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フィリピンからの訴え: 
単一栽培であるバナナプランテーションに
おける農薬使用の影響について 

ヴィジョン 

全ての人たちが健康な水を使用する権利
を持ち、水を守る義務がある 

ミッション 

IDISはミンダナオ島の中南部の山から海
辺までの流域を守り管理します 
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概要 
 
i.   フゖリピンとミンダナオ島の概要 
 
ii. ミンダナオ島のバナナ産業に関わる多国籍企業 
 
ii. 人びとの権利を守るため“汚れたバナナ”と 
                         闘うためのキャンペーンについて 
 
iv.  わたしたちからの訴え 
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フィリピン 

• 東南ゕジゕに位置する群島 

• 7,641もの島々 
• そのうち人が暮らすのは2,000 

• 面積：300,000 ㎢ 

• 人口：1億100万人     
(2015 年の国勢調査)   

• 人口密度：337 人/㎢ (2015
年) 
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ミンダナオ島 

- ミンダナオ島はフゖリピンで2番目に大きい島 

- 全面積: 97,530 km² 
- 人口（2015年国勢調査）: 2413万5775人 

- 約27の独自の文化を持つ先住民族のコミュニテゖが
ある 

- ほとんどの人びとが農業分野に、若しくは農業労働
者として従事している 

Mindanao Sustainable Dev’t Framework, 2010-2020 

ミンダナオ島 
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Source of Raw Data: NSCB/GVA per sector 

Processed by: MEDCo Secretariat 

ミンダナオ島の経済は農業がベースとなっている 

pineapple 

canned sardines 

seaweed 
banana 

tuna 

地域で生産される主な農産物 

oil palm • 島の面積の1/3が耕作地 
• 労働力の1/3が農業、漁業、

林業セクターで雇われている 
• 国全体の食料必要量の30％以

上を生産し、貢献している 
• 農業セクターはフゖリピンの

GDPの14％を占める 

ii.ミンダナオ島のバナナ産業に関わる 
 多国籍企業 

mailto:info@medco.gov.ph?Subject=Requesting:%20Forging%20Ahead
http://www.medco.gov.ph/medco/MEDCo-primer.pdf
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1 2 3 

4 
1. セニョリータ 
2. ラトゥンダン 
3. ラカタン 
4. キャベンディッシュ 
5. カルダバ/サバ 

5 

6. バランゴン 
7. 赤バナナ 

キャベンディッシュ はミンダナオの
プランテーションで栽培されている 

ラトゥンダンとラカタン は地元では
デザートとして人気 

カルダバ はバナナチップや料理用バ
ナナとして 

バランゴン/ブングラン はルソン島北
部、ネグロス島、ミンダナオ島南コタ
バト州で有機栽培されている 
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バナナ: 栽培面積、生産量・収量 (2015)と輸出額 (2014) 

栽培面積 

(‘000a) 

生産量 

(‘000 t) 

収量(t/ha) 輸出額 
 (100万ドル) 

バナナ全体 443,000 9,084 20.5 1,177 

キャベンデゖッシュ 86,000 4,567 54.3 1,137 

サバ 46,000 970 21.0 40 

ラカタン 182,000 2,627 14.4 nil 

出典: フゖリピン統計局 (PSA) 

2002年から2012年まで、日本が輸入したフゖリピンバナナは743,500 トン から 
1,027,000トン  に跳ね上がった(Source: FAO) 

フィリピンから日本への輸出 605,492 トン $277.035 (30%) 

 
 

ミンダナオ島は“多国籍企業によるアグリビジネ
スのセンター”とも呼ばれている 
 

 1920年代からフゖリピンにおけるゕグリビジ
ネスセンターになる 

 1980年代初めには、フゖリピン全土の高付加
価値輸出作物の作付面積の40％を占める 

 現在はドール-スタンフィルコ、デルモンテ、
住友フルーツ (SUMIFRU) やユニフルーティー
などの多国籍企業が、バナナ、パイナップル、
パパイヤなどを生産し輸出している  
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iii.人びとの権利を守るため“汚れたバナナ” 
               と闘うためのキャンペーンについて 

 
  

日常的に起きていること。通学中の子どもたちの頭上にも農薬が散布される。 
2006年6月、ダバオ市スバスタ 写真：Dags Magaway 
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•散布されている化学物
質は本質的に「毒」で
ある  
• 農薬は（虫を）殺すこと
を目的とするものである 

• 肥料農薬庁（FPA）に登
録されていたとしても、
標的外の生物に対しての
悪影響がある 

• すべての禁止された農薬
も以前は使用が許可され
ていた 

なぜ農薬の使用を禁止
する必要があるのか？ 

全世界では、毎分1人の農
業労働者が農薬害によっ
て命を落としている。 
毒殺を止めよう。 
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殺菌剤の散布と健康への影響 

