指針

動物園・水族館での
持続可能な
パーム油の調達
WAZA保全・環境保全委員会編集

表紙・裏表紙の写真：インドネシア・東カリマン
タン州クタイ・カルタネガラ県ムアラ・カマン郡
サビントゥルン村のアブラヤシのプランテーシ
ョン。
Photo © Ricky Martin/Center for
International Forestry Research

引用
World Association of Zoos and
Aquariums (2021). A short guide on
sourcing sustainable palm oil at your
zoo or aquarium. Barcelona: WAZA
Executive Office, 32 pp.
レイアウトとデザイン
Paula Cerdán
(WAZA Executive Office)
Chelsea Wellmer
(Cheyenne Mountain Zoo)

100年間で、
スマトラトラ
（Panthera tigris sumatrae）
の97％
が減少しました。
違法な狩猟や人間と野生動物の軋轢の犠
牲になっていますが、生息地の開発が彼らの生存を脅かす
最大の要因です。1990年から2010年にかけて、
スマトラ島
では主にアブラヤシプランテーションの拡大により森林の約
40％が失われ、野生では推定400頭以下しか残っていない
本種の生存が脅かされています。
Photo © Amie Stubbs/Nashville Zoo
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指針の目的

この指針は、世界動物園水族館協会
（WAZA）
の保全・環境保全委員会のサブグループ
が、WAZA のメンバーが持続可能なパーム
油の調達に関する世界動物園水族館協会
（WAZA）
／持続可能なパーム油に関する円
卓会議
（RSPO）
の覚書
（MOU）
を理解し、支援
するために作成したものです。
あなたの動物園
や水族館の所在地や予算の大きさにかかわら
ず、
この指針には、
あなたの園館がパーム油に
ついて考え、調達する方法を変え始めるのに役
立つ簡単なステップが含まれています。

執筆者

Chelsea Wellmer
Tracey Gazibara
(Cheyenne Mountain Zoo)
Paula Cerdán
Gavrielle Kirk-Cohen
Valy Gourdon
(WAZA Executive Office)
次の資料からもインスピレーションや素材を得ま
した：
•

WAZA入門書。動物園や水族館で使い捨て

プラスチックを削減する方法。
• WAZA入門書。動物園や水族館で責任ある
調達をした森林製品を選択するには。
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背景
パーム油とは？

パーム油は、世界で最も広く使用されている食用植物油
です。パーム油は、
アブラヤシ（Elaeis guineensis、Elaeis
oleifera）の実を絞って作られます。安価で効率的なた
め、世界で最も広く使用されている植物油であり、世界
的に消費量が増加しています。パーム油が広く使われて
いるのは、常温では半固体、高温では安定している、酸
化しにくい、無臭・無色で製品の品質を保つことができ
るなど、その汎用性と多くの特性のためです。
アブラヤシはアフリカ原産ですが、18世紀半ばに東南
アジアに持ち込まれ、現在はインドネシアとマレーシア
が世界のパーム油供給の84％を占めています
（USDA,
2021）
。生産国では、何百万もの家族がパーム油産業
に依存しています。
マレーシアでは450万人がパーム
油の生産で生計を立てており、貧困削減に重要な役割
を果たしています。

パーム油は、包装された食品、
シャンプー、
チョコレー
ト、化粧品、
ペットフード、掃除用具など、店頭で購入で
きる製品の約50％に含まれています。
現在、
アジアやアフリカを中心に世界の約半数の人々
が、食用油としてパーム油を使用しています。
世界人口の増加に伴い、パーム油の需要も増加し、
2050年まで年間約1.7％の増加が見込まれています。
この拡大は歴史的に、主に東南アジアで森林破壊を促
進してきましたが（IUCN, 2018）
、最近ではラテンアメリ
カやサハラ以南のアフリカでもみられています。
持続可能でないパーム油生産に伴う熱帯林破壊は、温
室効果ガスの排出、地域の煙害、水質汚染、人権侵害
の原因となっており、世界の生物多様性のホットスポッ
トでは野生生物の保全が危機に瀕しています。

しかし、多数のアブラヤシプランテーションの持続可能
でない設立は、環境、生息地、
そしてその土地に生息す
る種に害を与えています。
1980年から2020年の間に、世界のパーム油生産量
は450万トン
（IUCN、
2018年）
から年間7,500万トン
（RSPO、2016年）
に増加しました。

インドネシア・東カリマンタン州クタイ・カルタネガラの
協同組合「Bina Tani Muara Kaman Ulu」のアブラヤシ
農園で収穫されたアブラヤシの果実。
Photo © Ricky Martin/Center for International
Forestry Research
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ガボンでアブラヤシの果実を売る女性。
Photo © Nathalie van Vliet/Center for
International Forestry Research

解決策は何ですか？

パーム油のボイコットは、問題の長期的な解決
策にはなりません。
解決策の一つが、持続可能な認証を受けたパー
ム油の生産を促進することです。
パーム油をボイコットして、キャノーラ／菜種、
ヒ
マワリ、大豆、
ココナッツなどの代替植物油に切
り替えるには、4倍から10倍の栽培用の土地と、
追加の資源、肥料、農薬が必要になります。
その結果、森林破壊が進み、特に熱帯地域で
は、他の生態系や野生生物とその生息地の状況
が悪化するでしょう。
熱帯雨林や生物種、業界の人々や先住民族を
保護しながら持続的に生産されるパーム油は、
大量に消費される植物油の中でも最も環境に優
しいものと言えるでしょう。
また、パーム油のボイコットを求める声の大半
は、
ヨーロッパ、
オーストラリア/ニュージーラン
ド、北米などの西側地域で声が発せられている
ことも認識しておく必要があります。
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1ヘクタールあたりの油生産量トン

1トンの油を生産するための必要量（kg）

これらの地域がパーム油を輸入している地域の
うち、輸入・消費の大部分を占めているのは、
イ
ンドネシア、マレーシア、
インド、中国の４カ国で
す。
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0.7

西側地域がパーム油を完全にボイコットしたと
しても、持続可能でないパーム油の市場は存在
します。持続可能なパーム油が当たり前になる
よう、市場を変革していくことの重要性を示して
います。

1トンの油を生産するための必要量（kg）
1トンの油を生産するための仕事量

持続可能な方法で生産されたパーム油は、最も効率的で安価な選
択肢であり、他の代替油に比べて必要な土地、農薬、肥料が少なく
て済みます。© WAZA
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持続可能なパーム油とは
誰が決めるのか？

持続可能なパーム油に関する円卓会議（RSPO）
は、
アブラヤシ生産者、加工・取引業者、消費財メ
ーカー、小売業者、銀行・投資家、環境・社会NGOな
ど、パーム油産業のすべてのステークホルダーが
参加する非営利団体で、パーム油が持続可能であ
ることを認証する最も優れた基準です。
RSPOの進化した原則と基準（P&C）は、RSPOがパ
ーム油が持続可能であるかどうかを判断するため
のガイドラインです。
P&Cには、RSPOのメンバーによって承認された7
つの原則の下、39の基準が含まれています。P&C
は、People（人）
、Prosperity（繁栄）
、Planet（地球）
に焦点を当てています。

“

パーム油が生物多様性に与える悲惨な
影響をグローバルな視点で考えると、単
純な解決策はありません。
世界人口の半分が食用にパーム油を使
用しています。パーム油の使用を禁止した
り、ボイコットしたりすると、
より土地を必
要とする他の油が代わりに使用されるこ
とになるでしょう。
政府、生産者、サプライチェーンなど、す
べての関係者が持続可能性の約束を守
ることができるように、パーム油生産をよ
り持続可能なものにするための協調的な
行動が緊急に必要なのです。

