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セミナー：生物多様性 
トラとオランウータンと 

わたしたち

日時：2010年10月22日（金）　18:30～20:30 
場所：総評会館　会議室 201  
主催：ウータン・森と生活を考える会、国際環境NGO FoE 
Japan、地球･人間環境フォーラム、熱帯林行動ネットワーク
、熱帯林行動ネットワーク名古屋、 レインフォレスト・アクシ
ョン・ネットワーク日本代表部 
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プログラム
! 影絵　～熱帯の森のつぶやき
　　スミヤントさん 

! イントロダクション：森林減少の構造 
　　満田夏花（FoE Japan） 

! 違法伐採の生物多様性に与える影響
　　ヤヤット・アフィアント（テラパック） 

! オランウータンの棲む森　～カリマンタンの事例から 
　　トグ・マヌルン 
（ボルネオ・オランウータン・サバイバル・ファウンデーション） 

! 紙がトラを追い詰める　～スマトラの事例から
　　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） 

! 質疑＆まとめ 
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影絵 
熱帯の森のつぶやき
　スミヤントさん 

 
脚本：飯沼佐代子 

（地球・人間環境フォーラム） 
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【イントロダクション】 
インドネシアの森はいま 
森林減少の要因と日本

国際環境NGO FoE Japan／メコン・ウォッチ
満田　夏花（みつた・かんな）

kanna.mitsuta@nifty.com 
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Source: MoF. Statistik Kehutanan Indonesia 2005, 2007, 2008 

進む森林減少(インドネシア) 
deforestation by region in Indonesia 

ボルネオ島の森林減少
deforestation in Borneo island 

Source: Radday, M, WWF Germany. 2007. 'Borneo Maps'. January 24, 2007, personal e-mail (January 24, 2007) 
Cartographer: Hugo Ahlenius, UNEP/GRID-Arendal 
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プランテーションの開発

写真提供：足立直樹

アブラヤシ・プランテーション開発
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9 
Logging Road in Forest Reserved 
West Papua, 2002　(ｃ) TELAPAK 

林道開発
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ダム開発

11 

鉱山開発

12 @FoE Japan

プランテーション開発のために伐採された森林
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13 @FoE Japan

アカシア植林から切り出された木材 Forest Cover 2005 

Rully Syumanda氏
（WALHI）作成 

Logging Concesion 

伐採区域

Palm Oil Plantation 

アブラヤシ・プラン
テーション
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Plantation Industry 

産業植林地

Oil and Gas 
Concessions 

石油、天然ガス
開発区域

85% of concessions are  

now foreign controlled 
開発区域の85％は外資が支配

Mineral and Coal 
Concessions 
鉱物資源、石炭

開発区域

Concessions in Indonesia
 

Mining 

Logging Oil Palm Pulp 

Other 

国土の35% 
7,310万 ha  

1,500万 ha 880万ha 3,510万ha 

大規模資源開発
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21 

アブラヤシ・プランテー
ション→パーム油

22 

天然林を破壊して造成され
た植林→コピー用紙

23 

金属資源の場合
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!"#$%%$&'($)$*'+,$-*.'
/-&.-012$'

違法伐採が森林の生物多様性
に及ぼす影響 

～インドネシアの事例～

3'

インドネシアの森林の生物多様性
!"#$"%&'()&*+$,%&-*.'$/#'0%,&'-1*

! インドネシアは345666以上の島々から成り、2つの生物地
理区（東洋区、オーストラリア区）を含む。
'/-&.-012$'7.%892101'.:09'345666'21;$-&1'$-&'18$-1'*<.'=2.>?0.?9$8#27'90$;%1'@'

*#0'/-&.>!$;$)$-'$-&'*#0'+"1*9$;$12$-A''
! インドネシアの国土の約B6％は森林地帯であり、世界の
熱帯雨林の約36％がインドネシアに存在する。これらの
貴重な森林は、湿地林（マングローブ、沼地、泥炭）、乾
燥林（熱帯、低山帯、亜高山帯の熱帯雨林） のCつの区
分に分けられる。
'+9."-&'B6'809'70-*'.D'*#0'7."-*9)'21'D.901*0&5'<2*#'$9."-&'36'809'70-*'.D'*#0'
<.9;&E1'*9.827$;'D.901*1'D."-&'2-'/-&.-012$A'F#010'89072."1'D.901*1'7$-'=0'
&2:2&0&'2-*.'*<.'=9.$&'*)801'@'<0*;$-&'D.901*15'2-7;"&2-?'%$-?9.:05'1<$%8'
$-&'80$*'*)8015'$-&'&9)';$-&'D.901*15'1"7#'$1'*9.827$;5'!.-*$-$'$-&'1"=>$;82-0'
9$2-D.901*1' C'

! インドネシアの森林は、東南アジアの他の場所では見ら
れない、驚くほど豊かな生物多様性を有する。インドネシ
アは地球の陸地面積の3AG％のみを占めるが、不釣合い
なほど豊かな生物多様性が見られる： 世界の植物の
36％、哺乳類の3C％、爬虫類の3B％、鳥類の34％がイン
ドネシアに存在する。'
'F#010'D.901*1'#.1*'$-'$1*."-&2-?'$99$)'.D'=2.;.?27$;'&2:0912*)'$-&'927#-011'-.*'
100-'0;10<#090'2-'H."*#>I$1*'+12$A'J0182*0'.-;)'7.:092-?'3AG'809'70-*'.D'*#0'
0$9*#E1';$-&'1"9D$705'/-&.-012$'7.-*$2-1'$'&2189.8.9*2.-$*0'$%."-*'.D'?;.=$;'
=2.&2:0912*)'@'36'809'70-*'.D'8;$-*'18072015'3C'809'70-*'.D'%$%%$;'18072015'3B'
809'70-*'.D'908*2;0'1807201'$-&'34'809'70-*'.D'=29&'1807201'$90'D."-&'2-'*#0'
7."-*9)A'

G'

違法伐採がインドネシアの生物多様性に
どう影響するか
2$3*'44%5(4*4$55'"5*(6%7-*8$,%&-*9'$/#'0%,&'-1*'"*!"#$"%&'(*

! 伐採された違法木材は、先進国および途上国からの高
まる広葉樹需要を満たす。
'K-70'7"*5'2;;0?$;';.?1'D00&'$-'2-1$*2$=;0'&0%$-&'D.9'0L.*27'#$9&<..&1'2-'

