
⼀次テスト
アジア・パルプ・アンド・ペーパーが「持続可能性ロードマップビジョ
ン2020」及び「森林保護⽅針」で述べた誓約の実施状況を、顧客やその
他のステークホルダーが評価するための確認事項（マイルストーン）

2013年9⽉
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 A P Pのロードマップ及び森林保護⽅針の背景 

アジア・パルプ・アンド・ペーパー（以下、APP）
は、インドネシアのスマトラ島、ボルネオ島インド
ネシア領のカリマンタンで、特に泥炭地において熱
帯林を⼤規模に皆伐してきたため、⻑年、批判の的
となってきた。皆伐された森には、スマトラトラな
どの絶滅危惧種にとって不可⽋な⽣息地だった熱帯
林も含まれる。こういった地域での⾃然林皆伐、植
林地造成と操業は、インドネシアの温室効果ガス排
出の主要因であり、さらには、数々の地域住⺠や先
住⺠コミュニティとの紛争をも引き起こしている。
2012年6⽉、APPは、「事業全体」で持続可能な操
業モデルを達成するためのガイドとして、持続可能
性ロードマップ – ビジョン2020 1を開始した。こ
のロードマップは、11の影響分野をカバーするも
ので、それぞれに補助的・具体的な⽬標が定めら
れている。2

2013年2⽉5⽇には、APPは、このロードマップの
追加⽅針として森林保護⽅針 3 を発表した。
ロードマップと森林保護⽅針は、APPが森林破壊か
ら脱却し、これまでの操業の影響に対処するための、
重要な、⾼いレベルの⽬標と誓約である。これらの
⽅針は、適切に定義され、実施されて初めて、APP
の重要なステップを⽰すことになる。
しかし、これまでにAPPが森林や泥炭地、コミュニ
ティに与えてきた影響という負の遺産に対処する
⾃らの誓約を実証するためには、APPの、追加の
誓約や⾏動が求められている。例えば、複数の
NGOは、操業地だけではなく、他の重要な森林、
泥炭地や野⽣⽣物の⽣息地も含む景観レベルの保全
活動を⽀援するプロセスに参加することをAPPに求
めている。また、NGOは、混交熱帯広葉樹材の⼯
場への受け⼊れを2014年1⽉をもって終了すること
も求めている。



3

 APPのロードマップと森林保護⽅針の実施

APPのロードマップと森林保護⽅針を、完全に実施
するには時間を要する。このため、エンバイロメン
タル・ペーパー・ネットワーク（以下、EPN）4 に
加盟する市⺠社会組織は、APPの顧客及びその他の
ステークホルダーが、APPの誓約が現場において確
実に遂⾏されているか否かを測る際の指針として、
実施状況を評価するための⽬標と確認事項（マイル
ストーン）リストを以下に策定した。
これらのマイルストーンは、APPの森林保護⽅針及
びロードマップの各誓約ごとに分類されており、12
ヶ⽉後の2014年9⽉までの期間を対象とする。1年
後には、1年⽬の進捗をふまえた追加のマイルスト
ーンのリストが策定される。5

最後に、市⺠社会組織がAPPの誓約の実施状況のモ
ニタリング及び報告を継続する⼀⽅で、本資料に概
説されているAPPの誓約並びに、その実施のマイル
ストーンを同社が遵守しているか否かを実証するた
めに、本資料が前提とするのは、APPとステークホ
ルダー6 双⽅が承諾する監査機関による独⽴した監
査をAPPが受け⼊れることである。
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APPの2013年2⽉5⽇の誓約は、下記の、実施にお
ける⽬標とマイルストーンを満たすべきである。

1. 保護価値が⾼く、かつ炭素蓄積量も⾼い
地域及び景観が維持され、さらにこれら
の価値が向上する
実施の確認事項：

1.1 「保護価値の⾼さ」、「炭素蓄積量の⾼さ」の
評価、泥炭地の専⾨家による調査の全てが完了
し、⼟地管理・回復の計画が策定されるまでは、
いかなる⼟地においても、伐採、⼟地開墾、泥
炭地における排⽔路などのインフラ整備開発を
実施しない（下記の2及び7参照）。

1.2 HCVリソースネットワークとHCVインドネシア版
ツールキットの両ガイドラインに基づく保護価値
の⾼さ評価が完了し、査読者による勧告が⼗分に
取り⼊れられ	8、ステークホルダーの懸念が⼗分に
対処され、最終調査報告及び地図が公表される。

