)が活動してきたが、
今後スタッフの高齢化が懸念される。若者
が主体となり、保全活動の次世代継承に　
注力することはますます重要となる
ウータンとの実績が注目され他の事業主体
から植林委託を受けることも。他ドナーへも
アピールできる体制づくりを支えていきたい

ここがポイント！

●ご寄付のお願い● 
こちらの活動にご協力いただける方
は、同封の振込用紙よりぜひお願いい
たします。
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ウータン活動地 
写真ギャラリー⑵ 

東カリマンタン州 
ムラサ村の風景
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1. テレビ局（視聴者対応センター）に電話する 
☎ NHK：06-6949-5500 
☎ MBSテレビ：06-6375-4466 
(コロナウイルスの影響で現在はメール対応のみ) 
☎ ABCテレビ：06-6453-1111 
☎ カンテレ：06-6314-8080 
☎ 読売テレビ：06-6947-2500 
※新聞のテレビ欄に電話番号が掲載されています 

2. 視聴者センターの担当者に感想を伝える 
※テレビ局によっては視聴者センターに直通 
あなた： 
「ニュースのリクエストをお伝えしたいのです
が、このままお話ししても大丈夫ですか？」 

電話の相手（スタッフ）： 
「どうぞ」または「視聴者センターに繋ぎま
す。お待ちください。」　 

あなた： 
「いつも『○○（ニュース番組の名前）』を見て
いるのですが…。環境問題のニュースがあまり　
詳しく見れなくて、残念に感じています。」 
「環境問題に関心を持っているので、熱帯雨林の
ニュースやバイオマス発電のニュースが詳しく　
見たいです。できればリクエストをしたいので、
視聴者からのリクエストとして、『○○（番組
名）』でもっと環境問題のニュースが見れるよ
う、担当者に伝えてもらえませんか。」

メディアへの投書マニュアル③ 
テレビ局へリクエストを伝える

1. 新聞社（読者からの意見や要望の担当部署）
に電話する 
☎ 京都新聞：075-241-5421 
☎ 毎日新聞：050-5833-9040 
☎ 朝日新聞：0570-05-7616 

2. 読者応答室の担当者に感想を伝える 
電話の会話（あなた）： 
「数日前の朝刊に掲載されていた記事を読んだ
感想です。」 
「新聞に熱帯雨林の記事が掲載されていて、良
かったです。」 
「環境問題に関心があるので、このようなパー
ム油発電の問題について今後も新聞で知れたら
嬉しいです。担当の記者にお伝えください。」

メディアへの投書マニュアル① 

1. 新聞社に電話する。 
　（左に同じ） 

2. 読者応答室の担当者に感想を伝える。 
電話の会話（あなた）： 
「新聞の記事について、リクエスト（記事化
の要望）を出したいです。」 
「京都新聞を読んでいるのですが・・・。　
舞鶴の地域で、パーム油発電があり、」 
「地域住民が反対していると聞きました。　
環境問題に影響があると聞いたので、」 
「パーム油発電がどのようなものであるか、
新聞で記事にしてもらえるとうれしいです。　
読者の一人として、『パーム油発電の記事』
を読みたいとリクエストがあったことを、　
担当者にお伝えしていただけませんか？」

メディアへの投書マニュアル② 
新聞社へリクエストを伝える

メディアへの投書マニュアル 
　　～あなたの声を世論に反映させよう！

電話で番組名を伝えると効果的 
（後日に意見が採用されたかわかりやすいため） 

時期的に取り上げられやすい話題を狙って、
リクエストすると採用率が高まります。 

例：レジ袋の有料化前（6月中）に、「ゴミ問題の
ニュースが見たい。」とリクエストを行う。 
→レジ袋の有料化問題とあわせて、ゴミ問題が
取り上げられやすい。

ポイント



世界第二の熱帯林地域のアフリカ・コンゴ盆地の
熱帯林についてはアマゾンほど報道されることがな
いものの，世界で最も急速に森林破壊が進み，今後
アマゾンやインドネシア同様の道をたどることが　
懸念されている。今年5月に概要が公表された国連
FAOのGlobal Forest Resources Assessment 2020で，　
全世界の純森林減少は1990年代の年間780万haから
2000年代には520万ha，2010年代には470万haに低下
した中で，アフリカは年間330万ha，340万ha，390万
haと増加傾向にあり，南米の260万haを上回って世界
の森林減少面積の6割を占める(1)。

