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熊野川の清流



日本の高度成長
を支えた

石鹸液容器

１９５２年（昭和２７年）創業
手洗いで始まったサラヤの仕事



緑色の薬用石鹸 「シャボネット」
創業製品からヤシ油を使っていた



発明した創業期の石鹸液容器



ＣＯ-ＳＩ（1966年） ＣＯ-ＳＰ（1974年）

世界初の自動うがい器



光化学スモッグ対策に
活躍した自動うがい器

１９７０年頃



自動うがい器を紹介する 新聞記事



１９７１年
ヤシノミ洗剤（※）誕生
※当時は学校給食現場で注目され業務用

から普及した。８０年代に市販開始。

１９８０年代初頭 テレビCM初代モデル ジュリー・マーシャルさん



田子の浦

1960～1970年代

水質汚濁の深刻化

都市部の河川



詰替パック
１９８２年

日本で初めての詰替えパック洗剤



成分：エリスリトール（醗酵ブドウ糖）

高純度羅漢果配糖体を配合（特許取得）

エネルギー：0kcal

「糖尿病・肥満症などでカロリー摂取制限を必要
とする方に適した砂糖の代替甘味料」

エネルギー０ｋｃａｌで砂糖に近い甘味質

虫歯にならない

加熱しても味が変わらない

血糖値、インスリン濃度に影響しない

カロリー０の自然派甘味料「ラカントＳ」



羅漢果とは

どんな果物？

ウリ科の多年草つる性植物。中国広西省桂林地方で栽培

効能効果

咳止め、気管支炎、急性胃炎、便秘

甘味成分

「モグロシド類 ククルビタン型トリペルテノイド配糖体」

甘さは砂糖の 300倍

エネルギー

体で代謝されないのでエネルギーにならず、カロリー ０！



開花期(７月ごろ）

収穫(１０月～１１月）

結実期(８月～１０月）

羅漢果の栽培・収穫



２００１年 過酢酸 高度滅菌消毒剤

「アセサイド６％消毒液」医療用新薬認可

ＯＬＹＭＰＵＳ共同開発、内視鏡の滅菌消毒
用途で世界市場拡大



＜ＩＳＯの取得状況＞

規格名 内 容 取得年月

ISO9002
ISO9001

品質マネジメントシステム 1999.12（生産部
門）

2002.12（全社）

ISO14001 環境マネジメントシステム 2001.11 （全社）

ISO13485 医療機器品質マネジメント
システム

2006.12（本社・生
産部門）

ISO22000 食品安全マネジメントシス
テム

2008.12（本社・営
業所）



ヤシノミ洗剤の原料調達地

ボルネオ島の環境保全活
動へ



サラヤの事例
「ヤシノミ洗剤の環境影響評価によるリスク分析」



手肌と地球にやさしい ヤシノミ洗剤

1991年ステンドグラス・デザイン



１.ココヤシ（和）⇒ココナッツ（英）

主な利用製品

ココナッツオイル＝ヤシ油

ココナッツミルク

ココナッツジュース

ナタデココ

食用油 工業用（石けん・洗剤・・化粧品など）



ココヤシ

大きさ：20～25cm



１.ココヤシから搾る、ヤシ油
●主な生産地（フィリピン・インドネシア・インド）

⇒ アジア自生の植物

●生産方法 ⇒ 「のんびり小農制」
●ココヤシは収穫後の保存が可能



２．アブラヤシ（和）
⇒オイルパーム（英）＝パーム油

オイルパームの果房 ４０～６０ｃｍ



アブラヤシ

大きさ：4～5cm



２．アブラヤシから搾る、パーム油
●主な生産地（マレーシア・インドネシアが全世界の９割）

⇒ 西アフリカ原産の外来植物

●生産方法⇒「プランテーション方式」 収穫後、２４時間以内
に搾らないと腐る（自己消化～酵素分解）



●パーム油のプランテーション
新の搾油工場を中心とした大農園。採算は５０００

ヘクタール以上に一つの搾油工場。効率的に安く、
パーム油を生産する。収穫から２４時間以内に搾油。



Ｏｉｌ Ｗｏｒｌｄ



世界のパーム油消費動向 ＵＳＤＡ



Ｏｉｌ Ｗｏｒｌｄ



世界のパーム油の利用は９０%が食用油



パーム油を使用している商品
（食品）

揚げ油

菓子・スナック

ココアバターの代替材料

クリーム

パン インスタント麺

マーガリン



クッション材 車のハンドルなどの
プラスチック製品

化粧品

機械油 キャンドル 石鹸・洗剤印刷用インキ

パーム油を使用している商品（非食品）



パーム油の消費実態

 世界のパーム油生産量・・・45,263,000ｔ（2009 Oil World Annual 2010）

 日本のパーム油輸入量…551,400ｔ（2009 Oil World Annual 2010）

 マレーシアからのパーム油の輸入量…531,900ｔ
※日本は約９６％をマレーシアから輸入

 日本で食用に使われるパーム油は全植物油の約81％
※８１％というデータは日本植物油協会の植物油用途別用量より推計 …473,334ｔ

 国民一人当たり年間パーム油食用量・・・3.71kｇ
※人口1億2,742万人で日本の食用パーム油量を割って算出
※祖パーム油10㎡当たりの年間生産量・・・約4.39ｋｇ

