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解決策のスケールアップ
SCALING UP THE SOLUTIONS

Friends of the Earth (FoE) のメンバー団体は、アジア太平

我々の地球の持続可能な未来は、アジアがこれらの課題に対

洋地域をもっと公正で持続可能な地域にしていこうとしてい

して立ち上がり、経済システムや政治システムを変革するこ

ます。このレポートでは、インドネシアのコミュニティフォレ

とができるかどうかにかかっています。これまで通りやって

Friends of the Earth groups are building a more just
ストマネジメントや、韓国の市民協同発電、ネパールの食料へ

The sustainable future of our planet will depend
いては、もはや、不十分です。

of the innovative and transformational solutions
を取り上げます。
underway; from community forest management in
Indonesia to building solar cooperatives in South
アジア太平洋地域には、世界人口の
Korea, and winning the legal55％にあたる
right to food40
in 億人が暮
Nepal.

様々な取り組みが、各国で行われています。人と地球を経済

INTRODUCTION

and sustainable Asia. This report highlights some
の権利獲得など、現在実践されている創造的な、様々な解決策

らしており、文化的、経済的、そして生物多様性の側面でもユ

Home to 4 billion people and 55 percent of the
ニークな地域です。この地域には世界有数の経済大国もあれば
world’s population, the Asia Pacific region is unique
最貧国もあり、生物多様性の宝庫である熱帯雨林や絶滅の危機

in its vast cultural, economic and ecological diversity.
にさらされている生物種も同時に存在します。
Some of the world’s most powerful economies and
poorest countries are in the region, as are stunning
今日、アジアは密接に関係する二つの危機を抱えています。増
tropical rainforests and endangered species.
大する格差と気候変動です。アジア開発銀行（ADB）は 17 億 5

Today, Asia face faces two destructive and entwined
千万人のアジア人が極度の貧困の中で生活しており、尊厳ある

crises – growing inequality and climate change. The
生活のために必要な最低限のニーズを満たせていないと試算
Asian Development Bank calculates that 1.75 billion
しています。この調査は、アジア地域における発展途上国の経
Asians live in extreme poverty and lack the basic
済状況に基づいた貧困レベルの平均と、様々なリスクや食糧安
necessities of a dignified life. This is based on the
1
全保障に対する脆弱性を根拠にしています
average of national poverty lines for。less developed
economies in the region, effects of vulnerability to
risks and food insecurity.1
気候変動はすでに起きています。アジア全域で、地域社会や生

on whether Asia can rise to these challenges, and
transform its economic and political system. Business
アジア太平洋地域をもっと公正で持続可能にしていくための
as usual will no longer suffice.
システムの中心に据え、生活のあらゆる面において協同やコ
Thousands of practical solutions for a more just and
ミュニティマネジメント、労働者主権、公共サービスの果た
sustainable Asia are being implemented everyday

across the region. Solutions that put people and the
す役割を発揮させる持続可能な計画づくりの力を最大限に拡
planet at the centre of economic systems and expand
大させるような、様々な取り組みです。

the role of cooperation, community management,
workers’ control, public services and sustainable
FoE
アジア太平洋は、こういった解決策が広がり、新たな取
planning
in all aspects of life.

り組みに結びつくことを望んでいます。この報告書に紹介さ

Friends of the Earth (FoE) Asia Pacific hopes to inspire
れている革新的なプロジェクトは、実際に、何百万人もの人々
action. The ground-breaking
projects in this report
の生活を向上させています。
スリランカの循環型コミュニティ
are improving the lives of millions of people; from
revolving community funds in Sri Lanka, to land
ラリアの生協運動などです。地域レベルで小規模に行われて
rights in PNG and building a cooperative movement
いるものから、大規模に国レベルで行われているものもあり
in Australia. Some of these solutions are small and
ます。個々のプロジェクトをモデルとして広げることで、ア
local, others large and national. They are models
and projects that can be replicated and expanded
ジア各地で実践することができます。
throughout the region.
ファンド、パプアニューギニアの土地の権利問題、オースト

態系への取り返しのつかない損失が発生しています。世界中の

FoE アジア太平洋は、アジアを変えるために、これらの解決策

温室効果ガスの排出を早急に削減するよう行動しなければ、よ
devastation on communities and ecosystems

をスケールアップしていこうと呼びかけています。そのため
up’ of these solutions to transform Asia. To do this we

reduce global greenhouse gas emissions there will
種の大量絶滅や何百万人もの人々が移住を強いられるでしょ

in the region must support, develop and adopt
国の政府は、アジアの市民が取り組んでいる解決策が与える

Climate change is already happening – wreaking

りいっそう過酷な飢餓、干ばつ、洪水、異常気象に加え、生物
throughout the region. Without urgent action to
う。 be greater hunger, drought, floods, and weather

extremes, as well as mass extinctions and the forced
migration of millions of people.

Friends of the Earth Asia Pacific calls for the ‘scaling

には、取り組みを後押ししていく政策が必要です。アジア各
need an enabling policy environment. Governments

measures and programs to rapidly increase the
効果が最大になるような施策やプログラムをサポートし、発
impact of these peoples’ solutions.
展させ、そして自ら取り入れていかなくてはいけません。

2016
年、ASEAN やアジアのリーダー達が会談を行うに際し、
As the Association of South East Asian Nations (ASEAN) and other Asian leaders meet in
FoE
アジア太平洋は、次のことをアジア各国政府や地域機関に対して求めます。
2016, Friends of the Earth Asia Pacific calls on the states and regional institutions to:
アジア地域の人々の、
健康、
教育、
交通（移動）
、水、住居、
エネルギーなど、
生活に不可決な公共サー
Ensure universal access
and
sustainable
delivery
of essential
public services
in health,
1 ビスへの普遍的なアクセスと持続可能な供給を確実にすること。

education, transport, water, housing, and energy to the people of the region.

Support the Social and Solidarity Economy, by creating new national ministries and or an
2 新たな省庁設置や、多国間政府組織の設立、資金援助プログラムを発展させることで、社会的連
帯経済を支えること。
intergovernmental body, and developing targeted financial assistance programs.