本記事では，衛星画像解析で樹冠面積率30%以上を
森林とするWorld Resources Institute / Global Forest 

Watchのデータ(注)に基づく「ニューヨーク森林宣言　
5か年評価報告書」(2)を中心にMonagbayの記事を交え
て述べる。

アフリカは熱帯林減少が世界で最も急速に進行
世界の熱帯林面積の減少はNY森林宣言前の2002～

13年に比べ2014～18年は軒並み増加したが，アフリ
カは減少率146%増で，アジア59%増，中南米31%増
を大きく上回る。原生林の減少に限ってもアフリカ
は基準年(2002～13年)に比べ146%増の年間45万ha

で，中南米(35%増，61万ha)，アジア(30%増，26万
ha)を上回る。基準年に比べ原生林の減少率の増加が
高かった上位10か国のうち6か国がカメルーンから　
シエラレオネに至る西アフリカに集中し，原生林へ
の開発圧力の高さを物語る。コンゴ民主共和は
REDD+の多額の投資があったにも関わらず，原生林
減少率は基準年に比べ2014年以降に2倍以上に急増し
た。その結果，湿潤熱帯原生林からのCO2排出量は
基準年に比べコンゴ民主共和国(以下DRC)が157%増
で，ブラジル37%増，インドネシア32%増に比べ　　
際立っている(2)。
コンゴ盆地はアマゾンに次ぐ世界２位の面積の　
熱帯雨林地域で，生物多様性の高さで知られ，600種
以上の樹木，ゾウ，ゴリラ，チンパンジーなどを　
含む400種の動物が生息する。アマゾンやボルネオの
熱帯林に比べ樹高が高く，単位面積当たりのバイオ
マス量はボルネオに匹敵しアマゾンを上回る。コン
ゴ盆地の熱帯林の59%がDRCに位置し，原生林面積
はDRC9%，ガボン13%，コンゴ共和国12%，カメ
ルーン11%の4か国で95%を占める。2001～18年の　
原生林減少面積はDRCが77%，カメルーンが10%を
占める(3)。

コンゴ盆地の憂慮すべき森林減少傾向
次ページのグラフでわかるようにコンゴ盆地の　
熱帯林減少はNY森林宣言の2014年以降急増し，2000

年代に比べ2010年代は，年平均原生林減少が18万ha

から46万haに，全森林減少が54万haから128万haへと
加速している(4)。2014～18年だけでDRC，コンゴ　
共和国，カメルーンの3か国で日本の面積の約2割に
当たる760万haの森林を失った。NY森林宣言5か年　
評価報告書は，この背景には相互に関連する人間　
活動の諸要因が存在すると指摘する。
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ニューヨーク森林宣言と 
コンゴ盆地の森林動向 

～森林リスクは焼畑から外国企業の大規模農林業開発へ
 神前進一

(注)FAOの森林の定義では地表面積の20%以上を樹
冠(canopy)が占める植生を森林とし，これを下回
る変化を森林消失(deforestation)と呼ぶ。アフリカ
半乾燥地域に多い疎林や樹木密度の低下した焼畑
地も森林に分類される。米国のMaryland大学研究
者とWorld Resources Instituteにより衛星画像から森
林など土地利用状況をリアルタイムで提供する
Global Forest Watchでは森林を樹冠面積30%以上と
している。



①人口急増と一次産品への世界市場の需要拡大が　
コンゴ盆地諸国の経済関係を一変させ，熱帯林を
危機にさらしている。

②ガバナンスの弱さが間接的に森林破壊のリスクに
拍車をかけている。特にDRCでは遠隔地では政府
は機能しないままで，農業生産性の低下，失業，
高い出生率などへの取り組みに失敗した。DRC　
最大の欧州系伐採企業の伐採地4万㎢の90%が違法
で，輸出木材の約6割が絶滅危惧種(ENとVU)であ
るとGlobal Witnessは調査で明らかにした (4)。　　
一方，コミュニティの土地で権利が法的に認めら
れているのは0.1%に過ぎない(2)。

③同国は長い国内紛争の歴史があり，深刻な貧困と
食料不足に直面し，世界有数の年3.2%の高い人口
増加率である。政府の関与の空白ゆえ，人々が　
自力で生活せざるを得ず，持続可能でない土地　
利用慣行が生まれる(2)。