- Inger Andersen,

Former IUCN Director General 2015-2019

As quoted in IUCN News (Paris, 26 June 2018)
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パーム油を生産している国には、MSPO（Malaysian
Sustainable Palm Oil）認証制度やISPO（Indonesian
Sustainable Palm Oil）認証制度などの政府規格が存
在していますが、私たちは、RSPOが現在のところ最も
強力な持続可能なパーム油認証制度であると考えて
います。

持続可能なパーム油に関する
円卓会議（RSPO)

RSPOは、持続可能なパーム油の責任ある生産を促
進するための国際的な非営利団体です。
RSPO認証制度は、パーム油の生産と使用に関する最
高基準を定めたものです。
RSPO認証された持続可能なパーム油（CSPO）
を使
用した製品は、RSPO認証企業、RSPO認証されたサプ
ライチェーンから調達した企業から購入することが
でき、
またRSPOラベルによって識別することもできま
す。
RSPOは、責任を持って調達されたパーム油製品を人
々が容易に識別できるよう、製品ラベルのシステムを
開発しました。
商標表示には3つのレベルがあります。
Identity Preserved and Segregated palm oilの
「Certified」
、
Mass Balance palm oilの
「Mixed」
、
Book and Claim palm oilの
「Credits」
です。

これらのパーム
油サプライチェ
ーンの定義は、
本文書の14ペ
ージに記載され
ています。

WAZAはRSPOに
何を期待しているのか？
本指針では、持続可能なパーム油に関する円卓会議
（RSPO）が最も包括的で認知度の高いパーム油認証制度
であると認識していますが、継続的な改善が必要です。
自然保全団体である私たちは、パーム油業界を正しい方向
に導く大きな力となることができます。
私たちは、RSPOを支持するだけでなく、必要に応じて
RSPOの改善を促すという重要な役割を担っています。
RSPO規格は、2018年に新しい「原則と基準」が発表され、
大きく改善されました。
しかし、RSPOはすべての利害関係者を結集した自主的な
認証基準であるため、すぐに解決できるものではなく、課題
と無縁ではありません。
持続可能なパーム油を当たり前のものにするという集合的
な目標に到達するためには、RSPOを次のレベルに押し上
げるための多くの園館の共同努力が必要となる道のりにな
るでしょう。
この指針に寄稿した園館のいくつかは、環境NGOの目標
や彼らが保護する空間や動物を擁護するためにRSPOのメ
ンバーとなっています。
その他の寄稿者は、RSPOの外で活
動し、
その努力を慎重に支持しています。

2018年版の原則と基準がメンバーによって守られている
ことを確認するだけでなく、RSPOには少なくとも以下のこと
を期待しています：
1. 種や個体群を含む保全地域の管理とモニタリングを
促進し、認証基準を向上させる。
2. 審査が行動そのものではなく、行動の影響に焦点を当
てるように認証システムを改善する。
3. 持続可能なプランテーションにおける生物多様性を
測定するための新しいアプローチを開発する。
4．会員がRSPOの基準に違反していないか積極的に監視
し、違反が見つかった場合はそれに応じて行動する。
私たちは、
生物多様性や動物の専門家として、
また、
パーム
油を持続可能なものにするという共通の目標を達成するた
めに、毎年何百万人もの人々に接することのできる教育施
設として、RSPOを支援することに力をそそいでいます。

しかし、私たちは皆、RSPOを高く評価しており、生物多様性
と環境の保護がRSPOの活動の最優先事項である限り、私
たちの支援は続くでしょう。

キノボリカンガルー（Dendrolagus sp.）は、パプアニューギニアの西パプアとオーストラ
リアのクイーンズランド州北部の低地や山地の熱帯雨林に生息しています。
伐採や木材生産のために生息地が失われたり、
コーヒーや米、
アブラヤシのプランテー
ションに転換されたりすることが、彼らの生存を脅かす大きな要因となっています。
Photo © Amie Hindson/Zoos Victoria

7

持続可能でないパーム油によって影響を受ける
国際自然保護連合（IUCN）によると、
アブラヤシプランテーションの拡大は、世界の絶滅危惧種の哺乳
類の54％、絶滅危惧種の鳥類の64％に影響を与える可能性があるとしています。
下の図は、持続可能でないパーム油によって影響を受けている多くの種のほんの一部を示しています。

ノドチャミユビナマケモノ
Photo © Henry Lien

チンパンジー

Photo © Jean-Marc Astesana

ヤドクガエル

Photo © Brian Gratwicke

コビトカバ

Photo © Alex Kantorovich

マレートラ

Photo © Ber

オカピ
オオアリクイ

パーム油生産国
赤道直下の熱帯地域
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Photo © Evelyn Aguilera

Photo © Cheyenn
Mountain Zoo

る動物
パーム油の原料となる果実をつけるアブラヤシは、
赤道に沿った熱帯気候の地域に分布しています。
これらの地域は、地球上で最も生物多様性に富ん
だホットスポットであり、何百万ものユニークな植物
や動物の種が存在しています。

動物園・水族館の役割

オオサイチョウ

Photo © Angad Achappa

アジアゾウ

Photo © Zachi Evenor

ラ

rnard Spragg

ne

オランウータン
Photo © Carrie P

ミドリニシキヘビ

動物園や水族館は、飼育されている動物と野生の
動物とを直接結びつける役割を果たします。
動物園や水族館は、信頼のおける保全団体とし
て、野生動物や野生の場所を保全するための最
善の方法について、一般市民や民間企業を教育
するのに最も適しています。
このことを念頭に置いて、私たちは、持続可能な
認証を受けたパーム油の使用を支持するために、
総合的な力を発揮しなければなりません。

2017年11月、世界動物園水族館
協会（WAZA）
は、
「持続可能なパー
ム油に関する円卓会議」
（RSPO）
と
覚書（MoU）
を締結しました。
この覚書には7つの具体的な目標
が記載されており、そのうち4つは
WAZAとその動物園・水族館の会
員が責任を持って取り組むもので
す。

Photo © Yu-Chuan Chen
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WAZA/RSPO MoUには
4つの重要な目標が
あります：

1

2

3
4

WAZA は、RSPO 認証制度の持続可能性指標
と基準、特に WAZA ネットワークの環境責任
と生物多様性保全に関して、改善のための技
術的インプットを提供するために、
メンバーの
参加を働きかける；
WAZA は動物園水族館連合を率いて、認証
された持続可能なパーム油（CSPO）の製品
と消費に関す る認識を一般の人々に広め
る。2023 年までにWAZA メンバーの50％、
または 2023 年までに持続可能でないアブ
ラヤシプランテーションによ って悪影響を受
けているカリスマ的な種を飼育しているすべ
ての動物園が啓発キャンペーンを実施しなけ
ればならない；
WAZA会員の50％が、2023年までに、小売、
購入、店内で消費する製品にCSPOのみを使
用することを約束する；
WAZAは、必要に応じてRSPO生物多様性およ
び保護価値の高い作業部会に招待されたリソ
ースパーソンとして参加し、補償プロジェクトと
して生息域内プロジェクトの可能性に関する
情報と、補償パネルの決定に役立つ地元の知
識を提供する；