国家や地域における法的枠組みの中で、すべての市民に適切な食料への権利を保障し、また政府
Ensure the Right to Adequate Food for every citizen within national and regional legislative
3 はこれらの権利をすべての施策において尊重しなければならない。すべての市民の食料主権を法

frameworks and guarantee that these rights are upheld through government intervention. This

的に担保することも含む。
includes ensuring that every citizen has the right to food sovereignty as provided by law.

Ensure corporations are held accountable for human rights abuses and environmental
4 企業による人権侵害や環境破壊に対して責任を明確にするため、国連の場で提案されている、多
国籍企業への拘束力ある行動規範や、その他の法的拘束力あるルールを支持すること。
destruction, by supporting the proposed UN Treaty on binding rules for multinational

businesses and other national legally binding measures.

化石燃料に対する補助金を廃止し、地域社会とその地域で協同管理されている再生可能エネルギー
fossil fuel subsidies and redirect funding to community and socially controlled
5 End
への投資に転換すること。

renewable energy.

Support the development of Community Forest Management in ways that promote
6 地域主権、土地所有権の確保と明確化、土地・資源へのアクセスを保護し、そして先住民族の伝
統的な知恵の尊重や再生を促進するような、コミュニティフォレストマネジメント（コミュニティ
community autonomy, secure and clarify land tenure, protect communities’ rights and
主導型森林管理）の発展を支援すること。
their access to land and resources, and respect and recover traditional knowledge.

公正で持続可能かつ地域経済に根付いた経済を損なうような貿易をやめること。とくに投資家対
End trade deals that undermine attempts to build just, sustainable and local economies,
7 国家の紛争解決制度（ISDS）を撤廃すること。

particularly by removing the harmful Investor State Dispute Settlement system.

(Develop
ツーリズムの
) 影響を受けやすい人々との全面的なパートナーシップ、協力、協議の下で、持続
national
community-based tourism strategies that prioritize sustainability and
8 可能性と地域主導を優先するコミュニティ主導型の国家観光戦略を策定すること。

community control of tourism in a proactive way, in full partnership, cooperation and
consultation with vulnerable people.

Respect and recognise the rights of customary and community land owners, including
9 土地や生活、生計手段に影響を与えるあらゆる開発において、自由で慣習的な土地所有権を尊重、
communities’ right to free, prior and informed consent regarding any developments that
認識し、自由で事前の十分な情報に基づく同意（FPIC）を尊重すること。
affect their lands, lives or livelihoods.

Develop regional and national plans for an energy transformation, which prioritizes
10 すべての人がエネルギーにアクセスでき、コミュニティがエネルギー主権をもち、新たな「汚れた
エネルギー」
（化石燃料、原発、大型ダムや産業型バイオエネルギー等）を含まない
100％再生可
access to energy
for all, community or social control, 100% renewable energy and
no new
能エネルギーの「エネルギー革命」のための地域・国家レベルの計画を策定すること。
dirty energy projects.
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インドネシア
INDONESIA

コミュニティフォレストマネジメント
COMMUNITY
FOREST MANAGEMENT
小さなことから大きな発展へ
FROM
LITTLE THINGS BIG THINGS GROW
FoE インドネシア（WALHI）は 5 年以上にわたり、コミュニティ

12.7
1270ha

For
over five years Friends of the Earth Indonesia/
主導型の森林保全モデルの開発を行ってきました。自作農の
WALHI
has been developing a community-led
土地の権利を認め、非木材森林生産物の共同管理、そして伝
model to protect the country’s forests. It is based on
統的知識を基礎としたモデルです。
recognising the Land Rights of subsistence farmers,
collective management of non-timber forest products
インドネシアは森林減少率が世界で最も高い国の一つで、
and
traditional knowledge.

MILLION
の森が、2019
年までに
HECTARES

2000 年から 2012 年のあいだに、1580 万ヘクタールの森が失

コミュニティ

Indonesia
one of the highest deforestation rates
われましたhas
。森林減少・劣化は主に巨大ビジネスによって生
in the world. 15.8 million hectares of forest were lost
じてきました。具体的には、パーム油やその他のプランテー
between 2000 and 2012.2 Deforestation is primarily
ションのための皆伐、持続可能でない森林伐採や鉱山開発プ
caused
by big businesses, that clear land for palm oil
ロジェクトなどです。そうした破壊的な開発行為が、強制的
and
other plantations, log for timber unsustainably
に自作農を土地から追い出し、彼らの生計手段を奪っていま
and
carry out major mining projects. This destroys
the
す。livelihoods of subsistence farmers who are
forcibly removed from their lands.
2

FOR
主導型森林管
COMMUNITY
理に
FOREST
MANAGEMENT

AREA
THE
SIZE
OF
ENGLAND

FoE インドネシアは、現在国内 13 の地域で農家や小規模農民

BY 2019

FoE Indonesia is currently working with farmers and
組合と協力して、土地の権利を守り、コミュニティによる天
peasant
unions in 13 regions across the country to
然資源管理を推進しています。リアウ州では、サグ農民のグ
defend
lands rights and promote community control of
natural
resources. In the Province of Riau, smallholder
ループが自分たちの土地と森を大規模プランテーションから
Sagu
farmers are fighting to protect
their lands and
守るためにたたかっています。FoE
インドネシアは彼らの取
forests from industrial plantations. FoE Indonesia
り組みを無償の法的サポート、コミュニティの組織化のトレー
supports their struggle by providing free legal services,
ニング、現地の生産者と消費者を直接つなぐ、といった形で
training
on community organising and connects local
支援しています。持続可能な森林管理と共に土地の権利を確
producers
directly to consumers. By developing land
立させていくことで、FoE
インドネシアは人々の生計手段と
rights
together with sustainable
forest management
FoE
Indonesia aims to secure people’s livelihoods and
環境を同時に守っています。
the environment at the same time.

インドネシアは人々の生計
FOEFoE
INDONESIA
AIMS TO SECURE
PEOPLE’S
LIVELIHOODS AND THE
手段と環境を同時に守っています。
ENVIRONMENT AT THE SAME TIME.