焼畑農業が最大の森林減少要因
歴史的に，コンゴ盆地では焼畑移動耕作と択伐が
森林劣化の大部分を占めてきたが，新たな脅威とし
てインフラ開発と商品農業が大規模な森林喪失への
道を開く可能性がある。
焼畑農業はコンゴ盆地の最大の森林破壊要因であ
る。2000～14年には小規模農業と炭焼きのための　
伐開がコンゴ盆地の森林減少の84%(DRCでは93%)を
占めた。焼畑耕作はDRCの森林の4分の1以上で行わ
れ，自給農民は作物栽培のために二次林を18年程度

の周期で手作業で伐開し，長期休閑を伴う輪
作方式で利用してきた。伝統的方法では土地
の生産性が　低下すると農民は次の区画を伐
開し，二次林の生長を促し土地は肥沃度を回
復する。このように森林の喪失は一時的なも
のであった。
しかし，人口増加に伴い焼畑農業システムに
重圧が増す。休閑期間が短縮され，生産性が
低下し，最終的に原生林を伐開して耕地の　
拡張がはかられる。農村　貧困層にとって，
木炭製造と商品作物のための森林　伐開が　
都市での需要増と相まって選択肢となる。　
衛星データは原生林と林地の伐開が密接に　
関連し，2001～14年にこれが倍増したことを
示している(2)。

択伐の影響
択伐はコンゴ盆地の森林減少の10%の原因となって
いる。伐採道路は手つかずの炭素密度の高い森林の
伐採への道を開く。ガボン，コンゴ共和国，カメ
ルーンでは森林減少の62，46，22%を商業伐採が占
め，木材輸出は2001～15年に倍増し，中国が最大の
輸出先である。DRC政府は2002年の伐採モラトリア
ムを破り中国企業2社に6500㎢の熱帯泥炭地林の伐採
権を2018年に与えた(5)。また小規模な職人的伐採も
顕著な増加を示している(2)。

インフラ開発と農業拡大
インフラ開発は手つかずの地域での焼畑農業への　
アクセスをひらく。コンゴ盆地では2003年以来大規
模な道路網が伐採権許可地域内で倍増，それ以外の
地域でも40%拡張した。その他の森林破壊要因は　
鉱業(0.04%)，叢林伐開時の火災(3.8%)，建設工事
(1.5%)と相対的に小さいが，これらも小規模農業の
森への侵入を促進する。
大規模農業は現在コンゴ盆地の森林減少の要因の
1%に過ぎないが，今後の急増が予測される。農民は
今は主に国内市場向けに生産しているが，輸出向け
生産への移行が進み，多くの土地が外国投資家の　
手にわたる。産品輸出を増やす政策を採用している
国があり，森林への脅威がさらに高まると予測され
る(2)。
カメルーンの沿岸低地熱帯林ではベルギー持株会社
傘下のプランテーション企業によるゴムとアブラヤ
シ農園開発をめぐり地元コミュニティとの土地紛争
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コンゴ盆地の樹木被覆と一次林の喪失面積(2002-18年) 
出典：Mongabay 2019.12.17

樹木被覆喪失と一次林喪失(濃色部分) 
点線は3年間移動平均

上は一次林喪失面積，下は樹木被覆喪失面積

濃色は2010-18年平均，淡色は2002-09年平均



が生じている(4)。ガボンではシンガポールの農園系
多国籍企業オーラム社によるアブラヤシ農園開発の
土地収奪が大論争を巻き起こしている (5)。こうし
た　大規模農園開発と焼畑農業の森林への圧力が　
高まると，コンゴ盆地の熱帯林は2100年までに消滅
するとの研究結果もある(6)。またコンゴ盆地には300
億トン以上の炭素を貯留する世界最大の熱帯泥炭地
が存在すると言われ，昨年ジャカルタに開設された
熱帯泥炭地研究センターにはDRCとコンゴ共和国も
参加し，インドネシアの経験を学ぶ交流も始まった
(7)。コンゴ盆地がインドネシアの轍を踏まない持続
可能な森林保全・管理への連携が求められている。

＜参考文献＞
(1) FAO(2020)Global Forest Resources Assessment 2020 Key 

findings.
(2) NYDF Assessment Partners. (2019). Protecting and Restoring 

Forests: A Story of Large Commitments yet Limited Progress. 
New York Declaration on Forests Five-Year Assessment Report. 

