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Source:  Thailand  Annual  Report  2016:  Together  for  a  Better  Future,  WWF  (TH)

WWFタイについて



WWFタイについて



タイの森林状況

Source:  http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.FRST.ZS?end=2015&locations=TH&start=1990&view=chart

1,424,050ヘクタール(ha)
16,399,000  ヘクタール(ha)

森林消失 (2000-2015年)  =  1,424,050ヘクタール(ha)
森林被覆 =  16,399,000  ヘクタール(ha) or  32.1%  (2015年)

タイの森林被覆率（%）



森林消失の脅威:
天然ゴムプランテーションと森林消失の関係

Source:  Office  of  Agricultural  Economics;;  Association  of  Natural  Rubber  Producing  Countries;;  area  in  2014  by  Guo et  al.  (2015);;  
Global  Forest  Watch.  Association  of  Natural  Rubber  Producing  Countries  (2010).  Natural  Rubber  Trends  &  Statistics.  A  monthly  
bulletin  of  market  trends  and  statistics,  June  2010
Guo,  J.,  Sang,  W.,  Dong.,  J.  (2015)  Modeling  the  Volatility  of  Rubber  Futures  by  Exchange  Rate  and  Climate  Change  
http://ir.lib.cyut.edu.tw:8080/bitstream/310901800/27857/1/23-1.pdf
http://www.globalforestwatch.org/country/THA
Credit:  Denis  Smirnof,  Rubber  Supply  Chain  Analysis  in  Thailand

天然ゴムプランテーション面積の増加（累積） *000ha
タイの森林消失面積（累積） *000ha



Map:    
http://www2.dnp.go.th/gis/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E
0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94/Result_Update_101
12014/FINL/MasterZ47_A0.jpg

保護区内での天然ゴム栽培 =  167,432  ha
保護区内で許可された天然ゴム栽培 =  5,306  ha
保護区内で没収された天然ゴム栽培地 =  413.3  
ha  2017年5月

Songkla province

森林消失の脅威
保護区内での天然ゴム栽培エリア



Source: Thai  Rubber  Wood  Association,  2016

天然ゴムプランテーション（合計） =  360万ha
天然ゴムプランテーション（収穫期） =  310万ha

 プランテーションエリア（収穫期）

年 2014年 2015年 2016年
合計 2,915,813 3,015,361 3,138,169
北部地域 90,267 104,383 126,362

北東地域 466,301 518,517 595,058

中東部地域 332,399 346,812 360,883

南部地域 2,026,847 2,045,649 2,055,867

森林への天然ゴム生産の影響/森林管理

単位：ha



Source: Source:  Office  of  the  Permanent  Secretary  for  the  Ministry  of  Agriculture  and  Cooperatives* 
Thai  Rubber  Wood  Association,  2016

タイ天然ゴム法 (2014年10月 – 2021年9月)*  
天然ゴムプランテーションの削減 =  112,000  ha  （７年間で）

（年間16,000  haの削減を7年間）
収穫期後の天然ゴムプランテーションを収穫 =  64,000  ha

新規の天然ゴム植林 =  48,000  Ha**

森林への天然ゴム生産の影響/森林管理



市場への天然ゴム生産の影響

Source: Custom  Department,  2016*,   Thai  Rubber  Wood  Association,   2016**  Thai  Hevea Wood  Association,   2016***,  FSC  FACT  and  FIGURE,  June  2017****

2016年
天然ゴム輸出 =    
2,172億THB*

2016年
天然ゴム木材 =    
400億THB**  

2016年1-‐3月
木質ペレット/チップ
=  440万THB ***

FSC認証なしFSC認証なし 一部FSC認証あり一部FSC認証あり

2,500億THB
71億4000USD

認証された天然ゴムプランテーション（FM認証） ****  =  8,900ha
天然ゴムの木材産業のみ --- 認証されたラッテクスはまだない

THB=タイバーツ

一部FSC認証あり一部FSC認証あり



持続可能な天然ゴムプランテーションの管理にむけて
重要なステークホルダーには大きな役割
タイにおける「次の動き」は認証ラテックス

未収穫期の
天然ゴム

収穫期

ラテックス
収穫

天然ゴム木
の収穫

木質ペレッ
ト/チップ

市場への天然ゴム生産の影響



小規模農家のための天然ゴムプランテーション
の管理改善 – WWF：サステナブルマーケット

Source: Rubber  Research  Institute  of  Thailand  (RRIT),  2016*

• 貧困
• 農業のためのランドグラブ（土地入手）
• 森林に依存する生計
• 非持続可能なプラクティス（森林管理）

小規模農園 （0.3  -‐ 8.0ha）

天然ゴム農家の90%は小規模、平均面積4haの農園が140万*

中規模農園 （8.0  -‐ 40ha）
大規模農園 （63ha）



Source: Rubber  Survey  with  smallholders  in  Rayong province,  Thailand

社会経済的なベースラ
インのレビュー（全国）

リスク分析調査の実施
（Rayong,  Songkla,  

Buengkarnの3地域から323
農園を選択）

小規模農家のための持
続可能な天然ゴムの基

準を作成

小規模農家のための天然ゴムプランテーション
の管理改善 – WWF：サステナブルマーケット





タイ：小規模農家のための天然ゴムプランテーションの管理改善



＊現在のステージでは含まれていない

専門家やコンサルタン
トとの持続可能な天然
ゴム基準のレビュー

主要なステークホルダーと
の持続可能な天然ゴム基準

の検証

持続可能な天然ゴム
基準のテストのため天
然ゴム行政機関や協

会との協力

##  現在のステージ

WWFネットワーク
利用可能なスタンダード
天然ゴム協会
学術機関

天然ゴム農家
製品ごとの天然ゴム産業
天然ゴム木材産業
バイオマス産業
自動車・タイヤ産業＊

##  次のステージ（3年）

小規模農家のための天然ゴムプランテーション
の管理改善 – WWF：サステナブルマーケット

政策との協力
民間セクターとの協力
地域組織
パイロットテスト



Kob-Khun-Ka - THANK  YOU  

ご感想、ご質問などありましたら下記までご連絡ください。
sSangkum@wwfgreatermekong.org

MOVE  Together,  MAKE  Possible.


