
公開セミナー

生物多様性と日本の消費行動
日本の消費行動に与える影響とは？私たちの身近な生活で使われている紙、パーム油、金属など

の原料のサプライチェーン（調達から生産・販売・物流を経て需要者に至る流れ）を遡ってみまし

ょう。

インドネシア・スマトラにおけるアカシア植林開発、サラワクにおけるパーム・プランテーショ

ン開発、ニューカレドニアのニッケル開発など、最上流で起きていることを通じて、日本の消費行

動が生物多様性に与える影響を振り返ります。

■日時 2010 年 8 月 16 日（月） 18:00～20:30

■場所 世界銀行東京事務所 東京開発ラーニングセンター

■プログラム（敬称略）

イントロダクション～世界の生物多様性とつながる日本の消費 18:00-18:15

飯沼佐代子（地球・人間環境フォーラム）

事例１：紙の消費と熱帯林・泥炭地／インドネシア・スマトラから 18:15-18:40

川上豊幸（レインフォレスト・アクションネットワーク）

事例２：パーム油とプランテーション開発／マレーシア・サラワクから 18:50-19:10

秋山映美（ラッシュジャパン キャンペーン担当）

［一言メッセージ］樫田秀樹（ジャーナリスト） 19:10-19:20

事例３：エシカル・ケータイは実現可能か～鉱物資源と生物多様性 19:35-19:55

満田夏花（国際環境 NGO FoE Japan）

［一言メッセージ］加治知恵（A SEED JAPAN） 19:55-20:05

質疑・議論 20:05-20:30

■主 催： 生物多様性条約市民ネットワーク、IUCN 日本委員会、世界銀行東京事務所

■共 催： 国際環境 NGO FoE Japan、地球・人間環境フォーラム

■協 力： 熱帯林行動ネットワーク(JATAN)、レインフォレスト・アクション・ネットワーク(RAN)、

国際青年環境 NGO A SEED JAPAN、アムネスティ・インターナショナル日本

問合せ先：国際環境 NGO FoE Japan

〒171-0014 東京都豊島区池袋 3-30-8 みらい館大明 1F

tel: 03-6907-7217 fax: 03-6907-7219 E-mail：forest@foejapan.org



◆講師プロフィール

川上 豊幸(かわかみ・とよゆき)／レインフォレスト・アクション・ネットワーク日本代表部

米国の環境保護 NGO であるレインフォレスト・アクション・ネットワーク(RAN)日本代表部スタッフ。

経済学博士。専門は国際環境経済学。NPO 法人 AM ネット理事。熱帯林行動ネットワーク(JATAN)運営

委員。2005 年に、RAN の日本代表として事務所を設立後、豪州タスマニアの原生林保護やインドネシ

アの熱帯林保護活動を行う。昨年より、REDD+(途上国の森林減少・劣化に由来する温室効果ガス排出

の削減)問題にも取り組んでいる。

秋山映美（あきやま・えみ）／株式会社ラッシュジャパン

明治大学大学院法学研究科修士課程修了。学生時代よりボランティアとして参加していた NPO 法人監

獄人権センターに、2002 年 8 月から事務局スタッフとして勤務し、現在は理事として活動にかかわっ

ている。 2009 年 7 月にラッシュジャパンに入社、2010 年 3 月に行った「核廃絶キャンペーン」をは

じめとした社会活動キャンペーンの企画・運営を担当している。

満田 夏花（みつた・かんな）／国際環境 NGO FoE Japan

国際環境 NGO FoE Japan、「森林と生態系保全プログラム」「開発金融と環境プログラム」に所属。前

職の地球・人間環境フォーラムで「開発途上国における企業の社会的責任（CSR in Asia）」、「国際協力

における環境社会配慮」、などの分野で活動を行ってきた。現在は、生物多様性と資源調達などの調査・

提言活動に従事。JETRO 環境社会配慮諮問委員会委員など。

ドキュメンタリー「森の慟哭」（22 分）販売中

上映会向け貸し出しは無料

生物多様性の宝庫として名高い

マレーシア・ボルネオ島サラワクの

熱帯雨林とそこに生きる人々は、森

林伐採、アブラヤシ農園開発、ダム

開発など開発の最前線にさらされ

てきました。日本では報道される機

会の少ないサラワクの現在の状況

を、開発地周辺に暮らす住民や先住

民の人々へのインタビューを交えて紹介します。

監督：中井 信介（なかい・しんすけ）

フリーランスビデオジャーナリスト。1967 年京都生まれ。1993 年よりフィリピンや北方四島の民衆

の暮らしを取材。1996 年、第一回アジアウェーブ賞受賞。2004 年、フィリピンの米軍演習場跡地に暮

らす不発弾被害者を描いたドキュメンタリー映画「クアリ」を制作。2006 年、ソウル人権映画祭に出

品。同年 1 月より韓国の平澤米軍基地の拡張による立ち退きに抵抗する農村「テチュ里」に暮らしなが

ら撮影を始める。RKB 毎日放送制作「テチュ里の灯火」撮影。短編ドキュメンタリー「がんばれ！ファ

ンセウル」で「国際人権教材奨励事業 AWARD2006」を受賞。

定価 3,150 円（消費税・送料込み）

図書館価格*：12,600 円（消費税・送料込み） * 不特定多数の方への貸出を行う場合、図書館価格となります。

上映会向け貸し出し：無料

制 作： 国際環境 NGO FoE Japan



世界の生物多様性とつながる日本の消費世界の生物多様性とつながる日本の消費世界の生物多様性とつながる日本の消費世界の生物多様性とつながる日本の消費

事例１：紙の消費と熱帯林・泥炭地事例１：紙の消費と熱帯林・泥炭地事例１：紙の消費と熱帯林・泥炭地事例１：紙の消費と熱帯林・泥炭地
／インドネシア・スマトラから／インドネシア・スマトラから／インドネシア・スマトラから／インドネシア・スマトラから