 国民一人当たり年間植物油供給量・・・13.4kg（2007年度 農林水産省）

⇒日本人が摂る植物油の約３５％はパーム油！



ボルネオ島

日本

サバ州

世界で３番目に大きい島。アジア 大の熱帯雨林、
ボルネオ島。アジアの“肺”とも呼ばれている。



南洋材（木材）は、かつては
直接日本へ運ばれ、安価な
合板になった。（コンクリート
パネル）
今は、中国経由で日本へ、
そして世界へ。



川岸まで迫るプランテーション



テレビ朝日 番組タイトル
『子象の涙 ～“地球にやさしい”の落とし穴 』

2004年8月1日放送マスコミ報道の誤解







小象の鼻や脚に食い込む罠ロープ



写真提供：BCTジャパン



写真提供：BCTジャパン



中西調査員

現地調査 2004年11月



Dying for a Cookie

Orangutans are literally dying for cookies.
 Thanks in part to a palm oil trade propped up by indifferent 

corporations & authoritarian regimes, the rainforest habitats of the 
last remaining Sumatran orangutans, tigers, and rhinoceroses are 
being destroyed.

 Keebler, Oreo, Mrs. Fields, Pepperidge Farm and other companies 
use palm oil in some of their cookies.

 It's found increasingly in crackers, pastries, cereals, and microwave 
popcorn. We can find other ways of making cookies.

We can’t find other ways of making orangutans

Source:
CSPI Advertorial in 
Washington Metro 
Area Edition of the 
New York Times,
dated 21st March 2006.

NTB issue





RSPOへの加盟

RSPO ＝ Roundtable on Sustainable Palm Oil (www.rspo.org)

アブラヤシ産業の引き起こす問題の解決に取り組むため2003年に設立され

た国際規模のパーム油産業の流通にかかわるステークホルダーの集まり

RSPO
Roundtable on Sustainable Palm Oil



円卓会議Round Tableの歩み:

2003 20052004 20072006

RT 1 RT 3RT 2

•First meeting

•Statement of Intent 

•P&C commence •原則と基準を策定

•認証制度の開始

•２年の試用期間

•P&C progress

•Certification

•Supply Chain options

•2‐year trial result

•P&C review

•Progress NI

•Certification systems 

unveiled

RSPOの歩み

2008

•初ＲＳＰＯ認証

ＣＳＰＯ出荷開始

RSPO
Roundtable on Sustainable Palm Oil

2009 2010

RT 4 RT 5 RT 6 RT 7 RT 8

•ＳＣＣＳ認証開始

•小農Ｇ認証開始

•ＩＳＰＯ認証？

•２０１５年期限の導入宣言

ユニリーバー・Ｎｅｓｔｌｅ・Ｐ＆Ｇなど

・サプライチェーン認証は自主認証

・小農認証の対応遅れ



原則と基準

８原則 ３９基準

・ 透明性へのコミットメント 2

・ 法令遵守 3

・ 経済的・財政的実行可能性 1

・ 栽培者及び製造加工業者によるベスト・プラクティスの活用 8

・ 環境に関する責任と自然資源及び生物多様性の保全 6

・ 栽培者や製造・加工工場によって影響を受ける従業員及び個人やコミュニティに対する責任ある配慮
11

・ 新規プランテーションの責任ある開発 7

・ 主要な活動分野における継続的な改善へのコミットメント
1

RSPO
Roundtable on Sustainable Palm Oil



アブラヤシ産業界への働きかけ
年 RSP

O
会員数 準会員 日本の企業・団体

2003 RT1 7 0
2004 RT2 67 25 0
2005 RT3 89 37 1 サラヤ

2006 RT4 128 42 4 コープクリーン
伊藤忠商事、
ライオン

2007 RT5 187 72 5 花王

2008 RT6 230 87 7 三井物産、
エックス都市研究所

2009 RT7 289 97 7
2010 RT8 399 84 10 資生堂

ミマスクリーンケア、
磐田化学

49RT・・・Round Table 毎年開かれる集会でワークショップなども行う。非会員も参加可能。



Resolution

In order to ensure the integrity
of riparian habitat, and its
continuity from the sea to the
highlands, the GA of RSPO RT3
endorses the principle that at least
1 km on each side of major rivers
be allocated as conservation forest.
For those who are agreeable to
this proposal, their land will be
secured and they will be
adequately compensated.