(3) Butler, R.A.: Tropical forests’ lost decade: the 2010s.　
Mongabay　2019.12.17

(4) Global Witness: New investigation reveals systematic illegal 
logging by European company in the DRC. 2018.6.26

(5)  DRC breaches logging moratorium for Chinese-owned 
companies. Mongabay 2018.2.28

(6) Schneider, V. : ‘If they take our lands, we’ll be dead’: Cameroon 
village battles palm oil giant. Mongabay 2020.6.26

(7) Kombila, Y.N. : Debate rages over intensive oil palm farming in 
Gabon. Mongabay 2019.11.1

(8) Erickson-Davis, M. : Congo Basin rainforest may be gone by 
2100, study finds. Mongabay 2018.11.7

(9) Jong, H.N. : For the two Congos, lessons in a peatland 
partnership with Indonesia. Mongabay 2018.11.15
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日時：原則毎月第二、第四火曜日　 
　　　19：00～19：30 

参加方法：オンライン（Zoom） 
※会議の日はウータン事務所での参加も可能で
す。終了後のミーティングにも参加歓迎です♪ 

▼テーマ（暫定）▼ 
7/14 RSPO（公式HPを読み込んでみる） 
7/28 RSPOと比べたISPOとMSPOの問題点 
8/4 泥炭地（参考論文を発表） 
8/25（発表者募集） 
9/8 森林火災（参考論文を発表） 
9/22 未定 

★詳細や参加方法は、Facebook「ウータン・
自主学習会 連絡グループ」にて情報を流しま
す。FBで検索して参加を申請してください。 
ご不明点がある方は、FBのメッセージまたは
contact-hutan@hutangroup.orgまでご連絡下さい。 

【企画者からのメッセージ】 
　ウータンの活動は多岐に広がり、いろんなこ
とを”知る”ことは次の活動や有効な一手につな
がります。知っていたことでも深堀して、知識を
共有しましょう！ 
　ウータンの活動を通して疑問に思ったこと、
こんな資料を調べました、そんな内容をメン
バーが発表します。専門的なことを一人で調べ
るのは大変だけど、みんなで調べれば共にレベ
ルアップしていけます。オンラインで開催します
ので、全国どこでも参加可能です。 

自主学習会(連続 )のご案内

ウータンのSNSは下記から
GO！ぜひフォローして最新の
活動をご覧ください。 

 Facebook　 Twitter　 Instagram

…………………………………………… 
イベントのお知らせ 
……………………………………………
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自著紹介


『ボルネオ　森と人の関係誌』
（2020年3月／春風社）

　本書は、ボルネオ島に広がる熱帯雨林でロングハウスと呼ばれる　
村落を核として暮らしてきた、ある在地民コミュニティの100年間を、
フィールドワークと史料分析にもとづいて編み上げた民族誌です。私が
この本で目指したのは、ボルネオ島内陸部（マレーシア領サラワク
州）に広がる森の中にある村落が、19世紀から現在の時間軸の中で、
いかにみずからのコミュニティを再編してきたかを描くことです。

　本書では、私が住み込んで調査してきた村落を、沿岸部港市、王国、
他の地域との海洋交易の動態の中に位置づけて考察しました。なぜっ
て、そうすることで、空間的にも社会的にも遠く離れているはずの都市やかつての王国、沿岸部
地域との関係が、実際には内陸部の村落の形成と分かちがたく連動してきたことを、読者の　
皆さんにイメージしてもらいたいからです。本文の内容のほかにも、長期フィールドワーク中の
エピソードなどを書いたコラム、そして、表紙の愛らしい装丁をぜひ手に取って楽しんでいただ
きたいと思います。

佐久間香子（さくま・きょうこ）
1982年京都府生まれ。2015年京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究科博士課程修了、博士
（地域研究）。現在、東北学院大学経済学部共生社会経済学科・講師。専門は文化人類学、東南
アジア地域研究。
ウェブサイトhttps://researchmap.jp/sakuma/　Twitter：@SAKUMAKyoko1

今回は著者さん直々の読書　案内を掲載します。イノさんの「気まぐれ」読書　案内は次号以降をお楽しみに！

「ウータン」の日々
　大変ご無沙汰しております、佐久間香子です。といっても、ご無沙汰
しすぎていて、私が参加させてもらっていた頃をご存知の方が超少数派だと思いますの
で、「はじめまして」と書くのがいいのかもしれません。