川上 豊幸

レインフォレスト・アクション・ネットワーク

日本代表部

今日のアウトライン

� 生物多様性と熱帯林

� 熱帯林の森林減少と日本の紙消費

� 泥炭湿地林における紙原料生産� 泥炭湿地林における紙原料生産

� 植林で失われる生物多様性

� 熱帯産輸入コピー用紙：日本との関わり

� 現地ＮＧＯからの要請と国際的な動き

生物多様性の宝庫：熱帯林

� 全既知種 150万種－175万種 （うち昆虫75万

種、その他動物28万種、維管束植物25万種）

� 熱帯アジアの林冠では、昆虫の70％～80％
が未記載種で低い推定でも187万～249万種が未記載種で低い推定でも187万～249万種

� 推計によると地球上の全種数は300万種～1

億1100万種（UNEP推計）に及ぶとされるが、
熱帯雨林は陸地の面積の7%程度だが、未知

の種を含めれば半数以上が存在すると考え
られている。

森林面積の変化状況



熱帯林の減少と生物種の絶滅
� 熱帯林の減少で、今後25年間に4～8%の生物種が絶

滅するとの試算。

� 2030 年には熱帯アジアで21～24％、熱帯アフリカで
は16～36％が絶滅の危機に瀕する。
（Wright and Muller-Landau 2006）

� 2050 年には原生的熱帯林が5％～10％となり、50～
70％の熱帯林の生物種が絶滅の危機に瀕する
（Dirzo and Raven 2003）

� 陸上の生物多様性の損失の悪影響や関連する生
態系サービスを最少化しようというのであれば、熱
帯地域の土地利用の圧力を軽減することが最も重
要です。（Global Biodiversity Outlook 3）

熱帯材と日本の消費

� 日本の木材消費の用材分野での熱帯地
域からは9.6％（輸入材の13.3％）。

� 紙分野では、木材チップで9.8％（輸入材の
13.5 213.5％）、輸入製紙用パルプでは約2割が
熱帯林からの原料。

� 日本は2007年時点で熱帯材取引量におい

て、日本は、中国、インドについで三番目
の7.5％（ITTO）。

•インドネシアは最高のインドネシアは最高のインドネシアは最高のインドネシアは最高の
森林減少率（２％）。森林減少率（２％）。森林減少率（２％）。森林減少率（２％）。
•インドネシア内では、リインドネシア内では、リインドネシア内では、リインドネシア内では、リ
アウ州のアウ州のアウ州のアウ州の減少率が最も減少率が最も減少率が最も減少率が最も
高く年率高く年率高く年率高く年率11％％％％に達する。に達する。に達する。に達する。
これはブラジルのアマこれはブラジルのアマこれはブラジルのアマこれはブラジルのアマ
ゾンよりも高い。ゾンよりも高い。ゾンよりも高い。ゾンよりも高い。
•リアウ州は、インドネシリアウ州は、インドネシリアウ州は、インドネシリアウ州は、インドネシ

インドネシアとリアウ州での森林減少インドネシアとリアウ州での森林減少インドネシアとリアウ州での森林減少インドネシアとリアウ州での森林減少

•リアウ州は、インドネシリアウ州は、インドネシリアウ州は、インドネシリアウ州は、インドネシ
ア内で最大量ア内で最大量ア内で最大量ア内で最大量14.6ギガギガギガギガ
トンの炭素と推計トンの炭素と推計トンの炭素と推計トンの炭素と推計
•リアウ州に残存する泥リアウ州に残存する泥リアウ州に残存する泥リアウ州に残存する泥
炭地は森林減少によっ炭地は森林減少によっ炭地は森林減少によっ炭地は森林減少によっ
て脅威にさらされていて脅威にさらされていて脅威にさらされていて脅威にさらされてい
る。る。る。る。

泥炭湿地林:「水の森」

� 「『水の森』は低湿地に成立する生態系で
す。そこは絶えず水に満たされ、樹木など
が枯死し堆積しても、微生物分解が抑制さが枯死し堆積しても、微生物分解が抑制さ
れるために、有機物が多量に堆積してゆき
ます。」「熱帯雨林のなかでもひときわ湿潤
な生態です。」 by 大崎満、岩熊敏夫 編『ボ
ルネオ』（岩波書店）



天然林 → 皆伐皆伐皆伐皆伐し、 ←紙生産 ←コピ－用紙生産
里山・居住地 植林地へ転換植林地へ転換植林地へ転換植林地へ転換 ↑

↓ ↓ 日本等から購入
生業・居住 収入源喪失
非木材林産物 食糧庫喪失

居住地喪失
生物多様性喪失 →野生動物生息地喪失
温室化ガス発生

↓

相対的に貧しい地域住民
先住民が、さらに苦境に。
影響は、森林のみならず、
近隣の河川での漁獲を通じ
漁撈従事する人々にも影響。

→

↓

希少種の絶滅へ
地域住民との衝突

Forest Cover 1982
泥炭林面積泥炭林面積泥炭林面積泥炭林面積=3,238,642 ha

非泥炭林面積非泥炭林面積非泥炭林面積非泥炭林面積 =3,181,857 ha

1982年の森林被覆年の森林被覆年の森林被覆年の森林被覆

リアウ州本土リアウ州本土リアウ州本土リアウ州本土 = 8,265,556 ha

出典：Y.Uryu et al. Deforestration, forest 

degradation, biodiversity loss and CO2 

emissions in Riau, Sumatra, Indonesia. WWF-

Indoneisa Technical Report, Feb. 27 2008

1982年以降の泥炭林の消失年以降の泥炭林の消失年以降の泥炭林の消失年以降の泥炭林の消失 -57%

1982年以降の非泥炭林の消失年以降の非泥炭林の消失年以降の非泥炭林の消失年以降の非泥炭林の消失-73%
森林減少森林減少森林減少森林減少 1982-2007

森林減少全体森林減少全体森林減少全体森林減少全体 1982-2007 = 4,166,381 ha (65%)