活性成分 製品名/ブランド名 記録されている健康への影響 

Azoxystrobin  
ゕゾキシストロビン 

Bankit 250 EC 魚および無脊椎動物に対する高い毒性。カナ
ダでは使用禁止。 

Biterthanol 

ビテルタノール 

Baycor 300EC 出生異常の原因の可能性がある。米国の農場
では使用が許可されていない。 

Propiconazole 

プロピコナゾール 

Bumper 250 EC 発がん性、生殖能への毒性の可能性がある。 

Tridemorph 

トリデモルフ 

Calixin 750 EC 出生異常を引き起こす。カナダと英国では使
用が許可されていない。 

Mancozeb 

マンコゼブ 

Dithane 448 F 発がん性、生殖能への毒性、出生異常を引き
起こす可能性、内分泌機能のかく乱の疑いあ
り。 

Chlorotalonil 

クロロタロニル 

Daconil 720 F 発がん性、魚および水生無脊椎動物に対する
高い毒性、魚の体内における濃縮。 

殺菌剤の散布と健康への影響 

活性成分 製品名/ブランド名 記録されている健康への影響 

Maneb 

マンネブ 

Maneb 80 WP 出生異常の原因、発がん性が考えうる、生
殖能への毒性の潜在的原因 

Diteconazole 
デゖテコナゾール  

Sico 250 EC データなし 

Propiconazole  
プロピコナゾール 

Tilt 250 EC 発がん性が考えうる、生殖能への毒性を含
む 

Mancozeb 

マンコゼブ 

Vondozeb Plus 80 
WP 

出生異常の潜在的原因 

Thiophanate 
Methyl  
チオフゔネートメ
チル 

Topsin M 70 WP ナマズへの非常に高い毒性、ミミズへの毒
性、甲状腺損傷を引き起こす、甲状腺機能
亢進症を引き起こす 
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 小さな飛行機やヘリコプターを使用する農薬散
布の方法 

 ダバオ市では、1960年代からバナナ・プラン
テーションで使用されている 

 バナナの葉を襲って果実の早期老化を引き起こ
すシゲトカ病をターゲットとする 

 通常は、農薬、水、油もしくは乳化剤の混合物
が散布される 

 フゖリピンでは、肥料農薬庁（FPA）によって
殺菌剤のみが空中散布を認められている 

空中散布とは？ 

 

 空中散布のドリフト（飛散）による毒物暴露
が増えている 
米国環境保護庁（USEPA）によると、農薬散布場
所から3.2km以内に飛散すると予測されている 
• 丘陵地では、強風時には80 km以内 （セントラル・ワシン

トン大学の研究による） 

地域住民が飲み水を得る水域（川、湿地、泉）の
汚染 
地域住民が通常雨水を集める家屋の屋根の汚染 

地域住民、家畜、耕作物への汚染 

なぜ空中散布を禁止する必要があるのか？ 
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  ミンダナオ島での農薬被害の犠牲者 

IDIS File Photos 

  ミンダナオ島での農薬被害の犠牲者 

IDIS File Photos 
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Aerial 

spraying is 

just the tip 

of the 

iceberg . . . 

より大きな問題は 
企業主導のプランテーション式 

単一栽培農業システム 

企業主導のプランテーションは 
1. 環境問題 
2. 健康と食料の安全の問題 
3. 食料安全保障の問題 
4. 広大な耕作地転換 
5. 労働問題 
6. 政策問題 
につながっている。 
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iv. わたしたちの訴え 

バナナを買って食べる前に 
考えてみて 

そのバナナは持続可能な農法で作られたものです
か？ 
化学合成農薬や殺虫剤が散布されたバナナかどう
か知っていますか？ 
そのバナナは近隣の環境を破壊するプランテーシ
ョン農園で作られたものですか？それとも環境を
保全する農園で作られたものですか？ 
そのバナナを育てている人たちは十分な賃金をも
らっていますか？ 
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日本の消費者の皆さんが、大好きなバナナがどうやっ
て作られているかについての関心を高めることで行動
を起こすことを呼びかけます 
 
消費者（consumers’ union）が、空中散布がされてい
ないバナナ、有毒物質が散布されていないバナナを供
給するようにサプラヤーに求めることを呼びかけま
す 
 
みんながエシカルバナナだけを買うように訴えます 

バナナを買って食べる前に 
考えてみて 

,  

 

それらを実行することによって 
フィリピンの社会的・環境的正義のための 
わたしたちの活動を応援することができます 

バナナを買って食べる前に 
考えてみて 
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ご清聴、ありがとうございました！ 

 
 

Visit us at www.idisphil.org 
chinkie.pelino@idisphil.org  
interfacedvo@gmail.com  

 
Facebook Accounts:  

Maas Dvo 
Interface Development Interventions 

save davao green spaces 
Save Davao Watersheds  

 

http://www.idisphil.org/
mailto:chinkie.pelino@idisphil.org
mailto:interfacedvo@gmail.com