持続可能なパーム油の
調達に関する
組織的な方針の実施
持続可能なパーム油に関する組織の方針や声明を策
定することは、持続可能なパーム油使用に熱心なサプ
ライヤーに調達先を移行しようとする際に、
リーダー
シップに方向性を与え、
スタッフに明確さがうまれま
す。
このような方針は、説明と指導を提供するのに役
立ち、WAZAメンバーがRSPOとのMOUの目標を達成
する責任を共有するのに役立ちます。
パーム油について、地域、地方、国の法律がどのように
なっているかを調べてみるとよいでしょう。
あなたの指針を地域や国の政策と一致させることで、
より簡単に実施することができます。
この指針では、持続可能なパーム油に関する方針の定
型文を紹介しています。
この方針は、各園館がそれぞ
れの状況に応じて適切かつ効果的な方法で適用する
ことができます。

Tamaris-Turizoらによる2017年の研究
では、持続可能でない産業規模のアブ
ラヤシプランテーションのために生息
地が消失した結果、
アブラヤシプランテ
ーションの密度が高いことで知られるコ
ロンビアのオリノキア地方で、
カマハシ
チドリ
（Eutoxeres aquila）
などのさまざ
まな鳥類が局所的に絶滅したという事
例が示されています。
Photo © Charlie Jackson

MoUはこちらからご覧いただけます
<LC>
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事例研究

タロンガのタイガー・トレック：
消費者の力を借りてスマトラトラを
絶滅から救う
タロンガ保全協会オーストラリア｜オーストラリア
タロンガでは、私たちには野生動物の声を代弁し、彼らの
物語を伝える責任があると考えています。
そのため、
タロ
ンガのスマトラトラの展示「タイガー・トレック」は、
スマト
ラトラを守るためにオーストラリアから個人ができること
を中心に構成されています。
インドネシアのスマトラ島にあるウェイ・カンバス国立公
園への飛行機での移動を疑似体験し、来園館者はスマト
ラトラと触れ合います。
その後、来園館者は国立公園に入
り、森林破壊の規模とそれが野生動物に与える影響につ
いて学び、持続可能な認証パーム油がもたらす解決策に
ついても聞きます。
その後、
インタラクティブな西洋式スー
パーマーケット
「チョイス・マーケット」
では、
オーストラリア
の人気ブランドや有名ブランド、30種類以上の商品を幅
広く取り揃えています。
「パーム油キャンペーンをしよう」
では、来園館者がイン
タラクティブなアプリを使ってショッピングカートに入れ
る商品を選び、持続可能なパーム油の格付けを確認した
上で、100％分離認証された持続可能なパーム油の調達
を促すメールを企業に送り、すでに移行している企業に
感謝の意を伝えることで、
スマトラトラの保全に貢献する
ことができます。
写真上：タイガー・トレック スマトラトラの展示風景
写真中：タイガー・トレック スマトラトラの展示風景
インドネシアへの飛行機旅行を疑似体験
写真下：来園館者に力を与え、企業との関係を深める
インタラクティブなスーパーマーケット
Photos © Taronga Zoo

200万人以上の来園館者が体験され、11社に13万通以
上のメールが送られました。
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ペルー州サン・マルティンの
パチザでアブラヤシの実を
見せる小規模生産者。
Photo © Juan Carlos
Huayllapuma/Center for
International Forestry
Research
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あなたの園館のための
方針ひな形
持続可能な供給源であるパーム油に関する方針
（自園館の名前とロゴを加える）
方針
パーム油の紹介と、
持続可能でない方法で生産され
た場合の環境への影響を含めること。
持続可能でない
パーム油と持続可能なパーム油の違いを明確にする
ことが重要です。
また、持続可能でないパーム油によっ
て生存が脅かされている保護対象の動物との関連性
を示し、
このトピックとあなたの園館が関与する理由と
のギャップを埋めることが重要です。
“なぜ持続可能なパーム油の政策が必要なのか？”を
記載してください
園館の関与は、
持続可能なパーム油を支援するため
に行っている、
または展開しているキャンペーンをカ
バーする必要があります。
関連する場合には、ベストプラクティスや法的・社会
的義務への言及も含めてください。
そして、
このポリシ
ーの明確な目的を示してください。

例えば、
「持続可能なパーム油に関する方針」の目的
は以下の通りです：
• 持続可能なパーム油に取り組んでいるサプライヤー
との協働について、一貫性と管理を可能にするガイ
ダンスを提供する；
• 説明責任とベスト・プラクティスを示す；
• 契約、小売、パートナーシップ、
キャンペーンを通じ
た持続可能なパーム油の調達に関するガイダンス
を提供する；
• スタッフや訪問者に一貫したメッセージを伝える；
• WAZAとRSPOの間のMoUを支持する；

責任
誰がこの方針を監督し、
それを実現するためのリソー
スが確保されているかを詳しく説明してください。
どのスタッフがこのポリシーの実施に責任を持ち、
ど
のようにして目標が達成されることを確認することに
なっていますか？
範囲とコンプライアンス
あなたの園館が合理的にコントロールできるものを含
める。
境界を定義する必要があるかもしれません。
すべての園館がサイト全体を管理しているわけではあ
りません
（ショップやレストランの外注先）
。
意思決定を管理している場所、
あるいは影響力を持っ
ている場所を説明してください。
また、
スタッフ、
ボラン
ティア、
サプライヤー、
コントラクターなど、
園館の誰が
このポリシーを遵守しなければならないかを明記して
ください。
あなたの園館が土地・施設の所有者である場合は、
持
続可能なパーム油の使用に関する条項を含めることが
できます。
目的
目的と、
この方針が他の園館の戦略や方針の実施や
進捗をどのようにサポートするかを述べてください。
例えば、
この「持続可能なパーム油に関する方針」は、
以下の実施を支援することが求められています。
（園館名）
•
•
•
•

持続的環境保全方針
持続可能な調達
環境保全
環境保全チームの活動

期限を定めた計画
目指すべき目標として、明確な時間軸を持った計画を
盛り込むべき。例：XX日までに・
・
・
参考文献
必要に応じて、参考文献や詳しい資料を提供する。
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定義
使用するキーワードやフレーズの定義を明確にするため
に、ポリシーに
「定義」のセクションを追加することをお勧
めします。以下のセクションでは、いくつかの例を示してい
ますが、
あなたの地域や園館の状況に合わせて調整する
こともできます。
HCV：High Conservation Value（高保全価値）
：環境的、
社会経済的、文化的、生物多様性、
および/または景観的
価値により、傑出した決定的な重要性を持つ地域のこと
で、1999年に持続可能な林業の基準として盛り込まれまし
た。
（FSC：Forest Stewardship Council）
HCS：high carbon stock
（高炭素貯蔵）
：特定の地域（森林
や泥炭地など）
に貯蔵されている炭素の量のことです。
高炭素貯蔵の土地とは、地上のバイオマスの炭素量が35
トンの土地のことです。

RSPO：Roundtable on Sustainable Palm Oil（持続可能な
パーム油に関する円卓会議）：パーム油産業の7つのセ
クター（アブラヤシ生産者、加工・取引業者、消費財メーカ
ー、小売業者、銀行・投資家、環境・社会NGO）のステーク
ホルダーを束ねる非営利団体。
RSPOは、企業や農家が認証された持続可能なパーム油
を生産するために遵守しなければならない環境・社会基
準を策定しています。
CSPO：Certified sustainable palm oil (認証された持続可能
なパーム油）
：
「持続可能なパーム油に関する円卓会議」
の
原則と基準に基づいて管理・認証されたプランテーションで
栽培されたパーム油のこと。
P&C：Principles & Criteria(原則と基準)：RSPOは、持続可
能なパーム油生産のための慣行を定義する一連の基準を
制定しました。
これらの基準は、持続可能なパーム油を生産
するために必要な、法的、経済的、環境的、社会的な要件に
対応しています。