　私がサラワクという地域に関心を持つようになり、ウータンの事務所に通うようになったのは　
大学生の頃です。ウータンの皆さん、特に、当時代表を務めておられた西岡さんの大きな声と　　
向こう見ずな行動力、そしてサラワクの先住民に対する愛と敬意ある向き合い方に、私は大いに　
刺激されました。厄介な案件に、悪ガキのように笑って挑む態度を今でも懐かしく思い出します。

　その後私は大学院進学、留学、出産、そして先の見えないポスドク生活にはいり、気がつけば　
自分と子どものこと以外に何かをする余裕が全くない生活のただ中にいました。来年度の食い扶持
があるかどうかわからない状態は不安ではありましたが、博士論文を加筆・修正して本として出版
する動力源にもなりました。簡単にあきらめない粘り強さと、困難な状況でも楽しむ明るさを、　
私はウータンとサラワクの人たちから教えてもらいました。これからもそうありたいと思います。

佐久間さんからの
メッセージ



熱帯林問題を通して内外の多くの魅力ある人
との出会いがあり、たくさんのことを学びま
した。敢えてひとりだけ挙げるなら、迷わ
ず、ヴァンダナ・シヴァ(Vandana Shiva)で
す。彼女はインドの女性で本職は物理学＆　
環境哲学の学者ですが、「チプコ」の精神的
指導者として世界的に知られています。 

●命の森を切らないで●………………………………

チプコ(chipko)とはヒンディー語で「抱きつ
く」の意味だそうです。70年代、北インドの
ヒマラヤの麓の村々にも「開発」の波が押し
寄せました。開発の名のもとに木材用の森林
伐採が進み、そのために雨季には大洪水に　
見舞われ、多くの人命が失われ、家畜や作物
が被害にあいました。伐採業者は村の男たち
が町へ出稼ぎに行っている隙をついてやって
きます。女性たちは「私たちの命の森を切ら
ないで」と懇願しましたが聞き入れられませ
ん。そこで彼女たちは「切るなら私も」と　
木に「抱きつく」決死の作戦に出たのです。

ときに数日間、男たちの暴行や辱めに耐える
ことも・・。 
女性たちがガンジーの非暴力平和主義にな
らって森を守ろうとしたのには、それなりの
理由がありました。薪(まき)です。食事の煮炊
きや暖房に使う薪集めは彼女たちの大事な　
日課です。それが近くの森が伐採されるにつ
れ、朝早くから遠くまで出かけて行く一日が
かりの重労働です。急峻な斜面で足を滑らせて
命を落としたり、あまりの辛さに自ら命を
絶ったり、留守の間、安全にと紐で結んでい
た幼子が亡くなっていたケースもありました。 

●「５F」と女性・先住民の人権●…………………………………………

シヴァは森と人との関係に従来とは異なる　
視点を国際社会にもたらしました。先進国や
国際機関でいわれる地球の気候変動や生物種
の絶滅だけではなく、持続的に活用すれば　
木材のほかに燃料(Fuel)、果実、キノコ、動
物などの食料(Food)、家畜の飼料(Fodder)、
繊維(Fiber)、飲み水(Fresh Water)の「５F」
といった地域の人々の生活に必要なものをす
べて満たしてくれる「無料の市場」であると
主張したのです。 
この新たな視点は、1987年に国連世界環境
開発委員会(ブルントラント委員会)が最終報告
書「われら共有の未来」で提唱する環境と　
調和した「持続可能な開発」そのものです。
熱帯林は地域の人々の生活を支え、その熱帯
林を守ってきたのは当の彼らだったのです。 
シヴァは熱帯林に「女性」という新たな視点
をも持ち込みました。それまでの先進国中心
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▲ 木に抱きつくチプコの女性 
　 (World Rainforest Movement HPより)

2　 「 」 
 馬橋憲男( 女学院大学名誉教授)

「熱帯林 」



の研究に欠けていた点です。さらに先住民の
権利、開発(発展)の権利など「人権」として　
位置づけるのに多大な貢献をしました。そう
した功績が認められ、1993年にライト・ライ
ブリフッド賞、2012年に福岡アジア文化賞大
賞を受賞しています。 
彼女は日本になんどもやってきて講演しまし
た。そのたびに先進国と熱帯林のある途上国で
は森林の役割・効用が異なるなること、先進国
の開発援助(ODA)がしばしば短期的な経済的　
利益を優先する乱開発を誘発し、地元の人々の
大切な生活基盤を奪っていると訴えました。 
このように「熱帯林」のたった３文字に地球
環境、資源、南北問題、消費、女性、人権、
開発とあらゆる問題が凝縮されているので
す。さながら地球の「縮図」です。 

