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概 要
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�新興感染症について

�感染症の発生と森林破壊の関係

�森林破壊の現状とSGDs目標

�森林減少と私たちの生活の関わり



UNEP動物由来感染症発生の助長要因
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森林破壊 密輸・違法取引

薬剤耐性
農業集約化

気候変動



人獣共通感染症
新興感染症の60%-75%が動物由来

� HIV、エボラ、ニパ
� 重症急性呼吸器症候群(SARS)
� 中東呼吸器症候群(MERS)
� 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)

� 世界保健機関（WHO）は、新型コロナウ
イルスの流行は野生動物から始まった可能
性があると報告

� こういった感染症から毎年約10億の事例と
数百万人の死者が発生していると警鐘を鳴
らしている
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新興感染症と森林破壊
� 世界の感染症の追跡調査を行う「エコヘルス・アライ
アンス」の2015年調査で「新興感染症のほぼ３つに１
つは、森林破壊などの土地利用変化に関連している」

� カリフォルニア大学サンタバーバラ校地球研究所の疾
病生態学者、アンディ・マクドナルド氏によれば、
「森林破壊が感染症を広げる強力なきっかけになるこ
とは、十分な証拠に裏打ちされた事実です」

� 「人間が森林環境を破壊して生物のすみかを多く奪う
ほど、感染症の流行が発生する状況を作り出してしま
う可能性は高まります」

� ナショナル・ジオグラフィック2019年11月28日「深刻
な感染症、森林破壊のせいで増加、研究」
https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/19/112600684/
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事例：ニパウィルス

�インドネシアでの1997年の大規模な森林
火災や煙害で、熱帯林での食べ物を失っ
たコウモリが食べ物を求めて移動

�マレーシアの果樹園で、コウモリが食べ
た果実か尿等を通じて近隣の養豚場のブ
タに感染症が拡大

�養豚農家にも感染して、265人が重度の
脳炎となり、105人が死亡。以降、アジ
アで流行を繰り返している
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熱帯林保全が感染症予防策に

インガー・アンダーセン
UNEP事務局長
「自然をうまく管理すれば、
それだけ人間の健康も維持できる」



森林減少の現状

� 森林面積は1990年の41.28億haから2015年に39.99
億haに減少へ

� 天然林面積は37億haで、2015までの5年で、減少
面積は760万ha/年(東北5県＋新潟と茨城)、
増加面積は90万haで、正味で650万ha/年減少で、
90年代は1000万ha減少だった（FAO）

� 2019年に1200万haの減少（Global Forest Watch）
� ３分の１が熱帯原生林で、380万haの減少
� ６秒でサッカー場面積１つ

� １分で10のサッカー場面積が減少
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世界的に原生林地域は危機に



WWFドイツの報告

� 18ヵ国の人工衛生データを利用して森
林減少を調査

� 3月の森林減少は約65万ha/月(東京都、
神奈川県、大阪府の合計)、過去3年同
月比2.5倍

�最大はインドネシア13万ha/月
�政府を含む執行機能の低下の隙をつく
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インドネシアはどこ？
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©WWFインドネシア

1985年
自然林 2,540万ha

日本の面積
全体 3,800万ha
林地 2,500万ha
森林 1,300万ha
植林 1,000万ha

スマトラの森林 1985年
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2016年
自然林 1,100万ha
消失した森林
1,400万ha ©WWFインドネシア

1985年
自然林 2,540万ha

日本の面積
全体 3,800万ha
林地 2,500万ha
森林 1,300万ha
植林 1,000万ha

スマトラの森林 2016年
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インドネシアで危機にある森林

保護下にある原生林

保護下にある二次林

危機下にある原生林

危機下にある二次林



アブラヤシ農園でパーム油
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・パーム油は植物油の原料
で、表示義務なし

・即席麺やチョコレート含
めて様々な加工食品向けの
食用油

・洗剤などの日用品向け

・生産地は、85％程度が
インドネシアとマレーシア

→「パーム油」で検索
BCTジャパン



事例：ルセル・エコシステム
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�スマトラ島の北部地域

�アブラヤシ農園や紙パルプ用産業植林



レオナルド・ディカプリオや

ステラ・マッカートニーも保護活動に参加

欧米では、著名人も保護活動へ



4つの貴重種が集う最後の生息地
� The Last Place on Earth
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(Photos: Paul Hilton)
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ラワ・シンキル森林保護区域
� 朝日新聞社の動画映像「違法なアブラヤシ農園の開発で、
ラワシンキル野生生物保護区の原生林が失われた」