&0:0;.80&'$-&'&0:0;.82-?'7."-*9201A''
! 結果として、収益、生物多様性ともに失われた。違法伐
採問題は国際社会の森林政策の最重要課題として取上
げられた。援助機関や各国政府は違法伐採を抑制する
ための取組みを始めた。
'F#0'901";*'#$1'=00-';.11'.D'=.*#'90:0-"0'$-&'=2.&2:0912*)5'$-&'7.-10M"0-*;)'
*#0'211"0'#$1'9210-'*.'*#0'*.8'.D'*#0'?;.=$;'D.901*'8.;27)'$?0-&$'$1'.-0'.D'*#0'
%$N.9'*#90$*1'*.'D.901*15'$-&'&.-.91'$-&'-$*2.-$;'?.:09-%0-*1'$90'1*$9*2-?'*.'
&0:0;.8'2-2*2$*2:01'*.'7.-*9.;'2;;0?$;';.??2-?A'

O'
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P' B'

違法伐採の状況
:-(-%*$8*!44%5(4*;$55'"5***
!  インドネシアの森林は前例のないほどの速度で消失している。すでにイン
ドネシアの約46％の未開拓林が失われ、3億#$の森林面積を残すのみで
ある。'
'/-&.-012$E1'D.901*1'$90'&21$880$92-?'$*'$-'"-89070&0-*0&'9$*0A'+;90$&)'$9."-&'
46'809'70-*'.D'*#0'7."-*9)E1'.92?2-$;'QD9.-*209Q'D.901*'#$1'=00-';.1*5';0$:2-?'
$9."-&'.-;)'366'%2;;2.-'#07*$901'.D'D.901*'7.:09A''

!  森林減少率は驚くべき勢いで加速している‐3RS6年代後半の年間減少
は約366万#$であったが、C66C年までにC倍に増加し、年間C66万#$以上
減少している。

'F#0'9$*0'.D'&0D.901*$*2.-'21'$770;09$*2-?'$*'$-'$;$9%2-?'8$70'@'2-'*#0';$*0'3RS61'
*#0'$--"$;';.11'<$1'$9."-&'.-0'%2;;2.-'#07*$9015'="*'=)'C66C'2*'#$&'&."=;0&'
*.'.:09'*<.'%2;;2.-'#07*$901'0:09)')0$9A''

!  大規模な違法伐採はインドネシアの森林減少を加速させている。世界で
最大の環境犯罪と言われ、インドネシアで伐採された木材のS6％以上が
何らかの違法行為を伴う供給材だと言われている。

'!$112:0'2;;0?$;';.??2-?'21'&92:2-?'D.901*';.11'$79.11'/-&.-012$A'/-'<#$*'#$1'=00-'
&"==0&'*#0'<.9;&E1';$9?01*'0-:29.-%0-*$;'792%05'.:09'S6'809'70-*'.D'*2%=09'
D0;;0&'2-'/-&.-012$'7.%01'D9.%'2;;0?$;'1."9701A' 4' S'
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森林減少・劣化の根本的な問題
<"#%,41'"5*=(>&%&*$8*?%8$,%&-(@$"*("#*+$,%&-*?%5,(#(@$"

! 二国間／多国間の構造調整融資を背景にインドネシア政府
によって適用された開発パラダイム
!"#"$%&'"()*&+,+-./'*+-+&)"-*01*/%#",('"()*%2*3(-%("4.+*.(56"(7"-*01*4),67)6,+$*
+-864)'"()*$%+(49*0.$+)",+$*+(-*'6$).$+)",+$*$%+(4:**
'
3R46年代の木材ブームの間、海外企業の意向が反映された援助
等により、インドネシアは世界有数の丸太輸出国となった。3RSC年、
石油価格が下落した後、木材は石油や天然ガスに次ぐ第C位の産
業に成長した。自然保全地域や国立公園など保全地域内の過剰
伐採地域が失策の証拠である。
J"92-?'*#0'*2%=09'=..%'2-'*#0'46E1'<2*#'*#0'#0;8'.D'<0;;>7.--07*0&'D.902?-'
7.%8$-201'/-&.-012$'=07$%0'*#0'<.9;&1'=2??01*'9$<';.?'0L8.9*09A'F2%=09'=07$%0'
*#0'107.-&'=2??01*'0$9-09'$D*09'.2;'$-&'?$1'2-'*#0'/-&.-012$-'07.-.%)'$D*09'*#0'.2;'
89270'&0790$10'2-'3RSCA'K:09>;.??0&'$90$1'<2*#2-'7.-109:$*2.-'$90$1'T-$*2.-$;'
8$9U15'-$*"90'90109:01V'21'0:2&0-70'.D'*#0'%21%$-$?0%0-*A'

R' 36'

森林減少・劣化の根本的な問題
!"#$%&'(")*+,-.$.*/0*1$0/%$.2,3/"*,"#*4/%$.2*1$)%,#,3/"*

! 国際的、地域的な貿易圧力
3()",(+).%(+$*+(-*,"/.%(+$*),+-"*&,"446,"4:*
*
3R46年代からの国際的、地域的レベルでの紙・パの需要拡
大がそれを物語っている。インドネシア政府は天然資源の枯
渇に直面し始めると、外貨獲得の好機と判断。S6年代に入り、
紙・パ産業を育成する政策を取った。
+*'2-*09-$*2.-$;'$-&'90?2.-$;';0:0;5'*#090'#$1'=00-'$;1.'0:2&0-70'.D'2-790$12-?'
&0%$-&'.D'8";8'$-&'8$809'12-70'46E1A'W.:09-%0-*'.D'/-&.-012$'1*$9*0&'*.'100'
*#21'12*"$*2.-'$1'$-'.88.9*"-2*)'*.'?0*'D.902?-'0L7#$-?0'$D*09'D$72-?'-$*"9$;'
901."9701'&08;0*2.-A'/-'*#0'%2&'S6E15'?.:09-%0-*'.D'/-&.-012$'1*$9*0&'*.'
01*$=;21#'8.;27201'<#27#'1"88.9*'&0:0;.8%0-*'.D'8";8'$-&'8$809'2-&"1*9201A'

33' 3C'
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森林減少・劣化の根本的な問題
!"#$%&'(")*+,-.$.*/0*1$0/%$.2,3/"*,"#*4/%$.2*1$)%,#,3/"*

! 天然資源枯渇する中での経済成長パラダイム
;7%(%'.7*/,%<)=*-"#"$%&'"()*&+,+-./'*6(-",*-"&$")"-*(+)6,+$*,"4%6,7"4>*