2015 
1982年以降の泥炭林の消失年以降の泥炭林の消失年以降の泥炭林の消失年以降の泥炭林の消失 -93%

1982年以降の非泥炭林の消失年以降の非泥炭林の消失年以降の非泥炭林の消失年以降の非泥炭林の消失 -92%

森林減少森林減少森林減少森林減少 2007-2015 = 1,945,157 ha

森林減少森林減少森林減少森林減少 2007-2015

“Business as Usual”

森林減少森林減少森林減少森林減少 2007-2015 = 1,945,157 ha



天然林は、何に転換されたのか？天然林は、何に転換されたのか？天然林は、何に転換されたのか？天然林は、何に転換されたのか？ 1982-2007 天然林は何に転換されるのか？天然林は何に転換されるのか？天然林は何に転換されるのか？天然林は何に転換されるのか？ 2007-2015

森林減少の森林減少の森林減少の森林減少の84%は泥炭林で起こるだろうは泥炭林で起こるだろうは泥炭林で起こるだろうは泥炭林で起こるだろう

２大製紙会社：APP社とAPRIL社

� 絶滅危惧種絶滅危惧種絶滅危惧種絶滅危惧種生息地喪失～天然林から植林地へ

� 泥炭湿地林の植林地への転換～炭素大量排出炭素大量排出炭素大量排出炭素大量排出�

� 植林地拡大による地域住民との土地紛争土地紛争土地紛争土地紛争

� 合法性への疑義～深い泥炭層の泥炭地開発

２大製紙会社：APP社とAPRIL社

APP APRIL

リアウ州のこれらのパルプ工場では、年間約５００万トンのパルプ
生産が行われる。リアウ州に残っている260万haの天然林の約５％
にあたる13万ha（東京都の２／３面積）を2008/09年の１年で伐採し、
植林地に造成している。25件のうちの20件が、泥炭地で行われた。
（EOF調査）。その一方、EOFによれば、リアウ州には400万haもの
造林されていない、利用されない本来の「荒れ地」があるという。



• リアウ州は、かつて、リアウ州は、かつて、リアウ州は、かつて、リアウ州は、かつて、
スマトラ島で最大の象スマトラ島で最大の象スマトラ島で最大の象スマトラ島で最大の象
やトラの生息数を持つやトラの生息数を持つやトラの生息数を持つやトラの生息数を持つ
地域のひとつであった。地域のひとつであった。地域のひとつであった。地域のひとつであった。

•リアウ州において地域リアウ州において地域リアウ州において地域リアウ州において地域

リアウでの森林減少と生物多様性リアウでの森林減少と生物多様性リアウでの森林減少と生物多様性リアウでの森林減少と生物多様性

•リアウ州において地域リアウ州において地域リアウ州において地域リアウ州において地域
的な絶滅の危機にある。的な絶滅の危機にある。的な絶滅の危機にある。的な絶滅の危機にある。

•生息地を失った象やト生息地を失った象やト生息地を失った象やト生息地を失った象やト
ラが村を荒らすという問ラが村を荒らすという問ラが村を荒らすという問ラが村を荒らすという問
題も起きている。題も起きている。題も起きている。題も起きている。
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スマトラゾウは1982年から70％減少、2007年192頭が生き残る。

トラとの衝突



EOFの調査報告 （BDL社とMSK社）
（PT BDL）:Bina Duta Laksana （PT MSK）: Mutiara Sabuk Khatulistiwa

� ３ｍ以上の深さの泥炭地の皆伐

� 天然林の皆伐と植林地への転換

� 国の保護地域と植林地造成権地域が重複

� リアウ州の保護地域とも部分的に重複

EOFの調査報告（BDL社とMSK社） 非木材林産物
（non-timber forest products)

沈香 ジェルナン（jernang） ドリアン

ハチミツの収穫



リアウ州における土地紛争の状況(2008年)
by SCALE UP

200,586

150

200

産業植林開発に伴っ
て先住民／地域コ
ミュニティが抱える土
地紛争件数

オイルパームプラン

85,771

101,822

12,993

0

50

100

LUAS KONFLIK (HA)

テーション(油ヤシ農
園)開発に伴って先

住民／地域コミュニ
ティが抱える土地紛
争件数

その他の土地紛争
件数

土地紛争合計

コピー用紙市場の推移
コピー用紙の市場規模推移
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コピー用紙市場の概要

� 国産は、３分の２

� インドネシア産が３
割近く

コピー用紙市場　２００９年

29%

インドネシア

中国

その他

国内出荷量

割近く

� 中国を含めると、３
分の１程度4%

1%66%

コピー用紙市場の概要

� APP社：
EXCELPROなど

の他に生産委託
商品や、ブランド
名無しなど多数名無しなど多数

� APRIL社：ペー
パーワンなど



APP社の地域別輸出状況

APP製品の地域別販売量（輸出のみ）APP製品の地域別販売量（輸出のみ）APP製品の地域別販売量（輸出のみ）APP製品の地域別販売量（輸出のみ）
2005‐2006  APP Environmen tal and Soc ial Sustain ability Repo rt fo r2005‐2006  APP Environmen tal and Soc ial Sustain ability Repo rt fo r2005‐2006  APP Environmen tal and Soc ial Sustain ability Repo rt fo r2005‐2006  APP Environmen tal and Soc ial Sustain ability Repo rt fo r

