
生物多様性と企業 役割生物多様性と企業の役割

ヤシノミ洗剤とボルネオの森ヤシノミ洗剤とボルネオの森

２００９年２月１７日年 月 日

於：国連大学於：国連大学

サラヤ株式会社サラヤ株式会社

社長 更家悠介社長 更家悠介

Resucue of the ElephantsResucue of the Elephants

１９７１年
ヤシノミ洗剤の発売ヤシノミ洗剤の発売

テレビCM初代モデルジュリー・マーシャルさん

日本で初めての詰替えパ ク洗剤日本で初めての詰替えパック洗剤

詰替パック詰替 ック
１９８２年
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1-2. サラヤはヤシノミ洗剤やせっけん液の原料に
パーム油（核油）とヤシ油を使用しています。

シャボネット石鹸液 ウオシュボン

ヤシノミ ヘアケア シリーズ

ヤシノミ洗剤 シリーズ パウ アラウ

2004年8月1日

TV Asahi’s Program “The 
tears of small elephants”tears of small elephants

“Tali” a small Tali  a small 
elephant with 
the rope on the the rope on the 
nose

The site research, Nov, 2004

Mr.Nobuo 
Nakanishi
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ボルネオ象の保護活動ボルネオ象の保護活動

ＳＷＤ（サバ州野生生物局）のメンバーＳＷＤ（サバ州野生生物局）のメンバ

RSPORSPO
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RSPO: 設立経緯

• Aarhus United, Golden Hope Plantations, 
MPOA, Migros, Unilever and WWFによ
り2002年９月ロンドンで初会合、12月に設り 年 月 初会合、 月 設
立委員会

2004年4月8日にスイスの法人として登記• 2004年4月8日にスイスの法人として登記

• 本部チューリッヒ、KLに事務所

ＲＳＰＯ（持続可能なパーム油のための円卓会議）に参加

ＲＳＰＯとは、持続可能なパーム油のビジネスのための円卓会議で、 2004年8月に設立されました。
パーム農園やスーパーマーケット（ミグロス）、ザ・ボディショップ、ユニリーバ、ＷＷＦなどが参
加し、本部をマレーシアに置いています。サラヤは2004年からこのＲＳＰＯにメンバーとして参加し、加し、本部をマレ シアに置いています。サラヤは2004年からこのＲＳＰＯにメンバ として参加し、
2005年1月6日の研究会で、社長の更家悠介はボルネオの窮状を訴え、パームの農園と熱帯雨林の共生
について、問題提起し、その打開策を提案しました。

RSPOの研究会 パームヤシプランテーション視察

ＲＳＰＯ第２回総会シンガポールにて
（2005年11月23日）（2005年11月23日）
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総会決議案
Resolution

In order to ensure the integrity

総会決議案

決議

of riparian habitat, and its
continuity from the sea to the

決議

河口から高地まで川岸の生
息地が欠けることなく守ら
れる為 Ｓ Ｏ ラウ

y
highlands, the GA of RSPO RT3
endorses the principle that at least

れる為、ＲＳＰＯのラウン
ドテーブル３における総会
は、主要河川の両岸につき
少なくとも１ｋ の範囲が

p p
1 km on each side of major rivers
be allocated as conservation forest.

少なくとも１ｋｍの範囲が
保全林として守られるべき
ことを支持する。この提議
に同意する者について 所

For those who are agreeable to
this proposal, their land will be

に同意する者について、所
有地の私有権は保護される
とともに、売却に際しては
適切な価格補償を受けるこthis proposal, their land will be

secured and they will be
adequately compensated.

適切な価格補償を受けるこ
とができるものとする。

adequately compensated.
●Resolution was withdrawed because of the 
strong oppositions by the plantation ownersstrong oppositions by the plantation owners

BorneoBorneo 
C ti T tConservation Trust

ＢＢＥＣ, 4th General Assembly Feb.14,2006
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サバ州の森林の状況

恒久森林恒久森林

保護林

未保護

キナバタンガン川

プランテーション・
私有地

セガマ川

サバ州司法長官（左から３人目）との上空からの視察サバ州司法長官（左から３人目）との上空からの視察
（一番右は、生態学者 坪内俊憲博士） 2006.2.16 
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Borneo Conservation Trust
First Board Meeting of BST on Sep.12. 2006, Kota Kinabalu