RSPOの認証方法

Book & Claim/Credits：RSPO認証パーム油の取
引可能な証明書をパーム油供給基地に提供しま
す。
その後、供給基地はウェブベースの取引システム
で、特定の量のRSPO認証パーム油および／または
その派生物を支援することを選択したエンドユー
ザーに、
これらの証明書を提供することができます。
これは最も厳格ではないメカニズムであります
が、1日以内にウェブ取引で簡単に開始することが
できます。
Mass Balance：物理的なサプライチェーン。
RSPO認証された持続可能なパーム油とその派生
物の取引をサプライチェーン全体で管理的に監視
するもので、持続可能なパーム油の取引が主流に
なるまでの暫定的なソリューションです。
マスバランスシステムでは、企業全体の数量が管理
されていれば、サプライチェーンプロセスのどの段
階でもCSPOを従来型のパーム油と混合することが
できます。
Segregated：物理的なサプライチェーン。
RSPO認証された持続可能なパーム油とその
エンドユーザーに届けられるCSPO製品は、100
％RSPO認証を受けたものだけです。
ただし、異なる認証農園で生産されたCSPOを混合
することができるため、単一の原産地を特定するこ
とはできません。
Identity Preserved：物理的なサプライチェーン。
このシステムは、エンドユーザーに届けられるCSPO
とその派生品が、特定の工場とその供給基地を一意
に識別できること、
そしてサプライチェーン全体で他
のすべてのアブラヤシの供給源と物理的に分離され
ていることを保証するものです。
これは最も厳格な仕組みです。
詳細については、
こちらをご覧ください：
https://rspo.org/certification/supply-chains
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消費者と企業を
持続可能なパーム油へ

シャイアンマウンテン動物園｜アメリカ合衆国
シャイアンマウンテン動物園では、RSPO認証の持続
可能なパーム油の重要性を来園者やフォロワーに教
育すること、RSPOに加盟して持続可能なパーム油の
調達を約束する企業を奨励すること、他の組織が独自
に持続可能なパーム油の啓発プログラムを開始する
のを支援すること、
という3つの分野に重点的に取り組
んでいます。
霊長類棟には、パーム油について説明する看板と、持
続可能なパーム油に取り組んでいる企業の製品を集
めた模擬店があります。
これにより、私たちが購入して
いるさまざまな製品が野生動物に影響を与えているこ
とを理解し、
どの企業を支援しているかに注意を払う
ようになっています。
来園館者が持続可能なパーム油を支持するための具
体的な保全活動を行うために、私たちは持続可能なパ
ーム油のショッピングガイドのモバイルアプリを開発し
ました。消費者が購入したい商品のバーコードをスキャ
ンすると、
その商品を製造している企業がRSPOのメン
バーであるかどうかと、持続可能なパーム油への取り
組みについての評価（「改善が必要」
、
「良い」
、
「素晴ら
しい」）がアプリに表示されます。

シャイアンマウンテン動物園のスタッフは、
オランウータ
ンと来園者の絆を深めるためのサポートをしています。
Photo © Cheyenne Mountain Zoo

消費者は、
アプリ内の企業に連絡を取り、感謝の気持ち
を伝えたり、パーム油のサプライチェーンを改善し続け
るよう促すことができます。
また、動物園の訪問者が企
業にRSPOへの参加を促す手紙や塗り絵を送ることも
容易にしています。消費者のエンパワーメントとエンド
ユーザー企業との直接的なコミュニケーションを通じ
て、私たちは北米の市場の変革を支援しています。
また、他の団体が持続可能なパーム油キャンペーンを
始められるように、看板やグラフィック、
アク
ティビティ、ハンドアウト、画像やビデ
オなどの例を集めたオープンソース
のパーム油ツールキットを作成し
ました。

サステイナブル・パームオイル・ショッピ
ングガイド・アプリは、消費者が持続可能
なパーム油を支援することを可能にし
ます。
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持続可能な
パーム油認証を目指して

ワイルドライフ・リザーブズ・シンガポール | シンガポール
ワイルドライフ・リザーブズ・シンガポール（WRS）は、持続可能なパーム
油（CSPO）
の使用を支持し、
シンガポールにおけるCSPOの強力な擁護者
となることを約束します。私たちは、Support Asia for Sustainable Palm
Oil（SASPO）の創設メンバーであり、2016年からは、持続可能なパーム
油に関する円卓会議（RSPO）のメンバーでもあります。
2017年には、飲食店で使用する食用油をRSPO認証を受けたもののみ
に切り替え、園内でよく使用される食用・非食用製品の内部監査を実施し
ました。
CSPOの使用に対する取り組みを示すために、パーム油に関する公式声
明文を発表しました。
また、
グリーン調達方針の一環として、パーム油やその派生物を含む食
品や非食品のサプライヤーに対しても、パーム油に関する取組を共有し
ています。
学校教育と支持活動を通じて、持続可能でないパーム油製品の消費が熱
帯林破壊の主な原因であることを認識してもらい、来園館者や従業員に
CSPOを使用した製品を選んでもらうことを目的としています。
このメッセージを強化するために、
オランウータンの展示では新たな解説
を加え、持続可能なパーム油の使用に関するコミュニケーションを強化し
ていきます。
さらに、2021年に向けては、従業員を対象としたキャンペーンと、来園者
や一般の方々を対象としたキャンペーンの2本立てを考案しました。
従業員向けキャンペーンでは、従業員が園の姿勢に賛同し、
自信を持って
主張できるような知識を身につけることを目指しています。

写真上：持続可能でないパーム油がもたらす影響と、その解決策
として持続可能なパーム油を支援することを来園者に
伝えるために設置された解説用の看板
写真下：従業員は、
自分の仕事や来園者との会話の中で、持続
可能なパーム油を強く訴えています
Photos © Wildlife Reserves Singapore
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持続可能な
パーム油製品の監査
この表を完成させるために、現場でのパーム油消費量の完
全な監査結果を使用します。
パーム油またはパーム油の誘導体は、次のような製品の約
50％に含まれています：人間用の食品・飲料、動物用の飼
料・栄養強化剤、石鹸、
クリーナー、洗剤、除菌剤、車のオイ
ル類、塗料、医療用品、動物用医薬品など。

製品調達の担当部署は
どこですか？

例えば、
こんな感じです：
管理部

シャイアンマウンテン動物園から
インベントリー作成のヒントを得るには、
ここをクリックしてください。
動物園・水族館がどのように調達状況の監視を始めるこ
とができるかの他の例として、チェスター動物園の
サプライヤーパーム油監査のテンプレートに、
ここからアクセスすることができます。

該当する場合、
ブランド どこの会社が作っている
名を含む製品。
のですか？

持続可能なパーム油の認証に取り組
んでいない場合。

ブランドは、多くの場合、
よ
り大きな親組織の下にあり
ます。

RSPOに参加するか、すでにRSPOに
参加している他社に乗り換えるように
勧める。

株式会社XYZ - RSPO加
盟企業

該当なし

ブランド名：
ハンドソープ

適用除外
園館は、人の健康と安全、動物福祉の理由、
または
現在利用可能な他の実用的な代替製品や流通方法
がない場合に、
このポリシーを除外することがよくあ
ります。
適用除外を行う必要があり、それが受け入れられる
かどうかを判断する窓口となる従業員を決めておく
とよいでしょう。

東南アジアの熱帯雨林に生息するマレ
ーバク
（Tapirus indicus）の個体数は、
過去3世代の間に50％以上減少し、現
在は2,500頭以下と推定されています。
この減少の主な原因は、生息地がアブ
ラヤシのプランテーションに転用され
た結果、森林破壊が進んだことにあり
ます。
Photo © Omaha’s Henry Doorly Zoo