I n donesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia

27%
中東・アフリカ

東南アジア

日本

18%

16%

9%

6%

日本

中国

豪州

米州

西欧

その他

インドネシア製紙業のインドネシア製紙業のインドネシア製紙業のインドネシア製紙業の
顧客企業と投資者に向けた公開書簡顧客企業と投資者に向けた公開書簡顧客企業と投資者に向けた公開書簡顧客企業と投資者に向けた公開書簡

Open Letter（（（（March 2010））））
「このような改革を行い、その実施が独立した形で、「このような改革を行い、その実施が独立した形で、「このような改革を行い、その実施が独立した形で、「このような改革を行い、その実施が独立した形で、

検証されるまで、インドネシア製紙業界と貴社の検証されるまで、インドネシア製紙業界と貴社の検証されるまで、インドネシア製紙業界と貴社の検証されるまで、インドネシア製紙業界と貴社の
取引関係を終わらせて下さい。」取引関係を終わらせて下さい。」取引関係を終わらせて下さい。」取引関係を終わらせて下さい。」

� 1. 天然林の皆伐、転換の停止

� 2. 泥炭地開発停止と回復

� 3. 先住民・地域住民の権利尊重

� 4. 天然林伐採圧力となる生産力拡大停止

米国、EU、豪州等での動き（特にAPP関連）

� 2004.9 ホームデポホームデポホームデポホームデポ 購入停止購入停止購入停止購入停止

� 2005 インターナショナルペーパー：インドネシア産原料インターナショナルペーパー：インドネシア産原料インターナショナルペーパー：インドネシア産原料インターナショナルペーパー：インドネシア産原料
購入停止購入停止購入停止購入停止

� 2008.2 ステープルズステープルズステープルズステープルズ 社会、環境問題で購入停止社会、環境問題で購入停止社会、環境問題で購入停止社会、環境問題で購入停止

� 2008.8 ウールワース（豪）購入停止ウールワース（豪）購入停止ウールワース（豪）購入停止ウールワース（豪）購入停止� 2008.8 ウールワース（豪）購入停止ウールワース（豪）購入停止ウールワース（豪）購入停止ウールワース（豪）購入停止

� 2008 コーポレートエクスプレス購入停止、調達方針採用コーポレートエクスプレス購入停止、調達方針採用コーポレートエクスプレス購入停止、調達方針採用コーポレートエクスプレス購入停止、調達方針採用

� 2009 ユニソース、ユニソース、ユニソース、ユニソース、フランクリンコビー、ユナイティッドステフランクリンコビー、ユナイティッドステフランクリンコビー、ユナイティッドステフランクリンコビー、ユナイティッドステ
イショナリーイショナリーイショナリーイショナリー、ターゲット社が購入停止、ターゲット社が購入停止、ターゲット社が購入停止、ターゲット社が購入停止

� 2009.9 ティファニー、ヴァレンチノ、グッチ、ティファニー、ヴァレンチノ、グッチ、ティファニー、ヴァレンチノ、グッチ、ティファニー、ヴァレンチノ、グッチ、H&M、、、、
カルチェ、カルチェ、カルチェ、カルチェ、VW、ダイムラー・ベンツなど。、ダイムラー・ベンツなど。、ダイムラー・ベンツなど。、ダイムラー・ベンツなど。

APP社やAPRIL社からの購入を
断った日本企業の例

� オフィス・デポ（ホームデポ社）

� リコー

� 富士ゼロックス（ゼロックス社）

� 富士フィルムビジネスサプライ

� イオン （APRILを停止）



APPとの関係を継続している会社

� アスクル(ASKUL) スーパーマルチエコノミー

� コクヨ（KOKUYO）

� その他、ネット販売、ディスカウント・ストア等で
の安売り店での販売の安売り店での販売

� 低価格のコピー用紙には要注意！！
原料は植林木…。だけど、その植林木の由来・履歴は？

紙を購入するときには…

� 植林木100％、認証材の用紙の全てが問題ない
わけではない。

� 保護価値の高い森林保全に寄与し、地域社会
との関係に配慮されているものを。

� 適切に管理された植林（少なくとも、地域社会と
の社会紛争がなく、天然林を新たに転換してお
らず、泥炭地由来でない等）や二次林を利用。

� 古紙100％再生紙、ＦＳＣ認証紙等を優先利用

ご清聴ありがとうございました。

参考情報：
Eyes on the Forests

http://eyesontheforest.or.idhttp://eyesontheforest.or.id

ジカラハリ（Forest Rescue Network Riau）
WWFインドネシア

WALHI(FOE Indonesia)

� 資料：WWFインドネシア、SCALE UP、JATANなど



生物多様性生物多様性生物多様性生物多様性とととと日本日本日本日本のののの消費行動消費行動消費行動消費行動

パーム油とプランテーション開発
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エシカル・ケータイは実現可能か
鉱物資源と生物多様性