*

! インドネシアは泥炭地の農地転換を容認
/-&.-012$'7.-,9%1'*#$*'80$*;$-&1'<2;;'=0'7.-:09*0&'D.9'8;$-*$*2.-1'

! パーム油は多種多様な種に対する単一で最も緊急な脅威で
ある
X$;%'.2;'%$)'=0'12-?;0'%.1*'2%%0&2$*0'*#90$*'*.'*#0'?90$*01*'-"%=09'.D'
1807201'

! カリマンタンにおけるオイルパームプランテーションは
3RR3>C664年の間に急速に拡大した。
K2;'8$;%'0L8$-12.-'2-'/-&.-012$-'Y.9-0.'2-790$10&'O66>D.;&'D9.%'3RR3>C664'

3G' 3O'

インドネシアの違法伐採への取り組みの最新情
報
AB%*4(-%&-*'"8$,C(@$"*$"*-(7D4'"5*'44%5(4*4$55'"5*'&&>%*'"*!"#$"%&'(*

!  'C66P>C66S年に行われた違法伐採C6P件のうち、3G4件の容疑
者は判決により釈放され、C年以上の実刑判決が出た事例は36
件しかなかった。インドネシア当局は重要な犯人逮捕には失敗
している。C6P件のうち、事業主、投資家、汚職公務員の訴訟は
OR件のみであり、残りはチェーンソー操作者、トラック運転手の
ような伐採工程の下流の人々であった。

'+-$;)121'.D'C6P'2;;0?$;';.??2-?'7$101'=0*<00-'C66P>C66S'1#.<1'*#$*'3G4'1"1807*1'
<090'90;0$10&'=)'*#0'7."9*5'<2*#'.-;)'*0-'7$101'901";*2-?'2-'$'N$2;'10-*0-70'.D'*<.'
)0$91'.9'%.90A'F#0',?"901'$;1.'2;;"1*9$*0'*#0'D$2;"90'.D'*#0'/-&.-012$-'$"*#.92*201'
*.'$8890#0-&'*#0'#2?#>;0:0;'80980*9$*.91A'KD'*#0'C6P'7$101'N"1*'OR'<090'=.11015'
,-$-72091'.9'7.99"8*'.Z72$;15'<2*#'*#0'901*'*$9?0*2-?'80.8;0';.<09'&.<-'*#0'
;.??2-?'7#$2-5'1"7#'$1'7#$2-1$<'.809$*.91'$-&'*9"7U'&92:091A'

3P' 3B'
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!  C66P年に大統領令により、3Sの政府機関が連携して森林
犯罪に立ち向かうことが示されたにもかかわらず、実施官
庁間の協力の欠如により、違法伐採に対する有効な活動
も妨げられた。

'I[07*2:0'$7*2.-'$?$2-1*'2;;0?$;';.??2-?'21'$;1.'#2-&090&'=)'$';$7U'.D'7..809$*2.-'
=0*<00-'&2[090-*'0-D.970%0-*'$?0-72015'&0182*0'$'X9012&0-*2$;'/-1*9"7*2.-'
211"0&'2-'C66P'7.%80;;2-?'3S'108$9$*0'?.:09-%0-*'$?0-7201'*.'<.9U'*.?0*#09'*.'
7.%=$*'D.901*'792%01A'

! 過去P年間で違法伐採への取り組みに顕著な進展が見ら
れたが、主犯格に対する執行行為は行き詰まっている。
インドネシアの貴重な森林への脅威は消えていない。
'J0182*0'12?-2,7$-*'89.?9011'=02-?'%$&0'$?$2-1*'2;;0?$;';.??2-?'2-'*#0'8$1*',:0'
)0$915'0-D.970%0-*'$7*2.-'$?$2-1*'*#0'%$2-'8;$)091'#$1'1*$;;0&A'F#0'*#90$*'*.'
/-&.-012$E1'89072."1'D.901*1'90%$2-1A'

34'

*
*
!  C636年O月、インドネシア大統領は違法伐採に対する努力をす
るよう呼びかけた：「違法伐採との闘いを緩和してはならない、
ということを皆に思い出してほしい。警察、軍隊、法執行機関、
知事、区長や市長は皆ただちに現場へ戻り、違法伐採との闘
いを真剣に継続するべきだ。」

'/-'+892;'C636'*#0'89012&0-*'.D'/-&.-012$'7$;;0&'D.9'?90$*09'0[.9*1'$?$2-1*'2;;0?$;'
;.??2-?5'1*$*2-?\']/'<21#'*.'90%2-&'0:09)=.&)'*#$*'*#0',?#*'$?$2-1*'2;;0?$;'
;.??2-?'%"1*'-.*'0$10A'F#0'8.;2705'%2;2*$9)5';$<'0-D.970915'?.:09-.915'&21*927*'
#0$&1'$-&'%$).91'%"1*'$;;'2%%0&2$*0;)'?.'=$7U'2-*.'*#0',0;&'$-&'1092."1;)'
7.-*2-"0'*#0',?#*'$?$2-1*'2;;0?$;';.??2-?A^'

! 違法伐採における司法制度の運用能力欠如に関心が集まっ
た。また、違法伐採の事件における疑わしい判決について調
査するため、C636年初めに、司法犯罪組織撲滅政府特別委員
会の設立を命じた。

'J90<'$**0-*2.-'*.'*#0'8..9'809D.9%$-70'.D'*#0'N"&272$;'1)1*0%'2-'&0$;2-?'<2*#'
2;;0?$;';.??2-?'7$101'$-&'.9&090&'*#0'?.:09-%0-*E1'F$1UD.970'D.9'*#0'
I9$&27$*2.-'.D'_"&272$;'!$,$5'10*'"8'2-'0$9;)'C6365'*.'0L$%2-0'1"18272."1'
:09&27*1'2-'2;;0?$;';.??2-?'7$101A'

3S'

3R'

インドネシアによる努力、何が変わったのか
56$*$7/%2*#/"$*8'*9"#/"$.(,*,"#*:6,2*6,.*;6,")$#**
!  C663年S月、インドネシアはラミンの伐採を禁止し、ラミン木材を割当量ゼ
ロとしてワシントン条約の別表Ⅲに設定することで、インドネシアのラミン
の国際取引を効果的に禁止した。

'/-'+"?"1*'C663'/-&.-012$'=$--0&'*#0'7"**2-?'.D'9$%2-'*9001'$-&'8;$70&'*#0'*2%=09'
1807201'.-'+880-&2L'///'.D'*#0'`.-:0-*2.-'.-'/-*09-$*2.-$;'F9$&0'2-'I-&$-?090&'
H807201'<2*#'$'a09.'M".*$5'0[07*2:0;)'=$--2-?'2-*09-$*2.-$;'*9$&0'2-'/-&.-012$-'9$%2-A''