このアプローチは効果をあげています。それぞれのコミュニ

Their approach is working. Not only have individual
ティが、法廷で土地への権利を勝ち取るだけでなく、取り組
communities
won land rights in the courts but
みによって向上した農業生産が人々に利益をもたらしていま
families
have benefited from improved sales of
vegetables.
This model is already being massively
す。この取り組みモデルは大きく成功し、
すでに大きくスケー
scaled
up due to it’s success. The
government
has万ヘクター
ルアップをしています。政府は
2019
年までに 1270
promised
12.7
million
hectares
of
forest
area
for
ルの森林地域を住民参加型林業に提供すると約束しました 3。
Community based Forestry by 2019.3 This will secure
これは森林と 1000 万人以上もの人々の生計手段を大規模な商
the
livelihoods of more than 10 million people and
業伐採から守ることになります。
protect
forest from destructive industrial practices.
なります。

提言 RECOMMENDATION
POLICY

FoE Indonesia recommends transparent and rigorous
FoE インドネシアは、人々と環境にとってよい結果を保証す
oversight of the implementation of Community
るために、住民参加型の森林管理プログラムの実施において、
Based
Forestry programs to ensure good outcomes
透明性の高い厳密な管理を行うことを提言します。FoE
イン
for
people and the environment. FoE Indonesia
recommends
that年までに
40 million
hectares
of forest
ドネシアは、2019
4000
万ヘクタールの森をコミュニ
should
be allocated for Community Based Forest
ティフォレストマネジメントにあてることを提案します。
Community Forest Management, Indonesia
management by 2019.
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オーストラリア
AUSTRALIA

助け合い、前へ

THE COOPERATIVE WAY FORWARD

1975 年に創設された FoE メルボルンの食品生活協同組合は、

生協のような連帯経済においては、株主に対する利益よりも

人々や環境にとって、健康で公正、そして価格的にも買いや

ポジティブな社会環境的利益を生み出すことを追求します。

Established in 1975, Friends of the Earth Melbourne’s
すい形で、我々の基本的なニーズをみたしながら、根本的な

Food Co-operative addresses sustainability at a
持続可能性に取り組んでいます。この食品生協は、オースト
fundamental level − fulfilling our basic needs in a way
ラリアの最初の生協の一つで、社会・連体経済のパイオニア
that’s healthy, fair and affordable for people and the
でもあり、他国や他地域にとってもモデルとなるでしょう。
environment. As one of the first food co-operatives in
Australia, it is a pioneer of the ‘Social and Solidarity
生協は、労働者に労働環境を自ら管理する力を与えることで、
economy’ and has served as a model for others to
利益の為に人々を搾取しがちな企業のビジネスモデルに替わ
replicate. By empowering workers to control their
る民主的な代替モデルを提供します。
workplaces, cooperatives provide a democratic
alternative to the corporate business model that often
FoE の食品生協は、年間１万食以上の美味しい食事、果物、野
exploits people for profit.

hospitality training
for the disadvantaged.
生協で得た収益は
FoEprogram
の環境キャンペーンや障がい者のため

Because cooperatives are owned by those who use
their services, their decisions must take into account
サービスを利用する人によって支えられているので、その意
the wider interests of the community. ‘Reduce, reuse
思決定はコミュニティの様々な利益を考慮しなくてはいけま
and recycle’ is the foundation of FoE Australia’s work.
のトレーニングプログラムのために使われます。生協はその

せん。リデュース、リユース、リサイクルが FoE オーストラ

In 2012 the non-for-profit sector contributed AUS$55
リアの活動の根幹です。

billion (US$ 40 billion) to the Australian economy
and the number of cooperatives and non-for-profit
2012 年、非営利セクターによるオーストラリア経済への貢献
businesses continues to grow.4 Yet for the Social and
額は
550 億豪ドル（400
億米ドル）に達し、生協と非営利ビ
Solidarity
economy to have
a truly transformational
4
菜、穀物、エコな洗剤などを提供するエシカルな事業者です。 ジネスは成長を続けています
。しかし、社会的連帯経済が真
impact we need effective public
policy to foster,
The FoE Food Co-op is an ethical trader that serves
strengthen and support the scaling up of cooperatives
重要な点は、出来る限り地元の、そして小さな企業や生産者
に革新的な影響を持つためには、国レベルでの生協のスケー
over 10,000 delicious meals per year and provides
across the country. In order to scale up the social
から供給されたオーガニックで、未包装の商品を提供してい
ルアップを促進し、強化し、そしてサポートするための効果
fruit, vegetables, grains and eco-cleaning products.
sector of the economy FoE Australia calls for a new
ることです。さらに生協は、40 年にわたり、人々とともに環
的な公共政策が必要です。経済活動における社会セクターを
The emphasis is on providing natural, organic and
collaborative partnership with government.
境や社会正義の問題に関してキャンペーンを行う際のハブと
スケールアップするために、FoE オーストラリアは政府との
packaging-free produce that is grown and produced
もなってきました。2014
新たな協力体制を呼びかけています。
as locally as possible年、食品生協は「ヤラ市持続可能な
− preferably by small companies
and producers. It is also a community hub that has
POLICY RECOMMENDATION
ビジネスアワード」を受賞しました。
been bringing people together to collaborate and
FoE Australia calls on national and state governments
campaign on environmental and social justice issues
to establish a new Ministry for Social and Solidarity
for over 40 years. In 2014, the Food Co-op received the
Economy and or an intergovernmental body.
FoE オーストラリアは、国・州レベルで社会的連帯経済のた
City of Yarra Sustainable Business award.
FoE Australia calls on all levels of government to
めの新たな行政機関の設置を求めています。FoE
オーストラ
establish and increase specific targeted programs
リアは、社会的連帯経済をサポートするためのプログラムづ
Rather than profits for shareholders, the solidarity
that support the Social and Solidarity economy. These
economy seeks to create positive social and
should include providing proper access to financing,
くりをすべての自治体や国に対して求めています。適切な資
environmental benefits from their activities. The
comprehensive granting, free training opportunities
金へのアクセス、包括的な助成、無償の研修機会の提供と優
income generated by the Co-op supports Friends
and preferential treatment or the inclusion of social
先的対応や、公的調達契約に社会的な成果を考慮することが
of the Earth’s environmental campaigns and a
outcomes in contracts for public procurement.