2010年8月16日

公開セミナー公開セミナー公開セミナー公開セミナー 生物多様性と日本の消費行動生物多様性と日本の消費行動生物多様性と日本の消費行動生物多様性と日本の消費行動

1

鉱物資源と生物多様性

国際環境NGO FoE Japan

満田 夏花（みつた・かんな）

kanna.mitsuta@nifty.com

内容内容内容内容

�携帯電話に使われている多くの金属

�鉱山開発における環境社会影響

�事例：ニューカレドニア・ゴロニッケル開発

�消費者は影響を及ぼしうるか？

2

携帯電話に含まれる金属類携帯電話に含まれる金属類携帯電話に含まれる金属類携帯電話に含まれる金属類

� 端末本体：マグネシウム（６％）、銅（４％）、鉄
（２％）、銀（0.1％）、金（0.02％）

�電池：アルミニウム（16％）、コバルト（14％）、リチウ
ム（10％）、銅・銅合、金（６％）

�充電器・充電器台：主な金属 ：銅（14％）、鉄（２％）、
アルミニウム（１％）、銀（0.1％）

�その他、タングステン、ニッケル、タンタル、コバルト、
パラジウム、コバルト、インジウムなど

「情報通信分野におけるエコロジー対応に関する研
究会報告書」（2009年6月、総務省）

3 4

「平成２０年度 使用済小型家電からのレアメタルの回収及び適正処理に関
する研究会 とりまとめ」（平成21年3月、環境省、経済産業省）



世界中から資源を輸入する日本

5
JOGMECホームページより

日本の金属資源主要輸入先（2008年）

上流に遡ってみると・・・上流に遡ってみると・・・上流に遡ってみると・・・上流に遡ってみると・・・

6

7

鉱山開発の特徴鉱山開発の特徴鉱山開発の特徴鉱山開発の特徴

（環境面）

�大面積の掘削を伴う

�大量の鉱山廃棄物を伴う

�水系や土壌を通じた鉱害が発生することがある

�エネルギー・水消費が大きい�エネルギー・水消費が大きい

�閉山後も浸出水の影響が生じることがある

（社会面）

�巨大な利権を伴う

�大資本なしには開発が不可能

�汚職・腐敗、人権問題を生み出しやすい
8



発電所

オープン・ピット

道路

砕石場

精鉱・精錬プラント

廃石堆積場

テーリング・ダム

排水処理施設

地元コミュニティの
利用している森林

川

廃石堆積場

村落

村落

村落

村落

⑦非自発的住

⑤河川の汚染

④浸出水

①掘削による
生態系破壊

③土壌浸食

⑥海洋の汚染

②生態系の分
断

③、⑤

①～④、⑧、
⑪

①～③、⑦、⑧、⑪ ①～⑥、⑧、⑩

①

①、③

⑥、⑧

⑫

⑫

⑧

⑧

⑬水、電力の大量の使用 ⑬

9

発電所 道路

居住地域

パイプライン
排水・STP、取水港湾

⑦非自発的住
民移転

⑧地元社会の
自然資源利用
の阻害

⑨コミュニティの
分断

⑩テーリング・ダ
ム決壊のリスク

⑪地すべり

⑫大気汚染

①、③

⑥、⑧

①、⑥

①

⑫

⑧

鉱山廃棄物（廃石、テーリングなど）鉱山廃棄物（廃石、テーリングなど）鉱山廃棄物（廃石、テーリングなど）鉱山廃棄物（廃石、テーリングなど）
の投棄・流出の投棄・流出の投棄・流出の投棄・流出

� パプアニューギニアのオクテディ鉱山から、毎年3,000万トン
のテーリングおよび4,000万トンの土砂がフライ川に投棄さ
れ、河川生態系の破壊、有害物質の汚染、下流住民5万人
への被害が生じた。1,300km2にわたって植物が枯死し、ま
た、魚類の個体数が70-90％減少。た、魚類の個体数が70-90％減少。

� 2000年、ルーマニアのバイア・マレ鉱山から、シアン化合物
を含む100,000m3ものテーリングがティサ川に流出し、ハン
ガリーのドナウ川にまで影響が及ぶ。

� 2008年、中国の陝西省のバナジウム鉱山から、尾鉱（廃石）

の貯蔵地の側面が豪雨で崩壊し、尾鉱と泥が混ざった黒色
の汚染物質が同省山陽（Shanyang）県Yinghua付近の
Xiangdang川に流入。

10

�インドネシア・パプア州にあるグラスベルグ鉱山
（フリーポート・インドネシア社）は、4,000m級の山
頂に位置する。ここから1日に22万トンものズリお
よびテーリングが河川に廃棄されていた。
グラスベルグ鉱山における採
掘は平地林の35,820ha 及び
Arafura 海の84,158ha を汚

11

Arafura 海の84,158ha を汚

染している。テーリングの投棄
はAjkwa川の流れを変え、
Kamora川下流の海岸線から
6km、Ajkwa川下流の海岸線
から10kmも離れた地点に到
達し、Lorentz 国立公園を汚
染している。

JATAM（Mining Advocacy Network）調査

汚職・腐敗、人権侵害汚職・腐敗、人権侵害汚職・腐敗、人権侵害汚職・腐敗、人権侵害

�インドネシア・グラスベルグ鉱山では、フリーポート・
マクモラン社が1998～2004年に2,000万ドルをパプ

ア州の軍部などに支払っていたことが明らかになっ
た。

�同事業に対しては、パプアの先住民族による抗議�同事業に対しては、パプアの先住民族による抗議
が生じた。反対運動に対する弾圧が生じ、人権活動
家の誘拐、殺害なども疑われている。

�多くの国において鉱山開発に反対する環境活動家
やコミュニティ・リーダーが襲撃される事件が発生し
ている。

出典：IPS、2006年3月2日付け、“Papuans Set for Showdown With US Gold 
Miner、Amnesty International Report 2008, the State of The World’s Human 

Rights

12



生産国の状況生産国の状況生産国の状況生産国の状況
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ニューカレドニア・ゴロニッケル事業ニューカレドニア・ゴロニッケル事業ニューカレドニア・ゴロニッケル事業ニューカレドニア・ゴロニッケル事業
事業の概要事業の概要事業の概要事業の概要

�場所：仏領ニューカレドニア南部州、ゴロ及びプロニー地区

�目的：大規模ニッケル酸化鉱床開発。年間、酸化ニッケル約60,000トン、炭
酸コバルト約4,600～5,500トンの生産を見込んでいる。採掘期間は30年間。

�総事業費：32億米ドル

�事業者：Vale Inco Nouvelle-Calédonie S.A.S. 