!  C663年36月、インドネシアは丸太の輸出を禁止し、船舶によるインドネシア
領海外への丸太輸送の取締を促進した。

'/-'K7*.=09'C663'/-&.-012$'=$--0&'*#0'0L8.9*'.D';.?15'D$72;2*$*2-?'$7*2.-'$?$2-1*':0110;1'
*9$-18.9*2-?';.?1'."*12&0'/-&.-012$-'<$*091A''

!  インドネシアは年間の伐採許容量を縮小した。
C666年：約C千万%G　→　C66G年：BP6万%G
'/-&.-012$'#$1'90&"70&'*#0'$--"$;'$;;.<$=;0'7"*5'D9.%'$9."-&'C6'%2;;2.-'7"=27'%0*901'2-'
C666'*.'N"1*'BAP'%2;;2.-'7"=27'%0*901'2-'C66GA''

!  林業省は海軍および警察の共同軍事行動を正式なものとし、結果
として、数々の船舶、トラック、伐採道具の押収に結びついた。

'F#0'!2-21*9)'.D'b.901*9)'#$1'D.9%$;210&'N.2-*'0-D.970%0-*'.809$*2.-1'<2*#'
=.*#'*#0'-$:)'$-&'8.;2705'901";*2-?'2-'*#0'102a"90'.D'$'-"%=09'.D'1#2815'*9"7U1'
$-&';.??2-?'0M"28%0-*A'

C6'
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C3'

!  林業省は大きい製材所・工場の抜き打ち検査プログラムを始めた。
今まで、Sつの全ての工場で違法木材が発見された。
'F#0'!2-21*9)'.D'b.901*9)'#$1'=0?"-'$'89.?9$%%0'.D'9$-&.%'2-1807*2.-'.D';$9?0'
1$<%2;;1'$-&'D$7*.9201A'F.'&$*0'$;;'02?#*'D$7*.9201'2-1807*0&'#$:0'=00-'&217.:090&'
"12-?'2;;0?$;';.?1A''

!  インドネシア政府は違法伐採との闘いにおいて国際支援を得るた
め、イギリス、中国、日本を含む他国との協定に署名した。'
'F#0'/-&.-012$-'?.:09-%0-*'#$1'12?-0&'$'-"%=09'.D'$?900%0-*1'<2*#'.*#09'
7."-*9201'*.'0-;21*'2-*09-$*2.-$;'1"88.9*'2-'*#0',?#*'$?$2-1*'2;;0?$;';.??2-?5'
2-7;"&2-?'*#0'c-2*0&'d2-?&.%5'`#2-$'$-&'_$8$-A''

!  C66C年、インドネシア政府はインドネシア領海内で海外船舶が木
材を運ぶことを禁止し、全ての木材輸送業者を登録するよう要求し
た。
'/-'C66C'*#0'/-&.-012$-'?.:09-%0-*'=$--0&'D.902?-':0110;1'D9.%'7$99)2-?'*2%=09'
<2*#2-'/-&.-012$-'<$*091'$-&'%$&0'2*'$'90M"290%0-*'D.9'$;;'*2%=09'0L8.9*091'*.'=0'
90?21*090&A'

CC'

CG'

!  C66P年C月、I/+eF0;$8$UがF#0'f$1*'b9.-*209を公表し
た。これは毎月どのようにしてパプアから約G6万%Gのメ
ルバウが中国に密輸入されているのか説明している。

'/-'b0=9"$9)'C66P'I/+eF0;$8$U'90;0$10&'F#0'f$1*'b9.-*209'908.9*5'1#.<2-?'#.<'
$889.L2%$*0;)'G665666'7"=27'%0*901'.D'%09=$"';.?1'<090'=02-?'1%"??;0&'."*'
.D'X$8"$'0:09)'%.-*#5'=."-&'D.9'`#2-$A'

!  C66P年O月、オペラシ・フータン・レスタリⅡ（Kgf//）の元、
特別捜査班として3P66人以上の監視職員がパプアに派
遣され、違法なメルバウの流出が食い止められた。

'+892;'C66P'$'*$1U'D.970'.D'%.90'*#$-'35P66'0-D.970%0-*'8091.--0;'<$1'
&218$*7#0&'*.'X$8"$'"-&09'K809$*2.-'g"*$-'f01*$92'//'TKgf'//V5'$-&'*#0'h.<'
.D'2;;272*'%09=$"'<$1'1*0%%0&A'

CO'
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CP'

!  C66P年P月の事業の終わりには、O6万%Gの木材が押収され、
船舶、はしけ、木材運搬車が押収された。結果、国際的な木
材取引に影響が見られた。メルバウの価格が上海市場でC倍。
警察により、容疑者3SB名が特定された。
'Y)'*#0'0-&'.D'*#0'.809$*2.-'2-'!$)'C66P'.:09'O665666'7"=27'%0*901'.D'*2%=09'#$&'
=00-'102a0&5'$-&'1#2815'=$9?01'$-&';.??2-?':0#27;01'2%8."-&0&A'F#0'0[07*1'<090'
1..-'D0;*'2-'*#0'?;.=$;'*2%=09'*9$&05'<2*#'892701'D.9'%09=$"';.?1'&."=;2-?'2-'*#0'
H#$-?#$2'%$9U0*A'/-'*.*$;'3SB'1"1807*1'<090'2&0-*2,0&'=)'*#0'8.;270A'

! 断固たる行動は、インドネシアの違法伐採への取り組みにお
ける転換点となった。以後、ひどかった違法伐採率は下がり、
違法木材の国外への密輸出は減少した。
'F#21'&07212:0'$7*2.-'%$9U0&'$'*"9-2-?'8.2-*'2-'/-&.-012$E1'1*9"??;0'$?$2-1*'2;;0?$;'
;.??2-?A'H2-70'*#0-'*#0'7."-*9)E1'$88$;;2-?'2;;0?$;';.??2-?'9$*0'#$1'D$;;0-'$-&'*#0'
h.<'.D'2;;0?$;'*2%=09'1%"??;0&'."*'.D'*#0'7."-*9)'#$1'&07;2-0&A''

CB'