混乱を避けるために、園館の方針の中に考えられる
除外項目を記載しておくとよいでしょう。
（例：特定の
動物用医薬品）
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ウンピョウ
（Neofelis sp.）は、その生息域のほ
とんどがパーム油の最も重要な生産地域（ス
マトラ、ボルネオ、マレーシア、
タイなど）
と重
なっているため、主に選択的な木材伐採とそ
れに続くアブラヤシへの転換による森林の
劣化と生息地の喪失によって脅威にさらされ
ています。
Photo © Jonathan Ross/Nashville Zoo
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あなたも
「Hutan Hero」になって、
野生のオランウータンを助けませ
んか。
インディアナポリス動物園｜アメリカ合衆国

インディアナポリス動物園は、
「持続可能なパーム油に関する円
卓会議」
（RSPO）の議決権メンバーとして、野生生物にやさしい
パーム油製品を使用するよう、
インディアナポリスのコミュニティ
に働きかけています。
インディアナポリス動物園では、形式ばら
ない解説や公式の教育プログラムを通じて、園内の来園者に参
加していただき、すぐに実行できるアクションを提供しています。
シャイアンマウンテン動物園では、園内でパーム油アプリをダウ
ンロードしてもらい、園寄付をして、
オランウータンが生息する森
を豊かにするサポートを、サイモン・スキョット国際オランウータ
ンセンターのスタッフが促しています。
このメッセージを伝えるために、動物園ではサイネージも重要
な役割を果たしています。
この展示では、来園者が自分にできる
ことを探せる双方向性の売店が設置されているほか、
「Hutan
Heroes」
と呼ばれるエリアでは、持続可能なパーム油運動のチャ
ンピオンが紹介されています。

写真上：動物園の来園者は、
クタイ国立公園の森
林生息地を豊かにするために寄付をするこ
とができます。
Photo © Indianapolis Zoo

常により良いものを目指している動物園は、
イベントから持続可
能でないパーム油を取り除くための措置を取りました。10月に
開催されるイベント
「ZooBoo」
では、
「オランウータンにやさしい」
と記載されているお菓子のみを提供するようになりました。
また、
ソーシャルメディアを活用して、家族や地域の人々にも同様の取
り組みを呼びかけています。
インディアナポリス動物園では、今
後も野生動物にやさしいパーム油を使用する方法を模索してい
きますが、既存のプロジェクトは、正しい方向への小さな一歩が、
私たち全員の環境への貢献につながることを、地域社会に伝え
ています。

写真中央：クタイ国立公園で植樹される苗木
National Park. Photo © Anne Russon

写真下：インディアナポリス動物園のナチュラリスト
が来園館者にドリアンフルーツの説明を
する様子。
Photo © Ian Nichols
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コミュニケーション
持続可能なパーム油のみを調達するという取組を伝
えることは、方針を成功させるために非常に重要です。
スタッフ、ボランティア、その他の関係者に、なぜこの方
針を制定したのかを理解してもらうことが重要です。
ス
タッフには、持続可能なパーム油を支援することの重
要性を説明し、質問や参加の機会を与えましょう。
また、園館の体制によっては、理事会の支持を得ること
も重要です。
まず園館内の関係者の支持を得ることで、
この新しい
持続可能なパーム油に関する方針をベンダー、サプラ
イヤー、パートナーなどに伝えることが容易になるでし
ょう。
方針の導入が成功し、園館が100%持続可能なパーム
油を調達できるようになったら、一般市民や来園館者
との外部コミュニケーションを行うべきです。

看板、
ショーやデモンストレーション、特別なイベント
やお祝いの時など、園館全体で使用できるわかりやす
いメッセージを作成してください（例：ハロウィーンに
動物園でお菓子を配る場合、そのお菓子はすべて持
続可能なパーム油に取り組んでいる企業から調達した
ものであることを確認し、その旨を一般の人々に宣伝
する）。
この方針を実行するためのすべてのステップが、野生
種を保全することを強調することが重要です。

パートナーシップの構築
志を同じくする園館とパートナーを組むことで、持続可
能なパーム油の普及と調達に向けた取り組みの成功
と影響力を高めることができます。
地元の学校や大学、地方自治体、地元企業、他の動物
園や水族館、環境保全団体などとパートナーシップを
組むことができます。
パートナーはそれぞれ異なる視点と経験を持っている
ので、
コラボレーションに新しいアイデアをもたらして
くれます。

スマトラオランウータン
（Pongo abelii）は、持続可能性でないア
ブラヤシプランテーションの拡大とその影響により、生息地の喪
失と断片化が深刻な脅威となっており、過去75年間で約80％減
少しています。
背景写真：ケリンチ・セブラット国立公園、
スマトラ島
© Luke Mackin
前面写真 © Cheyenne Mountain Zoo
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あなたの手のひらの上で

事例研究

アフリカン サファリ | メキシコ

2011年、アフリカン・サファリの保全教育部門
は、一般の人々を対象としたキャンペーン「On the
palm of your hands（あなたの手のひらに）」を開
始しました。
その主な目的は、パーム油が消費されることによる
影響や、世界中の動物種や熱帯林に与える生態系へ
の影響を、来園者に知ってもらうことにあります。
このキャンペーンでは、メキシコの状況にも焦点を
当て、パーム油の選択をより持続可能なものにする
ために、お客さまがご家庭でできる簡単な方法をご
紹介しています。
ビジタートークでは、私たちの生活の中にあるパーム油
の存在やその重要性、効率性などについて来園者の皆
さんにお話しています。
また、最も信頼できるパーム油認証制度である
「持続可
能なパーム油に関する円卓会議（RSPO）
」の活動を紹
介します。
来園館者たちには、購入した製品のタグを読み、使用し
ているパーム油の出所が明記されていない製品の生
産者に手紙を送ることで、持続可能なパーム油使用の
ための行動を起こすように指導しています。
逆に生産者が明記していれば、来園者はその生産者に
RSPOへの参加を促します。
このキャンペーンを、
ラテンアメリカとメキシコの動物
園・水族館コミュニティに広めるために、2012年に開
催されたラテンアメリカ動物園・水族館協会（ALPZA）
とメキシコ動物園・飼育場・水族館協会（AZCARM）の
合同会議でポスターを発表しました。

写真上：ビジタートークに参加する子どもたち
写真下：ラテンアメリカとメキシコの動物園・水族館コミ
ュニティに向けて発表されたポスター
Photos © Africam Safari Puebla
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来園館者を巻き込み、行動変革を促す
持続可能なパーム油への動きは、企業、非政府組織、
生産者・農家、一般市民などが、
ビジネスのやり方や個
人の行動を変える力を持っていることを証明しました。
持続可能なパーム油に関する意思決定プロセスにこ
れらすべてのステークホルダーを参加させることで、パ
ーム油業界における環境と人間の保護が強化され、持
続可能なパーム油を標準にするという目標をさらに進
めることができました。
世界中で、動物園や水族館は、毎年何百万人もの人々
の保全意識や環境行動にポジティブな影響を与える
可能性があります。
動物園や水族館は、持続可能なパーム油について消
費者や企業を教育するために、地域、国、国際的なキ
ャンペーンにおいて支援的な役割を果たすことができ
ます。