1.3 炭素蓄積量の⾼さ（HCS）調査の⼿法がステーク
ホルダーの合意を得る。森林と⾮森林を区分する
閾値が正確に適⽤される。調査完了後、査読者に
よる勧告が⼗分に取り⼊れられ、ステークホルダー
の懸念が⼗分に対処され、最終調査報告及び地図
が公表される。

1.4 ステークホルダーによるレビューを受け、レビュー
によって指摘された懸念に対処するための⼿法
を組み込んで策定された⼟地管理計画及び作業
⼿順は、以下の事項を⼗分に反映するものである:

• 保護価値と炭素蓄積量の⾼さ評価の結果；
• 景観レベルの保全・回復評価による勧告（下記、7

参照）；
• ステークホルダーが承諾する泥炭地の専⾨家グル

ープによる勧告（下記、2参照）;

• 社会紛争マップの結果（下記、3参照）。
1.5 管理計画及び作業⼿順がAPPとその原料供給企業

によって採⽤、実施され、保護されるべき価値
が維持・向上される。

森林保護⽅針誓約1：「APP及びその原料供給
企業は、独⽴した、保護価値の⾼い森林評価、
及び炭素蓄積量の⾼さの評価で特定される、森
林に覆われていない地域においてのみ、開発
活動を⾏います。」
⽬的： この⽅針の誓約は、保護価値が⾼く、
かつ炭素蓄積量も⾼い地域を維持し、さらに、
これらの価値を向上させることを⽬的とする
と同時に、2013年2⽉1⽇の最終期限以後に伐
採された⾃然林原料がAPPの⼯場で使⽤されな
いことを確実にすることを⽬的とする。

A .  森林保護⽅針で述べられた誓約の実施における⽬標と確認事項（マイルストーン） 7
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2. 泥炭地が保護され、⼆酸化炭素排出が最
⼩限に抑えられる
実施の確認事項：

2.1 保護もしくは回復されるべき、あるいは、管理も
しくは開発され得る地域の特定と勧告等を⾏う泥
炭地の専⾨家ワーキンググループが、ステークホ
ルダーが承諾するメンバー、付託条項、調査基準
によって招集される。 9

2.2 泥炭地の最終評価報告書と地図が公表される。
2.3 専⾨家ワーキンググループの勧告がAPPおよび⽊

材供給企業のコンセッション（管理許可地）の管
理・回復計画と作業⼿順に反映され、実施される
（上記1及び下記7参照）。10

2.4 ⼟地利⽤及び⼟地利⽤変化、及び泥炭地からの排
出を含めたライフサイクル全体の分析に基づく温
室効果ガス排出の包括的な年次公開報告を⾏うこ
とを、ステークホルダーと合意し、ステークホル
ダーも承諾する専⾨家チームの参加のもとで開始す
る。

森林保護⽅針誓約2：「APPは、インドネシア
政府の低炭素排出開発⽬標と温室効果ガスの
排出削減⽬標を⽀持します。これらは、保護
価値が⾼く、さらに炭素蓄積量が⾼い森林を
保全するという誓約の⼀環として、森林に覆
われた泥炭地を保護することによって達成され
ます。」
⽬的：  この⽅針の誓約は、泥炭地を保護し、
泥炭地でのあらゆる植林地造成に由来する⼆
酸化炭素排出を最⼩限にすることを⽬的と
する	。

3. 社会的紛争や⼟地紛争が解決され、影響
を受ける地域住⺠の⼗分な情報に基づく
⾃由意思による事前の同意（FPIC）の権
利が尊重される
実施の確認事項：

3.1 FPIC尊重と、参加型の社会的・⼟地紛争マッピン
グと紛争解決に関する標準的な実施要領（SOP）に
ステークホールダーと合意する。

3.2 紛争マッピングの結果はステークホールダーと共
有され、紛争解決計画が策定され、ステークホー
ルダーからの合意を受けて、管理計画に組み込ま
れる。

3.3 リアウ州（Datuk Rajo Malayu）、ジャンビ州
（Senyerang）、南スマトラ州（Riding）の3カ所で
継続中の紛争が解決され、その最終合意が影響
を受けている住⺠の満⾜に⾄るよう実施される。

3.4 紛争解決の更なる重点地域がステークホルダーに
よって合意され、⻄カリマンタン、東カリマンタ
ン、リアウ、ジャンビ、南スマトラにおいて開始さ
れる

3.5 南スマトラ州	OKIにAPPが提案している新しい⼯
場、港や関連道路・⽔路によって影響を受ける
地域住⺠は、FPICを与えるか、留保するかの権
利を⾏使し、APPとサプライヤーはその結果に従
う。11