国際パートナーシップの前進
!"-%,"(@$"(4*E(,-"%,&B'F*E,$5,%&&*

! 施行の改善とともに、政策レベルでインドネシア政府が
活発的となった。木材の合法性検証システムが定められ、
森林法の施行・ガバナンス・貿易に関する行動計画
（bfIWF）を通して、 Icと合法木材貿易の二国間協定を
結ぶ交渉を続けている。

'+1'<0;;'$1'2%89.:2-?'0-D.970%0-*5'*#0'/-&.-012$-'?.:09-%0-*'#$1'$;1.'=00-'
$7*2:0'$*'*#0'8.;27)';0:0;i'2*'#$1'%$-&$*0&'$'-0<'*2%=09';0?$;2*)':092,7$*2.-'
1)1*0%'$-&'#$1'=00-'-0?.*2$*2-?'$';0?$;'*2%=09'*9$&0'$?900%0-*'<2*#'*#0'
I"9.80$-'c-2.-'*#9."?#'b.901*'f$<'I-D.970%0-*5'W.:09-$-70'$-&'F9$&0'
TbfIWFVA'

C4' CS'
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! インドネシアは違法伐採との闘いにおいて国際支援を積極的
に確立してきた。インドネシアの木材は合法だと立証されたも
のだけがIc市場に出回るという自主的な取り組みを越え、
Icとの交渉も最終段階にある。
'/-&.-012$'=00-'$7*2:0;)'="2;&2-?'1"88.9*'$*'*#0'2-*09-$*2.-$;';0:0;'D.9'$7*2.-1'
$?$2-1*'2;;0?$;';.??2-?A'/*'21'2-'*#0',-$;'1*$?01'.D'-0?.*2$*2.-1'<2*#'*#0'I"9.80$-'
c-2.-'.:09'$'j.;"-*$9)'<#27#'.-;)'/-&.-012$-'<..&':092,0&'$1';0?$;'<2;;'=0'
$;;.<0&'*.'0-*09'*#0'Ic'%$9U0*8;$70A''

!  jX+の重要な要素は木材の合法性保証システムである。
C66R年に林業省が?.4)"'*@",.AB+4.*C"/+$.)+4*D+16'（Hjfd）と
呼ばれるシステムを設立し、法制化した。規則はまだ実行に
移されていない。
'+'U0)'0;0%0-*'.D'$'jX+'21'$'*2%=09';0?$;2*)'$11"9$-70'1)1*0%5'$-&'2-'C66R'*#0'
!2-21*9)'.D'b.901*9)'211"0&'$'90?";$*2.-'01*$=;21#2-?'1"7#'$'%07#$-21%'7$;;0&'
?.4)"'*@",.AB+4.*C"/+$.)+4*D+16'THjfdVA'F#0'90?";$*2.-'#$1')0*'*.'=0'D";;)'
2%8;0%0-*0&A''

CR'

!  C664年、インドネシア政府は、林産物の不正取引に対す
る取り組みへの国際協力を促進している国連犯罪防止
刑事司法委員会の決議に遅れをとっていた。

'/-'C664'*#0'/-&.-012$-'?.:09-%0-*'<$1'=0#2-&'$'901.;"*2.-'$*'*#0'c-2*0&'
k$*2.-1'`.%%2112.-'.-'`92%0'X90:0-*2.-'$-&'`92%2-$;'_"1*270'89.%.*2-?'
2-*09-$*2.-$;'7..809$*2.-'*.'*$7U;0'*9$Z7U2-?'.D'D.901*'89.&"7*1A''

'
! 国際コミュニティは盗難木材の貿易阻止へと動いており、
発展途上国にかかるコストが年間3P6億ドルと推定され
た。C66S年、cHはレイシー法を改正し、違法木材の輸入
や貿易を違法行為とした。一方、C636年B月に、Icは違
法木材の輸入を禁止する新しい規制に同意した。

'F#0'2-*09-$*2.-$;'7.%%"-2*)'#$1'$;1.'%.:0&'*.'7"9='*9$&0'2-'1*.;0-'*2%=095'
01*2%$*0&'*.'7.1*'&0:0;.82-?'7."-*9201'l3P'=2;;2.-'$')0$9A'/-'C66S'*#0'cH'
$%0-&0&'2*1'f$70)'+7*5'%$U2-?'2*'$-'.[0-70'*.'2%8.9*'.9'*9$&0'2;;0?$;;)>
;.??0&'*2%=095'<#2;0'2-'_"-0'C636'*#0'Ic'$?900&'$'-0<'*2%=09'90?";$*2.-'
89.#2=2*2-?'2%8.9*1'.D'1*.;0-'<..&A'

G6'

大幅な改善
:'5"'G7("-*!CF,$0%C%"-*

!  C66R年までに、インドネシアの違法伐採はO6％に半減
すると推定された。I/+eF0;$8$Uの現地調査によると、中
国およびマレーシアに到達したインドネシアの違法木材
量は大きく減少した。中国やマレーシアの貿易業者はイ
ンドネシアの取り締まり強化を嘆いている。

'Y)'C66R'*#0'9$*0'.D'2;;0?$;';.??2-?'2-'/-&.-012$'<$1'01*2%$*0&'*.'#$:0'#$;:0&'
*.'O6'809'70-*A'I/+eF0;$8$U',0;&'2-:01*2?$*2.-1'D."-&'$'12?-2,7$-*'&07;2-0'2-'
*#0':.;"%01'.D'2;;272*'/-&.-012$-'*2%=09'90$7#2-?'`#2-$'$-&'!$;$)12$5'<2*#'
*9$&091'2-'*#.10'7."-*201'=0%.$-2-?'*#0'2%89.:0&'0-D.970%0-*'2-'/-&.-012$A''

! 政府の断固たる行動のまた、違法伐採の事業主がより
リスクの小さい事業へと転換することを促進した。

'F#0',9%'$7*2.-'=)'*#0'?.:09-%0-*'$;1.'89.%8*0&'1.%0'2;;0?$;';.??2-?'=.1101'
*.'%.:0'2-*.'.*#09';011'921U)'0-*09892101A'

G3' GC'
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HI??インドネシア
HI??*!"#$"%&'(*

!  C636年に、インドネシアとノルウェーは途上国における森
林減少と森林劣化による温室効果ガス排出削減につい
て3億ドルの協定に署名した。同意書に基づき、インドネ
シアは、違法伐採への取り組みに特別ユニットを設置す
る。

'/-'C636'/-&.-012$'$-&'k.9<$)'12?-0&'$'.-0'=2;;2.-'&.;;$9'7..809$*2.-'
$?900%0-*'.-'90&"72-?'?900-#."10'?$1'0%2112.-1'D9.%'&0D.901*$*2.-'$-&'
D.901*'&0?9$&$*2.-A'c-&09'*#0'$?900%0-*'/-&.-012$'<2;;'10*'"8'$'18072$;'"-2*'
*.'*$7U;0'2;;0?$;';.??2-?A'

GG' GO'

%>)$)$*$,$-*.m*0;$8$UA.9?'
)$,$-*.m9$907.-109:$*2.-A.9?'