しかし、パーム油は地域によって異なる見方をされる
ことが多く、動物園や水族館が持続可能なパーム油に
関する教育を行う際には、それぞれの動物園や水族館
が異なるアプローチを利用する必要があることを認識
しておくことが重要です。
例えば、東南アジアの動物園や水族館は、パーム油の
世界最大の生産者であるインドネシアとマレーシアの
政府との関係を考慮する必要があるかもしれません
し、ぼんやりさせている環境問題に焦点をあてる必要
が あるかもしれません。
動物園や水族館の中には、透明性のある調達が行わ
れていない国にあるものもありますので、企業が製品
の調達について一般の人々に対して透明性を確保す
ることに焦点を当てるとよいでしょう。
他の動物園や水族館では、持続可能なパーム油と持
続不可能なパーム油のイメージを重視するかもしれま
せん。
これらの状況は、いずれも有効なキャンペーンであり、
あなたが始めるきっかけになるでしょう。
動物園や水族館が環境保護行動に影響を与えるために
どのように取り組んでいるかについては、
「Social Change
for Conservation - The World Zoo and Aquarium
Conservation Education Strategy」
を読むことをお勧めしま
す。

ニシローランドゴリラ
（Gorilla gorilla）は、中央アフリカの最も密で人里離
れた熱帯雨林の一部に生息しています。
ブッシュミートを目的とした密猟、違法取引、伐採などの採取産業の拡大
や農業、特に持続不可能なアブラヤシプランテーションの拡大による生
息地の喪失は、
このゴリラの亜種の生存にとって大きな脅威となっていま
す。
Photo © Bristol Zoological Gardens
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事例研究

ビクトリア動物園 私たちをだまさないで
ビクトリア動物園 | オーストラリア

2009年、
ビクトリア動物園は「Don’t Palm Us Off（私

たちをだまさないで）
」
を開始しました。
このキャンペーンの目的は、
オーストラリアとニュー
ジーランドの食品にパーム油の表示を義務付ける法
律の導入を促進し、消費者主導の持続可能なパーム
油（CSPO）の市場を作ることです。
過去10年間、
このキャンペーンは、パーム油の複雑な
問題について、私たちのコミュニティを啓発するのに
役立ってきました。
64万人以上のオーストラリア人が、政府に表示法の
変更を求め、大手ブランドにパーム油の調達方法の
改善を求める声を増幅させてきました。
これらの呼びかけは、電子メール、請願書、そして
メルボルン動物園で行われたインタラクティブな
「Zoopermarket」体験を通じて行われました。
その結果、
ビクトリア州がパーム油表示改革を公的に
支持し、大手ブランドがパーム油の調達先を大幅に
変更することに成功しました。

ビクトリア動物園は、パーム油の最大使用者を年に2
回監査し、前向きな進展を確認しています。
また、
これらのブランドと積極的に話し合うきっかけ
にもなります。
お菓子の分野のリーダーたちは、毎年発行される
「オ
ランウータン・フレンドリー・イースターガイド」
で紹介
されています。
オーストラリアとニュージーランドにおけるパーム油
の表示に関する最終的な決定は、政府のフォーラム
の手に委ねられています。
この変更を確実にすることは、キャンペーンの重要な
目的であり、食品ブランドのサプライチェーンの改善
を支援し、CSPOのメリットを継続的に社会に伝えるこ
とでもあります。

メルボルン動物園のオランウータン保護区を訪れた人は、
「Zoopermarket」
でお気に入りの食品をスキャンし、意思決定者
に直接メールを送って行動を呼びかけることができます。
Photo © Cormac Hanrahan/Zoos Victoria
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事例研究

森林破壊のない
持続可能なパーム油への
需要の高まり

チェスター物園 | イギリス

チェスター動物園の持続可能なパーム油チャレンジ
キャンペーンは2012年に始まりました。
最初のステップは、園内のコミュニケーションと調達
に焦点を当て、
スタッフとサプライヤーがこの問題と
利用可能なソリューションを理解し、CSPOの調達に
同意していることを確認しました。
その後、動物園のフィールドプログラム部門とマーケ
ティングチーム、学習チームが協力して、
この複雑な
保全問題を伝えるための公開プログラムを立ち上げ
ました。
このキャンペーンを通じて、企業、パーム油業界、国内
外の政府、認証制度に影響を与えてきました。
鍵となったのは、パーム油の問題と解決策に関する共
同メッセージを増幅させるために、業界内（国内外の
動物園協会団体）や他のNGOと協力したことです。
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私たちは、2017年に行動変革プログラム
「Sustainable Palm Oil Communities」
を立ち上
げ、CSPOの需要を1都市ずつ増やすことを目指しま
した。
このプロジェクトでは、チェスターにあるレストラン
やカフェ、企業から学校やメーカーまで、危機に立ち
向かうために団結した組織のネットワークを作りまし
た。
地域社会との連携から、動物園の来園館者や学校へ
の教育まで、エンパワーメントが私たちのアプローチ
の中心となっています。
私たちは、2019年にチェスターを世界初の「持続可
能なパーム油の都市」
として発表することができまし
た。
現在、全国の市や町が私たちと協力して、それぞれの
地域でこのコンセプトに取り組んでいます。
私たちの調達戦略は、現在、森林破壊のない商品に
移行し、拡大しています。
また、サプライチェーンにおいて森林破壊を無くすと
いう目標を達成するために、方針を更新し、サプライ
ヤーや外部の方々と再び協力していく計画を進めて
います。
チェスター動物園のキャンペーンは、
スタートした
施設だけでなく、チェスター市全体が2019年に世
界初の「持続可能なパーム油都市」
として宣言さ
れるまでになりました。
Photos © Chester Zoo

マレーグマ（Helarctos malayanus）は、持
続可能でないアブラヤシプランテーション
によって絶滅の危機に瀕している数多くの
種のひとつです。
森林破壊による生息地の喪失、
アブラヤシ
プランテーションのための農地化による生
息地の分断化が進み、生息地と生存の可
能性が著しく低下しています。
Photo © Chester Zoo

報告された障壁を克服する
以下は、
あなたの園館の教育部門で持続可能な
パーム油を調達することを妨げている
可能性のある一般的な問題や障壁と、
それらを克服するための推奨される方法です。

“製品の変更はコストがかかりすぎる”
サプライヤーと交渉してみてください。契約を結んでい
る場合はパートナーシップの長さに応じて、
また、
あな
たの園館の保護活動や非営利団体である可能性を考
慮して、割引をしてくれるかもしれません。
しかし、持続可能なサプライヤーに切り替えるための
金銭的コストは、信頼できる自然保護活動を行う園館
とみなされるために必要であることを理解することが
非常に重要です。
持続可能なパーム油を調達していないのに、他社にお
願いしても、世間や同業者からの厳しい目に耐えられ
ません。

“持続可能でないパーム油を使用しているサプラ
イヤーの代わりに、CSPOを約束しているサプライ
ヤーを見つけることができません”
特定の製品の中には、サプライヤーの数が非常に少
ないものや、サプライヤーが1社しかないものもありま
す。
もし、必要な製品の代替サプライヤーが見つからない
場合は、サプライヤーにCSPOへの取り組みを促す絶
好の機会となります。
多くのサプライヤーは、顧客がCSPOへの取り組みを
望んでいることを知らないため、優先順位が低いので
す。
サプライヤにCSPOへの取り組みを促し、持続可能な
パーム油の普及を促進することができます。
地域の他の動物園や地域・国の協会と協力して、特に
動物飼料や動物用医薬品などのニッチな分野で、共
通のサプライヤーがあるかもしれません。
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“RSPOとは何者か？聞いたことがない”
2004年に設立された持続可能なパーム油に関する
円卓会議（RSPO）は、
アブラヤシ生産者、加工・取引業
者、消費財メーカー、小売業者、銀行・投資家、環境・社
会NGOなど、パーム油産業に関わるすべてのステーク
ホルダーが参加する非営利団体です。
RSPOは、認証された持続可能なパーム油（CSPO）
を
生産するために、企業が遵守しなければならない環
境・社会基準を策定しています。
これらの基準が適切に適用されれば、パーム油栽培
が環境やパーム油生産国のコミュニティに与える悪
影響を最小限に抑えることができます。
RSPOには、認証された持続可能なパーム油の生産、
調達、使用、促進を約束した世界中の5,000以上のメ
ンバーがいます。