BCT 公式マークBCT 公式マーク

Consumers and otherConsumers and other 
St k H ldStake Holders

シンポジウム「生物多様性と企業の役割～パーム油の現場から～」 7



The Campaign “You protect theThe Campaign “You protect the 
Borneo” in 2007Borneo  in 2007

1 % of the 1 % of the 
sales of 
Yashinomi Yashinomi 
Detergent is 
donated to the donated to the 
Trust

シンポジウムの開催シンポジウムの開催

パ ム油とＣＳＲ企業フ ラム 公開シンポジウムパーム油とＣＳＲ企業フォーラム・公開シンポジウム
２００７.１０.１０ 東京国際フォーラムにて

Isabelle Lackman-Ancrenaz博士
フランス人霊長類学者フランス人霊長類学者

• ２次林に適応するオランウータンの生態研究

年 を バ 設立• 1997年、NGO、HUTANをサバ州に設立

Tama Zoological Park
Orang Utan Symposium-Jul.2007 in Tokyo
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Tama Zoological Park
Orang Utan Symposium-Jul.2007 in Tokyo

Kitty is supporting Kitty is supporting 
SARAYA’s Yashinomi

2008 campaign

Y hi i D t tYashinomi Detergent

Hunting WorldHunting World
Premium Eco BagPremium Eco Bag

ボルネオ調査隊、消費者への理解
促進 2007年促進、2007年
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Business andBusiness and 
Biodi ersit Initiati esBiodiversity Initiatives 

t COP 9at COP 9

ＣＯＰ9 Ｂ＆Ｂ Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ参加報告ＣＯＰ9 Ｂ＆Ｂ Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅ参加報告

2008/05/27～29 Ｂｏｎｎ
サラヤ株式会社サラヤ株式会社

生物多様性条約第生物多様性条約第99回締約国会議ＣＯＰ回締約国会議ＣＯＰ99とはとは

生物多様性条約 （Convention on Biological Diversity：CBD）

第9回締約国会議 （9th Conference of the Parties：ＣＯＰ9)

生物多様性条約とは、ワシントン条約やラムサール条約を補完し、生物多様性の保全と生物資源の持
続可能な利用を進める国際的な枠組みです。締約国191ヵ国による会議が隔年で開催されます。
2008年ＣＯＰ9ドイツ ボンの次は、2010年10月に愛知県 名古屋でＣＯＰ10が開催されます。
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2008/05/27/13：30 Ｅｘｐｅｒｔ Ｆｏｒｕｍ2008/05/27/13：30 Ｅｘｐｅｒｔ Ｆｏｒｕｍ
15分のプレゼンテーション、パネルディスカッション、質疑応答

更家社長によるプレゼンテーション
2008/05/29/ High Level Segment 

アキム・シュタイナー氏
国際連合事務次長 兼
国連環境計画事務局長
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2008/05/29/ High Level Segment 2008/05/29/12：00～ High Level Segment2008/05/29/12：00 High Level Segment 
国際 記者会見、パネルディスカッション

New ConnectionNew Connection

荒廃した場所でのアパート状態
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２５０の巣が見られる重要地域
Kertam and Kulamba Forest Reserves:
Biodiversity hotspot
More than 250 nests

Forest of 
Kulamba

Forest of Kertam 
FR

1

2

Mangrove / semi inundatedDry / semi inundated lowland mixed

Mud 
Volcano

1

Mangrove / semi inundated 
forests

Dry / semi‐inundated lowland mixed 
forests

オランウータンの絶滅危惧地域オランウータンの絶滅危惧地域

Viable

Extinction 
within 50-100 
years

Extinction medium term 
or genetic loss
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2月12日消防ホ スを梱包2月12日消防ホースを梱包

大阪市東住吉区消防署より 130本

ズーラシアより 40本 計170本

2月13日消防ホースを総務グループで荷積み

オランウ タン用の吊橋 /オランウータン用の吊橋 2008/6
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オランウ タン用の吊橋を渡る中西 /オランウータン用の吊橋を渡る中西 2008/6

Other ChallengeOther Challenge

• 新しい品種の導入による生産量の向上 30 40トン/ha• 新しい品種の導入による生産量の向上、30-40トン/ha
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ヤシノミ洗剤食器洗い機用ヤシノミ洗剤食器洗い機用
Liquid for Vegitable Wash
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