�融資機関：国際協力銀行（JBIC）が、融資検討中。

Vale Inco

Sumic �etherlands �ickel

（住友金属鉱山と三井物産の合弁会社）（住友金属鉱山と三井物産の合弁会社）（住友金属鉱山と三井物産の合弁会社）（住友金属鉱山と三井物産の合弁会社）

SPMSC（南部州、北部州、（南部州、北部州、（南部州、北部州、（南部州、北部州、Iles州の合弁会社）州の合弁会社）州の合弁会社）州の合弁会社）

�融資機関：国際協力銀行（JBIC）が、融資検討中。

Vale Inco �ouvelle-Calédonie S.A.S.ののののHPよりよりよりより

事業者の資本構成事業者の資本構成事業者の資本構成事業者の資本構成

事業の経緯事業の経緯事業の経緯事業の経緯

1969年 加インコ社の子会社が、地質調査とサンプリングを実施

1992年 インコ社、ゴロ地域における採掘権を獲得。

1996年 フィージビリティー調査の実施

1999年 パイロットプラントの建設

2002年 建設開始⇒工事停止（過剰支出のため）

2005年 環境アセスメント報告書完成。
設を続行。

4月：先住民族団体等に
よる道路封鎖のため3週
間操業停止

6月：裁判により操業許可

取り消しの判決。しかし、
事業者は建設許可は取り
消されていないとして建
設を続行。

3千人以上のカナック

のリーダー、環境団体、
人権団体などがインコ
社に与えられた鉱山開
発ライセンスの取り消
しを求めデモ

住友金属鉱山及び三井物産がインコ社と事業参画契約を締結

工事再開

2006年 ブラジル・リオドセ、インコ社を買収

2008年 工事終了

先住民族との協定締結

2009年 段階的な生産の開始

2010年 硫酸流出事故

2013年 フル操業開始予定

11月：廃棄物貯蔵現場で

の建設の一時差し止め判
決。

硫酸流出事故

ストライキ
硫酸流出事故

試験採掘地における大規
模な土砂崩れが発生。
Kwe川からMerlet海洋保

護区に流れ込む。「海が
赤く染まった」と先住民族
リーダーが発言。

事業地域は生物多様性の宝庫事業地域は生物多様性の宝庫事業地域は生物多様性の宝庫事業地域は生物多様性の宝庫

事業地周辺（注１）の植生
� 14の植生タイプ（森林6タイプ、maquis＝灌木林6タイプ含む）

� 森林およびmaquisの植生タイプは、ほとんどが90％以上の固有種（注2）

� 14のCritically Endangered種（CR)、10の絶滅危機種（EN）、40の危急種（VU）
を含む70種のレッドリスト記載種がインベントリー化されている

15

（出典）Goro Nickel,2007,  Installations Classées pour la Protection de l’Environnement)

注１）ニューカレドニア最南端Grand Sud）約6万ha。調査時期は主として着工後のもの。
注２）固有種の率が非常に高いと言われるニューカレドニア全土の平均よりも、さらに高い割合を示している。

「工場建設予定地は、植物相の
豊かさと独特さによって特徴づけ
られる。

維管束植物が242種確認され、そのうちの229

種が固有種であった。固有種の率は94％にの
ぼった。」

事業地において多く見られる「マキ」の植生タイプ
の一つ（Maquis ligno-herbacé）

16

（Goro Nickel: Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement）

大面積にわたる剝土大面積にわたる剝土大面積にわたる剝土大面積にわたる剝土→

生態系に与える影響は大生態系に与える影響は大生態系に与える影響は大生態系に与える影響は大
きいきいきいきい

事業者は、埋め戻し・植事業者は、埋め戻し・植事業者は、埋め戻し・植事業者は、埋め戻し・植
生回復計画も生回復計画も生回復計画も生回復計画も
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事業地周辺の植生
（Goro Nickel,2007,  Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement)

港

18

プロジェクト地域におけるザトウクジラの群れの出現箇所（2000-2005）

Goro Nickel,2007,  Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement)

19©Mike Hosken
二つの植生保護区および海域の世界遺産地域への影
響は不可避 20



「事業の最初から、ヤテの住民は環境問題に懸
念持っていました。しかし、州は事業者の味方で、
十分な調査がなされないうちに事業を許可しま
した。世界でも有数の生物多様性を誇る地域で、
配慮しないまま事業が進められたのです」

（ Sénat Coutumier＜先住民族議会＞との会合で。2009年4月）

21

（ Sénat Coutumier＜先住民族議会＞との会合で。2009年4月）

「事業者と先住民族との協定が成立しようがし
まいが、事業はどんどん進んでいきました。」
（ Sénat Coutumier＜先住民族議会＞との会合）

「今が着工前だったとしたら、いろいろと情報
をえているのでNoと言ったと思います。」

（先住民族部族

22

（先住民族部族 Ile Ouenとの会合）

「事業者との協定にサインしたのは、
そうせざるを得なかったから。
手足を縛られて死刑台に上るよう
な気持ちでサインした」
（先住民族部族のSaint Louisとの会合）