世界第4位のパーム油生産
国であるコロンビア北西部
の熱帯林に生息するワタ
ボウシタマリン
（Saguinus
oedipus）は、森林伐採により
元の生息地の4分の3以上を
失っています。
土地は農業、農耕、
アブラヤ
シプランテーション、伐採な
どに利用されています.
Photo © Adrian Mann/
Adelaide Zoo

“持続可能なパーム油に取り組んでいないサプライ “私たちはRSPO認証を信用していません。
ヤーとの既存の契約があります”
効果があるという証拠はありませんし、
メディア
には否定的な記事が掲載されています”
現在のサプライヤーに、
この方針の変更を伝え、
この方針
を守ってもらいたい旨を伝えてください。
うまくいけば、サプライヤーはあなたと協力してこの変更
を行いたいと思ってくれるでしょう。多くのサプライヤー
が、持続可能な認証パーム油への変更による社会的・経
済的メリットを実感しています。
新規契約の際には、持続可能な調達に関する新たな要
求事項を必ず明記してください。

“レストラン／ギフトショップを自分たちで運営して
いるわけではない”
既存の取り決めや契約を最大限に利用して変化を起こし
ましょう。持続可能なパーム油を調達するという点で、新
しい契約がより厳しいものになるようにしましょう。
特にレストランはパーム油産業のステークホルダーであ
り、持続可能な調達に大きな影響を与えることができま
す。
現在の小売店や食品・飲料メーカーのパートナー
に、RSPOに加盟して持続可能なパーム油の調達を約束
してもらいましょう。

“公立系動物園の場合、選択肢が限られています
（選択できるプロバイダーに制限があり、通常は
一番安いものを選ばなければなりません）”
サプライヤーを変更するためには、免除を求めたり、政策
変更のきっかけとなるケーススタディ・プロジェクトを依
頼したりすることができます。
サプライチェーンを超えて、政府に持続可能なパーム油
を支持することもできます。
持続可能でないパーム油など、森林破壊に関連する製品
が自分の地域に入ってこないようにするための法律につ
いて、話し合いを始めることができるかどうかを確認して
ください。
自分ができることをして、
できる限りこの活動を推進して
いきましょう。

RSPOは、持続可能なパーム油に関する最も包括的
で強固な認証基準です。
持続可能なパーム油は、熱帯林の減少を防ぐための
解決策です。代替の油は、同じ量の油を生産するため
に4倍から10倍の土地を必要とするため、
さらに大き
な森林破壊を引き起こします。
メディアでパーム油に関する否定的な記事が取り上
げられるのは、
メディアが解決策としての持続可能な
パーム油について知らないか、RSPOのプロセスを理
解していないことが原因です。
私たちは、RSPOメンバーがどのように持続可能なパ
ーム油を生産・調達するかを規定するRSPOの最新
の2018年原則・基準を参照することをお勧めします。
この2018年の変更点では、泥炭の上には植えない、
土地を整えるために火を使わない、保護価値の高い
森林や炭素ストックの多い森林には植えない、野生
生物の保全など、厳しい環境基準が定められていま
す。
また、
この指針の最後には、RSPO認証の効果をめぐ
る研究を含む追加資料を掲載していますので、ぜひ
ご覧ください。

“スタッフや理事会がサポートしてくれない”
自然保全に対するあなたの園館の取組を強調し、な
ぜ懸念が存在するのかを探ります。
その懸念はあなたが対処できるものでしょうか？
WAZA/RSPO MoU をてこにして、持続可能なパー
ム油を標準にするという WAZA メンバー全員の共
通の責任を強調しましょう。
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自園館で始める
最後に、持続可能なパーム油の使用を目的とした来園館者向けの啓発キャンペーンを行う際の注意点です。
自分の園館でCSPOのみを使用するという内部プロセスを開始しない限り、来園館者や企業に行動を変えるよう求
めるキャンペーンを始めないでください。
人は矛盾をすぐに見抜きます。
野生動物や野生の場所を守るためには、私たち全員が行動を変えることが重要です。

すでに持続可能な調達を行っている動物園や水族館が、
できることは？
持続可能なパーム油を支援するために行ってきた活動
に感謝しています。
これからも持続可能なパーム油を推進していくためのア
イデアをいくつかご紹介します：
•

自園館の経験を他の園館に伝える：自分の成功と乗
り越えた課題を共有することで、他の園館が持続可
能なパーム油の支援と調達への道を歩み始める心
構えを持てるようにする。

•

持続可能なパーム油について、来園館者やフォロワ
ーを教育する。

アジアゾウ
（Elephas maximus）は、
インド亜大陸と東南アジア
に生息しています。野生の個体群は、生息地の縮小と分断化に
よって深刻な影響を受けており、その結果、食料不足、昔からの
移動ルートの分断、生息域の縮小を招いています。
また、野生のアジアゾウの群れが、互いに交じり合うことができ
ず、近親交配や将来の世代のゾウの遺伝的問題を引き起こす危
険性がますます高まっています。
Photo © Oregon Zoo
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•

持続可能なパーム油の調達について、
あなたのサプ
ライヤーはどのように対応しましたか？これらの会話
やサプライヤー名を他の WAZA 会員と共有し、サプ
ライヤーとの会話に役立ててください。

•

他にどのような分野に影響を与えることができるの
か？
あなたの園館は、地域や国の立法に関与しようとし
ていますか？
企業に対して、責任ある行動と持続可能なパーム油
の調達を求めることができますか？

ボルネオゾウの保護と
消費者の動員
オレゴン動物園｜アメリカ合衆国

1994年、ボルネオゾウのチェンドラは、サバ州のアブ
ラヤシ農園の近くで、親とはぐれて傷を負い、空腹のま
まさまよっているところを発見されました。野生に戻す
ことができず、1999年にマレーシアの野生動物保護
団体がオレゴン動物園のゾウの家族と一緒に暮らすこ
とを決定しました。
以来、
オレゴン動物園では、ボルネオ島で人間とゾウ
の共存を促進する取り組みを進めるとともに、森林破
壊を伴わないパーム油の使用を提唱しています。
オレゴン動物園では、サバ野生動物救助隊に訓練とレ
ンジャーの給与を提供し、人の手で保護された孤児ゾ
ウの福祉を向上させています。
HUTANキナバタンガン・オランウータン保全プログラム
（KOCP）
と、Project Seratu Aataiへの資金援助を通じ
て、動物園は、パーム油労働者や企業との協力関係を
促進し、寛容性の構築や、労働者の安全を向上させ、
プ
ランテーション内に野生動物のための森林回廊を作る
ための活動を進めています。

事例研究
オレゴン動物園では、年間160万人の来園館者と330
万人のソーシャルメディアフォロワーを対象に、
ストー
リーテリング（お話の時間）や行動キャンペーン、RSPO
メンバーシップを通じて、
パーム油問題への取り組み
を進めています。
2015年以降、動物園の購買計画では、敷地内で販売さ
れるすべてのパーム油含有製品がRSPO加盟企業によ
って製造されたものにしています。
また、動物園は合同行動キャンペーンを主導し、
フォー
チュン誌選定500社の企業がパーム油の調達方針を
改善する結果を得ました。
チェンドラは、困難を乗り越えて生き延びただけでな
く、パーム油と森林破壊の関連性を断ち切るための世
界的な運動を引き起こしたのです。