'

GP'
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オランウータンの故郷‐熱帯林 ～カリマンタンの事例～ 
Tropical Forest-Home of Orangutan  

A Case Study from Kalimantan  

 

Tokyo. October 22, 2010 

E.G. Togu Manurung, Ph.D. 
CEO and Chairman  of  the Borneo Orangutan Survival Foundation 
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展望 
Vision 

Borneo Orangutan Survival Foundation 
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“ 

” 

ボルネオオランウータンの
生息地における　　　地域
社会参加型の保全の実現　

The realization of Bornean 

orangutan conservation in its 

habitat with the community’s 

participation 
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目標 MISSION 
Borneo 
Orangutan 
Survival 
Foundation 

•  ボルネオオランウータンの野生への再導入過程を迅速化　
　　 To accelerate the process of releasing Bornean orangutan from ex-situ to in-

situ locations as its habitat; 

•  ボルネオオランウータンおよび生息地の保護の促進　
　　 To accelerate the protection of Bornean orangutan and its habitat; 

•  オランウータンの生息地周辺の地域社会の地位向上　
　　 To improve local community empowerment around the orangutan’s habitat; 

•  オランウータン・生息地の保護に係る研究と教育活動の支援　
　　　   To support the research and education activities on orangutan conservation 

and its habitat; 

•  オランウータン保全に関わるステークホルダーの参加と関係性の
強化、パートナーシップの構築　

　　　　To strengthen the participation of and between multi stakeholders involved 
in orangutan conservation and to initiate the formation of partnership 
between them; 

•  組織の能力強化 To increase the capacity of institution . 
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Borneo Orangutan Survival Foundation 
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BOS ファウンデーション　プログラムBOS 
Foundation Programs 

中部カリマンタン地域プログラム　
Program Regional Central Kalimantan: 
• ニャル・メンテンにおける中部カリマンタンオランウータン再導入プ
ログラム　Central Kalimantan Orangutan Reintroduction 
Program at Nyaru Menteng 

• マワス保全プログラム　Mawas Conservation Program 

東カリマンタン地域プログラム　
Program Regional East Kalimantan: 
• サンボジャ・レスタリにおける東カリマンタンオランウータン再
導入プログラム East Kalimantan Orangutan 
Reintroducion Program at Samboja Lestari 

• サンボジャ・レスタリ土地修復プログラム Samboja Lestari 
Land Rehabilitation Program 

• サンボジャ・レスタリ・ロッジ Samboja Lestari Lodge 
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保護地域内で実施 
Located within 

conservation area 

医療システムや
医療施設の不在 

No medical 
system and 

facilities 

人間との接触に
対する規制無 

No restriction from 
human contact  

同地域に既に 
再導入された 
オランウータン 
Ex-rehabilitated 

orangutan released 
in same area 

オランウータン保護の歴史!
"#$%&'(!&)!*+,!-'./01%./!2,+.3#4#%.5&/! 
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問題点 6+.44,/0,$  

• 青年期のオランウータ
ンの増加 
High number of 
sub-adult 
orangutans  

• 肝炎 Hepatitis 
• 結核 TB-Active 
• 結核既往 Ex-TB 

• 森林火災  
Forest fires 

• 干ばつ (ｴﾙﾆﾆｰﾆｮ､ﾗﾆｰﾆｬ) 
Drought (El-Nino/
La-Nina effect)  

• 採鉱 Mining 
• 伐採 Logging 
• パームヤシのプラン
テーション 
Palm oil 
plantation 

生息地の損失
Habitat 

Destruction 

自然災害
Natural 
Hazard 

年齢頭数割合
Age Ratio 

感染症
Infectious 

Disease 

オランウー
タンの違法
取引!

Illegal 
trading of 
orangutan 
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300頭以上のオランウータンを救助 
Rescue (trans-location) > 300+ 

orangutans  
1997/1998年の2年で 
400頭のオランウータンを 
センターで受け入れ 
400 orangutans were received 
at the centre during 1997/1998 

東カリマンタン林の火災（7889:788;年）<.$%!
=.4#>./%./?&',$%!?#',$!7889:788;!
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東カリマンタンのオランウータン再導入プログラム!
（サンボジャ・レスタリ）!

!!!!!!!!<.$%!=.4#>./%./!-'./01%./!2,#/%'&@1A5&/!B'&0'.> .%!C.>3&D.!
E,$%.'#!!!!!!!!!!オランウータン：FFG頭!

!!H1>3,'!&)!-'./01%./I!FFG  
メス

?,>.4,
J8K!

オス
L.4,!
M7K!

乳児
Infant 
13% 

幼児
Juvenile

17% 

未成年
Adolescent

34% 

青年
Sub-adult

16% 

成人
Adult
20% 

健康
Healthy

68% 
結核
TB 

Active 
2% 

結核
既往

Ex-TB
20% 

肝炎Hep
10% 
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Facilities オランウータン診療所!
*+,!-'./01%./!64#/#A 
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共同生活用（社会化）ケージ!
*+,!C&A#.4#N.5&/!6.0, 
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オランウータン島!
*+,!-'./01%./!O$4./@ 
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森の学校 *+,!?&',$%!CA+&&4!
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Borneo Orangutan Survival Foundation 
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課題 Current Issues 
オランウータンの再導入に適した地域が必要 

Suitable Area for Orangutan Release Site Needed 

Sungai Wain 
92-97, 82 OU 

HL Gunung Beratus 
97-02, 300+ OU 

再導入なしで9年経過！ 
Nine Years without Release!! 
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教育プログラム <P%,/$#&/!B'&0'.>I!
<@1A.5&/!

インフォメーションセンター!
Information Center 

出前講義／（自然）保護授業 
Visit School/ Conservation Classes 

（住民の）意識向上キャンペーン!
Public Awareness Campaign 
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中央カリマンタンのオランウータン 
　　　　　　　再導入プログラム（ニャル・メンテン）  
6,/%,'!=.4#>./%./!-'./01%./!2,#/%'&@1A#&/!B'&0'.>!.%!H(.'1!L,/%,/0!