� https://twitter.com/asahicom/status/1242332819420045317
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Peatland drainage and clearance for palm oil plantation expansion 
in the Singkil-Bengkung lowlands (Photo: Nanang Sujana)

https://www.google.com/url?q=https://twitter.com/asahicom/status/1242332819420045317&sa=D&ust=1591164507606000&usg=AFQjCNHKf14648IavbgMuqYFbpMP9eqnLA


泥炭湿地林:「水の森」

�「『水の森』は低湿地に成立する生態系です。
そこは絶えず水に満たされ、樹木などが枯死し
堆積しても、微生物分解が抑制されるために、
有機物が多量に堆積してゆきます。」by 大崎満、
岩熊敏夫編『ボルネオ』（岩波書店 2008）

22



皆伐直後の泥炭地の様子
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泥炭地開発プロセス
� 泥炭地の上に天然林

� 森林破壊
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泥炭地開発プロセス

造成し、栽培へ
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泥炭地開発プロセス

� 水位低下により、

2m-4mの泥炭から排出

� 水位が低下により

4m以上の泥炭から排出
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森林火災の94%はプランテーション開発の集中地域。
炭素埋蔵量の多い泥炭地（peat）の火災。

プランテーション開発の環境影響
森林火災の要因＝気候変動
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Active fires across Southeast Asia the week of September 10-17, 2015Ⓒ
Globalforestwatch.org



森林破壊と私たちの生活の関わり

�木材利用:コンクリート型枠

�紙利用:コピー用紙やトイレットペーパー

�パーム油:加工食品や洗剤などの原料

�銀行へ預金:農園企業や植林企業へ融資
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東京五輪でも農園開発の木材を利用

�国立競技場のコンクリートの型枠

� 「守られなかった約束: 東京五輪が
インドネシアの森林減少に加担」

� https://www.youtube.com/watch?v=4GgIP6Hkwgw
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https://www.youtube.com/watch?v=4GgIP6Hkwgw


インドネシア産コピー用紙

� APP社：EXCELPROなどの
他に、アスクルのスー
パーエコノミー、スー
パーホワイトなどの生産
委託製品、さらに、かウ
ネット、ジョインテック
ス、キョクトウ・アソシ
エイツの生産委託商品や、
ブランド名無しなど多数

� APRIL社：ペーパーワン、
Copy Laser Paperなど
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トイレットペーパー等

� ユニバーサル・ぺーパー社
の

サラサ、ハローなど

� CGCのブランド
エアリーヌ：AirLyne
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開発をめぐる土地紛争事例

� アブラヤシ農園開発許可を巡り4000件以上の紛争
� 紙パルプ企業との紛争は数百件以上

� 地域住民や先住民族の土地権を守ることで森林を守る
ことに繋がる



メガバンクの問題企業への投融資

� この２年でようやく方針策定と改
訂が進む

� しかし、森林減少を引き起こした
り、森林火災に関与する企業や、
労働者搾取企業への多額の融資も
続けている

� このリスクを開示せず、預金者に
も開示はされていない。
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2020年: 森林減少と人権侵害を止める重要な年

戦略目標B: 生物多様性と持続可能な利用への直接
的圧力を減少

2020年までに、森林を含め、全ての自然生態系
の喪失速度を少なくとも半減し、可能であればゼロ
に近づけ、劣化と断片化を大きく減少させる

SDGs持続可能な開発目標
(17個の国際目標の下に、169のターゲットと232の指標)

ターゲット15.2:  2020年までに、あらゆる種類の森
林の持続可能な経営の実施を促進し、森林減少を阻止し、
劣化した森林を回復し、世界全体で新規植林や再生林を
十分に増加させる



キープフォレスト・スタンディング
森林と森の民を守ろう！
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影響力持つ対象企業10社と銀行7行

�日本企業も、2社と１行
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NDPE方針

� No Deforestation, No Peat, No Exploitation

�森林減少ゼロ

�泥炭地開発ゼロ

�搾取ゼロ：土地権と労働権の尊重
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日清食品が抱える課題とリスク

�森林減少に対処する調達方針が不十分で、
NDPE方針は採用せず、問題のあるパーム
油を購入するリスクあり

�利用しているRSPO認証油は非認証油も含
んでおり、実際に利用しているのは認証
油とは限らない

� RSPO認証の監査体制も万全とは言えず、
農園レベルでの対応では森林減少阻止に
は限界あり
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「五輪スポンサー日清食品さん、
森林破壊フリーの東京五輪に！」
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日清食品への署名活動



キープフォレスト・スタンディング
森林と森の民を守ろう！
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