総会決議案

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、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
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
とができるものとする。



Borneo Conservation Trust

（ボルネオ保全トラスト）

の設立へ



4th BBEC International Conference 14 
Feb 2006

BBEC（ビーベック） Ｐｈａｓｅ１（現在Ｐｈａｓｅ２）

ボルネオ生物多様性保全・生態系保全プログラム

(Bornean Biodiversity and Ecosystems Conservation 
programme) JICAとサバ州野生生物局との共同事業。

この発表からＢＣＴ設立へ。



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、ＪＩＣＡ野生生物専門官 坪内俊憲博士） 2006.2.16 



キナバタンガン川
セガマ川

恒久森林

保護林

未保護

プランテーション・
私有地

サバ州の森林の状況



ＮＰＯ法人 ボルネオ保全トラストジャパン

 ２００８年０５月任意団体発足

 ２００８年１２月ＮＰＯ法人

理事長：坪内俊憲（マレーシア・サバ州政府認可 BCT COO）

理事：加藤登紀子（UNEP親善大使）

理事：坂東元（旭山動物園）

理事：黒鳥英俊（多摩動物園）

理事：竹田正人（天王寺動物園）

理事：横塚眞己人（自然写真家）

理事：石田おさむ（帝京科学大学）

理事：更家悠介（サラヤ㈱）

など多数。



ＢＣＴ消防ホースプロジェクト
「命の橋」１号橋２００８年４月

★「オランウータンの橋」の建設資材として
日本から使用済み消防ホースを寄贈

★多摩動物園･市川動植物園から専門家を
現地派遣



２０１０年６月、ついに１号吊り橋を渡る野生の
オランウータンのロボットカメラ撮影に成功。

２号吊り橋にもカメラを設置中。３号吊り橋,

４号橋の架橋も完了。ＢＣＴジャパンＨＰ公開中。



アブラヤシプランテーションに迷い込んだゾウ
の移送救出（トランスロケーション）



これからサラヤができることは何か？

①RSPO認証製品の推進
②消費者とのコミュニケーション
③非化石原料を用いた製品開発

の推進
④「ボルネオへの恩返しプロジェ

クト」の支援



Segregation方式
（完全分離方式）

①RSPO認証製品の推進



複数の認証農園からの認証されたパー
ムと非認証パームを収穫から、製油、製
品化まで完全に分別し、認証パーム油を
使った製品に認証マークを付けます。

“Segregation” system （分離方式）



ＲＳＰＯ Ｓｅｇｒｅｇａｔｉｏｎ認証 「Ｈａｐｐｙ Ｅｌｅｐｈａｎｔ」 Ｂｒａｎｄ 2012

↑

微細な“いきもの”
＝天然酵母が発酵
でつくりだす、持続
可能な天然界面活
性剤を利用した、未
来型洗浄剤！



Book&Claim方式：農園の生産量を証券
化して売買することでRSPOを推進する。



認証農園が、認証パームの収穫段階から、
持続可能な手法で生産した「環境価値」を
分離し、生産量に応じて「認証クレジット」
を発行して取引します。

“Book & Claim” system （台帳方式）



2011年08月製造～

ヤシノミ洗剤台所用



複数の認証農園からの認証されたパー
ムと非認証パームを収穫から、製油、製
品化まで完全に分別し、認証パーム油を
使った製品に認証マークを付けます。

認証パームと非認証パームの混合割合
を製品化まで管理し、混合比率（％）付の
認証マークを付けます。

認証農園が、認証パームの収穫段階から、
持続可能な手法で生産した「環境価値」を
分離し、生産量に応じて「認証クレジット」
を発行して取引します。

“Segregation” system （分離方式）

“Mass Balance” system （ミックス方式）

“Book & Claim” system （台帳方式）

RSPOの認証方式の比較



▼消費者と一緒に原料調達地の生物多様性保全を推進する
キャンペーンを展開 ⇒正確な情報開示が不可欠

②消費者とのコミュニケーション



▼第１回 2007

▼第２回 2008

▼第３回 2009

ボルネオ調査隊

第５回レポート公開中！
第６回募集開始！

▼第４回 2010



「緑の回廊」計画進捗









③非化石原料を用いた製品開発の推進

化石原料から非化石原料への検討

（例）ヤシノミ洗剤の界面活性剤：ポリオキシ

エチレンラウリルエーテル硫酸塩（AES）

C12H25O-(CH2CH2O)3-SO3 M

パーム核油由来 化石由来



自動販売機の売上
の一部をボルネオ
保全トラストへ支援
（全社で8台設置）

④ボルネオへの恩返しプロジェクト



2012 野生動物レスキューセンター



いきもの

写真提供：BCTジャパン

森



写真提供：BCTジャパン



ウガンダ
百万人の手洗いプロジェクト



BOPビジネスへの展開



サラヤ イーストアフリカ