シヴァは写真のように大きな瞳で必ず民族衣
装のサリーで現れます。そんな彼女に主催者
泣かせの困った問題がありました。「早口」
です。それも並みの早口ではなく、専門の　
通訳が追い付かないほどの猛スピードなので
す。神奈川県が主催した国際会議で司会を　
務めた坂本義和・東大名誉教授(故人)がシヴァ
の演説を前に「ゆっくりお話しいただけます
か」と苦笑しながら要請したことが懐かしく
思い出されます。 

●ユーカリ論争●………………………

ところで、シヴァでもう一つ思い出すことが

あります。「ユーカリ」です。当時、ちょっと
した「ユーカリ論争」が起きていました。　
あのコアラが好きなユーカリは生命力が　　
強く、どんな荒地にも根付き、成長が驚異的
に速く、短期間に緑を復元する「奇跡の木」
として重宝がられていました。 
彼女は多様な在来樹種からなる森を伐採し、
その跡地にユーカリを植林する「モノカル
チャー」に異を唱えました。ユーカリは在来
種のように地元の人々の５Fの生活ニーズを　
満たさず、主に製紙パルプ用として輸出されま
す。また、奇跡どころか、その旺盛な生命力で
隣の畑に根を伸ばし、養水分を奪い取ってし
まい、むしろ一帯の荒廃を招くというのです。 
いま、ユーカリは再び注目を浴びています。
オーストラリアの大森林火災です。すでに　
広大な面積の森林が焼失したそうです。迫り
くる猛火にもじっと木にしがみついて耐えて
いるコアラがテレビに映し出されるたびに　
心が引き裂かれそうです。ユーカリと森林　
火災にどのようなは因果関係があるのか、　
検証が待たれます。 
(次回のテーマは「NGOとボランティア」です) 
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《本シリーズについて》 

馬橋さんが翻訳を務められた『サラワクの先住民～
消えゆく森に生きる』(上述)には、本来穏やかなサラ
ワク州先住民の多くが木材伐採道路の封鎖をするに
至ったストーリーが描かれています。ウータンもサラ
ワク先住民の声を受けて設立した団体であり、馬橋
さんが教鞭を取られる大学で違法材問題について講
演させて頂いたご縁もあります。「熱帯林は地球社会
のあらゆる問題が凝縮されていると言っても過言で
はありません」と語られる馬橋さんに、前号から　
４連続でエッセイをご寄稿頂くこととなりました。

【お詫びと訂正】 
前号の会報誌で、『サラワクの先住民―消えゆ
く森に生きる』共訳者の「原後雄太（故人）」
さんを誤って「原子雄太」さんと記載しており
ました。大変申し訳ございませんでした。

　
▶ 
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2020年4月～5月	by	S.Kohsaki

Wilmar社が森林保全協定（HCSA）から離脱
世界最大のパーム油製油・貿易企業Wilmar社が高炭素
貯留アブプローチ(HCSA: High Carbon Stock Approach)か
ら離脱した。HCSAメカニズムは，アブラヤシ農園開発
を行わない高保護価値(HCV: High Conservation Value)の　
森林と劣化し開発される森林を特定する仕組みで，ア
グリビジネス，市民社会，環境NGOのメンバーからな
る。2013年にサプライチェーンでの森林破壊ゼロ宣言
を最初に行ったWilmar社の離脱はパーム油産業の持続
可能性を揺るがすと懸念される。[4月8日　Monagbay]

オーストラリアの森林火災で8.3億トンのCO2排出
オーストラリアは昨年9月から今年2月までに南東部の
温帯林で過去に例のない740万haを焼失し8.3億トンと　
同国の年間排出量をはるかに上回る世界6位に匹敵する
CO2を排出したと政府報告書。焼失面積の40％が国立
公園内，25％がその他の自然保護区で，コアラ等の　
野生生物への影響が深刻。[4月21日　Guardian]

シベリアの森林火災で200万haを焼失
モスクワはこの冬の気温が平年を6℃上回る未曽有の　
異常高温を記録し，4月以降もシベリアでは平年を20℃
上回る状態が続く。異常高温で土壌の乾燥化が進んだ
シベリアでは大半が人為的原因の森林火災が200万haを
焼き尽くした。極北の亜寒帯林は過去1万年に例のない
ペースで　焼失し，大量の温室効果ガスを放出し温暖
化を加速している。[5月2日　Gizmodo]