ニャル・メンテンは、世界最大の霊長類保護センターである。1999年のセ
ンター設立から、1,000頭以上のオランウータンを保護している。 
Nyaru Menteng is the largest primate rescue center in the world. We have rescued 
over 1,000 orangutans since the Center was founded in 1999. 

2010年10月時点、センターで
は、赤ちゃん小屋、社会化ケー
ジ、森の学校、再導入（試行）
島において、乳児から成熟した
大人まであらゆる年齢層の612
頭のオランウータンを保護して
いる。 
We are currently caring for 612 (as 
of Oct 2010) orangutans of all ages 
from infants to mature adults; in 
the baby house, socialisation cages, 
forest school and pre-release 
islands. 
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移住させられた 
　　　オランウータンの数 
Number of  Orangutans translocated: 

36  : April 2007 

25  : June 2008 

46  : August 2009 

中央カリマンタンのムルン・ラヤ地域内
のオランウータン移転地!
Location for Translocated Orangutans 
In Murung Raya District 
Central Kalimantan  
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•  189頭のオランウータンが現在野生復帰可能 
189 orangutans are ready to return to the wild today. 
 

•  2012年の完全野生復帰を目指し、177頭が再導入（試行）島への移動
可能 
A further 177 are ready to move to the pre-release islands now, for full 
release in 2012. 
 

•  今後5年で500頭以上のオランウータンの再導入を計画 
We hope to release over 500 orangutans over the next five years. 

現状 61'',/%!C%.%1$!

BOSFは2005年からオランウータンの移転を進めている。 
BOSF has been translocating orangutans since 2005.   
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センターの施設と周辺設備 
Center Facilities and Logistic Preparation  

BOSFは、医者、技術者、ベビーシッター、警備、支援・管理スタッフからなる195人
でセンターを運営している。センターの様々な業務は以下の通り； 
BOSF is running the center with 195 staffs, which consist of medics, technicians, babysitters, security, 
supporting and administration. The centre has several areas of work; 

1.   ニャル・メンテン診療所：医療及び管理センター。事務所、解剖・Ｘ線設備、診療施
設、果物倉庫、隔離設備、情報センター、59ケージ（オランウータン282頭） 
The Clinic Arboretum Nyaru Menteng: the center of medical treatments and administration. It has; 
office, autopsy and X-Ray facilities, clinic centre, fruit storage, isolation, Information centre and 59 
cages (282 orangutans). 

2.   ニャル・メンテンⅡ：診療所と115ケージ（174頭のオランウータン） 
The Nyaru Menteng II: clinic and 115 cages (174 Orangutans). 

3.   新生児施設：赤ちゃん18頭 Nursery: 18 babies. 

4.   島：138（ｶｼﾞｬ 50、ﾊﾞﾝｶﾞﾏｯﾄ 25、ﾊﾟﾗｽⅠ 25、ﾊﾟﾗｽⅡ 26、ﾊﾝﾊﾟﾊﾟｯｸ12） 
Islands: 138, (Kaja; 50, Bangamat; 25 , Palas I; 25 , Palas II; 26, Hampapak; 12). 

5.   ツィリク／リウト空港の売店：情報提供と商品販売  
Stand at Tjilik Riwut Airport: information and merchandises. 

6.   プルク・カフ（ムルン・ラヤ地域の中心）の現場事務所 
Field office at Puruk Cahu/Capital Murung Raya District. 

7.   ムアラ・ジョロイ村（セリブ・リアム地域）の現場事務所 
Field office at Muara Joloi Village, Seribu Riam Sub-district. 
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オランウータンの再導入 Orangutan Release 

オランウータンの再導入前に、健康管理、移動、時機、オランウータンの行動と
生態、再導入後のモニタリングに関する完全な手順・手続きが定められる。 
Prior to orangutan reintroduction we will develop a full protocol, dealing with health management, 
transportation, timing, orangutan behaviour and ecology issues, and post-release monitoring. 
 

長期的な（再導入後の）オランウータン及び生態の観察を目的として、各サイト
には設備を完備した現代的な研究センターが建設される。 
At each site a fully-equipped, modern research center will be built; for the purposes of long-term orangutan 
and habitat monitoring. 
 

各研究センターは以下の設備・機能を有する At each research centre we will have: 

–  人材及び物資のヘリコプター輸送（週1） 
A weekly helicopter flight for transporting personnel and supplies 

–  モニタリング地間の移動用の高速モーターボート 
Speedboats for moving between monitoring stations 

–  病気あるいは怪我をしたオランウータンを治療する設備 
Veterinary facilities for treating any sick or injured orangutans 

–  VHF及び衛星を使った最先端の通信システム 
A state-of-the-art communications system, incorporating VHF and satellite 

–  モニタリングチームや研究者のための高度研究設備 
Facilities for high-quality research for the monitoring team and visiting scientists 

–  高コスト、高品質で影響の少ないエコツーリズムの可能性を評価 
Assess the potential for high-cost, high-quality, low-impact eco-tourism 
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再導入後のモニタリング及び配慮 
Post-release Monitoring and Care 

十分に訓練を受けた現地スタッフで構成されるオランウータンモニタリング・保護ユニット
（OMPU）が各（再導入）サイトに設置される予定。OMPUの役割は、オランウータンの
モニタリング、生息地の保護とパトロール、生息地の回復、（近隣）コミュニティとの連携
及び地元の森林利用者との情報交換である。 
An Orangutan Monitoring and Protection Unit (OMPU) will be established at each release site, made up of 
well-trained local staff. OMPU’s tasks will include orangutan monitoring; habitat protection and patrols; 
habitat restoration; community liaison and exchange of information with local forest users. 
 

オランウータンのモニタリングは、個体の場所を特定する無線追跡装置を用い、オランウー
タンに関する詳細データに基づく徒歩及び広範囲をカバーできるヘリコプターでの追跡に
よって行う。更にオランウータンの動きを観測するため、GPSの使用も検討する。 
Orangutan monitoring will use radio-tracking to locate individuals; tracking will be on foot with detailed data 
taken on the orangutans and by helicopter to cover large distances, and will also explore the use of GPS 
technology to monitor orangutan movements. 
 