提言

1/7 OF THE

WORLD

世界中で 10

含まれるべきです。

1 BILLION PEOPLE
億人が生活協

ARE MEMBERS OF

同組合に加入
COOPERATIVES
しています。

COOPERATIVES PROVIDE A
生協は企業のビジネスモデルに替わ

DEMOCRATIC ALTERNATIVE TO THE
る民主的な代替モデルを提供します。
CORPORATE BUSINESS MODEL.

Organic vegetables at FoE’s Food Cooperative, Australia
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スリランカ
SRI LANKA

循環型コミュニティファンド（リボルビングファンド）で

REVOLVING FUNDS

よりレジリエントなコミュニティづくり

BUILDING COMMUNITY RESILIENCE

AN ALTERNATIVE FINANCIAL
環境を守りながら、人々の生活も改善
MODEL THAT MAKES PEOPLE”S
していくオルタナティブな金融モデル
LIVES BETTER WHILE SUPPORTING
THE ENVIRONMENT.
ニルガラのコミュニティに暮らす人々は、自然に深くたより

Life for local communities in Nilgala is highly

ながら生活を営んでいます。雨は彼らの神であり、人々は野
dependent on nature. Rain is their god. They live with
生の動物やゾウと共に暮らしています。道は悪く、川には橋
wild animals and elephants. Road access is not good.

There are no bridges across the streams. But their
がありません。ですが、彼らの簡素な生活は移りかわってい
simple life is moving. Without the sympathy of the
ます。ニルガラの森に住む神々や霊たちの共感なしには、彼

deities and spirits living in the Nilgala forest, their life
is not easy. Without rain they face extreme poverty.

らの生活は楽ではありません。つまり、雨がふらなければ、
彼らは極度の貧困に陥ってしまいます。

Nilgala Forest and the adjoining Gal Oya National
Park are protected forests. But Aralu, Bulu, Nelli, the
ニルガラの森と隣接したガルオヤ国立公園は保護林に指定さ
medicinal plants abundant in these medicinal forests
れています。アラル、ブル、ネリといった薬草資源が保護林
are a source of income during the season. At other
の中に豊富に生育する季節は、薬草がコミュニティの収入源
times they grow paddy, maize, banana and other
です。その他の季節には、人々は米やトウモロコシ、バナナ
crops. This seasonal income is not adequate for
やその他の穀物を育てています。この季節性の収入では、ニ
over 500 families who live in just 10 villages located
ルガラの森に隣接する
10 の村、そこに住む
500restricted
以上の家族を
adjoining the Nilgala
Forest. They have
access to the forest because it is protected.
十分に養うことができません。また、森林は保全されている
ため、森へのアクセスは制限されています。

Conservation and community forest governance is a
must. Local communities want to manage the forest
コミュニティによる森林資源管理は不可欠です。地域住民は
as a source of livelihood. Their beliefs enshrine a need
生計手段として自分たちで森を管理することを望んでいます。
to protect the forest, for that is where the souls of
their ancestors go in the afterlife.
彼らは、森は先祖の魂が死後に向かうところであるとの信念
から、森を守ることの必要性を重要視しています。

Yet income in the Nilgala communities is uncertain.
Half of the year they have to borrow money for health
一方で、ニルガラの地域住民の収入は不安定です。一年の半
emergencies, cultivation and house construction
分は、救急医療、耕作や家の建設のために高利子でお金を借
from moneylenders at high interest rates. Even the
りなければなりません。マイクロクレジットプログラムでさ
microcredit programmes have prohibitively high
interest rates.
えかなりの高利子です。
Thus the concept of a revolving fund was born to
assist communities in troubled times and with
経済的に苦しい時期に、ニルガラの地域住民を動員し、より
the aim of mobilizing the Nilgala communities for
良い森林ガバナンスを達成しつつ彼らの生活を支援する仕組
better forest governance. CEJ/FoE Sri Lanka created
this revolving fund with スリランカは、スリランカ自然
the financial support of the
みとして考案されました。FoE
International Union for the Conservation of Nature Sri
保護国際組合から資金援助を受けリボルビングファンドを作
Lanka. Nilgala Protection committees were created in
りました。10 の村でニルガラ保全委員会が設立され、500 以
循環型コミュニティファンド（リボルビングファンド）は、

上の家族が合計で 80 万スリランカルピー（5500 米ドル）を受

6

け取っています。
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Women’s revolving fund meeting, Sri Lanka

10 villages
in the 1％の利率で資金を借りることが出来ます。
area with more than 500 beneficiary
現在、
地元の人々は
families who received 800,000 Sri Lankan Rupees
全資金は村で共同管理されています。この資金は、地域住民の
(US$5,500).

資金繰りの厳しい時期の収入向上を補助し、森林マネジメン
トも向上させています。資金総額はファンド設立当初のほぼ
2
Now local people can borrow at a 1% interest rate.
倍になっています。村民は貸金業者、特に闇市場の貸金業者
The total fund remains in the village under collective

control. The money helps the communities to improve
に依存しなくなってきています。

local income assisting in hard times and has improved
forest management. The total fund has now grown
経済的に恵まれない地域の経済改革と循環型コミュニティ
to almost double the original. Villagers are now less
ファンドのような代替金融モデルは、環境を守りつつ人々の
dependent on the money markets, especially the
生活も改善しています。この循環型コミュニティファンドは、
black market moneylenders.
自分たちの生活を進んで変えたいと思い、企業経済への依存

Economic transformation of the less privileged
を減らしたいと望む他の地域社会においても用いることがで
communities and alternative financial models like
きるオルタナティブなモデルです。

the revolving funds make people’s lives better while
supporting the environment. This revolving fund is
an alternative model which can be replicated in other
communities who are willing to transform their lives
and be less dependent on the corporate economy.