アマゾンの森林消失が13ヵ月連続で前年を上回る
国立宇宙研究所(INPE)の森林破壊追跡システムDETER
によると4月末までの1年間に法定アマゾン地域で9320
㎢と前年比40％増の森林が減少，月別に見ても統計　
開始の2007年以来の最高レベルで13か月連続して前年
を上回り留まるところを知らない。森林破壊の増加と
異常気象が相まって今年の火災シーズンが懸念され
る。森林破壊と乾燥化でアマゾン地域の生態系全体が
臨界点に近づきやがて熱帯林はサバンナと化すと多く
の科学者が警鐘を発し，また世界中の各層からの批判
の高まりにも関わらずボルソナロ大統領は森林破壊や
火災を増加させる政策を推し進めている。こうした
中，ブラジル政府はアマゾンの森林地帯に常駐基地を
設けて軍隊と警察，環境機関等を森林破壊と火災の　
防止のために派遣すると決定した。 [ 5月 9日　
Monagbay，Reuters　4月29日]

FAOが世界森林資源報告2020概要を発表
国連食糧農業機関(FAO)が5年ごとに発表する世界森林　
資源報告 Global Forest Resources Assessmentの概要が公表さ

れた。衛星データでなく，263の国と地域からの報告に　
基づく集計結果で，年間森林純減少面積は1990年代の　
780万haから2010～20年には470万haに全般的に減少し
た。1990年以来日本の面積の4.8倍の森林が世界で失われ
たが，2010年代の森林減少はアフリカが年間370万haと最
大で，南米が260万haでこれに次ぐ。[5月8日　Monagbay]

ブラジル，インドネシアの昨年の火災は農業と結びつく
ブラジルとインドネシアでの昨年の大規模森林火災の
原因，関与者，政治状況，投資家への影響を国際NGO
のChain Reaction Researchが分析した詳細な報告書が　
公表された。ブラジル国土の3.7％の3100万ha，インド
ネシア国土の0.84％の160万haを焼失した昨年の森林火
災は，大豆，牛肉，パーム油という国際農産品の需要
の高さゆえに，ブラジル農民，インドネシア小農が火
を放ったことが大きな原因で，国際商品を扱う多国籍
企業もサプライチェーンで直接，間接のリスクを負って
いたと結論。[5月12日　Chain Reaction Research]

インドネシアが輸出木材合法性規制撤廃を撤回
インドネシア政府は2月に発表した輸出木材合法性規則
（SVKL）義務化の廃止を各方面からの批判の高まりを
受け撤回した。最近の規制緩和路線の一環として2月に
貿易相が発表した方針は，違法伐採を助長するとNGO
のみならず，政府内でも森林環境省も批判，家具の最大
輸出市場のEUを失うことになると木材業界からも反対
が表明されていた。[5月27日　Monagbay]

ミャンマー産チーク材輸入でEU企業が抜け穴利用
国際環境NGOのEIAの調査で，ヨーロッパの複数の企業
がEU木材規則(EUTR)に違反しクロアチアの企業経由で
ミャンマー産違法チーク材を輸入していたことが判明。
EUTRでは最初の輸入業者のみが伐採から輸入に至る　
流通過程の記録管理の責任があるという抜け穴を利用
し，監視の緩いクロアチアを経由し，過去2年間で　　
約1000トンの違法チーク材が高級ヨット材としてベル
ギー，オランダ，ドイツ，イタリア企業が販売してい
た。[5月28日　Monagbay]

インドネシアがノルウェー政府から5600万ドル受け取り
インドネシア政府は2017年の熱帯林減少抑制が認めら
れ1123万トン相当のCO2排出削減を達成したとしてノル
ウェー政府から5600万ドルの受け取りが決定。2011年
にノルウェー政府が公約した10億ドルを気候変動対策
として熱帯林減少削減の実績に基づいて提供する
REDD+メカニズムによる最初の支払いに当たる。[5月
29日　Monagbay]
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郵便振替でのご入金については、明細
をもって領収書に代えさせて頂きま
す。ご入用の方はご一報ください。　
また、お名前やメッセージの会報誌へ
の掲載をご希望されない方は入金時に
その旨お書き添え下さい。 
口座間送金や振込みをされる場合は、
通信欄にご入金の内容を入力いただく
か、別途ご連絡ください。