先住民族の反対運動の象徴としてたてられた
トーテム・ポール

（写真提供レブ・ヌー）

23

消費者は影響を及ぼしうるか？消費者は影響を及ぼしうるか？消費者は影響を及ぼしうるか？消費者は影響を及ぼしうるか？消費者は影響を及ぼしうるか？消費者は影響を及ぼしうるか？消費者は影響を及ぼしうるか？消費者は影響を及ぼしうるか？

24



「有害な金の鉱山は、ロマンチックどころ
の話ではない。」

25

Dirty Metal Canpaign

宝飾のリテイラーに向けたキャンペーン

バレンタイン・デーやクリスマスなどの直前に、消
費者に宝飾ブランドに対して、「責任ある金
（Golden Rules）」のルールを求めることを呼び掛
けた。

出典：http://www.nodirtygold.org/dirty_metals_report.cfm

「責任ある金」のためのルール「責任ある金」のためのルール「責任ある金」のためのルール「責任ある金」のためのルール
Golden Rules

� 国際条約、国際法などで定められている「基本的人権」の尊
重

� 事前の十分に情報提供された上での自由意思に基づく合意
� 安全な労働環境
� ILOに基づく、労働者の権利と労働水準の尊重

26

ILO

� 軍事・紛争地域における操業の回避

� 鉱山廃棄物を海洋、河川、湖などへ廃棄しないこと

� 強制的な土地収用を行わないこと

� 保護地、脆弱な生態系、保護価値の高い生態系において事
業を実施しないこと

� 閉山及び浄化に対してすべてのコストを負担すること

� 環境・社会影響の完全な情報公開を行うこと

� これらについて、独立した検証を行うこと

資源開発事業の直接関る資源開発事業の直接関る資源開発事業の直接関る資源開発事業の直接関る
企業・融資機関の役割企業・融資機関の役割企業・融資機関の役割企業・融資機関の役割

� 適切な環境社会影響評価、管理
計画、モニタリング計画、閉山計
画の実施

（十分な調査の実施、住民協議、
情報公開などを含む）

金属を利用する側の金属を利用する側の金属を利用する側の金属を利用する側の
企業に求められること企業に求められること企業に求められること企業に求められること

� 利用している鉱物資源が、保護価
値の高い生態系を破壊していない
か、人権問題を引き起こしていな
いか、可能な限り確認する

� 特定国・個別金属の採取が、著し

27

情報公開などを含む）

� 先住民族など地元住民の権利（慣
習的な権利を含む）を認め、十分
な情報供与に基づく、自由で事前
の合意を取得すること

� 保護価値の高い生態系における
鉱山開発を避けること

� 特定国・個別金属の採取が、著し
い環境社会影響をもたらすと判断
された場合、その不使用・代替を
検討すること

� 省資源・長寿命化・リサイクル促
進のための技術開発と投資

� 情報を社員や消費者などに伝え
ていくこと

消費者に可能なこと消費者に可能なこと消費者に可能なこと消費者に可能なこと

�企業に問いかけること

�不必要なものは買わないこと�

�長く大切に使うこと

�そしてリサイクル

28



2010年8月16日
セミナー：生物多様性と日本の消費行動セミナ ：生物多様性と日本の消費行動
一言メッセージ

市民の力で、ヒトもゴリラも傷つけな
いエシカルケ タイをつくろう！いエシカルケータイをつくろう！

国際青年環境NGO A SEED JAPAN
加治 知恵加治 知恵

1

携帯電話に使われているタンタルを ンゴ民主共和国で採掘• 携帯電話に使われているタンタルをコンゴ民主共和国で採掘
する過程で、ゴリラが生息地の破壊や密猟などの被害を受け
ていることに問題意識ていることに問題意識

• 使用済み携帯電話の回収を行い、その売却収益をゴリラ保
護団体に寄付護団体に寄付

• 2008年の開始時からこれまでに約7700台の携帯電話を回収

2

採掘に関連した様々な問題

野生の生き物が傷つき 貴重な生態系が失われている野生の生き物が傷つき、貴重な生態系が失われている
先住民族が先祖から受け継いだ土地を奪われている
児童労働や、劣悪な環境での労働が行われている児童労働や、劣悪な環境での労働が行われている
武装勢力の資金源となり、紛争の持続につながっている

携帯電話など 私たち 身近な製携帯電話など、私たちの身近な製
品にこうした採掘で得られた鉱物・
金属が使われているかもしれない金属が使われているかもしれない。

私たちも関係している！

3

エシカルケータイキャンペーンエシカルケータイキャンペーン
～ヒトもゴリラも傷つけないケータイをつくろう！～

エシカルな製品をメーカーに求める
※対象は携帯電話 はな

実行委員会
• 国際青年環境NGO A SEED JAPAN / FLAT SPACE /国際環境NGO FoE Japan

※対象は携帯電話のみではない

国際青年環境NGO A SEED JAPAN / FLAT SPACE / 国際環境NGO FoE Japan 
/ アムネスティ・インターナショナル日本

ここでいうエシカルとは？ここでいうエシカルとは？
以下のことに配慮して採掘された鉱物を使った製品
• 野生の生物を傷つけず、貴重な生態系を壊さない
先住民族 居住者の生活や土地を尊重する• 先住民族・居住者の生活や土地を尊重する

• 児童労働や、劣悪な環境での労働を行わない
• 武装勢力の資金源となり、紛争を助長しない

市民の気づきを促し、賛同の声を可視化
4



フジロックフェスティバル ‘10の
NGO Villageに出展

• 7/30～8/1の3日間• 7/30～8/1の3日間

• 賛同署名数： 209
頂いたメッセ ジ頂いたメッセージ

• 自分の使っていたケータイの中に
使われている部品がこういう問題
にな ていることを知らなか たになっていることを知らなかった

• 自然にも、私たちにも、世界のこ
ども達にもやさしいものを使って
下さい!!下さい!!