東ティモール
TIMOR LESTE

コミュニティ主導のエコカルチャーツーリズム

COMMUNITY BASED ECO-CULTURAL TOURISM

FoE 東ティモール（Haburas
Foudation）は島の東端に位置す
FoE Timor Leste/Haburas
in partnership with the

FoE
has東ティモールは、トゥトゥアラの生活水準向上プロジェク
learned to work together and resolve conflicts

island, work on new models of community based
て有益なコミュニティ中心の新しいツアーモデルづくりに取

over 140 countries.
他の地域のグループのエコツーリズムプロジェクト立ち上げ

community in Tutuala, at the eastern 人々と地球にとっ
end of the
るトゥトゥアラのコミュニティと協力して、
tourism that benefit people and the planet. In 2014,
り組んでいます。2014 年、世界中の観光収入の合計は 1 兆
international tourism
generated US$1,245 billion5,
５
2450 yet
億米ドルでした
。しかし多くの場合、その利益は地元
often the financial benefits are not shared by
のコミュニティに還元されていません。さらに、観光が破壊
local communities. Tourism also increases pressure
的な開発への圧力を増大させています。FoE
東ティモールは、
for destructive development. FoE Timor
Leste clearly
demonstrated
that ethical, equitable and ecologically
道徳的で公平、
そして環境的に持続可能な観光がコミュニティ
sustainable tourism is possible for local communities
や国レベルで可能であることを示しました。
and the nation as a whole.
コミュニティツーリズムプロジェクトの基本的な目的は、
The fundamental aims of the community tourism 人々

トを参考にして、モービッセの高地やラローランの沿岸など
effectively. They have hosted over 4,000 tourists from

を支援しています。この新しい２つのグループは、まだトレー

Learning from the first eco tourism project, FoE Timor
Leste has replicated the model, assisting another
たちで自分たちのことを決めることが出来るということ、そ
community group in the highlands of Maubisse and
して国家レベルの開発アジェンダになりうることを示す、有
at the coastal Laloran to set up their own tourism
operation. The two newer groups are still getting
効な事例になっています。
training and support, but they are functional, proving
that communities can make decisions for themselves
エコツーリズムは安定収入にもなっています。住民の中には
and be part of the national development agenda.
ニングとサポートを受けている段階ですが、地域住民が自分

学校教育を受けていない人もいますが、彼らも予算管理や財

のエンパワーメントと、文化的遺産や環境を保全する形で彼
project is to ensure that remote rural communities

務管理、配膳業、おもてなし、ツアーガイド、語学、紛争解決、
It has helped generate regular income. Community

utilises their own strength, distributes the benefits
せ新しい知識を得ることを助ける経済・開発活動に、地元の

schooling have also acquired a wide range of skills 東ティ
–
モールの発展にとっても極めて重要なものです。FoE

have access to an economic development activity that
らの持つ強みを活かし、利益を平等に分配し、技術を向上さ
fairly, helps develop new skills and gain knowledge in
人々がかかわることを確保することです。東ティモールは、
ways that are empowering to the people as well as to
ワラセア生物多様性ホットスポットと呼ばれる地域に属して
strengthen the preservation of their cultural heritage
います。訪問者らは、輝く透明な海を眺めながら白い砂浜で
and natural environment. Ecologically Timor Leste is a
太陽を楽しみ、珊瑚礁の豊かな暖かい熱帯の海で泳いだり、
Wallacea Biodiversity hotspot where visitors can enjoy
the sun from the white fine sandy beach overlooking
シュノーケリングができます。国の主な収入源は石油とガス
crystal clear sea, swim and snorkel in the warm tropical
ですが、それらのライフスパンは短く、また政府は経済活動
water, rich in healthy coral reefs. Oil and gas are the
への投資と多様化に大きく失敗しています。貧困の問題も続
country’s main sources of revenue, but they have a
いています。
short lifespan and yet the Government has largely
failed to invest and diversify its economic activities.
Poverty remains an ongoing problem.
FoE 東ティモールはプロジェクトを築き上げるため
, 長い間

といったスキルを獲得しており、そういった技能は、東ティ
members, some of whom have missed out on

from budgeting and financial management, catering,
モールは、現在ではツーリズムに関して政府や国際的な開発
hospitality, tour guiding, languages, environmental
management to conflict management - all of which
たツーリズムは、現在、東ティモールにとって重要な分野と
are crucial for Timor’s development.FoE Timor Leste
して認識され、推進されています。
is now sometimes consulted by the Government
and international development agencies on
tourism matters. Community-based tourism is now
recognized and promoted as an important sector to
be supported for Timor Leste.
機関に助言を求められることもあります。地域社会に根ざし

提言

FoE 東ティモールは政府に対し、コミュニティ中心のエコツー
リズムを、国家戦略開発計画の優先的非化石燃料セクターと
して支持、発展させるよう求めます。
POLICY RECOMMENDATION

FoE Timor Leste calls on the government to make
FoE Timor Leste worked with the community over the
community-based eco-tourism a priority non-fossil
材を使った伝統的な建築のシンプルなエコロッジと施設を、
long term to establish the project. They set up several
fuel sector in the national strategic development plan
独自の行程と方法で建設しました。バルセラへの道は修繕が
simple eco-lodges based on traditional architecture
to be supported and developed for Timor Leste.
必要だったので、
道を修繕しました。
using bush コミュニティが動きだし、
building materials and constructed
the
facilities in accordance with their own timeline and
standard. The road to Valu Sere was in disrepair and
いくつもの課題や経験不足もありますが、コミュニティツー
the community mobilised to repair it.
リズム事業は盛況です。地域グループは、資金の蓄えもすす
地域住民とともに活動してきました。彼らは灌木（かんぼく）

んでいます。ツーリズムグループは、協働すること、意見な

Today, despite several challenges and lack of

どの衝突をうまく解決することを学んでいます。
experience, the community tourism venture has

彼らは
140 ヵ国
人以上の旅行者を受け入れてきました。
thrived.
The4000
community
group has accumulated a

good reserve of funds. Income from the eco-lodge
has helped improve the standard of living in Tutuala
and pay for children’s education. The tourism group

DEMONSTRATING THAT ETHICAL,
EQUITABLE
ANDそして環境にとっ
ECOLOGICALLY
エシカルで、
公正で、
SUSTAINABLE TOURISM IS
ても持続可能なツーリズムは可能です
POSSIBLE.