森林保護⽅針誓約3：「APPは、以下の原則を
実施します：先住⺠族や地域住⺠の⼗分な情
報に基づく⾃由意思による事前の同意（FPIC）
、苦情への責任ある対応、紛争の責任ある解
決、地域レベル、全国レベル、国際レベルの
ステークホルダーとのオープンかつ建設的な対
話、コミュニティ開発プログラムの強化、⼈
権尊重、労働者の権利の認識と尊重、関連する
全法令と国際的に認められた認証の原則と基
準の遵守。」
⽬的： この⽅針の誓約は、FPICの権利を尊重
し、社会的紛争や⼟地紛争を解決することを⽬
的とする。

A. 	森林保護⽅針で述べられた誓約の実施における⽬標と確認事項（マイルストーン）7（続き）
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4. APPの原料供給企業と新規⼟地取得の全
てが森林保護⽅針を遵守する
実施の確認事項：

4.1 APPは、2013年2⽉1⽇以降は森林減少に関与しな
いという⾃らの誓約を、今後全ての新規⼟地取得
や第三者原料供給者にも適⽤させるという取得⽅
針を発表する。

4.2 取得⽅針は以下の基準を含む：
• コンセッション内のいかなる場所でも、2013年2
⽉1⽇以降は保護価値や炭素蓄積量が⾼い森林及
び・または全ての深さの泥炭地の開墾、劣化や排
⽔が⾏われていないこと。

• コンセッションでの植林地造成は、保護価値や炭
素蓄積量が⾼い地域、または泥炭地では⾏わない
こと。

• 影響を受ける地域住⺠が、その地域の全ての提案
された商業的活動、あるいは保全活動に対して、⼗
分な情報に基づく⾃由意思による事前の同意を与
えていること。

森林保護⽅針誓約4：「APPは世界中から原料
を得ており、その原料調達が責任ある森林管理
を⽀援することを確保する措置を策定してい
ます。」
⽬的： 森林保護⽅針は、「APPとインドネシア
の全ての原料供給企業」、「中国を含めたAPP
の他国の⼯場で利⽤される全てのインドネシア
産原料」と「全ての将来の事業拡⼤」に適⽤さ
れる。よって、現⾏と将来の原料供給企業は、
森林減少ゼロと森林保護⽅針の他の誓約を遵守
する必要がある。

A. 	森林保護⽅針で述べられた誓約の実施における⽬標と確認事項（マイルストーン）7（続き）



7

B .  A P Pの持続可能性ロードマップビジョン2 0 2 0の誓約の実施における⽬標と確認事項
（マイルストーン）12

「2012年6⽉、APPは『事業全体』で持続可能
な操業モデルを達成するための包括的ガイドと
して持続可能性ロードマップ  ビジョン2020を
開始しました。これは、11の影響分野をカバー
するもので、それぞれに、複数の補助的・具体的
な⽬標があります。」
APPのロードマップの⽅針の誓約は、詳細部分や
対象範囲が⾮常に限定されている。同社は、この
ようなレベルにある誓約を、特に以下の２つの重
要な影響分野に関連して、包括的な⽅針の誓約と
⼿順へと発展させるべきである。本資料は、この
問題に対処するため、どこに不⾜部分があり、そ
の解決のためにはどのような適切な実施⽬標とマ
イルストーンが必要なのかといった詳細部分を明
確にしようとするものである。

2 0 2 0ロードマップ・影響分野：原料調達

本資料の著者らは、APPがこの期⽇を2014年1⽉
1⽇に前倒しできると確信する。

5 .  紙パルプ⽣産⽤の熱帯広葉樹混合材
(MTH)/天然林材の受け⼊れは2014年1
⽉1⽇までに終了する
実施の確認事項：

5.1 インドネシアまたはそれ以外の熱帯地域で伐採さ
れる⽊材に関して、2014年1⽉1⽇以降は全ての⾃
社⼯場において100%植林⽊のみを受け⼊れるとい
う決定を確認する声明を、APPが公表する。これ
は、全てのAPPまたはシナルマス・グループの関
連⼯場が、2014年1⽉1⽇までに熱帯広葉樹混合
材や⾃然林材の受け⼊れを終了することを意味
する。

5.2 ステークホルダーはワーキング・グループを結成
し、植林地造成のために開墾する保護価値や炭
素蓄積量が低い⼟地で伐採されるMTHを、APPが
責任ある形で利⽤する⼿法を採⽤するようサポー
トする。

5.3 この実施状況は、相互に合意された第三者によっ
て監査される。また、その検証のため、全ての⼯場
への原料供給をステークホルダーが独⾃にモニター
したい場合、必要なアクセスが提供される。