写真左：ボルネオゾウのチェンドラ
オレゴン動物園のゾウの群れ

写真右：ボルネオゾウの群れ
マレーシア・サバ州のアブラヤシ農園
Photos © Oregon Zoo
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リベリアを中心とした西アフリカ
の森林に生息するコビトカバ
（Choeropsis liberiensis）は、
IUCNレッドリストで絶滅危惧種に
分類されています。
野生の個体数は3,000頭以下と
推定されています。
その主な脅威は、生息地である
森林が失われ、伐採やアブラヤシ
のプランテーションへの転換が
進んでいることです。
Photo © Torben Weber/Zoo Basel
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事例研究

現場とサプライチェーンを通
じたパーム油問題への対応
ロンドン動物学協会(ZSL)｜イギリス

ZSLは、
2011年から持続可能な認証パーム油を使用す
る方針を掲げ、
この約束に対する遵守状況を監査して
います。
私たちはサプライヤーにパーム油に関する方針を周知
し、
新規契約時に比較的容易に改善策を導入していま
す。
例えば、
外部のケータリング業者、
製菓業者、
清掃用品
の選定時には、
この方針を譲れないものとしています。
また、
ロンドン動物園とウィップスネード動物園の両方
で使用されるすべての製品が私たちの方針を満たして
いることを確認したいので、
他の製品カテゴリーのレビ
ューに役立つ標準的なサプライヤーアンケートを開発
しました。
私たちが想定している課題のひとつは、
食品・飲料業界
ほど消費者の圧力がかかっていない製品について、
サ
プライヤーの認識が比較的低いことです。
パーム油やパーム油誘導体の名称が複数あることを知
らないサプライヤーが、
「パーム油不使用」
と報告するこ
ともあると思われます。

その結果を評価しながら 、
私たちはアクションプランを
作成する予定です。
サプライチェーンと連携して、
持続
可能なパーム油の認知度向上と使用促進を図っていき
ます。
ZSL の持続可能なビジネスと金融のチームは、
パーム
油業界の透明性を向上させ、
より持続可能な実践を促
すために活動しています。
ZSLの取り組みの1つである
SPOTT
（Sustainability Policy Transparency Toolkit）
は、
商品生産者、
加工業者、
取引業者のESG課題に関す
る情報公開について評価する無料のオンラインプラット
フォームです。
SPOTTは、
100以上のセクター固有の指標に照らして、
パーム油企業を毎年評価しています。
SPOTT の利用者
は、
企業が継続的に改善を行っている分野や、
関与が必
要と思われる分野を特定することができます。
このよう
に、
SPOTT は、
投資家、
ESG アナリスト、
バイヤー、
その
他サプライチェーンの利害関係者が、
企業に対して情報
開示の拡大や現場での実践の改善を促すような影響力
を持つことで、
業界の建設的な 取り組みを支援してい
ます。

ボルネオ島では、2005年から2015年にかけての森林破
壊の少なくとも50％が、持続不可能なアブラヤシ開発に
関連するものでした。
Photo © Zoological Society of London

SPOTTは、パーム油企業を
100以上の指標に照らして
毎年ベンチマークする無料
のオンライン・プラットフォ
ームです。
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事例研究

絵本をツールとして
活用することによる
認知度向上
豊橋総合動植物公園｜日本

豊橋総合動植物公園では、持続可能な開発目標
（SDGs）
を広く知ってもらうために、国内の動物園
や静岡大学と連携して絵本を活用しています。
この絵本は、絶滅危惧種が生息する自然と私たち
の生活との関わりを考えるきっかけとなるような内
容になっています。
また、持続可能なパーム油の概念も紹介していま
す。
パーム油製品の問題は、私たちの生活と密接に関
係しているため、パーム油の利用をメインテーマに
設定しました。
SDGsの認知を広めるには、
あらゆる世代、特に若い
世代にアピールできる効果的で手軽なツールの利
用が有効である。
動物園の社会的使命を果たすためにも、
このような
地道な取り組みを積極的に行っていきたいもので
す。

写真上：豊橋総合動植物公園では、
持続可能でないパーム油生産
の問題点、
野生動物保全との関係、
消費者として、
より良
い選択をするための教育講演を実施しました。
Photo © Toyohashi Zoo and Botanic Park

写真下：豊橋総合動植物公園で、持続可能でないパーム油の使
用が野生生物に与える影響について、啓発するための
絵本が用いられています。
Photo © Shizuoka University
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ヒクイドリ
（Casuarius sp.）は、
パプアニューギニア、
インドネシア、
オーストラリア北東部の熱帯林に
自生しています。
最近の研究（Pangau-Adam et al.,
2015）により、
オオヒクイドリは激
しい森林攪乱に適応できず、
その個体数を確保するためには
森林劣化に対処する必要があるこ
とが判明しました。.
Photo © Chester Zoo
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その他の資料
以下は、CSPOのみを調達し、CSPOについて一般の人々や
サプライヤーに啓蒙するための活動を開始する際に役立
つ追加資料の一部です。
WAZAパーム油資料ウェブサイトにアクセスし、他の資料
をご覧ください。
WAZAパーム油資料サイト
2021年4月、WAZAはWAZAパーム油リソースウェブサイ
トを開設し、WAZAメンバーがWAZA/RSPO MoUを支援
するために役立つ多くのツールや資料を掲載しました。
| ウェブサイトを見る
役に立つリンク
•

持続可能なパーム油に関する円卓会議のウェブサ
イト | Access

•

パーム油と生物多様性保全 | Access

•

WWFのパーム油に関する資料 | Access

•

シャイエエンマウンテン動物園のパーム油資料
| Access

•

チェスター動物園パーム油資料 | Access

•

ZSL SPOTT ウェブサイト | Access

•

コンサベーション・インターナショナルの
パーム油資料 | Access

•

ヨーロッパパーム油連盟| Access

動画
• パーム油と生物多様性 (IUCN) | Watch video
• パーム油生産者がゾウやオランウータンを助ける方
法（オレゴン動物園）| Watch video
• 持続可能なパーム油を確保するには			
				 | Watch video
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WAZAパーム油資料のウェブサイト
www.wazapalmoil.org

科学的研究
• アブラヤシと生物多様性：IUCNアブラヤシ特別委員
会による状況分析 | Access
• アブラヤシの拡大が熱帯の景観と生活を変える
| Access
• RSPO認証の生物多様性への影響 - グッドプラクテ
ィスの評価 | Access
• パーム油生産における収益性と持続可能性
| Access
• パーム油認証に生物多様性の基準を設ける
| Access
• パーム油の環境への影響を考える | Access
教材
子供のための持続可能なパーム油のカラーリングブック
（RSPO）
| Download the resource
パーム油への挑戦 (チェスター動物園)
			
| Access resource here
パーム油のメッセージング（シャイアンマウンテン動物園）
			
| Access resource here
その他の有用な資料
フレズノ・チャフィー動物園でのパーム油メッセージング
の効果を評価する
| Download the resource
ドキュメンテーションセンターヨーロッパパーム油連盟
			
| Access resource here

謝辞
更に参加したいと思っている動物園や水族館には、
RSPOの一般会員になることをお勧めします。
普通会員はRSPOの活動に投票することができ、持続可
能なパーム油の転換により、直接影響を与えることがで
きます。
詳細については、WAZA（https://rspo.org/members）
にお問合せいただくか以下をご覧ください。
この指針の事例研究を提出してくださった団体に感謝し
ます。
また、WAZAコミュニティが持続可能なパーム油をどのよ
うにサポートできるかのお手本を示し続けています。
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