Community eco-tourism lodges Maubisse highland, Timor-Leste
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ネパール
NEPAL

食料への権利
RIGHT TO FOOD

食料は人間の生活に欠かせません。政府には国民の基本的権

Food is essential for human life. Governments have
an obligation to ensure the fundamental rights of
Public）
は、
食料の権利に関する数々な訴訟をおこし、
勝ち取っ
their people.
Since 2007 FoE Nepal/Pro Public has
てきました。そして、裁判所はネパール政府に対して、最も
fought and won a number of landmark legal cases on
the Right to Food. This has led the courts to mandate
貧しい人々に対して、食料へのアクセスを保障するよう命じ
the Nepalese government to provide food to the
ました。
country’s poorest.
利を保障する義務があります。2007 年から FoE ネパール（Pro

ネパールの新しい憲法は食料の権利
NEPAL’S NEW CONSTITUTION

ネパールでは、
およそ 500 万の人々が栄養不良状態にあります。
In Nepal, approximately
5 million people are
世界食料計画
(WFP) は、ネパールの
の地域が食料不足に直
undernourished.
The World Food32Program
stated that

32 of Nepal’s districts face
food deficits, among which
面しており、そのなかでも
16 の地域は深刻な食料不足に直面
6

16 face acute scarcity.
していると述べました。

In 2007 FoE Nepal launched a legal case to hold the
government accountable for hunger. This was the
にするため、訴訟を開始しました。これは、長年に及ぶ研
beginning of a long legal fight to uphold the Right to
究、法的な専門性、食料危機の影響を受ける当事者との協働
Food that included years of research, legal expertise
and working with affected peoples. In 2011 the
を含む、食料への権利を守る長い訴訟の始まりとなりました。
Supreme
Court of Nepal upheld earlier interim orders
2011
年、ネパールの最高裁は、仮処分命令を出し、十分な食
and confirmed a universal legal right to adequate
料への普遍的な法的権利を認め、新たな指示を含む命令の強
food, further reinforcing this directive and with some
化が行われました。
vital new specifications made.7
2007 年、FoE ネパールは飢餓に対する政府の責任を明らか

について明記しています。効果的な
INCLUDED EXPLICIT RECOGNITION

OF THE RIGHT TO FOOD. THIS
法的・政治的アクションが問題の解
SHOWS THAT EFFECTIVE LEGAL
AND POLITICAL ACTION CAN
います。
SCALE UP SOLUTIONS.

決策をさらに後押しできると示して

Following the Supreme Court’s order, the Home
裁判所の決定に従って、内務省はネパールフードコーポレー
Ministry instructed the Nepal Food Corporation to
ションに対し、食料不足によって影響を受けている地域に食
supply food to districts affected by food scarcity,
this included increasing the budget spent on food
さく予算を増やすこと、コメの価格を下げること、割当制度
distribution, reducing rice prices, introducing a quota
を導入すること、そして食料給付やその計画にその他の省庁
system and including other government departments
も関与させることも含まれています。
in food delivery and planning.
料を供給するように指示しました。その指示には食料分配に

While hunger has not yet been eradicated,
another
飢餓はまだ撲滅されていませんが、2015
年に一つの重要な進
important step was taken in 2015; Nepal’s new
constitution included explicit recognition of the Right
明記されたのです。これは法的、政治的働きかけを、効果的
to Food. This shows that effective legal and political
に行えば、飢餓に対する解決策を改善できることを示してい
action can scale up solutions. The new constitution
will be instrumental in addressing food insecurity in
ます。新しい憲法は、ネパールの丘陵地や山岳地帯の食料供
the mid-hill and mountain areas of Nepal.
給問題の解決に向けた助けとなります。
展がありました。ネパールの新しい憲法に、食料への権利が

POLICY RECOMMENDATION
提言

FoE Nepal calls on governments across the region
The Food and Agricultural Organisation’s (FAO)
食料農業機関（FAO）のネパール代表 Somsak Pipoppinyo 氏は、FoE ネパールはアジア各国の政府に対し、全ての市民が十分な
to include the Right to adequate Food for every
representative in Nepal Somsak Pipoppinyo said
「ネパールの新憲法が、食料への権利を明記したことは、パラ
citizen within their legislative framework and ensure
“Enshrining the right to food in the new constitution
食料への権利得るを法的枠組みに加えること、その権利が政
ダイム的に非常に重要な出来事」と語っています。食料への
that these rights are upheld through government
of Nepal is a moment of paradigm importance”.
府によって保障されることを、また、このことは全ての市民
This includes ensuring that every citizen
権利や食料主権への動きは世界中で拡大し続けており、FoE ネ intervention.
が有する食料主権への権利を保障することでもあります。
has the right to food sovereignty as provided by law.
Right to Food and Food Sovereignty movements
パールは飢餓根絶に向けて精力的に活動していることを誇り
continue to grow around the world, and FoE Nepal is
に思っています。主要な法制度の改革や、人権の保障、アジ
For more details on the legal case and strategy please
proud to be an active part of ending hunger. Major
アが変革するための重要な道です。
contact Senior Advocate Prakash Mani Sharma of Pro
legislative reform and upholding human rights is an
Public, at propublic@gmail.com
important pathway to transforming Asia.
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韓国
SOUTH KOREA

コミュニティソーラーによるエンパワーメント
POWERING OURSELVES WITH

COMMUNITY SOLAR

FoE 韓国 (KFEM) は、市民が主体の太陽光ムーブメントを推進

ソウルのサムガクサン高校の 3 年生、ジョン・エ・ヨンさんは、

Friends of the Earth South Korea/KFEM is building a
しています。サムガクサン高校の屋上に協同ソーラーを設置

昨年市民所有の太陽光発電が彼女の学校に備え付けられると
Jeong-eun Son is in 3rd grade at Samgaksan high

establishment of a ‘Solar Cooperative’ on the億roof
を行っています。コミュニティソーラーにより、1
8000of万
Samgaksan high school and a further 50 kW on the
ウォン (18 万米ドル ) の収入がありました。生み出されたク
roof of Hanshin University. 180 million Korean Won
リーン電力は、こういった新しい「太陽光の学校（ソーラー
(180,000 USD dollars) was raised by the community.
スクール）
」で使われます。ソーラー協同組合は、組合のメン
The clean
electricity generated is used to power
these new ‘Solar schools’. The cooperative
educates
バーや学生、訪問者に学んでもらい、2017
年までに発電容量
members,
students and visitors about solar energy
をさらに
500kW に増やすことを計画しています。
and plans to expand to generate 500kW by 2017.