これらは今まで行われてきたものよりも最大かつ最も徹底したオランウータンの再導入後モ
ニタリングである。既にオランウータンの再導入は実施されているものの、有効なモニタリ
ングデータはいまだ収集できていない。 
This will be the biggest and most intensive post-release monitoring of orangutans ever carried out. Although 
several previous projects have reintroduced orangutans, none have produced acceptable monitoring data 
with which success or otherwise can be determined. 
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Borneo Orangutan Survival Foundation 
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結論 Conclusion 
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Thank you……. 
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生物多様性～トラとオランウータンと私たち 

 
紙がトラを追い詰める～スマトラの事例から　　　 

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 
Rainforest Action Network  

http://ran.org 
http://rainforestheroes.com/tiki/ 1 

•  リアウ州は、かつて 
スマトラ島で最大のゾ
ウやトラの生息地域で
あった。

• 現在リアウ州では、そ
れらは、地域的な絶滅
の危機にある。

• 生息地を失ったゾウや
トラが村を荒らすという
問題も起きている。 

• オランウータンはスマ
トラ島南部では絶滅

スマトラ島中部のリアウ州

2 

• インドネシアは世界最
高の森林減少率（２％）。 

• リアウ州の減少率は、
年率11％（2005‐06）に
達する。これはブラジル
のアマゾン地域よりも
高い。

• リアウ州に残存する泥
炭地は森林減少によっ
て脅威にさらされている。

リアウ州での急速な森林減少・森林劣化

3 

スマトラトラ 
 (Critically Endangered)
! 現存するトラの中で最も小さな亜種 
!  全長：オス220～270cm、メス200～230cm 
!  体重：オス100～150kg、メス75～110kg 
!  頭胴長:150～180cm 尾長:70～90cm 

! 食性：肉食。シカやイノシシの大型草食獣からサ
ルやウサギ等の小獣、クジャク等の大型鳥類、更
に魚や昆虫等まで捕食する。泳ぎも得意。 

! 縄張り面積　メス：2000ha、オス：5000ha 
! リアウ州内の生息数　 約192頭（2008年時点） 

! 過去75年間で70％減少 4 
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トラの生態　from Wikipedia

! 妊娠期間は98-110日。1回に1-6頭の子
供を産む。メスのみで子供を育てる。 

! 授乳期間は3-6か月。子供は6-14日で眼
が開き、4-8週間で巣から出るようになる。 
　子供は生後18-24か月は母親の縄張り内
で生活し、徐々に独立する。 

! 生後3-5年で性成熟する。 
! 平均寿命は15年と推定。 
 

5 

トラの生存を脅かすもの

! 生息地の喪失←紙原料用の産業植林地、
アブラヤシ農地への転換 

! 森林火災の影響←泥炭湿地の開発など 

! 違法取引や密猟など←皮、漢方？ 
　　「2009年7月16日、スマトラでインドネシア執行当局が行っ
た強制捜査で33個のトラの皮片が押収され、1人が逮捕さ
れた。また8月16日、ジャカルタでトラの全身の皮2枚とその
他野生動物の部分が押収され、４人が逮捕されたとワー
ルド・コンサベーション・ソサエティ（WCS）が報じた。」
TRAFFIC

6 

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 2008） 

7 8 
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Forest Cover 1982 
　　泥炭林面積=3,238,642 ha 
非泥炭林面積 =3,181,857 ha 

1982年の森林被覆

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 
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1982年以降の泥炭林の消失　　-57% 
1982年以降の非泥炭林の消失-73% 

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

森林減少 1982-2007 

10 

2015  
1982年以降の泥炭林の消失  　-93% 
1982年以降の非泥炭林の消失 -92% 

森林減少 2007-2015 = 1,945,157 ha 

森林減少 2007-2015 
“Business as Usual” 
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天然林は、何に転換されたのか？ 1982-2007 

12 
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天然林は何に転換されるのか？ 2007-2015 

森林減少の84%は泥炭林で起こるだろう
13 

２大製紙会社：APP社とAPRIL社

! 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

! 植林地拡大による地域住民との土地紛争

! 合法性への疑義～深い泥炭層の泥炭地開発
14 

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。植林地造成25件のうちの20件が、泥炭地
で行われた。（EOF調査）。

15 

天然林　　　　→　皆伐し、　←紙生産　←コピ‐用紙生産
里山・居住地　　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
　　　　　　　　　　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。

→野生動物生息地喪失
　　　　　　　↓
　　　　希少種の絶滅へ
　　　　地域住民との衝突

16 
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25 

トラとの衝突

26 

27 

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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28 
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熱帯産コピー用紙と生息地喪失
! 日本のコピー用紙のインドネシアからの年
間輸入量は35万トン。 

! これを泥炭湿地での皆伐された産業植林
地面積に換算すると18000ha。これは、山
手線の内側（6000ha）の約３倍の面積で、
雌のトラ9頭分の生息面積となる。雄では、
3.5頭分の生息地となる。 

29 

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

! 中国を含めると、３
分の１程度

コピー用紙市場　２００９年

29%

4%

1%66%

インドネシア

中国

その他

国内出荷量

30 

コピー用紙市場の概要

! APP社：EXCELPROな
どの他に別ブランドで、
アスクルのスーパーマ
ルチエコノミー、コクヨの
生産委託商品や、ブラン
ド名無しなど多数 

! APRIL社：ペーパーワン
など

31 

APP社の地域別輸出状況
APP製品の地域別販売量（輸出のみ）

2005 2006  APP Environmen tal and Soc ial Sustain ability Report fo r

Indonesia

27%

18%

16%

9%

6%

中東・アフリカ

東南アジア

日本

中国

豪州

米州

西欧

その他

32 
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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

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、　　
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。」

!  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

33 

米国、EU、豪州等での動き（特にAPP関連）

! 2004.9 ホームデポ 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購
入停止

! 2008.2 ステープルズ 社会、環境問題で購入停止
! 2008.8 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
! 2009 ユニソース、フランクリンコビー、ユナイティッドステ
イショナリー、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、H&M、　　　　　　　　
カルチェ、VW、ダイムラー・ベンツなど。

34 

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）

35 

APP社等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）　
! キョクトウ・アソシエイツ 
! ネット通販やディスカウント・ストア等でブランドな
しでも販売 

! インドネシア製ノート：無印良品（APPかAPRIL不明）

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

36 
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紙を購入するときには… 

! 植林木100％、認証用紙には問題もあります。 

! 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

37 

 
 
 
 

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.id 
ジカラハリ（Forest Rescue Network Riau） 

WALHI(FOE Indonesia) 
WWFインドネシア、ＷＷＦジャパン 

http://wwf.or.jp 
熱帯林行動ネットワーク（JATAN） 

http://jatan.org

! 資料：WWFインドネシア、SCALE UP、JATANなど
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