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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  
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•  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	
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• 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	
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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。 
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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	
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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） 
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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 
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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	
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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	
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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）。	
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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	
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トラとの衝突	
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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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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。 
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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	

 中国を含めると、３
分の１程度	

コピー用紙市場　２００９年
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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	
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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
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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	
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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。	
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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）	
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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？	
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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	
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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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