Community Solar Cooperative last year when she
た。

citizen-owned solar movement.
It has supported the
したり、韓神大学の屋根に
50kW 以上の太陽光を設置する支援

福島の原発事故や、韓国の一連の原発エネルギー危機や事故
In light of the Fukushima disaster in Japan and
をうけて、多くの地域社会が自分たちの将来を政府や企業に
a series of nuclear energy crises in Korea, many

school in Seoul. She became a member of the
聞き、コミュニティソーラー協同組合のメンバーになりまし
heard citizen-owned solar power was to be installed
at her school.

彼女は「環境の重要性を学び、（コミュニティソーラーは）自
分が行動を起こすチャンスだと思いました。
太陽光発電がもっ
“I have learnt the importance of the environment,
and

saw this as an opportunity to take action” she said. “If
と増えれば、私たちは原発への依存度を減らすことができま

solar power increases more and more, we can rely less 」
す。学校で太陽光発電し、消費することはすばらしいです。
on nuclear power plants. It’s wonderful to generate
と話します。

and consume electricity from the school’s own solar
power.”

協同で太陽光発電を所有することは、学校と地域社会との間

任せるべきではないと気づきました。
communities realized that they should not just leave

に活発な交流ももたらします。太陽光協同組合は、太陽光に
Cooperatively owned solar power is an exciting

現在、市民所有の太陽光発電は、韓国中に広がっており、“コ

cooperatives have influenced policy on solar energy,
小規模太陽光発電をより効果的に進めることができます。

their future to the government or power companies.

Citizen-owned solar power is spreading now in Korea
ミュニティソーラー協同組合”が首都ソウルで電力供給を始
and ‘Community Solar Cooperative’ just began to
めています。
generate solar electricity in the capital city, Seoul.

exchange between school and community. Solar
関する政策に影響を与えてきました。今では、地方自治体は
so that local government can support small solar
power initiatives more effectively.

コミュニティ
400kW

BY 2020

THIS
ソーラーはどこ
COMMUNITY
でも実践可能！
SOLAR
SOLUTION
IS REPLICABLE
500kW

BY 2017

900kW
200kW

BY 2019

BY 2018

Solar Cooperative members, South Korea

協同所有されている太陽光発電は学校と
COOPERATIVELY OWNED SOLAR

POWER IS AN EXCITING EXCHANGE
地域社会との間にワクワクする交流を
BETWEEN SCHOOL
もたらしています。
AND COMMUNITY.
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パプアニューギニア
PAPUA NEW GUINEA

土地の権利をめぐる訴訟
LEGAL ACTION FOR LAND RIGHTS

FoE パプアニューギニア（CELCOR）は直接法廷で土地収奪の問

Friends of the Earth Papua New Guinea/CELCOR

題を争ったり、土地収奪の影響を受ける地域に法律教育を行っ
works to strengthen and defend customary land
たり、法改正のキャンペーンを行うことで、慣習的な土地に
rights by challenging land grabbing directly in

the courts, providing legal training to impacted
対する権利の強化や保護に取り組んでいます。パプアニュー

communities97％に当たる部分が、慣習的な所有の元
and campaigning for law reform. In
ギニアでは、国土の
Papua New Guinea (PNG) 97% of the total land
area of the country is under customary ownership,
ることで、パプアニューギニアをより公平で持続可能な国家
therefore by strengthening the legal framework on
8
に変えることを目指しています
。
land rights we aim to transform
the country to be
more just and sustainable.8
にあります。そのため、土地の権利に関する法制度を強化す

FoE パプアニューギニアは、法律に関する教育をおこなったり、

違法な土地収奪はパプアニューギニアの大きな課題であり、

人々に彼らが有している慣習的な権利について情報を提供し

地方の自作農に大きな影響を与えています。企業が、地域住
has a big impact on rural subsistence farmers. Once

FoE PNG focus their program on legal education and
informing people of their customary rights and laws
たり、天然資源を管理する法律について伝えるプログラムに
governing natural resources. Communities are often
焦点をあてています。地域の人々は自分たちの権利について
taken advantage of by multinational corporations
知らないために、多国籍企業によって利用されてしまいます。
because they are not made aware of their rights. FoE
PNG’s basic legal trainings have given thousands
数千人に対して自分たちの権利への理解を深め、自分の土地
of people a better understanding of their rights,
についてより詳細な情報に基づいた判断が下せるよう、基本
enabling them to make well informed decisions with
的な法律教育を行っています。
regard to their land.

FOE PNG USES THE COURTS TO
FoE パプアニューギニアは違法な土地
DIRECTLY CHALLENGE ILLEGAL
収奪に取り組むため裁判所に訴え、そ
LAND GRABS AND IN DOING SO
AIMS TO SET A PRECEDENT TO
うすることで将来的な人権侵害を止め
STOP FUTURE HUMAN RIGHTS
るための前例を作ります。
ABUSES.

Illegal land grabbing is a massive problem in PNG and

民がこれまで慣習的に所有していた土地の借地権を獲得する
a company holds a lease title over the customary

owned land, communities are displaced; and as a
と、地域住民は強制移住を迫られます。結果として森に頼っ
consequence, the forest dependent subsistence
て生活している自作農、母親や子どもたちは、企業に収奪さ
farmers, mothers and children are greatly affected
as their movement is restricted. They lose access to
をうけます。彼らはそれまで慣習的に所有していた土地で耕
gardening grounds, fishing, hunting and sacred sites.
れた土地への立ち入りが制限されてしまうので、大きな影響
作したり、釣りをしたり、狩りをしたり、宗教的に重要な場

FoE PNG uses the courts to directly challenge illegal
所へ行ったりすることができなくなります。

land grabs and in doing so aims to set a precedent to
stop future human rights abuses. In 2014, the local
FoE パプアニューギニアは、違法な土地収奪に立ち向かうため
communities of Collingwood Bay, Oro Province won a
に司法に訴え、未来の人権侵害を防止するための先例を作る
court case supported by FoE PNG against a Malaysian
ことを目指しています。2014
年、オロ州コリンウッド湾の地
Oil Palm giant KL, with the land
given back to the
域住民は
FoE
パプアニューギニアの支援を受けてマレーシア
customary landowners.
のパーム油巨大企業 KL に対する訴訟に勝利し、土地は元の所