会計

より

ありがとう


ございました！

会費や寄付等をいただいた方 
2020/4/1～6/30 (五十音順、敬称略) 

アサンプション国際中学校高等学校、池田光司、池田真一、石田英夫、市井晴也、井上
真、岩本祐志、太田敏一、大西裕子、加藤直樹、金沢謙太郎、上萩寛、川合千代子、　
北出祥子、栗岡理子、黒田峻平、K.O.、小吹岳志、小森富美枝、近藤万里、坂梨一則、　
杉田知洋江、谷口正次、田町まさよ、寺井栄治、東井浩子、中島紘、法川真耶、馬場清、
馬場慶子、藤田渡、藤原恒夫、古川文月、真次成昌、松平麻也、三国千秋、村田嘉彦、
由良行基周、良元優作、米澤幸子、蓮原耕児、渡辺万葉

パワーシフトの賛同団体に加わりました！ 
パワーシフトとは、自然エネルギーが　
中心となった持続可能なエネルギー社会
にむけて、電力（パワー）のあり方を
変えて（シフト）いくことです。 
パワーシフト・キャンペーンでは、
パーム油、パームヤシ種子殻などを
含まない「持続可能な燃料」を使っ
た自然エネルギーの電力会社を紹介
しています。 
みなさんも、これを機会に自分の電気代
の支払い先を変えてみてはいかがで　
しょうか？▶︎詳細は同封のチラシまで！



日時：9月12日（土）14:00～16:00（終了後、懇親会予定） 
場所：ルマ・ボルネオ（都島駅／大阪市営地下鉄谷町線 徒歩３分） 
 道案内はこちら ▶︎ https://www.instabase.jp/space/9438516068 
参加費：無料 
お申込み：専用フォームへ記入 ➡ 
またはcontact-hutan@hutangroup.orgまで 
①お名前、②連絡先、③直接参加かオンライン、 
④懇親会参加の有無をお知らせください。 

ゲスト講師：下郷さとみさん（ジャーナリスト）

アマゾン熱帯林のいま 
～ブラジル政権下の開発圧力に立ち向かう先住民～

憲法で土地への権利が保障される先住民族保護
区はアマゾンの森を守る最後の砦。しかし極右
のボウソナロ政権は、保護区内で先住民族の　
同意なしに鉱物採掘を可能にする法案や、保護
区の森を焼き払って違法に拡大した農地に恩赦
を与える法案を次々に提出するなど、開発圧力
はますます高まる一方です。生存の危機の中、
先住民族はどのような抵抗運動を展開している
のでしょうか。ブラジルと長く関わり、またRFJ
の活動に同行して現地を取材し続けている下郷
さんに、「経済(貧困対策)か森林保護か」とい
う二元論で語られがちなアマゾンの問題に対し
て包括的な視点からお話しいただきます。

肉牛牧畜や大豆栽培などの輸出用大規模農業開発、保護区内における違法の金採掘
を含む地下資源開発、木材業者による盗伐…。アマゾンは今、開発による森林破壊
で酷く乾燥化が進み、乾期の火災の拡大を招くという悪循環に陥っています。

この会報は、間伐材と古紙70％配合の再生紙、植物油インキと自然エネルギーを使用して印刷しましたPRINTED ON RECYCLED PAPER

http://www.hutangroup.org

  ウータン・森と生活を考える会  
【OFFICE】  〒 530-0015 大阪市北区中崎西1-6-36

サクラビル新館308
「関西市民連合」気付
Tel.06-6372-1561

【一部】411円【年会費】5111円
【郵便振替】11:41.5.4991

◉購読希望の方は郵便振替で申し込み下さるか、又事務所までご連絡下さい。
◉ウータン定例会は、火曜日7:00pmより「関西市民連合」事務所にておこなっております。

mail：contact-hutan@hutangroup.org

https://www.instabase.jp/space/9438516068?fbclid=IwAR3FHijK3E7-BGYkWgevQ1dPU1DBGnuNaUz7uqteBGYxAdnlUFg_e1gpzso
https://www.instabase.jp/space/9438516068?fbclid=IwAR3FHijK3E7-BGYkWgevQ1dPU1DBGnuNaUz7uqteBGYxAdnlUFg_e1gpzso