• メーカーも調達責任を!!
• エシカルケータイ使いたい!! 早くシカルケ タイ使 た 早く
広まってほしい!!

配布資料でお配りしているので配布資料でお配りしているので、
ぜひ賛同の署名をお願いします！

5

6

「メーカーの責任ある鉱物・金属調達」に関する
公開質問状の実施

•実施：A SEED JAPAN実施：A SEED JAPAN

•送付先：70社
携帯電話メーカー 10社程度携帯電話メーカー 10社程度
JEITA（社団法人電子情報技術産業協会）役員企業 50社程度（一部携帯メーカーと重複）
自動車メーカー 7社

送付 年 締切 年•送付日：2010年6月28日、 締切日：2010年7月14日

•質問内容：
環境・人権に配慮した鉱物資源・金属調達を行うための方針や基準を策定しているか。

調達している鉱物・金属について、供給先に原産国・供給鉱山などの情報を求めてい
るか。

携帯電話、小型家電の主力製品について、どれだけの金属（レアメタルを含む）が使
われているか把握しているか。省資源、長寿命化、リサイクルの努力を行っているか。
（任意回答）

採掘に関する環境、人権及び社会的基準の遵守を保証するための第三者認証制度
が確立された場合、それを利用したいか。 NGOとの対話など協働に関心はあるか。

6

7

「メーカーの責任ある鉱物・金属調達」に関する
公開質問状の実施

未回答：
三菱電機株式会社 ＤＸアンテナ株式会社

回答：16社
カシオ計算機株式会社
シャープ株式会社
株式会社東芝

三菱電機株式会社
HTC Nippon株式会社
ノキア・ジャパン株式会社
三洋電機株式会社
京セラ株式会社

ソニ エリクソン モバイルコ

ＤＸアンテナ株式会社
株式会社デンソー
東光株式会社
ニチコン株式会社
日本アイ･ビー･エム株式会社
日本ケミコン株式会社株式会社東芝

日本電気（NEC）
株式会社日立製作所
パナソニック株式会社

ソニー・エリクソン・モバイルコ
ミュニケーションズ株式会社
日本サムスン株式会社
アルプス電気株式会社
沖電気工業株式会社
キヤノン株式会社

日本ケミコン株式会社
日本航空電子工業株式会社
日本光電工業株式会社
日本テキサス･インスツルメンツ株式会社
日本無線株式会社
日立金属株式会社ナソ ック株式会社

富士通株式会社
オムロン株式会社
株式会社島津製作所
ソニ 株式会社

キヤノン株式会社

ＪＶＣ・ケンウッド・ホールディン
グス株式会社
セイコーエプソン株式会社
ＴＤＫ株式会社
株式会社村田製作所

日立金属株式会社
株式会社日立国際電気
富士ゼロックス株式会社
富士電機ホールディングス株式会社
北陸電気工業株式会社
ホシデン株式会社ソニー株式会社

太陽誘電株式会社
ティアック株式会社
パイオニア株式会社

株式会社村田製作所
旭硝子株式会社
株式会社アドバンテスト
池上通信機株式会社
ＳＭＫ株式会社
ＫＯＡ株式会社

ホシデン株式会社
マスプロ電工株式会社
ミツミ電機株式会社
株式会社山武
横河電機株式会社
株式会社リコーオ 株 会社

ルネサスエレクトロニクス株式会社
ローム株式会社
三菱自動車工業株式会社

ＫＯＡ株式会社
双信電機株式会社
田淵電機株式会社
株式会社タムラ製作所
帝國通信工業株式会社
TOA株式会社

株式会社リコ
財団法人ＮＨＫエンジニアリングサービス
株式会社フジクラ
トヨタ自動車株式会社
本田技研工業株式会社
日産自動車株式会社株 会社

株式会社ディーアンドエムホー
ルディングス

産自動車株式会社
マツダ株式会社
富士重工業株式会社
ダイハツ工業株式会社

7

8

「メーカーの責任ある鉱物・金属調達」に関する
公開質問状の実施

回答内容：
「質問1‐1 環境・人権に配慮した鉱物資源・金属調「質問1 1. 環境 人権に配慮した鉱物資源 金属調
達を行うための方針や基準を策定していますか。」

A. 策定している。 10

B. 策定を検討している。 4 調達方針が鉱物資源・金属にも適用され
ると う企業が多く ど ま 実行力がある

策定を検討して る。

C. 策定していない。 1

その他 1

るという企業が多く、どこまで実行力がある
のか精査が必要。

「質問2-1.調達している鉱物・金属について、供給先
に原産国・供給鉱山などの情報を求めていますか。」

A 求めている 6

求めている鉱物・金属
•金、すず、タングステン、タンタル
•タンタル（2）A. 求めている 6

B. 求めていない 9

その他 1

タ タ （ ）
•タンタル粉、タンタルワイヤー
•レアメタル、レアアース
•具体的内容は公開できません

質問4‐2. 鉱物資源・金属調達に関して、NGOとの対
話など協働に関心はございますか。

A関心がある 10A.関心がある。 10
B.関心はない。 4
その他、回答保留 2

結果はA SEED JAPAN ウェブサイト
で近日中に公開予定。 8