It has been estimated that a total of 5.2 million ha
有者に返されました。

of customary land throughout the country have
been alienated from customary landowners. This is
パプアニューギニアの国土のうち、合計
520 万ヘクタールの
acquired for Special Agriculture and Business
Lease
土地が元の慣習的な所有者から奪われていると推定されてい
(SABL) under the lease-lease back scheme captured
in the Land Act 1996.
In 2011 a Commission of
ます。この収奪は
1996 年の土地法で制定された特別農業ビ
Inquiry (COI) was set up to investigate SABLs that had
ジネスリース（SABL）という制度を混世に行われています。
been issued. The inquiry is complete; however the
2011 年、それまでに割り当てられた SABL の調査のために査問
recommendations are yet to be implemented. FoE
委員会（COI）が立ち上げられました。調査は完了しています
PNG in collaboration with other NGOs is campaigning
が、
FoE パプアニュー
for出された勧告はまだ実施されていません。
the government to take appropriate action
and
ギニアやその他の
NGO
は、政府に対して土地所有者を支える
reform the law to support landholders. FoE PNG is
making its voice heard through the media, reports,
ために適切な行動をとり、法律を改正することを求めるキャ
public forums, advertising
court injunctions.
ンペーンを行っています。
FoEand
パプアニューギニアはメディア、
レポート、一般向けのフォーラム、広告や裁判所命令を通じ、
声を発信しています。
POLICY RECOMMENDATION

FoE PNG calls on the National Government to fully
recognise and respect the rights of customary
landholders, and implement the recommendations
as per the COI. We call on the Lands Department
FoE パプアニューギニアは政府に対し、慣習的な土地所有の権
to cancel all SABLs fraudulently acquired and that
利を認め尊重することを求め、また査問委員会による勧告を
customary land be returned to the landowners. FoE
実行することを求めています。
我々は土地省に対し、不当に
PNG call for the revoking of Sections
11 and 102 of
取得されたすべての
SABL
を取り消すこと、そして元の地権者
the Lands Act 1996.

提言

Community legal training, PNG

に土地を返還することを求めています。また、FoE パプアニュー
ギニアは 1996 年の土地収用法の第 10 条と第 102 条を取り消
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すことを求めています

野生生物
WILDLIFE
REHABILITATION
回復

マレーシア
MALAYSIA
アグロエコロジー
AGROECOLOGY

伝統的な

知恵
TRADITIONAL
KNOWLEDGE

持続可能な
SUSTAINABLE
生計手段
LIVLIHOODS

マレーシアの「緑の革命」は、大規模経営と化学薬品に頼っ

In Malaysia the ‘Green Revolution’ introduced
た農業を導入しました。それにより、土壌劣化や水質汚染、
agriculture based on intensive cropping and
害虫や災害リスクの増加、食物の残留農薬、そして農家やそ

chemicals. This has had detrimental health and
environmental impacts such as degraded soil and
への悪影響をもたらしました。FoE
マレーシア（SAM）は農家
water quality, increased risk of crop
pests and
が低コスト、無農薬で持続可能な農業を行うことを支援して
diseases, chemical residues on food produce, and
health risks to farm workers, their families, consumers
います。具体的にはコンポスト、野菜とハーブ栽培、在来樹
and livestock. FoE Malaysia/SAM works to support
種を再導入するための種子銀行（シードバンク）のための母
farmers to use low-cost, chemical-free sustainable
樹保護プロジェクトなどです。地域住民は、慣習的に所有す
farming methods. This includes projects on
る土地の境界にそって、在来種の植林活動を行うことで、彼
composting, vegetable and herb gardening, nurseries
らの土地の境界をしめすことにも役立っています。
to reintroduce native tree species and seed banks.
Communities are growing native tree species along
customary territories which 3has
also helped to mark
サラワク州のバラム地区にある
つの村と行っているプロジェ
boundaries of villages.
クトでは、彼らがガハルの若木をコミュニティの共有林にお
の家族、消費者や家畜の健康へのリスクといった健康や環境

いて換金作物として育てることを支援しています。新しい若

One project worked with 3 villages in the Baram

木は、周囲の村でも共有されています。この取り組みは、水
District of Sarawak to support them to grow gaharu
田や、プランテーション、換金作物用の畑や都市部の近くに
saplings (a type of resin wood) for communal forest

reserves and as cash crops. New saplings will also
家庭菜園を持つ女性を支援する家庭菜園プロジェクトを通じ、
then be shared with surrounding villages. Their
女性にも焦点を当てています。薬草のラベリングや用途や効
work has a particular focus on women through their
用の記録作業をコミュニティと共に行う事で、女性の持つ伝
home gardens project which supports women who
have vegetable plots near paddy fields, plantations,
commercial vegetable gardens and in the urban areas.
その結果、先住民のコミュニティの間で、農業や食料生産に
It also supports women’s traditional knowledge by
working with communities to label medicinal plants
活用するために、自然農法などを学ぶことに対する関心が高
and record their uses and benefits.
まっています。劣化していた森林が回復することで、野生生

DEGRADED FORESTS HAVE BEEN
劣化した森が回復したことにより、
REHABILITATED WHICH HAS
野生動物たちが戻ってきています。
PROMPTED THE RETURN OF
WILDLIFE.

統的な知識を継承することにもつながっています。

物も戻ってきています。在来種によって慣習地の境界がはっ

As a result there is increasing interest among

きりしているので、外部からの不法侵入者を遠ざけることが
indigenous communities to learn about natural
できています。少なくとも
つの村で、ロングハウスの近く
farming methods to use4these
techniques in their

farming of food products.
にある薬草の苗床を利用する事ができ、地域のお年寄りから
日々の生活の中で薬草の使用方法や効果を学んでいます

Degraded forests have been rehabilitated which
has prompted the return of wildlife. Encroachers
and trespassers have stayed away from customary
territories with boundaries that are well marked
with native species. At least 4 villages have nurseries
of medicinal plants accessible to them near their
longhouses and many are learning the uses and
benefits of these medicinal plants in their daily lives
from community elders.

Forests of Malaysia
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