2020までのAPP⽅針の誓約：「⽅針の誓約：
「パルプ⽣産は100%植林材で⾏います。」
⽬的：この⽅針は、2020年までにパルプ⼯場
には植林材のみを供給する（つまり、パルプ⼯
場は熱帯広葉樹混合材を供給しない）ことを確
保することを⽬的とする。
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合法性の独⽴した検証は、APPのロードマップや
森林保護⽅針の誓約が完全に実施されていること
を証明するために必要な保証を与えるものでは
ない。このため、本資料の著者であるNGOは、
これらの⽅針の誓約、関連する追加の誓約、本
資料や将来発表される資料に明記される⽬標と
マイルストーンを、APPが現場で遵守するか否か
について、ステークホルダーと共に合意した第三
者機関が、独⽴した形でモニター・検証するべき
だと確信する。

6. 透明性が保証され、独⽴した検証が実施
される
実施の確認事項：

6.1 遵守状況の独⽴したモニタリングと検証を⼗分に
実施するために、森林サイトへのアクセスや、地
図やコンサルタントの報告書等のなど関連情報へ
のアクセスを含めて、透明性が確保され、ステー
クホルダーとのエンゲイジメント（関係構築）活
動やそのプロセスが相互に合意される。

6.2 本資料で概説する⽬標と確認事項や森林保護誓約
に対する実施状況を独⽴して監査するFSC認定の
認証機関の付託条項（TOR）について、ステーク
ホールダーとAPPが合意する。

6.3 APPは、6.2項の通りにステークホールダーと合
意した予定に則った独⽴監査を可能にし、協⼒す
る。この独⽴監査は、APPが⾃らの森林保護誓約
を完全に遵守していることと、本⽂書の⽬標や確
認事項が達成されていることを検証する。

6.4 独⽴監査は、本資料の⽬標や確認事項を達成する
ためにAPPの⼟地バンクや供給者ベースが変更す
るかもしれないという可能性も含め、新しいOKI⼯
場への⽊材供給についても検証する。

2020までのAPP⽅針の誓約：「100%のパル
プ材合法性について独⽴の第三者検証を受け
ます。」
⽬的： この⽅針は、植林⽊供給についての独
⽴した第三者監査による合法性検証に限定され
ている。

B .   A P Pの持続可能性ロードマップビジョン2 0 2 0の誓約の実施における⽬標と確認事項
（マイルストーン）12（続く）
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2 0 2 0ロードマップ・影響分野：森林回復、
保全、⽣物多様性

APPは、原料を供給するコンセッション内だけで
はなく、その外部でも、ステークホルダーが承諾
する⾃然保護や泥炭地の専⾨家やステークホル
ダーが実施する景観レベルの保全アセスメントや
イニシアチブに協⼒する必要がある。APPは、カ
ンパール、セネピス、ケルムタン、ブキ・ティガ
プル、ベルバクのような優先されるべき景観地域
の中の、サプライチェーン内や、それに近隣する
⽣態系の回復や保全活動に焦点を当てるべきであ
る。それが不可能な場合は、他の、選定された広
⼤な⽣態系の保全に貢献するべきである。APPの
過去の操業によって影響を受けた森林や泥炭地⽣
態系に基づいて保全場所や規模を特定するため、
ステークホールダーとの合意を得たメカニズムを
設置すべきである。

7. インドネシア国内の優先すべき保全景
観が回復され、保護される
実施の確認事項：

7.1  ステークホルダーによって合意された回復／補
償のメカニズムや実施計画を採⽤すると、APP
が誓約する。

7.2  優先して保全／回復する景観地域を含めた回
復／補償メカニズムをステークホルダーとAPP
が共同で作成し、これに合意する。13

7.3  APPが主要な当事者となっているような保全／
回復すべき優先景観地域を特定し、その維持と
回復に必要な活動を勧告する景観レベルの保全
アセスメントを実施するため、ステークホルダ
ーとAPPが相互に合意したメンバーと付託条項に
基づく専⾨家チームが設⽴される。

2020までのAPP⽅針の誓約：APP⽅針の誓約
は、a)荒廃地の回復、b)保護地域や保全地域に
指定された地域の保護、c) 絶滅危惧種の⽣息
数の増加といった国家⽬標を⽀持します。

7.4  アセスメントの結果が、コンセッションレベルで
のHCV／HCS／泥炭地管理計画（上記1を参照）に
組み込まれ、景観レベルでの回復／補償戦略や
計画を策定するために利⽤される。

7.5  ステークホルダーとAPPで相互に合意した付託条
項とメンバーによる独⽴したマルチ・ステークホ
ルダー団体（MSO）が、優先する景観内の保護
価値を特定し、維持、回復、向上させるために
必要な資⾦獲得、トレーニング、その他の活動
を促進・確保する⽬的のために設⽴される。

7.6  独⽴したMSOの設⽴や運営、管理／回復計画の
実施をサポートするため、合意された回復／補
償メカニズムに沿った資⾦⽀援を、APPが供与
する。

B .   A P Pの持続可能性ロードマップビジョン2 0 2 0の誓約の実施における⽬標と確認事項
（マイルストーン）12（続く）
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1.  アジア・パルプ・アンド・ペーパー
2012年6⽉5⽇）アジア・パルプ・ア
ンド・ペーパー・グループ（APP）
は、 持続可能な事業の推進のため、
世界的森林基準の採⽤を誓約 http://
www.app-j.com/ecology/news/582.
html

2.  Asia Pulp & Paper Vision 2020 
Targets and Components (APP社のビ
ジョン2020⽬標とそのコンポーネン
ト)	 http://www.asiapulppaper.com/
sustainabilityvision-2020/targets-
and-components APP’s Sustainability 
Roadmap - Frequently Asked 
Questions (APP社のビジョン2020
⽬標とよくある質問と回答) http://
www.asiapulppaper.com/system/
files/120906-APP-Sustainability-
Roadmap-FAQs-PDF_0.pdf

3.  ⽇本語版http://www.app-j .com/
topics/attach/2013/02/130205
% 2 0 J P _ A P P % 2 0 F o r e s t % 2 0
Conservation%20Policy_final.pdf

4.  エンバイロメンタル・ペーパー・
ネットワーク（ E P N）及び欧州
EPN（EEPN）は、製紙産業の変容
に関し共通のビジョンをもつ北⽶、
欧州、インドネシア、その他の国の
⾮政府組織の連合体。(http://www
.environmentalpaper.org/ and http://
www.environmentalpaper.eu/)

5.  EPNは、6ヶ⽉後の進捗報告を予定し
ている。

6.  本資料における「ステークホルダ
ー」とは、APP社の「森林保護⽅針」
の協議会に参加している市⺠社会の
ステークホルダーと定義されるが、
この他にも、実施におけるマイルス
トーン及び、その成果のモニタリン
グを⾏うインドネシア内外の市⺠組
織、企業、政府機関も含むものとす
る。

7.  ⽇本語版	http://www.app-j.com/topics
attach/2013/02/130205%20JP_APP%20
Forest%20Conservation%20Policy_
final.pdf

8.  独⽴した監査者によって決定される	。
9.  専⾨家ワーキンググループによる泥
炭地の調査が、APP社の関わりの深い
泥炭地景観を優先して完了する。こ
れらの調査は、ステークホルダーに
よってレビューされ、彼らの懸念に
⼗分に対処するものであること。

10.  もし泥炭地の専⾨家ワーキンググル
ープによる勧告が12ヶ⽉以内に完成
しない場合は、代替の確認事項とし
て、APP社が、勧告が完成次第、それ
らを管理計画に反映させると誓約す
ることとする。

11.  このためには、APPが、その施設を
⾃らの⼟地の中に受け⼊れる意思の
ある住⺠と、仲介された交渉を⾏
い、その結果の合意を、彼らが満⾜
するに⾄るまで実施することを確保
する必要がある。

12.  アジア・パルプ・アンド・ペーパー
の ビ ジ ョ ン 2 0 2 0⽬ 標 と 項 ⽬ :	
http://www.asiapulppaper.com/
sustainability/vision-2020/targets-
and-components on 14 August 2013 

13.  このメカニズムは、APPが選定され
た優先景観地域での⽣物多様性や⽣
態系回復、保全への貢献を、いかに
計画し算定するかを定義する。貢献
については、何ヘクタールを回復さ
せるべきか、または、開発せずに保
全したり、主に⽣物多様性を保全す
るために管理するべきかを⽰す。
この⾯積は、これまでに皆伐された
森林や泥炭地の⾯積に基づいて、算
定されなければならない。この貢献
は、優先景観地域内での保護価値を
特定、維持、強化するための活動へ
の資⾦提供という⽬的のために設⽴
される独⽴のマルチステークホール
ダー団体（MSO）への資⾦的貢献と
いう⽅法によっても⾏うことができ
る。その場合には、貢献するべき⾯
積は、1ヘクタールあたり特定の⾦額
での貨幣価値に転換される。

 スマトラトラ写真、5⾴：Danie l 
Beltra

 その他の写真：レインフォレスト・
アクション・ネットワーク

 備考


